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平成31年度予算
〜未来を見据え歩む志木〜
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魅力発信プロジェクト

志木市の宝である元気な市民力

市民の健康づくりプロジェクト
を今後も発揮していただくことが

におけるにぎわいづくりを民間と

年 第一回 志 木 市 議 会 定 例

の皆さまの慎重な審議をいただき、

で き る よ う、 子 ど も の 健 康 づ く り

上のにぎわいを創出するとともに、

の 連 携 に よ り 推 進 し、 こ れ ま で 以

平成

無事に可決成立となりました。

に関する新たな取組や誰もが健康

年 度 は、 新 た な ま ち づ く

でいきいきと暮らせるまちの実現

平成

体を取り巻く環境が大きく変化す

少 子 高 齢 化 が 進 展 し、 地 方 自 治

未来を見据える
子どもが元気で心豊かに成長で

と地域の皆さまのニーズを的確に

る 中 に あ っ て も、 常 に 時 代 の 潮 流

子育て世代定住プロジェクト

に、 現 在、 進 行 中 の 取 組 が 早 期 に

き、 子 育 て 世 代 が 安 心 し て 子 ど も

捉 え、７ 万６ 千 の 市 民 の 笑 顔 の た

を生み育てられる環境の充実に努

て着実に実行します。
人 口 を 減 ら さ な い、 税 収 も 減 ら

め、しっかりと将来を見据え、数々
と と も に、 次 の

の行政課題に積極果敢に取り組む

さ な い、 そ し て 市 民 の 笑 顔 も 絶 や
「犯罪に強いまち志木」のスロー

暮らしやすさ向上プロジェクト

年、 そ の 先 の １

市将来ビジョンで掲げる「市民力で

さ な い ま ち づ く り を 目 指 し、 志 木

めます。

実 現 す る よ う、 ス ピ ー ド 感 を 持 っ

は、 よ り 一 層 の 充 実 を 図 る と と も

その魅力を全国に発信します。

りのステージにおける重点的な取
実行計画」も３年目を迎えます。す

35

でに目標を達成した取組について

りを応援します。

に 向 け、 市 民 の 皆 さ ま の 健 康 づ く

会 に 提 出 し た 新 年 度 予 算 案。 議 員
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４つの戦略プロジェクト
市民の健康づくりプロジェクト
「志木っ子元気！子どもの健康づくりプロジェクト」
の推進
42万円
生涯にわたり健康的な生活を送るため、小学生を対象に、
足圧分布や下肢筋力など足部の測定を行い、子ども一人ひ
とりが抱える足の現状や課題に応じた、日常的なセルフケ
ア方法などのアドバイスを行う、足部機能・骨格発達支援
事業を実施します。

複数・少人数指導体制
～スマート・クラス～の導入

9,356万円

多くの市民が集うスポーツ、健康、交流の拠点である市
民体育館・武道館・夜間照明施設の新たな指定管理者として
ミズノグループを指定し、子どもから高齢者まで幅広い世
代を対象とした多種多様なスポーツプログラムの実施や利
用促進に向けた新たなサービスの開始など、さらなる市民
サービスの向上につながる事業を展開します。

2020年度から実施される新学習指導要領への対応や児童
の基礎学力の定着と学力の向上を目指し、これまでの少人
数学級編制制度を改め、新たに複数・少人数指導体制を導入
します。これにより、すべての小学校に学級担任とともに
きめ細かな指導を行うスマート教員が配置されることとな
り、その中でも、学習のつまずきが現れはじめる小学校第
３学年及び第４学年に、学力向上のノウハウを有する民間
の塾講師（Z会グループ）をスマート教員として配置します。
Ｓ…Shiki（志木）
Ｍ…Multiple（多数の、複数の）
Ａ…Assistant（アシスタント、補佐）
Ｒ…Reliable（頼りになる、信頼できる）
Ｔ…Teacher（教員）

暮らしやすさ向上プロジェクト

魅力発信プロジェクト

防犯カメラの市内全域設置

志木駅東口周辺のにぎわいづくりに向けた
ワークショップ及び社会実験の実施
170万円

市民体育館・武道館・夜間照明施設の管理運営

3,208万円

705万円

「犯罪に強いまち志木」を推進するため、各町内会や警察
と協議・連携し、犯罪抑止策の一つである防犯カメラを市
内全域約120か所に設置します。

市民総合防災訓練の実施

463万円

防災関係機関の連携強化、防災技術の向上、防災意識の
高揚を図るため、防災関係機関や関係団体、自主防災組織、
地域住民などと連携し、市内８小学校を訓練会場に、４年
に１回の総合防災訓練を実施します。
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駅前周辺で事業を展開する事業者や地権者、市民などを
対象に、自らの力で地域の価値を高め、補助金に頼らない
持続するまちづくりを推進するための「にぎわいづくりプ
レイヤー育成ワークショップ」を開催します。本取組の中
では、志木駅東口ペデストリアンデッキを活用したにぎわ
い創出事業の企画立案を行い、実効性が高いと評価された
事業については、試験的に実施（社会実験）するなど、志木
駅東口周辺のにぎわい創出につなげます。

平成31年度予算の主な事業概要
市民力が生きるまちづくり
外国人生活相談窓口の開設

18万円

第２期志木市子ども・子育て支援
事業計画の策定
275万円

志木市在住の外国人がスムーズに市
役所で行政手続きなどが行えるよう、
相談支援員が通訳を行い、申請や届出
の手続きなどをサポートします。

子どもの健やかな育ちを支援すると
ともに、妊娠から出産、子育て期まで
の母子保健に係る計画を含めた「第２
期志木市子ども・子育て支援事業計画」
を策定します。

市制施行50周年記念事業

826万円
2020年10月 に 迎 え る 市 制 施 行50
周年に向けて、昨年組織した検討委員
会を「市制施行50周年記念事業実行委
員会」と改め、記念事業をともに創り
上げる実行委員を追加募集するととも
に、市民アイデアによるPR活動や新市
庁舎建設に伴い解体工事を行う現市庁
舎を活用した市制施行50周年記念プ
レ事業などを実施します。

小学校英語教育の発展・充実に
向けた支援教員の配置 356万円
グローバル社会に生きる子どもたち
の学習環境を充実させるため、小学校
の外国語活動において、学級担任及び
ALTとともに指導を行う市費英語専科
教員を配置します。

フレイル予防・重症化予防の推進

15万円

プログラミング教育の推進

92万円

要介護状態の前段階であるフレイル
（筋力低下などの虚弱な状態）予防や疾
病などの重症化予防の取組を進めるた
め、いろは百歳体操をはじめとする高齢
者の通いの場において、保健師や管理
栄養士、歯科衛生士などの専門職によ
る講話を通じた啓発や相談を行います。

2020年度新学習指導要領の全面実
施に向け、プログラミング教材を全小
学校に追加整備するとともに、教員が
プログラミング教育に円滑に取り組め
るよう、プログラミング教材を活用し
た研修を実施します。

市民を支える快適なまちづくり
地域の「しょく
（食・職）場づくり」
担い手育成による食育の推進

328万円
誰もが健康でいきいきと暮らせるま
ちの実現に向け、民間企業との共同研
究による食育推進事業を実施します。
市民が主体となって地域の人が食事
をともにする共食の場を創出するた
め、食の担い手となる市民食育サポー
ターを養成することで、自立した地域
食育活動の展開を推進し、子どもや高
齢者の孤食の防止をはじめ、食生活の
改善にもつなげます。

いろは遊学図書館における保育
サービスの実施
6万円
乳幼児を連れた利用者が気兼ねなく
ゆっくりと本を選ぶことができるよ
う、図書館における保育サービスを実
施します。

「まちなか保健室」の設置

25万円

特定健康診査受診率及び特定
保健指導実施率の向上 216万円

誰もが安心して過ごせるまちづくり
を推進するため、毎週日曜日に市民会
館において、市民の皆さんの健康・福
祉・介護・子育てなどに関する気になる
ことや悩み事について、保健師などの
専門職に気軽に相談できる「まちなか
保健室」を設置します。

特定健康診査受診率及び特定保健指
導実施率の向上のため、集団健診の受
診者に対し、健診結果説明会を実施し、
結果説明のほか同会場で個別相談、特
定保健指導などを行うことで、特定健
康診査の必要性の理解を深め、継続受
診を促します。

妊婦を対象とした歯科検診の実施

121万円

国保多子世帯応援給付金の支給

400万円

妊娠に伴うホルモンバランスの変化
などにより歯周疾患のリスクが高まる
妊婦を対象に、歯肉炎などの早期発見
や早期治療につなげる妊婦歯科検診を
実施します。

国民健康保険税率の改定に伴う子育て
世帯の負担の増大を軽減するため、総所
得が300万円以下の世帯に対して、第２
子以降の子どもの人数に応じて「国保多
子世帯応援給付金」を支給します。
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活力と潤いのあるまちづくり
デ ザインに カパ ル を 用 い た 原 付
バイクのご当地ナンバープレート
の交付
48万円
郷土への愛着を醸成するとともに、
走る広告塔として市内外に志木市をPR
するため、志木市広報大使のカパルを
用いたオリジナルデザインの原動機付
自転車のご当地ナンバープレートを交
付します。

採れたて！しきの野菜市の開催

18万円
地産地消の推進を図り、市内の生産
者が栽培した新鮮で安全・安心な農産
物を多くの人に知ってもらうため、農
業の専門的な知識やノウハウを持つ
JAあさか野に委託し、志木駅東口ペデ
ストリアンデッキなど、人が多く集ま
る市内の公共的空間で販売します。

カパル活動応援事業

20万円

志木市広報大使のカパルがゆるキャ
ラⓇグランプリ2018において、ご当
地キャラクター部門第１位を獲得した
功績を称え、カパルの活動を応援する
とともに、カパルの知名度を生かした
観光PR活動を行います。

市制施行50周年記念
下水道デザインマンホール蓋の作成

110万円

いろは親水公園民間活力導入可能性
調査及び基本計画の策定

900万円
いろは親水公園のさらなるにぎわい
を創出するため、飲食提供施設の設置
や魅力ある遊具の整備、管理方法など
も含めて、当該公園のもつポテンシャ
ルをより一層生かすアイデアを民間事
業者などから募集する「サウンディン
グ型市場調査」を実施し、魅力向上に
つながる整備手法などを検討します。

2020年10月 に 迎 え る 市 制 施 行50
周年を記念するとともに、下水道事業
のイメージアップを図るため、本市の
特色を生かしたデザインマンホール蓋
を作成します。デザインマンホール
蓋は50周年を迎える2020年度に設置
し、マンホールカードの作成にも取り
組みます。

未来を支えるまちづくり
市営墓地の拡張整備

２億5,894万円

消防団第４分団単独車庫の新設

5,974万円

市民の墓地に対する需要が高まって
いることを踏まえ、柏町にある市営墓
地の拡張整備を実施します。整備にあ
たっては、近年の家族形態の多様化に
伴う新たな墓地のニーズに応えるた
め、継承者がいなくても利用できる合
葬式墓地も設置します。

消防団による消防・防災活動の強化
を図るため、現在、消防団第５分団と
共同で使用している消防団第４分団車
庫を新たに担当エリア内に単独で整備
します。

柳瀬川駅前自転車駐車場の改修

1,831万円
施設の老朽化に伴い、屋上などから
の漏水を防止するため、屋上等防水対
策工事を実施します。
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りょう

橋梁 長寿命化修繕計画の策定

374万円
橋りょうの長寿命化と安全性・信頼
性を確保し、維持管理コストの縮減と
予算の平準化を図るため、国が定めた
道路橋定期点検の診断結果をもとに、
「志木市橋梁長寿命化修繕計画」を策定
します。

新市庁舎の建設（現市庁舎の解体）
平成31年度計上額1億6,800万円
※解体費総額（継続費）４億2,000万円

新市庁舎の建設に向けて、2020年
１月より現市庁舎の解体に着手しま
す。今後、2022年度の供用開始を目
指して、４か年の新市庁舎建設事業を
着実に進めます。

小・中学校体育館空調設備工事の
設計
3,993万円
災害時における体育館の避難所機能の
強化と記録的猛暑をはじめとする異常気
象から子どもたちの健康を守るため、市
内全小・中学校の体育館への空調設備の
設置に向けた工事の設計を実施します。

平成31年度予算の主な事業概要
健全でわかりやすい行政運営
◀事業ＰＲ公用車のイメージ

市税などの徴収強化の推進

52万円

公用車を活用した事業PR及び
啓発の拡充
65万円

市税などの納期内納付を促進するた
め、口座振替の利用者増加に向けた口
座振替勧奨キャンペーンを実施します。
また、残高不足で引き落としができな
かった口座振替登録者のうち、携帯電話
番号を登録している人などに対して納付
期限前の残高確認をショートメッセージ
でお知らせするシステムを導入します。

事業PRや啓発を効果的に行うため、
公用車にマグネットシートを貼り、広
く周知を図ります。

まちづくりサポート基金活用事業
市では、平成28年３月に「志木市まちづくりサポート基金」を設置し、ふるさと応援資金をはじめとした全国から寄
せられた寄附金を積み立てています。
平成31年度においても基金を財源として以下の事業を実施し、寄附していただいた皆さまからの「志木市のまちづ
くりを応援したい」という想いをかたちにします。

志木市におまかせコース

330万円

環境保全・地域経済の充実コース

270万円

水害対策用の可搬式排水ポンプの更
新や消防団が使用する備品を整備し、
地域の防災体制の強化を図ります。

都市基盤の充実コース 342万円
劣化が著しい公園遊具の更新を行い、
安全で安心して利用できる環境を整備
するとともに、放置自転車対策として、
志木駅東口バス停付近にベンチを設置
し、市民が安全に通行できる環境をつ
くります。

子育て支援・福祉環境の
充実コース
173万円

志木駅東口駅前広場及びペデストリア
ンデッキに設置したイルミネーションの
更新を行うほか、広報大使であるカパル
の遠征などに係る活動費の一部を補助し、
志木市のさらなるアピールを図ります。

教育環境の充実コース 343万円
小学校に大型テレビを配備し、ICT教
育環境の充実を図るとともに、CD・DVD
研磨機を導入し、図書備品の保守を行う
ことで、図書館の利用促進を図ります。

保育園で使用する視聴覚教材用備品
などの整備を行い、保育環境の充実を
図るとともに、市民が利用できる自動
血圧計や検診用備品を購入し、健康福
祉の充実を図ります。

まちづくりサポート基金残高
平成31年１月31日現在

合計

2,457万円

特別会計・企業会計
特別会計や企業会計は、市が特定の事業を行う場合に一般会計と区別して設置し、その特定の歳入をもって特定の
歳出に充てるものです。

特別会計

企業会計
予算額

国民健康保険

前年度比較

増減率

72億6,517万円

４億998万円増

6.0％

4,810万円

186万円減

▲3.7％

介護保険

44億1,349万円

1,435万円増

0.3％

後期高齢者医療

９億7,460万円

4,686万円増

5.1％

志木駅東口
地下駐車場事業

予算額※
水道
事業
下水道
事業

前年度比較

増減率

20億311万円

１億382万円減

▲4.9％

29億7,719万円

7,940万円増

2.7％

※収益的支出予算額と資本的支出予算額の合計
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平成31年度予算

一般
会計
予算総額

248億円
過去最高

424億 8,167万円

対前年度比
＋9億3,500万円（3.9％増加）

一般会計・特別会計・企業会計を合わせたもの

繰入金
23億5,140万円
9.5%

その他
7億1,126万円

市債（借金）
15億3,430万円
6.2%

2.9%

市民税
56億5,018万円
22.8%

負担金、
使用料・手数料
6億740万円
2.4%

総 額
248億円

国・県からの
交付金・補助金など
73億6,604万円
29.7%

固定資産税・
都市計画税など
48億3,936万円
19.5%
地方交付税
13億7,000万円
その他の市税
5.5%
（市たばこ税など）
3億7,006万円 1.5%

歳出

総務費、住民福祉推進のための民生費、環境対策や保
健衛生のための衛生費が増加しています。
主な増加の内容

民 生 費

衛 生 費

現市庁舎の解体や仮庁舎への機能移転費
用、志木駅ホームドア整備促進事業費負担
金の増額などにより増加
（前年度比 ２億7,787万円増）
民間の認可保育園などの新規開園に伴う運
営費や民間の認可保育園の整備補助金、国
民健康保険特別会計繰出金の増額などによ
り増加 （前年度比 ４億2,132万円増）
市営墓地拡張整備事業や朝霞保健所管内小
児救急医療支援事業補助金の増額などによ
り増加 （前年度比 ３億3,346万円増）

問合せ／財政課

7

歳入

一般会計歳入内訳

歳入のおよそ半分を占める市民税や固定資産税をは
じめとする市税の予算額は108億5,961万円で、平成
30年度に比べ、およそ１億219万円の増加を見込ん
でいます。
主な増加の内容
市 民 税

市内人口の増加による納税義務者の増や雇
用・所得環境の改善に伴う個人所得の増な
どにより増加の見込み
（前年度比 3,222万円増）

固定資産税

家屋の新築・増築により増加の見込み
（前年度比 5,376万円増）

一般会計歳出内訳

市の事務や庁舎管理、市民活動の推進などのための

総 務 費

対前年度比 ＋13億7,991万円（3.4％増加）

Shiki City 2019.4

内線 2255

予備費

3,000万円

公債費
16億9,436万円

0.1%

6.8%

教育費
29億280万円 11.7%
消防費
8億6,944万円

3.5%

土木費
16億3,918万円

6.6%

商工費
8,338万円 0.3%
農林水産業費
4,208万円 0.2%

衛生費
18億5,717万円
7.5%

議会費

1億8,757万円

0.8%

総務費
35億7,855万円
14.4%

総 額
248億円
民生費
118億9,125万円
47.9%

労働費
2,422万円 0.1%

※表示けた数未満は四捨五入

市からのおしらせ

仮庁舎の移転先が決定しました

問合せ／新庁舎建設推進室

内線2345

市では、現市庁舎の耐震性能不足などから、新市庁舎建設事業を進めています。この度、仮庁舎について建
設コストなどを考慮した結果、市内テナントスペース及び公共施設を活用することとし、移転先が決定しました。
いろは遊学館

仮庁舎の移転先と業務開始年月日
2020年１月６日
（月）から
移転先

住所

所属

ＳＫビル

本町５-21-14

秘書政策課、人事課、市政情報課、総務課、
財政課、新庁舎建設推進室

ＥＨ第９ビル

本町５-24-15

市民活動推進課、環境推進課、産業観光課、
消費生活センター、福祉監査室、都市計画
課、道路課、建築開発課、生涯学習課

フォーシーズン
ズ志木・マルイ
本町５-26-１
ファミリー志木
８階

市政情報課
（電子政策）
、課税課、収納管理課、
総合窓口課
（総合案内）
、福祉課、長寿応援課、
後見ネットワークセンター、子ども家庭課、
ファミリーサポートセンター、健康政策課、
保険年金課、会計課（銀行派出所）、教育総
務課、学校教育課、シルバー人材センター、
ジョブスポットしき

市民会館

本町１-11-50

議会事務局、行政委員会事務局

いろは遊学館

本町１-10-１

防災危機管理課

市民会館
本町3丁目
交差点

ファミリー
レストラン

本町5丁目
交差点
コンビニ

慶応志木高校
交差点

志木郵便局

SKビル

EH 第 9 ビル
銀行
東口

※仮庁舎期間中は、志木駅前出張所の業務機能を総合福祉センター（上宗
岡１-５-１)１階フロアに移転します。
※現行案であることから、今後、所属配置の変更を行う場合もあります。

志木駅

フォーシーズンズ志木・
マルイファミリー志木 8 階

今後の新市庁舎建設事業のスケジュール
2019年12月27日
（金） 現市庁舎での業務終了
12月28日（土）～
現市庁舎から仮庁舎への引越作業
2020年１月５日
（日）
１月６日
（月）
から

仮庁舎での業務開始

１月～６月

現市庁舎解体工事

７月～2022年３月

新市庁舎建設工事
※外構工事などは、2022年８月頃まで

４月～５月

仮庁舎から新市庁舎への引越作業

2022年５月から

新市庁舎での業務開始
▲市役所１階正面玄関に新庁舎の模型を展示しています

公共施設の貸館利用が変更になります
仮庁舎への移転に伴い、次の公共施設の貸館利用が変更になります。
市民の皆さまには、仮庁舎業務期間中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。
フォーシーズンズ志木 ふれあいプラザ
2019年10月から、全館休館になります。
問合せ／市民活動推進課 内線2143、ふれあいプラザ

☎（486）1000

市民会館パルシティ
2019年10月から、管理棟１階の各施設は利用できません。
いろは遊学館
2019年11月から、１階 第２会議室は利用できません。

問合せ／市民会館

問合せ／いろは遊学館

☎（474）3030
☎（471）1297

2019.4 Shiki City
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市からのおしらせ

下水道のマンホールふたの新デザインを募集します
問合せ／下水道施設課

☎
（473）
1957

市では、市制施行50周年を記念するとともに、下水道事業のイメージアップを図るため、市内の名所やご当
地キャラなど、志木市らしさが表現され、だれもが親しめ長く愛されるマンホールふたのデザインを募集します。
採用作品はマンホールふたとして、市制施行50周年を迎える2020年度に市内に設置するとともに、マンホー
ルカードを作成する予定です。皆さんからのご応募お待ちしています。

応募方法
所定の応募用紙またはA４判白紙に、直径約15㎝の円形（既定の穴３か所と「おすい」
・
「しきし」の部分を記載し
たもの）
に、デザインを記入し、必要事項を記入のうえ、下記宛先へ郵送または直接提出。

募集期間／４月15日（月）～５月31日（金） ※当日消印有効
応募用紙・募集要項配布場所／水道庁舎、市民活動推進課で配布、市ホームページからダウンロードもでき
ます。
必要事項／住所、氏名、職業または学校名・学年、電話番号、年齢、性別、デザインに込めた思い・デザイン
の説明
宛先／〒353-0002 志木市中宗岡１-17-10 志木市役所上下水道部下水道施設課下水道施設グループ

※持参受付は８時30分～17時15分（平日のみ）
※詳細は、志木市下水道マンホールふた新デザイン募集要項をご覧ください。
選考方法／志木市下水道マンホールふた新デザイン選考委員会で選考し、採用作品を決定します。
選考結果／採用作品は市ホームページにて発表し、採用者に通知します。

皆さんからのご意見をお待ちしています
平成31年度意見公募手続の実施予定 問合せ／秘書政策課

内線2215

平成31年度に意見公募手続を予定している案件（下表参照）は、それぞれの公表時期に、広報しき、市ホーム
ページ及び公共施設などで素案を公表する予定です。素案に対する皆さんからのご意見をお待ちしています。

意見公募手続とは
市の重要な施策などを定める場合に、施策の素案、関係資料などを広く公表し、市民や利害を有する人から
意見の提出を受け、提出された意見を考慮して施策などを定めるとともに、それらの意見に対する市の考え方
を公表する一連の手続きのことです。
◆ お寄せいただいた意見などを考慮したうえで、事業を進めていきます。
◆ お寄せいただいた意見などを集約した概要とともに、意見に対する市の考え方を公表します。

◆ 市民意見シートは、市ホームページからダウンロードできます。また、市ホームページ上に設けられた専用
フォームから意見を投稿することもできます。

平成31年度中に意見公募手続を予定している案件

※平成31年４月１日現在での予定です。案件名や
公表時期が変更となる場合があります。

案件名

公表時期（予定）

問合せ

第４期志木市地域福祉計画の素案

10月

福祉課
内線2417

第２期志木市子ども・子育て支援事業計画の素案
（母子保健計画を含む）

10月

子ども家庭課
内線2447

学校施設長寿命化個別計画の素案

10月

教育総務課
内線3115

2020年１月

秘書政策課
内線2215

未定

環境推進課
内線2312

(仮称)いろは親水公園魅力倍増に向けた利活用基本計画の素案
路上喫煙禁止地区の指定の拡大について
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市からのおしらせ

国民健康保険の異動届出は14日以内に

問合せ／保険年金課 内線2462

職場の健康保険に加入している人とその扶養家族、生活保護を受けている人以外は、すべて国民健康保険に
加入しなければなりません。国民健康保険の加入には届出が必要で、届出が遅れると、国民健康保険税をさか
のぼって納めたり、医療費を一時的に全額自己負担することがあります。
また、国民健康保険に加入している人が、職場の健康保険への加入や転出などで、国民健康保険の資格がな
くなる場合も届出が必要です。資格がなくなってからは、国民健康保険被保険者証は使えません。早めに手続
きをお願いします。

手続きが必要となるケース
転入したとき
国保に
入るとき

持参するもの
特に書類は不要

会社などをやめたとき（社会保険、共済組合など ・喪失年月日が記載されている証明書
の加入者及び扶養でなくなったとき）
・本人確認できるもの（顔写真付の官公庁発行のもの）
子どもが産まれたとき

・被保険者証
・出産育児一時金の振込先金融機関の口座番号など

生活保護を受けなくなったとき

・生活保護廃止決定通知書

転出したとき

・被保険者証

会社などに就職したとき（社会保険、共済組合な ・被保険者証
どの加入者及び扶養になったとき）
・社会保険、共済組合などの被保険者証

国保を
やめるとき 死亡したとき

そのほか

・被保険者証
・葬祭費の振込先金融機関の口座番号など
・葬儀費用の領収書

生活保護を受けるようになったとき

・被保険者証
・生活保護開始決定通知書

住所、世帯主、氏名などが変わったとき

・被保険者証

被保険者証をなくしたとき

・本人確認できるもの（顔写真付の官公庁発行のもの）

汚れたり、破損して被保険者証が使えなくなっ ・使えなくなった被保険者証
たとき
・本人確認できるもの（顔写真付の官公庁発行のもの）
修学のため、被保険者が他市町村へ転出するとき ・在学証明書または学生証、転出先地の住民票

地域敬老会支援事業補助金対象団体を拡充します！

問合せ／長寿応援課 内線2428

市では、長寿を祝福するとともに、広く地域における交流を深め、新たな集いの場づくりや地域団体への加入・
参加の促進に活用いただくため、地域で行う敬老会などの経費の一部を補助しています。より多くの団体に活
用いただくため、対象団体を拡充します。
なお、この補助金はイベント開催後の申請のため、申請前にご相談ください。
対象／次のすべてにあてはまる団体

・10人以上の市民によって構成し、組織的かつ継続的にまちづくり活動を行うことを目的とした団体
（町
内会、婦人会、単位子ども会、ＮＰＯ、ボランティア団体など、営利目的とせずに、自主的または自
発的に活動を行っている団体）
・参加者の半数以上が75歳以上のイベント
※各町内会においては、婦人会、単位子ども会、老人クラブ、サークルなど、それぞれ一団体として申
請ができるようになりました。ただし、全参加者の３分の２以上が、同じ年度に補助金の交付を受け

た別の団体の参加者であった場合、補助対象外となります。
申請方法／次のものを持参し、長寿応援課へ
①事業内容のわかるチラシまたは案内文など
②事業経費のわかる領収書など
③団体のパンフレット、規約、活動予定表、参加者名簿など、申請団体のわかるもの
※参加人数50人以下の場合は、名簿は必ずご提出ください。

2019.4 Shiki City
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市からのおしらせ

５月19日（日）開催！《いろは健康ポイント対象事業》
第５回ノルディックウォーキング・ポールウォーキング全国大会
問合せ／あるっく志木事務局
（健康政策課） 内線2472
参加者募集
今年もノルディックウォーキング・ポールウォーキング全国大会を開催します！５回目となる今回もさまざ
まな企画を用意しています。皆さんお誘い合わせのうえ、ぜひご参加ください。
とき／５月19日
（日） ８時～15時
ところ／いろは親水公園
実施コース／２km、５km、７km、10km、20kmの全５コース

参加費／事前申込：市内の人1,000円、市外の人1,500円
当日参加：2,000円
（市内・外問わず）
中学生以下、80歳以上：一律500円
（事前申込、当日参加問わず）
※10人以上で事前申込をするとグループ割引
（１割引）
※ポールをレンタルする場合は別途500円

今年から事前申込方法が大きく変わりました
次の①～④のいずれかの方法でお申し込みください。

詳しくは募集チラシをご覧ください（募集チラシは市ホームページ、健康政策課または公共施設などで配布）。
①インターネットで申込み後、クレジットカード決済またはコンビニエンスストアで支払い
「スポーツエントリー 志木いろはウォークフェスタ」
で検索
（右記QRコードから申込みできます）
②Famiポート
（ファミリーマート内端末）で申込み後、その場で支払い
【トップメニュー→申込・請求→スポーツエントリーサービス】より操作画面に従ってお申し込みください
③電話で申込み後、お近くのコンビニエンスストアで支払い
電話番号：☎0570（039）846 （スポーツエントリー電話受付デスク） 受付：平日10時～17時30分
※音声ガイダンスに従ってお申し込みください。
④FAXで申込み後、お近くのコンビニエンスストアで支払い
FAX番号：0120
（37）8434 （スポーツエントリーカスタマーサポートセンター）
※FAXで申込みの場合、市ホームページまたは募集チラシ裏面の専用の申込用紙をお使いください。
事前申込期間／①②４月１日（月）～５月６日（月） ③④４月１日（月）～５月２日（木）17時30分まで
※事前申込の場合は、参加費以外にスポーツエントリー利用料が別途かかりますので、ご了承ください。
申込方法に関する問合せ／スポーツエントリー事務局 ☎0570
（039）846 受付：平日10時～17時30分

外国人申請・相談サポート

通訳ボランティア募集！

問合せ／市民活動推進課 内線2145

市では、外国人住民も市役所での手続きがスムーズに行えるように、外国人申請・相談サポートを７月（予定）

に開始します。それにあわせ、外国人が申請・相談時のサポートをする通訳ボランティア（相談支援員）を募集
します。あなたの市民力を活かし、市民全員が住みよいまちをいっしょに作りませんか。
内容／市役所での各種申請手続きや相談を通訳し、サポートしていただきます。
予定言語／英語、中国語、ベトナム語
実施日数／英語：月２回 中国語：月１回 ベトナム語：月１回
それぞれ平日の午前または午後の２時間
※実施日は後日調整し、決定します。
謝礼など／１回につき図書カード（1,000円）など
実施場所／市役所会議室及び相談内容該当課

申込み／４月26日（金）までに、①氏名、②生年月日、③住所、④連絡先、⑤対応
可能言語を記入のうえ、メール［ shien@city.shiki.lg.jp]または直接、
市民活動推進課へ
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市からのおしらせ

公共施設の指定管理者を変更します

問合せ／生涯学習課 内線3142

指定管理期間の満了に伴う公募・選定を行った結果、下記公共施設の指定管理者が変更になりました。

志木市立八ケ岳自然の家

4月号
2019

指定管理者／
（株）塚原緑地研究所
指定管理者からのコメント

指定管理期間／４月１日～2024年３月31日（５年間）

政策版

八ヶ岳の豊かな自然とのふれあい、体験を通じ青少年の健全育成、市民の皆さまの生涯学習に貢献するよう
皆さまに愛されるサービスの向上を行ってまいります。宿泊のほか、自然観察会などのさまざまなイベント
を開催しますので、皆さまのご参加をお待ちしています。
施設にお問い合わせください。
施設の利用など／平成31年度の利用予約は４月１日より受け付けます。詳しくは直接、
問合せ／八ケ岳自然の家 ☎0267（98）2297 60267
（98）3677
HP https://www.shiki-yatsugatake.com
ysi-info@shiki-yatsugatake.com

志木市民体育館・武道館・夜間照明施設
指定管理者／ミズノグループ
指定管理者からのコメント

指定管理期間／４月１日～2024年３月31日（５年間）

４月より、ミズノグループが新たに指定管理者として施設の管理・運営にあたらせていただくこととなりま
した。
「いつでも・どこでも・だれでもスポーツを楽しめる夢のあるまち」として、空きスペースを使ったトレー
ニングルームの拡張や多彩なスポーツプログラム、トップアスリートや指導者によるクリニックの開催など、
「多くの市民が集う、新たな健康・交流拠点」を地域の皆さまといっしょに実現します。いっしょにスポーツ
を楽しみましょう！
施設の利用など／詳しくは直接、市民体育館にお問い合わせください。
問合せ／市民体育館 ☎（474）7666 6（476）9303
HP https://www.mizuno.jp/facility/saitama/shiki/

平成31年４月から国民年金保険料の産前産後期間の
問合せ／保険年金課 内線2465
免除制度がはじまります
出産予定日または出産日が属する月の前月から４か月間（産前産後期間）の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の３か月前から６か月間の国民年金保険料が

免除されます。
※出産とは、妊娠85日（４か月）以上の出産をいいます（死産、流産、早産された人を含む）。
対象／国民年金第１号被保険者で、出産日が平成31年２月１日以降の人

施行日／４月１日

申請方法／保険年金課へ申請書類を提出 ※出産予定日の６か月前から提出可能です。
（日本年金機構ホームページからもダウンロードできます）
申請書配布場所／保険年金課または年金事務所で配布

４月１日から市の組織が変わります

問合せ／秘書政策課 内線2216

市では、業務の効率化を図るため、４月１日から組織を改正します。
改正前
秘書広報課
政策推進課

新設

改正後

主な所掌事務

秘書政策課

・市長及び副市長の秘書に関すること
・総合振興計画に関すること
・法制執務に関すること

市政情報課

・広報、広聴に関すること
・人権施策に関すること

プレミアム付商品券
事業推進室

・市民の陳情、要望に関すること
・市全体の政策調整に関すること

・情報システムの運用、管理に関すること
・男女共同参画に関すること

・プレミアム付商品券事業に関すること

2019.4 Shiki City
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▼旧村山快哉堂 ☎（４７４）５４１１
開館時間／10時～16時

開館日／金・土・日・月曜日、4月30日㈫～5月2日㈭

中宗岡5-1

▼指定文化財の公開 生涯学習課 内線３１４３
埼玉県指定文化財
田子山富士塚
市指定文化財
はや し

宿組の囃子

とき／４月10日㈬・13日㈯・16日㈫・19日㈮・22日㈪・25日㈭・28日㈰、5月1日㈬・4日㈯・6日㈪・
9日㈭・10日㈮ 10時〜15時 内容／富士塚に登り見学できます ※天候や塚の状態によって、公開が
中止になる場合があります 問合せ／田子山富士保存会（志木市商工会館内） ☎（471）0049 ※説明ガ
イドを希望する場合は、ご連絡ください
4月21日㈰
ところ／天神社
10時〜（1時間程度）
内容／天神社例大祭において、お囃子とお神楽が披露されます。

上宗岡1-5-1

▼福祉センター ☎（４７３）７５６９ 6（４８７）６７６５
開館時間／9時～16時30分

上宗岡1-5-1（総合福祉センター2階）

▼第二福祉センター ☎（４７６）４１２２ 6（４７６）４０００
開館時間／9時～16時30分
柏町3-5-1

※日曜日、祝休日は、お風呂の利用はできません

とき／4月18日㈭ 10時〜11時30分 内容／生演奏にあわせ、みんなで歌をうたいます 対象／市内在住の
65歳以上の人、福祉センター利用資格のある人 申込み／不要（直接会場へお越しください） ※演奏はボラン
ティアの皆さんで、ピアノ、ウクレレ、アコーディオン、ハーモニカ、リコーダーなど

歌声ひろば

▼高齢者あんしん相談センター
開所時間／8時30分～17時15分

▼高齢者あんしん相談センター
開所時間／8時30分～17時15分

柏の杜オレンジカフェ
～杜のカフェ～

▼高齢者あんしん相談センター

開所時間／8時30分～17時15分
中宗岡1-19-61

もの忘れカフェ
「きんもくせい」

柏町3-5-1（第二福祉センター内）

担当地区／館、幸町

幸町3-12-5

せせらぎ ☎（４８５）２１１３ 6（４８６）５１１２
担当地区／宗岡北圏域（宗岡中学校区）

ところ／志木すだち 内容／折り紙を作ったり、歌をうたったり、楽しいイベン
トが盛りだくさん 手作りおやつもあります 対象／認知症の方やご家族、地
域にお住まいの方など 参加費／100円

▼高齢者あんしん相談センター

志木市元気づくり事業
「ノーアエクササイズ」

担当地区／柏町

館・幸町 ☎（４８５）５６１０ 6（４８５）５６１１

休所日／日曜日、祝休日

4月19日㈮
14時〜15時30分

開所時間／8時30分～17時15分
中宗岡3-25-10

本町2-10-50

ところ／第二福祉センター(和室） 対象／認知症の方やご家族、地域にお住まい
の方、ケアマネージャーなどの専門職など、どなたでも参加できます
参加費／100円
（お茶代）

休所日／日曜日、祝休日

▼高齢者あんしん相談センター

担当地区／本町

柏の杜 ☎（４８６）５１９９ 6（４７６）４０００

休所日／日曜日、祝休日

毎月第1火曜日
13時30分〜15時30分

開所時間／8時30分～17時15分

ブロン ☎（４８６）０００３ 6（４８６）４０８７

休所日／日曜日、祝休日

あきがせ ☎（４８５）５０２０ 6（４８５）５０２１

休所日／日曜日、祝休日

担当地区／宗岡南圏域（宗岡第二中学校区）

とき／①4月18日、5月16日、6月20日、7月18日（各第3木曜日） ②4月23日、5月28日、6月25日、7月23日（各
第4火曜日） 13時30分〜15時 ところ／①宗岡三区町内会館 ②あったかの家 内容／手足を使って、脳ト
レーニングをします 参加費／無料 定員／各会場20人 対象／65才以上（介護認定を受けている人、はじめ
ての人を優先） 申込み／電話で

「広報しき」
音訳 CD の貸出し

志木音訳ボランティア「もくせいの会」の皆さんが、広報しき、議会だより、社協だよりを朗読し、CDに録音して、市政情報課、柳瀬川図書
館で貸出しています。利用を希望する場合は、ご相談ください。 問合せ／市政情報課 内線2014
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おしらせ版

▼総合福祉センター ☎（４７５）００１１ 6（４７５）００１４
利用時間／8時30分～22時

₄月号

▼柳瀬川図書館 ☎（４８７) ２００４ 6（４８７) ２０３９

利用時間／火～金曜日 9時30分～19時 土・日曜日、祝休日、4月23日㈫～26日㈮、5月7日㈫～10日㈮ 9時30分～18時 休館日／月
館2-6-14 ※えほんのじかん…4月13日㈯・20日㈯・27日㈯ 11時～11時30分
曜日（4月29日を除く）、4月30日㈫、5月1日㈬

赤ちゃんのえほんのじかん

4月6日㈯・17日㈬
11時〜11時30分
※5月4日㈯はお休みします

内容／赤ちゃん絵本のよみきかせ、ふれあいあそびなど
対象／0〜2歳児と保護者 申込み／不要

おはなし会

4月6日㈯
15時〜15時45分
※5月4日㈯はお休みします

内容／「春のおはなし会」として、ストーリーテリング、紙芝居、パネルシアター
などを行います 対象／5歳ぐらい〜小学生 申込み／不要

▼いろは遊学図書館 ☎（４７１）１４７８

6（４７１）１８６３

開館時間／9時30分～19時（5月3日㈮～6日㈪は17時閉館） 休館日／月曜日、4月26日㈮・29日㈪、5月1日㈬
本町1-10-1

おもしろクラブ

4月6日㈯ 11時〜11時30分

よみきかせ

とき／①4月9日㈫・16日㈫・23日㈫、5月7日㈫ 13時30分〜13時45分 ②4月20日㈯ 11時〜11時30分
※4月から曜日が変わります 内容／絵本のよみきかせ、いろいろな絵本の紹介もします 対象／3歳くらい〜小学生

おはなし会

4月13日㈯
11時〜11時30分

内容／むかしばなし、おもしろいおはなし、わくわくするおはなしが聞けます
対象／5歳以上（幼児は保護者同伴)

赤ちゃんのよみきかせ

4月27日㈯ 11時〜11時30分

内容／絵本のよみきかせ

内容／よみきかせ、紙芝居、パネルシアター、折り紙 対象／3歳くらい〜小学生

▼市民体育館 ☎（４７４) ７６６６

対象／保護者同伴の0〜2歳児

6（４７６）９３０３

開館時間／8時30分～22時 休館日／4月1日㈪、4月27日㈯・28日㈰は全館貸し切りのため団体・個人の利用はできません
館2-2-5
※個人開放の予定時間は公共施設予約システムでご覧になれます

トレーニング室利用講習会

とき／①4月3日㈬・11日㈭・19日㈮ 14時〜、19時〜 ②4月7日㈰・20日㈯・22日㈪ 10時30分〜、14
時〜 内容／トレーニング室のご利用は、「トレーニング室利用講習会」の受講が必要です
所要時間／30分程度 対象／15歳以上（中学生除く） 定員／10人（要予約） 持ち物／トレーニングウェア、
室内シューズ、市内在住・在勤・在学の人は証明できるもの、その他の人は本人確認できるもの
受講料／160円（市内在住・在勤・在学の人)、320円（その他の人） ※講習会含む2時間の利用が可能です

▼秋ケ瀬スポーツセンター ☎・6（４７３) ４３６０

開所時間／8時30分～21時 休業日／4月8日㈪
上宗岡4-25-46 ※宿泊については、随時、秋ケ瀬スポーツセンター窓口で受付を行っています

▼秋ケ瀬総合運動場・運動公園
利用時間／6時～19時

抽選結果発表後の市内随時予
約受付時期の変更について

休業日／4月8日㈪

※パークゴルフ場は9時からの利用となります

市内利用者の抽選結果発表後の随時予約につき、毎月20日より申し込みを受け付けます
これまで／利用月1か月前の1日から随時予約受付
4月以降／利用月2か月前の20日から随時予約受付
例）市内利用者6月分の随時予約受付は、4月20日㈯から受付 ※詳しくは施設窓口にてお問い合わせください

▼市民会館

パルシティ ☎（４７４) ３０３０ 6（４７６) ２５２６

開館時間／8時30分～22時 休館日／4月8日㈪ ※駐車場も終日利用できません。
本町1-11-50 http://www.sbs.or.jp/

落語
「春風亭一之輔のドッサ
リまわるぜ2019」

とき／7月14日㈰ 13時開場、13時30分開演 内容／今年で7回目を迎える「春風亭一之輔のらくご DE 全国
ツアー」今年もパワーアップして全国を行脚します 落語会を代表する若手落語家春風亭一之輔の市民会館で
の公演が実現しました ファン待望の落語会です
チケット／4月13日㈯発売 前売り券3,600円（全席指定・税込）、当日券3,900円 ※未就学児入場不可

『サンクトペテルブルク国立
舞台サーカス』公演

とき／8月3日㈯ ①12時30分開演 ②15時開演 ※開場は各回30分前 内容／きらびやかな衣装に身を包
んだ、サーカスおなじみのキャラクターが勢ぞろいし、鍛え抜かれたアクロバットやわっと驚く軟体芸、ひょ
うきんなピエロのバランス芸など、笑って楽しく、夢中になれる家族全員大満足のサーカス公演
チケット／4月20日㈯発売 2,800円（3歳以上、3歳未満膝上鑑賞無料・税込）

▼ふれあいプラザ ☎（４８６) １０００ 6（４８６) １５００
開館時間／10時〜22時 休館日／4月1日㈪〜3日㈬
本町5-26-1
（フォーシーズンズ志木ビル8階）

※埼玉県議会議員一般選挙の期日前投票は実施

▼西原ふれあいセンター ☎（４８７) ４６１１ 6（４７６) ７２２２
開館時間／9時～22時

幸町3-4-70（健康増進センター２階）

▼郷土資料館 ☎・6（４７１）０５７３
開館時間／9時30分～16時30分
中宗岡3-1-2

まが玉作り教室

休館日／月曜日（4月29日、5月6日は開館）、4月9日㈫・30日㈫、5月7日㈫

とき／毎週土曜日 ①午前の部：10時受付 ②午後の部：13時受付
定員／各部20人 申込み/不要 ※雨天中止

対象／小学生以上

2019.4 Shiki City
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▼健康増進センター ☎（４７３) ３８１１ 6（４７６) ７２２２
利用時間／8時30分～17時15分

休所日／土・日曜日、祝休日

幸町3-4-70

妊娠届出に関する問合せ／しきっ子あんしん子育てサポート専用電話 ☎（476）7333
※妊娠届出については、祝休日を除く第2・4土曜日（9時～17時）も受付します（健康増進センターへの電話は通じません）

１歳６か月児健診

4月16日㈫
〈受付〉13時10分〜14時

内容／問診、身体計測、診察、歯科診察、ブラッシング指導など
対象／平成29年9月出生児

３歳児健診・フッ化物塗布

4月24日㈬
〈受付〉13時10分〜14時

内容／問診、身体計測、診察、歯科診察、フッ化物塗布など
対象／平成27年12月出生児

離乳食教室（モグモグ期）

4月9日㈫
10時〜11時45分

内容／離乳食の進め方について講話、試食、相談、身体計測 対象／平成30
年9月・10月出生児 ※対象月以外の人は、電話で健康増進センターへ

離乳食教室（カミカミ期）

4月10日㈬
10時〜11時45分

内容／離乳食の進め方について講話、歯のミニ講話、試食、相談、身体計測 対
象／平成30年7月・8月出生児 ※対象月以外の人は、電話で健康増進センターへ

第1回:5月11日㈯
9時30分〜12時

内容／講話
「パパママになる準備、お産の準備と経過」
、パパになる人の妊婦体
験、赤ちゃんが生まれたら必要な手続き
申込み／5月10日㈮までに健康増進センターへ

第2回:5月17日㈮
9時30分〜14時

内容／妊娠中の栄養、貧血予防の調理実習、妊娠中の歯科衛生 参加費／1人
500円（食材費など） 申込み／5月10日㈮までに健康増進センターへ

第3回:5月25日㈯
9時30分〜12時

内容／赤ちゃんのおふろ、ネオパパ講座 ※ネオパパ講座は、乳児を持つパパ
も参加できます 申込み／5月24日㈮までに健康増進センターへ

パパママ学級
ネオパパ講座

対象／市内在住で、原則として
はじめて出産する人 ( パパにな
る人も大歓迎。いずれか１回だ
けの参加も可能です )

▼いろは遊学館 ☎（４７１）１２９７ 6（４７１）１２５２
利用時間／9時〜22時 ※5月3日㈮〜6日㈪は17時閉館
本町1-10-1
おりの開館です

休館日／月曜日、4月29日㈪

※4月30日㈫〜5月2日㈭は通常ど

応援しよう
赤ちゃんファミリー

5月9日㈭
10時〜11時30分

なかまほいく「2019春」
～支え合いの子育て、
はじめましょう～

とき／5月10日・17日・24日・31日、6月7日・14日・21日・28日、7月5日・12日（各金曜日）( 全10回 ) 10時〜
12時 内容／親子いっしょの遊び、預け合い、親のリフレッシュ・親同士の仲間作りなど 対象／0〜3歳の子ども
とその保護者 定員／14人 参加費／6,000円 (10回分、保険代含む ) 申込み／4月20日㈯までに NPO 法人志
木子育てネットワークひろがる輪事務局ホームページ［http://hirogaruwa.com/nakama_hoiku/request/］まで

内容／親子体操でリフレッシュ
※皆さん気軽にお越しください

対象／0歳児とその家族

とき／5月14日㈫・21日㈫、6月12日㈬、7月10日㈬ ( 全4回 ) 13時30分〜（2時間程度） 内容／お気に入り
の花柄のお皿をつくろう 対象／一般成人 定員／10人 参加費／500円 (1人につき ) 持ち物／タオル、エ
プロン、筆記用具、使い古したボールペン 申込み／4月30日㈫までに電話か来館 ※汚れてもよい服装でお
越しください

大人の陶芸教室

▼宗岡公民館 ☎（４７２）９３２１ 6（４７２）９３２２
利用時間／9時～22時
中宗岡4-16-11

よみきかせ
初心者のための
パソコン個別指導

(図書室

9時30分～17時)

※4月19日㈮・20日㈯は17時閉館

休館日／図書室のみ4月26日㈮休室

第1〜3水曜日
11時15分〜11時45分

内容／絵本のよみきかせ

毎週土曜日
10時〜12時

内容／インターネット、Word などの個人指導
申込み／希望日の前日まで（予約制）

第30回宗岡公民館まつり 4月20日㈯
「来て！見て！楽しんでね！」 10時〜16時

対象／幼児から
対象／一般成人

内容／宗岡公民館の利用者によるステージ発表、展示、体験、図書リサイクル
コーナーや模擬店（焼きそば、わた菓子など）、そのほかのイベントもあります

赤ちゃんと絵本のふれあい

4月24日㈬
11時15分〜11時30分

内容／赤ちゃん絵本のよみきかせ

おやこ広場 ( 全４回）

5月9日・16日・23日・30日
の各木曜日 10時〜11時

内容／親子で楽しく遊びながら仲間作り 対象／1〜3歳未満の子どもと親
定員／20組（先着順） 申込み／4月30日㈫までに電話か来館

対象／0〜2歳児と保護者

申込み／不要

▼宗岡第二公民館 ☎（４７５）００１３ 6（４７５) ００１４

利用時間／9時～22時 (図書室 9時30分～17時) 休館日／図書室のみ4月26日㈮
上宗岡1-5-1（総合福祉センター1階（図書室は３階））

赤ちゃんのえほんであそぼ

毎週木曜日
15時〜15時20分

内容／絵本のよみきかせ 対象／乳幼児と保護者
※当日直接、図書室へお越しください

えほんであそぼ

毎週木曜日
15時30分〜16時

内容／絵本のよみきかせ 対象／幼児から小学生
※当日直接、図書室へお越しください

▼ふれあい館「もくせい」 ☎（４７３) ８６２１
利用時間／1階…9時～17時

脳トレ＆笑うヨガ
こと

箏の調べを楽しみ、
楽器を体験する
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2階…土・日曜日、祝休日

9時30分～17時

館1-4-1（志木第四小学校北校舎内）

4月13日㈯
14時〜15時30分

内容／天使の笑顔による脳トレ&笑うヨガ 対象／5歳以上
定員／30人程度 申込み／4月10日㈬までに電話か来館

4月27日㈯
14時〜15時30分

内容／生田流箏曲・地歌三弦〜子どもから大人までどうぞ〜
対象／小学生以上 定員／30人程度 申込み／不要

そう

▼宗岡子育て支援センター「ぽけっと」
親子クッキング

とき／5月12日㈰ 10時〜12時 ところ／総合福祉センター 内容／母の日に感謝の気持ちをお料理で !!
対象／3歳以上の未就学児と保護者 定員／8組（先着順） 参加費／500円（1組） 申込み／4月16日㈫から30
日㈫までに電話か来所 ※宗岡第二公民館共催

リフレッシュ講座
①「クッキング」
②「リラックスタイム」

①5月21日㈫ 10時〜11時30分
②6月14日㈮ 10時〜11時30分

ところ／総合福祉センター 内容／①ライスバーガーほか ②ティータイムほか
対象／未就学児の保護者 定員／各12人（保育定員／各12人） 参加費／各500
円 申込み／5月1日㈬から10日㈮までに電話か来所（第一希望、第二希望を伝え
てください）

▼子育て支援センター「ぷちまある」 ☎０８０（４４５２）１５３８
利用時間／月～金曜日 10時～15時 休所日／土・日曜日、祝休日
本町1-11-50(市民会館内） https://puchimaaru.com/

ぷち栄養相談

4月25日㈭
10時30分〜11時30分

内容／離乳食のこと、食事に関する悩みなどを栄養士に相談できます
対象／未就学児と保護者

▼児童発達相談センター「すきっぷ」 ☎（４８６）５５１１
利用時間／月～金曜日

8時30分～17時15分

休所日／土・日曜日、祝休日

上宗岡1-5-1（総合福祉センター3階）

小児科医師による
発達相談

内容／小児科医師による個別の発達相談を月3回実施します（予約制、1人50分程度） 対象／児童と保護者
申込み／電話か来所で、日時を問い合わせのうえ予約

おひさま広場

①4月19日㈮ 14時〜15時30分
②4月24日㈬ 9時30分〜11時

内容／親子遊び、発達相談 担当／①公認心理師
対象／未就学児と保護者 申込み／不要

巡回発達相談

4月23日㈫
10時〜11時30分

ところ／宗岡子育て支援センター 内容／子どもの発達のことで気になってい
ることを相談できます 担当／公認心理師 対象／未就学児と保護者
申込み／不要、直接会場へ

②言語聴覚士、作業療法士

▼児童センター ☎（４８５）３１００ 6（４８７）７５３３

利用時間／9時～17時 ※4月15日㈪は15時～17時
上宗岡1-5-1（総合福祉センター3階）
※コマ・けん玉検定…随時受付 http://www.shiki-syakyo.or.jp/kd_kd/kd_shiki_center/

児セビクス
「カパル体操」
わくわくタイム
なかよしランド第1回
「ボールプール」

とき／学校休業日・休館日を除く平日 11時35分〜11時45分 内容／みんなでいっしょに楽しい体操をしま
しょう 対象／未就学児と保護者 ※時間が変更になる場合があります ※宗岡子育て支援センター共催
毎週月曜日（休館日を除く）
16時〜16時20分

内容／いろいろな集団遊びを楽しみながら仲間作りをしましょう
対象／小学生

4月16日㈫
10時30分〜11時30分

内容／ボールプールで遊びましょう
対象／未就学児と保護者 ※宗岡子育て支援センター共催

平成31年度児童センター
ジュニアリーダー
会員募集

とき／4月1日㈪から募集開始、
5月25日㈯に第1回ミーティング 内容／年間をとおして児童センター事業の参
加・手伝いを体験し、リーダーシップの育成を目的とする活動です 対象／小学3年生〜中学生 定員／10人
申込み／児童センターにある「入会申込書」を提出 ※詳細はお問い合わせください

こどもスペシャル

5月1日㈬〜6日㈪

内容／プラレール、期間限定の工作、くじ引きなど（一部年齢制限があります）
対象／幼児〜18歳未満（幼児は保護者同伴）

▼健康増進センター ☎（４７３) ３８１１ 6（４７６) ７２２２
利用時間／8時30分～17時15分

休所日／土・日曜日、祝休日

幸町3-4-70

妊娠届出に関する問合せ／しきっ子あんしん子育てサポート専用電話 ☎（476）7333
※妊娠届出については、祝休日を除く第2・4土曜日（9時～17時）も受付します（健康増進センターへの電話は通じません）

こんにちは赤ちゃん
訪問事業（随時）

内容／助産師・保健師による「新生児訪問」、母子保健推進員による「乳児訪問」 対象／生後4か月までの赤ちゃ
んとそのご家族 ※出生連絡票のハガキと、出生届出時に記入する「こんにちは赤ちゃん訪問カード」をもとに
訪問します お急ぎの人は、健康増進センターまでご連絡ください
内容／助産師の家庭訪問によるおっぱいケアや授乳に関する相談

対象／産後90日以内の母親

おっぱいケア訪問（随時） 利用回数／2回まで 自己負担額／1回500円（生活保護世帯の人を除く） 申込み／希望者は、直接健康増進セ
ンターへ

※申込みは、産後80日まで

それ以降は、ご相談ください

内容／助産師・ホームヘルパーによる育児や家事のサポート

対象／産後90日以内（多胎児の場合は、応相談）

育児サポート事業（随時） の産婦さんで心身に不調などがあり、家族などからサポートが得られない人 ※自己負担あり ( 生活保護世帯の
人を除く ) ※利用希望者は、事前に審査などがありますので、早めに健康増進センターまでご相談ください

３か月児健診
離乳食教室（ゴックン期）
９か月児健診

4月23日㈫
〈受付〉13時10分〜14時
4月23日㈫
14時10分〜、14時40分〜
4月17日㈬
〈受付〉13時10分〜14時

内容／問診、身体計測、診察など
対象／平成30年12月出生児
内容／離乳食の進め方について講話、試食、相談
対象／平成30年12月出生児 ※3か月児健診と同時開催（参加希望者は、当日
早めに健診の受付をお済ませください） ※対象月以外の人は、電話で健康増
進センターへ
内容／問診、身体計測、診察など
対象／平成30年6月出生児

2019.4 Shiki City
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※定員を設けているものは、原則として応募者多数の場合、
抽選となります（健（検）診を除く）。
イベントカレンダー
QR コード

は「子育て情報」です。

▼いろは子育て支援センター「にこまある」 ☎（４８６）６８８８ 6（４７２）５２５１
利用時間／月～金曜日 9時30分～17時 第2･4土曜日 9時30分～15時30分
本町1-1-67
（いろは保育園2階） https://nicomaaru.com/
休館日／日曜日、祝休日、第1・3・5土曜
あそびの広場利用時間／月～金曜日

ランチで食育（離乳食）

9時30分～16時30分

第2・4土曜日

9時30分～15時30分

とき／4月9日㈫・16日㈫・23日㈫ 10時50分〜11時30分 内容／保育園の給食の試食と栄養士の講話や相談
対象／離乳食後期食が食べられるおおむね8か月から1歳3か月くらいの市内在住の未就園児と保護者 定員／6組
（先着順） 参加費／無料(2回目から1食268円） 申込み／来所または電話で、利用日の1週間前までに予約

とき／4月11日㈭・12日㈮・18日㈭・19日㈮・25日㈭・26日㈮、5月9日㈭・10日㈮ 10時50分〜11時30分
内容／保育園の給食の試食と食事アドバイス 対象／1歳児用クーポン券・2歳児用クーポン券を持っている幼児
クーポンランチ（幼児食）
食が食べられる子どもと保護者（保育園などに通っていない在宅子育て家庭） 定員／10組（先着順）
申込み／来所または電話で、利用日の1週間前までに予約

わくわく絵本の時間

4月15日㈪
11時30分〜

内容／絵本の読み聞かせほか 対象／未就学児と保護者
出演／読み聞かせボランティア「さんさん」 ※毎月第3月曜日に実施しています

赤ちゃん広場

4月22日㈪
14時30分〜15時30分

内容／赤ちゃんとママのふれあい遊び
対象／はいはいする前の赤ちゃんと保護者

お父さん広場

4月27日㈯
10時〜11時

内容／お父さんといっしょにお花紙であそぼう
対象／お父さんと未就学児 ※お母さんとお子さんの参加も可

小児科医師相談

5月7日㈫
10時〜11時

内容／育児や健康に関する疑問を小児科医師に相談ができます
対象／未就学児と保護者

▼西原子育て支援センター「まんまある」 ☎・6（４７２）７１１２

利用時間／月～金曜日 9時30分～17時 第1・3土曜日 9時30分～15時30分 休館日／日曜日、祝休日、第2・4・5土曜日
幸町3-9-52（西原保育園2階） https://manmaaru.com/
あそびの広場利用時間／月～金曜日
時30分

9時30分～16時30分

第1・3土曜日

9時30分～15時30分

※4月1日㈪は12時～16

パパと絵本で遊ぼう

4月6日㈯
10時45分〜11時

内容／絵本の読み聞かせほか 対象／未就学児と保護者
出演／パパリーディング倶楽部 ※毎月第1土曜日に実施しています

ひろがる輪のおたのしみ

4月9日㈫
10時45分〜11時

内容／てあそび、うた、おたのしみほか 対象／未就学児と保護者
出演／ NPO 法人志木子育てネットワークひろがる輪会員

保健相談

4月10日㈬
10時〜11時

内容／健康に関することなど保健師に相談できます 講師／保健師 対象／未
就学児と保護者 持ち物／親子（母子）健康手帳 ※健康増進センター共催

よみきかせ

4月11日㈭
10時45分〜11時

内容／絵本の読み聞かせほか 対象／未就学児と保護者
出演／あっぷっぷ ※毎月第2木曜日に実施しています

世代間交流事業
おやこひろば・
さんまあるカフェ

とき／4月12日㈮・19日㈮・26日㈮、5月10日㈮ 10時30分〜14時30分 ところ／ふれあい館「もくせい」
（志木
第四小学校内） 内容／ふれあいあそび、簡単工作、地域の人たちとの交流ほか 対象／どなたでも ※昼食が食
べられます（各自持参） ※多世代で交流しながら地域のこと、子育てのことなどたくさんおしゃべりしましょう

ウクレレ
ミニコンサート

4月23日㈫
10時45分〜11時

内容／ウクレレの音色にあわせてみんなで歌いましょう
対象／未就学児と保護者 出演／ウクレレパラダイス

▼宗岡子育て支援センター「ぽけっと」 ☎（４８５）３１０２ 6（４８７）７５３３

利用時間／9時～17時 ※4月15日㈪は15時～17時
上宗岡1-5-1
（総合福祉センター３階） http://www.shiki-syakyo.or.jp/kd_kd/kd_muneoka_center/
あそびの広場利用時間／月～土曜日 9時30分～16時30分 日曜日／12時～13時
※時間が変更になる場合は、センターホームページでお知らせします

家族手形の日
「みんなのおてて」

内容／お子さんの成長の記念に家族で手形をとりましょう
対象／未就学児と家族 参加費／一家族50円 ※色紙を1枚お渡しします

専門相談

とき／①4月8日㈪ 10時〜11時30分 ②4月18日㈭ 15時〜16時 ③4月23日㈫ 10時〜11時30分
①内容／健康相談 相談員／小児科専門医 ②内容／まんま相談 相談員／栄養士 ③内容／巡回発達相談
相談員／公認心理師 対象／①②③ともに未就学児と保護者（児は不在も可）

みんなであそぼ

4月10日㈬
11時30分〜11時50分

内容／親子で体を動かす集団あそびを楽しみましょう テーマ／おでかけしよう
対象／未就学児と保護者 ※動きやすい服装でお越しください ※児童センター
共催

4月11日㈭・25日㈭、5月9日㈭
10時〜11時

内容／身長、体重の計測

4月16日㈫
14時〜15時

内容／自由あそび、保護者同士の交流や情報交換
対象／0歳の子と保護者（兄弟児の参加可）

身体測定
「おおきくなったね」
対象別広場
たんぽぽ広場
お誕生手形の日
「かわいいおてて」
志木おもちゃクリニック
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毎週土曜日
9時30分〜16時

Shiki City 2019.4

対象／未就学児と保護者

とき／4月19日㈮、5月7日㈫ 9時30分〜11時30分、14時30分〜16時
をとりましょう 対象／今月お誕生日を迎える未就学児
5月4日㈯
〈受付〉13時30分〜15時

内容／お誕生日の記念に手形か足形

内容／ボランティアおもちゃドクターによるおもちゃの修理
対象／どなたでも

日 …とき

講 …講師

場 …ところ

持 …持ち物

内 …内容
主 …主催

対 …対象

定 …定員（原則、申込み多数の場合は抽選） 費 …費用（記入のないものは無料）

期 …申込期間

申 …申込み

志木市役所

問 …問合せ

Ｆ …FAX

Ｅ …Eメール

HP …ホームページ

☎ 048（473）1111（代表） FAX 048（474）4384

イベント

相談種類

行政

とき
ところ・問合せ・そのほか
4月3日（水）
・24日（水）9時30分〜12時
弁護士
4月10日（水）
・1₇日（水）、5月8日（水）9時30分〜12時、13時〜1₅時30分
ところ／市役所
（電話予約制・他の弁護士に依頼し、係争中のものは不可）
問合せ／総合窓口課 内線2133
行政相談委員 4月1₈日（木）、5月1₆日（木）9時30分〜12時

税務

税理士

4月11日（木）、5月9日（木）13時〜1₆時30分（予約制で1人30分、7人まで） ところ／市役所

市職員

4月2₈日（日）9時〜1₇時（持ち物／直近3か月間の収支がわかるもの） ところ／市役所

年金

社会保険労務士 木曜日（祝休日は休み）13時〜1₇時（予約制）

ところ／市役所

消費生活相談員 月〜金曜日（祝休日は休み）10時〜12時、13時〜1₆時

ところ・問合せ／消費生活センター（市役所5階） 内線3200

法律

人権

消費生活
職業紹介・相談

人権擁護委員 4月2日（火）、5月7日（火）9時30分〜12時

職業相談員

キャリア
4月1日（月）
・22日（月）
カウンセラー 14時〜1₆時（予約制で1人1時間程度）

女性

子どもと家庭
児童発達

5月9日（木）1₅時〜1₈時（予約制で1人₅0分）
予約先／教育サポートセンター ☎（4₇1）2211

ところ／市役所

問合せ／環境推進課

内線2311

ところ／市役所
問合せ／子ども家庭課 ☎（4₇3）1139（直通）
※配偶者からの暴力や夫婦関係など女性に関わる悩み事相談
ところ／市役所
問合せ／生涯学習課

内線3130

月〜金曜日（祝休日は休み）9時〜1₇時1₅分
家庭児童相談員
（来所相談は予約制）

ところ・問合せ／子どもと家庭の相談室（市役所１階）
70120（4₅₅）₈₇4 ☎・5（4₇₆）2330

保健師・保育士

月〜金曜日（祝休日は休み）8時30分〜1₇時1₅分（小児科医師、ところ・問合せ／児童発達相談センター「すきっぷ」
jidou-soudan@city.shiki.lg.jp
公認心理師、言語聴覚士、作業療法士による相談は予約制） ☎（4₈₆）₅₅11

助産師

月〜金曜日、第1・3土曜日（祝休日は休み）
毎日 9時〜1₇時

※4月1₅日（月）1₅時〜1₇時

ところ・問合せ／いろは子育て支援センター ☎（4₈₆）₆₈₈₈
ところ・問合せ／西原子育て支援センター ☎（4₇2）₇112
ところ・問合せ／宗岡子育て支援センター ☎（4₈₅）3102

月〜金曜日(祝休日は休み）10時〜1₅時

ところ・問合せ／子育て支援センター「ぷちまある」 ☎0₈0（44₅2）1₅3₈

月〜金曜日（祝休日は休み）9時〜1₇時
来所相談（妊娠届の受付が優先となります）

ところ／子ども家庭課
問合せ／健康増進センター

月〜金曜日（祝休日は休み）
8時30分〜1₇時1₅分

ところ／市役所
問合せ／子ども家庭課

☎（4₇3）3₈11

☎（4₇3）1139（直通）

ところ／総合福祉センター東館
問合せ／社会福祉協議会 ☎（4₇₅）22₇₇

談

4月5日（金）
・12日（金）10時〜14時
心理カウンセラー 4月1₆日（火）
・23日（火）12時30分〜1₆時30分
（予約制で１人30分程度）
社会福祉士など

8時30分〜
1₇時1₅分

相

ボランティア

内線2₅34

ふれあい

福祉総合

障がい者等

問合せ／建築開発課

ところ・問合せ／教育サポートセンター ☎（4₇1）2211

未就学児の子育て 保育士など

男性
（電話）

内線21₆4

ところ／市役所

臨床心理士など 月〜土曜日（祝休日は休み）9時〜1₇時

月〜金曜日、第2・4土曜日（祝休日は休み）

妊娠・出産

内線2240
内線24₆₇

くらし

教育

☎（4₆₈）1₇1₇

4月5日（金）
・12日（金）10時〜14時
心理カウンセラー 4月1₆日（火）
・23日（火）12時30分〜1₆時30分
（予約制で１人₅0分） ※保育あり（要予約・6か月児〜）

インターネット・トレー
専門相談員
ディングカードなど

問合せ／収納管理課
問合せ／保険年金課

ところ／市役所
問合せ／産業観光課

マンション管理相談 マンション管理士 4月22日（月）13時30分〜1₆時30分（予約制）
不動産無料相談会 専門相談員

内線2232

ところ・問合せ／ジョブスポットしき職業紹介コーナー
（市役所１階） ☎（4₇3）10₆9

月〜金曜日（祝休日は休み）9時〜1₇時

4月1₈日（木）10時〜12時（予約制）
予約先／（公社）宅地建物取引業協会県南支部

問合せ／課税課

健 康

就職・キャリア個別相談

相談員

講座 ・ 研修会

休日納税相談

集

相談ガイド

募

4月29日
（月）から5月3日
（金）までの間、緊急時
（急病、交通事故など）に手話通訳者が必要となっ
た場合、次の機関では、通常の閉庁時と同様に、直接手話通訳者派遣を依頼することができます。
依頼可能機関／消防署、警察署、TMG 宗岡中央病院、朝霞厚生病院、TMG あさか医療センター、
イムス富士見総合病院、新座志木中央総合病院 問合せ／福祉課 Ｆ 048（473）1118 内線2430

連休中の
手話通訳者
派遣

ところ／総合福祉センター 問合せ／社会福祉協議会 ☎（4₇4）₆₅0₈

2019.4 Shiki City
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くらしの情報
募
集

掲載希望の人は市政情報課（内線2014）へお問い合わせください。
申込みは、掲載希望月の2か月前の末日までです。

タ イ ト ル

と こ ろ

イベント

4月6日（土）・13日（土）・
志木市合気道連盟
（志木合
20日（土）
・27日（土）
市民体育館
氣会）
初心者教室
15時15分～16時15分
ボーイスカウト入団説明会 4月7日（日）
及び体験入隊
10時～12時
空手の無料体験

いろは遊学館

4月13日（土）・14日（日）・
20日（土）
・21日（日）
市民体育館
15時～16時

内 容 ・ 連 絡 先
初心者
（中学生以上）
を対象に合気道の入門講習 参加費／2,000円
（スポーツ保険など） 連絡先／三輪 ☎080
（1078）
7905
ボーイスカウトの目的や活動内容 入会金／3,000円 月会費／
1,500円
（別途キャンプなど） 連絡先／ボーイスカウト志木第1団
包本 ☎048
（474）
8640
（夜にお願いします）
かねもと

空手の基本技、基本動作など
参加費／無料 連絡先／拳和会 紅林 ☎090
（5494）
6987
かん

わ

かい

く れ ばやし

講座 ・ 研修会

コーラス・フェスティバル 4月14日（日）
in 和光
13時30分開演

和光市民文化センター

志木・新座・朝霞・和光で活躍する合唱団の発表会
入場料／無料 連絡先／実行委員会 脇田 ☎048
（479）
0380

若さを保つ
「元気ダンス」
無料体験会

いろは遊学館

ダンスを使って、いきいき健康体操
定員／10人程度
（先着順） 月会費／1,500円
（体験無料、会場費別途
負担
（月300円程度）
） 連絡先／黒岩 ☎080
（5650）
5602

4月19日（金）
10時30分～11時30分

わき

た

健 康

・23日（木） 8時45分～14時 5月28日（火） 8時45分～15時
所沢おおぞら特別支援学校 とき／5月11日（土） 8時45分～14時30分 5月16日（木）
「学校支援ボランティア養 ところ／所沢おおぞら特別支援学校 内容／学校紹介・講義・体験実習 参加費／無料 連絡先／所沢おおぞら特別支
援学校 ☎04（2951）1102
成講座」
本 校 内を 散 策、自然 を 観 察します 詳 細は 本 校 ホ ー ム ペ ージ
慶應志木
「校内自然観察会」 5月25日（土）、9月21日（土） 慶應義塾志木高等学校
［http://www.shiki.keio.ac.jp］
をご参照ください
のご案内
14時～16時
（正門集合）
参加費／無料 連絡先／慶應志木高校 荒巻 ☎048
（471）
1361

くらし

合気道無料体験教室
（１か月８回まで）

毎週金曜日
毎週日曜日

ちびっ子サッカー教室
（年長さん対象）
のご案内

4月～9月
毎週土曜日

むつみ か い

ふれあい
相 談

19

と き

利用する人へ サークル活動の呼びかけ、
発表会などにご利用ください。
入会金、
月会費、
入場料などが3,000円以内までのものとします。
内容によっては、
掲載できないものもありますのでご了承ください。

19時～21時
13時～15時

9時～10時

市民体育館

平成30年度ほか全国大会少年団体の部で、10年間で6度優勝した合気道
を体験してみましょう 定員／5人 参加費／無料 講師／上野与志美
七段 連絡先／（公財）合気道養神会埼玉支部 上野 ☎090（2564）5536

志木小学校

新会員を募集します 初心者歓迎！
入会金／1,000円
（スポーツ安全保険料込） 参加費／4,000円
（4月
～9月分として） 連絡先／セレザＦＣ 清水 ☎090
（2521）
9764

いろは遊学館

会員を募集します 初心者も歓迎します 入会金／1,000円
月会費／1,000円 連絡先／園部 ☎048（473）6418

囲碁睦会
会員募集

毎週土・日曜日
13時～17時

志木合氣会
合氣道会員募集

毎週土・日曜日
少年の部：15時30分～16時30分 市民体育館
大人の部：16時30分～18時

志木健康づくり歩こう会
会員募集

第2・4土曜日
9時15分～11時頃

村山快哉堂集合
（市内５コースあり）

日曜日（毎月3回の講義日
女性囲碁入門講座
（まった から2回自由選択）
いろは遊学館
15時～16時 4月は14日・
くはじめての人）
募集
21日・28日の各日曜日

Shiki City 2019.4

よ

し

み

ようしんかい

その

べ

年齢、性別は問いません 小学生大歓迎 入会金／1,000円
月会費／2,000円 連絡先／三輪 ☎080
（1078）
7905
健康づくりをウォーキングで！約5㎞を歩きます
入会金／500円 年会費／1,000円 参加費／当日のみ参加は100円
（会員以外） 連絡先／荒井 ☎070
（3828）
3451
継続的に覚える意思のある小学生1人無料同伴可 基本ルールを
知っている人は13時～15時の
「上のクラス
（会員18人）
」
へＯＫ
参加費
（1か月）／500円
（プリント・部屋代のみ） 連絡先／女性囲
碁グループ・アミイの会
（事務局） 宇井 ☎048（474）3505 ☎090
（2918）
6591
う

い

日 …とき

講 …講師

場 …ところ

内 …内容

持 …持ち物

主 …主催

対 …対象

定 …定員（原則、申込み多数の場合は抽選） 費 …費用（記入のないものは無料）

期 …申込期間

申 …申込み

志木市役所

Ｆ …FAX

れます。
平成31年度 月額16,410円
（４月～2020年３月）

▽ 学生納付特例の申請について
学生納付特例とは、対象になる学
校に通う学生が申請することがで

じた審査があるため、該当しない場
合もあります。予めご了承ください。

▽ 平成 31 年度（月額）
名称

特別児童扶養手当１級 52,200 円 精神または身体に一定の障がいがある20歳
特別児童扶養手当２級 34,770 円 未満のお子さんを家庭で育てている父母など

特別障がい者手当

20歳以上で、身体または精神の重度の障が
いにより、日常生活において常時介護を要
27,200 円 する状態にある在宅の人（施設入所者、3か月
以上継続して病院などに入院している人は
対象外）

障がい児福祉手当

20歳未満で、おおむね次の①〜③に該当する
在宅の人
（障がいを支給事由とする年金を受
給している人及び施設に入所している人は
対象外）
14,790 円
①身体障がい者手帳１級及び２級の一部の人
②療育手帳Ⓐ相当の人
③精神障がい、血液疾患などで、上記①、
②と同程度の障がいを有する人

経過的福祉手当

制度改正
（昭和₆1年４月１日）以前に20歳以
上で、制度改正前の福祉手当を受給していた
14,790円
人のうち、特別障がい者手当も障害基礎年金
も受けられない人（施設入所者は対象外）

線
海
小

JR

中央自動車道

道

央

圏

所沢方面

東京方面

▽ 支給月
特別児童扶養手当

談

八王子
JCT

鶴ヶ島
JCT

対象

相

須玉IC

野辺山駅

金額

ふれあい

長坂IC

関越自動車道

八ケ岳自然の家

佐久
甲州
街道

八ヶ岳

軽井沢IC

佐久IC

諏訪・長野・名古屋方面

新潟方面

証もお持ちください。
▽ 共通
問 保険年金課 内線2465

くらし

上信越自動車道

面も含む）のコピー、または在学
期間がわかる在学証明書（原本）、
年金手帳（届いている人）、印鑑
▼ 退職して学生になった人は、離
職票または雇用保険受給資格者

特別児童扶養手当、特別障がい者手当等の手当額変更のお知らせ

〒384-1302 長野県南佐久郡南
牧村大字海ノ口字八ヶ岳2255-1
長野・上越方面

は、返送すると窓口での手続き
は不要になります。
持 学生証
（裏面に有効期限、学年、
入学年月日の記載がある場合は裏

健 康

予約開始 4月1日
（月）
申 利用しようとする日の2か月前か
ら3日前までに、インターネット、
FAX または電話で受付
▼ 5 月 22 日
（水）
・23 日（木）・28 日
（火）
・29日
（水）
、6月5日（水）・6
日
（木）
・12日
（水）
・13日（木）
・19
日
（水）
・20日
（木）
・26日（水）
・27
日
（木）は、宿泊学習などのため
利用できません。
問 志木市立八ケ岳自然の家
☎0267
（98）
2297
Ｆ 0267
（98）
3677
HP https://www.shiki-yatsugatake.
com
Ｅ ysi-info@shiki-yatsugatake.
com

木駅前出張所
▼ 日本年金機構から、更新の書類
（返送用ハガキ）が届いている人

講座 ・ 研修会

き、申請した期間は国民年金保険料
の支払いが猶予される制度です。
なお、日本年金機構にて所得に応

保険年金課、柳瀬川・志

イベント

を開催予定です。ホームページなど
でお知らせしますので、皆さんのご
参加をお待ちしています。

▽ 国民年金保険料が変わります
国民年金保険料は、毎年度変更さ

申請場所

集

ます。
自然の家では、高原散策や果物収
穫ツアーなど、さまざまなイベント

HP …ホームページ

☎ 048（473）1111（代表） FAX 048（474）4384

国民年金のお知らせ

4月20日
（土）から営業を開始しま
す。皆さまのご利用をお待ちしてい

Ｅ …Eメール

募

八ケ岳自然の家

問 …問合せ

4月、8月、11月の年3回、それぞれの前月分までを支給

特別障がい者手当等 2月、5月、8月、11月の年4回、それぞれの前月分までを支給
▼ 認定請求を行った月の翌月分から支給対象
▼ 所得に応じて支給の制限があります。
問 福祉課 内線2419

2019.4 Shiki City
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くらしの情報
募

くらし

・周りの状況をよくみて、ゆと
りを持った運転の徹底を心がけま

集

Life

埼玉県議会議員一般選挙

ふれあいプラザ
（丸井のあるビル
の8階） 10時～20時
▼ 駐車場サービス券などは発行し

講座 ・ 研修会

健 康
くらし

ていません。
柳瀬川図書館 平日：10時～19時
土・日曜日：10時～18時
▽ 投票・開票
日 4月7日
（日）
投票 ７時～20時
開票 21時～・市民体育館
▽ 共通
詳細については、市ホームページ
をご覧ください。
問 選挙管理委員会事務局
内線2851
選挙情報
コード

▲
QR

しょう
都市計画課

内線2323

問

「先端屈折はしご車」
を配備
県南西部消防本部では、平成31年
２月、はしご車の車両更新に伴い、

県南西部消防本部予防課
☎048（460）0121
▲

消防力の充実強化と各種災害に対し
的確に対応できるよう、志木消防署
に「先端屈折はしご車（35ｍ）」を配備
しました。
先端屈折はしご車の特徴は、電線
や樹木などの障害物を避けて上から
建物に接近できるのはもちろんのこ
と、特に高層ビルのフェンスや手す
りなどに囲まれた屋上においてスム
ーズな救助活動を可能にします。
今後とも、市民の安全・安心を確
保し続けるために、警防体制を強化
してまいります。
問 県南西部消防本部警防課
☎048（460）0122

「広報しき」
がスマホに届く

ふれあい

広報しきをスマホのアプリで読む
ことができます。また、市ホームペ
ージや市公式 SNS とも連動している
ので、気になる情報も見逃しません。
いつでも読みたいときに、手軽に
読めるアプリをご利用ください。
費 無料
▼ アプリのダウンロードや利用に
かかる通信料は発生します。
問 市政情報課 内線2009
ダウンロード
コード

▲
QR

相 談

交通死亡事故が多発してい
ます！
県内で交通死亡事故が多発してい
ます。

自転車を利用するときは
・道路横断時や交差点を通るとき
は安全確認を徹底する
・早めのライト点灯とゆとりを
持った運転をする
自動車を運転するときは
・交差点を通るときはしっかりと
安全確認をする

・早めのライト点灯とハイビーム
を効果的に活用する
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く呼びかけます。

最優秀賞

イベント

▽ 期日前投票
日 場 3月30日
（土）～４月６日（土）
市役所 ８時30分～20時

問

最優秀賞作品は、火災予防普及啓
発ポスターとして管内の公共施設や
事業所などに掲示し「火の用心」を広

Shiki City 2019.4

火災予防普及啓発ポスター
デザイン決定

コンビニ交付サービス停止
のお知らせ

県南西部消防本部では、３月６日
（水）に火災予防普及啓発ポスター表

コンビニ交付サービスのメンテナ
ンス実施に伴い、コンビニエンスス

内の中学生から募集したもので、応
募数235点の中から、和光市立第二
中学校２年生、佐藤葉月さんの作品
が最優秀賞に選ばれました。

の写し、市県民税・課税証明書の発
行が停止します。
停止期間 4月23日（火）23時～25日
（木）6時30分
問 総合窓口課 内線2139

彰式を行いました。
この事業は、火災予防を普及啓発
するため「火の用心」をテーマに、管

さ

と う

は

づ き

トア及び庁舎内自動交付機での住民
票の写し、印鑑登録証明書、戸籍謄本・
抄本、利用者登録申請、戸籍の附票

日 …とき

講 …講師

場 …ところ

持 …持ち物

内 …内容
主 …主催

対 …対象

定 …定員（原則、申込み多数の場合は抽選） 費 …費用（記入のないものは無料）

期 …申込期間

申 …申込み

志木市役所

問 …問合せ

Ｆ …FAX

Ｅ …Eメール

HP …ホームページ

☎ 048（473）1111（代表） FAX 048（474）4384

マイナンバーを使用した市町村間
の情報連携システムの稼働により、

消費税法の改正により、2019年10
月の税率引上げと同時に、消費税の

での期間は、事故防止などのため粗
大ごみのみの搬入となります。
なお、出入口は混雑緩和のため、

ていた所得証明書（児童手当用）を廃
止します。
なお、公務員が現況届とあわせて

説明会は、事業者はもちろん、一般
消費者の皆さまにも軽減税率制度を
理解していただくために開催するも

都市鉱山からつくる！みんな
のメダルプロジェクト終了

日（水）
・22日（水）、6月12日（水）
・

20日（木）
10時～11時、14時～15時
▼ 各日2回開催
▼ 開場は開始時刻の10分前です。
場 朝霞税務署
▼ 駐車台数に限りがありますので、
ご来場の際は、公共交通機関を
ご利用ください。
定 各回約100人
申 不要
問 朝霞税務署法人課税第一部門
☎048（467）2894

相

TOKYO
2020

ふれあい

平成29年4月に開始した「都市鉱
山からつくる！みんなのメダルプロ
ジェクト」は、皆さまのご協力によ
り、メダル作成に必要な金属量を確
保できましたので、3月末日をもっ
て回収を終了しました。ご協力あり
がとうございました。
問 環境推進課 内線2312

めご了承ください。
日 4月10日
（水）・17日（水）、5月15

くらし

粗大ごみの戸別訪問収集（予約制）
は、平日及び第2土曜日、第4日曜
日の収集を実施していますが、連休
期間中、環境センターで粗大ごみの
受入ができないため、第4日曜日の
収集日を下記のとおり変更します。
ご迷惑おかけしますが、よろしくお
願いします。
日 4月第4日曜日
（28日）の収集日を
第3日曜日（21日）に変更
問 環境推進課 内線2313

ので、制度の基礎的な部分から説明
を行う予定です。
なお、混雑の状況などにより、受
講できない場合もありますことを予

健 康

4月第4日曜日の粗大ごみの
戸別訪問収集日の変更

勤務先に提出する場合には、有料に
なりますが、所得証明書と同様の記
載内容である課税証明書をご利用く
ださい。
問 課税課 内線2231

軽減税率制度が実施されます。
そこで、税務署では消費税の軽減
税率制度説明会を開催します。この

講座 ・ 研修会

正門からのみとなります。ご注意く
ださい。
問 環境推進課 内線2312

児童手当の転入時の認定請求の際に
所得証明書の添付が不要になりまし
た。それに伴い、従来無料で発行し

イベント

4月29日
（月）から5月6日
（月）まで
については、祝日のため環境センタ
ーは休みとなり、粗大ごみなどの持
ち込みができません。
また、5月7日
（火）から13日（月）ま

消費税の軽減税率制度
説明会開催のお知らせ

集

所得証明書（児童手当用）の
廃止

募

連休期間中の環境センター
へのごみの搬入について

談
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くらしの情報
募

くらし

保育サービスをはじめます

集

Life

4月の水道緊急修理当番店
蛇口を閉めても水が止まらない、
水道管から水が漏れるなど
日 当番日の6時～翌日6時
費 有料
内

イベント
講座 ・ 研修会

健 康
くらし
ふれあい

当番日
工事店
4/1 23 ㈱伊東土木
2 24 ㈱タニムラ設備
3 25 ㈲三枝鉄工所
4 26 ㈲篠田設備
5 27 ㈱細田管工
6 28 ライフアップ住設㈱
7 29 明央産業㈱
8 30 ㈲三枝鉄工所
9 5/1 ラインファミリー㈱
10 2 ㈱上原水道
11 3 東洋アクア工業㈱
12 4 ㈱伊東土木
13 5 ㈱タニムラ設備
14 6 ㈲三枝鉄工所
15 7 ㈲篠田設備
16 8 ㈱細田管工
17 9 ライフアップ住設㈱
18 10 明央産業㈱
19 11 ㈲三枝鉄工所
20 12 ラインファミリー㈱
21 13 ㈱上原水道
22 14 東洋アクア工業㈱

電話
04₈（4₇₆）2211
04₈（4₈₇）2₅₆3
04₈（4₇1）00₇₆
049（2₅2）0₈₅₈
04₈（4₇3）₇232
049（2₆2）44₅4
04₈︵4₇3）₅321
04₈（4₇1）00₇₆
0120（₅₅）₈₇₇₆
04₈（4₇1）2339
04₈（423）9922
04₈（4₇₆）2211
04₈（4₈₇）2₅₆3
04₈（4₇1）00₇₆
049（2₅2）0₈₅₈
04₈（4₇3）₇232
049（2₆2）44₅4
04₈︵4₇3）₅321
04₈（4₇1）00₇₆
0120（₅₅）₈₇₇₆
04₈（4₇1）2339
04₈（423）9922

▼ 集合住宅などの場合は、まずは
管理会社などに相談してからご
連絡ください。
▽ 宅地以外
（道路など）の漏水

相 談

アクアイースト株式会社へ
☎070
（1006）
9305
☎070
（1006）
9306
▽ 給水装置工事事業者の指定
新規
有限会社優輝設備
（平成31年1月23日付）
廃止
有限会社関川設備工業
（平成31年3月31日付）
問 水道施設課
☎048
（473）
1299
（代）
ゆ う

き

せ つ

び

せ き か わせ つ

び

こ う ぎょう

小さいお子さんを預けて、ゆっく
りと本を選んでください。そのあと

は、赤ちゃんの読み聞かせをお楽し
みください。
日 4月27日
（土）
10時10分～10時50分
場 いろは遊学図書館
対 6か月～1歳未満
▼ 要図書館利用者登録

6人（先着順）
持 乳幼児と保護者の図書館利用カ
ード
申 問 4月10日
（水）10時から17日（水）
17時までに、電話でいろは遊学図
書館［☎048（471）1478］へ
定

集合狂犬病予防注射
飼い犬の登録と年一回の狂犬病予
防注射は、法律に定められた飼い主
の義務です。市からのハガキを持参
し、予防注射を受けてください。
とき
４月12日（金）
10時〜 11時30分
13時30分〜 14時30分
４月1₈日（木）
10時〜 11時30分
13時30分〜 14時30分
４月19日（金）
13時30分〜 14時30分
４月20日(土)
13時30分〜 1₅時30分

ところ
市民会館
市民体育館
宗岡公民館
武道館
大仙寺
市役所

▼ 雨天中止
費 1 頭 に つ き 3,300 円、 新 規 は

6,300円（登録料を含む）
▼ 動物病院などで狂犬病予防注射
を受けたときは、証明書を持参
のうえ、環境推進課または柳瀬
川・志木駅前出張所で狂犬病予防
接種済票の交付を受けてくださ

い（費用は550円）。
問 環境推進課 内線2311

志木市社会教育関係団体
（事業費）補助金
市内で活動している社会教育関係
団体（社会教育法第10条に規定する団

体）が行う事業に対して補助します。
対象事業
①市内で事業を開催し、市民を

対象とする予算総額が18,000円
以上のもの
・社会教育の普及、向上を目的と
した対象50人以上の大会、研修

会、講演会など
・図書、資料（機関誌含む）など
を収集、作成、提供して社会教育
に関する宣伝、啓発事業
②市外で行われる県大会以上（予
選会を通って参加した場合、市
の代表もしくは要請を受けた場
合）の社会教育関連（スポーツ含
む）大会、研修会などに組織とし
て参加する場合の交通費の一部
補助範囲及び限度額
①の事業費（食料費を除く）にか
かる経費の2分の1（上限36,000
円。講師謝金は上限5,000円）
②の交通費（上限36,000円）
▼ 100円未満切り捨て
交付回数 1団体につき年1回
対象団体 年間を通じて、継続的に
計画を立て、組織的な運営をして
いて、市内に活動拠点を置き、ほ
かに市からの補助を受けていない

下記に該当する社会教育関係団体
・青少年教育、成人教育、家庭教育、

視聴覚教育を目的とする団体
・社会教育施設などを利用する団
体で構成する連絡協議会など
・社会教育活動を行う福祉団体、

そのほか社会教育委員の会議で
認められた団体
申 5月10日
（金）までに、所定の申請
書、事業計画書、予算書（生涯学
習課で配布）を生涯学習課へ提出

（審査あり）
▼ 事業が計画段階であっても申請可
問 生涯学習課 内線3130

23

Shiki City 2019.4

日 …とき

講 …講師

場 …ところ

持 …持ち物

内 …内容
主 …主催

対 …対象

定 …定員（原則、申込み多数の場合は抽選） 費 …費用（記入のないものは無料）

期 …申込期間

申 …申込み

志木市役所

高齢者肺炎球菌予防接種

炎球菌」による肺炎の予防や、仮に
かかってしまっても軽い症状ですむ
効果があります。

対象者生年月日

健康インフォメーションを
配布しています

接種方法 実施期間中に契約医療機
関で接種
▼ 実施期間内1回のみとなります。

健康インフォメーションに、市の
健
（検）診の自己負担額や健
（検）診内

▼ 志木・朝霞・和光・新座市以外の
医療機関で接種する場合は、手
続きが必要です。事前に、健康

確認し、この機会に各健
（検）診を受
診しましょう。
問 健康政策課 内線2477

▼ 過去に1回でも肺炎球菌ワクチン
の接種を受けたことがある人は
対象となりません。

増進センターへお問い合わせく
ださい。
問 健康増進センター
☎048
（473）
3811

新 社 会 人 応 援 献 血 キャン
ペーン

はく うん せき

くらし
Life

広報しきクイズ＆アンケート
PRプレゼント提供事業者募集

談

▼ 詳細は市ホームページをご覧く
ださい。
問 市政情報課 内線2009

相

広報しきでは、毎号、読者アンケ
ートを実施し、回答者の中から抽選
でプレゼントを行っています。
現在、読者プレゼントを提供して
いただける地元事業者の皆さんを募
集中です。提供者は事業所や商品な
どのＰＲに、読者は地域を知るキッ
カケとなり、地域の元気につなげた
いと考えています。プレゼントの提
供をお待ちしています。
▼ 今月は33ページをご覧ください。
対 市内事業者
掲載規格 横8cm× 縦10cm、150
字程度、
2色刷り
募集 随時
（先着順）

ふれあい

▲

容などの詳細を掲載しています。市
ホームページや市内各公共施設など
に配架していますので、実施期間を

くらし

新社会人の人が県内の献血ルーム
や献血バスで献血にご協力いただく
と、埼玉県限定の吸水性
「白 雲 石 コ
ースター」を差し上げます。社会人
になった記念に、社会貢献の一つで
ある献血に挑戦してみませんか。
日 4月～6月
場 県内の献血ルームまたは献血バス
対 今春社会人になった人
主 埼玉県、埼玉県赤十字血液センター
問 県薬務課
☎048
（830）
3635
献血キャラクター
けんけつちゃん

昭和29年４月２日
〜昭和30年４月１日
昭和24年４月２日
₇0歳
〜昭和2₅年４月１日
昭和19年４月２日
₇₅歳
〜昭和20年４月１日
昭和14年４月２日
₈0歳
〜昭和1₅年４月１日
昭和９年４月２日
₈₅歳
〜昭和10年４月１日
昭和４年４月２日
90歳
〜昭和５年４月１日
大正13年４月２日
9₅歳
〜大正14年４月１日
大正８年４月２日
100歳
〜大正９年４月１日
大正８年４月１日
100歳以上
以前生まれの人
₆₅歳

自己負担3,000円
（生活保護受給
者は自己負担なし）

健 康

対象年齢

☎ 048（473）1111（代表） FAX 048（474）4384

講座 ・ 研修会

生涯1回限りの費用助成となりま
すので、接種を希望する人は、対象
年度中に接種をお願いします。
対 平 成31年4月1日 か ら 平 成32年
（2020年）3月31日までの間に、65
歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、
95歳、100歳になる人及び100歳以
上の人

HP …ホームページ

イベント

高齢者肺炎球菌予防接種を受ける
ことで、肺炎の原因で一番多い
「肺

Ｅ …Eメール

集

Health

費

Ｆ …FAX

募

健康

問 …問合せ

7

2019.4 Shiki City

24

くらしの情報
募

講座・研修会

集

Lecture

もとちゃんの簡単クッキング
イベント

男性でも電子レンジを使って簡単
に作れるようになります。
日 第2期
（全4回）
：5月8日・15日・
22日・29日の各水曜日

講座 ・ 研修会

10時～12時
場 総合福祉センター
対 65歳以上の初心者で、アレルギ
ーのない人
定 16人
（先着順）
費 無料
講 尾上 元彦さん
（カジオス代表）
持 エプロン、三角巾、ハンドタオル、
筆記用具
申 問 5月7日
（火）までに、電話で高
齢者あんしん相談センターせせ
らぎ
［☎048
（485）
2113］
へ
おのうえ

健 康
くらし
ふれあい
相 談

25

▼ 出欠に関わらず8回分をご負担い
ただきます。

社会福祉協議会、宗岡子育て支
援センター
申 問 4月24日
（水）までに電話または直
接、社会福祉協議会［☎048（474）
主

6508］へ

親子いっしょの遊びや、リフレッ
シュ・子どもの預け合いを通して、
互いの子を預け合うことができるよ
う、
仲間づくりを図るプログラムです。
日 5月15日から7月3日までの毎週
水曜日
（全8回） 10時～11時30分
場 総合福祉センター
対 0歳から3歳までの子どもとその
保護者
定 親子14組程度
費 3,600円
（1回450円×8回）

Shiki City 2019.4

子どもについ怒ってばかり、でも
ちっともいうことを聞かない、それ

でまた怒ってしまう ･･･。そんな悪
循環になっていませんか。
子どもの行動に注目して、ワーク
やロールプレイで、子育てが楽しく
なる方法を学びます。
日 5月21日・28日、
6月4日・11日 ･18
日 ･25日の各火曜日

もとひこ

子育てボランティア養成講
習会「なかまほいく」

やる気をひきだす子育て練習法
「つい怒っていませんか」

一人ひとりが大切にされる
ために
（人権研修会）
「部落差別をなくすため共有でき
るイメージ」をテーマに、部落共同
体が形成される前にさかのぼり、歴
史や産業について学び、部落差別解
消について考えます。
日 5月16日
（木） 14時～16時
場 いろは遊学館
対 一般成人
定 30人
費 無料
講 川元 祥一さん
（作家・ルポライター）
持 筆記用具
申 4月25日
（木）までに電話または直
接、生涯学習課へ
問 生涯学習課 内線3143
かわもと

よしかず

10時～11時30分
▼ 6回連続講座
場 いろは遊学館
対 市内在住、在勤の人
定 8人
費 無料
保育 要予約（対象：1歳以上の未就学児）
申 問 4月23日
（火）までに、子ども
と 家 庭 の 相 談 室［☎048（476）
2330］
へ

シルバー人材センター入会
説明会
4月16日
（火）
、
5月16日
（木）
9時～（予定）
場（公社）
朝霞地区シルバー人材セ
ンター朝霞事務所
対 60歳以上の元気で働く意欲のある
日

人、志木市に住民登録している人
各回12人
（要予約）
申 問 （公社）
朝霞地区シルバー人材
センター ☎048
（465）
0339
定

▼ 仕事も募集しています。

日 …とき

講 …講師

場 …ところ

持 …持ち物

内 …内容
主 …主催

対 …対象

定 …定員（原則、申込み多数の場合は抽選） 費 …費用（記入のないものは無料）

期 …申込期間

申 …申込み

志木市役所

４月1₈日
（木）
５月1₆日
（木）
６月20日
（木）

日程

７月1₈日
（木）
８月1₅日
（木）
９月19日
（木）

市民体育館
内 ①自分の好きなダンススタイル
を発見しよう！「DIO キッズ」
場

②若い気持ちとからだをいつまでも
「ヒップホップでフレイル予防！」
③エンターテイメントフィット
ネスで心とからだをシェイプア
ップしよう！「Dance It Out」
▼ フレイルとは、年齢に伴い筋力
ダ

ア ウ ト

ログラムです。体調は自己管理
をお願いします。
対 ①小学1年生～6年生 ②60歳以上
③どなたでも
定 各プログラム30人
▼ 当日でも空きがあれば参加でき
ます。
費 無料
講 ① ③相澤 かおりさん
（Dance It
Out ジャパンマスタートレーナー）
②清水 しのぶさん（フィットネ
ス＆ダンススタジオ Tumboo55
Performing Arts マ ネ ジ メ ン ト
スタッフ・インストラクター）
持 運動できる服装、室内シューズ、
飲み物、タオル
主 ミズノグループ
申 問 電話または直接、市民体育館
［☎048（474）7666］へ

独立、在宅ワークでの開業、トレー
ダーで悠々自適の3種の働き方を例
示します。長い人生の行先を考える
研修です。
日 4月21日
（日）
・29日（月）
10時30分～12時

志木サテライトオフィス（館2丁目）
無料
講 柴田 郁夫さん
（職業訓練実施施設
代表）
持 筆記用具
主（一社）
地域連携プラットフォーム
申 問 各日程前日までに、電話で志
木サテラ イ ト オ フ ィ ス［☎048
（476）4600］へ
場
費

しば

た

いく

お

あい ざわ

タ ン ブ ー ゴ ー ゴ ー

フ

ォ

ー

ミ

ン

グ

ア ー ツ

みんなの食生活講座
5月9日（木） 10時～13時
場 いろは遊学館
内 腸活生活のすすめ
対 市内在住の人
定 30人
費 500円
（食材料費など）
申 問 4月25日
（木）までに電話または
直接、健康増進センター［☎048
（473）3811］へ
日

ふれあい
相
談

ムの無料体験レッスンです。
日 ①4月20日
（土）
13時30分～14時30分
②4月22日
（月）
15時30分～16時30分

イット

人生100年時代に向け、キャリア
コンサルタントや研修講師としての

くらし

5月からはじまるダンスプログラ

ス

や 心 身 の 活 力 が 低 下 し た 状 態、
「虚弱・弱さ」という意味です。
▼ 各レッスンは健康な人向けのプ

パ

ダンスプログラム無料体験
レッスン！

ン

セカンドライフ・セミナー

健 康

▼ 毎月、広報しき相談ガイドでお
知らせしています
（今月は18ペー
ジ）
。
場 市役所
予約 （公社）
埼玉県宅地建物取引業
協会県南支部
☎048
（468）
1717
問 環境推進課 内線2311

☎ 048（473）1111（代表） FAX 048（474）4384

講座 ・ 研修会

るお悩みに、経験豊かなプロの相談
員が直接お答えします。なんでもお
気軽にご相談ください。
日 第3木 曜 日 10時 ～12時
（1人30
分・事前予約制）

HP …ホームページ

イベント

不動産取引に関する賃貸・売買の事
前相談や空き家管理、活用に関する
相談など、さまざまな不動産に関す

Ｅ …Eメール

集

市では、毎月
「不動産無料相談会」
を実施しています。この相談会では、

Ｆ …FAX

募

不動産無料相談会

問 …問合せ

③4月24日
（水）
15時30分～16時30分

2019.4 Shiki City
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くらしの情報
募

イベント

集

Event

田んぼ体験をしてみませんか
イベント
講座 ・ 研修会

健 康
くらし

▽ 田植え
日 5月11日
（土） 9時～12時
▽ 稲刈り
日 9月上旬 9時～13時
▽ 共通
場 秋ケ瀬総合運動場
対 全2回に参加できる家族
定 120人
▼ 応募者多数の場合は抽選
費 1家族3,000円
（新米3㎏を贈呈）
主 宗岡コシヒカリクラブ
申 4月12日
（金）
（当日消印有効）まで
に、ハガキに必要事項を記入の
うえ、産業観光課へ郵送
必要事項 ①住所、②氏名、③電話番
号、④大人の人数、⑤子どもの人数
▼ 記入漏れがあった場合は、受付
できません。
問 産業観光課 内線2163

市民ソフトボール大会
5月12日（日） 9時～
▼ 雨天の場合は5月19日（日）に延期
場 秋ケ瀬運動公園
（第6・7・8球場）
対 市内在住・在勤で編成したチーム
種目 一般男子・女子の部、壮年の
日

部（40歳以上）
代表者会議 4月13日（土）
18時～・市民体育館
申 代表者会議で大会登録用紙を提出
問 生涯学習課 内線3134

70万本のアイスランドポピーが
花畑を彩ります

ふれあい

4月上旬から約70万本のアイスラ
ンドポピーが、国営武蔵丘陵森林公
園の花畑を鮮やかに彩ります。
開花中に無料開園日の実施を予定
しているので、この機会に大自然に
囲まれた緑豊かな公園散策などをお
楽しみください。
開園時間 9時30分～17時
公園入園料 高校生以上：450円

相 談

市民ミニバスケットボール大会
5月12日
（日） 9時～
場 市民体育館
対 市内の小学校で編成するチーム
申 4月19日
（金）までに、申込書を生
涯学習課、市民体育館、秋ケ瀬
日

問

スポーツセンターに提出
生涯学習課 内線3134

65歳以上：210円
中学生以下：無料
▼ 駐車料金は別途必要です。
（普通車：620円／1日）
問 国営武蔵丘陵森林公園管理セン
ター ☎0493（57）2111

講座・研修会
Lecture

第1回・第2回甲種防火管理
新規講習
多数の人が利用する事業所など
は、消防法により有資格者による防
火管理業務が義務付けられていま
す。管理監督的な地位にある人がこ
の講習を修了することで、防火管理

者としての資格要件を満たすことが
できます。
日 第1回：5月21日
（火）
・22日（水）
9時30分～16時30分
第2回：5月28日（火）
・29日（水）
9時30分～16時30分
場 朝霞消防署
▼ 駐車場がありませんので、公共交
通機関などをご利用ください。
対 市内に在住または在勤者
（1事業
所2人まで）
定 各回15人
（先着順）
教材費 3,650円（講習当日に販売）
期 5月7日
（火）～10日（金）
8時30分～17時15分
申 申込期間中に、受講申請書を志木
消防署消防課へ直接（電話・郵送
は不可）
▼ 申込み時に、市内に在住または
在勤を証明するもの
（免許証・社
員証など）、顔写真1枚（縦3㎝ ×
横2.4㎝で無帽、無背景、3か月以
内に撮影）を持参
▼ 受講申請書は、申込窓口または

消防本部ホームページ［https://
www.kennanseibu119.jp/
ﬁredepartment/］からダウンロ
ード可

受講科目の一部免除 消防設備点検
資格者講習と自衛消防業務講習

の既修者は、申込み時に修了証
を提示してください
問 県南西部消防本部予防課
☎048（460）0121
志木消防署消防課
☎048（472）0812
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日 …とき

講 …講師

場 …ところ

持 …持ち物

内 …内容
主 …主催

対 …対象

定 …定員（原則、申込み多数の場合は抽選） 費 …費用（記入のないものは無料）

期 …申込期間

申 …申込み

志木市役所

問 …問合せ

Ｆ …FAX

Event

定員 ところ・問合せ

10時〜 11時30分

30人

10時30分〜 12時

30人

第３水曜日

10時〜 11時30分

30人

３Ｂ体操教室

福祉センター
第１・３木曜日 13時30分〜 1₅時 1₅人 ☎048（473）7569
第２木曜日 10時30分〜 12時
30人 Ｆ 048（487）6765

太極拳教室

第３木曜日

10時30分〜 12時

30人

フォークダンス教室

第４木曜日

10時〜 11時30分

30人

民謡教室

第２金曜日

10時30分〜 12時

30人

大人のぬり絵教室

10時〜 11時30分

20人

10時30分〜 12時

20人

太極拳教室

第２木曜日

10時30分〜 12時

30人

３B体操教室

第２月曜日

10時30分〜 12時

30人

健康体操教室

第３月曜日

10時30分〜 12時

リズム体操教室

第１月曜日

10時30分〜 12時

認知症予防ゲーム教室 第１水曜日

13時30分〜 1₅時

30人 第二福祉センター
☎048（476）4122
30人 Ｆ 048（476）4000
2₅人

シニアダンス

第１火曜日

10時〜 11時30分

30人

第４火曜日

13時30分〜 1₅時

1₆人

スポーツカラオケ教室 第１木曜日

10時30分〜 12時

30人

大人のぬり絵

教室

ご

だ いそ ん

ふれあい

第１水曜日
第４水曜日

相
談

制定されました。
日 5月2日
（木）
スタート 9時～10時・越生駅東口広場
ゴール ～15時・越生町観光案内所
費 300円
（保険代など）
事前申込者特典 五大尊つつじ公園
無料入園券、缶バッチ、越生特
産物加工研究所製品など
▼ 缶バッチは当日の参加者には配
布されません。
申 4月20日
（土）までに、越生町ホー
ムページまたは FAX で、越生町
総務課へ
▼ 電話の場合は、越生町観光協会
［☎049（292）1451］へ
▼ 当日参加可
問 越生町役場総務課
☎049（292）3121
Ｆ 049
（292）5400
HP http://www.town.ogose.
saitama.jp/

くらし

水墨画教室
書道教室

グが越生町を会場に開催されます。
▼ 志木市では、昭和55年（1980年）
10月に、ツツジが市の花として

健 康

第２火曜日

書道

花をツツジに指定する市区町村に
住む皆さんの交流を深めるハイキン

講座 ・ 研修会

健康体操教室

「花をつつじに指定している
市区町村交流つつじハイキ
ング」開催

「

イベント

▼ 体操や運動を伴う教室の場合、身体的負担が見受けられるときは参加を
お断りする場合があります。

集

対 65歳以上の人
5月～2020年3月
費 無料
（教材費は実費負担）
申 問 4月15日
（月）
までに、各福祉センターへ（1人2教室まで）
▼ 応募者多数の場合は、市内在住の人・はじめての人を優先のうえ抽選

募

イベント

日

とき

HP …ホームページ

☎ 048（473）1111（代表） FAX 048（474）4384

「みんなで趣味を広げよう」受講生募集

教室名
健康レクリエーション
第１月曜日
ダンス教室

Ｅ …Eメール
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くらしの情報
募

募集

公認心理師・臨床心理士（臨
床発達心理士）募集

集

Invite
市営住宅入居者の募集

イベント

市営住宅は、住宅に困っている低
所得の人に、低廉な家賃で賃貸しま

講座 ・ 研修会

しおり配布期間
4月10日
（水）
～26日
（金）
しおり配布場所

健 康
くらし
ふれあい
相 談

建築開発課、柳瀬川・志木駅前出
張所
▼ 市ホームページからもダウンロー
ドできます。
対 市内に住所または勤務場所を有
し、市税などを滞納していない人
▼ 収入基準などがあります。詳しく
は、入居募集のしおりをご確認く
ださい。
定 1戸
（間取り2ＤＫ、3階建の2階）
▼ 募集団地は城山団地（柏町3-5-5）
で、エレベーターはありません。
▼ 応募者多数の場合は抽選
▼ 申込みは1世帯1件
家賃 23,200円～45,500円
申 4月15日
（月）か ら26日（金）
（当 日
消印有効）までに、申請書を直接
または郵送で建築開発課へ
問 建築開発課 内線2533
柳

瀬

川

ユリノ木通り

志木三小 志木中
城山団地

第二福祉センター ホーム
センター
埋蔵文化財
保管センター

志木大通り

卍
寶幢寺
志木小

スーパー

臨床心理士…9時～17時（1日7時
間15分以内）
勤務場所 児童発達相談センター
日給 10,000円～12,000円（交通費別）
▼ 月曜日から金曜日までのうち、月
2、3回程度（勤務日は相談に応じ

ます）
面接 5月上旬（予定）
▼ 日程は後日連絡します。
対 65歳未満で、公認心理師または臨
床心理士（臨床発達心理士）の資格
を有する人
申 問 4月19日
（金）までに、履歴書（写
真貼付）、志望動機（400字程度）、
資格証
（免許証）の写しを直接ま
たは郵送で、児童発達相談セン
ター［☎048（486）5511］へ

埼玉県食品表示調査員の募集
日頃の買い物を通して、食品販売
店での食品表示を確認する「食品表
示調査員」を募集します。
内 年間20件程度、定期的に調査結
果を県へ報告
対 県内在住で20歳以上の人
定 100人
（選考有）
任期 2019年6月～2020年3月
謝金 5,000円（年間の活動を通して
の上限額）
▼ 研修や調査に対する交通費などの
支給はありません。
申 4月18日
（木）
（必着）までに、郵便、
FAX または県ホームページから
の電子申請により、①氏名（フリ
ガナ）
、②住所、③電話番号、④
年齢、⑤職業、⑥応募理由（100

字程度）を記入のうえ、県農産物
安全課へ
▼ 選考結果は5月末までに通知します。
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問

修会にご参加ください。
県農産物安全課
☎048（830）4110
Ｆ 048
（830）4832
HP http://www.pref.saitama.
lg.jp/a0907/2019tyousain.html
〒330-9301 さいたま市浦和区
高砂3-15-1
埼玉県マスコット
「コバトン」

す。入居を希望する場合は、事前に
「入居募集のしおり」をご覧のうえ、
お申し込みください。

勤務時間 公認心理師…9時～16時
15分（1日6時間30分以内）

▼ 6月14日（金）
（熊谷市内）または6
月18日（火）
（さいたま市内）の研

▲

第5回ノルディックウォーキング
・ポールウォーキング全国大会
ボランティア募集
全国大会当日の運営を支えるボラ
ンティアスタッフを募集します。出
場者の皆さんをいっしょにサポート
しませんか。
日 5月19日
（日）
内 大会の運営補助業務
（例：コース
誘導、ゴールでの声援、資料配布
など）
募集区分 一般、中学生
募集期間 4月1日（月）～26日（金）
定 各50人
（先着順）
注意事項 ・交通費や報酬の支給は
ありません。
・中学生ボランティアの申込み

には保護者の同意が必要です。
・当日の集合時間や業務内容など
の詳細は、改めてご連絡します。
申 電話または市ホームページから、
参加申込書をダウンロードのう
え、直接、郵送、FAX のいずれか
の方法で、あるっく志木事務局（健
康政策課）へ
問 あるっく志木事務局
（健康政策課）
内線2475
Ｆ 048
（471）7092

わたしたちの健康

なかすて

朝霞地区医師会

抗がん剤治療（オプジーボ）

かつ き

中捨 克輝

☎048（464）4666

「免疫チェックポイント」とは、その身体にとって免疫の攻

今回は抗がん剤治療を皮膚科医の観点からお話しさせてい

ただきます。
「がん」
とは、自分の体の細胞の一部が遺伝子の

撃対象かどうかを決める機能です。進行するがん細胞は、こ

抗がん剤治療は通常、病状が進行し、手術だけでは完全に治

プジーボはその免疫チェックポイントの働きを抑え、本人の

れを巧みに利用し、免疫の攻撃から隠れる力があります。オ

異常を来すことで勝手に増殖し、体に害を及ぼす病気です。

免疫力を活性化してがん細胞をやっつける、新しい働きの抗

すことが難しい状態の患者さんが受けるものです。

がん剤です。例えるなら、
「かくれんぼのうまいがん細胞を

そもそも薬とは、治療を受ける人の細胞と、治療の対象と

見つけやすくする薬」です。長年、手術以外に有効な治療法

なる病原体やがん細胞との
「ちがう部分」
を攻撃するように作

がほとんどなかった「ほくろのがん」である悪性黒色腫（メラ

られたものです。本人の体にはなるべく副作用を起こさず、

ノーマ）でも、今までの治療より効果が期待できることが分

標的となる病原体やがん細胞をやっつけるのが理想ですが、

かりました。

がん細胞は元が自分の細胞であり似ている部分が多いため、

免疫チェックポイント阻害薬は、本来自分の体を免疫の暴

体への副作用も強くなります。

皆さんも
「免疫力」
という言葉を使うと思いますが、実は免

走で壊さないための「免疫寛容」という働きを抑えてしまう治

体の正常な部分には攻撃を控えつつも、初期のがんなど、異

用がみられ、中には命にかかわる場合もあります。進行した

療法です。そのため、投与された患者さんの90%以上に副作

疫は外からの病原体に対抗するだけではありません。自分の

がんの治療のためにはある程度やむを得ずリスクを伴う面も

常を来した細胞は攻撃するという、非常に複雑で絶妙なバラ

ありますが、健康保険では適正に使用されるよう、使用でき

ンスの上に成り立った働きなのです。人間一人分の細胞は数

る患者さんを厳正に定め、副作用に対処できる病院だけで行

十兆個あり、毎日数千個の
「がん細胞」
が生まれ、ほとんどは

える規則になっています。しかし、中には「がん免疫療法」
と

免疫の働きで未然に除去されているといわれています。それ

称して免疫チェックポイント阻害薬を不適切な用法と高額な

が人生で数十年続き、免疫のチェックをすり抜けた細胞だけ

自己負担で使用させようとする悪質な腫瘍内科クリニックも

が「本当のがん」
になります。

ほ ん じ ょ たすく

あります。適正な使用の場合には健康保険が適用されますの

京都大学名誉教授の本庶佑先生が、2018年のノーベル医

で、治療を受ける医療機関を選ぶ際はご注意ください。

学・生理学賞を受賞されました。受賞理由は、免疫チェック

今回はメラノーマに対して高い効果を発揮する免疫チェッ

ポイント阻害薬
「オプジーボ」
の開発につながる研究です。こ

の薬が画期的な治療効果を発揮していることもあり非常に話

クポイント阻害薬とその仕組みについてご紹介しましたが、

なれない用語はどういう意味なのか、それを
「阻害」する薬が

皮膚のできものは誰の目にも見えますが、正しい診断は皮膚

それでも、皮膚がん治療は早期発見・手術が一番の方法です。

題になりました。しかし
「免疫チェックポイント」
という聞き

科専門医の診断が不可欠です。気になるできものはぜひ、近

どのように働くのか、という疑問をお持ちになった方も多い

くの皮膚科に相談しましょう。

のではないかと思います。

4月の休日当番医
診療時間：10時〜16時

場所
7㈰

施設名

和光 門田医院

当番医は変更になる場合がありますので、必ず確認してからお出かけください。
この時間以外の診療は、志木消防署［☎048（472）0119］へお問い合わせください。

科目

電話

場所

施設名

科目

電話

内・循内・皮・小

048（461）6412

新座 三須耳鼻咽喉科

14 ㈰ 朝霞 三浦医院

内・小・皮

048（461）3802

志木 よつはレディースクリニック 婦

048（423）6428

21 ㈰ 新座 新座中央通り診療所

内・小

048（473）3331

朝霞 福島眼科

眼

048（469）1006

28 ㈰ 和光 恵クリニック

内・消内・皮

048（464）9893

志木 志木大腸肛門クリニック

肛・消内

048（423）8768

29 ㈪ 新座 志木小児科・アレルギー科
クリニック

小・アレ

048（481）1064

朝霞 北朝霞整形外科

整外・内・リウ・リハ 048（474）7711

30 ㈫ 志木 わかばこどもクリニック

小・アレ・皮・内

048（423）4749

朝霞 みらいず眼科

眼

◆埼玉県救急電話相談と医療機関案内◆
（24時間365日）
＃7119（小児・大人共通）
つながらない場合 ☎048
（824）
4199
※4月27日
（土）
から5月6日
（月）
までの連休期間中
の救急医療機関も#7119でご案内します
小児救急電話相談

＃8000
☎048
（833）
7911
大人の救急電話相談 ＃7000

耳・アレ・気

048（480）1187

048（423）7310

◆休日歯科応急診療所◆
（新座市保健センター内）
4月29日（月）〜5月6日（月）
9時〜11時30分 問合せ／☎048(481)2211
◆埼玉県医療機能情報提供システム◆
ネットで医療機関の情報が検索できます。
http://www.iryo-kensaku.jp/saitama/
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躍している小中学生の皆さんを紹介します
市内で活

る
がん ば

志木っ子！

叙位・叙勲が
授与されました
正六位 瑞宝双光章

み なみ

■文部科学大臣旗
第 回全日本少年少女
空手道選手権大会
３年女子・形の部 出場

さ とう

佐藤 美波さん
（志木第三小学校・３年
﹇出場時﹈
）

「がんばる志木っ子！」コーナーで
は、活躍する志木っ子（児童・生徒）
の皆さんを紹介しています。
詳しくは、右記ＱＲコードからご
確認ください。

おめでとうございます
消費生活功労者
知事表彰

18

やまぐち ひで こ

山口 秀子さん

【幸町在住】

故

すず き

けんぞう

鈴木 憲三さん

【経歴】
元 志木市立志木小学校長

現 志木市くらしの会副会長兼
広報部副部長兼会計

敷島神社で昔を知る

◀実際に田子山富士にも登りました

（左から）香川市長、志木チェリー
ズの皆さん、柚木教育長

市長に喜びの報告

【経歴】

▲

２月25日（月）、埼玉県ミニバスケットボール連盟理事長

２月13日
（水）、志木第三小学校３年生が社会科学習のた

杯Ｃで優勝した志木チェリーズの選手14人が市長室を訪

め、敷島神社を見学しました。子どもたちは、敷島神社の皆

れ、大会での活躍ぶりなどを報告しました。

さんによる解説を聞き、古くから残っているものや大切に
伝えられてきたものを知り、先人の工夫や願いについて考

３月13日（水）
、第12回アートクラブグランプリ in SAKAI（全国中
学校美術部作品展）
において、
入賞を果たした志木中学校美術部の皆さ
んが、その喜びを報告するため、
市長を訪ねました。
上位入賞作品３点は、
12月まで全国で巡回展示されています。
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上位入賞作品

【堺市長賞（全国２位相当）】
の むら

か りん

埜村 夏鈴さん（志木中学校・３年［受賞時］）
【毎日放送賞】
よこうち ゆう ま

横内 祐真さん（同校・３年［受賞時］）
【大阪ガス賞】
き

な

し

お

り

喜納 詩央里さん（同校・３年［受賞時］）

◀埜村さんの作品
「脳内の溜まり場」

▶（左から）香川市長、志木中学校美術部の皆
さん、柚木教育長、小林志木中学校長

すごいぞ！志木中学校美術部

える機会となりました。

志木社協法人化40周年の記念式典
◀表彰式典の様子

志木市社会福祉協議会は、昭和54年２月に社会福祉法人と
して認可され、
今年度で法人化40年を迎えました。
２月16日（土）
、総合福祉センターでは記念式典が開催さ
れ、約180人が参加し、さらなる発展をめざす新たなスタート
にふさわしい、
盛大な記念式典となりました。
たに あい

第１部の表彰式典では、谷合志木市社会福祉協議会長や香
川市長から多年にわたり社会福祉協議会事業の推進に功労の
あった人、
32人・117団体に表彰状、
感謝状を贈呈しました。
◀増岡さんの講演の様子

しあわせ

第２部には、
「サザエさん一家は幸福みつけの達人ぞろい」
と題して記念講演が行われ、アニメ
「サザエさん」のマスオさ
ますおかひろし

ん役でお馴染みの声優、増岡弘さんから、
サザエさん一家を例
に身近な人とのコミュニケーションについての講演がありま
した。

▼

かや ば

３月12日
（火）
、朝霞地区交通安全協会から教育委員会へ、

（左から）田中埼玉県立大学理事長、香

ほし

あいこう

川市長、同 萱場学長、同 森事務局長

ずっと安心して暮らすために

▶（左から）朝霞警察署 星交通課長、朝霞

地区交通安全協会 愛甲志木支部長、柚木

教育長

子どもの交通事故を防ぐ

市の高齢化の状況は、平成31年度には後期高齢者が前期高

市内小学校の新１年生の交通事故を防ぐため、啓発品の寄贈

齢者を上回ることが見込まれ、医療と介護の両方を必要とす

がありました。

る高齢者の急増が想定されています。

寄贈されたランドセルカバーや交通事故防止冊子は、各小

けた取組を推進していくため、２月19日（火）
、埼玉県立大学

学校を通じて子どもたちに配布されます。
また、
交通安全スローガン
「とび出さない
て

こうした状況を踏まえ、地域包括ケアシステムの構築に向

いったんとまっ

みぎひだり」
が書かれたミニ横断幕は、
各小学校の敷地内

と県内ではじめて地域包括ケアシステム構築に特化した協定
を締結しました。

に掲揚されます。

手話って楽しい
今月の手話 「会う

㉒

耳の聞こえない人に、あいさつだけでも手話で伝えること
ができたら…。さぁ、いっしょに手話を学んでみましょう！

出会う」

両手の人差し指を立てて構えたら、
そのまま同時に中央に寄せます。
問合せ／福祉課

内線2419
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クイズ &
アンケート
回答者の中から抽選でプレゼントが当たります。当選の発表は、
引換券の発送をもって代えさせていただきます。届いた引換券を
お店まで持参のうえ、プレゼントと交換をしてください。

今月のプレゼントは

ほうじゅんにぼし め ん や いつき

芳醇煮干 麺屋 樹
『トリュフ香る
カッパ麺』20名様

Q

コンビニ

ホテル

弁当屋

本町5丁目
交差点

居酒屋

スーパー

陸橋

芳醇煮干 麺屋 樹

慶応志木高校
交差点

以心伝心

志木市長

子どもは宝です
新しい事業が盛り込まれた平成31年度予算が、議会で承認
されました。いよいよ新年度のスタート。来年、2020年の市
いしずえ
制施行50周年とオリンピックイヤーも見据え、確かな礎を築
く年度にしていく決意です。
さて、子どもたちは将来の地域や志木市、国を支えてくれ
る大切な宝です。けれど、その宝である子どもたちを取り巻
く環境は大変厳しい状況にあります。
去る１月24日には、千葉県野田市立の小学４年生の女子児
童が、虐待を受けて亡くなったという痛ましい事件が発生し
ました。
今回の事件では、行政の対応の不備も各方面から指摘をさ
れていることからも、早速、志木市でこのような事件が起き
ないよう、各担当に対応方針の徹底を指示したところです。
厚生労働省によりますと、平成29年度の児童虐待の相談件
数は速報値で133,778件、平成25年度と比べて59,976件増えて
おり、志木市でも、平成25年度の児童虐待相談件数138件に
対し、平成29年度は216件と増えている状況です。さらに驚
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ヒント･･･７ページ

〈先月号の答え：ボランティア〉

Q 1 今月号で良かった内容や写真を教えてください。
Q 2 取り上げて欲しい内容や企画を教えてください。
Q 3 広報紙に関するご意見・ご感想をお聞かせください。
応募方法

次の①～⑥を記入
（必須）
のうえ、ハガキ、お便り、メール、
または申込フォームQRコードからご応募ください。
①クイズの○に入る言葉、②アンケートの回答、
③住所、④氏名、⑤年齢、⑥電話番号

志木郵便局

以心伝心
東口
牛丼屋

アンケート

▶申込フォーム
Ｑ Ｒコード

▶芳醇煮干 麺屋 樹

志木駅

過去最高額となった平成31年度志木市一般会
計の予算規模は？

◯◯◯億円

芳醇煮干 麺屋 樹は、地域密着のラーメン屋です。煮干や
鶏をメインに出汁を取った白濁スープに、手もみの中太麺を
あわせたラーメンを中心に提供しています。
また、第一回志木市ご当地グルメ王グランプリを受賞した
「トリュフ香るカッパ麺」や「エビ味噌とんこつラーメン」
など
の期間限定ラーメンもあります。
特典情報満載のFacebookはこちら
https://www.facebook.com/itsuki.siki/
芳醇煮干 麺屋 樹（本町５-23-１）
11時～25時30分
年中無休
☎080（4333）5596
志木駅東口
交差点

今月の広報紙クイズ

＜宛先＞〒353-8501 志木市中宗岡１- １- １
志木市役所市政情報課
「広報しき4月号」係
koho@city.shiki.lg.jp
＜締切＞4月19日㈮※消印有効
※プレゼントの受渡しにあたり、当選者の名前や住所の一部を
プレゼント提供者へお伝えすることを予めご了承ください。

くべきは、平成30年11月末時点、日本全体で2,936人の子ども
が安否未確認との発表もありました。
本市では、幸いにも安否未確認の子どもはおりませんが、
こうした状況を前に、
「虐待は絶対に発生させてはいけない」
という信念のもと、さまざまな施策に取り組んでいます。
一例として、妊娠を確認した時点から、助産師、保健師が
面談や訪問をして、地域での子育てを支援する「しきっ子あ
んしん子育てサポート事業」の導入や、市や児童相談所、警
察、地域、幼稚園、保育園や学校などの関係機関で構成され
ている、子どもを守る地域ネットワーク「志木市要保護児童
対策地域協議会」の中で、適切に対応する体制を構築するな
ど、未然に虐待を防止するための対策に取り組んでいます。
しかしながら、前述の状況を前に、志木っ子たちへの虐待
を防止できるのか、そして確実に発見できるのか、行政の対
応だけでは、もはや虐待を防ぐことは限界に来ているのでは
ないかと自問する日が続いています。
皆さんは地域の主任児童委員をご存じですか？
主任児童委員は、子どもたちの「いざ」という時に行政に連
絡をする
「つなぐ」
役割を持つ重要な市民力です。
また、皆さんは児童福祉法に基づいて、虐待を見かけたら
通報する義務があることはご存じですか？
通報はわれわれ国民の義務であり、児童相談所全国共通ダ
イヤルや志木市児童虐待ホットラインは子どもを守るための
とりで
最後の砦です。
子どもは宝。今、児童虐待防止に向けて地域の一人ひとり
ができることを考え、市民力を発揮しなくてはならない現実
に直面しています。
いちはやく
児童相談所全国共通ダイヤル
［☎１８９］
志木市児童虐待ホットライン
［☎０４８
（４７３）
１１２４］

笑顔

え
（３歳）
直林 真央ちゃん
ばやし

たくさんの笑顔が見られた２日間

撮影：浦上裕文さん（市民カメラマン）

①AppStoreまたはGooglePlayにて「COCOAR2」をインストール
※左のQRコードからでもインストールできます。
②アプリを起動後、右のマークがある画像をカメラにかざしてください。

◀市長やカパルとみんなで
カパル体操をしました

３月２日㈯・３
日㈰に、総合福祉
センターで「総合
福祉センターまつ
り」が開催されま
した。センターの
利用団体や地域の
福祉団体、館内事業所の活動紹介や作品の展示、模擬店、
スタンプラリーなどがあり、会場は多くの人で賑わって
いました。

◀子どもから大人まで、多くの人が会場内を
回り、楽しんでいました

ARの
利用方法

けい
（ ２か月）
蛍アイヴィンくん
きら
（４歳）
耀マーヴィンくん

じつぞういん

角田

▶実蔵院では、最初の宗岡小学校などの話を
聞きました
きた み いり ひ

大 好 き。
お風呂としまじろうが
浴衣も似合うでしょ？

申込先
メールアドレス

撮影：遠藤典弘さん（市民カメラマン）

３月３日㈰、志木のまち案内人の会主催によるまち歩
き「宗岡の里をたずねて」が行われました。約20人の参
加者は、小雨の中、旧村山快哉堂から郷土資料館までの
コースを進み、北美圦樋や一里塚跡などの史跡では、案
内人の会から説明を聞きながら、じっくり歩きました。
途中、実蔵院の住職の話を聞いたり、宗岡浄水場の施
設見学をして、宗岡がたどってきた歴史に思いを馳せて
いました。

い遊んで

宗岡を歩いて再発見

◀子どもたちが練習の成果
を発揮しました

２月24日㈰、総
合福祉センターで、
志木市子ども会育
成連絡協議会主催
による
「第26回しき
子ども郷土かるた
大会」が行われま
した。この大会は、市内の子どもたちに、
「しき郷土かる
た」
を通して志木のまちを知り、郷土愛を深めてもらおう
と、市内の子ども会及び一般参加児童を対象に毎年行わ
れています。試合は、１チーム３人編成・トーナメント方
式による団体戦で、今年は、
116チームが参加。緊張感漂
う会場で、熱戦が繰り広げられました。

ね♪

◀札を取るために集中！

撮影・文：藤代眞義さん
（市民カメラマン）

頼りにしてるよ！いっぱ

白熱のかるた大会

しています。
までの子どもたちを募集
市内在住の１歳から４歳
応募ください。
・内線２００９ へ
]ご
市政情報課 [ koho@city.shiki.lg.jp ます）
まででお願いし
（写真のサイズは３ＭＢ

募集

にぎ

A R 動 画
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まちのできごと

息を合わせて記録に挑戦！

本への熱い思いがあふれます
◀興味を持ってもらうよう、思いを伝えます

ットコーナー
ポ
ト
フォ
皆さん写っていませんか？
A R 動 画

▶親子で息もピッタリ
撮影：浦上裕文さん（市民カメラマン）

２月16日㈯、市民体育館で、第37回志木市民なわと
び大会が行われました。
競技には、個人・団体あわせて延べ577人の参加があ
り、日頃の練習の成果を発揮しました。親子二人とび
では、跳ぶタイミングを合わせ、新記録めざして挑戦
していました。

３月10日㈰、い
ろは遊学図書館で、
小・中学生が挑む
ミニビブリオバト
ルが開催されまし
た。
ビブリオバトル
の参加者は、紹介する本に興味を持ってもらい、読んで
みたくなるよう、審査員に本の魅力と思いを伝え、アピー
ルしていました。
撮影：浦上裕文さん
（市民カメラマン）

華やかな一日
◀志木茶道連盟の皆さんが点てた抹茶が
振る舞われました

▶ステージでは日頃の成果を披露

撮影：赤羽創さん
（市民カメラマン）
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Shiki City 2019.4

市Facebookでも、イベントで撮影した写真を掲載しています！
URL：https://www.facebook.com/shikicity

◀心落ち着く琴の音色が会場に響き渡りま
した

２月17日㈰、市民会館で第26回志木市芸能祭が行わ
れました。
当日は、邦舞踊・洋舞踊・民謡・歌謡・詩吟・太鼓など
の数々の演技や演奏が披露されるなか、会場の皆さん
は、素晴らしい芸能を堪能していました。
また、特設された茶席にも多くの皆さんが立ち寄り、
抹茶で一息つきながら、茶道の文化に触れていました。

市 民 力 で つくる

志木市

るさと
未 来 へ 続くふ
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2020年に市制50周年を迎えます

おしらせ版

（平成31年）

No.584

Information

こんにちは！ 50周年記念事業検討委員会です。
◀事業推進総務部会の皆さん

今回は、事業推進総務部会をご紹介します。
事業推進総務部会は、記念事業の大成功を目指す「縁の下の力持
ち」の事務系部会です。大学生の委員も活動する部会で、若い柔軟

な発想もドンドン取り入れていきます。記念事業の工程管理から事
業費の確保に至るまで、委員会内にとどまらず、外部の多くの皆さ
んと係わりながら活動します。市内の企業へお邪魔することもあり
ますので、どうぞ、よろしくお願いいたします。

問合せ／市制施行50周年記念事業推進室（市民活動推進課内） 内線2143

【特別展】端午の節句

―五月の武者飾り―

子どもの健康と健やかな成長を祈り、よろい、かぶと、武者飾り、
こいのぼりを展示します。
と

き／４月10日㈬～５月12日㈰

９時30分～16時30分

※月曜日（４月29日、５月６日は除く）、４月30日㈫、５月７日㈫は休館

ところ／郷土資料館
問合せ／郷土資料館

☎048（471）0573

端午のつるし飾り
村山快哉堂管理運営委
員会スタッフが心をこ
めて手作りした、端午
のつるし飾りをお楽し
みください。

と

ところ／旧村山快哉堂
主

人

口…

）
内は前月比

76,286人（＋15人）

男 37,873人（＋21人）
女 38,413人（－6人）

世帯数…

34,638世帯（＋42世帯）

ホームページ
携帯電話向けページ
ツイッター
facebook

催／村山快哉堂実行委員会

問合せ／旧村山快哉堂

（

10時～16時

※開館日：金・土・日・月曜日、

４月30日㈫～５月２日㈭

志木市の人口・世帯数
平成31年３月１日現在

き／４月12日㈮～５月６日㈪
／４月12日㈮～５月６日㈪

☎048（474）5411

志木市役所

〒353-8501 志木市中宗岡１-１-１
☎048（473）1111（代表） 5048（474）4384

柳瀬川駅前出張所 ☎048（472）4449
志 木 駅 前 出 張 所 ☎048（473）3988

開庁時間
月～木曜日…８時30分～17時15分
金曜日…８時30分～19時
※金曜日 19 時までの部署

※志木駅前出張所は、土曜日も８時30分から
17時15分まで開所しています（一部業務を除く）

http://www.city.shiki.lg.jp/
http://www.city.shiki.lg.jp/mob/
https://twitter.com/Shiki_City
https://www.facebook.com/shikicity

ホームページ

携帯電話向けページ

１階…総合窓口課・福祉課・長寿応援課・
子ども家庭課・保険年金課・会計課
２階…課税課・収納管理課・学校教育課
柳瀬川駅前出張所・志木駅前出張所

スマートフォンからも広報しきの
旬な情報を手軽に！

