
新型コロナウイルスに関連した
肺炎の相談窓口
新型コロナウイルスに係る肺炎について、
国内での感染が相次いで発生しています。
不安なことがあれば県および厚生労働省の
相談窓口をご利用ください。

とき ところ 問い合わせ
平日
昼間

8：30～
1 7：1 5 南部保健所  048 -

262- 61 1 1

土曜
・
日曜
昼間

8：30～
1 7：1 5

埼玉県保健医
療政策課（感
染症・新型イ
ンフルエンザ
対策担当）

 048 -
830 - 3557

夜間 1 7：1 5～
8：30

埼玉県救急
電話相談

#7 1 19　
※新型コロ
ナウイルスに
限定した窓
口ではありま
せん

曜日
指定
なし

9：00～
2 1：00

厚生労働省電
話相談窓口（コ
ールセンター）

7 01 20 -
565 - 653

市ホームページへも新着情報を随時更新し
ていますので、ご覧ください。

 福祉保健センター　446-6479

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のため、次の日程で
窓口での一部業務の取り扱いを停止します。
詳しくは市ホームページをご覧ください。
とき 3月7日（土）、8日（日）
＜停止する業務＞
・住民異動届、印鑑登録申請などの受付
・原動機付自転車（1 25cc以下）の登録・
廃車手続き
・税証明書、納税証明書、住民票除票の写
し、国民健康保険証などの交付

 戸田公園駅前出張所　420-9734

防災行政無線の点検放送
とき 3月3日（火）、4日（水）、午前9時～
午後5時
内容 点検実施時にスピーカーから試験放
送および信号音が流れます。1カ所の点検
時間は30分程度です。
※試験放送の内容：「こちらは『防災とだ』
です。ただいま試験放送を行っております。
これで試験放送を終わります。こちらは

『防災とだ』です」
 危機管理防災課（内線451）

蕨戸田衛生センター工事に伴う
ごみ減量のお願い
とき 4月6日（月）～6月 19日（金）（予定）、
9月7日（月）～ 1 1月 1 3日（金）（予定）
内容 蕨戸田衛生センターの老朽化に伴う
工事を実施します。工事期間中はさいたま
市・川口市・朝霞市・和光市にごみの搬入
を行うため、収集に時間がかかります。ご
みの減量へのご協力をお願いします。

 環境課（内線390）

軽自動車税（種別割）の課税

車体の種類 問い合わせ

●戸田市ナンバー
　原動機付自転車
　（125ccまで）
●小型特殊自動車

 税務課（内線208）　
※登録抹消には、原則、
戸田市ナンバープレート、
印鑑、身分証明書、標識
交付証明書が必要です

●大宮ナンバー
　2輪（125cc超）

埼玉運輸支局　
 050 - 5540 -2026

●大宮ナンバー
　3輪、4輪

軽自動車検査協会 
埼玉事務所

 050 - 3816 - 3110

「軽自動車税（種別割）」とは、毎年4月 1日
に軽自動車などの所有者として登録がある
方に、主たる定置場がある市区町村が課税
するものです。名義・住所変更された方は、
手続きを忘れずにお願いします。詳しくは
お問い合わせください。
※納税通知書は5月上旬に発送します

多子世帯応援クーポン配布
県の『3キュー子育てチケット』（5万円分）
に市が3万円分のチケットを上乗せして配
布します。平成31年4月～令和元年 12月
生まれの子がいる対象世帯は、3月31日（火）
が申請期限となりますので、お早めに申し
込みください。
対象 平成31年4月1日以降に第3子以降
の子が生まれた世帯　※第 1子、第2子と
も18歳未満で養育している場合に限る
金額 8万円分（県：5万円分、市：3万円分）
申込 スマートフォンまたはパソコンで　
申請期限 出生年の翌年3月31日まで
※詳しくは市ホームページを
ご覧ください

 こども家庭課（内線462）

プレミアム付商品券使用期間終了
住民税非課税者・子育て世帯向けの、プレ
ミアム付商品券の使用期限は令和2年3月
31日（火）です。
※返金不可

 商工会　441-2617、経済政策課（内線
398）

電子申請・届出サービス
県内市町村への各種申請が、インターネッ
トで行えます（一部市町村を除く）。水道手
続きやペット・ごみ収集に関する手続き、
各種証明書申請などさまざまな手続きが可
能です。ぜひご利用ください。
〈県「電子申請・届出サービス」ホームページ〉
※県内の各市町村へもここ
から申請できます

 情報政策統計課　229-
3278

「川岸げんきミニパーク」開園
とき 3月13日（金）、午前 10時～
ところ 川岸2丁目地区内
内容 健康器具や、災害時に利用可能な防
災トイレ（平常時はベンチ）を設置したミニ
パークが開園します。ぜひご利用ください。
※詳しくは市ホームページをご覧ください

「川岸げんきミニパーク」案内図

 まちづくり推進課（内線 268）

スポーツ振興くじ助成金の活用
「スポーツ振興くじ助成金」を活用して、「ス
ポーツセンター第2武道場床面全面張替事
業」を実施しました。

助成区分 地域スポーツ施設整備助成

事業細目名 スポーツ競技施設などの整備

助成金額 12 ,005,000円

 文化スポーツ課（内線376）

お 知 ら せ

市本庁舎工事に伴う
スポーツ施設予約端末機の利用
市庁舎の工事に伴い、1階南側入口を閉鎖
するため、次の日程にスポーツ施設予約端
末機を利用する方は、1階北側入口からお
入りください。
とき 3月28日（土）、29日（日）、4月4日
（土）、5日（日）、25日（土）、26日（日）

 資産経営室（内線420）

健康長寿入浴事業における
利用者負担額の見直し

65歳以上の市民を対象に市内の銭湯で入
浴料の一部助成が受けられる「戸田市健康
長寿入浴証」について、利用者負担額の見
直しが行われ、4月1日（水）より「150円」
から「200円」となります。

市 議 会
議　長に手塚 静枝 氏
副議長に酒井 郁郎 氏

令和2年2月戸田市議会臨時会におい
て、正副議長選挙が行われ、2月3日
付で、議長に手塚静枝氏、副議長に酒
井郁郎氏が選出されました。

略歴　平成 13年2月に初当選し、現在
5期目。議長、文教・建設常任委員会
委員長、市民生活常任委員会委員長、
交通対策特別委員会委員長、議会広
報委員会委員長、議会運営委員会委員
長、蕨戸田衛生センター組合議会議長
などを歴任。

略歴　平成21年2月に初当選し、現在
3期目。文教・建設常任委員会委員長、
議会改革特別委員会委員長、蕨戸田衛
生センター組合議会議長などを歴任。

Toda City Information
市民の皆さんに役立つ情報をお届けします！
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