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市公式動画チャンネル

郷土の偉人 本多静六博士の偉業・
生き方から地域の魅力を再発見

１月19日㈯、菖蒲総合支所で、平成
30年度郷土の偉人本多静六博士の偉
業・生き方から地域の魅力を再発見「見
つけ出そう！大人も知らない久喜市の
魅力」発表会が行われました。
博士の出身校である三箇小学校の６
年生が博士の功績、生き方について発
表し、市内の小学生とともに本多静六
記念館の見学や意見交換を行い、交流
を深めていました。

『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/）やマチイロ（スマートフォン
アプリ）からも、ご覧になれます。

市公式 SNS

◆各庁舎等における組織の配置について………………………………………
各庁舎等の配置状況についてお知らせします。（名称・配置に変更がある課および新設する課等は赤字）

○本庁舎および公文書館
５階

議会事務局

４階

人事課

庶務課

３階

秘書課

情報推進課

２階

資産税課

１階

市民税課 収納課 市民課
（総合窓口） 国民健康保険課 健康医療課 子ども未来課 保育課 出納室
環境経済・教育分室

公文書館

企画政策課
財政課

社会福祉課

アセットマネジメント推進課

市民生活課

交通企画課

生活支援課

※

公文書館

人権推進課

契約検査課

障がい者福祉課

選挙管理委員会事務局

※

消防防災課
高齢者福祉課

介護保険課

※

監査委員事務局

○第二庁舎
２階

都市整備課

公園緑地課

１階

建設管理課

道路建設課

道路河川課

都市計画課

資源循環推進課

農業振興課

農業委員会事務局

建築審査課

○菖蒲総合支所
３階

環境課

２階

総務管理課

１階

久喜ブランド推進課 菖蒲市民係（総合窓口） 菖蒲社会福祉係 菖蒲高齢者・介護保険係 菖蒲児童福祉係

○栗橋総合支所
１階

総務管理課 栗橋市民係（総合窓口） 栗橋社会福祉係
栗橋駅西土地区画整理事務所

栗橋高齢者・介護保険係

栗橋児童福祉係

鷲宮高齢者・介護保険係

鷲宮児童福祉係

○鷲宮総合支所
２階

上下水道経営課

１階

総務管理課

水道施設課

下水道施設課

鷲宮市民係（総合窓口） 鷲宮社会福祉係

○久喜市教育委員会（東京理科大学跡地）
２階

教育総務課

学務課

１階

生涯学習課

文化財保護課

学校給食課

指導課

※契約検査課、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局は３月18日㈪から配置を変更します。

菖蒲・栗橋・鷲宮総合支所の日曜開庁を終了します
菖蒲総合支所、栗橋総合支所、鷲宮総合支所における日曜開庁は、３月31日㈰の実施をもって終了します。
なお、本庁舎は平成31年４月以降も引き続き実施します。
また、住民票の写し等の各種証明書は、マイナンバーカードを使用して全国のコンビニエンスストアで取得で
きます。
○開庁時間（本庁舎のみ）
毎週日曜日 ８時30分～12時、13時～17時15分 （年末年始、庁舎の保守など閉庁を必要とする日は除く）
○開庁窓口
市民課（総合窓口）、市民税課、資産税課、収納課、子ども未来課、保育課、国民健康保険課、出納室
問合せ

日曜開庁に関すること
：企画政策課企画政策係（内線2288）
コンビニ交付に関すること：市民課（総合窓口）市民係（内線2662）
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組織機構改革により

市役所の担当部署や配置が一部変わります
市民サービスの一層の向上と効率的な行政運営を推進するため、４月１日㈪から市役所の組織が変わりま
す。これにより、担当部署や配置が一部変更になりますので、お知らせします。
なお、課の名称変更、設置および廃止につきましては、広報くき２月１日号をご覧ください。
問合せ 企画政策課企画政策係（内線2282）

◆組織機構改革の主な内容………………………………………………………
アセットマネジメント※ の推進
アセットマネジメント推進課を設置し、公共施設
の適正な運用を推進します。
子育て支援体制の強化
「健康増進部」を「健康・子ども未来部」とし、
妊娠中の方や子育てをされている方への支援体制の
強化に取り組みます。
高齢者支援体制の強化
介護福祉課を「高齢者福祉課」と「介護保険課」
に分割し、それぞれの事務を専門的に行います。

久喜ブランドの推進、にぎわい創出機能の充実
「商工観光課」を「久喜ブランド推進課」とし、
商工業や観光の振興とシティプロモーションの推進
に取り組みます。
各総合支所の地域振興機能の強化
各総合支所の総務管理課が窓口となり、各地域の
振興に取り組みます。
効率的・効果的な組織機構の構築
各部署の事務分掌を見直し、課・係を再編するこ
とで、事務の専門性と効率性の向上を図ります。

※アセットマネジメント…公共施設を一元的に把握して将来の費用負担を推計した上で、老朽化した公共施設の統廃
合や複合的な活用を行い、一定の行政サービスを維持しながら、長期的な財政支出の削減を図ること。

◆組織機構改革に伴う事務の担当部署の変更…………………………………
組織機構改革に伴い、事務を取り扱う部署に変更があります。ここでは、市民の方が手続きをする窓口に
おける事務について、担当部署の変更をお知らせします。この他にも変更がありますので、詳細について
は、各担当部署へお問い合わせください。
現担当部署

取り扱う主な事務
消費者相談

生活安全課

法律相談

営繕課
水道業務課
下水道業務課

電気工事業の登録

など

市民生活課

デマンド交通（くきまる）・デマンドタクシー実証実験の利用登録
交通安全対策 交通災害共済の加入手続き など

交通企画課

空き家の適正管理に関する相談

都市整備課

青少年相談員の応募
介護福祉課

防犯対策

４月からの担当部署

など

青少年健全育成事業の実施

緊急時通報システム 配食サービス
高齢者の総合相談 など
介護サービスの利用手続き

など

子ども未来課

いきいきデイサービス

高齢者福祉課

など

市営住宅の入居に関する手続き

介護保険課

など

水道の使用開始、休止に関する手続き

都市整備課
など

下水道・農業集落排水処理施設の使用開始、休止に関する手続き

など

上下水道経営課

○各総合支所の事務について
各総合支所の市民生活係の事務のうち、青少年に関係する事務は各総合支所児童福祉係が、それ以外の事
務は各総合支所総務管理課が取り扱います。

❸
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◆災害時の情報収集
市では、災害が発生し、または発生するおそれがある場合、防災行政無線により災害情報
や避難情報をお知らせします。いざというときは、速やかに身の安全を確保する行動をとる
とともに、自発的に情報収集を行いましょう。

電話で確認できます

0₄₈0－22－₆₁₇₇

・通話料がかかります。
・放送終了直後から利用できます。
・新しい放送内容から順に再生されます。
・定時放送（お昼のサイレン、児童の登下校放送、
市の歌）は、聞くことができません。

メール配信やツイッターで放送内容をお知らせします
メール配信サービスの登録方法は、登録用アドレス（kuki.bousai＠mpme.jp）へ
空メールを送信後、返信メールの案内に従って登録するか、QRコードから登録し
てください。
防災行政無線の放送と連動して、市公式ツイッター（Kuki_City_PR）でも、防
災行政無線の放送内容をお知らせします。さらに、ツイッターアラートに登録し
ておくと、市からの避難情報や緊急情報などをプッシュ通知でお届けできます。

メール配信

ツイッター

共助
大規模災害が発生した場合は、行政や防災関係機関の対応には限界があるた
め、地域住民同士の助け合いによる自主防災活動が非常に重要になります。
自主防災組織は、災害による被害を予防し、また、災害発生時の被害を軽減
するための活動を行う組織です。
このたび、市内の自主防災組織である「鷲宮第24区自主防災会」の活動が、
県内において特に優れたものであると認められ、埼玉県知事に表彰されまし
た。表彰式は２月５日㈫に埼玉会館にて執り行われ、併せて活動事例発表を行
いました。

公助
現在、市では地震や風水害、その他の災害が発生し、または発生するおそれがある場合に備え、市民の安全を
確保することを目的に、各種団体や企業と防災協定を締結し、迅速に災害対策を行うこととしています。
このたび、平成31年１月に各種団体や企業と、次のとおり３つの防災協定を締結しました。
協定名

災害時における被災者支援に
関する協定

災害時における無人航空機による
情報収集に関する協定

災害時における物資の供給等に
関する協定

協定先

埼玉県行政書士会

株式会社トミタモータース

株式会社マミーマート

応援内容

被災者支援のための
行政書士業務相談に関すること

災害時にドローンを活用した
情報収集に関すること

生活物資（食料品、日用品など）の
供給に関すること

調印式
の様子
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命を守るための三助

〜自助・共助・公助〜

近年、日本各地において自然災害が発生し、激甚化しています。平成30年は、６月の大阪府北部地震
や、平成30年７月豪雨、９月の北海道胆振東部地震などが各地に甚大な被害を及ぼしました。
このような大規模災害が発生した場合には、行政や防災関係機関の対応には限界があります。実際に、
阪神・淡路大震災では、救出の主体の多くは近隣住民等であり、消防・警察・自衛隊に救助された人は約
２割に留まります。
このように、災害から、大切な命や財産を守るためには、行政や防災関係機関による「公助」だけに頼
るのではなく、自分の身は自分で守る「自助」、そして近所の方と互いに助けあう「共助」の取り組みが
大切です。
問合せ 消防防災課危機管理係（内線2648）
い ぶ り

自助
◆家具の転倒防止対策
近年発生した地震でけがをした方のうち、約30～
50％の人が家具類の転倒や落下によるものでした。
家具類の転倒や落下は、直接体に当たってけがをす
るだけでなく、避難経路を塞ぐなどさまざまな危険
をもたらします。
大きな家具は、金具や突っ張り棒で固定するだけ
でなく、寝室や出入口周辺に置かないなど、配置に
も工夫が必要です。

ど）がないか併せて確認しておきましょう。市内の
避難所等は久喜市防災ハザードマップまたは市ホー
ムページ等で確認できます。
また、洪水の場合、浸水想定区域内に留まること
が、命の危険につながる場合があります。自然災害
に対しては、各人が自らの判断で避難行動をとるこ
とが原則です。「自分の命は自分で守る」という考
えの下、身の危険を感じるときは、早めに遠くの親
戚・知人を頼るなどして避難することも必要です。

◆避難所・避難場所、避難経路の確認

◆非常持出品・備蓄品の準備

災害時は、建物の倒壊などによる避難経路の遮断
によって、避難する場所が異なってきますので、あ
らかじめ自宅近くで避難所・避難場所を数か所確認
しておく必要があります。また、避難所等までの道
を実際に歩いて、危険な箇所（倒壊のおそれがある
古い家屋や、用水路、蓋がはずれている排水溝な

大規模災害が発生したときは電気、ガス、水道な
どのライフラインが止まる場合や、道路の破損によ
り、水や食料など、支援物資が手元に届くまでに時
間がかかる場合があります。「自分にとって、我が
家にとって」災害時に必要なものを整理し、いざと
いうときに備えましょう。

非常持出品・備蓄品チェックリスト

ここで示すのは一例です。リストを参考に、必要なものを備えましょう。

応急医薬品

個別用品（女性）

衣類

□現金（小銭も）

□服用中の薬・お薬手帳

□生理用品

□下着・上着

□預貯金通帳

□救急用品セット

□化粧品・スキンケア用品

□毛布

□印鑑

衛生用品

□防犯ブザー

□寝具

□免許証などの身分証明書

□マスク

個別用品（乳幼児）

飲料水・食料品
□飲料水（１人１日３リット
ル程度）
 トルト食品・缶詰・カッ
□レ
プ麺（１週間分以上）

□健康保険証

□（ウエット）ティッシュ

□哺乳びん・粉ミルク

情報機器類

□携帯トイレ

□離乳食

□携帯電話・充電器

生活用品

□紙おむつ・おしりふき

□調味料

燃料

□携帯ラジオ

□手袋（軍手）

□おもちゃ

□乾電池

□タオル

□母子手帳

□カセットコンロ（ボンベも）

□筆記用具

□缶切り・ナイフ

個別用品（要配慮者）

□固形燃料

□ガムテープ

□ライター・マッチ

□大人用紙おむつ

その他

飲料水・食料

□ビニール袋

□予備の眼鏡

□ラップ

 料水（ペットボトル500
□飲
㎖入りを３本以上）
（乾パン
・缶詰・
レトルト
□非常食
食品など３日分程度）

避難グッズ

□入れ歯・補聴器

□ビニールシート

□懐中電灯

□障害者手帳

□工具類（ロープ・バール・
スコップ等）

□菓子類（チョコレート等） □ヘルメット・防災頭巾

❺

備 蓄 品

非常持出品

貴重品
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□トイレ用品

平成29年度

財務書類４表を公表します

市民の皆さんに財政状況をより分かりやすく説明し、財政運営の効率化・適正化を図ることなどを目的に、平成29
年度の財務書類を作成しました。本市では平成28年度決算から国の「統一的な基準」による財務書類等を作成してい
ます。今回は一般会計等（一般会計と土地区画整理事業特別会計の合算）の財務書類４表の概要を公表します。
詳しくは、財政課、公文書館、市ホームページでご覧になれます。

問合せ

財政課財政係（内線2422）

※ 市民１人当たりの額は、人口153,714人（平成30年3月31日現在）で算出しています。
※ 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。

₁ 貸借対照表
現金や基金、施設などの市が保有する財産（資産）とその財産をどのような財源（負債・純資産）で調達したのか
を表したものです。

資産 ₁,₈₁₈億₃,₆9₆万円

負債 ₅₄₆億9,₁₃₈万円（資産の₃₀.₁％）

道路や学校など将来の世代に引き継ぐ社会資本
借金（地方債）や、将来支払う職員の退職金（退職給付引
や、基金などの将来現金化が可能な財産です。行 当金）など、将来世代の負担を表しています。
政サービスを提供する過程での運用状態を表して （内訳）●固定負債
₄₉₁億₁,₈₄₆万円
います。
地方債（償還予定１年超）
、退職手当引当金など
（内訳）●固定資産
₁,₇₃₉億₁,₈₆₁万円
●流動負債
₅₅億₇,₂₉₂万円
道路、公園、学校など
地方債（翌年度償還予定）
、賞与等引当金など
●流動資産
₇₉億₁,₈₃₅万円
純資産 ₁,2₇₁億₄,₅₅₇万円（資産の₆9.9％）
現金・預金、市税未収金など
現在までの世代が負担したものや、既に国や県が負担した将
来返済しなくてよい財源です。正味の資産を表しています。

資産合計

₁,₈₁₈億₃,₆9₆万円

負債および純資産合計

₁,₈₁₈億₃,₆9₆万円

₂ 行政コスト計算書

₃ 純資産変動計算書

経常的な活動に伴う費用（行政コスト）と使用料・手
数料などの収入（収益）を表しています。
従来の官公庁会計では捕捉できなかった減価償却費に
ついても計上しています。
経常費用Ａ
₄₄₆億2,₁₅₅万円

「₁ 貸借対照表」の純資産が１年間にどのように増減
したのかを表したものです。

行政サービスを提供するために要した費用です。
（内訳）●業務費用
₁₉₄億₇,₂₄₉万円
職員給与費、物品購入費、減価償却費など
●移転費用
₂₅₁億₄,₉₀₅万円
各種団体への補助金、児童手当など
経常収益Ｂ
₁₃億₈,₈₃2万円
市民の皆さんが行政サービス利用時に支払った使用料や
手数料などです。
純経常行政コストⒸ=Ａ－Ｂ
₄₃2億₃,₃22万円
臨時損失Ｄ
₃億₄,₃₃₈万円
臨時利益Ｅ
₅,₃₆₀万円
純行政コストⒸ＋Ｄ－Ｅ
₄₃₅億2,₃₀₁万円

市民１人当たりの貸借対照表
資産₁₁₈万₃千円

負債

₃₅万₆千円

純資産₈₂万₇千円

市民１人当たりの行政コスト
業務費用
₁₂万₇千円
移転費用
₁₆万₄千円

平成2₈年度末純資産残高Ａ
平成29年度純資産変動額Ｂ
（内訳）●純行政コスト
●税収等
税収、社会保険料など
●国県等補助金
国・県からの補助金収入
●その他
平成29年度末純資産残高Ａ+Ｂ

₁,2₈2億₁,2₅₁万円
△₁₀億₆,₆9₃万円
△ ₄₃₅億₂,₃₀₁万円
₃₁₄億₂,₄₈₀万円
₁₀₁億₁,₈₄₉万円
₉億₁,₂₇₉万円
₁,2₇₁億₄,₅₅₇万円

₄ 資金収支計算書
１年間のどのような活動で資金を必要としたのか、現
金の増減を表したものです。
平成2₈年度末資金残高Ａ
₃9億9,₃₃2万円
平成29年度資金収支額Ｂ
△2₄億₆,₆9₇万円
（内訳）●業務活動収支
₂₄億₉,₉₀₄万円
●投資活動収支
△₃₆億₆,₄₈₂万円
●財務活動収支
△₁₃億₁₁₉万円
平成29年度末資金残高Ⓒ=Ａ+Ｂ
₁₅億2,₆₃₅万円
平成2₈年度末歳計外現金残高Ｄ
₆億₁,₃₃₈万円
平成29年度歳計外現金増減額Ｅ
△₄₄₄万円
平成29年度末歳計外現金残高Ｆ=Ｄ+Ｅ
₆億₈9₄万円
平成29年度末現金預金残高Ⓒ+Ｆ
2₁億₃,₅29万円
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▲久喜市あゆみの郷 の利用者 島 村利 一
さんの作品 題名「おともだち」
しまむら としかず

・段差がある場所で、車いす
利用者にキャスター上げを
補助する
・視覚障がいのある人に書類
の内容を読み上げる
・聴覚障がいのある人に筆談
で説明する など

例えば

障がいのある人から何らか
の配慮を求める意思表示が
あったとき、負担になりすぎ
ない範囲で、配慮を提供する
ことです。

合理的配慮の提供とは

同伴だから」といった理由
で入店を断る
・目 や 耳 に 障 が い が あ る と
いった理由で施設の利用や
習い事の入会を断る など

さと

障害者差別解消法をご存じですか

不当な差別的取扱いとは

地方公共団体や民間事業者
を対象に、障がいを理由とす
る「不当な差別的取扱いをし
ない」ことや「合理的配慮を
提供する」ことなどを規定し
ています。

この法律では

◀

尊重して支え合う共生社会の
実現を目指した法律です。

平成 年４月から、障害者差別解消法が施行されていま
す。同法が施行されて、まもなく３年を迎えますが、未だに
障がいがあるといった理由で、誤解や偏見などの差別を受け
ている方もいるのが現状です。
地域社会での差別をなくすためには、一人一人が障がいに
ついての理解を深め、障がいのある人もない人も互いに尊重
し合うことが必要です。
街中で見掛けるマークなど、障がいに関わるさまざまなこ
とに関心を持ち、障がいについての理解を深めましょう。
問合せ 障がい者福祉課障がい者福祉係（内線３２４３）
市内の障害者手帳交付者数
は、約７０００人で、市民の
約 人に１人が手帳を持って
います。その中には、見た目
では障がいがあることが分か
らない人も多くいます。また、
手帳を持っていない人の中に
も、日常生活や社会生活に支
障がある人もいます。
自分や家族が病気や事故な
どで、障がいのある状態にな
ることはありえることです。
障がいは決して自分とは無関
係なことではなく、身近なこ
ととして考えていく必要があ
ります。

障害者差別解消法とは

障がいがあるといった理由
で、サービスの提供を拒否し
たり、制限したり、障がいの
ない人に付けないような条件
を付けたりすることです。

例えば
・「車いすだから」「補助犬

ほじょ犬マーク

ヘルプマーク

点字ブロック

障がいのある人が利用で
きる建物、施設であるこ
とを表すマークです。

身体障害者補助犬（盲導
犬、介助犬、聴導犬）が
同伴できることを表すマ
ークです。

障がいのあることが外見
でわからない人などが、
援助や配慮を必要として
いることを知らせるマー
クです。

視覚障がいのある人を安
全に誘導するため、地面
や床面に設置されていま
す。

障がい者用駐車場を必要
とする人が利用できるよ
う、適正利用にご協力を
お願いします。

お店の入り口などでこの
マークを見掛けたり、補
助犬を連れている人を見
掛けた場合は、ご理解と
ご協力をお願いします。

このマークを身に付けた
人を見掛けた場合は、優
先席の利用や困っている
時の声掛けなど、配慮を
お願いします。

視覚障がいのある人の歩
行の妨げにならないよう、
点字ブロック上への駐車・
駐輪はやめましょう。

障がい者のための
国際シンボルマーク
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障がいを理由とする差別を
なくし、障がいのある人もな
い人もお互いに人格と個性を
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児童扶養手当が年６回払いになります
「児童扶養手当法」が改正されるため、11月分の児童扶養手当から支払回数が変わります。
問合せ 子育て支援課医療手当係（内線3289）
、各総合支所各児童福祉係（菖蒲・内線146 ／栗橋・内線238
／鷲宮・内線150）

〈４か月分ずつ年３回〉→〈２か月分ずつ年６回〉

11月からは、奇数月に年６回、各２か月分を受け取れます
11月 12月 1月

2月

3月

4月

4か月分

現在

5月

6月

7月

4か月分

支払

支払

4月

改正後

2か月分

（6回払い）

2月

3月

2か月分

支払

1月

9月 10月 11月 12月

4か月分

（3回払い）

11月 12月 1月

8月

4月

2か月分

支払

5月

6月

7月

2か月分

3月

8月

₁2月

8月

9月 10月 11月 12月

2か月分

支払

2か月分

支払

5月

支払

支払

7月

9月

支払

₁₁月

今後のスケジュール（2019年4月～2021年3月）
2019年
4月

2020年
5月

6月

7月

支払

8月
支払

9月

10月

（ 1）

5月
支払

6月

1月

2月

支払

（ 2）

＊

4月

12月

支払

（現況届）

2020年

11月

3月
支払

＊

7月

8月

9月

支払

（現況届）

支払

10月

11月
支払

2021年
12月

1月
支払

2月

3月
支払

（ 1） 現在、8月の現況届時にご提出いただく前年所得によって、必要がある場合は、12月支払分から手当額の変更を行ってい
ますが、制度変更後は、翌年1月支払分から手当額の変更を行います。
＊
（ 2） 支払月が変わる2019年11月の支払は、同年8月分から同年10月分までの3か月分が支払われます。これ以降は、1・３・
５・７・９・11月の年6回、それぞれの支払月の前月までの2か月分が支払われます。
＊
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援助活動の主な内容

・保育施設や習い事への送り迎え
・保育施設の時間外や学校の放課後の預かり
・兄弟の学校行事のときの預かり
・保護者の病気や冠婚葬祭のときの預かり
・出産時の子どもに関するサポート
・保護者の外出やリフレッシュのための預かり

会員の種類・援助活動の流れ

・ファミサポ（アドバイザー）
依頼会員から依頼された条件に合った協力会員
を調整し、依頼会員に紹介します。
・依頼会員
市内在住または在勤で、生後６か月から小学校
６年生までのお子さんがいる方。
・協力会員
市内在住で、子どもが好きな方。または、地域
の中で育児の援助ができる方。預かり援助の場
合は、基本的に協力会員の自宅となります。
ファミサポ（アドバイザー）

①援助の申し込み

依頼会員

②援助の依頼

③事前打ち合わせ
④援助活動
⑤報酬等の支払い

❾
❸
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協力会員

利用料金

報酬（30分あたり）

活動日時

１人

２人
（兄弟姉妹）

月～金曜日７時～19時

350円

525円

上記以外の時間帯および
土・日曜日・祝日

450円

675円

会員登録について（無料）

ファミサポを利用するには、事前に会員登録
が必要です。「いざ」という時のために、早め
の登録をお勧めしています。入会説明会・講習
会を定期的に開催していますので、お気軽にご
参加ください。（申し込みが必要です）
日

程

場

所

３月20日㈬ 10時～12時 ファミサポ鷲宮多目的室
３月27日㈬ 10時～12時 ふれあいセンター久喜
４月12日㈮ 10時～12時 ふれあいセンター久喜

～協力会員を募集しています！～

久喜市ファミリー・サポート・センター

開所時間 月～金曜日 ９時～17時 ※土・日曜日、祝日は除く
場所 ふれあいセンター久喜２階
問合せ ファミサポ本部 ☎29－1900／FAX29－1935／Ｅメールkuki-famisapo@aurora.
ocn.ne.jp

「地域の力」
で子育てを応援しませんか

久喜市ファミリー・サポート・センター（以下、ファミサポ）は、子育ての手助けをしてほ
しい方とお手伝いできる方が会員となり、有償で子育て援助活動を行う事業です。
仕事をしながらの子育てやリフレッシュ、または子どもの同伴が難しい外出時や出産時など
の子どもに関するサポートを「地域の力」で支え合う取り組みを応援しています。

ファミサポでは、子育てをお手伝いできる協力会
員を募集しています。援助活動のほか、講習会の託
児補助やイベントの運営補助等もあり、「こんな活
動だけなら」といったサポートでも構いません。空
いた時間を活用できる方、子育ての経験を生かした
い方など、みなさんのご協力をお待ちしています。

家族みんなで選挙に行こう！

埼玉県議会議員一般選挙のお知らせ
～久喜市は東第４区、定数は２人です～

投票日

４月７日㈰ ７時～20時

（告示日

問合せ

３月29日㈮）

市選挙管理委員会事務局（内線2246）

◆期日前投票
投票日当日に、仕事や外出などの事情で自ら投票所に
行くことができない、またはその見込みである場合、以
下の場所で期日前投票をすることができます。
期間 ３月30日㈯～４月６日㈯
持物 投票所入場整理券
期日前投票所

時間

市役所（本庁舎）・各総合支所
８時30分～20時
◆投票できる方
次の要件にあてはまり、久喜市の選挙人名簿に登録さ
モラージュ菖蒲３階 モラージュホール 10時～20時
れている方
12時～21時
年齢 平成13年４月８日までに生まれた方
クッキープラザ５階
※６日㈯は20時まで
住所 平成30年12月28日までに転入の届け出をし、引き
※投票日当日には18歳に達するが、期日前投票を行おう
続き久喜市の住民基本台帳に記録されている方
とする日にまだ18歳に達していない方は、手続きが異
平成30年12月29日以降に市内に転入した方
なりますので、ご了承ください。
久喜市での投票はできません。ただし、県内の他の市
◆不在者投票
町村から転入した方は、選挙人名簿に登録されている従
不在者投票は、手続きに時間を要しますので、お早め
前の県内住所地で投票できます。
にお問い合わせ、またはお手続きをお願いします。
平成30年12月29日以降に県内の他市町村へ転出した方
○不在者投票を行うことができる病院等（指定施設等）
久喜市に３か月以上住民登録があり、選挙人名簿に登
に入院・入所している方が投票する場合
録されている方で、県内の他の市町村に転出した方は、
院長や施設長に申し出て、その施設内で投票すること
久喜市で投票できます。
ができます。市内の指定施設は以下のとおりです。
投票には、市町村長が発行する「引き続き県内に住所
市外の施設については、直接施設に確認するか、市選
を有する旨の証明書」または「住民票の写し」（３月29
挙管理委員会までお問い合わせください。
日（告示日）以降に発行されたもの）を持参するか、投
票所において引き続き県内に住所を有する旨の申し出に ・市内不在者投票指定施設
指定病院
より確認を受けてください。
（確認には時間を要します
新久喜総合病院、新井病院、久喜すずのき病院、
のでご了承ください）
蓮江病院、埼玉県済生会栗橋病院、東鷲宮病院
市内から県外へ転出した方または転出予定の方
指定特別養護老人ホーム
久喜市の選挙人名簿に登録されている方で、投票をす
鶴寿荘、
久喜の里、陽日館、しょうぶの里、栗橋翔裕園、
る日（期日前投票期間を含む）までに県外へ転出した方
恒寿苑、鷲宮苑、喜びの里鷲宮
は、今回の選挙の投票はできません。
○郵便等により投票する場合
◆投票所入場整理券
身体に重度の障がい等があり、一定の要件を満たす方
１人につき１枚を、世帯ごとにまとめて封書で郵送し
は、郵便等投票証明書の交付を受けたうえで、ご自宅で
ます。投票の際には、自分の名前が記載された投票所入
郵便等により投票することができます。要件に該当する
場整理券をお持ちください。期日前投票をする方は、裏
面の宣誓書を事前に記入してからお越しいただければ、 かご不明な場合は、市選挙管理委員会までお問い合わせ
ください。
受け付けを速やかに行うことができます。
○滞在地で投票する場合
※投票所入場整理券を紛失等された場合も、投票所にお
市外の滞在が長期にわたる場合は、事前に市選挙管理
いてご本人と確認ができれば投票することができます。
委員会に投票用紙などを請求することにより、滞在地の
◆代理投票・点字投票
選挙管理委員会の立ち会いのもとで投票することができ
身体の障がいなどにより自ら候補者の氏名を書くこと
ます。
ができない方は「代理投票」を、また、目の不自由な方
◆選挙公報
は「点字投票」を行うことができますので、投票所の係
候補者の政見や写真等を掲載した選挙公報を、４月４
員にお知らせください。
日ごろまでに各世帯に新聞折り込みで配布します。
また、
※代理投票は、係員が候補者の氏名を代筆します。
公共施設などにも備え置きます。新聞を購読されていな
（係員以外の代筆はできません。）
い世帯で、郵送による選挙公報の配布を希望される方は、
◆コミュニケーションボードをご利用ください
市選挙管理委員会までご連絡ください。
コミュニケーションボードとは、投票に関する質問や
◆開票
依頼などをイラストでまとめたものです。耳の聴こえに
日時 ４月７日㈰ 21時から
くい方や発声が困難な方も、指差しでコミュニケーショ
（第１体育館）
場所 毎日興業アリーナ久喜メインアリーナ
ンをとることができます。筆談用のホワイトボードと併
※参観人は200人までに制限させていただきます。
せて、全ての投票所の受付に備え付けています。
広報 くき 2019（平成31年）.３
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まもなく
参加締切

東京オリンピックのメダルに！

海外に転勤や留学をされる皆さん！

在外選挙「出国時申請」を
ご存知ですか？
4 4 4 4

「都市鉱山から作る！みんなのメダルプロジェクト」は
2020年に東京で開催されるオリンピック・パラリンピック
の競技大会の約5,000個の金・銀・銅メダルを全国各地から
集めたリサイクル金属で作る史上初の国民参画型のプロジ
ェクトです。ご家庭で不要になったパソコン・携帯電話な
どでのご協力をお願いします。
ボックスでの回収(携帯電話･スマートフォンの本体のみ)
・久喜市役所１階ホール ・菖蒲総合支所１階ホール
・栗橋総合支所総務管理課カウンター
・鷲宮総合支所１階ホール
宅配便での回収（パソコン無料）
①宅配業者（リネットジャパン）のホームページから申し
込みます。 ②段ボール箱などに使用済み小型家電を入れ
ます。
（20kgまで） ③宅配事業者が希望の日時に回収に伺
います。
※詳しくはリネットジャパンホームページ（http://www.
renet.jp/）でご確認ください。
その他 プロジェクトの詳細はプロジェクトホームページ
（http://www.toshi-kouzan.jp/）をご覧ください
問合せ ごみ処理施設建設推進課ごみ処理施設係（内線
351）

�
❸
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市長と一緒に
まちづくり

不要なパソコン・携帯電話が

10

・駅前の活性化をお願いした
い︒
・定住のために若者と高齢者
が安心して暮らせるまちづ
くりをしてほしい︒
・コンパクトなまちづくりを
してほしい︒
・若い人を増やすには︑産婦
人科が重要です︒
※詳しくは︑市ホームページ
に掲載しています︒
問合せ シティプロモーショ
ン課広報広聴係︵内線５９１
１︶

業務内容 市内の話題や催し物等の写真撮
影と簡単な記事作成
対象 市内在住・在勤・在学者で、20歳以
上かつデジタルカメラを所有している方
募集人数 ８人
謝礼 年額5,000円
委嘱期間 ４月１日㈪～平成32
（2020）年３
月31日㈫
※撮影に係る必要な機材および消耗品、移
動経費は自己負担となります。
申込期限 ３月22日㈮ 必着
申込方法・問合せ 応募用紙（シティプロモー
ション課、
主な公共施設で配布。市ホームペー
ジからもダウンロード可）に必要事項を記
入の上、直接または郵送・Ｅメールで、シ
ティプロモーション課広報広聴係（〒346
－8501所在地記入不要／内線5914 ／Ｅメー
ルcity-pro@city.kuki.lg.jp）へ
※書類審査により決定します。なお、提出
された書類は返却しません。

久喜市を市民の皆さんと一
緒に良くするため︑平成 年
月 日㈯・ 日㈰に︑市内
２会場で﹁久喜市をもっと良
くするタウンミーティング〜
まちづくりのアイデア募集し
ます！〜﹂を開催しました︒
各会場でいただいた皆さん
の思いや願いは︑今後のまち
づくり等の参考とさせていた
だきます︒
貴重なご意見・ご提案あり
がとうございました︒
主なご意見・ご提案
・市独自のブランド作りをし
てほしい︒

久喜市くき市民特派員募集

在外選挙制度は、海外から国政選挙（衆議院議員
選挙と参議院議員選挙）に投票ができる制度です。
従来の在外公館での申請に加え、国外に出国する
前の申請（出国時申請）ができるようになりました。
◆出国時申請
申請できる方 日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、
転出予定日までに久喜市の選挙人名簿に登録されて
いる方
申請場所 市選挙管理委員会
持物 本人確認書類（旅券、運転免許証など）
申請の流れ
①国外への転出届を出す際に、在外選挙人名簿への
登録を申請する。
②国外に居住後、在留届を提出する。
③選挙管理委員会において在留届を確認後、在外選
挙人名簿に登録され、在外投票に必要な「在外選
挙人証」が在外公館を通じて発行される。
④国政選挙時に在外選挙人証を持って投票する。
……………………………………………………………
今年は夏に参議院議員通常選挙がありますので、
海外に転出される方はぜひ申請を！
詳しくは、お問い合わせください。
問合せ 市選挙管理委員会事務局（内線2246）

定期休館日
栗橋文化会館図書室

中央図書館
毎月第２水曜日

※４月
 １日㈪は４館ともに開
館します。

※利用方法は、変更ありません。

定期整理休館日 全館とも毎
月最終金曜日

菖蒲図書館
鷲宮図書館

毎月第３火曜日

図書館の休館日と開館時間が変わります
４月１日㈪から、図書館の
休館日と開館時間が大きく変
わります。
休館日は、毎月の定期的な
ものが２日だけになります。
年末年始休館日や特別整理
休館日などについては、あら
ためてご案内します。
開館時間 全館とも９時～
時 分

１日４時間以内
報酬 １回５６００円
勤務先 各保健センター
申込み・問合せ 各保健セン
ター（中央・☎ ・５３５４
／菖蒲・☎ ・７０２１／栗
橋・☎ ・５５７７／鷲宮・
☎ ・８５２１）

久喜市保健事業推進員募集
健診、相談、訪問、特定保
健指導等の保健事業を円滑に
実施するため、保健事業推進
員を募集しています。
応募資格 保健師、助産師、
看護師、管理栄養士・栄養士
のいずれかの資格を有する方
勤務日 月１日～ 日以内で
52

85

21

スペシャル街かどコンサート

原動機付自転車や軽自動車などの
手続きは早めに済ませましょう
軽自動車税は、毎年４月１
日現在で原動機付自転車、小
型特殊自動車、軽自動車、二
輪の小型自動車の車両所有者
に対して課税されます。
他人に譲り渡した、または
業者に引き取ってもらった、
住所地、所有者の氏名が変わっ

cc

などには軽自動車税が課税さ
れます。これらの車両の所有
者は、軽自動車税の申告をし
て、ナンバープレートの交付
を受けてください。新たに買
い替えた場合は、ナンバープ
レートを付け替えるのではな
く、旧車両の廃車申告を行い、
新たにナンバープレートの交
付を受けてください。
※公道
 を走行しない（工場や
田畑でしか使用しない）車
両でも課税されます。
※軽自
 動車税が課税される小
型特殊自動車は、固定資産
税が課税される償却資産の
対象外となります。
問合せ 原動機付自転車（１
２５ 以下）／小型特殊自動
車（農耕車含む）…市民税課
諸税係（内線２６９０）
二輪の軽自動車（１２５ 超
２５０ 以下）／二輪の小型
自動車（２５０ 超）…春日
部自動車検査登録事務所 ☎
０５０・５５４０・２０２８
／四輪の軽自動車…軽自動車
検査協会埼玉事務所春日部支
所 ☎０５０・３８１６ ３
･
１１３
cc

58

鷲宮神社手前、鷲宮工業団地
事業協同組合会館前、ファミ
リーマート久喜野久喜店
※雨天
 の場合、ノハラ園芸セ
ンター以外は中止
問合せ 教育委員会生涯学習
課文化振興係（内線３７０）

たなどの場合は、名義や住所
の変更、廃車の手続きが必要
です。
４月１日までに手続きをし
ていないと、引き続き所有し
ているものとして課税されま
すので、早めに手続きを済ま
せてください。
なお、車種によって手続き
や問い合わせの窓口が異なり
ますのでご注意ください。
※使用
 していない原動機付自
転車等でも、所有されてい
る場合は、廃車手続きをす
ることができません。廃車
の 手 続 き を さ れ る 場 合 は、
廃棄処分するか、他の人に
譲り渡してください。
小型特殊自動車の軽自動車税
の申告をお願いします
小型特殊自動車に該当する
フォーク・リフトや、最高時
速
未
 満で乗用装置のある
農耕トラクター、コンバイン

cc

19

第４回よろこびのまち久喜
マラソン大会をコース沿道か
ら音楽で応援します。
30

cc

15

日時 ３月 日㈰ ９時 分～
24

時
場所 ローソン久喜下早見店、
久喜総合文化会館ふれあい広
場、ノハラ園芸センター内特
設会場、鷲宮中学校正門前、

35
km

30

12
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発展的補助

対象事業

これから活動を
始める、または
始めたばかりの
団体が、その活
動を軌道にのせ
るための事業

すでに活動を
行っている団体
が、
これまで行っ
てきた活動の拡
充を図る事業、
または新たに展
開する事業

10

29

10

12

◆自殺の現状
「１年間に20,465人」これは、日本で自ら命を絶った人
の数です。
（厚生労働省「人口動態統計」平成29年より）自
殺は、その多くが追い込まれた末の死であるとされていま
す。自殺は私たちのすぐ近くにある社会問題です。
◆家族や友人など周りの人の様子がいつもと違うと感じたら
①声をかける…話すきっかけをつくり、さりげなく声をか
けましょう
②じっくり聴く…相手の話を傾聴し、共感しましょう
③つなぐ…適切な相談者や相談機関、医療機関につなげま
しょう
④温かく見守る…相談機関等につないだ後も必要があれば
相談に乗り、温かく見守りましょう
◆みんなで、チェック！
「こころの体温計」は、ストレス度や落
ちこみ度を簡単にチェックできるシステム
です。自分自身だけでなく、家族や友人な
どを周りの人の目でチェックすることもで
きます。こころの健康度を知るために、ぜ
ひ活用しましょう。
アクセスはこちらから→https://fishbowlindex.jp/kuki/

30

30

11

15

市民活動推進基金にご協力ください
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4分の3以内
10分の10以内
補助率

100,000円
補助限度額 50,000円

―
国または地方公
共団体等から補
団体の条件
助を受けたこと
のない団体

不要入れ歯の回収を行っています。入
市では、市民の皆さんからの寄附金
れ歯の金属部分をリサイクルして得ら
と市の財源を合わせて「市民活動推進
れた収益が、市民活動推進基金と日本
基金」を設けています。この基金を活
ユニセフ協会に寄附されます。
用して、さまざまな市民活動に財政的
不要入れ歯回収ボックス設置施設
支援を行っています。市民活動推進基
市役所・各総合支所１階、中央・東・
金への寄附にご協力をお願いします。
西・森下・栗橋・鷲宮の各公民館、栗橋・
寄附の方法
鷲宮東・鷲宮西の各コミュニティセン
①窓口での寄附 自治振興課または各
ター、栗橋文化会館、ふれあいセンター
総合支所市民生活係
※寄附の際は、
「市民活動サポーター」 久喜、菖蒲老人福祉センター、健康福
祉センター、鷲宮福祉センター
として登録させていただきます。
問合せ 自治振興課市民活動推進係
②募金箱での寄附 市内の商店や公共
施設などに募金箱を設置しています。 （内線２６２５）／各総合支所各市民
生活係（菖蒲・内線１１２／栗橋・内
③不要入れ歯リサイクル ＮＰＯ法人
日本入れ歯リサイクル協会と協力し、 線２１７／鷲宮・内線１３４）
春は、１年の中でも自殺者が多い季節です。進学、就
職、転勤など、環境の変化によるストレスが影響している
といわれています。尊い命が失われないためにも、皆さん
の身近な問題として自分や家族の大切な「いのち」を、こ
の機会にもう一度見つめ直してみましょう。
問合せ 健康医療課健康企画係（内線3421）

３月は自殺対策強化月間

平成 ︵２０１９︶年度久喜市市民活動
推進補助金事業を募集します

初期的補助

市では、市民活動推進基金と福祉基
金を財源とした市民活動推進補助金事
業を募集します。
※当補助制度の予算は議会審議中のた
め、今後内容等が変更になる場合が
あります。
補助対象団体 次の全てに該当する団
体（営利企業、宗教、政治上の目的を
有する団体は除く） ①市内を中心に
活動している ②５人以上で構成して
いる ③団体の設立目的、組織、代表
者等に関する定めがある ④本補助金
事業の募集説明会に出席している
※これから活動を始める団体の場合①
から③までは予定でも可。④の説明
会に出席できない場合は、問い合わ
せ先で説明を受けてください。
補助区分および補助金額
13

補助対象事業 公共的課題の解決を目
的として主に市内で行われる事業、ま
たは主に市民を対象として行う事業
※特定の地区・個人・団体を対象とし
た事業、国や県等から補助金の交付
を受ける事業は、対象外
補助対象経費 事業を実施するために
直接必要とする経費（団体の維持・運
営に要する経費は対象外）
◆募集説明会
日時 ３月 日㈰
時 分
場所 鷲宮西コミュニティセンター
ボランティアビューロー
◆申請書の受け付け
期間 ３月 日㈪～ 日㈮（土・日曜
日、祝日を除く）８時 分～ 時／
時～ 時 分
提出先 自治振興課または各総合支所
市民生活係
補助金の手引きの配布施設 詳細は、
次の場所で配布する補助金の手引き、
または市ホームページをご覧ください。
自治振興課、各総合支所各市民生活係、
久喜市教育委員会、中央・東・西・森
下・栗橋・鷲宮の各公民館、栗橋・鷲
宮 東・ 鷲 宮 西 の 各 コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン
ター、久喜総合・菖蒲・栗橋の各文化
会館、ふれあいセンター久喜
問合せ 自治振興課市民活動推進係
（内線２６２５）各総合支所市民生活
係（菖蒲・内線１１２／栗橋・内線２
１７／鷲宮・内線１３４）
17

₃₁

補助区分

東公民館

13時30分～14時15分

野久喜集会所

栗橋コミュニティセンター
くぷる

（※2）
12日午前中のみの開催になりましたのでご注意ください。
（※1）9日午前中のみの開催になりましたのでご注意ください。 （※3）下新井集会所から変更になりましたのでご注意ください。

定福院

4月12日
13時30分～14時15分
㈮

鷲宮地区

17

22.5㎡

9,000円

50㎡

20,000円

90㎡

36,000円

市では、市民と行政が協力
して快適で美しい道路環境づ
くりを推進するとともに、道
路愛護意識の向上を図ること
を目的に道路里親制度を設け
ています。ボランティアとし
て市道の清掃美化活動してい
ただける住民団体等を道路の
里親として認定し、必要な物
品の給付など、活動団体の支
援をしています。

しみん農園菖蒲

認定要件 ①５人以上の構成
員で組織されていること ②
市道のおおむね１００ｍ以上
の区間において清掃・除草・
花の植栽等の活動ができるこ
と ③年４回以上の活動がで
きること
※応募は随時受け付け
申込み・問合せ 建設管理課
管理係（市役所第二庁舎内・
内線４６１３）

道路の里親を募集しています

区画面積・年間使用料
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しみん農園の新規利用者募集

しみん農園では、平成 年

31,000円

12,000円

度の新規利用者を募集します。

90㎡

30㎡

利用期間 ４月１日㈪～平成
（２０２０）年３月 日㈫

17,000円

しみん農園
鷲宮

31

18 31

申込期間 ３月 日㈪～ 日㈪

50㎡

しみん農園
栗橋

11

※土・日曜日を除く９時～ 時

7,500円

市外在住者

22.5㎡

市内在住者

年 間
使用料

しみん農園
久喜

32

※継続
 利用は原則５年までで
す。また、応募の状況によ
り抽選（詳細は申請後、文
書で通知）を行います。な
お、空き区画については、
お問い合わせください。
申込方法・問合せ 電話で、
農業振興課農業振興係（内線
３３８）へ

区画
面積

年 間
使用料
4,000円
10,000円
12,000円
20,000円
2,400円
3,600円
6,000円

地区 区分

区画
面積
10㎡
25㎡
30㎡
50㎡
20㎡
30㎡
50㎡

地区

会
間
時
日

場
会
間
時

場

集合狂犬病予防注射を実施します

11時～12時

4月12日
9時30分～12時
鷲宮保健センター（※2）
㈮
4月17日
鷲宮西コミュニティセンター
13時30分～14時30分
㈬
おおとり（※3）
13時～14時30分
4月11日
㈭

栗橋公民館

菖蒲総合支所

JA南彩 除堀梨選果場

JA埼玉みずほ 葛梅倉庫
13時30分～14時30分

13時30分～14時15分

9時30分～10時15分

13時～14時
栗橋総合支所（※1）

八幡神社
（第5区宮本集会所脇）

栗原記念会館

鷲宮東コミュニティセンター
さくら
9時30分～12時

11時15分～12時

11時～12時

10時～11時30分

4月9日
㈫

JA南彩 栢間支店倉庫
4月19日
㈮

太田集会所

4月10日
㈬
場
会
間

9時30分～10時30分

4月25日
㈭

時
日
期

JA南彩 三箇支店倉庫

9時30分～10時15分

4月18日
㈭

期

栗橋地区

寺田グラウンド
11時～12時

11時15分～12時

9時15分～10時15分

市民プール前駐車場

4月16日
㈫

清久コミュニティセンター・
西公民館

JA南彩 小下倉庫

9時30分～10時30分

あやめ公園駐車場
11時15分～12時
4月17日
㈬

菖蒲地区
久喜地区

日
期
場
会
間

9時30分～10時30分
中央公民館
10時～11時30分
4月11日
㈭

時
日
期

4月15日
㈪

問合せ 環境課環境衛生係（菖蒲総合支所内／内線３６９）
犬の飼い主は、狂犬病予防
法により、飼い犬に毎年１回、
狂犬病の予防注射を受けさせ
なければなりません。そこで、
市では下表のとおり集合狂犬
病予防注射を実施します。
なお、事故防止のため、会
場へは、必ず犬を制御できる
方がお越しください。今回、
集合注射で予防注射を受けな
い場合は、動物病院で接種し
てください。市内各動物病院
では、予防注射の接種と同時
に狂犬病予防注射済票の交付
を受けることができます。
飼い犬（生後 日を経過し
ているもの）を市に登録して
いない方は、同法により、登
録する必要がありますので、
登録してください。
また、市のほか、集合注射
会場や市内各動物病院でも登
録が可能です。
費用 ３３００円（注射料金
２７５０円＋注射済票交付手
数料５５０円）
※会場
 で新規登録する場合は
鑑札交付手数料３０００円
が別途必要です。
飼い犬が死亡、譲渡等によ
り既にいない場合は市までご
連絡ください。
90

勤務先で確認してくださ
い

勤務先

会社等を退職した
とき

国民年金（第１号被
保険者）加入の手続
き

基礎年金番号または個人
番号と本人確認できるも
の、退職日の分かる証明
書（離職票等）

市民課（総合窓口）
または各総合支所各
戸籍市民係

配偶者（第２号被
保険者）の扶養に
入ったとき

第３号被保険者へ種
別変更の手続き

配偶者の勤務先で確認し
てください

配偶者の勤務先

配偶者（第２号被
保険者）の扶養か
らはずれたとき

第３号被保険者から
第１号被保険者へ種
別変更の手続き

基礎年金番号または個人
番号と本人確認できるも
の、扶養喪失日の分かる
証明書（扶養喪失証明書
等）

市民課（総合窓口）
または各総合支所各
戸籍市民係

年金コラム

第２号被保険者（厚
生年金等）加入の手
続き

就職、退職、結婚した
ときは年金の届 け 出 が
必要です

はご利用ください。
証が必要です。
学生納付特例や納付猶予の
・制度の内容や手続きなど、
適用を受けていた期間の保険
詳しくはお問い合わせくだ
料については、そのままでは
さい。
年金額に反映しませんが、承
問合せ 春日部年金事務所
認を得た年度から数えて 年
☎０４８・７３７・７１１２
間は追納することができます
／市民課
（ 総 合 窓 口 ）市 民 係
ので、将来の年金額を確保す （ 内 線 ２ ６ ６ ３） ／ 各 総 合 支
（ 菖 蒲・ 内 線
るためにぜひ申し出てください。 所 各 戸 籍 市 民 係
１２１／栗橋・内線２１４／
鷲宮・内線１２８）

会社等に就職した
とき

・第１号被保険者で学生納付
特例を申請する場合は学生

年金事務所から送られて
いる案内書

・第１号被保険者は
市民課（総合窓口）
または各総合支所各
戸籍市民係
・第３号被保険者は
配偶者の勤務先

難聴児の補聴器購入費用
の一部を助成します

対象 次の要件を全て満たす方

身体障害者手帳の交付対象
とならない軽度・中等度の難
聴児の補聴器購入費用の一部
を助成します。

①市内在住で 歳未満の方
②両耳の聴力レベルが デシ
ベル以上で、かつ身体障害者

る場合は対象となりません。

法令に基づき助成を受けてい

③補聴器の装用により、言語
の習得等一定の効果が期待で
きると医師が判断する方
※世帯
 に一定以上の所得があ
る方がいる場合または他 の

手帳の交付の対象とならない方

25

助成内容 新たに補聴器を購
入する費用または耐用年数経
過後に補聴器を更新する費用
の３分の２の額
※補聴
 器の種類により基準価
格が定められています。
申請方法・問合せ 交付申請
書に身体障害者福祉法に規定
する医師（第 条指定医師）
が交付する意見書と補聴器の
見積書を添えて、障がい者福
祉課自立支援係（内線３２４
８）または各総合支所各社会
福祉係（菖蒲・内線１４１／
栗橋・内線２４８／鷲宮・内
線１４２）へ
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歳から 歳になるまでの
年間は、国民年金に加入し
ます。加入者
（被保険者）
は、
職業などにより次の３種類に
分かれます。
①第１号被保険者
（農業、自
営業、学生、アルバイト等）
②第２ 号 被 保 険 者
（会社員や
公務員等）
③第３ 号 被 保 険 者
（会社員等
に扶養されている配偶者）
就職、退職、結婚等により
加入の種別が変わるときは、
年金の届け出が必要です。届
け出の際は、年金手帳や証明
書等をご持参ください。

20歳になったとき

国民年金加入手続き
（第２号被保険者
（厚生年金等）加入
中の方は除く）

18

15

学生納付特例制度・
納付猶予制度

届出先
手続き

60

学生で保険料の納付が困難
な方には、本人の所得が一定
額以下の場合に、国民年金保
険料の納付が猶予される
「学
生納付特例制度」
があります。
また、学生でない 歳未満の
方で国民年金保険料の納付が
困難な方には、本人と配偶者
の所得が一定額以下の場合に、
保険料全額の納付を猶予する
ことができる
「納付猶予制度」
がありますので、必要な場合
50

10

手続きに必要なもの
こんなとき

20

40

わがやの

アイドル

金井

わがやのアイドル

と う こ

瞳かける
子ちゃん
（６歳）
ちゃん
（４歳）
架
みやこ
（２歳）
都ちゃん
（久喜東１）
いつも仲良し姉弟妹！

～善意をありがとうございます～
★保健福祉のために
金1,000,000円
株式会社 向山工場さん
金100,000円
影近 正雄さん
彩の国動物愛護推進員 丸山 友章さん
金1,000円
★栗橋地区のために
彩の国動物愛護推進員 丸山 友章さん
金1,000円
むこうやま

かげちか

ま さ お

まるやま

ともあき

人権擁護委員に委嘱されました

次の方が、１月１日付けで、法務大臣から委嘱さ
れました。

い け だ

池田

い わ お

さ か た

岩男さん
（再任） 坂田

ゆ き え

幸江さん
（再任）

人権擁護委員は市民の中から市長が推薦し、議会の
同意を経て法務大臣が委嘱する民間のボランティア
で、人権相談や人権尊重のための啓発活動などを行っ
ています。
法務局久喜支局のほか、久喜市でも人権相談・女性
相談を行っていますので、お困りの方は、お気軽にご
相談ください。詳しくは、21ページの無料相談をご覧
ください。

青毛堀川の清掃活動を実施します

久喜市青毛堀・稲荷台用水環境保全会では、青毛
堀川や稲荷台用水路の保全活動を実施しています。
今年も青毛堀川の清掃活動を実施します。皆さん
のご参加、ご協力をお願いします。
実施日 ３月10日㈰
※雨天中止。実施方法は区域別に回覧でお知らせします。
場所 古久喜、
野久喜、
青毛、
青葉、
吉羽地区の青毛堀川
い な ば
問合せ 同会 稲葉 ☎090－4610－9920

いまだに、いじめ、虐待、ＤＶ（ドメ
スティックバイオレンス）などの事件
が後を絶たず、インターネット上では、
誹謗中傷や差別的な書き込みが掲載さ
れるなど、時代の変遷に伴う悪質な事
件も引き続き発生しています。現在は、
施行された法律の具体化と共に、私た
ち一人ひとりが法制定の主旨や意義を
改めて理解し、実践に移していくこと
が求められています。
「平成」は終わり、新たな時代が始
まります。人権が尊重され、差別や偏
見のない社会を実現するためには、私
たち一人ひとりが人権について学び、
意識を高め、相手の気持ちを考え、お
互いが心を通い合わせようとすること
が大切なのではないでしょうか。
問合せ 教育委員会生涯学習課人権教
育係（内線３７２）

愛の泉

30

人権について考えてみよう
～﹁平成﹂から
新時代に向かって～

１９８９年１月８日から始まった
「平成」の時代が、２０１９年４月
日をもって終わります。
「平成」の時
代は、激動する世界情勢に日本も大き
な影響を受けたほか、自然災害の多発、
先端技術の目覚ましい進展、ライフス
タイルの変容、価値観の多様化など、
あらゆる面で変化の目まぐるしい時代
でした。
「平成」の 年間には、
「人権教育啓
発推進法」をはじめ、
「部落差別解消
推進法」
「障害者差別解消法」
「ヘイト
スピーチ解消法」など、人権に関する
多くの法律が施行され、法整備の面で
は進展がありました。しかしながら、
30

道路の損傷を見つけたら…

スマートフォン
（スマホ）
で
手軽に通報できます
市では、道路等の不具合について、スマホから手軽に通報で
きるサービスを開始します。３月11日㈪から試験運用を開始
し、皆さんのご意見をお聞きするなどの検証を行った上で、４
月１日㈪から本格運用する予定です。
◆通報の手順（詳しくは市ホームページをご覧ください）
①不具合箇所をスマホで撮影
②市ホームページのトップ画面の
バナー「道路等の不具合通報」
をクリック
③必要項目を入力、不具合箇所の
写真を添付し、通報
◆通報時のポイント
・不具合箇所の住所が不明の場合は、町名・大字名と、目
印になる近くの道路・交差点・施設・建物等を入力して
ください。
・写真は不具合箇所を近くから写したもの、不具合箇所を
含む周辺を写したものの計２枚を添付してください。
・位置情報付きの写真（スマホでGPS機能をONにして撮影
した写真）を添付すると、正確な位置が確認できます。
※カーブミラーの角度調整、道路上の不法投棄、照明灯の
不点灯などの通報もできます。
※これまでどおり電話やパソコンでの通報もできます。
※匿名での通報もできます。
問合せ 道路河川課道路レスキュー係（内線4641）
広報 くき 2019（平成31年）.３
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市内郵便局と協定を締結

第20回人権フェスタＩＮくりはし

１月30日㈬、市は、郵便局のネットワークを通じて、市
民が安心して暮らせる地域社会づくり及び市民サービスの
向上に資することを目的に、久喜市内郵便局との包括連携
に関する協定を締結しました。

写 真 ニ ュ ース
▲おおしか保育園の太鼓演奏

セブン＆アイホールディングスと協定を締結

▲人権作文の表彰

２月１日㈮、市は、双方の資源を有効に活用した協働に
よる取り組みを推進し、一層の活性化および市民サービス
の向上を図ることを目的に、㈱イトーヨーカ堂、㈱セブン
＆アイ・クリエイトリンクおよび㈱セブン-イレブン・ジャ
パンとの包括連携に関する協定を締結しました。

暴力追放活動功労団体表彰 表敬訪問

１月26日㈯、栗橋文化会館
（イリス）
で、第20回人権フェ
スタＩＮくりはしが行われました。
小・中学生による人権作文の発表や、市内の保育園・幼
稚園児、各出演団体による太鼓演奏や合唱等の発表が披露
され、来場者から大きな拍手が送られていました。

平成国際大学女子ボクシング部表敬訪問

く

２月４日㈪、久喜市建設産業懇和会の皆さんが、梅田市
長を表敬訪問しました。
久喜市建設産業懇和会は、長年の暴力追放活動への協力
が評価され、第30回暴力追放・薬物乱用防止埼玉県民大会
において「暴力追放活動功労団体表彰」を受賞しました。
引き続き他の団体の模範となる活動が期待されます。
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▲左 からバンタム級３位の久
保亜唯里さん、ライトフ
な か た り さ
ライ級２位の仲
田輪
幸さん、ライトフライ級１位の
な か た さ と こ
はやしあやね
仲田幸都子さん、ライトフライ級３位の林彩音さん

１月23日㈬、平成国際大学女子ボクシング部の皆さんが、
12月20日㈭～ 24日㉁に開催された第17回全日本女子ボク
シング選手権大会で、優秀な成績を収めたことを報告する
ため、梅田市長を表敬訪問しました。
選手それぞれの今後の活躍が期待されます。

お知らせ

地全域が立入禁止となります。

日時 ３月 日㈯ ８時 分
予備日 ３月 日㈰・ 日㈰
場所 渡良瀬遊水地全域
その他 実施状況はホームペー

ジ
（ http://watarase.or.jp
）お
よび自動音声案内（☎０２８
２・ ・０９１５）でも確認
できます。
問合せ （一財）渡良瀬遊水
地アクリメーション振興財団
☎０２８２・ ・１１６１

催し・講座

30

17

30 28

FAX

かたおか

子どもと大人の遊びの広場
です。
日 程 ３ 月 日 ㈫・ 日 ㈫
時～ 時
※時間内出入り自由
場所 古久喜集会所
対象 どなたでも（小学生以
下は保護者同伴）
その他 ３月 日は２月・３
月生まれのお誕生日会をしま
す。
（誕生月の手形の受付は
時 分まで）誕生月でなく
ても参加可。昼食持参可。

かつまたのりゆき

場所 杉戸町生涯学習センター

日時 ３月 日㈯

がん勉強会

集会室１・２

問合せ 子育てネットワーク・

時～ 時

テーマ がん診療の誤解を解く

講師 勝俣範之さん（日本医
科大学武蔵小杉病院腫瘍内科
医師）
費用 ５００円
申込方法・問合せ がん患者
会シャローム（☎０９０・４
５３５・９１９８／Ｅメール
）
sugitocancer@gmail.com

日㈫～

日㈰

久喜市シルバー人材センター

３月

親和会会員作品展

日程

ひ ら が

久喜んこ 平賀 ☎０８０・
６５１８・８３７０

プレーパーク冒険遊び場で遊ぼう

時～ 時

段ボール、布、ロープ、ブ
ルーシート、木片、工具、七
輪などを使って過ごそう。
日時 ３月 日㈭

※時間内出入り自由
場所 久喜市総合運動公園
子供広場、自由広場
問合せ 久喜市に冒険遊び場

10

あ ら い

10

15

13

23

10

﹁久喜市ふるさとハローワーク﹂

10

11

ムページ（ http://www.pref. ９時～ 時（初日は 時から、 をつくる会 荒井 ☎０９０・
８０２１・５５２０／Ｅメー
saitama.lg.jp/f2216/geibun 最終日は 時まで）
ル kukibo@yahoo.co.jp
）からダウン
場所 中央公民館１階ミニギャ
sai/kenten.html
ロードまたは、生涯学習課、
ラリー
※この事業は子ども夢基金を
庶務課環境経済・教育分室、
作品 絵画・書・写真・手工
活用した事業です。
各総合支所、各公民館、各図
芸ほか
英語であそぼう
書館等、各文化会館で配布
問合せ 同会 片岡 ☎０８
応募方法 開催要項を確認の
０・１１４５・７４１８
日時 ３月 日㈬
時 分～
上、搬入期間に近代美術館へ
時 分
子育てサロン﹁みんなの木﹂ 場所 クッキーこども広場
直接持参（事前申込み不要）
◆展覧会
内容 ディアン先生と楽しい
英会話＆お茶会
日程 ５月 日㈫～６月 日㈬
対象 乳幼児と保護者
定員
組
費用 ６００円
申込み・問合せ クッキーこ
ども広場 ☎ ・１１３３
（月～金曜日 時～ 時）
時～ 時 分（月曜日休館）
場所 県立近代美術館
問合せ 県文化資源課芸術文
化推進担当 ☎０４８・８３
０・６９２５／Ｆ０４８・８
３０・４９６５

12

12

第 回埼玉県美術展覧会

てんこく

12

30

利用時間を変更します

問合せ 久喜市ふるさとハロー

ワーク ☎ ・２７６８

◆作品募集
応募資格
歳以上の県内在
住・在勤・在学者（中学生を
除く）
部門 日本画（水墨画含む）
・
洋 画（ 版 画 含 む ）
・ 彫 刻・ 工
芸・ 書（ 篆 刻・ 刻 字 含 む ）
・
写真の６部門
点数 各部門３点まで
出品料 １点につき３０００円

26

15

搬入期間 個人 ５月 日㈮～

日㈰／業者 ５月９日㈭・
日㈯・ 日㈰
時～ 時
分
※業者搬入日のうち、９日は
日本画、洋画、書のみの受
け付けで、 時～ 時 分
開催要領・申込書 県展ホー

10

10

�
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13

10

13

62

16

14

28

渡良瀬遊水地ヨシ焼き
を実施します

風向きや上昇気流により灰
や煙が広範囲にわたり飛散し、
洗濯物への付着、庭や屋根へ
の降灰等、ご迷惑をおかけし
ますが、遊水地の必要性、ヨ
シ焼きの趣旨にご理解とご協
力をお願いします。
また、前日の 時から当日

19

16

17

16

30

23

12

16

17

30

24

10

10

16

16

17

62

13

29

₆₉

久 喜 市 役 所 ☎22－1111
菖蒲総合支所 ☎85－1111
栗橋総合支所 ☎53－1111
鷲宮総合支所 ☎58－1111

17

15

12

31

にかけてゴルフ場等を除く遊水

30 11 12

お知らせ
４月１日㈪から利用時間が
次のように変わります。
利用日時 月～金曜日（祝日、
年末年始を除く）９時～ 時
（３月 日までは９時～ 時）
場所 市役所２階

費用の記載がない催し・講座、公共施設の催しは、全て無料です。

30

ボーイスカウト１日体験
時～ 時

あま

や

ち

からしま

よ

まつもと

ふりがな

は ま だ こうけん

はなむらこうよう

み な み こ ま ゆ う じ

ふる

し ま だ

き

く

お

よ し の

公共施設の催し

―中央図書館―
☎ ・０１１４
◆名作映画会
日時 ３月 日㈯
時
場所 ２階視聴覚室
内容 「戦艦ポチョムキン」
（１９２５年 ソ連・サイレ
ント作品 アレクサンドル・
アントーノフほか） 分
定員
人（当日会場先着順）

市立図書館

かおる

み う ら ゆういちろう

ふりがな

内容 経済社会と埼玉県の不
持物 運動のできる服装
み物
動産価格
申込方法・問合せ 電話また
申込期間 ３月 日㈫～各開
講師 島田喜久男さん（地価
はＥメールで、久喜ラグビー
催日の前日
スクール代表 辛島（☎０９
申込方法・問合せ 電話また
公示埼玉県代表幹事）、吉野
はＥメールで、住所・氏名・
０・８８５３・５０９２／Ｅ
薫さん（大妻女子大学非常勤
講師）、三浦雄一郎さん（プ
メール karashima0138@gmail. 学年・連絡先を明記の上、同
会 松本（☎０９０・６５１
ロスキーヤー）
）へ
com
対象 埼玉県民
６・７３５３ 火～金曜日の
ＮＰＯ法人スポーツ
定員 ３５０人（申込順）
時～ 時／Ｅメール
trbss
コミュニティ久喜東
申込期限 ３月 日㈪ 必着
）へ
943@ybb.ne.jp
※体験教室開催後の継続教室
申込方法・問合せ 氏名・住
は平成 年度スポーツ振興
所・電話番号・ＦＡＸ番号を
明記の上、はがきまたはＦＡ
くじの助成を受けて行います。
Ｘで、（公社）埼玉県不動産
民謡初心者体験教室
鑑定士協会（〒３３０ ００
６１ さいたま市浦和区常盤
４の１の１ 浦和システムビ
ルヂング５階／☎０４８・７
８９・６０００／Ｆ０４８・
７８９・６１６０）へ

ひ ぐ ち

13

日時 ３月 日㈰

時～ 時

場所 吉羽公園（雨天時は太
田集会所にて午前のみ実施）
内容 ボーイスカウトと一緒
にゲームや工作等を体験
※昼食は団で用意します。
◆ボーイスカウト説明会
日時 ３月 日㈰

た か ぎ

場所 ふれあいセンター久喜
視聴覚室
問合せ ボーイスカウト久喜
１・ 団 高木 ☎ ・８０
００

第 回民踊発表大会

がさ

はなゆみかい

－

14

日時 ３月 日㈬ 開場 時
分
場所 久喜総合文化会館小
ホール
定員 ３００人（当日会場先
着順）
問合せ 久喜市民踊連盟 天
笠 ☎ ・１７０８

小 学 生・ 未 就 学 児 の

かわ

日程 ４月５日・ 日・ 日・
日、５月３日 各金曜日
全５回
時～ 時
場所 栗橋コミュニティセン
ター（くぷる）
内容 民謡（唄・三味線・太
鼓）の体験
講師 唄の部 浜田幸絹さん、
三味線の部 花村幸陽さん、
太鼓の部 美波駒勇司さん
持物 筆記用具
申込開始 ３月 日㈰
申込み・問合せ 花弓会 古
川 ☎ ・２２６３

埼玉県不動産鑑定士協会
主催﹁一般公開セミナー﹂
時 分～

FAX

74

日時 ３月 日㈮

時
場所 ホテルブリランテ武蔵
野２階エメラルド
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18

21

19

30

₁

◆ ひめトレ＆コンディショ
ニング体験教室
日程 ３月 日㈫・ 日㈫
受け付け 時／ 時 分
◆ 久喜東ヨガ体験教室
日程 ３月 日㈫・ 日㈫
受け付け 時 分／ 時
【 ・ 共通】
場所 地域交流センター
講師 樋口八千代さん
対象
歳以上
費用 各５００円
持物 ヨガマット
◆ ジュニアソフトテニス
短期教室
日程 ３月 日㈬・ 日㈭・
日㈮ 受け付け９時 分／
時
場所 毎日興業アリーナ久喜
テニスコート
対象 小学３～６年生
※ラケットとボールは用意し
ます。
【 ～ 共通】
定員
人（申込順）
持物 運動のできる服装、飲

16

12

12

15

10

13

ミニ・ラグビー体験教室
◆説明会
日時 ３月 日㈰
時
場所 中央公民館視聴覚室
◆体験教室
日程 ３月 日、４月７日・
日 各日曜日 ９時 分～
時 ※雨天中止あり
場所 鷲宮運動公園自由広場

50

16

30

29

26

30

26

15

28

45

13

22

19

19

30

27

10

26

17

13

14

20

14

18

13

30

₂

10 ₃

13

₃0

21

₂

10

14

22

14

₁

17

24

27

31

24

₃

10 29

₁

30

12 14

―菖蒲図書館―
☎ ・１３８８

◆春休み子ども映画会
日時 ３月 日㈷
時
場所 菖蒲文化会館多目的室
内容 「おまえうまそうだな」
（ 分）
定員
人（申込順）

・５５１０

栗橋Ｂ＆Ｇ海洋センター

☎
◆すこ や か キ ッ ズ 体 操 教 室
無料体験会
時～ 時

喜」による健康体操
◆健康相談
時

日時 ３月 日㈬

時 分～

内容 看護師による血圧測定・

尿検査、健康相談
◆パドル健康体操
時～ 時

内容 パドルという道具を使っ

日時 ３月 日㈬

こばやし や す こ

た健康体操
講師 小林靖子さん
※各催
 しは、 歳以上の方が
参加できます。

公民館
―久喜市公民館連絡協議会事業―

ネットワーク
日時 ３月 日㈯ 開場９時
分／ 時～ 時
場所 中央公民館大集会室
※手話通訳者を配置します。
内容 身近な昆虫、飛ぶ宝石、
トンボ。興味深いその生活史
から、自然環境を考えます。
講師 高野徹さん（埼玉県生
た か の とおる

態系保護協会統括主任研究員）

た な か

時 分～

定員 １５０人（当日会場先
着順）
問合せ 同協会久喜支部長
田中 ☎・Ｆ ・８３９５
―森下公民館―
☎ ・７８１１

◆おはなし会
日時 ３月 日㈯

時
場所 児童コーナー
内容 絵本の読み聞かせなど
対象 幼児・小学生

護者（乳幼児同伴可）
定員
人（申込順）

申込期間 ３月 日㈮ ９時～

４月５日㈮
時
申 込 方 法 直 接、 児 童 セ ン
ターへ
◆おもちゃの病院
日時 ３月 日㈯
時～
時（受け付けは 時まで）
内容 壊れたおもちゃの修理
問合せ 久喜市社会福祉協議
会 ☎ ・２５２６

鷲宮児童館
☎ ・７０５４

16

◆よむよむのおはなし会
日時 ３月 日㈬
時～
時 分

58

日時 ３月 日㈬

場所 第２体育室
内容 歩く・走る・跳ぶ・投
げる等、身体を動かす楽しさ
を体感
対象 小学１～３年生
定員
人（申込順）
持物 上履き
申込期間 ３月 日㈪～ 日㈫
申込方法 申込書（同センター

児童センター
☎ ・８１８１

16

ん」他
対象 幼児とその保護者
◆遊ぼうデー
日時 ３月 日㈯
時～
時／ 時～ 時

内容 絵本「たまごのあかちゃ

11

内容 伝承あそびや点取りゲー

12

30

で配布）に必要事項を記入の
上、同センターへ

か な い た だ お

12 19

※家族分以外の申し込みは不可

30

23

◆育児教室（０・１歳児の保
ムで遊ぶ

護者向け）
【共通】
内容 テーマに基づいたお話
申込み 不要
や、参加者同士の情報交換
日 程 ４ 月 日、 ５ 月 日、 ◆児童
 センター・鷲宮児童館
６月 日、７月 日、９月
開館時間の延長のお知らせ
日、 月 日、 月 日、
児童センターと鷲宮児童館
は、４月１日㈪から９月 日
月 日 各木曜日 全８回
㈪までの間、次のとおり開館
対象 市内在住で、平成 年
時間を延長します。
４月２日～平成 年４月１日
開館時間 ９時～ 時
に生まれたお子さんを持つ保
21

いきいき温泉久喜
☎ ・７９３３

18 22

15

18

時～ 時

◆歴史
 講座「利根川の歴史か
らおもしろくなる久喜市」
日時 ３月 日㈯ 開場 時
分／ 時～ 時
場所 中央公民館大集会室
※手話通訳を配置します。
内容 利根川の歴史研究の第
一人者である講師が、利根川
の流れの変遷から久喜市の歴
史を語ります。
講師 金井忠夫さん（元県立
高 校 校 長、 元 中 央 公 民 館 長、
歴史研究家）
定員 １５０人（当日会場先
着順）
問合せ 中央公民館 ☎ ・
１５５０
―公民館市民企画事業―
◆環境
 講演会「トンボのすむ
水辺」池沼のエコロジカル

23

29

日時 ３月 日㈭

時～ 時

13

11

10

30

20

16 23

10

85

11 11

31

30

11

23

FAX

25

24

13
10

10

10 20

20

27

12

22

23

21

30

13

30

11

12

◆カラオケ発表会

15
14

13

21

18

26

健康体操久

13

60

14

17

10

内容 利用者によるカラオケ
発表会
◆健康体操
日時 ３月 日㈫

内容 「サプナ

21

23

87

11

22

16

21

52

27

14

19

14

40

15

15

30

90
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料

内

相

手

手

●無

談

容

日時・日程

場

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 日前までに、事業等の担当課にお申し込みください。

３月11日㈪
13時15分～16時15分
３月20日㈬
13時30分～15時30分

人権相談・女性相談

農業者トレーニングセンター 菖蒲総合支所総務管理課
後継者対策室・和室
☎85－1111（内線231）
栗橋文化会館（イリス）
会議室

栗橋総合支所総務管理課
☎53－1111（内線323）

２月25日㈪
９時30分～11時30分

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110）

３月15日㈮
13時～17時

市役所４階
相談室３

４月５日㈮
13時～17時
４月10日㈬
13時30分～16時30分
４月22日㈪
13時30分～16時30分
５月７日㈫
13時30分～16時30分

行政相談
（国などの行政サービスへ
の意見・要望に関すること）

３月25日㈪

年金相談
【要予約】

市役所１階
相談室１・２
栗橋総合支所２階
第１・２会議室

３月20日㈬
９時～12時／13時～15時

鷲宮総合支所４階

控室

毎週月～金曜日（祝日を除く）
８時30分～17時15分

住宅耐震相談
（木造２階建て以下に限る）

毎週月～金曜日（祝日を除く）
９時～12時／13時～17時

久喜市社会福祉協議会
（ふれあいセンター久喜内）
※緊急の場合を除き、来所の際
はお問い合わせください。
市役所第二庁舎１階
建築審査課

内職相談（あっせん）

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

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

児童相談

毎週月～金曜日（祝日・休館日を除く）
９時～16時

育児相談

毎週月～金曜日（祝日を除く）
９時～16時

人

身

事



物損事故

死者数

重傷者数

軽傷者数

件数

40

0

３

53

321
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久喜市社会福祉協議会
☎23－2526
建築審査課企画指導係
（内線4695）
商工観光課商工労働係
☎85－1111（内線134）

〔

〕

各市立保育園  さくら☎21−0787／すみれ☎21−0120／ひまわり☎22−8246
※電話相談可  あおば☎22−2566／中央☎23−6030／中央分園☎21−7870

火災・救急統計速報

件数

※上記は速報数値のため後日変更になる場合があります。

鷲宮総合支所戸籍市民係
☎58－1111（内線128）

子育て支援課子育て支援係
（内線3288）
地域子育て支援センター
地域子育て支援センター
ぽかぽか ☎21－8596
ぽかぽか／くぷる／すまいる
くぷる
☎55－1147
※電話相談可
すまいる ☎59－7510
児童センター／鷲宮児童館 児童センター ☎21－8181
※電話相談可
鷲宮児童館
☎58－7054

１月

故

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
市役所３階
消費生活センター
消費生活センター ☎22－3925
※来室の際は、必ずお問い合 ※相 談時間外のお問い合わせ先
わせください。
は、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

生活困窮者自立支援相談

交通事故発生状況

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

市役所４階
第８会議室

毎週月～金曜日（祝日を除く）
10時～12時／13時～16時

特設消費生活相談会

鷲宮総合支所４階
406会議室

鷲宮総合支所４階
408会議室

３月19日㈫
13時30分～16時

10

人権推進課男女共同参画係
（内線2325）

栗橋総合支所２階
第４会議室

３月19日㈫
９時30分～12時

消費生活相談

申込み・問合せ
人権推進課人権推進係
（内線2321）

３月22日㈮
13時30分〜15時30分

女性の悩み
（カウンセリング）相談
【要予約】

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
平日から）

所

久喜総合文化会館
会議室

建

物

車両・船舶

１月

４

急

病

536

１

交

通

66

その他

２

その他

229

火災件数

７

救急件数

831

予防接種は受けましたか

〜接種期限は３月31日㈰〜

問合せ 各保健センター

市が実施している次の予防接種の接種期限が迫っています。まだ接種していない方は早めに接種しましょう。
予防接種名

対象

費用

備考

麻しん風しん混合
予防接種（第２期）

平成24年４月２日～平成25年４月１日生まれ
の方

無料

接種をするまでに時間がかかる
場合もあるため、余裕をもって
予約しましょう。

無料

標準的な接種学齢は小学６年生。
接種期限は、13歳の誕生日の前
日までです。

二種混合予防接種
11歳以上13歳未満の方
（破傷風･ジフテリア）

今までに高齢者の肺炎球菌ワクチンを一度
年齢は、平成31年３月31日基準。
も接種したことがない、次の年齢の方
3,000円 対象者には、平成30年４月に予
診票を送付しました。
◆ 65・70・75・80・85・90・95・100歳
※接種回数は１回のみです。接種日時点で久喜市に住民登録のある方が対象です。転入等により市の予診票を
お持ちでない場合や市外の医療機関で受ける場合は、お住まいの地区の保健センターへご連絡ください。
※接種を希望される場合は、事前に接種可能な医療機関へ予約が必要です。
高齢者肺炎球菌
（定期接種）

大人の風しん予防接種費用の一部助成

問合せ 各保健センター

平成30年度大人の風しん予防接種費用の一部助成の接種期限は３月31日㈰までです。
<助成対象者>
接種時に久喜市に住民登録があり、埼玉県
風しん抗体検査事業による抗体検査の結果、
予防接種をすすめられた方
※埼玉県の実施する抗体検査以外の抗体検査
（妊婦健診等の抗体検査）を受けて予防接
種をされた方は対象外です。
＜助成金額＞ 3,000円（１回限り）
※予防接種費用が助成金額未満の場合は、助
成金額は予防接種費用の額とします。
＜接種日＞
平成30年４月１日～平成31年３月31日の接種
＜使用ワクチン＞
「風しんワクチン」
（単独）または「麻しん風
しん混合ワクチン」
（MR）のどちらか一方
＜申請受付期限＞４月５日㈮（消印有効）

【申請手続きの手順】
１．医療機関で予防接種を受け、接種費用を全額お支払
いください。その際に、接種内容がわかるもの（領収
書等）を医療機関から受け取ってください。
２．次の⑴～⑶を各地区の保健センターにご提出くださ
い。後日、指定口座に助成金額を振り込みます。
⑴久喜市大人の風しん予防接種費用助成金申請書および
請求書（申請書・請求書は、各地区の保健センターで
配布するほか、ホームページからダウンロード可。）
⑵被接種者氏名、ワクチン名、接種年月日および接種金
額がわかる書類（領収書、予防接種済証等の原本）
⑶埼玉県風しん抗体検査申込書兼検査結果通知書
※請求書には、振込先の金融機関と口座の記入が必要で
す。振込先の分かるものと印鑑をご用意ください。
※郵送での申請もできますので、詳しくはお問い合わせ
ください。

病児・病後児保育の
利用者登録は毎年度必要です

対象 市内に住所があり、保育所・幼稚園

等に通所している生後６か月以上の乳幼児

または小学校１年生～６年生の児童で、子

どもが病気の状態（回復期も含む）で医療

機関による入院加療の必要はないが、安静

を要する状態にあり、集団での保育等が困

／☎

難な場合、かつ、保護者が勤務などの都合

で、家庭での保育ができない場合。

はうす」
（久喜市久喜中央３の１の

10

場所 土屋小児病院内病児保育室「つりー

30

・８０２２）

17

定員 １日６人まで

期間 原則連続する７日以内
時間 月曜日～土曜日 ８時 分～ 時 分
費用 １日２０００円

※市民税非課税世帯・生活保護世帯は無料

対象となる疾患 ①かぜ、発熱、腹痛など

子どもが日常かかる疾患 ②水痘、おたふ

く、インフルエンザ、胃腸炎などの伝染性

疾患 ③喘息等の慢性疾患および骨折等の

外傷性疾患等

の判断により受け入れ困難なものを除く

※感染力が強いと思われる疾患等で、医師

利用手順 ①保育課または各総合支所で事

前登録（母子手帳を持参）②土屋小児病院

内病児保育室に利用予約③かかりつけ医を

受診し、診療情報提供書を作成④「病児・

病後児保育利用申請書」
「診療情報提供書」

等を病児保育室に提出

の診療も必要です。

※お子さんの状況によっては、事前に医師

問合せ 保育課保育係（内線３３２９）

30

22
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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

●健康コーナー

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。ほかの地区で参加
や受診を希望される場合は各保健センターにお問い合わせください。
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、作業療法士、臨床心理士、言語聴覚士によ
る個別相談を実施しています。また、不妊治療費助成事業を実施しています。

保健センターの保健事業

３月10日㈰～４月９日㈫（３月１日～９日は広報くき２月１日号に掲載済）

事業名

実施日時等

対象者等

中央保健センタ ー

４か月児健康診査

３月14日㈭

受付：12時45分～13時45分

平成30年11月生まれ

１歳６か月児健康診査

３月12日㈫

受付：12時45分～13時45分

平成29年９月11日～30日生まれ

ママ・パパ教室【要予約】３月16日㈯

妊娠15週以降の方

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】

市内在住者

毎週月～金曜日（祝日を除く）９時～16時

菖蒲保健センター

不登校・ひきこもり家族
３月11日㈪
のつどい

14時～16時場所：中央公民館

登校拒否・不登校・ひきこもりで悩んで
いる家族

10か月児健康診査

３月11日㈪

受付：12時30分～12時50分

平成30年４月～５月生まれ

１歳６か月児健康診査

３月13日㈬

受付：12時30分～12時50分

平成29年７月～８月生まれ

乳幼児健康相談

３月19日㈫

受付：９時30分～11時

栗橋保健センター

成人健康相談【要予約】 毎週月～金曜日（祝日を除く）９時～16時

市内在住者

精神保健福祉士によるこ
３月12日㈫
ころの健康相談【要予約】

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
※家族などからの相談も可

４か月児健康診査

３月19日㈫

受付：13時00分～13時30分

平成30年11月生まれ

１歳６か月児健康診査

３月12日㈫

受付：12時30分～12時50分

平成29年８月生まれ

３歳児健康診査

３月15日㈮

受付：13時00分～13時30分

平成27年10月23日～11月30日生まれ

乳幼児健康相談

３月11日㈪・25日㈪

受付：９時30分～11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
ウォーキング体操
ダンベル体操

市内在住者

４月４日㈭

①９時30分～10時30分
②10時40分～11時40分

市内在住者

３月14日㈭

①９時30分～10時30分
②10時40分～11時40分

市内在住者

多胎児のつどい（双子・ ３月20日㈬ 10時30分～11時30分
双子・三つ子の保護者
（くぷる内）
三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

鷲宮保健センター

コアラ（障がいのある子
３月27日㈬
どもの保護者のつどい）

14時～16時

心や身体に気がかりのある子どもの保護者

４か月児健康診査

３月14日㈭

受付：13時～13時45分

平成30年11月生まれ

10か月児健康診査

３月15日㈮

受付：13時～13時45分

平成30年５月生まれ

乳幼児健康相談

３月11日㈪

受付：９時30分～10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

久喜市休日夜間急患診療所
☎＆ FAX 21－9090

市内在住者

●埼玉県救急医療情報センター
（医療機関案内）

☎048－824－4199（24時間対応）

歯科・精神科案内と医療相談は除く。
診療科目 内科・小児科

所在地 本町５－10－47（中央保健センター併設） ●救急電話相談（２４時間対応）
受付時間
① 大人と小児を対象とする全国共通救急電話相談 ♯７１１９
○1 8時30分～21時30分…３月３日・10日・17
② 大人を対象とする救急電話相談
♯７０００
日・24日・31日、４月７日 各日曜日
※①、②：ダイヤル回線・IP電話、PHSは
☎048－824－4199
○13時30分～16時30分、18時30分〜21時30分
③ 小児救急電話相談 ♯８０００（☎048－833－7911）
…３月21日㈷
診療時間 受付開始30分後から終了30分後まで ●埼玉県精神科救急情報センター
☎048－723－8699
※問い合わせは受付時間内にお願いします。
（緊急的な精神科医療相談・医療機関案内）
※輪 番制診療のため、担当医師の専門外の病気
には対応できない場合がありますので、電話連
受付時間 月～金曜日…17時～翌朝８時30分
絡のうえお越しください。
土・日曜日、祝日…８時30分～翌朝８時30分
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第37回
（2019年）
久喜市鷲宮地区
コミュニティ祭り参加者募集 ５月12日㈰ 10時～15時

笑顔咲く

な か だ

この広報紙は₆₁₈₀₀部作成し、１部当たり 円︵うち広告料収入を除いた市負担は１部
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利根川

羽生外野栗橋線

栗橋駅

栗橋公民館

50

唐澤

ぼ う せ ん

と せ ん

戸時代を通じて 回実施され、特に最
後に実施された天保 年（１８４３）
の社参については詳細な記録が残って
います。それによると、高瀬舟と呼ば
れる大型の船 隻以上を連結し、その
上に竹や木材を敷き並べて橋を架けた
ことがわかります。また、川の流れで
橋が流されないように、大量の碇や石
詰めの俵を沈め、上流から太さ セン
チメートルもの虎綱で支えることで橋
全体を固定しました。
船橋架橋は３か年を要したといわれ
るほどの大工事でしたが、社参が終わ
り、将軍が江戸に戻ると直ぐに船橋は
撤去されました。撤去の際に虎綱は切
り分けられて架橋に関わった人たちに
配られたと伝えられています。現在栗
橋文化会館イリスの敷地内にある吉田
家水塚や郷土資料館では、そのときの
虎綱の一部を展示しています。

利根川橋

房川の渡しと船橋

わたしぶね

ぼうせんわたし な か だ せ き し ょ

うまぶね

東武日光線

ＪＲ宇都宮線

問合せ 教育委員会文化財保護課文化
財・歴史資料係（内線３８３）

八坂神社

房川の
渡し跡

連載久喜歴史だより︵第

ご よ う せ ん

ちゃぶね

▲船橋を渡る日光社参の行列を描いた浮世絵

久喜東小学校５年

ば

日光道中唯一の関所である栗橋関所
は、正式名称を「房川渡中田関所」と
いいます。これは、江戸時代の利根川
には橋が架けられておらず、渡船で栗
橋宿と対岸の中田宿とを往来した渡船
場が「房川の渡し」と呼ばれていたこ
とによります。房川の渡しでは江戸幕
府の御用船としても使用された通常の
渡船のほかに、一般の旅人や荷物を運
ぶ茶船、馬を運ぶ馬船が運航しました。
このように江戸時代は船で利根川を
往来していましたが、一定の期間だけ
臨時に橋が架けられたこともありまし
た。徳川将軍家の日光社参のときに架
けられた「船橋」です。日光社参は江

₂₂

久喜市の人口
２月１日現在
（ ）内は前月比

人

口 153,633人

（−76）

男

76,747人

（−12）

女

76,886人

（−64）

世帯数

66,032世帯 （＋45）

■久喜市役所（本庁舎）
〒346-8501 下早見85-3
■久喜市役所（第二庁舎）
〒346-0024 北青柳1404-7
■菖蒲総合支所
〒346-0192 菖蒲町新堀38
■栗橋総合支所
〒349-1192 間鎌251-1
■鷲宮総合支所
〒340-0295 鷲宮₆丁目1-1
■久喜市教育委員会
〒346-0033 下清久500-1

FAX
 0480－22－3319
☎ 0480－22－1111（代表）／■
FAX
 0480－22－0300
☎ 0480－22－1111（代表）／■
FAX
 0480－85－1806
☎ 0480－85－1111（代表）／■
FAX
 0480－52－6027
☎ 0480－53－1111（代表）／■
FAX
 0480－58－2020
☎ 0480－58－1111（代表）／■

₁₆

円︶です。

TEL 0480-22-1111（内線5914）
■発行日 平成₃₁年３月１日（毎月１日・₁₅日発行）/■発行 久喜市 ■編集 シティプロモーション課/〒346-8501 埼玉県久喜市下早見85-3 FAX 0480-22-1118／Eメール city-pro@city.kuki.lg.jp

No.215

言葉一つで

３

費用 ①②1,000円、③～⑤4,000円（テント使用料負担
金含む）
申込期限 ３月19日㈫ 必着
申込方法 参加申込書
（鷲宮地区の各公共施設で配布。
市ホームページからもダウンロード可）に必要事項を
記入の上、直接または郵送・ＦＡＸ・Ｅメールで、鷲
宮総合支所市民生活係（〒340－0295 所在地記入不
要／ FAX58－7019 ／Ｅメールseikatsu@city.kuki.lg.jp）
または鷲宮東・西の各コミュニティセンターへ
問合せ 鷲宮地区コミュニティ祭り実行委員会事務局
（鷲宮総合支所市民生活係内／内線134）

不思議だね

２０１９

（平成31年）

場所 鷲宮総合支所駐車場、久喜市コミュニティ広場
内容 ①アトラクションコーナー（郷土芸能、民踊、
歌謡曲、バンド、合奏、合唱、ダンス等） ②フリー
マーケットコーナー（衣類、雑貨、手芸品販売等）
③食べ物味自慢コーナー（家庭料理、自慢料理販売等）
④遊びチャレンジコーナー（遊び、チャレンジ体験、
各種軽スポーツ等） ⑤企業・公共機関コーナー（企
業や公共機関のノウハウ紹介等）
※運営ボランティアも募集しています。
※アルコール類の販売は禁止とさせていただきます。
対象 市内在住者（政治活動、宗教活動等の目的での
参加は不可）

人権標語

広報

合併10周年記念事業

FAX
 0480－31－9550
☎ 0480－22－5555（代表）／■
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