
自分の命、家族の命を守るため、

不要不急の外出自粛を
お願いします

緊急事態宣言発令中

5つの場面

　１月７日に埼玉県を含む１都３県を対象に発令された緊急事態宣言は、
１月13日には11都府県に対象地域が拡大されました。感染の拡大に歯止
めをかけ、皆さんの命を守るために、ご理解とご協力をお願いします。

　新型コロナウイルスの感染者数が昨年末から急激に増加し、今なお予断を許さない状況で
す。先月には埼玉県を含む都府県に対し緊急事態宣言が発出され、本市では、これまで延べ
1,100人を超える感染者が確認されており、私も大変強い危機感を持っております。
　市のホームページ等で私からもお願いさせていただいておりますが、市民の皆様には、不
要不急の外出、県境をまたぐ移動の自粛、特に午後８時以降の不要不急の外出を自粛いただ
きますよう改めてお願いします。
　現在の感染経路としては家庭内や職場が多く、特に20代、30代の若い世代の感染が増加し
ています。昨年４月の緊急事態宣言時と比べ、コロナ禍への慣れや自粛疲れが広がっている
とされる中、市民の皆様には、大切なご家族などの命を守り、これ以上の感染拡大を抑え、
医療従事者等の負担を少しでも軽減させるためにも、今まで以上の感染拡大防止の取り組み
にご協力いただきますようお願い申し上げます。
　私たち一人ひとりができることを確実に実践し、この難局
を乗り越えていきましょう。

に注意しよう改めて新型コロナウイルスの
感染リスクが高まる

国内での死者数が5,300人を超えています（1月26日現在） 埼玉県における緊急事態措置
●不要不急の外出、県境をまたぐ移
動の自粛（医療機関への通院、食
料・医療品・生活必需品の買い出
し、必要な職場への出勤、通学、
屋外での運動や散歩など、生活や
健康の維持のために必要な場合を
除く）
●飲食店の営業時間の短縮要請
●テレワーク、時差出勤の徹底　等

　新型コロナウイルスワクチンの接種に向け、
迅速かつ円滑な接種体制を確保するため、保健
センター内に「新型コロナウイルスワクチン接
種対策室」を新設しました。皆さんが速やかに
ワクチンを接種できるよう準備を進めます。
　接種に関する情報は、市ホームページおよび
広報こしがやお知らせ版３月号でお知らせしま
す。
∫新型コロナウイルスワクチン接種対策室
☎972－5538

新型コロナウイルスワクチン接種
対策室を新設しました

飲酒を伴う懇親会等場面① 大人数や
長時間におよぶ飲食場面②

〔出典〕厚生労働省　新型コロナウイルス感染症対策分科会資料（抜粋）

マスクなしでの会話

①身体的距離の確保 ②マスクの着用 ③手洗いの徹底
感染防止の
3つの基本

場面③ 狭い空間での共同生活場面④
トイレなどの
共用部分での
感染に注意

居場所の切り替わり場面⑤
休憩室、喫煙所、
更衣室でも感染
対策を
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この広報紙は再生紙を
使用しています

　新型コロナウイルスの感染拡大を防止す
るため、催し等の内容に変更が生じる場合
があります。催し等の中止について、詳し
くは８面をご覧ください。かぜのような症
状がある場合は催し等への参加をお控えく
ださい。参加時はマスクの着用および手洗
い・消毒をお願いします。
今号には「市議会だより令和３年（2021年）２月１
日号」を折り込んでいます
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掲載した市役所各課の電話番号は直通番号です かぜのような症状がある場合は来所をお控えください。来所時はマスクの着用および手洗い・消毒をお願いします。

●市役所での受け付け
■期間：２/16㈫～３/15㈪、９:00～16:00（土
曜・日曜日、祝日を除く）
■会場：市役所第二庁舎５階会議室Ｂ・Ｃ
＊期間中は駐車場が大変混雑しますので、公共
交通機関をご利用ください
●出張受け付け
■日時・会場：下表のとおり。いずれも９:00
～15:30
＊施設の安全管理上、８:30以前のご来場はご
遠慮ください

　１月下旬に申告が必要と思われる方へ「令和３年度市・県民税申告書」を郵送しました。
申告が必要となる方で、申告書が届かなかった場合は市民税課までご連絡ください。

●新型コロナウイルス感染症の感染拡大防
止の観点から郵送による申告にご協力を
　申告書と一緒に送付した「申告の手引
き」に記載例を掲載していますので、該当
欄に記入し、返信用封筒でご郵送ください。
●申告会場ではマスクのご持参・着用をお
願いします
　申告会場には、来場された方が利用でき
るアルコール消毒液を設置しています。来
場を予定されている方は、手洗い、マスク
の着用など、感染を予防する取り組みにご
協力をお願いします。
∫市民税課☎963－9144

●国民健康保険・後期高齢者医療制度に係
る保険税（料）等の算定のため、所得の
申告をお願いします
　収入がなかった、扶養となっているなど
のため、確定申告や市・県民税の申告をさ
れない方でも、国民健康保険と後期高齢者
医療制度の加入の方は、保険税（料）の算
定のため申告が必要です。世帯に一人でも
未申告の方がいると、均等割の軽減判定や
高額療養費の所得判定ができず、不利益と
なる場合があります。
　申告が必要な方や申告方法など、詳しく
は下記へ。
∫国民健康保険課(第二庁舎１階)▷国民健
康保険に加入の方…☎963－9146、▷後期
高齢者医療制度に加入の方…☎963－9170

＊上記の会場は、市･県民税の申告受け付け会
場です。確定申告書の作成を希望する方は、
「確定申告に関するお知らせ」（３面参照）
をご覧ください

日程 特設会場
川柳地区センター・増林地区センター
大相模地区センター・出羽地区センター
荻島地区センター

北部市民会館

桜井地区センター
大沢地区センター・南越谷地区センター
新方地区センター・北越谷地区センター
蒲生地区センター

２/１㈪
２/２㈫
２/３㈬
２/４㈭
２/５㈮
２/８㈪
２/９㈫
２/10㈬
２/12㈮

市・県民税の申告が始まります
∫市民税課☎963－9144

申告には
マイナンバーが
必要です

マイナちゃん

新型コロナウイルス感染症の
拡大防止の取り組みについて

市・県民税の申告受け付け

申告は必要？ スタート

チャートを参考に
確認してください

令和３年（2021年）
１月１日現在、

越谷市に住んでいましたか？

令和２年１月１日～12月31日の間に収入はありましたか？
＊遺族年金・障害年金・失業給付・定額給付金は除く

所得税の確定申告をしますか？
＊確定申告について、詳しくは越谷税務署
（☎965－8111）へお問合わせください

市内に居住する
親族の税控除の
扶養ですか？

越谷市に市・県民税の申告を
する必要はありません
令和３年１月１日に住んでいた
市区町村へ相談してください

いいえ

はい

はい

はい

いいえ

いいえ

はい

はいはいはい

いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

❶（※）

❶（※）

❶

❶

❶

❷

❷ ❶ ❷

❷

❷

いいえ ❶はい
はい

上場株式等に係る
配当所得等を確定
申告した場合に住
民税で異なる課税
方式を選択します
か？ 勤務先が１カ所だけで

年末調整をしています
か？（複数でも合算し
て年末調整している場
合を含む）

勤務先が越谷市に「給与支払報
告書」を提出していますか？

源泉徴収票に記載の控除以外に控除の追加はあり
ますか？

国民健康保険税等
の軽減措置や各種
手当の申請で所得
確認が必要ですか。
または、所得に関
する証明書が必要
ですか？

＊（※）所得税が源泉徴収されて
いる方で、所得税の還付を受
ける場合は、確定申告が必要
です。確定申告をした方は、
市・県民税の申告は不要です

どのような収入ですか？

給与 公的年金等 営業・農業・
不動産ほか

いいえ

申告判断
市・県民税の申告が必要
です

市・県民税の申告は必要
ありません

インターネットで市・県民税申告書を作成できます
　市ホームページの「個人住民税の試算と申告書の作成」から、申告書を作成することができま
す。作成した申告書を印刷し、必要書類を添えて郵送などでご提出ください。
■市ホームページからのアクセス方法
「くらし・市政」→「くらし・手続き」→「税金」→「市民税・県民税」→「個人住民税の試算
と申告書の作成」のページ

＊医療費控除は、令和３年度（令和２年分）申告から「医療費控除の明細書」の添付が必要になります。医療費の領
収書の添付または提示では医療費控除を適用することができません
＊医療費控除以外の控除は、証明書・領収書などの原本の添付、または提示がないと認められません
＊所得・控除の種類や必要書類などは一般的な例を示しています。不明な点は市民税課（☎963－9144）へお問い合
わせください

■申告時に必要なもの
対　象

申告者全員

扶養親族・事業専従者がいる方

給与・年金所得者
事業（営業・農業）・不動産
所得者

源泉徴収票

控除証明書、支払金額を証明する書類

医療費控除の明細書
障害者手帳など
寄附金の受領証明書など

収入・経費・減価償却費の分かる帳簿など

社会保険料（国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療保険・国民年
金等）の控除証明書や領収書

雑・一時所得者

社会保険料控除

生命保険料控除
地震保険料控除
医療費控除
障害者控除
寄附金税額控除

収入・経費が分かる書類など

控
除
に
関
す
る
も
の

所
得
に
関
す
る
も
の

必要書類など
「マイナンバーカード」または「マイナンバーが記載された住民票の
写し」等のマイナンバー確認書類と本人確認書類
＊本人確認書類の例：運転免許証、健康保険証、パスポート、障害者
手帳、年金手帳、在留カードなど
扶養親族・事業専従者の「マイナンバーカードのコピー」または「マ
イナンバーが記載された住民票の写し」等のマイナンバー確認書類
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　令和２年度固定資産税・都市計
画税の第４期分、国民健康保険税
の第９期分の納期限は３月１日㈪
です。

■日時：２/７㈰・21㈰・３/７㈰、
９:00～15:00
■場所：収納課
■内容：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）、国民健康保険税の納付
や納税相談。窓口の混雑状況によっ
てはお待ちいただく場合があります
∫収納課（第二庁舎３階）
☎963－9142

　スマートフォン決済アプリ「モバイルレジ」では、クレジットカード払いがご利用いただけるようになりました。金融機関やコンビニエンスス
トアなどへ出向くことなくスマートフォンを操作するだけで、24時間365日、自宅などで市税・国民健康保険税の納付ができます。
■利用できる税目：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
■納付に必要なもの：バーコードが印字された納付書、スマートフォン（スマートフォン以外の従来型の携帯電話は不可）、クレジットカード
■納付方法：スマートフォンで「モバイルレジ」アプリを起動して、納付書に印刷されたバーコードの読み取り後、「お支払内容の確認」画面で
「クレジットカード」を選択してください

　医療費控除は、領収書の提出が不要となり、代わりに「医療費控除の明細書」の作成・添付が
必要となりました。医療保険者等から交付を受けた医療費通知を添付すると、明細の記入を省略
できます。医療費の領収書は、税務署から「医療費控除の明細書」の記載内容の確認を求める場
合があるため、５年間保存する必要がありますのでご注意ください。

確定申告書は自宅で作成しe-Tax（データ送
信）または郵送等で提出できます
　申告書は国税庁ホームページの確定申告書
等作成コーナー（https://www.keisan.nta.
go.jp/。スマートフォンでも作成可能）で作
成し、e-Taxまたは印刷して郵送等で提出す
ることができます。
　詳しくは、e-Tax・作成コーナーヘルプデ
スク（☎0570－01－5901。土曜・日曜日、祝
日を除く）にお問い合わせください。
＊e-Taxでの送信やスマートフォンでの申告
書作成はIDとパスワードの入力、または
マイナンバーカードがあればできます

公的年金等受給者に係る確定申告不要制度
　公的年金等の収入金額の合計額が400万円
以下であり、かつ公的年金等に係る雑所得以
外の所得金額が20万円以下であるときは、所
得税の確定申告書を提出する必要はありませ
ん。
＊所得税の確定申告が必要ない場合であって
も、市・県民税の申告が必要な場合があり
ます

●継続払いは口座振替で
　スマートフォン決済アプリでの納付は納付書ごとのつど払い
となります。一度のお手続きで各種市税等を自動的かつ継続的
に納付することをご希望の方は口座振替をご利用ください。

■注意事項
・クレジットカード払いには決済金額に応じたクレジットカード
会社への決済手数料が別途かかります（左表参照）
・金融機関等の窓口で納付書を提示し、現金の代わりにクレジッ
トカード払いで納付することはできません
・バーコードが印字されていない納付書、バーコードが読み取れ
ない納付書、納期限または使用期限を過ぎた納付書は、スマー
トフォン決済アプリは使用できません
・領収書は発行されません。領収書や車検用納税証明書が必要な
場合は、金融機関やコンビニエンスストア等の窓口で納付して
ください
・アプリのダウンロードや納付手続きの際、通信に必要なデータ
通信料がかかります

スマートフォンを利用したクレジットカード納税を開始 ∫収納課（第二庁舎３階） ☎963－9141

∫越谷税務署☎965－8111

休日納税窓口

決済金額
１円 ～ 5,000円

5,001円～10,000円
10,001円～20,000円
20,001円～30,000円
30,001円～40,000円
40,001円～50,000円

＊以降、10,000円ごとに110円（税込み）ずつ加算されます

27円
82円
165円
275円
385円
495円

決済手数料（税込み）

■決済手数料：下表のとおり（詳しくは市ホームページをご覧ください）

確定申告に関するお知らせ
所得税・個人消費税・贈与税の確定申告会場を開設

令和２年分（2020年分）確定申告の医療費控除は、医療費控除の明細書の提出が必要です

＊会場への入場には、「入場整理券」が必要です。入場整理券の配布場所は、イオンレイクタウンkaze１
階E入口です。入場整理券は、国税庁のＬＩＮＥ公式アカウントからも取得できます。詳しくは国税庁ホー
ムページをご覧ください
＊すべての入場整理券を配布した場合など、配布状況によっては後日の来場をお願いする場合があります
＊確定申告会場へ来場する場合は、マスクの着用をお願いします
＊入場の際に検温を実施します。せき・発熱などの症状のある方は入場をご遠慮いただく場合があります

日　時

■日時・場所・入場整理券配布時間

場　所 入場整理券
配布時間

２/３㈬まで

２/４㈭～３/15㈪
（土曜・日曜日、祝日を除く。２/21㈰・28㈰は開催）

越谷税務署庁舎

イオンレイクタウンkaze
３階イオンホール

カゼ

８:30から

９:00から
（１階E入口）

＊２/４～３/15は、越谷税務署庁舎では申告相談を行いません

口座振替

スマートフォンを
利用したクレジット
カード納税

イータックス

税・国保に関する通知を送付します
通知等名称

２/10
㈬

２/１
㈪

２/15
㈪

２月
上旬

２/15
㈪

市民税課
☎963－9144

国民健康保険課
☎963－9146

国民健康保険課
☎963－9154

国民健康保険課
☎963－9146

資産税課
☎963－9147・9148

発送日 対　象 問合せ

市・県民税の納税通知書と
納付書

令和２年度（2020年度）の市・県民税の年税額に変更があっ
た方や新たに課税された方
＊新たにお送りする納付書でお納めください

令和２年度（2020年度）の固定資産税・都市計画税に変更が
あった方や新たに課税された方
＊新たにお送りする納付書でお納めください

・令和２年度（2020年度）の国民健康保険税の年税額に変更
があった方や新たに国民健康保険に加入した方
・納付方法を特別徴収（年金からの差し引き）から口座振
替に変更した方

医療機関等を受診された国民健康保険加入の方
＊医療費を把握し、健康管理について関心を深めましょう
＊再発行はできませんので、大切に保管しましょう

国民健康保険税を４月以降、新たに特別徴収（年金からの
差し引き）でご納付いただく方

固定資産税・都市計画税の
納税通知書と納付書（口座
振替の方には納税通知書の
み）

国民健康保険税の納税通知
書と納付書（口座振替の方
には納税通知書のみ）

国民健康保険税の仮徴収額
決定通知書

医療費のお知らせ（令和２
年９月・10月診療分）
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掲載した市役所各課の電話番号は直通番号です かぜのような症状がある場合は来所をお控えください。来所時はマスクの着用および手洗い・消毒をお願いします。

意見募集 ＊いただいたご意見への個別回答は行いません。結果は市ホームページなどで公表します

問合せ件名 計画（案）等の目的 募集期間 上記以外のご意見箱設置場所

政策課（本庁舎２階）☎963－
9112、D965－6433、Hseisa
ku@city.koshigaya.lg.jp

障害福祉課（第三庁舎１階）
☎963－9164、D963－9171、
Hshogaifukushi@city.kos
higaya.lg.jp

子育て支援課（第二庁舎２
階）☎963－9165、D963－
3987、Hkosodate@city.k
oshigaya.lg.jp

北部出張所、南部出張所

サンシティ（越谷コミュニティセンター）２/13㈯～
３/14㈰

２/13㈯まで

２/13㈯まで

新たな越谷サンシティの施設のコンセプト、機
能、整備スケジュールなどを明記した整備基本
計画を策定する

障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス等
について、事業所の指定権者として安定的な制
度運営を図るため、厚生労働省が定める省令に
合わせ、改正を行う

児童福祉法に基づく障がい児通所支援サービス
等について、事業所の指定権者として安定的な
制度運営を図るため、厚生労働省が定める省令
に合わせ、改正を行う

越谷サンシティ整備基本
計画（案）

越谷市指定障害福祉
サービスの事業等の人
員、設備及び運営等に関
する基準を定める条例
の改正案

越谷市指定通所支援の
事業等の人員、設備及
び運営等に関する基準
を定める条例の改正案

■提出方法：各問い合わせ先および情報公開センター（本庁舎２階）・各地区センターまたは下表に設置するご意見箱へ。左記のほか、各問い
合わせ宛てに郵送またはファクス、メールでも受け付けます（特段の記載がある場合を除く）
＊計画（案）等の閲覧と意見用紙の配布は各問い合わせ先およびご意見箱設置場所で行うほか、市ホームページから印刷できます

 いただいたご意見の要旨と市の考え方は、市
ホームページで公表します。

　申し込みに特段の記載がない場合は先着順の
受け付けとなります。

　市では、拡大・多様化する行政課題に対応し
た効率的な行政運営を推進するため、平成28年
度から令和２年度（2020年度）までを計画期間と
する第６次行政改革に取り組んでいます。これ
までの実施状況は右表のとおりです。
　これらの取り組みにより得られた財源と業務
効率の向上等を通じて、市民の皆さんへのサー
ビスの充実や将来にわたるまちづくりの一層の

推進を今後とも適切に図っていきます。

＊金額は、各取り組みによる諸経費の削減分ま
たは歳入確保額から、その実施に要した投資
的経費を除いたものです
＊第６次行政改革大綱、実施計画および令和元
年度取組結果報告書は、市ホームページ（下
記の二次元コード）または情報
公開センター（本庁舎２階）で
ご覧いただけます
∫行政管理課☎963－9313

意見募集結果

傍聴してみませんか

件名

募集期間
意見数

第８期越谷市高齢者保健福祉計画・
介護保険事業計画（素案）
11/24～12/23
14件（５人）

∫介護保険課☎963－9305

件名
募集期間
意見数

第７次越谷市行政改革大綱（案）
11/２～12/３
３件（２人）

∫行政管理課☎963－9313

件名
募集期間
意見数

第３次越谷市地域福祉計画（素案）
11/２～12/３
31件（５人）

∫福祉推進課☎963－9320

件名

募集期間
意見数

越谷市一般廃棄物処理基本計画
（ごみ処理基本計画）（素案）
11/２～12/３
15件（２人）

∫リサイクルプラザ☎976－5371

会議名

日時
会場

内容

対象
申込み

令和３年第１回越谷市国民健康保
険運営協議会
２/18㈭、14:00から
中央市民会館５階第２・３会議室
第２期越谷市国民健康保険保健事
業実施計画・第３期越谷市特定健
康診査等実施計画の中間見直しに
ついてなど
10人（抽選）
当日、13:45までに直接会場へ

∫国民健康保険課☎963－9154

会議名
日時

会場

内容

対象
申込み

男女共同参画推進委員会
２/18㈭、15:30から
サンリットビル（越ヶ谷２-８-21）
３階会議室
第４次越谷市男女共同参画計画前
期実施計画（案）について
10人
当日、15:30までに直接会場へ

∫人権・男女共同参画推進課☎963－9113

会議名
日時
会場

内容

対象
申込み

越谷市介護保険運営協議会
２/15㈪、14:00から
中央市民会館４階会議室Ａ・Ｂ
第８期越谷市高齢者保健福祉計画・
介護保険事業計画について
10人（抽選）
当日、13:45までに直接会場へ　

∫介護保険課☎963－9305

行政改革の実施状況

　被保険者の健康の保持増進を図るため、国
民健康保険（３月31日までに40歳以上になる
方）または後期高齢者医療制度の加入者が人
間ドックに要した費用の一部を助成します。
　なお、市の無料の特定健康診査・後期高齢
者健康診査を受診された方は、人間ドック検
診料助成は受けられません。
＊年度内に受診結果を提出できない場合は、
国民健康保険課へお問い合わせください
＊助成後に特定健康診査・後期高齢者健康診
査の受診が判明した場合、助成金を返還し
ていただきます
＊人間ドックの検査項目に健康診査の基本項
目が含まれている必要があります。基本項
目について、詳しくは国民健康保険課へ。
市ホームページからも確認できます
■申込み：直接国民健康保険課へ
＊北部・南部出張所、地区センターでは受け
付けません
∫国民健康保険課（第二庁舎１階）▷国民健康
保険に加入の方…☎963－9154、▷後期高齢
者医療制度に加入の方…☎963－9170

越谷市国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入の方

令和２年度（2020年度）の人間ドック検診料助成の申請・請求は３月31日㈬まで

対象者

助成金額

助成要件

申請
・
請求

令和２年度に受診した人間ドックの検診
に要した費用で１万円を限度とし、１人
につき一年度に１回の助成
・国民健康保険税または後期高齢者医療
保険料に滞納がないこと
・助成を受ける年度に特定健康診査また
は後期高齢者健康診査を受診していな
いこと
人間ドックを受診後、申請書、問診・確
認票（国保のみ）、請求書に次の書類を
添付して申請・請求ください。申請書等
は国民健康保険課で配布するほか、市ホ
ームページから印刷できます
■持ち物：
国保・後期共通…保険証、検診機関で発
行された人間ドック検診料の領収証（原
本）、検診機関で発行された人間ドック
検診結果の写し
国保の方…世帯主の印鑑、世帯主名義の
振込先口座情報
後期の方…受診者の印鑑、受診者名義の
振込先口座情報

越谷市国民健康保険に
加入の方で３月31日ま
でに40歳以上になる方

越谷市で後期
高齢者医療制
度に加入の方

国民健康保険 後期高齢者
医療制度

第６次行政改革の取り組み状況

取組の実施率
令和元年度の主な取り組みと財政的効果額
①道路照明灯のLED化
②公共下水道における水洗
　化の促進

約５億752万円

83％（41件中34件）

約728万円の削減

約280万円の増収

累計財政的効果額（平成28
年度～令和元年度（2019年
度））
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〠343-8501　越ヶ谷4-2-1越谷市役所越谷市役所 …お知らせ　　　…子育て　　　…福祉　　　…税・国保　　　…募集　　　…イベント　　　…事業者　　　…講座・教室

■申込み：２/12㈮までに、写真を貼った市販の履歴書を本人が直接く
らし安心課へ（８:30～17:15。土曜・日曜日、祝日を除く）。２/17㈬
に面接による選考を行います
∫くらし安心課（中央市民会館４階）☎963－9185

市の会計年度任用職員を募集します
４月１日採用　交通指導員

令和４年（2022年）３月31日まで
市内在住で、交通安全に理解と関心が高く、健康で指導
力があり、矯正視力を含み両眼で0.5以上の方／若干名
①登校時における安全確保のための立哨（７:30前後の
おおむね１時間程度）　②小学校や幼稚園等における交
通安全教育、交通指導　③市の行事等における交通整理
など

①1,605円（時給）　②・③は別途支給あり／加入なし

■申込み：写真を貼った市販の履歴書、看護師免許証の写し、最終学
校の卒業証明書および成績証明書を特定記録または簡易書留で郵送ま
たは直接市立病院庶務課へ（８:30～17:15。土曜・日曜日、祝日を除
く）
∫市立病院庶務課（〠343-8577東越谷10-32）☎965－4562

市立病院職員を募集します
育児休業代替看護師

対象 試験日 選考方法

看護師免許をお持ちの方（見込み不可）で、二
交代または三交代勤務が可能な方

作文試験・
面接試験随時

■内容：介護保険制度の円滑かつ適切な運営に
関することなどの審議。会議は平日昼間に年３
回～５回程度開催の予定。任期は７月１日から
３年間
■対象：次の①～③のすべてに該当する方５人
以内。①市内在住・在勤・在学または市内で活
動している18歳以上　②本市の職員でない　③
本市の他の審議会等の公募委員でない
■申込み：５/14㈮まで（消印有効）に、「高
齢者が住み慣れた地域で安心して生きがいのあ
る生活を送るため、わたしや地域ができるこ
と」をテーマとした作文（800字程度）と、住
所・氏名・年齢・性別・電話番号・職業を記入
した書類（様式自由）を直接下記へ。作文を選
考会で評価します。提出書類は返却しません。
結果は６月下旬までに本人に通知します
∫介護保険課（第二庁舎１階）☎963－9305 

■内容：「地域とともにある学校づくり」を効
果的に進めるため、地域の皆さんに学校運営に
参画いただきます。活動場所は市内の公立小・
中学校。任期は４月１日～令和４年（2022年）３
月31日
■対象：次の①～⑤のすべてに該当する方各校
１人。①当該学校の通学区域に在住で18歳以上
（教育委員会が必要と認めた場合には、小中一
貫教育の中学校の通学区域にお住まいの方も該
当）　②教育に関する理解と識見がある　③越
谷市立小・中学校の教職員でない　④本市の職
員でない　⑤会議に出席し、意見を述べること
ができる
■申込み：２/16㈫～26㈮に応募用紙と作文
（800字以内）を直接各小・中学校へ（土曜・
日曜日、祝日を除く）。公募要項等は市ホーム
ページから印刷できます

∫指導課☎963－9292

　１月21日、市役所議場で臨時議会が開かれ、
市長提出１議案が原案どおり可決されました。
∫議会について…議事課☎963－9261、市長提
出議案について…法務課☎963－9130
　

　越谷都市計画公園事業の変更認可が告示され
ましたのでお知らせします。変更認可の図書は
公園緑地課でご覧いただけます。
■都市計画事業の種類および名称：越谷都市計
画公園事業五・五・〇三号平方公園
■事業地：大字平方字東前、字東田、字南田地
内
∫公園緑地課（本庁舎３階）☎963－9225（８:30
～ 17:15。土曜・日曜日、祝日を除く）

臨時議会が開かれました

都市計画公園事業の変更認可に
係る図書の縦覧

○広報こしがやお知らせ版
■発行部数・掲載号：毎月１日発行（12万800
部。発行部数は年度途中で変更することがあ
ります）…５月号～令和４年（2022年）４月号
■規格・掲載料・募集数：１区画（縦4.6㎝×
横7.8㎝）につき、２色面は１万円、カラー面
は３万円
■申込み：３/31㈬までに、申込書を直接また
はファクスで下記へ。１回の申し込みで最大
６号分まで申し込みできます。申込書は広報
広聴課で配布するほか、市ホームページから
印刷できます。詳しくは市ホームページをご
覧ください
∫広報広聴課（本庁舎２階）☎963－9117、D96
5－0943

○市ホームページ（バナー広告）
■掲載場所： ▽トップページ　 ▽シティプロモーションサイト、安全・安
心情報、くらし・市政の各サブトップページ
＊パソコン版・スマートフォン版共通
■規格・掲載料：縦60ピクセル×横110
ピクセル。１枠の申し込みで、上記の掲
載場所すべてに掲載されます。１カ月３
万円
■アクセス数：約99万7,000件（トップペ
ージのみ。平成31年（2019年）４月～令和
２年（2020年）３月の合計）
■申込み：３/31㈬までに、申込書を直
接またはファクスで広報広聴課へ。申込
書は広報広聴課で配布するほか、市ホー
ムページから印刷できます
∫広報広聴課（本庁舎２階）☎963－9117、
D965－0943

○給与明細書（市職員（会計年度任用職員含む）へ配付）
■掲載場所・期間：給与明細書の裏面。４月～令和４年（2022年）３月（全
14回。給与12回、賞与２回）
■規格・掲載料：９区画。１区画につき縦６㎝×横９㎝。黒１色（単色刷
り）。１区画につき１年間で２万円
■配布数：１回につき約4,000枚
■申込み：３/１㈪までに、申込書に原稿データを添えて直接人事課へ。申
込書は人事課で配布するほか、市ホームページから印刷できます。詳しく
は市ホームページをご覧ください
∫人事課（本庁舎２階）☎963－9133

広　告

お知らせ版
広告掲載スペース

期間
対象／
募集人数

勤務内容

報酬／
社会保険

■申込み：２/１㈪～26㈮に、写真を貼った市販の履歴書（資格が必要
な職種は資格証等の写しを添付）を本人が直接人事課へ（８:30～
17:15。土曜・日曜日、祝日を除く）。後日、面接、作文等による選考
を行います
＊すでに会計年度任用職員登録している方が応募する場合は、履歴書
の提出は不要ですが、申し込み手続きは必要です。受け付け期間内
に直接または電話で人事課へ（希望職種を確認後、面接等の日程を
伝えます）
∫人事課(本庁舎２階) ☎963－9132

市の会計年度任用職員を募集します

月曜～金曜日、①９:00～
16:30　②７:00～14:30　③
11:30～19:00。上記時間帯の
うち、あらかじめ指定する
時間（①を基本として、②
③はそれぞれ月１～２回程
度）。月１～２回程度土曜
日勤務あり(休憩時間45分)

月曜～金曜日（１日３時間
または４時間勤務）、朝：
７:30～９:00　夕：16:00～
18:30。上記時間帯のうち、
あらかじめ指定する時間
（始業30分程度前後する場
合あり）。月１回程度土曜
日勤務あり。朝・夕いずれ
も勤務

保育士資
格をお持
ちの方／
若干名

保育業
務全般

時間外
保育に
関する
業務

16万8,222
円（月給）/
加入あり

【１日３時
間勤務】
７万4,730
円（月給）/
加入なし
【１日４時
間勤務】
９万9,640
円（月給）/
加入あり

育児経験
のある方
または保
育士資格
をお持ち
の方／10
人程度 広　告

市ホームページ
バナー広告掲載スペース

募集
職種

対象／
募集人数

勤務
場所

職務
内容 勤務日時 報酬／

社会保険

【公募委員】学校運営協議会委員【公募委員】越谷市介護保険運営
協議会委員

非
常
勤
保
育
士

時
間
外
保
育
員

保
育
所

広告を掲載しませんか
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掲載した市役所各課の電話番号は直通番号です かぜのような症状がある場合は来所をお控えください。来所時はマスクの着用および手洗い・消毒をお願いします。

春の火災予防運動
2020年度全国統一防火標語

住宅用火災警報器啓発広報を行います

その火事を　防ぐあなたに　金メダル

建物の建築や外観の変更を行う
際は景観の届け出が必要です

在宅酸素療法中の火気の
取り扱いにご注意ください

！ 令和元年度（2019年度）越谷市福
祉保健オンブズパーソン運営状況

令和元年度（2019年度）越谷市社会福
祉施設等における苦情解決制度の状況

看護学生等への修学資金の貸与申請を受け付けます あなたの声をお聴かせください　市政モニター募集

　在宅酸素療法とは、鼻につないだチューブ
（カニューラ）を介して酸素を取り込む療法で
あり、高濃度の酸素を使用します。この高濃度
の酸素は、わずかな火気でも燃焼を拡大させる
性質を持っています。在宅酸素療法中の患者居
宅で発生した火災では、平成15年10月～令和２
年（2020年）５月末の間に、喫煙などが原因で77
人が亡くなっています。在宅酸素療法を行う
方、またその周りの方は、在宅酸素療法中の火
気の取り扱いに注意してください。
　火気の取り扱いに注意し、酸素濃縮装置等を
取扱説明書どおりに正しく使用すれば、酸素が
原因でチューブや衣服等が燃えたり、火災にな
ることはありません。
　在宅酸素療法実施中の居室では、火気を近づ
けないことが大切です。「大切な人」を守るた
めに、次のことに注意しましょう。
○酸素吸入中の喫煙は絶対にしない
○酸素濃縮装置、酸素ボンベ、液化酸素容器か

らは２ｍ以内に火気を近づけない
○液化酸素を設置型装置（親容器）から携帯型
装置（子容器）に移充填するときは５ｍ以内
に火気を近づけない
○吸入用のチューブ、携帯型の酸素ボンベや液
化酸素装置および延長チューブ、吸入中の患
者自身も火気の直近に近寄らない
＊（一社）日本産業・医療ガス協会ホームページ
では、在宅酸素療法を実施している患者居宅
で発生した火災による重篤な健
康被害の事例を紹介しています
（PDFファイル）。右記の二
次元コードからご覧ください
∫消防本部予防課☎974－0103

■募集施設：越谷コミュニティセンター（サン
シティ内）
■申込み：３/８㈪～12㈮に、一般競争入札参
加申込書をメールで生涯学習課へ
■郵便入札：３/26㈮まで（必着）に、入札書

を郵送で生涯学習課へ
■開札：３/29㈪、10:30から第二庁舎５階会議
室Ａで行います。詳しくは募集要項をご覧くだ
さい。募集要項は下記で配布するほか、市ホー
ムページから印刷できます
∫生涯学習課（第二庁舎４階）☎963－9307、H

shogaigakushu@city.koshigaya.lg.jp

 市では、福祉保健サービス利用者からの市や
サービス提供事業者に対する苦情に対し、公
平・中立な立場で迅速に対処し、解決を図るた
め、「福祉保健オンブズパーソン」を設置して
います。令和元年度の運営状況は次のとおりで
す。

▽苦情相談…１件　 ▽苦情申立て…０件
＊福祉保健オンブズパーソンへの相談・申立て
は福祉推進課で受け付けます
∫福祉推進課（第三庁舎２階）☎963－9320

　この制度は、市の設置する社会福祉施設利用
者の権利を擁護するとともに、発生した苦情に
誠実に対応し、解決することにより、お互いの
信頼関係を築き上げ施設運営の公正の確保と透
明性の向上を図ることを目的としています。令
和元年度の運営状況は次のとおりです。

▽苦情申立て件数…14件　 ▽苦情申立て内訳…
児童発達支援センター０件・児童館コスモス０
件・ヒマワリ０件・保育所14件・学童保育室０
件　 ▽苦情解決制度対応施設…児童発達支援セ
ンター・児童館コスモス・ヒマワリ・保育所・
学童保育室
＊各施設において苦情の受け付けをしています
∫子育て支援課（第二庁舎２階）☎963－9165

　市内全域において、一定規模以上の建物の建
築、増・改築等または外観を変更する修繕等を
行う場合は、事前協議や届け出が必要です。詳
しくは市ホームページをご覧ください。
∫都市計画課（本庁舎３階）☎963－9221

　市内の医療機関の看護師や助産師を確保するため、修学資金を貸与し
ます。
■対象者と条件：次の①～④のすべてを満たす方20人程度（予算の範囲
内）。①看護師（准看護師は除く）または助産師の養成施設に在学して
いる　②本人が市内に居住もしくは市内の養成施設に在学、または市内
に居住している連帯保証人がいる　③養成施設を卒業した後、直ちに市
内医療機関において看護業務に従事する意思がある　④他の修学のため
の資金の貸与を受けていない
■貸与額：８万円以内（月額。修学に要する額）。無利子
■期間：貸与を決定した月から養成施設の正規の修学期間を修了する月
まで
■返還猶予・免除：市内医療機関に勤務している期間は返還を猶予しま
す。また、勤務期間が貸与期間に相当する期間に達したときは、返還を
免除します。ただし、卒業後直ちに市内医療機関で看護業務に従事しな
い場合や、途中で退学をした場合などは、貸与した修学資金の全額を返
還していただきます
■申込み：２/22㈪～３/18㈭に、申請書を直接地域医療課へ（８:30～
17:15。土曜・日曜日、祝日を除く）。郵送での申し込みはできません。
詳しくは募集要項をご覧ください。募集要項は、市役所総合受付、保健
センター、越谷市保健所、北部・南部出張所で配布するほか、市ホーム
ページから印刷できます
∫地域医療課（東越谷10-31保健センター２階）☎972－4777

　市では、市民の声を広く市政に反映するため、市政モニター制度を実
施しています。
■内容：①市政に関するアンケート　②市政に関する意見・提言　③市
政に対する理解を深めるための市議会の傍聴や施設見学会など。任期
は、委嘱した日～令和４年（2022年）３月31日
■応募資格：市内在住で満18歳以上（令和３年（2021年）４月１日現在）の
方20人。本市の職員、市政モニター経験者は除きます。定員を超えた場
合は選考
■応募方法：３/１㈪までに、住所・氏名（ふりがな）・生年月日・電
話番号・応募理由（70字程度）を記入し、封書、はがき、メールで下記
へ。市ホームページからも応募できます。結果は４月上旬に全員に通知
します
■謝礼：１万2,000円（年額）

市政モニターを経験した方の感想を紹介します ！
・数年前から自治会活動をするようになり、市政モニターのことを知
り、応募した。広報紙やいきいき越谷を見て市を知ることができた

・活動を通じ、広報紙などの感想を伝えることができた。とても勉強に
なった

・良い経験になった。広報紙は、隅々まで見るようになった
∫広報広聴課☎963－9117、D965－0943、Hkoho@city.koshigaya. 
lg.jp

公共施設へのレストランの運営事
業者を募集します（一般競争入札）

　越谷市消防本部では、３月１日㈪～７日㈰の期間、春の火災予防運動を実施します。
　市内では、令和２年（2020年）の１年間で54件の火災が発生しました。火災を起こさないため
に次のことに注意しましょう。
○家の周りに燃えやすいものは置かず、門扉や物置は必ず施錠する
○こんろのそばを離れるときは、必ず火を消す
○寝たばこをしない
○ストーブは、燃えやすいものから離して使用する
○火災による逃げ遅れを防ぐため、住宅用火災警報器を設置する
○寝具やカーテン、じゅうたんなどの燃えやすいものは、防炎製品を使用する
○消火器などを設置する

　消防車両からの住宅用火災警報器啓発広報を行います。
■日時：３/１㈪、10:00～10:30
■場所：東武スカイツリーライン・せんげん台駅（東口）、北越谷駅（西口）、越谷駅（東口
北側）、JR武蔵野線・南越谷駅（南口）、越谷レイクタウン駅（北口）の各駅前ロータリー
＊例年実施しているせんげん台駅、北越谷駅および新越谷駅での幼年消防クラブ員と婦人防火
クラブ員による駅頭防火広報、南越谷駅での一日消防署長および消防音楽隊の演奏による防
火広報ならびに消防演習は、新型コロナウイルス感染拡大防止対策により中止します
∫消防本部予防課☎974－0103
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越谷市高齢者緊急通報システム
をご利用ください

女性の自立支援事業を行う団体を募集
（事業費を助成します）

せんげん台駅

大袋駅

北越谷駅

越谷駅

新越谷駅

南越谷駅 越谷レイクタウン駅

市役所

蒲生駅

JR武蔵野線

東
武
ス
カ
イ

  

ツ
リ
ー
ラ
イ
ン

市内２カ所の住民票の写しの取
次業務が終了します

木造住宅の簡易耐震診断を無料
で実施します

令和３年度版
ごみ収集カレンダーをお届けします

２月17日㈬、午前11時に市内全
域に防災無線の放送が流れます

第６地区～10地区
２月下旬～３月中旬第１地区～５地区

２月上旬～下旬

第6地区

第4地区

第5地区 第7地区

第8地区第2地区

第1地区
第9地区

第10地区

第3地区

本体緊急ボタン

相談ボタン

■配布方法：４月～令和４年（2022年）３月のご
み収集カレンダーを市の委託業者が各家庭のポ
ストに投かん。一部地域は自治会の協力により
配布。事業者には配布しません
■配布予定期間：▷第１地区～５地区…２月上
旬～下旬　▷第６地区～10地区…２月下旬～３
月中旬（地区の番号はごみ収集カレンダー表紙
の右上に記載）

＊上記の配布予定期間を過ぎても届かない場合
は、下記へご連絡ください
∫リサイクルプラザ☎976－5375

 

　総務省消防庁により、防災行政無線を使用し
た全国瞬時警報システム（Ｊアラート）の全国
一斉情報伝達試験が行われ、本市もこれに参加
します。
　市内に設置している防災行政無線を通じ、下

記のとおり放送が流れます。
■日時：２/17㈬、11:00
■放送内容：上りチャイム音＋「これは、Ｊア
ラートのテストです×３」＋「こちらは、ぼう
さいこしがやです」＋下りチャイム音
∫危機管理課（第二庁舎２階）☎963－9285　

　男女共同参画を推進するため、市と協働で女
性の自立支援事業を行う団体を募集します。
■対象：次の①～④のすべてを実施する団体
（営利・政治・宗教活動を目的とする団体を除
く）。①男女共同参画に関する情報や地域の交
流の場の提供、自立に関する講座等の実施　②
女性の自立支援に関する相談・カウンセリング
　③自立に必要な手続きの補助や関係機関への
付き添い　④市民団体等が提案する事業（女性
の自立支援に寄与するものを実施）
■助成額：事業経費の一部（人件費、事務費）
を助成
■事業実施期間：４/１～Ｒ４（2022）/３/31
■申込み：２/１㈪～19㈮に人権・男女共同参
画推進課で配布する応募用紙に必要事項を記入
し直接下記へ（土曜・日曜日、祝日を除く）
∫人権・男女共同参画推進課（第二庁舎３階）☎
963－9113

　市では、発作症状を伴う疾患がある１人暮ら
し等の高齢者に、緊急通報センターにつながる
専用の緊急通報装置を貸し出しています。
　この装置にある緊急ボタンを押すと、民間の
緊急通報センターにつながります。緊急通報セ

ンターが話を聞き、緊急性があると判断した場
合や応答がない場合は、緊急通報センターから
救急隊に出動を要請します。
　また、緊急通報のほか、緊急通報センターか
ら月に一度の安否確認の連絡と健康相談を受け
ることができます。
■対象：次の①～③のすべてに該当し、アまた
はイのいずれかに該当する方。▷すべてに該当
…①市内に住所を有し、居住している　②住居
に電話回線および固定電話機を有する65歳以上
　③市民税非課税世帯に属する　▷いずれかに
該当…ア発作症状を伴う疾患がある１人暮らし
の高齢者　イ発作症状を伴う疾患がある方を含
む高齢者のみの世帯員
■申込み：随時受け付け
∫地域包括ケア推進課☎963－9163

　建築住宅課では、木造住宅（木造２階建て以
下の一戸建て住宅が対象。建築年は問いませ
ん）の簡易耐震診断を無料で随時受け付けてい
ます。また、住宅リフォーム・耐震相談・マン
ション管理相談なども実施しています。
∫建築住宅課（本庁舎３階）☎963－9235

　令和３年（2021年）３月30日㈫をもって、取次
所（東武スカイツリーライン北越谷駅：橋本商
店、東武スカイツリーライン越谷駅：㈱カメラ
のヤマザキ）での住民票の写し取次業務を終了
します。今後は、証明書のコンビニ交付サービ
スをご利用ください。なお、コンビニ交付サー
ビスの利用にはマイナンバーカードが必要で
す。まだお持ちでない方は、この機会にマイナ
ンバーカードの交付申請を行ってください。
∫市民課☎963－9152

　市では、性的指向や性自認に係る性的少数者の自由な意思を尊
重するため、４月１日㈭から「越谷市パートナーシップ宣誓制度」
を開始します。
　この制度は、性的少数者を対象に、パートナーシップ関係にあることを市に宣誓
し、市が宣誓した事実を証明する宣誓証明書等を２人に交付するものです。宣誓さ
れた方が、自分らしく、安心して暮らすことを支援するとともに、性の多様性への
理解促進を図り、すべての人が個人として尊重されるよう、多様性を認め合い、だ
れもが自分らしく生き生きと暮らせる社会の実現を目指すものです。
 宣誓の要件
次の①～④のすべてに該当する方。①双方が
成年に達した者である　②住所について、次
のア～ウのいずれかに該当すること。ア双方
が市内に住所を有している　イ一方が市内に
住所を有しかつ他の一方が市内への転入を予
定している　ウ双方が市内への転入を予定し
ている　③双方に配偶者（事実上の婚姻関係
にある者を含む）および現にパートナーシッ
プの関係にある者がいない　④２人の関係が
近親者でない
　申請方法等について詳しくは、２月中に市
ホームページに掲載する手引きをご確認くだ
さい。
∫人権・男女共同参画推進課☎963－9119

４月１日スタート
越谷市パートナーシップ宣誓制度

越谷市啓発ロゴマーク

３月の市民課休日窓口は、３月７日㈰です

蛇口や水道管が凍結
しやすい場所　　　

●風当たりの強いところ
●水道管が露出しているとこ
ろ

●屋外にあり、特に２階など
へ配管しているところ

●北側に面しているところ
（日の当たらないところ）

防寒の仕方
（１）蛇口や水道管に保温
材、毛布、厚手の布な
どを巻きます

（２）その上からビニール
テープなどを巻いて保
温材が濡れ
ないように
します

凍って水が出ないとき
　蛇口や水道管が凍って水が
出なくなってしまったら、自
然にとけるのを待つか、タオ
ルなどをかぶせてからぬるま
湯をかけて徐々にとかしてく
ださい。熱湯を直接かけてし
まうと水道管が破
裂してしまうこと
があるので、ご注
意ください。

　凍結の対応や工事店について、詳しくは越谷・松伏水
道企業団ホームページ（https://www.koshi-matsu. 
koshigaya.saitama.jp/）をご覧ください。
∫越谷・松伏水道企業団施設課☎966－3931

水道管が破裂したときには
（１）メーターボックスの中
の止水栓を閉めて、蛇
口から水が出ないよう
にしてください

（２）応急処置した後に、最
寄りの工事店（指定給
水装置工事事業者）に
修繕を依
頼してく
ださい

水道管の凍結にご注意ください
朝晩の冷え込みが厳しくなりました

　互いを人生のパートナーと
することを約する２人の関係
を言います。
　市では、双方または一方が
性的指向または性自認に係る
性的少数者であること、相互
の協力により継続的な共同生
活を行い、または行うことを
約していることが必要です。

パートナーシップ関係とは
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掲載した市役所各課の電話番号は直通番号です かぜのような症状がある場合は来所をお控えください。来所時はマスクの着用および手洗い・消毒をお願いします。

コミュニティ助成金で備品を
整備しました

６月の日曜日分の野球場貸し出
し（抽選）希望者

遺言・相続無料電話相談会

キャッシュレス・プレミアムキ
ャンペーン第２弾  

通訳翻訳ボランティア学習会
～コミュニティ通訳「基本講座」～

第５次求人企業合同説明会

催し等の中止

令和２年度越谷市生涯学習に
関する展示・子ども木工体験

浄山寺「木造地蔵菩薩立像」
２月の御開帳の中止

あなたの大切にしたい景観を教えてください
こしがや景観資源を募集します 

更新した小型動力ポンプ

支払い金額（税込み）

1,500円以上3,000円未満

3,000円以上

割引額

400円

800円

眺望第９号「葛西用水沿いのチューリップ」

　市内の好きな場所、大切にしたい景観を募集
しています。応募受け付け後、審査を経て「こ
しがや景観資源」として登録・公表し、皆さん
にとって身近な景観の保全・活用に努めます。
令和３年度（2021年度）のテーマは、「心が和ら
ぐこしがやの景観」です。テーマ以外の景観も
ご応募いただけます。

＊過去に登録された景観資源は、市ホームペー
ジからご覧いただけます
■申込み：７/31㈯までに、応募用紙と写真を
直接または郵送・メールで都市計画課へ。応募
用紙は下記で配布するほか、市ホームページか
ら印刷できます。提出物は返却しません
∫都市計画課（本庁舎３階）☎963－9221、H to 
shikei@city.koshigaya.lg.jp

　（一財）自治総合センターの令和２年度宝くじ
助成を受けて、越谷市大袋地区自治会連合会で
は、移動用PAアンプ、スピーカー、ワイヤレ
スマイク、プロジェクター、ノートパソコン、
簡易テント等の自治会活動に必要な備品を整備
しました。
　また、越谷市消防団桜井分団第３部では、小
型動力ポンプを更新しました。
　コミュニティ助成事業は、宝くじの社会貢献
広報事業として、地域社会の健全な発展と住民
福祉の向上に寄与するため、宝くじの受託事業
収入を財源として実施するものです。

∫越谷市大袋地区自治会連合会の備品について
…市民活動支援課☎963－9153、越谷市消防団
桜井分団第３部の備品について…消防本部警防
課☎974－0104

■日時：３/５㈮、13:00～16:00（受け付けは
12:00～15:30）
■場所：大宮ソニックシティビル４階市民ホー
ル（さいたま市大宮区桜木町１-７-５）
■内容：県内企業多数参加予定。企業の業種な
ど詳しくは２月下旬に埼玉県雇用対策協議会
ホームページ（http://www.kotaikyou-sai 
tama.ne.jp/）でお知らせします

■対象：次の①または②に該当する方。①令和
３年（2021年）３月に大学・短大・専門学校等卒
業予定または既卒３年以内　②令和４年（2022
年）３月に大学・短大・専門学校等卒業予定
■持ち物：履歴書を複数枚（①の方のみ）
■参加費：無料
■申込み：当日会場へ（入退場自由）
∫埼玉県雇用対策協議会☎048－647－4185

■対象：「まんまるよやく」に登録している市
内のチーム（登録はスポーツ振興課へ）
■申込み：３/１㈪～６㈯に市ホームページか
ら電子申請で申し込み
∫スポーツ振興課☎963－9284

　例年２月24日に行われる浄山寺「木造地蔵菩
薩立像」の御開帳は、本堂の改修工事のため今
年度の実施を中止します。
∫生涯学習課☎963－9315

〇生涯学習に関する展示
■日程：２/28㈰、10:00～13:00
■会場：中央市民会館２階市民ギャラリーおよ
びロビー
■内容：市内遺跡の出土品、生涯学習冊子の案
内、防災、ウォッチング「越谷」
＊内容は変更する場合があります
■参加費：無料
■申込み：当日会場へ
〇子ども木工体験
■日時：２/28㈰、10:00～11:00・11:30～12:30
■会場：中央市民会館３階ホール
■内容：木の端材を使った工作
＊内容は変更する場合があります
■対象：年長～小学６年生のお子さん各回15人
■参加費：無料
■持ち物：手拭きタオル・汚れても良い服
■申込み：電話で下記へ
∫生涯学習課☎963－9283

　令和２年（2020年）12月に実施したキャッシュ
レス・プレミアムキャンペーン
の第２弾を実施します。参加店
は右記ののぼりが目印です。詳
しくは㈱まちづくり越谷へお問
い合わせください。
〇キャッシュレス・クーポン
　市内の参加店において、キャ
ッシュレス決済で支払いをされ
た方を対象に金額からクーポン
分を値引きします。
■クーポン割引額：下表のとおり

＊参加店により利用できるキャッシュレス決済
方法が異なります。詳しくは各店舗でご確認
ください
＊利用されたクーポンの総額が上限に達ししだ
いキャンペーン終了となります

■期間：２/６㈯～23㈷
■参加店：越谷まるこWAON加盟店および賛助
店
■クーポン取得方法：ウェブアプリ
（右記の二次元コードからご覧いただ
けます）または２月初旬に新聞折り込
み予定のチラシから取得できます
〇まるこポイント５倍キャンペーン
　越谷まるこWAONカードをお持ちの方が越谷
まるこWAON加盟店で買い物をすると、通常の
５倍のまるこポイントが付与されます。たまっ
たポイントは加盟店での買い物に使えます。
＊ポイントの付与上限は各店舗で異なります
＊ポイント付与総額が上限に達ししだいキャン
ペーン終了となります
■期間：２/23㈫まで
■参加店：越谷まるこWAON加盟店
∫㈱まちづくり越谷☎940－8676

■日時：３/７㈰、13:00～15:00
■受講方法：オンライン受講または会場参加
（市役所第三庁舎５階会議室５）
■内容：外国語を使用する行政場面におけるコ
ミュニティ通訳・翻訳について、講義および演
習（見学もできます）
■対象：越谷市通訳翻訳ボランティアおよび通
訳・翻訳に関心のある方
＊会場参加は10人まで
■費用：無料
■持ち物：筆記用具、担当する言語の辞書（演
習で使用）
■申込み：２/10㈬～24㈬に電話またはメール
で下記へ。申し込み時に受講方法と担当する言
語を伺います
∫市民活動支援課☎963－9114、Hshikatsu@ 
city.koshigaya.lg.jp

■日時：２/20㈯、10:00～16:00
■相談専用番号：☎048－872－8055（当日のみ
利用できます）
■相談料：無料（通話料は相談者負担）
∫埼玉司法書士会☎048－863－7861

　１月27日現在、新型コロナウイルス感染症拡
大防止対策等により中止が決定している催し等
は下記のとおりです。個別の催し等の実施の可
否など、詳しくは随時市ホームページ
等でお知らせします。右記の二次元
コードからもご覧いただけます。
〇第37回越谷市郷土芸能祭
■日程：３/７㈰
∫生涯学習課☎963－9307
〇第21回越谷市美術展覧会
■日程：２/５㈮～11㈷
∫生涯学習課☎963－9307
〇令和２年度（2020年度）人権・同和問題講演会
■日程：２/５㈮
∫生涯学習課☎963－9283
〇令和２年度（2020年度）こしがや市民大学第２
期講座
■日程：２/６㈯・13㈯・20㈯・27㈯・３/13㈯
・20㈷
∫生涯学習課☎963－9283

ワ　オ　ン
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地酒越ヶ谷宿「純米にごり酒」
本数限定発売

市立図書館休館（室）のお知らせ

成年後見制度講演会
「漫才で学ぶ成年後見制度」

スポーツ・レクリエーション
指導者研修会

レクリエーション指導者養成
講習会

第８回越ヶ谷まちゼミ〈イン
ターネット講座〉を開催中

生涯スポーツ講座

地域を守る消防団員を募集

越谷市立図書館寄席

プレーパーク

お話会
「越谷市内の古刹を訪ねる」

一緒に地域の安全と安心を守りましょう

市内在住・
在勤・在学
で団員活動
を適切に行
える18歳～
50歳の方

市内在住・
在学で団員
活動を適切
に行える18
歳以上の学
生

基本団員

機能別
団員

消防団員
の種類

男性
・消火活動、警戒パトロー
ル活動
・救助・避難誘導活動
・各種訓練、教育研修
・防火広報、消防団PR活動

女性
・各種訓練、教育研修
・防火広報、消防団PR活動
・応急手当指導
・避難所運営補助活動（大
規模災害時）
・消防音楽隊の一員として
音楽を通じた火災予防広
報活動

・避難所運営補助活動（大
規模災害時）　　　　　
・各種訓練
・火災予防広報、消防団PR
活動

活動内容 資 格

卓球

ラケットテニス

キックボクシング

ラージボール
卓球

バドミントン

種目

２/８㈪、10:00～11:30

２/15㈪・22㈪・３/１
㈪、10:00～11:30

２/10㈬・17㈬・24㈬
・３/３㈬、10:00～
11:30

２/18㈭・25㈭・３/４
㈭、13:30～15:00

２/12㈮・19㈮・26㈮
・３/５㈮、10:00～
11:30

日時

北
体育館

南
体育館

第1
体育館

西
体育館

会場

■種類・内容・資格：下表のとおり

■申込み：申込書を直接または郵送で消防本部
警防課へ（８:30～17:00。土曜・日曜日、祝日
を除く）。募集要項・申込書は下記で配布する
ほか、市ホームページから印刷できます
∫消防本部警防課（〠343-0025大沢２-10-15）☎
974－0104

■場所・日程：①中央図書室…２/23㈫、午前
中　②市立図書館（本館）…３/３㈬～５㈮　
③北部図書室…３/３㈬～12㈮
■内容：①停電のため　②春の特別整理期間の
ため　③書架の耐震補強およびレイアウト変更
のため、上記の期間は休館（室）となります
∫市立図書館☎965－2655

■日時：３/14㈰、15:00～16:00
■会場：市立図書館
■内容：演目は落語などを予定。口演は越谷市
演芸協会の皆さん（市内を中心に落語会を行っ
ているサークルです）
■対象：小学３年生以上の方20人
■受講料：無料
■申込み：２/17㈬、10:00から電話で下記へ。
１回の通話で２人まで受け付けできます
∫市立図書館☎965－2655

■日時：２/21㈰、13:30～15:30
■会場：中央市民会館５階第２・３会議室

■内容：市内のお寺には隠れた魅力がたくさ
ん。市内の本堂のあるお寺を全て見て回った講
師が、それぞれのお寺で発見したことや不思
議、見どころなどについて写真とともにお話し
します。NPO法人越谷市郷土研究会、越谷市
教育委員会共催
■講師：NPO法人越谷市郷土研究会の舩岳知
康さん
■対象：市内在住・在勤・在学の方20人
■参加費：無料
■持ち物：筆記用具
■申込み：２/18㈭、17:00までに電
話で下記へ。右記の二次元コードか
ら電子申請でも申し込みできます
∫生涯学習課☎963－9315

　越谷小売酒販組合加盟
の酒販店、コンビニエン
スストア等で、地酒越ヶ
谷宿「純米にごり酒」を
本数限定で発売します。
地酒越ヶ谷宿は、「食」
を通じて越谷の魅力を発
信する「こしがや愛され
グルメ」の認証品です。今年の純米にごり酒
も、もろみの発酵過程が順調で、香りの立つ、
切れのよいお酒となっています。
■日程：２/11㈭から
■販売場所：越谷小売酒販組合越谷支部加盟の
酒販店、コンビニ等
■販売価格（税込み）：720ml…1,150円、300ml
…480円
■販売数：720ml、300mlともに360本
＊醸造の都合により、販売日が前後する場合が
　あります
∫越谷小売酒販組合・高橋☎974－1616

■日程：２/８㈪～21㈰
■内容：今年はオンラインによる開催です。分
かりやすく成年後見制度を学べる動画を、お好
きな時間にお好きな場所でご覧いただけます
■講師：漫才師の青空一風千風さん。東京都あ
だち区民後見人として登録している経験を活か
して、成年後見制度を分かりやすく紹介します
■受講料：無料（通信料等は自己負担）
■視聴方法：スマートフォン・パソコン・タブ
レット等で、下記の二次元コードからご覧いた
だけます。また、動画を視聴する環境が整わな
い方には、出前講座も開催します。
詳しくは下記へお問い合わせくださ
い
＊視聴時間は約30分です。本講演の
録画・録音・撮影、および詳細内容のSNSへ
の投稿は固くお断りします
∫成年後見センターこしがや（越谷市社会福祉
協議会内）☎966－2281

■日時：３/６㈯・７㈰、13:00～16:00。小雨決
行
■会場：原っぱ公園（西大袋土地区画整理事業
地内）
■内容：穴掘りや泥んこ遊びなど自由な遊び
■参加費：無料

■申込み：当日会場へ。事前に市ホームページ
から電子申請で参加申し込みをすることで、当
日の受付票の記入を省略できます
∫青少年課☎963－9308

■日程：２/21㈰まで
■会場：インターネットを使ったオンライン講
座
＊対面講座は中止となりました
■参加費：無料（講座により一部費用の負担あ
り）
■申込み：参加を希望する店舗へメー
ルで申し込み。詳しくはチラシまたは
越ヶ谷TMOホームページ（右記の二
次元コード）内の「越ヶ谷まちゼミ」のページ
をご覧ください。チラシは各店舗で配布するほ
か、越谷商工会議所、市役所総合受付（本庁舎
１階）、産業雇用支援センターなどで配布して
います
∫越谷商工会議所まちゼミ事務局☎966－6111

■種目・日時・会場：下表のとおり

■対象：市内在住・在勤で16歳以上の方（学生
は除く）
■受講料：無料
■持ち物：タオル、室内用運動靴
■申込み：当日会場へ
∫スポーツ振興課☎963－9284

■日時：３/６㈯、14:00～16:30
■会場：西体育館
■内容：講義・実技「パラリンピックの発展と
その世界」
■対象：スポーツ・レクリエーション指導者お
よび指導者を志す方60人
■申込み：２/19㈮までに電話で下記へ
∫スポーツ振興課☎963－9284

 

■日時：２/28㈰、13:30～16:30
■会場：増林地区センター多目的ホール
■内容：「ペープサート」紙の人形劇を作って
お話を展開してみよう
■対象：市内在住・在勤・在学の小学５年生以
上の方30人
■材料費：100円
■申込み：２/18㈭までに電話で下記へ。市ホ
ームページから電子申請でも申し込みできます
∫青少年課☎963－9308

いっぷうせんぷう

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ふなおかとも

やす
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かぜのような症状がある場合は来所をお控えください。
来所時はマスクの着用および手洗い・消毒をお願いします。

広報こしがやへの会員募集や
催し案内の掲載

　「お知らせパック～この指とまれ！～」に、
クラブ・サークルの会員募集、催し案内情報を
掲載できます。掲載には団体登録と掲載依頼が
必要です。掲載費用は無料です。令和３年度
(2021年度)掲載分の受け付けを下記のとおり行
います。

＊（※）…新型コロナウイルス感染症の影響を考
慮し、３年度の会員募集は７月号および１月号
を予定しています
■申込み：２/１㈪～４/30㈮に、会則、会計報
告、会員・役員名簿の写し（2020年度に登録し
ている場合、会則、会員・役員名簿に変更がな

ければ会計報告のみ）を添えて、直接または郵
送（消印有効）で広報広聴課へ（８:30～
17:15。土曜・日曜日、祝日を除く）。市ホー
ムページから電子申請でも申し込みできます。
掲載手続きのご案内は広報広聴課で配布するほ
か、市ホームページから印刷できます
＊体育協会・レクリエーション協会・文化連
　盟・スポーツ少年団加盟団体および老人福祉
　センターのクラブ、ボーイスカウト・ガール
　スカウトは、団体登録が不要です（掲載依頼
　は必要）
∫広報広聴課(本庁舎２階)☎963－9117

■必要書類：障害者手帳、車検証、免許証（２
種の方のみ）、ETC車載器の管理番号がわかる
ものおよびETCカード（ETC利用の方）の写し
■申込み：申請書に必要書類を添えて郵送で下
記へ。申請書は障害福祉課から送付します
∫障害福祉課☎963－9164、Hshogaifukushi
@city.koshigaya.lg.jp

■日時：３/23㈫、10:00～12:00
■会場：産業雇用支援センター４階会議室
■内容：企業の採用に精通した講師が、志望動
機や職務経歴などの定番質問の答え方と、「退
職理由が困る」「空白期間がある」「転職回数
が多い」方への対策をお伝えします
■対象：市内在住で就職活動中の40歳以上の方
10人
■受講料：無料
■申込み：２/８㈪から電話で下記へ
∫産業支援課☎967－4680

■日時：３/10㈬、10:00～12:00
■会場：産業雇用支援センター４階会議室
■内容：第一印象の重要性について、ビジネス
マナーの基本を実践
■対象：市内在住で就職活動中の女性10人
■受講料：無料

■申込み：２/８㈪から電話で下記へ
∫産業支援課☎967－4680

■日時・内容：下表のとおり

■会場：産業雇用支援センター４階会議室
■対象：市内在住で就職活動中の65歳未満の方
各回10人
■受講料：無料
■申込み：２/８㈪から電話で下記へ
∫産業支援課☎967－4680

＊12月の街頭犯罪件数は、広報こしがやお知らせ版３月号に掲載予定です

読者クイズ

応募方法

女性のためのビジネスマナー講座

ミドル・シニアのための就職
支援セミナー

就職支援セミナー（金曜講座）

日程
３/５㈮

３/19㈮

魅力ある応募書類の書き方
何やりたい！？
自分にあった仕事とは

10：00
～
12：00

時間 内容
　２/12㈮まで（消印有効）に、はがきにク
イズの答え・郵便番号・住所・氏名（ふり
がな）・年齢を書いて、広報広聴課「広報
こしがや読者クイズ」まで。正解者の中か
ら10人（抽選）に記念品をお送りします。
当選者の発表は、記念品の発送をもって代
えさせていただきます。なお、個人情報は
記念品の発送と広報紙面の質の向上を目的
とした調査・分析にのみ使用します。

∫広報広聴課☎963－9117

障がい者に対する有料道路
通行料金の割引措置

□文教大学文学部日本語日本文学科書道・書写
　書道教育ゼミ卒業制作展
■日時：２/12㈮～15㈪、９:00～19:00（12㈮は
13:00から、15㈪は17:00まで）
■会場：中央市民会館２階市民ギャラリー
■入場料：無料
■申込み：当日会場へ
∫文教大学文学部書道研究室☎974－8811
□埼玉県立大学一般公開講座
　（ＷＥＢ講座（Ｚｏｏｍ））
▶科学折り紙～自然の形～
■日時：３/13㈯・14㈰、13:00～14:30
■内容：日本の伝統文化である折り紙を物質
科学の学習として取り入れた「科学折り紙」
の手法を活用し、立体物の幾何学的特徴を理
解するための基礎体験ができます
■対象：高校１年～３年生10人
■受講料：無料
■申込み：３/１㈪までに埼玉県立大学ホーム

ページ（https://business.form-mailer.jp/
fms/89c5d97f135484）から申し込み
∫埼玉県立大学地域産学連携センター☎973－
4114
▶お口からの健康づくり～よりよいお口・歯
　とのおつきあい～
■日時：２/27㈯、13:00～14:30
■内容：自分で簡単にできるお口の手入れと
心づかいについて
■対象：中高年の方30人
■受講料：無料
■申込み：２/15㈪までに埼玉県立大学ホーム
ページ（https://business.form-mailer.jp/
fms/630faf02135363）から申し込み
∫埼玉県立大学地域産学連携センター☎973－
4114
□令和２年度（2020年度）
　越谷しらこばと基金助成事業
▶音のおくりもの～ファミリーで楽しむ冬の
　ひととき～
■日時：２/23㈷、午前の部…11:00～11:50
（10:30開場）、午後の部…13:30～14:20

（13:00開場）
■会場：水辺のまちづくり館
■内容：きらきら星変奏曲、カノン、動物の
謝肉祭ほか。たくさんの動物たちに会える楽
しいひととき
■対象：３歳以上のお子さんと保護者各回30
組
■料金：無料
■申込み：２/14㈰までに電話またはメールで
下記へ
∫こしがや母子愛育会・髙橋☎987－5632、
Hkoshigaya.boshiaiikukai@gmail.com
□第１回こどもダンスアート・音楽祭
■日時：２/11㈷、14:00開場、14:30開演
■会場：中央市民会館劇場
■内容：市内および近隣地域で活動している
子どもダンス、音楽の発表
■料金：1,000円
■申込み：電話またはメールで下記へ
∫第１回こどもダンスアート・音楽祭制作実
行委員会・小林☎070－8485－0312、Hkoshi
gaya.dam@gmail.com

団体登録
受付期間

広報紙に掲載できる月
会員募集 催し案内

年度内(2021年５月
号～2022年４月号)
の掲載回数

第１次
(2021年２/１
～３/31)

第1次
(2021年２/１
～４/30)

第２次
(2022年10/
１～11/30)

2021年７月号・
2022年１月号
(※)

2022年１月号

2021年５月号

2021年６月号～
2022年４月号

2022年１月号～
４月号

「会員募集」と
「催し案内」を合
わせ２回まで

「会員募集」と
「催し案内」のど
ちらか１回のみ

　宝くじの助成金で越谷市消防団があるも
のを購入しました。それは何でしょう。

手話

ちょこっと

（第32回）

日常会話で使う
手話をちょこっ
と紹介します。
皆さんも一緒に
手話でお話しし
てみませんか？

∫障害福祉課☎963－9164

右記の二次元コードから
YouTubeでもご覧になれます。

★始める
★終わる

②終わる

①始める
両手の手のひ
らを前 に 向
け、胸の前で
左右に引き離
す。

指を上に向け
て開いた両手
を、すぼめな
がら下におろ
す。

ラウンジ
タウン情報
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市民活動支援センター

ななサポこしがやからのお知らせ

男女共同参画支援センター

ほっと越谷の催し

YouTubeでマイナポイントの
申請手続きの動画を公開中

自死遺族相談

認可外保育施設等の無償化給付
ひとり親世帯臨時特別給付金の
申請はお済みですか

海外ビジネスセミナー「貿易実務
基礎セミナー＆個別相談会」

全額

一定の要件に応じて
２割～全額

減免割合

①主たる生計維持者が死亡または重とくな傷病を負った

②令和２年の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入（以下「事業
収入等」という）が減少し、次のア～ウのすべてに該当する方
ア．主たる生計維持者の事業収入等のいずれかが、令和元年に比べて10
分の３以上減少している

イ．令和元年の所得の合計額（合計所得金額）が1,000万円以下
ウ．減少となる事業収入等以外の令和元年の所得の合計額が400万円以下

対　象

国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の減免

特に記載のない場合、■参加費：無料、■会
場・申込み・問合せ：男女共同参画支援セン
ター「ほっと越谷」☎970－7411（月曜日、
祝日休所）
□DV防止啓発講座「自分や大切な人を守る
こと～DVがもたらす心と体の影響～」
■日時：２/28㈰、14:00～16:30
■内容：DVが心や体に及ぼす影響を知り、
DVが身近に起こったとき、「自分や大切な
人」を守るためには何ができるのか、一緒に
考える
■講師：社会福祉士の池田ひかりさん
■対象：30人（１歳６カ月～就学前のお子さ
んの保育あり。保育の申し込みは２/18㈭ま
で）
□防災講座「みんなが助かる、みんなで助け
る地域防災の進め方」
■日時：３/６㈯、14:00～16:30
■内容：講義と「マイ・タイムライン」のワ

ークショップを通じて、ウィズコロナ時代の
防災と、地域防災に男女共同参画と多様性配
慮の視点を生かすことの必要性を学ぶ
■講師：インクルラボ代表の高橋聖子さん、
越谷市危機管理課職員
■対象：40人（１歳６カ月～就学前のお子さ
んの保育あり。保育の申し込みは２/25㈭ま
で）
□男性限定講座「あなたらしく生きるために
　～男性相談者との関わりから～」
■日時：３/７㈰、14:00～16:00
■内容：世間で言う「男らしさ」にとらわれ
ない「自分らしさ」について考える
■講師：公認心理師の堀切大器さん
■対象：男性20人（１歳６カ月～就学前のお
子さんの保育あり。保育の申し込みは２/25
㈭まで）
□生きづらさを感じている女性の心とからだ
のサポート事業「みて、ふれて、楽しむ、
こころとからだのケア」（連続２回講座）
■日時：３/14㈰・21㈰、14:00～16:00
■内容：絵本やアートを通してあなたの大切

な時間を過ごす
■講師：カウンセラーの海原由佳さん
■対象：女性12人（１歳６カ月～就学前のお
子さんの保育あり。保育の申し込みは３/４
㈭まで）
□「国際女性デー」パネル展示in市庁舎ロ
ビー
■日時：２/26㈮～３/12㈮
■場所：市役所本庁舎１階ロビー
■内容：３月８日の「国際女性デー」に合わ
せ、「SDGsが重要な理由と世界における日
本のジェンダーギャップ指数」に関する展示

□利用時間の一部変更
　施設点検のため、下記の日程の利用時間を
変更します。
■日時：２/23㈷
■利用時間：12:00～21:30
∫市民活動支援センター「ななサポこしが
や」☎969－2750

■日時：３/11㈭、10:30～12:00・13:00～
14:30・14:30～16:00（各回１組）
■会場：精神保健支援室
■内容：家族等を自死で亡くしたご遺族の相談
支援と「自死遺族分かち合い・支えあいの会」
の案内。ひとりでつらい気持ちを抱えてしまわ
ずにご相談ください。相談の秘密は守られます
■対象：市内在住・在勤で自死で家族等を亡く
されたご遺族３組
■申込み：電話で下記へ
∫精神保健支援室（第三庁舎１階）☎963－9214

　４月から認可外保育施設等を利用し、無償化
給付を受けたい方は、認定申請が必要です。
■対象施設・サービス：認可外保育、一時預か
り、ファミリー・サポート・センター、病児保
育

＊対象であることを市が確認した施設のみ
■対象者：３歳～５歳児クラスのお子さん、０
歳～２歳児クラスの市民税非課税世帯のお子さ
ん
■給付額：最大３万7,000円（月額）。０歳～
２歳児クラスの市民税非課税世帯のお子さんは
最大４万2,000円（月額）
■申込み：２/12㈮～26㈮（土曜・日曜日、祝
日を除く）に申請書類を直接子ども育成課へ。
申請書類は子ども育成課、各認可外保育施設、
各一時預かり施設、病児保育室で配布するほ
か、市ホームページから印刷できます
∫子ども育成課（第二庁舎２階）☎963－9167

　新型コロナウイルス感染症の影響を受けた、
ひとり親世帯に対する臨時特別給付金です。
■対象：次の①～③のいずれかに該当する方。
①６月分の児童扶養手当の支給を受けている
②公的年金等を受けていることにより児童扶養
手当の支給を受けていない　③新型コロナウイ

ルス感染症の影響を受け家計が急変した
■支給額：１世帯につき５万円、第２子以降１
人につき３万円。①②の対象世帯のうち収入が
大きく減少した方はさらに１世帯５万円
■申込み：２/26㈮までに直接または郵送等で
下記へ。詳しくは市ホームページをご覧くださ
い
∫子育て支援課（第二庁舎２階）☎963－9166

■日時：３/２㈫、15:30～18:00
■会場：中央市民会館４階13～15会議室
■内容：初めて貿易実務に携わる方や、すでに
貿易実務を担当していて、さらに理解を深めた
い方を対象としたセミナーです。経験豊富な講
師が、貿易実務の基礎を分かりやすく説明しま
す。また、セミナー終了後に個別相談会を開催
します。越谷市、越谷商工会議所、ジェトロ埼
玉貿易情報センター主催
■対象：中小企業の経営者、従業員など30人
■受講料：無料
■申込み：２/24㈬、17:00までにファ
クスで下記へ。右記の二次元コード
から電子申請でも申し込みできます
∫ジェトロ埼玉貿易情報センター☎048－650－
2522、D048－650－2530

■視聴方法：スマートフォン・パソコン・タブ
レット等でYouTubeにアクセスし、「越谷市
　マイナポイント」と検索してくださ
い。右記の二次元コードからもご覧い
ただけます
∫広報広聴課☎963－9117

　新型コロナウイルス感染症の影響により、下記に該当する場合は、申請により保険税（保
険料）が減免されます。
■対象および減免割合：次の①または②に該当する方

■申請方法：申請書を郵送で下記へ。減免対象や申請書類など、詳しくは市ホームページを
ご覧ください
＊新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、原則郵送での受け付けとします
∫国民健康保険課（第二庁舎１階）▷国民健康保険税について…☎963－9146、後期高齢者医療
保険料について…☎963－9170

　　　　　　たかはしきよ こ

ほりきりたい き

かいばら ゆ　か

エスディージーズ
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掲載した市役所各課の電話番号は直通番号です かぜのような症状がある場合は来所をお控えください。来所時はマスクの着用および手洗い・消毒をお願いします。

◎継続が大事！　糖尿病予防のバランス食教室
　～調理編～
■日時：３/５㈮、10:00～13:00
■内容：講話と調理実習。12/７に実施したも
のと同じ内容です
■対象：12人
■費用：500円
■申込み：受付中
◎旬の野菜をおいしく食べよう！　ヘルシー
　クッキング「高コレステロール予防」
■日時：２/26㈮、10:00～13:00
■内容：講話と調理実習
■対象：12人
■費用：500円
■申込み：受付中
◎ハッポちゃん体操公開練習
　健康づくりのために、あなたも参加してみま
せんか。公開練習に参加しポイントを貯める
と、ハッポちゃんグッズがもらえます（数に限
りがあります）。
■日時：２/26㈮、10:00～11:00
■会場：大沢地区センター
■持ち物：水分補給用の飲み物
■申込み：受付中
□家で体を動かそう！　YouTubeでエクササ
　イズや体操の動画を配信中
　新型コロナウイルス感染予防のため、家で過
ごす時間が長くなっています。市では、運動不
足を解消したい方や介護予防をしたい方向け
に、家で行えるエクササイズや体操の動画を動
画配信サイトYouTubeの越谷市公
式チャンネルで配信しています。
右記の二次元コードからご覧いた
だけます。
配信している動画の例
・エアロビクス　・ヨーガ　・美姿勢体操
・家でできる筋トレ・ながら体操
・ハッポちゃん体操
・越谷リセット体操・越谷ステップ体操

■日時：２/24㈬、10:00～11:45・13:00～16:00
■会場：市役所本庁舎入口
　このほか、越谷レイクタウン献血ルーム（イ
オンレイクタウンmori１階）で献血ができま
す。全血献血は10:00～17:30、成分献血は10:00
～16:30です。献血を希望する方は、事前に
「献血予約専用フリーダイヤル☎0120－255－
489（9:00～17:00。土曜・日曜日、祝日を除
く）」または「越谷レイクタウン献血ルーム☎
987－3737（10:00～17:30）」へ。
∫生活衛生課☎973－7533

つ　だ　　 たつひろ

心房細動について

越谷市医師会
越谷津田医院
☎９７７―１１７７
津田　達広

　11月10日まで行われた越谷市特定健診、結
果はいかがでしたか。心電図において指摘は
ありませんでしたか。必ず専門的対応を受け
なければいけないものがいくつかあります。
その一つが心房細動という不整脈です。心房
という心臓の部屋において電気的興奮が起こ
り、不規則な心収縮を呈します。その結果心
房内の血流がよどみ、血栓を形成することが
あります。
　頻度は比較的高く、高齢者の十人に一人が
り患すると言われ、著名な政治家やスポーツ
選手も発症したことが知られています。高血
圧、糖尿病、狭心症、心筋梗塞、弁膜症、甲
状腺疾患、過労、ストレス、脱水等で発症し
やすくなります。主な症状としてどうきや労
作時の息切れなどが挙げられますが無症状の
こともあり、健診で初めて気付かれる方も多
いように思われます。心房細動そのもので命
に関わることはまずありませんが、脳梗塞な
どの塞栓症や心不全といった重篤な疾患を形
成するため注意が必要です。

　塞栓症予防のため抗凝固薬等いわゆる血を
サラサラにする薬の服用が基本的に不可欠で
す。頻脈を伴う場合、心拍を抑える薬も併用
します。根治術としてアブレーション治療が
あります。カテーテルを心臓まで挿入し心房
細動の原因となっている部位で高周波電流を
流したり、冷凍凝固したりして焼灼する方法
です。３次元の画像をもとに治療をすすめる
カルトシステムなど技術の進歩もあり、治療
成績が非常に良くなっています。越谷市には
優れた専門加療施設があります。
　心房細動は放置してはいけません。指摘の
あった方は必ずかかりつけの先生にご相談く
ださい。心電図で指摘のない場合でも胸部症
状をふだん自覚されている方の中には、一時
的に心房細動を生じる発作性心房細動である
ケースがあります。少し体を動かすだけで急
に脈が速くなる方（１分間に120回程度以
上）は要注意です。ご不安な方は、ホルター
心電図（24時間心電図）等で調べてもらいま
しょう。

■日時・会場：下表のとおり
■内容：医師による視・触診、マンモグラ
フィ（X線）検査。いずれか一方のみの受診
はできません
■対象：35歳以上の女性（昭和62年３月31日
以前に生まれた方）で、奇数月生まれの方ま
たは令和２年度未受診の方（ただし、次のい
ずれかに該当する方は受けられません。①妊
娠中・妊娠の可能性のある　②授乳中の方、
産後６カ月未満・断乳（卒乳）後６カ月未満
の方　③豊胸術を受けている（抜去術後の方
も含む）　④心臓ペースメーカーを使用　⑤
前胸部にCVポートを留置している　⑥髄液
シャント術（V-Pシャント術等）を受けた　
⑦医療機関で乳房の病気の経過観察中　⑧心
臓・肺等の上半身に完治していない手術創や
骨折があり、マンモグラフィ検査について医
師の許可がない。また、しこりや乳頭分泌な
どの症状がある方は、検診ではなく、直接医
療機関（外科）を受診してください
＊検診を受ける際に介助が必要な方は、お申
し込み前に市民健康課へご相談ください
■費用：1,500円。ただし、次の①～⑤のいず
れかに該当する方は無料です。①70歳以上
（昭和27年３月31日以前に生まれた方）　②
65歳以上70歳未満で障がい等で後期高齢者医
療制度の保険証を所持している　③生活保護
世帯に属する　④中国残留邦人支援給付制度
適用　⑤市民税非課税世帯に属する（同一世
帯全員が非課税）
＊⑤の方は、４月１日以降に事前の手続きが
必要です。詳しくは市民健康課へ
■申込み：①電子申請または②往復はがきで

申し込み（どちらか一方での申し込みとなり
ます）。①３月１日㈪～22日㈪に市ホーム
ページから電子申請で申し込み。定員になり
しだい締め切ります。申し込みは１人１回ま
で。電子申請は下記の二次元コードからもご
利用いただけます　②往復はがきでの申し込
みは広報こしがやお知らせ版３月号でお知ら
せする予定です
＊電子申請での申し込みは、対
象の方であれば、第一希望で
確定となります。往復はがき
での申し込みは、応募多数の
場合は抽選となります

ホームドクター
591
　　　　　　

越谷市薬剤師会
薬の相談日（要予約）

2/16㈫・3/9㈫ 13:00～15:00
越谷市薬剤師会事務局（東越谷10-31保健センター
３階）☎960ー 4100
＊相談日の１週間前までに電話でご予約ください

５
月

会　場実施日
10日㈪
13日㈭
14日㈮
16日㈰
18日㈫
19日㈬
21日㈮
23日㈰
27日㈭
28日㈮
30日㈰

乳がん(集団)検診日程表
<受付時間>
平日：視　触　診
　　　　 　Ⅹ線
　　　　 　 　Ⅹ線
日曜日：視触診、Ⅹ線

＊検診を受ける時期は、月経開始１週間後くらい
が最適です。月経前２週間は避けてください

＊平日は視触診検査、マンモグラフィ(X線)検査が
午前と午後に分かれる場合があります

＊ご都合が悪くなった場合の変更はできません

1 2 : 4 5 ～ 1 4 : 0 0
９ : 0 0 ～ 1 1 : 1 5
1 2 : 4 5 ～ 1 3 : 3 0
 ８ : 1 5 ～ 1 1 : 1 5

保健センター　

蒲生地区センター

保健センター　

桜井地区センター

南越谷地区センター
保健センター　
荻島地区センター

保健センター　

令和3年度（2021年度）
乳がん（集団）検診の申し込みを３月に受け付けます

ご協力ください

の献血

モ　リ

ユーチューブ

しょうしゃく
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〠343-8501　越ヶ谷4-2-1越谷市役所越谷市役所

●１歳６か月児・３歳児健康診査〈２月の健康
　診査対象のお子さん〉
■対象：▷１歳６か月児健康診査…令和元年
（2019年）５月16日～６月24日生まれのお子さん
　▷３歳児健康診査…平成29年８月29日～10月
１日生まれのお子さん
＊対象者はこしがや保健ガイドに掲載された誕
生月と異なります。対象日以外で受診を希望

する場合は、市民健康課へ。実施日など詳し
くは市ホームページをご覧ください
◎歯科健診・相談～歯つらつ！　お口の健康
■日時：２/17㈬、13:30～15:00
■内容：歯科健診・相談。治療は行いません
■対象：20人
■申込み：電話または市ホームページの電子申
請で申し込み
◎栄養士にきく！　食生活なんでも相談
■日時：２/９㈫・３/９㈫、９:00～11:00（この
ほかにも事前予約制で随時相談を受付中）　

■内容：栄養士による生活習慣病予防等の個別
相談
■対象：各回３人
■申込み：受付中
◎リハビリなんでも相談
■日時・会場：①２/16㈫・３/２㈫、９:00 ～
11:30 …保健センター（要予約）　②２/19㈮、
９:30～11:00…くすのき荘
■内容：リハビリ（機能訓練の方法・腰痛予
防・筋力向上など）について、理学療法士や作
業療法士による個別相談
■対象：各回８人
■申込み：①は電話で申し込み、②は当日会場
へ

◎おいしいランチで健康づくり！　「バランス
　料理教室」
■日時：２/24㈬、10:00～13:00
■会場：保健センター、北越谷地区センター
■内容：ヘルスメイト(食生活改善推進員)によ
る講話と調理実習。２会場とも同じ内容です
■対象：保健センター 12人、北越谷地区セン
ター８人
■費用：500円
■申込み：受付中
◎歯とお口の健康づくり講演会～いつまでも健
　康でおいしく食べるために～
■日時：３/４㈭、13:30～15:30
■内容：歯周病が全身に及ぼす影響や歯とお口
の健康習慣についてなど、歯科医師が分かりや
すく解説します。講師は、せんげん台くすのき
通り歯科の菅崎弘典さん
■対象：60人
■申込み：受付中。電話または市
ホームページ（右記の二次元コー
ド）の電子申請で申し込み

もしものときは！
　急患診療所などの救急医療は、急患
（急性の病気）の診療が対象です。ま
た、医療費が通常と異なる場合がありま

す。日曜日や祝日に診療を行っている医療機関は、市ホームページや、
公共施設で配布している『越谷市の休日診療・救急医療のご案内』をご
覧ください。

探す・相談する
＜急病に関する相談・緊急に受診できる医療機関の案内＞
●埼玉県救急電話相談　＃7119または☎048－824－4199
　24時間365日実施。急な病気やけがに関して、看護師の相談員が受診
すべきかどうかなどをアドバイスします。また、緊急に受診できる医療
機関（歯科・口腔外科・精神科を除く）もご案内します。
●埼玉県ＡＩ救急相談
　急な病気やけがに関して、チャット形式で相談した内容
をもとにＡＩ（人工知能）が受診すべきかどうかなどをア
ドバイスします。詳しくは、「埼玉県ＡＩ救急相談」で検
索してください。
＊いずれも医療行為ではなく、相談者へのアドバイスを行
　うものです
＜緊急的な精神医療相談＞
●埼玉県精神科救急情報センター　☎048－723－8699
　休日や夜間の緊急的な精神医療相談。月曜～金曜日は17:00 ～翌８:30、
土曜･日曜日、祝日、年末年始は８:30 ～翌８:30。
＜発熱などの症状が出たら＞
　発熱して心配な方は、まず、かかりつけ医に電話で相談してください。相談

する医療機関が分からない場合は、埼玉県ホームページで
「埼玉県指定　診療・検査機関」を確認していただくか、下記
の相談窓口へ電話でご相談ください。
●埼玉県受診・相談センター
☎０４８－７６２－８０２６　D０４８－８１６－５８０１
（9:00 ～ 17:30、日曜日を除く）
・県民サポートセンター　☎０５７０－７８３－７７０（24時間、無休）

休日当番医　
　診療時間は医療機関や診療内容によって異なります。各医療機関へ必ず
事前に電話連絡のうえ、症状等を伝え、医療機関の指示に従って受診して
ください（医療費が通常と異なる場合があります）。

夜間急患診療所（年中無休）

＊薬の処方は、原則１日分となります。翌日は、かかりつけ医を受診してください
＊受診の際は、事前に電話のうえ、健康保険証等をお持ちください

　対象者は市内在住の方。特に記載がない場合の会場・問い合わせは市民健康
課（保健センター）、費用は無料。◎は事前に保健センターへの申し込みが必要
です（電話可。申し込み順）。電話番号のおかけまちがいにご注意ください。
　新型コロナウイルス感染症対策として各種事業を中止または延期する場合が
あります。詳しい状況は、市ホームページに随時掲載しています。

市民健康課
（保健センター）

〠343-0023
東越谷10-31 ☎960－1100

★保健センター
市役所前中央通り

越谷市保健所市
立
病
院

越
谷

警
察
署

健健（検）診・相談

☎960-1000(東越谷10-31)
  内科・小児科（内科的疾患）

19:30～22:30
  20:00～23:00  

問合せ

診療科目

受付

診療

青木耳鼻咽喉科／発熱　☎971-4933
(北越谷2-19-5)
   相良医院／内・外・胃　☎960-3141
(瓦曽根1-20-35)
   石川眼科／眼　☎966-4123
(越ヶ谷2-3-21)   
小川歯科医院／歯・小歯・矯歯　☎976-
2811(千間台東1-9-1千間台駅前ビル２F)   

2
/
11
(祝)

2
/
23
(祝)

ハラクリニック／内・消・循・外・皮　
☎987-1511(大間野町4-176-1)
   
松田整形外科／整・リハ・リウ・内・外・小
☎960-3600(瓦曽根2-1-14)   
   
タカハシ歯科医院／歯・小歯・矯歯　☎989-
1817(蒲生茜町12-7アカネプラザ２F)   

健康情報コラム
「土の時代」から「風の時代」に
薬剤師として緊急事態宣言に接し・・・

越谷市薬剤師会　副会長
まごころ薬局　奥津　剛 講講座・教室おく　つ　 　 つよし

かんざきひろのり

　執筆前日、９カ月ぶりに一都三県に再度新
型コロナウイルス感染拡大緊急事態宣言が発
出されました。ちょうど一年ほど前、日本で
初の感染者が報告されてから、我々はこの、
えも言えぬ重い空気の中、見えない敵に対じ
してきました。
　我々薬剤師も、医療の最前線で日夜奮闘さ
れている医師や看護師たち同様、医療人のプ
ライドを持って、感染疑いのある患者様方と
も向き合ってきました。処方箋を受け、お薬
をお渡しする一見単純な行為の中にも感染の
リスクは皆無ではありません。
　我々越谷市薬剤師会としては、感染リスク
を回避するため、消毒用アルコール、マス
ク、フェイスシールド、手袋、非接触型体温
計、アクリル板、自動アルコール噴霧器、サ
ーキュレーターなどを、他市に先駆け全会員
店舗にいち早く用意し、薬局が感染媒体にな
らぬよう努めてまいりました。またお越しい
ただく患者様にも、ご理解ご協力いただき心

より感謝しております。
　折しも、このコロナ感染拡大を契機に、生
活様式もかなり変わりました。占星術の世界
では昨年末の木星と土星の急接近を境に緩や
かに時代が変化しているそうで、金銭・物
質・権威が重視される「土の時代」から、知
性・コミュニケーション・個人が重視される
「風の時代」に人々の価値観はシフトしてい
くとのことです。
　確かに、ニューノーマルと言う生活様式、
新しい価値観に我々も順応していかなければ
とも思います。
　新型コロナウイルスに対しては、いまだに
特効薬はなく、ワクチン以外の効果的方策
は、やはりルールを遵守し、感染しない、感
染させない努力の継続かと思います。愛する
人を守るため、自分は何ができるかを改めて
見つめ直しましょう。このコラムが掲載され
るころ、皆様の努力の結果、感染は収束方向
である事を強く望みます。
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地域子育て支援センター

日程 講座名（内容） 対象
親子でふれあい遊び
「お花がいっぱいおひるねアート✿」
～子育て相談～

■申込み:３/８㈪から電話で森のひろばへ（13：00～15：30）

３/22㈪
　10:00～11:00

☆森のひろば（新越谷1-31-18　認定こども園わかばの森ナーサリー内）　☎993－4154

３カ月～５カ月のお子さんと
保護者５組

日程 講座名（内容） 対象
子育て学習会＜陶芸教室＞
～講師の方をお招きし、子育てについて語り合い
ながら陶芸作品を作ります～

■申込み:２/８㈪から電話でおへその広場へ（９:00～16:30）

３/13㈯
　10:00～12:00

☆おへその広場（相模町3-220-1　の～びるこどもの家保育園内）　　　　☎988－8180

大人15人
＊陶芸は小学生も
　参加できます

日程 講座名（内容） 対象

子育て広場
「ペープサートと絵本の読み聞かせ」

■申込み:３/１㈪から電話でげんきへ（13：00～17：00）

３/18㈭
　10:00～11:00

☆げんき（レイクタウン8-3-5　越谷レイクタウンさくら保育園内）　　　　☎988－0863

０歳～就学前のお子さんと
保護者10組

日程 講座名（内容） 対象
お誕生会「身体測定・手形」
３月生まれのお友達をみんなでお祝いしましょう

■申込み:３/９㈫から電話ですくすくへ（13：00～16：30）

３/23㈫
　10:00～11:00

☆すくすく（七左町1-347　南越谷保育園内）　　　　　　 　　　☎990－5003

１歳～就学前のお子さん
と保護者５組

日程 講座名（内容） 対象

親子で体操　いち・に・さん！

■申込み:３/８㈪から電話でこあら教室へ（10:00～16:00）

３/17㈬
　10:30～11:30

☆こあら教室（大間野町5-147-1　認定こども園小牧内）　　　　　☎985－4890

２歳～就園前のお子さんと
保護者５組

日程 講座名（内容） 対象
出前保育in大袋地区センター
（親子ふれあい遊び＆おたのしみシアター）

■申込み:３/16㈫に電話でたんぽぽへ（13:00～16:00）。月曜～土曜日の11:30～12:30・
14:30～15:30に園庭開放しています

３/17㈬
　10:00～11:30

☆たんぽぽ（袋山1956-1　袋山保育園内）　　　　　　　 　　　 ☎979－0520

０歳～就学前のお子さんと
保護者８組

子育てサロン

保育ステーション

日程 講座名（内容） 対象

■申込み:３/５㈮から電話で北越谷保育ステーションへ（10:30～16:00）

◯北越谷保育ステーション（大沢3-6-1パルテきたこし３階） 　　　 ☎970－8200

親子講座
「親子でわくわくダンスをしよう！！」
親講座
「タイ式ヨガで心も体もリフレッシュ！」

３/６㈯
　10:00～11:00 １歳～就学前のお子さんと保護者５組

１歳～就学前のお子さんの保護者６人
＊お子さんの有料保育あり

３/13㈯
　10:00～11:15

日程 講座名（内容） 対象

■申込み:３/８㈪から電話で南越谷保育ステーションへ（８:30～16:30）

◯南越谷保育ステーション（南越谷１-12-11イーストサンビル２  ５階） ☎987－6300

♪子育て絵手紙サークル
「春の訪れを描く」
♪みんなの遊び場
「一年の成長を感じよう」

３/13㈯
　10:00～11:00
３/16㈫
　14:15～15:00

大人10人

０歳～就学前のお子さんと
保護者５組

日程 講座名（内容） 対象
◯レイクタウン保育ステーション(レイクタウン4-4)　　　　 　　　☎940－6883

園庭開放
（保育園の園庭で元気に遊びましょう）

３/８㈪・15㈪
　10:00～11:00

０歳～就学前のお子さんと
保護者10組

■申込み:３/１㈪から電話でレイクタウン保育ステーションへ（10:00～16:00）
日程 講座名（内容） 対象

■申込み:３/８㈪から電話できらきらへ（13：00～15：00）

☆きらきら（谷中町2-88-4　松沢保育園内）　　　 　　　　☎080－1058－3953

子育て講座
「親子で無理なくすすめるトイレトレーニング」
相談コーナー
「困っていることはありませんか？」

３/11㈭
　９:50～10:50

１歳のお子さんと
保護者５組

日程 講座名（内容） 対象

■申込み:３/１㈪から電話であおいとりへ（13:00～16:30）

３/15㈪
　10:00～11:00

☆あおいとり（川柳町1-582-1　埼玉東萌保育園内）　　　　　　 ☎973－7463

「体を動かしてあそぼう」 １歳のお子さんと保護者５組

　費用や持ち物については各施設にお問い合わせください。下記以外の子育て講座の
情報は「こしがや子育てネット」（http://koshigaya-kosodate.net/）をご覧ください。

日程 講座名（内容） 対象

■申込み:３/８㈪から電話でのびるば広場へ（８:30～16:30）

３/10㈬・17㈬・24㈬
　10:15～11:15

☆のびるば広場（南越谷１-12-11イーストサンビル２－５階Ａ　南越谷保育ステーション隣）　☎987－7088

０歳～就学前のお子さんと
保護者５組

♪作って遊ぼう
　「親子で季節の制作を楽しもう」

　いずれも電話での申し込みは申し込み順です。下記のほか、おひさまの子（東越谷８
-41-１）、にこにこ（北川崎729-１）、ぽかぽか（南荻島330-１）でも子育て講座を開催してい
ます。詳しくは｢こしがや子育てネット｣をご覧ください。子育て電話相談は各地域子育
て支援センターへ。

日程 講座名（内容） 対象

「小麦粉粘土をつくって遊ぼう」

■申込み:３/８㈪から電話でたけのこへ（13：30～15：30）

３/18㈭
　10:00～11:00

☆たけのこ（大竹815-1　おおたけ保育園内）　　　　　　 　　　☎977－5311

１歳６カ月～就学前のお子さん
と保護者10組

　２月開催の保育ステーションと地域子育て支援センターの講座については、広報こしがやお知ら
せ版１月号をご覧ください。講座の実施については各施設にお問い合わせください。
　また、掲載している講座も新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止になることがあります。

□つどいの広場はぐはぐ ☎080－2055－2092
〈ホームページ http://hug-hug-koshigaya.jimdo.com〉
会場…①・②つどいの広場はぐはぐ(花田５-17-７)、③～⑤宮本二丁目第一自治会館(宮本町２-150-３)
時間…①・⑤10:30～11:30、②・④11:10～11:50、③10:10～10:55

■申込み:２/14㈰まで（消印有効）に、はぐはぐホームページから申し込みフォームで、または往復
はがきに講座名・実施日・住所・親子の氏名（ふりがな）・お子さんの年齢・電話番号を記入し、つど
いの広場はぐはぐ（〠343-0015花田５-17-７）へ。往復はがき１枚につき１講座の申し込み。市内在
住の方。応募多数の場合は抽選となります

日程 講座名（内容） 対象
ベビーサロン
ベビーリトミック
出張ひろばのキッズリトミック
出張ひろばのベビーリトミック
乳幼児おはなし会とわらべうた
出張ひろばのさくらんぼ

３カ月～10カ月のお子さんと保護者５組
歩きはじめまでのお子さんと保護者５組
歩いている就園前のお子さんと保護者５組
歩きはじめまでのお子さんと保護者５組

就園前のお子さんと保護者５組

①３/５㈮
②３/９㈫
③３/15㈪
④３/15㈪

⑤３/24㈬

□子育てサロン ☎961－3623
会場…子育てサロン（南越谷１-11-４新越谷駅ヴァリエ１階）　　時間…10：30～11：30
日程 講座名（内容） 対象

３/４㈭ 

３/11㈭ 

３/18㈭ 

３/25㈭ 

３/27㈯ 

赤ちゃんとあそぼう（わらべうた遊び、簡単工作、
おはなし等）
ベビーのためのエクササイズとマッサージ（ベビー
エクササイズとマッサージ、スキンシップ遊び、赤ち
ゃんの発達に関するおはなし等）
英語であそぼう～春を楽しもう～（英語の歌、
ゲーム、工作、英語の絵本等）
赤ちゃんと英語であそぼう（英語の歌とダンス、
英語の絵本、手遊び、ママの子育てトーク等）
保育園の先生のわくわくひろば（親子のふれあい
遊び、制作等）　

■申込み:２/10㈬までに、メールで講座名・実施日・親子の氏名（ふりがな）・お子さんの年齢・住所・
電話番号、件名に「講座名」を記入し、申し込み専用アドレスk-kouza@koshigaya-syakyo.comへ。
応募は１人１講座のみで市内在住の方。応募多数の場合は抽選となります。参加可否を必ず返信しま
す。月末までに返信のない方は、電話でご確認ください

６カ月以上１歳未満のお子さん
と保護者５組

３カ月～６カ月のお子さんと
保護者５組

１歳５カ月以上４歳未満の
お子さんと保護者５組
６カ月以上１歳未満のお子さん
と保護者５組

就学前のお子さんと保護者５組

□みんなのひろばフェリーチェ ☎080－2244－9805
〈ホームページ https://www.hirobafelice.com〉
 会場…①・②・④みんなのひろばフェリーチェ (東大沢２-５-１コープみらいコープ北越谷店コープルーム２階)、
　　　③男女共同参画支援センター「ほっと越谷」(パルテきたこし３階)  
時間…①・②・④10:30～11:30、③13:30～14:30

■申込み:２/15㈪までに、フェリーチェホームページから申し込みフォームで、または電話（11：00～
15：00。火曜・木曜・土曜日）で申し込み。各講座に重複して申し込みできます。市内在住の方。応募多
数の場合は抽選となります。参加可否を必ず返信します。締切日以降１週間たっても返信のない方は、
電話でご確認ください

日程 講座名（内容）
①３/２㈫

②３/７㈰
③３/19㈮ 
④３/23㈫ 

３月生まれのお誕生会（手形・写真・お話し会等）

ファミリーデー「手形足形コレクション」
ふぇりーちぇらんど０歳（遊びの講座、お話し会等）
ふぇりーちぇらんど１歳（遊びの講座、お話し会等）

３月生まれのお子さん（就学前）
と保護者５組
就学前のお子さんと保護者５組
０歳のお子さんと保護者７組
１歳のお子さんと保護者５組

対象

　ＪＲ武蔵野線吉川駅徒歩５分
吉川市保1－23－14
TEL.048－984－4701吉川福祉専門学校

【お問合せ先】 介護福祉士の専門学校

 ２０２1年４月入学　受講生募集

◆講 座 名　K03-6介護福祉士養成　◆定員　１2名
◆募集期間　１２月２１日(月)～２月１２日(金)
◆授 業 料　無料（テキスト等教材は自己負担）
◆相談・見学
　平日９時～１６時３０分（要連絡）【土日は要予約】

国家資格(介護福祉士)を取得して
　　　　　　正社員就職を目指す！

埼玉県委託公共職業訓練
長期高度人材育成コース

4/13に事務所移転しました
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各種相談（祝日・年末年始を除く）相談は無料です
　かぜのような症状がある場合は来所
をお控えください。来所時はマスクの着
用および手洗い・消毒をお願いします。
　緊急事態宣言中、司法書士法律相談
（予約制）は休止します。

●市民相談
〈一般（相続、離婚、賠償などの民事関係）〉
　A毎週月曜～金曜日、9:00～16:30
(12:00～13:00を除く)
〈交通事故相談〉　A毎週月曜・木曜日、
毎月第1・3火曜日（２/16㈫は休み）。9:00
～16:30(12:00～13:00を除く）。要事前連絡
いずれもD中央市民会館4階第1相談室
　Bくらし安心課☎９６３－９１５６
●消費生活相談
A毎週月曜～金曜日、9:30～15:30(12:00
～13:00を除く）　G商品やサービスの疑
問や不審、訪問販売のトラブル、多重債
務など　DB消費生活センター（中央市
民会館4階）☎965－8886
●弁護士による法律相談(予約制)
A毎週水曜日、毎月第1～4金曜日、
13:20～16:20（第2金曜日は16:00～19:00）
　D中央市民会館4階第4相談室　G日
常生活の法律上の諸問題、交通事故の
補償問題、手続きなど　F6人　E相談
日の前日13:00から電話のみで予約受け
付け（2/12㈮の予約は10㈬、２/24㈬の予
約は22㈪）　Bくらし安心課☎９６３－９１５６
●登記相談
　(司法書士・土地家屋調査士)
A毎月第1水曜日、9:00～12:00　D中央
市民会館4階第2相談室　Bくらし安心
課☎963－9156
●税務相談
〈税理士〉　A毎月第1月曜日、10:00～
15:00(12:00～13:00を除く)　D中央市民
会館4階第2相談室　F6人　E３月分
の予約は２/15㈪、9:00から電話のみで予
約受け付け　Bくらし安心課☎963－
9156
〈税理士会越谷支部税務相談所〉　A毎
週月曜・木曜日、13:00～16:00。要事前連

絡　D税理士会越谷支部税務相談所
(赤山町3-2-3野崎ビル2階、越谷税務署
前)　B関東信越税理士会越谷支部☎
962－6131
●行政相談
A毎月第2金曜日、9:00～12:00　D中央
市民会館4階第２相談室　G行政上の
諸問題関係　Bくらし安心課☎963－
9156
●行政書士相談
　(埼玉県行政書士会越谷支部)
A毎月第1金曜日、10:00～15:00（12:00～
13:00を除く）　D中央市民会館4階第2
相談室　G相続、遺言、金銭貸借等の書
類の作成など　Bくらし安心課☎963－
9156

●労働相談
　(社会保険労務士)
A毎週金曜日、13:00～16:00(受け付けは
15:30まで)　D産業雇用支援センター3
階相談室　B産業支援課☎967－4680
●内職相談
A毎週火曜・木曜日、10:00～15:30(12:00
～13:00を除く。受け付けは10:00～11:30・
13:00～15:00)　D産業雇用支援センター
3階相談室　B産業支援課☎967－4680
●早期就職
　(キャリアコンサルタント)
A毎週月曜～金曜日(月曜～水曜日は要
予約)、9:00～17:00(12:00～13:00を除く。
受け付けは16:30まで)　D産業雇用支
援センター3階相談室　B産業支援課
☎967－4680
●経営・創業相談 
A毎週月曜～水曜・金曜日、9:00～16:00
(12:00～13:00を除く。要予約)。出張相談
にも応じます　DB産業雇用支援セン
ター二番館☎967－2424
●職業相談
A毎週月曜～金曜日、8:30～17:15。毎月
第1・3土曜日、10:00～17:00（2月以降の
土曜日の開庁については下記へ）　DB

ハローワーク越谷☎969－8609

●事業所の求人相談
A毎週月曜～金曜日、8:30～17:15　DB

ハローワーク越谷☎969－8609（ダイヤル
後、31＃）

●女性相談、DV相談
①A毎週月曜～金曜日、10:00～16:00
（12:00～13:00を除く）　DB女性・DV相
談支援センター☎963－9176
②A毎週水曜・金曜日、17:00～20:00(電
話相談のみ)　B女性・DV相談支援セン
ター☎970－7415
●女性相談のみ
A毎週土曜日、10:00～16:00（12:00～13:00
を除く）　D男女共同参画支援センター
　B女性・DV相談支援センター☎963－
9176（毎週月曜～金曜日、10:00～16:00
（12:00～13:00を除く））
●人権相談
　（人権擁護委員）
　新型コロナウイルスの感染拡大を防
止するため、窓口相談は当面休止しま
す。再開までの間、さいたま地方法務局
の電話相談をご利用ください。　
A毎週月曜～金曜日、8:30～17:15（電話
相談のみ）　Bみんなの人権110番☎
0570－003－110

●青少年相談
A毎週火曜・水曜・金曜日、9:00～16:00　
DB青少年相談室(越谷市教育センター
内)☎964－0272
●家庭児童相談
A毎週月曜～金曜日、9:00～16:00(12:00
～13:00を除く)　B家庭児童相談室(子
育て支援課)☎963－9172
●教育相談
A毎週月曜～土曜日、9:20～16:40(電話
相談は月曜～金曜日、9:00～19:00。土曜
日、9:00～16:40)。メール相談は市ホーム
ページで「教育相談」を検索　DB越谷
市教育センター(増林3-4 -1 )☎962－
9300、962－8601、ハートコール（子ども専

用電話相談）☎962－8500

●不動産相談
A2/22日㈪、10:00～15:00（12:00～13:00を
除く)　DB埼玉県宅建協会越谷支部
(越ヶ谷2-8-23)☎964－7611
●住宅リフォーム・耐震相談
A毎月第3火曜日、9:30～11:30(第2火曜
日までに要予約)　D中央市民会館4階
第4相談室　B建築住宅課☎963－9205
●マンション管理相談
A毎月第3火曜日、13:30～16:30(第2火
曜日までに要予約)　D中央市民会館4
階第4相談室　B建築住宅課☎963－
9205
●空家等相談
A毎月第2月曜日、13:３０～15:３０（要予約）
　D中央市民会館4階第4相談室　B

建築住宅課☎９63－9235

●なんでも相談
A毎週月曜～金曜日、8:30～17:15　DB

なんでも相談窓口(市役所本庁舎1階総
合受付隣)☎963－9150
●介護相談
　（介護事業所で働く方）
A2/15㈪、１部は10:00～12:00、２部は
19:00～20:00（相談員は、１部（市職員）、２
部（大学教授））　D中央市民会館4階第
4相談室 E介護現場で働く方が相談員
となるピアサポート形式を希望する場合
は事前に介護保険課へ　B介護保険課
☎９６３－９３０５　
●生活自立相談「よりそい」
A毎週月曜～金曜日、9:00～17:00　D

市役所第三庁舎2階生活福祉課　G生
活にお困りの方の相談　B生活自立相
談「よりそい」☎963－9212
●成年後見相談
A毎週月曜～金曜日、8:30～17:00　D

中央市民会館1階越谷市社会福祉協議
会　B成年後見センターこしがや☎966
－2281

市　民　相　談

福　祉　相　談

女性・人権相談

子ども・教育相談

仕事・経営相談

住 ま い 相 談

生命保険・損害保険を無料で診断致します!
保険会社30社以上のラインナップから

最適な保険をご提案！
＜生命保険＞
　医療保険／がん保険／個人年金保険／学資保険
<損害保険>
　自動車・自転車保険／傷害保険／火災・地震保険

予約制

アスプランニング
TEL：048-973-7031
URL：https://asuplnning.com

〒343-0828 越谷市レイクタウン７－４－７
越谷レイクタウン駅から徒歩3分
越谷南高校 正門直ぐそば

総合保険代理店　　埼玉支社
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令和3年（2021年）1月1日現在
人口　34万5,482人（前月比31人増）
世帯　15万7,957世帯（前月比91世帯増）

男　17万1,610人（前月比5人減）
女　17万3,872人（前月比36人増）

＊12月の交通事故629件　死者１人　負傷者119人
＊12月の火災６件　救急出動回数1,347件

　１月10日、市内12会場で「新成人へのお祝い」を開催しました。これ
は、新型コロナウイルス感染症対策を徹底しつつ、成人式の式典に代わ
るお祝いとして開催したものです。当日は、市から新成人へ記念品を贈
呈したほか、記念写真撮影ブースを設置し、互いの距離を保ちながら記
念撮影ができる環境を整えました。来場した新成人は「式典が無くて
も、中学時代の友達に
会えてうれしいです」
と話していました。
　記念品の贈呈は３月
31日まで各地区セン
ターで行うほか、お祝
いのメッセージを動画
配信サイトYouTube
の越谷市公式チャンネ
ルで配信しています。

教えて！ダイジ先生
　　～越谷のココが大事～
２月のテーマ：越谷市立病院の産科
■こしがやエフエム(86.8MHz)
　２/1㈪・8㈪・15㈪・22㈪、
　　12:30～・17:30～

いきいき越谷
２月の内容：安全・安心な越谷市立病院産科の
取り組み
■テレビ埼玉　２/20㈯、 9:30～
■J:COM
　2/22㈪～28㈰、 9:00～・20:00～

ラジオ広報番組 テレビ広報番組

川田　和輝さん
（大袋東小学校６年生）

　ドローンに興味を持ったのは小学２年生のとき。ドローンレース
の世界大会のテレビ放映を見てかっこいいと思い、家族でドローン
専門の飛行場へ見学に行った。「操縦体験をして、初めてでこんな
にうまい子は見たことがないと言われました。この言葉がきっかけ
で、それから毎週練習場に通うようになりました」。
　本格的に練習を始めてから約１カ月後、海外のトップ選手も参加
する大会に最年少の８歳で出場。「初レースの緊張の中、予選を突
破して本選に進むことができ、戦えるという手応えとレースの楽し
さを実感しました」。
　ドローンは、高所の点
検や撮影などで活用され
ている。「ドローンの操
縦技術は、世の中の役に
立つ技術だと思います。
さらに腕を磨き、社会の
役に立ちたいです」と今
後の展望を話した。

かわ だ　　　かず き

令和２年（2020年）９月に愛知県で開催
されたJAPAN DRONE LEAGUEにお
いて、最上位のプロクラスのレースで
準優勝。所属するチームJAPRADARで
表彰台を独占するという快挙を成し遂
げた

ジ ャ パ ン  ド ロ ー ン  リ ー グ  

ユー チューブ

ジャップレーダー

新成人へのお祝い

　

記念撮影をする新成人たち

　12月26日～１月11日、イオンレイクタウンで越谷だるまアート展2021が
開催されました。これは、市内のデザイン会社「ハナブサデザイン」が
制作しただるまアートを伝統の越谷だるまとともに展示したイベントで
す。展示されただるまアートは、市内のだるま職人で結成する越谷市だ
るま組合と協力し、コロナ禍においても2021年がよい年になるようにと
の願いを込めて制作さ
れました。
　新年を祝う正月らし
く、鶴や平安絵巻など
の華やかな着物をまと
っただるまや、歌舞伎
のくま取りを施した歌
舞伎だるまが、買い物
に訪れた人々の目を楽
しませました。

イオンレイクタウンでだるまアートを展示

　

越谷だるまを華やかに彩っただるまアートと伝統の越谷だるま

　このほど、(株)ゆうちょ銀行が主催する第45回ゆうちょアイデア貯金
箱コンクールが開催され、蒲生南小４年生の栗原実来さんと大相模小６
年生の山口優花さんが「すてきなデザイン・アイデア賞」を受賞しまし
た。このコンクールは、小学生を対象とした日本最大級の工作コンクー
ルで、貯金箱の作製を通じて子どもたちの造形的な創造力を伸ばし、貯
蓄に対する関心を持っ
てもらうことを目的に
行われています。
　全国から約30万人が
出品し、240人が受賞
しました。受賞作品
は、２/26㈮～28㈰に
イオンレイクタウン
kaze１階翼の広場で展
示される予定です。

ゆうちょアイデア貯金箱コンクールで市内小学生が入賞

　

栗原実来さんの作品
「お花畑の貯金箱」

山口優花さんの作品
「じゃぐちの貯金箱」

くりはら み　く

やまぐち　ゆう か

カ ゼ

レースでドローンを操縦する川田さん

　
　１月26日現在の越谷アルファーズの順位（東地区）は３位です。
試合結果および２月のホームゲームの日程は以下のとおりです。

日程 結果 対戦相手

試合結果

コシスポ

12/25

12/26

1/2

1/3

1/9

1/10

1/16

1/17

1/23

1/24

○97-76

○100-83

○94-89

●85-90

○83-73

○96-76

○91-86

○68-61

○98-89

●93-104

青森ワッツ

熊本ヴォルターズ
（西地区）

香川ファイブアローズ
（西地区）

青森ワッツ

西宮ストークス
（西地区）

日時 対戦相手

２月のホームゲーム

2/6㈯、
15:00～

2/7㈰、
13:00～

2/20㈯、
15:00～

2/21㈰、
13:00～

2/27㈯、
15:00～

2/28㈰、
13:00～

福島ファイヤーボンズ

ライジングゼファー福岡

（西地区）

愛媛オレンジバイキングス

（西地区）

Ｂ２リーグ
越谷アルファーズ


