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　市内在住在勤者（２０歳以上）　５人程
度　任期＝平成２２年３月まで　内容＝記
念事業の立案など　薄謝あり　応募＝
市役所市民活動推進室・政策企画室、
公民館、図書館、市ホームページにあ
る応募用紙に必要事項（小論文）を書
き、２０日までに持参、郵送（必着）、ファ
クシミリ、Ｅメール（seisaku@city.warabi.
saitama.jp）で　審査会で選考　詳細＝
政策企画室（�４３３・７６９８　�４３２・７９９２）

　資格＝①市内在住の２０歳以上の人
（審議会などの委員を除く）　②障害
者福祉に関心があり議論してくださ
る人　③懇談会（４回程度）に出席でき
る人　２人　任期＝来年３月まで　市役
所１階福祉総務課、保健センター、公
民館にある応募用紙を記入し、１３日
までに同課障害者福祉係へ持参、郵送
（必着）、ファクシミリ、Ｅメール　詳細
＝同課（�４３３・７７５４　�４４４・２９４９　Ｅメー
ル　fsarvice@city.warabi.saitama.jp）

　９日～１４日　午前９時～１１時半と
午後１時～４時半　ところ＝リサイ
クルプラザ（蕨戸田衛生センター内・
戸田市美女木９７８）　再生家具＝約
２００点　対象＝市民（未成年者、業者
などは除く）　方法＝入札方式　１人３
点以内　入札金額は３００円から　８，０００
円上限で１００円単位　詳細＝蕨戸田衛
生センター組合業務課（�４２１・２８０１）

　納期＝３０日まで　最寄りの金融機
関・郵便局・コンビニエンスストア
で納めてください。問い合わせ＝納
税推進室（�４３３・７７０９）

　納税（納付）通知書とじ込みの口座
振替依頼書（郵便局は局指定の用紙）
に記入し、預貯金通帳と通帳印を持
ち金融機関へ。詳細＝納税推進室（�
４３３・７７０９）、介護保険室（�４３３・７８３５）

　市税・国民健康保険税などの納付
や相談にご利用ください。夜間＝１９
日（木）　午後５時～８時　休日＝２９
日（日）　午前８時半～午後５時　と
ころ・問い合わせ＝市役所２階納税
推進室（�４３３・７７０９）

　平成１８年分の所得税が課税された
人で､平成１９年分の所得税がかから
なくなった人は､平成１９年度分の住
民税を税源移譲前の税率で計算し、
納付した平成１９年度分の住民税の還
付を受けることができます。該当す
る人は、７月１日から３１日までに市・県
民税減額申告書の提出が必要です。
詳細＝税務課市民税係（�４３３・７７０７）

　第１期納付期限＝３０日まで　対象
者には今月上旬に納入通知書が送ら
れます。期限内に納めてください。
詳細＝下水道課（�４３３・７７２４）

　蕨独リンデン市民交流協会では、
１０月来訪の友好都市リンデンの市民
４２人（１３～６９歳）の受け入れ家庭を募
集しています。受け入れ期間＝１０月
３日～１７日　説明会＝１５日（日）　午
後１時半　ところ＝市民会館　問い
合わせ＝蕨独リンデン市民交流協会
白石（�０９０・３５３３・６１８１）　※平成２２
年にリンデン市を訪問します。

　対象＝①伝統文化の継承や保存活
動、②地域文化の創造や振興活動、
③芸術文化の振興活動、④生活文化
の向上に関する活動を市内で続ける
個人か団体　推薦＝８月２９日まで　
※推薦者は市内在住在勤者か市内で
活動する団体の代表者　問い合わせ
＝生涯学習課（�４３３・７７２９）

　児童手当認定請求書を提出した月
の翌月分から支給されます。対象＝
小学校修了前の児童を養育している
人　所得制限＝平成１９年中の所得が
下表の限度額未満であること　※所
得制限により、平成１９年度、手当が
受給できなかった人も受給できる場
合がありますので、新たに申請して
ください。※児童手当の現況届／児
童手当を受給している人は、所得の
見直し（下表参照）と家族状況の確認
のため、現況届を３０日までに提出し
てください。※現況届の書類は対象
者にお送りします。期限を過ぎても
提出がない場合は、手当が受けられ
なくなることがあります。申請・問
い合わせ＝市役所２階児童福祉課
（�４３３・７７５７）

　子育ての応援を、①してほしい人、
②してくださる人、③両方希望される
人は会員登録が必要です。説明会・講
習会＝７月１８日（金）　午前９時　ところ・
詳細＝総合社会福祉センター（蕨市
社会福祉協議会内　�・�４４３・１８００）
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お知らせ広報わらび
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広報わらび・�６７９

特 例 給 付
厚生年金など
加 入 の 人

児 童 手 当
国民年金加入の人
年金未加入の人

所　得
限度額

扶　養
親族数

所　得
限度額

扶　養
親族数

５３２万円０人４６０万円０人

５７０万円１人４９８万円１人

６０８万円２人５３６万円２人

６４６万円３人５７４万円３人

６８４万円４人６１２万円４人

７２２万円５人６５０万円５人

http://www.city.warabi.saitama.jp/

� � � �

　市長が市民の皆さんとまちづくりについ
て語り合う「市長タウンミーティング」を開
催しています。どなたでも参加できます。
テーマは「安心して子育てできる蕨づくり」
①２９日（日）　午前１０時半　東公民館　②7月
1日（火）　午前１０時半　西公民館　③日程未
定　北町公民館　※会場に託児あり　詳細
＝政策企画室（�４３３・７６９８）

　錦町コミュニティ委員会の皆さんが、手がきのイラスト入りの「史跡おす
すめコース」など錦町の魅力を満載した「ぶらっと散歩マップ」を作りまし
た。配布＝２日（月）から　西公民館（�４４２・４０５４）　※市内在住者１人に１部

　手当を受給して５年経過した人などは、４月分から手当額の２分の１の支
給が停止となります。ただし、①就業中、②求職活動中、③障害がある、④負
傷や病気で就業が困難な人は、停止されない場合があります。該当者に届く
関係書類を３０日までに提出してください。詳細＝児童福祉課（�４３３・７７５７）
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広報わらび　お知らせ

　７５歳の誕生日から健康保
険が後期高齢者医療制度に
切り替わります。被保険者
証は誕生日の前にご自宅へ
配達記録で届きます。詳し
くは保険年金課（�４３３・
７７３６）へお問い合わせを。

　職場の健康保険をやめた
ときや加入したときは必ず
１４日以内に保険年金課へ届
け出てください。また、今
回、後期高齢者医療制度が
開始されたことに伴い、被
用者保険（職場の健康保険
など）の被保険者本人が７５
歳に到達して後期高齢者医
療制度に加入することによ
り、その被用者保険の被扶
養者でなくなった７５歳未満
の人で他の被用者保険に加
入されない場合は、国民健
康保険への加入の届け出が
必要です。必要な物＝印鑑、
被扶養者でなくなったこと
が分かる証明書　●�学 制度
について／就学のため転出
しても生計は蕨市にいる家
族が立てている場合、転出
した人でも引き続き蕨市の
国民健康保険に加入できる
制度があります。詳しくは
お問い合わせを。●必ず納
付を／特別な事情もなく国
民健康保険税を滞納し続け
ると、差し押さえ処分の対
象となります。また、通常
の被保険者証より有効期間
が短い被保険者証が交付さ
れる場合があります。なお、
特別な事情などにより納付
が困難な人は保険年金課
（�４３３・７７１２）にご相談く
ださい。

　とき＝２８日（土）　午後２
時～３時半　ところ＝川口
駅駅頭　内容＝啓発資材の
配布、国連支援募金活動を
行います。問い合わせ＝川
口保健所（�２６２・６１１１）

　身体的・心理的虐待、介
護放棄などを受けたと思わ
れる高齢者を発見した場合
や、高齢者虐待に関する相
談がある人は介護保険室
（�４３３・７７５６）か地域包括支
援センター（�４３４・６７２１）
へご連絡ください。

　補助の対象＝蕨市国民健
康保険加入者で、保険税の
滞納がない世帯の４０～７４歳
（受診日現在）の人　受診場
所＝下表の指定医療機関　
受診期間＝来年３月まで　
補助額＝人間ドック２０，０００
円（１年度に１回。同年度内
に特定健康診査を受診する
場合は利用できません）脳
ドック２５，０００円（３年度に
１回。同年度内にＰＥＴ検
診の補助を受ける場合は利
用できません）　※補助額
を超える差額は受診当日に
医療機関の窓口へお支払い
ください。医療機関によっ
て受診項目、差額は異なり
ます。申し込み＝補助申請
は随時受付　指定医療機関
に蕨市国保の補助を利用す
ることを告げて予約した後、
受診前に保険証を持ち保険
年金課（�４３３・７７３６）

　出産する前に申請するこ
とにより出産時に支給され
る出産育児一時金（３５０，０００
円）が蕨市国民健康保険か
ら直接医療機関などに支払
われる制度です。これによ
り、医療機関などの窓口で
出産費用を支払う負担が軽
減されます。申請できる人
＝蕨市国民健康保険加入者
（出産費資金貸付制度を利
用する人を除く）で、出産
育児一時金の支給を受ける
見込みがあり、出産予定日
まで１か月以内の人がいる
世帯の世帯主　申請に必要
な物＝健康保険証、母子健
康手帳、印鑑、振込口座の
分かる物　問い合わせ＝保
険年金課（�４３３・７７３６）

　新しい「ごみの分け方・持
ち出し方」を全戸配布しま
したが、届いていない人は
ご連絡を。新聞、雑誌などの
古紙類は資源物です。持ち
去りなどをされないよう、
回収日の朝に出してくださ
い。また、スプレー缶は必ず
使い切るようにしてくださ
い。詳細＝安全安心推進課
生活環境係（�４４３・３７０６）

　市では、専門業者に委託
してスズメバチの巣の駆除
を行っています。問い合わ
せ＝安全安心推進課生活環
境係（�４４３・３７０６）

２

　●平成２０年度非常勤保育士／保育士の資格を持つ人
勤務先＝市立保育園　勤務時間＝原則午前９時～午後５時
月１５６，０００円（社会保険含む）　面接選考　問い合わせ＝
児童福祉課（�４３３・７７５８）　申し込み＝写真付きの履歴
書を１３日（郵送は１３日必着）までに人事課（�４３３・７７４６）
　●平成２０年度非常勤調理員登録者／勤務先＝市立保
育園　業務内容＝給食調理、保育園用務　勤務＝原則
午前９時～午後５時　月１２１，０００円（社会保険含む）　
面接選考　問い合わせ＝児童福祉課（�４３３・７７５８）　
申し込み＝写真付きの履歴書を１３日（郵送は１３日必着）
までに人事課（�４３３・７７４６）
　●自衛官／２等陸・海・空士＝１８～２６歳　試験日＝２２日
申し込み＝１６日までに朝霞地域事務所（�０４８・４６６・４４３５）
　●ケアハウス松原入居者／２人用の１部屋と単身用
の６部屋　６０歳以上（どちらかが５９歳以下でも可）　相
談・申し込み＝ケアハウス松原（�４３２・６７４７）

募集しています

脳ドック指定医療機関

�４３２・２２７７蕨 市 立 病 院

�４３２・７５５５たかくぼクリニック

�４４２・９６６１戸田中央総合病院
脳ドックセンター

�０４８・　　
　８８７・１８８１

しのざき脳神経外科・
産婦人科クリニック

人間ドック指定医療機関

�４４３・７９５３蕨市成人健診センター

�４３１・６９１９浅 野 胃 腸 病 院

�４４５・５３１１斎 藤 ク リ ニ ッ ク

�４４２・１１１８戸田中央総合病院

�４２１・４１１４戸田市立医療保健センター

�４４１・１２１１中 島 病 院

�４４１・１５１１と だ 小 林 医 院

�４２１・３０３０公 平 病 院

　この機会に、環境問題に
ついて、見つめ直しましょ
う。●光化学スモッグに注
意／注意報が発令されたと
きは、防災行政無線でお知
らせします。頭痛などの症
状が出たら屋内へ。問い合
わせ＝安全安心推進課生活
環境係（�４４３・３７０６）

　保護者が交通事故で死亡
したり、後遺症で働けない
ため、経済的理由で修学が
困難な高校生以上の生徒・
学生に奨学金を貸与する制
度があります。問い合わせ
＝（財）交通遺児育英会（�
０１２０・５２１２８６）
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　経済的な理由や災害などにより、保険料を納めるこ
とが困難なときは、申請し承認されると保険料が免除
されます。対象となる人は所得に応じて全額、半額、
４分の１、４分の３が免除されます。被保険者の皆さ
んの負担能力に対応できるよう段階的に免除基準を設
定して納付しやすい環境づくりを目指します。

問い合わせ＝浦和社会保険事務所（�０４８・８３１・１２７８）

国民年金保険料には多段階免除制度があります

＜免除承認期間＞
・免除の対象になるかどうかは、本人・配偶者・
世帯主の前年の所得がそれぞれ免除基準以下
であることが条件になります。
・天災や失業などの理由による申請もできます。
その際は公的機関で発行する証明書を添えて
ください。
・申請は毎年必要ですが、全額免除・納付猶予
に該当する場合は希望により翌年手続きをし
なくても継続して申請できる制度があります。

承認期間申請月
１９年７月～
　２０年６月
（１８年所得
で審査）

２０年７月
　　　まで

２０年７月～
　２１年６月
（１９年所得
で審査）

２０年８月～
　２１年７月

＜免除の対象となる所得（収入）の目安＞
４分の１免除半額免除４分の３免除全額免除
３，３５０，０００円
（４，８６０，０００円）

２，８２０，０００円
（４，２００，０００円）

２，３００，０００円
（３，５４０，０００円）

１，６２０，０００円
（２，５７０，０００円）

４人世帯（夫婦・　
１６歳未満の子２人）

２，４７０，０００円
（３，７６０，０００円）

１，９５０，０００円
（３，０４０，０００円）

１，４２０，０００円
（２，２９０，０００円）

９２０，０００円
（１，５７０，０００円）

２人世帯
（夫婦のみ）

１，８９０，０００円
（２，９６０，０００円）

１，４１０，０００円
（２，２７０，０００円）

９３０，０００円
（１，５８０，０００円）

５７０，０００円
（１，２２０，０００円）単身世帯

・平成２０年度申請（２０年７月分～２１年６月分）の目安です。
・社会保険料控除などの控除額が各個人で異なるためこの表は目安となります。

※（　）内は給与所得者の年収ベースの目安



　対象者には、事前に受診
票が送られます。●肺がん
検診・結核検診／対象＝昭
和４４年３月３１日以前に生ま
れた市民（６５歳以上の人／
昭和１８年６月３０日以前に生
まれた市民の受診票は７月
初旬にお送りします）●肝
炎ウイルス検診／対象＝昭
和４２年４月１日から昭和４４
年３月３１日生まれの市民　
期間＝１０月まで　ところ＝
蕨・戸田市内の指定医療機
関　※必ずお送りした受診
票をお持ちください。

　とき＝毎週月曜日　午前
１０時～正午（内容により延
長あり）内容＝参加者主体
で考えたプログラム（手工
芸、卓球、野外活動など）
対象＝統合失調症の人　随
時見学可　事前にご連絡を。
ところ・問い合わせ＝保健
センター

問い合わせ＝成人健診セン
ター（�４４３・７９５３）

　接種前に冊子『予防接種
と子どもの健康』を必ずお
読みください。予約制

ＢＣＧは早めに受けてくだ
さい。※予診票は医療機関
の窓口にあります。※母子
健康手帳を必ずお持ちくだ
さい。※接種の間隔に注意
し、計画を立ててください。

　免疫力をアップさせるこ
つを専門の講師が分かりや
すく説明します。

※希望回のみの参加も可
申し込み＝保健センター

　とき＝１２日（木）　受付時
間＝午後１時２０分～２時半
対象＝平成１９年生まれの子
（２回の接種が済んでいな
い子）※対象年齢を過ぎて
も、９０か月未満まで受けら
れます。体温は当日会場で
計ります。持ち物＝予診票、
母子健康手帳

　８０歳で２０本以上の自分の
歯がある健康な人を表彰す
るコンクールです。対象＝
８０歳以上で、自分の歯が２０
本以上ある人　審査会＝７
月１０日（木）　午前１０時　川
口保健所戸田・蕨分室（戸
田市上戸田３９）　申し込み
＝２０日までに保健センター

　とき＝２７日（金）　午前９
時半～１１時　体脂肪率・血圧
測定・尿検査ほか健康全般
に関する相談や生活習慣病
予防の食事相談ができます。

　とき＝２４日（火）　午後１時
半～３時半　精神科医師にさ
まざまな心の悩みや、精神
疾患などの相談ができます。
予約制　１人１時間程度　とこ
ろ・申し込み＝保健センター

３

ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ

ＴＥＬ４３１・５５９０
ＦＡＸ４３１・５５９８������

健康
密度
も

日本
一へ

対　　　象接　種

生後６か月未満Ｂ Ｃ Ｇ

生後３か月～９０か月未満三種混合
（DPT）

第１期　生後１２か月～
２４か月未満

麻 し ん
風 し ん
混 合
（ＭＲ）

第２期　平成１４年４月２
日～１５年４月１日生まれ
第３期　平成７年４月２
日～８年４月１日生まれ
第４期　平成２年４月２
日～３年４月１日生まれ

１１歳・１２歳二種混合
（DT）��������	
��

��������

�������	
���

��������

�����

市民　　
３２，６４２円

Ａコース　　１６項目
診察、血液検査、心
電図検査、腹部超音
波検査、胸部Ｘ線検
査など

市外の人
３７，６４２円

市民　　
２０，１９７円

Ｂコース　　１２項目
診察、血液検査、心
電図検査、胸部Ｘ線
検査など

市外の人
２２，１９７円

��������
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　男女共同参画プランを策
定するため、無作為抽出した
１，０００人に意識調査をお願い
しています。用紙が届いた人
はご協力を。問い合わせ＝市
民活動推進室（�４３３・７７４５）

　市民活動センターの在り
方を研究したり、さまざま
な活動のネットワークを深
めたりする市民懇談会を設
置。とき＝２６日（木）　午後７
時　自治会館　申し込み＝市
民活動推進室（�４３３・７７４５）

　２３日から男女共同参画週
間が始まります。今年の標
語は「わかちあう　仕事も
家庭も喜びも」です。各施
設で分かりやすい男女共同
参画パネル展示を行います。

　相談・内容＝年金や雇用、
労働災害など　無料　毎月第１
水曜日（今月は４日）　午後１
時～３時　ところ・詳細＝市
民活動推進室（�４３３・７７４５）

　昭和５６年５月３１日以前に
建てられた木造住宅の耐震
工事を行う場合、工事に要し
た費用の一部を補助します。
事前にまちづくり推進課建
築開発指導係（�４３３・７７１５）
へお問い合わせください｡

　調査項目すべて環境基準
以内で問題はありません。
問い合わせ＝安全安心推進
課生活環境係（�４４３・３７０６）

●公文書公開請求と
　　申し出の受付処理件数

●公文書公開請求と
　　　　　申し出者の区分

●公文書公開請求と
　申し出の実施機関別件数

●個人情報の保管等に係る
　　　　業務の届け出件数

※自己情報開示等請求の処
理件数は１２０件　内訳＝開
示１１４件、一部不開示４件、
不開示１件（内不存在１件）、
訂正請求不承諾１件。不服
申し立て件数は情報公開制
度１件（諮問中）、個人情報
保護制度１件（決定済）でし
た。問い合わせ＝市民活動
推進室（�４３３・７７４５）

合 計申し出請 求

５２２６２６受　付

２２８１４公　開

内　

訳

２０１２８一　部
非公開

７
（６）

６
（５）

１
（１）

非公開
（内不存在）

３０３取り下げ

人数区　　　　分

２３市内に住所を有する者

０
市内に事務所や事業所を
有する個人及び法人その
他の団体

０市内の事務所や事業所に
勤務する者

０市内の学校に在学する者

３実施機関が行う事務事業
に利害関係を有する者

２６その他

５２合　　　　計

計申し出請求実施機関名

３３２０１３市 長

９４５教育委員会

８１７選挙管理委員会

０００公平委員会

０００監 査 委 員

０００農業委員会

０００
固定資産評価
審査委員会

２１１議 会

５２２６２６合　　計

登

録

数

年

度

末

年度内登録数登

録

数

年
度
当
初

実施機関名
廃
止

変
更

開
始

１７６００２１７４市 長

１５０００１５教育委員会

１０００１選挙管理委員会

０００００公平委員会

０００００監 査 委 員

１０００１農業委員会

０００００固定資産評価
審査委員会

６０００６議 会

１９９００２１９７合　　計
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夏と冬
年２回の
平均値

西小学校　０．０４１
市民会館　０．０３９
東小学校　０．０４６

ダイオキシン
単位：
　pg－TEQ/�

１時間値の
年平均値

０．００５ppm二酸化硫黄
０．０２５mg/�浮遊粒子状物質

簡易サンプ
ラー法０．０１５ppm二酸化窒素

内　容期間会場

男女共同参画社
会基本法

５日まで

図
書
館

男女共同参画絵
てがみ作品

２７日まで 男女共同参画パ
ンフレット、冊
子など
一目でわかる男女共
同参画パートナーシ
ップ条例パネル

６日～２７日
市立
病院

�����������	�

講　師内　容とき

精神科医師
大賀健太郎
さん

ぐっすり睡眠が免
疫力をあげる！

７月２日（水）
午後３時～５時

歯科医師
白根雅之さ
ん

口から始めよう免
疫力アップへの道

７月３日（木）
午前１０時～
　　　　正午

飯野博子さ
ん
市民体育館

“より健康に、よ
り美しく！”
～身体をケア～

７月８日（火）
午後１時半
　　　～３時半

健康運動指
導士　菅野
隆さん
市民体育館

免疫力のあがる運
動を知ろう！①

７月１５日（火）
午後１時半
　　　～３時半

免疫力のあがる運
動を知ろう！②

７月２９日（火）
午後１時半
　　　～３時半

笑い学会
佐野百合子
さん

笑う門には…免疫
力アップ！

８月１日（金）
午後１時半
　　　　～３時

管理栄養士
杉江あい子
さん

食べ物と免疫力に
はふか～い関係が
あるのです①

８月１４日（木）
午前１０時～
　　　　正午

食べ物と免疫力に
はふか～い関係が
あるのです②

８月２０日（水）
午前１０時～
　　　　正午



　とき＝７月２０日　ところ
＝市民会館　募集＝①フリ
ーマーケット出店者／午前
１０時～午後３時　市民会館
駐車場　参加資格＝市内在
住在勤者　※業者の出店は
不可　出店料＝１，０００円　応
募者多数の場合は抽選　出
店者には事前説明会を行い、
その際に出店場所を決定　
申し込み＝３０日までに住所、
氏名、電話番号、出店内容を
書き郵送かファクシミリで
生涯学習課（�４３３・７７２９）　
②ステージ発表団体／児童・
生徒・青少年が中心の団体
で、青少年祭りにふさわし
い内容のもの　審査あり　
参加費＝２，０００円　申し込
み・詳細＝３０日までに生涯
学習課（�４３３・７７２９）
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　各小学校での学習活動や
スポーツなどの指導　活動日
＝毎週月曜日の午後２時～５
時、週末など　申し込み・詳細
＝生涯学習課（�４３３・７７２９）
　

　７月５日（土）　午前１０時　北
町公民館　２００人　講師＝太
田差惠子さん（介護・暮らし
ジャーナリスト）　申し込み
＝生涯学習課（�４３３・７７２９）

　７月５日～１２月２０日　土曜日
全１０回　午後１時半　中央公
民館　小学３年～６年生　２０人
１回７００円　１１月の蕨市文化祭
で発表。申し込み＝蕨市華
道連盟・大林（�４３２・４５２１）

　２７日（金）　午後６時半　
中央公民館　認知症の人や
家族を応援するサポーター
としての心構えを学びます。
１００人　申し込み＝２０日ま
でに地域包括支援センター
（�４３４・６７２１）

　●地域活動支援センター
利用者募集／おおむね６５歳
未満で障害者手帳をお持ち
の人　●講座／ところ＝総
合社会福祉センター　市内
在住の障害者と介護者　５
人　申し込み＝いずれも２３
日までにドリーマ松原（�
４３２・６８３０　�４４１・５４０５）
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５００円７月１日・２日　午後１時２０分茶　道

２００円７月９日・１０日　午後１時半書　道

実費７月２３日　午後１時パソコン

広報わらび　お知らせ

４

緊
急
時
に
ご
利
用
く
だ
さ
い

●休日急患診療
　診療＝午前９時～正午と
午後１時～５時

●平日夜間急患診療

������
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８日・２２日
蕨市急患診療所（�４３１・２６１１）
中央４－９－２２　福祉・児童センター内

１日・１５日・２９日
戸田市急患診療所（�４４５・１１３０）
戸田市新曽１２９５－３　医師会館内

月～金曜日　午後７時半～１０時半
蕨市急患診療所（�４３１・２６１１）
中央４－９－２２　福祉・児童センター内

　診療＝午前９時～正午と
午後１時～５時

�������	�

西村レディースクリニック（�４４７・５３１１）
戸田市本町３－１５－２１

１日

腰野医院（�４４１・４５９１）
塚越２－５－１７

８日

岩沢レディースクリニック（�４４５・４１０３）
戸田市本町４－１７－２８　WINビル３０１号

１５日

桜公園クリニック（�４４６・３９５０）
戸田市新曽南３－１２－１８２２日

東産婦人科（�４３１・２２１９）
中央３－１２－６

２９日

�����������

福祉・児童センター（�４３１・７３００）　ボランティア募集中／遊びや託児のお手伝いをしてくださる人
お母さんどうしでおしゃべりを
楽しみましょう　参加自由親子（乳幼児）

無料

午前１０時
　　～１１時半

１０日以降で事業の
ない火～金曜日ぽ か ぽ か 広 場

子育て相談ほか　参加自由午前１０時１２日・２６日ママのティータイム
地域の人と卓球！　参加自由小・中学生午前１０時半１４日卓 球 を し よ う
初心者大歓迎　参加自由小学生以上午後１時半２８日いご・しょうぎマンの日

申し込み＝７日～２１日
本人が直接センターへ小学生　１５人２，０００円午前９時半６月～１２月の土

曜日　全７回家 庭 科 ク ラ ブ

まめっこ（２０日）　とことこ（６日・７月４日）　ちびっこ（５日・７月３日）　のびっこ（７月２日）
午前１０時半　※２０日のまめっこは保健師に育児について相談できます乳 幼 児 ク ラ ブ

錦町児童館（�４４３・８４１３）
家族で参加できます親子（乳幼児）

無料

午前１０時２１日土曜のティ－タイム

ダブルダッチに挑戦
申し込み＝７日から小学生　２０人午後１時半２８日あ そ ぼ あ そ ぼ

参加自由親子（乳幼児）午前１０時７月２日ママのティ－タイム
申し込み＝１１日から親子（２歳以上）　３０組１００円午前１０時半７月４日七 夕 会

まめっこ（２５日）　とことこ（２０日）　ちびっこ（１３日）　のびっこ（１１日）　午前１０時半　乳 幼 児 ク ラ ブ

北町児童館（�４３２・２６１１）　今月はジャガイモ掘りも予定しています
ふれあい相談もあります親子（乳幼児）無料

午前１０時
６日・１７日ママのティータイム

申し込み＝同館親子（１歳以上）　１２組２００円６日幼児向け食育講座

申し込み＝同館
小学生無料午前９時半７日木 工 教 室
親子（２歳以上）　３０組３００円午前１０時２６日親 子 エ ア ロ ビ

まめっこ（１２日）　とことこ（１９日）　ちびっこ（２５日）　午前１０時半　※のびっこ登録受付中乳 幼 児 ク ラ ブ

塚越児童館（�４３２・６３６８）
参加自由

親子（乳幼児）
無料

午前１１時３日・１７日母 と 子 の お 話 会
１９日はふれあい相談も実施午前１０時６日・１９日ママのティータイム
申し込み＝３日の午前１０時から小学生　１０人

午前１０時半
１４日あそび隊　ケンケン教室

申し込み＝２７日の午前１０時から
（電話不可）

ちびっこ・のびっこ登
録親子　４０組１００円７月３日た な ば た 会

まめっこ（２７日）　とことこ（１１日）　ちびっこ・のびっこ（５日）　午前１０時半乳 幼 児 ク ラ ブ

南町児童館（�４３２・７２７１）
申し込み＝同館親子（２歳以上）１，０００円午前１０時半１６日親子フィットネス
参加自由親子（幼児）無料午前１０時２３日ママのティータイム
申し込み＝同館親子（２歳以上）１，０００円午前１０時４５分２７日親子リズムダンス

まめっこ（１０日）　とことこ（１７日）　ちびっこ（１９日）　のびっこ（２６日）　午前１０時半乳 幼 児 ク ラ ブ

地域子育て支援センター・こっこぴよ（�・�４４３・５１５３）　
午前１０時～正午　お庭で遊んだり、お母さんどうしのおしゃべりを楽しみましょう
また、来園、電話、ファクシミリで育児について相談できます　お気軽にどうぞ平 日 の 利 用

すとろべりークラブ（０歳児）＝１１日　おれんじクラブ（１歳児）＝１８日　あっぷるクラブ（２歳以
上）＝２５日　いずれも水曜日の午前１０時半　楽しい手遊びやミニシアターなど年 齢 別 の つ ど い

双子、三つ子ちゃんのお母さんの会です午前１０時半１９日ぴーなっつクラブ

地域子育て支援センター・プチプチ（�・�４４２・２９０３）　育児相談もできます　お気軽にどうぞ　毎月最終の水曜日はお誕生会です（要申し込み）
月・木曜日／０～１歳３か月くらい　　火・金曜日／１歳３か月以上　　水曜日／どの年齢も可開 放 日

　時間はいずれも午前８時
～午後５時　この時間以外
は中央浄水場（�４３２・３０４４）

�������	
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�４３１・５１６８小林設備工業８日

�４３１・２２６４木村水道ポンプ１５日

�４４１・４０８２府瀬川設備２２日

�４４１・１０６４サトウ設備２９日

　２６日（木）　午前１０時～正午
と午後１時～３時半　蕨市役所

　開催日＝３日～８日、１２
日～１７日、２０日～２３日、２８
日～７月２日　収益は蕨の
まちづくりに生かされます。
●観戦ツアー募集／１５日
（日）　午前１０時半　２０歳以上
の市内在住在勤者　先着２０
人　６階来賓室で観戦。場内
で利用できる５００円分の食事
補助券付き。希望者にピット
見学会も実施。申し込み＝
戸田競艇組合（�４４１・７７１１）

�������

　休日や夜間に診療を行っ
ている県内医療機関を２４時
間ご紹介しています。※歯
科のご案内や医療相談は行
っておりません。問い合わ
せ＝埼玉県救急医療情報セ
ンター（�０４８・８２６・４１９９）
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　優れた景観の建築物や公
園など　申し込み＝２日～７
月３１日にまちづくり推進課
（�４３３・７７１４）で配布の応募
用紙に写真３枚添付の上、郵
送か直接、同課か県県土づく
り企画室（�０４８・８３０・５３６７）

　学年や地域を超えた友達
作り　開校式＝２２日（日）　午
前１０時　中央公民館　小学４
年～中学生　４０人　申し込み
＝生涯学習課（�４３３・７７２９）

　受付中／開設＝１１月３日ま
で（１回の利用は３泊４日まで）
長野県川上村　申し込み＝
生涯学習課（�４３３・７７２９）

　市や関連団体の今年度の
行事が掲載されています。
市役所や公民館などの公共
施設でもらえます。詳細＝
生涯学習課（�４３３・７７２９）

　暁斎・暁翠の描くひと・
動物・昆虫展／８月２５日ま
で（休館は木曜日と２６日～
３０日）　午前１０時～午後４時
一般３００円、大学生～中学
生２００円、小学生以下１００円
詳細＝同館（�４４１・９７８０）

　８月８日～１０月３１日　毎週
金曜日　午後７時　富士見テ
ニスコート　４０人　５，０００円
申し込み＝アラトラスポー
ツ店（�４３１・２０１２）か山愛
スポーツ店（�４３２・２７７３）

　●民謡教室／１２日（木）　午
後１時半　●３Ｂ体操／２４日
（火）　午前９時半　５００円　●ソ
フトエアロビ／２７日（金）　午
前９時半　５００円　詳細＝交流
プラザさくら（�４３２・７２７１）

　●健康教室／２７日（金）　
午後１時半　申し込み＝同館
（�４４３・６５４２　�４３３・１８６８）

　８日（日）　午前１０時～午後
２時　第一中学校の合唱や第
二中学校の吹奏楽演奏など
ところ・詳細＝総合社会福
祉センター（�４３２・６７６０）

　知的障害者授産施設レイ
ンボー松原（�４４４・６６４７）通
所者の手作りです。販売＝
火～金曜日（１０日は休み）の
午前１０時から　総合社会福祉
センター　出張販売＝下表

　１４日（土）　午後１時　市民体
育館　ニュースポーツ、レク
ダンス　上履き持参　詳細＝
レクリエーション指導者「ラ
ラの会」・松井（�４４２・９９８３）

�������	
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問い合わせところと　　き相談名

市民活動推進室
�４３３・７７４５

市 民 会 館午後１時
　　　～４時

１２日・２６日（予約制）法 律 相 談

市 民 活 動
推 進 室

５日・１９日・７月３日
（予約制）登記・法律相談

午後１時
　　　～３時

４日年金・労働相談
１１日行 政 相 談
２５日行政書士相談
１８日国 税 相 談

中央公民館午前１０時～午後３時２日人 権 相 談

市 民 会 館午後１時半
　　～４時半

６日・２０日・７月４日
（予約制）

女性の心と
生き方相談

�４３２・４２８６商工生活室午前９時半～１１時半
午後１時～４時

祝日除く火・金
曜日消費生活相談

商工生活室
�４３３・７７５０中央公民館午後１時半

　　～３時半１１日住宅リフォ
ー ム 相 談

家庭児童相談室
�４３１・３４４９塚越児童館午前１０時半

　　～１１時半１９日ふれあい相談

教育相談室　�０１２０・３７８３０２
（福祉・児童センター内）午前９時

　～午後４時

月曜日と
　祝日除く毎日教 育 相 談

家庭児童相談室 �４３１・３４４９
（福祉・児童センター内）

月曜日と祝日除
く毎日（予約制）

子 ど も
なんでも相談

安全安心推進課生活環境係
�４４３・３７０６

午前８時半
　～午後５時

祝日除く
　　月～金曜日

環 境 相 談
エコ１００番

正午１３日・２７日市役所正面ロビー

午前　
１１時半

３日・１７日・
２５日東 公 民 館

５日・１１日・
１９日下 蕨 公 民 館

５日・１９日・
２６日福祉・児童センター

１２日・２４日交流プラザさくら
１１日旭 町 公 民 館

◆市民体育館（�４３２・２６１１）　　　　　　　　　　　　　
　●一般開放／テニス＝毎週水曜日（ソフトは午前９時～１１
時、硬式は午後１時～３時）　バドミントン＝毎週金曜日　午前
９時～１１時　バスケットボール＝７日・２１日　土曜日　午後１時
～５時　高校生以上１４０円、小・中学生５０円　●癒しのヨガ教室
／７月９日～８月６日　水曜日　全５回　午前９時半　１，５００円　託児
あり　申し込み＝同館　●フィットネス体操／３日・１７日　
火曜日　午前１１時　１４０円（市外の人は２１０円）　当日事務室へ
◆図書館（�４４４・４１１０）　　　　　　　　　　　　　　　
　●おはなし会／毎週水曜日　午後３時半　●絵本と紙芝
居／毎週土曜日　午後２時半　●日曜紙芝居／１５日（日）　
午後２時半　●休館日／２日・９日・１６日・２３日・３０日　
◆中央公民館（�４３２・２５３０）　　　　　　　　　　　　　
　●パソコンルーム開放／１０日（火）　午後１時半～３時半　初
心者歓迎　●学習相談日／１０日（火）　午前１０時～午後５時　生
涯学習の相談　予約不要　●子育てぴよちゃん／２３日（月）　
午前１０時　対象＝親子（０･１歳児）　赤ちゃん紙芝居ほか　●め
ざせ！！蕨市健康密度ナンバーワン／７月２日～９月１９日　全１０
回　運動可能な７０歳までの人　先着２５人　楽しく健康作り　申
し込み＝５日～３０日に同館か保健センター（�４３１・５５９０）へ
◆東公民館（�４４２・４０５２）　　　　　　　　　　　　　　
　●おはなしワラビン／乳幼児の部＝９日・２３日　月曜日
午前１１時半　児童の部＝毎週金曜日　午後４時　絵本の読
み語り　●塚越地区合宿通学指導員募集／同館に宿泊し小
学生に生活体験などを指導　期間＝９月７日～１３日の６泊
７日　対象＝大学生ほか　申し込み＝同館　●グランパ・グラ
ンマの孫育て講座／２５日～７月１６日　水曜日　全４回　午前１０時
対象＝０～２歳児の祖父母　２０人　２００円　申し込み＝同館
◆西公民館（�４４２・４０５４）　　　　　　　　　　　　　　
　●０・１・２ちゃんママのおしゃべり広場／０歳児＝９日（月）
バスタオル持参　１・２歳児＝１６日（月）　午前１０時　申し込み
不要　●高齢者学級「ことぶき大学」／２４日～１２月２日　火曜
日　全６回　午後１時半　６０歳以上　６０人　５００円　申し込み＝費
用を添えて５日の午前９時から　●プレーパーク／７月６日
（日）　午前１０時～午後３時　雨天中止　錦町６丁目ちびっこ広
場Ｎｏ．３４　木工作ほか　参加自由　小学生未満は保護者同伴
◆南公民館（�４４２・４０５５）　　　　　　　　　　　　　　
　①切って楽しい飾りのり巻き／２０日（金）　午前１０時　２０人
８００円　託児あり　②香りを楽しむ石鹸作り／７月４日・１１日
金曜日　午前１０時　１５人　２，０００円　託児あり　③ジャガイモ
掘り／２５日（水）　午前１０時　錦町６丁目の畑　現地集合　親子
（２・３歳児）　２０組　２００円　④オイキムチと冷めん／７月１７日
（木）　午前１０時　２０人　１，２００円　託児あり　申し込み＝①～④
は４日から（電話不可・先着順）　●０歳ママのふれあい広場／
２６日（木）　午前１０時　●ウィークエンドスクール／小学生
～高校生の点字入門＝１４日（土）　午後３時　おはなしくまさ
ん＝２１日（土）　午後２時　サタスタ＝毎週土曜日　午前１０時
◆北町公民館（�４３２・２２２５）　　　　　　　　　　　　　
　●転倒予防体操「蕨ぴんしゃん教室」／２５日～７月２３日　
毎週水曜日　午前９時半　軽い運動のできる６５歳以上（介
護保険非該当者か要支援者）　先着２５人　申し込み＝同館
または地域包括支援センター（�４３４・６７２１）　●お父さん
の料理体験講座「酒の肴を作ろう」／２９日（日）　午前１０時　
２０歳以上　１５人　２００円　申し込み＝同館
◆下蕨公民館（�４４１・１５６０）　　　　　　　　　　　　　
　●囲碁入門教室／７日・１４日　土曜日　午前１０時　小学生　先
着２０人　申し込み＝同館　●おもちゃの病院／８日（日）　午後
１時半～３時　部品代実費　※ドクター募集中　●太極拳初心者
講習会／９日・１６日・２３日　月曜日　午前１０時　先着３０人　５００
円　申し込み＝６日まで　●ぴーなっつクラブ／１３日（金）　午
前１０時　双子、三つ子ママの交流ほか　●ベビーパーク／２４日
（火）　午前１０時　親子（０・１・２歳）　０歳児はバスタオル持参　
●蕨混声合唱団発表会／２９日（日）　午後１時半　●中国的響
「夏來香」／７月１３日（日）　午後１時半　中国楽器のアンサンブ
ル　先着９０人　２３日から整理券配布　●すまいるぱーく／６日・
１０日・１３日・２０日・２４日　午後３時～５時半　講座室を開放
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３日　午後１時～４時心配ごと相談

８日　午前１０時～午後３時結婚相談

１日・９日・１５日・２３日・２９日休館日
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２７（金）～７／３（木）２０（金）～２６（木）１３（金）～１９（木）６（金）～１２（木）５／３０（金）～６／５（木）
タウンタウン

ケンケン教室
二中ワーキングウィーク

タウンタウンワイド

補導員委嘱状交付式
自転車免許教室
ハローサタデー

“食を楽しもう”
社会福祉センターまつり

タウンタウン

青空とみどりの教室
クリーンわらび市民運動

タウンタウン

リトミックで遊ぼう
サンクチュアリでコンサート

タウンタウン

子育て支援フェスタ
交通安全教室

００

採れたてスポット

地域の話題が
盛りだくさん

市政ガイド

ご利用ください
市民活動推進室

市政ガイド

健康づくりは
市のスポーツ施設で

採れたてスポット

地域の話題が
盛りだくさん

１０

特集・ウイークリーナウ

60周年を迎えた
西小学校の歴史と今

クラブ記念日
お父さんたちのダンスチーム

「ダンシングＰａｐａ」

特集・ウイークリーナウ

みんなで守ろう！
新しい自転車のルール

特集・ウイークリーナウ

錦町ぶらっと散歩マップ

特集・ウイークリーナウ

市民が描いた
「男女共同参画」絵てがみ

２０

知って得する暮らしの情報知って得する暮らしの情報知って得する暮らしの情報知って得する暮らしの情報知って得する暮らしの情報３０
今年、開校から６０年を迎えた西今年、開校から６０年を迎えた西小
学校。学校の歴史や現在の取り組
みなどについてご紹介します。

福祉・児童センターで活動する子
育てパパたちのサークル「ダンシ
ングPａpａ」にお邪魔しました。

正しく乗れば便利な乗り物、自転
車。１９日から改正された新しい車。１９日から改正された新しい自
転車の交通ルールを守りましょう。

錦町コミュニティ委員会の皆さ
んが作った散歩マップを手に、歴
史あるまちを歩いてみませんか。

「男女共同参画」をテーマに、市
が２月に募集した市民の皆さん
の絵てがみ作品を御覧ください。

視
聴
室

６
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市からのお知らせ・地域の話題などをお送りします
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スポーツ・文化・テレビのお知らせ蕨市の財政事情（平成１９年度下半期）

　市では、市政を進めるためのお金の使いみちを、年２
回、市民の皆さんにお知らせしています。今月は、３月
３１日現在、平成１９年度下半期の財政事情を公表します。

�

平成１９年度の各会計の進みぐあい

市民１人当たり　　
市の予算　２７２，７０８円

（一般会計予算）

人口７１，１２２人
（２０．３．３１現在）

●市　税　１６１，１１７円

●その他　１１１，５９１円

国庫支出金・地方交付税・
地方譲与税・県支出金・
使用料及び手数料など　

１９年度予算の使いみち
（市民１人当たり）

民 生 費 …………９６，１０４円
総 務 費 …………４３，０４３円
土 木 費 …………３９，８４１円
衛 生 費 …………２５，４５９円
教 育 費 …………２３，９３８円
公 債 費 …………２０，０１１円
消 防 費 …………１２，０７６円
議 会 費 …………　３，６４９円
商 工 費 …………　３，５６４円
諸支出金 …………　３，２０６円
そ の 他 …………　１，８１７円
合　　計………　２７２，７０８円

広報わらび

特集

平成２０年　

６月１日発行

�

　３月３１日現在の
一般会計予算から、
その使いみちと、

市民の皆さんから納めていただく市
税を１人当たりで計算しますと、左右
の表のようになります。市税は市民
税など合計で１６１，１１７円ですが、使い
みちの合計が２７２，７０８円となるのは、
市の予算が市税のほかに国から来る
国庫支出金や地方交付税、地方譲与
税、県支出金、いろいろな使用料や手
数料などで構成されているからです。

説　明

〈歳入〉　　　　　　　　　　　　　 収入済額　　　進みぐあい
市　　　税………………………　１１３億　３３０万円　　　９８．６％
地方譲与税…………………………　１億　６２２万円　　　７０．８％
利子割交付金……………………………４，５８０万円　　１１４．５％
配当割交付金……………………………４，８０３万円　　１６０．１％
株式等譲渡所得割交付金………………２，６８７万円　　　５３．７％
地方消費税交付金…………………　５億８，８７５万円　　１０７．０％
自動車取得税交付金………………　１億１，３７６万円　　１０３．４％
地方特例交付金…………………………６，３７３万円　　１００．０％
地方交付税…………………………　６億６，１０７万円　　１１４．４％
交通安全対策特別交付金………………１，２８７万円　　　９９．０％
分担金及び負担金…………………　１億４，７０２万円　　　９１．８％
使用料及び手数料…………………　２億５，５６４万円　　　９８．６％
国庫支出金…………………………１８億４，９３５万円　　　９７．４％
県 支 出 金…………………………　６億３，１４７万円　　　８０．５％
財 産 収 入…………………………　１億３，９０６万円　　１２２．７％
寄　附　金…………………………………　５１万円　　２５５．０％
繰　入　金…………………………　５億６，０８２万円　　１００．０％
繰　越　金…………………………　７億７，３５２万円　　１００．０％
諸　収　入…………………………１２億　１２７万円　　１０５．０％
市　　　債……………………………………０万円　　　０．０％
合　　　計………………………　１８５億２，９０６万円　　　９５．５％
〈歳出〉　　　　　　　　　　　　　 支出済額　　　進みぐあい
議　会　費…………………………　２億５，０６４万円　　　９６．６％
総　務　費…………………………２９億　５８７万円　　　９４．９％
民　生　費…………………………６６億４，６３０万円　　　９７．２％
衛　生　費…………………………１６億５，５５８万円　　　９１．４％
労　働　費………………………………９，４５６万円　　　９８．４％
農林水産業費……………………………１，００６万円　　　９６．４％
商　工　費…………………………　２億５，１６５万円　　　９９．３％
土　木　費…………………………２５億９，０９１万円　　　９１．４％
消　防　費…………………………　８億２，４５８万円　　　９６．０％
教　育　費…………………………１５億７，６６３万円　　　９２．６％
公　債　費…………………………１４億１，９６７万円　　　９９．８％
諸 支 出 金…………………………　２億２，０５６万円　　　９６．７％
合　　　計………………………　１８４億４，７０１万円　　　９５．１％

　　　　　　　　　　　　　　　　　 執 行 額　 進みぐあい

国民健康保険事業……………………　６５億６，７２２万円　９２．２％

老人保健医療事業……………………　３９億８，１６５万円　９１．３％

公共下水道事業………………………　２３億４，０８５万円　７５．３％

錦町土地区画整理事業…………………９億５，４８１万円　８０．３％

中央第一土地区画整理事業………………　８，４９２万円　９６．０％

介護保険事業…………………………　２８億１，２２３万円　８８．５％

合　　　計……………………………１６７億４，１６８万円　８７．９％

《水道事業》
収益的収入………………………………………　１４億６，１６４万円
収益的支出………………………………………　１２億３，６７２万円
資本的収入…………………………………………３億７，８６３万円
資本的支出…………………………………………８億３，２４１万円
《病院事業》
収益的収入………………………………………　２５億４，９７５万円
収益的支出………………………………………　２８億２，８９４万円
資本的収入……………………………………………　７，３９９万円
資本的支出…………………………………………２億４，０７５万円

市有財産現在高　　　　　　　 市債現在高

土　　地……………４６４，３５２．８７� 一般会計…………１２５億４，１４６万円
建　　物……………１４０，０８７．６５� 特別会計…………　９６億９，００１万円
有価証券………………　３，１１５万円 水道・病院事業……４７億９，４１０万円

一般会計 特別会計

企業会計


