県内40市中
7番目に高い

年度﹃ちいきの先生﹄募集

﹃深谷市ファミリーサポートセン
ター﹄会員募集
あ い ファミリーサポートセンター
︵う５５１︲４４１０︶
ファミリーサポートセンターは︑
子育てを手助けしてほしい人︵依頼
会員︶と子育てを応援したい人︵協
力会員︶が会員となり︑育児に関す
る相互援助活動をするシステムです︒
特に協力会員を募集中です︒希望
者は︑
入会説明会へご参加ください︒
︻入会説明会︵要予約︶
︼
とき● ３月 日㈫午後２時〜３時 分
ところ●市役所西別館３０３会議室
平成
あ 生涯学習スポーツ振興課︵ う ５
７２︲９５８１︶
小学生の自主学習を支援する﹃が
んばル〜ム﹄で︑学習指導・相談を
行う﹃ちいきの先生﹄を募集します︒
対象● 〜 歳
指導教科●国語︑算数
勤務時間●土曜日の午前中
勤務場所●市内小学校
い ３月７日㈪〜４月８日㈮までに
問い合わせ先へ
﹃ 深 谷 市 ふる さと 農 園 ﹄利 用 者
募集
あ農業振興課︵う５７４︲６６４８︶
対象●市内在住の農業者以外で︑各
農園の管理組合に加入可能なかた
※応募多数の場合は抽選
募集農園●①川本農園︵長在家１０

５ ４︶ ＝ 区 画︵ １ 区 画 約 ㎡︶
②人見農園︵人見８０５︲１︶＝４
区画︵１区画約 ㎡︶ ③沼尻農園
︵沼尻６６３︶＝１区画︵１区画約
㎡︶ ④曲田農園︵曲田１２６︶
＝２区画︵１区画約 ㎡︶ ⑤明戸
農園︵上増田５２４︲１︶４区画︵１
区画約 ㎡︶
管理組合費など●管理組合費および
栽培に掛かる費用は利用者負担
利用期間●平成 年２月まで
※１年契約で︑最長４回まで更新可
能
い３月 日㈬までに問い合わせ先へ
自衛官募集
あ自衛隊埼玉地方協力本部熊谷地域
事務所︵う５２２︲４８５５︶
幹部候補生
対象●
▪大卒程度試験＝ 歳以上 歳未満
▪院卒者試験＝修士課程修了者など
で 歳以上 歳未満
試験日●５月 日㈯・ 日㈰︵ 日
は飛行要員希望者のみ︶
歯科・薬剤幹部候補生
対象●
▪歯科幹部候補生＝ 歳以上 歳未満
▪薬剤幹部候補生＝ 歳以上 歳未満
試験日●５月 日㈯
※年齢は平成 年４月１日現在
い５月６日㈮までに問い合わせ先へ
国税専門官採用試験
あ熊谷税務署総務課︵う５２１︲２
９０５︶
対象● 昭和 年４月２日〜平成７

こうした状況により︑国保財
政は常に赤字に陥り︑医療費の
抑制や収納率の向上および国・
県からより多くの交付金を得る
ための多くの施策を講じていま
すが︑結果として︑皆さんの税
金である一般会計からの繰り入
れなしでは︑運営できない状況
です︒

皆さんが安心して医療を受けるための健康保険︒その一つ
である国民健康保険︵国保︶
の財政状況は︑年々厳しさを増し
ています︒今後も深谷市の国保運営事業を堅持するために国
保財政の現状︑
保健事業の取り組みなどを紹介します︒

国保税の１人当たり調定額
は︑県内市平均を大きく下回っ
ており︑県内 市中２番目に低
い一方︑１人当たりの一般会計
からの法定外繰入金は︑７番目
に高い水準になっています︵表
１参照︶︒
深谷市は県内市平均よりも高い

国保加入者医療費の状況

安定した国保運営をして
いくには⁝
市は今後︑法定外繰入金を増
やし続けることはできません︒
市の法定外繰入金は︑県内市平
均よりも大幅に多く︑法定外繰
入金抑制のためには︑県内でも
低い税率を県内市平均の水準ま
で引き上げ︑国保税収入を拡充
する必要があります︒
問い合わせ 保険年金課︵う５
６８︲５００１︶
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年４月１日生まれのかた
平成７年４月２日以降の生まれ
で︑次のいずれかに該当するかた
▪大学を卒業している
▪平成 年３月までに大学を卒業見
込み
▪人事院が大学卒業と同等の資格が
あると認める
試験日●第１次＝５月 日㈰
い イ ン タ ー ネ ッ ト︵ か﹃ 国 税 専 門
官採用試験﹄で検索︶から申し込み
※詳しくは︑お問い合わせください︒
第 回ふかや音楽フェスタ
フィナーレ参加者募集
あ 深 谷 市 音 楽 連 絡 協 議 会・ 福 地 さ
ん
︵う０９０︲７７１６︲２２８６︶
深谷市歌と人気の合唱曲﹃ＣＯＳ
ＭＯＳ﹄を吹奏楽伴奏をバックにス
テージで歌いませんか︒

練習日●４月 日㈰・ 日㈰︑５月
８日㈰午前 時 分〜
本番●５月 日㈰午後１時〜
ところ●上柴公民館多目的室
参加料●１０００円
い所定の用紙をホームページ︵か﹃深
谷市音楽連絡協議会﹄で検索︶から
入手し申し込み
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１人当たりの医療費は︑県内
市平均よりも高く︑年々増加傾
向で︑特に 〜 歳のかたの医
療費が︑全体の約 ％を占めて
います︵グラフ１参照︶︒

15

容を知ることができますか？

アライグマ捕獲従事者養成研修会

あ農業振興課︵う５７４︲６６４８︶
近年︑市内でアライグマによる農
作物被害が急増しています︒研修会
を受講すると︑農作物をアライグマ
から守るノウハウを身に付け︑捕獲
用の箱ワナの設置が可能になります︒
とき●３月 日㈭午後２時〜３時
分
ところ●深谷公民館大会議室
い３月 日㈫までに問い合わせ先へ

もくせい館天体観望会
〜春の星座を見る〜
あもくせい館︵う５８３︲７７３３︶
とき●３月 日㈯午後７時〜
︵雨天・
曇天の場合は 日㈯︶
ところ●もくせい館天体観測室
い当日会場で受け付けます︵小・中
学生は保護者同伴︶
︒
おはなし会
あＬ・フォルテ︵う５７３︲４７６１︶

チ ャ ン ネ ル
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広報ふかやの点字・テープ・ＣＤ版については、社会福祉協議会（う 573 ‐ 6563）へ
Channel フカヤで、深谷に関する動画を配信中（か「チャンネルフカヤ Youtube」で検索）
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市長が行う
『市長定例記者会見』
の内容
は、
市ホームページに掲載しています。
また、
『C hannelフカヤ』
では市長の発表
事項の動画を配信しています。
問い合わせ 秘書課
（う574‐6631）
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市長が行っている『記者会見』の内
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みんなの声 Ｂ Ｏ Ｘ
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です！

県内40市中
2番目に低い

61
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保 財 政 ！

県内40市中
5番目に低い

30

特に60～74歳のかた
の医療費が、全体の約
70％を占めています。

ピ ンチ

18,064円

40

国

91,274円

2
70

所得は低く︑医療費は高い

74

国保が抱える構造的な問題

155,953円

75

27,132円

74

●テレホンサービス う0180‐99‐4944
●月〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分（祝休日・年末年始を除く） ※医療機関情報の問い合わせは指令課（う571‐0119）へ
●木曜日
市役所本庁舎1・2階の窓口業務は午後7時15分まで
防災行政無線放送内容のご案内
（一部取り扱えない業務があります）
●テレホンサービス う0180‐99‐4431

74,655円

県内市平均

136,621円
深谷市

60 60

１人あたり
法定外繰入金
１人あたり
調定額
一世帯あたり
調定額

75

60

市役所の連絡先
市国保は︑会社員などが加入
する社会保険と比べて︑﹃働く
世代が少なく医療費が掛かる世
代が多い﹄という構造的な問題
を抱えています︒
市国保被保険者は高齢者が多
く︑ 〜 歳の被保険者が全体
の約 ％を占めています︒ま
た︑世帯の所得状況は︑所得な
しの世帯および所得２００万円
未満の世帯が︑全体の約 ％を
占めています︒
【グラフ1】深谷市国保被保険者の年齢階層別医療費

火災（消防車の出動）の問い合わせ
市役所窓口取扱時間

う571‐1211（代表）
う585‐2211（岡部市民生活課）
う583‐2781（川本市民生活課）
う584‐1121（花園市民生活課）
深谷市仲町11‐1
深谷市岡2381‐1
深谷市田中197
深谷市小前田2345‐1
〠366‐8501
〠369‐0292
〠369‐1192
〠369‐1293
●本庁舎
●岡部総合支所
●川本総合支所
●花園総合支所
【表1】深谷市国保税調定額と県内市平均（平成26年度）

電話
申し込み・申請
問い合わせ

ホームぺージ
メール
ファクス
ホームぺージ
メール
ファクス
電話
申し込み・申請
問い合わせ

とき●３月 日㈫午後３時 分〜４
時
ところ●Ｌ・フォルテ チューリッ
プ
内容●幼児から小学校低学年向けの
絵本・紙芝居など
安 心して集える 交 流の場
﹃認知
症カフェ﹄
に参加しませんか
あ長寿福祉課
︵う５７４︲８５４４︶

や

よ い

そ ら

あぃん
﹃ひな祭りと弥生の空﹄
展
ああぃん︵う５７５︲３４２２︶
とき●３月 日㈭まで
中山道深谷宿本舗からお知らせ
じゅく

あ中山道深谷宿本舗︵う５７５︲０
０８８︶
︻私の押し花展︼

な かむ らは な

あ老人クラブ連合会事務局︵社会福
祉協議会内・う５７３︲６５６３︶
︻趣味の文化作品展︼
とき●３月 日㈭正午〜午後３時︑
日㈮午前 時〜午後３時
ところ●深谷市民文化会館展示室
︻文化・芸能のつどい︼
とき●３月 日㈮午前 時〜午後３
時
ところ●深谷市民文化会館大ホール
内容●老人クラブ連合会会員の華麗
な芸能発表と匠の芸術作品展示
川本サングリーンパーク
﹃春のイベント﹄
あ川本サングリーンパーク︵う５８
３︲５６１１︶
集まれ科学実験教室
とき● ３月 日㈷午前 時〜午後３時
参加料●１００円

深 谷 市 老 人クラブ連 合 会 文 化・
芸能のつどい＆趣味の文化作品展

た むら

あコゲラサークル・田村さん︵う５
７１︲５１３６︶
とき●３月 日㈯午前９時〜正午︵小
雨決行・悪天候中止︶
集合●深谷ビッグタートル噴水前
持ち物●筆記用具︑雨具︑双眼鏡︵な
くても可︶
︑防寒具など

仙元山初心者探鳥会

こ

とき●３月 日㈯〜 日㈮
出展者●中村花子さん
︻深谷にぎわい夕市︼
とき●３月 日㈯午後２時〜５時
出店料●１０００円
スペース●長テーブル１台
い３月 日㉁までに問い合わせ先へ
19

26

たくみ

の参加拡大︑活力ある職
場や地域の実現に向けた
男女共同参画の推進など
の取り組み︶

﹁男女共同参画推進員﹂
設置事業所を募集します

]

市では︑平成 年１月
に﹃深谷市男女共同参画
推進条例﹄を制定し︑男
女共同参画社会を実現す
るための取り組みを進め
ています︒
その一環として︑市内
に拠点を置く事業所に︑
男女共同参画推進員の設
置をお願いしています︒
職場における男女共同
参画を推進するため︑推
進員を設置していただけ
る事業所を随時募集して
います︒

推[進員の役割

これまで︑深谷市の財政に
ついてお伝えしてきました︒
深谷市の財政に必要なこと
は︑歳出規模の適正化を図
り︑自主財源を確保していく
ことです︒
最終回は︑これらの課題を
解決するための﹃将来を見据
えた取り組み﹄についてお知
らせします︒
一つ目の取り組みが﹃新庁
舎整備﹄です︒
公共施設の多くは︑老朽化
に伴う維持費の増加が見込ま
れます︒今後は︑施設の集約
などにより公共施設を適正配
置し︑経費節減を図っていき
ます︒
市役所庁舎も同様の問題を
抱えています︒新庁舎では︑
防災の中枢拠点としての耐震
性能の確保とともに︑外部庁
舎を集約し︑利便性の向上を
図ります︒また︑機能性や経
済性を備え︑維持費を抑制

ふく

あったか村
すず き

き

べ

〜４時 分
※詳しくは︑ホームページ︵か﹃深
谷第一高校﹄
で検索︶
をご覧ください︒

し︑まちづくりの活性化につ
ながる将来世代に引き継ぐ資
産となる庁舎を建設します︒
二つ目の取り組みは﹃産業
拠点推進事業﹄です︒
花園インターチェンジ近接
地にアウトレットモールを誘
致し︑その集客力を生かした
農業と観光の振興に資する取
り組みを展開するとともに︑
雇用機会の創出や︑税収など
の増加による自主財源の確保
策に取り組んでいます︒
こうした市の取り組みを︑
市民の皆さんにご理解いただ
き︑市が今出来ることを積極
的に成し遂げ︑将来世代に誇
れる深谷市を築くため︑持続
可能な行財政運営を行ってい
きます︒
問い合わせ 財政課︵う５７
４︲６６３２︶

将来世代に誇れる深谷市を築くために

未来につながる
深谷の財政

ち

ミニＳＬ乗車体験
とき● ３月 日㉁午前 時〜午後３時
さくら鉄道利用者に限り乗車可能
※
とも雨天中止
第４回深谷市少年少女合唱団
定期演奏会
あ深谷市少年少女合唱団事務局・福
地さん︵う０９０︲７７１６︲２２
８６︶
深谷市歌や︑ディズニーソングな
どを合唱します︒
とき●３月 日㈰午後１時〜
ところ●花園文化会館アドニス大ホ
ール
熊谷基地さくら祭

も り

た

ああったか村・鈴木さん︵うえ５７
２︲３０１３︶
︑囲碁クラブ＝木部
さん︵う５７０︲１８７６︶
手作りの昼食で︑皆さんをお待ち
しています︒
趣味を自由に発揮して︑
一緒に楽しく過ごしませんか︒
とき●開村日＝毎週月・木曜日︵３
月 日㈭を除く︶
︑囲碁クラブ＝３
月 日㈮・ 日㈮午前 時〜午後３
時
定員●開村日＝先着 〜 人程度︑
囲碁クラブ＝先着 人程度
参加料●開村日＝利用者８００円・
ボランティア５００円︵食事代を含
む︶
︑囲碁クラブ＝２００円
い前日までに︑開村日は鈴木さん︑
囲碁クラブは木部さんへ
介護者のつどい

1

あ航空自衛隊熊谷基地広報室︵う５
３２︲３５５４︶
とき●４月３日㈰午前９時〜午後３時
ところ●航空自衛隊熊谷基地
内容●航空機の展示飛行︑装備品展
示︑音楽隊の演奏︑野外売店など
※ペット同伴および危険物などの持
ち込みはできません︒

30

深谷第一高校放送部作品上映会

あ 介 護 サ ポ ー タ ー ズ 深 谷・ 森 田
さん︵う５７１︲０７５７︶
とき・ところ●①３月 日㈯午後
時 分〜４時・コープみらいプラザ
深谷 ②３月 日㈬午後１時 分〜
３時 分・福祉事業所だんらん
内容●家族の介護で悩みを持つ人た
ちとの交流

25
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リアルタイムな情報発信、深谷市公式ツイッター（か http://twitter.com/Fukaya̲City）
おでかけ♪深谷 Do 楽を使って、みんなで情報発信 !!（か『深谷 Do 楽』で検索）
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10

20

19

25

⬅

5
10

介護サポーターズ
深谷・森田さん
（う571‐0757）
、
または長寿福祉課
（う574‐8544）

o.
N

25

23

27

30

100円

市と協力して各事業所
において次のことを行い
ます︒
▪事業所における男女共
同参画に関する啓発
▪市が行う男女共同参画
に関する事業や施策の推
進に協力
▪その他必要と認
められる活動︵仕
事と生活の調和︑
方針決定への女性

あ深谷第一高校︵う５７１︲３３８
１︶
全国高等学校総合文化祭優秀賞︑
関東高校放送コンクール最優秀賞を
受賞した作品など︑ドキュメンタリ
ー・ドラマ 作品を上映します︒
とき・ところ●３月 日㈯＝深谷第
一高校視聴覚室︑ 日㈫＝深谷シネ
マ
︻両日とも︼①午前 時 分〜正午
②午後１時〜２時 分 ③午後３時
30

11 31

30

30

10

26

29

10

30

あねとすデイサービス
トレーニングセンター
（う577‐3483）
3月17日㈭
オレンジカフェ
午後１時30分 東都医療大学
東都
〜４時

12

10 17

100円

31

18

20

10

10

検索

21

27

30

18

あねとすデイサー
ビストレーニング
センター

30

無料
（昼食を
デイサービスセン
フラワーヴィラ
希望するか
（う584‐5550）
ターかぐや姫
たは350円）
3月27日㈰
カフェ・オレンジ
午前10時〜
ヴィラ
午後1時

問い合わせ

15

参加料
3月13日㈰
あねとす
午前10時〜
オレンジカフェ
正午

ところ
とき
名称

21

☆市ホームページで、既に男女共同
参画推進員を設置している事業所を
掲載しています。

3月の『認知症カフェ』

ホームぺージ
メール
ファクス
電話
申し込み・申請
問い合わせ
ホームぺージ
メール
ファクス
電話
申し込み・申請
問い合わせ

﹃地域のお茶の間﹄
を認定
まごころ

こ うぼ うあ ん

あ福祉政策課︵う５６８︲５０４１︶
認定第 号﹃真心の幸望庵﹄
とき●毎週月〜土曜日午前 時〜午
後 時
ところ●真心の幸望庵︵う５０１︲
７２３９・上野台１９９３︲２︶
内容●体操︑カラオケ︑おしゃべり︑
絵手紙︵曜日指定︶
※送迎は電話で要相談
﹃地域のお茶の間﹄募集中！
あなたも身近で︑気軽に多くの人
と交流できる﹃地域のお茶の間﹄を
つくりませんか︒詳しくは︑お問い
合わせください︒

軽自動車︑
バイクな どの名 義 変
更・廃車手続きはお済みですか
あ市民税課︵う５７４︲６６３７︶
軽自動車税は︑毎年４月１日時点
の所有者に対して課税されます︒
軽自動車やバイクなどを買い替え
る︑他人に譲る︑使用しなくなった
ときなどは︑速やかに手続きしてく
ださい︒そのままでは︑いつまでも
軽自動車税が課税されます︒
また︑住所を異動した場合は︑軽
自動車などの住所変更が必要です
︵深谷市ナンバーの市内転居は不要︶
︒
取扱窓口は︑次の通りです︒手続
きに必要な物を事前に確認の上︑４
月１日㈮までに︑手続きをお願いし
ます︒

31

年度 税証明の交付時期

対象●
①該当資産の納税義務者および納税
管理人
②納税義務者から閲覧を委任され︑
かつ委任状をお持ちのかた
※法人所有の資産を従業員などが閲
覧する場合は︑代表者からの委任状
が必要です︒
③借地・借家人などで︑賃借権など
の権利︵対価が支払われるものに限
る︶を有し︑権利関係を示す書類な
どをお持ちのかた
※本人︵または委任されたかた︶の
確認ができる運転免許証などをお持
ちください︒
とき●４月１日㈮〜５月 日㈫
ところ●資産税課および総合支所市
民生活課
手数料●無料︵借地・借家人のかた
などは有料︶
※６月１日㈬以降は︑市民課総合窓
口および総合支所市民生活課におい
て︑有料で閲覧できます︒

2,750円

平成

覧帳簿の縦覧ができます︒
対象●
①土地価格等縦覧帳簿＝市内に所在
する土地の固定資産税納税者
②家屋価格等縦覧帳簿＝市内に所在
する家屋の固定資産税納税者
③納税者から縦覧を委任され︑かつ
委任状をお持ちのかた
※法人所有の資産を従業員などが縦
覧する場合は︑代表者からの委任状
が必要です︒
※本人︵または委任されたかた︶の
確認ができる運転免許証などをお持
ちください︒
とき●４月１日㈮〜５月 日㈫
ところ●資産税課
手数料●無料
︻閲覧︼
自己の土地や家屋などについて記
載された固定資産課税台帳の閲覧が
できます︒また︑借地・借家人のか
たなども借地・借家に係る部分に限
り閲覧できます︒

２歳以上児

あ市民税課︵う５７４︲６６３７︶
種類によって交付できる時期が異
なりますのでご注意ください︒

合︑子どもを預かります︒
※利用前に事前相談が必要です︒
預かり期間●７日以内︵入所の初日
および最終はそれぞれ１日と見なし
ます︶
預かり施設●市が委託した乳児院お
よび児童養護施設
5,350円

平成 年度
固定資産税の縦覧・閲覧
あ資産税課︵う５７４︲６６３８︶
︻縦覧︼
自己の土地や家屋の評価額と︑市
内のほかの土地や家屋の評価額を比
較できるよう︑土地・家屋価格等縦

イク２５０円︵自動車とバイクの重
複補助はありません︒また︑タクシ
ー券との選択制︶
申請に必要な物●①車検証 ②障害
者本人の運転免許証︵障害者が 歳
未満および療育手帳Ⓐ・Ａの場合は︑
家族の運転免許証︶ ③平成 年
月〜 年３月分の燃料費の領収書
初めての認定申請に必要な物●①障
害者手帳 ②運転免許証 ③車検証
④本人名義の通帳
※認定を受けた月の燃料費から補助
対象になります︒
い４月 日㈮までに問い合わせ先へ
子どものショートステイ事業

２歳未満児・
慢性疾患児

埼玉運輸支局
▪125cc超の二輪バイ 熊谷自動車検査登録
ク
事務所
（う050‐5540‐2027）

あこども青少年課︵う５７４︲６６
４６︶
保護者が病気や出産︑看護︑事
故︑冠婚葬祭︑出張など家庭で子ど
もの養育が一時的に困難となった場

1,000円

自動車燃料費の補助
あ 障害福祉課︵う５７１︲１０１１︶
︑
岡部市民生活課︵う５８５︲２２１
４︶
︑川本市民生活課︵ う ５８３︲
２５３２︶
︑花園市民生活課︵う５
８４︲１１２１︶
対象●市内在住で︑次のいずれかに
該当するかた
①本人名義の車またはバイクを運転
し︑身体障害者手帳１・２級または
精神障害者保健福祉手帳１級を所有
している
※ 歳未満は︑家族名義の車などに
よる通園・通学などの送迎を受けて
いるかた
②療育手帳Ⓐ・Ａを所有し︑家族名
義の車などによる通園・通学などの
送迎を受けている
補助額●１ℓにつき 円︑１カ月当
たりの上限＝自動車１２５０円︑バ

パパママ応 援ショップ
﹃ 優 待カー
ド﹄が新しくなります！
あこども青少年課︵う５７４︲６６
４６︶
現在︑配布しているパパママ応援
ショップ﹃優待カード﹄の有効期限
は︑３月 日㈭までです︒
新しいカードは︑お子さんが通う
市内保育園︑幼稚園︑小・中学校を
通じて配布するほか︑問い合わせ先
でも配布します︒
また︑４月から﹃優待カード﹄で
全国の子育て支援パスポート事業を
相互利用できます︒︵一部例外を除く︶
※受け取りの際には︑お子さんの保
険証︑妊娠中のかたは母子手帳をお
持ちください︒
対象●平成 年４月現在︑中学生ま
での子どもがいる世帯および妊娠中
のかたがいる世帯
﹃介護予防・日常生活支援総合事
業﹄︵新総合事業︶
が始まります
あ 大里広域市町村圏組合介護保険
課︵う５０１︲１３３０︶
︑長寿福
祉課︵う５７４︲８５４４︶
３月から︑現在の要支援１・要支
援２のかたが利用している介護予防
給付のうち︑訪問介護サービスおよ
び通所介護サービスの２つを︑介護
予防・日常生活支援総合事業︵新総
合事業︶の訪問型サービスと通所型
サービスへ移行します︒
サービスの内容●
①訪問型サービス︵訪問介護︑住民
主体による支援などの多様なサービ
ス︶
②通所型サービス︵通所介護︑住民
２歳以上児

市民税課
（う574‐6637）
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1,100円

31

28

２歳未満児・
慢性疾患児

その他の世帯

無料

31

２歳以上児

取扱窓口
種
車

10

住民税が普通徴収（個人納付）の
6月10日㈮〜 かたの課税（所得）証明書、非課
税証明書など

あ市民課（う574 ‐ 6640）
転入・転出・転居者を対象と
して、本庁舎1階の市民課（総
合窓口）を日曜日に臨時開庁し
ます。
とき●3月27日㈰、4月3日㈰午
前8時30分〜午後5時15分
取り扱う手続き●住民異動の届
け出と、それに関連する国民健
康保険、後期高齢者医療保険、
こども医療費、児童手当などの
申請・手続きなどの簡易な申請
※業務の内
容により、
一部取り扱
えない場合
があります。

無料

市民税非課税世帯

２歳未満児・
慢性疾患児
生活保護世帯

利用料（日額）

評価証明書（土地・家屋）、家屋所
在証明書、土地所有証明書など

市民課（総合窓口）を
日曜日に臨時開庁します
児童の年齢区分
利用者の世帯区分

18

4月 1日㈮〜

軽自動車検査協会
埼玉事務所熊谷支所
（う050‐3816‐3112）

10

住民税が特別徴収（給与天引き）
のかたの課税（所得）証明書など
5月10日㈫〜

▪三輪の軽自動車
▪四輪以上の軽自動車

27

5月 2日㈪〜 公課証明書（土地・家屋）

あ予防課（う571 ‐ 0913）
最近は、受動喫煙に対する意識の変
化や、建物内全面禁煙化、分煙化が進
んだことなどから、ベランダ・バルコ
ニーを出火箇所とする『たばこ火災』
の割合が、過去10年間で２倍以上に増
加しています。
主な出火原因として『不適当なとこ
ろに捨て置く』が６割を占めています。
次の注意事項を守り、
『たばこ火災』
をなくしましょう。
◆注意事項◆
▪水を張った灰皿を用意し、吸い殻は
完全に消火する。
▪灰皿に吸い殻を貯めず、普通ごみと
は分別して小まめに捨てる。
▪風が強い日は、たばこの火種が飛ん
で火災になる危険性があるため、ベラ
ンダ・バルコニーなどで喫煙しない。
▪ベランダ・バルコニーなどで喫煙す
るときには、周りに可燃物がないこと
を確認する。

50

28

28

15

主な証明の種類

なくそう！
！
『たばこ火災』

▪原動機付自転車
（125cc以下）
▪小型特殊自動車
▪ミニカー

10

28

４

交付時期

18

ホームぺージ
メール
ファクス
電話
申し込み・申請
問い合わせ
ホームぺージ
メール
ファクス
電話
申し込み・申請
問い合わせ

主体による支援などの多様なサービ
ス︶
サービスの対象者●
次のいずれかのかたが対象です︒
①要支援１または２のかた
※訪問介護︑通所介護以外の要支援
者に対するサービス︵訪問看護︑福
祉用具貸与など︶は︑これまでと同
様の予防給付によるサービス提供
②基本チェックリストで基準に該当
する
サービスの利用●
︻新規サービスの利用希望者︼
問い合わせ先︑または担当の地域
包括支援センターにご相談ください︒
︻現在﹃訪問介護サービス﹄
﹃通所介
護サービス﹄を利用しているかた︼
書類の手続きが必要なため︑担当
のケアマネジャーがご案内します︒
高 等 職 業 訓 練 促 進 給 付 金 等の
変更
あこども青少年課︵う５７４︲６６
４６︶
４月１日㈮から高等職業訓練促進
給付金などを次の通り変更します︒
変更点 ●
▪ひとり親家庭の父または母が看護
師などの資格を取得するため１年以
上︵現行は２年以上︶養成機関で修
業する場合︑手当を支給
▪支給期間は修業期間の全期間︒３
年間の上限︵現行は２年間の上限︶
▪調理師︑製菓衛生師も新たに対象
となり︑通信制の資格取得も利用可
能
対象者●市内に住所があり︑ひとり
親家庭の父または母︵児童扶養手当

はばたけ

ミライのアスリート

に準じた所得制限があり︶
対象となる資格●看護師︑介護福祉
士︑保育士︑理学療法士︑作業療法
士ほか
支給額●
︻訓練促進給付金︼
▪市民税課税世帯＝月額７万５００
円
▪市民税非課税世帯＝月額 万円
︻修了支援給付金︵養成課程修了後
に支給︶
︼
▪市民税課税世帯＝２万５０００円
▪市民税非課税世帯＝５万円
※支給には必ず事前相談の上︑支給
を受けようとする月の末日までに受
給資格の認定申請が必要です︒
※申請にマイナンバーの記載が必要

あこども青少年課︵う５７４︲６６
４６︶
４月１日㈮から︑ひとり親家庭の
父または母が職業能力開発のために
受講した講座の受講料の一部助成を
次の通り変更します︒
支給額の変更●受講のため支払った
費用の ％に相当する額﹇上限 万
円︑ ％相当額が４０００円を超え
ない場合は不支給﹈
︵現行は上限
万円︑ ％相当額が４０００円を
超えない場合は不支給︶
対象者●市内に住所のあるひとり親
家庭の父または母︵児童扶養手当に
準じた所得制限があり︶
対象講座●雇用保険制度における教
育訓練給付の指定教育訓練講座
※受給要件の審査のため︑必ず事前

自立支援教育訓練給付金の変更

10

２０２０年東京オリンピック・パ
ラリンピックに向けて頑張るアス
リートを紹介します︒
︵取材 深谷市体育協会︶

にご相談ください︒
※申請にマイナンバーの記載が必要
たばこは地元で買いましょう
あ市民税課︵う５７４︲６６３７︶
﹃市町村たばこ税﹄は︑たばこを
販売した小売業者の所在する市区町
村の税収となります︒
平成 年度の市たばこ税収は︑約
億円で︑貴重な財源となっていま
す︒たばこは地元で買いましょう︒

く らもと

とができるようになります︒
詳しくは︑市ホームページ︵か﹃深
谷市浄化槽清掃﹄で検索︶をご覧い
ただくか︑お問い合わせください︒
※浄化槽の機能を十分に発揮させる
ため︑普段から浄化槽の正しい使用
や維持管理としての保守点検︑清掃
を行い︑
法定検査を受検しましょう︒
埼玉司法書士会相談会
あ埼玉司法書士会事務局︵う０４８︲
８６３︲７８６１︶
︻熊谷総合相談センター出張法律相
談会︼
とき●３月 日㈭午後１時 分〜４
時 分
ところ●Ｌ・フォルテ ハナミズキ
Ｂ
い３月 日㈭午後４時までに︑総合
相談センター︵う０４８︲８３８︲
７４７２︶へ
︻請求に関する電話相談︼
と き ● ３ 月 ５ 日 ㈯・ 日 ㈯・ 日
㈯・ 日㈯午後１時〜４時
相談用電話●う０４８︲８７２︲８
０５５・当日のみ
10

し尿くみ取り手数料の改正
あ環境衛生課︵う５８５︲２２１５︶
深谷・岡部地区と川本・花園地区
とで相違が生じている﹃し尿くみ取
り手数料﹄を行政サービスの公平性
を図るため︑４月１日㈮から改正し
ます︒
改正後の手数料●３３０円以内＝
ℓ︵現行の手数料＝２９０円以内＝
ℓ︶
※し尿くみ取り︵未水洗︶は︑引き
続き地区ごとに決められた許可業者
へ依頼してください︒
詳しくは︑市ホームページ︵か﹃深
谷市し尿くみ取り﹄で検索︶をご覧
いただくか︑
お問い合わせください︒
浄化槽の清掃
あ環境衛生課︵う５８５︲２２１５︶
川本・花園地区の浄化槽︵合併・
単独︶清掃および浄化槽汚泥のくみ
取りを依頼する業者は地区ごとに指
定されていましたが︑深谷・岡部地
区同様に︑４月１日㈮から市の許可
業者へ地区にかかわらず依頼するこ

参加料●１００円︵保険料含む︶
持ち物●室内履き
い３月 日㈮までに問い合わせ先
へ
３Ｂ体操 ジュニア・親子春教室
ふ く

室内ペタンク大会
お

ぎり

年度 市民ゴルフ大会

ふくしま

あ 市卓球連盟・福島さん︵う ０９０
︲４７０８︲１３９３︶
対象●市内在住・在勤・在学の初心
者︑市内小学校５・６年生
とき●４月 日㈯・ 日㈯︑５月７
日㈯・ 日㈯︑
６月 日㈯・ 日㈯︑
７月９日㈯・ 日㈯︵全８回︶午前
９時〜正午

卓球教室︵前期︶

じょう ぶ

す ぎや ま

あ市ゴルフ連盟・杉山さん︵う０９
０︲３２１３︲８６６８︶
対象●市内在住・在勤者および連盟
加入クラブ所属者
とき●４月 日㈬
ところ●群馬県営上武ゴルフ場
種目●個人戦︑団体戦︵１チーム４
人︶
定員●先着２００人
参加料●１人＝３０００円︑１チー
ム＝１万２０００円
※プレー費１人＝６３３０円︵ 歳
以上＝５６３０円︑ 歳以上＝５３
３０円︶は別途個人負担︵食事・カ
ート代を含む︶
い ３月７日㈪から生涯学習スポー
ツ振興課または︑問い合わせ先へ

平成

た けう ち

竹内さん︵う０９０︲２４７９︲１
９６３︶
対象●市内幼児・小学生
とき●３月 日㈷午前９時〜 時
分
ところ●仙元山公園陸上競技場およ
び多目的広場︵北側︶
い当日会場へお越しください︒

だ

あ 深谷・大里レクリエーション指
導者協議会・小田切さん︵う０９０
︲３５２０︲４２６５︶
対象●市内在住・在勤・在学者
とき●３月 日㈯午前 時〜正午
ところ●深谷市民体育館

19

30
65

お かも と

30

10

18

し ま

12

10

70

11 23

あ Ａコース 蔵本さん︵う０９０︲
９３２０︲８５１９︶
︑Ｂコース 福
島 さ ん︵ う ０ ９ ０ ︲ ４ ７ ３ ８ ︲
７１７８︶
︑Ｃ・Ｄコース 岡本さん
︵う０９０︲５５３７︲９８６４︶

︻各コース共通︼
持ち物●上履き︑タオル︑飲み物
※動きやすい服装で参加ください
いＢコースは︑３月 日㈰までに︑
Ａ・Ｃ・Ｄコースは︑３月 日㈷ま
でに各問い合わせ先へ

30
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17

19

20

36

あ 市ラグビーフットボール協会・

ラグビーボールと遊ぼう

13

28

21

１,０００円

20

3月24日〜4月14 深 谷ビッグ
親子
日の毎週木曜日 タートル
15組
(2〜4歳）
午前10時〜11時 研修会議室
Ｄ

15人
上柴公民館
多目的室
3月22日〜4月12
ジュニア
日の毎週火曜日
(4歳〜小学生)
午後4時〜5時
Ｃ

Ｌフォルテ
ユリ
各15組
上柴公民館
多目的室

26

26

18

15人

５００円
3月14日㈪
午前10時〜11時
4月 4日㈪
午前10時〜11時
親子
(2〜4歳）
Ｂ

13

16

23

幼い頃から指導するコーチ
は︑
﹁体が小さい時から正し
いフォームを学ぶことが大
切﹂とアドバイスします︒
これからまだまだ成長が期
待される坂本さん︒夢は︑﹁東
京オリンピックに出たいで
す︒
﹂と笑顔で語ります︒
坂本さんの家族も﹁できる
限りサポートをしていきたい
で す ね︒
﹂と優しく話されま
す︒
これからの坂本さんの活躍
を見守りながら︑応援して行
きましょう︒

20

11

南公民館
多目的室
3月28日㈪
ジュニア
4月 4日㈪
(4歳〜小学生)
午後4時〜5時
A

20

60

60

36

定員

費用
ところ
と き
コース（対象年齢）

４回目は︑
水泳選手の坂本
樹さん
︵上柴中学校１年
生︶
です︒

50

10

▶ 昨 年 ８ 月 ︑第 回 関 東 中 学 校 水
泳競技大会︵東京辰巳国際水泳場︶
の様子
39

坂本 樹 さん
（上柴地区）
中学１年生の中では１７３
㎝ と︑ 少 し 大 柄 な 坂 本 さ ん︑
話をしながら見せる笑顔がと
ても素敵な中学生ですが︑練
習中のプールでは︑目を引く
泳ぎを見せてくれます︒
水泳を始めたのは小学校２
年 生 の 時︑
﹁スイミング教室
の水泳体験をして︑楽しかっ
たのがきっかけです︒大会に
出て結果を出したいから︑練
習 を 頑 張 れ ま す︒
﹂と話しま
す︒
小学校高学年で身長がぐっ
と伸びたのをきっかけに昨年
の夏︑ジュニアオリンピック
の ｍ背泳ぎで優勝︑ ｍ自
由形では惜しくも３位にな
り︑一躍注目選手になりまし
た︒
50

ホームぺージ
メール
ファクス
電話
申し込み・申請
問い合わせ
ホームぺージ
メール
ファクス
電話
申し込み・申請
問い合わせ

た かやなぎ

持ち物●クラブ︑ボール︑マーカー︑
雨具︑筆記用具
い３月 日㈮までに︑生涯学習スポ
ーツ振興課へ
※協会会員は︑所属団体責任者へお
申し込みください︒
れ ん せ いじょう

谷ビッグタートル
※必ず
﹃スポーツ安全保険のしおり﹄
または︑
﹃あらまし﹄の内容をご確
認ください︒

上映情報は全て予定です。予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。

深谷市スポーツ少年団登録
公共下水道に接続しましょう

[日本/1時間54分]
時間6分]

じま

[日本/1時間34分]

こ

[日本/2時間20分]

よ しま つ

あ企業経営課︵う５７７︲７５２７︶
公共下水道が整備された地域で︑
まだ接続していない場合は︑公共下
水道への切り替え工事が必要です︒
接続すると︑汚水が道路の側溝な
どに流れなくなり︑嫌なにおいも抑
えられます︒早めの接続工事をお願
いします︒
接続は︑市下水道指定工事店の登
録業者でなければできませんのでご
注意ください︒
お願い●生ごみや天ぷら油などの異
物を流すと︑管が詰まる原因となり
ますので流さないでください︒
また︑ガソリンやシンナーなどは

[日本/2時間20分] [日本/1時間47分]

ところ●消防本部室内錬成場
定員● 人︵抽選︶
参加料●６０００円
︵保険料を含む︶
い３月 日㈭までに︑氏名・年齢・
性別・電話番号を︑メールで市山岳
連盟︵お fukaya.ac@gmail.com
︶へ
平成 年度﹃スポーツ安全保険﹄
のご案内
あスポーツ安全協会埼玉県支部︵う
０４８︲７７９︲９５８０︶
対象●スポーツ活動や文化活動など
を行う４人以上の団体
補償内容●傷害保険・賠償責任保険・
突然死葬祭費用保険
掛け金●中学生以下＝８００円〜︑
高校生以上＝８００円〜
※活動内容により異なります︒
保険期間●４月１日㈮〜平成 年３
月 日㈮
※４月１日㈮以降の申し込みは︑加
入依頼書を郵送した消印日と払込日
のいずれか遅い日の翌日から有効
加入依頼書の配布場所●市役所本庁
舎総合案内︑公民館︑教育庁舎︑深

[日本/1時間34分]

あ市スポーツ少年団事務局︵深谷ビ
ッグタートル内・う５７２︲３０００︶
スポーツ︑レクリエーションなど
を通じ︑青少年健全育成を推進して
いるスポーツ少年団活動に︑皆さん
のチームも参加してみませんか︒
新規登録●３月 日㈮までに問い合
わせ先へ
平 成 年 度 市 民 クライ ミング
デー
あ市山岳連盟・吉松さん︵う０９０
︲２１７３︲６９０２︶
対象●小学生以上の市内在住・在勤・
在学者で健康なかた
とき●５月６日〜平成 年３月 日
までの毎週金曜日午後７時〜８時

ま し た たけ お

監督トークあり

ジ

フ

び

シネマの天使

ところ●深谷市民体育館
定員●先着 人
参加料●１人＝２０００円︵ボール
代・保険料などを含む︶
い３月 日㈭までに生涯学習スポー
ツ振興課へ
お花見ウオーク
︵６㎞︶
〜熊谷 荒川桜堤〜
あ市歩け歩け協会・髙栁さん︵う０
９０︲１５４４︲９９９６︶
対象●オープン︵小学生以下は保護
者同伴︶
とき●３月 日㈬集合＝午前９時
分に荒川桜堤︵熊谷駅南口直進︶
※雨天決行
コース●荒川桜堤︵午前 時出発︶
〜荒川左岸桜堤〜埼玉自動車学校〜
石原
︵午前 時 分〜 時・小休憩︶
〜荒川運動公園到着︵正午〜午後１
時・昼食︶〜自由解散
参加料●１人＝３００円︵保険料を
含む︒当日集金︶
︑協会会員＝無料
持ち物●弁当・飲み物・雨具・レジ
ャーシート・健康保険証
※靴はウオーキングシューズで参加
春季深谷市民グラウンド・ゴルフ
大会
あ市グラウンド・ゴルフ協会・小嶋
さん︵う０９０︲３３３８︲５８５９︶
対象●市内在住・在勤者および協会
会員
とき●４月 日㈰受付＝午前８時〜
︵小雨決行︶
︑予備日＝４月 日㈭
ところ●川本グラウンド・ゴルフ場
種目●４ラウンド︵ ホール︶
参加料●１人＝５００円︵保険料を
含む︶
眞下武雄さん（本田）
１月23日生
時間6分]
[日本/1時間54分]

ジ

フ

え ぐ ろせ つ

恋人たち

午後2時50分〜 午後5時10分〜

市指定給水装置工事事業者

よう こうざくら

フ
ジ
タ
陽光桜
FOUJITA
-YOKO THE CHERRY
午後2時40分〜 BLOSSOM午後8時〜
[日本・フランス/2
[日本・フランス/2 午後5時30分〜 [日本・フランス/2
時間6分]※27日㈰
タ

FOUJITA
正午〜

よう こうざくら

び

タ

陽 光桜
-YOKO THE CHERRY
BLOSSOM午前9時30分〜

まつ お せ つ

恋人たち
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FOUJITA

▪江黒設備︵深谷市堀米︶
次の工事店を新たに深谷市指定給
水装置工事事業者に指定しました︒
▪松尾設備︵川島町・う０４９︲２
９７︲０７９２︶

シネマの天使

お盆の弟

午後5時40分〜
午後3時30分〜
午後0時30分〜

こ うぎょう

恋人たち

び

サヨナラの
代わりに

が み す い ど う こ うぎょうし ょ

ボクは坊さん

お

恋人たち

ふ くし ませ つ

サヨナラの
代わりに

が じゅうせ つ

[日本/1時間47分]

30

気化して爆発する恐れがあります︒
絶対に流さないでください︒
︻下水道のみ使用を中止する場合︼
建物の解体︑建て替えなどで水栓
のみを使用する場合は問い合わせ先
へご連絡ください︒
現地を確認の上︑
中止手続きを行います︒

[フランス/1時間
45分/字幕]

か ん え い こ うぎょう

[日本/1時間47分]

午後3時〜

す

[フランス/1時間
45分/字幕]

も りや まけ んせ つ

[日本/1時間47分]

深谷市奨学資金制度

[日本/2時間20分]

か とう

あ水道工務課︵う５７７︲７５２９︶
次の工事店は深谷市指定給水装置
工事事業者ではなくなりました︒
▪尾上水道工業所︵本庄市今井︶
▪福島設備工業︵深谷市新井︶
▪須賀住設︵寄居町︶
▪㈱関永工業︵群馬県高崎市︶
▪㈱森山建設︵群馬県太田市︶

犬に名前を
つける日

午前10時〜

いかた
登録有効期間●４月１日㈮から２年
間
添付書類︵写し可︶●市税に滞納が
ないことの証明書︑個人＝代表者の
本籍地で発行する身分証明書︑法人
＝登記事項証明書
※申請日前３カ月以内に発行された
現状を反映しているもの
い３月 日㈭までに︑申請書と添付
書類を郵送または直接問い合わせ先
へ
※申請書は︑問い合わせ先のほか︑
市ホームページからも入手できま
す︒
ごみ 処 理 手 数 料の変 更︵ 事 業 者
搬入の資源物処理手数料︶
あ環境衛生課︵う５８５︲２２１５︶
対象●事業者が搬入する資源物の処
理手数料
料金● ㎏＝１８０円︵現行＝ ㎏
１５０円︶
変更日●４月１日㈮〜
※個人が焼却施設に直接搬入する家
庭ごみ︵畳を除く︶の処理手数料の
変更はありません︒

午後5時30分〜
エール！

た か だ さだ こ

午後8時〜
犬に名前を
つける日

午前10時〜

中小企業退職金共済制度
あ中小企業退職金共済事業本部︵う
０３︲６９０７︲１２３４︶
掛け金の一部を国が助成する中小
企業のための退職金制度です︒
掛け金は全額非課税︑社外積み立
てで管理も簡単で︑パートタイマー
や家族従業員も加入できます︒
会社の退職金制度に︑ぜひご利用
ください︒

[米国/1時間42分/
字幕]

29

午後0時30分〜
エール！

午後8時〜
[日本/2時間20分] [日本/1時間39分]

午前9時30分〜 正午〜

午後8時〜
犬に名前を
つける日

50

あ教育総務課︵う５７４︲５８１１︶
市では︑
経済的な理由で高等学校︑
高等専門学校および中等教育学校の
後期課程での修学が困難なかたに︑
奨学資金を給与しています︒
対象●次の要件を全て満たす市民
①性行善良で︑学業成績が良好
②経済的な理由により学資の支出が
困難な世帯の子
③学校長が推薦する
※①②は基準がありますので︑お問
い合わせください︒
奨学生の決定●５月中︵予定︶
い３月 日㈮までに在学中の学校を
通して申請
小 規 模 修 繕 契 約 希 望 者の 登 録
申請受け付け
あ契約検査課
︵う５７４︲６６３４・
〠３６６︲８５０１仲町 ︲１︶
市が発注する小規模な修繕などの
契約希望者の登録申請を受け付けま
す︒既に小規模修繕契約希望者とし
て登録済みのかたも︑登録の有効期
限が終了となるため︑今回の申請が
必要です︒
登録資格●市内に本店を有している
個人または法人で︑市に税の滞納が
なく︑入札参加申請を提出していな

3月

6日㈰
7日㈪
8日㈫・休館
9日㈬
10日㈭
11日㈮
12日㈯
13日㈰
14日㈪
15日㈫・休館
16日㈬
17日㈭
18日㈮
19日㈯
20日㈷
21日㉁
22日㈫・休館
23日㈬
24日㈭
25日㈮
26日㈯
27日㈰
28日㈪
29日㈫・休館
30日㈬
31日㈭
4月 1日㈮
2日㈯

あNPO法人市民シアター・エフ
（う551-4592）

29

加藤サダさん
（本郷）
1月１日生

障がい者 900円

お誕生日 ございます
う
おめでと
25

20

祝!! 100歳
25

50

30

17

31

28

通常料金 1,100円

髙田貞子さん
（人見）
１月20日生
[米国/1時間42分/
字幕]

31

3月の上映スケジュール

31

10

10

21

11

28

31

10

11

32

31

10

18

ホームぺージ
メール
ファクス
電話
申し込み・申請
問い合わせ
ホームぺージ
メール
ファクス
電話
申し込み・申請
問い合わせ

