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戸田ヶ原 春のイベント
◆戸田ヶ原さくらそう祭り2018
市民の皆さんと植えたサクラソウが4月に可憐な花を咲かせます。春の
戸田ヶ原自然再生地へお花見に来てください。
■時4月7日（土）、午前10時～午後2時
※雨天時は4月14日（土）に順延
■所彩湖・道満グリーンパーク内ピクニック広場 ※費用無料
■内戸田ヶ原クイズラリー、戸田ヶ原やサクラソウのガイド、戸田キャラ
（とだみちゃん、トマピー、げんちゃん）ステージショー、太鼓・大正琴
演奏、荒川のうた合唱、コープみらい協賛ブース、市上下水道部ブース、
お休み処など
◆戸田ヶ原さくらそう展示会
■時3月29日（木）～4月4日（水）
■所イオンモール北戸田1階（さくらそう広場付近）
■内ひな壇でのサクラソウの展示、戸田ヶ原のパネル展示、戸田ヶ原のス
ライドショー・映像展示

■問水と緑の公社�449‐1550

春を彩る植木市「花フェスタ」
花や緑でいっぱいの春の楽しいイベントです。
■時4月8日（日）、午前10時～午後5時
■所市役所通り（戸田市役所交差点から文化会
館交差点）

■内花木の販売、園芸相談、市内商店、園芸店
による出店、ミニステージ、キッズコーナー
など
■問水と緑の公社�449‐1550

日曜窓口を追加開設します
届出には世帯全員分のマイナンバーカードま
たは通知カードを持参してください。マイナ
ンバーカードをお持ちの人は市民課前の自動
交付サービスが便利です。
■時3月25日（日）、4月1日（日）、午前8時30
分～午後5時
■所市民課、税務課、収納推進課、保険年金課、
長寿介護課、障害福祉課、こども家庭課、保
育幼稚園課、学務課
■問市民課（内線204）

コンビニ交付サービス・戸田公園駅前出張所
窓口業務の一部停止
システムメンテナンス作業のため、下記の日
程で証明書交付を停止します。

日時 取得できない証明書

コンビニ
交付

3／27（火）、9：00～
13：00、20：00～終日 戸籍証明書

3／29（木）、
9：00～17：00

全て3／30（金）、
17：30～終日

3／31（土）、
6：30～10：00

戸田公園
駅前出張所

3／30（金）、
17：30～20：00 戸籍証明書

写真補正中
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お知らせ

新曽福祉センターホールの利用
再開時期
現在、天井の耐震化および天井裏アス
ベスト除去に伴う改修工事のため一般
利用者のホールの利用を休止していま
すが、12月1日（土）から再開となる予
定です。工事の進捗により再開時期が
変更となる場合は、改めて市ホームペ
ージや館内掲示でお知らせします。
※現在、工事に伴い施設の駐車台数が
大幅に少なくなっています。また、工
事に伴う騒音により利用者や近隣の皆
さんにはご迷惑をお掛けしますが、ご
理解とご協力をお願いします
■問新曽福祉センター�445‐1811

花見場所に仮設トイレを設置
皆さんが快適にお花見を楽しめるよう
に、市内の花見場所11カ所に仮設トイ
レを各3基（一般用2基、車いす対応
1基）設置します。 ※ごみは各自で
持ち帰ってください

場所 所在
蕨市境桜並木脇（喜沢側） 喜沢1‐1

菖蒲川沿い新曽南庁舎脇 新曽南3‐1

下町さくら東ひろば 新曽南3‐8

下町さくら中央ひろば 新曽南3‐15

下町さくら西ひろば 新曽南4‐1

氷川町さくらひろば 氷川町3‐5

さくら川沿い道満橋脇 美女木7‐20

さくら川沿い八幡橋脇 美女木6‐16

さくら川沿い天王さくら広場脇 笹目5‐32

さくら川沿い野竹橋脇 笹目6‐13

戸田公園駐車場脇（ボートコース沿い）戸田公園7

■問環境課（内線390）

固定資産税の縦覧・閲覧
◆縦覧
本人所有以外の土地・家屋（償却資産
は除く）との評価額の比較ができます。

◆閲覧
な

年間を通じて、固定資産課税台帳（名
よせ ちょう

寄 帳）で課税内容（土地・家屋・償却
資産）を確認できます。

■時縦覧：4月1日（日）～5月31日（木）、
午前8時30分～午後5時15分 ※土・
日曜日、祝日を除く。水曜日は午後7
時まで。各月第1日曜日は実施します
■所市役所2階税務課
■対固定資産の納税義務者、同一世帯の
人、納税管理人、所有者の委任状を持
つ代理人 ※閲覧の場合は、借地人、
借家人（賃貸借契約にかかる部分のみ）
も対象
■費縦覧は無料。閲覧は縦覧期間中に限
り無料 ※借地人と借家人は有料
■持本人確認書類（運転免許証など）。借
地人・借家人は、賃貸借契約書などと
本人確認書類 ※いずれの場合も代理
人は委任状が必要。名寄帳、納税通知
書は本人確認書類として使用できませ
ん。郵送依頼は下記へお問い合わせく
ださい
■問税務課（内線201、219、281）

公共施設予約システム利用者カードの更新
市内各公共施設を利用する際の予約シ
ステム利用者カードの有効期間は、利
用者登録をした月の翌月から3年間で
す。有効期間を過ぎると、施設予約な
どの手続きができなくなりますので、
更新手続きを行ってください。また、
18歳未満の人の更新は申請書の「保護
者の同意署名欄」への記入が必要にな
るためご注意ください。なお、施設利
用時や予約手続きの際は、利用者カー
ドを必ず窓口に提示してください。
更新時期 有効期限の日が属する月の
最初の日～ ※有効期限はカードに記
載あり
更新場所 原則、利用する施設の窓口
■持①利用者カード②本人確認書類（顔

写真入りは1点、顔写真がないものは
氏名・住所などが確認できる書類2点）
■問総合案内：西部福祉センター�421‐
3024 ※詳しくは各公共施設にお問い
合わせください

病児・病後児保育室をご利用ください
子どもが病気または病気回復期のため
保育所などに通所できない期間、専用
施設で看護師・保育士が一時的に保育
を行います。
◆病児保育室太陽の子北戸田（太陽の
子北戸田保育園併設）
■所大字新曽2002‐12 市ヶ谷ビル2階
�434‐2511
◆病児保育室ひまわり（戸田中央総合
病院内）
■所本町1‐19‐3 �442‐3611
◆病児保育室きらら（よつば保育園併設）
■所大字新曽1191‐8 �446‐6368

開室日 月～金曜日、午前8時～午後
6時 ※土・日曜日、祝日、年末年始
は除く
■対■定市内在住の生後57日～10歳未満の
子、各施設1日4人まで ※病状によ
りお預かりできない場合あり
■費児童1人につき1日2，000円（生活保
護世帯は無料）、保険代1日100円
■申各施設に事前に電話予約の上、医師
の病児・病後児保育利用連絡書と必要
なものを持参。詳しくは市ホームペー
ジをご覧ください
■問保育幼稚園課（内線276）

民泊を始めるには届出が必要です
「住宅宿泊事業法（民泊新法）」が6月15
日（金）から施行され、住宅に有料で旅
行者を宿泊させることができます。民
泊を始める際には、県へ届出が必要と
なりますので「民泊制度運営システム
（WEB）」から届出をしてください。詳
しくは下記へお問い合わせください。

※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

心もカラダも元気に！
親子ヨガ体験

4／12（木）、
①10：00～10：50
②11：10～12：00

ママと子どもが一緒にヨガを体験
する

①6カ月～1歳3カ月の子と保護者
②1歳3カ月～2歳の子と保護者、
各20組

各560円

受付中リフレッシュヨガ
4／9・23、5／7・14・28、
6／4・11の月曜日（全7
回）、11：00～12：15

初心者向けの無理をしないポーズ
でゆったりと呼吸をし、体と心を
リフレッシュする

市民、20人 3，710円
（保険代など）

つくって食べよう！
お喜楽食堂

4／19（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、20人 500円
（教材費など）

未

ダミー
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32018・3・15

民泊制度コールセンター �0570‐041‐
389 ※月～金曜日、午前9時～午後5
時（祝日を除く）
■問経済政策課（内線374）

国民年金の高齢任意加入
60～65歳の人で、年金加入期間が短い
ために受給資格を満たしていない場合
や、年金額を満額に近づけたい場合に
は、国民年金に任意加入することがで
きます。また、資格期間が10年未満の
人は、最長70歳までの間に、10年の資
格期間を満たすまで加入できる特例任
意加入があります。納付方法は口座振
替です。手続きには、年金手帳、預貯
金通帳、通帳印、戸籍謄本（特例任意
のみ）が必要です。 ※老齢基礎年金
を受給している人や、厚生年金や共済
年金に加入中の人は、任意加入はでき
ません
■問保険年金課（内線213）

国民健康保険の加入、脱退の手続き
◆国保に加入するとき
職場の健康保険の資格を喪失し他の健
康保険に加入しない人は、国民健康保
険に加入します。加入の手続きは、退
職日の翌日から下記、美笹支所、戸田
公園駅前出張所の窓口ででき、前の健
康保険の資格喪失日から加入となりま
す。退職した当日やそれ以前は手続き
できません。
■持他の健康保険をやめた日が確認でき
る証明書（社会保険資格喪失証明書、
雇用保険離職票、退職証明書）、顔写
真入りの公的身分証明書、加入する人
全員と世帯主のマイナンバーカードま
たは通知カード
◆国保をやめるとき
職場の健康保険に加入したときや、そ
の被扶養者となったときは、国民健康
保険を脱退する手続きが必要です。
■持新たに加入した健康保険の保険証
（国保を脱退する人全員分）、国民健康
保険証、顔写真入りの公的身分証明書、
脱退する人全員と世帯主のマイナンバ
ーカードまたは通知カード ※脱退の
手続きは郵送でも行うことができます

■問保険年金課（内線266）

特設相談
◆日曜法律相談
■時4月1日（日）、午前10時～正午
※相談時間は30分。4人まで
■内離婚・相続・賃貸借など民事全般

■申3月30日（金）午前9時～
◆マンション管理相談
■時4月4日（水）、午後1時～3時
※相談時間は60分。2組まで
■内管理組合運営・建物設備の維持管理
■申4月3日（火）午後3時まで

※申込順、電話可
■所市役所3階相談室
■問防犯くらし交通課（内線270）

市民活動団体向け 助成金相談会
■時①4月8日（日）、午後1時30分～4
時30分②4月11日（水）、午前9時30分
～正午
■所ボランティア・市民活動支援センタ
ー会議スペースＡ・Ｂ
■内助成金（補助金）申請書類の基本的な
書き方や注意点など
■持記入した申請書
■対■定市内で活動する市民活動団体、①
6団体②5団体 ※費用無料
■申電話または直接下記へ ※申込順
■問ボランティア・市民活動支援センター
�441‐4444

イベント

子育て世帯向け空き家リフォーム
プラン展示会
空き家の利活用を推進するため、子育
て世帯などを中心とした住み替え支援
制度を検討しています。そこで、埼玉
建築士会青年委員会、ものつくり大学
建設学科戸田研究室と連携し、「空き
家を子育てしやすい住宅へ」をテーマ
に作成した空き家リフォームプランの
設計図面や模型などを展示します。
■時①3月17日（土）・18日（日）、午前9
時30分～午後4時②3月19日（月）～23
日（金）、午前9時30分～午後4時 ※3
月21日を除く
■所①上戸田地域交流センター1階市民
ギャラリー②市役所2階ロビー
■問まちづくり推進課（内線385）

戸田ライオンズクラブ杯・道満河岸
こども金魚つり大会
■時3月25日（日）、午前10時～11時30分
※受付：午前9時～。雨天中止
■所彩湖・道満グリーンパーク内道満河
岸金魚つり場
■費500円 ※賞品多数あり
■対■定小学生以下、200人 ※当日先着
順。一般入場は大会終了後から

■問金魚つり場�421‐0278、管理事務所
�449‐1550

日立明三大学レガッタ
日本大学、立教大学、明治大学による
大学ボート界最高峰の対校戦です。水
上の熱戦をぜひご覧ください。
■時4月15日（日）、午前9時10分～午後
1時30分 ※現役対抗レースは午後0
時30分に発艇
■所戸田ボートコース ※費用無料
◆陸上でボート体験をしてみよう
■時4月15日（日）、午前10時～正午
■所明治大学艇庫横
■内エルゴ体験など ※費用無料。当日
先着順。参加者には参加賞を進呈
■対5歳以上の人
■問明治大学体育会端艇部�444‐1276

ボールを投げてみませんか
■時4月7日（土）、午前10時～11時
※雨天中止
■所戸田第一小学校校庭 ※使用球：軟
式ボールC級（小学生用）
■対幼稚園児～小学生、ボール投げ未経
験の大人 ※費用無料。運動ができる
服装で来てください
■問戸田第一小学校区スポーツ推進スタ
ッフ 三浦�443‐8677

道満河岸春季へら鮒つり大会
■時4月1日（日）※受付：午前5時（入
場順位抽選・前売優先）、入場：午前
6時～（抽選番号順）。雨天決行
■所彩湖・道満グリーンパーク内道満河
岸へら鮒つり場
■費一般2，000円、中学生以下は500円
■申直接下記へ ※当日券あり。参加賞、
賞品多数あり
■問へら鮒つり場管理事務所�422‐3220

募集

パブリック・コメント
◆戸田市空家等対策計画（案）
■内空家等の適正管理と活用などに関す
る課題を解決するために、戸田市空家
等対策計画を策定します。その内容に
ついて市民の皆さんから意見を募集し
ます。
募集期間 3月15日（木）～4月13日（金）
担当課 まちづくり推進課（内線380）
提出方法 資料公開場所へ持参、郵便、
FAX（433‐2200）、電子メール（matidu
kuri@city.toda.saitama.jp）※資料
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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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公開場所により受付時間が異なります
資料公開場所 担当課、市政情報室、
各福祉センター、笹目コミュニティセ
ンター、戸田公園駅前行政センター2
階、新曽南多世代交流館、上戸田地域
交流センター ※市ホームページでも
公開します
■問庶務課（内線363）

市民大学運営委員会 市民委員
募集人数 1人
資格 満20歳以上の市内在住・在勤・在
学者で、年2回程度の会議（平日昼開
催）に参加できる人 ※平成30年度市
民企画講座の応募者を除く。謝礼なし
■内戸田市民大学のカリキュラムなどを
検討する
選考 書類選考
■申4月1日（日）～13日（金）（必着）に公
募市民委員申込書を提出 ※申込書は
下記または市ホームページから取得可
■問戸田市民大学事務局（生涯学習課内）
（内線466）

福祉施策審議会委員
募集人数 3人
資格 4月1日時点で20歳以上の市内
在住・在勤・在学者
■内市の福祉施策に関する事項を審議する
任期 4月1日～2年間 ※原則、平
日の昼間に年2回程度の会議を開催予
定。報酬あり
選考 書類選考
■申3月30日（金）必着で応募票を下記へ
※応募票は下記または市ホームページ
から取得可
■問福祉総務課（内線298）

戸田第二小学校 調理パート
募集人数 若干名 ※経験資格不問
■内給食調理の補助・給食調理
勤務日時 週5日、午前9時～午後3
時（休憩1時間） ※給食調理のみ：午
前7時30分～午後0時30分（休憩なし）
賃金 時給950円
■問学校給食課�442‐5065

市内小学校栄養士（非常勤職員）
募集人数 若干名
資格 栄養士または管理栄養士 ※取
得見込み可。教員免許は不要
■内学校給食管理業務（献立作成・衛生
管理など）
任用期間 4月2日～平成31年3月29
日
勤務時間 月～金曜日、午前8時30分

～午後5時（休憩1時間） ※一部休日
出勤あり
賃金 日額9，200円
■申写真を貼った履歴書を下記（〒335‐
0026 戸田市新曽南4‐3‐45）へ
■問学校給食課�442‐5065

児童センターこどもの国 運営委員
運営に市民の皆さんの意見を反映させ
るため、運営委員を募集します。
募集人数 2人
資格 市内在住で20歳以上の人
任期 2年（平成32年3月31日まで）
※運営委員会は年に2～3回程度開催
予定
選考 書類選考および面接
■申4月6日（金）までに、申込書と作文
（1，200字程度）を郵送または電子メー
ル（info@toda‐kodomonokuni.jp）
で下記へ ※申込書は下記またはこど
もの国ホームページから取得可
■問児童センターこどもの国�443‐2387

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（700円～／1時間）で相互援助活
動を行う組織です。希望者は申し込み
の上、下記の入会説明会に参加し、協
力会員は下記講習会（2回）も受講して
ください。

とき ところ

入会説明会 4／7（土）10：00～11：30
ボランティ
ア・市民活
動支援セン
ター

講習会
（協力会員
のみ）

5／21（月）9：30～12：30

5／28（月）9：30～12：10

■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、祝日は休業日
■問とだファミリー・サポート・センター
事務局�433‐2244

上戸田地域交流センター
施設清掃スタッフパートタイマー
募集人数 若干名
職種 施設清掃業務
勤務時間 週3～4日（シフト制）①午
前8時15分～11時45分②午後1時～4
時30分 ※希望休日を考慮します
勤務場所 上戸田地域交流センター
時給 930円 ※交通費規定内支給。
制服貸与。有給休暇あり
■問上戸田地域交流センター（あいパル）
高橋�229‐3133

講座・教室

女性向け就職支援セミナー
■時4月20日（金）、午前9時30分～11時
30分
■所市役所5階大会議室C
■内子育てと仕事の両立
■対■定市内外の女性求職者、20人 ※託
児あり（定員4人。1歳～未就学児）
■申住所、氏名（ふりがな）、年齢、性別、
電話番号、託児希望者は子の氏名（ふ
りがな）、年齢、性別も記入して電子
メール（keizai@city.toda.saitama.jp）
または電話で ※費用無料。申込順。
託児は実施日の7日前まで
■問経済政策課（内線395）

戸田ヶ原ガイド講習2018
■時4月1日（日）、午前10時～正午 ※雨
天実施
■所彩湖・道満グリーンパーク管理事務
所（集合場所）
■内戸田ヶ原やサクラソウについて基礎
から学び、来訪者にガイドする方法を
学ぶ
■対■定16歳以上の人、10人 ※費用無料。
申込順。歩きやすい服装で来てくださ
い。集合場所から現地まで、約1㎞の
道のりをスタッフがガイドしながら歩
きます
■申3月29日（木）までに電子メール（m
ail@toda-kousha.com）または電話で
■問水と緑の公社�449‐1550

親子ラグビー教室
■時3月18日（日）、25日（日）、午前9時
30分～11時30分 ※雨天中止
■所スポーツセンター陸上競技場
■内ラグビーボールを使った簡単な遊び
■持飲み物、タオル、運動しやすい服装
■対小学生以下の親子
■問市ラグビー協会 正田�080‐4158‐
3810
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