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今ならできる防災がある。 P2

誰でもできる動物愛護
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いきいきあんしん
元気で長寿のまちくまがや

P5

いざという時
備えていますか？
近年、地震が頻発し、局地的な豪雨が発生す
るなどの被害が多くなっています。
９月１日は「防災の日」です。日頃から防災
について意識し、備えておくことが必要です。

●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

熊谷市は
TM
ラグビーワールドカップ2019の
開催都市です

熊谷市ホームページ

●妻沼庁舎・妻沼行政センター
〒360-0292 弥藤吾2450
3048-588-1321

熊谷市役所

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

http://www.city.kumagaya.lg.jp/

※市が行う催しについて、手話通訳が必要な方は、各担当課にお問い合わせください。

東日本大震災をはじめ、平成２８年の熊本地震、昨年の九州北部豪雨。
今年に入って、千葉県・群馬県で地震が頻発し、７月には、大阪北部地震や西日本豪雨が発生する
など、自然災害の猛威に、多くの
「悲劇」
が伝えられています。
今ならできる防災があります。
これらの悲劇を教訓にして、命と暮らしを守る
「知識と地域のつながり」
をもう一度、点検してください。

いつ起こるかわからない地震に備える
６月１８日、大阪府北部で震度６弱の地震が発生し、尊い命が奪われる被害がありました。
地震から命を守るために、木造住宅の耐震化を進めるための補助制度と、ブロック塀の安全点検についてお知らせします。

木造住宅の耐震化を応援します

昭和５６年５月末までに着工した二階建て以下の木造住宅（一部店舗などの併用を含む）
には、次の制度があります。

○熊谷市木造住宅耐震改修等補助金交付制度
対
象：建築士による耐震診断を受けて強度
不足と診断され、改修をするもの
補助金額：
○熊谷市木造住宅耐震診断補助金交付制度
①耐震改修に要した費用の1/3（上限40万円）
対
象：建築士による詳細な耐震診断をするもの
②耐震シェルター等の設置に要した費用の1/2
補助金額：耐震診断に要した費用の1/2（上限5万円）
（上限10万円）
○木造住宅の無料簡易耐震診断
※建築時の図面（確認通知書等）
が必要です。

ブロック塀の安全点検をしましょう！
ひび割れ
鉄筋

高さ

ブロック塀については、建築基準法の構造基準を満たしてないもの、老
朽化で品質が低下しているもの等は、地震時に倒壊する危険があります。
ブロック塀の倒壊等による事故を防止するため、通学路や生活道路に面
したブロック塀なども含め、ご自宅の安全点検を進めましょう。
点検の結果、危険性が確認された場合は、速やかに付近通行者への注
意表示を行うとともに、建築士等の専門家に相談し、適切な補修および撤
去等の対策を行うようお願いします。

<ブロック塀の点検のポイント>
○チェックポイント
・塀は高すぎないか
（塀の高さは地盤から２.２ｍ以下か）
厚さ
はこちらから
・塀の厚さは十分か
（厚さ１０ｃｍ以上か。ただし、塀の （市ホームページ）
控え壁
高さが２ｍ超２.２ｍ以下の場合は15cm以上）
・控え壁はあるか
（塀の高さ1.2ｍ超の場合、3.4ｍ以下
根入れ
ごとに塀の高さの1/5以上突出した控え壁があるか）
・基礎があるか
（コンクリートの基礎があるか）
出展：パンフレット
「地震からわが家を守ろう」 ・塀は健全か
（塀に傾き、ひび割れはないか）
日本建築防災協会 2013.1より一部改
・塀に鉄筋は入っているか
（専門家に相談しましょう）
市から依頼されたように装う耐震診断・改修業者にご注意ください。
◆建築審査課
（大里庁舎） 3０４９３-３９-４８０９
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増える
集中豪雨

命を守るための3つの行動
◆危機管理室

西日本豪雨の教訓

「倉敷市」
への
応援職員からの報告
総務部 資産税課
小松原 主事
（左）
金 井 主事
（右）
7月17日〜21日の間、倉敷市真備町
地内に赴き、家屋の被害調査を支援し
ました。全壊、半壊等の被害認定調査
です。倉敷市職員１名と被災者宅を回
り、甚大な被害に遭われたご心情に配
慮しながら、適正な判定と丁寧な説明
に努め、業務を行いました。
暑い中での調査でしたが、被災され
た方々は、災害ごみが積み上げられ、
砂ぼこりにまみれた生活にもかかわら
ず、私たちの体調を気にかけてくださ
いました。
被災を「くやしい」と表現している方
もいらっしゃいましたが、倉敷市の職
員も同様の気持ちなのだと思います。
真備町での経験を熊谷市の地域防災
力につなげていきたいと思います。

3内線３３３

①ハザードマップの確認
最悪の場合、あなたの自宅や会社の場所は、
どのくらい浸水してしまうのか、ご存知ですか。
あらかじめ、「熊谷市防災ハザードマップ」
で確認しましょう。
市ホームページに掲載しています。

②雨が降り始めたら、情報確認
大雨や台風のとき、刻々と変わる危
険度に応じて、注意報や警報が発表さ
れます。テレビ・ラジオ・インターネット
などで最新の情報を入手しましょう。
そこで、便利でお手軽なのが、テレビ
の
「dボタン」。リモコンの
「d」
を押してみ
てください。雨雲の様子や避難情報が
見られます。

③ 地域とのつながりを持つ
（近助のすすめ）
集中豪雨や台風の接近の際、一人で心配するのは、心細いも
のです。避難の判断もできません。
災害時には、ご家族をはじめ、ご近所で連絡を取り合うなど、
「グ
ループ行動」
を心がけましょう。ご近所お互いで
「助け合い
（近助）」
ができるよう、地域の防災訓練や行事等に参加しましょう。

【現地からの教訓】

・平常時に、
いざという時の避難場所を確認しておくべきだった。
・当時は、特別警報も発令されていたものの、一人では
「逃げる決断」
ができなかった。
・高齢者の被災者が多かった。
（一人暮らしで２階に上がれなかった など）
では ？
れば
う
ど す

建物の被害状況調査

地域で、見守りや声掛けが必要。早めの避難の号令や誘導、
安否確認の方法を決めておくことが命を救います。

災害発生時に一人で避難するこ
とが困難な方や、避難のために支
援が必要な方の名簿︵避難行動要
支援者名簿︶を作成しておき、災
害発生時に避難支援等関係者にそ
の名簿情報を提供し、迅速な避難
支援を行う制度です。
事前の同意が必要です
避難支援等関係者は、災害時の
避難支援について、事前に検討し
ておくことが重要です。そのため
には名簿情報の事前提供に
﹁同意﹂
していただく必要がありますの
で、災害時の避難が心配な方は、
同意書の提出をお願いします。ご
提出後、要支援者一人ひとりの
﹁個
別 計 画﹂を 作 成 し ま す。ま た、既
に同意書を提出された方で、緊急
連絡先等が変更となった場合は、
再度提出をお願いします。
同意書の提出方法
﹁熊谷市避難行動要支援者名簿
登録申請書兼事前提供同意書﹂
に
ご記入の上、次の窓口までご提出
をお願いします。様式は各窓口に
あります。
提出先窓口 生活福祉課、長寿い
きがい課、障害福祉課、各行政セ
ンター福祉担当係
﹁※
個別計画﹂
が作成された場合で
あ っ て も、災 害 発 生 時 の 状 況 に
よっては、必ずしも支援を受けら
れるとは限りません。
◆生活福祉課 3内線２９５

避難行動要支援者避難支援制度
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誰でもできる動物愛護
9月20日〜26日は
「動物愛護週間」
です。命ある動物の愛護と適正
な飼養についての関心と理解を深めるために、「動物の愛護及び管理
に関する法律（動物愛護管理法）」
に基づいて設けられています。
◆環境推進課（江南庁舎） 3048-536-1565

ペットを飼う前に
ペットを飼うということは
「命の責任を持つ」
ということです。
ペットを飼うことで楽しい時間を得ることができる一方、お金や時間・労力や忍耐などが必要にな
ります。犬や猫などの寿命は10年以上です。一生愛情と責任をもって飼う覚悟を持たないままペッ
トを飼った場合、飼い主にとってもペットにとっても不幸な結果になってしまうことが多く見られます。
しゅう

せい

し

よう

「終生飼養」
を知っていますか？
「動物愛護管理法」
により、飼い主には終生飼養
の責任があります。終生飼養とは
「動物がその命を
終えるまで適切に飼うこと」
を意味します。最後まで
愛情と責任をもって飼いましょう。

ペットの遺棄や虐待は犯罪です！
ペットを無責任に遺棄したり虐待したりすること
は、「動物愛護管理法」
に違反する犯罪で、罰則が
科せられます。ペットも人間と同じ、命あるものです。
飼い主とペットがお互いに幸せな生活を送れるよう
にしましょう。

猫は室内で飼いましょう

飼い主のいない猫（野良猫）に餌を与えている方へ

猫にとって屋外は、交通事故、病気の感染や猫同
士のけんかなど危険がいっぱいです。不妊手術をし
ていない場合、飼うことができない子猫が生まれて
しまう場合もあります。また、
「庭にフンをされた」
「車
に傷をつけられた」
など近
隣への迷惑行為にもなり
ます。猫の安全とトラブル
を未然に防ぐために室内
飼いをしましょう。

「かわいい」「かわいそう」
という感情だけで、野
良猫に餌を与えていませんか？餌を与えるだけの管
理は、野良猫の数を増やし、周辺環境の悪化を招き、
近隣トラブルの原因となる場合があります。結果と
して、殺処分されてしまう命を増やすことにもつな
がります。命あるものを大切にする気持ちを無駄に
しないために、餌を与えるなら、不妊手術をする、
もしくは
「飼い主」
として最後まで飼育する自覚と責
任を持ちましょう。

飼い主のいない猫を増やさないために
公益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。

ペットの防災対策
災害が原因で、大切なペットを手放したり、避難場
所でのトラブルを避けるために次のことを心がけてお
きましょう。
①飼い主が分かるように
災害時にはペットと離れ離れになるかもしれません。
保護されたときにすぐに飼い主が分かるように、迷子
札を付けておきましょう。

②避難先で困らないように
・普段と違う環境でペットがパニックにならないように、
ケージやリードに慣らしておきましょう。
・避難先でのトラブルを避けるために、排せつや
「待て」
「おいで」
などの基本的なしつけをしておきましょう。
・ペットのための災害時の備蓄は飼い主の責任です。
餌や薬などの身の回り品を少なくとも５日分は用意し
ておきましょう。

KUMAGAYA

平成30年（2018）9月

4

いきいきあんしん

元気で長寿のまちくまがや

9月15日は
「老人の日」
、15日〜21日は
「老人週間」
、9月の第3月曜日は
「敬老の日」
です。本市では、高齢
社会の将来像を
「いきいきあんしん 元気で長寿のまちくまがや」
と定め、高齢者の皆さんが元気に、健康で生
きがいを持って暮らせるまちを目指し、様々な事業を行っています。
◆長寿いきがい課 3内線290
事業名

内

容

対象・費用など

軽度生活援助事業

在宅で自立した生活を営めるよう、
清掃や買い物など軽易な生活援助
サービスを利用できます。

市内在住のおおむね65歳以上の単身または高齢者のみの
世帯の方
費用：１時間３００円

あんしんコール事業

緊急ボタンを押すと、外部と連絡が
取れ、救急活動が受けられる機器
の貸出しをしています。（申請後、
調査あり）

慢性的な病気等により日常生活を営む上で常時注意を要す
る単身高齢者およびねたきりの高齢者を抱える高齢者のみ
の世帯
ひとり暮らしで１級〜２級の身体障害者手帳をお持ちの方等

配食サービス事業

昼食を自宅まで配達し、日常の安否確
認と生活の質の向上を図っています。

市内在住の65歳以上の単身または高齢者のみの世帯の方
配達日：日曜日および年末年始を除く週４日まで
費用：1食４００円

徘徊高齢者
探索サービス事業

認知症により徘徊行動のある方に常
時発信機を所持してもらい、行方不
明時にご家族からの依頼により現在
位置を探索してお知らせします。

65歳以上の在宅認知症高齢者
費用：月額基本料２５０円
位置情報照会料：電話２００円、インターネット１００円 ほか
※別途消費税がかかります。

ねたきり老人等
介護者手当事業

同居のご家族の介護をしている方に、
申請により手当を支給しています。

「65歳以上で在宅のねたきり状態が6か月以上続いている方」
または
「重度の在宅認知症高齢者」
と同居し、介護している方
支給額：月額5,000円

健康入浴事業

公衆浴場の入浴料金の一部を助成
する入浴券を交付しています。

65歳以上の方
交付枚数：自宅に入浴設備がある方は毎月１枚、自宅に入
浴設備がない方は毎月４枚
費用：自己負担１００円 ※４月１日現在で77歳以上の方は無料

屋 内 プ ー ル「ア ク ア ピ
ア」・健 康スポーツセン
ター無料利用券交付事業

申請により、２つのプールの無料利
用券を交付します。

65歳以上の方
一人当たり年度内に各２枚まで交付

鍼灸院等でマッサージや鍼灸が受け
られる利用券を交付しています。

70歳以上の方
交付枚数：年度内1枚
利用限度額：2,000円（限度額を超える分は自己負担となります。）

はい かい

しんきゅう

敬老マッサージ・鍼灸サービス
利用券交付事業

9月21日は世界アルツハイマーデーです
「国際アルツハイマー病
協会」（ADI）が世界保健
機 関（WHO）
と共 同で 毎
年9月21日を
「世界アルツ
ハイマーデー」
と制定して
います。市では、世 界ア
ルツハイマーデーに合わせ
て、街頭キャンペーン・リー
昨年の街頭キャンペーン
フレット配布を実施します。
とき 9月23日
（日・祝）11:00〜
ところ JR熊谷駅改札前中央コンコース
◆（公社）認知症の人と家族の会 埼玉県支部
3048-667-5553
◆長寿いきがい課 3内線451
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長寿クラブ会員募集！
〈長寿クラブの活動例〉
①生活を豊かにする活動
趣味・文化・芸能・レクリエーションなどのサーク
ル活動、親睦旅行、健康や介護予防の勉強会、ウオー
キングや体操など
②地域を豊かにする活動
地域内のボランティア活動
（子ども見守りパトロール、
清掃、友愛訪問など）
、世代間交流活動
（子どもや青
少年への地域の文化・芸能・手工芸などの伝承など）
対象 おおむね６０歳以上の方
◆市長寿クラブ連合会熊谷支部 3048-524-1398
◆市長寿クラブ連合会大里支部 30493-39-4804
◆市長寿クラブ連合会妻沼支部 3048-588-1323
◆市長寿クラブ連合会江南支部 3048-536-1529

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

あなたの勇気を待っている人がいます。〜 9月10日から16日までは「自殺予防週間」です。
◆熊谷保健センター 3048‒526‒5737

話を聴かせてください。

声をかけてください。

以下に多く当てはまる方、
あなたのここ
ろは助けを求めています。早めに専門機
関に相談をしましょう。
自殺予防の十箇条
①うつ病の症状がある。
（気分が沈む、自分を
責める、決断ができない、眠れないなど）
②原因不明の身体の不調が続く。
③酒量が増す。
④安全や健康が保てない。
⑤仕事の負担が急に増える、大きな失敗
をする、職を失う。
⑥職場や家庭でサポートが得られない。
⑦本 人にとって価 値が あるもの（職、地
位、家族、財産）
を失う。
⑧重症の身体の病気にかかる。
⑨自殺を口にする。
⑩自殺未遂におよぶ。

一人ひとりが、悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を
聞いて、必要な支援につなげ、見守る人『ゲートキーパー』
になって、支え合う社会を目指しましょう。
気に
気づき 左に挙げたサインを出しているなど、
なる方が、あなたの身近にいませんか？
ご本
声かけ あなたが気になっていることを、
人に伝えてください。

傾

ご本人の気持ち
聴 話をしてくれたら、
を尊重し、耳を傾けましょう。

つなぎ

早めに専門機関（医療機関・相談機
関）にかかるよう促しましょう。

見守り

温かく寄り添いながら、じっくりと
見守りましょう。

「誰でもゲートキーパー手帳」厚生労働省ホームページ

誰でもゲートキーパー手帳

『こころの体温計』画像でわかるメンタルヘルスチェック
ねこ
社会的な
ストレス

水槽のヒビ
住環境の
ストレス

黒金魚
対人関係の
ストレス
水の透明度
落ち込み度

今のストレス度やこころの落ち込み度がどのくらいであるかを測るツールです。
どなたでも携帯電話やパソコンを利用して気軽にメンタルヘルスチェックができます。
健康状態や人間関係、住環境などの質問に回答すると、水槽の中で泳ぐ金魚、
猫などのキャラクターが登場し、ストレス度や落ち込み度を表示します。

赤金魚
自分自身の
ストレス

結果画面
（例）

熊谷市 こころの体温計

石
その他のストレス

（利用料は無料です。通信料は自己負担です。）

老齢基礎年金を受けるためには

◆保険年金課 3内線277
◆熊谷年金事務所 3048-522-5012 音声案内１番のあと２番

保険料納付期間等が１０年以上必要です
○国民年金保険料を納めた期間 ○国民年金保険料の全
額免除や一部免除(※)、学生納付特例や納付猶予を受け
た期間 ○第３号被保険者であった期間 ○厚生年金保険
や共済組合の加入期間 ○任意加入できる人がしなかった
期間(カラ期間)
これらを合わせて１０年以上必要です。
(※)一部免除等の承認を受けた月でも、残りの免除され
ない保険料を納めない月は未納期間になります。
原則として65歳から受けられます
○繰上げ請求…希望すれば60歳からでも減額された年金
を受けられます。
※障害基礎年金の請求ができない、寡婦年金が受け取
れないなどの給付制限があります。
○繰下げ請求…希望すれば66歳以降に遅らせて増額した
か

ふ

年金を受けられます。
※繰上げ請求、繰下げ請求ともに、一度決まった支給率（年
金額）
は一生変わりませんので請求は慎重にお願いします。
年金額
○加入可能年数（40年間）
を納めると年額779,300円(平
成30年度分）
になります。
○付加保険料を納めた人には、老齢基礎年金に次の額が
加算されます。
付加年金額（年額）
＝200円×付加保険料を納めた月数
老齢基礎年金の裁定手続
○国民年金の第１号被保険者期間のみを有する人
⇒保険年金課または各行政センター市民担当係へ
○上記以外の人（第３号被保険者期間を有する人や、厚生
年金の加入期間がある人）
⇒熊谷年金事務所へ
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市政ワイド

●熊谷市役所（本庁舎）
●大里庁舎・大里行政センター

〒360-8601 宮町2-47-1
3048-524-1111
〒360-0195 中曽根654-1 30493-39-0311

ラグビーワールドカップ２０１９ＴＭ
交付・交換
原付用オリジナルナンバープレートを交付しています
無料！
ラグビーワールドカップ２０１９の開催都市となった熊谷
市をＰＲするため、
ラグビーワールドカップ特別仕様のオリ
ジナルナンバープレートを交付しています。新規登録の際に
は、従来のナンバープレートとオリジナルナンバープレート

50cc以下

から選択できるほか、既に登録済みの車両も、
オリジナルナ
ンバープレートへの交換が可能です。枚数に限りがありま
すので、
この機会にぜひ交換をご検討ください。

90cc以下

125cc以下

対象車種 排気量50cc以下、90cc以下、125cc以下の 交付場所 市民税課（市役所本庁舎２階）
手数料 交付、交換ともに無料
原動機付自転車
対象 熊谷市内に車両の定置場があり、次のどちらかに当 ＜注意事項＞
○受付順に小さい数字から交付しますので、番号は選べま
てはまる方
せん。
①新しく熊谷市で対象車種のナンバープレートの交付を受
○交換の場合は、番号変更による自賠責保険などの手続
ける方
が必要となる場合があります。詳しくは、加入している保
②既に熊谷市で対象車種のナンバープレートの交付を受
険会社にお問い合わせください。
けている方
必要書類 【新規登録】販売証明書（譲り受けた場合は譲 ○オリジナルナンバープレートは、2019年12月末までの
期間限定交付です。
渡証明書）、印鑑
◆市民税課 3内線２４５
【従来のナンバープレートと交換】現在のナンバープレート
（登録済みのもの）、標識交付証明書、印鑑

平成２９年度

情報公開制度・個人情報保護制度の実施状況
◆庶務課

より開かれた市政の推進を目指して、市で保有している
行政情報について、閲覧や写しの交付を請求できる情報公
開制度を実施しています。
また、
より公正で信頼される市政
の推進を目指し、市で保有している個人情報について、取
扱いのルールを定めるとともに、開示、訂正等を請求できる
個人情報保護制度を実施しています。
この２つの制度の平
成２９年度の実施状況がまとまりましたので、次のとおり公
表します。
なお、情報公開制度・個人情報保護制度の実施状況報
告書を市役所本庁舎１階の情報公開コーナーに備え置い
ていますのでご覧ください。
◎情報公開制度の実施状況
受付件数
請
申
合

求
出
計

２００
８
２０８

全部公開
１２３
２
１２５

（単位：件）

処理件数

部分公開
６５
１
６６

非公開
２１
４
２５

合 計
２０９
７
２１６

3内線２２３

れた行政情報、編入前の江南町および解散前の熊谷地区
消防組合から承継された行政情報で、平成１７年１０月１日
前に作成し、
または取得したもの並びに解散前の荒川南部
環境衛生一部事務組合から承継された行政情報の公開を
求めること。
※請求に対する決定についての審査請求はありませんでし
た。
◎個人情報保護制度の実施状況
受付件数
市 長
その他
合 計

５０
２
５２

全部開示
１３
０
１３

（単位：件）

処理件数

部分開示
３３
２
３５

不開示
６
０
６

合 計
５２
２
５４

※開示請求に対する決定についての審査請求はありませんでした。

＜受付件数と処理件数＞
１件の情報公開制度の請求等または個人情報保護制度
の開示請求で複数の文書が対象となる場合があるため、
１
請求 平成１７年１０月１日以後に市、編入前の江南町若し 件に対し複数の決定が行われることがあります。
また、受付
くは解散前の熊谷地区消防組合の職員が作成し、
または取 後に請求等の取下げが行われることもあります。
したがっ
得した行政情報の公開を求めること。
て、受付件数と処理件数の合計は、一致しないことがありま
申出 合併前の熊谷市、大里町および妻沼町から承継さ す。
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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

平成30年度
ところ
さくらめいと

ピピア

太陽のホール
月のホール
会議室1・2・3
ホール
市民ホール

中央公民館

3の1
3の2、3の3
展示ホール
市民ギャラリー

文化会館

文化会館

妻沼展示館

勤労会館

熊谷市文化祭
期日
9/2
（日）
10/28(日)
11/18(日)
12/2(日)
10/21(日)
10/21(日)
9/30(日）
10/6(土)〜8(月・祝）
10/13(土)
11/11(日)
10/6(土)
10/28(日）
11/23(金・祝）
9/4(火)〜9(日)
10/2(火)〜14(日)
10/16(火)〜21(日)
10/16(火)〜21(日)
11/20(火）
〜25(日）
9/2(日)
9/30(日)
10/7(日)
10/14(日)
11/3
（土・祝）
10/9(火）
〜13(土）
11/16(金)〜18(日)
9/30(日）
10/7(日)
11/4(日)

星溪園
緑化センター
婦人児童館
八木橋オープンギャラリー
聖天山歓喜院境内
熊谷市内
荒川本流河川敷

11/3
（土・祝）
10/15
（月）
11/11
（日）
9/20(木)〜25(火)
10/11(木)〜16(火)
10/25(木）
〜30(火）
11/1(木)〜15(木)
9/23(日・祝）
11/11
（日）

時間
16:00〜19:00
13:30〜16:00
12:30〜
13:30〜
10:30〜16:30
10:00〜17:00
13:00〜17:00
9:00〜19:00
9:00〜17:00
9:00〜17:00
9:30〜12:00
12:00〜16:30
14:00〜16:00
9:00〜19:00
9:00〜
9:00〜18:00
13:00〜16:00
10:00〜17:00
14:00〜16:00
13:30〜
12:30〜17:00
13:00〜16:00
13:30〜
9:30〜16:30
9:00〜17:00
9:00〜17:00
9:00〜17:00
①10:30〜
②13:30〜
10:00〜15:00
14:00〜16:00
10:00〜17:00
10:00〜18:00
10:00〜18:00
10:00〜18:00
―
―
―

団体名
文月玲バレエスタジオ
熊谷吹奏楽団
熊谷市音楽連絡協議会
カンタービレ
熊谷市川柳協会
芸能・邦楽部
熊谷短歌会
洸風会
淡彰会
熊谷市民謡民舞連合会
熊谷詩人会
熊谷市俳句連盟
熊谷山草会
かえる会
河童の会
熊谷いけばな教授会
熊谷白陽写真会
熊谷市書人連盟
クラシックバレエクラス舞夢
熊谷ギターアンサンブル
熊谷市三曲協会
シネ・ビデオ・サークル熊谷
間瀬バレエスタジオ
墨友会
熊谷美術愛好会
秀幸江会
熊谷市吟詠連盟
熊谷親と子の
よい映画をみる会
熊谷茶道協会
熊谷市郷土文化会
熊谷声友会
朱麦会
全日写連
熊谷花道協会
熊谷めぬま菊花会
埼玉文学倶楽部
熊谷の環境を考える連絡協議会

行事名
第17回発表会
第41回定期演奏会
18熊谷ミュージックフェスティバル
第19回コンサート
第13回熊谷川柳大会
第53回熊谷市芸能祭
第21回熊谷市民短歌大会
第68回公募書道展
第47回民謡発表会
第36回大会
詩の朗読会
※秋季俳句大会
文化講演会
絵画展
第17回創作童話・民話展
秋の花展
写真展
書作展
ステージ７
第41回九月会定期演奏会
第39回演奏会
第43回公開映写会
第67回発表会
第32回水墨展
第45回熊谷美術愛好展
第23回民謡発表会
第89回詩吟詩舞大会
※第82回上映会
※秋の茶会
※郷土文化講演会
観世流素謡会
朱麦会展
第26回熊谷支部展
熊谷市文化祭花展
熊谷めぬま菊花大会
秋季研修
第21回荒川の恵みと熊谷を考える集い

期日、時間は変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。※は有料のイベントです。
◆社会教育課

3内線394

女性の参画状況
本市では、審議会等（※）
における女性の委員の割合 （※）審議会等：法律または条例により設置されている附
属機関、並びに法律により設置されている委員会お
を40％とする目標を掲げています。
よび委員。（大里広域市町村圏組合で設置している
市民公募による女性の委員も多数登用されるなど、審
審議会等を除きます。）
議会等の委員への女性の登用は徐々に図られてきていま
◆男女共同参画室 3048-5９９-００１１
す。今後も積極的に女性の登用を推進していきます。

熊谷市における審議会等の委員への女性登用状況
審議会等における女性の委員の割合
（委員総数601人）
女性の委員
26.6%
（160人）
男性の委員
73.4%
（441人）

女性の議員の人数と割合

女性の委員が所属する審議会等の割合
（審議会等53機関）
女性の委員が
いない審議会等
15.1%
（8機関）
女性の委員が
いる審議会等
84.9%
（45機関）

議員の
総数
(人)

女性の
女性の
議員の人数 議員の割合
（人）
（％）

熊谷市議会

29

5

17.2

埼玉県議会

84

9

10.7

衆 議 院

465

47

10.1

参 議 院

242

50

20.7

平成３０年７月2日現在

●調査基準日(平成30年4月1日)の時点で休止中の審議会等は含みません。
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