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●熊谷市役所（本庁舎） 
　〒360-8601　宮町2-47-1
　3048-524-1111

●大里庁舎・大里行政センター
　〒360-0195　中曽根654-1
　30493-39-0311

●江南庁舎・江南行政センター
　〒360-0192　江南中央1-1
　3048-536-1521

●妻沼庁舎・妻沼行政センター
　〒360-0292　弥藤吾2450
　3048-588-1321
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今年もやってくる
熊谷夏の風物詩！
　関東一の祇園と称される「熊谷うちわ祭」
が7月20日（金）～ 22日（日）の3日間開催さ
れます。市街地を山車・屋台が練り歩き、街中
がお囃子の音色に包まれる３日間、熊谷の熱
い夏に酔いしれてください。



　「熊谷うちわ祭」の見どころはいろいろありますが、最も見てほしいもの、聴いてほしいも

のは「曳っ合せ叩き合い」です。全町（12台）の山車・屋台が集結し鉦と太鼓を打ち鳴ら

すさま、迫力ある大音響と圧巻なる眺めには魂が揺さぶられ、広場は興奮のるつぼと化し

ます。その場にいる人だけが味わえる感動の時間です。

　うちわ祭は熊谷の誇りです。「関東一の 園」と控えめに言ってはおりますが、お囃子

は日本一です。この日本一の祭りを継いでいきたい。「熊谷うちわ祭」は、熊谷の誇りを

共有する場なのです。

　うちわ祭関係者一同、皆様のお越しを心よりお待ち申し上げております。

平成30年　年番町銀座区　大総代　田代充雄

継　熊谷人の心と誇り
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神宮・大総代・各町総代長
歩行区間（渡御祭）

八木橋第 1駐車場
八木橋パーク仲町駐車場

八木橋

イオン
19:00～23:00
利用時間

19:00～23:00
利用時間 19:00～23:00

利用時間

利用時間

中央公園
20・21日　17:15～23:00

22日　 8:30～23:00

利用時間
21日 12:00～23:00
22日 12:00～23:00

AZ ニットー
モールティアラ 21

石原駅

星渓園

熊谷駅

星川通り

お祭り広場

北大通り

八坂神社

市役所

荒川河川敷駐車場

市民体育館 桜木小学校

市立熊谷図書館

荒川公園

地方庁舎駐車場みどころ トイレ

秩父鉄道

JR高崎線

上越・北陸新幹線

イオン駐車場

コミュニティひろば
警備本部

行官

千形神社

市営本町
駐車場

市役所駐車場

国道 17号

みどころマップ

パーク＆ライド
休止のお知らせ

熊谷スポーツ文化公園駐車場で実施していた熊谷うちわ祭の「パーク＆ライド」は
会場の都合により今年も実施いたしませんので、ご注意ください。

◆（一社）熊谷市観光協会
3048-594-6677

◆（一社）熊谷市観光協会
3048-594-6677

うちわ祭期間中は、
大幅な交通規制がかかります。
詳しくは、市ホームページま
たは、市役所等で配布する、
熊谷うちわ祭のチラシをご
覧ください。

山車・屋台の位置を
知りたいときは？
立正大学地球環境科学部環境シ
ステム学科が作成し
た山車・屋台位置情
報システムから確認
できます。

～熊谷を日本一熱くする　　
　　　３日間がやってくる～
「関東一の 園」と称される熊谷うちわ

祭が、今年も開催されます。

山車・屋台の勇壮な響きを求めて、

毎年延べ75万人以上が祭に訪れます。

ぜひ、熱狂の祭を体感してください。

かねひ　　　　 かわ

はや　 し
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２０日（金）１２台の山車・屋台が熊谷駅に勢ぞろい、壮観の一言
渡御祭
とき　6：00～ 10：30
ところ　八坂神社～行宮

初叩き合い
とき　19：00～ 19：40
ところ　ティアラ２１前／
　　　  ＪＲ熊谷駅正面口前
各町の山車・屋台が勢ぞろいする、
祭初めての叩き合いです。

各町組頭ひきいる鳶の皆さ
んが神輿のお供をし、神輿を
お祭り広場の行宮に安置し
ます。

２1日（土）山車・屋台が国道１７号を東へ西へ、みどころ満載の中日
巡行祭
とき　13：00～ 16：00
ところ　国道１７号

叩き合い（扇形）
とき　20：30～ 20：50
ところ　国道17号鎌倉町交差点
あつい夜の熊谷に山車・屋台によ
る見事な扇が出現します。今年は
例年と一味違います。何が違うか
は見てのお楽しみ！

歩行者天国となる国道１７
号を、山車・屋台が年番町を
先頭に列をなし、叩き合いを
各所で行います。

22日（日）最終日、祭の熱狂は最高潮に
曳っ合せ叩き合い
・年番送り
とき　20：00～ 21：30
ところ　お祭り広場

還御祭

「ひろえば街が好きになる運動」

Let’s フォトコン
第13回熊谷うちわ祭写真コンクール

あつい熊谷に雪のプレゼント

とき　23：30～
ところ　行宮～八坂神社
神輿を本宮に移動する祭最
後の行事です。圧倒的な迫力を誇るうちわ祭

最後にして最大の見せ場です。

　お祭を楽しみながら、ごみを拾っ
ていただいた方に、ささやかな参加
賞を差し上げます。
とき　７月２１日（土）・２２日（日）
　　  12：００～１６：００(受付時間)
ところ　コミュニティひろば（国道17
号熊谷市役所入口交差点そば）
◆環境推進課（江南庁舎）
3048-536-1549

費用　無料
結果発表　8月24日（金）
申込み　7月20日（金）～8月3日（金）
くまがやねっと（ホームページ）内専
用応募フォームから。
※募集要項等詳しくは下記へ。
◆くまがや館　3048-521-4625

　祭期間中の21日（土）には、志賀高
原のある長野県山ノ内町から20ﾄﾝの
雪のプレゼントが贈られます。当日は、
スコップやバケ
ツ等を用意しま
すので、雪の冷
たさを体感して
ください。
とき　10:00頃～雪が溶けるまで
ところ　コミュニティひろば

うちわ祭茶会
―お囃子とお茶会を楽しむ―

とき　7月21日（土） 13:00～18:00
ところ　星溪園　立礼席
定員　100人（先着順）
費用　500円（お茶・お菓子代）
席主　鈴木宗美（裏千家）
申込み　 当日、星溪園で受付（17:30まで）

とき　７月２１日（土）・２２日（日）
　　 12：00～ 23：00
ところ　熊谷荒川緑地の一部
（荒川河川敷内）　案内看板・
警備員を配置し、誘導します。
※２０日は実施しません。
※土手への進入路（桜木小学校
前）は、交通規制（一方通行）に
ご協力ください。

グライダー号、ムサシトミヨ号
停留所の休止【八木橋東】
とき　7月21日（土）・22日（日）
　　  13時以降全て
※お近くの停留所【裁判所前】を
ご利用ください。
直実号運行の休止
とき　7月21日（土）・22日（日）
　　  13時以降全て

関連イベントも盛りだくさん！ 交通情報

祭2祭1

祭3

うちわ祭の交通規制に伴う、
ゆうゆうバスの変更

荒川河川敷無料駐車場開放のお知らせ

ドローン飛行自粛について　祭礼場所等における危険防止のため、小型無人機（ドローン）を飛行させての撮影等は許可等を得る必要があります。

と　　  ぎょ　　  さい

あん　 ぐう

じゅん　　こう　　 さい

ひ　　　　　  かわ かん　　 ぎょ　　 さい

とび

りゅう  れい   せき

み  こ  し
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と　き　７月１９日（木）・２０日（金）
ところ　籠原駅周辺
内　容　行宮祭、巡行祭、叩き合いなど
※メイン会場となる籠原駅北口ロータ
リーは、交通規制を行います。
◆籠原駅夏祭り実行委員会
3090-7177-5802（小池）

東西あばれみこし

出来島八坂神社あばれみこし
と　き　７月２２日（日）10：00～
ところ　出来島八坂神社
内  容　10：00～みこしの練り歩
き（出来島地区内）
16：30（予定）～川に入り、みこしの
とんぼの上から、次々と川に飛び込
みます。陸上でも圧巻の迫力です。

と　き　７月２９日（日）　6:00～
ところ　葛和田大杉神社
内  容　6：00～みこし･祭り囃子の
練り歩き（秦地区内）
13：30（予定）～葛和田渡船場から
利根川に入り、みこしのもみ合いが
行われます。

葛和田大杉神社あばれみこし

※雨天による増水の場合は、川に入りません。

熊谷を熱くする

地域の祭り

妻沼夏祭り飾り大みこし
と　き　７月１５日（日）
           12：00～18：00（雨天決行）
ところ　妻沼中心市街地
内　容　大みこし・子どもみこし渡御、
山車巡行など（当番町：仲町）
◆(一社)熊谷市観光協会
3048-594-6677

籠原夏祭り

第１３回おおさと夏まつり
と　き　７月２８日（土）１５：００～２０：００
※雨天の場合は７月２９日（日）
ところ　大里総合グラウンド
          （大里行政センター前）
内　容　伝統芸能の披露、模擬店、スタ
ンプラリー、フリーマーケット、抽選会等
◆おおさとまつり実行委員会　
3048-536-1399第２７回めぬま祭り

と　き　８月４日（土）13：00～20：00
ところ　妻沼商店街本通り
          （県道太田熊谷線）
※詳しくは、市報６月号をご覧ください。
◆めぬま祭り実行委員会（飛田）
3048-588-0118

夏の熊谷では、古くから伝承されている市指定文化財の伝統行事が多く開催されます。
＊予定が変更される場合もあります。詳細については各保存会にお問い合わせください。
    　   ◆江南文化財センター　3048-536-5062

平成30年度

夏の伝統行事

7/14（土）13：30～（屋台・御輿巡行）
7/15（日）10：00～

7/22（日）21：00頃～（年番送り）
7/21（土）15：00～（村廻り）
　　　　  18：30～（御詠歌奉納）
7/24（火）17：00頃～祭礼
7/24（火）19：00～（八坂祭典）
7/25（水）9：00～（屋台巡行）
　　　　 18：00～（御輿渡御）
7/28（土）17：00～（予定）
（おおさと夏まつり内）

8/17（金）～25（土）
各地区巡行　10：00頃
奉納　　　　17：00頃

8/25（土）19：00～
8/28（火）  9：00～（獅子舞村廻り）
　　　　 18：00～（獅子舞奉納）

板井地区内 出雲乃伊波比神社
上川原自治会集会所（大麻生）
お祭り広場
永井太田集会所
地蔵尊
赤城神社（成沢）

東別府神社
（屋台巡行は東別府地内）

大里総合グラウンド

諏訪神社（上新田）

古宮神社（池上）

048-536-2253（関口）
048-532-4136（保存会）

048-521-2561（大塚）

048-588-0550（新井）

048-536-3818（総代会）

048-532-6193（鳥海）

048-536-5418（金井）

048-523-9479（井桁）

048-536-1193（柴田）

048-522-2299（古宮神社）

板井屋台囃子
上川原神道香取流棒術

熊谷木遣

地蔵念仏（地蔵尊御詠歌）

成沢屋台囃子

東別府祭囃子

手島楽友会八木節

今井の廻り地蔵

上新田屋台囃子

池上獅子舞

祭事・披露等 と　き ところ 保存会連絡先
いず   も　 の　  い　  わ　い

まわ

し　 し   まい

ばや　し み   こし

くま  がや   き    やり

じ   ぞう そん　ご  えい　か

こ   みや

初日の浄業庵から一日ずつ今井
地内の各地区へ移動。

ドローン飛行自粛について　祭礼場所等における危険防止のため、小型無人機（ドローン）を飛行させての撮影等、同機の使用について自粛をお願いします。

◆(一社)熊谷市観光協会3048-594-6677

あん  ぐう

ばや　  し
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（イメージ写真）（イメージ写真）

クックパッド熊谷のページ
　暑さに負けない体を作るため、料理レシピサイト
「クックパッド」の市公式キッチンに暑さ対策レシピ
などを掲載します。

店舗で声かけ
　スーパーやドラッグストア等を「熱中症予防声かけ
協力店」に認定し、店内で注意喚起の放送や、啓発ポ
スターの掲示などにご協力いただき啓発を行います。

　熱中症を注意喚起するトイレットペーパーや、尿
の色で脱水症状を判定するポスターなどを、公共
施設、駅などのトイレに設置します。

トイレで注意喚起

ポータルサイト開設（7月4日公開）
　市の暑さ対策、立正大学の研究成果、雪くまや
クールシェアの紹介など、暑さ対策をメインテーマと
したポータルサイト「暑さ対策バンク」を開設します。

　熊谷を代表するスイーツ
グルメ「雪くま」、熊谷産の
米から作った糀を使った栄
養満点の糀甘酒「熊之糀」
を市内店舗で販売します。

暑さ対策の研究支援
　立正大学地球環境科学部と連携して、暑さに関
するデータを分析･研究し、結果を熱中症啓発や、
今後の暑さ対策事業に役立てます。　

　熱中症予防を目的に、環境省を始
め全国7,000を超える企業、行政、民
間団体で組織される「熱中症予防声
かけプロジェクト」において、優れた
取組を表彰する「ひと涼みアワード」
で、熊谷市は過去５回の「トップラン
ナー賞」を受賞しています。
　熱中症は正しい知識を身に付け、
適切に対処することで防ぐことがで
きます。
　皆さん、お互いに声を掛け合い、熱
中症ゼロを目指しましょう！
　今回掲載のもの以外にも様々な取
組を行っています。
・まちなかオアシス（６月～９月、公共施
設２２か所に一時的な休息所を開設)
・涼しさ体感階段アート(7月～9月、駅
の階段を涼しいアートで装飾)
・クールスカーフ配布
・ニャオざねクールキャップの配布
・小学校児童委員会活動への支援
・中学生暑さ対策サポーターの養成 ほか

クールシェアくまがや
　夏の節電対策として、一人一台のエアコン使用
をやめ、涼しい場所に集まって、みんなで夏を楽し
く快適に過ごす取組です。コミュニティやまちの活
性化というプラスの価値も生み出します。

えんむすび日傘の貸出し
　妻沼聖天山周辺の商店街等20か所で、日傘
(和傘)を無料で貸し出しています。快適な参拝
や商店めぐりに、ぜひご利用ください。

暑さ対策を表彰
「熊谷版ひと涼みアワード」
　学校の委員会活動や、中学生暑さ対策サポー
ターの優れた取組、階段アート、クックパッドなど、
暑さ対策の取組を表彰します。　

熱中症ゼロを目指して熱中症ゼロを目指して

雪くま・熊之糀の販売
くま　　  の　   こうじ

◆政策調査課3内線369

熊 谷 版
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ＦＭ ＮＡＣＫ５で熊谷の情報を発信！

『熊谷市史　通史編上巻　原始・古代・中世』を刊行しました

「飼い主のいない猫」を増やさないために

　現在行っている熊谷市史の編さんにおいて、初めての通史編となる「上巻　原始・古代・中世」
を刊行しました。
　通史編では、市民の皆さんにも分かりやすい叙述形式で熊谷の歴史を解説します。この本では、
約３万年前の旧石器時代から約４３０年前の戦国時代の終わりまでを取り扱っています。

 内　容
○発掘された遺跡や遺物からみる原始の熊谷の人々
の生活
○木簡や墨書土器からみる古代の人々の信仰や生活
○中世熊谷の偉人、熊谷直実、斎藤実盛、中条家
長の足跡
○熊谷市域に割拠した数多くの武士団の活躍
○成田地区出身の忍城主成田氏が支配した戦国時代
の熊谷
○仏像や土器、石造物、瓦などのモノ資料からみた
熊谷の歴史
 価　格
３,０００円（Ｂ５版、７６5ページ、オールカラー）

※もっと詳しく熊谷の歴史を学びたい方には、次の本
もご用意しています。

『熊谷市史　資料編１　考古』　３,０００円
『熊谷市史　資料編２　古代・中世』　３,０００円
『熊谷市史　別編１　民俗』　２,５００円
『熊谷市史　別編２　妻沼聖天山の建築』　２,５００円

 販売場所　
社会教育課、市立熊谷図書館、妻沼展示館、江南
文化財センター、八木橋＜須原屋熊谷店＞、藤村書店、
戸田書店、めぬま館・お休み処など
※郵送を希望される方は、下記までご連絡ください。

◆市史編さん室　3０４８-５６７-０３５５

　生ワイド番組「ＧＯＧＯＭＯＮＺ」で、熊谷の情報を関東一円にどどんと発信します。
※生放送のため、多少時間が前後する場合があります。

◆広報広聴課　3内線２１２ 　

とき　７月16日（月・祝）～19日(木)
　　  4日間とも14:06～14:20

　公共財団法人どうぶつ基金の協力を得て「飼い主の
いない猫対策事業」を行っています。これは、市が同
基金の発行する無料不妊手術チケットを市民やボラン
ティア団体へ交付し、そのチケットを利用して、同基金
の協力病院で「飼い主のいない猫」の不妊手術をしてい
ただく取組です。手術後の猫は元の場所に戻し、地域
の皆さんのご協力により、地域猫として適切に管理し
ていただきます。

　「無料不妊手術チケット」のご利用方法は、市ホーム
ページをご参照ください。また、不妊手術実施の目的
の場合に限り、猫の捕獲器の貸出しを行っています。

 ◆環境推進課　3048-536-1565

斎藤実盛の最期
（林原美術館蔵『平家物語絵巻』）

さね  もり

もっ    かん ぼく　 しょ

おし

ゴ　　　　ゴ　　　モ　　　ン　　  ズ

上中条出土 短甲武人埴輪
（東京国立博物館蔵）

どころ

平敦盛を招く熊谷直実
（埼玉県立歴史と民俗の博物館蔵

「一の谷合戦図屏風」）

たいらのあつもり くま　がい  なお  ざね

びょう  ぶ

パーソナリティの三遊亭鬼丸さん（左）と
高橋麻美さん（右）

たん  こう   ぶ　 じん　はに　わ
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平成２９年度　予算執行状況

あなたと市長の
主に、その小学校区に在住・在勤・在学の方、
または学区内保育所、幼稚園、児童館等利用
者の保護者の方
40人程度
2歳以上の幼児をお預かりできますので、申
込みの際にお申し付けください。
申込みの際にお申し付けください。　　
電話またはFAX、市ホームページの「市長の
部屋」から申し込むことができます。住所・氏
名・電話番号を明記し、開催1週間前までに
下記へ。

対　　象

手話通訳 
申 込 み

定　　員
託　　児

第8回
対　象

と　き

妻沼小学校区

妻沼中央公民館

子どもたちの安心・安全（防災・交通安全）

市政全般について

7月29日（日） 14:00～16:00

ところ

テーマ（1）

テーマ（2）

　市長が市内各所に伺い、市民の皆さんのご意見や
アイデア等をいただき、今後の市政に反映させるため
の懇談会です。皆さんのご参加をお待ちしています。

ハートフル・ミーティングハートフル・ミーティング
市長と語ろう！

◆政策調査課　3内線368　6048-525-9222

収 入

特別会計　歳入歳出予算の執行状況 市債現在高の状況単位：千円、％ 単位：千円
会計区分

国 民 健 康 保 険
下 水 道
公共用地先行取得
駐 車 場 事 業
熊谷都市計画事業
土地区画整理事業
農業集落排水事業
後期高齢者医療
合　　　　　  計 

会計区分
一 般 会 計
特 別 会 計
合　　　計

平成28年度末
37,414,570
18,483,737
55,898,307

平成29年度発行額
1,310,800

0
1,310,800

平成29年度償還額
3,968,176
1,229,005
5,197,181

平成30年3月31日
34,757,194
17,254,732
52,011,926

予算現額
25,648,263
3,864,050
41,555
82,852

2,383,327
419,101
2,137,265
34,576,413

収入済額
21,398,986
2,526,645
41,555
61,145

1,754,814
332,990
2,091,246
28,207,381

支出済額
23,460,207
2,928,069
37,631
46,674

1,539,695
358,297
1,865,110
30,235,683

執行率
91.5 
75.8 
90.6 
56.3 
64.6 
85.5 
87.3 
87.4

上段＝予算現額（現在の予算額）
下段＝収入済額（収入した額）　％＝収入率

　皆さんが納めた税金や国県の補助金などが市にど
のくらい入りそれをどのように使ったのか、市の財政
運営の状況を年２回、お知らせしています。
　今回は、平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日ま
での状況ですが、当初の計画に沿っておおむね順調に

予算現額
収入済額
収 入 率

６６３億２，１５４万円
６２４億８，９９０万２千円
94.2%

上段＝予算現額（現在の予算額）
下段＝支出済額（支出した額）　％＝執行率

予算現額
支出済額
執 行 率

６６３億２，１５４万円
５５４億７，６１２万８千円 
83.6% 

市税
国・県
支出金
地方
交付税

市債

繰越金
譲与税・
交付金

その他

0 　　　　　  100　　　　　 200　　　　　 300（億円）

民生費

総務費

土木費

教育費

公債費

衛生費

消防費

その他
0 　　　　　  100　　　　　 200　　　　　 300（億円）

※収入・支出済額は、3月31日現在のものであり、
予算執行の残務を整理する出納整理期間（4月1日
～5月31日）があるため、決算数値とは異なります。

一般会計

支 出
一般会計

収入率
83.4 
65.4 
100.0 
73.8 
73.6 
79.5 
97.8 
81.6

事業を進めています。今後も、無駄を省き、将来を見
据え適正な予算の執行を心がけていきます。
　より詳しい情報は、市ホームページでご覧になれま
す。　　　　　　　　　　

 ◆財政課　3内線240

２９６億８，０２２万　  円
２８６億７，２８２万　  円 
１４４億９，２６８万３千円
１３２億５，７４４万３千円
　５０億８，５３３万７千円
　５１億９，９６１万６千円
　４８億　４９８万３千円
　４８億　４９８万３千円

　　３９億５，２００万  　円
　５０億３，５５０万４千円
３６億   １８０万　  円
　１３億１，０８０万　  円

　　４７億   ４５１万７千円
　４２億   ８７３万６千円

２９６億８，０２２万　  円
２８６億７，２８２万　  円 
１４４億９，２６８万３千円
１３２億５，７４４万３千円
　５０億８，５３３万７千円
　５１億９，９６１万６千円
　４８億　４９８万３千円
　４８億　４９８万３千円

　　３９億５，２００万  　円
　５０億３，５５０万４千円
３６億   １８０万　  円
　１３億１，０８０万　  円

　　４７億   ４５１万７千円
　４２億   ８７３万６千円

96.6％

91.5％

102.2％

100.0％

127.4％

36.4％

89.5％

96.6％

91.5％

102.2％

100.0％

127.4％

36.4％

89.5％

２８３億　９７６万４千円
２５２億　７６３万３千円 
　７６億６，４８０万１千円
　５２億３，２５５万１千円
　６９億１，６２３万２千円
　５４億９，０１５万9千円

　　６８億８，１４３万 　 円
　５１億５，５１９万９千円
　５０億１，３５１万１千円
　４４億２，３８７万６千円
　４７億６，０７８万２千円
　４２億　４０９万７千円
　２７億５，８９４万１千円
　２３億３，０２８万９千円
４０億１，６０７万９千円
　３４億３，２３２万４千円

２８３億　９７６万４千円
２５２億　７６３万３千円 
　７６億６，４８０万１千円
　５２億３，２５５万１千円
　６９億１，６２３万２千円
　５４億９，０１５万9千円

　　６８億８，１４３万 　 円
　５１億５，５１９万９千円
　５０億１，３５１万１千円
　４４億２，３８７万６千円
　４７億６，０７８万２千円
　４２億　４０９万７千円
　２７億５，８９４万１千円
　２３億３，０２８万９千円
４０億１，６０７万９千円
　３４億３，２３２万４千円

89.0％

68.3％

79.4％

74.9％

88.2％

88.3％

84.5％

85.5%

89.0％

68.3％

79.4％

74.9％

88.2％

88.3％

84.5％

85.5%
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障害基礎年金のお知らせ
①障害基礎年金
　国民年金加入中や、20歳前に初診日のある病気・
けがで障害認定日に国民年金法で定める障害等級（１
級、２級）に該当し（手帳の等級と異なる場合がありま
す。）、一定の保険料納付を満たしている20歳以上65
歳未満の方は、障害基礎年金を請求できます。
②20歳前の障害による障害基礎年金受給者の現況届
　７月初旬に日本年金機構から現況届が送られます。
同封の説明書でご確認の上、必要事項を記入し、7月
末日までに提出してください。

職員採用試験　
募集職種　一般事務(身体障害者対象･スポーツ枠含む)、土木技術、建築技術、保育士、保健師
第一次試験日　 9月16日(日)
第一次試験会場　立正大学熊谷キャンパス　アカデミックキューブ
申込期間　全職種 8月10日（金）～13日（月）　※土・日曜日および祝日も受け付けます。
【一般事務（身体障害者対象・スポーツ枠）、土木技術、建築技術、保育士、保健師については、
土・日曜日および祝日を除く7月3日(火)～8月9日(木)も受け付けます。】
申込受付場所　８月10日(金)～市役所本庁舎3階　302会議室または303会議室
　　　　　　　※8月9日(木)までは、市役所本庁舎3階　職員課

７月19日（木）
13:00～17:00
商工会館大ホール
先輩職員との座談会
市役所庁舎見学

熊谷市職員募集熊谷市職員募集
～欲しいのは未来を見据えるチカラ～

熊谷市
採用説明会

※未申告の方は、所得に関する申告が必要です。
※平成30年1月2日以降に転入した人は、平成30年1月
1日現在住民登録がある市区町村にて、平成30年度
の所得に関する証明書を取得の上、添付してください。
※診断書が必要な方には、診断書付きの現況届が送ら
れますので、医師の診断を受け、提出してください。
◆保険年金課　3内線277
◆各行政センター市民担当係
◆熊谷年金事務所お客様相談室
　3048-522-5012　音声案内1番のあと2番

募集職種 募集人数 試験区分 受験資格

20人程度

※詳しくは、試験案内または市ホームページをご確認ください。　※★印が付いているものは、別に要件があります。

若干名

若干名

若干名

若干名

10人程度

5人程度

一般事務

★一般事務
（身体障害者対象）
★一般事務
（スポーツ枠）

土木技術

建築技術

保健師

保育士

大学卒、短大卒、
高校卒程度 昭和63年4月2日以降に生まれた方

昭和53年4月2日以降に生まれた方で、学校教育法に定める高
等学校（これに準ずる学校を含む。）以上の学校を卒業した方
昭和58年4月2日以降に生まれた方で、学校教育法に定める高
等学校（これに準ずる学校を含む。）以上の学校を卒業した方

昭和58年4月2日以降に生まれた方

昭和58年4月2日以降に生まれた方

昭和53年4月2日以
降に生まれた方
昭和53年4月2日以
降に生まれた方

保育士資格を有する方または平成31
年3月31日までに資格取得見込みの方
保健師資格を有する方または平成31
年3月31日までに資格取得見込みの方

学歴区分なし

大学卒、短大卒、
高校卒程度
大学卒、短大卒、
高校卒程度
大学卒、短大卒
程度

学歴区分なし

平
成
31
年
3
月
31
日
ま
で
に
卒
業
見
込
み
の
方
も
可

◆職員課　3内線236、238

8平成30年（2018）7月UMAGAYAK

市政ワイド●妻沼庁舎・妻沼行政センター　〒360-0292　弥藤吾2450   3048-588-1321
●江南庁舎・江南行政センター　〒360-0192　江南中央1-1   3048-536-1521



国民健康保険税の納税通知書を発送します

後期高齢者医療制度

納期は、７月から平成３１年２月までの８回です。
世帯主が納税義務者です
　世帯に国民健康保険の加入者がいれば、世帯主の方宛
てに納税通知書をお送りします。
公的年金から引き落としの方は口座振替に納付方法を変更できます
　口座振替への変更手続には「納付方法の変更申出」が必要
です。申出書は保険年金課、各行政センターにあります。（新
たに特別徴収に該当する方には、納税通知書に同封します。）
※公的年金からの引き落とし（特別徴収）による納付を希
望される方は、手続の必要はありません。

一定の所得以下の世帯に対する国民健康保険税の軽減制度
　世帯全員（16歳以上）の所得を把握する必要があります
ので、所得のない方（確定申告等で配偶者や扶養となって
いる方を含みます。）も申告してください。未申告の方がい

  【被用者保険の被扶養者の軽減】
　後期高齢者医療制度に加入する直前に、健康保険組合
や共済組合等の被用者保険の被扶養者であった方の均等
割額は、平成29年度は7割軽減でしたが、平成30年度
は5割軽減と変更になりました。なお、所得割は引き続き

保険料　　上限62万円 = +均等割額  41,700円 所得割額　賦課のもととなる所得金額×所得割率7.86％

均等割額
軽減割合

　　　　　　　　　　　　　　　　軽減の基準
　　　　　同一世帯内の被保険者および世帯主の総所得金額等の合計額
【33万円】以下で、被保険者全員が年金収入80万円以下（他の各種所得なし）の世帯
【33万円】以下の世帯
【33万円＋27.5万円×世帯の被保険者数】以下の世帯
【33万円＋50万円×世帯の被保険者数】以下の世帯

軽減後の　 
均等割額　 
4,170円／年
6,250円／年
20,850円／年
33,360円／年

【均等割額の軽減】

平成３０年度国民健康保険税納税通知書は、７月１０日（火）に発送します。　　◆保険年金課 3内線２４８・３７９

ると適用されません。また、災害などのため支払いが困難
なときは、国保税の減免が認められる場合もあります。
非自発的失業者の軽減制度
　離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌
年度末までの間、対象者の前年の給与所得を30/100と
して国保税を算定します。雇用保険受給資格者証をお持
ちの上、非自発的失業の申告をしてください。
※対象者　平成26年3月31日以後に離職した方のうち、
離職時に65歳未満であった雇用保険の特定受給資格
者または特定理由離職者として失業等給付を受ける方
または受けていた方（雇用保険受給資格者証の離職コー
ドが11・12・21・22・23・31・32・33・34のい
ずれかに該当する方）

保険証が８月１日に更新されます
　前年所得等によって、医療機関での自己負担割合（１
割または３割）を判定し、７月末までに新しい保険証をお

9割
8.5割
5割
2割

かかりません。
※被用者保険とは、協会けんぽ、健康保険組合、共済組合、
船員保険のことです。（市町村国民健康保険・国民健
康保険組合は対象外です。）

平成３０年度後期高齢者医療制度の保険料
　被保険者に等しく負担していただく均等割額と、前年
中の所得に応じて負担していただく所得割額により、

  保険料の軽減
　所得の少ない方は、下のように保険料が軽減される場
合があります。ただし、世帯内に所得が不明な方がいる

普通徴収（納付書もしくは口座振替等で納付）の方
　納期が７月から翌年２月までの年８回の保険料額を通知
します。

送りします。

　世帯全員が住民税非課税の場合、申請により、外来・
入院時の医療費および入院時の食事代が減額となる「限
度額適用・標準負担額減額認定証」を発行します。なお、

前年度に認定証を申請している方で、今年度も非課税
世帯に属する方には、７月末までに認定証をお送りしま
すので、申請する必要はありません。

特別徴収（年金からの引き落しによる納付）の方
　前年所得で算定し直した年間の保険料額から仮徴収分
（４、６、８月の特別徴収分）を差し引いた本徴収の保険料
額を通知します。

「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請を受け付けます

被保険者個人ごとに計算されます。

場合は適用できませんので、扶養の方など所得がない方
も申告をしてください。

◆保険年金課　3内線302・278

  【その他の変更】
　所得割額の軽減はなくなりました。賦課のもととなる所
得金額が58万円（年金収入のみの場合211万円）以下の

方は、所得割額が平成29年度は2割軽減でしたが、平成
30年度からは軽減なしになりました。
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平成３０年度の介護保険料
　介護保険では、３年ごとに介護保険事業計画の見
直しが行われ、本年度から、第７期事業計画（計画期
間：平成３０年度～３２年度）がスタートしました。
　これに伴い保険料が改定されており、第７期事業計
画の介護保険料は下の表のとおりとなります。
　介護保険は、介護保険法により定められている制度
であり、４０歳以上の人が全員納める保険料と、国や
地方公共団体の負担金、利用者負担を財源に運営さ
れています。この制度は、支え合いの制度です。介護
サービスを利用していない場合でも、保険料を納めて
いただくことになります。
　６５歳以上の方には、大里広域市町村圏組合から介
護保険料納入通知書を送付します。保険料の納め方
は法律で定められていますので、個人で選択すること
はできません。なお、原則として特別徴収となります。
①特別徴収(年金天引き)
　年金が年額１８万円以上の方は、特別徴収となりま
す。年金からあらかじめ天引きされますので、納めに
行く必要はありません。ただし、６５歳になって（または、
転入して）すぐに年金からの天引きにはなりません。開

・本人および世帯全員が住民税非課税で、
　・老齢福祉年金受給者の方
　・前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が８０万円以下の方
・生活保護受給者
本人および世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年
金収入額の合計が８０万円を超え１２０万円以下の方
本人および世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年
金収入額の合計が１２０万円を超える方
世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人が住民税非課税で、前年の合
計所得金額と課税年金収入額の合計が８０万円以下の方
世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人が住民税非課税で、前年の合
計所得金額と課税年金収入額の合計が８０万円を超える方
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が１２０万円未満の方
　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　 １２０万円以上２００万円未満の方
　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　   ２００万円以上３００万円未満の方
　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　    ３００万円以上６００万円未満の方
　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　 ６００万円以上の方

２９,７００円（基準額×０.４５）

４６,２００円（基準額×０.７）

４９,５００円（基準額×０.７５）

５９,４００円（基準額×０.９）

６６,０００円（基準額）

７９,２００円（基準額×１.２）
８５,８００円（基準額×１.３）
９９,０００円（基準額×１.５）
１１５,５００円（基準額×１.７５）
１２５,４００円（基準額×１.９）

②普通徴収(納付書納付または口座振替)
　年金が年額１８万円未満の方、老齢福祉年金および
恩給のみ受給している方等は普通徴収となります。当
組合から納付書を送付しますので、納期限までに市町
や金融機関の窓口で各自納付してください。
　普通徴収では、口座振替のご利用も可能です。口
座振替は、ご希望の納期分から引き落としを開始しま
す。口座振替は、特別徴収とは異なりますので、混同
しないようご注意ください。口
座から振り替えたことの領収書
は発行されませんので、通帳記
帳にてご確認ください。

所得段階

第１段階

第２段階

第３段階

第４段階

第５段階
第６段階
第７段階
第８段階
第９段階
第１０段階

対象となる方 保険料額（年額）

◆大里広域市町村圏組合　介護保険課　3０４８-５０１-１３３０
◆大里広域熊谷介護保険事務所（長寿いきがい課内）　3内線２１７・４５１
◆大里広域大里・妻沼・江南介護保険事務所（各行政センター福祉担当係）

介護保険料額表（平成30年度分）

始までに、半年から１年ほどかかります。このため天引
きになるまでの間は、普通徴収となります。天引きの
金額は、通帳には記帳されません。
　介護保険料は、収入や世帯状況の変動等により、
年度間で大きな差が生じてしまうことがあります。特別
徴収では、これを解消し、できるだけ均等にするため８
月の年金天引き額を調整する場合がありますのでご了
承ください。

「認知症初期集中支援チーム」のお知らせ
　認知症初期集中支援チームとは、認知症の早期診
断・早期対応を目的とし、医療職と福祉職の専門スタッ
フで構成されています。本市では、認知症疾患医療セ
ンター西熊谷病院に設置しています。
　本人・家族や周囲の方から相談を受け、認知症が
疑われる方のもとに訪問し、専門医の助言のもと、本
人にとって必要なサービスや機関等につなぐ支援を行
います。最長６か月間を目安にサポートします。
対象者　40歳以上で在宅で生活していて、かつ認知
症が疑われる方、または認知症の方で、次のいずれ

かに該当する方。
（１）認知症の診断を受けていない方、または治療を中

断している方
（２）医療サービス、介護サービス等を受けていない方、

または中断している方
（３）医療サービス、介護サービス等を受けているが、

認知症と思われる行動または心理症状が顕著に見
られるため、その家族等が対応に苦慮している方

相談窓口　長寿いきがい課または各地域包括支援センター
◆長寿いきがい課　3内線２１７・４５１
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