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とだグリーンウェイブ2018
グリーンウェイブとは、5月22日（火）の「国際生物多様性の日」を中心
に、生物多様性保全のために行動を呼びかける世界共通のキャンペー
ンです。国内では、3月1日（木）～6月15日（金）の期間で行動が呼び
かけられ、市でも「とだグリーンウェイブ2018」を実施します。
◆苗木の配布（第1期）
■対3月1日（木）～31日（土）に市内民有地に植樹できる2人以上の団体
※家族、友人同士も可
配布場所 毎週水曜日に現地で配布
■申3月15日（木）までに申請書を下記へ ※電話相談可。樹種は原則在
来種または移入種で、本数は希望に添えない場合あり。植樹後、写真
の提出が必要
◆グリーンウェイブ活動を市ホームページで紹介
■対3月1日（木）～6月15日（金）に、植樹や草刈り、緑や生き物に関す
る普及啓発など、グリーンウェイブの活動をした団体
■申6月22日（金）までに、団体名、メンバー数、期間中に実施したグリ
ーンウェイブ活動内容、活動日時を記載の上、活動写真を添付して電
子メール（midori-koen@city.toda.saitama.jp）で

■問みどり公園課（内線319）

政策研究所シンポジウム
～政策開発の手法と実践2018～

選ばれるまちを目指して調査研究を行う政
策研究所が設置されてから10年目の区切り
の年を迎えます。今回、市の政策形成能力
向上のためシンポジウムを開催します。
■時3月5日（月）、午後2時～4時30分
■所文化会館会議室304
■内①まちづくりの事例②政策づくりのポイ
ント

う づきもり お

■講①早稲田大学教授 卯月盛夫さん②関東
まき せ みのる

学院大学准教授 牧瀬稔さん
■対■定市民、20人
■申2月19日（月）～28日（水）までに住所、氏
名（ふりがな）、電話番号を電子メール（seisaku
@city.toda.saitama.jp）または電話で
※費用無料。申込順
■問政策秘書室（内線470）

青少年の居場所スタッフ
募集人数 10人程度 ※面接あり
資格 18～35歳 ※高校生不可
■内放課後に子どもと一緒に遊び、安全管理
をする
任用期間 平成30年4月上旬～
勤務日時 月～金曜日①午後3時30分～7
時30分②午後4時～6時
勤務場所 市内公共施設5カ所（シフト制）
謝礼 ①～4，000円②～2，000円 ※源泉徴
収あり。詳しくは市ホームページをご覧く
ださい
■申3月30日（金）まで
■問児童青少年課（内線669）

ラグビーワールドカップ2019TMチケットの
開催都市住民先行抽選販売
埼玉県民は熊谷ラグビー場で開催される3
試合の先行抽選に申し込めます。
申込期間 3月19日（月）～4月12日（木）
※申し込みにはチケットIDの登録が必要
です。詳しくは公式チケットサイトをご覧
ください
■問県ラグビーワールドカップ2019大会課
�048‐830‐6870

写真補正中
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お知らせ

社会保険に加入した人へのお知らせ
新たに社会保険に加入した人は、社会
保険の資格取得日から国保の保険証は
使えなくなり、別途、国保をやめる手
続きが必要です。手続きをしないと、
本来不要な保険税が賦課されます。新
しい社会保険の保険証が手元に届いた
ら必ず国保をやめる手続きをしてくだ
さい。
■問保険年金課（内線247）

大きな病気やケガを予防しましょう
国民健康保険の加入者が医療機関にか
かると、加入者は自己負担割合に応じ
た額（3割負担。義務教育前と70歳以
上は原則2割負担）を医療機関に支払
い、残りは国保が医療機関に支払って
います。本市では、加入者の構成割合
が高齢化して、一人当たりの医療費が
増加していますが、財源である国保税
はほぼ横ばいで推移してきました。そ
の結果、県内でも突出して赤字額が大
きい国保となっています。加入者の皆
さんは、日ごろから健康な生活習慣を
実践したり、健康診断を受けたりして、
大きな病気やケガを予防しましょう。
■問保険年金課（内線460）

国民年金の届け出をお忘れなく
日本に居住している20歳以上60歳未満
の全ての人は国民年金に加入すること
になります。加入者は、職業などによ
って3つのグループに分かれ、それぞ
れ届け出先が異なります。自営業者、
学生、フリーター、無職の人など（第
1号被保険者）は市役所2階保険年金
課、会社員や公務員などの厚生年金加
入者（第2号被保険者）は勤務先、第2
号被保険者に扶養されている配偶者

（第3号被保険者）は第2号被保険者の
勤務先です。必要な書類などは下記へ
お問い合わせください。
■問保険年金課（内線213）、浦和年金事
務所�048‐831‐1638

障害のある人の手帳
◆身体障害者手帳
対象は、「視覚」「聴覚」「平衡機能」「音
声・言語機能」「そしゃく機能」「肢体」
「心臓機能」「じん臓機能」「呼吸器機
能」「ぼうこうまたは直腸機能」「小腸
機能」「ヒト免疫不全ウイルスによる
免疫機能」および「肝臓機能」の障害の
ある人で、その程度（1級～6級）によ
り各種援助制度を利用できます。※障
害の種類によっては、一定期間経過後
に再認定をするため、再度手続きが必
要になります
◆療育手帳
対象は、知的障害のある人で、その程
度（Ⓐ、A、BおよびC）により各種援
助制度を利用できます。 ※一定期間
経過後に再判定をしますので、再度手
続きが必要になります
◆精神障害者保健福祉手帳
対象は、精神障害により長期にわたり
日常生活または社会生活への制約のあ
る人で、その程度（1級～3級）により、
一定の援助制度を利用できます。※有
効期間は2年間で、更新を希望する場
合は申請が必要です

■問障害福祉課（内線297）

市民活動サポート補助金実績報告会・
平成30年度事前説明会
■時3月4日（日）、午前10時～正午（予定）
■所市役所5階大会議室C
■内○平成29年度補助金交付団体（市役
所南通りの景観と文化を育む会、戸田
マルシェ、NPO 法人 World Sports

Family）による事業報告○平成30年度
の市民活動サポート補助金の概要説明
■対■定市内で活動する市民活動団体や
NPO法人など、20人 ※入場無料。
当日先着順
■問協働推進課（内線651）

美しい街 あなたが主役です！
530（ゴミゼロ）運動実践
活動を実施します。市の
環境美化を推進するため、
積極的な参加・協力をお

願いします。 ※当日、家庭のごみ・
粗大ごみは回収しませんので、出さな
いでください
■時3月4日（日）、午前8時～9時 ※雨
天の場合は11日（日）に順延
■問戸田530運動推進連絡会事務局（環境
課内）（内線390）

住宅の耐震診断・改修費の助成
■対昭和56年以前に着工した一戸建て住
宅または共同住宅
補助額 ○耐震診断：一戸建て住宅ま
たは木造共同住宅は、要した費用で上
限額10万円。木造以外の共同住宅は、
要した費用の2分の1以内で、一戸当
たり2万円とし、一棟当たり上限額100
万円○一般耐震改修：要した費用の3
分の1以内で、上限額50万円○簡易耐
震改修：耐震シェルターなどの設置に
要した費用の2分の1以内で、上限額
20万円 ※耐震診断の結果、改修が必
要とされる木造住宅のみ
■問まちづくり推進課（内線385）

マンション標準管理規約の改正
民泊をめぐるトラブル防止のため、国
土交通省作成の同規約の改正例を参考
に、民泊を可能とするか禁止するかを
検討し、管理規約を改正しましょう。
■問マンション管理センター�03‐3222‐

※申込順、電話可。開催最少人数に達しない場合は中止します。定員に満たない場合は、市内在住・在勤・在学以外の人も参加可。
パ ル ダ イ ス

当日受付の講座を除き、開催の1週間前までに要支払い。他の講座など、詳しくはあいパルミニコミ誌「PALDISE」をご覧ください
■問上戸田地域交流センター（あいパル）�229‐3133
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あいパルの講座

講座名 とき 内容 対象・定員 費用 申込

みんなと楽しく 新聞ちぎり絵 3／7（水）、
13：30～15：00

色の選び方や貼り方などのお話とA5
サイズのメッセージカードをつくる 20人 150円

2／20（火）～

つくって食べよう！お喜楽食堂 3／22（木）、
10：30～13：30

カラダに優しい簡単家庭料理をつくっ
て食べて、楽しくおしゃべりする

おおむね60歳以上
の人、20人

500円
（教材費など）

未

ダミー



凡例 ■時とき ■所ところ ■内内容 ■出出演 ■講講師 ■対対象 ■定定員 ■費費用 ■持持ち物 ■申申込 ■問問い合わせ

32018・2・15

1517、まちづくり推進課（内線385）

日曜法律相談
■時3月4日（日）、午前10時～正午
■所市役所3階相談室
■内離婚・相続・賃貸借契約など民事全
般 ※費用無料
■定4人 ※相談時間は30分
■申3月2日（金）午前9時～電話または
下記で ※申込順
■問防犯くらし交通課（内線270）

電子申請・届出サービスを
ご利用ください
県や県内市町村への申請をインターネ
ットで行えます（一部市町村を除く）。
水道手続きや自動車税住所変更届など
さまざまな手続きが可能です。詳しく
は県ホームページをご覧ください。
■問情報政策統計課�229‐3278

広報紙を読むことが困難な人に
「声の広報」をお届けします
市では、障害や病気、高齢などのため、
広報紙を読むことが困難な人を対象に、
音声化したCDをお送りする「声の広
報」を実施しています。ご近所やお知
り合いの人で、広報紙を読みたくても
読めずに困っている人がいたら、ぜひ
「声の広報」をご案内ください。利用方
法など、詳しくは下記へお問い合わせ
ください。
■問政策秘書室（内線423）

ダイオキシン類濃度の測定結果
蕨戸田衛生センターでは平成29年度の
調査として、3炉ある焼却炉の排ガス
中のダイオキシン類濃度の測定を実施
しました。この結果、3炉のダイオキ
シン類濃度は法律で定める基準値（5
ng‐TEQ/Nm3以下）を大幅に下回って
います。今後も、ごみの減量化にご理
解とご協力をお願いします。
ダイオキシン類調査結果一覧

（単位：ng‐TEQ/Nm3）
調査した焼却炉 調査結果

測定結果
（平成28年度） 3炉平均 0．109

測定結果
（平成29年度）

Ａ号炉 0．057

Ｂ号炉 0．056

Ｃ号炉 0．070

3炉平均 0．061

■問蕨戸田衛生センター組合�421‐2802

スポーツ安全保険
平成30年度スポーツ安全保険の加入受
け付けを3月1日（木）から開始します。
■対スポーツ活動や文化活動を行う4人
以上の団体
対象となる事故 団体の管理下での活
動中（国内）やその往復中の事故など
補償内容 傷害保険・賠償責任保険・
突然死葬祭費用保険 ※加入区分によ
り補償金額は異なります
掛金 800～11，000円 ※年齢や活動
内容により異なります
保険期間 4月1日～平成31年3月31
日
■申郵便局窓口で払込後、払込受付証明
書を貼付した加入依頼書を郵送でスポ
ーツ安全協会埼玉県支部（〒362‐0031
上尾市東町3‐1679スポーツ総合セン
ター内）へ ※4月1日以降の申し込
みは、加入依頼書を郵送した消印日と
払込日のいずれか遅い日の翌日から有
効。加入依頼書は市役所3階文化スポ
ーツ課、スポーツセンター、文化会館
で配布。詳しくは「スポーツ安全保険
のしおり」をご覧ください
■問スポーツ安全協会埼玉県支部�048‐
779‐9580

正社員化総合相談窓口の設置
県では、正社員を目指すパートタイマ
ーや契約社員、派遣社員、就活中の人
などからの電話や面談による相談にキ
ャリアコンサルタントなどが対応する
窓口を設置しています。詳しくは下記
へお問い合わせください。
■問県勤労者福祉課�048‐830‐4516

生活自立相談センター 出張相談会
■時3月15日（木）、午後1時30分～4時
■所障害者福祉会館相談室
■内さまざまな生活に関する相談
■申電話で ※申込順
■問生活自立相談センター�432‐7321

街かど法律相談会
■時3月2日（金）、午後1時～4時 ※受
付：午後3時30分まで
■所川口総合文化センター・リリア1階
催し広場（川口市川口3‐1‐1） ※費
用無料
■問埼玉弁護士会法律相談センター
�048‐710‐5666

遺言・相続無料相談会
■時2月24日（土）、午前10時～午後4時
■所大宮ソニックシティ804、805（さい
たま市大宮区桜木町1‐7‐5）
■内○面談相談（要予約、1組30分）、○
電話相談�048‐872‐8055（予約不要・
当日のみ通話可）
■申面談相談は、2月22日（木）午後5時
までに下記へ
■問埼玉司法書士会�048‐863‐7861へ

土曜サロン
■時3月3日（土）、午後1時30分～3時
■所福祉保健センター講習会室2
■内女性が離婚するときに準備すること
について学ぶ
■定15人
■申電話で ※申込順
■問生活自立相談センター�432‐7321

不動産無料相談会
■時3月16日（金）、午後1時～3時
■所県宅地建物取引業協会南彩支部（戸
田市上戸田1‐14‐10）
■内宅地建物取引士によるマンション・
戸建購入に関する無料相談
■問県宅地建物取引業協会南彩支部事務局
�229‐4630

イベント

老人クラブ連合会 第25回作品展
■時2月21日（水）、22日（木）、午前10時
～午後3時
■所文化会館2階展示室
■内市内の単位老人クラブに加入する会
員の作品（書、絵画、手芸、陶芸、写
真、俳句など）の展示 ※入場無料
■問市老人クラブ連合会事務局（長寿介
護課内）（内線215）

親子農業体験
～親子でジャガイモほりほり＆ほくほく～
■時①植え付け体験：3月11日（日）、午
前10時～正午②収穫体験・バターづく
り体験・試食：6月9日（土）、午前10
時～正午 ※雨天の場合①は3月17日
（土）に②は6月16日（土）に順延
■所彩湖・道満グリーンパーク内 すく
すく農園
■対■定両日参加可能で、小学生以下の子
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「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
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がいる市内在住の親子、15組
■費1組1，000円（材料費など）
■持軍手、汚れてもよい服装
■申2月28日（水）午後5時までに電話で
※応募多数は抽選
■問水と緑の公社�449‐1550

あいパルフェスタ
■時3月10日（土）、午前10時～午後6時、
11日（日）、午前10時～午後4時
■所あいパル
■内あいパルサポーターズ倶楽部団体会
員の作品展示や体験とステージ発表、
市優良推奨品PR大作戦スタンプラリ
ー、フォトコーナーなど
■問上戸田地域交流センター（あいパル）
�229‐3133

心身障害児対象料理体験「パン作り」
■時3月10日（土）、午前10時～正午
■所障害者福祉会館2階料理実習室
■内手づくりの焼き立てパンを親子で楽
しくつくる
■対■定心身障害児とその保護者、8組（2
人1組） ※費用無料
■申3月3日（土）まで ※申込順、電話可
■問心身障害者福祉センター（障害者福
祉会館内）�445‐1828

募集

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、
有償で（700円～／1時間）相互援助活
動を行っています。
■時（入会説明会）3月3日（土）、12日（月）、
午前10時～11時30分
■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
■問とだファミリー・サポート・センター
事務局�433‐2244

戸田わかくさ会非常勤職員
◆生活支援員
募集人数 若干名
■内障害のある人の作業補助や日常生活
の介助
勤務日数 週4日 ※土・日曜日、祝
日は休み
勤務時間 午前9時～午後4時（実働

6時間）
賃金 時給900円～ ※福祉系資格加
算あり
◆運転手
募集人数 1人
■内障害のある人の朝・夕のワゴン送迎
勤務日数 週5日 ※土・日曜日、祝
日は休み
勤務時間 午前8時30分～10時30分、
午後3時30分～5時30分（実働4～6
時間）
賃金 時給900円～

勤務場所 わかくさ（戸田市新曽1522‐1）
■問戸田わかくさ会 鈴木�229‐7421

大学の開放授業講座受講生
■時おおむね4～8月
■所県内18大学、都内1大学
■内経済政策、政治学、社会福祉、語学
など
■対県内在住の55歳以上の人
■費各科目10，000円程度
■申2月1日（木）～ ※詳しくは県ホー
ムページをご覧ください
■問県高齢者福祉課�048‐830‐3263

講座・教室

アーカイブズセミナー「埼玉県内の子育て
に関する信仰（仮）」【市民大学認定講座】
■時3月25日（日）、午後2時～3時30分
■所郷土博物館2階視聴覚室
■対■定市民、50人
■申2月20日（火）～電話で ※費用無料。
申込順。開館時間中に受け付けます
■問郷土博物館�443‐5600

企業人権セミナー
■時3月9日（金）、午後2時～4時
■所文化会館会議室301
■内情報セキュリティと人権

よしかわせい じ

■講WEB110 主宰 吉川誠司さん
■対■定市内在住・在勤者など、40人 ※費
用無料
■申住所、氏名（ふりがな）、年齢、電話
番号を記入して電子メール（keizai@
city.toda.saitama.jp）または電話で
■問経済政策課（内線397）

就職支援セミナー
■時3月5日（月）、午前9時30分～正午

■所市役所5階大会議室C
■内職場での対人能力を高める
■対■定市内外の求職者、20人
■申住所、氏名（ふりがな）、年齢、性別、
電話番号を記入して電子メール（keiz
ai@city. toda.saitama. jp）または電
話で ※費用無料。申込順
■問経済政策課（内線397）

誰にでも簡単にできる料理教室
■時3月14日（水）、午前10時～午後1時
■所コンパル2階キッチンスタジオ
■内旬の魚の煮付けをつくる
■講国際クッキングスクール

うちぼりけい こ

副校長 内堀恵子さん
■対■定市内在住・在勤者、20人 ※男性
も大歓迎
■費500円

きん

■持エプロン、三角巾
■申2月18日（日）～3月9日（金） ※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

戸田中央リハクリニック市民公開講座
「知ろう！高次脳機能障害（基礎編）」
■時3月10日（土）、午後3時～4時30分
※受付：午後2時30分～
■所戸田中央リハクリニック
■内高次脳機能障害について学ぶ
■講戸田中央リハクリニック 言語聴覚

と だ か すみ

士 戸田香純さん
■対■定高次脳機能障害の当事者、家族、
実際に関わっている人、30人 ※費用
無料
■申3月9日（金）までに申込用紙をFAX
（442‐3500）または電話で ※申込用紙
は下記ホームページで取得可
■問戸田中央リハビリテーション病院
総務課�442‐1116
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