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しめ縄飾り作り体験
12月６日㈭、しみん農園久喜（緑
風館）で正月のしめ縄飾り作り体験
が行われました。
参加者の皆さんは、指導を受けな
がら、それぞれ立派なしめ縄飾りを
完成させ、教室は素晴らしい新年を
予感させるようなたくさんの笑顔に
包まれていました。

『広報くき』『広報くきお知らせ版』は、市内各公共施設などに置いています。
また、市ホームページ http://www.city.kuki.lg.jp からも、PDFでご覧になれます。
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あけましておめでとうございます。
市民の皆様におかれましては、ご家
族お揃いで健やかに、夢と希望に満ち
た新しい年をお迎えのこととお慶び申
し上げます。
昨年を振り返ってみますと、市財政
は、ここ数年来の経済状況を反映し、
引き続き市税収入が伸び悩むなど、一
段と厳しい状況となりました。
そのような中でも、学校施設等の耐
震化の推進など、「安全・安心なまち
づくり」に取り組んでまいりました。
地域医療につきましては、土屋小児
病院が小児専門の中核拠点病院として
開院いたしました。さらに、地域医療
ネットワークシステム「とねっと」の
運用開始など、地域医療の充実を図っ

てまいりました。
本年は、子育て支援策として、子ど
も医療費無料化にかかる支給対象年齢
を、４月から、通院につきましても入
院と同様に中学校卒業まで拡大してま
いります。
また、消防広域化につきましては、
本年４月に久喜市、加須市、幸手市、
白岡市、宮代町および杉戸町の４市２
町による「埼玉東部消防組合」が設立
され、消防力の強化、消防に関する行
財政運営の効率化を図る体制が整いま
す。
そのほか、合併後のまちづくりにつ
きまして、地域の一体感の醸成を図
り、市民の皆様が円滑に市内を移動で
きるよう、幹線道路の整備を引き続き

さらに、昨年は、東京理科大学経営
学部久喜キャンパスの縮小、県立図書
館の再編などの重要課題が新たに生じ
ましたが、これに対し、「東京理科大
学経営学部久喜キャンパスの存続を求
める決議」や「埼玉県立久喜図書館の
存続を求める意見書」等を関係機関に
提出し、早々に久喜市議会の意思を表
明いたしました。
今後も、議員一人ひとりが市民の皆
様の目線に立ち、皆様の声を市政に届
けるという議会の役割を果たすべく、
全力で取り組んでまいります。
また、本年２月定例会より、本会議
のインターネット中継をスタートいた
します。これにより、議場に直接お越
しいただけない方でも、ご自宅等にい

年頭のごあいさつ
あけましておめでとうございます。
市民の皆様におかれましては、輝か
しい新年を迎え、健やかにお過ごしの
ことと心よりお慶び申し上げます。
また、平素より市議会に対し、温か
いご理解とご協力をいただいておりま
すことに、厚く御礼申し上げます。
年頭に当たり、市議会を代表して謹
んでごあいさつを申し上げます。
昨年は、国を挙げて復興および景気
対策に取り組んだ一年でしたが、依然
として景気の低迷や厳しい雇用情勢が
続いております。
本市におきましても、税収が落ち込
む中、少子高齢化問題、放射能対策、
さらに教育、環境問題などの様々な課
題を抱えている状況であります。

進めてまいります。今後、平成 年度
中の完成を目指して整備が進む圏央道
白岡菖蒲ＩＣ（インターチェンジ）と
桶川北本ＩＣ間が開通しますと、交通
の利便性が飛躍的に高まり、本市は関
東屈指の交通の要衝となり、更に大き
な発展が期待されています。
本年も「豊かな未来を創造する個性
輝く文化田園都市～人と愛、水と緑、
市民主役のまち～」を創造するために
全力で取り組んでまいります。
結びに、市民の皆様には、なお一層
のご支援とご協力を賜りますようお願
い申し上げますと共に、新しい年が皆
様にとりまして素晴らしい年となりま
すようご祈念申し上げまして、新年の
ごあいさつといたします。

ながら、議会を傍聴いただけるように
なります。多くの市民の皆様にご覧い
ただき、議会を身近に感じていただき
たいと思っております。
本年も、さらなる市民に開かれた議
会を目指し、議会の活性化を深化さ
せ、市民の付託に応えるよう、議員全
員が最大限の努力を続けてまいる所存
でございます。
どうか皆様の変わらぬご支援、ご協
力を賜りますようお願い申し上げま
す。
結びに、新しい年が市民の皆様にと
りまして、幸多き年でありますと共
に、皆様のご健勝を、心よりご祈念い
たしまして、新年のごあいさつといた
します。
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﹃久喜市環境基本条例﹄が施行されました

冬の温暖化対策
キャンペーン

～一家
﹁暖﹂
らんエコライフ～

久喜市環境基本条例が１月１日に施行されました。
暖房などによりエネルギー使用量が
環境基本条例とは、環境の保全と創造について、根本となる考え方と
増 え る 冬、 県 で は 今 年 も 温 暖 化 対 策
ともに、市・市民・事業者の役割やそれぞれの取り組みの基本的な事項
キャンペーンを実施しています。
を定めたものです。
温暖化対策は一人一人が主役です。
詳しくは、市ホームページをご覧ください。
身の回りのできることから、
「冬のラ
イフスタイル」に取り組みましょう。
今日の環境問題は、都市化が進む中
で身近な自然が減少し、都市・生活型 ︿冬のライフスタイル﹀
公害の拡大や廃棄物の問題が深刻化す
～キャンペーンは３月 日㈰まで～
るとともに、解決までに世代を超えた
①家族やご近所同士が同じ部屋・場所
時間を必要とする新たな問題も生じて
に集まり、他の部屋のエネルギー使
います。
用を減らしましょう。
私たちは、全ての人々の協働により
環境への影響を優先的に配慮し、環境
②重ね着など、暖かく過ごす工夫をし
への負荷の少ない持続的な発展が可能
て、暖房温度を適温（ ℃以下）に
な循環型社会を構築していかなければ
設定しましょう。
なりません。
良好な環境を享受することは、市民
③断熱シートを窓に貼ったり、根菜類
の基本的な権利であり、健全で恵み豊
やショウガを食べて体を内から温め
かな環境を保全しながら、将来の世代
るなど、小さな工夫で省エネの実践
へ引き継ぐことは、私たちの願いであ
に努めましょう。
り責務です。
今日の環境問題は、市と市民および
事業者の皆さんが、一緒に環境を保全
し、創造することに取り組まなければ、
解決できません。
市民や事業者の皆さん、市と一緒に
環境負荷の低減に努めていきましょ
問合せ 県温暖化対策課 ☎０４８・
う。
８３０・３０３８／市環境課環境企画
問合せ 環境課環境企画係
係（内線２８２２）
（内線２８２２）
市の木・イチョウ︵写真は三箇小学校のイチョウ︶
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市・県民税、所得税の申告は
２月 日㈪から３月 日㈮まで
平成 年度市・県民税、平成 年分所得税の申告の受け付けを次のとお
り行います。申告期限間近になると、会場は大変混雑し、長時間お待ちい
ただくことになりますので、早めにお済ませください。
春日部税務署で確定申告する方、勤務先や年金支払者などから給与や年
金の支払報告書が市役所に提出されている方で他に所得のない方は、市・
県民税の申告は必要ありません。ただし、所得のない方でも介護保険料や
国民健康保険税等の算定基準とするため市・県民税の申告が必要な場合が
あります。
問合せ 市民税課市民税係（内線２６８４）／各総合支所税務課（菖蒲・
内線１３０／栗橋・内線２２２／鷲宮・内線１４８）

受 付 会 場
左ページの日程表のとおり、地区別
に各会場で受け付けます。

⑩還付申告の方は預金口座番号の分か
るもの

市の受付会場でできない
確定申告
次の方は、市の受付会場では申告が
できませんので、直接、春日部税務署
で確定申告してください。

問合せ

◦雑損控除のある方（東日本大震災に
より瓦のみ損害を受け、修繕費用が
万円未満の方を除く）
◦災害減免法の適用を受ける方
◦青色申告の方
◦分離譲渡所得（土地・建物・株式・
山林・退職等）のある方
◦農業・事業・不動産所得のある方で
「収支内訳書」
を作成されていない方
◦配当所得のある方
◦住宅借入金等特別控除のある方
◦還付申告で源泉徴収票のない方
◦過年分の申告の方
◦介護サービスを利用された方で領収
書に医療費控除対象額が記載されて
いないものがある方

所
象

受 付 時 間

ほ てん

24

24

各９時～ 時／ 時～ 時
※混雑の状況により、午前中の受け付
けを早めに締め切らせていただくこ
とがあります。

なお、春日部税務署での確定申告
は、２月 日㈪から土・日曜日、祝日
を除き、受け付けを行います（２月
日㈰、３月３日㈰は受け付けます）。
また、春日部税務署では１月上旬か
ら医療費控除や住宅借入金等特別控除
などの還付申告を受け付けていますの
で、ぜひご利用ください。

場
対

申告に必要なもの

ほ てん

18

₁₅

④生命保険料、個人年金保険料、地震
保険料等の控除証明書
⑤社会保険料（国民健康保険税・国民
年金など）の領収書または証明書
⑥学生の方は学生証
⑦その他参考となるもの（障害者手帳
など）
⑧医療費控除を受ける方は医療費の領
収書（おむつ代についてはおむつ使
用証明書も必要）および保険で補填
された金額が分かるもの（医療費は
事前に集計し、医療費の明細書を記
入しておいてください。）
⑨雑損控除を受ける方（東日本大震災
により瓦のみ損害を受け、修繕費用
が 万円未満の方に限る）は瓦の修
繕費用が分かるものの写しおよび保
険で補填された金額が分かるものの
写し

程

２月４日㈪～15日㈮ 各９時30分～12時／13時～16時
※土・日曜日、祝日を除く
税理士事務所（日程により担当事務所が変わります。）
所得税が還付される方で、年金を受けている方、給与所得者で医療費控除を受ける
方、年の中途で退職または就職した方
※無料とならない場合もありますので、必ず事前に電話でご確認ください。
関東信越税理士会春日部支部事務局 ☎048－738－7470

日

16

50

₁₈

13

①申告書（郵送された方）
②印鑑
③所得を証明する資料（給与や年金の
源泉徴収票、支払調書等）

50

25

11

税理士による所得税の還付申告無料相談
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平成25年度市・県民税、平成24年分所得税 申告受付日程表
【久喜会場】
期

日

２月18日㈪ 樋ノ口

対

19日㈫ 江面

原

象

地

区

会 場
江面第二小学校
新館１階理科室

除堀

下早見

久喜市役所
４階会議室

20日㈬ 南
21日㈭ 久喜東１～３丁目
22日㈮

上清久
根

所久喜

六万部

北中曽

久喜市役所
４階会議室

25日㈪ 久喜東４～６丁目
26日㈫
27日㈬
28日㈭
３月 1日㈮
3日㈰
4日㈪
5日㈫
6日㈬
7日㈭
8日㈮
11日㈪
12日㈫
13日㈬
14日㈭
15日㈮

吉羽
ふれあいセンター
青葉１丁目
久喜３階
青葉２～５丁目
会議室
栗原 青毛
指定日および他の平日に申告できない方
久喜中央
下清久 上早見
野久喜 古久喜
本町１～５丁目
本町６～８丁目
上町 久喜本
西 久喜新
北青柳 太田袋

久喜北

期 日
対 象 地
２月18日㈪ 伊坂合併区 伊坂苑

20日㈬
21日㈭
22日㈮
25日㈪
26日㈫
27日㈬
28日㈭
３月 1日㈮
3日㈰
4日㈪
5日㈫
6日㈬
7日㈭
8日㈮
11日㈪
12日㈫
13日㈬
14日㈭
15日㈮

久喜市役所
４階会議室

区

会

場

栗橋東１丁目 伊坂２丁目
新町 旭町３丁目
栗橋中央１～２丁目
中里 島川 新井 狐塚
佐間
河原代

栗橋総合支所
２階
指定日および他の平日に申告できない方 第１・２会議室
高柳
栗橋東３丁目 間鎌
栗橋東４丁目 栗橋東６丁目
栗橋北２丁目 栗橋東５丁目
小右衛門 緑１丁目
栗橋東２丁目 北広島
栗橋北１丁目 松永
南栗橋１～４丁目
南栗橋５～９丁目
南栗橋10～12丁目
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6日㈬
7日㈭
8日㈮
11日㈪

会

場

菖蒲（５区、６区）
菖蒲（７区、８区）
菖蒲（34区）、新堀（９区）
新堀（10区）
新堀（11区）、三箇（12区）
三箇（13区、14区、15区）
指定日および他の平日に申告できない方
三箇（16区）、台（17区）
台・河原井（18区、19区）、小林
（21区）

菖蒲総合支所
４階
第１集会室

小林（20区、22区、23区）
小林（24区）
小林（25区）

下栢間（26区、27区）、柴山枝郷
12日㈫ （32区）
下栢間（28区）
、柴山枝郷（31区）
、
上大崎（33区）

15日㈮ 指定日に申告できない方

※番号札の配布は、８時30分から開始します。

5

5日㈫

対 象 地 区
菖蒲（１区、２区、３区、４区）

14日㈭ 上栢間（29区、30区）

栗橋合併区 旭町２丁目 伊坂７丁
目

伊坂１丁目

期 日
２月18日㈪
19日㈫
20日㈬
21日㈭
22日㈮
25日㈪
26日㈫
27日㈬
28日㈭
３月 1日㈮
3日㈰
4日㈪

13日㈬

指定日に申告できない方

【栗橋会場】

19日㈫

清久コミュニティ
センター集会室

【菖蒲会場】

【鷲宮会場】

期 日
対 象 地 区
２月18日㈪ 久本寺、間之道、宿、椎名
19日㈫
20日㈬
21日㈭
22日㈮
25日㈪
26日㈫
27日㈬

鷲宮ハイツ、長沢
本町、仲町、新町
砂原、上町、粟原
旭町、鷲宮６丁目、池の台
葛梅、下新井
わし宮団地１街区、わし宮団地３街区
わし宮団地２街区

28日㈭

桜田３丁目駅前通り、桜田３丁目公園
通り、東鷲宮小学校通り、東大輪新田

３月 1日㈮

桜田４丁目、東鷲宮駅前ハイツ、
東鷲宮駅前プラザ

3日㈰ 指定日および他の平日に申告できない方
4日㈪ 桜田１丁目中、桜田北、
桜田１丁目南、桜田２丁目南、
5日㈫ 桜田１丁目シンフォニー
6日㈬ 東大輪上、東大輪下、下出、
東鷲宮ウエストハイツ、原、
7日㈭ 河原（西大輪１,２,３,４,５丁目）
8日㈮ 中島、下陰、中内出
11日㈪ 大栄、角栄
12日㈫

八甫上、八甫本村、八甫新田、
八甫本郷

13日㈬ 外野、上川崎、栄１丁目
14日㈭
指定日に申告できない方
15日㈮

会

場

鷲宮総合支所
４階会議室

鷲宮児童館
鷲宮東
コミュニティ
センター

鷲宮総合支所
４階会議室

申告会場

申 告 日 程
受付日時
２月５日㈫
時 分～
時

２月６日㈬
時～
時 分

２月６日㈬
時 分～
時

等の説明を始めます。申告書
提出までに２時間程度かかり
ますので、ご了承ください。

24

所得税・市県民税の申告用
に、「 お む つ 使 用 の 確 認 書 」
を 発 行 し ま す の で、 必 要 な 方
は申請してください。
こ の 確 認 書 は、 医 師 が 発 行
す る「 お む つ 使 用 証 明 書 」 に
代 わ る も の で、 医 療 費 控 除 の
対象として認められます。
対象 介護保険要介護認定を
受けていて、おむつ代の医療
費控除を受けるのが２年目以
降の方
※一定の要件がありますので
詳しくはお問い合わせくだ
さい。

31

判定基準日 平成 年 月
日㈪
申請期間 １月 日㈬～３月
日㈮
交付手数料 １件３００円
持物 対象者の介護保険被保
険者証、窓口に来る方の本人
確認ができるもの
申請先・問合せ 介護福祉課
高齢者福祉係（内線３２６２）
／各総合支所福祉課（菖蒲・
内線１５１／栗橋・内線２３
５／鷲宮・内線１７３）

介護保険要介護認定者に
「障害者控除対象者認定書」を発行します

所得税・市県民税の申告用
に、
「障害者控除対象者認定
書」
（平成 年分）を発行し
ますので、必要な方は申請し
てください。
なお、身体障害者手帳等の
交付を受けている方で、手帳
等により控除を受ける場合は
申請の必要はありません。
歳以上で介護保険要
対象
介護認定を受けている方また
は対象者を扶養している方
※要支援１・２認定者を除く

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

15

24

16

12

申請期間 １月 日㈬～３月
日㈮
交付手数料 １件３００円
持物 対象者の介護保険被保
険者証、窓口に来る方の本人
確認ができるもの
申請先・問合せ 介護福祉課
介護認定係（３２６８）／各
総合支所福祉課（菖蒲・内線
１０７／栗橋・内線２３５／
鷲宮・内線１７２）

介護保険要介護認定者に
「おむつ使用の確認書」を発行します

65

給与所得者の医療費控除・公的年金等所得者
還付申告（確定申告）のお知らせ

本）
公的年金等の所得がある方
年分の公的年金およ
◦平成

び給与の全ての源泉徴収票
（原本）
◦控除証明書等、社会保険料
︵ 国 民 健 康 保 険 税・ 国 民 年
金 等 ） の 領 収 書・ 証 明 書
など
◦その他参考となるもの（障
害者手帳等）

給与所得者の医療費控除と公的年金等所得者の還付（確定）申告の説明会を次の日程で開催しま
す。この説明会では、税理士会春日部支部の税理士の説明を聞きながら、ご自分で申告書を作成
し、提出することができます。
平成 年度市・県民税、平成 年分所得税の申告の受け付けが始まると、混雑によりお待ちいた
だくことが予想されますので、この機会を利用して、早めに還付（確定）申告をお済ませくださ
い。
※この
 説明会に参加できなかった方は、５ページの申告会場でも受け付けます。また、確定申告期
間内に申告できなかった方は、春日部税務署で申告をしてください。
問合せ 春日部税務署 ☎０４８・７３３・２１１１／市民税課市民税係（内線２６８２・２６８３）

還付申告
（確定申告）
できる方

金等所得と給与所得のみの方

２月５日㈫
時～
時 分

30

※申し
 込みは不要です。各日
時、 時 分から申告書記載

ふれあいセンター久喜３階
会議室１～５
10

源泉徴収された所得税があ
り、次に該当する方。
◦給与所得者の医療費控除…
給与所得のみで年末調整が
済んでいる方
◦公的年金等所得者…公的年
金等所得のみの方や公的年

ほ てん

30
10

24

【共通】
◦医療費の領収書
◦保険
 等で補填 さ れ た 金 額 が
分かるもの
（家族療養費付
加金、高額療養費、生命保
険契約による給付金など）
◦印鑑・ボールペン・計算用具
◦預金口座番号の分かるもの

10
13

16

30

13

30

30

※医療費控除を受けられる方
は、その年中支払った医療
費の実費負担額が 万円
（または、所得が２００万
円以下の方はその５％）を
超えた場合です。

還付申告
（確定申告）
に必要なもの
医療費控除を申告する方
年分源泉徴収票（原
◦平成


給与所得者の医療費控除 対象

公的年金等

15

9

13

13

9

13

10

24

25

24
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ＨＩＶ感染者、
エイズ発症者の人権

人権それは愛

市では、食品や飲料物の放射性物質検査を平成24年10月か
ら実施しています。この検査は、市民の皆さんから持ち込ま
れた食品などが、国の基準値よりも低いかどうかを判断する
ための簡易検査です。
今回、これまでに実施した検査結果をお知らせします。
検査の対象や方法などの詳細は、「広報くき」10月15日号
または市ホームページをご覧ください。
申込み・問合せ 生活安全課市民生活・青少年係
（内線2632･2633）

21

日本でのＨＩＶ（ヒト免疫不全ウイ
ル ス ） 新 規 感 染 者 数 は、 平 成 年 を
ピークにやや減少傾向にありますが、
エイズ（後天性免疫不全症候群）新規
発症者数は毎年増え続けています。
◦ＨＩＶ、エイズを取り巻く社会環境
皆さんは、ＨＩＶ感染者やエイズ患
者を好奇の目で見たり、逆に自分には
関係ないこととして全く無理解、無関
心でいたりしていませんか。

15

経てエイズを発症します。現在は発症
を抑える薬も開発され、今までどおり
の生活を送ることもできます。
◦今、私たちがすべきこと
なぜ感染したのか、どうして感染し
たのかを問題とするのではなく、感染
者や患者が安心して治療に専念でき、
共生できる社会とするために、私たち
は、ＨＩＶやエイズの正しい知識を持
つこと、そして自分の問題として捉え、
感染者や患者、またその家族の人権に
配慮し、支えていくことが求められて
います。
問合せ 健康医療課健康企画係
（内線３４２２）

●放射性物質測定検査の結果
（平成24年10月16日～11月30日）
検査した食品等の種類と件数 米７件、サトイモ３件、
サツマイモ３件、イノシシ肉２件、キウイフルーツ、ハー
ブ、スダチ、イチジク、ミカン、水道水、米ぬか、リン
ゴ、柿がそれぞれ１件
※放射性セシウムの基準値は、一般食品は１kg当たり100
ベクレル、飲料水は１kg当たり10ベクレルです。
（放射性物質セシウム134）
◦不検出22件
◦１㎏当たり12.6ベクレル検出されたもの（杉戸町が産
地の玄米）１件
◦１㎏当たり63.7ベクレル検出されたもの（栃木県佐野
市で獲れたイノシシ肉）１件
（放射性物質セシウム137）
◦不検出20件
◦１㎏当たり10.8ベクレル検出されたもの（三郷市が産
地の白米）１件
◦１㎏当たり24.1ベクレル検出されたもの（杉戸町が産
地の玄米）１件
◦１㎏当たり110.0ベクレル検出されたもの（栃木県佐野
市で獲れたイノシシ肉）１件
◦１㎏当たり43.4ベクレル検出されたもの（久喜市内で
採取されたサトイモ）１件
※このサトイモについては、検体の分量が、測定規定
量の半分の約500㎖程度であったことから、後日、
同じ場所で採取された検体を、測定規定量1000㎖で
再度検査したところ、結果は不検出でした。

誤った知識によって多くの感染者や
患者が病気だけではなく、職場や学校、
社会での偏見や差別にも悩み、苦しん
でいます。
◦ＨＩＶ、エイズとは
ＨＩＶ感染とは、ＨＩＶに感染した
ヒトの血液、精液、膣分泌液から感染
します。とても感染力の弱いウイルス
で、空気感染はしません。咳やくしゃ
み、洋式便座、つり革、食器・箸の共
用、風呂などでは、感染することはあ
りません。
エイズとは、ＨＩＶ感染が原因で、
免疫機能が下がることによりかかる、
さまざまな病気の総称です。症状のな
い潜伏期間（６か月から 年以上）を

中学生の
「税についての作文」
受賞者が決まりました

い け ど

やまなか

し ま だ

ますぶち

し み ず

さや

みず き

あい み

けん

はす か

か

な

ち さと

た い と

おりはら

ほ

の

ま

ち ひ ろ

し

い し い

お

はるか

ひ ろ せ

り

お か だ

た ぐ ち

ま

あ や か

ほ

た む ら

こばやし

い た か

は せ が わ

か ざ ま

国税庁および全国納税貯蓄組合連合
会が「税についての作文」を募集した
ところ、次の皆さんが受賞されまし
た。一部の作文は市ホームページでご
覧になれます。
（敬称略）
久喜市長賞
清水 蓉加（太東中３年）
埼玉県納税貯蓄組合総連合会優秀賞
舛渕 健（鷲宮東中３年）
島田 愛実（鷲宮西中１年）
春日部税務署長賞
山中 瑞稀（鷲宮中３年）
社団法人春日部法人会会長賞
池戸 彩（菖蒲中３年）
春日部税務署管内納税貯蓄組合連合会
会長賞
風間 泰斗（鷲宮東中２年）
長谷川 千聖（菖蒲南中３年）
折原 加奈（久喜南中３年）
岡田 遥（栗橋東中３年）
井高 詩乃（久喜中３年）
石井 千尋（鷲宮中３年）
廣瀬 茉帆（太東中３年）
田口 莉央（鷲宮西３年）
小林 彩佳（菖蒲中３年）
田村 槙帆（久喜東中３年）

問合せ 市民税課市民税係
（内線２６８４）
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食品や飲料物の
放射性物質検査を実施しています

“市民との元気アップ懇談会”

懇談の概要を報告します

平成 年７月７日㈯・８日㈰・ 日㈯に市内５会場で「市民懇談会“市民との
元気アップ懇談会”
」が開催されました。
懇談会では、田中市長が久喜市総合振興計画（案）と市政の現況について説明
を行った後、市民の皆さんとの意見交換が行われました。
市民の皆さんの声を市政に反映させ、市民目線による行政を進めていくために
開催した市民懇談会。延べ２９１人の市民の皆さんにご参加いただくとともに、
今年度も多くのご意見・ご要望が寄せられました。
ここでは、この懇談会にお寄せいただいたご意見・ご要望などの一部を抜粋し
てご紹介します。
※懇談
 会に寄せられたご意見・ご要望は、市民参加コーナーで閲覧できるほか、
市ホームページでもご覧になれます。
14

※ご意見・ご要望等の集計は、当日の発言と文書で
提出されたものの集計です。

東公民館（参加者 人）
７月７日㈯ ９時 分～ 時 分

問合せ 広報広聴課広報広聴係（内線５９１１）

市民参加コーナー設置場所 市役所１階ロビー、各総合支所、公文書館、ふれ
あいセンター久喜、中央・東・西・森下・鷲宮の各公民館、菖蒲・栗橋の各文化
会館、栗橋・鷲宮東・鷲宮西の各コミュニティセンター、菖蒲老人福祉センター、
中央図書館、総合第１体育館

24

ご意見・ご要望等の集計
分
類
件
数
健康・医療
２件
環境
12件
教育・文化
４件
道路・交通
24件
生活基盤整備
17件
福祉
６件
産業・労働
３件
その他
16件
合
計
84件

35

【意見等】総合振興計画の進捗状況を
分かりやすく市民に発信してください
総合振興計画は事業を執行する憲法
的な位置付けと理解しています。長期
計画ですので、時代の流れで見直しや
変更があると思います。
計画を作ったときは市民の耳にも届
きますが、その後の進捗が分かりにく
くなるため、年ベースでよいので、進
捗状況や変更を市民に分かりやすく発
信してください。
【回答】総合振興計画に対する進捗状
況については、毎年市民の皆さまにお

しんちょく

11

61

30
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● “市民との元気アップ懇談会”懇談の概要を報告します ●

56

25

栗橋文化会館・イリス（参加者 人）
時～ 時 分
７月７日㈯

28

16

10 62

後、道路と歩道をきちっと整備したい
と考えています。区画整理地内の道路
整備になりますので区画整理地内と外
部との接続部分につきましては交差点
が少し変則になりますが、今より安全
な形になるように整備を進めます。
計画道路と既存道路の中間的な段階のため、
歩道が変則的になっている場所（栗橋地区）

【意見等】市道栗橋６８０号線の拡幅
をお願いします
南栗橋の住民はＪＲを使うために東
鷲宮駅に行く人がけっこういます。市
道栗橋６８０号線から行くのですが、
道路の一部が非常に狭くなっていま
す。県道３１６号線から市道栗橋６８
０号線に入る場所も非常に狭くて、車
がスムーズに入れずによく５、６台の
渋滞が起こっています。市道栗橋６８
０号線の拡幅をお願いします。
【回答】市道栗橋６８０号線につきま
しては、栗橋方面から鷲宮方面を結ぶ
新市の大変重要な道路と認識していま
して、道路幅員が大変狭いので拡幅整
備に向けて昨年度から取り組んでいま
す。

昨年の８月 日には高柳新田地区の
集会所で地元の方にご説明させていた
だき、その中で道路の必要性や設計、
その他に関してのご質問等をいただき
ました。また、パブリックコメントで
もこの道路の必要性についてご意見を
いただいていますので、市としまして
も整備に向けて一生懸命取り組んでい
きたいと考えています。
【意見等】誘致した企業には市民の優
先採用をお願いしていただけるので
しょうか
誘致した企業に久喜市の住民を優先
的に採用していただけるようにお願い
していただけるのでしょうか。
【回答】市では、指定地域に進出する
企業に雇用促進助成金として市内居住
者１人当たり 万円を交付することで、
市内の方を優先的に雇用してください
とお願いしています。限度額は３００
万円となりますが、このような優遇措
置で企業に市内在住の方、または障が
い者の方の雇用を促し、優先的に雇用
していただけるような取り組みを行っ
ています。

27

鷲宮総合支所（参加者 人）
７月８日㈰ ９時 分～ 時 分

【意見等】鷲宮産業団地線と青毛方面
を結ぶ道路のスケジュールと路線の変
更について説明をしてください
昨年の８月ごろに集会所で鷲宮産業
団地線と青毛方面を結ぶ道路が上川崎
地内を通ってできるという説明があり
ました。その後、路線変更があったの

35

14

10

23

24

【意見等】しまむらの前にある道路の
歩道整備をお願いします
しまむらの前の道路の歩道が変則的
で、けっこう事故が起こります。見て
いただくと分かると思いますが、歩道
が二重になっているような感じです。
道路を広げたり歩道を整備したりして
安全対策をお願いします。
【回答】今年度、栗橋駅西の区画整理
事業として道路整備を予定していま
す。現在は、計画道路と既存の道路の
中間的な段階になっていますので、今
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57

30

示しすることを基本に臨みたいと考え 【回答】防犯灯につきましては、毎年
ています。どのような形でお知らせし
かなりの数の要望をいただいていまし
たら最も分かりやすいかを十分検討し
て、予算の範囲で久喜地区、菖蒲地区、
て対応したいと考えています。
栗橋地区、鷲宮地区のバランスを考慮
※総合
しながら設置しています。
 振興計画は施策ごとに成果指標
を設定していますので、その成果指
平成 年度は久喜地区だけで 基の
標により進捗管理を行う予定です。 設置要望がありました。これらの要望
また、広報くきや市ホームページに
に対しましては、職員が夜間に近隣の
おいて分かりやすい公表に努めます。 状況や設置可能な場所かどうかを区長
【意見等】防犯灯の設置計画を教えて
さんと一緒に確認して、 基設置しま
ください
した。
新しい県道が非常に暗いです。開通
平成 年度は要望の集計が終わって
して１年が過ぎました。昨年度は、防
いませんが、久喜地区の予算では 基
犯灯の設置要望を５基分行いましたが
分を予定しています。なかなか要望ど
１基しか設置されませんでした。県道
おりに設置はできませんが、なるべく
のため県が設置すると思っていました
早く設置したいと考えています。
が全然変化がありません。
※防犯
 灯の設置要望箇所を現地で確認
し、設置する場所の選定を行いまし
今年も３基分の要望書を出しました
た。現在、順次設置工事を進めてい
が、たぶん１基しか設置されないので
ます。
はないかと思っています。防犯灯の今
後の設置計画がどのようになっている
のか教えてください。

杉戸久喜線に新しく設置された防犯灯

か、道路計画そのものがまだ決定して
大きな病院にかかっても情報が共有さ
いないのか、状況がよく分かりません。 れません。
スケジュールや路線変更について改め
そこで、もっと街のお医者さんにも
て地元に説明があるのでしょうか。現
「とねっと」に加盟してもらい、どこ
在の状況を教えてください。
でもデータを共有できる環境づくりを
【回答】昨年８月 日に上川崎の集会
お
願
い
し
ます。
所で計画道路についてご説明させてい 【回答】
「とねっと」につきましては、
ただいたときに、道路の必要性に関す
行田、加須方面から杉戸、宮代方面ま
るご質問や、道路がなるべく建物に当
での６市３町の利根保健医療圏で進め
たらないような線形に直すことについ
ています。現在（平成 年７月８日）
、
てご意見をいただきました。そのよう
管内にある３１１の医療機関のうち１
な中で線形の見直しを行っていまして、 ０２の医療機関と１カ所の県立病院、
線形をずらした部分がお宅にかかって
５カ所の検査機関が「とねっと」に参
しまうのですがどうでしょうかという
加していますが、久喜市内では 医療
ことを今年の４月、５月ぐらいに個々
機関と少ない状況になっています。
に伺って説明をさせていただきました。
「とねっと」は、国の地域医療再生
この道路をつくるためには都市計画
臨時特例交付金を活用して埼玉県が地
決定をしなければなりません。その場
域医療再生計画を策定し、利根保健医
合、反対者がいては進みませんので、
療圏が選定されて実施しているもので
おおむね同意が得られないと都市計画
す。基本的に病院等の中核医療機関の
決定ができないということもあります。 診療状況を各診療所が見るシステムと
そのようなことで、最終的な道路の
なっていますので、参加医療機関が少
線形について現在検討している段階で
す。大きな財政負担を伴うものですの
で、少し時間をいただいて検討した結
果をお示ししたいと考えています。
【意見等】もっと街のお医者さんに
「とねっと」に加盟してもらって医療
データを共有できる環境づくりをお願
いします
「とねっと」は私たちの健康を管理
する街の日常のかかりつけ医と高度専
門医療機関との連携が非常に大きな要
素になると思います。
私がかかりつけとしている診療所は、
まだ「とねっと」に入っていないため、
28

24

16

10
55

88

56

年同月比で４月は トンの減量で ％
ほど減っています。正直少し減る量が
多いと思っています。５月は トンの
減量で ％ほど減りました。燃やせな
いごみは、１トン当たり９万円を超え
る費用で処理していますので、指定ご
み袋を導入したことで処理費用が相当
減っています。
今後、夏場は燃やせるごみの量も増
えますので、どのような推移になるの
か数値を細かく見ていきたいと考えて
います。
※４月
 から９月までは、燃やせるごみ
が９・７％の減量で、燃やせないご
みが ・１％の減量となりました。
【意見等】空き家の適正な管理に関す
る条例の検討状況を教えてください
空き家が増えています。不用心でも
ありますし、いたずらの問題や植木で
カーブミラーが見えにくくなるといっ
た問題などもあります。空き家に関す
る条例の検討状況を教えてください。
【回答】人口の減少や核家族化の進展
などにより空き家が増加しています。
また、それに伴い空き家の適正な管理
が全国的にも問題になっています。
住宅土地統計調査によると、久喜市
全体で約６０００戸の空き家が存在す
るとされています。このうち適正な管
理がされていない空き家は２００戸ぐ
らいではないかと推測しています。
空き家については、今年度中に空き
家の適正な管理に関する条例をまと
め、適正な管理がされていない空き家
が少なくなるように検討を進めていま
す。

35

30

なければ相互利用の面などで影響もあ
るかと思われます。
医療資源にも限りがありますので、
地域全体で患者を治していくことを基
本として利根保健医療圏では地域完結
型医療を進めていこうとしています。
多くの医療機関が参加することで「と
ねっと」を活用できる面もありますの
で、今後一つの課題として協議会の中
で協議をしたいと考えています。
※埼玉
 利根保健医療圏医療連携推進協
議会で医療機関の追加募集を検討し
ています。
中央公民館（参加者 人）
時～ 時 分
７月８日㈰
14 56

【意見等】指定ごみ袋を導入してどの
くらいごみの減量効果があったので
しょうか
４月からごみの袋が指定袋になりま
した。３か月経ちましたが、どのくら
い効果が出ているのでしょうか。ごみ
は減ったのでしょうか。
【回答】４月から指定ごみ袋を導入し
て３か月経ちました。まだ４月と５月
の統計しかありませんが状況をご説明
させていただきます。
まず、燃やせるごみについてですが、
前年同月比で４月は重量で トンの減
量、率にすると７・ ％ほど減ってい
ます。５月は トンの減量で５・ ％
減りました。
また、燃やせないごみにつきまして
は、昨年は震災がありましたのでその
影響もあったのかもしれませんが、前
81

19

登録しましたか？
「とねっと」かかりつけ医カード

64

37

46
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● “市民との元気アップ懇談会”懇談の概要を報告します ●

員が指導等を行っています。
また、啓発活動として横断幕を掲げ
たり、月に１回１時間程度巡視員と市
職員による指導と啓発を実施していま
す。ほかにも案内看板や路面表示等を
設置していますが、まだまだＰＲが不
足しているところもあるかと思います
ので、今後も十分周知に努めたいと考
えています。
なお、過料は７月１日から施行され
ていますが、十分ＰＲをした上で措置
を講じたいと考えています。
※巡視
 員による巡視を二人一組で週３
回午前と午後に１時間ずつ、職員に
よる巡視を２週に１回１時間程度実
施し、喫煙者への指導と啓発をして
います。また、月１回程度、啓発
ティ
 ッシュの配布を久喜駅等で行い、
条例の周知を図っています。
農業者トレーニングセンター
（参加者 人）
９時 分～ 時 分
７月 日㈯

10

55

11

しては、合併前に旧菖蒲町が県へ要望
書を提出し、その後、市が県教育局と
協議を行っています。
現在、グラウンドは県から使用許可
を受けて市民の皆さまのスポーツ活動
にご利用いただいていますが、建物
については一部耐震基準を満たしてい
ないことから使用できなくなっていま
す。
市では、県から敷地の譲渡を受けて、
市民の皆さまのために活用していきた
いと伝えています。また、その際には
校舎等の建築物の撤去を県で行ってほ
しいということや、用地は菖蒲高校を
建設した当時の経過を踏まえて無償で
譲渡してほしいということをお願いし
ています。
現時点の状況としては、県からは無
償譲渡は大変厳しいという回答を受け
ていますが、菖蒲高校の跡地利用につ
いては市の意向を踏まえて対応してい
きたいので、引き続き協議をしたいと
いう回答も得ているところです。
いずれは市で取得して活用を図ると
いった基本的な考えを持って、今後も
県と協議を進めたいと考えています。
【意見等】菖蒲地区の公園のトイレに
もトイレットペーパーを完備してくだ
さい
久喜地区では公園のトイレにトイ
レットペーパーが完備されているの
に、菖蒲地区では完備がされていませ
ん。健康志向でジョギングやウオーキ
ングをする方が多くなっていますの
で、持っていかれないような手だてを
して公園のトイレにもトイレットペー

パーを完備するようにしてください。
【回答】お話のように、トイレット
ペーパーを持っていってしまうという
ようなこともあると思っています。ご
指摘をいただきましたほかの地区には
トイレットペーパーがあるのに菖蒲地
区にはないということにつきましては、
基本的に統一すべきだと考えています
ので対応を検討したいと思います。
【意見等】圏央道と市道菖蒲 号線が
突き当たる栢間沼の交差点に信号機は
設置してもらえるのでしょうか
圏央道の工事が進められていますが、
圏央道と市道菖蒲 号線が突き当たる
栢間沼の十字路に信号機は設置しても
らえるのでしょうか。
【回答】信号機の設置につきましては、
行政区長から市へ要望書を提出してい
ただいた後、市職員と警察が一緒に現
場に立ち合わせていただきます。その
後、地元の警察が設置の必要性を判断
して県警に上申し、県警で公安委員会
を開いてその中で決定するといった流
れになっています。
最近は信号機等々の設置要望がかな
り多くなっています。平成 年度現在、
久喜市全体では 件要望をいただいて
いますが、平成 年度に設置された久
喜市内の信号機は県の予算の関係など
もありますが２カ所という状況です。
ご意見をいただいた場所の交通量が
多くて危険だと警察が判断すれば優先
順位が上がっていくのではないかと
思っています。要望書を市へ提出いた
だいた後に現地を確認して警察と協議
したいと思います。

68

24

30

【意見等】菖蒲高校の跡地処理につい
て進捗状況を教えてください
菖蒲高校の周辺は夜になると暗くて
防犯上よくありません。このままの状
態では使うこともできないと思います。
早く取り壊してもらえるように県へ要
望してください。更地になれば跡地利
用の案も出ると思います。大きな事業
なので簡単にはいかないと思いますが、
跡地処理について進捗状況を教えてく
ださい。
【回答】菖蒲高校の跡地処理につきま
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【意見等】路上喫煙を取り締まるため
の巡視員の活動と路上喫煙防止条例を
普及させるための周知方法について教
えてください
今年の４月から路上喫煙防止条例が
施行されましたが路上喫煙が減ってい
ないと思います。７月からは罰則規
定も始まっていると思います。１週間
気にして見ていましたが巡視員が見当
たりませんでした。巡視員はいるので
しょうか。
４月から条例が施行されたこと、あ
るいは条例があること自体を知らない
人が多いと思います。どのように周知
をしているのでしょうか。
【回答】４月１日から久喜市路上喫煙
の防止に関する条例が施行されまし
た。路上喫煙禁止区域は久喜駅の東口
と西口で、市職員と市で委託した巡視
条例の施行と久喜駅周辺の路上喫煙の禁止を周知するた
めに設置した横断幕（久喜駅西口）

記念事業として、菖蒲総合支
所５階（旧議場スペース）に
本多静六記念館を整備してい
ます。オープンは本年春ごろ
の予定です。
問合せ 企画政策課企画政策係
（内線２２８２）

本多静六記念室閉鎖のお知らせ
菖蒲文化会館（アミーゴ）
２階の本多静六記念室は、２
月 日㈮で閉鎖します。
なお、本多静六博士没 年

寄附金総額
18,957,054円（平成24年11月30日現在）
ご厚意ありがとうございます
寄附をいただいた次の方々に感謝状をお贈
りしました。
（敬称略・順不同）

感謝状

久喜総合文化会館に
障がい者専用駐車場が設置されました

﹃講習会商法﹄

︱ 無料・格安のワナにご用心 ︱

しまうことも多く、消費者が
疑いを持ちにくいといえます。
特に、健康上の不安がより大
きいと考えられる高齢者はそ
の タ ー ゲ ッ ト に さ れ や す く、
周囲の方が本人の変化に気付
いて相談するケースも少なく
ありません。
【アドバイス】
①無料やお得な品で興味を引
かれたり、知人から誘われた
りしても、このような会場に
は行かないようにしましょう。
②購入する前に本当に必要か
よく考え、即決するのは避け
ましょう。過大な効能・効果
をうたっているケースが多く
見られます。
③契約してしまった場合でも、
ク ー リ ン グ・ オ フ や 取 り 消 し
ができる場合があります。す
ぐに消費生活相談窓口へご相
談ください。
困ったときは次の窓口へ
県消費生活支援センター春日部
☎０４８・７３４・０９９９
※月～金曜日９時 分～ 時
ページ
市消費生活相談室
の無料相談をご覧ください。
問合せ 生活安全課市民生
活・青少年係（内線２６３３）

16

21

情報
23

70

を開けますので、そこから
入場してください。
その他 開催事業により、同
駐車場を使用できない場合が
ありますので、詳しくはお問
い合わせください。
問合せ 久喜総合文化会館
☎ ・１７９９

【452,613円】ブルーフェスティバル実行委員会
【317,440円】久喜市民まつりの会
【100,043円】久喜市高齢者大学校友会ボランティア部

設置場所 ふれあい広場プラ
ネタリウム側スロープ脇
利用方法
①事前に同文化会館へ連絡し
てください。
※専用入口は常時開放してい
ません。
②利用当日の来館予約時間に、
警備員が専用入口のポール

問合せ 企画政策課企画政策係（内線2283）

60

～南栗橋地区の液状化など
市内で被災された方々のために～
寄附の方法
企画政策課または各総合支所総務管理課へお
持ちいただくか、次のいずれかの口座へお振り
込みください。同一金融機関の本・支店の窓
口から振り込む場合、振込手数料は無料です。
口座名義
クキシヒガシニホンダイシンサイヒサイシヤ
シエンキンコウザ
久喜市東日本大震災被災者支援金口座
金融機関
・埼玉りそな銀行久喜支店
普通預金 ５６２２０２３
・南彩農業協同組合久喜江面支店
普通預金 ００３１８２６
・埼玉みずほ農業協同組合桜田支店
普通預金 ００２７１５１

くらしの

110番

【相談事例】
友 人 か ら「 日 用 品 が も ら え
る か ら 行 き ま し ょ う。
」と誘
われ、商店街の空き店舗に開
店した３か月間限定の店に
行った。中は、イスがたくさん
並べられた会場になっていて
健康に関する話などを聞いた
り、日用品をもらったりした。
とても楽しくて、２週間ほ
ど 通 い 続 け た 頃、 仲 良 く な っ
た 店 員 か ら、 万 円 の 健 康 器
具 を 勧 め ら れ、 迷 わ ず 購 入 し
た。その後も勧誘されるまま、
次々と健康食品など総額で約
２００万円も買ってしまった。
（ 歳代 女性）
【ポイント】
健康商品を購入したが「高
額で支払いが困難になった」
「高い商品なのに全く効果が
出ない」といった相談が高齢
者を中心に寄せられていま
す。この商法は、毎日のよう
に講習会に通わせて、信頼関
係を築いた後で高額な商品を
売るという継続的な勧誘が特
徴です。
ま た、 言 葉 巧 み に 健 康 不 安
をあおられると、その商品を
使えば安心と信じ込まされて

30

21

「障がい者専用駐車場」

22

久喜市東日本大震災
被災者支援基金
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久喜市ファミリー・サポート・センター本部
ステップアップ講習会

ト・センターの活動に興味のある方
人（申込順）
定員
※託児はお問い合わせください。
申込期間 １月 日㈫～ 日㈬
※土・日曜日を除く９時～ 時 分
申込み・問合せ 同センター本部
☎ ・１９００

29

ぎ はし

や

日時 １月 日㈰ ９時 分〜 時
場所 新しい村芝生広場ステージ前
持物 長袖、長ズボン等の防寒着
問合せ 山崎山こどもエコクラブ（八
木橋） ☎ ・６５８１
杉戸町

20

23

32

30

16

11

東日本大震災に係る住宅改修資金
借り入れの返済利子の一部を助成します

ま つ だ たけとし

～子育てのポイント ここだけは！～
時～ 時
日時 １月 日㈭
場所 ふれあいセンター久喜視聴覚室
内容 児童施設から見た家庭のすがた
講師 松田雄年さん（児童養護施設東
京家庭学校校長）
対象 市内在住でファミリー・サポー

30

23

16

in

92

20

34

すぎと七福神めぐり

26

うるいど

な か じ ま ぶ ざ ん

15

31

②金融
 機関から融資を受けて、被災し
た自己の居住住宅の改修等を行う方
③市税等を滞納していない方
申請に必要な書類
①住宅復旧資金利子補給金交付申請書
②り災証明書
③貸付決定書の写し
④貸付金償還表の写し
⑤支払利子証明書 など
申請期間 各年の１月４日から１月
日まで
その他 １月から 月までの間に支
払った利子分を毎年３月末までに補助
します。
申請先・問合せ 商工観光課商工労働
係（内線２８８２）／各総合支所環境
経済課（菖蒲・内線９２４／栗橋・内
線２４５／鷲宮・内線２２３）

12

13

30

東日本大震災により被災した市民の
方への支援として、金融機関から融資
を受けて被災住宅の改修等を行う場合、
返済利子の一部を助成します。
対象住宅 市内に所在し、かつ自ら居
住する個人住宅
対象融資 平成 年３月 日までに実
施された久喜市勤労者住宅貸付または
金融機関の住宅災害復旧資金貸付
助成金額 対象融資の年２％以内の金
利相当額（１００円未満切り捨て）で、
１住宅当たり 万円を限度
助成期間 融資実行日から５年間
対象 次の①から③までの全てに該当
する方
①東日
 本大震災による被害を受けて、
市が発行した「り災証明書」の交付
を受けている方

15

24

定員 約２７０人（要申し込み）
費用 無料
申込期限 ２月８日㈮
蓮田市
申込方法・問合せ 電話で、白岡市生
涯学習課（☎ ・１１１１）へ
子育てでつながろうミニフェスタ
時～ 時
日時 ２月２日㈯
宮代町
場所 蓮田市総合市民体育館（パルシー） 「植樹準備＆コナラ観察会 山崎山」
内容 親子で楽しめるイベント
問合せ 閏戸保育園子育て支援セン
ター ☎０４８・７６６・８９９８
幸手市

30

日程 前半コース ２月 日㈯／後半
コース ２月 日㈯／タクシーコース
２月 日㈫
内容 飲食と買い物を楽しみながら七
福神をめぐる
定員 各コース 人（要申し込み）
費用 前半・後半コース 各２０００
円／タクシーコース ３８００円
問合せ 日光街道すぎと七福神事務局
☎ ・０３４２
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10

10

13

年金コラム

24

第 回幸手さくらマラソン大会
22

日時 ４月７日㈰
場所 幸手総合公園陸上グラウンド周
辺 権現堂桜堤周辺コース
種目
マイル…年齢男女別／３㎞…中
学生／２㎞…一般・小学生・ファミリー
問合せ さくらマラソンエントリーセ
ンター ☎０４８・７７８・５８８０
白岡市
市制施行記念講演会「中島撫山と白岡」
時 分～ 時
日時 ２月９日㈯
場所 白岡市コミュニティセンター・
舞台ホール
10

31

源泉徴収票が送付されます

65

12

け取られている方全員に平成 年１月
に源泉徴収票を送付しています。
源泉徴収票は、年金以外に給与収入
等の所得があるときや医療費控除など
所得税の還付を受けるための確定申告
をするときに添付する必要があります。
※紛失
 された場合の再交付は、春日部
年金事務所まで申し出てください。
なお、「障害年金」や「遺族年金」
については非課税所得ですので、源泉
徴収票の送付はありません。
問合せ 春日部年金事務所 ☎０４
８・７３７・７１１４
25

25

50

厚生年金・国民年金の「老齢年金」
など、老齢（退職）を支給事由とする
公的年金は、税法上「雑所得」として
所得税の課税対象になります。
このうち、「老齢年金」の額が１０
８万円以上（ 歳以上の方は１５８万
円以上）の方については、所得税を源
泉徴収することになっています。
日本年金機構では、平成 年１月か
ら 月までの期間に「老齢年金」を受
12

受賞おめでとうございます

埼玉・教育ふれあい賞

食育推進ポスターの入賞作品を紹介します

銀賞

銀賞

太東中学校３年
か と う
り か
加藤 里佳さん

久喜中学校２年
と だ
も な み
戸田 萌奈美さん

◆中学生の部

平成 年３月に策定した「久喜市食育推進計画」を市民の
皆さんに知っていただくため、市内小中学校の児童・生徒の
皆さんから、食育推進啓発ポスターを募集しました。
食育推進部門「小・中学生の部」の作品を紹介します。
問合せ 健康医療課健康企画係（内線３４２２）

◆小学生の部

あ い か

（順不同）

久喜市スポーツ少年団本部
は、日ごろのスポーツ活動や
放課後子ども教室「ゆうゆう
プラザ」への積極的な参加を
通して、地域のコミュニティ
づくりと青少年の健全育成に
尽力されました。

愛可さん

ば

24

栗橋小学校１年
あ お き
こうせい
青木 幸誠さん

金賞 太東中学校２年

こ

い

ゆ

あきづき

知事表彰（地方自治功労）

長年にわたり、旧栗橋町職
員および旧栗橋町収入役とし
て尽力し、豊富な知識と実務
経験により、財務会計の公正
処理、公金の効率的な運用等
に努め、町政発展に貢献され
ました。

久喜市優秀技能者表彰
市では、毎年、優秀な技能
者を表彰しています。
今年度は、次の皆さんが受
賞されました。

銀賞

金賞 久喜小学校６年

お

な

みずしま

木庭

結衣さん

秋月

菜穂さん

水島

知事表彰（消防功労）

長年にわたり、鷲宮消防団
団員として消防業務に精励さ
れました。現在、鷲宮消防団
団長として、団員の育成、地
域の防災意識の啓発等に尽力
し、安全・安心なまちづくり
に貢献されています。

よしあき

そ め や

長年にわたり、旧久喜市議
会議員として社会福祉、教
育、環境衛生等の分野に尽力
されました。また、旧久喜市
議会議長を務め、円滑に議会
を運営し、市政発展に貢献さ
れました。

長年にわたり、旧菖蒲町選
挙管理委員会委員として選挙
啓発、事務の効率化等に尽力
されました。また、委員長就
任後は、円滑な委員会運営に
より、適正な選挙の管理・執
行に貢献されました。

た だ し

な か の その

まさあき

けんもく

銀賞 菖蒲小学校６年

市長に受賞を報告する
久喜市スポーツ少年団
本部の皆さん
正明さん（製菓
職）、※田中市長、染谷 義明さん
（大工）、中之薗 忠志さん（左官）
（写真右から）見目

か ず お
ぎ
つ
う
わ ともひで

が

せ

は

う ち だ よしひろ
しん
ぎ
とよくに

宇津城一夫さん
（栗橋中央２）

長谷川智英さん
（東大輪）

内田喜啓さん
（上町）

豊國義信さん
（菖蒲町下栢間）
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菖蒲地区
「人権のつどい・少年の主張大会」
楽しかった「子ども大学くき」

写 真 ニ ュ ース

▲小中学生による作文の発表

▲被災地へ復興の願いを込めた折鶴

▲菖蒲中学校生徒による「よさこいソーラン」

11月17日㈯、菖蒲文化会館（アミーゴ）で菖蒲地
区「人権のつどい・少年の主張大会」が開催され
ました。
小中学生による人権作文や人権標語、少年の主
張作文の発表が行われたほか、アトラクションと
して市内幼稚園児や小中学生の皆さん等による歌
や詩の朗読などの発表も行われ、来場者から大き
な拍手が送られていました。

12月１日㈯、東京理科大学久喜キャンパスで
「平成24年度子ども大学くき」の最後の講義と修
了式が行われました。
同大学の秋山仁教授による「算数・数学おもし
ろワンダーランド」と題した講義が行われ、児童
は終始笑顔で楽しく学んでいました。参加した児
童たちには、大学での講義や学園祭の体験など貴
重な経験をする機会となりました。

栗橋東中学校吹奏楽部が全国大会出場

栗橋やさしさ・ときめき祭り

11月13日㈫、「全日本マーチングコンテスト中学
の部」に２年連続で出場する栗橋東中学校吹奏楽
部の代表生徒が、田中市長を表敬訪問しました。
生徒からは「感動してもらえる演奏をしたい」
と抱負が語られ、田中市長から激励の言葉が送ら
れました。なお、11月18日㈰に大阪城ホールで開催
された同コンテストで、銅賞を受賞しました。

11月18日㈰、栗橋文化会館（イリス）と栗橋Ｂ
＆Ｇ海洋センターで「栗橋やさしさ・ときめき祭
り」が開催されました。
会場では、地元の農産物・特産品の販売や警
察・消防車両の展示、久喜市指定有形文化財「吉
田家水塚」の一般公開等が行われ、多くの来場者
で賑わいました。
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あきやま じん

よし

だ

け

み

つか

いきいきサークル 10

わがやのアイドル

ほ り べ

こ う た

い わ い

韓国家庭料理

友の会

かな め

堀部 光汰くん（１歳） 岩井 叶芽ちゃん
（５歳・中）
（菖蒲町菖蒲）
逞真くん（２歳・左）
ぼく、いたずら大好き！
透真くん（５か月・右）
（菖蒲町柴山枝郷）
我が家の大事な☆宝物☆
たく ま
とう ま

私たちは韓国料理を作ること、食べることが好きな人
たちが集まって、毎月１回活動しています。
げん

いしょくどう

韓国料理は焼肉や辛い物ばかり連想しますが、
「医食同
ご

み

ご しょく

源」の考えの下に生まれ、五味五色の食材をふんだんに
使ったメニューがいっぱいで、いつもの食材や日々の食

愛の泉

卓に変化が起こり、台所に立つのが楽しくなります。
友の会では、自分で作れるようになったという会員も

〜善意をありがとうございます〜
★スポーツ振興のために
久喜市ソフトボール協会久喜支部さん
★保健福祉のために
有和会さん

多くいます。韓国料理に興味のある方はぜひ一緒に料理
を作ってみませんか。

金42,100円
金26,863円

活動日時

毎月第２火曜日（１月のみ第３火曜日）
９時30分〜12時

活動場所

東公民館

問 合 せ

蛭田

ひ る た

☎090−4618−5244

〜市内小学校のさまざまな活動を紹介します〜④

私 た ち の 学 校 自 慢
青葉小学校

問合せ

指導課指導係（内線4262）

青毛小学校

いきいきボランティア
活動・個に応じた算数科
の学習指導

あいさつがこだまし、
心と体がはずむ魅力ある
学校

本校では、毎週木曜日
の
「あいさつ運動」
、金曜
▲朝のあいさつ運動
日の
「校内クリーン作戦」
で、有志の児童がボランティア活動に取り組んで
います。そのほかにも、子どもたちは自分にでき
るボランティア活動を見つけて、校内でいきいき
と輝いています。
また、全学年で算数科の少人数指導を行い、一
人一人が学ぶ楽しさを実感できる学習に取り組ん
でいます。
「たくさん発表
できる」
「よく見てもらえ
る」などの理由で、算数の
学習が好きと答えている児
童は全体の80％を超え、少
人数指導の成果が現れてい
▲算数科の少人数指導 ます。

本校では「ことば」
「か
かわり」
「体験」をキー
ワードに、知・徳・体の ▲６年生・茶道体験教室
調和のとれた児童の育成を目指して、日々の教育
活動を推進しています。地域の力をお借りした茶
道教室、プロの技を肌で感じる文化芸術体験事業、
各学年の親子ふれあい活動などさまざまな体験活
動を通して、人との関わりや感動を言語活動につ
なげています。ＪＲＣ（青少年赤十字）活動にも
力を入れ、朝のあいさつ運
動や落ち葉掃き、公園の清
掃活動、親子動物飼育など、
家庭や地域の協力を得なが
ら、主体的に行動できる力
の育成を目指しています。
▲ あいさつボランティア
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☎58−1111

お知らせ

ない要望・相談・苦情・各種
照会等は︑けいさつ総合相談
センターまたは最寄りの警察
署にご連絡ください︒
けいさつ総合相談センター
☎＃９１１０または☎０４
８・８２２・９１１０
問合せ 久喜警察署 ☎ ・
０１１０／幸手警察署 ☎
・０１１０

エムディ

個人輸入の
ダイエット製品に
ご注意ください！

集

納付書は納期限の 日前ご
ろに事業所に送付しますので︑
最寄りの金融機関で納付して
ください︒
なお︑納期限を過ぎると延
滞金が加算されますので︑ご
注意ください︒
問合せ 埼玉労働局労働保険
徴収課 ☎０４８・６００・
６２０３

募

ガールスカウト新入会員

やまざき

な か お

中 学 ３ 年 生 ま で の 女 子 ／リ ー
ダー 平成 年４月現在で
歳以上の女性︵リーダー養成
講習を受講していただければ︑
どなたでも活動できます︒︶
定員 新年中組・年長組 若
干名／新小学１〜３年生
人／新小学４〜６年生
人
／新中学１〜３年生 ６人／
リーダー 若干名
※当日はお茶会も開催します︒
問合せ 同団 中尾 ☎ ・
５２８３／☎０９０・２４１
４・１２５７

◆一般・社会人入試︵Ｂ入試︶
出願期間 １月８日㈫〜 日
㈮ 消印有効
試験日 ２月２日㈯
試験会場 久喜看護専門学校
︵本町５の の ︶
試験科目 国語総合︵古文・
漢文を除く︶︑英語Ⅰ・Ⅱ︑
面接
出願資格 ①高等学校を卒業
または卒業見込みの方 ②大
学入学資格検定または高等学
校卒業程度認定試験に合格し
た方 ③②と同等以上の学力
と認められた方
※②・③は平成 年４月１日
現在で 歳以上の方
問合せ 同校事務局
☎ ・３１３１

久喜看護専門学校
看護学生

18

10

10

58

18

☎53−1111
鷲宮総合支所

１月 日㈭は
﹁１１０番の日﹂

﹁ＭＤクリニックダイエッ
ト﹂などと称されるダイエッ
ト製品については︑これまで
死亡事例を含む重篤な健康被
害が報告されています︒
健康被害が発生する恐れが
ありますので︑このような製
品を入手して服用しないでく
ださい︒また︑服用により体
調異常が現れた場合には︑直
ちに服用を中止し︑医療機関
で受診するとともに︑最寄り
の保健所に申し出てください︒
問合せ 幸手保健所 ☎ ・
１１０１／県薬務課 ☎０４
８・８３０・３６２２

労働保険料の
納付を忘れずに

◆埼玉県第 団
野外活動やボランティア活
動等を通して︑生きる力を楽
しく身に付けましょう︒
対象 幼稚園の新年長組から
新小学３年生までの女子
※新年お茶会を次のとおり開
催します︒
日時 １月 日㈰ ９時 分
場所 中央公民館
費用 １００円︵お菓子代︶
問合せ 同団 山﨑
☎ ・０８５３
◆埼玉県第 団
入会希望者向けの説明会を
開催します︒
日時 １月 日㈰
時〜 時
場所 鷲宮公民館
対象 ガールスカウト 幼稚
園・保育園の新年中組から新

12

25

42

労働保険料︵労災保険・雇
用保険︶の第３期分の納期限
は１月 日㈭です︒
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25

10

18

23

30
15

栗橋総合支所

70

10

13

67

20

49 25

27

☎85−1111

22

24

42

☎22−1111
菖蒲総合支所

10

久喜市役所

〜１１０番は緊急通報です〜
県警察では︑１月 日を
﹁１１０番の日﹂とし︑１１
０番の正しい利用を呼び掛け
ています︒
県警察には年間約 万件を
超える１１０番通報が寄せら
れていますが︑このうち約３
割にあたる約 万件は緊急性
のない各種照会や間違い︑い
たずら等による通報です︒
１１０番通報に適さないこ
れらの数多くの通報は︑緊急
を要する通報への対応を遅ら
せる原因ともなっています︒
１１０番は︑事件や事故に
遭ったときや︑これらの事件
等を目撃したときなどに利用
する緊急通報です︒緊急性の
31

お知らせ
10

催し・講座

14

19

久喜市民芸術祭

ふりがな

たかはし

28

０の１︶
※現 地 集 合 ︵ 車 で お 越 し の 場
合は︑菖蒲総合支所駐車場
をご利用ください︒︶
対象 県内在住者
費用 無料
主催 公益財団法人埼玉県埋
蔵文化財調査事業団
共催 埼玉県教育委員会︑久
喜市教育委員会
問合せ 小林八束１遺跡発掘
調査事務所 ☎０８０・６８
１５・１１９０

れた﹁彩の国 世紀郷土かる
た﹂の大会に参加しませんか︒
日時 １月 日㈯ 受け付け
８時 分
場所 総合第１体育館
対象 久喜地区在住の小学生
※団 体 戦 は ４ 人 一 組 ︵ 交 代 １
人を含む︶／個人戦は１人
費用 １５０円︵保険料︶
持物 上履き︑暖かい服装
申込期限 １月 日㈫
申込方法・問合せ ＦＡＸで︑
住所・氏名・年齢・学年・電
話番号を明記の上︑久喜市久
喜子ども会育成連絡協議会会
・０３８
長 高橋︵☎＆
２／☎０９０・８５８８・３
４３７︶へ

スターウオッチング教室

23

〜オリオン大星雲と木星を見
よう〜
時
日時 ２月 日㈫
※曇雨天の場合は２月 日㈭
場所 菖蒲総合支所天体ドーム
定員
人︵申込順︶
※小学生以下は保護者同伴
費用 無料
申込開始 １月 日㈪ ９時
申込み・問合せ 菖蒲総合支
所教育委員会菖蒲分室︵内線
３４０︶
12

ふりがな

①東武東上線武蔵嵐山駅 ９
時 ②ＪＡ埼玉中央・嵐山農
産物直売所 ９時 分
対象 小学生以上︵小学生は
保護者同伴︶
定員 １００人︵超えた場合
抽選︶
費用 ５００円︵シイタケ原
木代を含む︶
※シイタケの原木は１人１本
まで
持物 弁当︑飲み物︑レジャー
シート︑雨具︑原木持ち帰り
用の袋
※作った原木は持ち帰りでき
ます︒
月 日㈭ 消印
申込期限
有効
申込方法 往復はがきに︑参
加者全員の氏名・住所・電話
番号・一般／協会会員の別・
集合場所を明記の上︑︵公財︶
さいたま緑のトラスト協会
︵〒３３０ ００６３ さい
たま市浦和区高砂 の の
農林会館内︶へ
問合せ 同トラスト協会 ☎
０４８・８２４・３６６１／
県 み ど り 再 生 課 ☎ ０ ４ ８・
８３０・３１５０
9

彩の国 世紀
郷土かるた久喜地区大会

12

〜ふるさとの埼玉県を﹁郷土
かるた﹂で知ろう〜
県の歴史や人物などが描か

26

21

15

FAX

45

30

市内でさまざまな文化活動
をしている団体が出演します︒
日時 １月 日㈰ 開場９時
分／開演９時 分〜終演 時
場所 久喜総合文化会館小
ホール
内容 合奏︑合唱︑フラダン
ス︑ヒップホップダンス︑社
交ダンス︑バレエ︑詩吟︑舞
踊︑民謡︑謡曲︑演劇など
入場料 無料
問合せ 生涯学習課文化振興
係︵内線４２８７︶

15 19

15

17

3

お ば や し は っ そ く

トラスト地の散策と
シイタケのコマ打ち

10

27

小林八束１遺跡
発掘調査見学会

13

1

−

21

小林八束１遺跡発掘現場の様子

14

トラスト保全３号地︵武蔵
嵐山渓谷周辺樹林地︶の散策
とシイタケのコマ打ち体験
︵原木作り︶を行います︒
時〜
日時 ２月 日㈯
時︵予定︶
集合場所・時間 次の①②の
いずれかに集合してください︒
16

16

12

45

県埋蔵文化財調査事業団で
は︑小林調整池建設工事に伴
い︑菖蒲地区の小林八束１遺
跡の発掘調査を行っています︒
調査の結果︑縄文時代後・
晩期︵約３２００年前︶の遺
構が見つかり︑たくさんの遺
物が出土しましたので︑見学
会を行います︒
時〜
日時 １月 日㈯
時／ 時〜 時︵時間内随時
受け付け︶
※小雨決行
場所 小林八束１遺跡発掘現
場︵菖蒲町小林字八束４７４
10

30
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ふりがな

９／Ｅメール
分）／埼葛北障がい者地域支
jichishinko@
普通・上級救命講習
）へ
援活動支援センターふれんだ
city.kuki.lg.jp
～大切な命！ あなたの手で～
※電話での申し込みはできま
む ☎ ・４５７１
応急手当に関する知識と技
せん。
市民スキー教室
術を習得してみませんか。
問 合 せ 同 協 会 ☎ ０ ４ ８・
◆ 普通救命講習
８３３・２９９２／自治振興
日程 ２月９日㈯～ 日㈰
日時 ２月 日㈰ ９時～ 時
課自治振興係（内線２６２３） （１泊２日） 市役所５時
場所 農業者トレーニングセ
分集合
ひとりぼっちを
ンター
場所 妙高池の平温泉スキー
なくそう 宮代
対象 中学生以上の市内在住・
場
（
新
潟
県
妙
高
市
大
字
関
川
２
在勤・在学者
４５７の ）
申込開始 １月 日㈰ ９時
内容 初心・初級・中級・上
申込方法・問合せ 直接また
級者別の教室、親子ファミ
は電話で、久喜地区消防組合
リー教室
久喜消防署菖蒲分署（☎ ・
※希望者は最終日にバッジテ

ストが受けられます。
１００９）へ
対象 市内在住・在勤・在学者
◆ 上級救命講習
※小学生以下は保護者同伴
一次救命処置とけがの手当
（自分で身の回りのことが
て等を学ぶコースです。
日時 ２月 日㈰ ９時～ 時
できる子どもは同伴不要）
場所 久喜地区消防組合久喜
定員
人（申込順）
消防署
費用 中学生以上２万４００
対象 久喜地区消防組合管内
０円／小学生以下２万２００
０円（宿泊費、交通費、保険 （久喜市・宮代町）在住で、普
料、講習費、リフト券代含む） 通救命講習の受講が修了して
いる 歳以上の方
※レン タ ル ス キ ー 代 ２ 日 分
（大人３０００円／小人２
持物 昼 食
０００円）、レンタルウエ
申込開始 ２月 日㈰ ９時
ア代（２０００円）は別途
申込方法 本人が電話で、久
自己負担
喜地区消防組合久喜消防署救
申込開始 １月 日㈭
急係（☎ ・０１９０）へ
申込方法・問合せ 費用を添
【 ・ 共通】
えて、直接、久喜市スキー連
定員 各 人（申込順）
盟事務局 武 井（〒３４６
費用 無料
０００６ 久喜市上町９の６
※各講習終了後、「修了証」
☎ ・３７２３）へ
を交付します。
13

13

16

45

心の病に苦しむ人をなくす
ために、暮らしや生き方、日
頃の思いを語り合い、つなが
りをつくることで、精神障が
いへの理解を深める交流会を
開催します。
日時 １月 日㈯ 受け付け
時／ 時 分～ 時
場所 宮代町コミュニティセ
ンター進修館大ホール（宮代
町笠原１の１の１）
内容 当事者による体験発表
とグループ交流会
対象 精神障がい当事者とそ
の家族、精神保健ボランティ
アや精神保健福祉に関心のあ
る方
定員 １００人（当日会場先
着順）
費用 無料
主催 埼玉県、埼玉県精神障
害者団体連合会ポプリ
申込み 不要
問合せ 同連合会ポプリ ☎
０４８・８２２・９３６９
（火・木曜日／ 時～ 時
16

13

たけ い

30

−
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27

17

53

1

50

12

85

17

10

24

21

1

1

13

いい だ よしゆき

FAX

2

16

2

30

18

22

29

－

in

30 19

10

10

災害時外国人支援に
関する意見交換会

15

災害時に外国人が困ること
や日本人と外国人が協力して
できることなどについて、参
加者と一緒に話し合います。
日時 １月 日㈫
時～
時 分
場所 久喜総合文化会館広域
文化展示室
内容 ①講演「ＮＰＯによる
東日本大震災被災地での支
援 活動」
（講師 ＮＰＯ法人
キャンパー代表 飯田芳幸さ
ん） ②パネルディスカッショ
ン「災害時の外国人支援に関
する意見交換」
対象 地域の外国出身者を対
象に支援を行っている方、自
治会関係者、外国出身者、地
域での災害時外国人支援に興
味のある方
定員
人（申込順）
費用 無料
主催 財団法人埼玉県国際交
流協会、久喜市
申込期限 １月 日㈮ 消印
有効
申込方法 郵送またはＦＡＸ、
Ｅ メ ー ル で 、氏 名 ・ 所 属 団 体
（所属団体等がない方は記入
不要）・住所・電話番号を明
記の上、自治振興課自治振興
係（〒３４６ ８５ ０１ 所
在地記入不要／
・３ ３ １
30

50

22

定員 各 人（申込順）
持物 綿のハンカチ、パン
ティーストッキング
その他 ２月 日のみ託児有
り（ 人／申込順）
※お子さんは会場には入れま
せん。
企画 子育てネットワーク
「ハッピー！」
申込期間 １月 日㈫～ 日
時～ 時
㈭
問合せ 同団体（イベント専
用電話） ☎０８０・６６７
３・６２０４
※この事業は久喜市と子育て
ネットワーク「ハッピー！」
の協働事業により実施しま
す。

﹁ハッピー！﹂の
お下がり交換会

※お下 が り の 当 日 受 け 付 け
（回収）は 時まで
場所 鷲宮東コミュニティセ
ンター（さくら）大ホール
費用 １家族３００円
持物 マイバック、入場優先
券（お持ちの方）
※お下がりを提供されていな
い方も参加できます。
【 ・ 共通】
申込み 当日会場受け付け
主催 子育てネットワーク
「ハッピー！」
問合せ 同団体（イベント専
用電話） ☎０８０・６６７
３・６２０４

公共施設の催し
公民館
︱鷲宮公民館︱
☎ ・８１４４

場所 鷲宮公民館ロビー
内容 ①絵手紙、絵画、生け
花 ②小学生の生け花・俳句、
絵手紙、押し花、折り紙 ③
アートフラワー、書道、児童
絵画、木目込み人形、絵画 ④
絵画、パッチワーク ⑤写真

休館のお知らせ
中央公民館は、空調設備工
事のため、７月１日㈪から８
月 日㈯まで休館しますので、
予約の際にはご注意ください。
なお、窓口業務、各種証明
書自動交付機および公共施設
予約サービス端末は、月曜日
から金曜日（祝日を除く）の
８時 分から 時 分までご
利用できます。

いきいき温泉久喜
☎ ・７９３３

鷲宮児童館
☎ ・７０５４

◆ボランティア募集
鷲宮児童館では、いろいろ
な事業のお手伝いをしていた
だけるボランティアを随時募
集しています。
活動場所 鷲宮児童館、鷲宮
東 コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン タ ー（ さ
くら）
内容 製作、歌、レクリエー
ション、ゲーム等の指導や補助
申込方法 直接または電話で、
鷲宮児童館へ

市立図書館

︱ 中央図書館︱
☎ ・０１１４

のため、１月 日㈬から 日
㈬まで休館します。
こ の 間、 菖 蒲 図 書 館 と 森

◆休館のお知らせ
菖蒲図書館は、特別整理等

あか

◆新春映画会
時 分
日時 １月 日㈯
内容 「裸の大将放浪記」１
２０分
◆名作映画会
時
日時 １月 日㈯
内容 「紅いコーリャン」 分

13

普通救命講習会

13 23

日程 ①２月３日㈰ ②２月
日㈯ 受け付け８時 分／
９時～ 時
場所 ①東公民館 ②久喜消
防署鷲宮分署
内容 心肺蘇生法（人工呼吸・
胸骨圧迫法、ＡＥＤ使用法）等
講師 ①久喜消防署東分署職
員 ②久喜消防署鷲宮分署職員
対象 中学生以上の市内在住・
在勤・在学者
定員 各 人（申込順）
費用 無料
持物 筆記用具、動きやすい
服装（スカート不可）
、運動靴
申込期間 ①１月 日㈭～
日㈬ ②１月 日㈭～２月
日㈬
申込方法・問合せ 直接また
は電話で、健康医療課地域医
療係（内線３４２３）へ
※講座終了後、「普通救命講
習修了証」を交付します。

こばやし や す こ

58

21

₃₁

◆健康体操
日時 １月 日㈫
時～ 時
内容 「サプナ 健康体操久
喜」による健康体操
◆健康相談
時 分
日時 １月 日㈬
～ 時
内容 保健師による血圧測定・
尿検査、健康相談
◆パドル健康体操
日時 １月 日㈬
時～ 時
内容 パドルという道具を
使った健康体操
講師 小林靖子さん

30

92

下公民館所蔵の図書について
は、インターネットによる予
約もできませんので、ご了承
ください。

₃₀

14

30

11

14

15

13

13

12

17

22

21

10

19

₂₃

2

22

﹁ハッピー！﹂の
救命救急講座

◆鷲宮公民館まつり展示の部
公民館利用団体・サークル
の作品を展示します。
日程 ① 月 日㈮～７日㈭
② 月 日㈮～ 日㈭ ③ 月
日㈮～ 日㈭ ④ 月 日㈮
～ 月 日㈮ ⑤ 月 日㈯～
日㈮ 各９時～ 時
※ 月 日㈪を除く
※各初日の午前と各最終日の
午 後 は 準 備 等 に よ り、展 示
していない場合があります。
2

2

15

16

23

58

19 3

30

15

10

14 1

19

着られなくなったベビー服
や子ども服は捨てずにリサイ
クルしましょう。
◆ お下がりの回収
時 分
日時 １月 日㈮
～ 時 分
場所 鷲宮東コミュニティセ
ンター（さくら） 階和室
回収対象 ベビーから１５０
㎝サイズまでの子ども服
※お下がりを提供された方に
は、交換会の入場優先券を
配布します。
◆ お下がり交換会
日時 １月 日㈪
時～ 時

12

10

～知っておきたい乳幼児の救
急～
日程 １月 日㈪、２月 日
㈫ 各 時～ 時
場所 鷲宮東コミュニティセ
ンター（さくら）
講師 日本赤十字社、幼児安
全法指導員

2

2

2

8

21

1

25

17

30

20

10

30

1

2

15

3

8

2

13

20

12

18

21

10

28

12

15

11

45

19

12

30

10

1

14

2

23
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手
このマークの記載がある事業は、手話通訳者の派遣が可能な事業です。派遣を希望する方は各事業実施日の

●無

料

内

相

談

容

日

時

場

１月16日㈬
13時～15時
１月17日㈭
13時30分～15時30分
１月28日㈪
10時～12時
２月12日㈫
13時～16時
１月18日㈮
13時～17時
２月１日㈮
13時～17時
２月12日㈫
13時30分～16時30分

人権相談・女性相談
【要予約】前日まで

女性の悩み
（カウンセリング）相談
【要予約】１か月前から

法律相談
【要予約】１か月前から
（１か月前が土・日曜日、
祝日にあたる場合は翌日の
平日８時30分から）

２月20日㈬
13時30分～16時30分

３月１日㈮
13時30分～16時30分

１月15日㈫
９時30分～12時
行政相談
(国の事務に関すること)
１月15日㈫
13時30分～16時

日前までに、事業等の担当課にお申し込みください。

10

毎週月～金曜日（祝日を除く）
10時～12時／13時～16時
１月28日㈪
特設消費生活相談
10時～12時／13時～16時
年金相談
１月16日㈬
【要予約】
９時～12時／13時～15時
住宅耐震相談
毎週月～金曜日（祝日を除く）
（木造２階建て以下に限る）
９時～12時／13時～17時
毎週火・金曜日（祝日を除く）
内職相談
10時～12時／13時～16時
毎週月～金曜日（祝日を除く）
家庭児童相談
９時～16時
消費生活相談

育児相談

毎週月～金曜日（祝日・休館日を
除く）９時～16時
毎週月～金曜日（祝日を除く）
９時～16時

児童センター／鷲宮児童館
※電話相談可
各市立保育園
※電話相談可

交通事故発生状況
身

鷲宮総合支所４階
405会議室
市役所１階
相談室１･２
栗橋総合支所２階
第１会議室
菖蒲総合支所４階
第３集会室
公文書館
第２会議室
栗橋総合支所２階
第１・２会議室
鷲宮総合支所４階
405会議室
市役所１階
相談室１
菖蒲総合支所４階
第３集会室
市役所３階
消費生活相談室
栗橋総合支所
第１会議室
市役所１階
相談室１
市役所２階
開発建築課
市役所１階
相談室１･２
市役所１階子育て支援課
※電話相談可
地域子育て支援センター
ぽかぽか／くぷる／すまいる
※電話相談可

面接相談（学校生活、就学
１月16日㈬・30日㈬、２月６日㈬
等に関すること）
14時30分～16時
【要予約】前日まで

人

市役所４階
相談室３

毎週月～金曜日（祝日を除く）
９時～16時30分

子育て相談
児童相談

所

農業者トレーニングセンター
後継者対策室、和室
栗橋総合支所２階
応接室
鷲宮総合支所４階
405会議室
久喜総合文化会館
会議室、研修室１・２

事

中央幼稚園

11月 ※（ ）内は平成24年の累計
故

物損事故

火災・救急統計速報
建

物

申込み・問合せ

菖蒲総合支所総務管理課
☎85－1111（内線215）
栗橋総合支所総務管理課
☎53－1111（内線322）
鷲宮総合支所総務管理課
☎58－1111（内線318）
人権推進課人権推進係
（内線2321）
人権推進課男女共同参画係
（内線2322）

生活安全課
市民生活・青少年係
（内線2633）

生活安全課
市民生活・青少年係
（内線2633）

消費生活相談室 ☎22−3925
※相談時間外は、生活安全課
市民生活・青少年係（内線
2633）
市民課（総合窓口）市民係
（内線2663）
開発建築課建築指導係
（内線3766）
商工観光課商工労働係
（内線2881）
子育て支援課子育て支援係
（内線3283）
地域子育て支援センター
ぽかぽか ☎21−8596
くぷる
☎55−1147
すまいる ☎59−7510
児童センター ☎21−8181
鷲宮児童館
☎58−7054
各市立保育園
指導課指導係
（内線4263）

11月 ※（ ）内は平成24年の累計

4（34）

急

病

279（3,470）

件数

死者数

重傷者数

軽傷者数

件数

車両・船舶

0（ 6）

交

通

64（ 659）

73
（576）

0
（4）

13
（65）

79
（626）

298
（2,989）

その他

4（32）

その他

164（1,832）

火災件数

8（72）

救急件数

507（5,961）

※上記は速報数値のため後日変更になる場合があります。
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鷲宮保健センター

４か月児健康診査

１月25日㈮

受付：13時～13時45分

平成24年９月生まれ

10か月児健康診査

１月24日㈭

受付：13時～13時45分

平成24年３月生まれ

１歳６か月児健康診査

２月６日㈬

受付：13時～13時45分

平成23年７月生まれ

３歳児健康診査

２月５日㈫

受付：13時～13時45分

平成21年10月生まれ

乳幼児健康相談

１月23日㈬

受付：13時～14時

離乳食のすすめ方教室
【要予約】

１月18日㈮

10時～11時30分

２月８日㈮

10時～11時30分

成人健康相談【要予約】

毎週月～金曜日（祝日を除く）９時～16時 市内在住者

食生活相談【要予約】

１月21日㈪

精神保健福祉士による心の
１月22日㈫
健康相談【要予約】

― 中央保健センター ―

◆1牛乳・乳製品を使った料理講習会
日時 １月29日㈫ 10時～13時
場所 中央保健センター
内容 豚しゃぶヨーグルトみそソー
スがけ、カボチャのミルク煮ほか
定員 30人（申込順）
費用 300円（材料費）
申込期間 １月10日㈭９時～25日㈮
◆2男子厨房学講習会
～弁当作りから始めるバランス食生
活～
弁当作りを通して、栄養バランス
や適量の食事量を学びます。
日時 ２月９日㈯ 10時～13時
場所 中央保健センター
内容 栄養バランスの取れた適量の
弁当作り
定員 18人（申込順）
費用 500円（材料費）
申込期間 １月10日㈭９時～31日㈭
【1・2共通】
講師 久喜市食生活改善推進員協議会
久喜支部
対象 市内在住者
持物 筆記用具、エプロン、三角き
ん、ふきん（タオル）１枚
申込方法 直接または電話で、中央
保健センターへ

５～７か月児の保護者

９時～12時

市内在住者

13時30分～15時30分

意欲の低下やひきこもり傾向にある方等
※家族などの相談も可

― 菖蒲保健センター ―

◆親子で豆まきをたのしみましょう
鬼のお面と豆入れを作って豆まき
をしましょう。
当日は、母子保健行政を学ぶため
に来日した海外７か国からの研修員
も一緒に参加する予定です。
日時 ２月１日㈮ 受け付け９時30
分／10時～12時
場所 森下公民館
対象 未就学児とその保護者
主催 久喜市菖蒲母子愛育会
申込期間 1月15日㈫～28日㈪
申込方法 直接または電話で、菖蒲
保健センターへ
◆すこやか３歳児のつどい

「昨年のつどいの様子」

日時 ２月16日㈯ 受け付け９時30
分／10時～12時
場所 菖蒲保健センター
内容 賞状と記念品贈呈、親子遊び
対象 平成21年４月２日から平成22

● 久喜・白岡休日夜間急患診療所

FAX 21−9090
☎＆■

診療科目 内科・小児科
受付時間 診療開始30分前から終了30分前まで
所 在 地 本町５−10−47（中央保健センター併設）
※お問い合わせは診療時間内にお願いします。
診療日

診療時間

１月６日㈰・13日㈰・20日㈰・27日㈰
２月３日㈰・10日㈰

19時～22時

１月１日㈷・２日㈬・３日㈭・14日㈷ 14時～17時／19時～22時

年４月１日までに生まれた子どもと
その保護者
定員 40人（申込順）
主催 久喜市菖蒲母子愛育会
申込期間 １月15日㈫～２月４日㈪
申込方法 直接または電話で、菖蒲
保健センターへ

― 栗橋保健センター ―

◆体幹（胴体）を鍛える体操とスト
レッチでポカポカからだ
正しい姿勢に欠かせない体幹を鍛
える体操とけがの予防に欠かせない
柔軟性を高める運動教室です。
日時 ２月１日㈮ 13時30分～15時
30分
場所 栗橋保健センター
内容 体幹を鍛える体操とストレッ
チの実践、講話
対象 運動制限のない市内在住者
定員 30人（申込順）
費用 無料
持物 筆記用具、運動のできる服
装、タオル、飲み物等
申込開始 １月10日㈭
申込方法 直接または電話で、栗橋
保健センターへ

埼玉県救急医療情報センター県民案内電話
048-824-4199（24時間対応）

県民の皆さんからの電話に応じて、ご要望に近い医療機関
を案内しています。（歯科・精神科案内と医療相談は除く）

小児救急電話相談 ＃8000

＊ダイヤル回線・IP電話は ☎048−833−7911

休日や夜間の子どもの急病時の対処方法等の相談が受けられます。

月〜土曜日：19時～翌朝７時
日曜日・祝日・年末年始：９時〜翌朝７時
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手

手

中央保健センター☎21－5354／菖蒲保健センター☎85－7021
栗橋保健センター☎52－5577／鷲宮保健センター☎58－8521

各保健センターで行う事業は、原則としてその地区の住民の方の参加・受診が主になります。ほかの地区で受診
や参加を希望される場合は各保健センターへお問い合わせください。
また、乳幼児の発育発達（運動面、言語面）について、医師、理学療法士、言語聴覚士による個別相談を実施し
ています。日程等については、各保健センターへお問い合わせください。

保健センターの保健事業

１月10日㈭～２月10日㈰（１月１日～９日は広報くき12月１日号に掲載）

事業名
４か月児健康診査
10か月児健康診査

中央保健センター

このマークの記載がある事業は、手話通訳者の派遣が可能な事業です。派遣を希望する方は各事業実施日の

●健康コーナー

菖蒲保健センター

日前までに、事業等の担当課にお申し込みください。

10

実施日時等

対象者等

１月11日㈮

受付：13時～13時45分

平成24年９月生まれ

２月８日㈮

受付：13時～13時45分

平成24年10月生まれ

１月10日㈭

受付：13時～13時45分

平成24年２月生まれ

２月７日㈭

受付：13時～13時45分

平成24年３月生まれ

１歳６か月児健康診査

１月24日㈭

受付：13時～13時45分

平成23年７月生まれ

３歳児健康診査

１月23日㈬

受付：13時～13時45分

平成21年９月生まれ

乳幼児健康相談

１月25日㈮

受付：９時30分～11時

離乳食のすすめ方教室
【要予約】

１月11日㈮

10時～11時30分

５～７か月児の保護者

２月８日㈮

10時～11時30分

５～７か月児の保護者

１月19日㈯

出産予定日が平成25年４月～５月の妊婦とその家族

２月１日㈮

出産予定日が平成25年６月～７月の妊婦とその家族

成人健康相談【要予約】

毎週月～金曜日（祝日を除く）9時～16時

市内在住者

食生活相談【要予約】

毎週月～金曜日（祝日を除く）9時～16時

市内在住者

ママ・パパ教室【要予約】

精神保健福祉士による心の
２月５日㈫ 13時30分～15時30分
健康相談【要予約】
不登校・ひきこもり家族の １月21日㈪ 14時～16時
つどい
場所：中央公民館

意欲の低下やひきこもり傾向にある方等
※家族などの相談も可
登校拒否・不登校・ひきこもりで悩んでいる方とそ
の家族

４か月児健康診査

２月６日㈬

受付：12時30分～12時50分

平成24年９月～10月生まれ

10か月児健康診査

１月21日㈪

受付：12時30分～12時50分

平成24年２月～３月生まれ

１歳６か月児健康診査

１月16日㈬

受付：12時30分～12時50分

平成23年５月～６月生まれ

乳幼児健康相談

２月４日㈪

受付：13時30分～15時

むし歯予防教室

１月30日㈬

受付：12時30分～12時50分

平成22年９月～12月生まれ

栗橋保健センター

ママ・パパ教室【要予約】 ２月１日㈮・７日㈭

出産予定日が平成25年６月～９月の妊婦とその家族

健康体操

２月４日㈪

おおむね40歳以上の市内在住者

成人健康相談【要予約】

毎週月～金曜日（祝日を除く）９時～16時 市内在住者

４か月児健康診査

１月22日㈫

受付：13時～13時30分

平成24年９月生まれ

10か月児健康診査

２月５日㈫

受付：13時～13時30分

平成24年３月16日～４月30日生まれ

１歳６か月児健康診査

１月15日㈫

受付：12時50分～13時30分

平成23年６月16日～７月25日生まれ

３歳児健康診査

１月29日㈫

受付：13時～13時30分

平成21年９月生まれ

乳幼児健康相談

１月21日㈪、２月４日㈪
受付：９時30分～11時

13時30分～15時

コアラ（障がいのある子ど
１月29日㈫
もの保護者のつどい）

９時30分～11時30分

心や身体にハンデのある子どもの保護者

離乳食のすすめ方教室
【要予約】

10時～11時30分

５～７か月児の保護者

１月31日㈭

ママ・パパ教室【要予約】 １月22日㈫、２月７日㈭
成人健康相談【要予約】
ダンベル体操
ウオーキング体操

毎週月～金曜日（祝日を除く）９時～16時 市内在住者
１月24日㈭

①９時30分～10時30分
②10時40分～11時40分

市内在住者

２月７日㈭

①９時30分～10時30分
②10時40分～11時40分

市内在住者

13時30分～15時30分

精神障がい者とその家族

わかちあいるーむ（精神障
１月17日㈭
がい者の家族のつどい）
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出産予定日が平成25年４月～７月の妊婦とその家族

みんなあなたの

至 幸手

ＪＲ宇都宮線
東武日光線

そばにいる

栗橋西中学校２年

いしばし

めぐ み

石橋 愛美

じ ん じ ゃ

え

え

ま

回︶

さいとうはち ご ろう

かわ

か のう は

かわ ら づかはくせん

の なにがし

問合せ 文化財保護課文化財・歴史資
料係︵内線４３２３︶
※本文中の人名には︑編集者が便宜上︑
振り仮名を付けました︒

い はくえいこう

丸が鞍馬山の大天狗に兵法の奥義を伝
授される場面が描かれています︒これ
は︑細工人斉藤八五郎によって重厚な
大型の絵馬に仕上げられ︑狩野派の絵
師伊白榮厚が下絵を描き︑川原塚白泉
が彩色するという大掛かりな作品とな
っています︒
﹁飾馬﹂は︑朱色の飾りを付けた３
頭の馬が描かれている絵馬です︒この
絵 馬 は︑ 天 明 ８ 年 に 河 野 某 に よ っ て
奉納されたものです︒
皆さんの周りの神社にも︑多くの絵
馬が奉納されています︒参詣の際には︑
昔の人々の願いに思いをはせながら︑
絵馬をご覧になってはいかがでしょう
か︒

まる

菖蒲神社の絵馬

しょう ぶ

連載久喜歴史だより ︵第

か せん え

かざり う ま

へ

せ だいだい か ぐら

ひらさわ き

い

うしわか

TEL 0480-22-1111（内線5912・5914）
FAX 0480-22-1118／Eメール koho@city.kuki.lg.jp

この広報紙は59,900部作成し、１部当たり18円（うち広告料収入を除いた市負担は１部16円）
です。

一人じゃない

利根川

郵便局
銀行

人権標語

東三丁目

しずか館

栗橋線
生外野
県道羽

栗橋駅

くら ま やま

こ う ちゅう

こく や

も きち

菖蒲地区にある菖蒲神社には︑市の
指定有形民俗文化財の絵馬６面が保存
されています︒
絵馬とは︑祈願のために社寺に奉納
した絵入りの額のことです︒
古代では︑
祈願の際︑生きた馬を神の乗り物とし
て 神 社 へ 献 上 し て い ま し た が︑ そ の
後︑馬の代わりとして︑板に馬の絵を
描いて奉納するようになり︑これが現
在の絵馬の原型となったとされていま
す︒室町時代以降には︑馬絵のほかに
武者絵や歌仙絵などが描かれるように
なり︑鑑賞画としての一面も兼ね備え
るようになりました︒
菖 蒲 神 社 の 絵 馬 は︑
﹁百人一首﹂
︑
︑
﹁飾馬﹂などが指定文化財
﹁鞍馬山﹂
となっています︒
﹁ 百 人 一 首 ﹂ は ３ 面 一 組 の 絵 馬 で︑
天明８年︵１７８８︶に平沢喜兵衛を
はじめとする１００人の伊勢太々神楽
講中により奉納されたものです︒この
絵馬は︑伊勢神宮での太々神楽の奉納
を終え︑故郷に無事帰還できた記念と
して作成されたものと考えられます︒
この絵馬は︑３面に小倉百人一首の絵
札が描かれている珍しい作品です︒
﹁鞍馬山﹂は︑天保９年︵１８３８︶
に穀屋茂吉など 人の商人らによって
奉納されたものです︒絵馬には︑牛若

■発行日 平成25年１月１日（毎月１日・15日発行）/■発行 久喜市 ■編集 広報広聴課/〒346-8501 埼玉県久喜市下早見85-3

61,535世帯
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12月１日現在
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（

■久喜市役所（本庁舎）

久喜市の人口

ギャラリー会場
コンビニ
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『飾馬』

静御前の墓
そ と の

利根川橋
栗橋駅入口

利根川や日光街道などをテーマにした写真
（栗橋地区の写真クラブの方々の作品）約30点
を展示します。
ギャラリー内では、お茶を飲みながらゆっく
りと見学することができます。
場所 県道羽生外野栗橋線沿いの空き店舗
（案内図参照）
※車でお越しの方は、ギャラリー向かいの専用
駐車場をご利用ください。
見学料 無料
問合せ 栗橋宿ふれあい推進協議会事務局
（都市計画課内 内線3685）
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第８回街角ギャラリー
第８回街角ギャラリー
広報
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1月20日㈰〜2月2日㈯
各10時〜17時

