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Kazo City

　令和２年３月、加須市は合併から10年の節目を迎えました。
　この間、「改革」、「継承」、「市民との協働」を市政運営の基本姿勢とし、本市の都市
像である「水と緑と文化の調和した元気都市　かぞ」の実現に向け、様々な事業に取り
組んでまいりました。
　現在、国においては少子化の加速とそれに伴う人口の減少、長寿化の一層の進展によ
り、人口構造に大きな変化が表れておりますが、本市においても、同様の変化がみられ
ます。私たちの生活も量よりも質を重視する成熟社会へと移行しておりますが、将来に
渡って持続可能な成長と成熟のバランスの取れた加須市をつくってまいりたいと考えて
おります。
　そのため、①健康、災害、福祉などの「安心・安全なくらしを守る」、②結婚から出産、子育てなどの「日
本一子どもを産み育てやすいまちをつくる」、③子どもたちの学びやリサイクルの推進などの「時代に合った
地域をつくる」、④企業誘致や産業の振興などの「雇用を創出する」、⑤イベントやシティプロモーションなど
の「新しい人の流れをつくる」、の５つに重点を置いて取り組み、様々な課題がある中においても明るさと希
望に満ちた加須市を創造してまいりたいと考えております。
　市民の皆様にはこれまでのご支援ご協力に感謝申し上げるとともに、更なる協働によるまちづくりへのご理
解賜りますようお願いいたします。
　この『加須市暮らしの便利帳』は、本市の市役所の窓口や各種手続きなどの行政情報や医療機関ガイドなど
の毎日の生活に欠かせない情報などを分かりやすくまとめたものであり、今回、３年ぶりに改訂いたしました。
　ぜひ、皆様の身近なところに置いていただき、毎日の生活にお役立ていただければ幸いです。

◆市章は「加」の文字をデザイン化
　市章の意味は、加須市の「加」の文字をメインに図案化し、旧加須市、旧騎西町、旧
北川辺町および旧大利根町を4つの弧で表し、中心に市民が元気で明るく、生き生きして
いる姿を表現するとともに、自然豊かな川を青色、市内に多く広がる田畑を緑色、市の
素晴らしい文化遺産を円のオレンジ色で表し、さらなる加須市の発展と繁栄を全体の円
形で表現しています。

◆地勢
　加須市は、面積が133.30㎢、都心からおおむね
50㎞圏内にあり、埼玉県の東北部・関東のどまんな
かに位置し、群馬県、栃木県および茨城県に接して
います。
　地勢的には関東平野のほぼ中央部を流れる利根川
中流域にあり、利根川が運んだ土砂の堆積により形
成された平坦地で、古き良き歴史を残しながら都市
機能が集積する市街地と、その周辺に広がる水と緑
の豊かな農村地域との調和が特性となっています。

市長あいさつ

市章

市の面積・人口・世帯数

市のプロフィール

世帯数
47,527世帯

総人口
113,043人

男
56,832人

女
56,211人

（令和２年２月１日現在）

群馬県

栃木県

茨城県

千葉県
神奈川県

埼玉県

東京都

面積　133.30 ㎢

加須市長
大橋良一
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Kazo City

　ジャンボこいの
ぼりは昭和63年、
地元青年会議所の
協力のもとに作ら
れました。毎年５
月３日の加須市民
平和祭には、会場
の利根川河川敷緑地公園で遊泳が行われます。
　現在は４世で、平成26年３月に完成。全長100m、
重さ330kgで、目玉と口の大きさは直径10mもあり
ます。
　４世はデザインを変更し、市の花（コスモス）お
よび市の木（サクラ）のピンク色と加須市の将来都
市像【水と緑と文化の調和した元気都市 かぞ】の青、
緑、オレンジ色を配色に取り入れました。

　絆運動のシンボルマークで
す。市では、市民一人ひとり
が、家族や地域のつながりを
深め、市民相互の信頼関係や
コミュニティ意識を高めるこ
とにより、地域力の向上を図
るとともに、“協働”のまちづくりをさらに深化させ
ていくための基盤づくりとして「家族・地域の絆推
進運動」を展開しています。

　大規模災害時に
発令される避難勧
告などの避難情報、
防災行政無線放送
が受信できる防災
ラジオを無償で貸与しています。
　大規模な災害など、いざというときに、まず必要
となるのは情報です。市では防災ラジオなどを通じ、
避難情報などをお知らせします。

◆交通
　主要な道路は、東北自動車道と国道122号が南北
方向に、国道125号と国道354号が東西方向に通り、
東側には国道４号が近接しています。
　鉄道は、東武鉄道が通り、東武伊勢崎線に加須駅
と花崎駅、東武日光線に柳生駅と新古河駅がありま
す。また、JR宇都宮線・東武日光線の栗橋駅に近接
しています。

ジャンボこいのぼり

家族・地域の絆推進運動のマーク

防災ラジオの無償貸与

加須市の概要

市の花「コスモス」
市の木「サクラ」

R122

R4

R354

R125

R17

上越新幹線

圏央
道

JR高崎線

JR宇都宮線

道
車
動
自
北
東

JR宇都宮線

東武日光線
東武伊勢崎線

東武野田線

JR武
蔵野
線

春日部

大宮

羽生

加須 栗橋

久喜

浦和

春日部

大宮

熊谷熊谷

羽生

加須
花崎

新古河
柳生

花崎

新古河
柳生

栗橋

久喜

浦和

羽生IC

加須IC

久喜IC
五霞IC

幸手IC白岡菖蒲IC

桶川加納IC桶川北本IC
久喜白岡JCT

美女木JCT

川口JCT

道
車
動
自
北
東

線
幹
新
北
東

加須市
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Kazo City歳時記

加須市民平和祭（３日）
場所：利根川河川敷緑地公園ほか5月

　　　　　　　　  4月
●騎西藤まつり（下旬～５月上旬）
　場所：玉敷公園　

　　　　　　　　  6月
●騎西あじさい祭り（上旬～下旬）　
　場所：玉敷公園、ふじとあじさいの道　

●浮野の里・あやめ祭り（中旬）
　場所：浮野の里　

 7月
●騎西夏まつり（下旬）
　場所：騎西商店街通り　

 8月
●商工会サマーフェスタ（中旬）
　場所：北川辺総合支所駐車場　

●おおとね商工夏まつり（中旬）
　場所：豊野コミュニティセンター駐車場　　

 9月
●火渡り式（28日）
　場所：不動ヶ岡不動尊總願寺

 1月
●出初式（上旬）　場所：パストラルかぞ

●成人式　場所：パストラルかぞ

 2月
●だるま市（1日）　場所：玉敷神社

●節分祭（初旬）　場所：玉敷神社

●大祭（開運種まき式）・白馬くぐり（中旬）
　場所：円満寺

 3月
●加須ふじの里駅伝大会
　場所：騎西総合体育館（ふじアリーナ）ほか市内コース

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

4月（上旬）

7月（下旬～9月上旬）

ノウルシ
場／浮野の里

ひまわり
場／樋遣川小学校付近

6月（上旬～下旬）

花菖蒲
場／浮野の里

10月（上旬～下旬）

野菊
場／野菊公園

4月（上旬）

サクラ（市の木）
場／市内全域

7月（上旬～下旬）

ラベンダー
場／加須未来館

7月（上旬～9月下旬）

ホテイアオイ
場／道の駅　童謡の
ふる里おおとね付近
いなほの湯付近

10月（上旬～下旬）

4月（下旬～5月上旬）

藤
場／玉敷公園ほか
ふじとあじさいの道

コスモス
（市の花）
場／加須未来館

7月（下旬～9月上旬）

オニバス
場／オニバス自
生地

6月（上旬～下旬）

あじさい
場／玉敷公園
ふじとあじさいの道

10月（上旬～下旬）

イチョウ
場／玉敷神社ほか

「渡良瀬遊水地まつり in KAZO」（上旬）
場所：渡良瀬遊水地10月

節分会（３日）
場所：不動ヶ岡不動尊總願寺2月

 10月
●奇彩ハロウィン（上旬）
　場所：騎西商店街通り

●加須地域市民まつり（中旬）
　場所：加須市民運動公園ほか

●北川辺ふるさと秋まつり（下旬および11月上旬）
　場所：北川辺総合支所駐車場ほか

 11月
●騎西銀杏祭（上旬）　場所：騎西総合公園

●童謡のふる里おおとね市民まつり（中旬）
　場所：大利根運動公園自由広場ほか

 12月
●加須こいのぼりマラソン大会（上旬）
　場所：加須市民運動公園ほか市内コース

かぞ　どんとこい！ 祭り（中旬）
場所：加須駅北口周辺7月

春

夏

秋

冬

Check! 花のみどころ花のみどころ 場…ところ
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Kazo City
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Kazo City観光

浮野の里
　加須市北篠﨑732
　４月上中旬には、ノウルシが
鮮やかな黄色に色付きます。ノ
ウルシは、トウダイグサ科の多
年草で、約1,000㎡の群生地
があります。ノウルシは、絶滅
の危険が増しているとして埼玉県から絶滅危惧Ⅱ類に指定されて
いる大変貴重な植物です。
　また、植栽した花菖蒲が見ごろを迎える６月に、田舟遊覧など
の催しが行われ、のどかな農村風情が味わえます。

渡良瀬遊水地
　加須市小野袋地先
　0282-62-1161
　渡良瀬遊水地は、関東平野のほぼ中心に位置し、栃木・群馬・
埼玉・茨城4県の県境にまたがる面積33㎢（東京ドームの700
倍）の大遊水地です。この遊水地は洪水を防ぐという重要な役割
をもっているだけでなく、貯水池によって供水調節力を高め、生
活用水・農業用水・水不足の解消・川の流れを保つために役立っ
ています。植物が群生し、多くの昆虫や鳥も生息しており、植物観
察やバードウオッチングに最適です。平成24年7月に、ラムサー
ル条約湿地に登録されました。また、毎年10月上旬に「渡良瀬遊
水地まつり in KAZO」が盛んに開催されます。

加須未来館
　加須市外野350－1
　0480-69-2160　
　プラネタリウムや天体観測室
をはじめ、大型映像装置や体験
学習室、工作室を備えた学習施設です。平成27年３月22日に世界
初８K対応のプラネタリウムがリニューアルオープンしました。
最新機能で綺麗な宇宙を体感できます。

　加須市小野袋地先
　埼玉県加須市・栃木県栃木市・群
馬県板倉町の三県境は、道の駅かぞ
わたらせの南東方向約500mの水
田にある行政界です。三県境は以
前、渡良瀬川の中に位置していまし
たが、明治時代から大正時代にかけ
ての渡良瀬川の改修工事により、現在の水路の位置となりまし
た。三県をひとまたぎで旅する全国的にも珍しい三県境へ足を運
んでみてはいかがでしょうか。

三県境
　加須市騎西535-1
　玉敷公園は、玉敷神社に隣接した
公園です。玉敷公園の「藤」は推定樹
齢450年以上の大藤（県指定天然記

念物）で有名です。100畳敷きとも呼ばれる大藤が甘い香りを漂
わせ淡い紫色に咲き誇ります。毎年ゴールデンウィークの時期に
「藤まつり」が開催され、まつり期間中は、よさこいや和太鼓など
のステージ発表をはじめ、野点（のだて）や琴の演奏など、日替わ
りでさまざまなイベントが開催されます。大藤は長いもので２mの
花房を垂れ、例年多くの方でにぎわいます。

玉敷公園の藤

　加須市佐波258－1
　0480-72-2111
　市内を流れる利根川。そこに架かる
埼玉大橋のたもとに道の駅童謡のふる里おおとねがあります。敷
地内にある直売所には、特産品のコシヒカリやいちごのほか、新
鮮地元野菜や手作りの加工品などが並びます。 さらに敷地内に
あるお食事処では、黒米うどんや地元産コシヒカリなどを食べる
ことができます。そのほか、周辺の休耕田を利用したホテイアオイ
の花園が、7月上旬から9月下旬まで楽しめます。

道の駅 童謡のふる里おおとね

　市内の優れた商品や製品、農産物等を「かぞブランド」として認
定しています。「加須らしさ」や「優位性・独自性」、「信頼性・安全
性」、「市場性・将来性」などの審査を経て、選ばれた「かぞブラン
ド」認定品を、ぜひ手にとってみてください。
　ご家庭でも、また手土産にも活躍する優れものです。

かぞブランド

道の駅 かぞわたらせ
　加須市小野袋1745-1
　0280-62-5555
　埼玉県の北東端に位置し、
渡良瀬遊水地に面したスー
パー堤防上にあります。駅内に
は、渡良瀬遊水地が一望でき

る展望デッキがあるほか、カヌー、自転車が借りられ遊水地での
スポーツ・レクリエーションを満喫できます（注：カヌーの貸し出し
は団体に限ります）。その他、農産物直売所もあり、新鮮な地元農
産物やお土産品などが販売されています。

▲大反響の「かぞブランドブック2020」表紙
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　４月上中旬には、ノウルシが
鮮やかな黄色に色付きます。ノ
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ド」認定品を、ぜひ手にとってみてください。
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Kazo Cityスポーツ

スポーツクライミングへの
取り組みのきっかけ

　加須市が「クライミングのまち」と
して歩み始めたのは、今から20年以
上前、平成８年に加須市が平成16
年の「彩の国まごころ国体」の山岳
競技クライミング種目の会場地に決
まったことがきっかけとなります。

施設整備の取り組み

　国体後も生涯スポーツとして市
民への普及と競技大会の誘致や
開催によりスポーツクライミング
の振興を図っていくこととし、室内
に国内最大級の高さ13m（２面）
および高さ12m（２面）のクライミ
ングウォールを整備しました。

　加須市では、夏に女子硬式野球ユース大会が平成 22年から、春に、全国高等学校女
子硬式野球選抜大会が平成 27 年から毎年開催されており、全国の高校女子野球部が
高校日本一を決める大会として加須市に定着しており、女子野球の「聖地」の一つとなっ
ています。

クライミングのまち　かぞ

　競技種目であるリードとボルダリングのワー
ルドカップがともに開催された日本で唯一の
場所です。ジャパンカップ、ジュニアオリンピッ
ク、全国高等学校選抜スポーツクライミング
選手権大会などの会場として、全国からトップ
クライマーが加須に集結し競い合っています。
このようなことから、日本のクライミング界で
は加須市が「聖地」の一つと言われています。

　国指定重要無形民俗文化財。神楽は神座（かむくら）という言葉が起源とされ、
神を迎える神事です。
　古くは正能地区の氏子が父子相伝で伝承してきました。江戸神楽の源流を伝
え、様式的な所作を繰り返す点に特徴があります。起源ははっきりしませんが、江
戸時代初期には神楽が行われていたようです。

　国指定重要文化財。運慶・快慶に代表される慶派仏師宗慶の作です。
建久７(1196)年に造立されました。
　阿弥陀如来の脇に観音・勢至菩薩を配しています。
　阿弥陀如来の胎内には「平氏女」「藤原弘綱」などの施主名が記されて
います。

　市指定天然記念物。樹齢約650年の幹回り
4.3m、高さ約20mの雌木です。寺の縁起によ
ると大きな白龍が棲んでおり、その頭のところ
に植えたものと言い伝えられています。春の新
緑と秋の紅葉のころに見事な彩りを見せます。

龍蔵寺の大イチョウ

加須市と
スポーツクライミングの関わり

　県指定天然記念
物。会の川南岸に発達
した河畔砂丘で、季節
風により大量の砂が
旧河道沿いに吹き溜
められて形成されたも
のです。周囲とくらべ
ると４～５メートル高く
なっています。

　市指定有形文化財。「野菊」、「母の歌」、「ほたる」など歌
唱曲472曲、「愛媛大学」、「東京都立大学」、「名古屋電気
工業高」、「浦和西高」などの校歌542曲、器楽曲69曲の
貴重な肉筆の楽譜です。

下總皖一肉筆楽譜

中川低地の河畔砂丘群　志多見砂丘木造阿弥陀如来及両脇侍像

玉敷神社神楽
Climbing

クライミング

Women's rigid
 baseball

女子硬式野球

1 2 3

（玉敷神社神楽保存会）

2/1、5/5 、
7/15、12/1

奉 納 日

騎西552-1 大門町18-51

保寧寺
日出安1286 志多見1700ほか

アスタホール
旗井1461-1
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Kazo City歴史・文化財

スポーツクライミングへの
取り組みのきっかけ

　加須市が「クライミングのまち」と
して歩み始めたのは、今から20年以
上前、平成８年に加須市が平成16
年の「彩の国まごころ国体」の山岳
競技クライミング種目の会場地に決
まったことがきっかけとなります。

施設整備の取り組み

　国体後も生涯スポーツとして市
民への普及と競技大会の誘致や
開催によりスポーツクライミング
の振興を図っていくこととし、室内
に国内最大級の高さ13m（２面）
および高さ12m（２面）のクライミ
ングウォールを整備しました。

　加須市では、夏に女子硬式野球ユース大会が平成 22年から、春に、全国高等学校女
子硬式野球選抜大会が平成 27 年から毎年開催されており、全国の高校女子野球部が
高校日本一を決める大会として加須市に定着しており、女子野球の「聖地」の一つとなっ
ています。

クライミングのまち　かぞ

　競技種目であるリードとボルダリングのワー
ルドカップがともに開催された日本で唯一の
場所です。ジャパンカップ、ジュニアオリンピッ
ク、全国高等学校選抜スポーツクライミング
選手権大会などの会場として、全国からトップ
クライマーが加須に集結し競い合っています。
このようなことから、日本のクライミング界で
は加須市が「聖地」の一つと言われています。

　国指定重要無形民俗文化財。神楽は神座（かむくら）という言葉が起源とされ、
神を迎える神事です。
　古くは正能地区の氏子が父子相伝で伝承してきました。江戸神楽の源流を伝
え、様式的な所作を繰り返す点に特徴があります。起源ははっきりしませんが、江
戸時代初期には神楽が行われていたようです。

　国指定重要文化財。運慶・快慶に代表される慶派仏師宗慶の作です。
建久７(1196)年に造立されました。
　阿弥陀如来の脇に観音・勢至菩薩を配しています。
　阿弥陀如来の胎内には「平氏女」「藤原弘綱」などの施主名が記されて
います。

　市指定天然記念物。樹齢約650年の幹回り
4.3m、高さ約20mの雌木です。寺の縁起によ
ると大きな白龍が棲んでおり、その頭のところ
に植えたものと言い伝えられています。春の新
緑と秋の紅葉のころに見事な彩りを見せます。

龍蔵寺の大イチョウ

加須市と
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　県指定天然記念
物。会の川南岸に発達
した河畔砂丘で、季節
風により大量の砂が
旧河道沿いに吹き溜
められて形成されたも
のです。周囲とくらべ
ると４～５メートル高く
なっています。

　市指定有形文化財。「野菊」、「母の歌」、「ほたる」など歌
唱曲472曲、「愛媛大学」、「東京都立大学」、「名古屋電気
工業高」、「浦和西高」などの校歌542曲、器楽曲69曲の
貴重な肉筆の楽譜です。

下總皖一肉筆楽譜

中川低地の河畔砂丘群　志多見砂丘木造阿弥陀如来及両脇侍像
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Kazo City移住・定住

　加須市では「水と緑と文化の調和した元気都市 かぞ」
の実現を目指し、地域コミュニティの担い手となる方々
の定住を促進するための「居住UIJターン促進事業」を始
めました。
　「加須市に住み続けたい、これから加須市に移り住みた
い」と考えている定住を希望する方を歓迎し、支援するた
めの事業です。

加須市では、
 ①子どもを安心して産み育てられる
 ②高齢者が安心して暮らせる
　 環境をつくるため、「三世代ふれあい家族応援事業」を
　 始めました。

　定住を希望する方からの土地や住宅、生活するた
めに必要な情報に関する相談を伺ってアドバイス
します。

加須市では、年少人口および生産年齢人口を 増加させ、未来の加須市のさらなる発展と地域の活
性化のため、子育て世代の転入および定住を 促進するための環境整備に取り組んでいます。

１. UIJターン居住を促進します

定住コンシェルジュの設置1
［まちづくり課］

市内には、公立保育所7箇所、私立保育園14園、認定こども
園2園、合計で23施設、受入れ可能児童総数、2,321人と
なっており、令和元年10月1日現在、待機児童ゼロを更新
しています。

保育の充実（待機児童ゼロ）
［保育幼稚園課］

●公立幼稚園数が県内第１位（公立幼稚園数13園）
●多くの公立幼稚園（12園）を小学校に併設

公立幼稚園の充実
［保育幼稚園課］

・温暖で年間の日照時間も長く、快適な環境
年間平均気温：15.4℃
年間日照時間：2,295時間（全国で埼玉県は第3位）
※平成29年度熊谷気象台調べ
・地形は全体に平坦で自然災害が少ない
海抜：最高15,672m／最低9,666m

気候が穏やかで、自然災害が少ない

・豊富な求人情報で活躍の場がたくさんあります。

特定工場立地件数が県内最多（約90社）

・北千住へ東武伊勢崎線で55分
・新宿へJR宇都宮線で65分

都心へおおむね１時間

●全小学校区に放課後児童健全育成室を整備
  （すべての放課後児童健全育成室で小学６年生まで受け
　入れ）

放課後児童健全育成事業（学童保育）の充実
［子育て支援課］

●令和元年度保育料上限額の安さが、県内40市中
　０歳児 第３位
　１歳児 第３位
　２歳児 第３位
　３歳児から５歳児は無料

●令和元年度保育料平均額の安さが、県内40市中
　０歳児 第５位

保育に係る保護者負担が軽い
［保育幼稚園課］

埼玉一の米どころ加須市の特産
「お米」を贈呈

［市民課／各総合支所市民福祉健康課］
市外から市内に転入する、中学生以下のお子
さんと同居するすべての親子

中学生以下のお子さん１人につき２キログ
ラム（上限量10キログラム）の加須市の特産
品「米」を贈呈いたします。

対象

内容

３.子どもを育てやすい環境

４.暮らしやすい環境

２．三世代同居を応援します

　お子さんの誕生を祝うとともに、すくすくと元気に育っ
て、加須市の未来を担ってほしいという願いを込め、記念
としてお祝い品をお送りします。

○対　　象
　お子さんを出産した方、またはその配偶者
　※お子さんの出生後最初の住民基本台帳への登録が加
　　須市にされること。
○お祝い品
　絆サポート券10,000円
○手続きに必要なもの
　・運転免許証など申請者本人の確認ができるもの
　・印鑑
○申請方法
　子育て支援課および各総合支所市民福祉健康課で、
　児童手当や子育て支援医療費とあわせて申請してくだ　
　さい。
　※申請内容を確認のうえ、その場で贈呈します。

誕生記念祝い品の贈呈
［子育て支援課／各総合支所市民福祉健康課］

　三世代家族で同居するために市外から転入して
住宅の新築、購入、増改築およびリフォームを行っ
た方へ、費用の一部を補助します。
◎基本20万円　市内業者で10万円増（最大30万円）

市内に親族を有する方が、自己用住宅を建築
するために自己または自己の親族が所有す
る市内の土地で開発行為等をしようとする
場合

開発許可審査手数料（1,000㎡未満の土地の
場合は8,600円）や建築許可審査手数料
（1,000㎡未満の土地の場合は6,900円）な
ど、また、適合証明交付手数料（6,000円）を
免除

開発許可審査等手数料を免除2
［まちづくり課］

対象

内容

引越費用の一部を助成
［市民課／各総合支所市民福祉健康課］

市外から市内に自己用住宅を取得して転入
する、中学生以下のお子さんと同居する親
子。
なお、同居する子と親子関係にある方が取得
された住宅に限ります。

引越費用の10％（上限金額２万円）を助成い
たします。
ただし、引越費用は、引越業者に依頼をした
場合とさせていただきます。

対象

内容

三世代同居を目的とした
住宅リフォーム等費用の一部を補助

［子育て支援課］

　三世代家族の同居を目的とした住宅の新築、購
入、増改築を行った場合、200㎡までの宅地に適用
される税額の1/6軽減措置を、３年間500㎡までに
拡大します。

三世代同居を目的とした住宅に
対する固定資産税を優遇

［税務課］

3

4

1

2

　１歳児 第６位
　２歳児 第３位
　３歳児から５歳児は無料

●０歳児保育料上限月額の比較
　加須市（第３位）は47,800円／県内第40位の市は83,000円
●０歳児保育料平均月額の比較
　加須市（第３位）は18,259円／県内第40位の市は39,006円
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Kazo City

　加須市では「水と緑と文化の調和した元気都市 かぞ」
の実現を目指し、地域コミュニティの担い手となる方々
の定住を促進するための「居住UIJターン促進事業」を始
めました。
　「加須市に住み続けたい、これから加須市に移り住みた
い」と考えている定住を希望する方を歓迎し、支援するた
めの事業です。

加須市では、
 ①子どもを安心して産み育てられる
 ②高齢者が安心して暮らせる
　 環境をつくるため、「三世代ふれあい家族応援事業」を
　 始めました。

　定住を希望する方からの土地や住宅、生活するた
めに必要な情報に関する相談を伺ってアドバイス
します。

加須市では、年少人口および生産年齢人口を 増加させ、未来の加須市のさらなる発展と地域の活
性化のため、子育て世代の転入および定住を 促進するための環境整備に取り組んでいます。

１. UIJターン居住を促進します

定住コンシェルジュの設置1
［まちづくり課］

市内には、公立保育所7箇所、私立保育園14園、認定こども
園2園、合計で23施設、受入れ可能児童総数、2,321人と
なっており、令和元年10月1日現在、待機児童ゼロを更新
しています。

保育の充実（待機児童ゼロ）
［保育幼稚園課］

●公立幼稚園数が県内第１位（公立幼稚園数13園）
●多くの公立幼稚園（12園）を小学校に併設

公立幼稚園の充実
［保育幼稚園課］

・温暖で年間の日照時間も長く、快適な環境
年間平均気温：15.4℃
年間日照時間：2,295時間（全国で埼玉県は第3位）
※平成29年度熊谷気象台調べ
・地形は全体に平坦で自然災害が少ない
海抜：最高15,672m／最低9,666m

気候が穏やかで、自然災害が少ない

・豊富な求人情報で活躍の場がたくさんあります。

特定工場立地件数が県内最多（約90社）

・北千住へ東武伊勢崎線で55分
・新宿へJR宇都宮線で65分

都心へおおむね１時間

●全小学校区に放課後児童健全育成室を整備
  （すべての放課後児童健全育成室で小学６年生まで受け
　入れ）

放課後児童健全育成事業（学童保育）の充実
［子育て支援課］

●令和元年度保育料上限額の安さが、県内40市中
　０歳児 第３位
　１歳児 第３位
　２歳児 第３位
　３歳児から５歳児は無料

●令和元年度保育料平均額の安さが、県内40市中
　０歳児 第５位

保育に係る保護者負担が軽い
［保育幼稚園課］

埼玉一の米どころ加須市の特産
「お米」を贈呈

［市民課／各総合支所市民福祉健康課］
市外から市内に転入する、中学生以下のお子
さんと同居するすべての親子

中学生以下のお子さん１人につき２キログ
ラム（上限量10キログラム）の加須市の特産
品「米」を贈呈いたします。

対象

内容

３.子どもを育てやすい環境

４.暮らしやすい環境

２．三世代同居を応援します

　お子さんの誕生を祝うとともに、すくすくと元気に育っ
て、加須市の未来を担ってほしいという願いを込め、記念
としてお祝い品をお送りします。

○対　　象
　お子さんを出産した方、またはその配偶者
　※お子さんの出生後最初の住民基本台帳への登録が加
　　須市にされること。
○お祝い品
　絆サポート券10,000円
○手続きに必要なもの
　・運転免許証など申請者本人の確認ができるもの
　・印鑑
○申請方法
　子育て支援課および各総合支所市民福祉健康課で、
　児童手当や子育て支援医療費とあわせて申請してくだ　
　さい。
　※申請内容を確認のうえ、その場で贈呈します。

誕生記念祝い品の贈呈
［子育て支援課／各総合支所市民福祉健康課］

　三世代家族で同居するために市外から転入して
住宅の新築、購入、増改築およびリフォームを行っ
た方へ、費用の一部を補助します。
◎基本20万円　市内業者で10万円増（最大30万円）

市内に親族を有する方が、自己用住宅を建築
するために自己または自己の親族が所有す
る市内の土地で開発行為等をしようとする
場合

開発許可審査手数料（1,000㎡未満の土地の
場合は8,600円）や建築許可審査手数料
（1,000㎡未満の土地の場合は6,900円）な
ど、また、適合証明交付手数料（6,000円）を
免除

開発許可審査等手数料を免除2
［まちづくり課］

対象

内容

引越費用の一部を助成
［市民課／各総合支所市民福祉健康課］

市外から市内に自己用住宅を取得して転入
する、中学生以下のお子さんと同居する親
子。
なお、同居する子と親子関係にある方が取得
された住宅に限ります。

引越費用の10％（上限金額２万円）を助成い
たします。
ただし、引越費用は、引越業者に依頼をした
場合とさせていただきます。

対象

内容

三世代同居を目的とした
住宅リフォーム等費用の一部を補助

［子育て支援課］

　三世代家族の同居を目的とした住宅の新築、購
入、増改築を行った場合、200㎡までの宅地に適用
される税額の1/6軽減措置を、３年間500㎡までに
拡大します。

三世代同居を目的とした住宅に
対する固定資産税を優遇

［税務課］

3

4

1

2

　１歳児 第６位
　２歳児 第３位
　３歳児から５歳児は無料

●０歳児保育料上限月額の比較
　加須市（第３位）は47,800円／県内第40位の市は83,000円
●０歳児保育料平均月額の比較
　加須市（第３位）は18,259円／県内第40位の市は39,006円
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例えば…
●アルバイトの勤務先へ
●奨学金の申請時に学校へ
●勤労学生控除の手続き時に勤務先へ

例えば…
●パート、アルバイトの勤務先へ
●児童手当の申請時に市役所へ
●子どもの予防接種時に市役所へ

例えば…
●源泉徴収票を作成してもらう時に勤務先へ
●健康保険や雇用保険、年金などの手続き
時に勤務先へ

例えば…
●保険金の支払いや特定口座の開設などの
手続き時に金融機関へ

例えば…
●年金給付の手続き時に年金事務所へ
●福祉や介護の制度利用時に市役所へ
●災害時の支援制度を利用する際、市役所へ

マイナンバーを用いる手続きでは、マイナンバーだけで
なく、本人確認書類による本人確認も行い、なりすまし
などを防止しています。マイナンバーを用いる手続きで
の本人確認にご協力ください。

マイナンバーカードがあれば……
●本人確認の際の公的な証明書として使えます。
●住民票の写し等をコンビニで取得できます。
●マイナポータルで自分の個人情報のやりとりの記録を確認したり、さまざまな行政手続きができるようになります。

マイナンバー制度に便乗した詐欺に注意!!
●マイナンバーの通知や利用手続き等で、国や市役所の職員が口座番号、資産や年金・保険の状況等を聞くことはありません。
●不審な電話はすぐに切ってください。
●万が一、金銭を要求されても決して支払わないようにしましょう。

　法令で定められた手続きのために、行政機関や民間企業などへのマイナンバーの告知（記入等）が必要です。

学
　生
なら

主
婦

保
護
者
なら

従
業
員
なら

高
齢
者
なら

保
険

加
入
者
なら

将来の世代に社会保障制度を引き継ぐために。マイナンバー制度は、公平・公正な社会の基盤です。

Kazo City

１　マイナンバーの利用〜あなたもこんな場面でマイナンバーを使います〜	 業務改善課

２　マイナンバーカードの申請と受取	 市民課／各総合支所市民福祉健康課

　マイナンバーカードの申請・受取方法は交付時来庁方式と申請時来庁方式（令和2年4月から開始）の２種類の方法があります。
どちらの方法でも申請することはできますが申請方法によって受取方法が異なりますので、ご都合の良い方法を選択してくだ
さい。
１）交付時来庁方式と申請時来庁方式の選び方
●交付時来庁方式と申請時来庁方式の違い

【交付時来庁方式】
〇マイナンバーカードの受け取りのため市庁舎への来庁が必要です。
〇郵送、スマートフォン、パソコン、証明写真機などで手軽に申請できます。
〇通知カード、住民基本台帳カードと引き換えに、マイナンバーカードが受け取れます。

【申請時来庁方式】
〇マイナンバーカード申請のため市庁舎への来庁が必要です。
〇通知カードを申請時に返還いただきますので、マイナンバーカードが届くまで手元からカードが無くなります。
〇住民基本台帳カードをお持ちの場合は、申請時に返還いただきますので、マイナンバーカードが届くまで手元からカードが
無くなります。

交付時来庁方式 申請時来庁方式
申請方法 郵送、スマートフォン、パソコン、証明写真機 市庁舎へ来庁
受け取り方法 市庁舎へ来庁 ご自宅へ郵送（本人限定受取郵便）
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Kazo City

3　コンビニなどでの証明書の取得	 市民課・税務課／各総合支所市民福祉健康課

○取得できる証明書
　住民票の写し、印鑑登録証明書、課税・非課税証明書、所
得証明書（各150円／通）
○必要なもの
　マイナンバーカード、「利用者証明用電子証明書」暗証番
号
○利用時間
　６時30分～23時　※保守点検日を除きます。

○利用可能な店舗
　全国のセブン−イレブン、ローソン、ファミリーマート、
ミニストップなど（店舗については、市ホームページでご確
認ください）
※行政サービスが提供可能なキオスク端末（マルチコピー機）

が設置されている店舗に限ります。

２）手続きの方法
【交付時来庁方式】

【申請時来庁方式】

郵便 スマートフォン パソコン 証明写真機

申
請

①交付申請書に必要事項を記入
し、６カ月以内に撮影した顔
写真を貼り付けて郵送し、申
請完了。

〈送付先情報〉
〒219-8650
日本郵便株式会社　川崎東郵便
局　郵便私署箱第2号
地方公共団体情報システム機構
個人番号カード交付申請書受付
センター　宛

①スマートフォンで顔写真を撮影

②スマホで交付申請書のQRコー
ドを読み取る。

③申請用WEBサイトでメールア
ドレスを登録。

④申請者専用WEBサイトのURL
が届いたら、顔写真を登録、
必要事項を入力して申請完了。

①カメラで顔写真を撮影。

②申請用WEBサイトでメールア
ドレスを登録。

③申請者専用WEBサイトのURL
が届いたら、顔写真を登録、
必要事項を入力して申請完了。

①タッチパネルから「個人番号
カード申請」を選択。

②撮影用の料金を投入して、交
付申請書のQRコードをバー
コードリーダーにかざす。

③画面の案内にしたがって、必
要事項を入力。

④画面の案内にしたがって、顔
写真を撮影して送信し、申請
完了。

受
取

①交付場所などをお知らせする交付通知書（はがき）が同封された封書が申請者のご自宅に届く。
②指定された交付場所に受取日時の予約。
③予約日時、交付場所で受取に必要な持ち物を持参のうえ、暗証番号を設定し、カードを受領。
■代理人がお越しになる場合
　ご本人が病気、身体の障がいその他やむをえない理由により交付場所にお越しになることが難しい場合に限っては、代理人に
カードの受け取りを委任できます（詳しくはお問い合わせください）。

申
請

①申請に必要なものを持参のうえ、市庁舎へ来庁。
②マイナンバーカード申請用の顔写真を撮影。
※顔写真（サイズ：縦4.5cm×横3.5cm、無帽、無背景で6ヶ月以内に撮影したもの）を持参いただいた方は不要です。
③オンライン申請
■申請に必要なもの
①本人確認書類※1
②個人番号カード交付申請書（紛失した場合は、再発行します）
③印鑑
④通知カード…回収します（紛失した場合は申請時に申し出てください）
⑤住民基本台帳カード（交付されている方のみ）…回収します
※本人（15歳未満の方）や成年後見人が来庁する場合は、①～⑤に加え、⑥法定代理人の本人確認書類、⑦代理権の確認書類（戸籍
謄本、登記事項証明書など資格を証明する書類）但し、本人が15歳未満で、本籍が加須市内である場合や、法定代理人が同一世帯か
つ親子の場合、戸籍謄本は不要です。

受
取

本人限定郵便（特例型）で、申請者本人宛てにご自宅へカードを送付。
①郵便局から「到着通知書」届く。
②郵便局宛てに選択した方法でカードを受領。　※本人確認書類の提示が必要。郵便物の転送の届けをしている場合や本人以外

（家族を含む）は受け取ることができません。

※1　本人確認書類とは
①次のうち1点
住民基本台帳カード（顔写真付きに限る）、運転免許証、運転経歴証明書（交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る）、旅券（パスポート）、
身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書
①をお持ちでない方は、次のうち2点

「氏名•生年月日」または「氏名・住所」が記載された健康保険証、年金手帳、社員証、学生証、学校名が記載された各種書類、医療受給者証など
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Kazo City

　各種届出や証明書の請求には、プライバシー保護のため、届出や申請などの手続きに来庁された方の本人確認書類として運
転免許証などを提示していただき本人確認をします。ご協力をお願いします。

１　戸籍・届出	 市民課／各総合支所市民福祉健康課

２　住民登録	 市民課／各総合支所市民福祉健康課

項目 届出期間 届出先 届出に必要なもの

出生届 生まれた日から14日以内 父母の本籍地、出生地、届出人の住所
地、所在地のいずれかの市区町村

・出生届書　１通
・出生証明書（医師の証明が必要）
・母子手帳
・届出人の印鑑

死亡届 死亡の事実を知った日か
ら７日以内

死亡者の本籍地、死亡地または届出人の
住所地、所在地のいずれかの市区町村

・死亡届書　１通
・死亡診断書または死体検案書（医師の証明が必要）
・届出人の印鑑

婚姻届
届出をした日から法律上
の効力が発生するため届
出期間はありません

夫または妻の本籍地、住所地、所在地
のいずれかの市区町村

・婚姻届書　１通
・戸籍謄本または戸籍全部事項証明書（加須市に本籍がない方）　１通
・届出人（夫と妻の旧姓）の印鑑
・未成年者の場合は、父母の同意書
・本人確認書類（運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど）
・国民健康保険被保険者証、国民年金手帳（加須市に住民登録のある方で、氏名、

住所などの変更がある方のみ）

離婚届

届出をした日から法律上
の効力が発生するため届
出期間はありません
※裁判所で決定したとき

は決 定の日から10日
以内

夫婦の本籍地、住所地、所在地のいず
れかの市区町村

・離婚届書　１通
・戸籍謄本または戸籍全部事項証明書（加須市に本籍がない方）　１通
・届出人（夫と妻）の印鑑
・本人確認書類（運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど）
・国民健康保険被保険者証、国民年金手帳（加須市に住民登録のある方で、氏名、

住所などの変更がある方のみ）
・審判書の謄本、確定証明書、調停調書の謄本など（裁判・調停離婚のとき）

転籍届
届出をした日から法律上
の効力が発生するため届
出期間はありません

本籍地、住所地、所在地、新本籍地の
いずれかの市区町村

・転籍届書　１通
・ 戸籍謄本または戸籍全部事項証明書（加須市内の転籍は不要）　１通
・戸籍の筆頭者と配偶者の印鑑

養子縁組届
届出をした日から法律上
の効力が発生するため届
出期間はありません

養子および養親の本籍地または届出人の
住所地、所在地のいずれかの市区町村

・養子縁組届書　１通
・養子および養親双方の戸籍謄本または戸籍全部事項証明書（加須市に本籍のな

い方）　１通
・届出人の印鑑
・審判書の謄本（家庭裁判所の許可が必要なとき）　１通
・配偶者または監護者の同意書（必要な場合）
・本人確認書類（運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど）

項目 届出期間 届出が必要なとき 届出に必要なもの

転入届 新しい住所に住み始めた
日から14日以内 住居が他の市区町村から加須市に移ったとき

・転出証明書（前住所地の市区町村で発行）
※マイナンバーカードや住民基本台帳カードによる転入転出の特例の手続きを
された方は不要
・本人確認書類（運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど）
・住民基本台帳カード（所持者のみ）
・マイナンバーカードまたは通知カード
・国民年金手帳（加入者のみ）
・在留カードまたは特別永住者証明書（外国人のみ）

転出届 転出前または転出後14日
以内 住居が加須市から他の市区町村に移るとき

・本人確認書類（運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど）
・加須市民カード（印鑑登録証）（登録者のみ）
・国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険被保険者証（加入者のみ）
・住民基本台帳カード（所持者のみ）
・マイナンバーカードまたは通知カード

転居届 新しい住所地に住み始め
た日から14日以内 住居が市内から市内に移ったとき

・本人確認書類（運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど）
・国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険被保険者証（加入者のみ）
・国民年金手帳（加入者のみ）
・住民基本台帳カード（所持者のみ）
・マイナンバーカードまたは通知カード
・在留カードまたは特別永住者証明書（外国人のみ）

世帯変更届 変更した日から14日以内 世帯や世帯員に関する事柄に変更があったと
き（世帯分離、世帯合併、世帯主変更など）

・本人確認書類（運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど）
・国民健康被保険者証（加入者のみ）

旧姓（旧氏）
記載の届 届出期間はありません 住民票の写し、マイナンバーカード、通知カー

ド、印鑑登録証明書に旧姓を併記したいとき

・戸籍謄本（併記を希望する旧姓から現在までのすべてのもの）
・本人確認書類（運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど）
・マイナンバーカードまたは通知カード
・印鑑（印鑑登録をされている方で、旧姓の印鑑登録を希望される方等）
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３　印鑑登録	 市民課／各総合支所市民福祉健康課

１）印鑑登録と証明
　加須市に住民登録をしている15歳以上の方（意志能力を
有しない者を除く）は、１人につき１個印鑑を登録できます。
印鑑登録証明書は、不動産登記や自動車の登録、売買契約な
どを行う場合に必要となる証明書です。

２）登録できる印鑑
・１人につき１個とし、同じ世帯や同居の方が使用していな

い印鑑
・氏名の文字の全部または一部を用いた印鑑（外国人の方は

通称名または、併記名が登録されている方のみ）
・印影が一辺８mm以上25mm以下の正方形に収まるもの

※登録できない印鑑
・欠損や摩滅の著しいものや変形しやすい材質のもの
・他の人が登録しているもの
・逆さ彫刻のもの
・氏名もしくは通称の一部を組み合わせたもので表していな

いもの
・婚姻前の旧姓など、彫刻されている氏が現在使用している

氏と違うもの（旧姓（旧氏）併記制度により、住民票への
旧姓（旧氏）記載の届出をされた方を除く）

３）印鑑登録などの手続き
◎本人が申請する場合
○官公庁発行の顔写真付き本人確認書類（運転免許証など）

をお持ちの場合、本人確認書類と登録する印鑑をお持ちく
ださい。申請後、加須市民カード（印鑑登録証）を即日交
付します。

※成年被後見人の方が申請する場合
　成年被後見人本人が窓口に来庁し、かつ法定代理人が同行

している場合に限って申請が可能となります。

○写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合、次のいずれ
かの方法で交付できます。

・保証人を立てる申請
　既に加須市で印鑑登録をされている方が保証人となること
で、加須市民カード（印鑑登録証）の即日交付を受けられま
す。保証人が保証人欄に住所、氏名、登録番号を自署、実印
を押印した「印鑑登録申請書」で申請してください。
・照会書による申請（保証人を立てない場合）

　申請受付後、照会書を申請者の住所へ郵送します。照会書
の内容に疑義がなければ、回答書と登録する印鑑、健康保険
被保険者証などの本人確認書類をお持ちのうえ、加須市民
カード（印鑑登録証）の交付を受けてください。※即日交付
はできません。

◎代理人が申請する場合
　委任する旨を証した書面（代理人選任届・委任状）を自署
し、登録する印鑑とともに代理人に預けてください（代理人
は、ご自身の印鑑と本人確認書類をご持参ください）。申請
者本人あての照会書を郵送しますので、届きましたら回答書
と登録する印鑑、本人確認書類（健康保険被保険者証など）
をお持ちのうえ、加須市民カード（印鑑登録証）の交付を受
けてください。代理人がお越しの際には、回答書の委任状欄
に、申請者の自署押印をしたものをお持ちいただければ登録
ができます。
※即日交付はできません。

４）印鑑登録証の交付
　登録手続きが完了しますと、登録番号の記載された加須市
民カード（印鑑登録証）をお渡しします。登録した印鑑と加
須市民カード（印鑑登録証）は、万が一の盗難などの場合に
備え、同じ場所に保管しないでください。また、加須市民
カード（印鑑登録証）に氏名を記載しないよう、記号などで
家族の登録証と区別するなどの工夫をしてください。
※初めて印鑑登録をされる方の登録料は無料です。ただし、

加須市民カード（印鑑登録証）の紛失による再登録の場合
は、再登録手数料500円がかかります。

５）印鑑登録証明書（印鑑証明）の交付
　印鑑登録証明書交付請求書に必要事項を記入のうえ、必ず
加須市民カード（印鑑登録証）を添えて申請してください。
手数料は１通150円です。
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４　証明手数料	 市民課・税務課／各総合支所市民福祉健康課

諸証明などの種類 手数料 必要なもの

戸
籍

戸籍　全部事項証明書
〈謄本〉 １通 450円

本人確認書類（運転免許
証など）、代理人の場合
委任状（委任者本人の直
筆の署名があるもの）も
併せて必要です。

戸籍　個人事項証明書
〈抄本〉 １通 450円

除籍　全部事項証明書
〈謄本〉 １通 750円

除籍　個人事項証明書
〈抄本〉 １通 750円

改製原戸籍〈謄本〉 １通 750円
改製原戸籍〈抄本〉 １通 750円
届出受理証明書
〈賞状タイプ〉 １通 1,400円

届出受理証明書 １通 350円
届書記載事項証明書 １通 350円
戸籍記載事項証明書 １件 350円
除籍記載事項証明書 １件 450円
身分証明書 １通 150円

住
民
基
本
台
帳

住民票（全部・一部）の
写し １件 150円

住民票記載事項証明書 １件 150円
戸籍の附票（全員・個人）
の写し １件 150円

印
鑑・そ
の
他

加須市民カード
（印鑑登録証） １件 無料

登録したい印鑑、本人確
認書類（運転免許証など）加須市民カード

（印鑑登録証）再交付 １件 500円

諸証明などの種類 手数料 必要なもの
印
鑑
・
そ
の
他

印鑑登録証明書 １通 150円 加須市民カード
（印鑑登録証）

自動車臨時運行許可証 １両 750円
印鑑、自賠責証明書、自
動車検査証、または抹消
登録証明書など

１）戸籍など

諸証明などの種類 手数料 必要なもの
所得証明書 １通 150円

本人確認書類
（運転免許証など）
※ただし、営業証明書
（法人）、納税証明書
（軽自動車車検用）、
住宅用家 屋証明 書、
公図の写しについて
は本人確認書類不要

課税・非課税証明書（住民税） １通 150円

営業証明書（個人・法人） １通 150円

納税証明書（住民税・固定資産
税・国保税・法人市民税） １通 150円

納税証明書（軽自動車車検用） １通 無料

評価証明書（土地・家屋） １通 150円

家屋所有証明書
（建築確認申請用） １通 150円

公課証明書（土地・家屋） １通 150円

住宅用家屋証明書 １件 1,300円

名寄帳の写し １枚 10円

公図（課税資料）の写し １枚 150円

２）税証明など

５　夜間、休日などの窓口案内	 市民課・税務課・収納課／各総合支所市民福祉健康課

１）本庁舎の窓口
◎日曜日の窓口
　市民課・税務課・収納課では、平日忙しくてお越しいただ
くことができない方のために、日曜窓口を開設しています。
ご利用いただける窓口業務の内容については、証明書の発行
などが主なものとなります。
■受付日時
　毎週日曜日（年末年始を除く）　８時30分～17時
■証明書などを請求できる方
　本人または同居の親族など
※証明書の種類によって条件が異なりますので、詳しくはお

問い合わせください。
■取り扱い業務
◇市民課
○各種証明書類の交付
　住民票の写し、印鑑登録証明書（加須市民カード（印鑑登

録証）をお持ちください）、戸籍・改製原戸籍・除籍などの
謄・抄本、住民票記載事項証明書、戸籍の附票、身分証明書

◇税務課
○市民税関係証明書
　課税（非課税）証明書、所得証明書、営業証明書（所在証
明を兼ねる）
○固定資産税関係証明書
　評価証明書、家屋所有証明書（建築確認申請用）、公課証
明書、資産証明書、住宅用家屋証明書
○納税関係証明書
　納税証明書（住民税・固定資産税・国保税・法人市民税）、
車検用納税証明書（軽自動車税（種別割））
○閲覧関係
　名寄帳（課税台帳）の写し、公図（課税資料）の写し
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◇収納課
○市県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健
康保険税の納付
　※納税通知書をお持ちの方はご持参ください。
　※納付書の再発行もできます。
○上記各税に関する納税相談
○口座振替の依頼
　※金融機関の通帳（口座番号の分かるもの）・通帳届出印

をお持ちください。

◎時間外（夜間・土曜日・祝日）の窓口
　警備員が、戸籍の届出（出生届・死亡届・婚姻届など）の
預かり、埋火葬許可証の発行、その他問い合わせなどへの対
応をしています。

２）総合支所（騎西・北川辺・大利根）の窓口
◎日曜日の窓口
　各種証明書などの一部を交付します。
■受付日時
　毎週日曜日（年末年始を除く）８時30分～17時
■証明書などを請求できる方
　本人または同居の親族など
※証明書の種類によって条件が異なりますので、詳しくはお

問い合わせください。
■取り扱い業務
○各種証明書類の交付
　住民票の写し、印鑑登録証明書（加須市民カード（印鑑登
録証）をお持ちください）、戸籍・除籍の謄・抄本、住民票
記載事項証明書、戸籍の附票、課税（非課税）証明書、所得
証明書、納税証明書（住民税・固定資産税・国保税・法人市
民税）、車検用納税証明書（軽自動車税（種別割））、評価証
明書、家屋所有証明書（建築確認申請用）公課証明書、資産
証明書

○戸籍の届出（出生届・死亡届・婚姻届など）の預かり、埋
火葬許可証の発行

◎時間外（夜間）土曜日・祝日の窓口
　戸籍の届出（出生届・婚姻届など）は、戸籍夜間受付ポス
トを設置しています。その他問い合わせは、本庁舎へお問い
合わせください。

３）市民サービスセンター
　市民課・税務課・各総合支所市民福祉健康課が発行する各
種証明書などの一部を、市民サービスセンター（加須地域の

各公民館、田ケ谷総合センター）窓口で受け取ることができ
ます。申請に必要なものや手数料は本庁舎・各総合支所と同
じです。

・印鑑登録証明書が必要な場合は必ず加須市民カード（印
鑑登録証）をお持ちください。

・各窓口では、運転免許証や健康保険被保険者証などでの
本人確認を行っています。

■取り扱い日時
　加須地域の各公民館：
　　火曜日と土曜日を除く毎日（祝日および年末年始を除く）
　　８時30分～17時
　 田ケ谷（田ケ谷総合センター内）：
　　水曜日と土曜日を除く毎日（祝日および年末年始を除く）
　　8時30分～17時
■証明書などを請求できる方
　市内在住の本人または同居の親族など
※証明書の種類によって条件が異なりますので、詳しくはお

問い合わせください。
■取扱窓口
　加須公民館、不動岡公民館、三俣公民館、礼羽公民館、大
桑公民館、水深公民館、樋遣川公民館、志多見公民館、大越
公民館、田ケ谷総合センター
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６　パスポートの申請・交付窓口案内	 市民課

申請・交付場所：本庁舎1階市民課
申請できる人：加須市に住民登録のある方
　　　　　　　加須市に居所があり、埼玉県以外に住民登録

のある方　※日本国籍を有している方に限る
申請日時：月～金曜日　９時～16時30分
交付日時：月～金曜日および日曜日　９時～16時30分
　　　　　※祝日および年末年始は除きます。

■申請から交付（受け取り）までの目安
　申請の日から申請の種類ごとに次に示す日数（土・日曜日、
祝日および年末年始を除く）になります。
・新規発給　　　　　６日目以降　
・記載事項の変更　　６日目以降
・査証欄の増補　　　４日目以降

■手数料
　５年用：11,000円（12歳未満　6,000円）
　10年用：16,000円　
　記載事項変更： 6,000円　　 増補： 2,500円

１．一般旅券発給申請書　１通

・10 年用と５年用により申請書が異なります。
　※申請書は、市民課・各総合支所市民福祉健康課・市民サービスセンター（加須地域の公民館、田ケ谷総合セン

ター）にあります。
・未成年（20 歳未満）の方は５年用のみの申請となります。
〔ダウンロード申請書での申請〕
外務省ホームページにある WEB 入力フォームに入力し印刷のうえ、必要事項を記入してお持ちください。

（拡大や縮小などの印刷仕様の変更は NG です。）詳しくは、「パスポート申請書ダウンロード」で検索し、注意事
項を確認してください。

２．戸籍謄（抄）本　１通

・記載内容が最新で、発行の日から６カ月以内のもの。
・戸籍は、本籍地の市町村に請求してご用意ください。
　※本籍が加須市の方は、請求当日に加須市役所で取得できます。
　※同一戸籍内の複数の方が同時に申請する場合、戸籍謄本を１通とすることができます。
・有効旅券をお持ちで、氏名・本籍に変更がない方は省略できます。海外からの一時帰国者は省略できません。一

時帰国の方は、戸籍の附票も合わせてご用意ください。

３．写真　１枚

・提出前６カ月以内に撮影したもの。
・申請者のみが撮影されたもので外務省の規格を満たしているもの。縦 4.5㎝×横 3.5㎝（顔の長さ 3.2 ～ 3.6㎝、

頭上余白 0.2 ～ 0.6㎝）。
　縁なし、正面向き、無帽、無背景で、顔がはっきりと写っているもの。白黒可。
　※市役所では、写真撮影はしておりません。（本庁舎１階に自動証明写真機を設置しています。）

４．申請者本人を確認できる書類

申請者本人の書類 ※現在有効なもの（コピー不可）
・本人確認書類の氏名・生年月日・性別・ふりがな・住所・本籍などが申請書の記載内容と一致しているものに限ります。
・代理人が申請書を提出する場合は、申請者と代理人のそれぞれの本人確認書類が必要です。
【１】　１点でよいもの（官公庁発行の顔写真付き証明書）
・日本国旅券（失効後６カ月以内のものを含む）
・運転免許証
・写真付き住民基本台帳カード（写真付きではないものは該当しません）
・マイナンバーカード
・官公庁（独立行政法人、特殊法人および官公庁の共済組合を含む）の職員身分証明書（写真が貼ってあるもの）
・身体障害者手帳（写真付きで偽造防止されているもの）

【２】　２点必要とするもの
（イ）を２点または（イ）と（ロ）を１点ずつ持参してください。
　※（ロ）を２点では受け付けできません。

（イ）
・健康保険証（国民健康保険証、船員保険証、介護保険証、共済組合員証、後期高齢者保険証）
・年金手帳または証書（国民年金、厚生年金、船員年金、共済年金、恩給証書）
・印鑑登録証明書＋実印（印鑑登録カードでは不可）
（ロ）次のうち写真が貼ってあるもの
・有効期間の切れた日本国旅券（失効後６カ月以上を経過した旅券で本人確認できるもの）
・学生証
・会社などの身分証明書
・公の機関が発行した資格証明書
・母子健康手帳（乳幼児）

５．前回取得したパスポート

※有効なパスポートをお持ちの方は、有効なパスポートを提出していただかなければ新規の受け付けはできません。
紛失した場合は、窓口までお問い合わせください。

※前回のパスポートが失効している場合でも、申請時にお持ちください。なお、失効しているパスポートを紛失し
た場合はその旨お申し出ください。

■申請に必要なもの
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７　各種相談	
相談 とき・ところ 問い合わせ

市民相談 毎週月～金曜日　９時～12時、13時～16時
本庁舎１階　市民相談コーナー 市民相談室

弁護士相談 〈本庁舎〉　毎月2回　本庁舎　　　　　〈騎　西〉　毎月1回　騎西総合支所
〈北川辺〉　毎月1回　北川辺総合支所　〈大利根〉　毎月1回　大利根総合支所

市民相談室／各総合支所地域振興課
※予約（電話可）が必要です。

消費生活相談 毎週月～金曜日　９時～12時、13時～16時
本庁舎１階　消費生活センター（市民相談室内） 消費生活センター

合同相談 毎月第１金曜日　13時30分～16時　 市民プラザかぞ 市民相談室

障がい者相談

◇北埼玉障がい者生活支援センター
　（身体）羽生市上川俣1486-1　社会福祉法人　幸生会（☎048-560-3411）
　（知的・精神）羽生市砂山210　社会福祉法人　共愛会（☎048-560-0294）
◇北埼玉障がい者就労支援センター
　羽生市砂山210
　社会福祉法人　共愛会（☎048-561-0296）

障がい者福祉課

就労相談・
職業紹介

◇加須市ふるさとハローワーク（☎0480-62-8282）
　月～金曜日　10時～17時　本庁舎２階
◇就職活動支援　出前相談（☎048-780-2034）
・キャリアカウンセリング
　毎週月・木曜日　10時～16時
　市民プラザかぞ

産業振興課

結婚相談 登録対象者　　20歳～45歳の独身男女
【窓口での相談】　毎週月・水・金曜日　９時～12時　市民プラザかぞ５階

登録・問い合わせ　加須市結婚相談所
「であいサポートｉ」
　電話・ＦＡＸ　0480-62-5502

子育て相談 毎週月～金曜日　8時30分～17時
加須保健センター内

すくすく子育て相談室
　☎0480-62-1510

教育相談 〈本庁舎〉毎週月～金曜日　9時～12時、13時～17時
〈教育センター（市民プラザかぞ内）〉火曜日を除く毎日　9時～12時、13時～16時

学校教育課教育センター
　☎0480-62-2955

いじめ相談 小・中学生のためのEメールいじめ相談専用窓口（随時受付）
※相談員が電話やメールで返信します。 学校教育課

女性相談

◇女性ホットライン【電話相談】
　毎週月曜日　９時～12時、13時～16時　（☎0480-62-7874）
◇女性のための相談室【面接相談】
　毎週木曜日　13時～16時（予約優先）…市民プラザかぞ5階相談室

人権・男女共同参画課
※面接相談のご予約は、人権・男女共同参画

課にご連絡ください。

高齢者総合相談
・

認知症ケア相談

毎週月～金曜日　8時30分～17時15分
◇加須・大桑・水深高齢者相談センター愛泉苑
　水深869-2（☎65-6936）
◇不動岡・礼羽・志多見高齢者相談センターみずほの里
　平永142（☎63-0011）
◇三俣・樋遣川・大越高齢者相談センター利根いこいの里
　大越1933（☎53-6557）
◇騎西高齢者相談センター多賀谷寿光園
　上崎2037-1（☎70-0035）
◇北川辺高齢者相談センター加須清輝苑
　陽光台2-883-78（☎0280-23-1133）
◇大利根高齢者相談センターふれ愛の郷
　新川通181-3（☎78-1652）

高齢者福祉課／各総合支所市民福祉健康課

※祝日・年末年始を除く
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１）住民税
①住民税とは
　住民税は、個人市民税と個人県民税を併せて住民税と呼ば
れる税金です。
　個人市民税の申告と納税は、納税者の皆さんの便宜を図る
ため個人県民税と併せて行うこととなっており、市へ納税さ
れた県民税は県へ送金しています。
　住民税は、所得割と均等割の二種類があります。所得割は、
前年の所得金額に応じて課税され、個人の収入などの金額の
大小に応じて税額が変動する税金です。
　一方、均等割は所得金額にかかわらず定額で課税され、広
く浅く負担をもとめる税金です。

②課税される方

③税率

※均等割は平成26年度から令和5年度の額

④減額・免除される方
（１）所得割・均等割ともに課税されない方
　ア　１月１日現在、生活保護法による生活扶助を受けてい

る方
　イ　障がい者・未成年者・寡婦または寡夫で、前年中の合

計所得金額が125万円以下（給与収入の場合、年収
204万４千円未満）の方

（２）所得割が課税されない方
　ア　前年中の総所得金額などが、次の計算式で得られた金

額以下の方

　イ　所得控除の合計額が総所得金額を上回る方

（３）均等割が課税されない方
　前年中の合計所得金額が、次の計算式で得られた金額以下
の方

⑤申告について
　申告の期間は、原則として２月16日から３月15日までで
す。
⑥納税方法
　納税義務者各個人が、税額を年４回（６月末、８月末、
10月末、１月末）の納期に分け納税通知書または口座振替
で納めていただくことになります。ただし、給与などの支払
いを受ける納税義務者（従業員など）で特別徴収の方は、給
与から差し引かれます。
　また、65歳以上で年額18万円以上の老齢年金や退職年金
などを受給している公的年金受給者の方で、年金に対する住
民税の納税義務のある方は、公的年金などから差し引かれま
す。

２）法人市民税
①法人市民税とは
　法人市民税は、市内に事務所、事業所あるいは寮などがあ
る法人など（株式会社、有限会社など）が申告納付により納
める税金です。
　なお、法人市民税には、国税である法人税額に応じて算出
する「法人税割」と、資本金などの額、市内の従業者数およ
び事務所などを有していた月数によって算定する「均等割」
があります。

②課税される法人など

③申告書の提出期限および納付期限
　法人市民税は、事業年度の終了日の翌日から２カ月以内

１　主な市税	 税務課・収納課／各総合支所市民福祉健康課

納税義務者 均等割の課税 所得割の課税
1月1日現在、加須市内に住んでいる方 あり あり
1月1日現在、加須市内に住んでいない
が、事務所や家屋敷を持っている方（借
りている場合も含むが、貸している場
合は除く）

あり なし

区分 市民税 県民税
所得割 6% 4%
均等割 3,500円 1,500円

控除対象配偶者および扶養
親族がいない場合 35万円以下

控除対象配偶者または扶養
親族がいる場合

35万円×（本人＋控除対象配偶者＋扶養親族の
合計人数）＋32万円以下

控除対象配偶者および扶養
親族がいない場合 28万円以下

控除対象配偶者または扶養
親族がいる場合

28万円×（本人＋控除対象配偶者＋扶養親族の
合計人数）＋16万８千円以下

納税義務者 均等割の課税 法人税割の課税
市内に事務所や事業所がある法人

あり

あり
市内に事務所や事業所はないが、寮などが
ある法人 なし

市 内 に 事 務 所 や 事 業
所、または寮などがあ
る公益法人などや法人
でない社団・財団

収益事業を行っ
ている場合
収益事業を行っ
ていない場合

（税制改正により内容が変更となる場合があります）
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（申告書の提出期限が延長されている場合を除く）に市役所
に申告納付します。

３）固定資産税
①固定資産税とは
　固定資産税は、毎年１月１日（賦課期日）に、土地、家屋、
償却資産（これらを総称して「固定資産」といいます）を所
有している人が、その固定資産の価格をもとに算定された税
額を市に納める税金です。

②課税される人
　固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者で
す。具体的には次のとおりです。

③課税の対象となる固定資産の種類

④固定資産税額
　固定資産の価格（課税標準額）　×　1.4％

⑤特例措置
ア　住宅用地に対する課税標準の特例
　住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面
積の広さによって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて
特例措置が適用されます。

イ　住宅に対する減額措置
　新築された住宅については、新築後一定期間固定資産税額
が２分の１に減額されます。

・適用対象住宅

・減額期間と範囲

※ 平成21年６月４日～令和3年３月31日の間に新築された
認定長期優良住宅は、減額期間がおのおの２年加算になり
ます。

⑥免税点
　市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれ
の課税標準額が次の金額に満たない場合は課税されません。

⑦縦覧帳簿の縦覧
　納税者の方が自己の所有する土地・家屋の評価額について、
縦覧帳簿に記載されている他の土地・家屋の評価額と比較で
き、その内容が確認できます。
　土地を所有している場合は土地価格等縦覧帳簿を、家屋を
所有している場合は家屋価格等縦覧帳簿をご自分で確認して
いただくことができます。
・縦覧期間　毎年４月１日から第１期の納期限まで
　（土曜日・祝日を除く、８時30分～17時15分まで　※日
曜日は本庁のみの対応で17時まで）
・縦覧場所　税務課
　　　　　　各総合支所市民福祉健康課

⑧名寄帳の閲覧
　固定資産税の納税義務者は、所有している資産の価格など
が記載されている名寄帳の写し（固定資産課税台帳）を閲覧
制度により受け取ることができます。
　また、借地人、借家人の方は、借地、借家物件の価格など
が記載されている名寄帳の写しを、閲覧制度により受け取る
ことができます。
・閲覧期間　１年を通じて
　（土曜日・祝日を除く、８時30分～17時15分まで　※日
曜日は本庁のみの対応で17時まで）

土地 登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録さ
れている人

家屋 登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録さ
れている人

償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

土地 宅地、田、畑、山林、雑種地など
※課税上の地目は登記簿上の地目ではなく現況の地目

家屋
住宅、事務所、店舗、工場、倉庫など
※ 課税の対象となる家屋は、土地に定着して建造され、独立し

て風雨をしのぐことのできる建物

償却資産 会社や個人で工場や商店などを経営している方が、その事
業のために用いることができる機械・器具・備品など

住宅用地の種類 特例の割合
小規模住宅用地（一戸あたり200㎡までの部分） １／６
一般住宅用地（小規模住宅用地以外の住宅用地） １／３

区分 住居部分の割合 床面積
専用住宅 全部 床面積50㎡以上280㎡以下
併用住宅 １／２以上 居住部分の床面積50㎡以上280㎡以下
共同住宅 １／２以上 床面積40㎡以上280㎡以下

区分 期間 床面積
一般の住宅 新築後３年度分 120㎡まで
３階建以上の中高層耐火住宅等 新築後5年度分 120㎡まで

土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円
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・閲覧場所　税務課
各総合支所市民福祉健康課

⑨納税の方法
　固定資産税は、納税通知書によって市から納税者に対して
税額が通知され、年４回の納期（５月末、７月末、12月25
日、２月末）に分けて納税することになります。

４）都市計画税
①都市計画税とは
　都市計画税は、都市計画事業（道路・上下水道・公園の整
備など）または土地区画整理事業に要する費用に充てるため
に課税される目的税です。毎年１月１日現在、市街化区域内
に土地・家屋を所有している方に課税されます。

②都市計画税額
　課税標準額（原則として固定資産の価格）　×　0.2％

③課税標準の特例
　住宅用地に対する課税標準の特例

④納税の方法
　固定資産税と併せて納めていただきます。
　また、都市計画税は、固定資産税の納税通知書に併せて記
載してあります。

５）軽自動車税（種別割）
①軽自動車税（種別割）とは
　軽自動車など（原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動
車および二輪の小型自動車）を毎年４月１日現在に所有また
は使用している方に対してかかる税金です。納期は５月末日
です。

②軽自動車税（種別割）の税率
　年税です。年度途中で取得した・手放したなどの場合でも、
月割の制度はありません。
　４月２日以降取得の車両に課税されるのは翌年度からにな
ります。

③申告について
　軽自動車などを取得・廃車したときや登録内容が変わった
ときには、申告が必要です。申告先は車種によって異なりま
す。

ア　原動機付自転車（125cc以下）・小型特殊自動車の手続き
○新たに登録する場合は、「軽自動車税（種別割）申告（報

告）書兼標識交付申請書」（販売・譲渡証明書の部分が証
明されたもの、または販売証明書か譲渡証明書を添付）に
記入のうえ、印鑑と併せてご持参いただき、税務課・各総
合支所市民福祉健康課で手続きをしてください。

○既に登録されている車両を譲渡・廃車する場合は、「軽自
動車税（種別割）廃車申告書兼標識返納書」に記入のうえ、
標識（ナンバープレート）、標識交付証明書、印鑑と併せ
てご持参いただき、税務課・各総合支所市民福祉健康課で
手続きをしてください。

イ　三・四輪の軽自動車・125ccを超える二輪車の手続き
　軽自動車検査協会・自動車検査登録事務所にお尋ねください。

区分 住宅用地特例率
小規模住宅用地（200㎡以下の部分） １／３
一般住宅用地（200㎡を超える部分） ２／３

車種 連絡先など

三・四輪の軽自動車 軽自動車検査協会熊谷支所　
☎050-3816-3112

125ccを超える二輪車 熊谷自動車検査登録事務所
☎050-5540-2027

原 動 機 付自 転 車（125cc以下）・小 型
特殊自動車

税務課
各総合支所市民福祉健康課

区分住居部分の割合 税額（年）

原付

一種（50cc以下） 2,000円
二種（乙）（90cc以下） 2,000円
二種（甲）（125cc以下） 2,400円
ミニカー（50cc以下） 3,700円

軽自動車

二輪（250cc以下のバイク） 3,600円
三輪

車検証の「初度検査年月」
等により、年度によって税
額が変わってますのでお
問合せください。

四輪
乗用

営業用
自家用

貨物用
営業用
自家用

もっぱら雪上を走行するもの 3,600円
ボートトレーラー 3,600円
二輪の小型自動車（250ccを超えるバイク） 6,000円

小型特殊
農耕用 2,400円
その他 5,900円
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１）市税納期カレンダー

※納期限は、その月の月末になりますが、12月の場合は25日が納期限となります。
納期限が、日曜日および祝日にあたるときはその翌日、土曜日にあたるときはその翌々日が納期限となります。

２）納付場所（取扱金融機関等）
収納課および各総合支所市民福祉健康課ならびに下記の取
扱金融機関等でお取り扱いできます。

３）口座振替
　市税などの納付は、安心で便利な「口座振替」のご利用を
お勧めしています。口座振替は、一度お申し込みいただくと、
ご指定の口座から自動的に引き落として納付できます。
■口座振替できる税・料金の種類
　市県民税（普通徴収）、固定資産税・都市計画税、軽自動
車税（種別割）、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者
医療保険料、保育所保育料、公立学童保育料、水道料金（下
水道使用料・農業集落排水処理施設使用料を含みます）、市
営住宅使用料

■申し込み
　加須市指定の取扱金融機関等または、収納課、各総合支所
市民福祉健康課で「口座振替依頼書」に必要事項をご記入の
うえ、提出していただきます。
※持参する物
　預貯金通帳およびその届出印、納税通知書など
※ご注意
　口座振替の開始は、原則として申し込んでいただいた月の

翌月以降の納期分からとなります。

４）コンビニ納付
　市税などはコンビニエンスストアでも納付できます。
　曜日や時間を気にすることなく、手数料もかかりませんの
で、ぜひご利用ください。
■納付できる税・料金の種類
　市県民税（普通徴収）、固定資産税・都市計画税、軽自動
車税（種別割）、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者
医療保険料、保育所保育料、公立学童保育料、水道料金（下
水道使用料・農業集落排水処理施設使用料を含みます）

■利用可能な店舗
　セブン– イレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニス
トップ、デイリーヤマザキ、MMK設置店などの納付書裏面
に記載されている全国各店舗
※コンビニエンスストアでのお支払いの際は、お支払いされ

る単票の納付書のみ店舗へお持ちください。
　封筒をそのまま提出または納付書をまとめて提出されると

お取り扱いできません。
※ご注意
　コンビニエンスストアでは、下記のいずれかに該当する場

合、納められません。
・金額の訂正がある場合
・納期限を過ぎた場合
・バーコードが印字されていない場合
・納付書1枚あたりの税額が30万円を超える場合
・現金以外による払い込みの場合

２　市税などの納付	 税務課・収納課・会計課／各総合支所市民福祉健康課

取扱金融機関等（本・支店）
埼玉りそな銀行、りそな銀行、みずほ銀行、三菱UFJ銀行（令和3年3月31日
まで）、三井住友銀行、群馬銀行、足利銀行、常陽銀行、武蔵野銀行、三井
住友信託銀行、東和銀行、東日本銀行、埼玉縣信用金庫、川口信用金庫、中
央労働金庫、ほくさい農業協同組合（各支店のみ）、ゆうちょ銀行・郵便局（埼
玉県、東京都、神奈川県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県および山梨県内）

納税義務者 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
市県民税

（普通徴収） 1期 2期 3期 4期

固定資産税・
都市計画税 1期 2期 3期 4期

軽自動車税（種別割） 全期

国民健康保険税 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 9期
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１）国民年金とは
　国民年金は、生涯にわたって年金を受け取ることができる
安心な制度です。長い老後を安心して暮らすためにも社会全
体で高齢者を支えていく制度が必要です。もしも年金制度が
なかったら年老いた親を経済的に支えていくことになります。
若い世代が安心して暮らすためにも、世代間扶養の仕組みで
成り立つ年金制度の役割は重要です。老後の保障だけではな
く思わぬ事故で障がいを負ったとき、一家の働き手を失った
ときなど、もしものときの保障があります。

２）加入について
　日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の方（学生を含
む）は、必ず国民年金に加入しなければなりません。なお、
加入者は次の３種類に分けられます。

○市役所での手続きが必要なとき（第１号被保険者の方が該
当）

・20歳以上60歳未満の人が会社を退職したとき
・会社を退職したときもしくは、（在職中に65歳になった場

合で）被扶養配偶者が60歳未満のとき
・扶養から外れたとき
・60歳以上の方で国民年金に加入をしたいとき

○第２号、第３号被保険者の方は、市役所での手続きが不要
です

※就職したとき、会社員・公務員の配偶者の扶養になったと
きは、勤務先で手続きを行います

３）保険料・免除などについて
○保険料について
　国民年金の第１号被保険者の月々の保険料は16,540円

（令和２年度）です。保険料の納付期限は翌月末です。また、
保険料をまとめて前払い（前納）すると保険料が安くなりま
す。

○保険料の免除など
　所得が少ないなど、保険料を納めることが経済的に困難な
場合には、本人の申請手続きによって保険料の納付が免除ま

たは猶予される制度があり、次の３種類があります。
①全額免除・一部免除申請
　本人・世帯主・配偶者の前年所得（１月から６月までに申
請される場合は前々年所得）が一定額以下の場合には、申請
により保険料の納付が全額免除または一部免除になります。

②納付猶予申請
　50歳未満の方で本人・配偶者の前年所得（１月から６月
までに申請される場合は前々年所得）が一定額以下の場合に
は、申請により保険料の納付が猶予されます

③学生納付特例申請
　学生の方で本人の前年所得（１月から３月までに申請され
る場合は前々年所得）が一定額以下の場合には、申請により
保険料の納付が猶予されます。

４）保険料・免除などについて

５）住所などに変更があった場合
　住所が変わったら、住民登録の住所変更だけではなく、年
金の登録住所も変更しないと、通知が正しく送付されなく
なってしまう場合があります。

１　国民年金	 国保年金課／各総合支所市民福祉健康課

第１号被保険者 自営業者、農林漁業従事者、学生、自由業者など

第２号被保険者 会社員、公務員など（厚生年金や共済組合に加入して
いる方）

第３号被保険者 第２号被保険者に扶養されている配偶者
年金の種類 内容

老齢基礎年金

20歳から60歳になるまでの40年間の全期間保険料を納
めた方は、65歳から満額の老齢基礎年金が支給されます。
なお、老齢基礎年金を受給するためには、保険料を納め
た期間と免除を受けた期間の合計が10年以上必要です。

障害基礎年金

障害基礎年金は、国民年金加入中に、病気やけがで障が
い者になったとき（一定の保険料を納めた人）や、20歳前
の病気やけがで障がい者になった場合に障害基礎年金が
支給されます。

遺族基礎年金

国民年金加入中に一定の保険料を納めた方、または老齢
基礎年金の受給資格期間を満たしている方が死亡した場
合、死亡者によって生計を維持されていた子のある妻、
または子に支給されます（子が18歳に達する日以後最初
の３月31日まで支給されます）。

寡婦年金

第１号被保険者として保険料を納めた期間（免除期間を
含む）が10年（120月）以上ある夫が亡くなったときに、
10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されてい
た妻に対して60歳から65歳になるまでの間支給されます。
※平成29年８月１日より前の死亡の場合、保険料を納め
た期間（免除期間を含む）は25年以上必要です。

死亡一時金

第１号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上あ
る方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡
くなったとき、その方によって生計を同じくしていた遺
族（遺族基礎年金、寡婦年金を受け取らない場合）に支
給されます。
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○転入・転出・転居の場合
　国民年金第１号被保険者で住所を変更された方は各種届出
を提出すると、自動的に年金の登録住所も変更になりますの
で年金担当への届け出は不要です。

（年金受給者の方は、変更の届出が必要な場合があります。）
国民年金第２号被保険者および３号被保険者の方は、勤務先

（配偶者の勤務先）で登録住所変更の手続きを行います。
○氏名が変わった場合
　市内に登録のある方は、氏名変更届（婚姻届など）を提出
すると自動的に年金登録氏名も変更になりますので年金担当
への届け出は不要です。

６）日本年金機構「ねんきんサテライト加須（熊
谷年金事務所 加須分室）」

　加須市役所の本庁舎２階で年金の相談や手続きができます。
〇業務内容
・年金相談および年金請求等の手続き
・厚生年金保険、国民年金関係の届出等の受付および相談
混み合う場合がありますので、事前のご予約をお願いします。

【予約受付専用番号】☎0570−05−4890（ナビダイヤル）
050で始まる電話でおかけになる場合は（東京）03−6631
−7521（一般電話）
受付時間：月～金曜日（平日）午前８時30分～午後５時15分

（土日祝日、年末年始を除く）
※予約相談希望日の１カ月前から前日まで受付しています。
　ご連絡の際は、基礎年金番号の分かる年金手帳や年金証書
をご準備ください。

３）保険税額について
○国民健康保険税は、世帯主を納税義務者として課税します。
○税率などについて （令和2年度）

２　国民健康保険	 国保年金課／各総合支所市民福祉健康課

医療給付費分
所得割率 7.5%
均等割額 21,000円

後期高齢者支援金分
所得割率 2.3%
均等割額 9,500円

介護納付金分
所得割率 2.4%
均等割額 11,000円

こんなとき 必要なもの

加入

他の市区町村から転入したとき 転出証明書、本人確認書類（運転免許証など）、マイナンバーカードまたは通知カード
他（職場など）の健康保険などをやめたとき 健康保険の離脱証明書または退職証明書、本人確認書類（運転免許証など）、マイナンバーカードまた

は通知カード他の健康保険などの被扶養者でなくなったとき
子どもが生まれたとき 母子健康手帳、本人確認書類（運転免許証など）、マイナンバーカードまたは通知カード
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、本人確認書類（運転免許証など）、マイナンバーカードまたは通知カード
外国人の方が加入したとき 在留カードまたは特別永住者証明書、マイナンバーカードまたは通知カード

脱退

他の市区町村へ転出したとき 被保険者証、マイナンバーカードまたは通知カード
他（職場など）の健康保険などへ入ったとき 国民健康保険と新たに加入した保険の被保険者証、マイナンバーカードまたは通知カード
生活保護を受けはじめたとき 被保険者証、生活保護開始決定通知書、マイナンバーカードまたは通知カード
外国人の方が脱退するとき 被保険者証、在留カードまたは特別永住者証明書、マイナンバーカードまたは通知カード
死亡したとき 被保険者証、マイナンバーカードまたは通知カード

その他
保険証をなくしたり、汚して使えなくなったとき 被保険者証、本人確認書類（運転免許証など）、マイナンバーカードまたは通知カード
修学のために、子どもが他市区町村に住むとき 被保険者証、在学証明書（学生証の写し）、マイナンバーカードまたは通知カード
住所・世帯主・氏名などが変わったとき 被保険者証、マイナンバーカードまたは通知カード

１）国民健康保険とは
　国民健康保険は、加入している被保険者の方々に保険税を納めていただき、病気やけがをしたときに安心して医療機関を受
診できるための相互扶助の制度です。
勤務先の健康保険など医療保険に加入している方とその扶養家族、生活保護受給者または国民健康保険組合に加入している方
以外は、この国民健康保険の加入者（被保険者）となります。

２）手続きについて
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４）保険税の納付について
○普通徴収（納付書または口座振替で納付）
　賦課期日に加入している世帯については、７月から翌年３
月までの９回に分けて、毎月月末（12月は25日。月末など
が土・日曜日、祝日の場合は翌営業日）が納期となります。
また、年の途中から国民健康保険に新たに加入した場合は、
届出の翌月または翌々月から３月までの回数でお支払いいた
だくことになります。

○特別徴収（年金からのお支払い）
　世帯内の国民健康保険に加入している全員が65歳以上75
歳未満の世帯であり、月額15,000円以上（年額18万円以上）
の年金を受給し、国民健康保険税と介護保険料の合算額が、
年金受給額の２分の１を超えない場合は、原則世帯主の年金
から特別徴収（年金からのお支払い）となり、年６回の年金
支給日が徴収日となります。

５）支給について
①療養の給付
　国民健康保険に加入していると、医療機関（病院・診療所
など）の窓口で被保険者証や高齢受給者証を提示することに
より、医療費の一部（一部負担金）を支払うだけで、さまざ
まな医療を受けることができます。残りの費用は国民健康保
険で負担します。

②高額療養費の支給
　高額療養費制度とは、医療機関にかかった費用が自己負担
限度額を超えたときに、申請して認められれば限度額を超え
た分が支給されるものです。
　70歳未満の被保険者で医療機関における高額な支払いが
見込まれる場合、限度額適用認定証の交付を受ければ、医療
機関での窓口負担（保険診療分）が、自己負担限度額までで
済みます。

③療養費の支給
　次の場合、申請により保険適用の７割分（または８割、９
割）が後日支給されます。

（１）急病やけがなどで、やむを得ず保険証を持たずに治療
を受けた場合

（２）医師が治療上、コルセットなどの補装具が必要と認め
た場合

（３）医師が治療上、はり・きゅう・マッサージが必要と認
めた場合

（４）骨折・ねんざなどで柔道整復師の施術を受けた場合

（５）海外で負傷したり、疾病にかかった場合

④特定疾病の場合
　特定の疾病については、医師の同意があれば、定額で治療
を受けることができます。医療費が高額で長期にわたって治
療が必要な疾病（慢性賢不全、血友病または後天性免疫不全
症候群）については、その診療にかかる１カ月の一部負担金
が、医療機関ごと、入院・外来ごとに１万円（または２万円）
となります。なお、申請により「特定疾病療養受療証」の交
付を受け、被保険者証と一緒に医療機関窓口に提示する必要
があります。

⑤出産育児一時金
　国民健康保険に加入している方が出産したとき、42万円

（産科医療補償制度未加入の医療機関などでの出産の場合は、
40万４千円）が支給されます。支給方法は、医療機関など
への直接支払いあるいは被保険者（世帯主）への支払いなど
をお選びいただけます。

⑥葬祭費
　国民健康保険に加入している方が死亡したときは、葬祭費
として５万円が葬祭執行者に支給されます。

⑦人間ドック・脳ドック利用助成
　国民健康保険に加入していて、国民健康保険税を滞納して
いない方に対して、それぞれ年度内１回検査費用のうち
20,000円を助成します。助成対象となる医療機関は、人間
ドックがすべての医療機関（市と契約している医療機関は事
前申請）、脳ドックが加須市医療診断センターとなります。

⑧保養施設利用助成
　国民健康保険に加入していて、国民健康保険税を滞納して
いない方に対して、保養施設を利用する場合の助成を実施し
ています。助成は、大人（中学生以上）１泊3,000円、子ど
も（小学生に限る）１泊1,500円です。対象となる保養施設
は、埼玉県国民健康保険団体連合会で施設利用契約を締結し
ている全国の保養施設となります。

６）国保健診・特定保健指導について
　市では40～74歳の国民健康保険加入者を対象に、無料で
健診を実施しています。健診には個別健診と集団健診があり
ます。
　受診の際は、事前にご予約うえ、市から送付される受診券
をお持ちください。
　受診後は健診診結果に応じて保健指導が行われます。
※国保健診・特定保健指導については、健康づくり推進課が窓口となります。
※国保健診は、加須市における特定健診の愛称です。
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１）不妊治療費助成
　埼玉県の不妊治療（体外受精および顕微鏡授精）助成額を
控除した額の２分の１（上限15万円）の額の治療費を助成
します。

２）不妊検査費助成
　検査開始時に妻の年齢が43歳未満の夫婦に対して検査費
の一部（上限２万円）を助成します。

３）不育症検査費助成
　検査開始時に妻の年齢が43歳未満の夫婦に対して検査費
の一部（上限２万円）を助成します。

４）母子健康手帳について
　妊娠の届出をすると、母子健康手帳が交付されます（お子
さん1人につき１冊）。この手帳は妊娠中からの健康管理と
出産の記録、お子さんの健康診査結果や予防接種の記録に使
用します。
○対象：市内に住民登録がある妊婦の方
○交付場所：加須保健センター内すくすく子育て相談室

５）妊婦健康診査
　妊婦健康診査は母体の健康と赤ちゃんの健全な発育のため
にとても大切な健診ですので必ず受けましょう。母子健康手
帳交付時に、妊婦健康診査を公費負担（一部自己負担あり）
で受けられる助成券（14回分）とその他の検査の助成券を
交付しています。

６）乳幼児健康診査
　心身の発育状況の確認や病気などの早期発見を図るために
乳幼児（３～４か月児、９～10か月児、１歳６か月児、２
歳児、３歳児）健康診査を行っています。各年齢に応じて、
問診、身体計測、内科診察、歯科診察、保健相談、栄養相談
などを実施しています。対象児には個別通知をします。
○健診場所：加須保健センター、騎西保健センター、北川辺

保健センター、大利根保健センター
○持ち物：母子健康手帳、健診問診票、バスタオルなど

７）予防接種

種類 対象者 接種回数・間隔等
市負担額（市民は無料）

6歳未満 6歳以上
BCG １歳未満 １回 8,723円 -

B型肝炎 １歳未満

４週間以上の間隔をあけて２回
接種した後、第１回目の注射か
ら20週間以上の間隔をあけて１
回

7,766円 -

ヒブ 生後２カ月以上
５歳未満

接種開始年齢により１～４回
10,142円 -

小児肺炎球菌 生後２カ月以上
５歳未満 13,508円 -

４種混合＊１
初回

生後３カ月以上
７歳６カ月未満

20～56日の間隔で３回 12,793円 11,308円

追加 初回（３回）終了後１年～１年半
までに１回 12,793円 11,308円

麻しん風しん混合
（MR）

第１期 １歳以上２歳未満 １回 12,078円 -
第２期 ５歳以上７歳未満（幼稚園でいう年長児の１年間） １回 12,078円 10,593円

水痘 １歳以上３歳未満 ６カ月～１年の間隔で２回 10,373円 -

日本脳炎 第１期
＊２

初回
生後６カ月以上
７歳６カ月未満

６～28日の間隔で２回 ＊３ 8,998円 7,513円

追加 初回（２回）終了後おおむね１年
後に１回 8,998円 7,513円

日本脳炎 第２期 ＊２ ９歳以上13歳未満 １回 - 7,513円
二種混合 第２期 ＊４ 11歳以上13歳未満 １回 - 5,533円

子宮頸がん 小６から高１相当の女子 ３回（ワクチンにより接種間隔
が異なります） - 17,138円

ロタ（令和２年10月１日開始） 接種するワクチンにより生後６週0日～32週0日 ＊5 接種するワクチンにより２～３回 （1価）15,873円
（5価）10,846円 -

１　妊娠・出産	 健康づくり推進課

※予防接種の種類は予防接種法に基づき実施されています。法の改正などで変更される場合があります。
＊１　ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオの４種混合のワクチンです。
＊２　 平成17～21年度の積極的勧奨差し控えにより、接種を受けられなかった平成12年４月２日～平成21年10月１日生の方は、未接種回数を接種できます。
　　　生年月日によって接種年齢が異なりますので、詳細は加須保健センターへお問い合わせください。
＊３　標準接種年齢は３歳～４歳です。
＊４　ジフテリア・破傷風の二種混合ワクチンです。
＊５　令和２年８月１日生まれ以降の方が対象です。
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２　子育ての支援	 	

名称 内容

パパ・ママ学級 これから出産・育児を迎えるご夫婦を対象に、パパの妊婦体験、赤ちゃんのバスタイム、妊娠中の栄養、赤ちゃんのお世話などを学ぶ教室  
です。

赤ちゃん訪問
赤ちゃんのいるすべてのお宅を保健師・助産師が訪問します。
訪問では、赤ちゃんの体重を量ったりママのお話を聞きながら、赤ちゃんの順調な発育やママの産後の体調の回復などを確認します。また、 
赤ちゃんがこれから受ける予防接種・健診なども紹介しています。

乳幼児健康相談 就学前の乳幼児を対象に、身体計測、発育発達や育児についての保健相談、栄養相談、歯科相談を実施しています。

らくらく離乳食教室 離乳食のすすめ方のお話と離乳食のかんたんな実演（調理実習はありません）を行います。対象はおおむね生後5～8カ月のお子さんと保護者
の方です。

ことばの相談／
親子教室・育児教室 就学前のお子さんを対象にことばの相談や発達を促す教室を行っています。

名称 対象者および内容
誕生記念祝品支給 最初の住民基本台帳への登録が加須市にされるお子さんに、記念品として絆サポート券を贈呈します。
児童手当 加須市内に住所を有し、中学校修了までの児童を養育している方に対して支給します。

児童扶養手当

次のいずれかに該当する18歳に達した日の属する年度の３月末日までの児童（一定の障がいのある児童は20歳未満）を養育して
いる父または母、もしくは生計を維持する養育者に支給します（所得制限があります）。
・父または母が婚姻を解消した児童（離婚、事実婚の解消など）
・父または母が死亡した児童
・父または母に一定の障がいがある児童
・父または母に１年以上遺棄されている児童
・父または母が裁判所からのＤＶ保護命令を受けた児童
・父または母が法令により１年以上拘禁されている児童
・父または母の生死が明らかでない児童
・母が婚姻によらないで懐胎した児童

特別児童扶養手当 身体障害者手帳１級～３級および４級の一部、療養手帳マルＡ、Ａ、Ｂまたはそれらと同程度の精神障がいなどがある20歳未満
の子どもを家庭で育てている保護者に支給します（所得制限があります）。

遺児手当 父母の一方または両方が死亡した中学校修了までの児童の保護者に手当が支給されます。

子育て支援医療費 加須市内に住所を有する中学校修了までの児童が、病気やけがにより医療機関などで診療（通院・入院）を受けた場合、現物給付・
申請により医療保険診療費の一部負担金を支給します。

ひとり親家庭等医療費
母子・父子家庭・養育家庭などで18歳に達した日の属する年度の３月末までの児童（一定の障がいのある児童は20歳未満）およ 
び母、父、養育者の医療費について、医療保険の一部負担金から自己負担金を控除した額を支給します（認定には所得制限があり
ます）。ただし、15歳に達した日以降最初の３月31日までの児童および住民税非課税者は全額支給します。

未熟児養育医療 身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とするお子さんに対して、その治療に必要な医療の給付を行う制度です。

母子家庭等自立支援事業

母子家庭のお母さんや父子家庭のお父さんの雇用の安定と就業の促進を図るために次の給付を行う制度です。
①就職やキャリアアップのために、あらかじめ指定された教育訓練講座を受講した場合、修了後に受講経費の60％（20万円以下）
が受けられます。
②対象となる資格を取得するための修業中に訓練促進給付金や修了支援給付金が受けられます。

産後支援ヘルパー派遣事業 市内に居住し、出産のため入院し、退院した日から３カ月以内で、家族などから家事援助が受けられない方に、ホームヘルパーを
派遣し、子育ての支援をします。利用される方は、出産予定１カ月前ころまでの申請が必要です。

産後ケア事業
（訪問型・デイサービス型）

加須市に住民票のある生後３カ月未満の赤ちゃんとその母で、家族などから十分な育児等の援助が受けられない方で産後に心身の
不調や育児不安等がある方に、母子のケアや育児指導・相談による子育ての支援をします。支援方法は、助産師が直接訪問する訪
問型と、スピカレディースクリニック（南篠崎2252）に通うデイサービス型があります。利用される方は、出産予定２カ月前か
ら出産後１カ月ごろまでに相談してください。

※母子家庭等自立支援事業、産後支援ヘルパー派遣事業、未熟児養育医療、産後ケア事業はすくすく子育て相談室が窓口になります。

８）各種相談、教室

１）すくすく子育て相談室
　ワンストップの相談窓口として、さまざまな子育て相談に対応する「すくすく子育て相談室」を設置しています。「すくすく
子育て相談室」は、相談窓口に助産師などの資格を持つ「母子保健コーディネーター」と保育士などの資格を持つ「子育てコ
ンシェルジュ」の専門職員の両方を配置し、妊娠・出産・子育ての切れ目のない相談をお受けします。妊娠・出産・子育てに
関する不安・疑問…など、ひとりで悩まずにご相談ください。
〇利用日時：平日8時30分～17時　　○場　所：加須保健センター内すくすく子育て相談室

２）手当て・助成、支援　すくすく子育て相談室、子育て支援課／各総合支所市民福祉健康課

28

子
育
て
・
学
校
教
育
・
生
涯
学
習

子育て・学校教育・生涯学習



Kazo City

名称 所在地 電話番号 受入年齢（※1） 定員

第一保育所 東栄１-12-45 0480-61-4326 １歳６カ月 90名

こすもす保育園 久下２-27 0480-65-2208 ３カ月 110名

第三保育所 阿良川454 令和２年４月以降休止

第四保育所 船越87-１ 0480-65-6152 １歳６カ月 60名

騎西保育所 上崎1854-１ 0480-73-5360 10カ月 60名

北川辺保育所 麦倉1082-１ 0280-62-2357 ３カ月 140名

わらべ保育園 北下新井669-１ 0480-78-1600 ３カ月 270名

名称 所在地 電話番号 受入年齢（※1） 定員

愛泉幼児園 土手２-15-57 0480-61-2627 産休明け 140名

戸川保育園 戸川152-１ 0480-68-5610 ６カ月 70名

加須保育園 本町15-３ 0480-61-0509 産休明け 160名

不動岡保育園 不動岡1269 0480-61-1207 ６～７カ月 80名

不動岡第二保育園 不動岡895-１ 0480-48-5028 ６～７カ月から２歳 20名

志多見保育園 志多見520-１ 0480-61-5613 ６カ月 60名

花崎保育園 花崎351 0480-66-4188 産休明け 180名

三俣第一保育園 北小浜572 0480-62-6820 産休明け 130名

三俣第二夜間保育園 北小浜572 0480-62-6820 産休明け 30名

三俣第三保育園 北小浜572 0480-62-6820 産休明け 120名

みなみ保育園 下高柳1997-１ 0480-62-7115 産休明け 131名

にしき保育園 川口1301-２ 0480-66-1656 産休明け 50名

吉川保育園 騎西352-２ 0480-73-5102 ４カ月 60名

リトル花保育園 礼羽10-１ 0480-53-8278 産休明け 90名

認定こども園騎西桜が丘 下崎370 0480-53-9671 ６カ月 130名

大利根ふじこども園 旗井547-１ 0480-72-3805 産休明け 80名

名称 所在地 電話番号

ぶなの木保育園 間口1120-1 0480-78-0720

加須・学園の森保育園 北小浜146-1 0480-31-7355

ウィステリア保育所 花崎北1-14-2 0480-31-7844

３）保育所・保育園　保育幼稚園課／各総合支所市民福祉健康課
　保育所（園）は、保護者が仕事に従事したり、病気などのために家庭で児童の保育ができない場合に、家庭の保護者に代わっ
て保育することを目的とした児童福祉施設です。入所には申込書類などに基づき調査し、入所を必要とする程度の高い児童か
ら入所を決定します。
○入所の手続き
　新年度（４月）入所の申し込み受け付けについては、毎年、10月頃お知らせします。
　新年度以外の入所は、各月の１日が入所日です。申し込みは希望する月の３カ月前から前々月末日までに提出書類をそろえて、
保育幼稚園課または各総合支所市民福祉健康課へ申請してください。
○保育時間・保育料など
　保育時間は、各保育所（園）で異なります。
　保育料については、３歳以上は無料、３歳未満につきましては、保護者の所得、児童の年齢、兄弟の人数によって異なります。
詳しくは市のホームページをご覧いただくか、保育幼稚園課または各総合支所市民福祉健康課までお問い合わせください。

○公立保育所

○市立保育園および認定こども園

※１受入年齢に達した翌月から入所可能となります。

○認可外保育施設
　市内には一般向けに３つの施設があります。
　詳しくは各施設までお問い合わせください。
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４）子育て支援センター
 すくすく子育て相談室／各総合支所市民福祉健康課
　未就学児を自宅で子育てしているお母さん、お父さんを支

援するため、さまざまな事業や園庭開放、育児相談などを
行っています。

５）児童館など　子育て支援課
　児童館は、児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、
情操を豊かにすることを目的としています。子どもたちは自
由に利用できますが、乳幼児（未就学児）の利用の場合には、
保護者の同伴が必要です。

○公営

○民営

６）その他の支援
 子育て支援課/各総合支所市民福祉健康課
◎訪問支援ホームスタート
　子育ての孤立感を解消し、元気に子育てできるよう応援す
るため、未就学児（6歳以下）のお子さんが一人でもいる家
庭に、研修を受けた地域の子育て経験者（ビジター）が、週
に１回２時間程度（全６回程度）訪問し、「傾聴」（親の気持
ちを受け止めて話を聴くこと）と「協働」（親と一緒に家事
や育児、外出などをすること）による家庭訪問型子育て支援
です。

■実施主体　ホームスタート・かぞ
　　　　　　（子育て支援センター愛の泉ふれあいホーム内）

名称 所在地 電話番号
愛の泉ふれあいホーム 土手2-15-57（愛の泉） 0480-62-2990

加須保育園子育て支援
センター 本町15-3（加須保育園） 0480-61-0509

花崎保育園子育て支援
センター 花崎351（花崎保育園） 0480-66-4188

三俣保育園子育て支援
センター 北小浜572（三俣保育園） 0480-62-6820

吉川保育園子育て支援
センター（R2.2.1時点休止中） 騎西352-2（吉川保育園） 0480-73-5102

北川辺子育て支援センター 向古河2025-1（北川辺幼稚園） 0280-62-2090

大利根子育て支援センター
（ぴっぴ） 旗井1450-1 0480-72-8036

加須幼稚園 東栄1-4-3 0480-61-2602

不動岡幼稚園 不動岡798 0480-62-6994

三俣幼稚園 北小浜867-1 0480-62-2553

礼羽幼稚園 馬内622 0480-61-0259

大桑幼稚園 南大桑3388-1 0480-65-0097

花崎北幼稚園 花崎北3-18-1 0480-66-2566

水深幼稚園 大室165 0480-65-2204

樋遣川幼稚園 下樋遣川427 0480-68-5415

志多見幼稚園 志多見639 0480-62-2908

大越幼稚園 大越2163 0480-68-6107

騎西中央幼稚園 騎西52-3 0480-73-3225

騎西南幼稚園 中種足1216-1 0480-73-3226

北川辺幼稚園 向古河2025-1 0280-62-2347

名称 所在地 電話番号
加須児童館 東栄1-5-27 0480-62-5331

花崎児童館 花崎北3-17-14 0480-67-3415

利根川こども館 外野350-16 0480-68-6130

名称 所在地 電話番号
みつまた児童館 北小浜572 0480-62-6820

○通常保育以外の保育サービスを実施する施設
サービス名 実施施設 内容

一時保育 愛泉幼児園・加須保育園・不動岡保育園・花崎保育園・三俣
第一保育園・吉川保育園・北川辺保育所・わらべ保育園

保護者の疾病などにより、一時的に、または緊急に保育が困難になったとき
（申し込みは直接施設へ）

障害児保育 それぞれの園にご確認ください 集団保育が可能で日々通所できる児童

病後児保育 愛泉乳児園　　（☎0480-62-3321）
三俣第一保育園（☎0480-62-6820） 病気回復期の児童の保育

ショートステイ
トワイライトステイ
ホリデーステイ

愛泉こども家庭センター（☎0480-62-2433） 保護者が疾病などの理由により児童の養育が一時的に困難となったとき
（申し込みはすくすく子育て相談室（0480-62-1510））

※ショートステイ、トワイライトステイ、ホリデーステイは、すくすく子育て相談室が窓口になります。
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■申し込み・問い合わせ
　ホームスタート・かぞ（☎0480-62-2990）

◎かぞファミリー・サポート・センター
 すくすく子育て相談室
　かぞファミリー・サポート・センターは、仕事と育児の両
立を支援する目的で、育児の援助を受けたい方（利用会員）
と育児の援助に協力できる方（協力会員）、援助の利用も協
力もできる方（両方会員）が会員として登録し、相互に援助
活動を行う組織です。

■かぞファミリー・サポート・センターのしくみ
 すくすく子育て相談室

■こんなときに
・早朝出勤や残業などで保育所・幼稚園への送迎ができない。
・小学校の迎えと学童への送りをしてほしい。
・学童終了後や帰宅後に預かってほしい。
・自分の病気時や出産時に預かってほしい。
・保育施設や学校が休みのときに預かってほしい。　など

■申し込み・問い合わせ
　かぞファミリーサポート・センター（☎0480-62-1160）

◎産後支援ヘルパー派遣事業
 すくすく子育て相談室／各総合支所市民福祉健康課
　市内に居住し、出産のため入院し、退院した日から３カ月
以内で、家族などから家事援助が受けられない方に、ホーム
ヘルパーを派遣し、子育ての支援をします。

◎パパ・ママ応援ショップ
 子育て支援課／各総合支所市民福祉健康課
　18歳に達して次の3月31日を迎えるまでのお子さんや妊
娠中の方がいる家庭を対象に、県内協賛店舗などで優待が受
けられる、県と市町村と協賛企業の共同事業です。

■利用方法
　市内のパパ・ママ応援ショップ協賛店舗には、「コバトン
の協賛ステッカー」が掲示されていますので、「優待カード」
をお店の方に提示し、優待を受けてください。
※全国の子育て支援パスポート事業協賛店舗でも利用できま
す（一部例外を除く）。
■優待カード（スマートフォンアプリ）
　転入の方や破損などの場合は、子育て支援課、各総合支所
市民福祉健康課で配布しています。
　お越しの際は、健康保険証や子育て支援医療費受給資格証
など、保護者とお子さんの住所、生年月日が確認できるもの
をお持ちください。

派遣期間 退院後３カ月以内

派遣回数 １日１回 30回を限度

派遣時間 １日２時間以内９時から16時まで
※土・日曜日、祝日、年末年始を除きます。

サービス内容

・食事のしたくのお手伝い
・衣類の洗濯のお手伝い
・住居などの清掃
・生活必需品の買い物
・赤ちゃんの沐浴の介助
・母親の身体的状況に応じて必要な家事全般のお手

伝い

利用料 世帯の所得に応じて１時間あたり０円～650円

申 し 込 み・問
い合わせ

利用される方は、出産１カ月前ころまでに、すくす
く子育て相談室、各総合支所市民福祉健康課に派遣
の申請をしてください。

ファミリー・サポート・センター
（コーディネーター）

おねがい！
（利用会員）

まかせて！
（協力会員）

①申し込み ②依頼

③事前打ち合わせ

④援助活動

⑤報酬などの支払い

①お電話かメールで
ご連絡ください

はじめての子育て
不安がいっぱい…

＊ビジター…研修を受けた子育て経験のあるボランティア
＊オーガナイザー…全体をサポートする人

②オーガナイザーが訪
問します
（ご希望を伺い訪問内
容を一緒に決めます）

③ビジターとオーガナイ
ザーが一緒に訪問します
（顔合わせ、訪問日程の
調整をします）

⑤オーガナイザー
が訪問します
（訪問活動をふり
かえります）

④ビジターが週に
１回２時間、計４
回程度訪問します
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７）放課後児童健全育成（学童保育）　子育て支援課／各総合支所市民福祉健康課
　保護者が労働などにより昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業の終了後に小学校や幼稚園の教室などを
利用して、適切な遊びおよび生活の場を与えることにより、児童の健全な育成を図ります。

○公営
　保育時間および学童保育料の詳細については子育て支援課へお問い合わせください。

○民営
　学童保育料などについては、各施設にお問い合わせください。

名称 所在地 電話番号 対象学年 定員
加須小学校放課後児童健全育成室 本町4-25（加須小学校） 0480-61-3380

小学１～６年生

65人

花崎北小学校放課後児童健全育成室 花崎北3-1（花崎北小学校） 0480-66-2835 95人

加須南小学校放課後児童健全育成室 下高柳1991（加須南小学校） 0480-62-5538 60人

不動岡小学校放課後児童健全育成室 不動岡798（不動岡幼稚園） 0480-62-6998 50人

三俣小学校放課後児童健全育成室 北小浜867-1（三俣幼稚園） 0480-61-0282 75人

礼羽小学校放課後児童健全育成室 馬内622（礼羽幼稚園） 0480-61-2015 50人

大桑小学校放課後児童健全育成室 南大桑3388-1（大桑小学校） 0480-66-0519 115人

水深小学校第一放課後児童健全育成室 大室165（水深小学校） 0480-66-1123 65人

水深小学校第二放課後児童健全育成室 大室174-1（子どもふれあいの家） 0480-66-0016 45人

水深小学校第三放課後児童健全育成室 大室165（水深小学校） 0480-66-0315 40人

志多見小学校放課後児童健全育成室 志多見633（志多見小学校） 0480-61-5199 25人

樋遣川小学校放課後児童健全育成室 下樋遣川427（樋遣川小学校） 0480-68-6385 30人

大越小学校放課後児童健全育成室 大越2115（大越小学校） 0480-68-3151 20人

大利根東放課後児童健全育成たなばた室 旗井807（大利根東小学校） 0480-72-7621 60人

原道放課後児童健全育成のぎく室 細間699（原道小学校） 0480-72-6844 30人

元和放課後児童健全育成かえで室 北下新井521-1（元和小学校） 0480-72-7623 30人

豊野放課後児童健全育成もみじ室 生出313-1（豊野小学校） 0480-72-7622 30人

名称 所在地 電話番号 対象学年 定員
愛泉学童クラブ 土手2-15-57（愛泉幼児園内） 0480-61-8220

小学１～６年生

85人

かぞ児童クラブ 本町15-3（加須保育園内） 0480-61-0509 35人

みつまた児童クラブ 北小浜572（みつまた児童館内） 0480-62-6820 105人

にしき学童 川口1299-4（にしき保育園近く） 0480-65-3303 40人

みなみ児童クラブ 下高柳1997-1（みなみ保育園内） 0480-62-7115 26人

騎西風の子学童クラブ 騎西52-21（騎西小学校内） 0480-73-7780 45人

種足つばさ学童クラブ 中種足123-4（種足小学校内） 0480-73-8222 40人

田ケ谷くすの木学童クラブ 内田ケ谷662-3（旧田ケ谷幼稚園内） 0480-73-0911 40人

高柳けやき学童クラブ 上高柳889（旧高柳幼稚園内） 0480-73-5720 40人

鴻茎おおぞら学童クラブ 鴻茎1586（旧鴻茎幼稚園内） 0480-73-7510 45人

学童保育室ふたばクラブ 下崎370（認定こども園騎西桜が丘保育園内） 0480-53-9671 60人

北川辺学童保育の会げんきクラブ 麦倉1189（北川辺西小学校内） 0280-62-5030 70人

東小学童クラブの会きらきらキッズ 向古河74-2（北川辺東小学校隣） 0280-62-5501 70人

リトル花学童クラブ 礼羽11-1（リトル花保育園隣） 0480-38-9474 50人
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１）幼稚園　保育幼稚園課
　幼稚園は就学前の幼児教育を行う教育施設です。市内には
公立幼稚園が13園、民間幼稚園が１園、認定こども園が２
園あります。
○公立幼稚園
　公立幼稚園では３年保育を実施しています。新年度（４月）
入園の申し込み受け付けについては、毎年、10月頃お知ら
せします。また、途中入園も受け付けます。３歳児について
は定員があるため、保育幼稚園課で受け付けます。４歳児、
５歳児については各幼稚園で受け付けます。
◇保育時間…４・５歳児：８時30分～15時
　　　　　　３歳児：８時30分～13時30分
◇保育料…無料
◇預かり保育…４・５歳児のみ実施しています。保護者の就

労や入通院、家族の看護、介護などの理由に
より通常の保育終了後も保育を必要とする幼
児を対象に行います。（毎年アンケートを行
い、必要に応じて実施）

　　　　　　　保育時間…１時間30分（15時～16時30分）
　　　　　　　保育料…定期２,200円、一時・緊急200円

施設一覧

○民間幼稚園及び認定こども園
　いずれの施設も３年保育を実施しています。入園の手続き
やサービスの内容は直接施設までお問い合わせください。

２）市内の小・中学校　学校教育課

３　幼稚園・学校教育

名称 所在地 電話番号
加須幼稚園 東栄1-4-3 0480-61-2602

不動岡幼稚園 不動岡798 0480-62-6994

三俣幼稚園 北小浜867-1 0480-62-2553

礼羽幼稚園 馬内622 0480-61-0259

大桑幼稚園 南大桑3388-1 0480-65-0097

水深幼稚園 大室165 0480-65-2204

樋遣川幼稚園 下樋遣川427 0480-68-5415

志多見幼稚園 志多見639 0480-62-2908

大越幼稚園 大越2163 0480-68-6107

花崎北幼稚園 花崎北3-18-1 0480-66-2566

騎西中央幼稚園 騎西52-3 0480-73-3225

騎西南幼稚園 中種足1216-1 0480-73-3226

北川辺幼稚園 向古河2025-1 0280-62-2347

名称 所在地 電話番号

小
学
校

加須小学校 本町4-25 0480-61-1001

不動岡小学校 不動岡798 0480-61-2611

三俣小学校 北小浜850 0480-61-2612

礼羽小学校 礼羽560 0480-61-2613

大桑小学校 南大桑3388-1 0480-65-2207

水深小学校 大室165 0480-65-2205

樋遣川小学校 下樋遣川427 0480-68-5770

志多見小学校 志多見633 0480-61-2339

大越小学校 大越2115 0480-68-6606

花崎北小学校 花崎北3-1 0480-66-2567

加須南小学校 下高柳1991 0480-63-2255

騎西小学校 騎西52-3 0480-73-0004

田ケ谷小学校 内田ケ谷447-3 0480-73-0299

種足小学校 中種足123 0480-73-0199

鴻茎小学校 鴻茎1596-2 0480-73-0063

高柳小学校 上高柳889 0480-73-1549

北川辺西小学校 麦倉1189 0280-62-2021

北川辺東小学校 向古河54 0280-62-2202

大利根東小学校 旗井807 0480-72-3116

原道小学校 細間699 0480-72-3117

豊野小学校 生出313-1 0480-72-3114

元和小学校 北下新井521-1 0480-72-3115

中
学
校

昭和中学校 北小浜70 0480-61-0300

加須西中学校 馬内1 0480-61-2625

加須東中学校 花崎1-22-1 0480-65-2206

加須北中学校 上樋遣川4128 0480-68-5651

加須平成中学校 南大桑1860 0480-67-1221

騎西中学校 騎西1001 0480-73-0039

北川辺中学校 麦倉3705 0280-62-2402

大利根中学校 北下新井1705-1 0480-72-3118

名称 所在地 電話番号 保育時間等
花咲幼稚園 大室255-1 0480-66-3864

直接園にお問い
合わせください認定こども園騎西桜が丘 下崎370 0480-53-9671

大利根ふじこども園 旗井547-1 0480-72-3805
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３）小・中学校への入学手続きについて
　学校教育課
　市内には市立小学校が22校、市立中学校が８校あります。
小学校へ入学する児童は、入学予定の小学校で毎年10月ご
ろに就学時健康診断を行います。小・中学校とも就学通知書
および入学届を１月末までに送付しますので、入学届に記入
押印して入学指定校へ提出してください。なお、次のような
ときは、学校教育課に連絡してください。
・就学通知書が届かないとき
・就学通知書の記入に誤りがあったとき
・国立や私立の学校に入学するとき
・住所が変わるとき
・指定校の変更を必要とするとき

４）転入・転出・転居をするとき（転学の手続き）
　学校教育課
■市立小学校・中学校に転入する場合
　市立小・中学校に転入する場合、または、市内転居により
在籍する小・中学校が変わる場合は、次の手順で手続きをし
てください。
１　転校の意向を、在籍する学校と転校先の学校に伝える。
２　在籍する学校から、「在学証明書」、「教科用図書給与証

明書」などの転学に必要な書類を受け取っておく。
３　市民課または各総合支所市民福祉健康課に、「転入届」

あるいは「転居届」を提出し、「就学者異動連絡票」を受
け取る。

４　学校教育課または各総合支所市民福祉健康課に「就学者
異動連絡票」を提出する。必要な場合は、転入についての
相談を行う。

５　転入する学校に「在学証明書」、「教科用図書給与証明
書」、のちほど届く「転入学通知書」、などの書類を提出す
る。

■市立小学校・中学校から市外の学校に転出する場合
　次の手順で手続きをしてください。
１　転校の意向を在籍する学校と転校先の学校に伝える。
２　在籍する学校から「在学証明書」、「教科用図書給与証明

書」などの転学に必要な書類を受け取る。
３　市民課または各総合支所市民福祉健康課に「転出届」を

提出する。
４　学校教育課または各総合支所市民福祉健康課に「就学者

異動連絡票」を提出する。必要な場合は、相談を行う。

■幼稚園に転入、転出する場合
　該当する通園区内の幼稚園で手続きを行ってください。
◇ご不明な点は担当窓口までお問い合わせください。

５）学校給食について　学校給食課
　加須市の学校給食は、子どもたちの心身の健全な発達に資
するため、栄養バランスに優れた安全安心な給食を、セン
ター方式で提供しています。

■給食費について
　１年間に必要な額を11カ月（８月は除く）で割った金額
を月額とし、各小・中学校および幼稚園のそれぞれの指定日
に給食費を納めます。
　給食費は「学校給食法」という法律で、学校給食の実施に
必要な施設および設備に要する経費と人件費は市が負担し、
それ以外の経費については保護者が負担すべきと規定（第
11条）されていますが、加須市では、食材費のみを保護者
負担としています。

■食物アレルギーについて
　加須市では、アレルゲン物質（アレルギーを引き起こす原
因となる物質）に該当する食材名を表示した献立表を家庭に
配布し、保護者および対象者で判断していただくものとして
います。なお、食物アレルギーにより食べられないものがあ
る場合は、学校にご相談ください。

■献立
　各学校給食センター（加須学校給食センター・騎西学校給
食センター・北川辺学校給食センター）ごとの献立としてい
ます。

地域 幼稚園 小学校 中学校

加須地域 3,000円

3,800円 4,400円
騎西地域 3,100円

北川辺地域 3,400円

大利根地域 −
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１）就学援助
　お子さんたちが学校で安心して勉強できるよう、小学生・
中学生の保護者に対して、一定の要件を設けたうえで、給食
費・学用品費などの援助を行っています。対象要件および申
請手続きは次のとおりです。

○対象要件
・生活保護が停止または廃止となった家庭　
・所得が一定水準以下と認められた家庭

○支給の対象となる費目
　学用品費、通学用品費、校外活動費、新入学児童生徒学用
品費、学校給食費、修学旅行費など

２）学校いきいきステーション事業
　学校の一層の活性化と家庭や地域の教育力の向上を目指し、
学校・家庭・地域が一体となって子どもたちの健全育成を図
る事業です。
　幼稚園、小・中学校には、保護者や地域の方によって組織
されている幼稚園応援団、学校応援団があり、「学習支援」、

「登下校における安心・安全の確保」、「環境整備」など、さ
まざまな面から学校の教育活動を支援しています。また、幼
稚園、小・中学校と家庭・地域の橋渡し役となる「ふれあい
推進長」（学校応援コーディネーター）がおり、地域との連
携を深めるうえで重要な働きをしています。幼稚園応援団、
学校応援団の取り組みにご協力ください。

４　その他の教育について	 学校教育課

５　生涯学習施設

施設名 加須文化・学習センター
（パストラルかぞ）

騎西文化・学習センター
（キャッスルきさい）

北川辺文化・学習センター
（みのり）

大利根文化・学習センター
（アスタホール）

所在地・
電話番号

上三俣2255
☎0480-62-1221

根古屋633-10
☎0480-73-3101

麦倉1473-1
☎0280-61-2444

旗井1461-1
☎0480-72-1023

利用時間 ９時～22時

休館日
毎週火曜日 毎週月曜日 毎週月曜日 定休日なし

※毎週の休館日が祝日および振替休日の場合はその後の最も近い平日
年末年始、設備点検日

利用
申し込み
受付期間

ホール：12カ月前の月の初日から
10日前まで
展示室・多目的室：12カ月前の月
の初日から15日前まで
その他の施設：６カ月の月の初日
から前日まで

利用日の属する月の３カ月前の月の
初日から利用日の前日まで

ホール：利用日の属する月の６カ月前の月の初日から利用日の７日前まで
ホール以外：利用日の属する月の３カ月前の月の初日から利用日の前日まで

減免規定 なし
①市および市の執行機関、付属機関ならびに議会が公用で利用する場合
②市に所在する市立学校が直接その用に供するとき
③市内のスポーツ少年団、子ども会、子育てを支援する団体・サークルなどが本来の活動のために使用する場合

割増規定 営利目的の場合、入場料徴収の場合、市外在住の方が利用する場合

主な施設

大ホー ル（1005席）、小 ホー ル
（300席）、展示室（120人）、多目
的 室（100人）、研 修 室（38人）、
会議室（24人）、実習室ほか

多目的室（収容人数250人）、研修
室（24人）、視 聴 覚 室（60人）、パ
ソコン研修室、陶工芸室、料理研
修室、音楽室

多 目 的 ホール（418席）、音 楽 室、
和室、工芸室、研修室（30人）、交
流室

多目的ホール（285席）、会議室、和室、
調理実習室ほか

施設名 所在地 電話番号 利用時間・申し込み
加須公民館（加須コミュニティセンター） 南町3-51 0480-62-0793 ■施設利用時間

　９時～22時（９時～12時、13時～17時、17時30分～22時）
■休館日
　毎週火曜日、祝日、年末年始

不動岡公民館（不動岡コミュニティセンター） 不動岡2-9-75 0480-62-7203

三俣公民館（三俣コミュニティセンター） 北小浜780-1 0480-62-5367

１）文化学習施設　文化・学習センター
　主な利用内容は以下のとおりですが、詳細はそれぞれの施設にお問い合わせください。

２）公民館　生涯学習課
　学習や文化活動を行えるよう各種講座などを開催しているほか、サークル活動が活発に行われています。
　講座やサークルの内容については、各公民館にお問い合わせください。
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６　スポーツ施設	 スポーツ振興課

施設名 所在地 電話番号 利用時間・申し込み
礼羽公民館 馬内623 0480-62-7597

■施設利用時間
　９時～22時（９時～12時、13時～17時、17時30分～22時）
■休館日
　毎週火曜日、祝日、年末年始

大桑公民館 南大桑2881-1 0480-65-2201
水深公民館 船越116 0480-65-3353
樋遣川公民館 下樋遣川835-1 0480-68-5940
志多見公民館 志多見645 0480-61-5628
大越公民館 大越1991 0480-68-6103

北川辺公民館 麦倉1483 0280-62-3224

■施設利用時間
　９時～22時
■休館日
　毎週月曜日（祝日の場合は、その後の最も近い休日でない日）、年末年始

施設名 所在地・電話番号 主な施設 利用時間・休館日 利用について

加須市民体育館 下三俣590
☎0480-62-6123

アリーナ（バレーコート２面分）、可動式ク
ライミングウォール（リード壁）、ボルダリ
ング壁、卓球室、柔・剣道場、研修室、保
育室など

■利用時間
　９時～21時45分
■ 休 館 日 年末年始
　（12月29日～１月３日）

■受付期間
　利用日の３カ月前から

南篠崎体育館
南篠崎2-1-7
☎0480-65-3456

（南篠崎コミュニティセンター）

アリーナ（バドミントンコート６面分）、ボ
ルダリング壁、談話室

騎西総合体育館
（ふじアリーナ）

外川355
☎0480-73-7610

メインアリーナ（バレーコート３面分、卓
球台、選手控席）、サブアリーナ（バレー
コート１面分）、武道場、トレーニング
ルーム、会議室、幼児室

北川辺体育館 柏戸2037
☎0280-62-1590 体育室（バレーコート２面分）、会議室

大利根文化体育館 北下新井684-1
☎0480-72-5488

主競技場（バレーコート２面分）、格技室、
集会室

施設名 加須図書館
（市民プラザかぞ内）

騎西図書館
（キャッスルきさい内）

北川辺図書館
（みのり内）

童謡のふる里おおとね図書館
（ノイエ）

所在地・
電話番号

中央2-4-17
☎0480-61-8200

根古屋633-10
☎0480-73-3178

麦倉1473-1
☎0280-62-4400

琴寄597-1
☎0480-78-2211

利用時間 ９時30分～20時 ９時30分～18時

休館日
毎週火曜日 毎週月曜日

※毎週の休館日が、祝日の場合は、その後の最も近い休日でない日・年末年始（12月29日～１月４日）・館内整理日・特別整理期間

貸出冊数・期間 図書・紙芝居・雑誌：20冊まで、15日以内
CD・DVD・ビデオ：３点まで、８日以内

利用者カード

図書などを借りるには利用者登録をして、利用者カードを作る必要があります。以下の方が、カードを作ることができます。登録を希望する方は、
「資料利用申込書」に記入し、住所の確認ができるもの（保険証・運転免許証など）を添えて、カウンターにお越しください。利用者登録は無料です。
○加須市にお住まいの方
○加須市に通勤・通学されている方（社員証・学生証も併せてお持ちください）
○行田市・羽生市・久喜市・鴻巣市・茨城県古河市・栃木県栃木市・小山市・野木町・群馬県板倉町にお住まいの方
※旧市町で作成した利用者カードは使用できません。新規に利用者登録が必要です。

■申し込み受付時間…８時30分～17時
　利用したい公民館で、利用日の属する月の３カ月前の月の初日から利用日の前日まで申し込みできます。

３）図書館　図書館課
　図書館の主な利用内容は、以下のとおりです。詳細はそれぞれの施設にお問い合わせください。

１）体育館
　主な利用内容は以下のとおりですが、詳細はそれぞれの施設にお問い合わせください。
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施設名 所在地・電話番号 主な施設

加須市民運動公園
下三俣590
☎0480-62-6123

（加須市民体育館）

■野球場「加須きずなスタジアム」（両翼91ｍ、中堅115ｍ）
■テニスコート４面（ナイター照明）
■陸上競技場（１周400ｍトラック９コース、サッカー場兼用、スタンド）
■多目的広場
■親子プール（25ｍ×19ｍ、20ｍ×10ｍ）

鎮守前公園
南篠崎2-8-1
☎0480-62-6123

（加須市民体育館）

■野球場（少年野球用：両翼63ｍ、中堅90ｍ、ナイター照明）
■テニスコート２面

騎西総合公園
外川335 ほか
☎0480-73-7610

（ふじアリーナ）

■芝生広場（グラウンド・ゴルフ）
■多目的広場（サッカー）

騎西中央公園
騎西961
☎0480-73-7610

（ふじアリーナ）

■多目的広場（300mコース）
■テニスコート３面

古宮公園
正能4
☎0480-73-7610

（ふじアリーナ）
■広場（グラウンド・ゴルフ）

田ケ谷サン・スポーツランド
上崎1850-1
☎0480-73-7610

（ふじアリーナ）

■野球場（両翼91m、中堅115m）
■テニスコート４面

ふるさと広場
中種足1230-1
☎0480-73-7610

（ふじアリーナ）
■広場（グラウンド・ゴルフ・ナイター照明）

藤ノ木公園
鴻茎3208-1
☎0480-73-7610

（ふじアリーナ）
■芝生広場（グラウンドゴルフ）

渡良瀬総合グラウンド
小野袋・柏戸地先
☎0280-62-1590

（北川辺体育館）

■野球場２面（両翼90m、中堅108m）
■多目的広場（ソフトボール場４面分兼サッカー場４面分【子ども用】）
■テニスコート４面　■多目的広場（芝）サッカー場3面分　■自由広場

柏戸スポーツ公園
柏戸2019
☎0280-62-1590

（北川辺体育館）

■ゲートボール場（３面）
■グラウンド・ゴルフ場（１コース、８ホール）

大利根運動公園
北下新井684-1
☎0480-72-5488

（大利根文化体育館）

■野球場（両翼90m、中堅110m）、小球場（両翼63m、中堅68m、ナイター照明）
■テニスコート４面
■自由広場（1周200m）

星子沼公園
豊野台1-345-1
☎0480-72-5488

（大利根文化体育館）
■テニスコート４面（ナイター照明）

豊野台公園
豊野台2-160-2
☎0480-72-5488

（大利根文化体育館）
■野球場（両翼75m、中堅87m）

大利根西部公園
新利根1-4-1
☎0480-72-5488

（大利根文化体育館）
■多目的広場（グラウンド・ゴルフ）

大利根ファミリーグラウンド
阿佐間769
☎0480-72-5488

（大利根文化体育館）
■グラウンド・ゴルフ場（１コース、９ホール）

加須スケートパーク
北大桑516-11
☎0480-72-5488

（大利根文化体育館）
■スネーク、UFO、ボックス大（高さ30㎝）、ボックス小（高さ15㎝）

２）グラウンド・テニスコートなど
　主な施設は以下のとおりです。なお、利用料金・時間などは施設により異なりますので、詳細はそれぞれの施設にお問い合
わせください。
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１）事業・助成　高齢者福祉課／各総合支所市民福祉健康課
　高齢者が住み慣れた地域で、健康で生きがいをもって安心した生活が送れるよう、各種事業を実施しています。

１　高齢者福祉

項目 内容 対象者

在宅高齢者
配食サービス

在宅の一人暮らし高齢者および高齢者世帯などで調理が困
難な方に、栄養バランスの取れた昼食を届けるとともに安
否確認を行い、自立と生活の質の確保を図ります。

市内に住所を有し、在宅で生活を続けている方で、次に該当し、自力で調理す
ることが難しい方
・おおむね65歳以上の一人暮らしの高齢者または高齢者のみの世帯およびこれ

に準ずる世帯に属する方

生活管理指導短期入所
サービス

基本的生活習慣などが欠如している高齢者などが、短期間
入所することにより、体調の調整を図り、要介護状態への
進行を予防します。

市内に住所を有し、おおむね65歳以上で要介護認定の要支援・要介護に該当し
ない方で生活習慣の指導などを要すると認められる方。ただし、次に該当する
方は除く。
・病院などに入院して治療を受ける必要があると認められる方
・ほかの入所者に著しい迷惑をおよぼすおそれがあると認められる方
・感染性疾患があると認められる方

家族介護用品の支給

在宅で要介護状態となっている高齢者に、介護用品（紙お
むつ、尿取りパットなど）を支給することにより、本人およ
び介護している家族の精神的、経済的負担の軽減を図りま
す。

市内に住所を有し、市民税非課税世帯に属しており、在宅で次に該当する方を
介護している方
・要介護認定で要介護に認定され、かつ、身体的または精神の障がいなどによ

り、排せつなどの介護を必要とする方

緊急通報システムの
貸与

在宅の一人暮らし高齢者などに、緊急時に簡易に救急車を
呼ぶことのできる緊急通報装置（本体およびペンダント）を
貸与し、日常生活の緊急事態における不安の解消を図りま
す。

市内に住所を有し、次のすべてに該当する方
・おおむね65歳以上の一人暮らし高齢者、ねたきり高齢者を抱える高齢者のみ

の世帯および身体障がい者のみの世帯の方で、身体上慢性的な疾患などによ
り、日常生活を営むうえで常時注意を要する方

・自宅に固定電話が設置されている方

徘徊高齢者などの位置
探索サービス

認知症などのために著しい徘徊行動が見られる高齢者に、
探索端末を貸し出すことにより、生活の安全を確保するとと
もに、徘徊高齢者を在宅で介護する方の精神的負担を軽減
します。

要介護認定で要支援・要介護と認定されており、認知症などのために著しい徘
徊行動が見られる方を介護している方

ねたきり老人などの
介護者慰労金の支給

ねたきり高齢者および重度の認知症高齢者または認知症高
齢者を常時在宅で介護している方に、慰労金を支給します。

市内に住所を有し、次のすべてに該当する65歳以上の高齢者を現に介護してい
る家族の方
・要介護認定で要介護４、５のいずれかに認定されている方
・施設に入所していない方
・３カ月以上継続して病院などに入院していない方

介護保険サービス利用
料の助成

介護保険による居宅サービスを利用している低所得者に対
し、介護サービスに係る利用者負担額の一部を助成します。

市内に住所を有し、次の要件に該当する方
・市民税非課税世帯の方

徘徊高齢者早期発見
ステッカーの配布

徘徊行動がみられる高齢者にステッカーを配布し、事前に
登録された情報をもとに早期発見につなげます。

・要介護認定を受けていて、一定程度以上の認知症状が認められる方
・要介護認定を受けていないが、65歳以上で徘徊により所在不明となるおそれ

のある方

敬老祝金 高齢者へ、敬老祝金を贈呈し、敬老の意を表するとともに、
長寿を祝福します。

基準日（８月１日）現在で、次のすべてに該当する方
・本市に引き続き１年以上居住し、住民基本台帳に登録されている方
・基準日の属する年の４月１日から翌年の３月31日までに、年齢が満77歳、満

88歳、満99歳、満100歳となる方

日常生活用具支給

ねたきり高齢者などに対し生活状況に応じた日常生活用具
や災害防止のための用具の給付または貸与をし、日常生活
の不安解消を図ります。

（品目）
自動消火器、電磁調理器、高齢者用電話

おおむね65歳以上で、要介護4以上に認定されているねたきりの方や要介護1
以上に認定されている１人暮らしの方など
ただし、給付（貸与）品目により要件が異なります。

成年後見制度利用支援

判断能力が不十分な認知症高齢者などの方が、成年後見等
開始審判申し立てを行うことができない場合に、市長が申
立人となって家庭裁判所に申し立てをするとともに、経済
状況により制度利用に係る費用の一部または全部を助成し
ます。

以下の要件を総合的に考慮し該当する方
・判断能力が不十分な重度の認知症高齢者および知的障がい者など
・２親等以内の親族がいない方、またはあっても申し立てを行う見込みがない方
・成年後見人、保佐人、または補助人がいないことにより、介護保険サービス

などの利用に支障がある方
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施設名 所在地 電話番号
久下けやきハウス 久下3-6-1 0480-67-0014
愛泉苑 水深869-2 0480-65-4122
みずほの里 平永142 0480-61-2228
利根いこいの里 大越1933 0480-69-1530
多賀谷寿光園 上崎2037-1 0480-73-3161
ライゼ清輝苑 陽光台2-883-75 0280-61-2120
加須清輝苑 陽光台2-883-78 0280-23-1112

万葉の郷 新川通105-1 0480-72-1165

ふれ愛の郷 新川通179-1 0480-72-1590

別邸 暁 琴寄270-3 0480-53-6759

２）介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）　高齢者福祉課／各総合支所市民福祉健康課
　対象者　：いずれかに該当する方
　　　　　　①65歳以上の方、②要支援１・２の認定を受けた方、③基本チェックリスト該当の方
　内　容　：介護予防・生活支援サービス事業
　　　　　　　→掃除や洗濯等の日常生活上の訪問支援（訪問ヘルパー）やデイサービスなど
　　　　　　一般介護予防事業
　　　　　　　→ふれあいサロンや元気はつらつ体操教室などさまざまな介護予防
　利用の仕方：高齢者福祉課、各総合支所市民福祉健康課窓口にてご相談ください。

３）高齢者相談センター　高齢者福祉課／各総合支所市民福祉健康課
　高齢者のニーズや状態の変化に応じて、必要なサービスが切れ目なく提供されるよう、高齢者やその家族の方の総合相談支援、
権利擁護、介護予防ケアマネジメント、包括的・継続的ケアマネジメントなどの業務を行っています。

４）北埼玉在宅医療連携室　高齢者福祉課
　地域における在宅医療・介護連携の相談窓口として、地域の医
療・介護関係者等に対する在宅医療・介護連携に関する相談支援
や相互の連携調整などを行っています。

５）高齢者福祉施設　高齢者福祉課／各総合支所市民福祉健康課
　65歳以上の方の健康の増進・教養の向上、また、コミュニケー
ションやレクリエーションを通じた健康づくり、仲間づくりのた
めの施設です。
　ご利用内容や時間などは施設により異なりますので、詳細はお
問い合わせください。

６）特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設）　高齢者福祉課／各総合支所市民福祉健康課
　常に介護が必要で、自宅では介護ができない方が対象の施設です。食事・入浴など日常生活の介護や健康管理が受けられます。
新規に入所できるのは、原則として要介護3以上の方です。
　入所に関するお問い合わせは各施設にお問い合わせください。

施設名 所在地 電話番号
加須市老人福祉センター不老荘 不動岡782-1 0480-62-6628
騎西老人福祉センター 根古屋633-2 0480-73-2341
北川辺老人福祉センター 柏戸2037 0280-62-1811
大利根総合福祉会館 琴寄903 0480-72-5069

所在地 電話番号

馬内441（北埼玉医師会館内） 0480-31-6199

施設名 所在地 電話番号
加須・大桑・水深高齢者相談センター愛泉苑 水深869-2 0480-65-6936
不動岡・礼羽・志多見高齢者相談センターみずほの里 平永142 0480-63-0011
三俣・樋遣川・大越高齢者相談センター利根いこいの里 大越1933 0480-53-6557
騎西高齢者相談センター多賀谷寿光園 上崎2037-1 0480-70-0035
北川辺高齢者相談センター加須清輝苑 陽光台2-883-78 0280-23-1133
大利根高齢者相談センターふれ愛の郷 新川通181-3 0480-78-1652
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○運営
　後期高齢者医療制度は、都道府県ごとに各市町村が合同で
広域連合を設立して運営しています。
　運営の主体となる広域連合では、保険料の賦課・決定、保
険証の交付、医療を受けたときの給付などを行います。
　市町村では、保険料の徴収、各種申請・届出の受け付け、
保険証の引き渡しなど、被保険者の皆さんにとって身近な窓
口業務を行います。

○対象者（被保険者）
　埼玉県にお住まいの75歳以上の方および65歳以上75歳未
満で一定の障がいがある方です。一定の障がいがある方は、
申請して広域連合の認定を受ける必要があります。
※健康保険組合などの被扶養者であった方も対象となります。

後期高齢者医療制度への加入後は、国民健康保険、健康保
険組合、全国健康保険協会（協会けんぽ）、共済組合など
の被保険者ではなくなります。

○被保険者証（保険証）
　医療機関などにかかるときは、国民健康保険や社会保険な
どの被保険者証（保険証）にかわり、広域連合が交付する被
保険者証（保険証）をお持ちください。
　医療機関などでの自己負担は、現役並み所得者（同じ世帯
の被保険者を含む）が３割、それ以外の方が１割です。

○保険料の決まり方
　保険料は、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と、
被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計となり
ます。
　保険料は、広域連合が決め、埼玉県内にお住まいの方は、
原則として同じ保険料率により算定された金額となります。
　　均等割額：41,700円
　　所得割率：7.96％
　なお、保険料率は医療費の推移等を基に２年ごとに改正さ
れます。

２　後期高齢者医療制度	 国保年金課／各総合支所市民福祉健康課

５）シルバー人材センター　産業振興課
　60歳以上の健康で働く意思をもった方が、各人の希望、
経験、能力に応じた臨時的・短期的な就業を通じて、活力あ
る地域社会の発展に寄与することを目的として運営されてい
る公益法人です。シルバー人材センターは、高齢者にふさわ
しい仕事を企業、家庭、公共団体などから引き受け、会員に
提供します。

■会員になるには
　60歳以上で、健康で働く意思があり、シルバー人材センターの趣旨に賛同した方であれば、会員として登録できます。
　・入会説明を受け、申込書を提出してください（入会説明会の日程は、広報誌等でご確認ください）。
　・所定の会費を納入してください。

■こんな仕事をお引き受けしています
・室内外の一般作業（清掃・片付け・除草など）　　　　　 ・技能を生かす分野（大工仕事・植木手入れ・ペンキ塗りなど）
・サービス分野（家事・宛名書き・受け付け案内など）　　 ・折衝・外交分野（広告などの配布・統計調査など）
・管理分野（施設管理・駐車場管理など）　　　※会員の登録状況により提供できない仕事もあります。

■問い合わせ　加須市シルバー人材センター　礼羽63　☎0480-62-6490

６）老人クラブ連合会　高齢者福祉課／各総合支所市民福祉健康課
　現在、市内には90以上の老人クラブがあり、約3,800人の会員がいます。
　社会奉仕、旅行、グラウンド・ゴルフ、民謡、カラオケ、公式ワナゲなど、さまざまな自主活動を行っています。
　60歳以上の方であれば、どなたでも入会できます。

シルバー人材センター

仕事の発注
代金の支払

仕事の提供
配分金

希望の仕事
の登録

仕事の実施

会　員 発注者
（企業・家庭・公共団体など）

受注・請求
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○保険料の納め方
　これまで保険料がかからなかった社会保険などの被扶養者
も個人ごとに特別徴収（年金からのお支払い）または普通徴
収（納付書や口座振替によるお支払い）により、保険料を納
めていただくことになります。
　特別徴収は年６回の年金支給日が徴収日となり、普通徴収
は７月から翌年２月までの年８回払いとなります。

○受けられる主な給付
・病気やけがの治療を受けたとき
・入院したときの食事代
・コルセットなどの補装具を作ったとき
・主治医の指示により訪問看護サービスを受けたとき　など
　そのほか、１カ月の医療費の自己負担額が一定の限度額を
超えたときは、超えた額が高額療養費として支給されます。

○人間ドック・脳ドック利用助成
　後期高齢者医療制度に加入していて、後期高齢者医療保険
料を滞納していない方に対して、それぞれ年度内１回

20,000円を限度に助成します。助成対象となる医療機関は、
人間ドックがすべての医療機関（市と契約している医療機関
は事前申請）、脳ドックが加須市医療診断センターとなります。

○保養施設利用助成
　後期高齢者医療制度に加入していて、後期高齢者医療保険
料を滞納していない方に対して、保養施設を利用する場合の
助成を実施しています。助成は年度内１泊で、１泊3,000円
です。対象となる保養施設は、埼玉県国民健康保険団体連合
会で施設利用契約を締結している全国の保養施設となります。

○後期高齢者健診
　市では、後期高齢者医療被保険者を対象に、無料で健診を
実施しています。健診には個別健診と集団健診があります。
　受診の際は、事前にご予約のうえ、市から送付される受診
券をお持ちください。
※後期高齢者健診は、健康づくり推進課が窓口となります。

※後期高齢者健診は、加須市における後期健康診査の愛称です。

※特別児童扶養手当については、子育て支援課が窓口になります。

３　障がい者福祉	 障がい者福祉課／各総合支所市民福祉健康課

手帳の種類 交付対象者

身体障害者手帳 視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体（上肢・下肢・体幹・脳原性運動機能）、心臓機能、腎臓機能、呼吸器  
機能、ぼうこう・直腸機能、小腸機能、肝臓機能、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に永続する障がいがある方

療育手帳 児童相談所または埼玉県総合リハビリテーションセンター（知的障害者更生相談部門）などで判定を受け、知的障がいと認定された方

精神障害者保健福祉手帳 統合失調症、気分障害、非定型精神病、てんかん、中毒性精神病、器質精神病およびそのほかの精神疾患を有する方で、精神障害のた
め長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方

手当の種類 対象者

特別障害者手当 20歳以上で、精神や身体に重度の障がいがあり在宅の日常生活において常時特別の介護を必要とする方。ただし、施設に入所中の方、
継続して３カ月以上病院などに入院している方、本人、配偶者または扶養義務者の所得が一定額以上の方は除きます。

障害児福祉手当

精神または身体に重度の障がいがあるため在宅の日常生活において介護を要する20歳未満の障がい児（おおむね次の①～③に該当す
る方）の方で、
① 身体障害者手帳の１級の一部及び２級の一部の方
② 療育手帳マルＡ相当の方
③精神障害、血液疾患等で上記①、②と同程度の障がいのある方
ただし、施設に入所中の方、障害を理由とする年金を受給している方、本人、配偶者または扶養義務者の所得が一定額以上の方は  
除きます。

在宅重度心身障害者手当 身体障害者手帳１級、２級、療育手帳マルＡ、Ａ、精神障害者保健福祉手帳１級、超重症心身障がい児の方。ただし、65歳以上の 
新規の方、施設に入所している方、市町村民税が課税されている方を除きます。

特別児童扶養手当 身体障害者手帳１級～３級および４級の一部、療育手帳マルＡ、Ａ、Ｂまたはそれらと同程度の精神障がいなどのある20歳未満の 子
どもを家庭で育てている保護者に支給します（所得制限があります）。

１）手帳の交付・相談
　心身に障がいがある方に対し障害者手帳を交付することにより、各種援助や制度上の優遇措置が受けやすくなります。交付
の申請に必要なものについてはお問い合わせください。

２）手当
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名称 対象者および内容

重度心身障害者医療費

身体障害者手帳１級～３級、療育手帳マルＡ、Ａ、Ｂ精神障害者保健福祉手帳１級（平成27年１月から対象）または65歳以上でこ
れらと同程度の障がいの状態にあると埼玉県後期高齢者医療広域連合から認定された方に、医療保険による医療費の一部負担金

（附加給付などを除く）を支給します。ただし、平成27年１月１日以降に対象となる障害者手帳の交付を受け、その手帳に記載さ
れた交付年月日現在で65歳以上の方、本人所得が一定以上の方は除きます。

自立支援医療

更生医療
18歳以上の身体障害者手帳をお持ちの方を対象に身体上の障がいを軽くしたり、機能を回復することができるような医療を都道
府県が指定する医療機関で受けられます。
例）角膜移植術、関節形成術、弁置換術、人工透析療法、腎移植術など

精神通院 精神障害に関する適正な医療を普及させるため、通院医療が適当である精神障がい者が病院、診療所、薬局などで精神障害の医
療を受ける場合、その医療に必要な費用が原則１割負担になります。

育成医療 身体に障がいのある児童（18歳未満）に対し、都道府県が指定する医療機関で必要な医療が受けられます。
例）視覚、聴覚、平衡、音声、言語、肢体、心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓などの障がい

指定難病医療 難病のうち、指定難病（ベーチェット病、パーキンソン病、筋萎縮性側索硬化症など）にかかって治療している方を対象に医療費
の給付を行っています。

小児慢性特定疾患医療 悪性新生物、慢性腎疾患、慢性呼吸器疾患などの対象疾患にかかり、一定の状態にあって治療している18歳未満の児童を対象  
として、委託医療機関で医療費の給付を行っています。

※指定難病医療および小児慢性特定疾患医療については、加須保健所（南町5-15　☎0480-61-1216）が窓口になります。

名称 対象者および内容
障害福祉サービス費 障がいの程度に応じて、自宅での身体介護や移動・外出時の援護、施設への通所などの福祉サービスに係る費用を支給します。

補装具費の支給 身体上の障がいを補うための補装具の購入（修理）費を支給します。
※盲人安全つえ、義眼、眼鏡、補聴器、義肢、装具、車いすなど

日常生活用具の給付・貸与 在宅の重度の障がい者（児）、難病患者に対し、日常生活を容易にするため、重度障がい者用の日常生活用具の給付または貸与を行っ
ています。

電話ファクシミリ使用料助成 聴覚、音声・言語機能障がいで身体障害者手帳１級、２級、３級の方または、その方と同居の世帯員に対し、電話ファクシミリ基本
料金の一部を助成します。

福祉タクシー利用料金助成 身体障害者手帳１級、２級の方、療育手帳マルＡ、Ａの方に対し、県内のタクシー会社を利用した場合、利用料金の一部を助成します。
自動車運転免許取得費助成 自立のため運転免許を取得しようとする身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者・難病患者に補助します。

自動車改造費助成 身体障がい、知的障がい、精神障がい、難病患者であり、通勤などのために自分で運転する自動車の改造が必要な場合の改造費を助
成します。

自動車燃料購入費助成 身体障害者手帳のうち下肢または体幹機能障がいの１級から５級に該当し、自ら運転する方および療育手帳のマルＡ、Ａをお持ちの
方に自動車燃料購入費用の一部を助成します。

重度障害者居宅改善整備 下肢または体幹に障がいのある１級または２級の重度身体障がい者の日常生活で利便を図るため、居室、便所、浴室など居宅の一部
を障がいに応じて使いやすく改造する場合、補助をします。

訪問入浴サービス 在宅の重度心身障がい者で家庭において入浴が困難な方に対し、巡回による入浴サービスを行います。
手話通訳者派遣 聴覚障がい者のコミュニケーションを支援するため手話通訳者を派遣します。

内容 問い合わせ
有料道路通行料の割引 有料道路ETC割引登録係　☎045-477-1233

鉄道、バス（精神障害者保健福祉手帳も該当）、国内航空運賃、旅客船運賃、タクシー運賃の割引 各交通事業所

ＮＨＫ放送受信料の減免（精神障害者保健福祉手帳も該当） ＮＨＫ各営業所

内容 問い合わせ
市民税（障害者控除など）、軽自動車税（種別割）の減額、免除 税務課、各総合支所市民福祉健康課

自動車税（種別割）、事業税の減額、免除 行田県税事務所　☎048-556-5086

自動車税（環境性能割）・軽自動車税（環境性能割）の減額、免除 自動車税事務所熊谷支所　☎048-532-8011

所得税（障害者控除など）、相続税の減額、免除 行田税務署　☎048-556-2121

■身体障害者手帳、療育手帳の各種割引制度

■税金の減免（身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方）

３）医療の給付

４）各種の援助
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４　介護保険	 高齢者福祉課／各総合支所市民福祉健康課

区分 対象者 保険証の交付

第１号被保険者 市内に住んでいる65歳以上の方 65歳の誕生月に全員に郵送します。

第２号被保険者 市内に住んでいる40歳以上65歳未満の医療保険に加入している方 要介護認定を受けた方
保険証の交付を申請した方

区分 対象者 納付の方法

第１号被保険者 所得などによって10段階の保険料に分かれています。

老齢（退職）年金、障害年金または遺族年金が年額18万円以上の方
は、年金の支給月にその年金から差し引かれます。 それ以外の方は、
納付書で個別に納めます。
●納付書で納める方の納付月
７月、８月、９月、10月、11月、12月、１月、２月

第２号被保険者 各医療保険者（国民健康保険・健康保険組合など）が、それぞれの医療
保険の算定方法に基づいて計算します。

医療保険料と併せて納めます。
国民健康保険の方は世帯主が納めます。勤務先の医療保険の方は、
給与から差し引かれます。

サービス種別 生活介護（20人）、就労継続支援Ｂ型（20人）

作業種目 陶芸、織物、軽作業、清涼飲料水など自動販売機詰め替え、アルミ缶回収、市内企業への出向作業

行事 日帰り旅行、他施設交流会、作品展、クリスマス会 など

クラブ活動 茶道、華道、音楽・ダンスの時間 など

５）障害福祉サービス事業所あけぼの園について
　在宅の障がいのある方に対し、生産活動などの機会を提供するとともに、就労、生活などの訓練を行うことにより、障がい
のある方の自立および社会参加の促進を図る施設です。

６）市内障害福祉サービス事業所
　市内には、公設のあけぼの園をはじめ、民間事業者によるさまざまな障害福祉サービス（生活介護や就労継続支援、共同生
活援助、放課後等デイサービスなど）を提供する事業所がたくさんあります。
詳しくは、障がい者福祉課にお問い合わせください。

１）加入する人（被保険者）

２）保険料・納付について

【問い合わせ】　あけぼの園　加須市北小浜800-1　☎0480-63-2010

　介護保険制度は、40歳以上の皆さんが保険料を負担し、介護を必要とされる方やその家族が抱えている介護の不安や負担を
社会全体で支える制度です。
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１）生活保護について
　病気や事故、そのほかの事情で一家の働き手を失い収入が
減少した場合や、医療費の支払いなどで生活に困った場合に、
必要に応じた援助を行うことによって最低限度の生活を保障
し、再び自分の力で生活ができるように援助する制度です。

　保護を受ける前に、できる範囲で次のような努力をしてく
ださい。
・働ける人は、能力に応じて働いてください。
・親、子、兄弟姉妹からできる限り援助を受けてください。
・そのほかの法律、制度による援助を先に受けてください。
・預貯金、手持ちのお金を、まず生活のために充ててくださ
い。
・資産は、生活のために活用してください。

２）相談・申請
　加須市福祉事務所生活福祉課では、生活に困っている人の
相談を受け付けています。また、保護を受けるには申請が必
要です。
　なお、申請は、本人もしくは同居の親族、親兄弟などの扶
養義務者ができます。

３）調査
　申請後、地区担当員（ケースワーカー）が、保護が必要か
どうかを判断するために、保護を受けようとする人の家庭や
必要な場合には病（医）院などを訪問し、調査します。
　また、資産、扶養義務者による扶養（援助）の可否、就労
の可能性等の調査を実施します。

５　生活保護	 生活福祉課／各総合支所市民福祉健康課

■申し込みから認定まで
　申請書の提出…申請は、本人や家族が担当窓口で行います。高齢者相談センターへ代行申請を依頼することもできます。
　　　↓
　訪問調査…市の調査員が家庭などを訪問し、心身の状態などについて聞き取り調査を行います。
　　　↓
　主治医の意見書…かかりつけの医師に意見書を作成してもらいます。
　　　↓
　コンピューターによる判定…訪問調査結果や、主治医意見書の内容をコンピューターに入力し、一次判定を行います。
　　　↓
　介護認定審査会による二次判定…一次判定や主治医意見書などをもとに、保健、医療、福祉の専門家が審査します。
　　　↓
　要介護・要支援の認定…結果は原則として、申請から30日以内に通知されます。

■申請に必要なもの
・申請書
・介護保険被保険者証
・医療保険証（40歳から64歳までの方）

■居宅サービス計画作成依頼届出書
　介護保険のサービスを利用するには、居宅サービス計画または介護予防サービス計画（ケアプラン）を作成する必要があり
ます。サービスを利用する前に作成を依頼する居宅介護支援事業者または高齢者相談センターと契約し、担当窓口に居宅サー
ビス計画等作成依頼届出書を提出してください。
　なお、介護保険施設に入所している方は必要ありません。

区分 要介護（要支援）認定

第１号被保険者 病気や認知症などで日常生活に介護や支援が必要と認定されたとき、介護サービスが利用できます。

第２号被保険者 介護保険の対象となる病気（関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症、脳血管疾患など16の特定疾病）が原因で、日常生活に介護や支援が必要
と認定されたとき、介護サービスが利用できます。

３）介護保険サービスを利用するには
■要介護・要支援の認定について
　介護保険のサービスを利用するには、要介護（要支援）認定の申請が必要です。介護が必要な状態かどうか、介護に係る手
間はどの程度なのかを審査し、要介護状態区分（要支援１、２または要介護１～５）を判定します。
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６　健康	 健康づくり推進課／国保年金課

１）健康診査

２）健康相談・教室

健診の種類 検診内容など 対象者 費用

胃がん検診
（集団検診）問診　胃バリウム検査

40歳以上の方
無料

（個別健診）問診　胃内視鏡検査 一部助成

肺がん検診 問診、エックス線撮影（65歳以上の方は肺結核検診同時
実施）、痰の検査（必要な方のみ） 40歳以上の方 無料

大腸がん検診 問診、便潜血反応検査 40歳以上の方 無料

子宮頸がん検診 問診、内診、子宮頸部細胞診（一部の年齢の方に は
HPV検査） 20歳以上の女性の方 無料

乳がん検診 問診、マンモグラフィ検査 40歳以上（偶数年齢）の女性の方 1,000円

前立腺がん検診 問診、血液検査 50歳以上の男性の方 一部助成

胃がんリスク検診 問診、血液検査 40歳の方、41～45歳の方で未受診の方 一部助成

肝炎ウイルス検診 問診、血液検査 40歳の方、41歳以上で未受診の方 無料

骨密度測定 問診、骨密度測定 20歳以上の方 無料

成人歯科検診 問診、歯科検診 20歳以上の方、妊娠中（20歳未満を含む）の方 1,000円

人間ドック検査※ 問診、血液検査、エックス線撮影、心電図検査、腹部超
音波検査など

国民健康保険および後期高齢者医療制度に
加入している方 一部（20,000円）助成

脳ドック検査※ 加須市医療診断センターで検査する、頭部ＭＲＩ、頭部・
頚部ＭＲＡのみ対象

国民健康保険および後期高齢者医療制度に
加入している方 一部（20,000円）助成

国保健診・
後期高齢者健診 問診、血液検査など 国民健康保険および後期高齢者医療制度に

加入している方 無料

※人間ドック検査および脳ドック検査については、国保年金課が窓口になります。

項目 内容 対象

おとなの健康相談 身体のこと、栄養のことなどの相談を受け付けています。 市民の方

こころの健康相談 こころの悩みのある方やそのご家族の方からの相談を受け付けています。 市民の方

健康手帳交付 健康手帳は国保健診、後期高齢者健診、がん検診、歯科検診、骨密度測定などの結果や、
血圧測定や医療の記録など健康に関する記録ができます。 40歳以上の方

筋力アップトレーニング事業 体力や健康状態に合わせた個別プログラムにそって、筋力トレーニングや有酸素運動な
どを仲間とともに行います。

おおむね50歳以上で75歳未満の
運動習慣がない方

元気アップ！健康講座 医師出前講座や運動講座など、生活習慣病予防や健康づくりのための各種講座を開催して
います。 市民の方

リフレッシュクッキング 健康づくりのための望ましい食生活のあり方を講話と調理実習を通して学んでいきます
（費用：500円）。 市民の方

３）いきいき健康長寿室　加須保健センター内　☎0480-53-5020
　高齢者の医療・介護・保健の情報を総合的にみて、地域の健康課題を分析し、高齢者の集う場で、健康相談や健康に関する
話を行い、必要な方に個別訪問などの支援を行います。
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１）自主防犯組織
　犯罪を防止するためには、市民一人ひとりが防犯意識を高
めるとともに、犯罪が起きにくい地域環境をつくることが大
切です。このような状況のもと、「自分のまちは自分で守ろ
う」という強い防犯意識をもちながら、自主的な防犯活動を
積極的に行っている団体が増えてきています。これが自主防
犯組織です。

○自主防犯組織への活動支援
　防犯活動を積極的に実施している自治協力団体をサポート
するために、加須市では登録団体に、活動費の一部を補助し
ます。

２）安全安心パトロール
　現在、市内では、子どもを狙った犯罪などから子どもたち
を守ろうとする意識が高まる中、各地域で、児童・生徒の登
下校時にPTAや地域住民のボランティアの皆さんによる防犯
活動が活発に行われています。
　加須市では、子どもたちの安全確保に努めるとともに、さ
まざまな犯罪を未然に防止するため、職員による「青色防犯
パトロール」を行っています。

１）交通安全啓発
　事業所や関係機関、各交通安全団体などと連携し、交通
ルールと交通マナー向上のための交通安全教育などを推進す
ることにより、一人ひとりの交通安全意識の向上を図り、交
通事故防止の徹底に努めます。

【主な取組】
・保育園児・幼稚園児を対象とした交通安全教室
・子ども自転車運転免許事業（市立小学４年生を対象とした

交通安全教室）
・中学生交通安全講習会（市立中学１年生を対象とした交通

安全教室）
・参加・実践型の高齢者交通安全教室
・敬老会での交通安全啓発
・外国人に対する交通安全教育
・自転車用ヘルメットの着用促進
・春・秋の全国交通安全運動および夏・冬の交通事故防止運

動の実施
・かぞホッとメールや、防災行政無線による交通安全の呼び

かけ
・交通事故発生情報の提供

・各交通安全団体（交通指導員・交通安全母の会・交通安全
協会）による交通安全啓発活動

２）交通安全施設
　歩行者、自動車などが安全に通行できるように交通安全施
設を整備しています。施設の修繕・設置の要望などについて
は以下まで連絡ください。

※国・県道の交通安全施設…行田県土整備事務所
　ただし、本庁および各総合支所の各担当でも取り次ぎをい
たします。

１　防犯	 交通防犯課／各総合支所地域振興課

２　交通安全	 交通防犯課／各総合支所地域振興課

項目 連絡先
本庁 総合支所

信号機、横断歩道などの設置要望 交通防犯課 地域振興課
道路反射鏡（カーブミラー）の修繕・
角度調整・設置要望など 交通防犯課 地域振興課

ガードレール、歩車道境界ブロックなど
の修繕・設置要望など 道路課 農政建設課

転落防止柵の修繕・設置要望 治水課 農政建設課
街路灯（防犯灯など）の修繕・設置要
望など（市道） 交通防犯課 地域振興課
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共通（災害に備えて）
１）自主防災組織
 危機管理防災課／各総合支所地域振興課
　大きな災害が発生したとき、消防をはじめとする防災関係
機関が到着するまでの間、被害の拡大を防ぎ、生命と財産を
守るために地域の人々が力を合わせて活動するのは重要なこ
とです。
　そこで災害に備えて、自治協力団体などの単位で住民が主
体となって防災活動を行うのが自主防災組織です。通常は、
自治協力団体単位で結成されます。
■自主防災組織への支援
　自主防災組織を育成するための自主防災訓練・思想の啓発
費用（年１回）、自主防災組織による防災資材・機材の購入
に対し、自主防災組織設立時また翌年度もしくは設立から満
10年を経てから３年度を限度に補助金を交付します。

２）防災行政無線
 危機管理防災課／各総合支所地域振興課
　　市内全域に防災行政無線が設置してあります。平常時に
おいては、機器の作動状況を確認することを目的としてチャ
イムなどを放送しています。また、光化学スモッグ情報、未
帰宅者の発見協力、火災に関する情報などを放送しています。
なお、放送内容は次の方法で確認することができます。①市
のホームページ　②かぞホッとメール（安全安心情報）　③
電話による自動音声応答サービス　フリーダイヤル（無料）
0120-62-1934　④防災ラジオ（1世帯に1台無償貸与）

３）かぞホッとメール 交通防犯課
　市では、携帯電話やパソコンのメール機能を利用して、防
災行政無線情報や不審者情報などの防災・防犯に関する情報
をはじめ、子育て・イベント・就労情報などさまざまな情報
を、あらかじめ登録していただいた皆さんにお届けするサー
ビス「かぞホッとメール」を実施しています。皆さんどうぞ
ご利用ください。
●配信する情報・時間帯
　原則として、市役所が開庁している時間帯です。

（土・日曜日、祝日、年末年始を除く、８時30分～17時）
　ただし、担当課が必要と認めた場合は、時間帯以外にも配
信します。

３　防災・消防

項目 内容

加入資格 １ 加須市に住民登録のある方
２ １の住民に扶養されている方で、修学のため市外に転出している方

共済期間 ・４月１日から翌年３月31日まで
※中途加入の場合は、加入申し込みをした日の翌日からその年度の３月31日までです。

共済会費 ・年額　500円
※１人１口限りです。　　　　※中途加入の場合も同額です。

加入方法
・交通防犯課・各総合支所地域振興課、市内のゆうちょ銀行・郵便局の窓口
※ゆうちょ銀行・郵便局での加入申し込み手続きは12月末日までです。
・自治協力団体加入 ※毎年２月から３月までの各自治協力団体の指定期間のみ

共済見舞金が支給される交通事故
・国内の道路上で起きた自動車、バイク、自転車などの交通に伴う接触、衝突、転倒などの事故
・歩行中、上記の車両にはねられたり、ひかれたりした事故
・踏切道における電車などとの接触、衝突、その他の事故

３）交通災害共済
○交通災害共済とは
　交通災害共済とは、会費を出し合い、交通事故によってけがをしたり、死亡したとき、見舞金が支払われる助け合いの制度
です。

○共済見舞金
　共済見舞金は、事故の相手方ではなく加入者本人またはその遺族に対して支払われます。
　共済見舞金の請求期間は、事故にあった日の翌日から起算して２年以内です。

○見舞金の請求、問い合わせ先
　加入申込書の送付、共済見舞金の請求、その他ご不明な点は担当窓口までご連絡ください。

仮登録用アドレス 二次元コード
安全安心情報
　◇不審者情報　　　　　　　　◇犯罪・防犯情報
　◇防災行政無線の放送内容

kazo.anzen2@mpme.jp

子育て情報
　◇子育て支援行事案内　　　◇予防接種情報
　◇各種手続、受付案内

kazo.kosodate2@mpme.jp

イベント情報
　◇講座、講演会情報　　　　◇各種イベント情報

kazo.event2@mpme.jp

就業支援情報
◇雇用や労働に関する相談窓口情報など

kazo.syugyo@mpme.jp
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●登録方法
①メール配信を受ける携帯電話またはパソコンから欲しい情

報の仮登録用アドレスへ空メールを送信してください。
②登録用返信メール受信
○登録のご案内メールが届きます。
○「かぞホッとメール利用規約」を確認・承諾のうえ、メー

ル到着後24時間以内に、メール本文中にある登録URLに
接続してください。

※返信メールが届かない場合
　迷惑メール対策などで受信拒否設定をしている場合は、「@

city.kazo.lg.jp」のドメインからのメールを受信可能にし
てください。設定方法は、ご使用の携帯電話の取扱説明書
をご覧いただくか、各携帯電話会社へお問い合わせくださ
い。

③本登録
○登録画面が表示されますので、必要事項を入力し、「登録

ボタン」を押してください。
○「登録完了のお知らせ」メールが届き、登録完了です。
※登録は情報ごとに、それぞれ個別に行う必要があります。
※二次元コード対応の携帯電話をお使いの方は、前ページの

二次元コードから空メール送信できます。
●登録解除方法
①メール配信を受けている携帯電話またはパソコンから登録

解除用アドレスへ空メールを送信してください。
②登録解除用返信メール受信○登録解除のご案内メールが届

きます。
○メール到着後24時間以内に、メール本文中にある解除

URLに接続してください。
③本解除
○登録解除画面が表示されましたら、「はい」を押してくだ

さい。
○「登録解除完了のお知らせ」メールが届き、登録解除完了

です。

４）埼玉県防災情報メールの登録
　災害に関するさまざまな情報が入手できます（震度、大
雨・洪水などの注意報・警報、その他）。
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0402/903-20091202-
28.html

５）埼玉東部消防組合
　消防署は、消防（消火、火災予防、救急、救助）を専門に
行う行政機関です。加須市を管轄する消防署は、加須市のほ
か久喜市、幸手市、白岡市、宮代町及び杉戸町の４市２町で
構成された一部事務組合です。

６）消防団 危機管理防災課／各総合支所地域振興課
　消防団は、地域の有志の人々によって組織され、平時は各
自の職業に就きながら、火災予防広報と防火指導などを行い、
災害時では消防防災活動に努めるなど、地域防災上の重要な
役割を果たしています。

７）AED（自動体外式除細動器）の貸し出し
 危機管理防災課／各総合支所地域振興課／スポーツ振興課
　危機管理防災課で１台、加須市民体育館で２台、各総合支
所で各１台（計３台）のAEDの貸し出しを行っています。
貸し出しは、市民が10人以上集まる営利を目的としない行
事などを対象に、医療従事者、救急救命士またはAEDの使
用に係る救命講習を修了した方を会場に配置することを条件
に貸し出しを行っています。

８）り災・被災証明について
 危機管理防災課／各総合支所地域振興課
　地震や風水害などにより、り災（又は被災）された時に保
険会社などへ請求する場合、市発行の証明書が必要になる場
合があります。
※申請時に、印鑑、り災（又は被災）した箇所の写真、壊れ
た製品の写真と製品名、故障理由など修理を依頼した電気店
などからの証明書類（様式は任意、コピー可）の添付が必要
となりますので、ご持参ください。
　火災の場合は、埼玉東部消防組合にお問い合わせください。

登録解除用アドレス
安全安心情報

kazo.anzen2-bye@mpme.jp

子育て情報

kazo.kosodate2-bye@mpme.jp

イベント情報

kazo.event2-bye@mpme.jp

就業支援情報

kazo.syugyo-bye@mpme.jp
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地震編
１）日ごろからの備え
 危機管理防災課／各総合支所地域振興課
　いつ起きるか予測できない地震には、家具の固定や食料の
備蓄など、日頃の備えが大切です。

■日頃からの備え
・家具類を固定しましょう。
・プロパンガス、石油ストーブ、ブロック塀の安全対策を行

いましょう。
・電気復旧後の火災を防ぐため、感震ブレーカーを設置しま

しょう。
・自宅の耐震化を行いましょう。
・『地震ハザードマップ』を確認しま

しょう。
・ご自身、ご家族の避難所・避難場所、

避難経路などを確認しておきましょ
う。

・非常持出品、飲料水と食料（最低３
日分、できれば１週間分）やLEDラ
ンタンなどの防災グッズの準備をし
ましょう。

■地震が起きたときは
・まずはわが身の安全を確保する。
・慌てずに火の始末、火が出たら119番に通報し、すばやく

消火する。
・出口の確保をする。
・慌てて外に飛び出さない。
・身の安全が確保でき次第、公園や広場などの一時避難場所

へ避難する。
・避難する時は、ガス栓をしめ、ブレーカーを落とす。
・狭い路地、塀ぎわ、川べりなどに近寄らない。
・避難は徒歩で、持ち物は少なく。
・市、消防署、報道機関などからの災害に関する情報を収集

し、思い込みやデマに惑わされない。
・地域で実施する防災訓練に参加しましょう。

２）住宅の耐震
 建築課
　○無料の簡易耐震診断
　市内の木造住宅の簡易耐震診断を無料で実施しています。
・対象住宅は、２階建て以下の木造住宅で、延べ床面積が
500㎡以下です。
・必要書類は、平面図など（建築確認済証など）です。

※その他、詳細などについては、担当窓口へお問い合わせく
ださい。

○耐震診断、耐震改修の補助金制度
　市内の方が、市内業者などにより、自己所有の木造住宅な
ど（昭和56年５月以前に着工した住宅）の耐震診断および
耐震改修を行った場合に、市がその費用の一部を補助します。
・耐震診断：費用の１／２にあたる額で、２万５千円が最高

限度額
・耐震改修：費用の15.2％にあたる額で、10万円が最高限

度額
※その他、条件などがありますので、必ず事前に担当窓口へ
お問い合わせください。

水害編
１）日ごろからの備え・避難場所
 危機管理防災課／各総合支所地域振興課
　いつ起きるかある程度予測できる水害では、早めに遠くて
も安全な場所へ避難することが大切です。

■大雨や台風が接近したときは
・テレビ、ラジオ、パソコン、スマー

トフォンなどから気象情報を入手す
る。

・早めに遠くても安全な場所（親戚や
知人宅など）へ避難する。

・自分で避難先を確保する。避難先、
避難所、避難所への経路を確認して
おく。

・『内水ハザードマップ』や『水害時の避難行動マップ』な
どを見て、事前に冠水や浸水のおそれがある場所を確認し
ておく（雨風が強いときは外出を控える）。

・水や食料、ヘッドライト、ラジオ、雨具など非常持出品を
準備する。

・土のうなどあらかじめ浸水対策を行う。
・市の避難に関する情報に注意する。避難に関する情報が発

令されたら速やかに避難する。

２）浸水住宅改善資金貸付制度
 危機管理防災課／各総合支所地域振興課
　床下・床上浸水にあった住宅やその防止工事のための貸付
制度を設けています。
・貸付限度額：1,000万円・年利率：2.5％以内　利子補給
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１）都市公園など まちづくり課／各総合支所農政建設課
　市内には都市公園や児童遊園地が整備されています。楽し
く、安全に、ルールに従って利用してください。また、公園
内の遊具や樹木・植栽などで気になることがありましたら、
担当窓口までご連絡ください。

２）環境保全 環境政策課／各総合支所地域振興課
　住環境を保全するために、以下のことについて実施（禁止）
のお願いをしています。

○空き地の適正管理
　土地の所有者は、環境衛生・防犯・防火上の観点からも定
期的な見回り、雑草の刈り取りなど適正な管理をお願いしま
す。

○野外焼却の禁止
　周辺の生活環境や、健康に害をもたらす恐れのある焼却行
為は行わないようにしてください。

○アイドリングストップ
　埼玉県生活環境保全条例に基づき、駐車時や停車時のアイ
ドリング・ストップの実施が義務付けられています。

○土地の埋め立てなど
　埋め立てや盛り土などを行う土地の面積が一定以上となる
場合、許可が必要になります。

　下水道とは、家庭の台所、風呂、トイレなどの生活汚水や
工場・事業所などからの排水を集めて終末処理場できれいに
し、河川などに流す施設です。
　公共下水道処理区域内に住居または、お店や工場などの建

物を所有し、汲み取りトイレを使用している方は公共下水道
が使用できるようになった日から3年以内に水洗トイレに改
造することが義務付けられています。また、浄化槽を使用し
ている方はすみやかに下水道へ接続しなければなりません。

１）水道料金
　水道料金は、水道メーターの口径に応じた定額の基本料金
と使用水量に応じた水量料金からなっており、原則２カ月ご
との請求になります。
料金表 （消費税込）

２）支払い方法
　料金の支払いには、口座から自動的に振り替える方法と、
水道課から送付する納入通知書により、金融機関やコンビニ
エンスストアでお支払いいただく方法があります。

３）こんなときは届け出を
・ 引っ越しなどで、水道を使い始めるとき、または中止す

るとき
・ 出張や旅行、入院などで長期間水道を使わなくなるとき
・ 使用者や所有者の情報に変更があるとき

４）漏水の心配があるときは
・ 漏水の心配があるときは、お使いになっている蛇口を全

部閉めてから、メーターボックスのふたを開けて、水道
メーターを確認してください。

・ 水道メーターのパイロットが回り続ける場合は、漏水が
考えられますので、市の指定を受けた給水装置工事事業者
に修繕（自己負担）をご依頼ください。

・ 指定給水装置工事事業者でなければ、加須市の水道工事
を行うことはできません。指定給水装置工事事業者がわか
らない場合は、ホームページでご確認いただくか、水道課
までご連絡ください。

１　緑地・公園、環境保全

３　下水道	 下水道課

２　水道	 水道課

基本料金（１カ月につき） 水量料金（1㎥につき）
メーター口径 金額 水量 金額

13mm 440円 1㎥～  10㎥ 110円
20mm 607円 11㎥～  20㎥ 132円
25mm 1,204円 21㎥～  30㎥ 165円
30mm 1,790円 31㎥～  50㎥ 198円
40mm 3,163円 51㎥～100㎥ 242円
50mm 5,447円  101㎥～ 298円
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　農業集落排水は、郊外農村地域の家庭の台所、風呂、トイ
レなどから出る汚水を集めてきれいにし、地域の生活環境や
農業生産環境を向上する施設（農村の下水道）です。農業集
落排水処理区域内にお住まいの方は、施設への早期接続につ
いて、ご協力をお願いします。

1）農業集落排水処理施設使用料

2）農業集落排水処理施設を使用するとき
　接続工事を行う場合は、市が指定する排水設備指定工事店
にご相談ください。指定工事店は、工事の申し込みを受ける
と、市への手続きや関係書類の作成などを皆さんに代わって
行います。

　合併処理浄化槽は、公共下水道、農業集落排水とともに、
生活環境の向上や河川・地下水の水質保全を図るための設備
です。市では、合併処理浄化槽の普及を促進しています。

１）設置する場合 環境政策課
　合併処理浄化槽を設置する場合は、担当窓口に浄化槽設置
届出書を提出してください。

２）浄化槽の維持管理　
　浄化槽設置者（管理者）は、浄化槽の適正な維持管理（清
掃・保守点検・法定検査）を行うことが義務付けられていま
す。清掃・保守点検・法定検査の記録は、３年間保存してく
ださい。

○清掃
　浄化槽内にたまった汚泥やスカム（かす）などの引き抜き、
浄化槽の中の掃除をする作業です。年１回以上実施してくだ
さい。浄化槽の清掃は、「浄化槽清掃業」の許可を受けた業
者に委託してください。なお、清掃に係る費用については業
者によって異なりますので、直接ご確認ください。

○保守点検
　浄化槽の運転状況の点検や各設備の調整、修理のほか、消
毒薬の補充を行ったりすることで、浄化槽の正常な機能を維
持するためにとても大切な作業です。浄化槽の処理方式や規
模によって定められた回数を実施してください。県知事登録
を受けた業者に委託して実施してください。登録業者は県の
ホームページで確認できます。なお、保守点検に係る費用に
ついては業者によって異なりますので直接ご確認ください。

供用開始時期や区域については、市の広報紙や供用開始通知
（個別）などでお知らせします。

１）下水道使用料

２）下水道への接続工事を行うとき
・ 水洗トイレや宅地内の配管などの排水設備工事は、市が

指定する排水設備工事店でなければ行うことができません。
・ 工事の相談や見積もり、施工は、必ず加須市下水道排水

設備指定工事店に依頼してください。
・ 工事に必要な申請手続きなどは、指定工事店が代行しま

す。

４　農業集落排水	 下水道課

５　合併処理浄化槽	 環境政策課／各総合支所地域振興課

１カ月につき 水量 金額（税込）
基本料金 10㎥まで 942円

超過料金
（1㎥につき）

11～ 20㎥ 101円

21～ 35㎥ 115円

36～ 50㎥ 128円

51～100㎥ 141円

101㎥～ 156円

１カ月につき 金額（税込）
使用料体系 従量制
基本料金 2,304円

使用料金（1㎥につき） 62円
算定方法 基本料金＋使用料金
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○法定検査
　浄化槽の工事や維持管理が適正に実施されているか、また
放流水の水質も良好であるかを定期的に検査するものです。
・７条検査　浄化槽使用開始後、３カ月を経過した日から５

カ月の間に行ってください。
・11条検査　７条検査実施後、年１回定期的に行ってくだ

さい。
　なお、検査は下記の機関にお問い合わせください。
　一般社団法人　埼玉県浄化槽協会法定検査部
　深谷市田谷11　☎048-501-5707

法定検査手数料（非課税）

３）転換補助金
　市では、単独処理浄化槽や汲み取り便槽から合併処理浄化
槽に転換する方に対し、補助制度を設けています。
　対象区域など要件がありますので、詳細については、事前
に担当窓口にご相談ください。

①登録
　犬の飼い主は、犬を飼い始めた日（生後90日以内の犬を
取得した場合は生後90日を経過した日）から30日以内に

「登録」が必要になります。登録は、担当窓口へ申請してく
ださい。登録すると「犬鑑札」が交付されます。

（交付手数料3,000円、再交付手数料1,600円）
②予防注射
　生後91日以上の飼い犬については、狂犬病の予防注射と

「注射済票」の交付を受ける必要があります（年１回）。毎年
４月、市内各地区を巡回して集合狂犬病予防注射を実施しま
す。
　なお、狂犬病予防注射は動物病院でも受けることができま
すので、かかりつけの獣医師にご相談ください。
　市外、動物病院で予防注射を受けた場合は、「狂犬病予防

注射済証」が発行されますので、担当窓口に提出し、「注射
済票」の交付を受けてください。

（交付手数料550円、再交付手数料340円）
※犬鑑札と注射済票は犬への装着が義務付けられています。

紛失した場合は再交付を受けてください。
③飼い主としてのマナーを守りましょう
・犬を放すのは危険です。外出時は必ずリードでつなぎま

しょう。
・ふんは持ち帰り「燃やすごみ」で処理しましょう。
・異常な鳴き声で近所に迷惑をかけないようにしましょう。
・最後まで責任を持って飼いましょう。

１）建物を新築するとき　建築課・まちづくり課
○建物を建てるときは、「建築確認申請書」を提出する必要

があります
建物を新築するときには、工事前に「建築確認申請書」を
提出して、計画が基準に適合しているか確認を受けなけれ
ばなりません。

○建物の規模などにより、提出先が異なります
・木造２階建ての住宅、鉄骨造平屋建ての事務所など
　…建築課

・ 鉄骨造２階建ての住宅、木造３階建ての住宅、店舗、倉
庫など

　…埼玉県熊谷建築安全センター
※その他、民間の指定確認検査機関もあります。

○狭い道路に接している敷地に建築する場合
　４ｍ未満の狭い道路に接している敷地の場合、道路後退が
必要になる場合があります。
　事前に、建築課に確認してください。

６　犬の登録について	 環境政策課／各総合支所地域振興課

７　建築・道路・住宅について	

対象処理人数 7条検査 11条検査
10人槽以下 13,000円 5,000円

11～20人槽 14,000円 7,000円

21～50人槽 16,000円 10,000円

51～300人槽 21,000円 13,000円

301～500人槽 23,000円 15,000円

501人槽以上 40,000円 32,000円
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○市街化調整区域に建築する場合
　「建築確認申請書」の提出前に、都市計画法などの手続き
が必要になります。

また、建物の用途などによって、建築できない場合もあり
ます。

事前に、まちづくり課に確認してください。

○工事完了後、完了検査を受けることが義務です
建物が完成したら、その建物が計画どおりできているか確

認するため、完了検査を受けなければなりません。

２）建物を改築・増築および解体するとき
建築課

建物を改築・増築するときは、一定以上の規模になると新
築時と同様に、「建築確認申請書」を提出する必要がありま
す。また、建物を解体するときも、一定以上の規模になると
届出が必要になります。詳しくは、担当窓口までお問い合わ
せください。

３）建築による道路後退用地の寄附など
建築課

○建築行為がある場合、「加須市道路後退用地整備要綱」に
より、道路後退用地について、寄附もしくは無償使用承諾
を行う制度があります。

・対象となる道路は、加須市道で、建築基準法42条２項道
路（幅員４ｍ未満）です。

・対象となる区域は、市街化区域内です。
・寄附をしていただければ、分筆などの登記手続きを市が行

います。
・無償使用承諾をしていただければ、税を免除することがで

きます。
※制度適用には、条件などがありますので、事前に担当窓口

へお問い合わせください。

４）道路・水路について
道路課・治水課／各総合支所農政建設課

○道路などが破損している場合
市役所では、道路・水路パトロールや市民の皆さんからの

通報により、損傷箇所や危険な場所の情報を収集し、補修作
業を行っています。

道路の状態が次のような場合は、お手数ですが担当までご
連絡ください。

・道路に穴が開いている
・舗装に段差がついている
・側溝のふたが壊れている
・ガードレールなどの安全柵が壊れている

○道路の占用許可・水路の使用許可などについて
道路や水路を占用（使用）する場合や工事をする場合、道

路（占用許可・工事施行承認）申請、※法定外公共物（使用
許可・工事許可）申請が必要です。各申請書に必要書類を添
えて、２部（占用工事で車両通行止めなどの交通規制をかけ
る場合は４部）添えて申請してください。
※法定外公共物とは、道路法または河川法が適用されない市

が管理する道路や水路のことをいいます。
なお、申請書は、本庁舎および各総合支所窓口にあります。

※国・県道の窓口は、行田県土整備事務所
（☎048-554-5211）になります。

５）市営・県営住宅について　建築課
①市営住宅

市営住宅は、公営住宅法に基づいて、低額所得者で住宅に
困っている市内に在住・在勤の方のために、市が国の補助金
を受けて建設した住宅です。このため、比較的低廉な家賃で
入居することができますが、入居には公営住宅法などに定め
られた入居資格を満たしていることが必要となります。また
入居募集は空室状況に応じて広報紙などでお知らせします。

②県営住宅
県営住宅は、公営住宅法に基づいて、低額所得者で住宅に

困っている方のために、県が国の補助金を受けて建設した住
宅です。入居には公営住宅法などに定められた入居資格を満
たしていることが必要となります。また、入居募集は１月・
４月・７月・10月の年４回で、定期的に実施しています。

「入居者募集のご案内」（入居申込書）は、本庁および総合支
所でも入居募集時期に配布しています。入居申し込みは、埼
玉県住宅供給公社へ直接郵送となります（市では受け付けて
おりません）。詳しくは、埼玉県住宅供給公社へ直接お問い
合わせください。
○問い合わせ

埼玉県住宅供給公社　住まい相談プラザ
☎048-658-3017
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１）新規で農業を始める人
　農業従事者の高齢化、後継者不足などにより農地の遊休化
が進行しています。そこで、将来の地域農業を担う若手農業
者を育成するため、農業後継者育成対策を実施しています。
①新規就農者育成事業（研修事業）
　研修生：３万円／月（最長３年間）
　受け入れ農家：２万円／月（最長３年間）
②新規就農者育成事業（助成事業）
　市内で就農するときから５年以内に必要な農業施設の取得
や農業用機械の購入に要する経費のうち１回分の経費につい
て補助金を交付します（経費の１/２以内、上限100万円）。

２）すでに農業を行っている人
■農業に関する融資制度について
　農業者の方が必要な資金を円滑に調達できるようにするた
めに、県や市が利子補給するなど、農協などを通じて、低い
利率で融資を受けることができます。資金を借りる際には、
農協や加須農林振興センター、農業振興課、各総合支所農政
建設課などにご相談ください。
■軽油引取税の免税制度
　通常、軽油を購入する際には、軽油引取税が含まれていま
すが、農業用の機械については、あらかじめ県税事務所で手
続きを行うと免税されます。
　制度の詳細については、以下の県税事務所までお問い合わ
せください。なお、申請書類などの提出については、農業振
興課、および各総合支所農政建設課でも取り次ぎを行ってい
ます。
　　春日部県税事務所…春日部市大沼1-76
　　　　　　　　　　　☎048-737-2228
■農地集積事業補助（畦畔除去および整地）
　意欲ある農家への農地の集積およびほ場の拡大を図るため、
支障となる畦畔の除去と整地に係る費用の一部を助成します。
・畦畔除去費に対する補助金の額は、１ｍあたり400円
・ほ場の整地費に対する補助金の額は、１㎡あたり10円
■そば産地づくり推進事業
　販売目的として市内の農地でそばを生産する市内在住の方
に作付拡大や生産継続を支援します。
■いちじく作付け拡大対策事業
　特産品である「いちじく」の作付け拡大を目的として、新
たに苗木を購入する農業者に対して、購入費の一部を支援し
ます。

■エコ農業推進事業（環境保全）
　農家から排出される廃ビニールや廃プラスチックの適正処
理を図るため、共同収集を行い、その処理費用の一部を支援
します。
■農作物災害対策事業
　天災による災害が広範囲に及んだ際に、損失を受けた農業
者に対し、被害農作物の回復などに要する補助措置などを行
います。

３）農地を有効に活用するために（農業公社）
　㈱かぞ農業公社は、農地を適正に管理し、遊休化を防止し、
農業が豊かさを取りもどせるよう以下のような業務を展開し
ています。
①農作業受委託に関する業務
　遊休農地（耕作放棄地）の除草・耕転などの管理作業や水
田の春・秋作業を受託しています。
※作業委託地は、加須市内の農地に限ります。
※機械の出入りが困難な農地など、作業に支障がある場合に
つきましては、お断りする場合があります。
②農業用機械（大豆・そば用コンバインなど）の有効利用に
関する業務
　市内の農家に、公社管理の農機具の一部を有料で貸し出し
ています。
③農地の流動化に関する業務
　農地の貸借について担い手などの引き受け手のない農地を
借り受け、不耕作地を解消します。

４）農業委員会
①農地の売買、貸し借り
　農地の売買（所有権移転）、貸し借り（賃借権、使用貸借
権の設定）をする場合は、農地法第３条の規定により農業委
員会の許可が必要です。
　不耕作目的、投機、投資目的での農地の取得などが規制さ
れるとともに、許可基準により許可にならない場合がありま
す。事前にご相談ください。
②農地の転用
　農地を農地以外のもの（住宅、工場、資材置き場、駐車場
などの用地）にする場合は、許可が必要です。農業用施設

（農業用倉庫など）については、許可基準や転用制限の例外
などがあります。また、農地のかさ上げを目的とする埋め立
てなどについても、届出、許可が必要になりますので事前に
ご相談ください。

１　農業	 本庁…農業振興課・農業委員会事務局／総合支所…農政建設課
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生活資金の貸し付け
　就業者の臨時的な資金需要（病気、結婚、進学、生活改善
など）に応え、生活の向上を図ることを目的に、低利の生活
資金の貸し付けを行っています。
　市内に１年以上居住し、同一事業所に１年以上引き続き勤
務している給与所得者の方がご利用になれます。事業主や自
営業の方はご利用になれません。
○住宅資金の貸し付け
　同一事業所に１年以上引き続き勤務している就業者が市内
に住宅を新築・購入・増改築や改修、または宅地を購入する
場合の資金貸付制度です。
○失業者生活資金の貸し付け
　厳しい雇用情勢の中、世帯主などの生計維持者が失業した
ことにより、生活に困窮している世帯のための資金貸付制度
です。

保証料の助成と利子の補給
　埼玉県が実施する勤労者向け融資制度（「子育て・介護両
立応援資金」「働くあなたの教育応援資金」および「チャレ
ンジ応援資金」）による融資が実行され、返済された場合に、
保証料の助成と利子の補給を行います。
・保証料の助成…「子育て・介護両立応援資金」「働くあな

たの教育応援資金」および「チャレンジ応援資金」が対象
となります。

・利子の補給…「チャレンジ応援資金」が対象となります。

ふるさとハローワーク
　加須市役所の本庁舎２回にハローワーク行田が専用の職員
による仕事探しのサポートをいたします。セミナーなどの就
職に関する各種情報や全国のハローワーク情報を調べること
ができます。

ふるさとハローワーク　☎0480−62−8282
受付時間：月～金曜日（平日）午前10時～午後５時

（土日祝日、年末年始を除く）

２　中小企業者	 産業振興課／各総合支所地域振興課

３　就業・就労支援	 産業振興課／各総合支所地域振興課

制度名 使途 融資限度額 融資期間（据置） 融資利率 担保 連帯保証人 保証料率

事業資金
運転

2,000万円以内
8年以内（1年以内）

年1.60％以内
必要に応じて徴求

原則として、個人は不
要、ただし、法人は代
表者

年0.45％～1.59％ の
範囲内設備 12年以内（1年以内）

不況対策資金 運転 2,000万円以内 8年以内（1年以内） 年1.35％以内

特別小口資金
運転

2,000万円以内
8年以内（6カ月以内）

年1.60％以内 不要 不要 年0.80%以内
設備 12年以内（1年以内）

制度名 使途 融資限度額 融資期間（据置） 融資利率 担保 連帯保証人 保証料率

起業家育成資金
運転 1,500万円以内

※2
7年以内（1年以内）

年1.60%以内 不要 原則として個人は不要、
ただし、法人は代表者 年0.80％以内

設備 10年以内（1年以内）
運転資金と設備資金を併用する場合の融資期間は、運転資金に定める期間内となります。
※2　借入金額の1/10以上の自己資金を有していること

※農地転用申請書の提出期限は、毎月１日です。ただし、１
　日が祝日、休日の場合は、後日の開庁日となります。

融資制度
　中小企業の皆さんの事業振興と経営安定化を支援し、事業に必要な資金を円滑に調達していただくために、次の融資あっせ
ん制度を設けています。 

創業支援
　市内で新たに事業を開始する創業者の方を対象とした創業支援相談窓口を産業雇用課に設置し創業に向けた相談を受けると
ともに、商工会と連携し創業に必要な知識とスキルを習得する創業支援セミナー開催への支援を行います。また、創業に向け
必要な運転資金、設備資金の融資を行いトータル的な創業支援を行います。
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１）市議会について
　議会は、予算案、条例案などの重要な案件を市民の意向を
反映しながら審議し、議決します。その議決によって市の予
算や条例などが決まります。

２）議会の傍聴
　本会議や委員会は、傍聴することができます。
　なお、本会議は市議会ホームページからインターネット配
信により、生中継及び録画中継で見ることができます。

（本会議を傍聴する場合）
　本庁舎５階の傍聴席入り口前で住所、氏名をご記入のうえ、
傍聴券を１枚お取りになって、傍聴席にお掛けください。
※本会議の傍聴定員は52人、先着順となっています。

（委員会を傍聴する場合）
　本庁舎４階の議会事務局前で住所、氏名をご記入のうえ、

傍聴券を１枚お取りになって、委員会室にお入りください。
※委員会の傍聴定員は、委員会室使用の場合７人、全員協議

会室使用の場合20人となっており、それぞれ先着順となっ
ています。

３）請願・陳情
　請願・陳情は、市民の皆さんが市政についての意見や要望
を議会に提出できる制度です。提出された請願・陳情は内容
を審査し、必要に応じ所管の常任委員会で慎重に審査された
後、本会議で採択、不採択を決定します。提出する場合には、
件名、要旨、理由、提出年月日、提出者の住所、氏名を記入、
押印のうえ、議長あてにご提出ください。なお、請願の場合
は、市議会議員の紹介が必要となります（請願書の表紙に署
名または記名押印をしてください）。

１）投票所
　加須市には62の投票区があり、各投票区に１カ所ずつ投
票所を設置しています。投票所は、選挙ごとに選挙管理委員
会で決定されます。

２）投票できる人
　加須市で投票するためには、選挙権を有し、かつ、加須市
の選挙人名簿に登録されていることが必要です。
①選挙権

○日本国民であって、投票日に満18歳以上であること。
○加須市の長又は議会議員の選挙については、引き続き3

箇月以上加須市に住所を有すること。埼玉県の知事又は
議会議員の選挙については、埼玉県内の1つの市町村に
引き続き3箇月以上住所を有したことがあり、かつ、そ
の後も引き続き埼玉県内に住所を有すること。

②選挙人名簿への登録等
○満18歳以上の日本国民で、住民票が作成された日から

引き続き3箇月以上加須市の住民基本台帳に登録されて

いる者は、年4回（3・6・9・12月）及び選挙の際に登
録されます。

○他市町村へ転出し4箇月が経過した者は抹消されます。

３）投票所入場整理券
　投票の際、投票所入場整理券をお持ちください。投票所入
場整理券は、選挙投票日の前に、郵送で配布になります。
　入場整理券が届きましたら、住所、氏名、投票所を確認し
てください。入場整理券は、投票の際に選挙人名簿の本人照
合に使います。なお、お手元に届いていない場合や投票日当
日に忘れた場合でも投票できます。

４）期日前投票・不在者投票
　投票日当日に投票所に行けないと見込まれる方は、告示日
の翌日から投票日の前日までの間に、次のとおり期日前投
票・不在者投票ができます。
①期日前投票

②不在者投票
　不在者投票は、滞在先の市区町村選挙管理委員会や不在者
投票が行える施設として指定されている病院・老人ホームな
どで投票できる制度です。

１　市議会	 議会事務局

期日前投票ができる場所 時間
加須市役所（本庁舎）

８時30分～20時
騎西総合支所

北川辺総合支所
大利根総合支所

花崎コミュニティセンター

２　選挙	 選挙管理委員会

※①～③については、１人の職員が係を兼ねる場合があります。

❶受付
入場整理券を出し
て受付をします。

❷名簿対照係
選挙人名簿に載っている
本人かどうかの確認を受付けます。❸投票用紙交付係

投票用紙をもらいます。

❹投票記載所
棟梁用紙に候補者名を
記入します。

❺投票箱
出口

入口

投票所のイメージ

投票立会人

投票管理者

投函します。
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１）広報紙の発行
　広報紙を毎発行します。
　市の政策、市からのお知らせ、地域の話題などをお届けし
ますので、ご活用ください。
　広報紙は、各自治会を通じて配布します。また、公共施設
などにも設置しています。

２）加須市公式ホームページ・SNS・アプリ
　市からのお知らせ、イベント情報や観光情報などを配信し
ます。

３）市政に対する要望・提言
　市政について、市長が市民の皆さんと直接対話をする機会

（市政についての話し合い、出前市長室等）を設けるほか、
市長への手紙・メールなどで広くご意見をお聴きし、できる
限り市政に反映させていきます。

３　広報広聴	 秘書課、政策調整課、シティプロモーション課

４　情報公開	 総務課／各総合支所地域振興課

５　個人情報保護	 総務課／各総合支所地域振興課

６　人権尊重	 人権・男女共同参画課／各総合支所地域振興課

７　男女共同参画	 人権・男女共同参画課／各総合支所地域振興課

　情報公開制度は、透明で開かれた市政を進め、市政に対する市民の皆さんの理解と信頼を深めていただくとともに、協働に
よるまちづくりをさらに充実させるため、市が保有する情報を市民の皆さんの求めに応じて公開する制度です。
　この制度は、公開することを原則としていますが、個人のプライバシー、法人などの正当な利益を害するおそれがあるもの
や生命・財産の保護に支障を及ぼすものなど公開できないものがあります。

　個人情報保護制度は、市が保有している市民の皆さんの個人情報の取り扱いについて必要なルールを定めることにより、皆
さんのプライバシーを保護することを目的としています。
　また、この制度では、請求に応じて市民の皆さんの個人情報を開示したり、訂正したり、目的外利用などを停止したりする
など、市民の皆さんが自分の情報をコントロールする権利を保障しています。

　人権とは、私たちが幸せに生きるための権利で、人種や民族、性別を超えて、誰にでも認められる基本的な権利です。しかし、
同和問題をはじめ、子どもや高齢者に対する虐待、女性への暴力、障がい者や外国人、性的少数者への偏見による差別など、
多様化する社会生活を背景に、さまざまな人権問題が発生しています。
　市では、差別や偏見のない人権尊重の社会の実現を目指し、あらゆる人権問題の解決に取り組んでまいります。

　男女共同参画社会とは、「男だから」「女だから」という理由だけで生き方などが制約されることなく、男女がお互いに家庭
や職場、地域社会のよきパートナーとしてあらゆる分野に対等に参画し、それぞれの個性を発揮し、かつ責任を分かち合うこ
とによって、共に人として尊重され、豊かな人生を送ることのできる住みよい社会のことです。
　市では、男女共同参画推進のための男女共同参画プランを策定し、市と市民とのパートナーシップのもと、計画に沿った取
り組みを積極的に実施していきます。

HP・SNSのQRコード

ホームページ フェイスブック

ツイッター インスタグラム

アプリ「かぞっぷ」

iPhoneの方 androidの方

LINE ユーチューブ
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部等 課等 主な業務

秘書課 秘書、市長への手紙・メール、出前市長室

市民相談室 市民相談、弁護士相談、消費生活相談、合同相談、行政相談

総合政策部

政策調整課 総合振興計画、行政施策の総合調整、コミュニティバス、各種統計調査、ふるさと納税、
市政についての話し合い

シティプロモーション課 広報紙発行、ホームページ、シティプロモーションの推進、フィルムコミッション

市民協働推進課
協働によるまちづくり、自治協力団体（自治会）支援、コミュニティづくり、
家族・地域の絆推進運動、市民活動団体・まちづくり連携組織・まちづくり活動への支援、
NPO法人の認証・相談、市民総合会館

業務改善課 行政の情報化、地域の情報化、情報システムの総合調整、情報セキュリティ、行財政改革、
行政機構・組織、指定管理者制度、マイナンバー制度

財政課 財政計画、予算編成、財政事情の公表、予算書の閲覧

管理契約課 入札、契約、競争入札参加資格者の審査、小規模契約希望者登録制度、普通財産の取得・管理・
処分、工事などの検査、優秀建設工事表彰

総務部

総務課 庁舎管理、多文化共生、自治体間交流、条例・規則の審査、情報公開・個人情報保護制度の運
用、文書・公印管理

職員課 職員の人事・給与・研修・福利厚生

人権・男女共同参画課 人権政策、人権啓発、人権擁護・救済、同和問題、男女共同参画、女性相談、女性団体

市民課 戸籍、住民票、印鑑登録、在留管理制度、自動車臨時運行許可（仮ナンバー）、埋火葬・改葬
の許可、住居表示、旅券（パスポート）、マイナンバーカードの交付

税務課 個人市県民税・法人市民税・軽自動車税（種別割）・市たばこ税・固定資産税・都市計画税、
税の証明

収納課 市税の収納、市税の口座振替、納税相談

環境安全部

環境政策課 環境基本計画・施策、環境学習、エネルギー政策、地球温暖化対策、自然環境保全、
生活排水対策、公害防止対策、犬の登録

資源リサイクル課
ごみの収集、ごみの資源化・減量化、一般廃棄物処理業（ごみ、し尿・浄化槽汚泥）等の許
可、不法投棄の防止、リサイクル推進協力会、クリーンセンター、健康ふれあいセンター（い
なほの湯）

危機管理防災課 防災・災害対策、危機管理、消防団、防災行政無線

交通防犯課 交通安全対策、交通災害共済、自転車駐車場、防犯対策、空家等対策

経済部

産業振興課 産業政策、商・工業の振興、企業立地促進、雇用対策、就業支援、住宅改修助成、
起業家支援、制度資金の融資、商店街の整備促進、加須市商工会や地域産業団体との連携

観光振興課 物産・観光事業、地域イベント、物産観光協会

農業振興課
農業の振興・地産地消の推進、農業経営体等の育成・指導、土地改良区等の指導
農業後継者の育成、農地の利用集積、農業公社の管理、園芸・林業・水産業・畜産業の振興、
農転許可

こども局
子育て支援課

子ども・子育て支援計画、いじめ防止・少子化・子どもの貧困対策、家庭児童相談、要保護児
童対策、ファミリー・サポート・センター、ひととき託児事業、子育て総合相談

児童手当、児童扶養手当・特別児童扶養手当、遺児手当、子育て支援医療費、
ひとり親家庭等医療費、未熟児養育医療、放課後児童健全育成（学童保育）、児童館

保育幼稚園課 保育所の入退所と保育料、認定こども園、市立幼稚園の就園と保育料、幼稚園就園奨励費

福祉部

地域福祉課 地域福祉、民生委員・児童委員、社会福祉法人・社会福祉施設等の届出・申請の受付、指導監査

生活福祉課 生活保護、子どもの貧困対策

障がい者福祉課 障がい者（児）の支援、障害者手帳、在宅重度心身障害者手当、重度心身障害者医療費

高齢者福祉課 高齢者支援、要介護認定、介護保険サービス、介護保険料、高齢者相談センター

■本庁
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部等 課等 主な業務

健康医療部

国保年金課 国民健康保険、国民健康保険税、後期高齢者医療制度、国民年金

医療体制推進課 医療施策の推進、地域医療ネットワーク（とねっと）の推進、医療診断センターの管理運営、
国保北川辺診療所の管理運営

健康づくり推進課 健康増進、予防接種、母子保健、食生活支援、歯科保健、健康に関する相談、
こころの健康づくり、保健センターの管理運営、高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施

建設部

まちづくり課 都市計画、開発相談、開発許可、公園緑地・児童遊園地の管理、駅前広場の管理、生産緑地、
土地区画整理事業

建築課 住宅の建築確認など、市営住宅の維持管理

道路課 市道の認定・廃止、市道・水路の境界確認、道路等の占用、屋外広告物簡易除却、
道路・橋梁の整備・維持・補修、街路樹の維持管理

治水課 河川の整備促進、水路敷の使用、水路維持管理支援、水防団、用排水路の維持管理、
調整池の管理、都市下水路の維持管理

上下水道部
下水道課 公共下水道および農業集落排水処理施設への接続申し込み・排水設備計画の確認・使用料金

水道課 給水申し込み、水道使用の中止、再開、名義変更など、水道料金、
指定給水装置工事事業者の指定

会計管理者 会計課 現金・有価証券の出納・保管、決算の作成、県収入証紙・郵便切手類の出納・保管

議会事務局 議事課 本会議、委員会、請願および陳情の受付、会議録の調製、傍聴受付

生涯学習部
（教育委員会）

教育総務課 教育委員会の会議、教育行政の企画・総合調整、教育行政相談、学校財産の維持管理

生涯学習課 生涯学習の推進、社会教育、芸術・文化振興、人権教育、文化財の調査および保護・保存活用

文化・学習センター 文化・学習センターの管理運営、加須未来館の管理運営、自主公演事業の実施

スポーツ振興課 生涯スポーツの推進、各種スポーツ・レクリエーション行事、体育施設の管理運営

図書館課 図書館の管理運営、資料の収集・保存、読書相談、参考調査（レファレンス）、読書会

学校教育部
（教育委員会）

学校教育課 児童・生徒の就学、就学援助費、教育相談、人権教育、学校・幼稚園教職員の指導・助言

学校給食課 給食計画、給食費、献立、調理

行政委員会事務局 選挙の管理執行、監査、公平委員会、固定資産評価審査委員会

農業委員会事務局 農地法に関する事務、農業者年金、遊休農地の有効利用

部等 課等 主な業務

総合支所

地域振興課

市民相談、コミュニティバス、自治協力団体、まちづくり活動への支援、
人権啓発、男女共同参画、自然環境保全、生活排水対策、公害防止対策、犬の登録、
ごみの収集、ごみの資源化・減量化、不法投棄の防止、防災・災害対策、消防団、
交通安全対策、交通災害共済、防犯対策、空家等対策、就業支援、商業の振興、
物産・観光事業、地域イベント

市民福祉健康課

戸籍、住民票、印鑑登録、マイナンバーカードの交付、市税などの賦課・収納、税の証明、
国民健康保険、後期高齢者医療制度、国民年金、地域福祉、民生委員・児童委員、生活保護、
障がい者（児）の支援、障害者手帳、重度心身障害者医療費、子育て支援、児童手当、
児童扶養手当・特別児童扶養手当、子育て支援医療費、ひとり親家庭等医療費、
未熟児養育医療、保育所の入退所受付、高齢者支援、介護保険、予防接種の予診票の交付、
国保健診・がん検診等の受診券の再交付、健康手帳の交付

農政建設課
農業の振興・地産地消の推進、農業経営体の育成・指導、農地の利用集積、都市計画、
公園緑地・児童遊園地などの管理、生産緑地、市道の認定・廃止、市道・水路の境界確認、
道路等の占用、屋外広告物簡易除却、道路・橋梁の整備・維持・補修、水路敷の占用、
用排水路の維持管理、土地区画整理事業（大利根）、保留地の処分（大利根）

■総合支所（騎西・北川辺・大利根）
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施設名 所在地 電話番号

庁舎

加須市役所（本庁舎） 三俣2-1-1 62-1111

騎西総合支所 騎西36-1 73-1111

北川辺総合支所 麦倉1481-1 0280-62-2111

大利根総合支所 北下新井1679-1 72-1111

公民館

礼羽公民館 馬内623 62-7597

大桑公民館 南大桑2881-1 65-2201

水深公民館 船越116 65-3353

樋遣川公民館 下樋遣川835-1 68-5940

志多見公民館 志多見645 61-5628

大越公民館 大越1991 68-6103

北川辺公民館 麦倉1483 0280-62-3224

コミュニティセンター等

加須コミュニティセンター
（加須公民館） 南町3-51 62-0793

不動岡コミュニティセンター
（不動岡公民館） 不動岡2-9-75 62-7203

三俣コミュニティセンター
（三俣公民館） 北小浜780-1 62-5367

川口コミュニティセンター 川口2-12-1 65-9091

花崎コミュニティセンター 花崎1-22-16 66-3981

南篠崎コミュニティセンター 南篠崎2-1-6 65-3456

騎西コミュニティセンター 騎西36-1 73-1111
（騎西総合支所）

種足コミュニティセンター 中種足16-2 73-1111
（騎西総合支所）

鴻茎コミュニティセンター 鴻茎1114 73-1111
（騎西総合支所）

高柳コミュニティセンター 日出安1395 73-1111
（騎西総合支所）

原道コミュニティセンター 細間712 72-1111
（大利根総合支所）

豊野コミュニティセンター 豊野台1-345-10 72-1111
（大利根総合支所）

田ケ谷総合センター 上崎2080-1 73-2501

文化施設

加須文化・学習センター
（パストラルかぞ） 上三俣2255 62-1221

加須市市民総合会館
（市民プラザかぞ） 中央2-4-17 62-0200

騎西文化・学習センター
（キャッスルきさい） 根古屋633-10 73-3101

北川辺文化・学習センター
（みのり） 麦倉1473-1 0280-61-2444

大利根文化・学習センター
（アスタホール） 旗井1461-1 72-1023

加須図書館
（市民プラザかぞ内） 中央2-4-17 61-8200

騎西図書館
（キャッスルきさい内） 根古屋633-10 73-3178

北川辺図書館（みのり内） 麦倉1473-1 0280-62-4400

施設名 所在地 電話番号
童謡のふる里おおとね図書館
（ノイエ） 琴寄597-1 78-2211

北川辺郷土資料館 麦倉487 62-1223
（生涯学習課）

加須未来館 外野350-1 69-2160

産業関連施設

グリーンファーム加須 上三俣1728 68-3801

北川辺ライスパーク 麦倉454 0280-62-4349

道の駅かぞわたらせ 小野袋1745-1 0280-62-5555

道の駅童謡のふる里おおとね
農業創生センター 佐波258-1 72-2111

加須市ライスセンター 阿佐間1377-1

72-8001
（９・10月）
68-4556

（㈱かぞ農業公社）

加須市物産観光協会観光案内所 中央1-11-41
（加須市商工会館内） 44-8362

㈱かぞ農業公社 大越1708-1 68-4556

体育施設

加須市民体育館 下三俣590 62-6123

南篠崎体育館 南篠崎2-1-7
65-3456

（南篠崎コミュニ
ティセンター）

騎西総合体育館
（ふじアリーナ） 外川355 73-7610

北川辺体育館 柏戸2037 0280-62-1590

大利根文化体育館 北下新井684-1 72-5488

小・中学校、幼稚園等

加須小学校 本町4-25 61-1001

不動岡小学校 不動岡798 61-2611

三俣小学校 北小浜850 61-2612

礼羽小学校 礼羽560 61-2613

大桑小学校 南大桑3388-1 65-2207

水深小学校 大室165 65-2205

樋遣川小学校 下樋遣川427 68-5770

志多見小学校 志多見633 61-2339

大越小学校 大越2115 68-6606

花崎北小学校 花崎北3-1 66-2567

加須南小学校 下高柳1991 63-2255

騎西小学校 騎西52-3 73-0004

田ケ谷小学校 内田ケ谷447-3 73-0299

種足小学校 中種足123 73-0199

鴻茎小学校 鴻茎1596-2 73-0063

高柳小学校 上高柳889 73-1549

北川辺西小学校 麦倉1189 0280-62-2021

北川辺東小学校 向古河54 0280-62-2202

大利根東小学校 旗井807 72-3116

原道小学校 細間699 72-3117

豊野小学校 生出313-1 72-3114
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施設名 所在地 電話番号

高齢者施設等

加須・大桑・水深高齢者相談セ
ンター愛泉苑 水深869-2 65-6936

不動岡・礼羽・志多見高齢者相
談センターみずほの里 平永142 63-0011

三俣・樋遣川・大越高齢者相談
センター利根いこいの里 大越1933 53-6557

騎西高齢者相談センター多賀谷
寿光園 上崎2037-1 70-0035

北川辺高齢者相談センター加須
清輝苑 陽光台2-883-78 0280-23-1133

大利根高齢者相談センターふれ
愛の郷 新川通181-3 78-1652

加須市老人福祉センター
不老荘 不動岡782-1 62-6628

騎西老人福祉センター 根古屋633-2 73-2341
北川辺老人福祉センター 柏戸2037 0280-62-1811
大利根総合福祉会館
（1

と ね
00の湯）

琴寄903 72-5069

保健・医療・衛生施設等

加須市医療診断センター 富士見町5-38 63-1181
加須市国民健康保険
北川辺診療所 柳生66-1 0280-62-2300

加須保健センター 諏訪1-3-6 62-1311

騎西保健センター 騎西36-1 62-1311（加須保
健センター）

北川辺保健センター 柳生66-1 62-1311（加須保
健センター）

大利根保健センター 琴寄901-1 62-1311（加須保
健センター）

加須クリーンセンター 馬内1790 61-3671
大利根クリーンセンター 北大桑1870 72-4692
健康ふれあいセンター
（いなほの湯） 馬内1800-1 63-1126

加須市環境浄化センター
（下水道課） 花崎2046 65-8981

加須市上水道管理センター（水
道課） 久下4-50-1 65-5222

消防施設

埼玉東部消防組合加須消防署 北小浜780-1 61-0119
加須南分署 下高柳1932-1 61-7811
騎西分署 騎西3-2 73-0123
北川辺分署 麦倉1258-1 0280-62-2030
大利根分署 北下新井773 72-2119

その他の施設

メモリアルトネ 川口4-3-5 65-8234
※市外局番がついてない電話番号の市外局番は、「0480」です。

施設名 所在地 電話番号

元和小学校 北下新井521-1 72-3115

昭和中学校 北小浜70 61-0300

加須西中学校 馬内1 61-2625

加須東中学校 花崎1-22-1 65-2206

加須北中学校 上樋遣川4128 68-5651

加須平成中学校 南大桑1860 67-1221

騎西中学校 騎西1001 73-0039

北川辺中学校 麦倉3705 0280-62-2402

大利根中学校 北下新井1705-1 72-3118

加須幼稚園 東栄1-4-3 61-2602

不動岡幼稚園 不動岡798 62-6994

三俣幼稚園 北小浜867-1 62-2553

礼羽幼稚園 馬内622 61-0259

大桑幼稚園 南大桑3388-1 65-0097

水深幼稚園 大室165 65-2204

樋遣川幼稚園 下樋遣川427 68-5415

志多見幼稚園 志多見639 62-2908

大越幼稚園 大越2163 68-6107

花崎北幼稚園 花崎北3-18-1 66-2566

騎西中央幼稚園 騎西52-3 73-3225

騎西南幼稚園 中種足1216-1 73-3226

北川辺幼稚園 向古河2025-1 0280-62-2347

教育関連施設

加須学校給食センター 町屋新田1144-1 68-3755

騎西学校給食センター 鴻巣市上会下233 048-569-2112

北川辺学校給食センター 飯積1900 0280-62-2230

教育センター
（市民プラザかぞ内） 中央2-4-17 62-2955

幼児・児童施設

第一保育所 東栄1-12-45 61-4326

こすもす保育園 久下2-27 65-2208

第三保育所 阿良川454 令和2年4月以降休止

第四保育所 船越87-1 65-6152

騎西保育所 上崎1854-1 73-5360

北川辺保育所 麦倉1082-1 0280-62-2357

わらべ保育園 北下新井669-1 78-1600

加須市障害福祉サービス事業所
あけぼの園 北小浜800-1 63-2010

加須市簡易通園母子訓練施設
（あすなろ園） 本町2-36 62-6975

利根川こども館 外野350-16 68-6130

加須児童館 東栄1-5-27 62-5331

花崎児童館 花崎北3-17-14 67-3415

大利根子育て支援センター
（ぴっぴ） 旗井1450-1 72-8036

すくすく子育て相談室
（加須保健センター内） 諏訪1-3-6 62-1510
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どうしたらいいの？  そんなときに活用しよう

目的別ライフインデックス

結 婚

おくやみ
14P死亡届

14P
24P
25P

婚姻届
国民年金
国民健康保険

成人・就職
15P
20P
24P
25P
55P

印鑑登録
市税
国民年金
国民健康保険
就業・就労支援

安心・豊かで健康な生活
24P
38P
43P
45P

国民年金
高齢者福祉
介護保険
健康診査

引っ越し
14P
15P
16P
16P
24P
25P
33P
50P

住所の変更
印鑑登録
戸籍
各種証明書
国民年金
国民健康保険
小・中学校
上・下水道

住まい・生活
50P
52P

上・下水道
犬を飼うとき

出産・子育て

14P
27P

28P
29P

33P
33P

妊娠・出産
出生届
母子保健

子育て
児童福祉
保育所（園）

教育
幼稚園
小・中学校
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