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おいしく！たのしく！エコライフ
～緑のカーテンをつくろう！～

緑のカーテンがつくれるゴーヤ苗（4苗）を抽選で200人に無料配布
します。
配布時期 5月23日（火）、24日（水）、午前9時～午後0時30分
■申5月2日（火）必着で往復はがきの往信裏面に住所、氏名（ふりが
な）、電話番号、緑のカーテン利用回数を、返信表面に郵便番号、
住所、氏名を記入して下記へ ※申し込みは1世帯1枚まで。抽選
結果は5月12日（金）以降に通知します
■問環境課（内線344）

市保養所「白田の湯」夏期利用申込 ～夏休みは抽選で～
7月22日（土）～8月22日（火）の利用（2泊まで）は、専用の申込用紙
で受け付けて抽選で決定します。
配布期間 5月1日（月）～15日（月）
配布場所 防犯くらし交通課、戸田公園駅前行政センター、福祉保
健センター、各福祉センター、上戸田地域交流センター、図書館、
障害者福祉会館、児童センター（こどもの国、プリムローズ）、笹目
コミュニティセンター、新曽南多世代交流館、市内3駅の広報ラック
■申5月15日（月）必着 ※抽選結果ははがきで通知します。インター
ネットからの抽選申し込みはできません
■問保養所予約担当�433‐2213

商工業支援事業補助金制度
◆商店等新業種等転換支援事業
新業種、新業態または新形態に転換する
に当たり、店舗の改修工事費の2分の1
（上限50万円）および空き店舗改修後の新
規出店における賃借料の2分の1（月額上
限5万円、補助期間12カ月）を補助します。
◆新技術研究開発支援事業
市内に事業所を有する中小企業者が新技
術や新商品の開発をする場合、その経費
の3分の1（上限150万円）を補助します。
※申込後、訪問調査や審査会を経て決定
◆ISO等認証取得支援事業
市内に事業所を有する中小企業者が、ISO
規格（9000シリーズ、14001、22000、27001、
39001）、エコアクション21またはプライ
バシーマークを取得した際に、その経費
の3分の1（上限50万円）を補助します。
◆工業環境対策支援事業
大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、
振動、地盤沈下、悪臭を防止する設備を
導入した場合に、その設備にかかる固定
資産税相当額（上限100万円）を補助します。
◆展示会等出展支援事業
国内外の展示会または見本市に出展し、
自社製品・技術を外部へ発信する場合に、
その経費の2分の1（上限20万円）を補助
します。

■問経済政策課（内線398）

産業立地推進事業補助金
市内の工業地域などに工場などを新たに
立地（新設・増設・賃借）した場合や新た
な機械設備の導入、市内在住の従業員を
一定期間以上雇用した場合に補助（上限あ
り）を行います。
■問経済政策課（内線398）

住宅改修資金助成金
市内在住者が市内施工業者を利用して20
万円以上（税抜）の個人住宅などの改修工
事を行う場合、その費用の5％（上限10万
円）を助成します。
■問経済政策課（内線398）
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荒川の洪水情報の配信開始
平成29年5月1日から、荒川が氾濫
した場合および氾濫する恐れがある
場合に、携帯電話事業者が提供する
緊急速報メールにより戸田市全域の
携帯電話に洪水情報が配信されます。
■問荒川上流河川事務所防災情報課
�049‐246‐6384

駅周辺は自転車等放置禁止区域です
駅周辺に放置された自転車や原動機
付自転車は条例に基づき終日撤去の
対象になります。短時間であっても
駅前広場や道路などの公共の場所に
放置せず、自転車駐車場に停めるよ
うお願いします。
■問防犯くらし交通課（内線286）

地域通貨戸田オール券の有効期限
切れにご注意ください

100オール券（桃色）・10オール券（黄
色）のオール券の有効期限は、平成
29年5月31日まで（有効期限はオー
ル券の裏面に記載）ですので、有効
期限が切れる前にご使用ください。
期限が切れたオール券の使用や交換
はできませんのでご注意ください。
※オール券は1オール＝1円として
市内の協力店で使えます。協力店は
地域通貨戸田オール運営委員会ホー
ムページをご覧ください。オール券
は「とだオールカード」とは異なりま
す
■問地域通貨戸田オール運営委員会
（協働推進課内）（内線651）

特設相談
◆日曜法律相談
■時5月14日（日）、午前10時～正午
■内離婚・相続・賃貸借契約など民事全
般
■申5月12日（金）午前9時～電話また
はよろず相談窓口で ※先着4人ま
で
◆公正証書・遺言相談

■時5月10日（水）、午後1時30分～4
時 ※受付：午後3時30分まで
■内遺産相続、金銭貸借、不動産賃貸
借、離婚の際の慰謝料・養育費など

■所市役所3階相談室 ※費用無料。
要予約。相談時間は30分
■問防犯くらし交通課（内線270）

新卒者求人説明会（事業者対象）
新卒者の採用・求人申込に関する説
明会を開催します。新卒者の採用に
積極的な事業者や初めて新卒者の採
用を検討中の事業者もぜひご参加く
ださい。
■時5月19日（金）、○午前の部：午前
10時～正午○午後の部：午後2時～
4時
■所川口総合文化センターリリア11階
大・中会議室（川口市川口3‐1‐1）
■内来春新卒者の募集・採用・求人申
込手続きなど
■対ハローワーク川口管内事業所
■問ハローワーク川口�229‐8609

5月連休中の手話通訳者派遣
5月の連休期間中、市手話通訳者派
遣事務所は休みとなります。緊急で
手話通訳者派遣が必要になった場合
は、埼玉聴覚障害者情報センターに
依頼することができます。
■時5月3日（祝・水）～5日（祝・金）、
午前9時～午後5時 ※正午～午後
1時を除く
受付窓口 埼玉聴覚障害者情報セン
ター福祉支援部�048‐814‐3353、
FAX048‐814‐3354
■申氏名、FAX番号、日時、場所、内容
を記入して埼玉聴覚障害者情報セン
ターへFAXで ※緊急の場合のみ
■問市手話通訳者派遣事務所（障害者
福祉会館内）�445‐1828／FAX441‐
5031

特設行政相談
■時5月18日（木）、午前10時～午後5
時 ※受付：午後4時30分まで
■所東京総合行政相談所（西武池袋本
店7階行政、法律、くらしの行政相
談コーナー内）
■内登記、情報通信、相続、税金、国
の行政に関する相談

参加機関 東京法務局ほか
■問東京総合行政相談所�03‐3987‐
0229

イベント

いけばなデモンストレーション
来場者の前でいけばな作品を生けま
す。
■時5月20日（土）、午後2時30分～3
時30分
■所文化会館4階千歳の間 ※入場無
料
■問市華道連盟 塚田�432‐1687

看護デー
～みんなでのばそう 健康寿命～
■時5月14日（日）、正午～午後2時
■所そごう川口店10階バンケットルー
ム（川口市栄町3‐5‐1）
■内血圧測定、体脂肪測定、血管年齢
測定、骨密度測定、健康相談など
※費用無料
■問埼玉県看護協会第7支部（川口医
療センター） 高野�048‐287‐2525

募集

上戸田地域交流広場利用ルールづくり
市民意見交換会メンバー
募集人数 2人
資格 市内在住・在勤者で、5月8
日（月）、24日（水）の2日間の会議（午
後7時～9時）に両日出席できる人
■内上戸田地域交流広場（旧上戸田保
育園・旧上戸田福祉センター跡地に
整備）の利用ルールに関する意見交
換
■申4月21日（金）までに応募票を郵送、
FAX（441‐1977）または電子メール
（ fukushi-somu@ city. toda. saita
ma.jp）で ※謝礼なし。市民活動保
険加入。応募票は下記または市ホー
ムページで取得可
■問福祉総務課（内線614）

介護保険介護認定調査員
募集人数 1人
資格 介護支援専門員で介護認定調
査経験を有する人
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32017・4・15

■内介護認定調査業務
勤務日時 週4日、午前9時～午後
5時（実働7時間） ※土・日曜日、
祝日を除く
賃金 時給2，030円
任用予定日 随時
■問長寿介護課（内線231）

市民医療センター非常勤看護師
募集人数 若干名
資格 看護師または准看護師
■内入院看護業務
勤務日時 週1～4日、午前8時30
分～午後4時30分（実働7時間）
賃金 日給12，600円
任用予定日 平成29年5月～
■問市民医療センター診療室�421‐
4114

市インターンシップ（就業体験）参加者
■時7月24日（月）～8月31日（木）の間
で2週間以内
■内希望する部署の仕事（一般事務、
窓口応対、市内調査など）を実体験
する
■対■定大学、短期大学などに在籍する

市内出身・市内在住者または市内に
就職することを希望している人、4
人
■申6月30日（金）まで ※詳しくはお
問い合わせください
■問人事課（内線510）

日中友好交流都市卓球交歓大会
出場者
日中国交正常化45周年を記念し、日
中両国の中学生による卓球交歓を通
じて友好交流の発展を促進します。
戸田市は友好都市・開封市とチーム
を組み、北京で行われる大会に出場
します。
■時8月3日（木）～8日（火）
募集人数 男女各1人
資格 市内在住または在学の中学生
※8月3日時点で満16歳未満。保護
者の同意などが必要。派遣に係る宿
泊・食事などの費用は国際交流協会
が全額負担します
■申5月10日（水）までに必要書類を下
記へ ※実施要項や申込書は下記お
よびホームページで配布。選考あり
■問国際交流協会事務局�434‐5690

市民医療センター経営改革プラン
策定支援業務委託業者
プロポーザル方式業者選定の参加者
を公募します。
■申4月27日（木）まで ※業者選定説
明書などは市ホームページから取得
可。詳しくはお問い合わせください
■問市民医療センター総務課�421‐4114

介護老人保健施設指定管理者
平成30年4月1日から介護老人保健
施設（ろうけん戸田）の運営管理を行
う指定管理者を募集します。
■申4月17日（月）～5月22日（月） ※募
集要項は4月17日（月）から下記また
は市ホームページで取得可。詳しく
はお問い合わせください
■問介護老人保健施設�422‐8800

とだファミリー・サポート・センター会員
育児の援助を行いたい人（協力会員）
と受けたい人（依頼会員）が会員とな
って、有償にて（700円～／1時間）
相互援助活動を行います。希望者は
申し込みの上、下記の入会説明会に

市役所人事異動
（4月1日付発令、課長職以上）

［総］総務部 ［財］財務部 ［市］市民生活部
［環］環境経済部 ［福］福祉部 ［青］こども青
少年部 ［都］都市整備部 ［医］市民医療セン
ター ［消］消防本部 ［教］教育委員会事務局
［水］上下水道部 ※（ ）内は前職、事務取扱は省略

◆部長職
▽危機管理監（危機管理監（次長職））石橋功吏
▽総務部長（上下水道部長）山本義幸▽財務部
長（財務部次長）山上睦只▽市民生活部長（環
境経済部長）駒崎稔▽環境経済部長（会計管理
者）今井教雄▽都市整備部長（埼玉県）大熊傑
▽議会事務局長（市民生活部長）栗原誠▽上下
水道部長（行政委員会事務局長）安部孝良
◆参事職
▽消防本部参事兼消防署長（消防署副参事）佐
藤堅次
◆次長職
▽総務部次長田中庸介※再任用▽総務部次長
兼情報政策統計課長大山水帆※新規採用▽財
務部次長兼財政課長（［財］税務課長）五條宏▽
環境経済部次長兼環境課長（危機管理防災課
長）佐藤健治▽こども青少年部次長兼こども
家庭課長（［青］こども家庭課長）櫻井聡▽都市
整備部次長金子泰久※再任用▽［都］土地区画
整理事務所長兼土地区画整理事務所担当課長
（都市整備部次長）浜野康彦▽会計管理者奥墨
章※再任用▽消防本部次長兼予防課長（消防
署長）栃本由兼▽教育委員会事務局次長（［教］
副参事）熊谷尚慶▽行政委員会事務局長吉田
豊※再任用

◆副参事職
▽都市整備部副参事兼土地区画整理事務所担
当課長（［都］土地区画整理事務所担当課長）山
碕康之▽消防署副参事兼消防第3課長（［消］
消防第3課長）醍醐浩
◆課長職
▽危機管理防災課長（［都］土地区画整理事務
所主幹）熊木智洋▽［総］人事課長（［総］人事課
主幹）野崎実治▽［財］入札検査課長（［財］入札
検査課主幹）東口俊博▽［財］税務課長（［市］防
犯くらし交通課長）佐々木敏典▽［市］防犯く
らし交通課長（［市］防犯くらし交通課主幹）早
川和男▽［市］文化スポーツ課長（［市］文化ス
ポーツ課主幹）丹野欣司▽［環］みどり公園課
長（［環］みどり公園課主幹）中田勝悦▽［福］福
祉総務課長（［総］人事課長）住野昌洋▽［福］障
害福祉課長（［福］福祉総務課主幹）鎌田陽子▽
［福］保険年金課長（［福］保険年金課主幹）田村
利子▽［福］福祉保健センター担当課長（［福］
福祉総務課長）篠原博▽［青］待機児童緊急対
策室担当課長（［財］入札検査課長）嶋田正晴▽
［都］まちづくり推進課長（［都］まちづくり推
進課主幹）小國拓也▽［消］消防第1課長（［消］
消防第2課主幹）細井三知男▽［消］消防第2
課長（［消］消防第1課長）渡辺浩司▽［教］学務
課長（［教］学務課主幹）武藤昌博▽［教］教育政
策室担当課長（［教］教育政策室主幹）川和田亨
▽［教］図書館・郷土博物館館長（［環］環境課
長）小須田始▽行政委員会事務局担当課長
（［総］情報政策統計課長）青木茂
◆退職（3月31日付）
▽奥墨章（総務部長）▽田中庸介（財務部長）▽
金子泰久（都市整備部長）▽吉田豊（議会事務

局長）▽小林正美（消防本部参事）▽菊池利春
（環境経済部次長）▽山中紀夫（福祉部次長）▽
黒澤孝一（こども青少年部次長）▽小山吉幸
（［環］環境課課長）▽山田徳次（［福］福祉保健
センター担当課長）▽舩戸秀夫（［都］土地区画
整理事務所担当課長）▽津田文江（［医］介護老
人保健施設担当課長）▽星野正義（［教］学務課
長）▽山根淳一（［教］教育政策室担当課長）

小・中学校人事異動
（4月1日付発令、教頭以上）

◆市内異動・転入
［校長］▽戸田第一小（戸田市教育委員会）星野
正義▽美谷本小（伊奈町・小針小）三日月桂子
▽戸田南小（伊奈町・小室小）田所雅人▽新曽
北小（戸田市教育委員会）山根淳一▽芦原小
（芦原小・再任用）永井利昭▽美笹中（新曽中）
山田一文▽新曽中（蕨市・中央小）秋山廣紹
［教頭］▽戸田第一小（新曽小）田邊雅也▽戸田
第二小（川口市教育委員会）大沼公子▽新曽小
（芦原小）酒井康歓▽戸田東小（戸田第二小）佐
野一機▽笹目東小（戸田市教育委員会）加藤貴
嗣▽芦原小（北本市・西小）細井貴弘▽戸田東
中（桶川市・桶川東小）髙田ひろみ▽喜沢中
（笹目東小）益田光行▽新曽中（川口市教育委
員会）鈴木玲▽笹目中（桶川市教育委員会）小
髙剛
◆退職（3月31日付）
［校長］▽布施人志（戸田第一小）▽江添信城
（美谷本小）▽鈴木佐治子（戸田南小）▽永井利
昭（芦原小）▽石田茂（美笹中）▽上石雅己（新
曽中）

情
報
ガ
イ
ド

お
知
ら
せ

情
報
ガ
イ
ド

イ
ベ
ン
ト

情
報
ガ
イ
ド

募
集

情
報
ガ
イ
ド

講
座
・
教
室

4ページへ続く



「広報戸田市」は、市内各公共施設・3駅・
大型店舗・銀行・郵便局にも置いています。

環境にやさしい植物油インキを
使って印刷しています。

森林資源保護のため、再生紙を使用しています。

戸田市認証取得のISO14001

政策秘書室

情報ガイド

凡例
■時
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師
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費
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持
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物
■申
申
込
■問
問
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合
わ
せ

市役所▶〒335‐8588 戸田市上戸田1‐18‐1 �441‐1800

4

参加し、協力会員は下記講習会（2
回）も受講してください。

とき

入会説明会 5／20（土）10：00～11：30

講習会
（協力会員のみ）

5／22（月） 9：30～12：30

5／29（月）9：30～12：10

■所ボランティア・市民活動支援セン
ター
■申各開催日の前日正午までに電話で
※第2・4土曜日、第1・3・5水曜
日、日曜日、祝日は除く
■問とだファミリー・サポート・セン
ター事務局�433‐2244

講座・教室

こども自然クラブ
～年間を通して自然の中で活動します～
■時6月4日（日）、7月9日（日）、9月
3日（日）、11月11日（土）、平成30年
2月3日（土）、3月4日（日）（全6
回）、午前10時～正午 ※雨天実施
■対■定小学3年生以上で5回以上参加
できる人、27人 ※1人で活動でき
る人に限る
■費年間1，000円（予定）
■持筆記用具
■申5月1日（月）午前10時～ ※申込
順、電話可
■問彩湖自然学習センター�422‐9991

美笹公民館の講座
◆健康太極拳講座
■時6月3日～7月1日の土曜日（全
5回）、午後1時30分～3時
■内高齢化社会を快適に過ごすため太
極拳を体感する
■費100円（保険代）
◆やさしい英会話講座
■時6月6日～7月18日の火曜日（全
6回）、午前10時30分～正午 ※6
月27日（火）を除く
■内外国人講師によるやさしい英会話
を学ぶ ※費用無料

■対■定市民、各講座15人
■申4月28日（金）～ ※申込順、電話
可（休館日を除く午前10時～午後5
時）
■問美笹公民館�421‐3024

サビない頭・体づくり講座
～認知症予防について学ぶ～

■時5月16日（火）、午後1時30分～3
時
■所コンパル3階セミナールーム302
■講地域包括支援センター職員
■対■定市内在住・在勤者、30人
■持筆記用具
■申4月16日（日）～5月10日（水）※費
用無料。申込順、電話可
■問笹目コミュニティセンター（コン
パル）�422‐9988

手話講習会
◆入門
■時5月13日～10月14日の土曜日（全
22回）、午前10時～正午 ※8月12
日（土）を除く
■内はじめて手話を勉強する人のため
の講座
■定30人
◆初級
■時5月10日～11月8日の水曜日（全
26回）、午後7時～9時 ※8月9
日（水）を除く
■内入門講座修了およびそれに相当す
る人のための講座
■定25人

■所障害者福祉会館
■対高校生以上の市内在住・在勤・在
学者
■費各3，240円（テキスト代） ※初級
は必要な人のみ。申込時に要支払
■申4月3日（月）～下記窓口（福祉保
健センター1階）で ※申込順
■問ボランティアセンター�442‐0309

身体障害者対象サロン「紙すき」
■時5月12日（金）、午前10時～正午
■所障害者福祉会館2階料理実習室
■内オリジナルのはがきをつくる（協
力団体：戸田八輝会）
■対■定身体障害者、15人
■申5月10日（水）まで ※費用無料。
申込順、電話可。手話通訳や要約筆
記を必要とする人は事前にFAXな
どでお知らせください
■問心身障害者福祉センター（障害者
福祉会館内）�445‐1828／FAX441‐
5031

ヨガ教室
◆むくみ解消ストレッチヨガ
■時4月26日～6月28日の毎週水曜日、
午前10時～11時
■内ボールやベルトなど道具を使いな
がら、むくみを解消する
◆ハタヨガ
■時4月26日～6月28日の毎週水曜日、
午前11時15分～午後0時15分
■内呼吸に意識を向けながらポーズを
とり、インナーマッスルを鍛える

■所ウェルスタ戸田（戸田市下戸田1‐
7‐16）

なか むら み き こ

■講中村美樹子さん
■対■定20歳以上、各15人
■費初回無料、以降4，000円／月（会費
制）
■持動きやすい服装、タオル、飲み物
■申電話で ※申込順
■問総合型地域スポーツクラブWorld

こ ひ

Sports Family 小肥�287‐9640

初心者向け健康ボウリング教室
コース名 とき

Ａ（月曜午後） 5／15～6／26の月曜日、
13：30～ ※6／5を除く

Ｂ（火曜午後） 5／16～6／27の火曜日、
13：00～ ※6／6を除く

Ｃ（水曜午後） 5／17～6／21の水曜日、
13：30～

Ｄ（木曜午前） 5／18～6／22の木曜日、
10：00～

※各コース1回約3時間
■所川口スプリングレーンズ（川口市
川口6‐3‐34）
■定各コース30人 ※申込順
■費各コース1，500円（6回分）
■問県ボウリング連盟�090‐3805‐
4906
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