
新型コロナウイルスワクチン接種の
クーポン券を順次郵送します

　市では、越谷市医師会など関係機関と連携し、安心してワクチン
を接種していただけるよう準備を進めています。
　現在、国からのワクチン供給スケジュールが未確定のため、準備
が整いしだい、対象の方に順次クーポン券を郵送します。ワクチン
接種には、事前予約が必要です。

∫新型コロナウイルスワクチン接種対策室(保健センター内)☎972－5538(８:30～17:15。土曜・日曜日、祝日を除く)

ワクチン接種について

●接種費用　無料
●接種回数　２回
●接種会場　個別接種または集団接種

個別接種会場

インターネット予約

予約システムから予約
現在整備中

電話予約
越谷市新型コロナウイルス
ワクチン接種コールセンター

クーポン券・予診票
本人確認ができる書類
（運転免許証または保険証など）

☎0570－042－666
平　日　10:00～19:00
土日祝　９:00～17:00

予約方法

持ち物（毎回必要）：

ワクチン接種に関する相談窓口

埼玉県専門相談窓口
☎0570－033－226
24時間受け付け

緊急事態宣言解除後のリバウンド（感染再拡大）を防ぐため

感染防止対策の徹底をお願いします

●クーポン券が届いたら下記のいずれかで予約
※いずれの会場も要予約

市内実施医療機関
（かかりつけ医等）

集団接種会場
サンシティ（コミュニティセンター）
老人福祉センター
地区センター
北部市民会館

副反応等についての専門的な相談 ワクチン接種について

　老人福祉センター（市民プール、トレーニングルームを含む）４館は、ワクチン接種会場として利用予定でしたが、ワクチン供給の遅れ
により、４月は開館します。ワクチン接種に伴う休館については、改めてお知らせします。

（　　　　　　　 ）桜井・増林・荻島・蒲生
新方・出羽・大相模

越谷市新型コロナウイルス
ワクチン接種コールセンター
☎0570－042－666
平　日　10:00～19:00
土日祝　９:00～17:00

（ファイザー社製ワクチンは３週間の間隔をあける）

3密回避消毒換気の
徹底

マスク・
手洗い

令和３年３月29日現在
お問い合わせは越谷市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンターへ

※基礎疾患をお持ちの方とは

ワクチン接種対象者優先順位

接種時期

５月以降

ワクチン
供給量等
を踏まえ
て順次

クーポン券
送付時期対象者優先

順位

65歳以上1

2

3

4

5

65歳未満で基礎疾患をお持ちの方　※

高齢者施設等の従事者

60歳～64歳の方

上記以外の方（満16歳以上）

４月中旬以降

５月以降
順次（昭和32年４月２日～

37年４月１日に生まれた方）

１．以下の病気や状態の方で、通院・入院している方

２．基準（BMI  ３０以上）を満たす肥満の方

慢性の疾患　≪呼吸器、心臓病（高血圧を含む）、腎臓病、肝臓病（肝硬変等≫
糖尿病
血液の病気（鉄欠乏性貧血を除く）
免疫の機能が低下する病気（治療中の悪性腫瘍を含む）
ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている
免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患
神経疾患や神経筋疾患により身体機能が衰えた状態（呼吸障害等）
染色体異常
重症心身障害
睡眠時無呼吸症候群
重い精神疾患や知的障害

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪

BMI ＝ 体重（kg）÷ 身長（ｍ）÷ 身長（ｍ）

＊現在、何らかの病気で治療中の方や、体調など接種に不安がある方は、
かかりつけ医等と相談のうえ、接種をご検討ください
＊ワクチンの供給状況によっては、接種会場や接種時期などが変更となる
場合があります

＊予約開始日については、広報こしがや５月号でお知らせします

（昭和32年(1957年)４月１日以前に生まれた方）
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　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12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。

　緊急事態宣言が解除となりましたが、埼玉県知事からは段階的な緩和措
置として、４月21日までは、これまでと同様に不要不急の外出自粛、県境
をまたぐ移動の自粛、飲食店等における午後９時までの営業時間短縮及び
午後９時以降の利用の回避等のお願いがありました。
　本市の新型コロナウイルスの感染者数は、再び増加の兆候が見られるこ
とから、医療提供体制を維持し、ご自身や大切なご家族などの健康を守る
ために、ここで感染の再拡大を何としても食い止めなければなりません。
　市民の皆様には、３つの密（密閉、密集、密接）の回避など、基本的な
感染症対策の徹底をあらためてお願いいたします。
　また、ワクチン接種については、国からの情報提供に基づいて、市民の
皆様が安全で安心して接種していただくことができるよう準備を進めてお
りますので、ワクチン接種につきましても、ご協力をいただきますよう重
ねてお願いいたします。
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〠343-8501　越ヶ谷4-2-1越谷市役所越谷市役所

総額 1,852億7,500万円総額 1,852億7,500万円
令和３年度（2021年度）予算の概要
一般会計・特別会計・病院事業会計・公共下水道事業会計を合わせて

一般会計
特別会計
病院事業会計
公共下水道事業会計

総額

1,032億円
577億9,900万円
136億2,300万円
106億5,300万円

1,852億7,500万円

（前年度比2.3％減）
（前年度比2.6％増）
（前年度比10.0％増）
（前年度比1.5％減）

（前年度比0.1％増）～「子育て」・「災害に強いまちづくり」を重視～

一般会計予算

∫財政課☎963－9115

　令和３年度は、「第５次総合振興計画」（10面・11面参照）を着実に推進し、市民が誇れる、いきいきと活性化するまち
づくりをさらに進めるため、限られた財源を効率的・効果的に配分し、『子育てしやすい環境づくり』の推進や、『災害に
強いまちづくり』への取組を強化するなど、『安全・安心で魅力あるまちづくり』を意識した予算としました。

＜歳入の主な増減＞
市税…市民税が対前年度比8.7％減、固定資産税が対前年度比2.2％減など、全

体で対前年度比5.3％減
地方交付税…普通交付税の増などにより、対前年度比27.6％増
分担金及び負担金…東埼玉資源環境組合周辺環境整備事業費負担金の皆減など

により、対前年度比27.3％減
国庫支出金…新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金の増などにより、

対前年度比13.8％増
市債…本庁舎整備等に係る借入の減などにより対前年度比28.8％減

一般会計（歳入）の内訳
＜歳出の主な増減＞
扶助費…生活保護扶助費や、子どもや障がいのある方への給付費が増加したこ

となどにより、対前年度比5.1％増
公債費…本庁舎建設事業に係る地方債の元金償還金の増などにより、対前年度

比1.1％増
普通建設事業費等…本庁舎整備等に係る事業費の減などにより、対前年度比

54.9％減
物件費…新型コロナウイルスワクチン接種に係る委託料の皆増などにより、対

前年度比12.9％増
繰出金…保険給付費の増加に伴う国民健康保険特別会計への繰出金の増などに

より、対前年度比10.3％増

一般会計（歳出【性質別】）の内訳

普通建設事業費等
（災害復旧事業費含む）

63億733万円
6.1%（▲54.9%）

維持補修費
4億9,582万円
0.5%（▲0.1%）

その他
3億1,973万円
0.3%（13.2%）

373億
5,067万円
36.2%
（9.8%）

その他の
経費

義務的
経費

595億
4,201万円
57.7%
（3.3%）

扶助費
306億3,061万円
29.7%（5.1%）

人件費
213億9,849万円
20.7%（1.7%）

物件費
181億
3,598万円
17.6%

（12.9%）

繰出金
79億9,344万円
7.7%（10.3%）

公債費
75億1,291万円
7.3%（1.1%）

補助費等
104億569万円
10.1%（5.0%）

投資的
経費

63億733万円
6.1%（▲54.9%）

431
億円

280
億円

442
億円

261
億円

458
億円

316
億円

478
億円

309
億円

446
億円

256
億円

通常債：大規模な公共工事を実
施する際の借入金。市
では市債残高を減らす
ために、一般会計の通
常債の借入を、原則と
して毎年度50億円以下
に抑制しています

特例債：特例として借り入れた
臨時財政対策債など国
の政策による借入金

市債（借入）残高

H29 H30 R2（見込み）R1 R3（見込み）

787億円

年度

711億円 703億円 702億円 774億円
通常債 特例債

歳出（目的別内訳）

＊表示単位未満を四捨五入しているため、各費目の合計が合
計値と一致しない場合があります

款　名 予　算　額 構成比
（％）

対前年度比
増減値（％）

5億9,247万円
108億8,829万円
498億2,296万円
104億7,778万円

7,057万円
8億1,349万円
5億45万円

85億8,047万円
32億5,845万円
105億2,337万円

1万円
75億1,291万円

3,881万円
1億2,000万円

1,032億円

0.6
10.5
48.3
10.1
0.1
0.8
0.5
8.3
3.2
10.2
0.0
7.3
0.0
0.1

100.0

0.1
▲35.7
3.7
23.5
0.9
18.8
3.3
▲8.4
▲0.9
4.7
0.0
1.1
▲4.9
0.0

▲2.3

議 会 費
総 務 費
民 生 費
衛 生 費
労 働 費
農林水産業費
商 工 費
土 木 費
消 防 費
教 育 費
災 害 復 旧 費
公 債 費
諸 支 出 金
予 備 費

合 計

市民１人当たりの市税負担額は、12万8,397円
市民税 固定資産税 軽自動車税 市たばこ税 事業所税 都市計画税

6万1,019円 5万1,701円 1,080円 5,994円 1,914円 6,689円

市民１人当たりの予算額は、29万8,839円

8万8,698円 6万1,964円 2万1,755円 1万8,264円 5万2,517円 5万5,641円

福祉サービス
に

職員の給与や
議員報酬など
に

市の借入金の
返済に

学校、道路、
公園等の建設
などに

委託料や光熱
水費などの管
理費に

その他
（負担金や貸付、
補修費用などに）

一般会計（歳入）の内訳 一般会計（歳出【性質別】）の内訳

市税
443億4,000万円
43.0％（▲5.3％）

国庫支出金
204億3,186万円
19.8％（13.8％）

市債
84億8,540万円
8.2％（▲28.8％）

県支出金
72億6,403万円
7.0％（9.2％）

その他
自主財源
15億7,462万円
1.6％（▲10.8％）

繰入金
41億6,127万円
4.0％（3.7％）

諸収入
29億5,709万円
2.9％（▲3.3％）

使用料及び手数料
14億674万円　1.3％（▲5.3％）

地方消費税交付金
69億円
6.7％（▲1.4％）

地方交付税
37億円
3.6％（27.6％）

その他
依存財源
19億7,900万円
1.9％（▲1.9％）

487億
6,029万円
47.2%
（0.7％）

544億
3,971万円
52.8%

（▲4.8％）

市民税
210億7,200万円
固定資産税
178億5,400万円
市たばこ税
20億7,000万円
都市計画税
23億1,000万円
など

一般会計

歳入
1,032億円

一般会計

歳出
1,032億円

依存財源
自主財源

＊歳入・歳出ともに表示単位未満を四捨五入しているため、各費目の合計が合計値と一致しない場合があります。％は構成比、カッコ内は対前年度比
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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。

大綱２
みんなが健康で共生して住み続けられるま
ちづくり

大綱３
都市と自然が調和した集約と連携によるま
ちづくり

大綱４
持続可能で災害に強い安全・安心なまちづ
くり

大綱５
魅力ある資源を活かし、都市の活力を創造
するまちづくり

大綱６
みんなが主体的に学び、生きがいを持って
活躍できるまちづくり

大綱１
多様な人が交流し、参加と協働により発展
するまちづくり

　第５次総合振興計画の大綱ごとに、令和３
年度に行う事業の予算をお知らせします。

▽…既存事業　

▼…新規事業（既存事業に新規事業を加えた
事業も含む）

(１万円未満は四捨五入）

▽コミュニティ活動推進事業 4,551万円

▽自治会振興事業 １億9万円

▽本庁舎建設事業 ５億3,700万円

▼母子健康づくり事業 1,917万円
　心身の不調や育児不安等がある産婦等に
対し、身体的な回復や心理的な安定のため
の支援（産後ケア事業）を行うなど、母子
の健康づくりを推進します。 

▽がん検診等事業 ４億3,710万円

▽感染症対策事業 １億1,060万円

▼保育所管理事業 １億157万円
　公立保育所へ保育支援システムを導入
（ICT化）し、登降園の際の保護者の利便
性向上を図るなど、保育環境の充実に努め
ます。 

▼病児保育事業 2,990万円
 　北越谷に、本市２カ所目の病児保育室を
開設するなど、保護者の子育ておよび就労

の両立を支援します。 

▼子どもの学習・生活支援事業 2,100万円
 　生活困窮世帯等の中学生・高校生向けに
実施している学習支援の対象を、小学３年
生以上に拡充します。

▽  南越谷駅・新越谷駅周辺地域にぎわい創出
事業 ４億7,960万円

▽道の駅整備事業 800万円

▼公共交通事業 １億4,418万円
　新たな公共交通の需要などを検証するた
め、モデル地区での、タクシーを活用した
実証運行を行うなど、公共交通の利便性向
上に努めます。 

▽応急対策事業 2,850万円
▼まるごとまちごとハザードマップ事業

 300万円

▽再生可能エネルギー推進事業 1,000万円

▽自主防災組織育成事業 1,200万円

▼災害予防対策事業 7,477万円
 　総合防災ガイドブックの配布や、避難所
Ｗｉ－Ｆｉ環境および防災アプリの提供等
を行うとともに、地域防災計画および国土
強靱化地域計画の策定などを行います。 

▼消防署所整備事業 366万円
 　災害対応力の強化を図るため、間久里分
署の建て替えに向け、用地取得に着手しま
す。

▼産業活性化推進事業 4,630万円
 　専門家による経営相談の日数を増やすと
ともに、ビジネスパワーアップ補助金の補
助額等の拡充などにより、市内中小企業者
を支援します。 

▽流通・工業系土地利用事業 4,300万円

▼シティプロモーション推進事業 1,369万円

▼農業生産力強化事業 ３億5,672万円
 　集団的いちご観光農園第２工区の整備を
行う事業者への支援などを行います。

▽小中一貫校整備事業 3,120万円

▼蔵書等整備事業 １億1,306万円
 　新たに、電子書籍を導入するなど、図書
館利用者の利便性向上を図ります。 

▽（仮称）越谷市立地域スポーツセンター整
備事業 ２億3,905万円
 

令和３年度（2021年度）
主な事業

○まるごとまちごとハザードマップ事業 
《河川課》　　　　　　　　　　 300万円
　日頃から水防災
への関心を高め、
市民の皆さんの主
体的な避難行動を
促すため、大規模
な洪水発生時の浸
水の深さなどの標
識を設置します。 

令和３年度 主な新規事業

＊病院事業会計は支出総額136億2,300万円になります
＊資本的収支の不足額4億6,750万円は補てん財源から補てんします

病　　院
事業収益

病　　院
事業費用

104億2,230万円
10億3,440万円
1億2,330万円

115億8,000万円
114億5,780万円

1億720万円
500万円

1,000万円
115億8,000万円

収益的収入および支出
病院事業会計の内訳特別会計の内訳

医 業 収 益
医 業 外 収 益
特 別 利 益
合 計
医 業 費 用
医 業 外 費 用
特 別 損 失
予 備 費
合 計

資 本 的
収　　入

資 本 的
支　　出

13億7,350万円
190万円
10万円
2億円

15億7,550万円
17億1,910万円
3億2,390万円
20億4,300万円

資本的収入および支出
企 業 債
補 助 金
固定資産売却代金
他 会 計 負 担 金
合 計
建 設 改 良 費
企 業 債 償 還 金
合 計

〈各項目の概要〉
医業収益…入院・外来患者収益など
医業外収益…県補助金・他会計負担金など
特別利益…過年度長期前受金の戻入
医業費用…職員給与費・材料費・経費など
医業外費用…支払利息など
建設改良費…病院整備費・医療器械・リース資産の購入費など

病院事業会計予算

B市立病院庶務課☎965－2221（代表）

B財政課☎963－9115

B下水道経営課☎963－9206

　市立病院は、昭和51年に開院し、地域の基幹
病院として、救急医療や高度な医療をはじめ、
医療相談や保健衛生行政事務などの医療の提供
に努めています。
　令和３年度（2021年度）の病院事業会計の予算
の概要は次のとおりです。

特別会計予算

　特別会計は、特定の歳入歳出を、一般の歳入
歳出と区別して経理するための会計です。
　８つの特別会計の総額は、577億9,900万円
で、前年度に比べ2.6％増となっています。

＊公共下水道事業会計は支出総額106億5,300万円になります
＊資本的収支の不足額19億1,150万円は補てん財源から補てんします

下 水 道
事業収益

下 水 道
事業費用

46億5,265万円
20億8,525万円

10万円
67億3,800万円
56億7,560万円
6億940万円

10万円
900万円

62億9,410万円

収益的収入および支出
公共下水道事業会計の内訳

営 業 収 益
営 業 外 収 益
特 別 利 益
合 計
営 業 費 用
営 業 外 費 用
特 別 損 失
予 備 費
合 計

資 本 的
収　　入

資 本 的
支　　出

13億3,630万円
1億8,620万円
8億5,060万円

40万円
7,310万円
80万円

24億4,740万円
8億4,300万円
1,350万円

35億160万円
80万円

43億5,890万円

資本的収入および支出
企 業 債
国 庫 補 助 金
他 会 計 負 担 金
負 担 金 等
他 会 計 補 助 金
その他資本的収入
合 計
建 設 改 良 費
固定資産購入費
企 業 債 償 還 金
その他資本的支出
合 計

〈各項目の概要〉
営業収益…下水道使用料、雨水処理負担金など
営業外収益…国庫補助金、他会計負担金など
営業費用…管渠・ポンプ場の維持管理費、流域下水道維持

管理負担金など
営業外費用…支払利息など
建設改良費…管渠・ポンプ場の改修費用、流域下水道への

建設負担金など

公共下水道事業会計予算
　市の公共下水道は、昭和47年（1972年）に事業
に着手し、汚水の処理と雨水の排除による浸水
の防除、生活環境の改善及び公共用水域の水質
保全という重要な役割を果たしています。
　令和３年度（2021年度）の公共下水道事業会計
の予算の概要は次のとおりです。

８つの特別会計　  総額577億9,900万円

特別会計

計

国民健康保険
後期高齢者医療
介護保険
母子父子寡婦福祉資金貸付金
東越谷土地区画整理
七左第一土地区画整理
西大袋土地区画整理
公共用地先行取得

310億5,000万円
42億2,000万円
202億3,000万円
1億1,000万円
6,000万円
9,000万円

17億8,000万円
2億5,900万円

577億9,900万円

1.6
1.4
5.3

▲ 19.1
▲ 25.0
▲ 10.0

6.6
▲ 34.1

2.6

対前年度比（%）
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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

課室名

危機管理室

秘書課

行政デジタル推進課

広報シティプロモーシ
ョン課
人権・男女共同参画推
進課

政策課

・まちづくり拠点整備
推進室

南越谷にぎわい推進室
財政課
行政管理課

公共施設マネジメント
推進課

市民税課

資産税課

収納課

法務課

総務課（情報公開セン
ター）

人事課

安全衛生管理課
契約課
工事検査課
庁舎管理課

市民活動支援課

くらし安心課

・消費生活センター

市民課

・パスポートセンター

・斎場

北部出張所

南部出張所

福祉総務課

生活福祉課

障害福祉課

地域共生推進課

地域包括ケア課

介護保険課

子ども施策推進課

963－9285

963－9111

963－9116

963－9117
967－1325
963－9119
963－9113
963－9112
963－9121

963－9327

963－9328
963－9115
963－9313
963－9124
963－9301

963－9144
963－9145
963－9148
963－9149
963－9147
963－9141
963－9142
963－9151

963－9130

963－9136

963－9132
963－9133
963－9137
963－9131
963－9251
963－9134

963－9153

963－9114
963－9156
963－9185
963－9336
963－9150

965－8886

963－9152
963－9192
963－9126
940－8604

969－1818

960－6800

978－4141

988－6611

963－9320
963－9224
963－9162

963－9164

963－9187
963－9237
963－9163

963－9305

963－9125
963－9169
963－9168

963－9165

電話番号 主な業務
防災対策・新型インフルエンザ等対策・その他の危機
管理に関する総合調整
市長・副市長の秘書、市民の表彰等
行政のデジタル化、総合情報システムの調査研究・管
理運営等
広報紙発行
シティプロモーション、市の魅力発信
人権推進事業の企画調整、人権意識の啓発等
男女共同参画に関する施策の総合的企画・調整等
市の政策・重要施策に関する総合調整および進行管理
国勢調査、経済センサス、その他統計調査

まちづくりの拠点整備に関する総合調整

南越谷駅・新越谷駅周辺地域にぎわい創出事業の推進
市の財政計画、予算編成と執行管理
行政評価制度、行政改革、行政組織、定員管理等
市有財産の管理および登記事務等
公共用地の取得・管理・処分等（土地開発公社事務
局）
税制、個人住民税の課税等
法人市民税・事業所税・軽自動車税等の課税等
土地の評価、固定資産税・都市計画税の課税等
家屋の評価、家屋調査等
償却資産の評価、固定資産税の課税等
市税・国民健康保険税の収納管理・督促、還付等

市税・国民健康保険税の滞納整理等

議会に提案する議案の審査、条例・規則等の制定・改
廃

情報公開制度・個人情報保護制度、文書管理等

職員の採用・配置、研修等
職員の給与等
職員の労働安全衛生等
工事請負・物品購入等の契約等
市が発注する各種工事の検査
庁舎の管理、庁用自動車の管理
コミュニティや自治会、市民活動の支援、市民会館・
地区センターの管理運営
国際化に関する施策の企画調整、国際交流等
市民相談、各種相談、はかりの検査等
防犯対策、交通安全、放置自転車、放置自動車等
世論調査、市長への手紙等
生活相談などの案内（なんでも相談窓口）
商品やサービスの疑問や不審、訪問販売のトラブル、
多重債務等の消費生活相談
住居表示、住民票の写しの郵便請求等
戸籍に関する受付・相談等
印鑑登録、住所異動届、各種証明書等の発行等
マイナンバーカードの申請等
パスポートの申請・交付等（越谷市に住民登録がある
方）
火葬、葬祭、動物火葬
住民票の写し、戸籍謄本、課税証明等の証明書発行、
住所異動の届出等、各種相談
住民票の写し、戸籍謄本、課税証明等の証明書発行、
住所異動の届出等
民生委員、更生保護、日本赤十字、り災者の援護等
社会福祉法人の認可、福祉施設の指導監査等
生活保護、中国残留邦人等の支援給付
障がい者の福祉(障害者手帳、医療、手当、障害福祉
サービス等)、障がいに関する事業所の指定等
地域共生社会の推進、地域包括ケアシステム
高齢者のいきがい対策、敬老祝金等
高齢者の福祉、市内各地域包括支援センターの運営
介護保険サービス事業者の指定、介護保険運営協議会
の運営、老人福祉施設の整備等
要介護認定の申請受付、介護認定審査会の運営等
介護保険のサービス利用、利用者負担の軽減等
介護保険料の賦課・減免・還付等
子育て支援施策の企画調整、子育て・保育関連施設の
認可等

障がい児への支援、特別児童扶養手当等
児童手当、児童扶養手当、こども医療費、ひとり親家
庭医療費等
児童虐待の防止、家庭児童相談室等
児童発達支援、保育所等訪問支援、早期療育教室、外
来（発達）相談等
保育所（園）・認定こども園等への入所、幼児教育・
保育の無償化
公立保育所の整備・管理運営・栄養管理等
保育料の収納等
青少年健全育成、放課後子ども教室、プレーパーク
学童保育室の管理運営
地域医療、夜間急患診療所、看護師等修学資金、骨髄
移植ドナー助成等
がん検診、乳幼児健康診査、予防接種、未熟児養育医
療

新型コロナウイルスワクチン接種に関すること

国民健康保険の医療費の給付に関すること
国民健康保険税や保険証に関すること
後期高齢者医療制度に関すること
国民年金に関すること
医師・歯科医師・薬剤師等の免許受付、病院・診療所
等の許可・届出等
こころの健康に関する相談支援、ひきこもり相談、自
殺対策等
感染症対応、指定難病事業、小児慢性特定疾病医療給
付、不妊治療費等助成
狂犬病予防、動物取扱業の登録、犬・猫の相談、スズ
メバチの巣の駆除等
環境衛生・薬事・食品関係施設の営業許可・届出・監
視指導等
食品・家庭用品の収去検査、性感染症・食中毒・食品
苦情に関する検査
環境政策に係る企画、計画の推進および総合調整、鳥
獣保護等
大気・水質・土壌・騒音・悪臭等の公害防止等
一般廃棄物処理計画に基づく総合調整、し尿くみ取
り、浄化槽の維持管理等
ごみの減量および資源化の啓発、資源回収奨励補助
金、再生家具の販売、施設見学等
粗大ごみの受付
家庭ごみの収集、ごみ集積所の設置・移動、動物死体
の収集等
一般・産業廃棄物処理業・処理施設の許可、指導・監
督等
地域経済の振興、中小企業支援、事業資金融資のあっ
旋、雇用支援
観光振興、商店街活性化、伝統的地場産業の育成等
農業の振興、土地改良事業等
土壌等分析、農業技術指導、都市型農業経営者の育成
等
道水路占用、工事施行承認、道路台帳、官民境界の確
認、道路照明等
道路・橋梁の新設・補修、用地の取得等
河川・排水路・都市下水路の整備・維持管理等
下水道事業の経営・財務、下水道使用料等
公共下水道施設
公共建築物の建築等
公共建築物の設備管理等
道路・排水路・児童遊園の清掃・維持管理等
都市計画推進、区域区分、地区計画、景観計画、都市
計画図等の頒布

荻島地区における産業団地整備・企業誘致推進

土地区画整理事業に係る保留地の処分、仮換地の指
定、換地処分等
土地区画整理事業に係る工事、移転補償等

課室名

子ども福祉課

・子ども安全室
・児童発達支援セン
ター

保育入所課

保育施設課

青少年課

地域医療課

健康づくり推進課

・子育て世代包括支援
センター

・新型コロナウイルス
ワクチン接種対策室

国保年金課

保健総務課

・こころの健康支援室

感染症保健対策課

生活衛生課

衛生検査課

環境政策課

資源循環推進課

・リサイクルプラザ

廃棄物指導課

経済振興課

・地域産業推進室
農業振興課

・農業技術センター

道路総務課

道路建設課
河川課
下水道経営課
下水道事業課

営繕課

維持管理課

都市計画課

・荻島地区土地利用推
進室

市街地整備課

963－9172

963－9166

963－9319

940－5951

963－9167

963－9197
963－9157
963－9308
963－9158

972－4777

960－1100

963－9179

961－8040

972－5538

963－9154
963－9146
963－9170
963－9155

973－7530

963－9214

973－7531

973－7532

973－7533

973－7538

963－9183

963－9186

963－9181

       －5371

973－5300

976－5375

963－9188

967－4680

963－9193

969－0120

963－9201

963－9202
963－9203
963－9206
963－9318
963－9204
963－9208
963－9123

963－9221

963－9182

963－9231

963－9232

電話番号 主な業務

各課の主な仕事と電話番号 （令和３年４月１日現在）お問い合わせの際は直接、各課の電話番号へおかけください。市外局番は（048）です

４月１日の組織改正に伴い組織名および電話番号が変わります

妊娠届出、面接による母子健康手
帳の交付、育児相談等

市役所内

保健センター内

976
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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。

課室名
公園緑地課
開発指導課

建築住宅課

消防総務課

予防課

警防課

救急課

指令課

消防署

会計課

議事課

教育総務課

生涯学習課

963－9225
963－9234
963－9235

963－9205

974－0102

974－0103

974－0104

974－0107

974－0101

974－0136

963－9252

963－9261

963－9280

963－9283
963－9307
963－9315

電話番号 主な業務
緑化推進、公園の新設、公園の維持管理等
まちの整備に関する条例、開発許可等
建築確認申請、長期優良住宅、耐震診断・改修関係等
市営住宅、建設リサイクル法の届出、マンション管理
相談、空き家関係等
人事・企画、予算・経理、職員の任免・分限・懲戒・
服務等、消防庁舎の維持管理
火災予防広報、消防用設備、防火管理、危険物規制、
予防査察、消防音楽隊
火災・救助活動に関する事務、消防水利、消防車両・
機械器具、消防団の管理
救急業務計画、救急搬送証明の交付、ＡＥＤの設置と
管理
119番通報の受信、各隊の出動指令、消防用通信管制
業務、気象情報等の収集
火災予防と消火、救急・救助活動、消火訓練等の住民
指導、応急手当講習
支払いの適正審査確認、金銭の出納手続き等
議会の傍聴・中継、請願・陳情の受付、市議会だよ
り、市議会ホームページ
教育行政施策の企画調整、教育委員会その他会議の運
営、入学準備金、私立幼稚園補助金等
生涯学習・社会教育の企画調整、公民館等
芸術・伝統文化の振興
文化財

体育施設の貸出し、スポーツ・レクリエーションの総
合企画・調整等
図書館の管理運営、図書館資料の収集・整理、調査・
研究支援
学校施設の維持管理、学校備品の整備・管理等
学校の教職員に関すること
小中学校の就学に関する事務、通学路、就学援助等
学校保健に関すること
レイクタウン地域周辺の小中一貫校の整備
教科等指導・進路指導・生徒指導・安全教育等
学校給食に関すること
教職員の研修、教育課程、ICT活用推進、教育に関す
る調査研究
教育相談、発達相談・就学相談等、特別支援教育、適
応指導教室
各種選挙の管理執行、選挙啓発等
事務事業の執行についての監査、出納検査等
職員の勤務条件に関する措置要求の審査・判定等
農業委員会の運営、農地転用の届出・許可申請、農業
に関する諸証明の発行等
固定資産税の評価額に係る不服審査等

課室名

スポーツ振興課

図書館

学校管理課

学務課

・小中一貫校整備室
指導課
給食課

教育センター

選挙管理委員会事務局
監査委員事務局監査課
公平委員会事務局

農業委員会事務局

固定資産評価審査員会

963－9284

965－2655

963－9282
963－9291
963－9281
963－9294
940－8609
963－9292
963－9293

960－4150

962－3894

963－9276
963－9277
963－9278

963－9279

963－9140

電話番号 主な業務

　税制改正により、令和３年度の国民健康保険
税が下記のとおり変更となります。
■均等割額の軽減判定所得基準：下表のとおり

＊(※１)…同じ世帯で国民健康保険の被保険者
から後期高齢者医療に移行した方を含む

＊(※２)…一定の給与所得者と公的年金等の支
給を受ける方
■課税限度額：下表のとおり

∫国保年金課☎963－9146

　

　ジェネリック医薬品（後発医薬品）は、最初
に開発された薬（先発医薬品：新薬）の特許が
切れてから作られた、新薬より安価な薬です。
切り替えることで医療費を節約できますので、
医師、薬剤師にご相談ください。なお、国民健
康保険に加入の方で、生活習慣病の薬をジェネ
リック医薬品に切り替えた場合、自己負担額が
月100円以上削減されると見込まれる方に通知
をお送りしましたのでご確認ください。
∫国保年金課☎963－9154

　３月30日に住民票の写しの取り次ぎ業務が終
了しました。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。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、マイナンバーカー
ドの交付申請をご検討ください。
∫市民課☎963－9152

＊各課の配置図など詳しくは、右記の二次元コードを
　ご覧ください

世帯主および同一世帯内の被保
険者の前年中の総所得金額等の

合計額
43万円＋10万円×（給与所得者

等の数－１）以下
43万円＋28万5,000円×世帯の被
保険者数(※１)＋10万円×（給

与所得者等の数－１
(※２)）以下

43万円＋52万円×世帯の被保険
者数(※１)＋10万円×（給与所

得者等の数－１
(※２)）以下

均等割額
軽減割合

７割軽減

５割軽減

２割軽減

令和３年度（2021年度）

世帯主および同一世帯内の被保
険者の前年中の総所得金額等の

合計額
33万円以下

33万円＋28万5,000円×世帯の被
保険者数(※１)以下

33万円＋52万円×世帯の
被保険者数(※１)以下

均等割額
軽減割合

７割軽減

５割軽減

２割軽減

令和２年度（2020年度）

令和3年度（2021年度）
国民健康保険税の変更点

住民票の写しの取り次ぎ業務が
終了しました

医療費のお知らせ(令和２年
（2020年）11月・12月診療分)

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）

医療機関等を受診した国民健康保険加入の方
＊再発行はできません
＊高額療養費等を受給している場合、医療費のお知

らせに記載されている医療費と実際の自己負担額
が一致していない場合があります。確定申告で医
療費控除を申告する際は、実際に負担した額に訂
正して申告してください。医療費控除の申告につ
いては越谷税務署（☎965－8111）へ

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

税・国保に関する通知等をお送りします

ジェネリック医薬品を利用しましょう

４月の休日窓口は、４/４㈰・25㈰です
＊５月の休日窓口は実施しません

61万円

19万円

16万円

96万円

63万円
19万円

(変更なし)

17万円

99万円

医療保険分
後期高齢者
支援金等分

介護保険分
（40歳～
64歳の方）

合計

令和２年度
（2020年度）

令和３年度
（2021年度）

通知書類名 発送日 対象 問合せ

国保年金課
☎963－9154

国保年金課
☎963－9146

４月
上旬

４/15
㈭

　３月定例会が２/22～３/18に市役所議場で開
かれ、市長提出58議案および委員会提出２議案
の全議案、議員提出３議案のうち１議案が原案
どおり可決されました。

　越谷市副市長青山雅彦氏の任期満了に伴う後
任者に、再び青山氏を選任することが同意され
ました。

　越谷市農業委員会委員に宇田川道代氏、大熊
敏夫氏、荻島元治氏、金子繁雄氏、小林博氏、
坂巻秀雄氏、渋谷喜代治氏、瀬尾守氏、田口勲
氏、藤井光昭氏、三ツ木宗一氏、山﨑保夫氏、
𠮷田佳子氏、小沼真由美氏を任命することが同

意されました。

　越谷市公平委員会委員川合時雄氏の任期満了
に伴う後任委員に、再び川合氏を選任すること
が同意されました。

　越谷市固定資産評価審査委員会委員中村恭之
氏・大沢昌太郎氏の任期満了に伴う後任委員
に、木村正英氏・與喜多正人氏を選任すること
が同意されました。
　詳しくは、こしがや市議会だより令和３年５
月１日号をご覧ください。
∫議会について…議会事務局☎963－9261、議
案について…法務課☎963－9130

３月議会から

副市長

農業委員会委員

公平委員会委員

固定資産評価審査委員会委員
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■申込み：４/16㈮までに、写真を貼った市販の履歴書を本人が直接くら
し安全課へ。（８:30～17:15。土曜・日曜日を除く）４/21㈬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

　

対象 条件
H12/５/31以前の耐震
基準に基づき設計・建
築されたもの
市の簡易耐震診断評
価1.0未満
S56/５/31以前の耐震
基準に基づき設計・建
築されたもの
耐震診断の評価1.0未
満

S56/６/１～H12/５/31
の耐震基準に基づき設
計・建築されたもの耐
震診断の評価1.0未満

H12/５/31以前の耐震
基準に基づき設計・建
築されたもの
耐震診断の評価1.0未
満
S56/５/31以前の耐震
基準に基づき設計・建
築されたもの

S56/５/31以前の耐震
基準に基づき設計・建
築されたもの

補助額

費用の３分の２
上限５万円

費用の23％
上限40万円

費用の23％
上限30万円

費用の23％
上限20万円

費用の３分の２
上限10万円

費用の３分の２または
住戸数×５万円
上限100万円（予備診
断補助を受けた場合90
万円）

詳細

市指定の建築士
が行う耐震診断

評価1.0以上に
補強するための
工事

評価1.0以上に
補強するための
工事

安全な空間が
確保できる耐
震シェルターま
たは防災ベッド
の設置

本診断の必要性
に関する判定

総合的な評価
を行う

木
造
住
宅

分
譲
マ
ン
シ
ョ
ン

補助内容

市の会計年度任用職員を募集します 市立病院職員を募集します
６月１日採用　事務（障がい者対象）

期間

対象／募集人数

勤務内容
勤務時間

報酬／社会保険
選考方法

R４(2022)/３/31まで
将来民間企業などへの就職を目指している、身体障害
者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳等
の交付を受けている方／３人程度
事務補助など
月曜～金曜日、９:00～16:00（休憩時間60分）
1,009円（時給）／加入あり
作業実習・面接

■申込み：４/５㈪～19㈪に、必要書類を本人が直接人事課へ（８:30～
17:15。土曜・日曜日を除く）。詳しくは人事課で配布する募集案内を
ご覧ください
∫人事課(本庁舎２階)☎963－9132

７月１日採用　納税推進員
対象／募集人数

勤務内容

勤務時間
報酬／社会保険

令和３年（2021年）４月１日現在65歳未満の方／若干名

市税および国民健康保険税の納付に関する電話や訪
問による納税指導、滞納整理に係る事務補助など

月曜～金曜日、８:30～16:15。休日その他超過勤務あり
15万5,926円（月給）／加入あり

■申込み：４/１㈭～21㈬に写真を貼った市販の履歴書を本人が直接収
納課へ（８:30～17:15。土曜・日曜日を除く）。後日、面接を行います
∫収納課(第二庁舎３階)☎963－9142

６月１日採用　非常勤保育士
対象／募集人数
勤務場所／内容

勤務時間

報酬／社会保険

保育士資格をお持ちの方／若干名
保育所／保育業務全般
月曜～金曜日、①９:00～16:30　②７:00～14:30
③11:30～19:00（休憩時間45分）。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
16万8,222円（月給）／加入あり

６月１日採用　時間外保育員
対象／募集人数
勤務場所／内容

勤務時間

報酬／社会保険

育児経験者または保育士資格をお持ちの方／10人程度
保育所／時間外保育に関する業務
月曜～金曜日、朝…７:30～９:00、夕…16:00～18:30（朝・
夕いずれも勤務）。上記時間帯のうち、あらかじめ指定
する３時間または４時間勤務（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
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

■申込み：４/30㈮までに、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、作文・面接試験等を行います
＊すでに会計年度任用職員登録を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、面接の日程をお伝え
します）
∫人事課(本庁舎２階)☎963－9132

５月１日採用　交通指導員
期間

対象／募集人数

勤務内容

報酬／社会保険

R４(2022)/３/31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
次の①～③の業務。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
①時給1,605円（時給）。②・③は別途支給あり／加入な
し

職種 対象
助産師または看護師免許をお持
ちの方で、二交代または三交代勤
務が可能な方
昭和61年４月２日以降に生まれた
方で薬剤師免許をお持ちの方
昭和46年４月２日以降に生まれた
方で管理栄養士免許をお持ちの
方

選考方法

作文・
面接試験

学科・作文
・面接試験

試験日

５/15
㈯

７月１日採用　

助産師・
　看護師

薬剤師

栄養士

職種

助産師・
　看護師

対象
助産師または看護師免許をお持ち
で（見込み可）、二交代または三交
代勤務が可能な方

選考方法

作文・
面接試験

試験日

５/15
㈯

令和４年(2022年)４月１日採用

■申込み：４/９㈮～23㈮に写真を貼った指定の履歴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・日曜日を除
く）。詳しくは募集要項をご覧ください。募集要項は、市立病院庶務課、市役
所総合受付、人事課（本庁舎２階）で配布するほか、市立病院ホームページか
ら印刷できます
∫市立病院庶務課(〠343－8577東越谷10－32)☎965－4562

■申込み：４/12㈪から直接下記へ。予算が無くなりしだい終了
∫建築住宅課(本庁舎３階)☎963－9235

耐震診断

耐震改修

簡易耐震
改修

耐震予備
診断

耐震
本診断

　分譲マンションは、建築物の老朽化などの問題に直面しています。
こうした状況を踏まえ、分譲マンションの管理状況の把握およびマン
ションの適正管理に役立つ情報提供を行うため、越谷市分譲マンショ
ン登録制度を開始します。
■対象：市内分譲マンションの管理組合等
■申込み：４/１㈭から直接下記へ
∫建築住宅課(本庁舎３階)☎963－9205

　越谷市建築物耐震改修促進計画の改訂を行い、令和３年度（2021年
度）より木造住宅に対する耐震診断および耐震改修の補助対象を平成
12年５月31日以前の耐震基準に基づき、建築されたものまで拡大しま
した。
■補助内容・条件・補助額：下表のとおり

越谷市分譲マンション登録制度を開始します

木造住宅、分譲マンションの耐震診断・耐震改修費用の一部を助成します
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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。

　システム改修および定期点検のため、下記の
時間帯のコンビニ交付サービスの稼働を停止し
ます。

∫市民課☎963－9126

　65歳以上の方の介護保険料について、３年ご
とに策定する介護保険事業計画（第８期：令和
３年度～５年度）に基づき、３年を通して財政
の均衡が保たれるよう越谷市介護保険条例の改
正を行いました。
■基準額：下表のとおり

　また、介護保険料段階を改定前は12段階とし
ていましたが、改定後は15段階に増やしまし
た。これまでは前年の合計所得が600万円以上
の方を一律で12段階としていましたが、負担の
公平性の観点から、段階を増やして調整をした
ものです。詳しくは市ホームページをご覧くだ
さい。
∫介護保険課☎963－9168

　令和３年（2021年）４月分から国民年金保険
料が下記のとおり変更されます。

∫越谷年金事務所☎960－1190、国保年金課☎
963－9155

　国はマイナンバーカードを健康保険証として
利用できるよう準備を進めており、準備が整い
しだい利用が開始される予定です。開始時期や
利用ができる医療機関・薬局は随時広報こしが
やでお知らせします。なお、利用には事前にマ
イナポータルでの登録が必要です。マイナン
バーカードをお持ちでない方はこの機会にお手
続きをご検討ください。詳しくは、厚生労働省
ホームページ（右記の二次元コー
ド）をご覧ください。
∫マイナンバー総合フリーダイヤル
☎0120－95－0178

　厚生労働省が実施する国民生活基礎調査は、
医療や所得など国民生活の基礎的事項を調査す
るものです。調査結果は、今後の厚生労働行政
に必要な基礎資料となります。無作為抽出した
対象世帯宅へ調査員証を持った調査員が訪問
し、調査票を配布・回収します。４月中旬から
準備調査を行います。ご協力をお願いします。
■医療などの調査（世帯票）：調査日（基準
日）…６/３㈭、問い合わせ…保健総務課☎973
－7530

■所得などの調査（所得票）：調査日（基準
日）…７/８㈭、問い合わせ…生活福祉課☎963
－9162
∫国民生活基礎調査コールセンター☎0570－
048－123（９:00～17:00。４/16㈮～調査期間
内）

　令和２年度(2020年度)に承認を受け、かつ在
学予定期間が終了していない方に、日本年金機
構から申請書（はがき）が送付されます。内容
を確認のうえ、必要事項を記入し、日本年金機
構にご返送ください。申請書が届かない方、初
めて申請する方は、国保年金課年金担当で随時
受け付けます。
■申請に必要なもの：マイナンバーが確認でき
るもの、年金手帳、本人確認書類、学生証（両
面コピー可）
∫国保年金課(本庁舎１階)☎963－9155

■口座振替の開始時期：手続きをした月の翌月
の納期分から口座振替が開始されます。振り替
えは納期限日に行いますので、口座残高を事前
にご確認ください
■口座振替できる税金：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
＊納期限が過ぎた市税等は取り扱いできません
■申込み：納税通知書に記載された金融機関、
収納課、北部・南部出張所へ預・貯金通帳と届
出印、納税通知書をお持ちのうえ、「越谷市口
座振替依頼書」または納税通知書に添付されて
いる「口座振替依頼書」に必要事項を記入し、
届出印を押印してご提出ください
∫収納課(第二庁舎３階)☎963－9141

　退職や就職などに伴い、国保に加入するとき
や国保をやめるときは14日以内に届け出が必要
です。お早めに手続きをお願いします。手続き
時の持ち物など、詳しくは市ホームページをご
覧ください。
∫国保年金課(第二庁舎１階)☎963－9146

　収入が無かった、扶養となっているなどによ
り、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に加
入している方は、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、均等割額の軽減判定や高額療養費の所得
区分の判定ができず、不利益となる場合があり
ます。詳しくは下記へお問い合わせください。
∫国保年金課(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

　市・県民税の申告や所得税の確定申告等に基
づいて、令和３年度の市・県民税が課税となる
方は、６月からお納めください。
　前年の所得等の記載のある令和３年度の市・
県民税課税(非課税)証明書の交付の開始は、次

のとおりです。
▷給与からの特別徴収（差し引き）の方…５
/14㈮から　▷普通徴収の方…６/８㈫から　▷
公的年金から特別徴収の方…６/11㈮から
＊コンビニエンスストアからの発行はいずれも
　６/11㈮から
　交付の開始までは、令和２年度(2020年度)が
最新年度です。証明書の交付を請求する場合
は、どの年度の証明書が必要なのか、提出先等
にご確認ください。
∫市民税課(第三庁舎３階)☎963－9144

　市・県民税の申告期限について、所得税の申
告期限と同様に４月15日㈭まで延長していま
す。申告会場に来場を予定している方は、手洗
い、マスクの着用などの感染予防のための取り
組みにご協力をお願いします。
∫市民税課(第三庁舎３階)☎963－9144

　所得税等の申告・納付期限が４月15日㈭まで
延長されたことに伴い、所得税および復興特別
所得税と消費税および地方消費税の振替納税を
利用されている方の振替日が延長されました。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
■振替日（振替納税の場合）：所得税および復
興特別所得税…５/31㈪、消費税および地方消
費税…５/24㈪
＊振替日の２・３日前には、預貯金口座の残高
　をお確かめください
＊残高不足などの理由により、預貯金口座から
　引き落しできないと４/16㈮から延滞税がか
　かります
∫越谷税務署☎965－8111

■日時：４/４㈰・18㈰、９:00～15:00
■場所：収納課
＊５/２㈰は休日納税窓口を実施しません
∫収納課(第二庁舎３階)☎963－9142

■日時：４/１㈭～５/31㈪（８:30～17:15。土
曜・日曜日、祝日を除く）
■場所：資産税課
■持ち物：本人確認ができる書類等。詳しくは
市ホームページまたは広報こしがや３月号をご
覧ください
∫資産税課(第三庁舎３階)☎963－9148

■期間：通年
■場所：資産税課、北部・南部出張所
■対象：固定資産の所有者本人またはその代理
人、相続人、借地人・借家人（借用にかかる固
定資産のみ）等
■費用：固定資産縦覧帳簿の縦覧期間中（４/
１㈭～５/31㈪）のみ無料。借地人・借家人は
有料
■持ち物：本人確認ができる書類等。詳しくは
市ホームページまたは広報こしがや３月号をご
覧ください
∫資産税課(第三庁舎３階)☎963－9148

コンビニ交付サービスの休止

介護保険料の変更

休日納税窓口を開きます

固定資産縦覧帳簿の縦覧

固定資産課税台帳の閲覧

令和３年度（2021年度）の市・県
民税について

保険税（料）等の算定のため、所得
の申告をお願いします

国民年金保険料の変更

国民生活基礎調査の実施

マイナンバーカードに健康保険証
の機能が加わります

学生納付特例申請の手続きの
受け付け

国民健康保険の加入・喪失の手
続きはお済みですか

令和３年度（2021年度）市・県民税
の申告期限を４月15日㈭まで延長

「所得税及び復興特別所得税」と「消費
税及び地方消費税」の振り替え日延長

改定前
改定後

4,700円（月額）
5,380円（月額）

改定前
改定後

１万6,540円（月額）
１万6,610円（月額）

市税等の納付は、便利な口座振
替をご利用ください

日付
４/21㈬

５/１㈯～５㈷
20:00～23:00

終日

時間
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ひなを拾わないで！

繁殖期のカラスに注意

競艇事業による収益が私たちの
生活に役立っています

４月６日㈫～15日㈭は春の全国
交通安全運動

合併処理浄化槽に取り替える方
に補助金を交付

越谷市都市計画マスタープラン
の改定

太陽光発電設備および蓄電池の設置費用を補助
令和３年度（2021年度）から補助対象者に事業者を追加しました

５月１日㈯から〆切橋は通行で
きなくなります

オレンジカフェを実施する団体
に補助金を交付

至
春
日
部

元荒川 （ 

通  

行  

止  

め 

）
元  

荒  

川  

橋

〆  

切  

橋
大  

砂  

橋

　〆切橋は老朽化のため、５月１日㈯から通行
できません。ご不便をおかけいたしますが、大
砂橋または、元荒川橋をご利用ください。

∫道路建設課☎963－9202

　市では、令和３年度（2021年度）からおおむね
10年間の都市づくりの基本的な考え方を示す
「越谷市都市計画マスタープラン」を改定しま
した。本計画では、目指す都市の姿・都市づく
りの基本方針・13地区別の地区づくりの方針な
どを示しています。
　本計画は、都市計画課で本編の冊子を800円
（税込み）で販売するほか、概要版を無料で配
布しています。また、市ホームページからもご
覧いただけます。
∫都市計画課（本庁舎３階）☎963－9221

　繁殖期のカラスはひなを守るために、威嚇・
攻撃する場合があります。この時期はカラスの
巣には近づかないでください。やむをえず巣の

下を通る場合は、帽子や傘で防ぐようにしまし
ょう。防衛策として以下の方法があります。
○カラスに餌を与えない
・ごみ出しの際、生ごみは袋の真ん中に入れる
・ごみステーションでは袋がはみ出さないよう
にカラスよけネットをかける

・ペットが食べ残した餌を片づける
○カラスに巣を作らせない
・樹木に巣を作る場合、込み入った枝を好む習
性があるため、枝をせんていする

・巣の材料となるハンガーは物干し場に放置せ
ず室内に取り込む
∫環境政策課☎963－9183

　毎年、春から初夏は野鳥の子育ての季節で
す。身近な場所でも、かわいいひなに出会うこ
ともあるかもしれません。野鳥のひなはまだ上
手に飛べない状態で巣立つことが多いです。し
かし、そのようなひなでも多くは親鳥が育てて
いる最中です。迷子だと思って拾うと、親鳥か
ら引き離してしまうことになります。
　自然界では巣立ち後に親鳥と過ごすわずかな
期間（１週間～１カ月）に「何が食べ物で、何
が危険か」などを学習してひとり立ちするの
で、人に育てられたひなは自然の中で生きてい
けるとは限りません。巣立つまでひなを見守っ
てください。
∫環境政策課☎963－9183、（公財）日本野鳥の会
☎03－5436－2622

　公共用水域の水質汚濁を防止するため、既設
単独処理浄化槽または、くみ取り便槽から、合

併処理浄化槽に取り替える方に補助金を交付し
ます。
■対象：市街化調整区域内の専用住宅にお住ま
いで、10人槽以下の合併処理浄化槽を設置する
方。ただし、次の①～⑧のいずれかに該当する
方は対象外。①建築確認を伴う新築、増築時に
設置する　②すでに設置済み　③設置の届け出
の審査を受けずに設置する　④指定された期間
内に設置できない　⑤専用住宅を借りている方
で賃貸人の承諾を得られない　⑥専用住宅を転
売または賃貸の目的で所有している　⑦設置条
件を満たさない浄化槽を設置する　⑧市税など
滞納がある
■申込み：４/12㈪～23㈮に抽選申込書と浄化
槽設置届の写しを直接または郵送で下記へ
∫資源循環推進課（第三庁舎４階）☎963－9181

　埼玉県都市競艇組合は越谷市が加入する組合
で、戸田競艇場で開催する競艇事業の収益金を
市で活用しています。
【４月～６月の開催日】
４/１㈭～４㈰、13㈫～16㈮、Y19㈪～23㈮、
Y５/１㈯～６㈭、９㈰～12㈬、14㈮～18㈫、
Y21㈮～24㈪、31㈪～６/５㈯、Y12㈯～17
㈭、21㈪～24㈭
＊Yは埼玉県都市競艇組合主催
【場外発売日程】
４/１㈭～４㈰、13㈫～25㈰、５/１㈯～６㈭、
９㈰～12㈬、14㈮～18㈫、21㈮～６/５㈯、12
㈯～17㈭、21㈪～27㈰
∫財政課☎963－9115

　交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践
を習慣付け、市民自身による道路交通環境の改
善に向けた取り組みを推進することにより、交
通事故防止の徹底を図ります。
○全国重点
・子供を始めとする歩行者の安全の確保
・自転車の安全利用の推進
・歩行者等の保護を始めとする安全運転意識の
向上
○埼玉県重点
・横断歩道における歩行者優先の徹底
○越谷市重点
・自転車利用者のマナーの向上
∫越谷警察署☎964－0110、市役所くらし安心
課☎963－9185

　認知症の高齢者とその家族が互いに交流する
「オレンジカフェ」を実施する団体に補助金を
交付します。
■内容：市が定める要件を満たしたオレンジカ
フェを実施する団体１団体につき、年額２万円
を限度に補助金を交付します。詳しくは地域包
括ケア課へお問い合わせいただくか、市ホーム
ページをご覧ください
■対象：次の①～③の要件をすべて満たす団
体。①市内に事業所等を有し、市内を活動範囲
としている　②定款、規約、会則等を有してい
る　③団体として運営および会計処理が適正に
行われている
■申込み：事前に電話で連絡のうえ直接下記へ
∫地域包括ケア課（第二庁舎１階）☎963－9163

■補助対象設備：交付決定日以降に着工し、新規に設置をするもの。太陽光発電設備においては
電力会社との受給契約を結ぶもの
■補助金額：下表のとおり
住宅用

事業者向け

■対象者：市税等の滞納や建築物等に法令違反がない次の①～④のいずれかに該当する個人また
は団体。①みずから居住する住宅に設置する市内在住の方　②令和３年度内に市内に居住予定の
方　③マンションの管理の適正化の推進に関する法律に規定する管理組合　④市内に本店登記を
有する法人または市内に住所および事業所を有する個人事業者
■申込み：▷前期…５/10㈪～21㈮　▷後期…10/25㈪～11/５㈮。左記の受け付け期間に、申請
書に必要書類を添えて直接または郵送で環境政策課へ。申請書は環境政策課で配布するほか、市
ホームページから印刷できます
＊各期間内に予算を超える申請があった場合は、各期間終了後に公開抽選を行います
＊後期受け付け終了時点で申請数が予算内の場合は以降も受け付け、予算に達ししだい締め切り
ます

＊補助金の交付決定前に着工した場合、補助を受けられませんのでご注意ください
∫環境政策課（第三庁舎４階）☎963－9183

太陽光発電設備

蓄電池

最大出力１kW当たり２万円
＊上限は戸建て住宅で８万円（４kW。市内に本店を置く市内業者と契約を締結する場合

は10万円（５kW））、マンションで20万円（10kW）
１件につき５万円

＊補助金の交付にあたり、災害等により停電が発生した場合は、近隣住民に対して携帯電話等の充電等に
要する電力の無償提供をお願いします

太陽光発電設備

蓄電池
（4.0kWh以上）

最大出力１kW当たり２万円
＊上限は20万円（10kW）
１件につき５万円
＊太陽光発電設備の設置を必須とし、蓄電池のみの設置は補助対象となりません

しめきり

い かく
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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。

８月の日曜日の野球場貸し出し
抽選

生涯学習クラブ・サークル・団
体ガイドを発行

市民の皆さんが主役の文化総合誌「川
のあるまち―越谷文化」第39号販売中

「令和２年度越谷市新成人へのお
祝い」の記念品贈呈期間を延長

急速充電設備の届け出のお願い

地震ハザードマップ・洪水ハ
ザードマップの公開 

防災行政無線の電話自動応答
サービスを開始

スマートフォンアプリ
「防災こしがや」を配信

農業用水に水が入ります

行政手続における押印の廃止

南越谷地区センター空調機器更
新工事に伴う一部貸館休止

えせ同和行為を排除しましょう―埼葛えせ同和行為対策強化月間―

水路名
末田大用水路

須賀川（用水）

逆川

八条用水路

東京葛西用水路

谷古田用水路

通水開始日
４/12㈪

４/20㈫

４/15㈭

４/26㈪

　地震ハザードマップと洪水ハザードマップを
更新したため、各ハザードマップを市ホーム
ページで公開しています。また、ハザードマッ
プと防災啓発記事などを１冊にまとめた総合防
災ガイドブックを作成し、８月ごろに全戸配布
を予定しています。
∫地震ハザードマップ・総合防災ガイドブック
について…危機管理室☎963－9285、洪水ハ
ザードマップについて…河川課☎963－9203

　４月１日㈭から、防災行政無線の放送内容を
電話から音声で確認することができます。固定
電話、携帯電話のどちらからでもご利用いただ
けます。
■電話番号：048－962－5333（通話料は発信者
負担となります）
∫危機管理室☎963－9285

　スマートフォンアプリ「防災こしがや」で
は、防災行政無線の放送内容の確認や、指定避
難所の案内機能を利用できます。また、気象情
報やハザードマップの閲覧もできます。
　アプリは右記の二次元コードから
ダウンロードできますので、ぜひご
利用ください。
∫危機管理室☎963－9285

　７月～11月の期間、南越谷地区センターの空
調機器更新工事を行います。
　工事期間中は、一部の部屋が利用できませ
ん。利用者の方にはご不便をおかけします。
＊詳しくは下記へお問い合わせください
∫南越谷地区センター☎990－1200

■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：５/１㈯～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

■内容：地区センターや交流館、老人福祉セン
ター等で生涯学習に関する活動をしているクラ
ブ・サークル・団体等を活動分野別に紹介
■配架場所：生涯学習課、各地区センター、各
交流館、各老人福祉センター、市立図書館、体
育施設、南部・北部出張所。市ホー
ムページまたは右記の二次元コード
からもご覧いただけます
∫生涯学習課（第二庁舎４階）☎963－9283

■内容：随筆、レポート、小説、評論、詩、短
歌、俳句、川柳、ジュニア・学生（高校生以下
による作文等）、写真、絵画、特集
■価格：1,000円（税込み）
■販売場所：生涯学習課、大間野町旧中村家住
宅、旧東方村中村家住宅、市立図書館、南部図
書室、こしがや能楽堂、市内一部書店等。詳し
くは市ホームページをご覧ください
∫生涯学習課（第二庁舎４階）☎963－9307

　新成人の方への記念品贈呈期間を３月31日ま
でとしていましたが、新型コロナウイルス感染
症の影響により、贈呈期間を延長します。
■期間：５/31㈪まで、８:30～17:15（祝日を除
く）
■場所：各地区センター
■対象：「令和２年度越谷市新成人へのお祝い」
の対象者（平成12年４月２日～13年４月１日に
生まれた方）で記念品を受け取っていない方
＊対象者には３月中に通知を送付しました
■持ち物：案内ハガキ（お手元にない場合は、
窓口でその旨をお伝えください）
∫生涯学習課☎963－9283

　市では、手続きの負担を軽減するため、申請

書等の押印を順次廃止しています。押印しなく
てもよい申請書等については市ホームページで
公開していきます。
∫行政管理課☎963－9313

＊天候などの状況により、通水開始日を変更す
る場合があります
∫農業振興課☎963－9193

　越谷市火災予防条例等の一部を改正し、４月
１日㈭から急速充電設備を全出力20kWを超え
200kW以下のものと位置付け、50kWを超え200kW
以下の急速充電設備を設置する場合はあらかじ
め消防長に届け出が必要となりました。届出書
については消防局で配布するほか、市ホーム
ページから印刷できます。
　また、本改正により、新たに次のことが定め
られました。
・屋外に急速充電設備を設ける場合は、建築物
から３ｍ以上の距離を保つこと（消防長が認
める延焼を防止するための措置が講じられて
いる場合を除く）

・急速充電設備の操作を行うコネクターの不時
の落下を防止する措置を講じること

・充電用ケーブルを冷却するために液体を用い
る急速充電設備は、冷却液の漏えいによる基
板等の損傷から出火を防止するための措置を
講じること

・複数のケーブルを有し、複数の電気自動車等
に同時に充電する機能を有する急速充電設備
は、短絡により開閉器が異常を検知した場
合、急速充電設備を停止させる措置を講じる
こと
∫予防課☎974－0103

　越谷市を含む埼葛12市町では、毎年４月を「埼葛えせ同和行為対策強化月間」と定め、同和問題
の正しい理解の妨げとなっている「えせ同和行為」の排除を呼びかけています。
「えせ同和行為」とは
　同和問題の解決を口実に、個人、企業、行政機関などに対して「図書等物品購入の強要」や「寄
付金・賛助金の強要」など、不法・不当な行為や要求をすることです。
　このような行為は、要求を受けた人が被害に遭うだけでなく、同和問題に対する誤った認識を植
えつけ、新たな偏見や差別意識を生む要因となり、同和問題解決の大きな阻害要因となる許されな
い行為です。
えせ同和行為は断固拒否しましょう
　えせ同和行為の要求に応じる義務はありません。終始、き然とした態度で断固拒否し、えせ同和
行為を排除しましょう。その場しのぎの安易な対応は、かえって相手につけ込まれます。
同和問題（部落差別）に関する正しい理解を深めましょう
　同和問題とは、同和地区（被差別部落）に「住んでいる」あるいは「生まれた」ということを理
由とした不合理な偏見により、結婚や就職、日常生活などの面で差別を受け、基本的人権が侵害さ
れるという、日本の歴史の中で生み出され、現在もなお存在する我が国固有の重大な人権問題で
す。埼葛12市町では「部落差別の解消の推進に関する法律」を踏まえ、同和問題の正しい理解が図
られるよう、人権教育・啓発活動を推進しています。
∫人権・男女共同参画推進課☎963－9119

■日時：月曜～金曜日、９:00～12:00・13:00
～17:00（相談の受け付けは16:30まで。祝日
を除く）。月曜～水曜日は予約の方優先
■会場：産業雇用支援センター３階相談室
■内容：就職に関する助言・指導・情報提供
（求職活動における心構え、適職を探すため
の自己分析等の支援、履歴書・職務経歴書等
の作成指導、面接のシミュレーションな
ど）。１人おおむね60分
■対象：市内在住で次の①～③のいずれかに
該当する方。①積極的に就職活動をしている
　②就職への応募を成功させるため個別指導
を希望する　③就職活動に悩みを抱えている
■相談料：無料
∫経済振興課☎967－4680

若年者等就職支援相談
「あなたの就職をホンキでサポート！」
専門のキャリアコンサルタントが
就職に向けた相談を実施しています
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　第４次越谷市総合振興計画後期基本計画の５年間が令和２年
度（2020年度）で終了したことに伴い、令和３年度～12年度
（2021年度～2030年度）の10年間を計画期間とする「第５次越
谷市総合振興計画」を新たに策定しました。
　「将来にわたり活力ある地域社会の実現」そして「持続可能
なまちづくり」という視点に立ち、新たな計画では、頻発・激
甚化する災害や新たなウイルスへの対応などを掲げています。
　この計画に基づき、将来にわたり、市民にとって住みやす
く、住み続けたいと実感できるまちづくりを目指します。

∫政策課☎ 963－9112

　総合振興計画は、「基本構想」「基本計画」「実施計画」の３層で構成します。基本構想には、
市の将来像、地区別将来像、まちづくりの目標などを掲載しています。
　前期基本計画では、基本構想で示された市の将来像を実現するための基本的な方策を明らかにし
ています。

「水と緑と太陽に恵まれた
　　　　みんなが活躍する安全・安心・共生都市」を目指して

第５次越谷市総合振興計画

総合振興計画とは

■計画の構成

■計画の特徴

■計画の期間
（年度）

基本構想
　本市の将来像とまちづくりの目標を定め
るものです。

基本計画
　基本構想における将来像を実現す
るための施策を体系化し、その方策
を定めるものです。

実施計画
　基本計画における施策を実
現するため、具体的事業を定
めるものです。

＜基本構想＞
目標

基本構想

基本計画

実施計画

＜基本計画＞
施策

＜実施計画＞
具体的事業

令和3
(2021)

令和4
(2022)

令和5
(2023)

令和6
(2024)

令和7
(2025)

令和8
(2026)

令和9
(2027)

令和10
(2028)

令和11
(2029)

令和12
(2030)

基本構想（10年）

前期基本計画（5年）

前期第1期（3年）

前期第2期（3年）

後期第1期（3年）

後期第2期（3年）

後期基本計画（5年）

令和３年度～12年度を計画期間とする

基本構想
　本市の将来像である「水と緑と太陽に恵
まれた　みんなが活躍する安全・安心・共
生都市」の実現に向けて、６つのまちづく
りの目標（右図）に基づき、さまざまな取
り組みを実施していきます。
　第５次越谷市総合振興計画（基本構想・
前期基本計画）をまとめた冊子を作成しま
した。市ホームページほか、市内公共施設
等でご覧いただけます。計画の内容につい
て、詳しくは冊子をご覧ください。

　地区まちづくり会議や市民懇談会、若者まちづくり懇談会の開催、さらには市民意向調査や
団体・事業所アンケート調査の実施などにより、多くの市民の参画により策定した計画です。

　将来にわたり、活力ある地域社会を実現するために、「まち・ひと・しごと創生　越谷市総
合戦略」と一体的に推進する計画です。

　経済・社会・環境をめぐる広範囲な課題を総合的に解決し、「誰一人取り残さない」社会の
実現を目指す、国際社会共通の目標である「ＳＤＧs（持続可能な開発目標）」の理念を踏ま
え、横断的に取り組むべき地域課題の解決を図り、持続可能なまちづくりを進める計画です。

①市民の参加による計画策定

②総合戦略と一体的に進める計画

③ＳＤＧsの理念を踏まえた計画
エスディージーズ

がスタートします

全文 概要版

教育、生涯学習・文化、
スポーツ・レクリ
エーションなど

水と緑と太陽に
恵まれた

みんなが活躍する
安全・安心・
共生都市

目標6

都市計画、
都市施設、住宅

など

目標3

産業・雇用、
観光など

目標5

保健、医療、
子育て、福祉
など

目標2

環境、危機管理、
消防など

目標4

市民、人権、
行財政運営
など

目標1

越谷市の将来像

多様な人が交流し、
参加と協働により発
展するまちづくり

みんなが主体的に
学び、生きがいを持っ
て活躍できるまちづくり

みんなが健康で共
生して住み続けられ
るまちづくり

魅力ある資源を活
かし、都市の活力を
創造するまちづくり

都市と自然が調和
した集約と連携によ
るまちづくり

持続可能で災害に
強い安全・安心なまち

づくり
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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。

令和３年度～７年度を計画期間とする

前期基本計画
　基本構想で示した本市の将来像を実現するため、施策を６つの大綱（目標）
に分野別に体系化し、その方策を定めています。そして、これらを進めるため
の重要な視点（推進ビジョン）、さらに、将来の人口減少社会を見据えた「総
合戦略」を計画に位置づけました。

◎これまでの危機管理の取組みの継続・深化
◎平常時からの備えの強化（地域の強じん化）

●新たな視点での危機管理
～リスクマネジメント・
　　　リスクコミュニケーション～

◎行政手続きのオンライン化の推進
◎デジタル技術を活用した業務効率化の推進
◎自治体クラウドの取組みの推進
◎行政情報のオープンデータ化による地域活性化の
推進

●新たな視点での
　行政サービスの提供
～行政のデジタル化の推進～

「新たな日常」の
視点によるまちづくり

　　　　 【基本目標１】
安定した雇用を創出し、安心して
働けるまちをつくる
施策１　持続性のある産業を育成する
施策２　持続的に農業が行われる環境を

つくる
施策３　雇用対策の充実を図る

              【基本目標２】
結婚・出産・子育ての希望をかなえる
施策１　出会いの機会づくりを支援する
施策２　子どもを育てやすい環境をつくる
施策３　生きる力を育む学校教育を推進する

              【基本目標３】
魅力を高め、
快適に住めるまちをつくる
施策１　地域資源を活用・発信する
施策２　多様な人材が交流・活躍できる

まちをつくる
施策３　医療・福祉が充実したまちをつくる
施策４　移動環境を整える
施策５　防災力を強化する

　各施策を進めるための重要な視点を「推進ビジョ
ン」と位置づけています。

まちづくりを進めるための重要な視点
～推進ビジョン～

分野別計画

　総合戦略は、将来の人口減少を見据え、活力
ある地域社会を実現するために取り組むべき施
策を示しています。

総合戦略

1

3

2

4

6

5

多様な人が交流し、参加と協働に
より発展するまちづくり

１　市民参加と協働による市政を推進する
２　互いに認め合い人権を尊重する社会づくりを推

進する
３　健全でスマートな都市経営を推進する

みんなが健康で共生して住み続けられる
まちづくり

１　ともに支え合いながら暮らせる地域をつくる
２　予防と助け合いのもとで、充実した地域医

療・保健衛生体制をつくる
３　子どもたちが夢と希望を持って育ち、安心し

て子育てできるまちをつくる
４　障がい者（児）が安心して暮らせる環境をつ

くる
５　高齢者が安心していきいきと暮らせるまちを

つくる
６　市民生活を支える支援制度や体制の充実を図る

持続可能で災害に強い
安全・安心なまちづくり

１　環境にやさしい持続可能な地域・社会をつくる
２　安全・安心に暮らせるまちをつくる
３　生命・身体・財産を守る消防体制を整える

みんなが主体的に学び、生きがいを持って
活躍できるまちづくり

１　生きる力を育む学校教育を推進する
２　生涯にわたる学びを充実し、地域文化を振

興する
３　生涯にわたりスポーツ・レクリエーション

に親しめる環境をつくる

都市と自然が調和した集約と連携による
まちづくり

１　生活の質が高く選ばれ続ける都市をつくる
２　地域を支える道路・公共交通をつくる
３　水と緑でつながるやすらぎのある空間をつくる
４　安全で良好な水環境をつくる
５　安心して住むことができる住宅環境をつくる

魅力ある資源を活かし、都市の活力
を創造するまちづくり

１　地域社会を支える産業の活性化を図る
２　魅力と活力でライフスタイルを豊かにする
３　持続的に農業が行われる環境をつくる
４　だれもがいきいきと働ける地域社会をつくる

協働フェスタの様子

地区版福祉ＳＯＳゲーム
の研修会の様子

消防緊急情報システム（消防指令センター）

タブレット端末を活用した授業の様子

越谷駅周辺の市街地

越谷産いちごとストロング
ベリーちゃん
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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

創業者支援補助金

こしがや市民ガイドブックの協
働発行事業者

空き店舗改修費を助成

【公募委員】越谷市生涯学習審議
会委員

令和３年度（2021年度）わくわく
体験プロジェクト実行委員

越谷しらこばと基金運営委員

県指定文化財・林泉寺「木造伝
正観音菩薩坐像」公開

催し等の中止

随筆を学ぶ

癒しの月（夜）ヨーガ～一日の疲れ
をとり、睡眠の質を高めよう～

市内の施設を見学しませんか
市内見学バスツアー参加者募集

開催日

５/11㈫

６/４㈮

７/６㈫

９/４㈯

定員

15人

開催日

11/５㈮

12/７㈫

２/３㈭

３/８㈫

定員

11人

15人

11人

　３月29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18回不動橋こいのぼりフェスティバル
■日時：４/29㈷
∫大相模地区コミュニティ推進協議会（大相模
地区センター内）☎988－7370
〇第74回越谷市民ゴルフ大会
■日時：５/21㈮
∫生涯学習課☎963－9283

■日時：４/18㈰、８:30～16:30
■場所：林泉寺（増林3818）
∫生涯学習課☎963－9315

■日時：６/３～24の毎週木曜日、19:00～20:30
（全４回）
■会場：中央市民会館３階多目的ホール
■内容：ヨーガを行い、身体のリラクゼーショ
ン、睡眠の質など、生活の質の改善を目指しま
す
■対象：市内在住の勤労者または市内在勤の方
30人（抽選）
■参加費：無料
■持ち物：タオル、室内用運動靴、ヨガマット
■申込み：４/23㈮～５/６㈭に市ホームページ
から電子申請で申し込み、または５/10㈪～17
㈪に電話で下記へ。電子申請からの申し込みで

定員に達した場合は、電話での受け付けは行い
ません
∫スポーツ振興課☎963－9284

■日時：５/８㈯・29㈯、14:00～16:00
■会場：市立図書館２階視聴覚ホール
■内容：テーマ「日々の暮らしの中で」につい
て文章を書き、講師からの講評と作品の発表等
を行います。講師は作家の松本孝さん
■対象：20人
■受講料：無料
■申込み：４/22㈭、10:00から電話で下記へ
∫市立図書館☎965－2655

■内容：不登校や学校に行けないことに悩む子
ども、その保護者を対象に行う事業への協力。
年間３回程度の事業および会議への参加協力
■対象：市内で活動するNPO法人などの団
体、市内在住・在勤で20歳以上の方５人程度
■申込み：４/30㈮までに電話で下記へ
∫青少年課☎963－9308

■内容：社会教育、家庭教育、その他生涯学習
の推進について調査審議を行う。会議は日中、
年３回程度。その他、研修会等
■任期：２年間（委嘱は７月を予定）
■対象：次の①～③のすべてに該当する方７
人。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：４/９㈮まで（必着）に、住所・氏
名・性別・生年月日・職業・電話番号・応募動

機を記入した書類（Ａ４用紙。様式自由）と
「私が考える、これからの越谷市の生涯学習」
をテーマにした小論文（Ａ４用紙横書き800字
以内。様式自由）を郵送、メールまたは直接生
涯学習課へ。委員は書類選考と面接により決
定。結果は本人に通知します。提出書類は返却
しません
∫生涯学習課（第二庁舎４階）☎963－9283、 
Hshogaigakushu@city.koshigaya.lg.jp

　越谷しらこばと基金の効果的な運用を図るた
めに設置している「越谷しらこばと基金運営委
員会」の委員を募集します。詳しくは市ホーム
ページをご覧ください。
∫市民活動支援課☎963－9153

■規格：Ａ４判、カラー刷り、200ページ程度
■発行時期（予定）：令和４年（2022年）１月
■発行部数（予定）：20万部。市内全世帯およ
び転入者等に配布
■申込み：４/30㈮まで（必着）に、申込書等
を直接または郵送で広報シティプロモーション
課へ。募集要領と申込書等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
∫広報シティプロモーション課（本庁舎２階）☎
963－9117

■内容：創業に係る初期費用等（設備費・改装
費・広告宣伝費・事業用貸室に係る家賃）の２
分の１以内、女性と４月１日時点で40歳未満の
方は上限80万円、そのほかの方は上限50万円を
助成します
■対象：新たに事業を開始して１年を経過して
いない、または令和３年度（2021年度）内に事業
を開始しようとする方
■申込み：６/14㈪～25㈮に要望書および事業
計画書を直接経済振興課へ。募集要項と必要書
類等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。申請前に、産業雇用支援セン
ター二番館への相談が必要です。補助金の交付
対象者は書類審査により決定します
∫経済振興課（東越谷１-５-６産業雇用支援セ
ンター３階）☎967－4680

■内容：店舗の外装や内装などの改装に係る経
費の２分の１以内、女性と申請時40歳未満の方
は上限100万円、そのほかの方は上限75万円を
助成します
■対象：次の①～③のすべてに該当する方。①
市内商店街の空き店舗（１階部分）において、
小売業・飲食業・サービス業のいずれかの業種
（一部業種を除く）を営もうとしている　②改
装工事に着手しておらず、かつ令和３年度
（2021年度）中に事業を開始する見込みがある　
③店舗の賃貸借契約を締結している
■申込み：５/10㈪から申請書を直接経済振興
課へ。予算が無くなりしだい終了します。募集
要項と必要書類等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
∫経済振興課（東越谷１-５-６産業雇用支援セ
ンター３階）☎967－4680

団体
■日程・定員：右表のとおり
■内容：市内の施設や名所などの見学
■対象：市内で活動している、または市内に事務所
を有する法人を含む団体
■参加費：無料
■申込み：４/12㈪まで（必着）に、はがきに希望日
（第２希望まで）・団体名・団体の主な活動内容・代表者の郵便番号・住所・氏名・電話番号を
記入し広報シティプロモーション課へ。市ホームページから電子申請でも応募できます。申し込
みは各団体１通のみ。実施日１日につき１団体。希望日が重なった場合は実施日ごとに選考（令
和２年度（2020年度）に開催していない団体を優先）。結果は４月末までに各団体に通知します
＊見学施設に参加者名簿を提出する場合があります
＊５/11㈫開催を希望する方は、申し込み時に市内見学バスツアー団体参加申込書をご提出くださ
い。申込書は広報シティプロモーション課で配布するほか、市ホームページから印刷できます
個人（５月）
■日時：５/７㈮、９:00市役所集合
■場所：アリタキ植物園、大間野町旧中村家住宅ほか
■対象：市内在住・在勤・在学または市内で活動している方11人（抽選。最少催行人数６人）
■参加費：無料
■申込み：４/14㈬まで（必着）に、はがきに市内見学バスツアーと明記のうえ、参加者全員（１
枚に２人まで）の郵便番号・住所・氏名（ふりがな）・年齢・電話番号を記入し下記へ。市ホー
ムページから電子申請でも応募できます。結果は４月末までに通知します
＊新型コロナウイルスの感染拡大の状況により、見学施設の変更や開催を中止する場合がありま
す
∫広報シティプロモーション課（本庁舎２階）☎963－9117

まつもとたかし
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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。

「介護予防リーダー養成講座」
説明会

ヘルプマーク・カードの配布

地元弁護士による無料法律相談
会

遺言の日記念相続問題電話相談会
☎048－837－5515（当日のみ）

住宅や店舗の改修費の一部を助
成

新型コロナウイルスワクチンに
便乗した詐欺に注意

高齢者の総合相談窓口 住民等による高齢者への
支えあい活動等を行う団体を募集

名称

桜井

新方

増林

大袋

せんげん
台出張所

荻島・

北越谷

所在地
下間久里792-１（桜井地

区センター内）

大吉470-１（新方地区セ

ンター内）

増林３-４-１（増林地区
センター内）

大竹831-１

千間台西５-26-15

南荻島190-１（荻島地区

センター内）

電話番号

970－2015

977－3310

963－3331

971－1077

940－1315

978－6500

活動内容

支えあい活動

通いの場

募集数

12団体

４団体

補助限度額（年額）
実施規模に応じて運営経
費３万円または12万円
①立ち上げ経費４万円
（初年度のみ）
②運営経費10万円

名称

蒲生

川柳

大相模

大沢

越ヶ谷

南越谷

所在地

登戸町33-16（蒲生地区セ

ンター内）

川柳町２-507-１（老人福

祉センターひのき荘内）

相模町３-42-１（大相模

地区センター内）

東大沢１-11-13

越ヶ谷４-１-１（中央市

民会館２階）

南越谷４-21-１（南越谷

地区センター内）

電話番号

985－4700

990－0753

993－4258

972－4185

966－1851

999－6651

敷金（賃貸住宅）トラブル110番
☎048－838－1889（当日のみ）

スポーツ安全保険のご案内

ヘルプマーク・ヘルプカー
ドは、緊急時や災害時、日常
生活の中で、周囲の配慮や支
援が必要であることを示しや
すくするものです。提示が
あった際は、援助の必要な方
へスムーズに援助の手が差し
伸べられるよう、皆さんのご

理解とご協力をお願いします。
■配布場所：障害福祉課
■対象：障がいのある方、難病等の疾病のある
方、そのほかの理由で支援や配慮を必要とする
方
＊代理の方へもお渡しできます
＊ヘルプカードは障害
福祉課で配布するほ
か、市ホームページ
から印刷できます
∫障害福祉課（第三庁舎１階）☎963－9164、
D963－9171、Hshogaifukushi@city.koshi 
gaya.lg.jp

　地域の方がいつまでも元気でいるために、地
域で新たに運動できる場をつくり、体操指導を
することができるリーダーを養成しています。
現在市内に33団体が立ち上がり、多くの介護予
防リーダーが活躍しています。介護予防リー
ダー養成講座は４～５人の団体を対象としてい
ますが、説明会は１人から参加できます。通い
の場の立ち上げなどの地域づくりや体操指導に
興味のある方はぜひご参加ください。
■日時：５/18㈫、14:00～16:00
■会場：中央市民会館４階第13～18会議室
■内容：介護予防リーダー養成講座の説明、体
操の体験など。説明会終了後、希望者には個別
相談を実施します
■対象：市内在住で運動制限がなく、介護予防
リーダーの活動に関心がある20歳以上の方40人
■持ち物：筆記用具、運動のできる服装、タオ
ル、水分補給用の飲み物

■申込み：４/16㈮、９:00から電話または直接
下記へ
∫地域包括ケア課（第二庁舎１階）☎963－9163

■日時：４/10㈯・11㈰、10:00～16:00
■内容：賃貸住宅を退去する際の建物の原状回
復費用に係るトラブルに関する電話相談。埼玉
弁護士会・埼玉司法書士会共催
■相談料：無料（通話料は相談者負担）
∫埼玉司法書士会☎048－863－7861

■日時：４/15㈭、13:30～16:00
■会場：中央市民会館４階第16～18会議室
■内容：４月15日の「遺言の日」の行事とし
て、埼玉弁護士会越谷支部の弁護士が、離婚、
相続、借金の問題などあらゆる法律問題にお応
えします
■相談料：無料
■申込み：事前に電話で下記へ
∫埼玉弁護士会越谷支部☎962－1188（10:00～
16:30。土曜・日曜日を除く）

■日時：４/17㈯、13:00～16:00（受け付けは
15:30まで）
■内容：遺言および相続に関する法律相談
■相談料：無料（通話料は相談者負担）
∫埼玉弁護士会法律相談センター☎048－710－
5666

　団体管理下での活動中（国内）の事故などを
補償するスポーツ安全保険（傷害保険・賠償責
任保険・突然死葬祭費用保険）の加入を受け付
けます。
■保険期間：４/１～R４（2022）/３/31
＊４月１日㈭以降の申し込みは、加入依頼書を
郵送した消印日と払込日のいずれか遅い日の
翌日から有効

■対象：スポーツ活動や文化活動などを行う４
人以上の団体
■掛金：800円～１万1,000円。年齢および加入
区分により異なります
■申込み：郵便局窓口で払い込み後、払込受付
証明書を貼り付けた加入依頼書を郵送で（公財）
スポーツ安全協会埼玉県支部へ。詳しくは、各
地区センター・総合体育館・地域体育館・市民
球場・しらこばと運動公園競技場・弓道場・ス
ポーツ振興課（第二庁舎４階）で配布するしお
り等をご覧ください。「スポ安ねっと」をご利
用の方は、（公財）スポーツ安全協会ホームペー
ジ（https://sportsanzen.org/）をご覧くだ
さい
∫（公財）スポーツ安全協会埼玉県支部（〠362-
0031上尾市東町３-1679）☎048－779－9580

■内容：市内に本店がある施工業者を利用し
て、長寿命化や高効率化、危険個所の解消等の
目的を持って住宅や店舗の改修工事を行う方
に、改修工事費用の一部を助成します
■対象者：市内に住宅を所有し、居住している
方または市内に店舗等を所有または賃借し、事
業を営む方
■対象工事：未着工の改修工事で、令和４年
（2022年）２月末日までに完了するもの
■申込み：６月上旬から申請受け付けを予定。
詳しくは広報こしがや５月号または市ホーム
ページでお知らせします
∫経済振興課☎967－4680

　新型コロナウイルスワクチン接種のために必
要とかたり、金銭や個人情報をだまし取ろうと
する電話に関する相談が各地の消費生活セン
ターへ寄せられています。
市役所等がワクチン接種のために金銭や個人

情報を電話やメールで求めることは絶対にあり
ません。不審なメールや電話があった際は、一
人で悩まず消費生活センターや警察署にご連絡
ください。
∫消費生活センター☎965－8886

「地域包括支援センター」をご利用ください
　市では、地域包括支援センターを市内に12カ所設置しています。介護・健康・生活に関
することや権利擁護についてのご相談等に応じています。
　「体が弱って、買い物や食事の用意が大変になってきた」、「最近物忘れが増えてき
た」など、高齢の方に関する困りごとや心配ごとがあれば、お気軽にご利用ください。
相談は無料です。                                                  【越谷市地域包括支援センターの一覧】

　高齢者が抱えるちょっとした困りごと（掃除・買
い物・話し相手など）に対して、地域で支える活動
を行う団体を募集します。当該活動を行う団体に対
し、活動における事業費の一部を補助します。
■内容：高齢者のうち、介護保険制度の要支援１・
２と基本チェックリストによる事業対象者に対して
支えあい活動や通いの場を行う。詳しくは地域共生
推進課へお問い合わせいただくか、市ホームページ
をご覧ください
■対象：市内で活動する住民ボランティア等で構成
する団体。募集団体数・補助額は下表のとおり

■申込み：６/１㈫～30㈬に電話で連絡のうえ直接
下記へ
∫地域共生推進課（第二庁舎１階）☎963－9187∫地域包括支援センター（上記一覧参照）および地域包括ケア課（第二庁舎１階）☎963－9163

出羽
七左町4-248-1（出羽地

区センター内）
985－3303
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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

プレーパーク

就職支援セミナー（金曜講座）

創業支援セミナー「こしがや創業塾」

女性のためのビジネスマナー講座

春期親子ふれあい体操教室

こしがや市民法律教室

令和３年度郷土歴史講座「蒲生
地区の歴史」

ミドル・シニアのための就職支
援セミナー

障がい者スポーツ教室（身体）

令和３年度「ちびっこくらぶ」
参加者募集

日程
５/７㈮

５/21㈮

時間
10:00

～

12:00

内　容
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

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）
□「『ほっと越谷』ブックサロン」企画委員
募集
■日時：４/１㈭～５/16㈰
■内容：本好きな参加者が本について語り合う
「『ほっと越谷』ブックサロン」は、市民の企
画委員が企画・運営しています。任期が６月～
令和４年３月の新企画委員を募集します。詳細
はホームページ、募集チラシをご確認ください
■対象：18歳以上の本好きの方
□「ほっと越谷」市民公募型男女共同参画事
業の説明会
■日時：５/22㈯、13:30から
■内容：市内で活動する団体等を対象に、
「ほっと越谷」と協働で開催する助成金事業
を募集します。事業の開催期間は10月～１月

まで。応募希望団体向けに、事業の概要等を
説明し、企画に役立つ男女共同参画ミニ講座
を実施します（要予約）。事業の詳細は「ほ
っと越谷」、越谷市人権・男女共同参画推進
課で配布の募集要項を参照してください。募
集要項は「ほっと越谷」のホームページから
もダウンロードできます
□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：５/23㈰、14:00～16:00
■内容：世間でいう「男らしさ」にとらわれ
ない「自分らしさ」について考える講座。講
師は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５/13
㈭まで）
□「ほっと越谷」さんもくナイト・シネマで
ほっこり
■日時：４/15㈭、18:30～20:00
■内容：毎月第３木曜日、「ほっと越谷」で
夜のひとときを過ごしませんか。上映作品は
「空とコムローイ」。予約不要

■参加費：無料

特に記載のない場合、■参加費：無料、■会
場・申込み・問合せ：市民活動支援センター
「ななサポこしがや」☎969－2750
□越谷の写真展
■日時：４/１㈭～30㈮
■内容：全日本写真連盟越谷デジタル支部に
よる、写真展示“越谷からのメッセージ”
「紅葉の花田苑」「桜と川のまち」
□ＣａｆéＴＯＭＯ
■日時：４/12㈪、９:30～11:30
■内容：老いなき世界をテーマに、若い時の
体力を維持し、平均寿命120歳の時代を迎える
ためのコツを紹介
□ぽっぽひろば
■日時：４/28㈬、10:00～11:10
■内容：絵本の読み聞かせ・わらべうた遊
び・絵本に関するお話など
■対象：乳幼児と保護者15組

■内容：キャンプ、お楽しみレクリエーション
など（おおむね月１回程度の活動）。越谷市青
少年相談員協議会主催
■対象：市内在住の小学生20人（抽選）
■年会費：1,500円（キャンプなどは別途実費
がかかります）
■申込み：４/16㈮までに電話で下記へ
∫青少年課☎963－9308

■日時：４/24㈯・25㈰・５/１㈯・２㈰、
11:00～16:00。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発想で
さまざまな遊びの体験
■参加費：無料
■申込み：当日直接会場へ。事前に電子申請を
することで、受付票の記入を省略できます。詳
しくは市ホームページをご覧ください
∫青少年課☎963－9308

■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：４/７㈬から電話で下記へ
∫経済振興課☎967－4680

■日時：５/12㈬・19㈬・26㈬・６/９㈬、
18:00～21:00
■会場：産業雇用支援センター４階会議室

■内容：「創業って何？創業への第一歩」「人
を幸せにするマーケティング戦略」「開業の知
識と必要な経営資源」「ビジネスプラン発表」
■対象：創業を目指す方、創業して間もない方
等20人
■受講料：無料
■申込み：４/30㈮までに電子申請（下記の二
次元コードからも申請できます）、電話または
ファクスで氏名・性別・年齢・住
所・電話番号・メールアドレス・創
業（予定）業種を下記へ
∫経済振興課☎967－4680、D967－4690

■日時：５/12㈬、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習得」
■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：４/７㈬から電話で下記へ
∫経済振興課☎967－4680

■日時：５/25㈫、10:00～12:00
■会場：産業雇用支援センター４階会議室
■内容：企業の採用事情、中高年齢者に求めて
いるもの、雇用情勢、求人票の見方、就職活動
のポイントなど
■対象：市内在住で40歳以上の就職活動中の方
10人
■受講料：無料
■申込み：４/７㈬から電話で下記へ
∫経済振興課☎967－4680

■日時：５/８㈯・22㈯・６/５㈯、10:00～
11:30。全３回
■会場：第１体育館
■内容：ストレッチ、リズム体操、レクリエー
ションスポーツ等
■参加費：無料

■申込み：４/９㈮、９:00から電話またはファ
クスで下記へ
∫スポーツ振興課☎963－9284、D965－5954

■日時：５/11～７/20の毎週火曜日（５/25・
６/１・29・７/６を除く）、16:00～17:00。全
７回
■会場：第２体育館
■内容：親子で一緒に体操します（マット運
動、鉄棒、とび箱等）
■対象：市内の小学１年～２年生と保護者20組
■申込み：４/５㈪～11㈰に市ホームページか
ら電子申請で申し込み、または４/14㈬～21㈬
に電話で下記へ。電子申請からの申し込みで定
員に達した場合は、電話での受け付けは行いま
せん
＊対象年齢未満のお子さんをお連れの場合、臨
時保育室でお預かりします（実費負担）
∫スポーツ振興課☎963－9284

■日時：５/８㈯、13:30～15:30
■会場：中央市民会館４階第16～18会議室
■内容：高齢者の財産管理～成年後見制度のご
案内～。講師は小松﨑文貴さん
■対象：40人
■受講料：無料
■申込み：４/12㈪～５/７㈮に電話で下記へ
∫くらし安心課☎963－9156

■日時：第１回…５/12㈬・19㈬、第２回…
５/26㈬・６/２㈬。いずれも14:00～15:00。各
回の内容は同じです
■会場：市立図書館２階視聴覚ホール
■内容：瓦曽根村・登戸村・蒲生村の歴史につ
いて。講師は越谷市郷土研究会の加藤幸一さん
■対象：各回20人
■受講料：無料
■申込み：４/21㈬、10:00から電話で下記へ
∫市立図書館☎965－2655

こ　まつざきふみたか

ほりきりたい  き
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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。
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■日時：４/９㈮～Ｒ４/１/31㈪（４/11㈰・
５/23㈰のみ日曜日も受け付け）
■会場：市役所第二庁舎５階会議室Ｃ（６/１
㈫以降は学務課）、お子さんの在籍校でも受け
付けます
■内容：学用品費、通学用品費、新入学準備
費、新入学児童生徒学用品費、校外活動費、修
学旅行費、スポーツ振興センター保護者負担
金、学校給食費、児童生徒会費
■対象：経済的な理由で就学が困難な小・中学
生の保護者
＊新入学準備費は、小学校就学前（年長時）お
よび小学６年生時に支給します。なお、前年
度未申請者の方のみ、小学校１年生および中
学校１年生時に支給します

＊５/31㈪までに申請し認定された場合、４月
分からの対象となります。６月以降に申請し
認定された場合、申請月の翌月分からの対象
となります。前年度認定された方も、毎年度
申請が必要です

＊令和４年度に小学校に入学する新１年生を対
象とした新入学準備費の受付期間等の詳細
は、10月以降にお知らせします

∫学務課（第二庁舎４階）☎963－9281

■日時：４/９㈮～５/31㈪
■会場：お子さんの在籍する小・中学校
■内容：学用品費、通学用品費、新入学児童生
徒学用品費、校外活動費、修学旅行費、学校給
食費、通学費、職場実習交通費、交流学習交通
費
■対象：特別支援学級等へ就学する児童・生徒
の保護者
＊通級指導教室に入級する児童生徒の保護者の
方は、通学費のみが対象となります。中途転
入の方は随時受け付けます。お子さんの在籍
する学校に直接申請をしてください。申請に
あたり就学援助費の申請も併せて行ってくだ
さい（認定基準、援助内容が異なります）。
就学援助費の対象となった場合、就学援助費
が優先となります。前年度認定された方も、
毎年度申請が必要です
∫学務課（第二庁舎４階）☎963－9281

■日時：４/１㈭から受け付け開始
■内容：保育所や幼稚園などを利用しているお
子さんが集団生活を楽しく送れるように、訪問
支援員（保育士、理学療法士、作業療法士、言
語聴覚士等）が所属施設を訪問（月１回程
度）。お子さんの様子を観察のうえ、直接支援
や先生方への関わり方の助言、情報交換を行い
ます。利用にあたっては児童発達支援センター
での事前相談や子ども福祉課での通所受給者証
の取得が必要です
■対象：市内在住で保育所、幼稚園等に通う支
援が必要なお子さん
■費用：利用額の１割負担（原則）。世帯の所
得状況によって負担上限額があります。なお幼
児教育・保育の無償化に伴い、就学前３歳～５
歳児の利用負担額は無償化されます
■申込み：４/１㈭から電話で下記へ
∫児童発達支援センター☎940－5961

　障害年金を受給しているひとり親家庭は、年
金額が児童扶養手当額を上回る場合は児童扶養
手当を受給できませんでしたが、令和３年３月
分から、児童扶養手当の額と障害基礎年金の子
加算部分の額との差額が受給できるように見直
されました。手続きは、子ども福祉課で行って
ください。
＊通常、手当は申請の翌月分から支給開始とな
りますが、これまで障害年金を受給していた
ため児童扶養手当を受給できなかった方のう
ち、令和３年３月１日に支給要件を満たして
いる方は、６月30日までに申請すれば、３月
分の手当から受給できます

＊３月・４月分の手当は５月に支給します
∫子ども福祉課(第ニ庁舎２階)☎963－9166

～この指とまれ！～
お知らせパック

おいでください

□第３回ソフト整体講座「美しさの追求は姿勢
　から」
■日時：４/17㈯、10:00～12:00
■会場：専門学校日本医科学大学校（七左町一
丁目）
■内容：身体をほぐす技術を習得し、姿勢を良
く美しいスタイルを獲得
■対象：10人
■参加費：500円
■持ち物：タオル
■申込み：電話またはメールで下記へ
∫専門学校日本医科学大学校・根本☎989－
5101、Hnemoto@ikagaku.m-gakuen.ac.jp
□絵本と版画作品展　３歳だった私に贈る
　～絵本で耕すヒミツの庭～
■日時：４/30㈮～５/５㈷、11:00～16:00（４/30
は13:00から）
■会場：本のある蔵糀屋２階（越ヶ谷本町３－
29）
■内容：絵本をモチーフにした作品の展示など
∫唐澤☎080－7539－5889
□B＆G親子で水辺のアクティビティ体験教室
■日時：５/１～29の毎週土曜日、９:00～10:15、
10:30～11:45（半日コース）。全５回

■会場：大相模調節池
■内容：ディンギー・カヌー・カヤック体験
■対象：小学３年生以上の親子１組（成人２人
も可）
■参加費：１組５回コース１万円（保険料含む）
■申込み：４/30㈮までに電話またはメールで下
記へ
∫ＮＰＯ法人セイラビリティ越谷・久川☎090－
1839－7726、Hs_koshigaya2010@yahoo.
co.jp
□第８回初めての書道教室
■日時：４/25㈰、13:30～15:30
■会場：蒲生地区センター
■内容：講和と実習。基本から学びます
■参加費：無料
■申込み：電話で下記へ
∫家庭倫理の会越谷・立澤☎986－1302（18:00以
降）

□越谷美術協会・会員作品展
■日時：４/21㈬～25㈰、10:00～17:00（25㈰は
16:00まで）
■会場：中央市民会館２階ギャラリー
■費用：無料
∫越谷美術協会事務局・山﨑☎090－8700－2614

読者クイズ

応募方法

　市では、防災行政無線の受信や気象情
報なども閲覧できるアプリを配信してい
ます。このアプリの名称は何でしょう
か。答えは今号の中にあります。

　４/14㈬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、広報シティプロモ
ーション課「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。
∫広報シティプロモーション課☎963－9117

くがわ

就学援助申請の受付 児童発達支援センターで
「保育所等訪問支援」を開始

障害年金と児童扶養手当の
併給調整が見直されます

特別支援教育就学奨励費の
申請の受付

＊1月の街頭犯罪件数　路上強盗・ひったくり２件　自動車・オートバイ盗６件　自転車盗39件　侵入盗21件
＊2月の街頭犯罪件数　路上強盗・ひったくり０件　自動車・オートバイ盗８件　自転車盗42件　侵入盗67件

手話

ちょこっと

（第34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。

★桜
★入学する

②入学する

①桜
両手をすぼめ
てつぼみの形
を作り、回し
ながら両手を
広げる。この
動きを２回繰
り返す。

両手の掌を手
前に向けて胸
の前に並べ
る。両手人差
し指で作った
「入」の形を、
前に倒しなが
ら指先を前に
向ける。

ラウンジ
タウン情報
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●令和３年度高齢者肺炎球菌予防接種
■日時：４/１㈭～Ｒ４/３/31㈭
■会場：市内実施医療機関
■対象：市内に住民票を有し、次の①または②
のいずれかに該当し、23価肺炎球菌ワクチン
（ニューモバックス）を初めて接種する方。
①令和３年４月１日～４年３月31日に65・70・
75・80・85・90・95・100歳となる方　②接種
日に60歳以上65歳未満で、心臓、じん臓もしく
は呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスに
よる免疫機能に障がいがあり身体障害者手帳1
級を持っている、または同等の障がいがあり医

師の診断書がある方
＊接種する際は「高齢者肺炎球菌予防接種受診
券」が必要です。今年度65歳になる対象者に
は、４月上旬に受診券を送付します。70歳以
上の対象者で接種を希望する方は、事前に健
康づくり推進課へ申請してください

＊過去に１回でも23価肺炎球菌ワクチン
　（ニューモバックス）を接種した方は対象外で
す（全額自費で接種した方も含む）

■費用：3,000円（費用が無料になる方がいます。
詳しくは健康づくり推進課へお問い合わせくだ
さい）
■申込み：事前に市内実施医療機関へ予約
＊市外で接種を希望する方は、事前に健康づ　
くり推進課へご連絡ください

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。
＜ゴールデンウィーク期間の診療＞
　４/29㈷～５/５㈷に診療を行っている医療機関を市ホームページに掲
載します（４月下旬を予定）。受診するときは、事前に各医療機関に電話
でご連絡ください。

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・検査医療機関」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　D０４８－８３０－４８０８（24時
間、無休）

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・問い合わせは健康づく
り推進課（保健センター）、費用は無料。電話番号のおかけまちがいにご注意く
ださい。
　コバトンは埼玉県コバトン健康マイレージポイントの対象事業です。
　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。

健康づくり推進課
（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

休日当番医

☎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

予予防接種

■日時・会場：下表のとおり
■内容：かかとの骨の超音波による骨密度測
定
■対象：20歳以上の女性（平成14年３月31日
以前に生まれた方）
■費用：1,000円（費用が無料になる方がい
ます。詳しくは市ホームページをご覧いただ

くか、健康づくり推進課へ）
■申込み：４/９㈮から市ホームページから
電子申請で受け付けます。
右記の二次元コードからも申し
込みできます。申し込みは１人
１回まで。定員になりしだい締
め切り

　診療時間は医療機関や診療内容によって異な
ります。事前に各医療機関に必ず電話連絡のう
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）。
４／29㈷
▷たかはしキッズクリニック　☎978－0415
　大里10-１サクライメディカルビル２F／小
▷新越谷病院　☎964－2211
　元柳田町6-45／内
▶藤井歯科医院　☎985－2567
　大成町7-274-4／歯・小歯・矯歯
５／３㈷
▷南埼玉病院　☎965－1151
　増森252／精・神・心療
▷小島医院　☎962－8400
　東越谷2-6-1／内・神内・老内・胃内・小
▶安井歯科医院　☎962－2894
　越ヶ谷本町2-2／歯・小歯・矯歯
５／４㈷
▷新越谷肛門胃腸クリニック　☎960－2233
　赤山本町8-5 山六ビル2F／肛外・胃内
▷小泉クリニック　☎969－0678
　中町10-22　レザン中町101／内・小・アレ
▶高橋歯科医院　☎965－4184
　弥生町3-25／歯・小歯・矯歯
５／５㈷
▷南越谷小林眼科医院　☎989－7271
　南越谷1-20-12 MTビル２F／眼
▷関医院　☎975－2707
　弥十郎94-1／内・消内・皮
▶大袋歯科医院　☎975－0352
　袋山1503-30／歯・小歯・歯外
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越谷市薬剤師会
薬の相談日（要予約）

4/20㈫・5/11㈫ 
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

令和3年度（2021年度）

骨粗しょう症検診を実施します

会場・定員 実施日 受付時間

保健センター（６/12・
８/１は60人、その他
は110人）

新方地区センター
（各日100人）

中央市民会館
（各日110人）

北部市民会館（７/19は
60人、その他は110人）

６/11㈮・12㈯午前・14㈪・
７/12㈪・13㈫・
８/１㈰午前・２㈪・３㈫

６/17㈭・18㈮

７/６㈫～９㈮

７/19㈪午後・20㈫・21㈬

６/12・８/１は９:00～11:30。
その他の日は９:00～11:30、13:00～
15:30

いずれも９:30～11:30、13:00～15:30

いずれも９:00～11:30、13:00～15:30

７/19は13:00～15:30。７/20・21は
９:30～11:30、13:00～15:30



広報こしがや　令和3年（2021年）4月号 17

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。

□コバトン健康体操教室
■日時・会場：下表のとおり。初回は必ずご参
加ください
■内容：健康チェック、健康講話、健康体操、
ハッポちゃん体操
■対象：市内在住で初回を含め毎回出席でき
る、おおむね40歳以上の方
■持ち物：水分補給用の飲み物、タオル、室内
用運動靴、筆記用具、マスク
■申込み：下表の申し込み期間中に電子申請ま
たは電話で下記へ。電子申請の申し込みで定員
に達した場合、電話での受け付けは行いません
∫スポーツ振興課☎963－9284

●1歳６か月児・３歳児健康診査〈４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８
月１日～８月27日生まれのお子さん　▷３歳児
健康診査…平成29年11月１日～11月26日生まれ
のお子さん
＊対象日以外で受診を希望される場合は、健康
　づくり推進課へ。その他詳しくは市ホームペ
　ージをご覧ください

　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（月曜～金曜
日の9:00～17:00）」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

なかがわ　　み　き

舌下免疫療法ってなんですか？

越谷市医師会
中川耳鼻咽喉科
☎９６４―３３８７
中川　美紀

ホームドクター
593
　　　　　　

健健（検）診・相談

健康情報コラム
おうち時間増加によるお口の機能低下を
予防しましょう

埼玉県立大学保健医療福祉学部
健康開発学科　助教

　秋山　恭子

講講座・教室

あきやま　　きょうこ

　新型コロナウィルス感染症の流行により、
自宅で過ごす時間が増えた方は多いのではな
いでしょうか。体力低下予防のために、自宅
でできるエクササイズを紹介しているテレビ
番組をよく目にします。お口の周囲にもたく
さんの筋肉があるため、お口を動かす機会が
減れば筋肉は衰えます。お口には、食べる、
話す、噛む、飲み込む、味を感じる、呼吸す
る、唾液を分泌する等、たくさんの機能があ
ります。このような機能がうまく発揮される
ためには、お口の中や周りが健康で、十分に
機能する状態でなければなりません。
　近年よく聞かれる「フレイル」は、年齢と
ともに心身の活力（筋力、認知機能、社会と
のつながりなど）が低下した状態を言いま
す。また、噛んだり、飲み込んだり、話をし
たりするための口腔機能が衰えることを「オ
ーラルフレイル」と言います。コロナ禍で人
と関わることや会話することが減少すると、

オーラルフレイルにも陥るリスクが高くなり
ます。
　オーラルフレイルの予防策の1つである
「口腔体操」は、おうち時間が増えた方にも
有効です。日本歯科医師会のホームページで
紹介されているお口の動きをスムーズにする
口腔体操をいくつかご紹介します。無理のな
い範囲でぜひチャレンジしてみてください。
■（唇を中心とした）口の体操
①口をすぼめて「うー」と声を出す。②口を
横に開き「いー」と声を出す。
※①②を繰り返す。
■舌の体操（舌圧訓練）
①舌を左のほほの内側に強く押しつける。
②口の中の舌の先を、自分の指でほほの上か
ら押さえる。
③指に抵抗するように、舌をほほの内側にゆ
っくり10回押しつける。
④右のほほでも同じことを繰り返す。

　他にもほほの体操や飲み込む力を鍛える体
操もありますので、興味のある方は少しずつ
生活に取り入れてみてください。

　スギ花粉・ダニアレルギー性鼻炎の治療法
の一つにアレルゲン免疫療法があります。ア
レルゲン免疫療法は、100年以上前から行わ
れている治療法です。アレルギーの原因であ
る「アレルゲン」を少量から投与することで
体をアレルゲンに慣らし、アレルギー症状を
和らげます。今まではアレルゲンを含む治療
薬を皮下に注射する「皮下免疫療法」でした
が、近年治療薬を舌の下に投与する「舌下免
疫療法」が登場し、自宅で服用できるように
なりました。この「舌下免疫療法」はスギま
たはダニアレルギー性鼻炎と診断された患者
様のみ治療を受けることができます。
　服用の期間は、１日１回、少量からはじ
め、その後3年から5年継続します。１日目の
服用は医療機関で行い、２日目からは自宅で
服用します。口の中で保持した後、飲み込
み、その後５分間はうがい・飲食を控えま
す。また２時間は激しい運動やアルコールの
摂取、入浴は避けたほうがよいでしょう。５
歳から適応になります。スギ舌下免疫療法は
６月から12月までに始めます。期待できる効
果は、アレルギー症状を軽減したり、長期に

わたり症状を抑えることです。約７割の患者
様が薬を減らすことができます。舌下免疫療
法は始めたら数日で効果の出るような治療で
はありません。
　効果が出るまでには２～３か月かかりま
す。症状を抑え込む治療法ではなく、体質を
改善する治療です。効果だけではなく副作用
が出る場合もあることを、ご承知ください。
　副作用は、口内炎や口の中の腫れ、かゆみ
が多いです。しかし抗アレルギー剤を併用す
ることで多くの方が1か月以内にはこれらの
症状が落ち着いてきます。重大な副作用に
は、アナフィラキシーがあります。
　この治療ができない方・注意が必要な方
は、重症のぜんそくを合併している方、重い
心疾患の方、がんの治療をしている方、免疫
抑制剤を服用されている方などです。スギ花
粉やダニアレルギー鼻炎で抗アレルギー薬を
長期に飲むことが気になる方、受験期がスギ
花粉の時期に重なるので少しでも良くしてお
きたい方、眠気など薬の副作用がある方など
は是非、かかりつけの先生に相談してみてく
ださい。

日　時 申込み期間

５/11～６/15の毎週
火曜日（５/25を除く）、
9:15～10:45。全５回

5/17～7/19の毎週
月曜日（６/７・７/５を
除く）、13:30～15:00。
全８回

〈電子申請〉
４/５㈪
～11㈰

〈電話〉
４/14㈬
～21㈬

総合
体育館
／50人

北
体育館
／30人

会場・人数

新生児聴覚スクリー
ニング検査の助成
を開始します

４月から

画像引用：日本歯科医師会HP「オーラルフレイル対策
　　　　　のための口腔体操」

■対象：令和３年４月１日以降に新生児
聴覚スクリーニング検査を受ける方。新
生児聴覚スクリーニング検査助成券をお
持ちでない方は、健康づくり推進課へお
問合せください
＊令和３年４月１日以降に助成券を使用
せずに検査を受けた方は、妊婦健康診
査等費用助成の対象となります。申請
には領収書が必要となりますので、必
ず保管してください

ご協力ください

の献血

か

モ　リ



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
「ママといっしょに　いないいないばぁ！！」
～子育て相談～

■申込み:５/10㈪から電話で森のひろばへ（13：00～15：30）

５/19㈬
　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
みんなでつくりたい おへそのひろば
～ベビーマッサージや制作を親子で一緒に
楽しみませんか？～

■申込み:４/７㈬から電話でおへその広場へ（９:00～16:30）

５/20㈭
　10:00～11:00

☆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

０歳のお子さんと保護者５組

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:５/10㈪から電話でげんきへ（13：00～17：00）

５/31㈪
　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
じゃんぴんぐう
ホールで遊具を使って楽しく遊びましょう

■申込み:５/11㈫から電話ですくすくへ（13：00～16：30）

５/26㈬
　10:00～11:00

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

１歳のお子さんと保護者５組

日程 講座名（内容） 対象

英語で遊ぼう
講師はTimさん

■申込み:５/７㈮から電話でこあら教室へ（10:00～16:00）

５/20㈭
　13:15～14:15

☆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３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:５/18㈫に電話でたんぽぽへ（13:00～16:00）。月曜～金曜日の11:30～12:30・
14:30～15:30に園庭開放しています

５/19㈬
　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:５/６㈭から電話で北越谷保育ステーションへ（10:00～16:00）

◯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

「絵本読み聞かせなどお話し会」
（皆でお話を楽しもう）
「運動遊び」
（サーキットあそびなどの運動）

５/12㈬
　10:00～11:00

２歳～就学前のお子さんと保護者10組
５/26㈬
　10:00～11:00

日程 講座名（内容） 対象

■申込み:５/７㈮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

♪みんなの遊び場
「触ってみよう小麦粉粘土」
♪子育てハンドメイドサークル
「フェルトで作る花のアクセサリー」

５/18㈫
　14:15～15:00
５/25㈫
　10:00～11:00
　　

０歳～就学前のお子さんと
保護者５組

大人10人

日程 講座名（内容） 対象

■申込み:５/10㈪から電話でレイクタウン保育ステーションへ（10:00～16:00）

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

「サーキット遊び」（室内で運動遊びを楽しもう）

「制作遊び」（親子で作れる制作活動を楽しもう）

５/17㈪
　10:00～11:00
５/24㈪
　10:00～11:00

１歳～就学前のお子さん
と保護者10組

日程 講座名（内容） 対象

■申込み:５/10㈪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
「赤ちゃんとの生活Q＆A」

５/20㈭
　９:50～10:50 ０歳のお子さんと保護者５組

日程 講座名（内容） 対象

■申込み:５/14㈮から電話であおいとりへ（13:00～16:30）

５/20㈭
　10:00～11:00
５/27㈭
　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

あおいとり特別講座
かくれてる果物はな～んだ！
「みんなで作ろうカラフルな風船」

０歳～１歳６カ月のお子さんと
保護者５組
１歳７カ月～就学前のお子さん
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:５/７㈮から電話でのびるば広場へ（８:30～16:30）

５/28㈮
　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

♪栄養士と話そう
「楽しく食べて心が育つ」

　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

「リズム遊びをして遊ぼう」

■申込み:５/７㈮から電話でたけのこへ（13：30～15：30）

５/20㈭
　10:00～11:00

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

１歳～就学前のお子さんと
保護者10組

　4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3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:４/14㈬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

①５/７㈮
②５/11㈫
③５/17㈪
④５/17㈪

⑤５/26㈬

□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

５/６㈭ 

５/13㈭ 

５/20㈭ 

５/22㈯ 

５/27㈭ 

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）
親子遊び・からだ遊び（親子体操、わらべうた・
リズム遊び、おはなし、簡単工作等）
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）
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）

■申込み:４/10㈯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
６カ月以上１歳未満のお子さん
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)、
　　　　②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)
■  時間：10:30～11:30

■申込み:４/15㈭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）

①５/14㈮

②５/18㈫

助産師さんに聞こう
「母乳育児のポイントと卒乳について」
５月生まれのお誕生会
（手形・写真・お話し会等）

授乳中のお子さんと保護者７組

５月生まれのお子さん（就学前）と
保護者５組

対象
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Y O S H I K A W A  F U K U S H I
介 護 福 祉 科 ( ２ 年 制 )

吉川市保 １-２３ -１４
０４８－９８４－４７０１

仲人おばさんと
　“婚活”しませんか！

　ベルミー越谷　越谷市下間久里755-4（要予約）

　地元で愛され22年　090-3045-8525又は979-9300

●真剣にお考えの20代～50代の方
●会員16万人以上からお相手探し
●毎月1回のカウンセリングと随時のフォロー
●お見合い・交際・デート・プロポーズのアドバイス

マリッジカウンセラー
私が応援します！
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各種相談（祝日・年末年始を除く）相談は無料です

●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。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
●なんでも相談窓口
A毎週月曜～金曜日、8:30～17:15　G生
活で困っていることについての相談や窓
口の案内　DBなんでも相談窓口(市役
所本庁舎1階総合受付隣)☎963－9150
●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　Bくらし安心課☎９６３－９１５６
●司法書士法律相談(予約制)
A毎週火曜・水曜・金曜日、13:00～16:00。
毎週土曜日、10:00～13:00(予約は平日
10:00～16:00)　G裁判・その他法律、遺
言・相続・登記、成年後見・家事事件、クレ
ジット・サラ金、多重債務　DB埼玉司法
書士会越谷総合相談センター(越ヶ谷
2-8-24森田ビル202号)☎０４８－８３８－７４７２
●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　E5月分
の予約は４/26㈪、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
●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
●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経済振興課☎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経済振興課☎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経済振興課
☎967－4680
●経営・創業相談 
A毎週月曜～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

●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＃）
●職業相談
A毎週月曜～金曜日、8:30～17:15。４/17
㈯、10:00～17:00は電話による相談・紹介
のみ（５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

●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（10:00～16:00（12:00～13:00を除く）。
土曜・日曜日を除く）
●人権相談（人権擁護委員）
①A毎月第1・3木曜日、13:00～16:00　
D中央市民会館4階第4相談室（４月ま
で。５月から新本庁舎予定）　B人権・男
女共同参画推進課☎963－9119　②A

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毎週月曜・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
A毎月20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☎９63－9205

●介護相談（介護事業所で働く方）
A４/19㈪、１部は10:00～12:00、２部は
19:00～21:00（相談員は、１部（市職員）、２
部（大学教授））　D宅建会館２階会議室
A　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

　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。



令和3年（2021年）3月1日現在
人口　34万5,336人（前月比17人減）
世帯　15万8,158世帯（前月比136世帯増）

男　17万1,572人（前月比7人減）
女　17万3,764人（前月比10人減）

＊２月の交通事故505件　死者0　負傷者69人
＊２月の火災７件　救急出動回数1,096件

　３月１日～29日、市は市内の東武スカイツリーライン各駅で「いのち
を大切に！」をテーマにした児童生徒による美術作品を展示しました。
これは、３月が「自殺対策強化月間」であることを受けて、市保健所こ
ころの健康支援室が東武鉄道(株)と市内小・中学校の協力の下、実施し
たものです。作品は東中・大袋中美術部の生徒と、千間台小の児童が制
作しました。
　大袋駅の展示作品を
制作した大袋中の生徒
たちは、「いのちは一
番大切だと思う。コロ
ナ等で先が見えない中
で、作品を見た人に少
しでも明るい気持ちを
持ってもらえたらうれ
しい」と話しました。

越谷市のダイジなお知らせ
■こしがやエフエム(86.8MHz)
　4/5㈪・12㈪・19㈪・26㈪、
　　12:30～・17:30～
＊スマートフォン・パソコン・タブレット
からも「ListenRadio（リスラジ）」で
　お聴きいただけます

いきいき越谷　特別版（15分）
内容：こしぶら散歩～レイクタウンを探検してみよう
■テレビ埼玉　４/17㈯、 9:30～
■J:COM　4/19㈪～25㈰、9:00～・17:30～
＊番組への出演を希望する市内の企業や飲食
　店、市民活動団体を募集しています

ラジオ広報番組 テレビ広報番組

嶋屋　涼子さん
（下間久里）

　コンクールへの応募は、小学校１年生から続けて９年になる。
「コロナ禍という終わりの見えない不安と受験とのプレッシャーの
中で、応募自体を何度も悩んだ。でも挑戦することを選んだ結果、
本当に大きな賞をいただけた。頑張ってきてよかった」。
　コンクールには、毎年課題図書から選び応募している。「図書選
びは毎年初めて触れるジャンルばかりでワクワクする」。今回応募
した感想文（課題図書：「天使のにもつ」（いとうみく著））では、“大
人になるとは何か”をテーマとして、主人公・風汰や登場人物の行
動から、一人ひとり丁寧に人物像をくみ取り、“大人になる”とはど
ういうことかを考えている。「読む回数を重ねるごとに新しい発見
と感想がどんどん出てくる。自分と主人公を重ねて考えること、共
通点を見つけることが大事だと感じた」。
　コロナ禍で学校行事が制限された中学生活を越え、４月から始ま
る高校生活。「将来の夢はまだ探している途中。これからもいろい
ろなものに興味を持って、本と自分に正面から向き合っていきた
い」と話す。新たな図書や経験への出会いに期待を膨らませ、嶋屋
さんは“大人になる”一歩を踏み出していく。

しま　や　　　りょうこ

第66回青少年読書感想文全国コンクー
ル（全国学校図書館協議会、毎日新聞社
主催、内閣府、文部科学省後援、サント
リーホールディングス協賛）で文部科学
大臣賞受賞。第65回の優良賞に続き、２
年連続で入賞を果たす

エスディージーズ

いのちをテーマにした児童生徒の美術作品を展示

　

展示作品と制作した千間台小の児童たち(上)、展示作品と制作し
た大袋中の生徒たち(下)

　最近よく耳にする「ＳＤＧｓ」の意味をご存じですか。地球では、気
候変動、貧困や紛争、感染症などさまざまな課題に直面しています。人
類がこの地球で暮らし続けていくために、これらの課題を一緒に解決し
ていこうと、世界各国が集まって打ち出した目標が「ＳＤＧｓ」です。
科学技術体験センター「ミラクル」では、５月５日㈷まで「ＳＤＧｓっ
てなに？　～未来のた
めにいまわたしたちが
できること～」を開催
しています。ＳＤＧｓ
の内容と皆さんができ
る取り組みを分かりや
すく展示しているほ
か、５月２日㈰～５日
㈷には「体験型謎解
き」も開催します。

未来のために今できることを考えてみませんか

　

未来のためにどんなことができるかな

　４月上旬から中旬にかけて、市役所東側葛西用水中土手のチューリッ
プが見頃を迎えます。このチューリップは、中土手を散歩する人たちに
楽しんでもらおうと昭和55年から(一社)越谷市観光協会（当時は任意団
体）が植え始め、今では市内で春を感じられる場所のひとつとして市民
の憩いの場所となっています。今年は赤や黄色など約１万本の色鮮やか
なチューリップが、約
400ｍにわたり咲き誇
ります。
　(一社)越谷市観光協
会の小出さんは「新型
コロナウイルスの感染
対策をしながら、お近
くを通った際はぜひ楽
しんでほしいです」と
話しています。

春を告げる　葛西用水中土手のチューリップ

　

　
　３月28日現在の越谷アルファーズの試合結果および４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

２/27

２/28

３/ ５

３/ ６

３/13

３/14

３/20

３/21

○92-87

○85-73

○106-80

○88-71

●76-82

○75-71

●81-96

●68-100

愛媛オレンジ
バイキングス

熊本ヴォルターズ

山形ワイヴァンズ

群馬クレイン
サンダーズ

日時 対戦相手/会場

４月のホームゲーム

４/　９㈮

４/10㈯

４/23㈮

４/24㈯

アースフレンズ東京Z

茨城ロボッツ

＊予定のため、実施の有無はB2リーグホーム
　ページをご確認ください

Ｂ２リーグ
越谷アルファーズ

例年色とりどりのチューリップが咲き誇ります

順位表
順位 チーム名 勝 負

1

2

3

45

33

33

3

13

16

群馬クレインサンダーズ

茨城ロボッツ

越谷アルファーズ

広報こしがや　令和3年（2021年）4月号20
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