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～次なる夢と希望にあふれた
輝かしい未来に向かって～

令和2年度予算
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。

令和２年度施政方針

～次なる夢と希望にあふれた
輝かしい未来に向かって～

子どもの健康や高齢者の介護予
防、食による健康づくりなど、市
民の皆さまの健康づくりを応援
する新たな「健康づくり３大プロ
ジェクト」を本市の宝である市民
力とともに、効果的に展開します。

市民の健康づくりプロジェクト

持続可能なまちに向けて

いろは親水公園や田子山富士塚、
市制施行 周年記念事業など、本
市の地域資源を活用し、これまで
以上のにぎわいを創出するととも
に、その魅力を全国に発信してい
きます。

魅力発信プロジェクト

▶志木市長

内線２２５５
内線２２１５

香川 武文

の皆さまとともにつくり、将来に
わたり持続可能で夢と希望が持て
るまちであり続けられるよう、市
民の皆さまをはじめ、企業や地域
コミュニティなど、市政に携わる
すべての方の力を結集させ、次の
年につながる、さらなる飛躍と
発展を遂げる年にしてまいります。

問合せ／
予算に関すること：財政課
施策に関すること：秘書政策課

子育て世代定住プロジェクト

私 は 市 長 に 就 任 し て 以 来、「 市
民力」を市政運営の大きなテーマ
として掲げ、これまでも２４８人
が参画した「地区まちづくり会議」
や、 人が参画した「まちの担い
手 育 成 塾 」、 さ ら に は、 １ ０ ９ 人

ル」です。
この 周年という二度とない大
きな節目の年を本市のまちづくり

の一つの集大成と位置付け、市民

50

令 和 ２年 度 予 算

新たな子育て支援センターや保
育園の開園、民間事業者との連携
による小学生の体力向上授業の実
施など、将来的な人口減少に備え、
子育て世代が定住し、安心して子
どもを産み育てられる環境の充実

令和２年志木市議会３月定例会
において、令和２年度当初予算案
を提出し、議員の皆さまの慎重な
審議をいただき、無事に可決成立
となりました。
市制施行 周年を迎える志木
市。 年という時をかけて育った
「志木」という名の大木に、新しい
価値を芽吹かせ、さらに力強く成
長させていくためにも、気持ちを

に努めます。

50

市民協働は、本市のまちづくりの
根幹であり、市制を施行してから
ずっと続けてきた「志木市スタイ

50
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50

新たに、次なる夢と希望にあふれ
た輝かしい未来に向かって、躍動
する年としていかなければなり
ません。
時代とともに変化する社会環境
に柔軟に対応するため、私は、課

暮らしやすさ向上プロジェクト

み続けたいと思っていただけるま
まいしん
ちづくりに邁進すべく、令和２年
度は、志木市将来ビジョンで掲げ
た「市民力でつくる 未来へ続くふ
るさと 志木市」の実現に向け、４
つの戦略プロジェクトを軸に、着
実な取組を進めてまいります。

あらゆる危機に備えながら、市
民の皆さまが安心して暮らすこと
ができる環境を整備するとともに、
複雑化する市民ニーズに対し、迅
速 に 対 応 し て い く こ と を 目 的 に、
新たに「基幹福祉相談センター」を
設置するなど、福祉相談機能の強
化を行います。

題を絶対に先送りしないという強
い信念を胸に、市民の皆さまに住

50

で構成された「志木市制施行 周
年記念事業実行委員会」など新た
な形の市民協働によるまちづくり
を推進してきました。このような

50
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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」
164万円
の推進
生涯にわたり健康的な生活を送るため、足部機能の測定
や足の課題のアドバイスを行う足部機能・骨格発達支援事
業のほか、ポールを使った運動教室や走り方教室を新たに
宗岡第四小学校を対象に加え実施します。

フレイル予防プロジェクトの推進

285万円

要介護の前段階であるフレイル（筋力低下などの虚弱な
状態）について、市民が主体となって予防を推進するため、
「市民フレイルサポーター」を養成するとともに、フレイル
チェックの実施や高齢者の通いの場における専門職支援、
さらに全市民を対象とした講演会を開催します。

子育て世代定住プロジェクト
保育の量と質の充実

１億4,556万円

体力向上授業の推進

200万円

待機児童を解消するため、新たに民間保育園を２園整備
することで保育定員を拡大します。

体を動かすことが楽しいという気持ちを育むことにより
小学生の体力向上を図るため、民間事業者と連携し、
「投
げる、走る、跳ぶ」の身体の動かし方を楽しく学ぶプログ
ラムを提供します。

4つの戦略
プロジェクト

地区別防災ガイドブックの作成

660万円

300万円

昨年の台風第19号で避難指示が発令された地域において、市
民自らが円滑に避難所へ避難できるよう、あらかじめ避難経路
や避難所までの時間などを確認できる地区別防災ガイドブック
を作成し、市民のマイタイムラインの作成につなげます。

田子山富士塚の国重要有形民俗文化財への指定を記念す
るとともに、さらなるにぎわいの創出と郷土の歴史・文化
への理解の推進を図るため、祝賀事業の開催やPRグッズを
作成します。

基幹福祉相談センターの設置

2,730万円

いろは親水公園の魅力倍増事業の推進2,900万円

市内の障がい者の相談支援事業所などの相談機関に対し
て、専門的な支援・助言をするための障がい者基幹相談セン
ターを新たに立ち上げ、すでに設置されている後見ネットワー
クセンターと生活相談センターの３つの相談事業を一体的に
実施するため、基幹福祉相談センターを10月に設置します。

いろは親水公園のさらなるにぎわいを創出するため、サ
ウンディング型市場調査の結果を踏まえた「いろは親水公
園の魅力倍増に向けた基本計画」を策定するとともに、カ
フェやプレイパークの設置など、いろは親水公園の価値の
向上につながる再整備に向けた測量や設計を実施します。

暮らしやすさ向上プロジェクト
3

田子山富士塚国指定記念事業の実施
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魅力発信プロジェクト

令和２年度予算
１ 市民力が生きるまちづくり
保育園児の交通安全対策の実施

1,190万円
保育園が行う散歩などの園外活動中
の保育園児たちを交通事故から守るた
め、危険箇所や交差点付近の歩道に防
護柵を設置するとともに、道路標識及
び路面表示の設置やスクール・ゾーン
と同様の交通規制を行うことができる
キッズゾーンの設定につなげます。

民間事業者との連携による
水泳指導の実施
430万円

アクティブシニア等の社会参加支援

19万円

児童・生徒の泳力向上を図るため、
民間事業者と連携した水泳指導を実施
します。令和２年度は、プールの老朽
化が著しい志木第四小学校において、
民間のプール施設を活用し、泳力向上
につながる水泳指導を行います。

元気な高齢者（アクティブシニア）を
はじめとする市民のボランティアや地
域活動を応援するため、市、関係機関、
市民団体、NPO法人、シルバー人材
センター、ハローワークなどが一堂に
会した、市民向けの活動総合説明会を
開催し、社会参加を支援します。

志木第二小学校体育館の大規模改修及び空調設備の設置

２億5,750万円

小学校の良好な教育環境を整備するため、志木第二小学校の体育館の大規模改
修工事及び照明設備のLED化を実施するとともに、災害時における学校体育館の
避難所機能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、空調設備設置工事を実施します。

５つの視点で見る
主な事業と予算額
令和２年度に重点的に取り組む事業や新たな事業などについて、
その内容や予算額の一部をご紹介します。

２ 市民を支える快適なまちづくり
後期高齢者医療健康診査無料化
の実施
3,727万円

いろは健康ポイント事業の拡充

2,314万円

後期高齢者の負担軽減を図るため、
生活習慣病の予防及び早期発見・早期
治療を目的とする後期高齢者医療健康
診査の自己負担額を無料化します。

市民の健康寿命の延伸につなげるた
め、いろは健康ポイント事業の医療費
削減効果などの事業効果を検証すると
ともに、参加者数の拡大を図ります。
また、地域包括ケアの推進として、
新たに見守りポイント機能を追加し、
児童の下校時間帯に事業参加者が外に
出るきっかけをつくることで、地域で
の見守りの目を増やしていきます。

スポーツ全国大会等出場者
派遣費用の支援
50万円
市民のスポーツ活動を奨励し、ス
ポーツの振興を図るため、全国規模の
大会に出場することが決定した市民や
市内団体に対し、大会出場に要する費
用の一部を補助します。

戦後75周年平和祈念事業の実施

176万円
戦後75周年の節目にあたり、今日の
平和が戦没者の方々の尊い犠牲の上に
築き上げられたものであることを決し
て忘れぬよう、戦争で亡くなられた
方々を追悼するとともに、多くの市民
の方々に戦争の悲惨さと平和の尊さを
伝えていくため、平和な社会の発展に
寄与することを目的とした戦後75周年
平和祈念事業を実施します。

2020.4 Shiki City
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３ 活力と潤いのあるまちづくり
ペデストリアンデッキを活用した
にぎわい創出の支援
90万円

いろは親水公園にぎわい事業の
推進
5,536万円

志木市民花火大会の支援

1,500万円

志木市の玄関口である志木駅東口の
にぎわいを創出するため、志木駅東口
ペデストリアンデッキを活用したにぎ
わい創出イベントを実施する団体に対
し、費用の一部を支援します。

いろは親水公園に多世代の市民が集
い、にぎわいあふれる憩いの空間を創
出するため、コミュニティ協議会など
と連携して、四季折々の花や緑で公園
なか す
内を彩るとともに、中洲に新設された
船着場を活用して和舟回遊事業「いろ
はの渡し」
を拡大して実施します。
また、埼玉県が実施するいろは親水
公園上流の柳瀬川堤防上の遊歩道整備
にあわせ、歩いて楽しい魅力的な案内
表示の設置を進めます。

令和２年９月19日㈯に実施する５年
に１度の市民花火大会では、
「カパル
花火」や「五輪花火」などの市制施行50
周年を記念するにふさわしい花火を打
ち上げるなど、本市の魅力を発信する
とともに、市民のふるさと意識の高揚
につなげます。

志木市中心市街地活性化基本計画
1,000万円
の策定
東武東上線沿線随一の商業のまち志
木としてのにぎわいを取り戻すため、
志木市中心市街地活性化基本計画を策
定します。

予算編成の基本的な考え方
● 志木市の将来を見据えた「まちづくり新35の実行計画」の
最終工程として、成果を確実に市民に届ける

● サマーレビュー及び事業判定会の結果や職員提案制度に
よる提案を踏まえた予算を計上する

● 志木市新行政改革プランにおける「事務事業の見直し」の
検証結果に基づき、優先度を見極めた見直しを行う

● 志木市将来ビジョンで掲げるまちの将来像の実現に向
け、志木市戦略プロジェクトの具現化や地域包括ケアの
理念を踏まえた予算を計上する

● 国・県の補助金などを積極的に活用できるよう、関係機
関と折衝し、財源確保を働きかける

４ 未来を支えるまちづくり
市民会館・市民体育館再整備基本
計画の策定
1,690万円
耐震性能が不足し、施設の再整備が
急務である市民会館及び市民体育館に
ついて、現在そして将来において必要
かつふさわしい施設となるよう市民の
意見を取り入れながら、再整備に向け
た基本計画を策定します。

道路管理委託マネジメント手法の
策定
1,630万円

「志木市デマンド交通」の実施

3,541万円

市道の維持管理について、サービス
水準の確保とコスト縮減を図るため、
道路の巡回や補修などを包括的に民間
事業者に委託する手法についての検討
を行い、効果的・効率的な維持管理の
実現につなげます。

高齢者や障がい者、妊婦、未就学児
の子育て世帯などの移動手段を確保す
るため、自宅や公共施設、病院、商業
施設などの間の移動において、低額で
タクシーを利用できる「志木市デマン
ド交通」を継続して実施するとともに、
乗車地点と降車地点が同一の場合、登
録者同士の同乗を可能にするなど、さ
らなる利便性の向上を図ります。

道路排水施設等の整備

1,043万円
ます

ゲリラ豪雨などによる浸水被害を軽減するため、道路横断側溝の設置や集水桝
の蓋交換を実施するとともに、道路冠水箇所に監視カメラを増設するほか、水圧
せ
を利用して洪水を堰き止める止水板を新たに活用することで水害対策の強化を図
ります。
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令和２年度予算
５ 健全でわかりやすい行政運営
ICT戦略推進事業


「カパル」のイラスト入り特別受理
証明書の発行
６万円

2,431万円

近年、高度なICT技術を取り入れた
業務改善、働き方改革が推進されてい
るなか、将来的な労働人口の減少への
対応や長時間労働の是正を図るため、
本市においても、行政運営の効率化を
図り、市民サービスの向上につながる
新たなICT技術の実証実験に取り組み、
導入を進めます。

マイナンバーカード取得の促進

245万円

本市に、令和２年７月１日から令和
３年３月31日までに婚姻届を提出し、
特別受理証明書を申請した人のうち、
希望される人に市制施行50周年限定の
「カパル」のイラスト入り特別受理証明
書を発行します。

事業判定会の結果を予算へ反映
市民感覚を取り入れた事業の改善などを行うた
め、有識者１人と市民５人で構成する判定員が、
事業担当課と企画・財政担当課の意見交換を聞い
たうえで、事業の必要性を判定する事業判定会。
今回は、AIチャットボット導入事業をはじめと
する４つの事業について判定が行われ、市長へ事
業判定結果報告書が提出されました。

マイナンバーカード取得率向上を目
指し、市職員が事業所に赴き、申請を
受け付ける「出張申請サービス」などの
申請サポートを実施します。
さらに、令和２年９月から開始予定
のマイナンバーカード保有者を対象と
したマイナポイント付与に対応するた
め、支援員を窓口に配置し、マイキー
ID設定の円滑化を図ります。

▲

判定結果などの詳細は、左記 QR コードから、
市ホームページをご覧ください。

AI チャットボット導入事業
判定結果／予算要求どおり

高齢者安全運転支援装置
設置補助事業

予算／判定結果のとおり

判定結果／予算要求を認め

事業内容／ AI チャットボ

予算／判定結果のとおり

予算化

ット導入に向けた実証実

ない

予算化しない

験の実施

多言語対応観光デジタルパ
ンフレットを活用したシテ
ィプロモーション事業

志木第四小学校プール解体
及び水泳指導民間委託事業

判定結果／抜本的に見直し

予算／判定結果のとおり

予算／判定結果のとおり
予算化

事業内容／紙媒体による観

▲令和元年11月28日㈭、志木市事業判定会から事業判定結果報告書が
市長へ提出されました

特別会計・企業会計

光パンフレットの作成

託事業の実施

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
予算

志木駅東口
地下駐車場事業

予算化

事業内容／水泳指導民間委

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、

特別会計
国民健康保険

判定結果／一部見直し

65億1,270万円

対前年度比

増減率

７億5,248万円減 ▲10.4％

4,836万円

26万円増

0.5％

介護保険

44億8,108万円

6,759万円増

1.5％

後期高齢者医療

10億1,900万円

4,440万円増

4.6％

予算

対前年度比

増減率

水道
事業

21億4,293万円

１億3,982万円増

下水道
事業

33億6,713万円

３億8,994万円増 13.1％

7.0％
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277億 8,100万円

令和２年度

一般
会計

過去最高

対前年度比

＋29億8,100万円（12.0％増加）

453億 5,220万円（一般会計・特別会計・企業会計を合わせたもの）

予算総額

対前年度比

＋28億7,053万円（6.8％増）

歳入
繰入金
20億9,463万円
7.5%

その他
6億3,809万円

市債（借金）
38億5,010万円
13.9%

2.3%

市民税
56億9,121万円
20.5%

負担金、
使用料・手数料
7億3,058万円
2.6%

総 額
277億8,100万円
国・県からの
交付金・補助金など
81億150万円
29.2%

固定資産税・
都市計画税など
48億8,472万円
17.6%

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加や
雇用・所得環境の改善に伴う個人所得の増
加などにより増加の見込み
（対前年度比 4,103万円増）

固定資産税

家屋の新・増築により増加の見込み
（対前年度比 4,535万円増）

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、道路や河川、公園などを管理・整備するため
の土木費、幼稚園や学校教育、社会教育のための教育
費が増加しています。
主な増加の内容
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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109億4,610万円で、令和
元年度に比べ、8,649万円の増加を見込んでいます。

地方交付税
その他の市税
14億2,000万円
（市たばこ税など）
5.1%
3億7,017万円 1.3%

歳出

総 務 費

一般会計歳入内訳

新市庁舎建設や旧市庁舎解体の工事費など
により増加
（対前年度比 20億2,449万円増）

土 木 費

味場排水機場他排水ポンプ等改修や道路改
良の工事費などにより増加

（対前年度比 ２億7,749万円増）

教 育 費

幼稚園無償化に伴う保育料等の助成や中学校
体育館空調設備設置工事費などにより増加

（対前年度比 ５億8,561万円増）

Shiki City 2020.4

予備費

3,000万円

公債費
19億2,618万円
教育費
34億8,841万円

6.9%

3.0%

土木費
19億1,667万円

6.9%

0.4%

農林水産業費
4,451万円 0.2%

議会費

2億636万円

0.7%

総務費
56億304万円
20.2%

12.6%

消防費
8億2,371万円

商工費
1億1,589万円

0.1%

総 額
277億8,100万円

衛生費
16億9,564万円
6.1%

民生費
119億774万円
42.9%

労働費
2,284万円 0.1%

※表示けた数未満は四捨五入

市からのおしらせ

市営墓地の募集について

問合せ／環境推進課 内線2313

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の拡張整備を行っています。令和
２年７月から供用開始する市営墓地の募集を行います
（説明会及び見学会については28ページをご覧ください）
。

墓所（一般墓地）

市営墓地

申込期間／４月15日
（水）
〜24日（金）
墓所
（一般墓地）

1.95㎡

3.30㎡

331

８

540,000円

690,000円

2,100円

3,140円

募集区画
使用料
（永年）

富士見橋

管理料
（年）

個別収蔵施設・共同埋蔵施設

川

柳瀬

志木第三小学校

柏

通

ユリ

柳

瀬

川

駅

り

ノ木

コンビニ

さい し

申込資格／市内に１年以上在住の人、祭祀を主宰すべき人

志木中学校

径

小

の

い

こ

い

坂下橋

通り

柏町６丁目

ドラッグストア

▲柏町３丁目地内（志木第三小学校、志木中学校の隣地）

申込期間／４月15日
（水）
〜24日（金）
募集施設／個別収蔵施設：270体分、共同埋蔵施設：1,000体分
使用料／個別収蔵施設：180,000円
（20年）、共同埋蔵施設：60,000円（永年）
▼20年後、市で個別収蔵施設を共同埋蔵施設に改葬します。
▼個別収蔵施設の記名板をご希望の人は別途10,000円かかります。
申込資格／市内に１年以上在住の人、祭祀を主宰すべき人、65歳以上の人

ペット共同埋蔵施設

申込期間／４月15日
（水）
〜24日（金）
募集内容／650体分
使用料／15,000円（永年）
申込資格／市内に住所を有する人
※お申し込みの際は、環境推進課（第２庁舎）で配布する「申込みのしおり」をご覧ください。

『市民とともに汗をかき、自ら磨き続ける
問合せ／人事課
努力を惜しまない職員』を募集します

内線2116

職員採用試験情報

第一次試験日／５月31日（日）

受験案内配布／４月24日（金）まで、市ホームページからダウンロード（人事課（第３庁舎）でも配布）
申込み／４月６日（月）から24日（金）までに、電子申請・届出サービスで申込み（インターネットを利用できない人のみ郵送可）
宛先／〒353‑0002 志木市中宗岡１‑１‑１ 志木市役所人事課
※郵送の場合は４月24日（金）必着
※必要書類や提出方法について、詳細は受験案内をご覧ください。
そのほか／地方公務員法第16条に該当する人は受験できません

市職員採用試験（令和２年８月１日採用）
試験区分
一般事務職

受験区分
上級(大卒程度)

受験資格

募集人数

平成２年４月２日から平成９年４月１日までに生まれた人

若干名

技術職
（土木）

上級
（大卒程度） 昭和55年４月２日から平成９年４月１日までに生まれた人

若干名

技術職
（建築）

上級
（大卒程度） 昭和55年４月２日から平成９年４月１日までに生まれた人

若干名

保健師

上級
（大卒程度）

昭和60年４月２日から平成９年４月１日までに生まれた人で、保健
師資格を取得している人

若干名

一般事務職
（障がい者対象）

上級
（大卒程度）

昭和55年４月２日から平成９年４月１日までに生まれた人で、身体障害者
手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳のいずれかの交付を受けている人

若干名

市任期付職員採用試験（令和２年８月１日採用）
試験区分

受験区分

受験資格

募集人数

一般事務職
任期付フルタイム 昭和32年４月２日から平成９年４月１日までに生まれた人で、身体障害者
（障がい者対象）
（３年任期）
手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳のいずれかの交付を受けている人

若干名

2020.4 Shiki City
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市からのおしらせ

第６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
参加者・ボランティア募集 《いろは健康ポイント対象事業》 問合せ／健康政策課 内線2472
新型コロナウイルス感染症の状況により、大会が中止・延期になる場合があり
ます。あらかじめご了承ください。最新の情報は、市ホームページをご覧くだ
さい。
今年で６回目を数える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は、志木市制施行50周年記
念大会として、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
（予定）
／５月17日
（日） 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１人100円引き
※ポールをレンタルする場合は別途500円

コード

QR

◀市ホームページ

事前申込方法／４月23日
（木）
までに次のいずれかの方法でお申し込みください
①インターネットで申込み
市ホームページまたは右記のQRコードから、お申し込みください。
②電話で申込み
☎0570
（039）
846 受付：平日10時〜17時30分
③FAXで申込み

60120（37）8434

▼FAXで申し込む場合は、市ホームページまたは大会募集チラシの専用申込用紙をご利用ください。
※上記のお申し込み以外にも、４月24日（金）から５月８日（金）までの平日のみ、健康政策課（第１庁舎）で臨時
受付を行います。
申込方法の問合せ／スポーツエントリーカスタマーサポート ☎0570
（039）
846 受付：平日10時〜17時30分

ボランティア募集

第６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の運営を支えるボランティアを募集します。
皆さんの温かいサポートが大会を盛り上げます！

▽一般ボランティア

対象／18歳以上の人（高校生は除く）
応募資格／次の要件をすべて満たす人

第６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中、指定の場所・時間で活動が可能な人
主催者が定めるボランティア参加の注意事項を遵守し、活動できる人
屋外での立ち作業が中心になるため、体力に自信のある人

内容／コース上での誘導補助など
活動時間／応相談

▽中学生ボランティア
対象／市内在住・在学の中学生
内容／メイン会場のゴール付近での声援など
活動時間／11時〜14時（予定）

▽共通
募集期間／４月１日（水）〜24日（金）
定員／50人
（先着順）

9
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▲昨年の中学生ボランティアの皆さん

市からのおしらせ

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2215

市では、複雑・多様化する行政需要に対応するため、４月１日から組織が変わります。
担当事務

改正前

市の主要政策に関すること

改正後

新設

市長公室

公共施設マネジメントに関すること

新設

公共施設マネジメント推進室

ICT戦略に関すること

新設

ICT戦略室

総合的な福祉相談に関すること

新設

基幹福祉相談センター

人事、情報政策、文書管理、財産管理等に関すること

企画部

総合行政部

地域福祉施策や高齢者福祉施策に関すること

健康福祉部

福祉部

子育て施策や健康づくり施策に関すること

健康福祉部

子ども・健康部

人権施策に関すること

企画部 市政情報課
（人権推進室）

市長公室 秘書政策課
（人権推進室）

庁舎の管理に関すること

総務部

シティプロモーションに関すること

新庁舎建設推進室

市民生活部
総務部

総合行政部

行政管理課

産業観光課

総合行政部

市政情報課

総務課

総合行政部

行政管理課

健康福祉部 福祉課
（地域共生社会の推進、障がい者福祉など）
課名変更

健康福祉部 福祉課
（民生委員、保護司、生活保護など）

福祉部
福祉部

共生社会推進課
生活援護課

健康福祉部 子ども家庭課
子ども・健康部 子ども支援課
（児童福祉、児童手当、子ども医療など）
健康福祉部 子ども家庭課
（保育園、学童保育など）

国民健康保険の異動届出は14日以内に

子ども・健康部

問合せ／保険年金課

保育課

内線2462

国民健康保険の加入や資格がなくなる場合には届出が必要です。加入の届出が遅れると、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、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

・転出証明書（国保加入者であったことがわかるもの）

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

2020.4 Shiki City
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市からのおしらせ

志木市の将来を担う子どもたちの
笑顔の写真&ショートメッセージを募集

問合せ／いろは遊学館
☎048
（471）
1297

いろは遊学館では、志木市制施行50周年を記念して、志木市の将来を担う子どもたちの笑顔の写真とショー
トメッセージを募集します。応募のあった写真とショートメッセージは10月に開催される「第18回いろはふれ
あい祭り」
で展示します。皆さんからのご応募をお待ちしています。

募集期間／４月10日
（金）
〜６月30日
（火）
応募方法／応募用紙に写真を貼付（写真の裏面に氏名記入）
、住所、氏名、年齢、ショートメッセージ、電話番号
を記入のうえ、郵送または直接、いろは遊学館へ
（詳細はチラシ・応募用紙を参照 応募写真返却不可）
※持参の場合は８時30分〜22時
（月曜日、４月29日
（水）
は休館）
、５月３日
（日）
〜６日
（水）
は17時まで
宛先／〒353‑0004 志木市本町１‑10‑１ いろは遊学館事務局

チラシ・応募用紙配布場所／教育総務課（第１庁舎）
、市民活動推進課（第２庁舎）
、総務課（第３庁舎）
、健康増進
センター、柳瀬川駅前出張所、柳瀬川図書館、宗岡公民館、宗岡第二公民館、いろは子育て支援センター、西
原子育て支援センター、いろは遊学館

皆さんからのご意見をお待ちしています
令和２年度意見公募手続の実施予定 問合せ／秘書政策課

内線2216

令和２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、広報しきや市ホーム
ページ、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。

令和２年度中に意見公募手続を予定している案件
案件名

公表時期（予定）

問合せ

いろは親水公園の魅力倍増に向けた基本計画の素案

７月

都市計画課
内線2521

志木市将来ビジョン
（第５次志木市総合振興計画）
後期実現計画及び
きょう じん
志木市地域強靱化計画の素案／
第二期志木市まち・ひと・しごと創生総合戦略の素案

９月

秘書政策課
内線2216

第６次志木市男女共同参画基本計画の素案

９月

人権推進室
内線2217

志木市国民保護計画の変更の素案

11月

防災危機管理課
内線2322

志木市生涯学習推進指針の改定の素案

12月

生涯学習課
内線3131

志木市高齢者保健福祉計画・第８期志木市介護保険事業計画の素案

12月

長寿応援課
内線2428

第６期志木市障がい福祉計画・第２期志木市障がい児福祉計画の素案

12月

共生社会推進課
内線2411

令和３年１月

環境推進課
内線2311

未定

公共施設マネジメント推進室
内線2215

第二期志木市空き家等対策計画の素案／
志木市災害廃棄物処理計画の素案
市民会館・市民体育館再整備基本計画の素案

11

※令和２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。
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市からのおしらせ

４月12日
（日）は、
志木市議会議員一般選挙の投票日です
4月号
2020

投票日

４月 12日

日

投票時間：７時〜20時

政策版

告示日・立候補受付／４月５日（日）
投票場所／郵送する投票所入場券でご確認く
ださい
開票日時／４月12日（日） 20時50分〜
開票場所／市民体育館
※投開票速報は、市ホームページからご覧に
なれます。

問合せ／選挙管理員会事務局
内線2851

期日前投票

４月６日 月 〜４月 11日 土
期日前投票所の場所が変わります

市庁舎の建て替え工事に伴い、期日前投票所は以下のとおり
となります。ご理解、ご協力のほど、よろしくお願いします。
旧志木駅前出張所（マルイのビルの１階）
／８時30分〜20時
※駐車場サービス券は発行していません。
総合福祉センター（４階406会議室）
／９時〜20時
柳瀬川図書館（２階視聴覚室）／10時〜19時
※４月11日（土）は10時〜18時
※駐車場はありません

この選挙は、私たちの暮らしに直接結びつく身近で、今後の市政の行方を左右する市民の代表を選ぶとても
大切な選挙です。貴重な一票を大切に、皆さんそろって投票しましょう。

投票できる人

年齢／平成14年４月13日までに生まれた人
※ただし、投票日(期日前投票をする人については投票する日)までに、志木市から転出した人や公民権停止中
の人は投票できません。
住所／令和２年１月４日までに志木市に転入の届出をし、引き続き市内に居住する人

入場券を忘れずに

有権者には、封書にて世帯全員の投票所入場券を郵送しますので、大切に保管してください。
なお、入場券が届かなかったり、紛失した場合は、投票所の係員に申し出てください。入場券の二重発行によ
る不正を防ぐため、郵送などの入場券の再発行はしていませんのでご了承ください。
※投票所入場券の配達が遅れることもありますが、投票所入場券がない場合でも、投票はできます。

投票日に都合の悪い人は期日前投票ができます

期日前投票をする人は、入場券裏面に印刷されている宣誓書に必要事項を事前に記入しておくと受付がスムー
ズです。
仕事や親族などの冠婚葬祭で投票所に行けない場合
病気やけが、出産などで歩くことが困難な場合

旅行や帰省などで投票区内に不在の場合

不在者投票・郵送等投票

詳しくは、お早めに選挙管理委員会までお問い合わせください。
期日前投票期間中に投票ができない人は、滞在地の選挙管理委員会で不在者投票ができます。

不在者投票所として指定された病院や老人ホームに入院、入所している人は、施設内で投票ができます。
身体が不自由な人は、郵便などによる投票ができます。

代理投票・点字投票 投票所の係員に申し出てください。
身体が不自由な人や自分で字が書けない人は、係員が代筆します。

また、目の不自由な人のために、投票所には点字器と点字用投票用紙を用意しています。

カパルの投票済証明書をお渡しします！

各投票所ごとに希望者先着100人にカパルの投票済証明書をお渡しします。お気軽にお声かけください。

新型コロナウイルスの対応について

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、入り口にアルコール消毒液を置いていますのでご利用ください。
また、投票用紙に記入するための鉛筆（黒色）の持参を認めています。

2020.4 Shiki City
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新型コロナウイルス感染症の状況により、イベント等が中止・延期となる場合があります。詳しくは、市ホームページ等をご覧ください。

▼指定文化財の公開 生涯学習課 内線３１４３

国指定重要有形民俗文化財
志木の田子山富士塚
はや し

市指定文化財 宿組の囃子

とき／4月10日㈮・13日㈪・16日㈭・19日㈰・22日㈬・24日㈮・27日㈪・30日㈭、5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） ☎048（471）0049
※説明ガイドを希望する場合は、ご連絡ください
４月19日㈰
10時〜（1時間程度）

ところ／天神社
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

₄月号

2020
利用時間／8時30分～22時

おしらせ版

（４７５）
００１１ 6０４８
（４７５）
００１４
▼総合福祉センター ☎０４８
上宗岡1-5-1

（４７３）
７５６９ 6０４８
（４８７）
６７６５
▼福祉センター ☎０４８
開所時間／9時～16時30分

上宗岡1-5-1（総合福祉センター2階）

（４７６）
４１２２ 6０４８
（４７６）
４０００
▼第二福祉センター ☎０４８
開館時間／9時～16時30分

※日曜日、祝休日はお風呂の利用はできません

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（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、ギター、アコーディオン、
ハーモニカ、リコーダーなど

4月16日㈭
10時〜11時30分

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

開所時間／8時30分～17時15分

開所時間／8時30分～17時15分

ヤオコー無料出張相談会

「広報しき」
音訳 CD の貸出

担当地区／柏町

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

（４８５）
２１１３ 6０４８
（２３５）
７８４２
せせらぎ ☎０４８

休所日／日曜日、祝休日

▼高齢者あんしん相談センター

本町2-10-50

（４８５）
５６１０ 6０４８
（４８５）
５６１１
館・幸町 ☎０４８

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

（４８６）
５１９９ 6０４８
（４７６）
４０００
柏の杜 ☎０４８

休所日／日曜日、祝休日

▼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

（４８６）
０００３ 6０４８
（４８６）
４０８７
ブロン ☎０４８

休所日／日曜日、祝休日

▼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

柏町3-5-1

担当地区／宗岡北圏域（宗岡中学校区）

中宗岡1-19-51

（４８５）
５０２０ 6０４８
（４８５）
５０２１
あきがせ ☎０４８

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）

中宗岡3-25-10

とき／4月21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

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（第3庁舎）、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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新型コロナウイルス感染症の状況により、イベント等が中止・延期となる場合があります。詳しくは、市ホームページ等をご覧ください。

▼柳瀬川図書館
えほんのじかん

4月11日㈯・18日㈯・25日㈯
11時〜11時30分

内容／おすすめ絵本のよみきかせ
対象／3歳くらい〜小学生 申込み／不要

おはなし会

5月2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歳くらい〜大人 申込み／不要

（４７１）
１４７８
▼いろは遊学図書館 ☎０４８

（４７１）
１８６３
6０４８

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29日㈬・30日㈭

本町1-10-1

おもしろクラブ

4月4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

よみきかせ

4月7日㈫・14日㈫・21日㈫・28日㈫
13時30分〜13時45分
4月18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

おはなし会

4月11日㈯、5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

4月25日㈯
11時〜11時30分

内容／絵本のよみきかせ

（４７４）
７６６６
▼市民体育館 ☎０４８
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

対象／3歳くらい〜小学生

対象／保護者同伴の0歳〜2歳児

（４７６）
９３０３
6０４８

休館日／偶数月の第1月曜日

※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／①4月7日㈫・23日㈭ 10時30分〜、14時〜 ②4月1日㈬・15日㈬ 14時〜、19時〜 ③4月5日㈰・
12日㈰・19日㈰・26日㈰・29日㈬ 10時〜、13時30分〜、15時30分〜 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7人（要予約） 受講料／170円(市内在住・在勤・在学の人)、340円（その他の人） 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 ※講習会含む2時間の利用が可能です

（４７３）
４３６０
▼秋ケ瀬スポーツセンター ☎・6０４８

開所時間／8時30分～21時 休所日／4月6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 ※パークゴルフ場は9時からの利用となります 休所日／4月6日㈪ ※令和元年台風第19号による水害
に伴い、屋外施設の全部または一部が使用できない場合があります ご予約・ご利用の際は、施設にお問い合わせください

GENKI 増進プログラム
「わくわく健康体操」

毎週木曜日
11時〜12時
（不定期休講あり）

▼市民会館

内容／無理なく体を動かし健康な体作りを目指しましょう 老若男女問わず参
加できます 対象／どなたでも 参加費／1回300円 持ち物／タオル、室内
シューズ、飲み物

（４７４）
３０３０ 6０４８
（４７６）
２５２６
パルシティ ☎０４８

開館時間／８時30分～22時 休館日／4月6日㈪
本町1-11-50 http://www.sbs.or.jp/

舞台
「たぬきと狸とタヌキ」
公開ゲネプロ公演

とき／5月28日㈭

※駐車場も終日利用できません
さかきばらいく え

14時開演（13時30分開場） 内容／榊原郁恵出演舞台の公開ゲネプロ

※公開ゲネプロと

おかもとれい

は、舞台上で本番どおりの衣装、進行で行われる公開リハーサルです 出演／榊原郁恵、岡本麗
チケット／1,000円（全席指定・税込） ※未就学児入場不可 チケット発売／4月11日㈯
※客席に機材、関係者席が配置されるため、一部お座りいただけない席があります

「キエフ・クラシック・バレエ」 とき／10月9日㈮ 18時30分開演（18時開場） 内容／歴史と芸術豊かなウクライナより、若さと気品あふれ
チャイコフスキー夢の３大バ るバレエ団が再来日!バレエ界最高傑作からいいとこどりの豪華ガラ公演! チケット／3,800円（全席指定・税
込） ※4歳以上入場可（3歳以下入場不可） ※チケット好評販売中
レエ～名場面集～

（４８７）
４６１１ 6０４８
（４７６）
７２２２
▼西原ふれあいセンター ☎０４８
開館時間／9時～22時

幸町3-4-70（健康増進センター２階）

（４７１）
０５７３
▼郷土資料館 ☎・6０４８
開館時間／9時30分～16時30分

まが玉作り教室

休館日／月曜日、4月7日㈫、5月7日㈭

毎週土曜日
午前の部：10時受付
午後の部：13時受付

中宗岡3-1-2

対象／小学生以上 定員／各20人
申込み／不要 ※雨天中止

（４７４）
５４１１
▼旧村山快哉堂 ☎０４８
開館時間／10時～16時

開館日／金・土・日・月曜日、4月29日㈬、5月5日㈫・6日㈬

中宗岡5-1
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（４７３) ３８１１ 6０４８
（４７６) ７２２２
▼健康増進センター ☎０４８
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 ☎048
（476）7333
く第2・4土曜日（9時～17時）も受付します(健康増進センターの電話は通じません)

※妊娠届については、祝休日を除

１歳６か月児健診

4月14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30年9月出生児

３歳児健診・フッ化物塗布

4月22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12月出生児

とき／5月9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など 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） 申込み／5月8日㈮までに健康増進センターへ

パパママ学級

（４７１）
１２９７ 6０４８
（４７１）
１２５２
▼いろは遊学館 ☎０４８
利用時間／9時～22時

応援しよう
赤ちゃんファミリー
なかまほいく2020春
（全10回）

5月3日㈰～6日㈬は17時閉館

5月7日㈭
10時〜11時30分

休館日／月曜日、4月29日㈬

本町1-10-1

内容／わらべうた 対象／1歳未満とその家族
※皆さん気軽にお越しください

とき／5月8日・15日・22日・29日、6月5日・12日・19日・26日、7月3日・10日の各金曜日 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・仲間作りなど 対象／6か月〜3歳の子どもとそ
の保護者 定員／14組 参加費／6,000円 ( 全10回分、保険代含む ) 申込み／4月1日㈬から14日㈫までに
NPO 法人志木子育てネットワークひろがる輪ホームページ [http://hirogaruwa.com/nakama_hoiku/] まで
ほし の は ん え も ん

志木のまち歴史公開講座

大人の陶芸教室（全4回）

内容／星野半右衛門の生涯と「星野半右衛門日記」 対象／一般成人

5月10日㈰
13時30分〜15時30分

かみやま けんきち

定員／80人 講師／神山 健吉さん（前志木市文化財保護審議会長）
持ち物／筆記用具 ※当日、直接お越しください
とき／5月26日㈫、6月2日㈫・30日㈫、7月14日㈫ 9時〜12時 内容／湯呑茶碗を作ろう ! 対象／一般成人
定員／10人（申込み多数の場合は抽選） 参加費／500円 (1人につき ) 持ち物／タオル（手ふき用）、エプロン、
筆記用具、レジ袋（3枚） 申込み／4月1日㈬から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

（４７２）
９３２１ 6０４８
（４７２）
９３２２
▼宗岡公民館 ☎０４８
利用時間／9時～22時(図書室
中宗岡4-16-11

初心者のための
パソコン個別指導

9時30分～17時)

休館日／図書室のみ4月30日㈭

毎週土曜日（4月18日は除く） 内容／インターネット、Word などの個人指導
10時〜12時
申込み／希望日の前日まで（予約制）

対象／一般成人

よみきかせ

4月1日㈬・8日㈬・15日㈬
11時15分〜11時45分

内容／絵本のよみきかせ

赤ちゃんと絵本のふれあい

4月22日㈬
11時15分〜11時30分

内容／赤ちゃん絵本のよみきかせ 対象／0歳〜2歳児と保護者

おやこ広場（全５回）

とき／5月14日・21日・28日、6月4日・11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歳〜3歳未満の子どもと親 定員／20組 ( 先着順） 申込み／5月7日㈭までに電話か来館

対象／乳児から

申込み／不要
申込み／不要

（４７５）
００１３ 6０４８
（４７５）
００１４
▼宗岡第二公民館 ☎０４８
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30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
えほんであそぼ
志木おもちゃクリニック

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

毎週木曜日
15時30分〜16時

内容／絵本のよみきかせ 対象／どなたでも
※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

5月2日㈯
〈受付〉13時30分〜15時

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

（４７３）
８６２１
▼ふれあい館「もくせい」 ☎０４８
利用時間／9時～17時

休館日／4月11日㈯13時～12日㈰

4月11日㈯
11時〜12時

体幹体操

館1-4-1（志木第四小学校北校舎内）

内容／姿勢を見つめ直し、正しくする
申込み／4月8日㈬までに電話か来館

（４８７）
２００４ 6０４８
（４８７）
２０３９
▼柳瀬川図書館 ☎０４８
利用時間／火～金曜日
館2-6-14

赤ちゃんのえほんのじかん
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9時30分～19時

土・日曜日、祝休日

4月4日㈯・15日㈬、5月2日㈯
11時〜11時30分

9時30分～18時

対象／どなたでも

定員／20人

休館日／月曜日、4月30日㈭

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歳〜2歳児と保護者 申込み／不要

新型コロナウイルス感染症の状況により、イベント等が中止・延期となる場合があります。詳しくは、市ホームページ等をご覧ください。

（４４５２）
１５３８
▼子育て支援センター「ぷちまある」 ☎０８０
利用時間／10時～15時 休所日／土・日曜日、祝休日、4月6日㈪
本町1-11-50(市民会館内） https://puchimaaru.com/

ぷち栄養相談

4月16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

（４２３）
６６７５
▼子育て支援センター「めばえ」 ☎０４８
利用時間／9時～16時 休所日／土・日曜日、祝休日
館2-6-15
（館第二すぎのこ保育園2階） http://suginoko-niiza.jp
4月27日㈪・28日㈫
10時〜11時30分

身体測定

内容／身長、体重の計測

対象／未就学児

（４８６）
５５１１
▼児童発達相談センター「すきっぷ」 ☎０４８
利用時間／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／4月16日㈭ 9時30分〜11時 4月27日㈪ 14時〜15時30分 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

4月24日㈮
10時〜11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 対象／未就学児と保護者
申込み／不要、直接会場へ

（４８５）
３１００ 6０４８
（４８７）
７５３３
▼児童センター ☎０４８

利用時間／9時～17時 ※4月13日㈪、5月11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
児セビクス
「ＹシャツとＴシャツとわたし」 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
※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

対象／未就学児と保護者

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

なかよしランド
｢アスレチックランド｣

4月21日㈫
10時30分〜11時30分

内容／体を使って楽しめる遊具で遊びましょう
対象／未就学児と保護者 ※宗岡子育て支援センター共催

こどもスペシャル

5月2日㈯〜6日㈬

内容／ガラガラくじやプラレール ® ひろばなどを楽しみましょう
対象／未就学児〜18歳未満（未就学児は保護者同伴）

令和２年度児童センター
ジュニアリーダー
会員募集

とき／第1回ミーティング5月30日㈯ 10時30分〜11時30分 内容／児童センターのイベントに参加したり、お手
伝いをしたり、自分たちであそびの計画を立てる「リーダーの会」です 対象／小学3年生〜中学生 定員／12人（先
着順） 申込み／4月11日㈯から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

（４７３) ３８１１ 6０４８
（４７６) ７２２２
▼健康増進センター ☎０４８
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 ☎048
（476）7333
く第2・4土曜日（9時～17時）も受付します(健康増進センターの電話は通じません)

こんにちは赤ちゃん
訪問事業（随時）

※妊娠届については、祝休日を除

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日以内の産婦

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をサポート 対象／産後90日以内（多胎児の場合は、応相談）の
育児サポート事業（随時） 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 ) 申込み／利用希望者は、事前の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21日㈫
〈受付〉13時10分〜14時
4月21日㈫
14時10分〜、14時40分〜
4月15日㈬
〈受付〉13時10分〜14時

内容／問診、身体計測、診察など
対象／令和元年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／令和元年12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
内容／問診、身体計測、診察など
対象／令和元年6月出生児

2020.4 Shiki City
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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）。

新型コロナウイルス感染症の状況により、イベント等が中止・延期となる場合があります。
詳しくは、市ホームページ等をご覧ください。

は「子育て情報」です。

イベントカレンダー
QR コード

（４８６）
６８８８ 6０４８
（４７２）
５２５１
▼いろは子育て支援センター「にこまある」 ☎０４８
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 ※4月1日㈬は12時～16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／4月9日㈭・10日㈮・16日㈭・17日㈮・23日㈭・24日㈮、5月8日㈮ 10時40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
クーポンランチ（幼児食）
児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

ランチで食育（離乳食）

とき／4月14日㈫・21日㈫・28日㈫ 10時40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〜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260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

お父さん広場

4月25日㈯ 10時〜11時
〈受付〉9時30分〜10時

内容／お父さんと吹くあそび・お花紙で遊ぼう
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

赤ちゃん広場

4月27日㈪ 14時30分〜15時30分
〈受付〉14時〜14時30分

内容／赤ちゃんとママのふれあいあそび
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

4月30日㈭
10時30分〜11時30分

ところ／かしわ公園 内容／親子自由あそび 対象／未就学児と保護者
※10時10分にセンターの玄関に集合・出発 ※天候不良の場合は中止

（４７２）
７１１２
▼西原子育て支援センター「まんまある」 ☎・6０４８

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 ※4月1日㈬は12時～16時30分
幸町3-9-52（西原保育園2階） https://manmaaru.com/
休館日／日曜日、祝休日、第2・4・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1・3土曜日

９時30分～15時30分

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10日㈮・17日㈮・24日㈮、5月8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

ひろがる輪のおたのしみ

4月14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

カプラブロックであそぼう

4月18日㈯
9時30分〜14時45分

内容／午前と午後のあそびの広場で自由にあそべます
対象／未就学児と保護者

ボールプール

4月20日㈪
9時30分〜15時30分

内容／午前と午後のあそびの広場で自由にあそべます
対象／未就学児と保護者 ※毎月20日前後に実施しています

まんまあるあそぼう会

4月22日㈬
9時30分〜11時

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

（４８５）
３１０２ 6０４８
（４８７）
７５３３
▼宗岡子育て支援センター「ぽけっと」 ☎０４８
利用時間／9時～17時 ※4月13日㈪、5月11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」

毎週土曜日
①9時30分〜12時
②13時〜16時

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／①未就学児と家族（小学生以上も可） ②未就学児と保護者
参加費／1家族100円 ※色紙を1枚お渡しします ※児童センター共催

身体測定
「おおきくなったね」

4月9日㈭・23日㈭
10時〜11時15分

内容／身長、体重の計測
※児童センター共催

たんぽぽ広場

4月14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）

専門相談

とき／①4月16日㈭ 15時〜16時 ②4月20日㈪ 10時30分〜11時30分 ③4月24日㈮ 10時〜11時30分
内容／①まんま相談 ②健康相談 ③巡回発達相談 相談員／①栄養士 ②小児科専門医 ③公認心理師
対象／未就学児と保護者（子は不在も可）
4月17日㈮、5月5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

パパのぽけっと

5月2日㈯
9時30分〜11時50分

内容／広場いっぱいにトミカ ®やプラレール ®を広げて遊びましょう
対象／未就学児とお父さん（お母さんの参加も可）

ミニミニ講座

5月7日㈭
11時30分〜11時50分

内容／子どもの目線体験
対象／未就学児と保護者

お誕生手形の日
「かわいいおてて」
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対象／未就学児と保護者
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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

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
4月1日（水）
・22日（水）9時30分〜12時
4月8日（水）
・1₅日（水）9時30分〜12時、13時〜1₅時30分
（電話予約制・他の弁護士に依頼し、係争中のものは不可）

法律

弁護士

行政

行政相談委員 4月1₆日（木）、5月21日（木）9時30分〜12時

人権

人権擁護委員 4月7日（火）、5月12日（火）9時30分〜12時

年金
消費生活

就職・キャリア個別相談

税理士
市職員

4月9日（木）13時〜1₆時30分（予約制で1人30分、7人まで）
4月2₆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・問合せ／消費生活センター（第2庁舎） 内線3200

職業相談員

4月1₆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

☎（4₆₈）1₇1₇

第1・3金曜日（祝休日は休み）10時〜14時
心理カウンセラー 第2・4火曜日（祝休日は休み）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〜）
5月14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

問合せ／産業観光課

内線21₆4

ところ／第2庁舎

問合せ／建築開発課

内線2₅34

ところ／第1庁舎

問合せ／環境推進課

内線2311

ところ／第1庁舎
問合せ／子ども支援課 ☎（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・問合せ／教育サポートセンター
☎（4₇1）2211
kyouiku-s@city.shiki.lg.jp

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（第1庁舎）
70120（4₅₅）₈₇4 ☎・5（4₇₆）2330

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

精神科医

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

※4月13日（月）、5月11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

月〜金曜日(祝休日、4月6日（月）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／子ども支援課（第1庁舎）
問合せ／健康増進センター ☎（4₇3）3₈11

4月13日（月）14時〜1₆時（予約制で3人まで）

心理カウンセラー 5月7日（木）14時〜1₆時30分（予約制で3人まで）
第1・3金曜日（祝休日は休み）10時〜14時
心理カウンセラー 第2・4火曜日（祝休日は休み）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

談

保健師・保育士

相

ボランティア

ところ／第1庁舎

臨床心理士など 月〜土曜日（祝休日は休み）9時〜1₇時

福祉総合
障がい者等

内線24₆₇

ところ／教育サポートセンター
問合せ／生涯学習課 内線3130

（予約不要）
まちなか保健室 保健師・社会 第1・3日曜日（要予約）、第2・4日曜日
（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）

問合せ／保険年金課

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

月〜金曜日（祝休日は休み）9時〜1₇時

キャリアカウ 4月6日（月）10時〜12時 4月20日（月）14時〜1₆時
ンセラー
（予約制で1人1時間程度） ※2週間前から予約開始

未就学児の子育て 保育士など

こころ

内線2240

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

月〜金曜日、第2・4土曜日（祝休日は休み）

妊娠・出産

内線2232

ふれあい

児童発達

問合せ／課税課

ところ／第1庁舎

インターネット・トレー
専門相談員
ディングカードなど

子どもと家庭

ところ／第1庁舎

社会保険労務士 木曜日（祝休日は休み）13時〜1₇時（予約制）

不動産無料相談会 専門相談員

教育

ところ／第1庁舎
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
ところ／第1庁舎
問合せ／収納管理課

マンション管理相談 マンション管理士 4月2₇日（月）13時30分〜1₆時30分（予約制）

女性

☎（4₅₆）₆021

くらし

職業紹介・相談

内線2133

健 康

休日納税相談

ところ／第1庁舎
問合せ／総合窓口課

弁護士・司法【法律専門職による相談】第1・3月曜日、火・金曜日 13時〜1₇時
ところ／第1庁舎
書士・社会福【福祉専門職による相談】月〜金曜日 9時〜1₇時（祝休日は休み）
問合せ／後見ネットワークセンター
※予約優先
祉士など

【英語】4月9日（木）
・21日（火）、5月7日（木）10時〜12時
市民通訳
【中国語】4月9日（木）、5月7日
（木）14時〜1₆時
外国人住民の暮らし
ボランティア 4月20日（月）10時〜12時
【ベトナム語】4月1₇日（金）14時〜1₆時
税務

ところ・問合せ・そのほか

講座 ・ 研修会

成年後見

イベント

相談種類

集

相談ガイド

募

5月2日（土）から6日（水）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／共生社会推進課 Ｆ 048（473）1118 内線2430

連休中の
手話通訳者
派遣

月〜金曜日（祝休日は休み）
8時30分〜1₇時1₅分

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／第1庁舎
問合せ／子ども支援課

☎（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
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くらしの情報
新型コロナウイルス感染症の状況により、イベント等が中止・延期となる場合があります。

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 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。

と こ ろ

内 容 ・ 連 絡 先
ボーイスカウトの目的や活動内容

イベント

ボーイスカウト入団説明会

4月5日（日）

及び体験入隊

10時〜12時

入会金／3,000円 月会費／1,500円
（別途キャンプなど）
かねもと

連絡先／ボーイスカウト志木第1団 包本 ☎048（474）8640（19時以降
にお願いします）

合気道連盟
（志木合氣会）
初心者教室

講座 ・ 研修会

女性囲碁入門講座
（まったくはじめての人）
募集

健 康

空手の無料体験

4月11日（土）
・18日（土）
・
25日（土）

市民体育館

26日（日）

み

いろは遊学館

15時〜16時
4月18日（土）
・19日（日）
15時〜16時

パイプオルガンコンサート

13時30分〜

くらし

5月23日（土）、

参加費／2,000円
（スポーツ保険など）
わ

連絡先／三輪 ☎080
（1078）
7905

4月12日（日）
・19日（日）
・

4月25日（土）

慶應志木
「校内自然観察会」
の

初心者
（中学生以上）
を対象に合気道の入門講習

15時15分〜16時15分

立教大学

市民体育館

立教学院聖パウロ
礼拝堂
（新 座 チャ
ペル）

囲碁をはじめから覚えたい 参加費
（3日間）／500円
う

い

連絡先／女性囲碁グループ・アミイの会 宇井 ☎090
（2918）
6591

空手の基本技、基本動作など
けん

わ

かい

く れ ばやし

参加費／無料 連絡先／拳和会 紅林 ☎090
（5494）
6987
ジ ェ ー ム ス

ダ

ウ

ソ

ン

演奏者 James Dawson 参加費／無料
連絡先／立教大学チャプレン室事務課 ☎048
（471）
6638

慶 應 義 塾 志 木 高 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
［http://

9月19日（土）

等学校
（正門集合、 www.shiki.keio.ac.jp］
をご参照ください

14時〜16時

当日案内あり）

Dance Circle エメロード

毎週水曜日

西原ふれあいセン Shall we Dance!!

会員募集

19時〜21時

ター

ご案内

参加費／無料 連絡先／慶應志木高校 荒巻 ☎048
（471）
1361

ふれあい

あおい

月会費／3,000円 連絡先／葵 ☎048
（481）
6903

毎月第2・4土曜日
会員募集

9時30分〜11時

〜健康づくりをウォーキング （集合：9時15分）

相 談

で！！〜

※8月 と12月 の 第4土 曜

村山快哉堂
（志 木
市役所旧庁舎前）

市内5km を1時間くらいゆっくり歩きます
入会金／500円 年会費／1,000円 参加費／無料
（会員以外の人は1回
100円） 連絡先／志木健康づくり歩こう会 荒井 ☎070
（3828）
3451

日は休み
男の広場
会員募集
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いろは遊学館
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随時（月1回くらい）

いろは遊学館

定年後の男性の仲間づくり、親睦を図り生きがいを高めます
年会費／2,000円 連絡先／佐藤 ☎048
（474）
9656

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

に受け取ることができるのか。万が
一亡くなった場合、残された家族に
支給される年金があるのか。複雑な

▽ 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
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
じた審査があるため、該当しない場
合もあります。あらかじめご了承く
ださい。

柳瀬川駅前出張所・志木市役所出
張所（仮設）
▼ 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

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証も
お持ちください。
▽ 共通
問 保険年金課 内線2467

特別児童扶養手当、特別障害者手当等の手当額変更のお知らせ
▽ 令和2年度（月額）
名称

金額

対象

特別児童扶養手当1級 52,500円 精神または身体に一定の障がいがある20歳未
特別児童扶養手当2級 34,970円 満のお子さんを家庭で育てている父母など

障害児福祉手当

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）
14,880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

経過的措置による
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人
14,880円
のうち、特別障害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）

談

特別障害者手当

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する
27,350円
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）

相

内線2466

れます。
令和2年度 月額16,540円
（4月〜令和3年3月）

保険年金課（第1庁舎）、

ふれあい

▽ 共通
問 保険年金課

▽ 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

くらし

ご利用には
「ねんきんネット」への
登録が必要です。
問 日本年金機構
☎0570
（058）
555

国民年金のお知らせ

健 康

金について、手続きを代行します。
▼ 障害厚生年金とは、厚生年金加入
中の病気やけがで障がいが残った
とき、障がいの程度に応じて受け
取ることができる年金です。
日 毎週木曜日 13時〜17時
▼ 事前予約制
▼ 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
（第1庁舎）
▽ 具体的な年金見込額を相談できます
対 50歳以上の人
申 相談希望日の2週間前までに予約
▼ 事前に相談票などの提出が必要です。
予約 電話または直接、保険年金課
（第1庁舎）
へ
▽「ねんきんネット」をご利用ください
年金情報をインターネットで手軽
に確認できる
「ねんきんネット」。年
金記録の確認や年金見込額の試算を
することができます。

☎ 048（473）1111（代表） FAX 048（474）4384

講座 ・ 研修会

年金制度や請求方法をわかりやすく
アドバイスします。
また、請求手続きが難しく、年金事
務所でしか手続きできない障害厚生年

HP …ホームページ

イベント

金の専門家、社会保険労務士による
相談会を定期的に開催しています。
今まで納めてきた年金をどのよう

Ｅ …Eメール

集

市では、公的年金制度に対する理
解を深めていただくことを目的に年

Ｆ …FAX

募

年金相談をご利用ください

問 …問合せ

▽ 支給月
特別児童扶養手当

4月、8月、11月の年3回、それぞれの前月分までを支給
特別障害者手当等 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 共生社会推進課 内線2414
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くらしの情報
新型コロナウイルス感染症の状況により、イベント等が中止・延期となる場合があります。詳しくは、市ホームページ等をご覧ください。

募

くらし

志木市社会教育関係団体
（事業費）補助金

集

Life

八ケ岳自然の家
イベント

4月18日
（土）から営業を開始しま
す。皆さんのご利用をお待ちしてい
ます。
自然の家では、季節の行事や高原
散策ツアーなど、さまざまなイベン

講座 ・ 研修会

トを開催予定です。詳しくは、ホー
ムページなどでお知らせします。

健 康
くらし
ふれあい

予約開始 4月1日
（水）
申 利用しようとする日の2か月前か
ら3日前までに、ホームページ、
FAX または電話で受付
▼ 宿泊学習などのため利用できない
日があります。詳しくは、お問い
合わせください。
問 志木市立八ケ岳自然の家
☎0267
（98）
2297
Ｆ 0267
（98）
3677
HP https://www.shiki-yatsugatake.

相 談

com
〒384-1302 長野県南佐久郡南
牧村大字海ノ口字八ヶ岳2255-1
上信越自動車道
佐久IC

八ヶ岳

須玉IC

21

海

線

野辺山駅

JR
小

長坂IC

新潟方面

関越自動車道

佐久
甲州
街道

諏訪・長野・名古屋方面

八ケ岳自然の家

軽井沢IC

長野・上越方面

八王子
JCT
中央自動車道

Shiki City 2020.4

鶴ヶ島
JCT

道

央

圏

所沢方面

東京方面

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（近隣
住民を含む）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

火災予防普及啓発ポスター
デザイン決定
県南西部消防本部では、志木市保
安防火安全協会長賞を受賞された関
根遥香さん（宗岡中学校2年生）に表
彰状の授与を行いました。
火災予防普及啓発ポスター事業
は、
「火の用心」をテーマに、朝霞地
せき

ね

は る

か

区四市（志木・朝霞・和光・新座市）の
中学生が制作した図画からポスター
を作成し、火災予防の普及啓発に役
立てるもので、今年度応募総数277
点の作品を審査した結果、八鍬俊輔
さん（和光市立第二中学校2年生）の
作品が最優秀賞に選ばれました。
最優秀賞作品は、令和2年消防本
部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に掲示
し、より多くの皆さんに火災予防を
呼びかけます。
問 県南西部消防本部予防課
☎048（460）0121
や

く わ しゅん す け

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8日
（金）までに、所定の申請
書、事業計画書、予算書［生涯学

習課
（第2庁舎）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

▲志木市保安防火
安全協会長賞

▲最優秀賞

市・県民税申告の申告期限
延長について
延長後の申告期限 4月16日（木）
受付場所 課税課（第1庁舎）
受付時間 9時〜16時（土・日曜日、
祝休日を除く）
▼ 作成済みの市・県民税申告書の提
出は17時まで（金曜日は19時まで）
▼ 市役所では市・県民税申告のみ受
付を行っています。所得税の確
定申告を行う人は、朝霞税務署
へ申告をお願いします。
問 課税課 内線2233

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

掛 金（1人 当 た り） 子 ど も800円、
成人1,850円ほか
申（公財）
スポーツ安全協会埼玉県支

部へ加入依頼書を郵送
▼ 加入依頼書は、生涯学習課（第2
庁舎）、市民体育館、秋ケ瀬スポ
ーツセンターで配布

問（公財）
スポーツ安全協会埼玉県

支部

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、

日程
４月1₆日（木）
７月1₆日（木）
５月21日（木）
８月20日（木）
６月1₈日（木）
９月1₇日（木）

問

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、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2313

春の全国交通安全運動
4月6日
（月）
〜15日
（水）
新しい生活がはじまり、慣れない
道を通る新一年生、新入園児が交通
事故にあわないよう、歩行者も、自
転車も、車も、みんなで交通ルール
と大切な命を守りましょう。
県スローガン 人も車も自転車も
安心・安全 埼玉県
県重点 自転車乗用中の交通事故防止
市重点 自転車の安全利用の推進
問 都市計画課 内線2516

☎048（468）1717
環境推進課 内線2311

相
談

突然死葬祭費用保険
保険期間 4月1日〜令和3年3月31日
▼ 4月1日以降の申込みは加入手続
日の翌日から有効
対 構成員4人以上の団体

ごみなどの持ち込みができません。
また、4月30日（木）から5月9日（土）
までの期間は、事故防止などのため粗

ふれあい

傷害保険・賠償責任保険・

▼ 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
（第1庁舎）
予約 （公社）埼玉県宅地建物取引業
協会県南支部

5月3日（日）から6日（水）は、祝日の
ため環境センターは休みとなり、粗大

くらし

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
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

連休期間中の環境センター
へのごみの搬入について

健 康

補償内容

☎048（779）9580

不動産無料相談会

令和2年度スポーツ安全保険
に加入しましょう
スポーツや文化活動などにおける
傷害事故や賠償責任を負う事故を補
償する保険です。

☎ 048（473）1111（代表） FAX 048（474）4384

講座 ・ 研修会

歩のひと休みに、お気軽にお立ち寄
りください。
▼ 開所時間などは16ページを参照
場 館第二すぎのこ保育園2階
（館26-15）
問 子ども支援課 内線2447

HP …ホームページ

イベント

センター「めばえ」が4月1日（水）に
オープンしました。館地区初の子育
て支援センターです。どうぞ、お散

Ｅ …Eメール

集

新たに、館地区に開園した館第二
すぎのこ保育園2階に、子育て支援

Ｆ …FAX

募

子育て支援センター「めばえ」
が開設しました！

問 …問合せ

2020.4 Shiki City
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くらしの情報
新型コロナウイルス感染症の状況により、イベント等が中止・延期となる場合があります。詳しくは、市ホームページ等をご覧ください。

募

健康

集

Health
成人男性の風しん抗体検査
と予防接種のお知らせ

イベント

風しんの抗体保有率が低い昭和37
年4月2日から昭和54年4月1日の間

に生まれた男性を対象に、抗体検査
を無料で実施しています。
また、検査の結果、抗体価が低か

講座 ・ 研修会

健 康
くらし
ふれあい
相 談

った人は、予防接種が無料で受けら
れます。
対 昭和37年4月2日から昭和54年4月
1日の間に生まれた男性
▼ 令和元年度に抗体検査を受けてい
ない対象者には、全国の医療機関
などで使用できるクーポン券が市
から送付されます。
▼ 令和2年度のクーポン券をご使用
ください。
費 原則無料
▼ 全国の医療機関または事業所健
診、特定健診
（国民健康保険加入
者）を利用して抗体検査を受ける
こ と が で き ま す。 実 施 の 際 は、
予約のうえ、クーポン券と住所
が確認できるものを忘れずにお
持ちください。
▼ 志木市に転入した人は、転入前の
居住地で発行されたクーポン券は
使用できません。志木市のクーポ
ンを発行しますので、健康増進セ
ンターまでご連絡ください。
▼ この制度は、令和4年3月31日で

終了となります。希望者は、お
早めに受診してください。
問 健康増進センター
☎048
（473）
3811

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
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。

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 令和2年4月1日から令和3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
対象年齢
₆₅歳
₇0歳
₇₅歳
₈0歳
₈₅歳
90歳
9₅歳
100歳
費

対象者生年月日

昭和30年４月２日
〜昭和31年４月１日
昭和2₅年４月２日
〜昭和2₆年４月１日
昭和20年４月２日
〜昭和21年４月１日
昭和1₅年４月２日
〜昭和1₆年４月１日
昭和10年４月２日
〜昭和11年４月１日
昭和５年４月２日
〜昭和６年４月１日
大正14年４月２日
〜大正1₅年４月１日
大正９年４月２日
〜大正10年４月１日

自己負担3,000円

▼ 生活保護受給者は自己負担なし
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。
▼ 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。
▼ 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
増進センターへお問い合わせく
ださい。
持 高齢者肺炎球菌定期予防接種受診
券（4月中に対象者へ送付）
問 健康増進センター
☎048（473）3811
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くらし

高齢者肺炎球菌ワクチン
定期接種

Life

水道緊急修理当番店（4月）
当番日の6時〜翌日6時
内 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

当番日
4/1 23
2 24
3 25
4 26
5 27
6 28
7 29
8 30
9 5/1
10 2
11 3
12 4
13 5
14 6
15 7
16 8
17 9
18 10
19 11
20 12
21 13
22 14

工事店
㈲篠田設備
㈱細田管工
ライフアップ住設㈱
明央産業㈱
㈲三枝鉄工所
ラインファミリー㈱
㈱上原水道
東洋アクア工業㈱
㈱伊東土木
㈱タニムラ設備
㈲三枝鉄工所
㈲篠田設備
㈱細田管工
ライフアップ住設㈱
明央産業㈱
㈲三枝鉄工所
ラインファミリー㈱
㈱上原水道
東洋アクア工業㈱
㈱伊東土木
㈱タニムラ設備
㈲三枝鉄工所

電話
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
04₈（4₇₆）2211
04₈（4₈₇）2₅₆3
04₈（4₇1）00₇₆

▼ 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
問 水道施設課

☎048（473）1299（代）

新入学時の交通事故を防ぎ
ましょう
小学校に入学するまでは、保護者
といっしょに外出していた児童が、
入学後は一人で行動する機会が増え

ていきます。
子どもたちが事故にあわないよう、
周りの大人がしっかりと見守るとと
もに、交通ルールを教えましょう。
問 都市計画課 内線2516

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

ます。
日 5月21日
（木） 14時〜16時

かさ ま つ

な お

み

AED貸出制度について
市では、イベントなどで AED 設
置が必要な際、一定期間借用ができ
るよう、AED 貸出制度を整えてい
ます。救命体制整備のためにも、ぜ
ひご活用ください。
対 ・市が共催、後援または協賛をす
る事業

・市民を対象とした事業（営利を
目的としないものに限る）
定 1台
▼ 申込みが重なった場合は先着順で
す。市の事業で使用する際は貸出
を制限することがあります。
費 無料
申 問 貸出を受けようとする日の2か
月前から7日前までに、必要書類
を添えて健康政策課（第1庁舎）へ
内線2472

健康インフォメーションとは、市

献血可能年齢である16歳以上で、
令和2年度に新社会人になった人
問 県薬務課
☎048（830）3635
対

▲

健康Step up講座
今日からはじめる第一歩♪
5月29日（金）
9時45分〜11時30分
場 いろは遊学館
内 健康講話と
「ながらストレッチで
日

2020.4 Shiki City

談

生き生き過ごそう！」
市内在住の人
定 30人
申 問 5月15日
（金）までに電話または
直接、健康増進センターへ
☎048（473）3811
対

相

の特定健診やがん検診、人間ドック
についてなど、健康に関する情報を
掲載している冊子です。市ホームペ
ージや市内公共施設などにも配架し
ていますので、ぜひご覧ください。
問 健康政策課 内線2464

玉県限定デザインの「吸水マイクロフ
ァイバー傘カバー」を差し上げます。
日 4月1日
（水）〜6月30日（火）
場 県内の献血ルーム
（7箇所）、県内
を巡回する献血バス

ふれあい

健康インフォメーションを
配布しています

新社会人の人が県内の献血ルーム
や献血バスで献血を申し込むと、埼

くらし

5月22日
（金） 10時〜13時
場 いろは遊学館
内 血液サラサラ生活のすすめ
対 市内在住の人
定 30人
費 500円
（食糧費など）
申 問 5月8日
（金）までに電話または
直接、健康増進センターへ
☎048
（473）
3811
日

Health

新社会人応援献血
キャンペーン

健 康

みんなの食生活講座

健康

講座 ・ 研修会

対

☎ 048（473）1111（代表） FAX 048（474）4384

吸水マイクロファ
イバー傘カバー

いろは遊学館
どなたでも
定 30人
講 笠松 直美さん
（NPO 法人地域教
育ネットワーク代表理事）
保育 あり
（2歳から、定員：5人）
申 問 4月30日
（木）
までに電話または
直接、生涯学習課（第2庁舎）へ
内線3143
場

HP …ホームページ

イベント

マ、ヘイトもあります。
情報を見極め、自分も他者も傷つ
けない、ネット社会の生き方を学び

Ｅ …Eメール

集

さまざまな情報を得ることができ
るスマートフォン。でも間違いやデ

Ｆ …FAX

募

ネット情報を見極めよう！
（人権研修会）

問 …問合せ

24

くらしの情報
新型コロナウイルス感染症の状況により、イベント等が中止・延期となる場合があります。詳しくは、市ホームページ等をご覧ください。

募

講座・研修会

集

Lecture

イベント

県立所沢おおぞら特別支援学校
学校支援ボランティア養成講座
受講生募集
学校の子どもたちといっしょに、
活動していただけるボランティアを

講座 ・ 研修会

健 康
くらし
ふれあい

募集しています。
支援学校や障がいについて学んで
みませんか。
日 5月11日
（月）
・12日（火）
・19日（火）
8時45分〜15時20分
場 県立所沢おおぞら特別支援学校
定 30人
（先着順）
費 350円
（ボランティア活動保険代）
▼ ボランティア活動保険を在住の社
会福祉法人でお申し込みください。
申 4月24日
（金）までに、FAX または
県立所沢おおぞら特別支援学校ホ
ー ム ペ ー ジ［https://oozora-sh.
spec.ed.jp］から
▼ FAX は 氏 名、 電 話 番 号、 住 所、
一般か学生を記入
問 県立所沢おおぞら特別支援学校
☎04
（2951）
1102
Ｆ 04
（2951）
1105

シニア世代の健康講座
健康な足を維持し、快適な歩行が
できるようにシューフィッターによ

る靴の選び方や履き方を学びます。
▼ シューフィッターとは、足と靴に関
して知識と技能を持つ専門家です。
日 5月18日
（月） 14時〜15時
場 いろは元気サロン本町
対 65歳以上の市民

20人（先着順）
無料
講 堀渕 茂さん
（アキレス（株）お客様
相談室室長）
主 いろは元気サロン本町
申 問 4月15日
（水）から5月11日（月）
までに、電話でいろは元気サロ
ン本町へ
☎048（424）4856
定
費

ほりぶち

しげる

第1回甲種防火管理新規講習

相 談

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 5月21日
（木）
・22日（金）の2日間
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。

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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▼ 災害などにより、中止または延期
する場合があります。
対 市内在住・在勤の人
▼ 1事業所2人まで
定 15人
（先着順）
教材費 3,750円

▼ 講習当日に会場で購入
申 5月11日
（月）から15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
▼ 受講申請書に必要事項を記入のう
え、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、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

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

☎ 048（473）1111（代表） FAX 048（474）4384

約10万本のネモフィラや約70万本
のアイスランドポピー、約4万本の
ルピナスが一面に広がり、圧巻のス
ケールで織りなす花の饗宴をお楽し
きょう え ん

みいただけます。

開園時間 9時30分〜17時
公園入園料 高校生以上：450円
65歳以上：210円

お

☎048（476）4600

やる気をひきだす子育て練習法
「つい怒っていませんか」
本当は、子どもに怒ったりどなっ
たりしたくない！でも言うことをき

談

いてくれないと、どうしていいかわ
からず、ついつい怒ってしまいます
よね。そこから抜け出す効果的で新
しい方法を試してみませんか。
ワークやロールプレイで、すぐに
実践できるように楽しく学びます。
日 5月19日・26日、
6月2日・9日・16日・
23日の各火曜日
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 5月12日
（火）までに電話または
直接、子どもと家庭の相談室（第
1庁舎）へ
☎048（476）2330

相

び花畑）
が見頃です。

資格取得についてお話します。
日 4月14日
（火）
・23日（木）
10時30分〜12時
場 志木サテライトオフィス

い く

ふれあい

滑川町の森林公園では、三大花畑
（西口花畑、運動広場花畑、こもれ

傾聴やカウンセリングに興味を持
っている人に、国家検定1級技能士
である講師が、基本的スキルや国家

た

くらし

心理カウンセリングとキャリア
コンサルティングを学ぶ

し ば

健 康

Lecture

無料
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へ
費

講座 ・ 研修会

中学生以下：無料
▼ 駐車料金は別途必要です。
（普通車：650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

国営武蔵丘陵森林公園から
のお知らせ

HP …ホームページ

イベント

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15日
（水）
（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 住所、氏名、電話番号、
大人の人数、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2167
費

Ｅ …Eメール

集

▽ 田植え
日 5月9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

Ｆ …FAX

募

田んぼ体験をしてみませんか

問 …問合せ
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くらしの情報
新型コロナウイルス感染症の状況により、イベント等が中止・延期となる場合があります。詳しくは、市ホームページ等をご覧ください。

募

イベント

集

Event

ノルディックウォーキング
体験教室参加者募集
イベント

志木市制施行50周年記念事業とし
て、市内のノルディックウォーキン
グサークル主催で体験教室を開催し
ます。健康づくりに効果のあるノル
ディックウォーキングを体験してみ

講座 ・ 研修会

ませんか。

とき
４月18日（土）、

ところ

健 康

６月20日
（土）

いろは遊学館

６月６日
（土）

健康増進センター

13時30分〜 15時30分
５月２日
（土）
、
13時30分〜 15時30分

小学生以上でノルディックウォ
ーキング初心者の人（小学生は保
護者同伴）
定 各教室20人
（先着順）
費 500円
（中学生以下は300円）
▼ 保険料・講師料含む
▼ ポールは無料でレンタル可
講 全日本ノルディック・ウォーク連
盟公認指導員
持 運動できる服装
（靴）、両手が空く
リュックや鞄、飲み物、参加費
主（一社）
NORDIC しきの森
申 希望する教室の前日までに電話
で、氏名、性別、年齢、住所
（町
名まで）
、連絡先電話番号を下記
のいずれかの人へ
対

巨大間違え探しアートが誕生！
ペデストリアンデッキを活用した
アートによるにぎわいづくりとし

て、
「巨大カパルのトリックアート」
の作者である傍嶋賢さんによる間違
え探しアートが誕生しました。
場 マルイファミリー志木 壁面
内「The Legend of SHIKI」
と題し、
志木の伝説となっている「八どん
そ ば じ ま け ん

し ろ きつね

とむじな橋」や「助右衛門と白狐」、
伝説から誕生したカパルも登場す

くらし

る10個の間違え探しアート
▼ 申込用紙に必要事項を記入し、専
用 BOX へ投函した人の中から抽
選で50人に志木市オリジナルグッ
ズをプレゼント
▼ 申込用紙と専用 BOX は、総合案
内
（第1庁 舎）、 産 業 観 光 課（第2
庁 舎）
、 市 政 情 報 課（第3庁 舎）、
市民会館に設置
応募期間 5月15日（金）まで
▼ 答えは、5月20日（水）に市ホーム
ページで発表
主 志木市観光協会
問 産業観光課 内線2166
とう かん

ふれあい
相 談

☎080
（8825）
5280（岩波）
問 健康政策課 内線2472

Shiki City 2020.4

ま

な

み

▼ 申込用紙は市民会館で配布
②必要事項を記入のうえ、メー
ルで申込み
必要事項 氏名（参加人数分）、代表
者電話番号、代表者住所
▼ 電話申込不可
問 市民会館
☎048（474）3030
Ｅ jigyou@sbs.or.jp

家族介護者交流事業
「介護者一泊旅行」

イン下りや、月岡温泉への宿泊、寺

ゴーヤ先生の緑のカーテン
講習会 in 志木2020
緑のカーテンの失敗しない育て方を
ゴーヤ先生が徹底指導します。参加者
にはゴーヤの苗をプレゼントします。
日 5月16日
（土） 13時〜15時
場 市民会館
対 どなたでも
定 30人
費 無料

27

だ

福島・新潟方面への一泊旅行に日
頃介護をされている人などを招待し
ます。日本百景の渓谷阿賀野川のラ

かばん

☎090
（8017）
7836（鈴木）
☎090
（7631）
3740（中垣）

つち

土田 真奈美さん（エスペックみど
りの学校講師）
持 汚れてもよい服装、飲み物、タオ
ルなど
主（公財）
志木市文化スポーツ振興公社
申 ①申込用紙に必要事項を記入の
うえ、市民会館へ直接
講

泊でショッピングなどを行います。
日 5月20日
（水）
・21日（木）
集合場所 総合福祉センター
対 市内在住で、介護保険の要支援・
要介護認定を受けられた人を在
宅介護している介護者、過去5年
間に介護をしていた人
定 30人
（応募多数時は初参加者を優
先して抽選）
費 無料
（被介護者のショートステイ
費用の一部補助あり）
主 さいしん福祉財団
申 問 4月15日
（水）までに、電話で社
会福祉協議会へ
☎048（474）6508

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

対

申

Event

市営墓地の説明会及び見学会
新規拡張した市営墓地の施設説明
会及び見学会を実施します。

▼ 市営墓地の募集については8ペー
ジをご覧ください。
日 4月11日
（土）
10時〜12時（小雨決行）
場 市営墓地
（柏町3丁目地内）
申 不要
（直接、会場へお越しください）
問 環境推進課 内線2313

ボッチャ体験教室

ボードゲームをみんなで楽しみま
しょう。
日 5月9日
（土） 13時〜16時
場 柳瀬川図書館
対 どなたでも
定 30人程度
講 しき図書館パートナーズ
申 不要
（当日出入り自由）
問

柳瀬川図書館
☎048（487）2004

市民ソフトボール大会
5月10日（日） 9時〜
▼ 雨天の場合は5月17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
部（40歳以上）
代表者会議 4月11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
日

市民ミニバスケットボール大会
場

2020.4 Shiki City

談

▲埼玉県マスコット
「コバトン」
「さいたまっち」

相

5月10日（日） 9時〜
市民体育館
対 市内の小学校で編成するチーム
申 4月17日
（金）までに、申込書を生
涯学習課（第2庁舎）、市民体育館、
秋ケ瀬スポーツセンターへ提出
問 生涯学習課 内線3134
日

ふれあい

東京2020パラリンピックの競技で
あるボッチャを体験してみませんか。
▼ 動きやすい服装でご参加ください。
日 4月26日
（日） 10時〜11時30分
場 総合福祉センター
対 どなたでも
定 40人
費 無料
申 問 4月17日
（金）までに、電話で社
会福祉協議会へ
☎048（474）6508

ボードゲームで遊ぼう！

くらし

問

イベント

健 康

定

周辺（さいたま市緑区）、ソニック
シティ（さいたま市大宮区）、朝霞
市立総合体育館
県内在住または在学している、平
成14年4月2日から平成26年4月1
日までに生まれた人
約1,500人
4月30日（木）までに募集要項を確
認のうえ、県ホームページ［http://
www.pref.saitama.lg.jp/olypara/hospitality/volunteer/
childrenvolunteer.html］から
県オリンピック・パラリンピック課
☎048
（830）
2872

☎ 048（473）1111（代表） FAX 048（474）4384

講座 ・ 研修会

てなしグッズを配ったりして交
流する
活動場所 さいたま新都心駅周辺
（さいたま市中央区）、浦和美園駅

HP …ホームページ

イベント

ティア体験プログラムを実施します。
内 国内外からの観戦客に笑顔であ
いさつをしたり、手作りのおも

Ｅ …Eメール

集

県 で は 東 京2020大 会 期 間 中 に、
小・中学生や高校生を対象にボラン

Ｆ …FAX

募

東京2020大会でボランティア
体験をしよう！

問 …問合せ
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くらしの情報
新型コロナウイルス感染症の状況により、イベント等が中止・延期となる場合があります。詳しくは、市ホームページ等をご覧ください。

募

募集

介護保険運営協議会の委員
を募集します

集

Invite
みんなで趣味を広げよう 受講生募集
対 65歳以上の人
5月〜令和3年3月
費 無料
（教材費は実費負担）
申 問 4月15日
（水）
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
日

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。
講座 ・ 研修会

教室名
健康レクリエーション
第1月曜日
ダンス教室

とき
10時〜 11時30分

定員 ところ・問合せ
30人

健 康

健康体操教室

第２火曜日

10時30分〜 12時

書道教室

第３水曜日

10時〜 11時30分

3B体操教室

30人 福祉センター
第１・３木曜日 13時30分〜 1₅時 1₈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

30人

くらし
ふれあい

書道教室

第４水曜日

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

30人

リズム体操教室

第１月曜日

10時30分〜 12時

30人

認知症予防ゲーム教室 第１水曜日

13時30分〜 1₅時

2₅人

シニアダンス教室

第１火曜日

10時〜 11時30分

30人

大人のぬり絵教室

第４火曜日

13時30分〜 1₅時

1₅人

☎048（476）4122

Ｆ 048（476）4000

どを決める「志木市高齢者保健福祉
計画・第8期介護保険事業計画」の策
定や、高齢者あんしん相談センター
の運営、地域密着型サービスの指定
などについて協議する介護保険運営
協議会を新たに設置し、その委員を

公募します。
任期 令和6年3月まで（4年間）
会議開催頻度 令和2年度：年6回
〜8回程度

令和3年度〜5年度：年4回〜6回
程度
▼ 会議は原則平日の午後に開催しま
す（2時間程度）。
要件 市内在住者
募集人数 3人程度
申 4月17日
（金）までに、応募票に必
要事項を記入し、郵送または直接、
長寿応援課（第1庁舎）へ
応募票配布場所 長寿応援課、柳瀬
川駅前・志木市役所出張所（仮設）
▼ 市ホームページからダウンロード可
選考結果 4月24日（金）までに文書
問

相 談
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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第二福祉センター

市の高齢者福祉サービスや介護保
険サービスの方向性、介護保険料な

Shiki City 2020.4

⽇曜・祝⽇定休

で通知
長寿応援課

内線2428

くらしの情報

○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。
○料金について表記のないものは、すべて無料です。

志木市役所

国勢調査調査員の募集

この調査は、日本に住んでいるす
べての人を対象に行う大規模な統計
調査です。市では、市内の調査を担

▼ 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20日
（月）
（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
性別、⑤年齢、⑥職業、⑦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。
▼ 6月12日（金）
（熊谷市内）、または
6月16日（火）
（さいたま市内）の研
修会にご参加ください。
問 県農産物安全課
☎048（830）4110
Ｆ 048
（830）4832
HP http://www.pref.saitama.
lg.jp/a0907/r2tyousain.html
〒330-9301 さ い た ま 市 浦 和
区高砂3-15-1

みませんか。
▼ 10月の実施に向けて、数回の会議
を行います。
場 いろは遊学館
対 中学生、高校生
定 10人
申 4月30日
（木）までに電話、メール
または直接、いろは遊学図書館へ
▼ メールは件名に
「企画委員希望」、
本文欄に氏名、学年、ひとことコ
メントを記入してください。
問 いろは遊学館図書館
☎048（471）1478
Ｅ iroha-t@city.shiki.lg.jp

シルバー人材センター会員・
仕事募集

談

志木市制施行50周年を記念して実
施する、講演会をプロデュースして

相

中高生図書館企画実行委員
募集

ふれあい

ウンロードも可能です。
問 行政管理課 内線2227

▽ 共通
掲載期間 約1年間
掲載料（1枠） 5万円
申 広告掲出申込書、確認書に必要
事項を記入のうえ、4月24日（金）
までに、郵送または直接、行政
管理課（第3庁舎）へ
▼ 広告掲出申込書、確認書は市ホーム
ページからダウンロードできます。
▼ 申込内容を審査し、掲載の可否を
お知らせします。
▼ 掲載する広告デザインは広告申込
者が作成してください。
▼ 市内に事業所などを有しない場合は、
納税証明書など前年度分の納税が確
認できる書類の提出が必要です。
問 行政管理課 内線2227

くらし

39,000円
▼ 調査する世帯数、調査区数により
増減します。
主 総務省統計局
期 5月29日
（金）
まで
申 応募票に必要事項を記入のうえ、
行政管理課
（第3庁舎）へ提出
▼ 応募票は行政管理課、各出張所に
あります。市ホームページからダ

掲載規格 縦8㎝×横10㎝
予定印刷枚数 約3万枚
募集広告枠数 6枠

健 康

・担当地域の確認
・調査についての説明と調査書
類の配布
・調査票の回収
・調査票の点検、整理、提出
日 8月7日
（金）
〜11月6日（金）
対 ・責任をもって調査事務を遂行
できる人
・市内在住で20歳以上の健康な人
・調査で知り得た秘密を保護で
きる人
・警察、税務、選挙に直接関わっ
ていない人
・暴力団員その他の反社会的勢
力に該当しない人
定 約360人
（予定）
▼ 選考有
費 1調査区
（60〜100世帯）につき約

約6万枚
4枠

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）
謝金 5,000円（年間の活動を通して
の上限額）

講座 ・ 研修会

当する調査員を募集します。
仕事内容 ・調査員事務説明会への
出席

予定印刷枚数
募集広告枠数
▽ 角2封筒

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

イベント

10月1日を基準日として、5年に1
度の国勢調査が実施されます。

▽ 長3封筒
掲載規格 縦4.5㎝×横10㎝

埼玉県食品表示調査員の募集

集

Invite

市役所郵送用封筒有料広告
の募集

募

募集

☎ 048（473）1111（代表） FAX 048（474）4384

公共施設の管理及び清掃、屋内
外軽作業、除草作業など
対 60歳以上の元気で働く意欲のある
人、志木市に住民登録している人
入会説明会 4月16日（木）、5月15日
（金） 9時〜（予定）
内

▼ 各回の前日までに要予約
定 各回12人
費 600円
（年会費）
主 問 （公社）
朝霞地区シルバー人材
センター
☎048（465）0339

2020.4 Shiki City
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わたしたちの健康

白内障治療の最近の話題

5㈰

施設名

朝霞 鈴木内科

多焦点眼内レンズはこれからまだまだ進歩すると予想され
ます。興味がある方は、手術を受けるときにはレンズの種類
や自分に合っているのかなど、主治医とよく相談してみるこ
とをお勧めします。

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、小

048（473）6611

和光 和光耳鼻咽喉科医院

耳、アレ

048（467）0889

12 ㈰ 志木 かまた内科クリニック

内、消内、糖内

048（472）7070

朝霞 なおあきクリニック

泌、腎内

048（467）7140

19 ㈰ 朝霞 くろだ内科クリニック

内、消内

048（450）7711

新座 清水医院

内、外、循内、皮

048（476）2111

26 ㈰ 新座 新座むさし野クリニック

内、アレ、循内

048（489）5323

志木 かとう整形外科・リハビリテー
整外、リハ
ション科

048（486）3770

29 ㈬ 新座 橋本内科クリニック

内、循内

048（481）2626

朝霞 まつおか眼科クリニック

048（450）2030

◆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
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り

多焦点眼内レンズをめぐる制度については、2008年から
約10年にわたって、国内承認を受けた種類の多焦点眼内レン
ズを使う場合、先進医療の制度が適応されていました。これ
は、手術は全額自己負担ですが、手術の前後の診察や検査は
保険診療になり、通常の病気のときと同じように医療費の自
己負担分のみの支払いになる、というものでした。今回、こ
れまでの先進医療としての実績が認められ、2020年4月から
は選定療養という制度が適応されることとなりました。これ
は、手術前後の診察や検査だけでなく、今まで全額自己負担
だった手術も通常の保険診療として受けることができて、多
焦点眼内レンズの代金のみ自己負担とする、というものです。
手術代が保険診療となったことで患者さんの自己負担額は軽
くなることが予想されます。しかし、生命保険会社などの民
間の医療保険の先進医療給付では、多焦点眼内レンズは対象
外になりましたので、契約をしている方は注意が必要です。
また、国内承認を受けていない種類のレンズを使った手術に
ついては、自由診療となりますので今までどおり手術前後の
診察や検査も含めて全額自己負担となります。

手術後、眼鏡を使う頻度を減らしたい方のために、ピント
の合う距離を複数もつレンズや、ピントの合う距離から少し
ずれていても見えやすいようにデザインされたレンズがあり
ます。このようなレンズは多焦点眼内レンズと呼ばれていて、
ピントが合わないときに眼鏡をかける必要が減りますが、ピ
ントが合っているときの見え方のきれいさは単焦点よりは劣
ってしまいます。多焦点眼内レンズは様々な種類のものが開
発されていて、現在も発展途上です。ピントの合う距離が多
いことを追求したレンズや、ピントの合う距離は少なくする
代わりに見え方のきれいさを追求したレンズなど様々な特徴

場所

か

があります。また、目の状況や性格、ライフスタイルなどに
よっては合わない方もいます。多焦点眼内レンズを使った手
術を受ける場合には、そのレンズの良い点や欠点、自分に合
っているかなどについて、よく説明を聞いて決めるとよいで
しょう。

白内障の手術では、濁った水晶体の中身を取り除き、代わ
りにそこに人工の眼内レンズを入れます。人工の眼内レンズ
には種類があり、通常使われるのは単焦点レンズといって、
虫眼鏡や普通の
（遠近両用でない）
眼鏡と同じように、ピント
の合う距離がひとつのレンズです。単焦点のレンズは、ピン
トが合っているときれいな見え方をしますが、ピントが合わ
ない距離にあるものを見ようとすると、ピンボケしてしまい
ます。そのため、単焦点の眼内レンズを使った手術の後は、
ピントが合わない距離を見るためには眼鏡でピントを調節す
る必要があります。

診療時間：10時〜16時

ゆ

常吉 由佳里

☎048（464）4666

目の中には水晶体という部位があり、これがカメラでいう
とレンズに当たる役割をしています。この水晶体が、年を取
ることなどによってだんだんと濁ってくると、霧がかかった
ような見え方になったり、光がとても眩しく感じるようにな
ったりします。これを白内障といいます。白内障の治療とし
ては、目薬もありますが効果はあまり高くないため、ある程
度進行すると手術をするのが一般的です。

4月の休日当番医

つねよし

朝霞地区医師会

Shiki City 2020.4

眼

◆休日歯科応急診療所◆
（新座市保健センター内）
4月29日
（水）
、5月3日
（日）
〜6日
（水） 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/

「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。

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！

■文部科学大臣旗
第 回全日本少年少女空手道
選手権大会 ４年形 出場
︵東京都予選 準優勝︶
19

あなたの力を地域の力に

ゆ

き

▲（左から）朝霞地区交通安全協会 愛甲会長、同 大堀志木支部長、柚木
きたじま

教育長、朝霞警察署 北島交通課長

３月10日
（火）
、朝霞地区交通安全協会から教育委員会へ、
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
がありました。
寄贈されたランドセルカバーや交通安全小冊子は、各小学
校を通じて子どもたちに配布されます。

手話って楽しい

み なみ

おおほり

さ とう

子どもの交通事故を防ぐ

あいこう

佐藤 美波さん
︵志木第三小学校・４年﹇出場時﹈
︶

■第 回JA共済小・中学生書道
コンクール
JA共済連埼玉運営委員会会長賞
︵銀賞︶
JAあさか野農業協同組合長賞

にしもと あきみち

西本 明道さん
︵志木第二小学校・１年﹇受賞時﹈
︶

63

さ

が いく ま

▲嵯峨生馬さんの講演に熱心に耳を傾けていました

２月24日（月）、総合福祉センターを会場に、生活支援体制
整備フォーラム
「志木の夢実現計画

あなたの力を地域の力

に」が開催されました。小学生が描く「未来の志木市」
を実現す
るために、仕事の経験や趣味のスキルを生かしたボランティ
ア
（プロボノ）に関する講演や、参加者同士どのようなことが
できるのか意見交換を行いました。

㉘

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！

今月の手話 「年
（ねん・とし）」
左手をグーにして立て、左手の親指側に右手の人差し指を下ろしてあてます。右手

の指は年数を表します
（１年なら
「１」
を、
２年なら
「２」
を）
。

問合せ／共生社会推進課

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。

ラーメンの小池さん
『手づくり焼ぎょうざ』 5組10名様
今月のプレゼントは

今月の広報紙クイズ

過去最高額となった令和２年度志木市一般会計
の予算規模は？

キャッシュレス決済に
も対応しています

2001年の創業以来、店名のインパクトともども19年間、
地域の皆さまに支えられ営業してきました。
「小池さんらーめ
ん」はもちろん、坦々麺、三陸磯らーめんも
人気です！また、４年前からはじめた、高
齢者サロン（第４水曜日）もご好評いただい
ています。
▲第２回志木市グル
店主の大宮アルディージャ好きが、すっ
メ王決定戦グランプ
かり有名になってしまった（笑）当店へ、皆
リ受賞「宗岡トマト
らーめん」
さまのご来店をお待ちしています！

◯◯◯億円 8,100 万円

アンケート

2 取り上げて欲しい内容や企画を教えてください。

3 広報紙に関するご意見・ご感想をお聞かせください。

せせらぎの小径
交差点

らーめんの
小池さん

以心伝心
宗岡公民館前
交差点

中宗岡３-９-９光ビルＢ
11時〜14時30分、17時30分〜22時
月曜日定休（祝休日は営業）
☎048（476）2880

中宗岡3丁目
交差点

▶申込フォーム
Ｑ Ｒコード

らーめんの小池さん

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○に入る数字、②アンケートの回答、
③住所、④氏名、⑤年齢、⑥電話番号

中宗岡2丁目
交差点
宗岡
小学校

〈先月号の答え：足〉

1 今月号で良かった内容や写真を教えてください。

▼

志木市役所
旧庁舎

ヒント･･･7ページ

＜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17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。

ためには、休校やイベント中止はやむを得ない判断だ」とい
う専門家の意見があったことも事実です。しかし、現在、小・
中学校や高等学校などに通っている児童生徒は、日本の総人
以心伝心

志木市長

口の約１割を占めており、クラスター（感染者の集団）
がさら
なるクラスターを生み出すリスクや、そのリスクから日本の
経済活動が麻痺してしまうなどの広い視点からのリスクを考
えた時、志木市においても休校は感染拡大の防止に大きな効

未来へはばたく志木っ子たちへ
「ロバを売りに行く親子」
という寓話があります。ある親子
がロバを引いて歩いていると、
「ロバに乗れば良いのに」と言

は、市民の命を守ることであります。「ロバの寓話」
ではあり
ませんが、仮にすべての皆さまが「反対だ！」との意見であっ
たとしても、時に信念を持って決断をしなければならない場
面もあることに、ぜひともご理解を賜りたいと存じます。

われ、息子をロバに乗せる。すると、別の人に「子どもが楽

このような中、新たな旅立ちの礎となる志木っ子たちの卒

をするなんて」と言われ、父親がロバに乗り、息子が歩く。

業式については、当初は教室での実施を考えておりましたが、

今度は「子どもを歩かせるのはかわいそう」と言われたので、

未来に向かって羽ばたく卒業生の皆さんに、市としてエール

２人でロバに乗ると、
「重くてロバがかわいそう」と言われ、

を送りたい。そんな思いを込めて、先生方と児童・生徒のみ

持っていた棒にロバの足をくくりつけて担いだが、それを嫌

が出席する形で、体育館にて挙行しました。

がったロバが暴れ、橋から川に落ちてしまった、という寓話

卒業された皆さんの気持ちを考えたとき、決して100点満

で、
「人の意見ばかり聞いて主体性なく行動すると、結局は

点の卒業式ではなかったと思いますし、本来予定されていた

うまくいかない」
という教訓を示しています。

形で皆さんを送り出せなかったことは、大変残念に思ってい

先般、新型コロナウイルス感染拡大の防止に関する国から

ます。突然終わりを迎えた学校生活に心残りはあると思いま

の要請を受け、市としても小・中学校の休校やイベントの中

すが、当たり前に続いていた日常の尊さや、同じ目標に向か

止など、苦渋の思いで決断をしましたが、このことに対し、

って励まし合えるクラスの友達の温かさなど、新しい発見も

賛成や反対、さまざまなご意見を頂戴しました。新型コロ

あったことも忘れないでください。

ナウイルス感染症への対応については
「国からの休校要請は、
そこまでする必要はない」
という意見や、
「市中感染を抑える
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果があると判断をしたところです。改めて行政の最大の使命
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将来の志木市を支える志木っ子は本市の宝。皆さんのこれ
からの大きな飛躍と成長を心から祈っています。

笑顔
ん べ ゆい

ゆ い

こ だま
（３歳）
児玉 柚衣ちゃん

した。
七五三のお参りに行きま

２月15日㈯、市
民体育館で、第38
回志木市民なわと
び大会が行われま
した。
競技には、個人・
団体合わせて延べ
546人の参加があ
り、日頃の練習の成果を発揮しながら、それぞれの新た
な記録へと挑戦していました。

や
（ ２歳）
山家 唯ちゃん

◀みんなで力を合わせて挑戦！
長なわ 人並びとび

10

♪
１００点満点の笑顔です

息を合わせて記録に挑戦！

す。
どもたちを募集していま
市内在住の４歳までの子
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

撮影：深澤祥紀さん
（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

▶日頃の成果が披露されました

A R 動 画

◀息のそろったパフォーマンス

２月16日㈰、市民会館で第27回志木市芸能祭が行われ
ました。
当日は、邦舞踊・洋舞踊・箏曲・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、入口には生花が展示され、来場者の目を楽しま
せていたほか、特設された茶席にも多くの人が立ち寄
り、抹茶で一息ついていました。
そ う きょく

撮影：浦上裕文さん
（市民カメラマン）

ARの
利用方法

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

2020.4 Shiki City
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まちのできごと
ットコーナー
ポ
ト
フォ
皆さん写っていませんか？

市民カメラマン写真展

１月19日㈰に開催した第４回市民カメラマン写真展で展示した写真
をご紹介します。
今回の写真展では、市民カメラマンのお気に入りの写真に加え、市民
カメラマンによる旧庁舎撮影会を行い、さまざまな角度から旧庁舎の
姿を切り取った写真も展示しました。ここでは、旧庁舎撮影会の写真を
ご紹介します（上段：作品タイトル、下段：市民カメラマン氏名）
。

そして すべてが去っていった
遠藤 典弘さん

お疲れさんでした
【48】
小林 春夫さん

置いてかないで！
齊藤 幸子さん

この紋所が.......
浦上 裕文さん

新たな道へ
深澤 祥紀さん

最後の掲示板
藤代 眞義さん

ここに志木市あり
赤羽 創さん

引越のため本日の議会はお休みです
光成 豊明さん

未来は明るいぞ
佐々木 一郎さん

庁舎の卒業式
抜井 俊さん
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共に過ごした時間
賀城 梢さん

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

市 民 力 で つくる

志木市

るさと
未 来 へ 続くふ
目次
■まちのできごと
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■休日当番医

31

■くらしの情報
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■公共施設情報
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2020年は志木市制50周年です

おしらせ版

（令和２年）

No.596

Information

・オープニング
「たすきリレー」
・歴史講演会〜江戸の文化から志木をみる〜

◀最新の情報は
周年記念事業
ホームページで

4月19日
（日）
に開催を予定していた
志木市制施行50周年記念事業は延期となりました

50

▼実施日については、新型コロナウイルス感染症の状況により決定し、お知らせします。
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2149

【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８日㈬～５月10日㈰

９時30分～16時30分

※月曜日（５月４日は除く）、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

き／４月11日㈯～５月８日㈮

10時～16時

※開館日：金・土・日・月曜日、

４月29日㈬、５月5日㈫・６日㈬

ところ／旧村山快哉堂
主

催／村山快哉堂管理運営委員会

問合せ／旧村山快哉堂

☎048
（474）
5411

⚠新型コロナウイルス感染症の状況により、中止・延期となる場合があります。
志木市の人口・世帯数
令和２年３月１日現在

人

口…

（

）
内は前月比

76,484人（＋22人）

男 37,912人（＋15人）
女 38,572人（＋7人）

世帯数…

35,087世帯（＋23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(代表)
☎048（473）1111（代表） 5048（474）4384（代表）

柳瀬川駅前出張所
☎048（472）4449
志木市役所出張所（仮設） ☎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（第１庁舎・出張所）

※志木市役所出張所（仮設）
（総合福祉センター１階）は、
土曜日も８時30分から17時15分まで開所（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

課税課・収納管理課・総合窓口課・共生社会推
進課・生活援護課・長寿応援課・子ども支援課・
保育課・保険年金課・会計課・学校教育課・
柳瀬川駅前出張所・志木市役所出張所（仮設）

スマートフォンからも広報しきの
旬な情報を手軽に！

