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菅原文仁市長が初登庁
3月25日（日）に執行された戸田市長選挙で、菅原文仁市長の
初当選が決まりました。4月2日（月）、多くの市民や職員が
拍手で迎える中、菅原市長が初登庁しました。

3月25日（日）執行戸田市長選挙の開票結果
（戸田市選挙管理委員会最終発表）

菅原 文仁 26，029票
石津 賢治 10，163票
望月 久晴 4，055票

※無効投票数376票。投票率38．19％
■問行政委員会事務局（内線606）

市保養所「白田の湯」夏季利用申込
～夏休みは抽選で～

7月21日（土）～8月21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（火）～15日（火）
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・郷土博物館、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（火）必着 ※インターネット
からの抽選申し込みもできるようになり
ました
■問保養所予約担当（防犯くらし交通課内）
�433‐2213

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を抽選
で無料配布します。
■時5月22日（火）、23日（水）、午前9時～
午後0時30分
種類 ゴーヤ（4苗）
■対200人
■申5月1日（火）必着で、往復はがきの往
信に住所、氏名（ふりがな）、電話番号を、
返信に郵便番号、住所、氏名を記入して下
記へ ※申込は1世帯1枚まで。抽選結
果は5月11日（金）以降に通知します
■問環境課（内線344）

市インターンシップ（就業体験）参加者募集
■時7月23日（月）～8月31日（金）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29日（金）まで ※詳しくは下記へ
お問い合わせください
■問人事課（内線510）

写真補正中
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国民健康保険「人間ドック」
「脳ドック」検診費用補助制度

◆人間ドック検診
■所指定医療機関（6カ所）
■対35歳以上の国民健康保険被保険
者で保険税に未納がない人
補助額 1年度に1回、25，000円
◆脳ドック検診
■対40歳以上の国民健康保険被保険
者で保険税に未納がない人
補助額 3年度に1回、費用の7
割（上限50，000円）

※要申込。詳しくは下記へお問い
合わせください
■問保険年金課（内線212）

国民健康保険税の低所得者軽
減制度拡大

世帯所得の合計が基準以下の世帯
に係る均等割額の軽減基準額が変
更となり、軽減の対象が拡大され
ました。軽減の適用に申請は必要
ありませんが、確定申告または住
民税申告が必要です。※1月1日
現在16歳以上の人で所得の申告の
ない人が世帯にいると軽減の判定
がされません

軽減基準額

5割軽減
33万円＋（27．5万円×被保険
者数と特定同一世帯所属者数
の合計）

2割軽減
33万円＋（50万円×被保険者
数と特定同一世帯所属者数の
合計）

※下線の変更前の額は5割が27万
円、2割が49万円
■問保険年金課（内線266）

計量器定期検査

業務（取引・証明）に使用するはか
りは定期検査の受検義務がありま
す。対象者は事前調査にご協力く
ださい。4月上旬に発送した調査
票が届かなかった人や、前回（平
成28年度）の検査を受けていない
人は、下記までご連絡ください。
機械式（アナログ式）はかりの内、
最大計測250kg以下のはかりは、
下記日程で検査を行います。電気
式はかりや、250kgを超えるもの
を量れる機械式はかりは、別途係
員が検査に伺います。訪問日程は
下記と異なります。 ※検査の手
数料など詳しくは県計量検定所ホ
ームページをご覧ください
■時6月4日（月）、5日（火）、午前
10時～午後3時 ※正午～午後1

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
▽福祉部長（福祉部次長）吉野博司▽こども青
少年部長（福祉部長）松山由紀▽市民医療セン
ター事務長兼市民医療センター次長（市民医
療センター参与）中川幸子
◆参事職
▽消防本部参事兼消防署長（消防本部次長）中
村宏
◆次長職
▽総務部次長兼経営企画課長（［財］資産管理
課長）秋元幸子▽財務部次長兼収納推進課長
（［財］収納推進課長）中安健二▽［財］資産経営
室長兼財務部次長兼資産経営室担当課長（財
務部次長）五條宏▽福祉部次長（［福］福祉保健
センター所長）久川理恵▽［福］福祉保健セン
ター所長（［福］福祉保健センター担当課長）篠
原博▽こども青少年部次長兼こども家庭課長
（［青］児童青少年課長）矢ヶ崎富士夫▽［青］保
育幼稚園室長（こども青少年部次長）櫻井聡▽
都市整備部次長金子泰久※再任用▽会計管理
者（会計課長）香林勉▽［教］教育政策室長兼教
育委員会事務局次長兼教育政策室担当課長清
水彩子※新規採用▽行政委員会事務局長吉田
豊※再任用▽上下水道部次長兼水道施設課長
（都市整備部副参事）山碕康之
◆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］都市計画課長）山老英巳▽都市整

備部副参事兼都市計画課長（［総］経営企画課
長）早川昌彦▽消防本部副参事兼総務課長
（［消］総務課長）新井俊行▽消防署副参事兼消
防第2課長（［消］消防第2課長）渡辺浩司
◆課長職
▽危機管理防災課長（［教］学校給食課長）細井
高行▽［財］財政課長（［財］財政課主幹）西口学
▽［財］資産経営室担当課長（［都］土地区画整
理事務所主幹）重松浩之▽［財］税務課長（［青］
待機児童緊急対策室担当課長）嶋田正晴▽
［市］防犯くらし交通課課長（埼玉県警察本部）
牟田泰啓▽［環］環境課長（［環］環境課主幹）清
水明▽［環］みどり公園課長（［都］道路河川課
主幹）寺尾亮▽［福］福祉保健センター担当課
長（［医］介護老人保健施設担当課長）高屋勝利
▽［福］福祉保健センター担当課長（［福］福祉
保健センター主幹）渡辺純子▽［青］保育幼稚
園室担当課長（［財］税務課長）佐々木敏典▽
［青］児童青少年課長（［青］児童青少年課主幹）
岩崎一昭▽［都］道路河川課長（危機管理防災
課長）熊木智洋▽［都］土地区画整理事務所担
当課長（［都］道路河川課長）小原央▽［医］診療
室担当課長（［医］介護老人保健施設担当課長）
永山優子▽［医］診療室医長（［医］介護老人保
健施設医長）松宮晴子▽会計課長（会計課主
幹）遠藤康雄▽［消］警防課長（［消］消防第1課
長）細井三知男▽［消］消防第1課長（［消］消防
第1課主幹）福島稔▽［消］消防第3課長（［消］
消防第2課主幹）亀井亨▽［教］学校給食課長
（［教］図書館・郷土博物館館長）小須田始▽
［教］生涯学習課長（［青］待機児童緊急対策室
主幹）福田忠史▽［水］上下水道経営課長（［水］
上下水道経営課主幹）関根晃▽［水］下水道施
設課長（［環］みどり公園課長）中田勝悦
◆退職（3月31日付）
▽三木由美子（こども青少年部長）▽矢作裕一
（市民医療センター事務長）▽佐藤堅次（消防

本部参事）▽田中庸介（総務部次長）▽奥墨章
（会計管理者）▽渡部剛士（［教］教育政策室長）
▽石橋睦雄（上下水道部次長）▽醍醐浩（消防
署副参事）▽望月智也（［市］防犯くらし交通課
課長）※埼玉県警察本部へ帰任▽田島弘隆
（［医］診療室医長）▽津田孝一（［教］生涯学習
課長）▽須永明（［水］上下水道経営課長）▽佐
藤通孝（［水］水道施設課長）

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］
▽芦原小（川口市・戸塚東小：校長）藤川英子
▽喜沢中（戸田東中：教頭）髙田ひろみ▽笹目
中（鴻巣市・鴻巣西中：教頭）二瓶亮
［教頭］
▽新曽小（蕨市・中央小：教頭）菅原義裕▽美
谷本小（笹目東小）加藤貴嗣▽笹目小（戸田市
教育委員会）伊藤和三▽戸田東小（新曽北小）
近藤百合▽戸田南小（戸田市教育委員会）田野
正毅▽喜沢小（美谷本小）渡邊泰典▽笹目東小
（戸田第一小）永谷拡紀▽新曽北小（南部教育
事務所）片岡昭博▽美女木小（笹目小）間中千
恵子▽戸田中（美笹中）山中健一▽戸田東中
（戸田市教育委員会）長野真吾▽美笹中（新曽
中）菱沼良夫▽新曽中（北本市教育委員会）佐
藤貴広
◆退職（3月31日付）
［校長］
▽小代元志（戸田東小）▽樋口哲男（笹目中）▽
永井利昭（芦原小）
［教頭］
▽酒井康歓（新曽小）▽加藤昌之（喜沢小）▽吉
松好代（美女木小）▽唐澤文成（戸田中）
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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・4・15

時を除く
■所市役所南側駐車場
■問経済政策課（内線398）

リサイクル自転車の販売

■時5月6日（日）
■所戸田地区自転車商組合加盟店
価格 上限8，000円 ※防犯登録
手数料600円が別途必要
加盟店名 住所 電話

日坂輪業 喜沢2‐27‐3 441‐3862

長谷川サイクル 喜沢2‐39‐7 443‐1663

サイクルショップウメダ 下前2‐6‐9 441‐6168

YOU SHOP ヤマダ 上戸田2‐2‐4 441‐2049

稲垣サイクル 新曽南2‐12‐25441‐4122

遊輪ショップえぐち 大字新曽1827‐1 441‐4164

梅田自転車 本町3‐1‐26441‐1181

担当 防犯くらし交通課（内線286）
■問詳しくはお近くの加盟店へ

5月連休中の手話通訳者派遣

5月の連休期間中、手話通訳者派
遣事務所は休みとなります。緊急
で手話通訳者の派遣が必要になっ
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・木）～6日（日）、
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
報センターにFAXで ※緊急の
場合のみ
■問手話通訳者派遣事務所（障害者
福祉会館内）�445‐1828／FAX441
‐5031

イベント

戸田中央総合病院 看護まつり

■時5月12日（土）、午前10時～正午
■所戸田中央総合病院A館1階
■内手洗いチェック、防災看護、骨
密度測定、血圧測定、体脂肪測定、
体操コーナー、相談コーナー ※入
退場自由
◆病棟看護体験
■対■定看護師を目指している高校生
～20歳代の人、4人 ※費用無料
■申電話で
■問戸田中央総合病院 看護部室
さね しげ

實重�442‐1111

看護デー

～楽しく キラッと健康づくり～
■時5月13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
■問県看護協会第7支部（川口医療
センター）高野�048‐287‐2525

募集

青少年問題協議会委員

募集人数 2人
資格 市内在住で20歳以上の人
任期 委嘱日～平成32年3月 ※年
2回程度、平日昼間開催予定。若
干の報酬あり
選考 書類（作文800字程度）およ
び面接 ※作文テーマ「身の周り
に感じる青少年問題とそれに対し
大人ができること」
■申4月16日（月）～27日（金）に、郵
送または電子メール（jidoseisyo
nen@city. toda.saitama. jp）で
申込書を下記へ ※申込書は、下
記窓口または市ホームページから
取得可
■問児童青少年課（内線669）

こども自然クラブ会員

四季折々の自然と触れ合いながら、
生きものの素晴らしさや面白さを
知ったり、身近な環境の問題に気
づいたりして、自然と仲良くなる
「こども自然クラブ」の会員を募集
します。
■時6月3日、7月8日、9月2日、
12月2日、平成31年2月3日、3
月3日の日曜日（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、30人 ※1人で活動
できる人に限ります

■申○電話可：午前10時～午後5時に美笹公民館へ
※申込順。第2・4・5月曜日を除く

問い合わせ 美笹公民館（西部福祉センター）
�421‐3024 〒335‐0031 戸田市美女木5‐2‐16
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公民館の講座
講座名 とき 内容 対象・定員 費用 申込

美
笹

健康太極拳講座 6／2～23の土曜日（全4回）、
14：00～15：30

高齢化社会を健康で快適に過ご
すため、太極拳を体感する 市民、15人 100円

（保険代）
4／26（木）～
電話可

やさしい英会話講座 6／5～7／10の火曜日（全6回）、
10：30～12：00

外国人講師によるやさしい英会
話を学ぶ 市民、12人 無料

4ページへ続く
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■費年間1，000円（予定）
■持筆記用具
■申5月1日（火）～ ※応募方法な
ど詳しくは市ホームページをご覧
ください
■問彩湖自然学習センター�422‐
9991

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 5／19
（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

講座・教室

身体障害者対象サロン「紙すき」

■時5月11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9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／FAX
441‐5031

就職支援セミナー

■時5月28日（月）、午前9時30分～

正午
■所市役所5階大会議室A
■内応募書類の書き方とポイント
「企業への効果的なアピールにつ
ながる応募書類（履歴書、職務経
歴書）の書き方・ポイントを学ぶ」
■定20人 ※費用無料。申込順
■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（keizai@city.toda.saitama.
jp）または電話で
■問経済政策課（内線397）

※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
パ ル ダ イ ス

参加可。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

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

あいパルの講座
講座名 とき 内容 対象・定員 費用 申込

「親子で楽しむプログ
ラミング体験」

ス ク ラ ッ チ

～Scratchで簡単なゲ
ームを作ってみよう～

5／19（土）、
①10：30～12：00
②13：30～15：00

プログラミングソフトを使用
して、簡単なゲームをつくり
ながら基本を学ぶ

①小学3年生以上の親子、10組
ス ク ラ ッ チ

②Scratch使用経験のある小学
3年生～中学生（保護者同伴可）、
10人

各1，000円

4／20（金）～

パパも一緒にふれあい
タイム

5／26（土）、
①10：00～12：00
②14：00～16：00

助産師の指導による触れ合い
遊びを楽しむ ※記念に手形
スタンプあり

0歳児と家族、各10組 各530円
（保険代など）

心もカラダも元気に！
親子ヨガ

5／10～6／28の木曜
日（全8回）、
①10：00～10：50
②11：10～12：00

親子で一緒にさまざまなヨガ
のポーズや呼吸でリフレッシ
ュする

①6カ月～1歳3カ月の子と母
親、20組
②1歳3カ月～2歳の子と母親、
20組

各4，480円
（保険代など）

ハワイアンリトミック
ＡＢＣ

5／15、29、6／5、
19の火曜日（全4回）、
Ａ：9：45～10：30
Ｂ：10：45～11：30
Ｃ：11：45～12：30

ハワイアン楽器に触れ、音楽
に合わせて身体を動かす
※Cは兄弟の入室可。料金な
どは窓口まで

Ａ：6カ月～1歳6カ月までの
子と母親、20組
Ｂ：1歳6カ月～幼稚園入園前
の子と母親、20組
Ｃ：6カ月～幼稚園入園前の子
と母親、15組

各3，440円
（保険代など）

つくって食べよう！
お喜楽食堂

5／17（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
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