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
健
康

6月₃0日
（火）
は、市県民税第1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

税金の納付の
お願い

相談ガイド
相談員

とき
6月3日（水）
・24日（水）9時₃0分～12時
6月10日（水）
・1₇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）
※電話相談のみ

法律

弁護士

行政

行政相談委員 6月1₈日（木）、7月16日（木）9時₃0分～12時

人権

人権擁護委員 7月7日（火）9時₃0分～12時

ところ・問合せ・そのほか

ところ／第1庁舎
問合せ／総合窓口課

内線21₃₈

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～16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～16時（祝休日は休み）
問合せ／後見ネットワークセンター
（予約優先で1人1時間程度）
祉士など

生活相談

相談支援員など 月～金曜日（祝休日は休み）9時～16時

休日納税相談
年金
消費生活
職業紹介・相談
就職・キャリア個別相談

6月2₈日（日）9時～1₇時
持ち物／直近3か月間の収支がわかるもの

市職員

ところ／第1庁舎

月～金曜日（祝休日は休み）10時～12時、1₃時～16時
消費生活相談員
※当面の間は、電話相談のみ

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

キャリアカウ 6月1日（月）10時～12時 6月1₅日（月）14時～16時
ンセラー
（予約制で1人1時間程度） ※当面の間は、電話相談のみ
6月1₈日（木）10時～12時（予約制）
予約先／（公社）宅地建物取引業協会県南支部

児童発達

☎（46₈）1₇1₇

7月9日（木）1₅時～1₈時（予約制で1人₅0分）
予約先／教育サポートセンター ☎（4₇1）2211

問合せ／建築開発課

ところ／第1庁舎
問合せ／環境推進課

内線2₅₃4

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

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
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

※6月8日（月）は1₅時～1₇時

助産師

月～金曜日（祝休日は休み）9時～1₇時
（予約制）

まちなか保健室 保健師・社会 毎週日曜日（予約制） 1₃時₃0分～16時₃0分
（なんでも相談） 福祉士など ※1週間前までに予約 ※電話での相談は行っていません
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）

福祉総合
ボランティア

内線2164

ところ／教育サポートセンター
問合せ／生涯学習課 内線₃1₃0

月～金曜日(祝休日は休み）10時～1₅時

障がい者等

内線246₇

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

男性
（電話）

ところ／第1庁舎
問合せ／産業観光課
ところ／第2庁舎

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（6か月児～、事前申込）

月～金曜日、第2・4土曜日（祝休日は休み）

妊娠・出産

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

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

内線2240

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 6月22日（月）1₃時₃0分～16時₃0分（予約制）

女性

ところ／第1庁舎 問合せ／生活相談センター 内線2491

社会福祉士など

相 談

【英語】6月11日（木）
・2₃日（火）、7月9日（木）10時～12時
市民通訳
【中国語】6月11日（木）、7月9日（木）14時～16時
外国人住民の暮らし
ボランティア 6月22日（月）10時～12時
【ベトナム語】6月1₉日（金）14時～16時

☎（4₅6）6021

ふれあい

成年後見

※予約優先

くらし

相談種類

月～金曜日（祝休日は休み）
8時₃0分～1₇時1₅分

ところ・問合せ／いろは子育て支援センター ☎（4₈6）6₈₈₈
ところ・問合せ／西原子育て支援センター ☎（4₇2）₇112
ところ・問合せ／宗岡子育て支援センター ☎（4₈₅）₃102
ところ・問合せ／子育て支援センター「ぷちまある」 ☎0₈0（44₅2）1₅₃₈
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
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／第1庁舎
問合せ／子ども支援課

☎（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。詳しくは、市ホームページ等をご覧ください。

健
康

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

むつみ か い

くらし

囲碁睦 会

と き
毎週土・日曜日
13時〜17時

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

いろは遊学館

内 容 ・ 連 絡 先
会員を募集します

初心者、女性も歓迎します
その

べ

入会金／1,000円

月会費／1,000円 連絡先／園部 ☎048(473)6418

私たちといっしょに吹奏楽
（年1回の定期演奏会など）
を楽しみません
か！？特にクラリネット、トランペット、パーカッションは急募です！

合奏練習

ふれあい

志木市吹奏楽団

1月〜6月：毎週土曜日

（日）
開催予定の定期演奏会は、残念ながら中止します
西原ふれあいセン ※6月28日

オール志木ウインド

7月〜12月：奇数週土曜日

（そのほかに団のトレーナー・T シャツ代の徴収あり）
ター、市内公民館 入会金／1,000円

団員募集！

18時〜21時30分

など

月団費／一般：2,500円 高校生以下：1,500円
連絡先／志木市吹奏楽団オール志木ウインド 野口

（その他 個人・パート練習あり）

☎048
（471）
5512

相 談

料理サークル
「竹の子」 第1火曜日
会員募集
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9時15分〜13時30分

Ｅ nonchino@tj8.so-net.ne.jp

会員を募集します 初心者も歓迎です
いろは遊学館

会費／4,000円
（3か月分）
連絡先／料理サークル
「竹の子」 大友 ☎048
（235）
6735

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

水道メーターの取替えに
伺います
水道メーターは、水道料金を正し
く計算するため、定期的に取替える

ことが義務付けられています。
令和2年度で検定有効満了となる
水道メーターの取替えを、市が委託

した事業者が行います。取替え作業
は、原則6月から12月までの間で行い
ますが、対象者には事前にお知らせ

しますので、ご協力をお願いします。
また、屋外作業のため、留守でも
取替えさせていただくことがありま

市では、気象情報や緊急情報、不
審者情報などについて、メール配信
により情報提供を行っています。
また、防災行政無線の放送内容も
配信しているので、放送を聞き逃し

てしまっても、情報を得ることがで
きます。
メール配信の登録は、下記 QR コ
ードからできます。確実に情報を得
るために、メール配信サービスに登
録しましょう。
問 市政情報課 内線2014
▲

2020.6 Shiki City

相 談

メール配信サービス

すのでご了承ください（事業者は身
分証明書を携帯し腕章を着けて作業
を行います）。
なお、メーターの取替えに伴う費
用をいただくことはありません。
問 水道施設課
☎048（473）1299（代）

メール配信サービス

登録Ｑ Ｒコード

新型コロナウイルス感染症の影響
で収入が大幅に減少した、事業の継
続が難しくなったなどの理由で、市
税等を納期限内に納付できない事情
がある場合は、納税が猶予されるこ
とがあります。詳しくは、お問い合
わせください。
問 収納管理課 内線2244

☎ 048（473）1111（代表） FAX 048（474）4384

ふれあい

新型コロナウイルス感染症の
影響により市税等の納付が困
難な人は、ご相談ください

HP …ホームページ

くらし

（J-ALERT）による緊急地震速報の訓
練放送が流れますので、お間違いの
ないようご注意ください。
日 6月17日
（水） 10時頃
問 防災危機管理課 内線2326

Ｅ …Eメール

康

市内各所に設置してある防災行政
無線から、全国瞬時警報システム

Ｆ …FAX

健

緊急地震速報訓練を
実施します

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。

健

くらし

康

Life

議会を傍聴してみませんか？
くらし
ふれあい
相 談

15

6月3日
（水）から、市議会定例会
を開会する予定です。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 6月3日
（水）
〜24日（水）
場 市民会館
対 どなたでも
問 議会事務局 内線2803

住宅の耐震化、 危険ブロッ
ク塀の撤去・改修補助金の
ご案内
市では、昭和56年6月以前の旧耐震
基準で設計・工事を行った戸建て住
宅や分譲マンションの耐震診断、改
修工事などの費用を補助しています。
また、危険ブロック塀の撤去や改
修についての補助も行っています。
補助金制度の利用には一定の条件
があるので、詳細は広報しき5月号
と同時配布しているパンフレットを
ご覧いただくか、建築開発課へお問
い合わせください。
なお、
補助制度は今年度までです。
お早めにご検討ください。
問 建築開発課 内線2534

Shiki City 2020.6

市営墓地申込期間を
再延期します
新型コロナウイルス感染症のまん
延防止のため、5月に予定していた

市営墓地の申込日程と説明会兼見学
会の日程を再延期します。
▽ 説明会兼見学会
日 6月13日
（土） 10時 〜12時（小 雨
決行）
場 市営墓地
（志木第三小学校隣地）
▽ 市営墓地の募集

申込期間 6月16日（火）〜25日（木）
問 環境推進課 内線2313

空き家の適正管理について
空き家の放置は、放火や不法侵入
などの原因になります。さらに、空
き家が原因で通行人や近隣の家に被
害を与えた場合は、所有者または管
理者が賠償責任を問われる場合があ
るため、適正な維持・管理に努める
ようお願いします。
市では、志木市空き家等バンク事
業により、市内における空き家の有
効活用に取り組んでいます。登録し
た空き家は、
（公社）埼玉県宅地建物
取引業協会県南支部と連携しながら
地域の活性化を図っていきます。

また、
（一社）日本空家対策協議会
と市が連携し、空き家に特化した相
談に取り組んでいます。毎月第3木
曜日に「不動産無料相談」を行ってい
ますので、ぜひご活用ください。
問 環境推進課 内線2311

志木市入学資金貸付制度が
廃止となりました
4月から、国の新しい「給付型奨学
金」と「授業料等減免（入学金を含む）」
がスタートしたことに伴い、市の入
学資金貸付が廃止となりました。
なお、すでに貸付を受けている人
は、引き続き返済が必要となります

のでご注意ください。
問 ▽ 高等教育の修学支援新制度
（大学、短期大学、専門学校など）

（独）日本学生支援機構
☎0570（666）301
▼ 海外からの電話、一部携帯電話、
一部 IP 電話
☎03（6743）6100
▽ 高等学校等就学支援金、高校生
等奨学給付金（高等学校）
公立高校（県財務課）：
☎048（830）6652
私立高校（県学事課）：
☎048（830）2558
▽ 志木市入学資金貸付制度について
教育総務課 内線3115

令和2年度教科書展示会
6月12日（金）〜25日（木）
月〜金曜日：13時〜19時
土・日曜日：10時〜12時、12時45
分〜17時
場 総合福祉センター
▼ 他の展示会場については、市ホー
ムページをご覧ください。
問 学校教育課 内線3123
日

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

課 税 証 明 書 コンビ ニ 交 付
サービス一時停止
証明書交付システムの年度切替え

処理に伴い、6月8日（月）はコンビニ
エンスストアでの課税証明書交付サ
ービスを一時停止します。ご迷惑を
おかけしますが、ご理解、ご協力を
お願いします。
日 6月8日
（月）
全日
問 課税課 内線2233

6月8日
（月）発送
市民税・県民税納税通知書
市・県民税を普通徴収（納付書、
口座振替などにより自ら納付）する
人に対し、令和2年度市民税・県民
税納税通知書を6月8日（月）に発送
します。納税通知書を確認し、納付

期限内に納付をお願いします。
特別徴収（給与から天引き）する人
の税額決定通知書は、勤務先（特別
徴収義務者）へ5月11日（月）に発送
しました。勤務先を通じて税額決定
通知書が配付されます。
なお、市・県民税申告、確定申告

の延長期間中に申告した人は、納税
通知書や課税証明書の反映に1か月
程度かかる場合があります。
▽ 令和2年度（令和元年分）課税・非
課税証明書発行日
日 特別徴収する人…5月11日
（月）から
普通徴収する人…6月8日（月）から
場 課税課
（第1庁舎）、総合窓口課（第
1庁舎）、柳瀬川駅前出張所、志
木市役所出張所（仮設）
▼ 志木市役所出張所（仮設）の土曜開
所日は発行できません。
▽ 課税・非課税証明書コンビニ交付
日 6月9日
（火）から
対 マイナンバーカード所有者で令和
2年1月1日に志木市に住民登録が
あり、現在も志木市に住民登録が
ある人
▼ 被扶養者の非課税証明書は、ご自身
の収入を志木市へ申告していない場

▼ コンビニ交付の場合は、最新年度
（令和2年度）以外の証明書は発行
問

できません。
課税課 内線2233

水道料金の基本料金の減額
新型コロナウイルス感染症対策と
して、5月検針分から10月検針分ま
での水道基本料金を50％減額してい
ます。
なお、下水道使用料は、対象にな

りません。
対 市内で水道を使用している人全員
申 不要
▼ 市役所から電話などで問合せをす
ることはありませんので、ご注意
ください。
問 上下水道総務課
☎048（473）1299（代）

相 談

朝霞市溝沼1-2-27］へ送付
▼ 作品は1人1点とし、未発表のも
のに限ります。
▼ 最優秀作品1点を選出して、記念
品を贈呈します。発表は受賞者本
人へ連絡し、県南西部消防本部ホ
ームページなどで発表します。
問 県南西部消防本部救急課
☎048
（460）
0124

☎ 048（473）1111（代表） FAX 048（474）4384

ふれあい

内）
、住所、氏名
（ふりがな）、年齢、
電話番号を記入のうえ、県南西
部消防本部救急課［〒351-0023

HP …ホームページ

くらし

テーマ ①救急車適正利用に関するもの
②救急講習などの応急手当普及
啓発に関するもの
対 市内に在住、在勤または在学して
いる人
申 7月3日
（金）
（当日消印有効）まで
に、ハガキに応募作品
（15文字以

Ｅ …Eメール

康

救急に対する興味と理解を促すこ
とを目的に標語を募集します。

Ｆ …FAX

健

救急に関する標語の募集

問 …問合せ

雨の日の事故防止
6月は梅雨を迎え、雨の中で自動
車を運転する場面が増えます。スリ
ップ防止はもちろん、歩行者や自転
車利用者の急な動きにも対応できる
よう、スピードは常に抑え、エアコ
ンを効果的に活用し、運転時の視界
を確保できるようにしましょう。
また、自転車利用者も、雨天時は
合羽を着るなどし、傘さし運転はや
めましょう。
問 都市計画課 内線2540

合、発行できない場合があります。

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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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。

健

健康

康

Health
「ダメ。ゼッタイ。」普及運動
6月20日から7月19日まで

くらし

麻薬・覚醒剤・大麻・危険ドラッグ
などの薬物乱用は自分だけでなく、
家族など周りの人たちの人生も狂わ
せ、社会全体に計り知れない危害を
もたらします。
「ちょっとなら…。」と

ふれあい

いった甘い考えは命取りです。
県では、
「『ダメ。ゼッタイ。』普及運
動」として、薬物乱用防止を呼びかけ

相 談

る6・26ヤング街頭キャンペーンや国
連支援募金活動を実施します。
正しい知識を身につけ、薬物乱用
を根絶しましょう。薬物でお困りの
人は、ご相談ください。
問 朝霞保健所
☎048
（461）
0468

国民健康保険被保険者証を
更新します
「被保険者証」を7月末日までに世
帯主様あてに郵送します。今年度か
ら70歳以上の人は被保険者証と高齢

受給者証が一体化されますので、別
途お渡ししていた高齢受給者証の送
付はありません。
▼ 簡易書留郵便での郵送を希望す
る場合は、6月26日
（金）までに保
険年金課までご連絡ください。
問 保険年金課 内線2463

特定健診・人間ドックは病気を早
期に発見し、早期治療に結び付ける
重要な役割を持っています。年に1
度は、自らの健康状態を確認しまし
ょう。

なお、新型コロナウイルス感染症
をふまえ、ご自身の体調に不安があ
る場合は、積極的な受診は控え、ま

ずは十分な感染対策をしましょう。
▽ 特定健診
日 7月1日
（水）〜12月31日（木）
費 ①個別健診：1,000円
②集団健診：700円
▼ 各種がん検診と特定健診が同時に
受診できる「セット健診」
（集団健
診のみ）の場合は500円
▽ 人間ドック
日 7月1日
（水）
〜令和3年3月31日（水）
費 10,000円
▽ 共通
持 特定健康診査受診券
（6月下旬頃発
送）と志木市国民健康保険被保険
者証など
▼ 集団健（検）診は、レディースデ
ーや保育付きの日もあります。
▼ 実施医療機関、申込み方法など
の詳細は、市ホームページや市

内公共施設で配布している健康
インフォメーションを確認する
か、健康政策課へお問い合わせ
ください。
問 健康政策課 内線2464
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くらし

志木市国民健康保険特定健診
・人間ドックがはじまります

Life

6月の水道緊急修理当番店
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
6/1 23
2 24
3 25
4 26
5 27
6 28
7 29
8 30
9 7/1
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
㈱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
㈲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㈱

電話
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
04₉（262）44₅4
04₈︵4₇₃）₅₃21
04₈（4₇1）00₇6
0120（₅₅）₈₇₇6

▼ 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
☎0120（992）366
問 水道施設課
☎048（473）1299（代）

