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平成30年度志木市の決算報告
見やすいユニバーサルデザインフォントを使用しています。

問合せ／学校教育課

内線３１２３

市 で は、 落 ち 着 き の あ る 学 習 環 境 づ く り や 学 力 の 向 上 を 目 指

し、本年度から、「複数・少人数指導体制推進事業～スマート・

クラス～」を開始しました。今月は、はじまってから半年を経

Ｍ Multiple 複数の

Ａ Assistant 補佐

Ｒ Reliable 信頼できる

Ｔ Teacher 教員

過したスマート・クラスに関わる先生や子どもたち、市教育委

どうしてＳＭＡＲＴ?

員会の声をお伝えします。

複数・少人数
指導体制推進事業
～スマート・クラス～

市 内の全小学 校に市 独 自の２・
３人のスマート教員を配置し、小
学１～４年生の学級担任と協力し
て子どもたちの指導にあたること

で、落ち着きのある学習環境づく
りや学力向上を進めています。
特に、学習面のつまずきが見ら

れる小学３・４年生には、民間の
教育事業者から派遣されたスマー
ト教員を配置し、１つのクラスで

２人の教師が指導にあたるティー
ム・ティーチングや１つのクラスを
２つのコースに分け、少ない人数

の集団に指導する少人数指導を積
極的に行っています。

志木

Ｓ Shiki

スマート（S・M・A・R・T）の頭文字
から、複数・少人数指導体制推進事
業の目的を表しています。
また、複数の教師で授業を進めて
いく中で、スマート教員が授業を補
助し、信頼のできる関係を築き、勉
強が楽しいと子どもたちが感じられ
る授業づくりを目指します。

ト

ー

マ

ス

複数・少人数指導体制

ティーム・ティーチングの様子（志木第二小学校）

Ｓ・Ｍ・Ａ・Ｒ・Ｔ 教育
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Ｓ・Ｍ・Ａ・Ｒ・Ｔ 教育

向から見ることで、学習効果を

の指導ではなく、複数人で多方

「ひとりの教師からの一方向

いときに詳しく教えても

える。
」
、
「授業が分からな

らすぐに丸付けしてもら

「 先 生 が二人 もいる か

らえる。
」と実際に複数・

つよし

べ

とを質問するなど、授業

挙手をし、わからないこ

たちの発表が増え、自ら

制になってから、子ども

「 複 数・ 少 人 数 指 導 体

がないように、一人ひと

を持て余してしまうこと

とする子どもたちが時間

応するだけでなく、得意

れが出てしまう子どもたちに対

森本先生は、苦手な科目で遅

て学習意欲の向上が図ら

目が行き届くことによっ

細やかな指導や複数の

複数の教師によるきめ

よく答えてくれました。

ている子どもたちが元気

校の状況に合わせた臨機

ス別に学習を行ったりと、各学

やすい算数の授業などではコー

実施したり、つまずきの見られ

て、ティーム・ティーチングを

マート教員がアシスタントとし

複数・少人数指導体制は、ス

ングや少人数指導の両方

た今、各学校の制度への

まってから半年が経過し

応 変 さ が あ り ま す。 ス

が 進 展 し て き て い ま す。

が整うことで、授業で楽しく学

授業では、教師が複数

子どもたちの力を伸ばし

マ ー ト・ ク ラ ス が は じ

いることの利点を生かせ

ていけるようにしていき

べることへとつながっています。

るように、授業における

た い で す。」 と 今 後 の 授

「 テ ィ ー ム・ テ ィ ー チ

役割を意識して授業を

業への意気込みを話して

スマート教員（Ｚ会グループ派遣）

志木第二小学校

森本 拓教諭
もりもと たく

した。

を願う阿部課長の想いがありま

未来を担う志木っ子たちの成長

組 ん で い き ま す。」 と 志 木 市 の

し、多角的な視点を持って取り

ながるようにさまざまな検証を

的・対話的で深い学び』へとつ

どもたちの学びが『主体

指導要領が実施され、子

「 来 年 度 か ら、 新 学 習

実感しています。

学校教育課の阿部課長は

きていると市教育委員会

人数指導体制が定着して

理解も深まり、複数・少

行っているそうです。具

くれました。

より高まっていくようにしてい

力向上、授業へ取り組む姿勢が

子どもたちのやる気や学

「この体制を活用して、

を展開しています。

わせたきめ細やかな指導

とで児童一人ひとりに合

マート教員と連携するこ

体 的 な 指 示 を 出 し、 ス

先生は言います。

校４年生学級担任の高柳

れ、落ち着いた授業環境

あ

高 め ら れ ま す。」 と ス マ ー ト 教
員の森本先生はこの体制の強み

阿部 剛さん

りに合わせた指導を心掛

少人数指導の授業を受け

学校教育課長

への積極性が高まってい

を教えてくれました。

志木市教育委員会

けているそうです。

た か やなぎ た か ゆ き

ま す。
」と志木第二小学

学年主任 高柳 孝行教諭

き た い。
」と熱い思いを語って
くれました。
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志木第二小学校

いつもわかりやすい授業が楽しみ！
先生が二人いるから質問しやすい！

問合せ／財政課 内線 2253

3億8千万円

15億5千万円

歳入

歳入の総額は、前年度に比べて、４
億４千万円の増加となりました。
この増加の主な要因としては、市債
が２億５千万円の減、県支出金が４千
万円の減となったものの、繰越金が３
億９千万円の増、税制改正により清算
基準が見直しとなった地方消費税交付
金が１億２千万円の増、小学校施設整
備負担金の増などにより国庫支出金が
９千万円の増となったことなどによる

ものです。

立支援介護・訓練等給付費の増などに
より扶助費が１億１千万円の増となっ
たことなどによるものです。

金や財政調整基金積立金の増などによ
り積立金が７億９千万円の増となった
ことや、特定教育・保育施設及び特定
地域型保育委託等給付費や障がい者自

手当負担金や時間外勤務手当の減など
により人件費が４千万円の減となった
ものの、公共施設安心安全化基金積立

歳出の総額は、前年度に比べて、８
億８千万円の増加となりました。
この増加の主な要因としては、退職

歳出

※１千万円未満を四捨五入しています。そのため、合計があわない場合があります。

6億5千万円

17億3千万円

軽自動車税
市たばこ税
地方交付税
公債費

42億4千万円
66億6千万円

都市計画税

物件費

36億9千万円

平成 年度の決算が、令和元年志木市議会９月定例会で
認定されました。
私たちが納めた税金がどのように使われ、また、市の財
政がどのような状況にあるのかをお知らせします。

※市税の負担は、市税収入額を人口76,365人（平成31年３月31日現在）で
除した額
※市民サービスは、一般会計の歳出額を市民一人あたりに換算した額

58億5千万円
5億8千万円

歳出

一 般 会計

市民サービスに使われたお金…30万円

固定資産税

2千万円
国・県の交付金、
補助金など

65億8千万円
31億6千万円

平 成 年 度 の 一 般 会 計 の 決 算 額 は、
歳入が２４３億２千万円、歳出が２２
９億３千万円になり、差引額 億９千
万円となりました。

市税の負担…………………14万５千円

歳入

243億

229億 扶助費
3千万円
補助費等

ここから、翌年度の事業に使うため
に繰り越すべき財源
（約１千万円）
を差
し引いた額の 億８千万円
（黒字額）
が
実質収支額となっており、前年度に比
べると４億２千万円の減少となりまし
た。この実質収支額は、令和元年度の
歳入に繰り越されます。
また、市の貯金である財政調整基金
の残高は、 億３千万円となっており、
前年度に比べると１億６千万円の増加
となりました。

市民１人あたりでは…

市民税
負担金、
使用料・手数料

16億6千万円

19億円
普通建設事業費

17億3千万円
繰出金

13

6億8千万円
18億3千万円
人件費

市債（借金）

32億4千万円

30

30

そのほか

11億5千万円

30

13

27

繰越金
そのほか

平成 年度
志木市の決算報告
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平成30年度決算報告

会計名
国民健康保険
志木駅東口地下
駐車場事業
介護保険
後期高齢者医療

歳入額（うち一般会計繰入金）
76億８千万円（３億３千万円）

歳出額
74億円

６千万円

５千万円

45億８千万円（６億５千万円）
９億１千万円（１億７千万円）

43億１千万円
８億８千万円

◆平成30年度企業会計
水道事業会計

収益的収入
及び支出（税抜）
資本的収入
及び支出（税込）

下水道事業会計

当期純利益
２億4,951万円
不足額
３億5,614万円

※企業会計の表について…資本的収入及び支出において不足する額については、損益勘定
留保資金などで補塡しました。

◆平成30年度市債残高の推移
会計名
一般会計
志木駅東口地下
駐車場事業
水道事業
下水道事業
市全体

平成28年度末
154億７千万円

平成29年度末
160億円

平成30年度末
162億７千万円

１億８千万円

１億４千万円

１億円

26億５千万円
56億円
239億１千万円

24億４千万円
50億７千万円
236億５千万円

24億９千万円
46億円
234億７千万円

※１千万円未満を四捨五入しています。そのため合計があわない場合があります。

借金残高………31万円（前年度比±０万円）

◆経常収支比率

93.0％

→

平成30年度

94.5％

0%

12.84%

20.0%

0%

17.84%

30.0%

0.8%

25.0%

35.0%

0%

350.0%

健全化判断比率の基準では、市の財
政状況は健全を維持しています。
しかし、これらの数値には、新庁舎
建 設 を は じ め と し た 公 共 施 設 の 維 持・
更新経費や、借地となっている学校・
公園用地を取得することになった場合
に発生する費用などは含まれていませ
ん。したがって、引き続き健全な財政
運営に向けて注意しながら、財政運営
を進めていく必要があります。

◆健全化判断比率

0.8%

1.5

財政状況は健全

平成29年度

90

％を超え

市民１人あたりでは…

30

市債残高の推移と
経常収支比率

支出
17億5,315万円
支出
８億6,362万円

市債（市の借金）残高は、企業会計の返済が進
んだことに伴い、前年度より１億９千万円の減
となりました。今後も、将来に役立つ財産形成
のために、財政負担を考慮しながら計画的な借
入と返済をしていきます。
経常収支比率は、定期的な収入（特定財源以
外）の何割が、定期的な支出に使われたかを表
します。平成 年度は前年度比で ポイント悪
化しました。

収入
20億266万円
収入
５億748万円

収益的収入
及び支出（税抜）
資本的収入
及び支出（税込）

こ の 比 率 が 低 い ほ ど、 市 の 独 自 事 業 に 使 え る

当期純利益
１億6,823万円
不足額
４億2,280万円

お 金 が 多 い こ と に な り、 こ の 比 率 が

支出
11億9,264万円
支出
７億1,950万円

ると、財政の硬直化が進んだ状態と考えられます。

収入
13億6,087万円
収入
２億9,670万円

特別会計・企業会計

特別会計は、国民健康保険や介護保
険など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。
企業会計は、独立採算制を原則とす
る企業的色彩の強い事業を行う場合に、
法令や条例に基づいて設置するもので、
本市では、水道事業や下水道事業が該
当します。

◆平成30年度特別会計

◆資金不足比率

5

企業会計の名称

志木市

水道事業会計

－

下水道事業会計

－
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経営健全化基準
20.00%

市ホームページでは、図表付きで財政状況を詳しく解説しています

市からのおしらせ
か ん しょう

志木市制施行50周年記念事業冠称使用の募集

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2149

2020年に迎える市制施行50周年の大きな節目を市民の皆さんとともに祝い、盛り上げるために、
「志木市
制施行50周年記念事業」の冠称を使用していただける事業を募集します。

募集概要

募集期間／12月２日（月）～令和３年１月29日（金）
対象／次の条件をすべて満たす事業

⑴令和２年４月１日から令和３年３月31日までに実施する市民及び市民団体などが主催する事業
⑵公共性または公益性を有する事業
⑶政治活動、宗教活動または営利活動を目的としない事業
⑷法令または公序良俗に反しない事業
⑸参加者の安全が確保されている事業

申請方法／冠事業の承認を希望する場合は、事業を実施する２か月前までに承認申請書に事業計画書、事業を
実施する団体の活動内容がわかるものを添付のうえ、市制施行50周年記念事業推進室へ提出
▼承認申請書は、市ホームページからダウンロードできます。
shiki50th@city.shiki.lg.jp
申請・問合せ／市制施行50周年記念事業推進室 内線2149

特典

「志木市制施行50周年記念事業」の冠称を使用していただける事業には、
次の特典がありますので、ぜひご応募ください。
の冠称及びロゴマークが使用できます！
特典1「志木市制施行50周年記念事業」
「市制施行50周年記念事業のぼり旗」
を貸し出します！
特典2
▲ロゴマーク
特典3 市ホームページなどで事業のお知らせをします！

下水道のマンホールふた新デザインが決定
問合せ／下水道施設課

▲市ホームページ
QR コード

☎048
（473）
1299（代）

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、マンホールふたのデザイン
を一般より募集したところ、53点もの応募をいただきました。たくさんのご応募ありがとうございました。こ
の度、新デザインが決定しましたのでお知らせします。

新デザイン

デザイン考案者

まつもと ゆう じ

東京都江戸川区 松本 有司さん
＜松本さんがデザインに込めた思い＞
昨年会社を辞め、気持ちが落ちている時に妻がきっかけ
で、カパルに会いました。市民まつりなどのイベントで会い、
元気をもらいました。仕事も決まり、今はイベントが楽し
みです。
今年は田子山富士に初詣に行ったり、いろは親水公園に
桜を見に行ったり、ウォーキングをしたりと、すっかり地
元気分で志木市に行っています。そんな楽しい感じを表し
ました。

今後の予定
▲和舟の船頭になったカパルと、いろは親水公園
の桜が描かれています

新デザインのマンホールふたは、市制施行50周年を迎える令
和２年度に、いろは親水公園のほかカパルが出没しそうなと
ころに設置する予定です。あわせて、マンホールカードなど
にもこのデザインを活用していきます。

2019.11 Shiki City
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令和２年１月

市役所は仮庁舎へ移転します

問合せ／新庁舎建設推進室

内線2345

市では、現在、新市庁舎建設事業を進めており、現市庁舎での業務を12月末で終了し、来年１月からは、仮
庁舎での業務を開始します。

仮庁舎移転先

仮庁舎による業務開始／令和２年１月６日（月）

第 4 庁舎（市民会館）
本町3丁目
交差点

庁舎名
（移転先）

住所

第５庁舎︵いろは遊学館︶

第１庁舎
(フ ォ ー シ ー ズ ン ズ
本町5-26-１
志木・マルイファミ
リー志木８階）

第２庁舎
(ＥＨ第９ビル）

新庁舎建設推進室、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

本町5-24-15

第 3 庁舎（SKビル）
第 2 庁舎（EH 第 9 ビル） 第３庁舎(ＳＫビル） 本町5-21-14
銀行

東口
志木駅

第 1 庁舎（フォーシーズンズ志木・
マルイファミリー志木 8 階）

所属
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

秘書政策課、人事課、市政情報課、総務課、
財政課

第４庁舎
（市民会館） 本町１-11-50

議会事務局、行政委員会事務局

第5庁舎
（いろは遊学館） 本町１-10-１

防災危機管理課

※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１5-１)１階フロアに移転します。

今後の新市庁舎建設事業のスケジュール
現市庁舎による業務終了／12月27日(金)
仮庁舎による業務開始／令和２年１月６日（月）
現市庁舎解体工事／令和２年１月～７月

ご意見をお聞かせください

新市庁舎建設工事／令和２年８月～令和４年３月
新市庁舎業務開始／令和４年5月
※詳細は広報しき12月号や市ホームページでお知らせします。

問合せ／福祉課

内線2417

「第４期志木市地域福祉計画・志木市再犯防止推進計画・第２期志木市成年後見制度利
用促進基本計画」（素案）について
さまざまな福祉的課題への対応を図るため、地域における支え合いや助け合いを中心に、支援が必要な人を社会
で支えることにより、すべての市民が安心して暮らせる地域社会づくりの推進を目的として策定するものです。

募集期間／11月13日（水）～12月12日（木）
閲覧場所及び市民意見シートの配布場所／福祉課、柳瀬川・志木駅前出張所、いろは遊学館、宗岡公民館、宗

岡第二公民館、いろは遊学図書館、福祉センター、第二福祉センター
※市ホームページからも閲覧、ダウンロードできます。
対象（意見を提出できる人）／市内に在住・在勤・在学する人及び事業者、納税義務者、意見公募手続に係る計画
や施策などにつき利害関係がある人
提出方法／所定の市民意見シートに必要事項を記入のうえ、直接持参、郵送、FAXまたはメールで福祉課へ
※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。
※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。意見に対する個別回答は行

いません。また、匿名によるご意見の提出や電話または来庁による口頭での申し出は受付できませんのでご了承ください。
受付・問合せ／福祉課 内線2417 6048（471）7092
fukushi@city.shiki.lg.jp
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登録無料！空き店舗を登録しませんか

問合せ／産業観光課

内線2162

市では、市内の商店会などの空き店舗の利活用を促進し、地域経済の振興や活性化を図るため、「志木市空
き店舗等情報登録制度」を実施しています。空き店舗となっている物件を有効活用したいとお考えの人は、ぜひ、
店舗情報をご登録ください。

登録のメリット

◦市ホームページなどに掲載され、空き店舗等の利用希望者に広く情報提供できます。
※
◦登録された空き店舗等で事業をはじめると「志木市空き店舗等活用事業補助金」の補助対象 となるため、借
り手が見つかるチャンスです。

※補助金の採択にあたっては別途審査があります。

登録方法などの詳細については、志木市商工会へご連絡ください。
なお、この制度は、志木市空き店舗等情報登録制度以外による空き店舗等の取引を妨げるものではありません。
申込み・問合せ／志木市商工会 ☎048（471）0049 6048（471）0057

住民票などに旧姓が併記できるようになります

問合せ／総合窓口課

内線2133

女性活躍推進の観点から婚姻などで姓に変更があった場合でも、旧姓を住民票やマイナンバーカードなどに
併記し、公証することができるようになります。

新制度「旧姓併記」の請求手続き

制度開始／11月5日（火）
旧姓併記可能なもの／住民票、マイナンバーカード、印鑑登録証明書
請求手続き／旧姓併記のための請求手続きは２段階です
①旧姓が記載された戸籍謄本等※を用意する
▼戸籍謄本等は、本籍地の市区町村に直接または郵送で請求することがで
きます（郵送請求方法については、各市区町村にお問い合わせください）。
※併記したい旧姓の記載されている戸籍謄本等から現在の姓が記載
されている戸籍に至るすべての戸籍謄本の添付が必要です（本

氏名とともに旧姓
（希望者のみ）を併記
＜イメージ＞
志木 花子
（旧姓：〇〇）
志木
（〇〇） 花子
など

0123456789ABCDEF

籍が志木市でも戸籍の添付が必要です）。

②総合窓口課で請求手続きをする
▼用意した戸籍謄本等といっしょに、申請手続きをしてください。マイナ
ンバーカードをすでに持っている場合は、追記欄に旧姓を併記します。

旧姓

旧姓併記は、こんなときに役立ちます！

旧姓欄を追加
＜イメージ＞
▲記載イメージ

◦さまざまな契約や銀行口座の名義に旧姓が使われている場面で、その証明に使えます。
◦転職や就職時など、仕事の場面でも旧姓で本人確認ができます。

ご注意ください

◦旧姓併記は、必要がなくなった場合には、旧姓を削除することが可能です。旧姓を削除した場合は、原
則再登録をすることはできません。ただし、その後、婚姻などにより姓が変更したときに限り、新たに
生じた旧姓を併記することができます。
◦住民票などでは、旧姓は氏名と併せて証明されているものであるため、旧姓併記後は、姓の一方のみを

表示することはできません。
◦旧姓併記後の印鑑登録については、現在の姓、旧姓どちらの印鑑も登録できます。ただし、同時に登録
できる印鑑は一つです。なお、印鑑の登録変更については、500円の手数料がかかります。

2019.11 Shiki City
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市からのおしらせ

市営墓地を拡張します

問合せ／環境推進課

内線2317

市では、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を拡張します。
整備にあたっては、一般的な墓地のほか、一定期間、遺骨を個別安置する施設と直接遺骨を埋蔵する施設の

◀拡張部分のイメージ

合葬墓を整備します。あわせて、家族同様に可愛がっていたペットについても、手厚く葬ることができるよう、
ペットの焼骨を埋蔵する施設も整備します。
所在地／柏町３丁目地内（志木第三小学校・志木中学校の隣地）
一般墓地／320区画
（１区画1.95㎡）
合葬墓／個別安置施設 270体収蔵
合葬施設 ３基
愛玩動物合葬墓

１基

※申し込み方法や使用料・管理料など、詳細は決まり次第、
広報しきや市ホームページでお知らせします。

11月12日～25日は、
問合せ／子ども家庭課
内線2446
「女性に対する暴力をなくす運動」
期間です
夫やパートナーからの暴力（DV）、性犯罪、ストーカー行為、売買春、人身取引、セクシュアル・ハラスメン
トなど女性に対する暴力は、女性の人権を侵害するものであり、決して許されない行為です。「DVや暴力の被
害に遭っているかも…？」と感じたら、迷わずご相談ください。

女性相談

女性心理カウンセラーが、DVのほか、夫婦や家族、体のことなど、女性が抱える問題全般の相談に応じます。
とき／第１・２金曜日 10時～14時
第３・４火曜日 12時30分～16時30分
▼予約制で、一人につき50分まで
▼保育あり
（無料・要予約）
ところ／市役所
相談予約・問合せ／子ども家庭課
kodomo@city.shiki.lg.jp
☎048
（473）
1139（予約直通ダイヤル）
▲市ホームページ
QR コード

子どもの目の前でDVを行うことは、児童虐待です！

父親から母親への暴力は、子どもの心を深く傷つけ、心身の不調や学習意欲の減退、不登校など、子どもの生
活に大きな影響を与えることがあります。お子さんのことも、一人で悩まずご相談ください。
通告・相談／子ども家庭課

☎048（473）1124（児童虐待ホットライン）

その他の相談窓口
実施機関

受付日時

電話番号

志木市配偶者暴力相談支援センター

月～金曜日 ８時30分～17時15分

☎048(473)1139

埼玉県配偶者暴力相談支援センター
婦人相談センターDV相談担当

月～土曜日 ９時30分～20時30分
日曜日、 祝休日 ９時30分～17時

☎048(863)6060

月～土曜日(臨時休館日、 第３木曜日を除く）
10時～20時30分

☎048(600)3800

朝霞警察署
生活安全課警察安全相談係

月～金曜日 ８時30分～17時15分

☎048(465)0110

よりそいホットライン(３番）

24時間（通話料無料）

☎0120(279)338
※音声案内「3」を選択

さいたま地方法務局人権擁護課
女性の人権ホットライン

月～金曜日 ８時30分～17時15分

☎0570(070)810

埼玉県男女共同参画推進センター
「With You さいたま」DV相談担当
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市からのおしらせ

志木市と民間企業による
食育推進共同事業を展開しています

問合せ／健康政策課

内線2479

志木市 ×
「しょく場づくり講座」は、食が好きな人、これから何か地域で活動した
い人、人と出会いたい人…そんな皆さんに役立つ食や栄養のこと、地域活
動の情報を、料理教室スタイルで学べる講座です。

とき・テーマ／10時30分～13時予定（受付：10時15分～）

ほあ じゃお

11月14日(木） 【時短調理なのにスパイスで本場の美味しさ】花椒がきいた麻婆豆腐、オイキムチ、マンゴープリン
11月29日(金） 【月１回むくみとりにオススメ！塩分ゼロ料理】高野豆腐のタコライス、フルーツサラダ、ポテトもち
12月７日(土）

【親子で参加OK ！家族や仲間と♪多年代で楽しいパーティ料理】
ポットパンシチュー＆デコレーションデザート
き

ゆ

ず

こ しょう

12月18日(水） 【季節限定！旬の野菜で手作り調味料の会】黄柚子胡椒づくりとランチプレート＆１瓶お持ち帰り付き

ところ／いろは遊学館
定 員／各回20人（申込み多数の場合は抽選）
参加費／1,800円
（初参加に限り半額）
申込み／名前・性別・年齢・連絡先・お住まい・参加
希望日を記入のうえ、メールまたはFAXでハウ
ス食品グループ本社株式会社へ
▼下記QRコードからも申し込めます。
ハウス食品グループ本社株式会社
新規事業開発部（担当：酒井）
kanako-sakai@housefoods.co.jp
（5211）6030
603

▶︎ハ ウ ス 食 品
グループ講座
申込フォーム
コード

QR

講座に参加した三上さんに感想を
聞いてみました！
ハウス食品グループの講座という
ことで、知らない野菜や世界のスパ
イス、食材を知ることができ、料理
の幅が広がりました。家では作らな
いようなスパイスを使ったメニュー
▲食生活改善推進
員としても活動し が作れるので、すごく楽しいですね。
ている三上さん
お友だちとの集まりで、講座で作っ
たガパオライスをいっしょに作ろうという話にもな
りました。
また、新たな人との出会いもあったり、とてもい
い刺激になります。ぜひ、皆さんも「しょく場づくり
講座」に参加してみてください。とても楽しいですよ。

志木市 ×
志木駅前のクッキングスタジオを会場に、食育や
健康につながる料理講座を開催しています。
とき・テーマ／10時30分～13時30分(受付：10時15分～）
①11月21日(木）

②12月17日(火）

おいしく食べて免疫力アップ！
おいしく減塩！「減らソルト」

ところ／大東ガスプチフラム志木（志木駅東口徒歩30秒）

▲ 11 月 21 日（木）調理予定
の「わかめと長ネギの肉巻き」

定 員／各回８人（申込み多数の場合は抽選）
参加費／1,500円
なるしま ひろ み

講 師／鳴嶋 廣美さん（管理栄養士・料理研究家）
申込期限／①11月７日（木） ②12月３日（火）
申込み／各申込期限までに、大東ガスWEBサイト（右記QRコード）から申込み、

または大東ガスプチフラム志木へ直接

▲大東ガス WEB
サイト QR コード

2019.11 Shiki City
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あなたも地域の健康づくりを推進しませんか？

問合せ／健康政策課
内線2477

スマート・ウォーカー育成講座が開講

市では、いろは健康21プラン推進事業実行委員として、健康に対する意識や知識の向上と地域の健康づく
りを推進するためスマート・ウォーカーを育成します。

スマート・ウォーカー育成講座

スマート・ウォーカーは、健康に対する意識や知識の向上を目的に、いろは健康21プラン推進事業実行委員と
して、健康に関する事業やノルディックウォーキング・ポールウォーキングの普及などに取り組みます。
とき・ところ／下表のとおり
とき

ところ

内容

※市民公開講座

11月20日(水） 10時～12時

市役所

開講式、講演：志木市の健康づくり～スマート・ウォーカーとは～

11月27日(水） 10時～12時

いろは遊学館

しっかり歩きと貯金で健康寿命をのばそう
「運動」

12月４日(水） 10時～13時

いろは遊学館

ひ けつ

12月７日(土） 14時～16時

健康寿命をのばす食事の秘訣
「調理実習」
総合福祉センター 「排尿障害について」
～頻尿・尿もれを中心に～※

12月11日(水） 10時～12時

市役所

歯の健康／休養・こころ

12月18日(水） ９時～12時

市役所

普通救急・救命講習

令和２年
１月22日(水） 10時～12時

いろは遊学館

地域の力、ソーシャルウォーキングで２倍元気になる方法

１月29日(水） 10時～12時

いろは遊学館

フットケア講座

２月5日
（水）10時～12時

いろは遊学館

<グループワーク>地域活動団体の取り組み紹介

２月15日(土） 13時30分～15時50分

いろは遊学館

２月19日
（水）10時～12時

いろは遊学館

※休止の場合あり

たばことお酒との付き合い方
※
「人生100年時代！～いつまでも健康でいるために～」
<グループワーク>「地域でできることを考える」、閉講式

内容／運動・食生活など健康寿命をのばすための講義や普通救急・救命講習、ノルディックウォーキング・ポー
ルウォーキング体験、地域活動についてなど
対象／18歳以上の市民または市内在勤者で、全11回の講座を受講したいと考えている人
定員／20人
参加費／500円（食材料費）
申込み／11月15日
（金）までに電話または直接、健康政策課へ

志木市デマンド交通は、FAXでも受付できます

問合せ／都市計画課

内線2325

聴覚や発声に障がいがある方が、志木市デマンド交通を利用するためにタクシー会社へ連絡する方法として、
FAXでの受付を行っています。ぜひ、ご利用ください。

FAXでの受付方法

FAXの受付をしているタクシー会社／三和富士交通（株）
予約受付期間／利用する日の前日まで ※利用する日の配車状況などにより、予約できない場合があります。

▼三和富士交通
（株）では、電話での予約と同様に、予約料（420円）が加算されます。
FAXでの連絡方法／①「デマンド交通配車予約表」を市ホームページ（右記QRコード）から
ダウンロードするか、都市計画課［6048（475）2960］にFAXでの送信を依頼
②
「デマンド交通配車予約表」に必要事項を記入し、タクシー会社へFAXを送信
三和富士交通 6042（361）4803
③タクシー会社より、返信のFAXが届く

▲市ホームページ
QR コード

④届いたFAXの内容を確認し、間違いがなければ連絡は完了
「志木市デマンド交通」とは…交通弱者の移動手段の確保や利便性の向上を図るため、既存のタクシーを活
用して、自宅と公共施設や病院、商業施設などの共通乗降場、または共通乗降場間を低額で利用できる事
前連絡制の公共交通サービスです。
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平成30年度
市職員の給与及び不祥事防止の取組状況の公表

問合せ／人事課
内線2113

市職員の給与・定員管理の状況

11月号
2019

市では、最小の職員数で最大の効果を上げるための志木市定員管理計画を策定しています。これを基本に、今
後も限られた予算と人員の中で行政サービスの提供を図っていきます。

歳出に占める人件費の割合は減少

政策版

平成30年度の歳出のうち、人件費は14.1％でした。
平成29年度は14.9％であったため、歳出に占める人件費の割合は前年度と比較して0.8％減少しています。

平成30年度人件費の状況
（一般会計）
歳出額（Ａ）
230億円

人件費（Ｂ）※
32億4千万円

人件費率（Ｂ／Ａ）
14.1%

職員数の推移
区分
平成29年度 平成30年度 令和元年度 対前年度比
職員数
397人
394人
390人
４人減

※市長、副市長、市議会議員の給料・報酬などを含む

特別職の報酬などの状況

市長の給料は県内で５番目に低い水準

職名
市 長
副市長
教育長

志木市長の給料月額は、さいたま市を除く県内39市の中で、34番目と
なっており、下から5番目に低い水準となっています。
（注）
給与条例に基づく
（特例条例などによる減額措置の影響額を除く）

給料月額
868,000円
764,000円
722,000円

平均給料月額は、310,900円
平均給料月額は、国家公務員を学歴別、経験年数別に区分し、その区分ごと平均給料と比較するラスパイレス指数と
は異なり、各自治体が算定した平均給料であるため、職員の平均年齢による差があらわれます。
志木市の場合は、近隣市と比較して、職員の平均年齢は高くなっていますが、計画的な定員管理により、若い職員の
割合が増えていることから、平均給料月額は減少傾向にあります。

職員の給料月額と平均年齢の状況
（一般行政職）
区分
志木市
近隣市
人口が同規模の市

朝霞市
新座市
和光市
蕨市
鶴ヶ島市

平均給料月額
310,900円
324,200円
295,900円
311,200円
313,800円
319,600円

平均年齢
42.4歳
41.7歳
38.3歳
40.6歳
40.6歳
42.4歳

※「令和元年度埼玉県下市職員の給料手当等の調査」
から引用

等級及び職制上の段階ごとの職員数
等級
等級別基準職務
人数
（構成比） 職制上の段階
１級 主事補・技師補の職務
35人(9.0%）
主事補級
２級
主事・技師の職務
69人(17.8%）
主事級
３級
主任の職務
91人(23.5%）
主任級
４級
主査の職務
85人(22.0%）
主査級
5級
主幹の職務
43人(11.1%）
主幹級
６級
課長の職務
42人(10.9%）
課長級
７級
次長・参事の職務
14人(3.6%）
次長級
８級
部長の職務
8人(2.1%）
部長級

県内で４番目に低い、ラスパイレス指数
ラスパイレス指数とは、４月１日現在での国家公務員の平均給料
月額を100とした場合の地方公務員の給料の程度を、指数で表す
ものです。
平成30年４月１日時点のラスパイレス指数をみると、さいたま市
を除く県内39市の平均は100.2ポイントです。
志木市は97.7ポイントで、さいたま市を除く県内39市の中で下か
ら４番目に低い指数となっています。

ラスパイレス指数の推移
区 分
志木市
朝霞市
新座市
和光市
県内市町村平均
県内市平均
埼玉県

28年度
98.0
100.9
100.5
99.7
99.0
100.1
100.7

29年度
98.3
100.9
101.0
101.3
99.1
100.2
100.6

30年度
97.7
101.6
100.0
101.3
99.1
100.2
100.3

不祥事防止に関する取組の状況
公益通報制度の運用状況などを公表します。今後も、職員一人ひとりの自覚を高め、不祥事防止のさらなる徹
底を図ります。
公務員倫理
（コンプライアンス）研修…計11回
公益通報…０件
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▼福祉センター ☎（４７３）７５６９ 6（４８７）６７６５
開館時間／9時～16時30分

認知症予防セミナー
脳活性化ゲーム

上宗岡1-5-1（総合福祉センター2階）

とき／11月20日㈬から令和2年3月18日㈬までの第3水曜日 10時～11時30分 内容／楽しいゲームで脳を
活性化して認知症を予防します 対象／市内在住の65歳以上の人、または福祉センタ―利用資格のある人で、
全5回のセミナーすべてに参加できる人（はじめての人優先） 定員／20人
さん（天使の笑顔） 申込み／11月12日㈫までに電話、FAXまたは来館

おと べ

すみ え

もりぐち とも こ

講師／乙部 純枝さん、森口 朋子

▼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

₁₁月号

※日曜日、祝休日は、お風呂の利用はできません

2019

11月21日㈭
10時～11時30分

内容／生演奏に合わせ、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 ※演奏はボランティアの皆さんです

パフォーマンス楽団「結」
12月クリスマス公演

12月5日㈭
13時30分～15時

内容／大道芸、玉すだれ、太鼓、笛、歌、ピアノのライブ
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）

リフレッシュ体操

12月11日㈬
13時30分～15時

内容／心とカラダをほぐす体操

▼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

オレンジカフェ「かざぐるま」

認知症カフェなごみ

担当地区／本町

本町2-10-50

柏の杜 ☎（４８６）５１９９ 6（４７６）４０００

休所日／日曜日、祝休日

▼高齢者あんしん相談センター

老後の法律ワンポイント講座
～遺言・相続～

か

ところ／ブロン２階 内容／お楽しみ会、お茶などを飲みながら、k.sfactory
の皆さんによるモノマネ＆マジックで楽しく過ごしましょう 申込み／不要

▼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

ゆ

ブロン ☎（４８６）０００３ 6（４８６）４０８７

休所日／日曜日、祝休日

11月28日㈭
13時30分～15時

開所時間／8時30分～17時15分

対象／市内在住の65歳以上の人、福祉セ

ながさか

ンター利用資格のある人 講師／長坂 由加さん 定員／40人
申込み／12月4日㈬までに電話、FAX または来館

14時～15時30分
こう の

柏町3-5-1（第二福祉センター内）

館・幸町 ☎（４８５）５６１０ 6（４８５）５６１１

休所日／日曜日、祝休日

とき／11月25日㈪

担当地区／柏町

なおひろ

担当地区／館、幸町

ところ／市民体育館

幸町3-12-5

内容／遺言や相続に関する基礎的な知識につ

いて学びます 講師／神野 直弘さん（こうの市民法律事務所） 定員／30人（先着順）
申込み／電話、ＦＡＸまたは来所
とき／11月28日㈭ 13時30分～15時30分 ところ／街なかふれあいサロン スペース・わ 内容／認知症の
方とご家族、地域の皆さん、専門職の人たちとの集いの場所です いっしょにお茶を飲みながらお話ししましょ
う ミニ講座／健康診断結果の見方 講師／健康増進センター保健師 参加費／100円 申込み／不要
問合せ／街なかふれあいサロン スペース・わ ☎（487）3771

▼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

せせらぎ ☎（４８５）２１１３ 6（２３５）７８４２

休所日／日曜日、祝休日

担当地区／宗岡北圏域（宗岡中学校区）

とき／11月15日㈮ 14時～15時30分 ところ／志木すだち 対象／認知症の方やご家族、地域の皆さんなど
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
参加費／100円

もの忘れカフェ
「きんもくせい」
八幡亭サロン

12月4日㈬

13時～15時

▼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3-25-10

ところ／旧八幡亭 内容／歌をうたったり、会話を楽しんだりします
対象／認知症の方やご家族、地域の皆さんなど 参加費／200円

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）

オレンジカフェ
おやじのうどん旬

とき／11月7日㈭、12月5日㈭（毎月第1木曜日） 13時～14時 ところ／おやじのうどん旬（中宗岡4-18-40）
内容／認知症の不安がある方、認知症の家族がいる方、どなたでも参加できます お茶など飲みながら、みん
なでお話ししましょう 参加費／100円（飲み物代） 申込み／不要

ヤオコー無料出張相談会

とき／11月19日㈫（毎月第3火曜日） 10時～11時30分 ところ／ヤオコー志木宗岡店
（下宗岡2-11-27）
内容／高齢者に関するさまざまな相談に応じます 看護師による健康チェック（血圧測定）も行います お気軽
にお寄りください 申込み／不要

「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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歌声ひろば

▼いろは遊学図書館 ☎（４７１）１４７８
開館時間／9時30分～19時
本町1-10-1

6（４７１）１８６３

※11月2日㈯～4日㈪は17時閉館

休館日／毎週月曜日（11月4日を除く）、11月29日㈮

よみきかせ

とき／11月5日㈫・12日㈫・19日㈫・26日㈫、12月3日㈫・10日㈫ 13時30分～13時45分 11月16日㈯
11時～11時30分 内容／絵本のよみきかせ、いろいろな絵本の紹介 対象／3歳くらい～小学生

おはなし会

11月9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

11月23日㈯ 11時～11時30分

内容／絵本のよみきかせ

おもしろクラブ

11月30日㈯、12月7日㈯
11時～11時30分

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
開館時間／8時30分～22時
館2-2-5

トレーニング室利用講習会

休館日／12月2日㈪

対象／保護者同伴の0～2歳児

（４７６）９３０３
6

※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

とき／①11月5日㈫・17日㈰・27日㈬ 10時30分～、14時～ ②11月2日㈯・14日㈭・23日㈯ 14時～、
19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／各回10人（要予約） 持ち物／トレーニングウェア、室内シューズ、
タオル、飲み物、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／170円（市内在住・在勤・在学の人)、340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 休所日／12月2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～17時

▼市民会館

※パークゴルフ場は9時からの利用となります

休所日／12月2日㈪

パルシティ ☎（４７４) ３０３０ 6（４７６) ２５２６

開館時間／8時30分～22時 休館日／12月9日㈪
本町1-11-50 http://www.sbs.or.jp/

※駐車場も終日利用できません

サンクトペテルブルグ
とき／12月7日㈯ 13時30分開場 14時開演 内容／豊かな弦のハーモニーと幻想的なハープの響き、透き
通ったソプラノの歌声が聖夜を彩る 寒さの中に暖かく灯る“冬の名曲集”
室内合奏団
「クリスマス / アヴェ・マリア」 チケット／4,500円（全席指定、税込） ※未就学児入場不可
ダニエル・ハリトーノフ
ピアノ・リサイタル2019
「月光と革命」

さんぜん

とき／12月8日㈰ 13時30分開場 14時開演 内容／ピアノ史に燦然と輝くベートーヴェンの「月光」、激動
の時代に作られたショパンの傑作「革命」など、大好評の名曲プログラムを演奏
チケット／3,800円（全席指定、税込） ※未就学児入場不可

▼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 休館日／月曜日（11月4日を除く）、11月5日㈫・26日㈫
※まが玉作り教室…毎週土曜日（10時、13時受付）

中宗岡3-1-2

▼旧村山快哉堂 ☎（４７４）５４１１
開館時間／10時～16時

クリスマス飾りを作ろう

開館日／金・土・日・月曜日

12月7日㈯
10時～11時30分

中宗岡5-1

内容／クリスマス飾り
（リース）
の作成
対象／どなたでも
（幼児の場合保護者同伴） 参加費／無料 申込み／不要

▼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

とき／11月9日㈯・10日㈰・13日㈬・16日㈯・19日㈫・22日㈮・23日㈯・25日㈪・27日㈬・30日㈯、12月3日㈫・6日㈮・
9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

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

輪投げふれあい交流会

上宗岡1-5-1

11月24日㈰
13時30分～15時45分

内容／輪投げの体験及び交流試合 対象／どなたでも 参加費／無料
申込み／不要 ※社会福祉協議会主催
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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）

９か月児健診

11月13日㈬、12月4日㈬
〈受付〉13時10分～14時

内容／問診、身体計測、診察など
対象／11月 : 平成31年1月出生児

１歳６か月児健診

11月12日㈫、12月3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／11月 : 平成30年4月出生児 12月 : 平成30年5月出生児

３歳児健診・フッ化物塗布

11月20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28年7月出生児

12月 : 平成31年2月出生児

▼いろは遊学館 ☎（４７１）１２９７ 6（４７１）１２５２

利用時間／9時～22時 ※11月2日㈯～11月4日㈪は17時閉館 休館日／月曜日 ※10月31日㈭午後～11月4日㈪は市民文化祭準
本町1-10-1
備及び開催期間中のため、11月30日㈯午後～12月1日㈰は市民まつりのため通常の施設予約はできません

応援しよう
赤ちゃんファミリー
季節の料理教室Ⅰ

12月5日㈭
10時～11時30分

内容／赤ちゃんの絵本の読み聞かせ
※皆さん気軽にお越しください

対象／0歳児とその家族

内容／チャーシュー、大根と生ハムのカプレーゼ、りんごのバターライス、里
たか の

12月6日㈮
10時～12時30分

ひろ こ

芋のアイスクリームを作って食べよう 講師／高野 弘子さん（食彩会） 対象／
一般成人 定員／20人 参加費／800円 持ち物／エプロン、三角巾、マスク、
フキン、手拭きタオル、筆記用具 申込み／11月30日㈯までに電話か来館
内容／再発見 ! 田子山富士塚と敷島神社 講師／志木のまち案内人の会会員
集合場所／敷島神社（社務所） 対象／一般成人 定員／20人 持ち物／えん
ぴつ、手帳（メモ用） 申込み／11月10日㈰から12月3日㈫までに電話か来館

シリーズお宝発見講座（全５回） 12月8日㈰
13時30分～16時
第5回

とき／12月14日㈯ 13時30分～ 内容／十文字学園女子大学の学生との合同企画 ! アロマキャンドルを作ろう !

女子力向上委員会
クリスマス
ファミリーコンサート

ひらやま あけ み

講師／平山 朱巳さん 対象／高校生～20歳代の人 定員／20人（先着順） 参加費／500円
持ち物／フェイスタオル、持ち帰り用袋 申込み／電話、メール（ iroha-y@city.shiki.lg.jp）または来館
※メールの場合、件名（女子力向上委員会）、氏名を必ず記入
内容／お子さんといっしょに、歌ったり踊ったり♪楽しい時間を過ごしましょう

12月15日㈰
11時～11時50分
(10時40分開場）

しん どう

ま

い

出演／進 藤 麻衣さん（ソプラノ歌手） 対象／0歳から就学前までの子どもとそ
の家族 定員／50組（先着順） 申込み／11月12日㈫から

▼宗岡公民館 ☎（４７２）９３２１ 6（４７２）９３２２

利用時間／9時～22時(図書室 9時30分～17時) 休館日／12月2日㈪、図書室のみ11月29日㈮休室
中宗岡4-16-11
※パソコン個別指導（予約制）…毎週土曜日 10時～12時 ※よみきかせ…11月6日㈬・13日㈬・20日㈬ 11時15分～11時45分

赤ちゃんと絵本のふれあい

11月27日㈬
11時15分～11時30分

内容／赤ちゃん絵本のよみきかせ

楽しくクッキング

12月21日㈯
10時～12時30分

内容／デコレーションハウスとバナナネクターを作り試食をする 対象／小学
生 定員／20人 ( 先着順） 参加費／700円 持ち物／エプロン、三角巾、マ
スク、手ふき 申込み／11月10日㈰から参加費を添えて直接窓口へ

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11月29日㈮休室
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（総合福祉センター3階）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（総合福祉センター3階）へお越しください

11月18日 ㈪ 13時30分 ～
15時30分（13時15分開場）

ところ／総合福祉センター 内容／「マダム・フローレンス！夢見るふたり」
対象／一般成人 ※当日、直接お越しください ※総合福祉センター共催

映画会

▼ふれあい館「もくせい」 ☎（４７３) ８６２１
利用時間／1階…9時～17時 2階…土・日曜日、祝休日
館1-4-1（志木第四小学校北校舎内）

飛び出す切り絵カードを
作ろう！

12月1日㈰

9時30分～16時30分

内容／紙切り体験会 対象／小学４年生以上 定員／30人程度
参加費／200円 申込み／11月28日㈭までに電話か来館

10時～12時

▼柳瀬川図書館 ☎（４８７) ２００４ 6（４８７) ２０３９
利用時間／火～金曜日
館2-6-14
29日㈮

15

9時30分～19時

土・日曜日、祝休日

9時30分～18時

休館日／月曜日(11月4日を除く）、11月

赤ちゃんのえほんのじかん

11月2日㈯・20日㈬、12月7日㈯
11時～11時30分

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

11月2日㈯、12月7日㈯
15時～15時30分

内容／むかしばなしなどのストーリーテリングをきいて楽しもう
対象／5歳ぐらい～大人 申込み／不要

えほんのじかん

11月9日㈯・16日㈯・23日㈯・30日㈯
11時～11時30分

内容／おすすめ絵本のよみきかせ
対象／3歳ぐらい～小学生 申込み／不要
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▼宗岡子育て支援センター「ぽけっと」
お誕生手形の日
「かわいいおてて」

とき／11月15日㈮、12月3日㈫ 9時30分～11時30分、14時30分～16時
内容／お誕生日の記念に手形か足形をとりましょう 対象／今月お誕生日を迎える未就学児

身体測定
「おおきくなったね」

11月28日㈭

ミニミニ講座
みんなのポケット
志木おもちゃクリニック

10時～11時

とき／①12月3日㈫

内容／身長、体重の計測

対象／未就学児と保護者

11時～11時50分（拡大版） ②12月5日㈭

ネットと上手に付き合おう ②クリスマス工作
理事） 対象／未就学児と保護者
12月4日㈬～7日㈯
9時30分～16時30分
12月7日㈯
〈受付〉13時30分～15時

11時30分～11時50分

かさまつ なお み

内容／①インター

講師／①笠松 直美さん（NPO 法人地域教育ネットワーク代表

内容／子ども用品のリサイクル会 提供受付／12月1日㈰から
対象／未就学児の保護者 ※詳細はお問い合わせください
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

▼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、12月9日㈪
本町1-11-50(市民会館内） https://puchimaaru.com/

ぷち保健相談

11月5日㈫
10時30分～11時30分

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

ぷち子育て相談

11月21日㈭
10時30分～11時30分

内容／子どもの健康面や発育について相談できます 講師／中村 敬さん（小児
科医） 対象／未就学児と保護者 持ち物／親子健康手帳（必要な人のみ）

ぷち栄養相談

11月28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

月3回（予約制）

おひさま広場

とき／11月13日㈬・29日㈮、12月4日㈬ 14時～15時30分 11月19日㈫ 9時30分～11時
内容／親子遊び、発達相談 担当／公認心理師、言語聴覚士、作業療法士が日替わりで対応します
対象／発達が気になる未就学児と保護者 申込み／不要

巡回発達相談

11月21日㈭
14時～15時30分

内容／小児科医師による個別の発達相談（1人50分程度）
対象／児童と保護者 申込み／電話か来所で、日時を問合せのうえ予約

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、作業療法士
対象／未就学児と保護者 申込み／不要、直接会場へ

▼児童センター ☎（４８５）３１００ 6（４８７）７５３３

利用時間／9時～17時 ※11月11日㈪、12月9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/
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 ※事業などにより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

わくわくタイム

休館日を除く毎週月曜日
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

プチぽけっとクラブ

休館日を除く毎週土曜日

内容／宗岡子育て支援センターに来所している小さい子と遊ぶなどのボラン
ティア体験 対象／小学2年生～18歳未満 申込み／当日センターの職員に申
し出てください ※宗岡子育て支援センター共催

なかよしランド
｢ボールあそび｣

11月19日㈫
10時30分～11時30分

内容／ボールプールや玉入れなどさまざまなボール遊びを自由に楽しめます
対象／未就学児と保護者 ※宗岡子育て支援センター共催

ミニミニ避難訓練

12月6日㈮
11時30分～11時50分

内容／在館時の避難の仕方を練習します
対象／在館利用者 ※宗岡子育て支援センター共催

児セビクス
「カパル体操」

12月14日㈯

クッキング
9時30分～11時30分
「クリスマスクッキング」 13時30分～15時30分

内容／豚の塩釜焼きや簡単スープを作りランチをしましょう
まえ だ

じゅん こ

（材料）
費／400円
講師／前田 純子さん 対象／小学1年生～18歳未満 参加
定員／各16人 申込み／11月30日㈯から12月8日㈰までに、電話（保護者の
み）か来所（第一希望・第二希望をお伝えください）

▼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）

３か月児健診
離乳食教室（ゴックン期）

11月19日㈫
〈受付〉13時10分～14時
11月19日㈫
14時10分～、14時40分～

内容／問診、身体計測、診察など
対象／令和元年7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／令和元年7月出生児
※3か月児健診と同時開催（参加希望の人は、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
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公共施設情報

※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土曜日
あそびの広場利用時間／月～金曜日

9時30分～16時30分

第2・4土曜日

9時30分～15時30分

とき／11月8日㈮・14日㈭・15日㈮・21日㈭・22日㈮・28日㈭ 11時～11時50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食が食べられる子
クーポンランチ（幼児食）
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

ランチで食育（離乳食）

とき／11月12日㈫・19日㈫・26日㈫ 11時～11時50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～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

赤ちゃん広場

11月25日㈪
14時30分～15時30分

内容／ママのお楽しみとふれあい遊び
対象／はいはいする前の赤ちゃんと保護者

青空にこまある

11月29日㈮
10時30分～11時30分

ところ／敷島神社境内 内容／親子自由あそび
対象／未就学児と保護者 ※天候不良の場合は中止

小児科医師相談

12月3日㈫

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

リフレッシュ講座
（保育あり）

10時～11時

12月9日㈪
14時30分～15時30分
〈受付〉14時～

かま た

み き

ま

内容／ママの体ほぐし 講師／鎌田 美希さん（はり師・きゅう師・あん摩マッサー
ジ指圧師） 対象／1歳以上の未就園児と保護者 定員／12組
申込み／11月29日㈮までに電話か来所

▼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

世代間交流事業
おやこひろば・
さんまあるカフェ

9時30分～16時30分

第1・3土曜日

9時30分～15時30分

とき／11月8日㈮・15日㈮・22日㈮・29日㈮、12月6日㈮ 10時30分～14時30分 ところ／ふれあい館「も
くせい」
（志木第四小学校北校舎内） 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

ねんねタイム

11月15日㈮
14時30分～15時45分
〈受付〉14時～14時30分

内容／冬の過ごし方アドバイス、ふれあいあそびほか
対象／はいはい前の乳児と保護者

ぱぱまある

11月16日㈯ 10時～11時
〈受付〉9時30分～10時

内容／作ってあそぼう （簡単工作）
!
、ふれあいあそびほか
対象／未就学児と保護者 ※ママと子どもの参加も可

むし歯予防教室

11月21日㈭
10時～11時30分
〈受付〉9時30分～10時

内容／歯の健康・食生活についてのミニ講座、個別ブラッシング指導
対象／おおむね8か月以上の未就学児と保護者 定員／20組
申込み／11月11日㈪までに電話か来所 ※健康増進センター共催

小児科医
子育て相談

11月25日㈪
10時30分～11時30分
〈受付〉9時30分～10時30分

内容／育児や健康に関する疑問や悩みについてアドバイス
講師／中村 敬さん（小児科医） 対象／未就学児と保護者
※あそびの広場の中で自由に相談できます

はいはいタイム

11月26日㈫ 10時～11時
〈受付〉9時30分～10時

内容／ごっこあそび、ふれあいあそびほか
対象／はいはい時期の乳児と保護者

まんまあるあそぼう会

11月27日㈬
9時30分～11時

なかむら たかし

内容／西原保育園園庭あそび
※直接園庭にお越しください

対象／未就学児と保護者
※雨天中止 ※西原保育園共催

▼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 ※11月11日㈪、12月9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
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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）

たんぽぽ広場

11月12日㈫

専門相談

とき／①11月12日㈫ 15時～16時 ②11月21日㈭ 14時～15時30分 ③11月21日㈭ 15時～16時
内容／①おっぱい相談 ②巡回発達相談 ③まんま相談 相談員／①助産師 ②公認心理師・作業療法士
③栄養士 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

11月13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／実りの秋
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

すきっぷミニ講話

11月15日㈮
11時30分～11時45分

内容／子どもの発達で気になること、発達に合わせた具体的な対応ほか
担当／公認心理師 対象／未就学児と保護者 ※児童発達相談センター共催

Shiki City 2019.11

14時～15時

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

相談員

とき

ところ・問合せ・そのほか

行政

11月6日（水）
・2₇日（水）、12月4日（水）9時～12時
11月13日（水）
・20日（水）、12月11日（水）9時30分～12時、13時～1₅時30分
弁護士
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
行政相談委員 11月21日（木）、12月1₉日（木）9時30分～12時

人権

人権擁護委員 11月5日（火）、12月3日（火）9時30分～12時

法律

ところ／市役所
問合せ／市民活動推進課 内線214₅
※市役所内の申請などの手続きをサポートします
※左記実施日以外を希望する場合は電話予約が必要です

税務

税理士

11月14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

休日納税相談

市職員

11月24日（日）9時～1₇時（持ち物／直近3か月間の収支がわかるもの）

消費生活
職業紹介・相談

ファイナンシャ 11月24日（日）9時～12時、13時～1₇時
ルプランナー （予約制で1人1時間、7人まで、先着順）

ところ／市役所

問合せ／収納管理課

内線2244

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

問合せ／保険年金課

内線24₆₇

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

職業相談員

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

キャリアカウ 11月1₈日（月）14時～1₆時、12月2日（月）10時～12時
ンセラー
（予約制で1人1時間程度）

マンション管理相談 マンション管理士 11月2₅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

子どもと家庭

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
内線3130

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

8時30分～
1₇時1₅分

※11月11日（月）、12月9日（月）は1₅時～1₇時 ところ・問合せ／宗岡子育て支援センター ☎（4₈₅）3102
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

12月9日︵月︶ 14時～1₆時（予約制で3人まで）

11月1日（金）
・8日（金）、12月6日（金）10時～14時
心理カウンセラー 11月1₉日（火）
・2₆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

ところ・問合せ／西原子育て支援センター ☎（4₇2）₇112

月～金曜日(12月9日（月）、祝休日は休み）10時～1₅時

カウンセラー 11月21日︵木︶ 14時～1₆時30分（予約制で3人まで）
精神科医

ところ・問合せ／いろは子育て支援センター ☎（4₈₆）₆₈₈₈

談

ボランティア

内線2₅22

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）

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

まちなか保健室 保健師・社会 原則、毎週日曜日（年末年始は休み）
（なんでも相談） 福祉士など 13時30分～1₆時30分 ※電話での相談は行っていません

男性
（電話）

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

未就学児の子育て 保育士など

こころ

内線21₆4

11月14日（木）、12月12日（木）1₅時～1₈時（予約制で1人₅0分） ところ／市役所
予約先／教育サポートセンター ☎（4₇1）2211
問合せ／生涯学習課

月～金曜日、第2・4土曜日（祝休日は休み）

妊娠・出産

問合せ／産業観光課

相

児童発達

☎（4₆₈）1₇1₇

11月1日（金）
・8日（金）、12月6日（金）10時～14時
心理カウンセラー 11月1₉日（火）
・2₆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
教育

11月21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

ところ／市役所

ふれあい

女性

内線2232

くらし

就職・キャリア個別相談

問合せ／課税課

健 康

年金

内線2133

講座 ・ 研修会

【英語】11月7日（木）
・1₉日（火）、12月5日（木）10時～12時
市民通訳
【中国語】11月7日（木）、12月5日（木）14時～1₆時、
外国人住民の暮らし
ボランティア 11月1₈日（月）10時～12時
【ベトナム語】11月1₈日（月）14時～1₆時

生活改善型納税相談

イベント

相談種類

集

相談ガイド

募

12月2日
（月）
は、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料第5期の納期限です。お忘
れのないようご注意ください。なお、口座振替をご利用の人は、納期限前日までに口座への入金を
お願いします。また、クレジット納付
（税金のみ）をご利用の人は、納期限までに入力処理をお願い
します。
問合せ／収納管理課 内線2241

税金・保険料の
納付のお願い

月～金曜日（祝休日は休み）
8時30分～1₇時1₅分

☎（4₇3）3₈11

ところ／市民会館
問合せ／健康増進センター ☎（4₇3）3₈11
相談日当日 ☎0₉0（₅3₉1）₇4₆₆
ところ・問合せ／健康増進センター
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
ところ／総合福祉センター 問合せ／社会福祉協議会 ☎（4₇4）₆₅0₈

2019.11 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
こどもライブフェスタ

イベント

「ゴッコマンのだいじなも
の」
公演

と き

と こ ろ

内 容 ・ 連 絡 先

①11月17日（日)

①総合福祉センター 目の前で繰り広げられる演技に、どんどん引き込まれます ドキド

②11月23日(土)

②いろは遊学館

③11月24日(日)

（３歳以下は無料） 連絡先／志木おやこ劇場
③西原ふれあいセン 参加費／700円

13時30分開演(13時15分開場) ター

つむじいちょう

キワクワクのひとり芝居、ゴッコマンといっしょに楽しみましょう！
所 ☎048(476)5363

光が彩るみんなの笑顔 イベント／カウントダウンコンサート、クリス

講座 ・ 研修会

ぺあも〜る商店街

ウンコンサート

15時〜

特設会場

女声合唱団翠声会Ⅱ組

11月27日(水)

川口総合文化センター・ 女声のハーモニーをお聴きください

第九回演奏会

19時開演(18時30分開場)

リリア

ムジカべべ

健 康

スペシャルコンサート

くらし

みんなで楽しく歌いましょう

写真クラブ 会員募集

ふれあい

木曜会 会員募集

②14時〜

（本町5-7-15）

第2土曜日

いろは遊学館

18時〜20時30分

いろは遊学館

14時〜15時30分

相 談

▽対策セミナー
日 11月5日
（火）
・6日
（水）
・10日（日）
14時〜17時
場 11月5日：ウェスタ川越
11月6日：ラーク所沢
11月10日：東上パールビルヂン
グほか県内4地域
定 各30人

入会金／1,000円
（スポーツ安全保険料込み） 参加費／4,000円
（11

初心者歓迎 プロの指導・伴奏あり 参加費／500円
（コーヒー付）
連絡先／歌カフェ ベルフィオーレ 清水 ☎090(8841)4658
初心者大歓迎！一期一会を撮りましょう

月会費／500円
（半年

3,000円） 連絡先／志木フォトクラブ 深澤 ☎048(473)7488
先生の指導で筋トレ・ストレッチ・ポールウォーキング・脳トレ

木曜日(月3回)

▽合同企業説明会
日 11月15日
（金） 12時〜16時
大宮ソニックシティ地下第一展示場

Shiki City 2019.11

ミシンカフェ紬

13時30分〜15時15分

就職氷河期世代合同企業説
明会・同説明会対策セミナー

新会員を募集します 初心者歓迎！
志木小学校

月〜３月分） 連絡先／セレザ FC 清水 ☎090(2521)9764

第4水曜日

Life

参加費／全席自由1,500円

前売り1,000円 連絡先／菊田 ☎048(474)4929

連絡先／ムジカベベふじみ ☎050(5580)7436

9時〜10時

くらし

参加費／無料 連絡先／たてのよこいと 藤井 ☎070(5574)9394

コピスみよし（三芳町） S 席1,000円 A 席800円 ※2歳以上は有料、当日払いは＋200円

ちびっ子サッカー教室（年長、 11月〜3月 毎週土曜日
小学１年生対象）のご案内

マスリボン・ギャザリング、おつかいチャレンジごほうびプレゼント

みんなが楽しめる参加型コンサート！ 参加費／ SS 席1,500円

12月1日(日)
①11時〜

事務

Ｅ shiki.oyako@gmail.com

辻銀杏☆点灯式カウントダ 11月23日(土)

０才からの音楽会
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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。

入会金／1,000円 月会費／1,100円
連絡先／竹島 ☎090(6169)3170

▽共通

埼玉県内の企業などへの正社員
就職を希望するおおむね35歳〜
44歳
費 無料
主 埼玉県
申 電話またはプロジェクト特設サイ
ト［https://habs.athuman.com/
対

問

area/saitama/2019/002/］から
埼玉県正社員になろうプロジェ
クト事務局
☎048（647）6240

中学校通学区選択の自由化
令和2年度受付開始
保護者が届出をし、教育委員会の

許可を受けることによって、指定学
校以外の中学校に入学することがで
きます。
対 11月1日現在、市内小学校に在籍
している6年生
定 各中学校では指定学校以外から
の入学者に定員を定めています
▼ 定員を超えた場合は、抽選にな
ります。
申 11月15日
（金）か ら29日（金）ま で
に、
「指定学校変更希望届」を通学
している小学校へ提出
問 学校教育課 内線3127

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

Ｆ …FAX

清掃・収集した落ち葉・剪定枝を
預金とみなして、
窓口で申請者に「志
木市落ち葉銀行の通帳」を交付し、

保護者専用
☎048（556）0874
E メール相談
Ｅ soudan@spec.ed.jp
問 県青少年課
☎048（830）5858
こ こ ろ

お は な し

11月は児童虐待防止推進月間

☎048（762）7533
▽「やる気をひきだす子育て練習法」
を随時実施中
内 暴力や暴言によらない しつけ
の方法を学び、よりよい親子関
係を築くためのプログラム
申 子どもと家庭の相談室
［☎048
（476）2330］へ
問 子ども家庭課 内線2442

▼ 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

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
【廃止】
（令和元年9月12日付）
平設備
問 水道施設課
たいら せ つ

び

談

あなたが子育てでつらい時、同じ
ように悩んでいる人はたくさんいま
す。一人で悩まず、信頼できる人や
相談機関へ相談してください。
虐待を受けている子どもを見かけ
たり、
「おやっ？」と思ったら、相談
機関に心配な思いを伝えましょう。
▽ 児童相談所全国共通ダイヤル
☎189
▽ 所沢児童相談所
☎04（2992）4152
▽ 児童虐待ホットライン（子ども家庭課）
☎048（473）1124
▽ 埼玉県虐待通報ダイヤル
☎＃7171
▼ つながらない場合は

相

・堆肥1キロ
・志木の恵水「水輝」1本（500ml）
・トイレットペーパー3個
・ゴーヤの苗1本
問 環境推進課 内線2317

さ いの く に

ふれあい

2月21日
（金）
、
3月27日（金）
交換品 45リットルのごみ袋1つに
つき1ポイント、ポイント2つに
対していずれか1つと交換

ハ ロー

電話
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
04₈（4₇₆）2211
04₈（4₈₇）2₅₆3
04₈（4₇1）00₇₆
04₉（2₅2）0₈₅₈
04₈（4₇3）₇232

くらし

13日(金) ･ 21日(土)、令和2年1
月9日
（木）
・17日(金)･ 25日（土）、

なや み ゼロゼロ

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

健 康

は敷地内に落ち葉を置いておく
③当日、指定された時間帯に立
ち会い、通帳に記入してもらう
戸別収集指定日 11月14日(木) ･ 22
日(金) ･ 30日(土)､12月5日(木) ･

1₈歳以下の子ども専用（無料）
＃7300
☎ 0120（86）3192

内

講座 ・ 研修会

貯まったポイントに応じて交換品を
提供します。
日 11月1日
（金）
〜
令和2年3月31日
（火）
対 市内在住の人、市内で活動する
市民グループ
収集方法 事前に環境推進課で「志木
市落ち葉銀行の通帳」の交付を申
請のうえ、いずれかの方法で収集
①市役所への搬入 環境推進課へ連
絡のうえ搬入
▼ 1月以降は、大村商事（株）
（下宗
岡2-18-20）へ直接搬入してくだ
さい。
②戸別収集 ①電話または窓口で指
定日の中から都合のいい日を予約
②予約した収集日に、玄関先また

相談・通報してください。
▽ よ い 子 の 電 話 教 育 相 談（24時 間
365日対応）

当番日の6時〜翌日6時
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
費 有料
日

イベント

せ んて い

いじめを受けていたり、いじめに
気が付いたりしたら、一人で悩まず

水道緊急修理当番店（11月）

集

環型のまちづくりを進めるため、こ
れまで可燃ごみとしていた一般家庭
から出される落ち葉や剪定枝を回収
し、堆肥化して土に戻す取組です。

HP …ホームページ

☎ 048（473）1111（代表） FAX 048（474）4384

11月は「いじめ撲滅強調月間」

「志木市落ち葉銀行」とは、家庭ご
みの減量化・資源化を図り、資源循

Ｅ …Eメール

募

志木市落ち葉銀行

問 …問合せ

☎048（473）1299（代）

早めのライト点灯を心がけま
しょう
夕暮れ時に運転するときは、早め
のライト点灯を心がけましょう。
また、歩行者や自転車乗用者も、
反射材をつけるなどして、事故を未
然に防ぎましょう。
問 都市計画課 内線2516

2019.11 Shiki City
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くらしの情報
募

くらし

集

Life

無料税務相談会
イベント

11月の
「税を考える週間」にあわせ
て、税金に関する相談に税理士が個

講座 ・ 研修会

別にお答えします
（要予約）。
日 11月6日
（水） 10時30分〜16時30分
（最終受付は16時）
場 にいざほっとぷらざ
対 志木・朝霞・和光・新座市民
問 関東信越税理士会朝霞支部事務局
☎048
（465）
0025

健 康

国民年金保険料控除証明書
が送付されます

くらし
ふれあい

国民年金保険料は、所得税及び住
民税の申告において全額社会保険料
控除の対象となります。
平成31年中に納付した国民年金保
険料が対象となり、社会保険料控除
を受けるには、年末調整や確定申告
を行うときに領収証書などの保険料
を支払ったことを証明する書類の添
付が必要です。
このため、平成31年1月1日から
令和元年9月30日までの間に国民年

相 談

金保険料を納付した人には、11月上
旬に日本年金機構から
「社会保険料
（国民年金保険料）控除証明書」が届
きますので、年末調整や確定申告の
提出の際には必ずこの証明書または
領収証書を添付してください。
問 ねんきん加入者ダイヤル
☎0570
（003）
004

11月は「年金月間」です
日本年金機構は国民の皆さまに公
的年金制度を身近に感じてもらい、
公的年金制度に対する理解を深める
ことを目的に、11月を「年金月間」と
位置づけ、公的年金制度の普及・啓
発活動を展開しています。
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また、11月30日は「年金の日」です。
この機会に「ねんきんネット」を活用
して、自身の年金記録や公的年金の
受給見込み額を確認しましょう。
問 ねんきん定期便・ねんきんネット
専用ダイヤル
☎0570（058）555

秋季全国火災予防運動
防火標語「ひとつずつ いい
ね！で確認 火の用心」
11月9日（土）から15日（金）まで秋
季全国火災予防運動が実施されま

す。これから空気が乾燥し、火災の
発生しやすい季節を迎えます。火の
取扱いには十分注意しましょう。
▽ 住宅防火 いのちを守る 7つのポイント
《3つの習慣》
① 寝たばこは、絶対やめる
② ストーブは、燃えやすいものから
離れた位置で使用する
③ ガスこんろなどのそばを離れる
ときは、必ず火を消す
《4つの対策》
① 逃げ遅れを防ぐために、住宅用火
災警報器を設置する
② 寝具、衣類及びカーテンからの火災

を防ぐために、防炎品を使用する
③ 火災を小さいうちに消すために、
住宅用消火器などを設置する
④ 高齢者や身体の不自由な人を守る
ために、隣近所の協力体制をつくる
▽ 住宅用火災警報器を設置しましょう
すべての住宅に設置が義務付けら

れている住宅用火災警報器は、素早
く火災を検知し、警報を発すること
により、火災発生を知らせます。住
宅用火災警報器を設置したことで、
ぼや火災にとどまった事例や火災に
至らなかった事例も多くあります。

また、住宅用火災警報器は古くな
ると、電子部品の寿命や電池切れな
どで、火災を感知しなくなることが
あります。定期的に作動確認を行い、
10年を目安に交換しましょう。

▽ 県下一斉住宅用火災警報器啓発広報
11月8日（金） 9時30分〜11時
場 和光市駅南口及び新座駅南口
問 県南西部消防本部予防課
☎048（460）0121
日

▽ 消防ふれあい広場
日 11月12日(火)
10時〜12時(雨天中止）
場 ビバホーム志木店駐車場
内 消 火 体 験、 煙 体 験、 地 震 体 験、
消防車両の展示、住宅用火災警
報器の案内など
問 志木消防署消防課
☎048（472）0812

コミュニティふれあいサロン
「Reiwa」
をご利用ください
れ

い

わ

7月に開所した、空き家を活用し
たコミュニティふれあいサロン
「Reiwa」は、地域の交流を深めるた
めに設置したサロンです。皆さんも
ぜひご利用ください。
利用日時 月〜金曜日 10時〜15時
▼ 土・日曜日、祝休日、年末年始は
除く
場 下宗岡2-3-23
催し物 書道教室（第2水曜日）、百
歳体操（第1・3・5火曜日）、血圧
測定（第2木曜日）など
費 1日につき100円
（飲物代）
▼ 18歳以上の人が利用する場合のみ
問 市民活動推進課 内線2149

議会を傍聴してみませんか？
11月28日（木）から、市議会定例会
が開会する予定です。議会インター
ネット中継で視聴することもできま
す。また、会期日程や一般質問の内
容は、市ホームページに掲載してい
ますので、ご覧ください。
日 11月28日(木)〜12月18日(水)
HP http://www.city.
shiki.lg.jp/index.
cfm/35,html
問 議会事務局
▲ネット中継
QR コード
内線2803

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

③④⑤朝霞税務署
青色申告決算書、収支内訳書の作
成方法や作成の注意点などについ
ての説明
対 ①③⑤事業収入のある人
②④不動産収入のある人
問 朝霞税務署個人課税第一部門
☎048（467）2211
▼ 自動音声案内「2」を選択

るため、面接によるご相談を希望する
人は、電話でお問い合わせください。
▼ 自動音声案内「2」を選択
問 朝霞税務署
☎048（467）2211

内

税務署からのお知らせ

で、1日7人まで（先着順）
電話または直接、収納管理課
（内線2241）へ

申問

2019.11 Shiki City

談

で申告ができます。
12月頃までに申告者本人による ID・
パスワードの取得をお願いします。

▼ 事前予約制、1人につき1時間ま

相

くても、国税庁ホームページ「確定
申告書等作成コーナー」で申告書を
作成し、ID（利用者識別番号）
・パス
ワード（暗証番号）を入力して e-Tax

市では事業経営改善や生活改善の
手助けをするため、税・金融・年金
などの幅広い知識を備えサポートし
てくれる専門家、
「ファイナンシャル
プランナー」による相談会を定期的
に開催しています。滞納は放置せず、
収納管理課にご相談ください。
日 11月24日
（日）、令和2年2月23日
（日） 9時〜12時､13時〜17時
場 収納管理課
費 無料
相談方法 ファイナンシャルプラン
ナーが個別に対応します

ふれあい

▽ 確定申告に便利な ID・パスワー
ドを取得しましょう
マイナンバーカードをお持ちでな

事業経営や家計のやりくり
に困ったらご相談を

くらし

の源泉徴収票等の法定調書の作
成と提出の手引」などのパンフレ
ットを使用して説明
▼ 税務署のほか、国税庁ホームペー
ジからもダウンロード可
問 朝霞税務署法人課税第二部門
☎048
（467）
2983

白色申告決算等説明会…
12月17日(火) ⑤13時30分〜
▼ 各回2時間
場 ①②新座市商工会館
（新座市野火
止1-9-62）

▼ 自動音声案内「1」を選択
税務署での相談は「事前予約制」で
す。予約している人からご案内してい

健 康

給与所得者に係る年末調整説明会
を行います。その後、消費税の軽減
税率制度等説明会
（30分程度）を行い
ます。
日 11月19日
（火） 13時45分 〜15時
45分(13時15分開場）
場 朝霞税務署
内「年末調整のしかた」
や
「給与所得

①9時30分〜 ②13時30分〜
12月13日（金）
③9時30分〜 ④13時30分〜

講座 ・ 研修会

令和元年分年末調整説明会

青色申告決算等説明会…
12月11日(水）

▼ 取得の際には、申告者本人の本人
確認書類が必要です。
▼ 手続きは、約5分で終了します。
▽ 国税に関する相談は、まずお電話を
国税に関する一般的な相談は、朝
霞税務署へお問い合わせください。

イベント

期分）と11月
（第2期分）に納めてい
ただく制度です。
〜12月2日（月）
納付期間 11月1日（金）
▼ 予定納税の減額申請など、詳しく
はお問い合わせください。
問 朝霞税務署
☎048（467）2211
▼ 自動音声案内「2」を選択

HP …ホームページ

集

日

Ｅ …Eメール

☎ 048（473）1111（代表） FAX 048（474）4384

令和元年分所得税の青色・
白色申告決算等説明会

予定納税とは、前年分の所得税及
び復興特別所得税の確定申告などに
基づき計算した予定納税基準額が15
万円以上である場合に、原則、その
3分の1相当額をそれぞれ7月
（第1

Ｆ …FAX

募

令和元年分所得税及び復興
特別所得税の予定納税（第
2期分）の納税をお忘れなく

問 …問合せ
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くらしの情報
募

健康

集

Health
健康Step up講座
今日からはじめる第一歩

イベント
講座 ・ 研修会

12月9日
（月）
13時45分〜15時30分
場 健康増進センター
内 健康講話と
「インナーマッスルを
鍛えよう」
対 市内在住の人
定 30人
申 問 11月1日
（金）
から25日（月）まで
に電話または直接、健康増進セ
ンター［☎048
（473）3811］へ
日

健 康

くらし
Life

くらし

11月16日(土)6時30分に
サイレンが鳴ります

ふれあい

朝霞地区四市消防団による消防連
合点検の実施に伴い、11月16日（土）
6時30分にサイレンが鳴ります。火
災とお間違えのないよう、ご注意く
ださい。
▼ 消防連合点検は、8時から12時ま
で、新座防災基地で行われます。
問 防災危機管理課 内線2326

相 談

23

Shiki City 2019.11

自殺予防啓発キャンペーン
こころの相談機関一覧や記念品を
配布します。
日 11月22日(金)
15時15分〜16時30分(予定）
場 志木駅構内コンコース
共催・協賛 東武鉄道（株）・朝霞保
健所
問 健康増進センター
☎048（473）3811

11月の保育サービス
小さいお子さんを預けて、ゆっくり
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 11月23日(土)
10時10分〜10時50分
場 いろは遊学館
対 6か月〜1歳未満
▼ 要図書館利用者登録

6人（先着順）
保護者と乳幼児の図書館利用カード
申 問 11月10日(日) 10時 か ら17日
(日) 17時までに電話または直接、
定
持

防災行政無線を用いた情報
伝達訓練を実施します
全国瞬時警報システム（J-ALERT）
による全国一斉情報伝達訓練が実施
されます。
訓練の実施に伴い、市内各所に設
置してある防災行政無線から訓練放
送が流れます。お間違えのないよう
ご注意ください。
日 12月4日(水) 11時頃
問 防災危機管理課 内線2326

市民葬儀のご案内
安価で心のこもった葬儀ができる

よう市民葬儀制度を設けています。
対 亡くなられた方または施主が志
木市に住民登録しており、市指
定の委託葬儀社を利用し、市民
葬儀を行う人
申 志木市市民葬儀委託葬儀社へ
問 総合窓口課 内線2133

いろは遊学図書館［☎048（471）
1478］へ

荒川緑肥を無償で配布します
河川の堤防の刈草から作った堆肥
を配布します。
日 12月13日(金)(当日消印有効）ま
でに、往復ハガキで応募
▼ 配 布 期 間： 令 和2年1月27日（月）
〜2月8日（土）
（予定）
（2月2日（日）
を除く）
▼ 応募者多数の場合は配布量調整
▼ 応募の際は荒川上流河川事務所
ホームページ［http://www.ktr.
mlit.go.jp/arajo/］、 ま た は 市

環境推進課、柳瀬川・志木駅前出
張所に置かれている応募要領を
ご覧ください。
問 荒川上流河川事務所 荒川緑肥
事務局
☎049（246）1031

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

健康

Health
11月20日
（水）
は
世界COPDデー
シ ー オ ー ピーディー

COPD は、慢性閉塞性肺疾患と
いい、肺の機能が低下し、呼吸困難
を招く肺の病気です。COPD の90
％以上はタバコが原因といわれてい
ますが、タバコをやめることによる

予防と早期発見・早期治療による改
善が可能です。市では、令和5年ま
でに COPD の認知度目標を80％と
しています。
市の喫煙率は減少傾向にあります
が、タバコをやめたいと思ってもや
められない人も多くみられます。将
来のご自身の健康のために、卒煙に
取り組んでみませんか？
問 健康政策課 内線2477

フォメーションまたは市ホームペー
ジをご覧ください。
問 健康政策課 内線2472

国民健康保険人間ドック
年度末は大変混み合うので、余裕
をもってご予約ください。
日 令和2年3月31日
（火）まで
場 朝霞地区4市契約医療機関
対 志木市国民健康保険被保険者
（申
込み時点で、国民健康保険税を
滞納していない世帯に属する者）
費 10,000円
持 人間ドック受診票、問診票兼診断
票、国民健康保険被保険者証、自
己負担金、特定健康診査受診券（40
歳〜74歳の人）
申 医療機関で受診日を予約してか
ら、健康政策課または各駅前出張
所で手続きしてください
問 健康政策課 内線2472

相

追加医療機関 ・柳瀬川ファミリー
クリニック（幸町4-1-1）
☎048（485）9561
・新座内科おなかクリニック（新

見のため、毎年、特定健診を受診し
ましょう。
申込方法など、詳しくは健康イン

ふれあい

特定健診、がん検診等実施医療機
関に追加がありました。詳細は市ホ
ームページをご覧ください。

特定健診は、生活習慣病予防のた
めの健診です。生活習慣病の早期発

くらし

特定健診、がん検診等実施
医療機関追加のお知らせ

お忘れなく！特定健診の受診
は12月末までです！

健 康

座市馬場1-4-17）
☎048（424）5055
問 健康政策課 内線2472

談

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

☎ 048（473）1111（代表） FAX 048（474）4384

講座 ・ 研修会

ている人
（1事業所2人まで）
教材費 3,750円
（当日）
申 11月25日
（月）か ら29日（金）ま で
に、受講申請書を直接、志木消
防署消防課へ
（電話・郵送は不可）
▼ 受付：8時30分〜17時15分
▼ 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）、写真1枚（縦3㎝ ×横2.4㎝
で無帽、無背景の顔写真とし、3か
月以内に撮影したもの）を持参
▼ 受講申請書は、県南西部消防本
部ホームページ
［https://www.
kennanseibu119.jp/
ﬁredepartment/］からダウンロ
ードもできます。
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

HP …ホームページ

イベント

できます。
日 12月11日(水) ･ 12日(木）
の2日間
9時30分〜16時30分
場 朝霞消防署
▼ 公共交通機関をご利用ください。
定 15人
（先着順）
受講資格 市内に在住または在勤し

Ｅ …Eメール

集

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

Ｆ …FAX

募

甲種防火管理新規講習会

問 …問合せ

2019.11 Shiki City
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くらしの情報
募

講座・研修会

集

Lecture
上級救命講習

①11月22日(金) ②11月30日(土)
9時〜17時
場 新座消防署
内 新生児から成人までに必要な救
命手当とその他の応急手当（AED
日

イベント
講座 ・ 研修会

講習含む）
30人
（先着順）
受講資格 市内在住・在勤・在学（中
定

健 康
くらし

学生以上）
の人
▼ 再受講も可
申 問 ①11月11日(月）
から21日（木）
ま で に 電 話 で、 新 座 消 防 署
［☎
048
（482）
0119］
へ
②11月18日
（月）から電話で、県
南 西 部 消 防 本 部 救 急 課［☎048
（478）
0899］
へ
▼ ①②ともに受付：8時30分〜17時
15分
（土・日曜日を除く）

赤十字幼児安全法
ふれあい
相 談

12月6日
（金） 10時〜12時
場 いろは遊学館
内 子どもに多い事故の予防と、け
がをした場合の手当の仕方を実
技で学ぶ
定 25人
講 日本赤十字社埼玉県支部指導員
持 大 き め の ハ ン カ チ か バ ン ダ ナ、
ストッキング1足
保育 あり（定員10人・要予約・6か月児〜）

11月29日（金）までに、電話で
ファミリー・サポート・センター

申問

（子ども家庭課内）へ
☎048（473）1125

子どもの権利条約30周年
子どもたちの幸せのために大
人ができること
（人権講演会）
子どもの権利条約（児童の権利に
関する条約）の国連採択30周年の機
会に、条約について学び、子どもが
自分の人生を切り拓いていけるよ
う、大人として何ができるのか、何

をすべきなのかを考えます。
日 12月7日
（土）
10時30分〜12時30分
場 いろは遊学館
対 中学生以上どなたでも
定 80人
講 大屋 寿朗さん
（特定非営利活動法人
子どもと文化の NPO Art.31代表）
保育 あり（定員10人・2歳以上の未
就学児）
申 問 11月25日
（月）までに電話または
直接、生涯学習課（内線3143）へ
おお や

としろう

日

犬の正しい飼い方教室
12月7日（土） 13時30分〜15時
場 朝霞保健所
（犬の同伴はできません）
内 狂犬病の予防や犬のしつけ方など
対 市内在住でこれから犬を飼う人や
現在犬を飼っていて犬の正しい飼
日

い方を習得したい人
定 40人
（先着順）

相続・贈与・遺言書作成
不動産登記・会社設立・商業登記
過払い金請求・裁判所関係書類作成

三浦司法書士事務所
司法書士 三浦和子
☎０４８（４７１）５５５９
相談無料 お気軽にご相談ください
営業時間 平日９：００～１７：００
〒353-0004 志木市本町一丁目４番２３号
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ふじ い

さとし

藤井 聡さん（日本訓練士養成学校教頭）
申 11月27日
（水）までに、住所・氏名・
電話番号・参加人数を電話、FAX
講

またはメールで埼玉県朝霞保健
所管内狂犬病予防協会事務局（朝
霞市環境推進課内）へ
問 埼玉県朝霞保健所管内狂犬病予防
協会事務局（朝霞市環境推進課内）
☎048（463）1111
Ｆ 048
（463）9490
Ｅ

kankyou̲suisin@city.asaka.lg.jp

第39回市民公開講座
日

12月11日（水） 13時30分〜16時

場（独）
国立病院機構埼玉病院

テーマ 肺がんで死なないために、
肺がん診療の最前線
申 問 11月29日
（金）までに、電話で
（独）国 立 病 院 機 構 埼 玉 病 院
［☎
048（462）3062］へ

おいしく減塩！
「減らソルト」教室
おいしく減塩できる調理実習と
「減らソルト」にまつわる講話です。
日 12月20日
（金） 10時〜13時
場 総合福祉センター
内 減らソルトに挑戦しよう！
対 市内在住の人
定 24人
費 500円
（食材料費など）
申 問 12月6日
（金）までに電話または
直 接、 健 康 増 進 セ ン タ ー［☎
048（473）3811］へ

日 …とき

場 …ところ

講 …講師

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

しば

た

いく

お

くに

せ い せん

はじめての終活講座（全2回）
日
場
内

対

定
講

お んがく

たま

▼ 交通手段は貸切バスを利用
▼ 昼食は道の駅「龍勢会館」
対 どなたでも
定 20人
費 1,500円
（昼食代、入館料）
講 引間 春一さん
（秩父市文化財保護
審議委員）
申 問 11月15日
（金）までに電話または
直接、生涯学習課（内線3143）へ
りゅう せ い

ま

はるいち

健康づくり市民勉強会
日
場
内
対
定
講

11月25日（月） 14時〜16時
さがみ典礼志木葬祭センター
健康講話と終活準備講座
市民
100人
荒川 拓朗さん（理学療法士、プロ
ボクサー）、中 川 大 輔 さん（さが
あらかわ

たくろう

なか がわ

き

☎048（473）7569
Ｆ 048
（487）6765

じ

持
主
申
問

だい すけ

み典礼）
筆記用具
いろは健康21プラン推進実行委
員会（あるっく志木）
不要（直接、会場にお越しください）
健康政策課 内線2477

談

問

くらなみ

むく

相

申

11月25日(月)､12月16日(月)
10時30分〜12時
福祉センター
第1回：終活全般について
第2回：エンディングノートにつ
いて（市発行「わたしの想いをつ
なぐノート」を使用した書き方ワ
ークショップ）
市内在住の65歳以上の人または福
祉センター利用資格者のある人
で、全2回の講座に参加できる人
30人（申込み多数の場合は抽選）
倉並 珠貴さん（県金融広報アドバ
イザー）
11月18日（月）ま で に 電 話、FAX
または直接、福祉センターへ
福祉センター

じ

ふれあい

▼ 月曜日
（11月4日を除く）、11月5
日
（火）
は休館

集合・解散場所 市役所
内 明治17年に起きた秩父事件の史
跡（秩父郡役所跡、清泉寺、椋神
社、秩父事件資料館、音楽寺ほか）
を訪ね、
「人権」について考える

ひき

お

に電話または直接、郷土資料館
［☎048
（471）
0573］へ

か ず た か

11月27日（水）
8時集合、18時30分帰着予定

くらし

いのうえ

うな利用方法について
講 窪 和隆さん
（埼玉弁護士会）
申 不要
問 高齢者あんしん相談センターブ
ロン ☎048（486）0003

日

健 康

志木市の数ある貴重な文化財につ
いてお話します。
日 11月16日(土) 10時〜12時
場 いろは遊学館
対 どなたでも
定 80人
講 井上 國夫さん
（志木市文化財保護
審議会会長）
申 問 11月1日
（金）
から15日（金）まで

11月20日(水) 10時30分〜12時
場 ブロン2階
内 成年後見制度について、利用者が
メリットを感じることができるよ
日

秩父事件を訪ねて
（人権現地研修会）

講座 ・ 研修会

市民文化財講座
「志木市の文化財」

☎ 048（473）1111（代表） FAX 048（474）4384

法律講座
「成年後見制度について」〜
あなたに後見人がついた時、
どうして欲しいですか？〜

く ぼ

HP …ホームページ

イベント

同じ内容の無料説明会です。
日 11月10日(日)･ 17日(日)
10時〜11時30分
場 志木サテライトオフィス
講 柴田 郁夫さん
（職業訓練実施施設
代表、1級キャリコン技能士）
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

Ｅ …Eメール

集

国認定の養成講習が柳瀬川の駅前
ビルで開催されています。各回とも

Ｆ …FAX

募

厚生労働大臣認定キャリア
コンサルタント養 成 講 習・
無料説明会

問 …問合せ
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くらしの情報
募

イベント

集

Event

「みんな幸せ・共生社会
県民のつどい」
を開催
イベント

お互いを認め尊重しあう共生社会
づくりを目指して、障がいのある人

講座 ・ 研修会

もない人も、みんないっしょに楽し
みましょう。
▼ 12月3日 〜9日 は「障 害 者 週 間」・
「埼玉県共生社会づくり推進週間」

い

が り

健 康
くらし
ふれあい

☎048
（830）
3310
Ｆ 048
（830）
4789

相 談

に

こ

蔵で聴く二胡のしらべ
日

11月28日(木)
13時開場

13時30分開演
旧村山快哉堂
演奏 馬 高彦さん
曲目 津軽山唄じょ
んから節、リベル

Shiki City 2019.11

た い ど う

市民躰道大会
12月15日（日） 9時30分開会
市民体育館
種目 一般法形の部、少年少女法形
日
場

の部など
市内在住・在勤・在学者または連
盟加盟者
申 12月6日
（金）までに、申込書を生
涯学習課、市民体育館、秋ケ瀬
スポーツセンターに提出、また
は FAX［ Ｆ 048（474）4462］で生
涯学習課へ
問 生涯学習課 内線3134
対

▲馬 高彦さん

対

ギターの弾き語り、楽器の演奏な
ど、電気を使用せずひとりで奏でる
おひとりさまミュージシャン を募
集します。
日 12月22日
（日） 10時〜11時30分
場 いろは遊学館
対 どなたでも
（グループの場合は2人
まで）
定 10人
持 楽器
申 問 12月6日
（金）までに電話または
直接、いろは遊学館［☎048（471）

日

12月21日（土）
第1部：10時〜12時

第2部：13時〜15時
場 志木第四小学校
内 第1部：大宮アルディージャによ
るサッカー教室
第2部：埼玉西武ライオンズによ
る親子野球教室

▼ 未経験者向けのイベントです。

第1部：小学1〜3年生
第2部：小学1〜3年生と保護者

▼ 両部に参加も可
定 第1部：60人 第2部：25組50人
費 第1部：100円
（保険代）／人
第2部：200円（保険代）／組
講 第1部：大宮アルディージャ
第2部：埼玉西武ライオンズ
持 動きやすい服装、タオル、飲み物
申 11月29日
（金）までに申込みフォー
ムから、または申込書を生涯学習
課、市民体育館、秋ケ瀬スポーツ
センターへ持参
問 生涯学習課 内線3141
志木市商工会青年部
☎048（471）0049

おひとりさま音楽会出演者募集

スポーツを楽しもう！
〜ボールは友達〜

ガオイエン

タンゴ、コンドル
は飛んでいくほか
定 50人
主 村山快哉堂管理運営委員会
申 往復ハガキに住所・氏名・電話番
号を1人1枚記入し、11月20日（水）
までに生涯学習課コンサート係へ
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▼ 受付：金・土・日・月曜日の10時
〜16時

1297］へ

場

マ ー

村山快哉堂管理運営委員会
☎048（474）5411

◀申込みフォーム
Ｑ Ｒコード

です。
日 11月24日(日) 10時〜15時40分
場 朝霞市民会館ゆめぱれす
内 ・
「仮面女子」猪 狩 ともかさんの
記念講演
・パラリンピックスポーツの体験
・はじめての手話講座「しんち
ゃんと手話を学ぼう」
・心の輪を広げる体験作文、障
害者週間のポスターの表彰式
・障がい者施設などによる雑貨
やお菓子の販売
・障害者絵画展、特別支援学級・
特別支援学校の作品展
▼ 先着でプレゼントがあります。
問 県障害者福祉推進課

問

講座・研修会
Lecture

みんなの食生活講座
11月27日（水） 10時〜13時
場 いろは遊学館
内 糖尿病予防は食生活から
対 市内在住の人
定 30人
費 500円
（食材料費など）
申 問 11月13日
（水）までに電話また
は直接、健康増進センター［☎
日

048（473）3811］へ

看護公開講座
マタニティ・ヨーガ体験
11月30日(土) 14時〜15時30分
▼ 受付：13時30分から
場（独）
国立病院機構埼玉病院
対 女性
申 問 11月29日
（金）までに、電話で
日

（独）国立病院機構埼玉病院3B 産
科病棟スタッフ担当者
［☎048
（462）1101］へ

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
学校教育課

内線3122

内

イベント

対

郵送で学校教育課へ

場

防災フェスタ
防災体験を通じて地域の「きずな」
を深め、災害に備えましょう！
日 11月17日(日) 10時〜14時
場 志木第四小学校
費 入場無料
（飲食ブースは有料）
主 レッツラヴしき
問 市民活動推進課 内線2149

SAITAMA環境フェア
＆こどもエコフェスティバル
12月7日（土） 11時〜16時
場 コルソホール
（JR 浦和駅西口すぐ）
対 小学生と保護者、一般の人
問 県環境政策課
☎048（830）3019
日

2019.11 Shiki City

談

▼ 交通費の支給はありません。
申 登 録 は 随 時 受 け 付 け ま す の で、
履歴書
（写真貼付）を直接または

11月16日(土) 9時50分〜14時10分
県立所沢おおぞら特別支援学校
内 ステージ発表、作品展示、作業
班製作品の販売など
問 県立所沢おおぞら特別支援学校
☎04（2951）1102
日

11月24日(日) 13時〜15時30分
場 児童センター、宗岡子育て支援セ
ンター
内 ヨーヨーつりやマジックショー、
キッズカフェなど
対 0歳から18歳未満の児童と保護者
（未就学児は保護者同伴）
▼ 同時開催「輪投げふれあい交流会」
問 児童センター
☎048（485）3100
日

相

勤務時間 15時30分〜17時のうち、
各学校で定めた1時間程度
勤務場所 市内各中学校
報酬 1コマにつき1,500円

第10回おおぞら祭

こどもまつり

ふれあい

中学生への学習支援
（主に国語、
数学、英語）
対 教員免許の有無は問わない
期間 2月上旬まで（学校によって
異なる）
内

入れることを目的に、事業の効果や
必要性などを市民の皆さんが判定す
る事業判定会を開催します。
日 11月9日
（土） 10時〜15時25分（予定）
場 市民会館
▼ 駐車場は有料です。
問 秘書政策課 内線2216

▼ 月曜日（11月4日を除く）、11月5
日（火）は休館
場 問 郷土資料館
☎048（471）0573

くらし

市内中学校チューター支援員
（登録制）
の募集

市が実施する事業の改善や方向性
を決定する際に、
「市民感覚」を取り

健 康

施予定
11月1日
（金）か ら15日（金）ま で
に、臨時職員登録申込書、履歴
書
（写真貼付）
、志望動機（400字
程度）
を課税課へ持参
問 課税課 内線2234
申

志木市事業判定会を開催

市民の皆さんから寄贈された古き懐
かしい時代の教科書を多数展示します。
日 11月24日(日)まで
9時30分〜16時30分

講座 ・ 研修会

募集人数 若干名
勤務場所 課税課
面接 11月29日(金）に、課税課で実

Event

郷土資料館特別展「教科書
のうつりかわり〜江戸・明
治・大正・昭和の教科書〜」

イベント

勤務日 週3日程度
勤務時間 9時〜16時(休憩60分)
時給 930円

HP …ホームページ

☎ 048（473）1111（代表） FAX 048（474）4384

▼ 履歴書受領後、面接を実施
問

Ｅ …Eメール

集

窓口業務、事務補助
65歳 未 満 で、Word や Excel な ど
の基本的なパソコン操作ができる人
期間 令和2年1月6日（月）〜3月31
日
（火）

Ｆ …FAX

募

課税課臨時職員募集

問 …問合せ
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くらしの情報
募

募集

集

Invite
荒川河川敷不法投棄物一斉
撤去事業参加者募集

イベント

荒川右岸河川敷の羽根倉橋から秋
ヶ瀬橋までの清掃を実施します。
日 11月9日
（土） 8時30分から
（小雨決行）

講座 ・ 研修会

健 康

▼ 中止の場合は、8時に防災行政無
線などでお知らせします。
場 秋ケ瀬運動公園第3野球場
主 志木市、朝霞市、和光市地区荒川
クリーン協議会
申 不要
（当日、直接現地へ）
問 環境推進課 内線2317

ファミリー・サポート・センター
会員募集

くらし
ふれあい

子育ての援助を受けたい人
（お願
い会員）
と援助を行う人（まかせて会
員）の会員組織です。センターが条
件や要望にあった会員同士を紹介
し、子育ての援助をしてほしい人の
家庭を支援します。
▽ お願い会員入会説明会
日

相 談

11月９日
（土）
11月1₅日
（金）
12月６日（金）
12月14日
（土）

保護者の写真（縦3㎝×横2.5㎝、
スナップ写真可）2枚と保険証
▼ 出席できない場合はご相談ください。
▼ まかせて・両方会員の入会説明会及
び講習会は、2月を予定しています。
申 問 各日程の前日13時までに、電
話でファミリー・サポート・セン
持

10時～11時
９時～10時
９時～10時
10時～11時

ター（子ども家庭課内）へ
☎048（473）1125

埼玉で出逢ったおもてなし
エピソードを募集します
県では、埼玉で出逢ったおもてなし
や心温まる出逢い、素敵なエピソード
などの感動体験を募集しています。応
募者の中から抽選で県内観光事業者か
らの提供品をプレゼントします。
申 11月30日
（土）までに、300字以内
の文章（タイトルは除く）にまとめ
たもの（いつ、どこで、誰に、何に、
どのようななどの内容を記載）を
FAX［ Ｆ 048（830）4819］で県観
光課へ
▼ 詳しくは、おもてなし力向上委
員会ホームページ［http://www.
omotenashi-saitama.jp/］を ご
覧ください。
問 県観光課 ☎048
（830）3955

芸能祭出演者募集
シニアボランティアスタンプ対象事業

▼ 1回の受講で登録できます。
場 いろは遊学館
対 市内在住・在勤の人
保育

令和2年2月16日(日)
10時〜16時(予定）
場 市民会館
日

あり
（要予約・6か月児〜）

補聴器は地元の認定補聴器専⾨店へ

関東補聴器センター
志木新座店
新座市東北 2-28-3(新座志⽊中央病院バス停そば)

☎048-475-3684
補聴器のご相談,ご試聴承ります
9:30~17:00 営業
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⽇曜・祝⽇定休

種目 歌謡・詩吟・剣舞・太鼓・邦楽・
邦舞踊・民謡・洋舞踊など
出演条件 市内に活動拠点を置く人
出演料 1団体（個人）につき3,000円

▼ 1ステージ5分以内
主 志木市芸能祭実行委員会
申 11月15日
（金）までに申込書に記
入のうえ、生涯学習課へ

▼ 出演の可否は、11月26日（火）まで
に連絡します。
▼ 申込書は、生涯学習課で配布
問 生涯学習課 内線3131

朝霞税務署アルバイト募集
確定申告書作成パソコンの操作補
助、データの入力業務など
雇用期間 令和2年1月〜3月のう
ち、1〜3か月間程度
勤務日数 月〜金曜日の祝休日を除
く週5日程度
▼ 2・3月の日曜日は勤務する場合
あり
勤務時間 9時〜17時のうち、4時間
〜7時間程度
時給 1,000円または1,030円
▼ 交通費の支給あり
募集人数 90人程度
応募方法 12月6日（金）
（必着）まで
に、自筆による履歴書を郵送ま
内

たは持参で朝霞税務署へ
▼ 詳しくは朝霞税務署まで
問 朝霞税務署
☎048（467）2211

▼ 自動音声案内「2」を選択
▼ 受付：平日8時30分〜17時

わたしたちの健康

朝霞地区医師会

頻尿とは

さとる

☎048（464）4666

「尿が近い、
尿の回数が多い」
という症状を頻尿といいます。
一般的には朝起きてから就寝までの排尿回数が８回以上の
場合を頻尿といいますが、１日の排尿回数は人によって様々
ですので、一概に１日に何回以上の排尿回数が異常とはいえ
ず、８回以下の排尿回数でも自身で排尿回数が多いと感じる
場合には頻尿といえます。

原因として、前立腺肥大症による排尿障害が進行すること、
また糖尿病や腰部椎間板ヘルニア、子宮がん・直腸がんの手
術などで、膀胱を収縮させる神経が障害され、膀胱がうまく
収縮できなくなって排尿障害が引き起こされることで発生し
ます。
３ 多尿とは
膀胱や尿道に問題がなくても、糖尿病などの内分泌疾患、
水分の多量摂取、薬剤
（利尿剤）による尿量増加が頻尿の原
因となります。この場合には、１回の排尿量は正常（150 ～
200ml以上）であるにも関わらず、何回もトイレに行くこと
になります。
４ 尿路感染症とは
膀胱炎や前立腺炎などの尿路感染が起こると、膀胱の知覚
神経が刺激されて頻尿になります。また間質性膀胱炎は原因
不明で、膀胱に慢性の炎症を起こす病気ですが、長期間続く
頻尿、膀胱充満時の下腹部痛が特徴的です。
５ 腫瘍とは
膀胱内にできる腫瘍の多くは膀胱がんです。膀胱がんの重
要な症状は血尿ですが、まれに膀胱刺激症状として頻尿がみ
られることがあります。
６ 心因性頻尿とは
膀胱・尿道の病気もなく、また尿量も問題ないにも関わら
ず、トイレのことが気になって何回もトイレに行ってしまう
状態です。心因性なので、夜寝てしまえば排尿のことを気に
することはないので、通常夜間の頻尿はないことが多く、朝
起床時の排尿量は正常です。
以上のように、頻尿といっても原因はさまざまであり、対
処法も異なります。
生活習慣を見直しても改善しない頻尿は、泌尿器科専門医
への受診をお勧めします。

【頻尿の原因】過活動膀胱、残尿
（排尿後に膀胱の中に尿が残
ること）、多尿（尿量が多いこと）
、尿路感染・炎症、腫瘍、
心因性に分けることができます。
１

過活動膀胱とは
膀胱に尿が十分に溜まっていないのに、膀胱が自分の意思
とは関係なく勝手に収縮するという病気です。症状としては
急に尿がしたくなって我慢ができず
（尿意切迫感）
、１回の排
尿量は少なく、トイレに何回も行くようになります。場合に
よっては尿が間に合わずにもれてしまうこともあります（切
迫性尿失禁）
。
過活動膀胱は日本で800万人以上の男女が罹患する頻度の
多い病気です。原因として脳卒中、パーキンソン病などの脳
や脊髄の病気のために膀胱のコントロールが効かなくなるこ
と、前立腺肥大症による排尿障害のために膀胱が過敏になる
ことなどで発生しますが、加齢による老化現象として起こっ
たり、原因が不明
（明らかな基礎疾患がない）
のことも少なく
ありません。
２ 残尿とは
排尿後も膀胱内に尿が残る状態をいいます。膀胱内に残尿
があると、結果的に尿を溜められる膀胱のスペースが減少す
るために、１回の排尿量は少なく、何回もトイレに行くよう
になります。

11月の休日当番医
診療時間：10時〜16時

場所

ほそ だ

細田 悟

施設名

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

3㈰

新座 いしもと脳神経外科・内科

脳外・内

048（483）7111

朝霞 大野眼科クリニック

眼

048（424）3733

4㈪

志木 かまた内科クリニック

内・消内・糖内

048（472）7070

新座 志木耳鼻咽喉科医院

耳・気

048（472）9555

10 ㈰ 朝霞 鈴木内科

内・小

048（473）6611

志木 福島脳神経外科・内科クリニック 脳外・神内・内

048（474）3000

17 ㈰ 新座 くりはら内科クリニック

内・消内・循内

042（438）6606

和光 中川眼科

眼

048（465）1144

23 ㈯ 和光 西谷医院

内・小・循内

048（461）2226

新座 牧田産婦人科医院

産婦

048（478）1151

24 ㈰ 新座 坂本医院

内

048（481）4839

志木 内田耳鼻咽喉科医院

耳・気・外

048（473）3387

◆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
※
「小児救急電話相談」
及び
「大人の救急電話相談」も
引き続きご利用になれます
（24時間年中無休）。
小 児 救 急 電 話 相 談 ＃8000
☎048
（833）
7911
大人の救急電話相談 ＃7000

◆休日歯科応急診療所◆
（新座市保健センター内）
11月3日（日）・4日（月）・23日（土）
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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百寿のお祝い

内閣総理大臣から
銀杯が贈られました
敬老の日にあわせて、今年度100歳を迎える
10人の皆さんへ、内閣総理大臣から長寿のお祝
い状と記念の銀杯が贈呈されました。

笠井 禮子さん

星野 仁兵衞さん

細田 アキさん

上 條 政子さん

須永 千代さん

下田 ヤスさん

このお祝い状と銀杯の伝達に、香川市長が皆
さんのお宅を訪問し、
ご長寿をお祝いしました。

敬老祝いの会が開催されました
９月15日（日）
、社会福祉法人ルスト
ホフ志木で、敬老祝いの会が開催されま
した。
白寿や米寿、喜寿を迎えた方へのお祝
いの贈呈や慶應義塾志木高等学校ワグネ
ル・ソサィエティー男声合唱団によるコ
ンサートなど、参加した皆さんは、楽し
▲香川市長からお祝いの贈呈

▲コンサートでは会場が一体となって歌う場面も

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！

いひとときを過ごしていました。

たいどう

■第41回全国少年少女躰道優勝大会
団体展開競技 第３位
おなが たけし

翁長 武志さん（宗岡第二中学校・３年）

■同大会
かみや

たいち

男子個人法形競技

小学校高学年の部

準優勝

神谷 泰地さん（志木第二小学校・６年）

■同大会
くろはら た け る

団体法形競技

出場

黒原 勇児さん（宗岡第三小学校・６年）

■同大会
げんき

団体実戦競技

準優勝

翁長 彦綺さん（宗岡小学校・６年）

■同大会
さとう

じゅき

男子個人実戦競技

中学生の部

ベスト8

佐藤 寿樹さん（宗岡中学校・３年）

■同大会
つかごし か り ん

女子個人法形競技

小学校高学年の部

塚越 香凜さん（志木第四小学校・５年）

▲【後列左から】翁長 武志さん、神谷さん、黒原さん、翁長 彦綺 ■同大会 女子個人法形競技 小学校低学年の部
みつき
さん、佐藤さん
山田 光姫さん（宗岡小学校・２年）
【前列左から】塚越さん、山田 光姫さん、山田 光流さん、飯野さん、
■同大会 男子個人法形競技 小学校高学年の部
酒井さん
ひかる

山田 光流さん（宗岡小学校・６年） ※最優秀選手賞

「 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。
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■同大会
いいの

あいご

男子個人法形競技

小学校低学年の部

飯野 愛悟さん（宗岡第四小学校・１年）

■同大会

さ か い そうすけ

団体法形競技

出場

酒井 草輔さん（志木第四小学校・４年）

第３位
優勝
優勝
第４位

全国一位に輝きました

全国大会出場を報告

▲香川市長、柚木教育長、浦和リトルシニアの皆さん

▲香川市長、星野泰地さん

８月26日（月）、第47回日本リトルシニア選手権大会で優

８月30日
（金）
、第46回全日本中学校陸上競技選手権大会

勝した、浦和リトルシニアに所属している志木市の中学生選

男子1,500メートル・3,000メートルに出場した、志木中学

手４人が、
市長室へ優勝の報告に来てくれました。

校の星野泰地さんが、全国大会での様子や今後の目標などを、

ほしのたいち

市長室へ報告に来てくれました。

ランナーたちの集い

市民生活の充実のために

撮影：佐々木 一郎さん（市民カメラマン）

▲会場には多くの人が集まり、志木ランナーの輪が広がりました

▲香川市長、櫻井副市長、㈱志村、㈱志村ホンダ販売の皆さん

柳瀬川図書館で活動する市民ボランティア
「しき図書館パ

株式会社志村、株式会社志村ホンダ販売から寄附の申し出

ートナーズ」
。９月14日
（土）
、しき図書館パートナーズが、
「ラ

があり、９月26日
（木）
、市長室で寄附金の受納式を行いまし

ンニングしたい人 している人 みんな集まれ！」と題し、近隣

た。ご寄附いただいた総額50万円は、環境保全・地域経済の

のおすすめコースやマラソン大会など役立つ情報を交換する

充実のために活用します。

企画を実施しました。

小・中学校の減塩給食
材料
（２人分）
じゃがいも………………… 30g
たまねぎ…………………… 20g
にんじん…………………… 20g
ベーコン…………………… 20g
ぶなしめじ………………… 10g
油…………………………… ２g
水………………………… 138㎖
鶏がらスープ……… 小さじ1/2
白ワイン…………………… １g
豆乳…………………………74㎖
塩…………………………… １g
しょうゆ…………………… ２g

今月の学校

宗岡小学校
作り方
①じゃがいもは厚めのいちょう切り、たま
ねぎはスライス、にんじんはいちょう切
り、ベーコンは短冊切り、ぶなしめじは

◀

牛乳︑ご飯︑照り焼きチキン

豆乳スープ

野菜炒め︑豆乳スープ

各小・中学 校の減 塩メニューを紹介します。

問合せ／学校教育課 内線３１２７

小房に分ける 。
いた

② ①を油で炒め、水・鶏がらスープ・白ワ
インを入れ煮立たせる。
③豆乳を入れ、ひと煮立ちしたら塩、しょ
うゆをいれて味を整える。

減塩ポイント
一度具を炒めることで風味がよくなり、
野菜ダシも出て塩分を抑えることができ
ます。

2019.11 Shiki City
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クイズ &
アンケート
クイズとアンケートに答えていただいた人の中から抽選でプレゼント
します。なお、当選の発表は、発送をもって代えさせていただきます。

『バス型マルチバッグ』 1名様

今月のプレゼントは

※志木市は、埼玉西武ライオンズのフレンドリーシティです。
今月の広報紙クイズ

アンケート

落ち着きのある学習環境づくりや学力の向上を

※イメージ

1 今月号で良かった内容や写真を

目指し、本年度から開始された事業は？

教えてください。

複数・少人数指導体制推進事業
〜〇〇〇〇・クラス〜

2 取り上げて欲しい内容や企画を
教えてください。

ヒント･･･２ページ

3 広報紙に関するご意見・ご感想を
お聞かせください。

〈先月号の答え：青〉

以心伝心

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

申込フォーム
QR コード

＜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11月号」係
koho@city.shiki.lg.jp
＜締切＞11月20日㈬※消印有効

に向けた投資をバランス良
く進めなければなりません。

以心伝心

志木市長

決算書を見ながら…
今月号の広報では、市民の皆さんに昨年度の市の決算状況
をご報告しています。
前年度と決算を比較しますと、市の主な収入である市民税
や固定資産税は微増傾向にありますが、福祉や子育ての経費
を主とした扶助費が増加しています。全国の多くの自治体と
同様に、志木市でも扶助費などの社会保障関係経費が年々増
え、市が自由に使える財源が減少しており、いわゆる財政の
硬直化が進んでいる状況です。
しかしながら、財政の健全度を表す指標に目を向けると、
市の債務の状態を表す「実質公債費比率」については、県内の
市では良い方から数えて２位、将来世代への負担を表す「将
来負担比率」については実質ゼロと、現時点では健全な財政
を維持できているといえます。
また、ある大手不動産会社による住みよさランキングを見
ると、志木市は埼玉県内63市町村中７位、項目別の順位にお
いては、安心度は２位、快適度は７位にランクインしており、
全国的に人口減少が叫ばれる中にあっても人口の増加が続く
など、住みやすいまちと評価されています。今後もこうした
評価を維持していくためには、健全な財政運営と将来の成長
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このような中、市の価値
を高めるべく、面的整備に
おいては、令和３年度に一
部区間で開通が予定されて
いる一般国道254号バイパ ▲いろは親水公園では、さらなるにぎわい
の創出に向けた検討が進められています
スについて、開通後の沿道
状況を見据えたまちづくり
についての検討に着手しています。また、志木駅から市役所
までの中央通停車場線についても、玄関口のペデストリアン
デッキや、いろは親水公園の活用を含めたさらなるにぎわい
づくりを進める視点からも、第３工区の拡幅に向けて埼玉県
に対して積極的な要望活動を行っています。
加えて市の公共施設は、老朽化している施設も多いことか
ら、将来世代にツケを残さないためにも、公共施設のマネジ
メントの取組もスタートしています。
毎年、決算の時期になると、
「志木市は市税や水道料金が
高い！」とのご意見をいただくことがありますが、市税につ
いては法律で定められており、他の自治体と税率は同様で、
志木市が特別に高いということにはなりません。また、水道
料金については、視点を変えてみますと、志木市では施設の
更新や耐震化が進んでいるという証でもあるのです。
改めて将来にわたり志木市の価値を高めていくため、皆さ
んからお預かりした貴重な財源を原資に、しっかりとした行
財政運営を進めていく！という強い思いを胸に、決算書を見
ています。

笑顔

ゆ か

（３歳）
優加ちゃん
な な
（１歳）
菜々ちゃん

姉ちゃん

く元気に

一日消防士を体験

増田

ル

ゆず き

メ

その べ
（５歳）
園部 柚貴ちゃん

ラ

歌と踊りが大好きなお

ャ

入りの服

キ

☆これからも二人仲良
育ってね♪

志木市文化スポーツ振興公社の公式キャラクターで、志
木市広報大使でもあると同時に、ふなっしーたちとのキャ
（ご当地キャラク
ラメタルバンド「CHARAMEL」や「GCB47
ターバンド47）」
として全国ツアーも行っているカパル。
®
10月９日㈬、ふなっしーが「ゆるキャラ グランプリでカパ
ルが“てっぺん”とったら」と約束した市民会館での凱旋ライ
ブがついに実現しました。
カパルをはじめとするCHARAMELやGCB47のメンバー、
しんじょう君などの圧巻のステージに、会場は熱気に包まれ、
大盛り上がりでした。

いポーズ

▶ベースを担当するカパルの演奏に会場にいた
全員が魅了されました

A R 動 画

保育園のお祭りでお気に

��

を着ておさるの御輿とは

カパルの凱旋ライブ開催
～約束の場所で～

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２０１５ 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

申込先
メールアドレス

柳瀬川で見つけた秋の気配
◀季節の野鳥を観察しました

▶ロープ渡過に挑戦しました
撮影：抜井俊さん（市民カメラマン）

10月５日㈯、志木消防署で、防火防災意識の向上を図
ることを目的に、小学４年生を対象に消防体験学習が行
われました。
一日消防士となった子どもたちは、はしご車への搭乗
や放水体験、ロープ渡過などの体験学習に取り組み、火
災の恐ろしさや生命の尊さを学びました。

ARの
利用方法

撮影：浦上裕文さん（市民カメラマン）

10月６日㈰、埼玉県生態系保護協会志木支部主催によ
る「ぶらり柳瀬川とたんぼの秋」が開催されました。
柳瀬川駅西口に集合した皆さんは、柳瀬川の土手や富
士見市側の水谷たんぼを歩き、虫や植物、鳥や空の色な
ど、秋の気配を五感で感じる機会となりました。

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。

A R 動 画

2019.11 Shiki City
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まちのできごと

高齢者子ども交流スポーツ大会

４年ぶりに実現！発掘現場の公開
▶旧石器時代や縄文時代、弥生時代などの
痕跡が、今でも発掘されます

撮影：深澤祥紀さん（市民カメラマン）

９月14日㈯、志木第三小学校に隣接する城山遺跡第
96地点発掘調査現場
（柏町３丁目）
で、現場説明会を実
施し、発掘の成果を公開しました。
参加した皆さんは、普段は見ることができない発掘
中の遺跡や出土品を目の当たりにして、職員からの説
明に興味深く耳を傾けていました。

自助と共助が命を救う

撮影：赤羽創さん（市民カメラマン）

撮影：藤代眞義さん（市民カメラマン）

志木っ子たちが、地域の中で芸能文化に触れ、将来に
わたって日本の伝統を継承していくことを目的に、平成
26年度から実施している文化体験道場。
９月29日㈰には、
「筝曲」の体験が行われ、小学２年生
から６年生の10人が参加しました。先生の指導のもと、
「さくらさくら」を練習し、最後に全員で総仕上げの演
奏をして、体験を終えました。
そ う きょく

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

◀志木市文化協会の岩下先生指導のもと、

子どもたちも真剣に取り組みました

▶シェイクアウト訓練は、市内全８訓練会
場で一斉に行われました

Shiki City 2019.11

９月14日㈯、志木小学校を会場に、高齢者子ども交流
スポーツ大会が開催されました。この大会は、志木市高
齢者子ども交流スポーツ大会実行委員会
（志木市老人ク
ラブ連合会・志木市子ども会育成連絡協議会）によるも
ので、今年で28回目を数えます。
今回の大会では、ビンつり競争やボール送り、玉入れ
など、全７種目の競技が行われ、子どもから高齢者まで
がいっしょになって競い合い、笑顔あふれる交流が図ら
れました。

日本の芸能・文化に地域で触れる

９月28日㈯、市民の防災意識の高揚などを図るため、
市民や関係団体、市職員が参加する市民総合防災訓練を
市内全域で実施しました。
今回の訓練では、各訓練会場に参集し、余震が来たこ
とを想定して、全参加者で一斉に行う「シェイクアウト
訓練」を実施したほか、地域住民の皆さんが自主的に考
えた訓練メニューを取り入れ、地域の実情に応じた訓練
を行いました。
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◀チーム一丸となってボールを送りました

ットコーナー
ポ
ト
フォ
皆さん写っていませんか？

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
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Information

こんにちは！ 50周年記念事業実行委員会です。
プログレス部会は、市庁舎解体前に市庁舎さよならイベントを開催します！
プログレスとは、進歩・発達・発展という意味を持ち、「よりよく生きる力
をもつ子どもを地域で育てる仕組みづくり」
をします。

また、来年には市庁舎を解体するため、解体前の令和２年１月19日㈰に市

庁舎を活用したイベントを開催します。子どもから大人までが市庁舎を訪
れ、多くの市民の皆さんに楽しんでいただけるよう、さまざまな催しもの
を企画していますので、ご来場をお待ちしています。
現在企画中の事業

脱出ゲーム、寄席、ステージ、屋台、市庁舎の壁や窓にアート、ミニ気球など
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2149

▲市庁舎の窓に描かれたアート

東日本大震災復興支援・熊本復興支援

第12回 志木市民まつり

カッパだよ全員集合！

と

き／12月１日㈰

内

容／各種出店、農産物品評会、ビンゴ大会、消費生活展、ステージショー、

10時～15時
（雨天決行）

ところ／市民会館、パルシティ通り

フリーマーケット、民踊流し、柳太鼓、新河岸太鼓会による河童太鼓、
警察車両の展示と写真撮影

ご当地キャラクター大集合！

カッピー、志木あらちゃん、カパルほか、ご当地キャラクターが大集合。

GCB47の演奏やどりいむ・ぼっくすの楽しいパフォーマンスなど盛りだくさん。

第３回志木ご当地グルメ王決定戦

志木市をイメージさせるネーミングのグルメや志木の食材を使ったグルメが出店。ご当地グル

メを食べた会場の皆さんの投票によりグランプリが決定します。さらに、投票をした人には、
豪華賞品が当たる抽選会あり！１度で２度美味しいイベントです。

主催・問合せ／志木市民まつり実行委員会
（志木市商工会内） ☎048（471）0049

志木市の人口・世帯数
令和元年10月１日現在

人

口…

（

）
内は前月比

76,485人（＋28人）

男 37,900人（－3人）

女 38,585人（＋31人）
世帯数…

35,015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

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

第2回グルメ王
宗岡トマトらーめん
（らーめんの小池さん）

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！

