
マイナンバーカードをお早めに
お受け取りください

　交付通知書が自宅に届いている
方は、お早めにお受け取りください。
なお、お受け取りには必ず本人がお
越しください。

  交付通知書に記載
  市民課（総合窓口）市民・パスポ
ート係（内線2667）／各総合支
所市民係（総合窓口）（  127／

 204／  123）

初回献血＋ラブラッド
登録キャンペーン

　11月末までキャンペーンとして、初
めて献血をする方で献血Web会員サ
ービス「ラブラッド」に会員登録いた
だいた方に記念品を差し上げます。
※記念品が無くなり次第終了します。
※ 詳細は日本赤十字社ホームページを

ご覧ください。
  県薬務課薬物対策・献血担当　
☎048-830-3635

労働保険料（労災保険・雇用保険）
の第２期分の納期限は
10月31日です

　納付書は、納期限の10日前頃に該
当事業所へ郵送します。保険料納付
には口座振替が便利です。詳細は厚
生労働省または埼玉労働局のホーム
ページをご覧ください。

  埼玉労働局労働保険徴収課　
　 ☎048-600-6203

2023年版県民手帳を販売します
 10月14日㈮～12月16日㈮
  情報推進課、各総合支所総務管理課
  600円

※ サイズは14cm×９cm、色はネイビ
ー・ペールグリーンの２色
  情報推進課統計係（内線5888）

多様な働き方実践企業認定
　県では、テレワークや短時間勤務
など、多様な働き方ができる職場環
境づくりに取り組んでいる企業を「多
様な働き方実践企業」として認定し
ています。詳細は県ホームページを
ご覧ください。

  県多様な働き方推進課 
　 ☎048-830-3963

預けて安心！法務局の自筆証書
遺言書保管制度

　自筆証書遺言書を作成した本人が
法務局に遺言書の保管を申請できる制
度です。遺言書の紛失、隠匿および改
ざん等を防止することができます。

  さいたま地方法務局　久喜支局　
総務課　☎21-0215

プラチナ・サポート・ショップ
　配送、移動販売、送迎・出張サー
ビス、多目的トイレ設置、防犯・見
守りなど、高齢者の暮らしを支える
サービスを実施しているお店です。

  県地域包括ケア課　
☎048-830-3256

カスリーン台風から75年
　令和４年は、カスリーン台風によ
り利根川が決壊し、未曾有の大災害
が発生してから75年目になります。

「利根川のリスクを忘れない」取り組
みとして、国土交通省で特別動画を
作成しました。

  消防防災課危機管
理係（内線2646）

「市民の声」を実施しています
　日ごろ市民の皆さんが市政につい
て感じていることや考えていることな
どを、市長に直接、お寄せいただき、
市政運営の参考とさせていただいて
います。また、お寄せいただいたご意
見等の一部を抜粋して、その要旨等
を市ホームページで公開しています。
　令和３年度はお寄せいただいた
311件のうち、223件について「市
長から回答」または「市長への報告」
を行いました。より良いまちづくり
のため、市民の皆さんからの建設的
なご意見・ご提案をお待ちしています。
※詳細は市ホームページをご覧ください。

  市政情報課広報広
聴係（内線2249）

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。

戦没者遺児による慰霊友好親善事業
　日本遺族会では先の大戦で父等を
亡くされた戦没者の遺児が旧戦域を
訪れ、慰霊追悼を行うとともに、同
地域の住民と友好親善を図っていま
す。詳細はお問い合わせください。

 10万円
  日本遺族会事務局　☎03-3261-5521

行政改革取り組み結果のお知らせ
　市では、平成29年度から５カ年を計
画期間として、行政改革に係る50の実
施項目に取り組んできました。令和３年
度の取り組み結果は、下記のとおりです。

※ 詳細は、市ホームページなどでご覧
ください。
  企画政策課行政管理係（内線
2287）

浄化槽を適正に管理しましょう
　浄化槽の使用者には、法律で次の
３つが義務付けられています。
法�定検査　浄化機能が十分発揮されて

いるか確認する定期水質検査の実施
保�守点検　機器の点検・調整や清掃

時期の判定、消毒薬の補充
清�掃　浄化槽の底部に溜まった固形

物などを引き抜く
  下水道施設課排水係（  内線　
288）

ストップ！滞納　10月～12月は
滞納整理強化期間です

◆納期限を過ぎると…
　督促状や催告書でお知らせしてい
ますが、それでも納めていただけな
い場合は、財産（預貯金、給与、生
命保険など）の差し押さえを行います。
　災害や病気等のやむを得ない事情
により納税が困難な方は、お早めに
ご相談ください。収納課では日曜日
でも、納税相談を受け付けています。　
※開庁しない場合もあります。

  収納課徴収係（内線2748）

第３次久喜市男女共同参画
行動計画（案）

概�要　男女共同参画社会の実現を目
指し、事業に取り組むための計画

（案）の意見を募集します。
計�画期間　令和５年度～令和９年度

の５年間
提�出期間　10月３日㈪～ 11月４日㈮
（必着）
  ①市内在住・在勤・在学者②市
内で事業を営みまたは活動する方
③市に対して納税義務を有する方 
④案件に利害関係を有する方

閲�覧方法　市ホームページおよび市
内各公共施設の市民参加コーナー
で、10月３日㈪から閲覧できます。
提�出方法　意見書（市ホームページ、

市民参加コーナーで配布）を直接意
見箱へ投入するか郵送・FAX・メー

　 ルで、人権推進課男女共同参画係
（〒346-8501／ 22-3319／  

　jinken@city.kuki.lg.jp
　／内線2322・2325）
　へ。電子申請も可。

久喜市都市計画マスタープラン
の一部変更（案）

概�要　土地利用や都市施設などの位
置付け、配置の見直しを行います。
提�出期間　10月３日㈪～ 11月４日㈮
（必着）
  ①市内在住・在勤・在学者②市
内で事業を営みまたは活動する方
③市に対して納税義務を有する方 
④案件に利害関係を有する方

閲�覧方法　市ホームページおよび市
内各公共施設の市民参加コーナー
で10月３日㈪から閲覧できます。
提�出方法　意見書（市ホームペー

ジ、市民参加コーナーで配布）を
直接意見箱へ投入するか郵送・

　FAX・メールで、都市計画課計画・
　 堤防対策係（〒346-0024　北

青柳1404-7／ 22-0300／  
toshikeikaku@city.kuki.lg.jp／
内線4662）へ。

　電子申請も可。

シラコバト基金への寄付のお願い
　シラコバト基金（シラコバト長寿
社会福祉基金）は、誰もが安心し
て暮らせる地域社会を実現するため、
県が設置している基金です。寄付金
は、ボランティア活動の支援や、障
がい者の生活をサポートする事業な
どに活用しています。詳細は県ホー
ムページをご覧ください。

  県福祉政策課 ☎048-830-3223

達成状況 件数
達成／完了 ５

計画を上回る 13
計画どおり 19

計画を下回る 10
実施を見合わせる ３

合計 50

道路の不具合を見つけたら道路の不具合を見つけたら
道路河川課道路レスキュー係
までご連絡ください。
☎内線 4641・4647

dorokasen@city.kuki.lg.jp

　例えばこんなとき…
・道路に穴や段差がある。　
・ 側溝や蓋のガタつき、破損が

ある。
・路肩が崩れている。　
・ カーブミラーの角度調整が必

要である。
・ 縁石やガードレール、フェン

ス等の安全柵が壊れている。
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写真を２枚撮影 市ホームページ
からアクセス

道路レスキュー
到着

※ 位置情報機能を ON
にすると写真に位置
情報が付きます。

写真を添付の上、住所
や目印になる施設など
を入力します。

※ 不具合の状況や通報時間によっては、翌日以降
の対応になる場合もあります。

スマートフォン・携帯電話から
24 時間 365 日いつでも通報可能！
※ 詳細は、市ホーム

ページをご確認く
ださい。 ※ 補修等は平日の対応になります。

※緊急の場合は電話でご連絡ください。

ガス給湯器
石油給湯器
エコキュート
久喜市北青柳1236-1
建設業許可（般-30）第62310号
定休日　日曜、祝日、第2・4土曜 0480（23）4126

ニーサン ヨ 　 イ 　 フ 　 ロ

修 理点検
取替工事

便器・ウォシュレット 水栓・シャワー
洗面化粧台・流し台
ユニットバス

水道、下水道、久喜市指定工事店

予約30日

在庫有り

在庫有り
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 菖蒲総合支所　  栗橋総合支所　  鷲宮総合支所
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