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イリス合唱祭
２月17日㈰、栗橋文化会館（イ
リス）でイリス合唱祭が開催されま
した。
写真は、イリス女声合唱団・女声
合唱団ピノキオ合同による「ひとり
ぼっちの晩餐会」の発表で、手作り
の食器を持って、楽しそうに歌う姿
にたくさんの歓声があがっていまし
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。

市公式ツイッター

平成25年度

当初予算の概要をお知らせします

平成25年度当初予算額の内訳をお知らせします。
各会計の予算書は、市ホームページ、公文書館および市立図書館で閲覧できます。
問合せ

財政課財政係（内線2421～2426）

※文章および表中の数値については端数処理の関係により、合計が一致しない場合があります。

平成25年度当初予算は、平成24年度に策定した、本市の最上位計画「久喜市総合振興計画」の施策体系
に基づき編成しました。本市の財政状況は現下の経済情勢を反映して、市税収入の確たる増加は期待でき
ず、また、合併算定替えの経過措置により、平成27年度から普通交付税が減額となるなど、厳しい状況が
続いています。しかし、このような状況においても、本市の均衡ある発展と一体性を速やかに確立すると
ともに、持続可能な発展が図れるよう、合併によるスケールメリットをさらに追求し、事務事業の見直し
を進めることを基本として予算編成に臨みました。平成25年度予算の着実な実行により、「豊かな未来を
創造する個性輝く文化田園都市」の実現に向け、全力で取り組みます。

一般会計 455億5,300万円
（前年度比３.５％増）

➡

市民の皆さん１人当たりに使われるお金
29万2,280円
※平成25年３月１日現在の人口（155,854人）で算出しています。

一般会計歳入
主要な財源である市税が、市たばこ税の１億8,100万円の増（＋22.3％）などにより、約２億円増加
（＋1.0％）しました。また、普通建設事業費の増などに伴い、国・県支出金が約５億7,300万円の増
（＋7.5％）、市債が約５億円の増（＋11.3％）となりました。

地方譲与税
4億7,100万円
（1.0％）
その他依存財源
3億380万円
（0.7％）

地方消費税交付金
12億3,000万円
（2.7％）

県支出金
25億908万円
（5.5％）
市債
49億1,310万円
（10.8％）

地方交付税
54億6,260万円
（12.0％）

国庫支出金
57億4,387万円
（12.6％）

依存財源

国などを経由し、
市の裁量が制限さ
れる財源

歳

入

市税
202億7,872万円
（44.5％）

455億5,300万円

繰入金
23億6,435万円
諸収入
11億5,440万円 （5.2％）
（2.5％）
自主財源
その他自主財源
市が自主的に収入
11億2,208万円
しうる財源
（2.5％）

用語の解説（歳入）
市税
市民税、固定資産税、市たばこ税など
繰入金
基金（貯金）などから取り崩すお金
諸収入
市貸付金の償還金、学校給食費など
国庫支出金
市の事業に対し、国から交付されるお金
地方交付税
所得税などの国税の中から交付されるお金
市債
国や金融機関などから借り入れるお金
県支出金
市の事業に対し、県から交付されるお金
地方消費税交付金
地方消費税から交付されるお金
地方譲与税
地方揮発油税、自動車重量税から交付される
お金
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● 平成25年度

当初予算の概要をお知らせします ●

一般会計歳出
本庁舎耐震化整備事業、仮称第２庁舎改修事業の新規事業などにより、総務費が約10億4,500万円増
加（＋20.8％）、普通建設事業費が約９億3,600万円増加（＋46.9％）しました。
また、道路新設改良費の約２億2,100万円の増（＋91.2％）、液状化対策推進事業の約２億4,900万
円の増（＋27,717.8％）などにより、土木費が約５億4,700万円増加（＋12.5％）しました。

目的別

用語の解説（歳出）

民生費
年
 金、生活保護、各種福祉手当、福祉施設、保育園
の管理・運営などの経費
総務費
庁
 舎の管理、徴税事務、戸籍関係事務、選挙、統計調
査、交通安全対策、コミュニティの推進などの経費
公債費
市が借りたお金の返済に充てる経費
土木費
道路、公園、橋、河川の建設・管理などの経費
教育費
小・中学校や幼稚園、図書館などの経費
衛生費
健
 康診断、予防接種、公害対策、衛生組合負担金な
どの経費
消防費
消防・水防に関する経費
農林水産業費
農業委員会や農業対策に要する経費
議会費
議会の活動に要する経費

議会費
農林水産業費
7億4,923万円 3億9,331万円
（0.9％）
消防費 （1.6％）
その他
24億6,743万円
5億3,446万円
（5.4％）
（1.2％）
衛生費
37億6,917万円
（8.3％）
教育費
民生費
43億6,152万円
170億6,035万円
歳出
（目的別）
（9.6％）
（37.5％）

455億5,300万円

土木費
49億424万円
（10.8％）

用語の解説（歳出）
扶助費
生活保護、高齢者・障がい者・児童福祉などの経費
人件費
職
 員給与費などの経費
公債費
市が借りたお金の返済に充てる経費
普通建設事業費等
道
 路、公園、学校などの建設にかかる経費および災
害復旧にかかる経費
物件費
物品の購入、業務委託などの経費
繰出金
特別会計に支出する経費
補助費等
一部事務組合への負担金、各種団体への補助金

会計別予算一覧
会 計 名

平成25年度

平成24年度

総務費
60億6,073万円
（13.3％）

義務的経費

その他
5億4,758万円
（1.2％）

その他経費

性質別

補助費等
59億1,166万円
（13.0％）
繰出金
63億9,919万円
（14.0％）

支出が義務づけられ任意に
節減できない経費

扶助費
98億8,944万円
（21.7％）

歳出（性質別）

455億5,300万円

人件費
78億723万円
（17.1％）

物件費
68億1,203万円
（15.0％）
公債費
公債費
52億5,258万円
52億5,258万円
（11.5％）
（11.5％）

普通建設事業費等
29億3,330万円 投資的経費
（6.4％）
建設工事などに使う経費

（単位：千円）

市債残高（見込額）

増減率(％)

一

般

会

計

45,553,000

44,000,000

3.5

特

別

会

計

32,810,262

32,943,733

△ 0.4

国民健康保険特別会計

17,593,700

17,829,900

△ 1.3

市

介護保険特別会計

7,760,500

7,295,200

6.4

一

会 計 名
全
般

（単位：千円）

平成25年度末 平成24年度末

会

体

79,397,216

80,321,672

計

48,221,820

48,183,648

後期高齢者医療特別会計

1,342,100

1,242,000

8.1

うち臨時財政対策債

22,629,740

21,092,428

下水道事業特別会計

4,714,000

5,350,800

△ 11.9

下 水 道 事 業 特 別 会 計

20,587,412

20,868,238

農業集落排水事業特別会計

708,000

639,500

10.7

農業集落排水事業特別会計

5,133,772

5,326,272

土地区画整理事業特別会計

655,800

549,600

19.3

土地区画整理事業特別会計

1,386,984

1,524,461

土地取得特別会計

36,162

36,733

△ 1.6

土 地 取 得 特 別 会 計

水 道 事 業 会 計

4,752,374

4,978,970

△ 4.6

水

※水道事業会計については、収益的支出と資本的支出の予算額を合わせた
値となっています。

3

公債費
52億5,258万円
（11.5％）
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道

事

業

会

計

60,100

94,760

4,007,128

4,324,293

※平成24年度末の市債残高については、補正予算後の額となってい
ます。

平成

年度の主要事業

・予防接種事業
４億１７８１万円
感染のおそれのある疾病の発生やま
ん延の予防を図るため、予防接種を行
います。平成 年度から子宮頸がん等
３ワクチンを定期接種とします。

３子どもから高齢者まで、誰もが
健康で安心して暮らせるまち

・新エネルギー導入事業
１２５０万円
住宅用太陽光発電システムの設置者
（市民）に対して補助金を交付しま
す。
（１キロワット当たり２万円、上限
４キロワット８万円）

久喜市総合振興計画の７つの分野別目標に従い、今年度の主要
※ 新 印は新規事業を表します。
施策を紹介します。
１市民
 が参加し、地域コミュニ
ティ豊かなまち
新 都市宣言推進事業
２３２万円
「人間尊重・平和都市」宣言の趣旨
を広く市民に啓発するため、広告塔等
を整備します。
新 議場映像インターネット配信事業
１０７万円
市民に開かれた
議会とするため、
本会議のインター
ネット中継を実施
します。

・成人健康診査事業 ２億８１４万円
生活習慣病の予防およびがん等の疾
病の早期発見を行うため、検診等を行
います。

を拡大します。

３億８１３３万円

新 難聴児補聴器購入費助成事業
万円
身体障害者手帳の交付対象とならな
い軽度・中等度の難聴児に対して、補
聴器購入費の一部を助成します。

・放課後児童クラブ施設整備事業
８７６４万円
栢間小学校、鷲宮小学校において、
放課後児童クラブの施設整備を行いま
す。

保育施設の安全
を確保するため、
市立さくら保育園
の改築工事を行い
ます。

・保育施設更新事業

新 子ど
 も・子育て支援事業計画策定
事業
６０９万円
地域のニーズや実情にあった子育て
支援策を実現するため、平成 年度か
ら５年間を計画期間とした「子ども・
子育て支援事業計画」を策定します。
27

・生活保護事業
億３５０万円
生活保護法に基づき、生活困窮者等
に対し、生活保護費を支給します。

36

25

・子ども医療費支給事業
５億６８８７万円
子どもが必要とする医療が受けられ
るよう、中学校卒業までの子どもに対
する医療費の一部を支給します。ま
た、平成 年度からは、通院について
も中学校卒業までの子どもに支給対象
25

２自然
 とふれあえる、環境に優
しいまち
・合併浄化槽普及促進補助事業
３７３３万円
補助対象地域において既設の単独処
理浄化槽または汲み取り便槽から合併
処理浄化槽へ転換設置する方に対して
補助金を交付します。

25

25

４心豊
 かな人材を育み、郷土の
歴史文化を大切にするまち

・幼稚園就園奨励費補助事業
１億７０６１万円
私立幼稚園在籍園児の保護者に対
し、所得に応じて、入園料・保育料の
減免措置を行うため、補助金を交付し
ます。

新 任期付市費負担教職員任用事業
６７８万円
市内小・中学校における児童生徒数
減少に伴う複式学級回避のため、任期
付市費負担教職員を任用します。

・教育相談事業
２４３４万円
いじめ・不登校等の悩みを抱える児
童生徒および保護者からの相談に応じ
る教育相談員を小・中学校に配置しま
す。

・学校いきいき支援事業
６４４１万円
小・中学校での特別な教育的支援を
必要とする児童生徒に教育活動指導員
および支援員を配置します。

・小学校プール改修事業
２億２４００万円
老朽化した太田小学校プール改築工
事、久喜小学校プール改築工事の実施
設計および三箇小学校、栢間小学校
プール改修工事の実施設計を行いま
す。

4
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● 平成25年度の主要事業 ●

新 中央公民館空調機更新事業
６０４４万円
中央公民館の空調設備の更新工事を
実施します。

５安全
 で調和のとれた住みよい
快適なまち

ため、橋りょう長寿命化修繕計画を策
定します。
新 鷲宮産業団地・青毛線道路整備事業
４４０万円
新市の一体化を促す道路の一つであ
る鷲宮地区と久喜地区を結ぶ道路を整
備します。
新 本庁舎耐震化整備事業
２億８６６３万円
来庁する市民の
安全を守り、災害
時の拠点として活
用するため、本庁
舎の耐震補強およ
び改修工事を実施
します。

・液状化対策推進事業
２億５０３６万円
東日本大震災により市内で液状化被
害を受けた地区における液状化対策を
検討します。

７行財
 政を見直し、改革を進め
るまち

マンホールの浮上防止対策を行います。 実施されるよう、補助金を交付します。

６地域
 の産業が元気で、多彩な
企業が集積する豊かなまち

新 仮称第２庁舎改修事業
１億９７０６万円
本庁舎の機能を補完するため、仮称
第２庁舎として、旧幸手保健所久喜分
室の改修工事を実施します。

新 住民情報システム更改事業
４億８３００万円
老朽化した住民情報システム更改を
実施します。

新 戸別所得補償経営安定推進事業
万円
地域農業を担う経営体の確保および
地域農業の振興を図るため、地域農業
の在り方に関する計画、「人・農地プ
ラン」を作成します。
・商店街活性化補助事業
１７７８万円
商店街団体が行う各種事業が円滑に

70

市では、久喜市、菖蒲町、栗橋町および鷲宮町の
合併後、最初の「久喜市総合振興計画」を策定しま
した。
策定に当たっては、学識経験者や各種団体・市民
の代表などで構成した久喜市総合振興計画審議会で
の審議やパブリックコメントなどで多くの市民の皆
さんから意見をいただきながら進めてきました。
総合振興計画とは、本市が目指す将来像とその実
現に向け、市民と行政が目標を共有し、共に取り組
んでいくための施策などを定めた、市の最上位計画
です。
今後、久喜市は、この計画に基づき、豊かな自然
環境と地域独自の歴史や伝統を受け継ぎながら、特
色あるまちづくりを進めていきます。
詳しくは、広報くき４月１日号と一緒に全戸配布
する「久喜市総合振興計画（概要版）」をご覧くだ
さい。また、本編は、市ホームページに掲載すると
ともに、有償頒布も行っています。
問合せ 企画政策課企画政策係（内線2883）

久喜市総合振興計画を策定しました

新 埼玉東部消防組合負担金事業
（常備消防費・非常備消防費）
億８７６８万円
埼玉東部消防組合の常備消防と非常
備消防への負担金です。
新 デマンド交通運行事業
６２６２万円
交通弱者の移動手段確保と公共交通
不便地域における日常交通を確保する
ため、菖蒲地区と栗橋・鷲宮地区にお
いて、デマンド交通を実施します。
・西堀・北中曽根線道路改良事業
９１３１万円
西堀・北中曽根線の改良整備を行い
ます。
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・街路整備事業
３６０万円
佐間・八甫線（市道栗橋６８０号
線）の設計業務を行います。

10

・防災行政無線整備事業
３４０８万円
災害時における情報伝達手段の確保
のため、防災行政無線（固定系・移動
系）の整備を行います。
・マンホール浮上防止対策事業
２０６０万円
震災時における第一次特定緊急輸送
路の機能を確保するため、公共下水道

「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 ～を目指して

21

新 橋りょう長寿命化修繕計画策定事業
１５００万円
幹線道路に架かる橋長 メートル以
上で、昭和 年以前に建設された橋
りょうについて、計画的な更新を図る
55

「久喜市都市計画マスタープラン」を策定しました
「久喜市都市計画マスタープラン」を策定しました
市では、20年後の久喜市が更なる発展と地域の個性が豊かに輝いた都市になることを目指して「久喜
市都市計画マスタープラン」を策定しました。今後、この計画に基づいて、市民の皆さんが期待する将
来都市の実現に取り組んでいきます。
この計画の詳細は、市民参加コーナーや市ホームページでご覧になれます。
問合せ 都市計画課計画係（内線3681、3682）
○久喜市都市計画マスタープランとは
久喜市を「こんなまちにしたい」という、目標や将来像を示すとともに、今後、市が進める都市計画やま
ちづくりに関する施策の基本方針を定めたものです。
○策定の背景
計画の策定に当たっては、市民の皆さんの笑顔があふれ、愛着を持っていつまでもこの久喜市に住み続け
られるような都市の実現を第一に考えました。この計画は、市民の皆さんとおよそ２年間にわたって検討し
た中で「もっと・・だったらよいのに。
」
、
「将来、子どもたちにこんな久喜市に暮らしてほしい」といった
未来への願いを形にしたものです。
○計画の構成
この計画は、大きく全体の目指す方向を定める「全体構想」と、地区の目指す方向を定める「地区別構想」
で構成されています。
「全体構想」
では、
市の都市づくりの基本理念や土地利用、
交通体系等の将来構想を定め、
「地区別構想」では、市内４地区ごとの将来構想を定めています。

基本理念

市民の力で魅力ある文化田園都市づくり
市民の皆さんとの協働を基本として、市民の皆さんが安心して快適に暮らし、本市が未来に向けて持
続的に発展し続けていくことのできるまちづくりを目指します。
具体的には市民の皆さんとともに次のようなまちづくりの将来展望を描きます。
１．市民を主役として発展する、協働のまちづくり
２．地域の多様性が尊重され、都市がひとつになるまちづくり
３．将来の社会変化に順応し、持続可能なまちづくり

将来都市像（まちづくりの目標）
基本理念のもと、本市の将来都市像として４つのキーワード（活力・交流・環境・安心）を掲げ、そ
れに基づいた都市の実現を目指します。

活力

住と職が織りなす活力創造都市

交流

地域の魅力を高める交流推進都市

環境

ゆとりと潤いあふれる環境共生

安心

人に優しい安心定住都市

自然と調和した土地の保全と活用を図りつつ、
市街地の整備、住環境の改善、産業空間の形成に
より、本市が持つ多様な活力が創造された都市を
目指します。

都市における憩いや、心の安らぎを与える緑あ
ふれる環境、水辺や資源循環に配慮された空間や
施設、歴史や地域資源を尊重したまち並みや景観
を創出することにより、環境との共生が実現され
た都市を目指します。

都市の内外を結ぶ道路体系や、誰もが安心して
利用できる移動環境、新たな出会いを生み出す観
光機会を創出することにより、地域の経済活動の
向上が実現された都市を目指します。

地震や洪水などの自然災害に強い都市の構造、
交通事故や犯罪の発生を未然に防ぐ地域の環境が
確保され、また、人に優しい環境や仕組みを持っ
た、誰もが安心して定住することのできる都市を
目指します。
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救急搬送に時間を要した事案について
久喜市長 田中 暄二
去る平成 年１月６日深夜、救急要請を受けた救急隊が
救急患者を搬送するため搬送先の病院を探したところ、そ
の選定に困難を来たし、早期の搬送ができず、ようやく確
保できた搬送先の医療機関で死亡が確認されるという大変
に痛ましい事案が発生してしまいました。
医療機関の側にもさまざまな理由があったにせよ、この
度の事態を市および消防局では、大変重く受け止めており
ます。
今後、このような事態を繰り返さないように市、消防局
および関係機関等で今回の事案を検証し、今後の改善策の
検討に取り組んでまいります。

児童生徒の安全対策を実施しています

⑵防災行政無線による
児童生徒への帰宅呼び掛け

教育委員会では、児童生徒の通学等における安全を確保するため、次の取り
組みを実施しています。
地域の皆さんにも引き続き温かく見守っていただきますよう、ご理解とご協
力をお願いします。
問合せ 学務課学事係（内線４２４３）

⑴小学校安全監視員の継続配置
学校課業日の毎日、市内全ての小学
校に、警察官ＯＢ等を安全監視員とし
て配置します。

時

学校課業日の毎日、防災行政無線を
利用し、児童生徒への帰宅の呼び掛け
放送を市内全域で実施します。
放送時間 定時チャイム直後

定時チャイム時刻

３月～４月

５月～８月

９月～ 月

時

時

⑶通学路巡回パトロール

時

（久喜市、羽生市、加須市、蓮田市、幸手市、白岡市、杉

月～２月

16 17 18 17

戸町、宮代町）および救急医療機関等とも対応策を検討し

また、救急医療体制に広域で取り組んでいる、６市２町

10

学校課業日の毎日、 時 分から
時 分までの１時間、市職員による通
学路巡回パトロールを実施します。

てまいります。
市民の皆様には、救急医療体制に大きな不安を与える結
果となってしまいましたことを深くお詫び申し上げます。
問合せ 健康医療課（内線３４２３）／埼玉東部消防組合
消防局救急課 ☎ ・０２９７
21

⑷不審者対応

30

14

30

15

市内で不審者等が発生した場合、市
内全小中学校等、関係機関へ情報提供
を行います。
また、必要に応じて職員による周辺
地区のパトロールを実施します。
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11

25

総務係
各総合支所
環境経済課

農業振興係

所資産税課窓口のみ
縦覧帳簿を縦覧できる方 固
定資産税の納税者、納税者と
同居の親族または納税管理人
課税台帳を閲覧できる方 固
定資産の所有者、所有者と同
居の親族、納税管理人、借地
人・借家人（ただし、権利の
ある部分に限る）
※前記以外の方の縦覧・閲覧
には、委任状または代理人
選任届が必要です。
その他 縦覧・閲覧の際は、
運転免許証等での本人確認が
必要です。
問合せ 資産税課資産税係
（内線２７２５）／各総合支
所税務課（菖蒲・内線１３３
／栗橋・内線２２１／鷲宮・
内線１５０）

土地・家屋価格等縦覧帳簿等の
縦覧・閲覧のお知らせ

平成 年度固定資産税に係
る「土地・家屋価格等縦覧帳
簿 」 の 縦 覧 と「 固 定 資 産 課 税
台帳」の閲覧を実施します。
縦 覧 帳 簿 で は 周 辺 の 土 地・
家屋の価格等を確認できます。
課税台帳では所有する物件
の課税明細を確認できます。
なお、課税台帳の閲覧は通
年行っていますが、この閲覧
期間に限り無料です。（写し
の交付・期間外の閲覧は有料）
縦覧・無料閲覧期間 ４月１
日㈪～５月 日㈮ 各８時
分～ 時 分（日曜日の 時
から 時までは除く）
※土曜日、祝日は除く
縦覧・閲覧場所 資産税課窓
口、各総合支所税務課窓口
※日曜日の縦覧・閲覧は市役

31

※償却資産は対象外です。
※都市計画税は固定資産税と
併せて、同じ納税通知書に
より納めていただきます。
問合せ 資産税課資産税係
（内線２７２３）／菖蒲総合
支所税務課（内線１３３）

菖蒲地区の都市計画税の
税率が０・２％になります

25

一層の市民サービスの向上と効率的な行政運営を推進するため、
４月１日㈪から市役所の組織の一部を変更します。
問合せ 企画政策課企画政策係（内線 2281）

消防団が統合されます

すみれ保育園新園舎オープン！
◆０歳児保育
利用定員 ６人
◆一時保育
保護者の断続的な就労や疾
病等により、家庭での保育が
困難となった場合、子どもを
一時的に預かります。
利用定員
人
申込み・問合せ すみれ保育
園 ☎ ・０１２０

30

12

25

菖蒲 地区 の都市 計画税 の税
率は 、合 併特例 法の適 用によ
り０ ・１ ％でし たが、 平成
年度から他地区と同様に、
０・２％になります。
平成 年 月 日現在で、
市街 化区 域内に 土地ま たは家
屋を所有する方が対象です。
1

公文書係

栗橋支団
（２分団６部）
菖蒲支団
（２分団５部）
久喜支団
鷲宮支団
（４分団10部） （２分団４部）

産業振興係
商工観光係

各総合支所
総務管理課

建物の老朽化、耐震性の問
題などで園舎を改築していた
市立すみれ保育園が、４月１
日㈪に新園舎をオープンしま
す。
これに伴い、新たに０歳児
保育と一時保育を行います。
所在地 北青柳１３３１
構造 鉄骨造２階建（一部平
屋建）
入所定員
人

10

15

1

消防団は、久喜・鷲宮・菖蒲・栗橋の４つの地区でそれぞれ編
成されていましたが、４月１日㈪に久喜市消防団として統合され
ます。
今後は、１団本部４支団10分団25部の新しい組織体制で、地域
に根付いた消防活動を行っていきます。
引き続き市民の皆さんのご理解とご協力をお願いします。
問合せ 消防防災課消防団係（内線2642）

21

団本部
久喜市消防団組織図

総務係
財務係

交通係

公文書係
市政情報係
公文書館

新係名
旧係名
課名

交通防犯係
生活安全課

70

13 17

25

４月１日㈪から市役所の
組織の一部が変わります

8
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既に受給資格証（クリーム
色）をお持ちの方には、３月
下旬に新しい受給資格証（黄
緑 色 ） を 郵 送 し ま し た の で、
改めて手続きをする必要はあ
りませんが、届いていない場
合は、子育て支援課または各
総合支所福祉課までご連絡く
ださい。
子ども医療費受給資格の登
録がお済みでない方は、資格
登録の手続きをお願いします。
４月 日㈪までに登録の申請
をした場合は、
４月１日診療分
の医療費から助成の対象とな
ります。４月 日㈫以降に登
録の申請をした場合は、申請
日以降の診療分が助成対象と
なりますのでご注意ください。
問合せ 子育て支援課医療手
当係（内線３２８７）／各総
合支所福祉課（菖蒲・内線１
４６／栗橋・内線２３８／鷲
宮・内線１６６）

子ども医療費（通院）の
支給対象年齢を拡大しました
４月１日診療分から、子ど
も医療費の通院における支給
対象年齢を「中学校卒業まで
（満 歳に達する日の属する
年度の末日まで）
」に拡大し
ました。
これに伴い、子ども医療費
受給資格証の色が、これまで
のクリーム色から黄緑色に変
わりました。４月１日㈪以降
は新しい受給資格証をご利用
ください。
16

定期予防接種の変更についてのお知らせ

21

国の予防接種制度の改正に
伴い、定期予防接種に次のと
おり変更がありましたのでお
知らせします。

●ＢＣＧの接種期限の延長
４月１日㈪からＢＣＧの接
種期限が「生後６か月に至る
まで」から「生後１歳に至る
まで」になりました。

30

●日本脳炎予防接種の特例

20

22

の間を定期予防接種の対象と
する特例措置が設けられてい
ます。
４月１日㈪から、特例措置
の対象に平成７年４月２日か
ら５月 日までに生まれた方
も追加されます。
接種される場合は、事前に
委託医療機関に予約が必要で
す。また、過去の接種回数を
確認しますので必ず母子健康
手帳を持参してください。

1

85

52

●定期の予防接種の機会を
逃がしてしまった方へ

身体の発育が未熟な状態で
生まれ、入院治療を必要とす
る乳児に対して、その治療に
必要な医療費の一部を市が負
担します。
対象 満１歳未満で、養育医
療の対象となる未熟児である
と認められる乳児
助成内容 全国の指定養育医
療機関で未熟児の入院治療を
受ける際の保険診療分の費用
を助成します。世帯の所得税
額等に応じて、自己負担金が
生じます。
申請方法 原則、出生後２週
間 以 内 に 必 要 書 類 を 添 え て、
窓口で申請してください。
必要書類 養育医療給付申請
書、養育医療意見書、世帯調
書など
申請先・問合せ 各申請とも、
子育て支援課医療手当係（内
線３２８７）または各総合支
所福祉課（菖蒲・内線１４６
／ 栗 橋・ 内 線 ２ ３ ８ ／ 鷲 宮・
内線１６６）へ

●未熟児養育医療給付

（育成医療）支給認定申請書、
自 立 支 援 医 療（ 育 成 医 療 ） 意
見書、自立支援医療（育成医
療）世帯調書など

自立支援医療（育成医療）と
未熟児養育医療給付の申請窓口が
市の窓口に変わります

４ 月 １ 日 ㈪ か ら、 自 立 支 援
医療（育成医療）と未熟児養
育医療給付の申請窓口が、県
の保健所から、市の子育て支
援課または各総合支所福祉課
に変わります。

●自立支援医療（育成医療）

18

15

ら、定期予防接種の期間が延
長となる特例措置が設けられ
ました。特例措置の規定に該
当する可能性のある方は、各
保健センターへご連絡くださ
い。
なお、医師の診断書や意見
書など証明できるものが必要
です。
詳しくはお問い合わせくだ
さい。
問合せ 各保健センター（中
央 ☎ ・５３５４／菖蒲
☎ ・７０２１／栗橋 ☎
・５５７７／鷲宮 ☎ ・
８５２１）

自 立 支 援 医 療（ 育 成 医 療 ）
とは、現在身体に障がいがあ
る、 ま た は 疾 患 が あ り 治 療 し
ないと将来障がいを残すと認
められる子どもが、手術など
の治療によりその症状が軽く
なり、日常生活が容易にでき
るようになると認められる場
合に、その治療に要する医療
費の一部を市が負担するもの
です。
対象
歳未満で保護者が市
内に居住している方
助成内容 全国の指定自立支
援（育成）医療機関において、
対象となる疾患の治療を受け
る際の保険診療分の費用を助
成します。世帯の住民税額等
に応じて自己負担金が生じま
す。
申 請 方 法 原 則、 事 前 に 必 要
書類を添えて、窓口で申請し
てください。
必要書類 自立支援医療費
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9

30

19

31

長期の療養等により定期の
予防接種の機会を逃がしてし
まった方を対象に 月 日か

58

15

日本脳炎の定期予防接種の
積極的勧奨の差し控え（平成
年５月 日～平成 年３月
日）により、予防接種を受
けていない平成７年６月１日
から平成 年４月１日までに
生まれた方は、 歳未満まで
31 17

寄附金総額

19,175,640円 （２月28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に感謝状をお贈りしま
した。
（敬称略）

感謝状
【10万円】久喜明るい社会づくりの会

国民健康保険の届け出をお忘れなく

平成 年度人間ドック 脳
･ ドック
検診費用を助成します

～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～

予約の上、申請してください。
）
申請時に持参するもの 保険証
③その他
①②以外の医療機関で人間ドッ
ク・脳ドックを受診する場合
助成額 ２万円（特別検査有
りの場合は３０００円増し）
※検診費用が上限です。
申請時期 受診後
申請時に持参するもの 保険
証、領収書、検査項目の分か
るもの、振込先口座番号
申 請 先・ 問 合 せ 国 民 健 康 保
険課国保管理係（内線３４４
２）／各総合支所市民課（菖
蒲・内線１２２／栗橋・内線
２１５／鷲宮・内線１２７）

企画政策課企画政策係（内線2283）

問合せ

年金コラム

久喜市東日本大震災被災者支援基金

25

最大で２年間です（離職日
●勤務先を退職等した場合
●解雇などによる失業者の特
により異なります）。
勤務先の退職等により社会
例（非自発的失業者の国民
助成回数 年度中１回
●国民健康保険税が軽減され
保険・共済組合等を脱退し、
健康保険税軽減）
助成対象
る場合
健康保険を任意継続していな
勤務先の倒産・解雇など非
・国民健康保険に継続して１
年以上加入し、納期到来分
前年の世帯総所得金額等
い方は、国民健康保険加入の
自発的な理由により離職した
の保険税を完納している世
（退職所得金額を除く）が一
届け出が必要です。
方は、国民健康保険税が軽減
帯の方
定基準（世帯構成により異な
持参するもの 本人を確認で
されます。雇用保険受給資格
・後期高齢者医療制度の被保
る）を下回る場合は、国民健
きる書類（運転免許証等）、
者証を持参の上、手続きをし
険者で、納期到来分の保険
康保険税の均等割額を軽減し
社会保険等の資格喪失日が分
てください。
料を完納している方
ます。ただし、同一世帯内に
かる書類（健康保険資格喪失
※雇用保険受給資格者証に記

載されている離職理由番号
対象医療機関・助成額等
所得の申告をされていない方
証明書・雇用保険離職票・退
が「 、 、 、 、 、
①委託医療機関（人間ドック）
がいる場合は、軽減が適用さ
職証明等）
、 、 、 」の方が対
久喜地区 …愛生会病院／あら
れません。
●会社等へ就職した場合
象です。
い胃腸科皮フ科クリニック／
詳しくはお問い合わせくだ
会社等への就職により、社
※特例受給資格者証、高年齢
新井病院／管理センタークリ
さい。
会保険・共済組合等に加入し

受給資格者証をお持ちの方
ニック／久喜総合病院／久喜
届け出先・問合せ 国民健康
た方は、国民健康保険脱退の
は軽減の対象となりません。 保険課保険税係（内線３４５
メディカルクリニック／小島
届け出が必要です。
※離職者本人の給与所得のみ
医院／斎藤医院／サンクリ
２）／各総合支所市民課（菖
持参するもの 今までお使い
が軽減対象となります。
ニック 鷲宮地区…相沢内科
蒲・内線１２０／栗橋・内線
の国民健康保険者証、新しい
※軽減適用期間は離職日より
医院／岸田医院
２１４／鷲宮・内線１２７）
社会保険等の被保険者証

助成額 ２万７１７０円（自
己負担額１万円）
申請時期 受診前
てください。
日本年金機構ホームページ
●種別変更の届け出が
） 申請時に持参するもの 保険証
（ http://www.nenkin.go.jp
●イン
必要です
 ターネットで年金
②契約医療機関（人間ドック）
をご覧ください。
の加入記録が確認でき
済生会栗橋病院／北本共済病
配偶者が定年（ 歳）で会
問合せ 市民課市民係（内線
ます
院人間ドック健診センター
社 を 退 職 し た と き、 扶 養 と
２６６３）／各総合支所市民
なっている妻または夫（ 歳
課（菖蒲・内線１２１／栗橋・ （ 桶 川 市 ） ／ 藤 間 病 院 総 合 健
年金の加入記録をインター
診システム（熊谷市）
未満）は、年金の届け出（３
内線２１５／鷲宮・内線１２
ネットでいつでも確認する
助 成 額 ２ 万 円（ 特 別 検 査 有
号 か ら １ 号 へ ） が 必 要 で す。 こ と が で き ま す。 利 用 に は、 ６）／春日部年金事務所 ☎
りの場合は３０００円増し）
届け出の際は年金手帳と退職
０４８・７３７・７１１４
ユ ー ザ ー Ｉ Ｄ・ パ ス ワ ー ド
※検診費用が上限です。
日を証明できるものを持参し
が 必 要 で す。 申 込 方 法 等 は、
申請時期 受診前
（医療機関へ
60

60
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32 11

33 12

34 21

22
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影響を及ぼさないような土地を選定の
上、行ってください。また、申し出を
された土地の位置・形状および面積等
の変更はできませんので、十分検討の
上、申し出をしてください。
受け付けは市役所本庁舎で行いま
す。各総合支所窓口では受け付けでき
ませんのでご注意ください。
受付期間 ７月１日㈪～ 日㈮ ８時
分～ 時／ 時～ 時（土・日曜日
を除く）
受付場所・問合せ 農業振興課農業振
興係（内線２８６２）

農用地区域からの除外の申し出の
受付期間を変更します
例年、農業振興地域の農用地区域か
らの除外の申し出は、５月と 月の年
２回受け付けていましたが、平成 年
度からの農業振興整備計画全体の見直
しに伴い、受付期間を７月の年１回に
変更します。
月の受け付けはありませんので、
ご注意ください。
農用地区域内の農地に自己用住宅・
農業用施設等の建築、市内にある事業
所が資材置場、駐車場等を新設または
拡張する場合は、農用地区域からの除
外の申し出を行う必要があります。
除外の申し出は、ほかの農用地に悪
12

13

重度心身障害者医療費を
受給している方へ

30

17

12

０円以上になった場合は、訪問看護ス
テーションに医療費を支払い、発行さ
れるレシートおよび「重度心身障害者
医療費請求書」を障がい者福祉課また
は各総合支所福祉課に提出してくださ
い。
提出先・問合せ 障がい者福祉課障が
い者福祉係（内線３２４８）／各総
合支所福祉課（菖蒲・内線９１５／栗
橋・内線２４８／鷲宮・内線１６５）

き ぜん

植えつけ、新たな差別意識を生む大き
な要因となっています。
これは、同和問題解決のために多く
の人々が積み重ねてきた教育と啓発活
動の効果を一挙に覆す許されない行為
です。
えせ同和行為は断固拒否しましょう
えせ同和行為者が、激しい言葉で要
求してきても、断固拒否し、終始毅然
とした態度で対応し、決して妥協しな
いことが大切です。
久喜市を含む埼葛郡市 市町では、
人権問題の解決に向け連携して人権教
育・啓発活動を実施しています。その
一環として、毎年４月を「埼葛えせ同
和行為対策強化月間」と定め、同和問
題の解決の妨げとなっている「えせ同
和行為の排除」を呼び掛けています。
問合せ 人権推進課人権推進係（内線
２３２１）／各総合支所総務管理課
（菖蒲・内線２１５／栗橋・内線３２
２／鷲宮・内線３１９）

く、父子家庭の父にも拡大します。
②支給期間の変更
支給期間が、最長３年から２年にな
ります。
申請先・問合せ 子育て支援課医療手
当係（内線３２８６）／各総合支所福
祉課（菖蒲・内線１４６／栗橋・内線
２３８／鷲宮・内線１６７）

高等技能訓練促進費等事業の
入学者の取り扱いが変わります
高等技能訓練促進費等事業とは、看
護師や介護福祉士などの資格を取得す
るために、２年以上養成機関等で修業
する母子家庭または父子家庭の方を助
成する事業です。
４月１日から入学者の取り扱いが次
のとおり変更になります。
①支給対象の拡大
支給対象を母子家庭の母だけでな

人権それは愛
えせ同和行為を排除しましょう

「同和問題」とは
日本の歴史の中で生み出された差別
がいまだに残り、「同和地区に住んで
いる」「同和地区に生まれた」という
理由で、結婚、就職などの面で差別を
受け、憲法が保障する基本的人権が侵
害されるという、日本固有の重大な人
権問題です。
「えせ同和行為」とは
個人、企業、行政機関などに対して、
同和問題の解決に努力しているように
装い「高額な図書の購入強要」や「寄
附金・賛助金の強請」などの不法、不
当な行為や要求をすることをいいます。
えせ同和行為の横行は、その不当な
行為により、企業のみならず、国民の
間に、同和問題に対する誤った意識を

11 広報 くき 2013（平成25年）.4

11

重度心身障害者医療費は、平成 年
４月診療分から、市内の訪問看護ス
テーションで受診した場合も、医療費
の支払いが不要になります（医療保険
適用外のものは除く）。
受診のときに、健康保険証のほか
「重度心身障害者医療費受給者証」を
提示してください。国保・社保加入の
受給者は、保険診療分が１医療機関に
つき月額２万１０００円未満のとき、
後期高齢者医療加入の受給者は、全額、
医療費の支払いが不要になります。
国保・社保加入の受給者で月の途中
で保険診療の一部負担金が２万１００

12

25

25

11

募集

ふり

－

します

がな

23

市民参加推進員制度は、市
民参加推進員に登録された市
民の方が、自ら積極的な市民
参加に努めるとともに、市民
の皆さんのネットワークを活
用して、多くの方に市民参加
を働きかけていただく制度で
す。
推進員の役割 市から送付さ
れる市民参加に関する情報に
基づき、興味のあるものに参
加するとともに、
それらの情報
を多くの市民の方に周知する
情報提供の内容 附属機関の

13

－

FAX

係（内線２６２３）

委員募集、市民意見提出制度
による意見募集、市民説明会・
ワークショップ等の開催、ア
委員の任期 委嘱日から３年
ンケート協力の依頼など、市
①住宅・土地統計調査員
会議開催の予定 年３回程度
民参加に関する情報
月 日を調査期日として、 募集期限 ４月 日㈫ 必着
情報提供の方法 原則として
全国で住宅・土地統計調査が
応募方法・問合せ 住所・氏
月に１回程度、事前に登録さ
名・生年月日・性別・電話番
行われます。この調査実施に
れたＥメールアドレスに情報
号・応募動機（４００字程度） をまとめて送信（Ｅメールア
伴い、調査員を募集します。
歳以上の市内在住者
を明記の上、持参または郵送、 ド レ ス を お 持 ち で な い 方 に
対象
で健康な方
ＦＡＸ、Ｅメールで、社会福
は、ＦＡＸ、郵送等で送付）
歳以上の市内在
※税務、選挙、警察に直接関
祉課社会福祉係（〒３４６
登録資格

８５０１ 所在地記入不要
係のない方
住・在勤・在学者
・
内線３２２４／
期間 おおむね 月下旬～
登録期間 登録した日の属す
 ０６９
月下旬
９ ／ Ｅ メ ー ル shakaifukushi る 翌 年 度 の 末 日 ま で（ 再 登 録
）または各総
内容 受け持ち地区の世帯へ
可）
@city.kuki.lg.jp
合支所福祉課へ
の調査票配布・回収、書類の
※登録は随時受け付けます。
選考および結果 公募選考委
点検・整理等
登録方法 「市民参加推進員
員会で選考します。選考結果
※調査終了後に報酬が支払わ
登 録 事 項 届 出 書 」（ 自 治 振 興

れます。
は応募者全員に通知します。
課、各総合支所市民課、市民
調査項目 世帯、住居、土地
参加コーナーで配布。市ホー
③市民参加推進員
などに関する事項
ムページからもダウンロード
人程度
募集人数
可 ） に 必 要 事 項 を 明 記 の 上、
月 日㈬
申込期限
郵送または持参、ＦＡＸ、Ｅ
申 込 方 法・ 問 合 せ 電 話 で、
メールで、自治振興課自治振
企画政策課統計係（内線２２
興係（〒３４６ ８５０１
所在地記入不要
８４）へ
・３３
１９／Ｅメール jichishinko@
②民生委員推薦会委員
）へ
city.kuki.lg.jp
その他 登録された個人情報
は市民参加推進員制度の目的
以外の利用および第三者（他
の市民参加推進員等）への提
供は行いません。
問合せ 自治振興課自治振興
10

内容 民生委員・児童委員の
一斉改選時および欠員が生じ
た場合に県へ推薦する候補者
の選任
歳以上の市内在
応募資格
住・在勤・在学者
募集人数 ２人（選考）

人程度
募集人数
④栗橋Ｂ＆Ｇ海洋センター
会議開催の予定 月１回程度
プール監視員アルバイト
（５月～ 月）
勤務期間 ６月２日㈰、６月
募集期限 ４月 日㈫
日㈯～８月 日㈯（予定）
応募方法・問合せ 応募用紙
勤務時間 ８時 分～ 時／ （ 鷲 宮 総 合 支 所 環 境 経 済 課、
時～ 時／ 時～ 時
各公共施設で配布）に必要事
※各時間帯でローテーション
項を明記の上、持参または郵
勤 務（ 複 数 勤 務 可 ）
。曜日、 送、ＦＡＸで、わしのみやコ
勤務時間など応相談。
スモスフェスタ実行委員会事
業務内容 プールの監視およ
務局（〒３４０ ０２９５
所在地記入不要 鷲宮総合支
び施設管理業務等
歳から 歳まで
所環境経済課内 内線２２３
応募資格
の健康な方
／
・８６３０）へ
人程度
募集人数
⑥ 健康・食育まつり実行委員
時給 ８８０円
募集期限 ５月 日㈪
受付時間 ８時 分～ 時
※休館日は 時まで
申込方法・問合せ 臨時職員
登録申込書（栗橋Ｂ＆Ｇ海
洋センターで配布。市ホーム
ページからもダウンロード
可）に必要事項を明記（写真
貼付）の上、直接、同セン
ター（☎ ・５５１０）へ
30

スタ実行委員

⑤ わしのみやコスモスフェ

月に開催予定の「わしの
みやコスモスフェスタ２０１
３（仮称）
」の企画や運営に興
味がある方を募集しています。
応募資格 市内在住で夜間の
会議に出席できる 歳以上の
方（高校生不可）

58

10

30

がな

ふり

市では、
「平成 年度健康・
食育まつり」の開催に向 け て
積極的に参加していただける
方を募集します。
応募資格 市内在住・在勤・
在学者
人程度
募集人数
会議開催の予定 ８回程度
募集期限 ４月 日㈫ 消印
有効
応募方法・問合せ 住所・氏
名・年齢・性別・電話番号・
応募動機を明記（様式自由）
の上、直接または郵送、ＦＡ
Ｘ、Ｅメールで、健康医療課
健康企画係（〒３４６ ８５
０１ 所在地記入不要 内線

FAX

３４２２／
・３３１９／
Ｅ メ ー ル kenkoiryo@city.
）へ
kuki.lg.jp

－
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FAX
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16

15
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22

16
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10
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１回１検体（連続する検査時
間帯で検査可能な場合は２検
体）
※検体は、洗浄の上、細かく
刻んだものをポリ袋等に入
れてお持ちください。
※検査終了後、検体はお持ち
帰りください。
予約受付時間 月～金曜日
（祝日を除く） ９時～ 時
予約方法・問合せ 検査希望
日の前日までに、直接または
電話で、生活安全課市民生活・
青少年係（内線２６３３）へ
●国が定めた放射性セシウム
の基準値︵単位：ベクレル
／ ︶
31 24

㎞


27

45

10

25

10

12

12

30

12

11
㎞


44

25

1

10

50

10

12

10

40 10

㎏

食品や飲料物の放射性物質検査を
実施しています
市では、持ち込みによる食
品や飲料物の放射性物質検査
を無料で実施しています。
検査日時 月～木曜日（祝日
を除く） ① 時 分～ 時
分 ② 時 分～ 時 分
検査場所 鷲宮総合支所４階
４０３会議室
対象者 市内在住者、市内事
業者、市内で活動する団体
対象品目 市内で消費される
食品および飲料物（販売目的
のものを除く）
※自家 栽 培 野 菜 や 地 下 水 等
（ 栽 培・ 採 取・ 購 入 場 所 が
分かるもの）
検体の持ち込み １人につき

内容 クラブ・サークルの活
蓮田市
・一般食品 １００
動成果発表
第５回ふるさと水辺ウオーク
・乳幼児食品
日時 ５月 日㈰
受
問合せ 白岡市立中央公民館
・牛乳
 け付
け８時 分／開会式９時
☎ ・６０００
・飲料水
場所 蓮田市総合市民体育館
宮代町
●放射性物質測定検査の結果
（パルシー）多目的広場ス
ＺＯＯ婚～掘り当てよう！
（平成 年 月 日～平成
タート・ゴール
ジャガイモと愛～
年 月 日）
コース／６ コース
日程 ６月９日㈰・ 日㈬
内容
検査した食品等の種類と件数

時～ 時
費用 １００円
米３件、ダイコン３件、イノ
場所 新しい村、東武動物公園
シシ肉、リンゴ、みそ、大豆、 ※当日自由参加
内 容 ジ ャ ガ イ モ 掘 り 体 験、
問合せ 蓮田市コミュニティ
ハクサイがそれぞれ１件
昼食作り、動物園裏側見学等
づくり推進協議会事務局
（放射性セシウム１３４）
対象 独身男女（ 歳～ 歳）
☎０４８・７６８・３１１１
・すべて不検出
定員 各日とも男女それぞれ
幸手市
（放射性セシウム１３７）
人（抽選）
第 回幸手あじさいまつり
・すべて不検出
期間 ６月上旬～７月上旬
費用 ７０００円
時
（予定）
申込開始 ４月 日㈬
申込み・問合せ 新しい村
場所 幸手権現堂堤（県営権
☎ ・３４４１
現堂公園）
杉戸町
内容 １００種１万５０００
株以上の色とりどりのあじさ
第 回杉戸アースデー
いが咲き誇ります。
（環境イベント）
時～
※駐車場 ４５０台（無料）  日程 ６月 日㈯
問合せ 権現堂公園管理事務
時／６月 日㈰ ９時～ 時
所 ☎ ・０８７３
場所 杉戸町生涯学習センター
白岡市
（杉戸町大字大島４７７番地８）
内容 杉戸町の自然発見ツ
白岡市制施行記念
アー（散策）や体験コーナー等
第 回公民館・勤労青少年
費用 無料（散策は１００円）
ホームフェスティバル
※当日自由参加
問合せ 杉戸町環境課
☎ ・０４０１

₁₃

2₀

日程 ５月 日㈯～ 日㈪
場所 白岡市立中央公民館
（白岡市小久喜１２２７の ）
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92

22

38

16

16

17

23

17

1

50

1

25

花と緑と大空の祭典「第25回久喜市れ
んげ祭り」を開催します。
れんげ畑で楽しい１日を過ごしてみま
せんか。
日時 ４月28日㈰ ９時～15時
※小雨決行／雨天の場合は４月29日㈷
場所 所久喜377番地ほか
内容 地元農業者による手打ちそばやも
ち等の各種模擬店、地元伝統芸能の披
露、各種アトラクションほか
その他 農村環境の保全および駐車場に
限りがあることから、車での来場はご遠
慮いただき、バスやタクシーをご利用く
ださい。
問合せ 農業振興課農業振興係
（内線2862・2863）

25

36

₁₀

20

れんげ祭りに
遊びにきませんか

さかもととも

お

名誉市民 故坂本友雄さんとのお別れの会
人権フェスタ ＩＮ くりはし

２月25日㈪、久喜総合文化会館で「故坂本友雄さ
んとのお別れの会」がしめやかに行われました。
お別れ会では、約460人が参列され、田中市長と
名誉市民の鈴木芳男さんによる弔辞の後に、全員で
献花が行われました。参列された方々は、故人との
別れを惜しんでいました。

写 真 ニ ュ ース
▲なずな保育園の発表

す ず き よ し お

災害時における応急生活物資供給
等の協力に関する協定を締結

▲劇団イリス人権劇公演（夜明け）

３月５日㈫、
市は、生活協
同組合さいた
まコープ（現：
コープみら
い）と災害時
における応急
生活物資供給
等の協力に関する協定を締結しました。
この協定は、災害時に食料品や日用品などの応急
生活物資の提供と運搬の協力をいただくもので、締
結により、地域の安全・安心が一層高まることが期
待されます。

３月２日㈯、栗橋文化会館
（イリス）
で「人権フェ
スタＩＮくりはし」が開催されました。
人権劇、小・中学生の人権作文の発表や園児によ
るアトラクションが行われ、来場者から惜しみない
拍手が送られていました。

鷲宮公民館まつり

森下公民館まつり

▲鷲宮ウクレレ会の演奏

２月23日㈯・24日㈰、森下公民館で森下公民館ま
つりが開催されました。
当日は生け花、フラワーアレンジメント、押し花、
油絵、写真、手芸などの作品が展示され、訪れた方
はそれぞれに足を止め、作品に見入っていました。

２月17日㈰、鷲宮公民館で鷲宮公民館まつりが開
催されました。
コーラス、舞踊や楽器演奏などの発表が行われ、
出演者は、日ごろの練習の成果を披露していました。

▲来場者の様子
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わがやのアイドル

い し い

石井
とくやま

徳山

よう

耀くん（10か月）
（栗原３）
毎日たくさん遊ぼうね!!

お し だ

忍田

ま

お

真生ちゃん（１歳）
（栗橋東２）
元気いっぱい

いきいきサークル 13
さ い き ょ う い ち も ん か い

彩蕎一門会

たく み

匠弥くん（５歳）
（右）
花那ちゃん（２歳）
（左）
（菖蒲町上栢間）
仲良し兄妹です♡
か な ん

の は ら

野原

ひ なた

陽向くん（１歳）
（本町２）
パパより大きくなるゾ！

私たちは昨年４月に発足した素人の蕎麦打ちの会
で、現在28人で活動しています。蕎麦打ちに対する思
いは熱く、蕎麦打ち暦10年以上という会員もいます。
市の「蕎麦打ち教室」の講師やボランティア活動
なども行っています。地域との交流を深めながら、
麺文化の普及に努めています。
蕎麦打ちを通じて仲間づくりをし、社会貢献をし
ながら、心豊かな人生が送れたらと思っています。
皆さんも私たちと一緒に蕎麦打ちを楽しみません
か。
活動日時 毎週水・土曜日 ９時～18時
活動場所 栗橋コミュニティセンター（くぷる）
た る み
問 合 せ 樽見 ☎090－2406－5931

〜市内小学校のさまざまな活動を紹介します〜⑦

私 た ち の 学 校 自 慢
三箇小学校
ほ ん だ せ い ろ く

本 多静六博士の意志を
引き継いで
本校は、「日本の公園
の父」といわれる本多静
六博士（1866～1952）の
母校です。博士の「人生 ▲首かけイチョウに触れる学習
は努力であり、努力は幸
福を生む」の精神を引き継ぎながら、「自立への
基礎を培う潤いと活気に満ちた学校づくり」を目
指しています。
６年生が毎年、社会科見学で日比谷公園を訪れ
て、博士ゆかりの「首かけイチョウ」に触れる学
習や、菖蒲「道のオアシス」にある博士の記念公
園の花壇の手入れもしてい
ます。
また、校内に「本多静六
博士資料室」があり、全校
児童が博士の偉業を学んだ
り、地域の方に博士を紹介
したりする機会を設けてい
▲道のオアシスの花壇手入れ ます。
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問合せ

指導課指導係（内線4262）

栢間小学校
明るく笑顔 輝く瞳
自信と誇りをもった子ど
もたち
本校は、明治６年の開
校 以 来、 地 域 と と も に
▲昔の遊び集会
歩んできた伝統ある学校
です。大イチョウや樹齢
を重ねた桜をはじめ、緑豊かな環境の中で、明る
く素直な子どもたちがのびのびと活動しています。
秋には、地域の方にも出品していただく作品展や
老人会の皆さんと一緒に昔遊びを楽しむ集会、栢
間地区青少年を守る会による「グラウンドゴルフ
＆餅つき大会」なども行われています。
また、外国語活動で「自
ら学び、積極的にコミュニ
ケーションを図ろうとする
子」の育成を推進してきま
した。今後、さらに全教科
にも広げ、
「安全・楽しく・
力がつく学校」を目指して
▲外国語活動
いきます。
（ハロウィーン集会）

2

4

集

22

募

ふりがな

用に１部屋提供でき、家族
で受け入れができること
②受け入れ日に、日本語国際
センター（ＪＲ北浦和駅か
ら徒歩約８分）まで研修生
を迎えに行くことができる
こと
登 録 方 法・ 問 合 せ 電 話 ま た
はＦＡＸ、Ｅメールで、住所・
氏名・電話番号を自治振興課
自治振興係（内線２６２３／
・ ３ ３ １ ９ ／ Ｅ メ ー ル ji
）
chishinko@city.kuki.lg.jp
へご連絡ください。後日、申
込書を送付しますので、必要
事項を明記の上、同封の返信
用封筒で自治振興課へ郵送し
てください。

FAX

10

15

海外日本語教師の
ホームステイ
受け入れ家庭

曜日を除く８時30分～17時15分）

お知らせ

☎24－0110（内線

☎42－0110／埼玉

優良運転者表彰の
申請について

消印有効

市 で は、 国 際 交 流 基 金 日 本
語国際センター研修生（海外
で日本語を教える外国人教師）
が、日本の家庭生活を体験す
る目的でホームステイをする
際の受け入れ家庭を随時募集
しています。
宿泊日程 原則、土曜日から
日曜日までの１泊２日
※年７回の日程から受け入れ
希望日を登録
登録条件
①市内在住で、研修生の宿泊

☎0120－373514（土・日

県警察採用センター

４月１日㈪～15日㈪
申込期間（持参・郵送）

となります。
申請資格 次の①から③まで
申請方法 表彰申請書に無事
の全てに該当する方
故無違反証明書（本人が郵送
①久喜地方交通安全協会に加
入している方
で、自動車安全運転センター
②過去５年以内に同協会から
へ申請／手数料６３０円、返
表彰を受けたことがない方
送まで約 週間かかります。）
と交通安全協会会員証を添え
③過去 年以内に罰金以上の
刑罰に処せられたことがな
て、 最 寄 り の 交 番・ 駐 在 所・
い方
久喜地方交通安全協会事務局
表彰内容
（久喜警察署内）へ提出して
・５年
ください。
 ごとの表彰（５年・
年・ 年など）で、各期間
※申請書類は各提出先で配布
に継続して交通事故・違反
しています。
月 日
がないこと
申請書類配布期間
㈪～ 日㈫
※対象は 年まで
月 日㈪～ 月
・運転
申請期間
 を業としている方は、
日㈮
５年以上の運転経験があり、
過去３年以内に交通事故・
月 日㈰
表彰式予定日

違反がないこと
問合せ 同協会
※運転業務経歴証明書が必要
☎ ・８８１０

剣道 １人

久喜警察署と久喜地方交通
安全協会では、平成 年度優
良運転者の表彰（自己申告制）
を行います。

久喜警察署警務課

211）／幸手警察署警務課
問合せ

５月12日㈰
第１次試験日

1

5

☎58−1111

10

類

4

28

武道・
体育指
導Ⅰ類

☎53−1111
鷲宮総合支所

昭和58年４月２日から平
成6年４月１日までに生ま
男性 20人 れた人（19〜29歳）で、
短大・専修学校（２年制
以上の専門課程）等を卒
業（見込み）の人または
大学に２年以上在学し、
女性 10人 6 2 単 位 以 上 取 得 （ 見 込
み）の人
※Ⅰ類該当者を除く

15

7

Ⅰ類の受験資格を有し、
卓越した柔道または剣道
の技術を有する、いずれ
も段位が４段以上（大学
卒業見込みの人に限り３
段を含む）の人
柔道 １人

栗橋総合支所
類

22

☎85−1111

25

男性 220人 昭和58年４月２日以降に
生まれた人（29歳まで）
で、大学を卒業（見込み）
女性 25人 の人

Ⅱ

30

類
Ⅲ

☎22−1111
菖蒲総合支所
Ⅰ

17

男性 70人 昭和58年４月２日から平
成7年４月１日までに生ま
れた人（18〜29歳）で、
女性 10人 Ⅰ類・Ⅱ類に該当しない人

久喜市役所

試験区分

採用
受験資格
予定
（年齢は平成25年４月１日現在）
人員

40

お知らせ
平成25年度埼玉県
警察官採用試験（第１回）
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しまざき

の文化、産業、経済の発展に
寄与することを目的に設立さ
れました。
伝統行事の振興や観光資源
の発掘・創出など、市の観光
事業の推進を一緒に行いませ
んか。
会費︵１口以上︶
・普通会員（個人） １００
０円
・特別会員（観光関係団体）
３０００円
・賛助会員（企業、久喜地区
内団体） １万円
申込み・問合せ 同協会 ☎
・８６３２／
・
 ９１７８

埼玉県食品表示
調査員

28

げん

ひさ い

ず

い な り

ふ どう じ

しちしゃだいごん

除堀の獅子舞は、地元では
「ささら」とも呼ばれ、４０
０年以上の歴史を持つといわ
れています。
毎年４月 日前後の日曜日
に五穀豊穣・悪疫退散・災厄
消除を祈願し、舞を行いなが
ら集落を回ります。
日時 ４月 日㈰ ９時
行程 久伊豆神社（ 時出発
予定）～稲荷神社～七社大権
現～不動寺～諏訪神社～久伊
豆神社（ 時帰着予定）
問合せ 文化財保護課文化財・
歴史資料係（内線４３２２）

久喜市指定無形民俗
文化財「除堀の獅子舞」

催し・講座

19

30

ふり がな

申込方法・問合せ はがきま
図 書 館・ 文 化 会 館 で 配 布 ） を
たはＦＡＸ、Ｅメールで、住
ご覧ください。
所・ 氏 名・ 電 話 番 号・ 年 齢・ ◆展覧会
職業・応募理由（１００字程
日程 ５月 日㈫～６月 日
㈬ 各 時～ 時 分
度）を明記の上、県農産物安
※月曜日を除く
全課総務・ＪＡＳ法担当（〒
場所 県立近代美術館（さい
３３０ ９３０１ 所在地記
入 不 要 ☎ ０ ４ ８・ ８ ３ ０・ たま市浦和区常盤９の の１）
４１１０／ ０４８・８３０・ 観覧料 無料
４８３２／Ｅメール a4070-06 問合せ 県生涯学習文化財課
）へ
☎０４８・８３０・６９２１
@pref.saitama.lg.jp

第 回埼玉県
美術展覧会作品

てんこく

◆作品募集
歳以上の県内在
応募資格
住・在勤・在学者
※中学生を除く
出品部門 ①日本画（水墨画
含む） ②洋画（版画含む）
③彫刻 ④工芸 ⑤書
（篆刻・
刻字含む） ⑥写真
出品点数 各部門 点まで
点につき３０
出品手数料
００円
月
搬入期間 個人搬入
日㈮～ 日㈰／業者搬入
月 日㈭・ 日㈯・ 日㈰
各 時～ 時 分
※５月９日の業者搬入は①②
⑤のみ／ 時～ 時 分
応募方法 詳細は、県展ホー

5 10

久喜市・
ローズバーグ協会
◆ ホストファミリーと通訳
ボランティア
同協会は、アメリカ合衆国
オレゴン州ロ︱ズバーグ市（旧
菖蒲町の姉妹都市）と 年に
わたり、親善交流事業を行っ
ている市民団体です。
月にローズバーグ成人訪
問団が久喜市を訪問するため、
宿泊先となるホストファミリー
と通訳のボランティアをして
いただける方を募集します。
月 日㈬～ 日㈭
期間
募集人数 それぞれ若干名
申込期限 ７月 日㈬
◆ 新規会員
同協会では、国際交流に興
味のある方やご自身のスキル
アップを図りたい方などの新
規会員を募集しています。
年 会 費︵ １ 口 ︶ 個 人 １ ０ ０
０円／団体１万円
︻ ・ 共通︼
申込方法・問合せ 直接、同
協会事務局 島崎（☎ ・１
００２／
・２３４１）へ

久喜市観光協会会員

－

ムページ（ http://www.pref.
saitama.lg.jp/site/geibuns
）または開催
ai/kenten.html
要項（生涯学習課、各公民館・
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FAX

15

30

10

FAX

県では、食品販売店で買い
物をしながら、食品の表示を
確認し、定期的に報告（年間
店舗程度）する調査員を募
集します。
歳以上の県内在住者
対象
定員 １００人（選考）
任期 ６月～平成 年３月
※報告に応じて、年間８００
０円の謝金があります。
その他 次の日程で研修を予
定していますので、いずれか
の会場に参加してください。
・６月 日㈭（熊谷市）
・６月 日㈮（さいたま市）
※それぞれ午後に実施します。
申込期限 ４月 日㈪ 必着

10 9

17

19

21

5

30

31

久喜市観光協会では、平成
年度の会員を募集していま
す。
同協会は、久喜市の魅力を
広く宣伝することにより、市

20

14 13

10

15

3

12

16

21

20

20

24

85

31

26

22

16

85

1

11

30

10

FAX

₆₃

12

16

13

10

25

久喜市市民大学公開講座
第２回市民大学 久喜
日時 ５月 日㈯ 受け付け
時 分／ 時～ 時 分
場所 ふれあいセンター久喜
会議室１・２
内容 久喜を知ろう「自然・
風土・人物」
講師 奥貫和夫さん（埼玉県
生態系保護協会エコマスター）
対象 市内在住・在勤・在学者
定員
人（申込順）
申込期間 ４月 日㈬～ 日㈭
申込方法・問合せ 直接また
は電話で、生涯学習課生涯学
習係（内線４２８４）へ
おくぬき か ず お

す ふさ じ ろう

なが

野草観察ふれあい
ウオーク「わしのみや」

25

ふじなみ

主催 ＮＰＯ法人久喜の自然
を愛する会（旧久喜自然愛好
会）
申込期限 ４月 日㈭
申込み・問合せ 同会 藤浪
☎ ・３７０８

楽しい剣道教室
日程 ５月 日～６月 日
各日曜日（ただし、５月 日
を除く） 全５回 ８時 分
～９時 分
場所 江面第一小学校体育館
内容 剣道の基本を学ぶ
対象 小学生以上の男女
定員
人（当日会場先着順）
費用 無料
持物 運動のできる服装
申込期間 ４月 日㈭～ 日㈫
申込み・問合せ 久喜市剣道
連盟 飯田 ☎ ・２８６５
／
・２００８
い い だ

はら

みや

定員
人（申込順）
持物 運動のできる服装（タ
イトスカート不可）、室内用
ダンスシューズまたは運動靴
※女性用ダンスシューズには
ヒールカバーを付けてくだ
さい。
申込期間 ４月 日㈬～ 日㈫
申込方法・問合せ 電話で、
久喜市社交ダンス連合会 宮
原（☎ ・５３０８）へ

久喜東ヨガ（木曜日
コース）体験教室

ふるかわ み

まつしま

ゆ

き

ふりがな

０・８５９０ 土・日曜日、
祝日を除く 時～ 時／Ｅ
メール sportskh@qb3.so-net.
）へ
ne.jp
※この事業は平成 年度ス
ポーツ振興くじの助成を受
けて行います。

16

10

日時 ４月 日㈬ 受け付け
９時 分／ 時～ 時 分
場所 地域交流センター（青
葉団地郵便局前）
内容 バランスアップを中心
とした健康体操
講師 森啓子さん（日体協公
認スポーツプログラマー）
定員
人（申込順）
費用 無 料
持物 タオル、飲み物、運動
のできる服装、室内用運動靴
申込開始 ４月 日㈭
申込方法・問合せ 電話また
はＥメール（住所・ 氏名・電
話番号を明記）で、ＮＰＯ法
人スポーツコミュニティ久喜
東 松島（☎０９０・９３０
０・８５９０ 土・日曜日、
祝日を除く 時～ 時／Ｅ
メ ー ル sportskh@qb3.so-net.
）へ
ne.jp
※この事業は埼玉県スポーツ
指導者等派遣事業の助成を
受けて行います。

久喜東シニア
健康体操体験教室

25

もり け い こ

まつしま

ふりがな

30

50

21

日時 ４月 日㈭ 受け付け
９時 分／ 時～ 時
場所 地域交流センター（青
葉団地郵便局前）
内容 ヨガで健康維持と体力
アップを図る
講師 古川美由紀 さん（足立
区公認スポーツ指導員）
対象 一般男女
定員
人（申込順）
費用 無料
持物 バスタオルまたはヨガ
マット、飲み物、運動のでき
る服装、スポーツタオル
その他 火曜日コース（ 時
～ 時）も開催しています。
申込開始 ４月 日㈭
申込方法・問合せ 電話また
はＥメール（住所・ 氏名・電
話番号を明記）で、ＮＰＯ法
人スポーツコミュニティ久喜
東 松島（☎０９０・９３０

11

11

16

初めての方のための
社交ダンス講習会
日程 ５月５日～６月 日
毎週日曜日（ただし、６月９
日を除く） 全８回 ５月中
は 時～ 時／６月中は 時
～ 時
場所 総合第１体育館多目的
ホール
講師 久喜市社交ダンス連合
会指導担当グループ
対象
歳以上の男女
費用 １０００円

11

10 17

10

10 18

30

15

30

15

10

11

15

野草研究家として著名な 長
須房次郎さんと一緒に野草観
察を楽しみながら、参加者相
互の交流を深める会です。
日時 ５月 日㈰ 鷲宮総合
支所駐車場横９時集合～ 時
（予定）
※小雨決行
内容 鷲宮地区の初夏の野草
観察
費用 ３００円（保険料、資
料代含む）
持物 飲み物、雨具、筆記用
具、運動靴、帽子、レジャー
シート、カメラ、ルーペ（お
持ちの方）

16

23

30 26

30

30

15

10

25

11

22

30

20

19

in

30

12

30

15

20

14 11

12

30

21

50

40

22

FAX

17 13
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まえはら

い と う み つ る

10 10

おしゃべりサロン
久喜んこ
普段何げなく感じているこ
とをおしゃべりしませんか。
「自分だけじゃない」と思え
ることで、日頃の悩みも和ら
ぎます。
日時 ４月 日㈭
時～ 時
場所 ふれあいセンター久喜
３階会議室４
人（申込順）
定員
費用 １００円
その他 託児あり（ 人／予
約順）
※１人
 ２００円（２人目以降、
１人１００円）
時
申込開始 ４月 日㈮
申込み・問合せ 子育てネッ
トワーク・久喜んこ 前原
☎０９０・２８９７・３８９８

況により、変更することが
あります。
内容 野菜作りに関する基本
的な講習、各種野菜の栽培
体験
対象 原則、すべての日程に
参加できる方
人（申込順）
定員
※定員を超えた場合は、初め
て参加する方を優先します。
費用 ２０００円
持物 農作業のできる服装、
軍手、筆記用具
※種、肥料、農機具等は用意
します。
時
申込開始 ４月 日㈮
分
申込方法・問合せ 電話で、
農業振興課農業振興係（内線
２８６３）へ
※参加者が５人に満たない場
合は中止します。

市立図書館

◆ブ ッ ク ス タ ー ト ボ ラ ン テ ィ
ア養成講座
ブックスタートとは、
赤ちゃ
んとその保護者に、絵本を開
く楽しさを体験してもらい、
親子で触れ合うきっかけをつ
くる活動です。
新たにブックスタート事業
のボランティアとして活動し
ていただける方を対象に、養
成講座を開催します。
日程 ５月 日㈮・ 日㈮
全 回 各 時 分～ 時
場所 ２階視聴覚室
講師 市立図書館職員
対象 次の①から③までの全
てに該当する方
① 歳以上の市内在住者
②全２回参加できる方
③講座終了後、市内の各図書
館でブックスタート事業の
ボランティアとして活動で
きる方
人（各図書館５人／
定員
申込順）
時
申込開始 ４月 日㈮
申込方法 直接または電話で、
活動を希望する各図書館（中
央 ☎ ・０１１４／菖蒲
☎ ・１３８８／栗橋 ☎ ・
２０００／鷲宮 ☎ ・１０
０２）へ
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17

58

30

12

2

20

87

12

10

52

20

21

公共施設の催し

15

10

15

12

︱ 中央図書館︱
☎ ・０１１４

対象 幼児から高校生まで
申込期間 ４月 日㈫～５月
日㈰
申込方法 申込書（中央図書
館で配布）に必要事項を明記
の上、直接、同図書館へ
留意事項
・必ず本人が申し込んでくだ
さい。
・参加には本人の図書館利用
券が必要です。
・電話での申し込みはできま
せん。
◆ストーリーテリング・スキ
ルアップ講座
日程 ５月９日㈭・ 日㈭
各 時～ 時／５月 日㈯
時 分～ 時
（発表会）
分 全 回
内容 講義、演習、発表会
「きいてみよう！ おはなし
の世界」
※発表会は一般公開します。
場所 ２階視聴覚室
講師 伊藤三鶴さん
対象 次の①もしくは②に該
当し、全３回参加できる方
①平成 年度入門講座を受講
した方
②学校等でストーリーテリン
グの活動をしている方
人（前回受講者 人、
定員
新規 人／申込順）
時
申込開始 ４月 日㈮
申込方法 直接または電話で、
中央図書館へ
14

25

16

30

12

30

23

13

12

12

3

24

20

しみん農園久喜
緑風館

12

10

5

10

22

30

◆名作映画会
時
日時 ４月 日㈯
内容 「太陽が知っている」
１２３分
◆﹁図書館チャレンジ！ よ
むよむ隊﹂隊員募集！
よむよむ隊に参加して本を
たくさん読んでみよう。目標
を達成した隊員には賞状をプ
レゼントします。
14

10

12

30 11

31

30

11

12

3

10

9

12

21

25

◆菜園教室
日程 ５月 日㈯・ 日㈬、
６月１日㈯・ 日㈬、７月６
日㈯、 月 日㈯・ 日㈯、
９月 日㈬、 月５日㈯・
日㈬・ 日㈯、 月 日㈯
全 回 各 時 分～ 時
※雨天の場合や野菜の生育状

20

12

10

16

15

8

26

11

12

対象 市内在住の小学生とそ
公民館
の保護者（２人１組）
︱青葉公民館︱
組（申込順）
定員
◆水彩画教室︵入門︶
費用 １組７００円（材料費）
日程 ５月 日・ 日・ 日、 申込開始 ４月 日㈭ ９時
６月６日 各木曜日 全４回
申込方法 直接または電話で、
時 分～ 時 分
鷲宮公民館へ
場所 ２階会議室
いきいき温泉久喜
内容 水彩画の基礎を学ぶ
☎ ・７９３３
講師 三澤禎子さん
対象 市内在住・在勤者
◆健康相談
人（超えた場合抽選） 日時 ４月 日㈬
時 分
定員
※初めての方優先
～ 時
内容 保健師による血圧測定・
費用 無料
尿検査、健康相談
申込期限 ４月 日㈪ 必着
申込方法・問合せ 直接また
◆健康体操
日時 ４月 日㈫
時～ 時
はＥメール、往復はがき（一
内容 「サプナ 健康体操久
人一葉）に「水彩画教室（入
喜」による健康体操
門 ） 」 ・ 住 所 ・氏 名 ・ 電 話 番
号を明記の上、東公民館（〒
◆パドル健康体操
日時 ４月 日㈬
時～ 時
３４６ ００１６ 久喜市久
喜東１の の ／☎ ・８０
内容 パドルという道具を使っ
３０／Ｅメール kukihigashi- た健康体操
k o m i n k a n @ c i t y . k u k i . l g . 講師 小林靖子さん
）
jpへ
鷲宮児童館
※電話での申し込みはできま
☎ ・７０５４
せん。

30

日時 ４月 日㈯
時～ 時
※受け付けは 時 分まで
場所 埼玉弁護士会法律相談
センター（さいたま市浦和区
高砂４の２の１浦和高砂パー
クハウス１階）
申込み 当日、直接会場にお
越しください。
問合せ 埼玉弁護士会法律相
談センター ☎０４８・７１
０・５６６６

遺言の日記念
無料相続問題相談会

16

16

16

み さ わ よ し こ

金・多重債務問題 第１・
２・３金曜日／司法書士相談
第３水曜日 各 時～ 時
（いずれも祝日、年末年始を
除く）
場所 県庁第２庁舎１階県民
相談総合センター
その他 春日部・川越・熊谷・
秩父の各地方庁舎でも、同セ
ンター職員等が出張して各相
談 を行います。（春日部 毎
月第１・２・３水曜日／川越
毎月第２・３・４火曜日／熊
谷 毎月第１・３・４水曜日
／秩父 毎月第２・４木曜日
各９時 分～ 時／ 時～
時）
※法律相談は 時～ 時のみ
※いずれも予約が必要です。
電話相談・予約・問合せ 同
センター ☎０４８・８３
０・７８３０

13

30 13

ふりがな

30

13

16

12

13

20

15

こばやし や す こ

申込方法 直接または電話で、
「はだかの王さま」
鷲宮児童館へ
対象 小学生
◆ミニおはなしタイム
児童センター
時～
日時 ４月 日㈫
☎ ・８１８１
時 分
◆児童センターまつり
内容 紙人形劇「おはながわ
日時 ５月５日㈷ ９時 分
らった」ほか
～ 時
対象 幼児とその保護者
内容 ミニ動物園、風船プー
◆のびのびタイム
時 分
ル、ビンゴ大会、お茶会、軽
日時 ４月 日㈫
～ 時
食（パン・飲み物・駄菓子等）
内容 体位測定など
の販売
対象 幼児とその保護者
※雨天の場合、ミニ動物園は
中止となることがあります。
◆ 前期幼児クラブ
日時 ５月９日・ 日、６月
その他 当日は 時で閉館と
６日・ 日 各木曜日 全４
なります。
時 分～ 時 分
回
内容 歌やリズム遊びなど
対象 平成 年４月２日～平
相 談
成 年４月１日生まれの幼児
とその保護者
県民相談が
組（申込順）
定員
変更になります
◆ 折り紙クラブ
県では、４月から東部・川
日程 ５月 日㈪、６月３日
㈪、７月１日㈪、８月３日㈯、 越比企・北部・秩父の各地域
振興センターの県民相談を廃
９月２日㈪ 全５回 各 時
～ 時
止し、次のとおり、県民相談
※８月３日は 時 分～ 時
総合センター（県庁）に一本

分
化します。
内容 折り紙で動物や花を製
日時 県民相談・行政相談
作する
電話相談 ９時～ 時／面談
①９時～ 時 ② 時～ 時
対象 小学生
人（申込順）
（いずれも土・日曜日、祝日、
定員
︻ ・ 共通︼
年 末 年 始 を 除 く ） ／法 律 相 談
申込期間 ４月 日㈭～ 日㈭ （要予約） 民事・家庭問題
※休館日は除く
毎週月・火・木曜日／サラ

30

16

11

11

21

15

13 17

11

23

23

30

11

15

16

11

23

23

18

12

◆プチランド
時 分
日時 ４月 日㈭
～ 時
内容 リズム遊び（歌、手遊
び）ほか
対象 幼児とその保護者
◆映画会
時 分
日時 ４月 日㈰
内容 「ぶんぶくちゃがま」

15

2 15

22

15

12

1

10

27

30

13

10

11

︱鷲 宮 公 民 館 ︱
☎ ・８１４４
◆はじめてクッキング
日時 ５月 日㈰ ９時 分
～ 時
場所 鷲宮公民館
内容 彩りちらし、お吸い物、
ポテトチップ入りサラダ、豆
腐団子のきな粉がけ

30

2

13

30

17

30

1

30

14

11

11

22

21

17

16

24

13

10

21

23

30

22

16

16

20

58

10

13

30

30

58

18

21

30

15

－
27

12

15

11

13

12

15

12
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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

申込み・問合せ

４月17日㈬
13時～15時

農業者トレーニングセンター
後継者対策室、和室

菖蒲総合支所総務管理課
☎85－1111（内線215）

４月18日㈭
10時～15時

栗橋総合支所２階
第２会議室、応接室

栗橋総合支所総務管理課
☎53－1111（内線322）

４月22日㈪
10時～12時

鷲宮総合支所４階
405会議室

鷲宮総合支所総務管理課
☎58－1111（内線318）

５月10日㈮
13時15分～16時15分

久喜総合文化会館
会議室、研修室１・２

人権相談・女性相談
【要予約】前日まで

４月19日㈮
13時～17時

女性の悩み
（カウンセリング）相談
【要予約】

市役所４階
相談室３

５月17日㈮
13時～17時
５月13日㈪
13時30分～16時30分

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）

所

５月20日㈪
13時30分～16時30分

６月３日㈪
13時30分～16時30分

人権推進課男女共同参画係
（内線2322）

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・２会議室
市役所１階
相談室１・２

生活安全課
市民生活・青少年係
（内線2633）

菖蒲総合支所４階
第３集会室
栗橋総合支所２階
第１・２会議室

４月16日㈫
９時30分～12時

鷲宮総合支所４階
405会議室

行政相談
（国の事務に関すること）

日前までに、事業等の担当課にお申し込みください。

市役所１階
相談室１

４月16日㈫
13時30分～16時

10

人権推進課人権推進係
（内線2321）

生活安全課
市民生活・青少年係
（内線2633）

菖蒲総合支所４階
第２集会室
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）

毎週月～金曜日（祝日を除く）
10時～12時／13時～16時

市役所３階
消費生活相談室

４月17日㈬
９時～12時／13時～15時

市役所１階
相談室１

市民課（総合窓口）市民係
（内線2663）

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

市役所２階
開発建築課

開発建築課建築指導係
（内線3766）

内職相談

毎週火・金曜日（祝日を除く）
10時～12時／13時～16時

市役所１階
相談室１･２

商工観光課商工労働係
（内線2881）

家庭児童相談

毎週月～金曜日（祝日を除く）
９時～16時

市役所１階子育て支援課
※電話相談可

子育て相談

毎週月～金曜日（祝日を除く）
９時～16時30分

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

児童相談

毎週月～金曜日
（祝日・休館日を除く）９時～ 16時

児童センター／鷲宮児童館
※電話相談可

児童センター
鷲宮児童館

育児相談

毎週月～金曜日（祝日を除く）
９時～16時

各市立保育園
※電話相談可

各市立保育園

消費生活相談
年金相談
【要予約】

交通事故発生状況
人

身

事

２月 ※（ ）内は平成25年の累計
故

物損事故

火災・救急統計速報
建

物

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
☎21−8181
☎58−7054

２月 ※（ ）内は平成25年の累計

2（11）

急

病

310（ 696）

件数

死者数

重傷者数

軽傷者数

件数

車両・船舶

0（ 0）

交

通

57（ 120）

58
（108）

4
（4）

7
（11）

58
（116）

235
（601）

その他

0（ 5）

その他

141（ 329）

火災件数

2（16）

救急件数

508（1,145）

※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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高齢者肺炎球菌
ワクチン接種費用の
一部助成を継続します
市では、４月１日以降も高齢者
肺炎球菌ワクチンの接種費用の一
部助成を継続します。
自己負担額 5000円
助成額 上限3000円
詳しくは、お問い合わせくださ
い。
問合せ 各保健センター

1久喜市がん検診サポーター
養成講座

3骨の健康チェック

手

― 中央保健センター ―

がんは日本人の２人に１人はかか
ると言われている身近な病気です。
がんについて一緒に考えてみません
か。
日時 ５月14日㈫ ９時30分～10時
30分
場所 中央保健センター２階
内容 がんとはどんな病気か／久喜
市のがん検診について
対象 市内在住者
定員 40人（申込順）
申込開始
４月10日㈬ ９時
ヘ
ル シー

2減る脂講座in久喜

の血液検査の結果、次のいずれかに
当てはまる方
①中性脂肪150mg／dl以上 ②ＬＤ
Ｌコレステロール120mg／dl以上
③ＨＤＬコレステロール40㎎／dl未満
定員 20人（申込順）
※超えた場合は、平成24年度の「減
る脂講座」に参加したことがない
方を優先
その他 治療中の方は主治医の許可
を得た上でお申し込みください。本
講座と「減る脂講座in栗橋」の両方
の参加はできません。
申込開始 ４月15日㈪ ９時

脂肪を減らし、外見も体の中も
スッキリ＆ヘルシーを目指します。
日程 ５月15日㈬～７月31日㈬ 各
水曜日 全12回 ９時30分～11時30分
※別途、個別栄養相談が１回ありま
す。
場所 中央保健センター、総合第１
体育館多目的ホール
内容 栄養講話、体力測定、運動実
践など
対象 運動制限がないおおむね40歳
以上64歳以下の市内在住者で、直近

～骨ケア（アンチエイジング）をは
じめてみませんか？～
自分の骨の状態を知り、骨を丈夫
に保つ生活を考えてみましょう。
日程 ①５月16日㈭ ②５月17日㈮
③５月22日㈬ 各９時30分～15時30分
場所 ①②中央保健センター ③ふ
れあいセンター久喜３階会議室
内容 骨密度測定、試食、個別相談
（希望者のみ）など
対象 20歳以上の市内在住者
定員 各96人（申込順）
申込開始 ４月10日㈬ ９時
【1・2・3共通】
費用 無料
申込方法 直接または電話で、中央
保健センターへ

― 栗橋保健センター ―
ヘ

ル

シー

◆減る脂講座in栗橋

健康的に体重を減らし、美しい体
を目指す講座です。
日程 ５月10日㈮～７月12日㈮ 各
金曜日 全10回 13時30分～15時30分
場所 栗橋保健センター
内容 栄養講話、体力測定、運動実
践など
対象 ＢＭＩ（体格指数）25以上の

● 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

４月７日㈰・14日㈰・21日㈰・
28日㈰

19時～22時

４月29日㈷、５月３日㈷・４日
㈷・５日㈷・６日㉁

14時～17時／19時～22時

市内在住者で、生活習慣の改善を考
えている方
※ＢＭＩの計算方法＝体重（kg）÷
身長（ｍ）÷身長（ｍ）
定員 20人（申込順）
費用 無料
その他 本講座と「減る脂講座in久
喜」の両方の参加はできません。
申込開始 ４月10日㈬
申込方法 直接または電話で、栗橋
保健センターへ

◆リズム体操＆リラックスヨガ

楽しく体を動かし、心も体も健康
リフレッシュ！ 初心者向けの運動
教室です。
日程 ５月13日・20日・27日 各月
曜日 全３回 13時30分～15時30分
場所 栗橋保健センター
対象 市内在住者
定員 30人（申込順）
費用 無料
申込開始 ４月10日㈬
申込方法 直接または電話で、栗橋
保健センターへ

― 鷲宮保健センター ―
◆鷲宮おやじ塾

お父さん達だって元気で楽しく過
ごしたい！ 男性向け、のびのび健
康講座です。
日程 ①５月16日 ②５月23日 ③５
月30日  各木曜日  全３回 ９時30分
～11時30分
場所 ①鷲宮公民館実習室 ②鷲宮
総合支所４階405会議室 ③鷲宮公
民館大ホール
内容 調理実習、健康講座（腰痛・
膝痛予防）、ウオーキング指導
対象 おおむね40歳以上の男性
定員 25人（申込順）
申込開始 ４月10日㈬
申込方法 直接または電話で、鷲宮
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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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

４月10日㈬～５月10日㈮（４月１日～９日は広報くき３月１日号に掲載）

事業名
４か月児健康診査

中央保健センター

10か月児健康診査
１歳６か月児健康診査
３歳児健康診査
乳幼児健康相談
離乳食のすすめ方教室
【要予約】

実施日時等
４月12日㈮
５月10日㈮
４月11日㈭
５月９日㈭
４月25日㈭
４月24日㈬
４月16日㈫

受付：13時～13時45分
受付：13時～13時45分
受付：13時～13時45分
受付：13時～13時45分
受付：13時～13時45分
受付：13時～13時45分
受付：９時30分～11時

４月12日㈮、５月10日㈮

対象者等
平成24年12月生まれ
平成25年１月生まれ
平成24年５月生まれ
平成24年６月生まれ
平成23年10月生まれ
平成21年12月生まれ

10時～11時30分 ５～７か月児の保護者

ママ・パパ教室【要予約】 ４月18日㈭・23日㈫

出産予定日が平成25年８月～９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】
精神保健福祉士による心の
意欲の低下やひきこもり傾向にある方等
４月19日㈮ 13時30分～15時30分
健康相談【要予約】
※家族などの相談も可

栗橋保健センター

日前までに、事業等の担当課にお申し込みください。

菖蒲保健センター

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
10

●健康コーナー

４か月児健康診査
３歳児健康診査
３B体操【要予約】
離乳食のすすめ方教室
【要予約】

４月17日㈬ 受付：12時30分～12時50分
平成24年11月～12月生まれ
４月10日㈬ 受付：12時30分～12時50分
平成21年11月～12月生まれ
４月18日㈭、５月９日㈭ 10時～11時30分
おおむね40歳以上の市内在住者
場所：農業者トレーニングセンター
４月25日㈭

10時～11時30分

４月24日㈬、５月８日㈬ 13時30分～15時
場所：農業者トレーニングセンター
成人健康相談【要予約】 毎週月～金曜日（祝日を除く）9時～16時
食生活相談【要予約】
５月10日㈮ ９時～12時
４か月児健康診査
４月16日㈫ 受付：13時～13時30分
３歳児健康診査
４月23日㈫ 受付：13時～13時30分
乳幼児健康相談
４月22日㈪ 受付：９時30分～11時
４月10日㈬ 10時30分～11時30分
場所：栗橋保健センター
多胎児のつどい（双子・三
５月８日㈬ 10時30分～11時30分
つ子の保護者のつどい）
場所：栗橋地域子育て支援センター
（くぷる内）
コアラ（障がいのある子ど
４月19日㈮ ９時30分～11時30分
もの保護者のつどい）
ママ・パパ教室【要予約】 ５月10日㈮ ９時30分～12時
成人健康相談【要予約】 毎週月～金曜日（祝日を除く）９時～16時
①９時30分～10時30分
ダンベル体操
４月18日㈭ ②10時40分～11時40分
健康体操

ウオーキング体操

鷲宮保健センター
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おおむね40歳以上の市内在住者
市内在住者
市内在住者
平成24年12月生まれ
平成21年12月生まれ

双子・三つ子の保護者

心や身体にハンデのある子どもの保護者
出産予定日が平成25年８月～11月の妊婦とその家族
市内在住者
市内在住者

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

４月17日㈬
４月19日㈮
４月24日㈬
４月23日㈫
４月18日㈭

受付：13時～13時45分
受付：13時～13時45分
受付：13時～13時45分
受付：13時～13時45分
受付：13時～14時

平成24年12月生まれ
平成24年６月生まれ
平成23年９月生まれ
平成21年12月生まれ

５月２日㈭

10時～11時30分

５～７か月児の保護者

５月９日㈭

わかちあいるーむ（精神障
４月18日㈭
がい者の家族のつどい）
４か月児健康診査
10か月児健康診査
１歳６か月児健康診査
３歳児健康診査
乳幼児健康相談
離乳食のすすめ方教室
【要予約】
成人健康相談【要予約】

５～７か月児の保護者

毎週月～金曜日（祝日を除く）９時～16時 市内在住者

ほ ん だ せ い ろ く

心と言葉で

ひろがる輪

江面第一小学校６年

み

く ぼ う

き

あ ら い

新井

り

さ

理沙

しょうれんじ

だ にょらい りゅうぞう

か い き

回︶

うじまさ

えちごのくに

うじ やす

た け だ しんげん

さがみのくに

か い の く に

問合せ 文化財保護課文化財・歴史資
料係︵内線４３２３︶

うえすぎけんしん

作られるようになりました︒
さて︑この仏像が鋳造された当時は︑
戦国時代の真っただ中にあり︑相模国
︵神奈川県︶の北条氏康・氏政︑甲斐国
︵山梨県︶の武田信玄︑越後国︵新潟県︶
の上杉謙信ら戦国大名が激しい抗争を
繰り広げていました︒元亀２年︵１５
７１︶には︑武田信玄が北条氏領国へ
侵攻し︑久喜周辺にも行軍しています︒
また︑元亀３年︵１５７２︶から翌年
にかけては︑北条氏政が上杉側の羽生
城︵羽生市︶
︑関宿城︵千葉県野田市︶
等の拠点を攻撃し︑救援のため出兵し
た上杉謙信と対峙しました︒目沼郷や
久喜市周辺地域は︑これらの戦国大名
が入り乱れて争う最前線だったのです︒
戦火の絶えない不隠な時代を背景に︑
坂木神左衛門は阿弥陀如来へ願いを込
め︑この仏像を作ったものと思われま
す︒

連載久喜歴史だより ︵第
どうせい あ

が

銅製阿弥陀如来立像

こ

さ か き し ん ざ え も ん

むさしのくにながいのしょうめぬまごう

げん

いっしきなおとも

現在︑郷土資料館常設展示室に︑市
指定有形文化財銅製阿弥陀如来立像の
複製が展示されています︒
この仏像は︑久喜市上川崎の正蓮寺
の本尊仏として今日に伝わったもので︑
正蓮寺は古河公方家臣で幸手城︵幸手
市︶主の一色直朝が開基した寺院と伝
えられています︒
︒両手首より先
仏像の高さは約
を除いた身体全体を銅で一体に鋳造し
たもので︑それらとは別個に鋳造され
た両手部分が︑ロウで接着されていま
す︒
また︑仏像の背面には︑製作年や願
主の名が刻まれており︑その銘文によ
れば︑もとは元亀３年︵１５７２︶
月に武蔵国長井庄目沼郷︵熊谷市妻沼︶
の坂木神左衛門という人物が︑念仏本
尊として造立したことが記されていま
す︒坂木神左衛門は目沼郷の有力な住
人とみられ︑個人的な礼拝仏としてこ
の仏像は製作されたようです︒その後
の経緯は不明ですが︑正蓮寺に伝わり︑
本尊仏となりました︒
阿弥陀如来は︑平安時代の浄土信仰
から︑阿弥陀如来の功徳によって極楽
浄土に往生できると説かれ︑広く信仰
されるようになりました︒阿弥陀仏へ
の信仰の進展に伴って︑仏像も盛んに
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本多静六博士没60年記念事業で整備した本多静六記念館がオープンします。記念館には、本多家か
ら寄贈された博士の直筆の資料や遺品などの貴重な資料
をはじめ、公園の模型や写真、博士が手掛けた全国各地の
公園や観光地のポスターを展示します。
皆さん、ぜひ記念館にお越しください。
（入館無料）
日時 ４月21日㈰ 13時オープン
場所 菖蒲総合支所５階
※４月22日㈪以降、記念館の開館時間は、９時〜17時
となります。（土曜日・祝日 休館）
展示室の完成イメージ
問合せ 企画政策課企画政策係（内線2282）
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下早見85-3

〒346-8501

３月１日現在

■菖蒲総合支所

（

■久喜市役所（本庁舎）

久喜市の人口

〒346-0192

口 155,854人 （−144）

人

銅製阿弥陀如来立像
（左：正面、右：背面）
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本多静六記念館がオープンします
本多静六記念館がオープンします

