
市では、市民の皆さんの暮らしをより便利で豊かにするために、LINEを使った便利な機能や、窓口でのキャッシュレス化などの市民
サービスを開始しています。 問い合わせ　デジタル戦略室　229-3278

デジタル化で、暮らしをもっと便利に！

市公式LINEリニューアル & 証明書交付窓口の
キャッシュレス決済を開始します

11月から、一部の証明書の交付手数料がキャッシュレスで決済可能になります。

証明書交付窓口のキャッシュレス決済を開始します！

•本庁舎   市民課、市民税課、固定資産税課、
  収納推進課
•支所   美笹支所
•その他   戸田公園駅前出張所、東部連絡所

• 住民票、戸籍証明書、
 印鑑登録証明書などの
 各種証明書
• 税に関する各種証明書

•クレジットカード…VISA、Mastercard、JCBなど

•電子マネー…交通系IC全般（Suica、PASMOなど）、
  楽天Edy、WAON、nanaco、iD、QUICPay
•QRコード決済…PayPay、メルペイ、d払い、au Pay、
  楽天ペイ、Alipay、WeChat Pay

利用可能な窓口 対象の証明書 決済手段

Topic2

市公式LINEがリニューアルします！Topic1
戸田市の「LINE公式アカウント」を11月からリニューアルします。暮らしに便利な4つの機能を新た
に加えました。ぜひ「友だち追加」をして、新機能をご利用ください。

これまでの「新型コロナワクチン情
報」に加えて、「市のイベント情報」「災
害時の避難情報」など、市の情報を配
信します。トーク画面下の「受信設
定」から、受け取りたい情報カテゴ
リーを選択できます。

受け取りたい情報を
選べます

新機能1

市内で発見した「道路の損傷」
や「公園遊具の破損」などを簡
単に市役所へ通報できます。

道路や公園などの
不具合や危険箇所を
すぐに通報できます

新機能2

•産前産後支援ヘルプサービス
•市税関係書類送付先変更届
•医療費通知再交付申請
•特定健康診査交付申請
•後期検診交付申請
※順次サービス拡大予定

以下の手続きを
LINEから申請できます

新機能3

各品目に対するごみの分別方法をチャ
ットボット形式で案内します（ごみ分別
QA）。収集日前日にもやすごみ、もや
さないごみ、資源物など所定のごみ収
集日を通知します（ごみ収集日通知）。

ごみの分別方法や
収集日の情報を
確認できます

新機能4

配信機能

申請機能 ごみ関連情報
受信機能

通報機能

ごみ分別QA ごみ収集日通知

「友だち追加」はこちら
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市では自治の振興に貢献した方、善行をされた方、郷土の名誉を高めた
方、市内の事業所に永年にわたり勤務された方、公益のために寄附をされ
た方や団体などを表彰しています。令和4年度は129名を表彰します。 ※新型コロナの影響により中止となる場合があります。

　受賞者本人やその家族などの関係者以外は入場できません

11月3日（祝・木）　
午前10時30分～

とき

文化会館　ホールところ

市長公室（内線418）問い
合わせ

市長や市議会議員、行政委員などで、在職期間がそれぞれ基準年数を満たした方が対象となります。

選挙管理委員会委員 駒崎 恭子
国民健康保険運営協議会委員 駒﨑 繁夫、早舩 直彦
都市計画審議会委員 深堀 清隆
スポーツ推進委員 新井 智子、土田 光康
介護認定審査会委員 桐山 裕二、篠 興太（再表彰）
スポーツ推進審議会委員 大渕 勝仁、須田 真司、宮内 孝知
町会長 大﨑 忠雄、永井 富治、渡辺 一実（再表彰）

民生委員・児童委員 熊木 美佐子、野波 紀美
保護司 石井 剛、山田 憲兒
統計調査員 杉本 寛子、玉井 滿子、地崎 由美子

消防団員 梅田 誠、八木橋 直樹、
小出 勝一（再表彰）

学校医 芦矢 浩章、歌田 貴仁、數間 雅子
学校歯科医 齋藤 友希、栁下 崇

※再表彰は、一度表彰された後も引き続き在職され、再び基準年数を満たした方です

自治功労表彰

善行をはじめ、産業の振興、学術上の研究、
スポーツなどでの功績を残した方や団体が対象となります。

福祉活動 いちご会

交通災害防止活動 公益社団法人戸田市シルバー人材センター

環境美化活動 ビューティー☆レディース、柳坪グリーン

スポーツ功労

團栗 聡音、北條 寧依、野口 将孝、埼玉県立南稜高
等学校水泳部、髙田 美咲、田﨑 優斗、小野 太雅、
中島 徹、大山 海怜、小牧 彩音、手坂 心乃、
角田 琴音、菅原 寛、吉川 恭太郎、埼玉県立戸田翔
陽高等学校バスケットボール部、崔 世航、
大作 みゅう、埼玉県立戸田翔陽高等学校バレーボー
ル部、石橋 愛子、中林 凌大、河合 紫乃、関根 逞、
関根 誠、植竹 寛弥、柿島 麗、勝又 晋一、
小林 雅人、高野 亮介、田立 健太、中曽根 祐太、
根本 拓海、松浦 大河、渡邊 花穂、池上 瑠依、
上森 日南子、山田 空駕、岸 里奈、豊島 リサ、
戸田市立新曽中学校体操部、平川 紗衣、唐澤 颯斗、
来海 泰志、戸田市立戸田中学校ボート部、
野中 誠司、田中 いおり

スポーツ推進スタッフ 飯塚 孝、伊関 宏、池田 剛、大澤 文誉、小川 久史、
椙尾 元紀、高木 哲郎、水沼 洋、溝井 全志、三田 浩嗣

地域レクリエーション
活動の推進 浦尾 秀一、物江 和江

青少年の健全育成 阿部 邦雄、内野 浩文、戸島 一之

一般功労表彰
市内事業所などに勤務し、それぞれ基準年数を
満たした方が対象となります。

10年

折笠 裕美、本間 誠一、三浦 茂、
荻野 勝三、高橋 英明、中村 稔、
藤井 恵子、三谷 正幸、川崎 聡、
藤崎 恭介、山口 純子、小林 真希、
関根 育美、西袋 昭夫、澁谷 和広

20年 磯部 明、甲斐 誉子、伊吹 剛

永年勤続表彰

石塚 忠雄、佐藤 榮一、福地 和幸、
別府 克己、堀田 禮子、三澤 義昭、小山 正人、
NPO法人care nation（代表　笠井 直歩）、
株式会社ノジマ（代表執行役社長　野島 廣司）、
株式会社ビアケアライン（代表取締役　片山 智）、
川口信用金庫（理事長　木村 幹雄）、
TUGBOAT PROJECT（代表　前田 紗希）、
戸田市水道協同組合、明治安田生命保険
相互会社浦和支社（支社長　松井 毅）、
有限会社新井事務所（代表取締役　新井 勝利）、
株式会社シルバーバック（代表取締役　藤原 仁）、
株式会社福仙堂不動産（会長　小山 正人）、
日本サニパック株式会社（代表取締役社長　井上 充治）

公益のために寄附をしていただいた
個人または団体に対し、感謝状を授与します。

感謝状授与

戸田市表彰式
の対象となる方をご紹介します

敬称略、順不同

5

仕上サイズ
データ 登録
297
210
左アキ

297
210
左

天地
左右
アキ

toda22_11_5_v6_2.indd   5toda22_11_5_v6_2.indd   5 2022/10/22   18:022022/10/22   18:02


