
新型コロナウイルスの影響により、イベント等が中止になる場合があります。市ホームページまたは各問合せ先で確認してください。
また、イベント等参加の際は、マスクの着用・検温にご協力をお願いします。

朝日自動車㈱の「くきふれあい
タクシー（補助タク）」は
利用受付を終了しました

　朝日自動車㈱が久喜市内で運行し
ていたタクシー事業が、令和４年５
月末日をもって終了しました。これ
に伴い、くきふれあいタクシーにつ
いても、同社の利用はできませんの
で、他のタクシー事業者をご利用い
ただきますようお願いします。

  交通企画課交通企画係（内線
2631）

建設工事請負等の入札参加資格
審査に係る申請

　令和５・６年度に市が発注する建
設工事、設計・調査・測量業務、土
木施設維持管理業務の受注を希望す
る方の入札参加資格審査に係る申請
を受け付けます。
◆新規申請

  現在、埼玉県電子入札共同シス
テムに登録のない事業者
  ９月１日㈭～ 22日㈭に郵送で申請

◆更新申請
  現在、埼玉県電子入札共同シス
テムに登録している事業者（業者
ＩＤ番号がある事業者）
  建設工事：10月５日㈬～11月25
日㈮／設計・調査・測量業務、土
木施設維持管理業務：10月５日㈬
～11月11日㈮（建設工事を同時に
申請する場合も、この受付期間）
に、同システムによる電子申請お
よび郵送で申請

※ 詳細は県ホームページをご覧ください。
  財政課契約係（内線2482）

マダニを媒介する感染症に注意！
　マダニに咬まれることで、「重症熱
性血小板減少症候群（SFTS）」や「日
本紅斑熱」などの感染症に感染する
ことがあります。キャンプや農作業
など、マダニが生息する草むらなど
で活動するときは、マダニを発見し
やすい明るい色の長袖・長ズボンを
着用して、肌の露出を減らし、マダ
ニに咬まれないよう注意しましょう。
　また、散歩後のペットの表面をチ
ェックし、ペットからの室内へのマ
ダニの侵入を防ぎましょう。

  健康医療課健康企画係（内線
3422）

蚊を介する感染症の予防対策
　ウイルスなどの病原体に感染した
人や動物の血を吸った蚊に刺される
ことで、感染症にかかる恐れがありま
す。蚊は、植木鉢の受け皿など小さ
な水たまりでも発生します。日頃から
周囲の水たまりを無くすように心がけ
るなど、一人ひとりが対策しましょう。

  県感染症対策課 ☎048-830-3557
（蚊媒介の感染症）／県生活衛生課 
☎048-830-3606（蚊の防除）

肉の生食等による食中毒に注意！
　生のお肉にはカンピロバクターや
腸管出血性大腸菌O157などの病
原微生物が付着していることがあり
ます。「新鮮だから安全」「禁止され
ていないから安全」ではありません。
十分に「加熱」をして、食中毒を防ぎ、
生のお肉に触れた手や調理器具はし
っかり洗いましょう。

  幸手保健所　☎42-1101

下水道排水設備工事責任技術者
共通試験

 11月27日㈰
 聖学院大学（上尾市戸崎１-１）
  ８月22日㈪～９月30日㈮（必着）
に、郵送で申し込み　※詳細は受
験案内（８月22日㈪より、下水道施
設課で配布）を参照

受験料　10,000円
  下水道施設課排水係（  内線
288）

ペット動物のための災害対策を
心がけましょう

　大規模災害の発生等で避難所が開
設された場合、被災者はペットととも
に避難所へ同行避難できます。ただし、
避難者スペース（居室）内への持ち込
みは原則禁止とし、決められた場所で
飼い主が責任を持って飼育します。
◆平常時に行うこと
・基本的なしつけをしておく。
・ キャリーバッグ等に入ることや首輪・

リードをつけることに慣れさせる。
・ 複数の一時預け先（親戚や友人、

ペットホテル等）を確保し、避難所
に頼らない避難方法も考える。

※ 災害によっては「在宅避難」や「分散避難」
が最良の手段となる場合もあります。
◆ペットのための備蓄品リスト

  環境課環境保全・衛生係（  内
線368）

□ 療法食、常備薬 □ ペットシーツ
□ 食器 □ トイレ用品
□ えさと飲み物

（推奨７日分以上） □ キャリーバッ
グやケージ

□ 予備の首輪、リー
ド（伸びないもの） □ 匂いのついた

タオル

□
飼い主の連絡先
やペットの情報
を記録したもの

□ 好きなおもちゃ
□ ガムテープ

「夏のライフスタイルキャン
ペーン」にご協力を！
　　　（6/1㈬～9/30㈮）

生活スタイルを見直して、省エネ・
節電に取り組みましょう。

  環境課ゼロカーボ
ン推進係（  内線
364）

人権について考えてみませんか
～同和問題（部落差別）を

考えましょう～
同和問題（部落差別）とは
　日本の歴史的過程で形づくられた
江戸時代の身分制度等に由来するも
ので、「人権の世紀」と呼ばれる21世
紀においても、いまだに残っている日
本固有の人権問題があります。それ
が同和問題（部落差別）です。
　同和問題（部落差別）は、同和地
区と呼ばれる特定の地域の出身であ
ることや、そこに住んでいることを理
由に、結婚を反対されたり、就職が
できなかったり、日常生活の上でさま
ざまな差別を受けるという問題です。
　このような問題は、憲法がすべて
の国民に保障している基本的人権が
侵害されている人権問題であり、重大
な人権侵害です。同和問題（部落差
別）は決して過去の問題ではありませ

ん。いまだに残る差別意識を解消する
ために私たち一人ひとりが自らの課題
として取り組む必要があります。
部落差別解消推進法
　平成28年12月16日には、「部落差
別の解消の推進に関する法律」（部
落差別解消推進法）が施行されまし
た。この法律は、現在でも部落差別
が存在することを明記し、これを解
消することが重要な課題であり、国
および地方公共団体の責務であるこ
と等を明記したものです。
同和問題（部落差別）の解決に向けて
　同和問題（部落差別）を解決する
ためには、私たち一人ひとりが、同
和問題（部落差別）についてしっか
りと向き合い、自由に意見を交換し
合い、偏見を持つことなく正しい理
解と認識を持つことが大切です。同
和問題（部落差別）の解決は憲法の
基本的人権の実現を目指すことであ
り、すべての国民にとって自分自身の

課題であることを忘れてはなりません。
  人権推進課人権推進係（内線2321）
／各総合支所総務管理課人権推進
係（  216 ／  323 ／  115）

グラーテス青葉公園球場および
青葉公園テニスコート
照明設備改修工事

　工事期間中は当施設の利用はで
きません。ご迷惑をおかけしますが、
ご理解とご協力をお願いします。

  12月１日㈭～令和５年２月28日㈫
※ 本工事はスポーツ振興くじ助成金の

助成を受けての実施を予定しています。
詳細は、Ｗｅｂサイト（https://www.
toto-growing.
com）をご 覧く
ださい。

農業用廃プラスチック収集日
（久喜・菖蒲地区）

　搬入の際は、汚れを落とし、異物・
異素材の混入を避け、10㎏～15㎏く
らいでつづら折りにし、同じ素材の
ひもで2、３か所縛ってください。
搬�入できる方　久喜・菖蒲地区の農

業者（法人を除く）
搬�入できる素材　軟質系ポリエチレン
（外張りPO、PO、カーテン、マルチ、
灌水チューブ、マイカー線、ポリポット）
  ８月25日㈭ ９時～11時30分
  久喜地区…久喜ライスセンター

　 菖蒲地区…カントリーエレベーター
負担金　１㎏につき約50円（税込）
※負担金額は変更の可能性があります。

  久喜地区：JA南彩久喜営農経済
センター　☎25-1515／菖蒲地
区：JA南彩菖蒲営農経済センタ
ー　☎87-0010

戦争と人権について
　20世紀におきた二度の世界大戦では、多くの人の尊

い命が失われるとともに、人権が踏みにじられるような出来事も多く
発生しました。このような経験から、国際社会では、人権を守ること
が世界平和にもつながる、といった考え方が主流になっていきました。
そこで、1948年（昭和23年）12月10日、国際連合第３回総会におい
て、「すべての人民とすべての国とが達成すべき共通の基準」として、「世
界人権宣言」が採択されました。
　しかしながら、戦争や紛争は今も世界各地で起き、人権が守られて
いない人々がいます。現在においても民間人が暴行・虐殺されたとの
報道があるなど、極めて重大な人権侵害行為が発生しています。
　自分たちこそが正しいという一方的な考え方は、対立を生み出し、
争いに発展させます。考え方が違っても、相手の立場を尊重し、思い
やり、対話していくことが必要です。
　ぜひ、あらためて「平和」と「人権」の大切さを考えてみてください。
　埼玉県では、「すべての県民がお互いの人権を尊重しながら共に生き
る社会」の実現に向けて、「人権尊重社会をめざす県民運動」を展開し
ています。８月は「人権尊重社会をめざす県民運動強調月間」です。

  生涯学習課人権教育係（  内線239）
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