水城公園「じゃぶじゃぶ池」の
利用を開始しました
このたび、水城公園東側園地内に「じゃぶじゃぶ池」を整
備し、利用を開始しました。

新型コロナウイルス感染防止のため、今夏の屋外プール
を休止しましたが、幼児プールは水遊び場として無料開放

夏は親水施設として水遊びができ、秋、冬、春は水景施
設として噴水が楽しめます。ルールを守ってご利用くださ
い。
▶運転時間

幼児の水遊び場を
無料開設しています

午前 10 時〜午後 3 時

▶利用上の注意

お子さんには、大人が必ず付き添い、目を離さないで

しています。
▶期間

8 月 31 日㈪まで

▶場所

行田市民プール

▶開放時間

午前 10 時〜午後 4 時

▶利用方法

次の①〜④の利用枠ごとの時間入替制

①午前 10 時〜 11 時 30 分

ください。

②午前 11 時 30 分〜午後 1 時

おむつでの利用はできません。水遊び用おむつをご使

③午後 1 時〜 2 時 30 分

用ください。

④午後 2 時 30 分〜 4 時

裸足で入らないでください。
上水道を利用した循環方式により、ろ過、滅菌処理を
行っていますが、安全のため水は飲まないでください。
風が強いとき、
雨が降っているときは運転を停止します。
▶問い合わせ

都市計画課公園担当 ( 内線 5602)

▶利用条件

保護者の付き添いが必要

▶注意事項

おむつでの利用はできません。未就学児童優

▶定員

浮き城のまち安全・安心情報メール
市では、災害発生時などにメールによる情報発信

を行っています。ぜひご登録ください。
▶登録方法

▶その他

通常のプール入口からは入場できませんので、屋外

QR コードを読み取り、空メールを送

信するか、次のメールアドレス宛に空メールを送
信してください。

犯罪・不審者、防災・危機管理情報
gyoda.bouhan@mpme.jp
火災情報
gyoda.kasai@mpme.jp

子ども各 30 人（先着順）

先。更衣室の用意はありません。

▶注意

事前に
「@mpme.jp」からのメールが受信

できるように設定してください。

▶問い合わせ

防災安全課防犯担当 ( 内線 284)

プール西側の特別入場口から入場してください。

優良運転者を表彰します

詳細は ( 公財 ) 行田市産業・文化・スポーツいきいき財

ご活用ください
市民活動やる気応援助成制度
地域のために活動する NPO、ボランティア、自治会な

団ホームページでご確認ください。
▶問い合わせ

( 公財 ) 行田市産業・文化・スポーツいきい

き財団☎ 553―3377

ど、市民の
「やる気」を応援するため、助成金を交付します。

助成金の交付を希望する団体は、事業提案を

【E メール】
chiikizukuri@city.gyoda.lg.jp
▶提案受付期間 【第 1 期】9 月 10 日㈭まで
【第 2 期】12 月 10 日㈭まで

※予算がなくなり次第、終了となります。
▶採択事業の決定

行田市市民公益活動推進委員会による

審査結果を踏まえ、可否を決定します。また、審査結果は、
全ての団体に通知します。

▶問い合わせ
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同課協働推進担当（内線 253）

▶受付期間

9 月 1 日㈫〜 30 日㈬午前 8 時 30 分〜正午

および午後 1 時〜 5 時
（土・日曜日、祝日を除く）

▶資格要件

地域づくり支援課で配布している提案書

域づくり支援課

これは、市発注工事を優秀な成績で完成させた技術者
を表彰することで、市発注工事に対する意欲の高揚や品
は次の方々が表彰されました。
大澤建設株式会社の柏木祐太さんは幹線道路舗装修繕
工事 ( 駒形二丁目、城南、佐間一丁目 )、有限会社中新土建
工業の中丸直人さんは星河公民館駐車場整備工事、小川
工業株式会社の須永光春さんは橋梁新設工事
（5―104 号
橋）のそれぞれ主任技術者として、工事現場の安全確保や
品質確保に向けた取り組みなどが高く評価されました。
石井市長から激励の言葉を受けた受賞者の皆さんは、
「このような形で努力が報われてうれしく思う。また、表
彰されるよう頑張りたい」
とそれぞれ抱負を語っていまし
た。
▶問い合わせ

宝くじ助成を活用して整備したエアコン
一般財団法人自治総合センターでは、宝くじの社会貢献広
報事業として、地域住民の自主的なコミュニティ活動の促進
と自治意識の向上を目的に、宝くじの受託事業収入を財源と
してコミュニティ助成事業を実施しています。
今年度、この宝くじの助成を受けて、佐間三間自治会
（福
田耕司会長）
が地域コミュニティの拠点である自治会集会所の
備品
（エアコン）
の整備を行いました。同自治会では、この集
会所を多くの地域住民の憩いの場として、また世代の交流の
場として活用することで、活発な自治会活動を行い、住みよ
い地域づくりを図ります。
▶問い合わせ 地域づくり支援課自治振興担当
（内線 251）

①同協会に入会している方
②平成 27 年 10 月以降、優良運転者として同署・同協
会の表彰を受けていない方
▶申請方法

同協会事務局にある申請用紙および無事

故・無違反証明交付申請書に必要事項を記入の上、運
転免許証、同協会会員証、無事故・無違反証明書交付
手数料 670 円、認め印を同協会事務局へ持参してくだ
さい。
▶表彰

受賞者には後日表彰式の期日を通知します。

※表彰式は 10 月下旬を予定
▶申請・問い合わせ

同協会事務局
（行田警察署内）

契約検査課検査担当 ( 内線 224)

埼玉県電子入札共同システムが
新方式に切り替わります

けて無事故・無違反の運転者

し、採択後に助成金交付申請をしてください。

【持参・郵送】〒 361―8601 行田市本丸 2―5 行田市地

式が市役所で行われました。

30 年間、35 年間、40 年間、45 年間、50 年間に分

法人格を取得した NPO をいいます。

かの方法により提出してください。

6 月 29 日、令和 2 年度行田市優秀建設工事技術者表彰

②過去 5 年間、10 年間、15 年間、20 年間、25 年間、

※「NPO」とは、民間非営利組織をいい、
「NPO 法人」とは、

の上、添付書類とともに持参、郵送、E メールのいずれ

が証明された場合に表彰が受けられます。

他の運転者の模範と認められる方

の NPO 法人などの基盤整備にも交付します。

（市ホームページからダウンロード可）に必要事項を記入

自主申告制度により表彰するものです。無事故・無違反

①運転経験 5 年以上を有し、常に安全運転を心掛け、

り、これから活動を始める、あるいは活動を始めたばかり

▶提案受付方法

者の表彰を行います。これは、同協会会員が長期にわた

▶表彰基準

「新たな取組応援事業」と
「スタート応援事業」の 2 種類があ

▶申請方法

行田警察署ならびに行田交通安全協会では、優良運転
り安全運転に努め、交通事故防止に尽力した成果に対し、

宝くじ助成を活用して
地域のコミュニティづくり

石井市長から表彰状を受け取った中丸直人さん(左)、
柏木祐太さん ( 中央 )、須永光春さん ( 右 )

質確保などの向上を図ることを目的としており、今年度

室内プールは、午後から一般開放しています ( 予約制 )。

YouTubeぎょうだ
動画チャンネル

令和 2 年度行田市優秀建設
工事技術者表彰式を行いました

今すぐご登録ください

埼玉県電子入札共同システムは、9 月に新方式への移
行が予定されています。新方式への移行に際し、電子入
札に使用するアプリケーションの更新作業が必要となり
ます。
必要となる更新作業は、使用している IC カード発行
元の民間認証局により異なります。発行元の民間認証局
のアナウンスをご確認の上、実施してください。詳細は
県ホームページ埼玉県電子入札総合案内
（https://www.
pref.saitama.lg.jp/a0212/densinyusatsu/index.
html）
をご覧ください。
▶問い合わせ

契約検査課契約担当（内線 214）

☎ 555―1112
2020.8

市報

ぎょうだ
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