
5月中旬から　　　　　　　の
新型コロナウイルスワクチン接種が始まります
　市では、市民の皆さんが速やかにワクチンを接種できるように準備を進めてきました。国の基準に基づき、本市が定めた優先順位(①高齢者
施設入所者　②75歳以上の方　③65歳～74歳の方)に従って、市民の皆さんを対象にワクチンの接種を行います。
　4月23日に65歳以上の方へクーポン券を発送しました。65歳未満の方についても、順次クーポン券を発送します。

∫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

75歳以上の方

ワクチン接種までの流れ
対象者にクーポン券が届く

予診票を記入

接種当日

新型コロナウイルスワクチン接種にはいずれの接種会場も必ず予約が必要です

予約開始日時：75歳以上の方は5月10日㈪10：00から

ワクチン接種のご案内に記載の
二次元コード、または
右記の二次元コードか
らお申し込みください

接種当日の流れは、
右記の二次元コード
から動画でもご覧に
なれます

＊接種会場の三密を避けるため、
予約した時間にお越しください
＊来場時はマスクを着用してくだ
さい
＊肩を出しやすい服装でお越しく
ださい

＊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しなくなったため、通常どおり開館します
＊会場、期間、時間等は変更する場合があります。その場合には、市
ホームページまたは広報こしがやでお知らせします
＊7月以降について、詳しくは広報こしがや6月号でお知らせします

　注射した部分の痛み、頭痛、関節や筋肉の痛み、疲労、寒気、
発熱などが現れる場合がありますが、ほとんどが数日で治まり
ます。
　まれに起こる重大な副反応として、じんましんなどの皮膚症
状や腹痛、おう吐などの消化器症状、息苦しさなどの呼吸器症
状が現れる場合があります。
　帰宅後に症状が出た場合は、埼玉県新型コロナワクチン専門
相談窓口(☎0570-033-226)へお問い合わせください。

・クーポン券に記載の住所・氏名・生年月日を確認
・クーポン券をお手元に用意して下記のいずれかの方法で予約
＊電話予約は回線に限りがあるため、積極的にインターネット予約をご利用ください

＊4週間先まで予約できます　＊基礎疾患をお持ちの方は、かかりつけ医にご相談のうえ、接種を受けてください
＊年齢ごとに段階的に予約の受け付けをします。65歳～74歳の方の予約開始日については、広報こしがや6月号でお知らせします

接種当日までに記入して接種会場へ

所要時間：1時間程度
クーポン券
予診票
本人確認ができる書類(運
転免許証や保険証など)

インターネット予約

予約サイト 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

電話予約

会場 期間 時間

☎0570-042-666
月曜～金曜日：10:00～19:00
土曜・日曜日、祝日：9:00～17:00

持ち物

受け付け
クーポン券と本人確認ができる書類を提示

予　診
医師が体調や既往歴を確認

2 回目の接種

接　種
医師または看護師による接種

「接種済証」の交付
接種したワクチンが分かるシールを接種
済証に貼る

同じ流れで予約をして、接種を
受けてください

予診票の確認
記載項目をチェック

経過観察後に帰宅
副反応に備えて15分～30分間会場で待機

ワクチン接種会場・期間・時間

サンシティ5階特設会場
(南越谷1-2876-1コミュニ
ティセンター5階)

桜井・増林・荻島・
蒲生地区センター

新方・出羽・大相模
地区センター

北部市民会館

個別医療機関(2面参照)

8月～9月

5月17日㈪から一部開始
＊日時は予約サイトまたはコール
　センターでご確認ください

5月17日㈪～
9月30日㈭

6月3日㈭～
7月31日㈯

8月～9月

＜5・6月＞
月曜・火曜・金曜日
13:00～14:30
水曜・木曜日
10:00～11:30・
13:00～14:30
土曜日
13:00～14:30・
15:00～16:30
＊7月以降につ
　いては調整中

副反応への対応

動画でチェック

広 報

発行/越谷市　〠343-8501　埼玉県越谷市越ヶ谷4-2-1　☎048-964-2111（代表）　D048-965-6433
https：//www.city.koshigaya.saitama.jp/  ＊広報紙は市ホームページからもご覧になれます  編集/広報シティプロモーション課

月号
No.1413
令和3年（2021年）
5月1日発行5

@citykoshigaya @citykoshigaya
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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7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）5月
１日号」を折り込んでいます

　新型コロナウイルス感染症のまん延を防止し、医療への負担の
軽減、さらには社会経済活動の安定につなげるためには、できる
だけ多くの方にワクチンを接種していただくことが重要です。
　市民の皆様には、是非ともワクチン接種にご協力いただきます
ようお願いいたします。

この広報紙は
再生紙を使用
しています
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越谷市役所各課案内図

5月17日㈪から接種を開始する個別医療機関一覧
クーポン券がお手元に届きましたら、まずは予約が必要です。

（令和3年5月現在）

　5月6日㈭から、新本庁舎の全面供用を開始します。これに伴い、各
課の配置が図のとおり変わります。また、現在の本庁舎は7月から解
体を始め、それに伴い第二庁舎・第三庁舎の各課配置が順次変わりま
す。6月以降の各課配置は広報こしがや6月号で改めてお知らせします。
∫庁舎管理課☎963-9134

・現本庁舎ロビー
→第二庁舎1階の行き方

・現本庁舎ロビー
→第二庁舎2階の行き方

・第二庁舎
→新本庁舎(連絡通路)の行き方

現本庁舎

新本庁舎

1 階
第二庁舎第三庁舎

動画でチェック

…高齢者

…子育て

…福　祉

…インフォメーション

…　税

…市民課、
　国保年金課、
　その他

医療機関名 住　　所
石川医院(越ヶ谷)
江川整形外科医院
遠藤クリニック
大沢医院
おおばクリニック
加藤医院
蒲生クリニック
蒲生天神橋クリニック
蒲生東診療所
清松クリニック
こしがや脳神経外科
越谷ハートフルクリニック
小島医院
埼玉東部循環器病院
しらみず産婦人科クリニック

越ヶ谷2-3-20
登戸町16-26
千間台東1-9-1
大房1039-1
北越谷2-32-1
南越谷4-5-3
蒲生茜町19-6グランディール1階
伊原1-4-52
蒲生東町7-32
南越谷1-16-1布武ビル
蒲生寿町5-7
川柳町3-50-1
東越谷2-6-1
大沢3187-1
上間久里1050

医療機関名 住　　所
たかはしキッズクリニック
高見澤産婦人科医院
武重医院
中村医院
花田内科クリニック
ハラクリニック
ひまわりクリニック
まくり整形外科クリニック
松尾医院
松田整形外科
南越谷病院
南埼玉病院
宮本医院
桃木診療所
やまぐち内科クリニック

大里10-1サクライメディカルビル2階
宮本町3-4
袋山1418-2
大成町2-113
花田1-21-7
大間野町4-176-1
蒲生旭町7-21
下間久里171-1
恩間283
瓦曽根2-1-14
南越谷1-4-63
増森252
三野宮新田前806-6
越ヶ谷本町6-6
東越谷9-32-7

＊詳細は市ホームページ、または、コールセンターへお問い合わせください(病院への直接のお問い合わせはお控えください)
＊上記以外の個別医療機関については現在調整中です。随時市ホームページ等でお知らせします  

インターネットの場合は予約サイトで、電話の場合は越谷市新型コロナウイルスワクチン接種コールセン
ターで予約をお願いします。予約方法については、１面をご参照ください
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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
市外局番は（048）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

連絡通路

トイレ

トイレ

維持管理課

福祉総務課

生活福祉課

青少年課

保育施設課

保育入所課

子ども福祉課
子ども安全室

子ども施策推進課

階段

階段/エレベーター

子育て世代
包括支援センター

階段/
エレベーター

階段

エレベーター

階
段

階
　
段

印
刷
室

法
務
課

人
事
課

情
報
公
開

セ
ン
タ
ー

総務課、固定資産評価審査委員会

マイナンバー
交付専用窓口 市民税課

資産税課

収納課

階
　
段

ト
　
イ
　
レ

エ
レ
ベ
ー
タ
ー

エレベーター

トイレ

階
段

連絡通路

トイレ

トイレ

階段

契
約
課

庁
舎

管
理
課

工
事

検
査
課 安

全
衛
生
管
理
課

階段

人権・男女共同
参画推進課

階段/
エレベーター

階段/エレベーター

トイレ

トイレ

階段

階段

指導課

学務課
小中一貫校整備室

給食課

学校管理課

教育委員会室

教育総務課

生涯学習課

スポーツ
振興課

障がい者雇用
事務室

教育長室

階段/
エレベーター

階段/エレベーター

エレベーター

エレベーター

エレベーター エレベーター

エレベーター

エレベーター

エレベーター エレベーター

トイレ

トイレ

トイレ

階
段

階
段

階
段

階
段

階
段

階
段

階
段

階
段

エレベーター

エレベーター

トイレ

階
段

危機管理室

市民活動支援課
公共施設マネジメント

推進課
行政管理課

財政課

くらし安心課

消費生活
センター 相談室

相談室 相談室
外部
監査人
事務室

会議室

階
段

市民
相談室

第3委員会室
第1委員会室

展望ラウンジ兼
委員会室

第2委員会室

授
乳
室

議場

傍聴席

ト
イ
レ

廃棄物指導課

環境政策課

資源循環推進課

農業振興課

農業委員会事務局

広報シティ
プロモーション課

南越谷にぎわい推進室

まちづくり拠点整備推進室
政策課

庁議室（兼）
災害対策本部

秘書課 応接室

応接室
応接室

副市長室 市長室

会議室

会議室

会議室

行政デジタル推進課

市街地整備課

建築住宅課

開発指導課

都市計画課
荻島地区土地利用推進室

控室１

控室２

控室３

控室４
控室５

図書室

控室６
控室７

応接室

正副議長室

議会事務局

閉鎖

閉鎖

閉鎖

各課への直通電話
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への直通電話およびファクスが新
本庁舎移転による電話回線の切り
替えのため、一時休止します。5
月6日㈭からは通常どおり利用で
きます。
＊上記停止期間は市役所代表電話
　(☎964-2111)をご利用ください
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　退職や就職などに伴い、国民健康保険に加入
したときや国民健康保険をやめたときは、14日
以内に届け出が必要です。詳しくは市ホーム
ページをご覧ください。
∫国保年金課☎963-9146

　広報こしがや季刊版春号(令和3年3月)で越谷
市電子申請・届出サービスのリニューアル日を
5月6日㈭とお知らせしましたが、正しくは5月7
日㈮となります。お詫びして訂正します。
∫行政デジタル推進課☎963-9116

■対象：令和4年3月31日までに40歳以上となる
越谷市国民健康保険加入の方または後期高齢者
医療制度加入の方
■助成金額：限度1万円(1人につき年度内1回)
■必要書類：▷国民健康保険加入の方…保険
証、世帯主名義の振込先口座情報の分かるも
の、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　▷後期高齢者医療制度加入
の方…保険証、受診者名義の振込先口座情報の
分かるもの、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
■申込み：人間ドックを受診後、申請書、問
診・確認票(国民健康保険加入の方のみ)、請求
書に必要書類を添付して直接国保年金課へ。詳
しくは市ホームページをご覧ください
＊北部・南部出張所、各地区センターでは受け
付けていません
∫国保年金課(第二庁舎1階)▷国民健康保険加
入の方…☎963-9154、▷後期高齢者医療制度加
入の方…☎963-9170

◯傷病手当金
■対象：新型コロナウイルスに感染するなど
して4日以上連続して会社を休み、その間の
給与の支払いを受けられなかった方
■対象期間：令和2年1月1日～3年6月30日
■給付額：直近3カ月の1日あたりの給与の3
分の2×支給対象日数
◯傷病給付金
■対象：新型コロナウイルスに感染するなど
した傷病手当金の対象とならない個人事業主
■給付額：10万円
＊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)▷国民健康保険
加入の方…☎963-9154、▷後期高齢者医療制
度加入の方…☎963-9170

◯子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親
世帯)
■対象：次の①～③のいずれかに該当する
方。①4月分の児童扶養手当を受給している
　②公的年金等を受給していることにより児
童扶養手当を受給していない　③新型コロナ
ウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し
た
■給付額：児童1人につき5万円
■申請期限：令和4年2月28日㈪まで
＊詳しくは下記へお問い合わせください
∫子ども福祉課(第二庁舎2階)☎963-9166

給付金に係る不審なメールにご注意ください

国民健康保険または
後期高齢者医療制度加入の方

低所得のひとり親世帯等

新型コロナウイルス感染症の
影響を受けた方への支援策

令和3年度の後期高齢者医療保険料が変わります

休日当番医●　● ●　●

国民健康保険の加入・喪失の
手続きがお済みでない方へ

令和３年度に受診した人間
ドック検診料の一部を助成

　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)。
＊M…発熱の方の診療が可能な医療機関
　N…新型コロナウイルス検査実施医療機関

　令和3年度の後期高齢者医療保険料の均等割額の軽減が下表のとおり変更となります。

実施日 医療機関名 診療科目等 所在地 電話番号
増森252
東越谷2-6-1
北越谷2-19-5
千間台東1-9-1
越ヶ谷本町2-2

赤山本町8-5
山六ビル2F

中町10-22
レザン中町101

登戸町16-26
伊原1-4-52
弥生町3-25

南越谷1-20-12
MTビル2F

弥十郎94-1
下間久里790-1
元柳田町6-45
越ヶ谷本町6-6
袋山1503-30

精・神・心療
内・神内・老内・胃内・小
発熱
内・小・リハ
歯・矯歯・小歯

肛外・胃内

内・小・アレ

発熱・整・リウ
内・整・外・脳
歯・矯歯・小歯

眼

内・消内・皮
内・消内
内
小・内
歯・小歯・歯外

MN

MN

MN

M

MN

MN

M

MN

MN

MN

南埼玉病院
小島医院
青木耳鼻咽喉科
遠藤クリニック
安井歯科医院

新越谷肛門胃腸
クリニック

小泉クリニック

江川整形外科医院
蒲生天神橋クリニック
髙橋歯科医院

南越谷小林眼科医院

関医院
おか内科クリニック
新越谷病院
桃木診療所
大袋歯科医院

均等割額
軽減割合

世帯主および同一世帯内の被保険者の令和元年(平成31年)
中の総所得金額等の合計額

軽減後の
均等割額

7.75割軽減

　　　7割軽減

5割軽減
2割軽減

基礎控除額(33万円)以下
7.75割軽減の対象となる世帯のうち、同一世帯内の被保険者

全員が年金収入80万円以下(他の各種所得なし)
【基礎控除額(33万円)＋28.5万円×世帯の被保険者数】以下
【基礎控除額(33万円)＋52万円×世帯の被保険者数】以下

9,380円/年

1万2,510円/年

2万850円/年
3万3,360円/年

5月3日㈷
憲法記念日

5月4日㈷
みどりの日

5月5日㈷
こどもの日

☎965-1151
☎962-8400
☎971-4933
☎978-1781
☎962-2894

☎960-2233

☎969-0678

☎985-7166
☎961-7800
☎965-4184

☎989-7271

☎975-2707
☎972-8800
☎964-2211
☎965-2040
☎975-0352

∫地域医療課☎972-4777

変更前(令和2年度)

変更後(令和3年度)

＊年金・給与所得者の数とは、世帯主および同一世帯内の被保険者のうち、給与所得がある方(給
与収入が55万1,000円以上)または公的年金等所得がある方(公的年金収入が、令和3年1月1日時点
で65歳以上の方は125万円超、65歳未満の方は60万円超)の数です
∫国保年金課☎963-9170

均等割額
軽減割合

世帯主および同一世帯内の被保険者の令和2年中の総所得
金額等の合計額

軽減後の
均等割額

7割軽減

5割軽減

2割軽減

基礎控除額(43万円)+10万円×(年金・給与所得者の数－1)
基礎控除額(43万円)＋28.5万円×(世帯の被保険者数)

+10万円×(年金・給与所得者の数－1)
基礎控除額(43万円)＋52万円×(世帯の被保険者数)

+10万円×(年金・給与所得者の数－1)

1万2,510円/年

2万850円/年

3万3,360円/年

電子申請・届出サービスの
リニューアル日の訂正
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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
市外局番は（048）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2年度の市税および国民健康保険税の滞
納者に対する徴収を強化しています。納付がま
だの方は早急にご納付ください。
∫収納課(新本庁舎2階)☎963-9142

■発行開始日：▷すべての税額が給与からの特
別徴収(差し引き)の方…5月14日㈮　▷公的年
金から特別徴収の方…6月11日㈮　▷上記以外
の方…6月8日㈫。コンビニエンスストアからの
発行はいずれも6月11日㈮から
＊交付開始までは、令和2年度が最新年度で
す。証明書を請求する場合は、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
■取り扱い課所：市民税課、北部・南部出張
所、パスポートセンター
∫市民税課(新本庁舎2階)☎963-9144

　納税通知書は、5月6日㈭以降にお手元に届き
ます。5月31日㈪までにご納付ください。
　金融機関やコンビニエンスストアで納付でき
るほか、スマートフォン決済アプリ(PayPay、
LINE Pay、PayB)でも納付できます。また、イ
ンターネットから「Yahoo!公金支払い」を利用
したクレジットカード納付や、インターネット
バンキング等を利用したペイジー納付もできま
す。
∫自動車税コールセンター☎0570-012-229

　地方税法の一部改正に伴い、越谷市税条例を
改正しました。主な内容は次のとおりです。
○軽自動車税環境性能割税率の臨時的軽減措置
の適用期限延長

　自家用乗用の軽自動車の取得に係る税率を1
％分軽減する臨時的軽減措置の適用期限を延長
し、令和3年12月31日までに取得したものに適
用します。
○軽自動車税種別割のグリーン化特例による軽
課税率の適用期限延長

　新規取得の3輪以上の軽自動車のうち、環境
負荷の小さいものに係る税率に軽課税率を適用
するグリーン化特例について、適用対象となる
車両の重点化等を行ったうえで、その適用期限
を2年間延長します。
∫市民税課☎963-9145

■日時：5月16日㈰・6月6日㈰、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
∫収納課(新本庁舎2階)☎963-9142

　令和3年度の個人市・県民税を給与から差し
引きで納めていただく方の税額通知書を、5月
14日㈮に勤務先へ発送する予定です。通知書は

勤務先からお受け取りください。
∫市民税課☎963-9144

■申込み方法：本人確認書類をお持ちのうえ、
市民課マイナンバー担当(新本庁舎1階)または
北部・南部出張所で交付申請書を受け取り、郵
送またはパソコン・スマートフォンで申し込み
■受け取り方法：市役所からお送りする案内に
従い、電話で日時を予約のうえ、本人が直接市
役所へ。申請からお渡しまでは2カ月程度
∫市民課マイナンバー担当☎940-8604

　越谷市男女共同参画推進条例に基づき、男女
共同参画を妨げる事案に対する苦情があった場
合、苦情処理委員が適切に処理することとして
います。また、苦情処理委員は毎年市長に処理
状況を報告することになっています。令和2年
度の苦情申し出はありませんでした。過去の苦
情申し出の処理状況等は、市ホームページまた
は情報公開センターでご覧になれます。
∫人権・男女共同参画推進課☎963-9113

マイナンバーカードを作りま
しょう

令和2年度男女共同参画に関する
苦情申し出の処理状況の公表

■内容：本社等が市内にある施工業者を利用して、一定の目的を持った住宅・店舗の改修工事を
行う場合に、工事費用の一部を助成
＊支社や支店、営業所が市内にあるだけでは対象となりません
■補助対象者：▷住宅…市内に住宅を所有し、居住している方(越谷市に住民登録があること)
▷店舗…市内に店舗を所有または賃借し、事業を営む(営もうとする)中小企業者または個人事業主
■補助対象工事：次の①・②のすべてに該当し、かつ施工目的が㋐～㋔のいずれかに該当する改
修工事。▷すべて該当…①市内の施工業者を利用して実施する20万円(税抜き)以上の工事　②補助
金交付決定後(7月中旬を予定)に着工し、令和4年2月末日までに完了する工事　▷いずれか該当…
㋐住宅等の長寿命化　㋑住宅等の高効率化　㋒日常生活の支障改善　㋓危険個所の解消　㋔店舗
の魅力向上
■補助額：補助対象工事に要した経費の20%(上限10万円)
■申込み：6月3日㈭～22日㈫に申請書を直接経済振興課へ(9:00～17:00。
土曜・日曜日を除く)。予算額を超える申請があった場合は抽選。詳しく
は経済振興課へお問い合わせいただくか募集要項をご覧ください。募集要
項と申請書類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(産業雇用支援センター3階)☎967-4680

　市では、南越谷駅・新越谷駅周辺地域の
にぎわいづくりに向けて、新たな越谷サン
シティの施設のコンセプトや機能、整備ス
ケジュールなどを明記した｢越谷サンシテ
ィ整備基本計画｣を策定しました。
　策定に伴う意見募集の結果は次のとおり
です。
■件名：越谷サンシティ整備基本計画(案)
■募集期間：2月13日～3月14日
■意見数：42件(29人)
　基本計画および意見募集の結果につい
て、詳しくは市ホームページで公表してい
ます。
∫南越谷にぎわい推進室☎963-9328

個人市・県民税の特別徴収税額
通知書を勤務先へ送付

休日納税窓口

令和3年度(令和2年分)の市・県民
税の課税(非課税)証明書の発行

市税および国民健康保険税の
徴収を強化

自動車税(種別割)の納期限は
5月31日

越谷市税条例の改正

6月の市民課休日窓口は、6月6日㈰です

「住宅・店舗改修促進補助金」をご活用ください｢越谷サンシティ整備
基本計画｣を策定

市民税課
☎963-9145

令和3年度(2021年度)固定資産
税・都市計画税納税通知書と
納付書(口座振替の方には納税
通知書のみ)

令和3年度(2021年度)軽自動車
税(種別割)納税通知書と納付
書(口座振替の方には納税通知
書のみ)

令和3年1月1日現在、市内に固定資
産を所有している方

令和3年4月1日現在、原動機付自転
車、軽自動車、小型特殊自動車、
2輪の小型自動車をお持ちの方

税・国保に関する通知等をお送りします
通知書類名 発送日 対象 問合せ

資産税課
☎963-9147・
9148・9149

4月30日㈮

5月7日㈮

市議会からのお知らせ

○臨時議会が開かれました

　4月23日㈮、市役所議場で臨時議会が開か
れ、市長提出5議案が原案どおり可決されま
した。詳しくは、市議会ホームページをご
覧ください。
∫議会について…議事課☎963-9261、議案に
ついて…法務課☎963-9130

○こしがや市議会だよりの愛称募集

■募集期間：5月31日㈪まで
　詳しくは、今号に折り込みの市議会だよ
り5月1日号をご覧ください。
∫議事課☎963-9261

ペイ　ペイ

ライン　 ペイ ペイビー

ヤ フ ー



広報こしがや　令和3年（2021年）5月号6

〠343-8501　越ヶ谷4-2-1越谷市役所越谷市役所 …お知らせ　　　…福祉　　　…税・国保　　　…募集　　　…イベント　　　…事業者　　　…講座・教室

63人

学習指導員

■申込み：写真を貼った市販の履歴書を本人が直接下記へ
＊勤務内容など詳しくは、市ホームページをご確認ください
∫指導課(第二庁舎4階)☎963-9292

勤務場所

勤務日時

報酬/社会保険

令和4年3月31日までの週4日、8:30～17:00のうち1
日4時間勤務
市内小・中学校
1,009円(時給)/加入なし 募集人数

市職員を募集します 市の会計年度任用職員を募集します

令和4年4月1日採用
職種/
募集人数

技術職員
 /若干名

受　験　資　格

学校（最終学歴）で、建築、土木、機械、電気、化学等に
関する学科を修め、次のいずれかに該当する方

大学卒

短大卒

大学院修士課程修了以上（見込み可）の最
終学歴を有し、平成4年4月2日以降に生まれ
た方。または、大学卒業（見込み可）の最終学
歴を有し、平成6年4月2日以降に生まれた方
短期大学卒業（見込み可）の最終学歴を有
し、平成9年4月2日以降に生まれた方

市立病院職員を募集します

6月1日採用　交通指導員

■申込み：5月14日㈮までに写真を貼った市販の履歴書を本人が直接
下記へ(8:30～17:15。土曜・日曜日、祝日を除く)。5月18日㈫に面接に
よる選考を行います
∫くらし安心課(新本庁舎3階)☎963-9185

期間

対象/募集人数

勤務内容

報酬/社会保険

令和4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
次の①～③のすべてが兼務となります。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

7月1日採用　学童保育指導員

■申込み：5月19日㈬まで(必着)に写真を貼った市販の履歴書、資格
証の写し(上記対象の⑤・⑥に該当する方は在職証明書)を直接または
郵送で下記へ(8:30～17:15。土曜・日曜日、祝日を除く)。5月28日㈮に
作文・面接試験を行います
∫青少年課(第二庁舎2階)☎963-9158

対象/募集人数

勤務日時

報酬/社会保険

勤務場所
勤務内容

次の①～⑥のいずれかに該当する方。①「放課後児
童支援員認定研修修了証」を取得している　②教
員免許（幼稚園教諭含）・保育士の資格を有する　
③社会福祉士の資格を有する　④大学・大学院で
社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学もしく
は体育学を専修する学科またはこれらに相当する課
程を修めて卒業した　⑤高等学校卒業者で2年以
上児童福祉事業等に従事した　⑥放課後児童健全
育成事業に5年以上従事した/若干名
月曜～金曜日、13:00～19:00。学校休業日は8:00～
19:00（交替制）。土曜日は月に2回程度交替で勤務
を予定。時間外勤務あり
市内学童保育室
小学生の保育補助
14万5,220円(月給)。その他手当相当額あり/加入
あり

7月1日採用　国際交流員（英語担当）

■申込み：5月10日㈪～20日㈭に所定の応募用紙、履歴書、各種検定試
験合格証明証書の写し等を特定記録または簡易書留で郵送または直接
下記へ(8:30～17:15。土曜・日曜日を除く)。6月17日㈭に実技(通訳・翻
訳、作文)・面接試験を行います
∫市民活動支援課(新本庁舎3階)☎963-9114

期間

対象/募集人数

勤務場所
勤務内容
勤務時間

報酬/社会保険

令和4年3月31日まで
次の①～⑤のすべてに該当する方。①日本語から
英語へ、および英語から日本語へ通訳・翻訳ができ
る　②パソコンによる業務（ワード、エクセル、パ
ワーポイント等）ができる　③外国人に関する背景
理解、日本の諸制度に関する基礎知識等に基づき、
来庁者に対して適切な情報提供ができる　④日本
語を母語とする場合は、実用英語技能検定1級、
TOEIC900点以上、TOEFL（PBT）600点以上、
TOEFL(iBT)100点以上、または同等以上の語学力
を有する。英語を母語とする場合は、日本語能力試
験（JLPT）N1または同等以上の語学力を有する　
⑤外国籍の方は、就労活動に制限がない在留資格
を有する/1人
市民活動支援課
通訳・翻訳を含む国際化業務
原則年間94日、9:00～16：00 
1,308円(時給)/加入なし

市の会計年度任用職員を募集します

10月1日採用

■第1次試験日：6月20日㈰(教養・作文試験)
■申込み：5月31日㈪まで(消印有効)に必要書類を郵送で下記へ。募集
要項は、人事課、市役所総合受付(新本庁舎1階)、北部・南部出張所、
パスポートセンター、保健センター、越谷市保健所、産業雇用支援セ
ンター、各地区センターで配布するほか、市ホームページから印刷で
きます
∫人事課(本庁舎2階)☎963-9132

職種/募集人数 受　験　資　格
保健師免許（見込み不可）を有し、昭和56年4月2日以
降に生まれた方
獣医師免許（見込み不可）を有し、昭和61年4月2日以
降に生まれた方

保健師/若干名

獣医師/若干名

看護師/若干名 看護師免許（見込み可）を有し、昭和56年4月2日以降
に生まれた方

育児休業代替看護師

■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
たは直接下記へ(8:30～17:15。土曜・日曜日、祝日を除く)
∫市立病院庶務課(東越谷10-32)☎965-4562

対象/募集人数

雇用期間

勤務場所
試験日

看護師免許取得者（見込み不可）で、二交代または
三交代勤務が可能な方/若干名
雇用期間は1年～3年程度。その間に正規職員の採
用試験を受験し、合格することで正規職員になるこ
とができます
越谷市立病院

随時 作文・面接試験選考方法

45人

スクール・サポート・スタッフ

■申込み：学務課で配布する登録用紙を本人が直接下記へ
＊勤務内容など詳しくは、市ホームページをご覧ください
∫学務課(第二庁舎4階)☎963-9291

勤務日時

勤務場所
報酬/社会保険

10月29日㈮までの週5日、1日4時間勤務（夏季休業
日を除く）
市内小・中学校
1,009円(時給)/加入なし 募集人数

■申込み：6月4日㈮までに写真を貼った市販の履歴書を直接下記へ
(8:30～17:15。土曜・日曜日、祝日を除く)。期限後も申し込みを受け
付けますが、勤務地等の希望に沿えないことがあります
∫青少年課(第二庁舎2階)☎963-9158

学童保育夏期パート指導員

勤務日時

勤務場所
勤務内容

報酬/社会保険

高等学校等卒業以上の方/84人
7月21日㈬～8月25日㈬（土曜・日曜日、祝日を除
く）、9:00～13:30または14:00～18:30
市内学童保育室
小学生の保育補助
1,153円(時給)/加入なし

対象/募集人数
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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
市外局番は（048）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

レイクタウン防災フェス2021

　5月4日のみどりの日に無料開園します。森林
浴や散策等、ぜひ、ご来園ください。
■日時：5月4日㈷、9:00～17:00
∫公園緑地課☎963-9225

■日時：5月11日㈫、13:30～16:00
■会場：草加市立中央公民館(草加市住吉2-9-1)
■内容：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：4月20日㈫から電話で下記へ
∫埼玉弁護士会越谷支部事務局☎962-1188(受
け付け時間は月曜～金曜日、10:00～16:30)

■日時：6月13日㈰、15:00～16:30
■会場：市立図書館2階視聴覚ホール
■内容：口演は越谷市演芸協会の方(越谷市内

を中心に落語会を行っているサークル)。演目
は落語などを予定
■対象：小学3年生以上20人
■参加費：無料
■申込み：5月13日㈭、10:00から電話で下記
へ。1通話2人まで受け付け
∫市立図書館☎965-2655

■日時：6月4日㈮、13:30～14:30
■会場：越谷梅林公園(大林203-1)
■対象：100人(抽選)
■申込み：5月14日㈮まで(消印有効)に往復は
がき(1人1枚まで)の往信面に郵便番号・住所・
氏名・電話番号を、返信面に応募者の郵便番
号・住所・氏名を記入し下記へ
＊収穫体験以外では園内の梅の実を取らないで
　ください

∫公園緑地課☎963-9225

　昭和24年6月1日に施行された人権擁護委員法
により、国民の基本的人権を擁護する人権擁護
委員制度が設けられ、市内には10人の人権擁護
委員がいます。全国人権擁護委員連合会では、
｢人権擁護委員の日｣前後に全国で特設人権相談
所を開設しています。
■日時：6月3日㈭、10:00～16:00
■会場：市役所新本庁舎4階相談室
■内容：人権問題に関する相談(秘密は厳守し
ます)

■相談料：無料
＊上記の日時以外にも毎月第1･3木曜日(祝日の
場合は翌週の木曜日)の13:00～16:00に、同会
場で特設人権相談所を開設しています(17面
参照)
∫人権・男女共同参画推進課☎963-9119

■日時：6月5日㈯・6日㈰、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
■対象：どなたでも
■参加費：無料
■申込み：当日会場へ。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

　4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になれ
ます。
〇障害者の日記念事業「第41回ふれあいの日」
■日時：6月6日㈰、10:00～16:00
∫障害者福祉センターこばと館☎966-6633

■日時：5月27日㈭、14:00～15:30
■会場：中央市民会館劇場
■内容：テーマは
｢あなたは何を選び
ますか?　安心安全
なニッポンの未来の
食｣
■講師：
の菊田あや子さん
■対象：150人
■受講料：無料
■申込み：5月10日㈪から、下記の二次元
コードから電子申請で申し込
み。そのほか電話でも受け付け
ます
∫くらし安心課☎963-9156

　今年で10年目を迎える防災イベント。地震
や台風などにどのような備えが必要なのか、
多彩な企画を通して最新情報を楽しく学べま
す。
■日時：5月22日㈯・23日㈰、10:00～16:00
■会場：イオンレイクタウンkaze・mori、
アウトレットQ駐車場、水辺のまちづくり館
ほか
■内容：越谷市、越谷市消防局、埼玉県警
察、防衛省自衛隊、日本赤十字社など各部門
のスペシャリストが登場。特殊車両や水陸両用車両、日頃から取り入れたい防災グッズや災害
食、ドローンやアウトドア防災、ペットとの避難方法など、楽しく防災・減災を学べる企画や
展示を行います
＊新型コロナウイルス感染症拡大の状況により、内容変更や開催中止となる場合があります
■入場料：無料
∫レイクタウン防災フェス2021実行委員会事務局(NPO法人ビーグッドカフェ内(https://bos
ifes.begoodcafe.com))☎03-6413-8801

越谷市立図書館寄席

プレーパーク

催し等の中止

梅の実収穫体験

消費者月間記念講演会

カゼ モリ

過去のプレーパークの様子

過去の収穫体験の様子

キャンベルタウン野鳥の森
５月５日無料開園

オーストラリアの野鳥などが飼育されています

　キャンベルタウン野鳥の森の無料開園を行い
ます。
■日時：5月5日㈷、9:00～16: 00(最終入園は
15:30まで)

∫キャンベルタウン野鳥の森☎979-0100

地元弁護士による無料法律相談会

越谷アリタキ植物園みどりの日
無料開園

ご存じですか　人権擁護委員制度

リポーター

菊田あや子さん

a
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　｢経済センサス‐活動調査｣は、全産業分野の
売上(収入)金額や費用などを把握し、事業所・
企業の経済活動を明らかにすることを目的とし
て、5年に1度実施される国の重要な統計調査の
一つです。6月1日㈫を基準日として、全国すべ
ての事業所および企業を対象に実施されます。
　越谷市においても、5月中旬以降に調査員の
訪問または郵送により、各事業所へ調査票を配
布します。回答は、6月8日㈫までにインター
ネットまたは郵送で提出してください。
　皆さんのご理解とご協力をお願いします。
∫政策課☎963-9121

　市内の農地の実勢賃借料を公表します。令和
2年1月～12月に締結(公告)された賃貸借におけ
る賃借料水準(10aあたり)は、下表のとおりで
す。農地の貸し借りの目安にご活用ください。

　｢要約筆記｣について、よく分かる動画を配信
しています。右記の二次元コード
または動画配信サイトYouTubeで
｢こしがや要約筆記物語｣と検索。
ぜひ、ご覧ください。
∫障害者福祉センターこばと館☎966-6633

■対象：市内在住の健康で働く意欲のある60歳
以上の方
■持ち物：筆記用具
■申込み：電話で下記へ
∫シルバー人材センター☎967-4311

 

■対象：次の①・②のすべてに該当する方。

①市内在住　②市内に生息し、飼い主がいない
猫に不妊・去勢手術を受けさせることができる
■金額：1匹につき不妊手術6,000円、去勢手術
4,000円を限度とします。手術に要した費用が
上限額以内の場合は、その額を補助します
■申込み：手術前に下記へご相談ください
∫生活衛生課☎973-7532

　ドライブレコーダーを｢動く防犯カメラ｣とし
て有効活用し、体感治安の向上と犯罪等の未然
防止につなげるため、協力者にステッカーを配
付し、地域の見守り活動の充実を図ります。
■参加条件：次の①～④のすべてに該当する
方。①市内在住・在勤　②所有する車両にドラ
イブレコーダーを搭載し、仕事などで市内を頻
繁に走行する　③事件・事故等があった際に、
警察へドライブレコーダーの映像を提供できる
　④不審者などの情報を得るために越谷City
メールへの登録ができる
■活動内容：不審者等を目撃した場合などは適
宜警察へ連絡し、必要に応じて警察へデータを
提供
■申請方法：氏名・連絡先等必要事項を記入し
た申請書を直接下記へ。その場でステッカーを
配付します
∫くらし安心課(新本庁舎3階)☎963-9185

飼い主のいない猫の不妊・去勢
手術費補助金制度

経済センサス‐活動調査

（農家の方へ）農地の賃借料情報

「こしがや要約筆記物語」配信中！

　市では、快適で活力ある魅力的なふるさと
づくりを目指して行われる市民活動事業に助
成を行っています。
■助成対象事業：自主的、主体的に活動する
市民による公共活動を目的とした事業。ただ
し、営利目的の事業、政治・宗教的目的の事
業、特定の個人・団体等が対象の事業、定期
的・恒例的に行われている備品購入のみを目
的とする事業は除く
■事業の実施期間：交付決定日～令和4年3月
31日
■申し込み資格：市内に活動の本拠を有し、
上記期間内に事業終了の見込みがある団体
■選考・決定：申し込み団体によるプレゼン
テーション、越谷しらこばと基金運営委員会
による審議等を経て、市長が決定
■申込み：5月6日㈭～19日㈬に、必要書類を
直接市民活動支援課へ。書類は市民活動支援
課、各地区センター、各交流館、市民活動支
援センター｢ななサポこしがや｣などで配布す
るほか、市ホームページから印刷できます
∫市民活動支援課(新本庁舎3階)☎963-9153

　市では、過去6次にわたる行政改革に続き、第7次越谷市行政改革大綱を策定しました。
　今後も厳しい財政状況が続くと見込まれる中で、拡大・多様化する行政課題に迅速かつ的確に
対応した効率的で効果的な行政運営を推進するため、行政改革に不断に取り組むことが重要で
す。これらを踏まえ、市民の期待に応えられるまちづくりを推進できるよう行政改革の取り組み
を推進します。なお、本大綱は、公募市民等で構成する越谷市行政経営審議会での審議や市民へ
の意見公募を通じていただいたご
意見を踏まえ、策定したもので
す。
■計画期間：令和3年度～7年度の
5年間 
■基本方針：(1)減量経営の徹底
　(2)民間活動との共栄　(3)緊縮
財政の運営
■推進事項：本大綱では右図に掲
げる6つの主要推進事項と12の具
体的推進事項を定めました。実施
計画は、確定しだい、市ホーム
ページ等で公表します。具体的に
は、AI・RPAによる業務効率化、
適正な定員管理と効率的な組織整
備、行政手続きのオンライン化な
どの取り組みを予定しています
＊第7次行政改革の大綱は、市
ホームページ(右記二
次元コード)、情報公
開センターでご覧に
なれます
∫行政管理課☎963-9313

シルバー人材センター入会説明会

ドラレコ見守り協力者

越谷しらこばと基金助成事業を募集します
令和3年度

 越谷市全域

田（水　稲）

畑（普通畑）

平 均 額

6,100円

1万2,800円

最 高 額

6,100円

2万1,500円

最 低 額

6,100円

6,000円

∫農業委員会事務局☎963-9279

 日程
5/10㈪
5/13㈭
6/7㈪
6/11㈮

時間
10:00～11:30
13:30～15:00
10:00～11:30
9:30～11:00

会場
越ヶ谷地区センター大会議室
産業雇用支援センター会議室
越ヶ谷地区センター大会議室
産業雇用支援センター会議室

■日時・会場：下表のとおり

アール

ユーチューブ

活動の一例(屋外作業)

１　事務事業の改革強化

【主要推進事項】 【具体的推進事項】

３　組織の強靭化

５　健全財政の強化

６　その他、行政改革として取り組
むもの

４　暮らしやすさの向上につながる
情報化等の推進

２　特別会計事業・公営事業
　　会計外郭団体の経営改革

①経費削減の徹底

②事務事業の連携強化

③民間資源の活用強化

①最適な組織と定員管理

②職員の能力強化

③リスク・マネジメントの強化

①地球環境問題への積極
　的な取組

①特別会計事業・公営事　
　業会計の財政健全化
②外郭団体への適正関与

①補助金等事業や給付等
事業の精査

②公共財の適正管理と徹
底活用

③的確な債権確保と財源の
掘り起こしの推進

第7次越谷市行政改革大綱を策定しました

第７次越谷市行政改革における推進事項
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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
市外局番は（048）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

■対象：市内在住・在勤・在学または市内の
サークル等に所属している方
■募集作品：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
＊詳しくは各地区センター等、市内公共施設で
　配布する募集要項や市ホームページをご覧く
　ださい
■発行：令和4年4月上旬予定
■申込み：6月1日㈫～8月31日㈫まで(必着。小
学1年生～高校3年生は9月6日㈪まで)に直接ま
たは郵送で下記へ
∫生涯学習課(第二庁舎4階。6月7日㈪以降は第
三庁舎3階)☎963-9307

■日時：平日の放課後(おおむね15:00～17:00)
または土曜日の週1回～月1回程度
■場所：市内小学校や地区センター・公民館等
(市内19教室で実施)
■内容：子どもたちへの指導(自由遊び・学
習・体験活動等)、安全確保のための見守り
■申込み：電話で下記へ
∫青少年課☎963-9308

■内容：越谷市環境管理計画や環境の保全・創
造などについての調査・審議等
■任期：7月1日㈭から2年間
■対象：次の①～④のすべてに該当する方3
人。①市内在住・在勤・在学または市内で活動
している満18歳以上　②平日(8:30～17:00)の会
議に出席できる　③越谷市のほかの審議会等の
公募委員でない　④越谷市の職員でない
■応募方法：5月7日㈮～24日㈪(必着)に｢越谷
市の環境について｣をテーマにした作文(800字
以内)と住所・氏名・年齢・職業・電話番号・
環境保全に関する活動歴を簡潔にまとめた書類

を直接または郵送で下記へ。結果は6月末ごろ
通知します。応募書類は返却しません
∫環境政策課(第三庁舎4階)☎963-9183

■内容：青少年問題に係る協議、青少年指導行
政施策の充実・推進のための調査・審議。会議
は日中、年2回程度を予定
■任期：2年間(委嘱時期は7月を予定)
■対象：次の①～③のすべてに該当する方6人
以内。①市内在住・在勤・在学または市内で活
動している満18歳以上　②越谷市のほかの審議
会等の公募委員でない　③越谷市の職員でない
■応募方法：5月7日㈮～21日㈮、17:15まで(必
着)に｢青少年健全育成について｣をテーマとし
た作文(400字以内、A4用紙に横書きで様式自
由)と応募申込書を直接または郵送で青少年課
へ(土曜・日曜日を除く)。応募申込書は下記で
配布するほか、市ホームページから印刷できま
す。書類選考により決定。結果は本人に通知し
ます。応募書類は返却しません
∫青少年課(第二庁舎2階)☎963-9308

■内容：男女共同参画の推進に関する重要事項
などについての調査・審議等。会議は年に3～4
回程度
■任期：7月から2年間
■対象：次の①～③のすべてに該当する方3
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越谷市のほかの審議会等
の公募委員でない　③越谷市の職員でない
■応募方法：5月31日㈪まで(必着)に｢男女共同
参画を推進するための取り組みについて｣を
テーマにした作文(800字以内)と応募申込書を
直接または郵送、メールで下記へ。選考結果は
直接本人にお知らせします。応募書類は返却し
ません

■内容：市民の健康づくりや医療に関すること
などについての審議。会議は平日夜間で年2～4
回程度を予定。
■任期：8月1日㈰から2年間
■対象：次の①～③のすべてに該当する方5人
程度。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越谷市のほかの審議会
等の公募委員でない　③越谷市の職員でない
■申込み：5月10日㈪～6月17日㈭まで(必着)に
｢私が越谷市の健康づくり事業に関心を持った
理由｣をテーマとした作文(800字以内)と住所・
氏名・生年月日・性別・電話番号を記入した応
募用紙を直接または郵送で下記へ(土曜・日曜
日を除く)。応募用紙は市役所総合受付(新本庁
舎1階)、保健センターで配布するほか、市ホー
ムページからも印刷できます。結果は本人に通
知します。提出書類は返却しません
∫健康づくり推進課(〠343-0023東越谷10-31）
☎960-1100

■内容：6月1日㈫～7日㈪の第63回水道週間に
あわせて、水・水道をテーマにした図画作品を
募集します。応募者には、記念品を贈呈しま
す。優秀作品は全国コンクールに出品します
■応募要領：4切(約38㎝×54㎝)～8切(約38㎝
×27㎝)サイズの画用紙
■対象：越谷市・松伏町在住の小・中学生
■申込み：5月10日㈪まで(必着)に、作品裏面
に郵便番号・住所・氏名(ふりがな)・電話番
号・学校名・学
年を記入し、直
接または郵送で
下記へ(1人1点ま
で)。応募作品
の図画は返却し
ません
∫越谷・松伏水道企業団総務課(〠343-8505
越ヶ谷3-5-22)☎971-7903

文化総合誌「川のあるまち―
越谷文化」第40号の作品募集

【公募委員】男女共同参画推進
委員会委員

水道図画コンクールの作品募集

【公募委員】青少年問題協議会委員

放課後子ども教室ボランティア

【公募委員】保健衛生審議会委員

【公募委員】環境審議会委員

令和2年度 最優秀作品∫人権・男女共同参画推進課(第二庁舎3階)☎
963-9113、H jinkendanjo@city.koshig
ya.lg.jp

a

■一般住宅：弥十郎住宅2Ｋ(単身可)1戸、川柳町中層住宅2Ｋ(2人以上世帯)3戸、
七左町中層住宅3DK(3人以上世帯)2戸
■シルバーハウジング住宅：西大袋中層住宅1DK(単身可)1戸(特殊住宅：人身等の
事故があった住宅)
■対象：次の①～⑤のすべてに該当する方。①受け付け日の前日からさかのぼっ
て引き続き1年以上市内に在住　②同居または同居しようとする親族(婚約者等を
含む)がいる(単身可の住宅は除く)　③現に住宅に困っていることが明らかである
　④入居しようとする世帯全員の合計所得が月額15万8,000円以下(高齢者世帯や
入居者に障がいのある方がいる場合などは月額21万4,000円以下)　⑤暴力団員で
はない
＊単身およびシルバーハウジング住宅に申し込む方には別途追加の応募資格があ
　ります。詳しくは埼玉県住宅供給公社へ
■申込み：6月1日㈫～21日㈪(消印有効)に、申込書を郵送で埼玉県住宅供給公社
へ。募集案内は6月1日㈫から市役所総合受付(新本庁舎1階)、建築住宅課(新本庁
舎6階)、北部・南部出張所、各地区センターで配布します
∫埼玉県住宅供給公社市町村営住宅課(〠330-8516さいたま市浦和区仲町3-12-10)
☎048-829-2873(8:30～17:15。土曜・日曜日、祝日を除く)

【自転車安全利用五則】
1　自転車は、車道が原則、歩道は例外　　
2　車道は左側を通行　　
3　歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
4　安全ルールを守る
　・飲酒運転、二人乗り、並進の禁止・夜間はライトを点灯
　・交差点での信号遵守と一時停止・安全確認
5　子どもはヘルメットを着用
○放置自転車はやめましょう
　駅前では、点字ブロック上やタクシー乗り場、商店前などに
迷惑な放置自転車が多く見られます。これらは通行の妨げとな
るばかりか、倒れて歩行者にけがを負わせたり、消防や救急活
動などの妨げになります。駅前広場等は誰もが利用する場所で
す。駅等を利用する場合は、人に迷惑をかけないように、駐輪
場を利用しましょう。また、自転車には防犯登録をし、鍵を二
重にかけるなど盗難防止を心がけましょう。
∫くらし安心課☎963-9185

5月は自転車マナーアップ強化月間です
安全のために交通ルール＆マナーを守りましょう市営住宅入居者を募集します
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【花紀行プラン】

 国民宿舎両神荘

TEL ０４９４－７９－１２２１

小鹿野町両神温泉
新緑・長瀞・三峯神社や秩父のB級グルメを満喫！

関越道花園ICから35km/西武秩父駅から路線バス48分
埼玉県秩父郡小鹿野町両神小森707

通常1泊2食9,150円（税込）～⇒
「越谷市健康増進事業適用」
2,000円引でご利用いただけます。

宿泊日、部屋タイプ、ご利用人数により変わります。

お　が　の

消防団が河川の水を利用した
放水訓練を実施

乗合タクシーの実証運行に係る
利用者登録

9月の日曜日の野球場貸し出し
抽選

都市計画の変更案の縦覧

第32回ECO勉強会　さくら並木を
クビアカツヤカミキリから守る!

応急手当講習会(普通救命講習Ⅰ)

危険物取扱者試験準備講習会

使用料(1カ月あたり・税抜き)

＊用途は一般用

汚水量

6㎥まで

6㎥超～10㎥分

10㎥超～20㎥分

20㎥超～50㎥分

50㎥超～200㎥分

200㎥超～500㎥分

500㎥超分

基本料金

1,050円

超過料金
(1㎥につき)

-

110円

115円

118円

121円

基本料金

800円

超過料金
(1㎥につき)

-

110円

120円

132円

142円

150円

現　行 改定後

放水訓練の様子

　河川に水量があるこの時期、消防団が各地で
放水訓練を実施していますので、ご理解をお願
いします。

∫警防課☎974-0104

　南越谷二丁目地区等に係る都市計画の変更案
について、都市計画法第17条に基づき縦覧を行
います。都市計画の変更案について、越谷市民
および利害関係人であれば縦覧期間中に意見書
を提出することができます。
■変更する都市計画：高度利用地区、防火地域
および準防火地域、地区計画
■縦覧期間：5月24日㈪～6月7日㈪(8:30～

17:15。土曜・日曜日を除く)
■縦覧場所：都市計画課。市ホームページから
もご覧になれます
■意見書の提出：6月7日㈪まで(消印有効)に直
接または郵送、メールで都市計画課へ。意見書
の様式は、下記で配布するほか、市ホームペー
ジから印刷できます
∫都市計画課(新本庁舎6階)☎963-9221、H to 
shikei@city.koshigaya.lg.jp

■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：6月1日㈫～6日㈰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

　新方地区内で乗合による公共交通が利用しづ
らい地域を対象に、デマンド型乗合タクシーの
利便性を検証するため、実証運行を実施しま
す。利用には事前に登録が必要です。
■事業期間：6月上旬～11月下旬(6カ月間)
■事業範囲：原則新方地区内
■利用対象者：新方地区で、新方川より東側に
お住まいの方

■登録期間：事業完了日まで
■登録方法：世帯ごとに申請書を記
入し、受付場所へ提出
■受付場所：都市計画課、新方地区
センターおよび加入する自治会
∫都市計画課(新本庁舎6階)☎963-9221

　特定外来生物である｢クビアカツヤカミキリ｣
は、サクラなどの樹木に被害をもたらす昆虫で
す。市内でも被害を受けたサクラが確認されて
います。今回は、草加市でクビアカツヤカミキ
リの防除に携わっている方を講師に招き、防除
事例について説明します。越谷のサクラを守る
ため、クビアカツヤカミキリ防除について学ん
でみませんか。
■日時：5月29日㈯、10:00～11:30
■会場：中央市民会館4階A・B会議室
■講師：埼玉県生態系保護協会草加・八潮支部
長の加納正行さん
■費用：無料
■対象：20人
■申込み：5月6日㈭から電話で下記へ
∫環境政策課☎963-9183

■日時：5月30日㈰、9:00～12:00
■会場：消防局本庁舎4階講堂
■内容：心肺蘇生法・AED等
■対象：市内在住・在勤・在学で中学生以上の
方15人
■受講料：無料
■申込み：5月1日㈯～15日㈯に電話で下記へ
∫消防局消防署☎974-0136

■日時：①甲種1期…5月29日㈯・30日㈰　②乙
種第4類4期…6月19日㈯・20日㈰、いずれも
9:30～16:30
■会場：①川口総合文化センター・リリア(川
口市川口3-1-1)　②草加市文化会館(草加市松江
1-1-5)
■受講料：▷一般…①7,900円、②6,900円　▷
越谷市防火安全協会会員および学生…①6,900
円、②5,900円
■テキスト代：法令編1,400円、実務編1,400
円、例題集(乙種第4類のみ)1,700円
■申込み：①は5月21日㈮まで、②は6月11日㈮
までに、受講料およびテキスト代を添えて直接
下記へ
∫消防局予防課☎974-0103

9月1日から下水道使用料を改定します
11月検針(請求)分から新料金適用

下水道は暮らしを支える重要な施設です
　下水道は、浸水の解消、河川等の公共
水域の水質保全など、安全で快適な生活
や美しい自然環境を支えるために大きな
役割を果たしています。
使用料の改定は4回目
　本市の下水道は昭和58年4月に供用を
開始して以来、使用料の改定は今回が4
回目です。
使用料の改定が必要な理由
　家庭や事業所から出る汚水の処理に要
する経費は、使用料によって賄われてい
ます。市では、使用者の負担を抑えるた
めに、未接続対策(トイレの水洗化の促進)などの経営改善に取り組んできましたが、使用料だけ
では下水の処理にかかる経費を賄えず、一般会計からの繰入金に依存している状況です。また今
後、老朽化した施設の更新や改築が必要となるため、このたび使用料を改定して、下水道経営状
況の改善を図る必要があります。
　今回の下水道使用料の改定は、超過料金を引き上げる一方で、基本水量および基本使用料を引
き下げて、使用者の負担の適正化に配慮しています。今後も経営状況の改善に取り組み、下水道
を快適にご使用いただけるよう適正な維持管理に努めます。
∫下水道経営課☎963-9206
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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
市外局番は（048）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

埼
玉
出
張
修
理
専
門

埼
玉
出
張
修
理
専
門

パソコンのお医者さんデジタル・パソコンクリニック
　

創
業
９
年
目
を
迎
え
た
出

張
・
見
積
無
料
の
パ
ソ
コ
ン
修

理
屋
で
す
。
埼
玉
県
南
部
が
中

心
の
地
域
密
着
だ
か
ら
で
き
る

出
張
・
見
積
出
張
診
断
は
無
料

で
す
。
ウ
イ
ン
ド
ウ
ズ
10
も
リ

リ
ー
ス
さ
れ
て
か
ら
５
年
以
上

が
経
過
し
て
お
り
、
昨
今
で

は
、
パ
ソ
コ
ン
の
動
作
が
遅

い
、
起
動
し
な
い
等
の
パ
ソ
コ

ン
の
寿
命
が
近
い
こ
と
を
起
因

す
る
ト
ラ
ブ
ル
相
談
が
増
加
し

て
お
り
ま
す
。
寿
命
と
は
関
係

な
く
て
も
、
パ
ソ
コ
ン
や
タ
ブ

レ
ッ
ト
は
ト
ラ
ブ
ル
と
隣
り
合

わ
せ
の
機
械
な
の
で
、
起
動
し

な
い
、
動
作
が
遅
い
、
ア
プ
リ

や
ソ
フ
ト
が
思
っ
た
よ
う
に
動

作
し
な
い
な
ど
、
挙
げ
れ
ば
き

り
が
な
い
ト
ラ
ブ
ル
が
あ
り
ま

す
。
弊
社
で
は
お
一
人
お
一
人

に
合
わ
せ
た
修
理
を
提
案
し
、

ト
ラ
ブ
ル
を
確
実
に
解
決
い
た

し
ま
す
。
修
理
の
コ
ス
ト
が
見

合
わ
な
い
場
合
は
、
お
客
様
の

パ
ソ
コ
ン
用
途
を
お
伺
い
し
、

適
宜
相
応
な
パ
ソ
コ
ン
を
弊
社

で
パ
ソ
コ
ン
販
売
か
ら
設
定
設

置
ま
で
行
う
こ
と
が
で
き
ま

す
。
ま
た
、
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響

で
テ
レ
ワ
ー
ク
の
設
定
や
パ
ソ

コ
ン
の
新
規
購
入
、
お
買
い
換

え
を
ご
希
望
さ
れ
る
方
の
ご
相

談
も
可
能
で
す
。
弊
社
は
一
軒

一
軒
ご
訪
問
前
に
消
毒
、
ス

タ
ッ
フ
は
マ
ス
ク
の
着
用
を
徹

底
し
て
お
り
、
感
染
予
防
対
策

を
行
っ
て
、
ご
訪
問
い
た
し
ま

す
の
で
ご
安
心
く
だ
さ
い
。
お

電
話
で
簡
単
な
お
概
算
も
可

能
な
限
り
お
伝
え
し
ま
す
。
見

積
無
料
。
お
問
い
合
わ
せ
は
☎

0
4
8
・
6
7
3
・
4
9
0
0

住
所　

埼
玉
県
越
谷
市
赤
山

本
町
３-

24　

レクリエーション指導者養成
講習会

障がい者スポーツ教室(知的)

生涯スポーツ講座

就職支援セミナー(金曜講座) 

女性のための就職支援セミナー

みんなのグルメランキング
【ラーメン編】を実施中

魅力ある応募書類の書き方

何やりたい！？　自分に合っ
た仕事とは

内　容

10:00

～

12:00

時間

6月4日㈮

6月18日㈮

日程

北体育館

南体育館

第1体育館

西体育館

会場

体力テスト

エアロビクス

体力テスト

バドミントン

体力テスト

卓球

ヨーガ

種目
5月10日㈪、10:00～
11:30
5月17日㈪・24日㈪・
31日㈪、10:00～11:30
5月12日㈬、10:00～
11:30
5月19日㈬・26日㈬、
10:00～11:30
5月6日㈭、13:30～
15:00
5月13日㈭・20日㈭・
27日㈭、13:30～15:00
5月7日㈮・14日㈮・21
日㈮・28日㈮、10:00～
11:30

日時

市民の市民による市民のための人気投票！

東日本大震災義援金の受け付け終了

ゼロからはじめる弓道教室

■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：5月7日㈮から電話で下記へ
∫経済振興課☎967-4680

■日時：6月9日㈬、10:00～12:00
■会場：産業雇用支援センター4階会議室
■内容：｢自分を知り、アピールポイントを見
つけよう！｣。適職検査による自己分析など
■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：5月7日㈮から電話で下記へ
∫経済振興課☎967-4680

■日時：6月8日㈫・15日㈫・22日㈫、13:30～
15:00
■会場：第2体育館
■内容：ストレッチ、リズム体操、レクリエー
ションスポーツなど
■対象：知的障がいのある方20人
■参加費：無料
■持ち物：タオル、室内用運動靴
■申込み：5月10日㈪、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月23日㈰、13:30～16:30
■会場：第2体育館
■内容：｢ゲーム・レクリエーション｣。子ども
会、保育、福祉の現場などさまざまな場面で使
えるゲームを体験
■対象：市内在住・在勤・在学で小学5年生以
上の方30人
■参加費：100円
■持ち物：水分補給用の飲み物、室
内用運動靴
■申込み：5月19日㈬までに右記の

二次元コードから電子申請で申し込み。そのほ
か電話でも受け付けます。
∫青少年課☎963-9308

■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、ヨガマット
(ヨーガの場合)
■申込み：当日会場へ

∫スポーツ振興課☎963-9284

■日時：5月22日㈯～6月15日㈫の火曜・土曜日
(全8回)、18:30～20:30
■会場：緑の森公園越谷市弓道場(越ヶ谷2579)
■内容：初心者向けの弓道教室
■対象：越谷市・草加市・八潮市・三郷市・吉
川市・松伏町内在住・在勤・在学で18歳以上の
弓道初心者12人
■受講料：2,000円
■持ち物：白足袋、水分補給用の飲み物、筆記
用具

■申込み：5月1日㈯～16日㈰に直接下記へ
∫緑の森公園越谷市弓道場☎966-0910

　東日本大震災にて被災された方への支援のた
め、平成23年3月14日から実施していた募金の
受け付けを3月31日で終了しました。
　越谷市に集まった義援金は、9,730万7,006円
となりました。東日本大震災の義援金について
は、日本赤十字社を通じて、全額が被災された
方に届けられます。
　長い間、ご協力ありがとうございました。
∫福祉総務課☎963-9320

　市では、食や景観などの地域資源を生かし
“こしがや”の魅力を発信するとともに、市内
経済の活性化や市の知名度の向上につなげてい
くためのアンケート調査を実施しています。
　今回の企画は、｢あなたの好きな市内ラーメ
ン店｣。調査期間は5月31日㈪までです。調査の
結果は、5月15日㈯から新たに始まる“市民参
加 型 テ レ ビ 広 報 番 組 ｢ K o s h i g a y a 　
Collection｣”の番組コーナー“こしコレ　デ
ィスカバリー”内で順次紹介していきます。
　下記の二次元コードから電子申請で投票して
ください。
∫広報シティプロモーション課
☎963-9117

読者クイズ
　4月17日に落成式が行われた市役所新庁舎
では、8階にある見晴らしのよい場所を開放
します。それは何でしょうか。答えは今号
の中にあります

　5月14日㈮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)・年齢を記入して、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

応募方法

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こ　　　し　　　が　　　や

コ  レ  ク  シ  ョ  ン
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こしがや市民法律教室6月分

要約筆記者養成講習会

食品衛生法が改正されました

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

　原則として、すべての食品等事
業者に、一般衛生管理に加え、
HACCPに沿った衛生管理の実施
が求められます。

　食品等事業者は、令和3年6月か
ら営業許可の申請や営業届の手続
きが必要となる場合があります。

HACCPに沿った衛生管理が義務化

営業許可制度の見直し、営業届出制度の創設認知症サポーター養成講座

広報こしがや
掲載広告募集
広報こしがや
掲載広告募集■日時：6月12日㈯、13:30～15:30

■会場：中央市民会館4階第16～18会議室
■テーマ：高齢者の財産管理(任意後見制度等)
～｢おひとりさま｣でも最後まで自分らしく生き
る～。講師は西村友希さん
■対象：40人
■受講料：無料
■申込み：5月10日㈪～6月11日㈮に電話で下記
へ
∫くらし安心課☎963-9156

■日時：5月28日㈮、10:00～11:30
■会場：北部市民会館ホール
■内容：認知症について、認知症の方の気持
ち、認知症の相談窓口など
■対象：市内在住・在勤の方40人
■受講料：無料
■持ち物：筆記用具
■申込み：5月8日㈯から直接または電話で下記
へ
∫地域包括支援センター大袋(大竹831-1)☎
971-1077(8:30～17:30。日曜日を除く) 

　食をとりまく環境変化や国際化等に対応し、
食の安全を確保するため、平成30年6月に食品
衛生法の一部が改正され、令和3年6月1日から
新たに届け出が必要になる場合があります。食
品を取り扱う事業者は下記をご確認ください。
詳しくは下記へお問い合わせください。

∫生活衛生課☎973-7533

■日時：6月11日㈮～令和4年1月21日㈮の毎週
金曜日、10:00～12:00(全30回)
■会場：障害者福祉センターこばと館
■対象：原則、市内在住・在勤で越谷市の登録

要約筆記者を目指す18歳以上の方15人
■申込み：5月28日㈮まで(消印有効)に、往復
はがきの往信面に講座名・住所・氏名(ふりが
な)・年齢・電話番号・志望動機(50字以内)
を、返信面に郵便番号・住所・氏名を記入し、
障害者福祉センターこばと館へ。定員を超えた
場合は書類選考あり
∫障害者福祉センターこばと館(〠343-0813　
越ヶ谷4-1-1中央市民会館1階)☎966-6633

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)、D970-7412、　https://hot-koshi 
gaya.jp/
□どっちも大事！　介護とあなたの人生～介
護する人を支えるために～
■日時：6月5日㈯、14:00～16:00
■内容：介護と仕事・生活の両立を支える制
度やサービスの利用法について。講師は(一
社)日本ケアラー連盟代表理事の堀越栄子さ
んと地域包括ケア課職員
■対象：テーマに関心のある方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月27日㈭まで)
□性と生殖に関する健康と権利についての講
座｢リプロダクティブ・ライツと日本の中
絶の問題点～安心・安全な中絶を考える
～｣
■日時：5月30日㈰、14:00～16:00
■内容：リプロダクティブ・ライツ(性と生
殖に関する権利)、日本の中絶等の問題点に

ついて。講師は中絶ケアカウンセラーの塚原
久美さん
■対象：テーマに関心のある方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5月19日㈬まで)
□女性限定｢ほっと越谷｣さんもくナイト・シ
ネマでほっこり
■日時：5月20日㈭、18:30～20:00
■内容：上映作品は｢空とコムローイ｣
■対象：テーマに関心のある女性30人
■申込み：当日会場へ
□市民公募型男女共同参画事業｢家庭・仕
事・子育ての人間関係がぐっと楽になるコ
ミュニケーション講座｣
■日時：6月17日㈭・7月15日㈭、10:00～12:00
■内容：講師はNPO法人子どもの環境を守る
会Ｊワールド理事長の三浦輝江さん
■対象：子育て中またはテーマに関心のある
20代～50代の女性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月
26日㈬までに男女共同参画支援センター｢ほ
っと越谷｣☎970-7411へ)
■申込み：電話で下記へ
∫ファミリーネットさいたま越谷支部・鵜澤
☎080-7688-1636

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
□ちりめん細工の鳥獣戯画おひなさま展、江
戸時代庶民の旅お話会
■日時：▷展示…5月1日㈯～31日㈪、9:00～
17:00　▷お話会…5月22日㈯、13:30～15:30
■内容：｢鳥獣戯画｣をちりめん細工で模した
おひなさまの展示。お話会は、江戸時代の人
がどのような思いで日光街道を歩いていたの
かなど
■定員：お話会のみ25人
□CaféTOMO
■日時：5月30日㈰、14:00～16:00
■内容：相続入門
■対象：相続に関心のある方30人
□ぽっぽひろば
■日時：5月21日㈮、10:00～11:10
■内容：絵本、紙芝居、お手玉、簡単な手遊
びなど
■対象：乳幼児と保護者15組
■持ち物：保護者のみマスク

■発行日・発行部数：毎月1日、12万800部
■掲載号：7月号～令和4年4月号
■規格・掲載料：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：随時。申込書を直接またはファ
クスで広報シティプロモーション課へ。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。詳しくは市ホーム
ページをご覧ください
∫広報シティプロモーション課(新本庁舎4
階)☎963-9117、D965-0943

ちょうじゅうぎ  が

う  ざわ

ハ　サ　ッ　プ
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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

※

〒343-0821

埼玉県越谷市瓦曽根2丁目8－62
●JR武蔵野線『南越谷駅』東武スカイツリーライン『新越谷駅』徒歩10分
　 旧日光街道デニーズ南越谷店様正面
    ☎ 090－6565－5365（合気道増田道場）
              https://aikidomasudadojo.com/

緊急サポートセンターサポート
会員募集

高齢者の総合相談窓口
「地域包括支援センター」

読み聞かせボランティア講座
(初級者編)

ラウンジ
タウン情報

～この指とまれ！～
お知らせパック

おいでください

■日時：5月25日㈫・6月1日㈫・8日㈫、10:10
～12:00(全3回)
■会場：市立図書館
■内容：子どもたちへの絵本の読み聞かせの実
技演習。講師は越谷市地域家庭文庫連絡会
■対象：市内の小学校で学校図書館運営ボラン
ティアとして素話や絵本の読み聞かせの活動を
している方、意欲があり未経験または経験3年
未満で全3回参加できる方
■持ち物：筆記用具
■申込み：5月16日㈰までに申込書とアンケー
トを直接市立図書館へ。申込書等は図書館・各
図書室で配布しています
∫市立図書館☎965-2655

　緊急サポートセンターでは、急を要する子ど
もの預かり(病児の預かり、出張などで宿泊を
伴うときの預かりなど)を行うサポート会員(有
償ボランティア)を募集しています。サポート
会員登録のための講習会を行います。
■日時：6月2日㈬・4日㈮・8日㈫・10日㈭、

9:30～16:30
■会場：サンリットビル3階会議室(越ヶ谷2-8- 
21)
■対象：全日程参加できる方
＊上記日程で都合がつかない場合も近隣地域で
の講習をご案内します
■申込み：5月31日㈪までに電話またはメール
で下記へ
＊利用会員(登録制)も随時募集しています。詳
しくは緊急サポートセンター埼玉ホームペー
ジ(https://byoujihoiku.blog.shinobi.jp/)
をご覧ください
∫緊急サポートセンター埼玉☎048-297-2903、
Hbyoujihoiku@oboe.ocn.ne.jp

　市では12カ所の地域包括支援センターと、1
カ所の出張所を設置しています。介護・健康・
生活・権利擁護など、高齢者の方々に関する困
りごとや心配ごとがあれば、お気軽にご相談く
ださい。費用は無料です。
　広報こしがや4月号13面に掲載した｢高齢者の
総合相談窓口　地域包括支援センタ
ーをご利用ください｣の記事で、｢地
域包括支援センター出羽｣(七左町

4-248-1(出羽地区センター内)☎985-3303)に関す
る情報の記載漏れがありました。
∫地域包括ケア課(第二庁舎1階)☎963-9163

□ターゲット・バードゴルフ体験講習会
■日時：5月16日㈰、9:00～11:30
■会場：けやき荘ゲートボール場
■申込み：当日会場へ
∫けやきTBGクラブ・中新☎962-7631
□俊青会風景画体験講座
■日時：5月8日㈯・15日㈯、10:00～12:30
■会場：花田苑
■内容：スケッチ風景画体験・イメージ風景画
体験
■持ち物：スケッチブック6号、鉛筆、ねり消
しゴム、水彩用具一式、折りたたみ椅子
■申込み：電話で下記へ
∫江川☎979-3393
□パステル画仲間展
■日時：5月17日㈪～23日㈰、10:00～17:00
(初日13:00から、最終日15:00まで)
■会場：サンシティ展示ホール
■参加費：無料
■申込み：当日会場へ
∫越谷パステル画倶楽部・所☎976-1498
□ハイキング　小さな冒険に出発！
■日時：5月15日㈯、13:00から。雨天中止

■会場：大沢北交流館
■内容：ポイントを巡ってゲームを楽しもう
■対象：年長以上のお子さんと保護者
■参加費：無料
■申込み：電話またはメールで下記へ
∫ボーイスカウト越谷第一段・戸嶋☎080-56 
71-9857、Hkoshigaya1@saitama.scout.jp

□レイクタウン駅前広場フリーマーケット＆ハ
ンドメイド市の出店募集
■日時：6月5日㈯・6日㈰、10:00～15:00。雨天
中止
■会場：越谷レイクタウン駅前広場(見田方遺
跡公園)
■参加費：1区画(2.5m×2.5m)2,000円
■申込み：ホームページから申し込み。そのほ
か電話でも受け付けます
∫リサイクルマン事務局☎048-268-8711、　ht 
tps://recycle-man.or.jp/
□健康のために取り組む生活習慣病の対策
■日時：5月29日㈯、13:00～14:30
■会場：WEB講座(Zoom)
■内容：生活習慣病の実際と対策を学ぶ
■対象：60歳以上の方40人(抽選)

■参加費：1,000円
■申込み：5月16日㈰までに右記
の二次元コードの応募フォーム
から申し込み
∫埼玉県立大学☎973-4114
□高齢者の身体と理学療法
■日時：6月22日㈫、10:00～12:00
■会場：WEB講座(Zoom)
■内容：加齢とともに生じる身体の変化と、変
化に合わせた適切な運動方法を学ぶ
■対象：60歳以上の方30人(抽選)
■参加費：1,000円
■申込み：6月7日㈪までに右記
の二次元コードの応募フォーム
から申し込み
∫埼玉県立大学☎973-4114
□越谷西特別支援学校「ボランティア養成講
座」
■日時：5月7日㈮・6月4日㈮、9:00～12:00
■会場：越谷西特別支援学校
■内容：障がいの理解と特別支援学校の児童生
徒について
■参加費：無料
■申込み：電話で下記へ
∫越谷西特別支援学校(西新井850-1)☎962-02 
72、D960-1187

＊3月の街頭犯罪件数　路上強盗・ひったくり1件　自動車・オートバイ盗6件　自転車盗47件　侵入盗9件

手話

ちょこっと

（第35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

右の二次元コードから
YouTubeでもご覧になれます。

★ドライブ
★ピクニック

②ピクニック

①ドライブ
親指を下にし
て右手を前に
出し、S字状
に曲げなが
ら前に出す。

両手を立てて
左手親指と右
手小指をつけ
たまま、両手
を前に出す。

と しま

なかにい
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　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

健 康
ガイド

講座・教室

もしものときは

過去の料理教室でつくったメニュー例 YouTube越谷市公式チャンネルより

問合せ

診療科目

☎960-1000(東越谷10-31)

内科・小児科(内科的疾患)

受付

診療

19:30～22:30

20:00～23:00

　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月29日㈷～5月5日㈷に診療を行っている医療機関を、市ホームペー
ジに掲載しています。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。
〈夜間急患診療所(年中無休)〉

＊薬の処方は原則1日分です。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

--------------------------------------- 緊急の相談 ---------------------------------------

〈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(24時間、無休)☎048-824-4199、♯7119
　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(人口知能)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、右記の二次元コードから県
ホームページをご覧ください。
＊いずれも医療行為ではなく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〉
　かかりつけ医に電話で相談してください。医療機関が
分からない場合は、右記の二次元コードから埼玉県指定
診療・検査医療機関をご確認いただくか、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(9:00～17:30)
　受診すべきか迷う際の相談や受診先の確認ができます。
☎048-762-8026、D048-816-5801
●県民サポートセンター(24時間、無休)
　新型コロナウイルス感染症関連の一般的な相談と受診先の確認がで
きます。　
☎0570-783-770、D048-830-4808
●休日当番医は4面に掲載しています

コバトン おいしいランチで健康づくり！｢カロ
リー控えめ料理教室｣
■日時：6月23日㈬、10:00～13:00
■会場：保健センター、川柳地区センター、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
＊いずれの会場も同じ内容です
■定員：保健センター12人、川柳地区センター
8人、北越谷地区センター8人
■受講料：500円
■持ち物：エプロン、三角巾、マスク、筆記用
具、上履き
■申込み：5月11日㈫から電話で申し込み

　　　

コバトン おいしいランチで健康づくり！｢バラ
ンス料理教室｣
■日時：5月19日㈬、10:00～13:00
■会場：保健センター、蒲生地区センター、桜
井地区センター
■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
＊いずれの会場も同じ内容です
■定員：保健センター12人、蒲生地区センター
8人、桜井地区センター8人
■受講料：500円
■持ち物：エプロン、三角巾、マスク、筆記用
具、上履き
■申込み：5月11日㈫から電話で申し込み
コバトン ヘルシークッキング｢1日に必要な野
菜の半分が摂れる！　ワンコインランチ｣
■日時：6月17日㈭、10:00～13:00
■内容：講話と調理実習
■定員：12人
■受講料：500円
■持ち物：エプロン、三角巾、マスク、筆記用
具、上履き
■申込み：5月11日㈫から電話で申し込み
コバトン ラク楽！男の料理教室｢卵料理｣
■日時：5月28日㈮、10:00～13:00
■内容：講話と調理実習
■定員：12人
■受講料：500円
■持ち物：エプロン、三角巾、マスク、筆記用

具、上履き
■申込み：5月11日㈫から電話で申し込み

コバトン ポイントを集めてグッズをもらおう !
ハッポちゃん体操公開練習
■日時：5月27日㈭、10:00～11:00
■内容：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)。ぜひご参加ください
■定員： 市内在住の方20人
■持ち物：水分補給用の飲み物、マスク
■申込み：5月26日㈬までに右記
の二次元コードから電子申請で
申し込み。そのほか電話でも受
け付けます

ユー　チューブ
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市外で高齢者肺炎球菌予防接種を希望される方
　かかりつけ医が市外であっても、埼玉県相互
乗り入れ接種協力医であれば、市内医療機関と
同様に予防接種が受けられます。
　接種希望の方は、事前に健康づくり推進課
(保健センター)へご連絡ください。
■期間：令和4年3月31日㈭まで
■対象：令和3年度対象者(対象の方には4月に
通知を発送しました)

新型コロナウイルス感染症対策として、検診期
間が変更になる場合があります。受診前に市
ホームページをご確認ください
胃がん検診、大腸がん検診、子宮頸がん検診、
肺がん・結核検診(施設)
　コロナ禍でも定期的に検診を受けることが大
切です。受診方法の詳細は、こしがや保健ガイ
ドまたは市ホームページをご覧ください。
■期間：▷胃がん・大腸がん・子宮頸がん検診
…5月10日㈪～11月10日㈬　▷肺がん・結核検
診(施設)…8月10日㈫まで
■会場：実施医療機関
＊一部の対象者に5月下旬ごろ、
検診の案内はがきをお送りす
る予定ですが、受診券ではあ
りませんので、はがきが届か
なくても、各種検診の対象であれば受診でき
ます
令和3年度子宮頸がん検診・乳がん検診無料
クーポン券について
　子宮頸がん検診および乳がん検診の無料クー
ポン券を6月末ごろに対象者へ送付します。必
ず開封してご確認ください。
＊令和3年4月20日㈫現在、越谷市に住民票を有
する方へ送付します

＊対象になる方で、無料クーポン券が届く前
に、今年度の市が実施する子宮頸がん検診お
よび乳がん検診を受診される方は、必ず検診
の領収書を保管しておいてください
■対象：▷子宮頸がん検診…平成12年4月2日～
13年4月1日生まれの女性
▷乳がん検診…昭和55年4月2日～56年4月1日生
まれの女性　　
令和3年度口腔がん検診 
　「口内炎がなかなか治らない」「口の中に白
い着色がある」などの症状は、口腔がんかもし
れません。ぜひ1年に1度検診を受けましょう！

■期間：5月1日㈯～令和4年2月15日㈫
■会場：実施医療機関
■内容：問診・視診・触診　
■対象：40歳以上(昭和57年3月31日以前に生ま
れた方)
■費用：900円
■持ち物：費用、保険証など本人確認ができる
もの
■申込み：事前に実施歯科医療機関へ。実施歯
科医療機関はこしがや保健ガイドまたは市ホー
ムページをご覧ください　　　
令和3年度歯周病検診 
■期間：5月1日㈯～令和4年2月15日㈫
■会場：実施医療機関
■内容：歯周病等の検診・指導。治療は行いま
せん
■対象：令和3年4月1日～4年3月31日に35・
40・45・50・55・60・65・70歳になる方。対象
の方には受診券を送付しています
■費用：500円
■申込み：事前に実施歯科医療機関へ。実施医
療機関はこしが
や保健ガイド、
市ホームペー
ジ、または受診
券をご覧くださ
い

歯科健診・相談～歯つらつ！　お口の健康～
■日時：5月26日㈬、13:30～15:00
■内容：歯科健診・相談。治療は行いません
■定員：20人
■申込み：受付中。右記の二次元
コードから電子申請で申し込み。
そのほか電話でも受け付けます
令和3年度骨粗しょう症検診
■検診日・会場・定員・受付時間：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。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)　②65歳以上
70歳未満で障害認定を受け、後期高齢者医療制
度の保険証を持っている　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の方は事前の手続きが必要です。詳し
くは市ホームページをご覧ください
■持ち物：タオル　
■申込み：右記の二次元コード
から電子申請で申し込み。6月実
施分(6月11日㈮～18日㈮)の電話
での申し込みは5月12日㈬、9:00
から受け付け予定です。7月以降実施分の電話
での申し込み日程は次号以降の広報こしがやで
お知らせします
栄養士にきく！　食生活なんでも相談
■日時：6月8日㈫、9:00～12:00
＊ほかの日時も事前予約制で随時相談を受付中
■内容：栄養士による食生活についての個別相
談
■対象：3人
■申込み：受付中。電話で健康づくり推進課へ

　

　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

検診日

6月11日㈮
・14日㈪

6月12日㈯

6月17日㈭
・18日㈮

保健
センター

新方地区
センター

各110人

60人

各100人

9:00～11:30・
13:00～15:30

9:00～11:30

9:30～11:30・
13:00～15:30

会場 定員 受付時間

早期不妊検査費・不育症検査費
助成の申請締め切りは5月31日
早期不妊検査費・不育症検査費
助成の申請締め切りは5月31日

特定不妊治療費助成の
申請締め切りは6月30日

 2月1日㈪～3月31日㈬に終了した不妊検査・不育症検査の助成金は、5
月31日㈪まで(消印有効)に直接または郵送で下記へ交付申請をしてくだ
さい。6月1日㈫以降の申請はできませんのでご注意ください。
＊詳しくは市ホームページ等でご確認いただくか、感染症保健対策課へ
　お問い合わせください
∫感染症保健対策課(越谷市保健所)☎973-7531

 1月1日㈷～3月31日㈬に終了した特定不妊治療の助成金は、6月30日
㈬まで(消印有効)に直接または郵送で下記へ交付申請をしてくださ
い。7月1日㈭以降の申請はできませんのでご注意ください。
＊詳しくは市ホームページ等でご確認いただくか、感染症保健対策課
　へお問い合わせください
∫感染症保健対策課(越谷市保健所)☎973-7531

モ リ

けい

けい

検診・相談

薬の相談日

5/11㈫・25㈫・6/8㈫ 
13:00～15:00
完全予約制

越谷市薬剤師会事務局（東越谷10-31保健センター
3階）☎960-4100

　ふだん、服用している薬について分からないこと
や飲み合わせ等、疑問に思っていることを薬剤師
に直接相談することができます。

予防接種

掲載した市役所各課の電話番号は直通番号です
市外局番は（048）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

ご協力ください

の献血愛
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理学療法士・作業療法士がリハビリについての相談をお受けします。日常生活における機能訓練、腰痛予防、筋力や
体力向上などのアドバイスをします。ゆりのき荘では機能回復訓練室の機器の使用方法のアドバイスも行います。
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ふじおか　　まさし

前立腺がん検診のすすめ

越谷市医師会
ふじおかクリニック
☎971-6273
藤岡　正志

ホームドクター
594
　　　　　　

　越谷市では、今年も前立腺がん検診を実施
いたします。6月1日から11月10日までの期間
で、各医療機関で実施しています。50歳・55
歳・60歳・65歳・70歳・75歳の市内在住の男
性、およびこの年齢ではなくても、これまで
越谷市の前立腺がん検診を未受診の50歳から
75歳までの男性市民は受診することができま
す。採血をしてPSA（前立腺がんのマーカー）
を調べます。1回の採血で済むように、特定健
診との同時受診をお勧めいたします。
　前立腺は男性のみにある臓器です。膀胱の
下に位置し、尿道のまわりを取り囲んでお
り、栗の実のような形をしています。前立腺

では精液の一部に含まれる前立腺液をつくっ
ています。前立腺液には、PSAというタンパ
ク質が含まれています。ほとんどのPSAは前
立腺から精液中に分泌されますが、ごく一部
は血液中に取り込まれます。前立腺がんでは
血液中のPSAがほとんどの場合上昇します。
またPSAは前立腺がんだけではなく前立腺炎
や前立腺肥大症でも上昇することがありま
す。
　前立腺がんと新たに診断される人数は日本
で1年間に約9万人です。年齢別にみた罹患率
は、50歳ごろから高くなりはじめ、60歳ごろ
から高齢になるにつれて顕著に高くなりま

す。前立腺がんのリスクを高める要因とし
て、前立腺がんの家族歴、高年齢が明らかと
なっています（国立がん研究センターホーム
ページより引用）。
　越谷市の前立腺がん検診では、70歳が受診
者数、がん発見者数ともに最多で年齢が若く
なるにつれて受診者数が減少する傾向があり
ます。人間ドックや泌尿器科に通院されてい
て、PSA検査を1年以内に受けている方を除け
ば、前立腺がん検診の受診をすすめます。特
にPSA検査を一度も受けたことのない方、前
立腺がんの血縁者がおられる方は受診を強く
すすめます。
　受診を迷っている方は医療機関で特定健診
を受診の際、担当医師に相談してみてくださ
い。多くの方が検診を受けることで前立腺が
んを早期発見し、適切な治療により前立腺が
んで亡くなる方が一人でも少なくなることを
願っております。

りかんりつぼうこう

けんちょ

いきいき館

越谷市民プール
　　　　　　　　　　　　　

開館時間9:00～21:30

休 館 日 5月4日㈷・10日㈪・17日㈪・24日㈪・31日㈪・6月7日㈪ 5月1日㈯・3日㈷～5日㈷・9日㈰
15日㈯・23日㈰・29日㈯・6月5日㈯

5月2日㈰～5日㈷・8日㈯・16日㈰・
22日㈯・30日㈰・6月6日㈰

5月4日㈷・10日㈪・17日㈪・24日㈪・
31日㈪・6月7日㈪

5月5日㈷・11日㈫・18日㈫・25日㈫・
6月1日㈫

温水プール・トレーニングルーム共通

トレーニングルーム利用上の注意

■利用時間：▷第１部…9：30～12：00　 ▷第２部…13：00～15：30　
　　　　　▷第３部…16：00～18：30　▷第4部…19：00～21：30
＊温水プールの遊泳時間およびトレーニングルームの機器使用時間は各部終了時間
　の15分前まで
■利用料金：下表のとおり

＊利用人数を先着40人に制限しています
＊利用の際は水泳帽子の着用が必要です
＊３歳児未満の方は利用できません
＊保護者１人につき、幼児（３歳以上の未就学児）の同伴２人まで可
＊年齢を問わず、排せつが自立していない方は利用できません
＊車いすの方も利用できます
＊各部開始から１時間後に１０分間の休憩があります

＊利用人数を先着20人に制限しています
＊初めての方は初回講習会（予約制）の受講が必要です。直接または電話で市民プールへ申
　し込み。講習会は開館日の１０：３０から、１４：００から、１７：００から、２０：００からで各回定員２人
＊中学生以下の方は利用できません
＊車いすの方も利用できます
その他、新型コロナウイルス感染拡大防止に関連した温水プール・トレーニングルームの最
新の利用方法等については、越谷市社会福祉協議会ホームページをご覧ください

一部施設の利用休止のお知らせ　
　　●温水プール　5月11日㈫～ 16日㈰　施設点検および清掃のため
　　＊トレーニングルームは休館日を除きご利用になれます

休館日

くすのき荘
☎979-6600　〠343-0005大杉655

開館時間9:30～16:00

休館日

けやき荘
☎965-5822　〠343-0852新川町2-55

開館時間9:30～ 16:00

休館日

ひのき荘
☎973-7903　〠343-0827川柳町2-507-1

リハビリなんでも相談

開館時間9:30～ 16:00

休館日

ゆりのき荘
☎992-6601　〠343-0011増林3-2-2

開館時間9:30～ 16:00

時間 場所 対象 費用 申込み
保健センター
くすのき荘
ゆりのき荘

5月18日㈫・6月1日㈫、9:00～11:30
5月21日㈮、9:30～11:00
5月13日㈭、9:30～11:00

健診ホール
会議室

機能回復訓練室

市内在住で60歳以上
の方8人 無料 当日各センターへ

電話で健康づくり推進課（☎960-1100）へ

不動産に関する無料相談!!
【日時】　令和3年5月20日（木）、１０：００～１５：００
【場所】　越谷市越ヶ谷２－８－２３　３階（越谷市役所前）

　問合先　TEL 048-964-7611　お気軽にご相談ください。

★弁護士・宅地建物取引士による

不動産無料相談所
(公社)埼玉県宅地建物取引業協会越谷支部

※新型コロナウイルス感染防止の為、
　完全予約制とさせていただきます。

生徒さん募集中！！

ベビーから年中さん
ピアノの演奏によるリトミック♪

ホームページよりお気軽に
お問い合わせください。

オンラインや動画での振替も可能！土曜日も開講しています。

だんるらんリトミック教室

不用品 /粗大ゴミの回収
遺品整理・ゴミ屋敷のお片付け
見積り無料、面倒な分別不要、年中無休！
まるごと全部！お任せください！

〒343-0005 埼玉県越谷市大字大杉 643-2

048-971-9429

＊けやき荘、ひのき荘での今月の開催はありません

☎992-6602
〠343-0011増林3-2-2

温水プール利用上の注意

一般
（高校生以上） 小・中学生 ６０歳以上 一般（高校生

以上）障がい者
小・中学生
障がい者

越谷市・草加市・三郷市・
八潮市・吉川市・松伏町に
在住・在勤・在学の方
上記以外に在住・在勤・在学の方

４００円

５２０円

３００円

３９０円

２００円

２６０円

２００円

２６０円

１５０円

１９０円
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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新本庁舎3階相談室１　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(新本
庁舎1階)☎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（新本庁
舎3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新
本庁舎3階相談室3　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〉　A5月10日㈪、10:00～15:00
(12:00～13:00を除く)　D新本庁舎3階相
談室2　F6人　E6月分の予約は5月24
日㈪、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)
A5月12日㈬、9:00～12:00　D新本庁舎3
階相談室2　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新本
庁舎3階相談室2　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新本庁舎3階相談室2
　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。5月15
日㈯、10:00～17:00は電話による相談・紹
介のみ（6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

新本庁舎4階相談室　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
ども福祉課)☎963-9319
●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)　DB建築住宅課（新
本庁舎6階）☎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)　DB建築住宅課（新
本庁舎6階）☎963-9205
●空家等相談
A毎月第2月曜日、13:３０～15:３０（要予約）
　DB建築住宅課（新本庁舎6階）☎９
63-9205

●介護相談
　（介護事業所で働く方）
A5月19日㈬、１部は10:00～12:00、２部は
19:00～21:00（相談員は、１部（大学教授）、
２部（市職員））　D宅建会館3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☎９６３-９
３０５
●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。

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

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！

掲載した市役所各課の電話番号は直通番号です
市外局番は（048）です

A…日時・期間　D…会場　G…内容　F…対象・定員　E…申込み　B…問合せ
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保 育 ス テ ー シ ョ ン

＊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。保育ステーションおよび子育てサロンの下記以外の子育
て講座・各種サロンの情報は「こしがや子育てネット」（http://koshigaya-kosodate.net/）をご覧ください

＊5月開催の講座については、広報こしがや4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

健　診

子育て応援ナビ

∫健康づくり推進課☎961-8040

子 育 て サ ロ ン

6/3㈭

6/10㈭

6/17㈭

6/24㈭

6/26㈯

6/4㈮
10:30～11:30
6/8㈫
11:10～11:50
6/21㈪
10:10～10:55
6/21㈪
11:10～11:50
6/25㈮
10:30～11:30

5/7㈮
5/18㈫
5/24㈪
6/1㈫
5/14㈮
5/17㈪
5/25㈫
6/8㈫

　13:10
　　
　14:15

＊個別通知で
　指定された
　時間にお越
　しください

令和元年8月28日～ 9月  4日生
9月 5日～ 9月14日生
9月15日～ 9月22日生
9月23日～10月  1日生

平成29年11月27日～12月  6日生
12月 7日～12月13日生
12月14日～12月22日生
12月23日～12月31日生

会場：保健センター
持ち物：母子健康手帳、フェイスタオル、健康診査票、
検温表、歯ブラシ、ボールペン、おむつ

会場：保健センター
持ち物：母子健康手帳、採尿袋(朝1番の尿を入れてきて
ください）、健康診査票、検温表、待ち時間に羽織るタオル
（必要な方）

6/8㈫
10:30～11:30

6/27㈰
10:30～11:30

１歳６か月児健康診査

３歳児健康診査

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

かるがも広場

6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　パパの
ベビーマッサージ

みんなのひろば
フェリーチェ

みんなのひろば
フェリーチェ

6月生まれのお子さん（就学前）と
保護者5組

3カ月～ハイハイ前のお子さんと
お父さん5組（お母さんの付き添
い可）

つどいの広場はぐはぐ

つどいの広場はぐはぐ

宮本二丁目第一自治会館
（宮本町2-150-3）
宮本二丁目第一自治会館
（宮本町2-150-3）

つどいの広場はぐはぐ

3ヵ月～10ヵ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

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（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）
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)

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

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

日時 講座名（内容） 対象
6/ 9㈬
10:00～11:00

6/23㈬
10:00～11:00

「制作」（夏に向けての制作づくり）

「運動遊び」
（サーキットあそびなどの運動）

2歳～3歳のお子さんと
保護者10組

2歳～就学前のお子さんと
保護者10組

         　　子育てサロン
（南越谷1-11-4新越谷駅ヴァリエ1階）☎961-3623
　■時間:10:30～11:30

日時 講座名（内容） 対象
6/22㈫
14:15～15:00

6/29㈫
10:00～11:00

♪みんなの遊び場「びりびり新聞
ちぎり遊び」

♪子育てハンドメイドサークル
「藍染でオリジナル小物作り」

0歳～就学前のお子さんと
保護者5組

大人10人

   　つどいの広場はぐはぐ
（〠343-0015花田5-17-7）☎080-2055-2092
 はぐはぐホームページ
http://hug-hug-koshigaya.jimdo.com

 　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）☎080-2244-9805
フェリーチェホームページ
https://www.hirobafelice.com

日時 講座名（内容） 対象

日時 講座名（内容） 対象場所

日時

健診名 日時 該当児（生年月日） 受付時間 備考

講座名（内容） 対象場所

＊対象日以外で受診を希望される場合は、左記へご連絡ください
＊詳しくは右記の二次元コードから市ホームページをご覧ください

〠343-8501　越ヶ谷4-2-1越谷市役所越谷市役所

■申込み：5月10日㈪までに、メールで講座名・実施日・親
子の氏名（ふりがな）・お子さんの月齢・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。参加可否を必ず返信
しますので、月末までに返信のない方は、電話でご確認く
ださい

■申込み：5月14日㈮まで（消印有効）に、はぐはぐホーム
ページから申込みフォームで、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

■申込み：5月15日㈯までに、フェリーチェホームページか
ら申込みフォームで、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。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

〜

■申込み：6月2日㈬から電話で上記へ
　(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）☎970-8200

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
■申込み：6月7日㈪から電話で上記へ
　(8:30～16:30)

日時 講座名（内容） 対象
6/14㈪
10:00～11:00

6/25㈮
10:00～11:00

「園庭開放」(保育園の園庭で元気
に遊びましょう)

「身体測定」(身長と体重をはかり
ましょう)

0歳～就学前のお子さんと
保護者10組■申込み：6月7日㈪から電話で上記へ

(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
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　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。

七左町1-347
（南越谷保育園内）

☎990-5003

すくすく

つくるーむ「七夕飾りを作
ろう」親子で七夕飾り作り
を楽しみましょう

日時：6月24日㈭、
　　　10:00～11:00
対象：1歳のお子さんと
　　　保護者5組
申込み：
6月8日㈫から電話で
申し込み（13:00～16:30）

相模町3-220-1
（の～びるこどもの家保育園内）

☎988-8180

おへその広場

おへそデイ
～芝生の園庭で体を動か
しませんか？～

日時：6月16日㈬、
　　　10:00～11:00

対象：1歳～就学前のお子
さんと保護者5組

申込み：5月7日㈮から電
話で申し込み（9:00～16:30）

袋山1956-1
（袋山保育園内）
☎979-0520

たんぽぽ

出前保育in大袋地区セン
ター（親子体操＆おたのし
みシアター）

日時：6月23日㈬、
　　　10:00～11:30

対象：0歳～就学前のお子
さんと保護者8組

申込み：6月22日㈫から電
話で申し込み（13:00～16:00）

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

のびるば広場

♪子育て絵手紙サークル
　「折り紙に綴る」

日時：6月12日㈯、
　　　10:00～11:00

対象：大人10人

申込み：6月7日㈪から電
話で申し込み（8:30～16:30）

大間野町5-147-1
（認定こども園小牧内）

☎985-4890

こあら教室

一緒に食べよう！
自園給食

日時：6月16日㈬、
　　　11:00～12:00

対象：2歳～就園前のお子
さんと保護者5組

申込み：6月7日㈪から電
話で申し込み（10:00～16:00）

川柳町1-582-1
（埼玉東萌保育園内）

☎973-7463

あおいとり

親子制作
ぺたぺた「父の日カードを
作ろう」

日時：①6月3日㈭・②17
日㈭、10:00～11:00
対象：0歳～就学前のお子
さんと保護者5組
申込み：①6月1日㈫　②6
月15日㈫から電話で申し
込み（13:00～16:30）

大竹815-1
（おおたけ保育園内）

☎977-5311

たけのこ

「父の日制作」　
“オリジナルハンカチを作
りましょう”

日時：6月17日㈭、
　　　10:00～11:00
対象：1歳～就学前のお子
　　　さんと保護者10組
申込み：
6月7日㈪から電話で
申し込み（13:30～15:30）

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

げんき

ペープサートと絵本の読み
聞かせ

日時：6月28日㈪、
　　　10:00～11:00
対象：0歳～就学前のお子
　　さんと保護者10組
申込み：
6月14日㈪から電話で
申し込み（13:00～17:00）

谷中町2-88-4
（松沢保育園内）
☎080-1058-3953

きらきら

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？」
日時：6月17日㈭、
　　　9:50～10:50
対象：1歳のお子さんと
　　　保護者10組
申込み：6月7日㈪から電
話で申し込み（13:00～15:00）

森のひろば

親子でふれあい遊び
「かえるさん　こんにちは
♡」～子育て相談～

日時：6月23日㈬、
　　　10:00～11:00

対象：3カ月～5カ月のお
子さんと保護者5組

申込み：6月8日㈫から電
話で申し込み（13:00～15:30）

地域子育て支援センター

子育て　申請・手続き
＊詳しくは各記事内の二次元コードから市ホームページをご覧ください 子育てイベント

児童扶養手当の申請受付中　∫子ども福祉課（第二庁舎2階）☎963-9166
■対象：父母の離婚または父（母）の死亡などで父（母）と生計を別にしている子ども・父（母）に一定の障がいがあ
る子どもを育てている方
■期間：お子さんが18歳になった年の年度末(3月31日)まで。お子さんに一定の障がいのある場合は20歳未満
■支払期：年6回(奇数月)
■所得制限：申請者等の所得により支給制限があります。離婚の場合は養育費の一部が所得に加算されます
■申請：必要書類を添えて申請。申請を受け付けた翌月分から支給の対象。必要書類は申請者ごとに異なるため、申請者本人
が窓口で案内を受けてください

親子で楽しむ
絵本とわらべうた

■日時：6月4日㈮・11日㈮・18日
㈮、10:10～12:00(全3回)
■会場：市立図書館
■内容：講師は児童文学研究家
の落合美知子さん　
■対象：全日程参加できる7カ月
～1歳児のお子さんと保護者10組
■受講料：無料
■申込み：5月7日㈮～23日㈰に直
接下記へ
∫市立図書館☎965-2655　　

特別児童扶養手当の申請を受け付けます　∫子ども福祉課（第二庁舎2階）☎963-9172
■対象：精神または身体に一定の障がいがある20歳未満のお子さんを育てている方
■所得制限：申請者等の所得により手当の支給が停止になることがあります
＊児童福祉施設(通園施設は除く)にお子さんが入所している場合は受けられません

就学援助の申請受付中　∫学務課（第二庁舎4階）☎963-9281
■申請期限：令和4年1月31日㈪まで（8:30～17:15。土曜・日曜日、祝日を除く。ただし、5月23日㈰、9:00～16:00は受け付けます）
■会場：市役所第二庁舎5階会議室C（6月1日㈫以降は学務課）
■内容：援助内容は、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
＊5月31日㈪までに申請し認定された場合、4月分から対象となります

特別支援教育就学奨励費の申請受付中　∫学務課☎963-9281　
■申請期限：5月31日㈪まで
■会場：市内小・中学校
■内容：援助内容は学用品費、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

掲載した市役所各課の電話番号は直通番号です
市外局番は（048）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

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

＊5月6日㈭からちきんえっぐ（越谷どろんこ保育園内）が再開します。詳しくは「こしがや子育てネット」をご覧ください



令和3年（2021年）4月1日現在
人口　34万5,487人（前月比151人増）
世帯　15万8,751世帯（前月比593世帯増）

男　17万1,541人（前月比31人減）
女　17万3,946人（前月比182人増）

＊3月の交通事故618件　死者0　負傷者84人
＊3月の火災6件　救急出動回数1,273件

越谷市のダイジなお知らせ
■こしがやエフエム(86.8MHz)
　5月3日㈷・10日㈪・17日㈪・24日㈪・
　31日㈪、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

Koshigaya　Collection
ディスカバリー：越ヶ谷製氷冷蔵㈱
スマイル：川島健司さん
■テレビ埼玉　5月15日㈯、 9:30～
■J:COM　5月17日㈪～23日㈰、
9:00～・17:30～（22日と23日は8:30～・18:00～）

ラジオ広報番組 市民参加型テレビ広報番組

　4月17日、市役所で新本庁舎の落成式が開催されました。新本庁
舎は免震構造の8階建てで、展望ラウンジや水郷テラスを設けてい
ます。高橋市長は｢市民サービスやまちづくり、防災などの拠点とし
て機能するよう一層努力してまいりたい｣と話しました。

市役所新本庁舎落成式を開催

Koshigaya 
Photo Report

コシスポ
Ｂ２リーグ
越谷アルファーズ

順位表（4月27日現在）
東地区全8チーム中上位3チーム
順位 チーム名 勝 負

1

2

3

50

39

35

4

15

22

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
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日程 結果 対戦相手 対戦相手
試合結果（◯…勝ち、●…負け）

4月9日

4月10日

4月15日

4月17日

●72-77

●78-79

●89-101

●69-86

4月18日

4月21日

4月23日

4月24日

●78-86

●63-73

◯77-75

◯105-103

アースフレンズ
東京Z

茨城ロボッツ

群馬クレイン
サンダーズ

日程 結果

群馬クレイン
サンダーズ

仙台89ERS

茨城ロボッツ

こしがや　　　　コレクション

　4月20日、越谷ロータリークラブから｢三ノ宮卯之助顕彰碑｣が寄
贈されたことを受けて、中央市民会館の正面玄関前広場で除幕式
が行われました。同クラブの豊田高行会長は｢三ノ宮卯之助に興味
を持ち、見に来てもらえたらうれしいです｣と話しました。

越谷伝説の力持ち「三ノ宮卯之助顕彰碑」の寄贈

　越谷市役所新本庁舎竣工記念として、越谷北ロータリークラ
ブから時計塔が寄贈されました。モニュメントにもなる時計塔
は市役所敷地内に設置されています。4月27日には、高橋市長か
ら同クラブの須賀篤史会長に感謝状が授与されました。

市役所新本庁舎竣工記念に時計塔の寄贈 「新しい生活様式実践タウン 南越谷・新越谷」動画を公開

　南越谷・新越谷共同プロジェクトは、YouTubeで
「新しい生活様式実践タウン　南越谷・新越谷」動画
を公開しました。コロナ禍の今、生活圏の安心を具
現化するため地元商店会が取り組んでいます。

～こしがや　フォト　レポート～

ユーチューブ




