
越谷アルファーズ オリックス・バファローズ

宇田川優希 選手11月28日時点の
試合結果

日程

12月3日㈯
・4日㈰

14:00

ライジング
ゼファー福岡

12月24日㈯
・25日㈰

青森ワッツ

総合
体育館

開始
時刻 対戦相手 会場

12月のホームゲーム試合日程

コシスポ

　越谷アルファーズは14勝3敗で東地
区1位です。

　本市出身で、オリックス・バファローズに所
属する宇田川優希選手が、SMBC日本シリーズ
2022で4試合に登板しました。10奪三振無失点
と活躍し、チームの優勝に貢献しました。

スポーツで越谷を
　　　　盛り上げましょう！！

ⓒORIX Buffaloes

阿炎関阿炎関
優勝おめでとう

本
市
出
身
力
士

阿炎関の幕内最高優勝に伴う市長コメント

　阿炎政虎関が、大相撲令和4年11月場所で初優勝を果たしました。
　阿炎関は、千秋楽で単独12勝2敗としていた前頭筆頭の高安関に勝ち、優勝決
定戦に持ち込みました。優勝決定戦は、28年ぶりのともえ戦となり、高安関を
叩き込みで、大関の貴景勝関を押し出しで制し、見事に優勝を果たしました。
　また、12勝3敗の2桁白星で、4回目の敢闘賞に選ばれました。

　阿炎関、令和4年11月場所での幕内最高優勝おめでと
うございます。 
　ついに勝ち取った幕内の舞台での優勝に、見ている私
たちも感動と興奮が抑えきれませんでした。日々の厳し
い鍛錬により阿炎関の突き押し相撲に磨きがかかり、最
高の結果につながったものだと推察いたします。阿炎関
の相撲は多くの市民の方に｢勇気｣と｢元気｣を与えてくれ
ます。今後も今場所の相撲のように、相撲道を突き進ん
でください。
　改めて、越谷市民を代表してお祝いを申し上げますと
ともに、さらに飛躍されることを期待しています。

越谷市長

Winter Illumination

期間：1月31日㈫まで
点灯時間：17:00～22:00
撮影場所：東武スカイツリーライン
　　　　　越谷駅東口駅前広場
∫ (株)越谷ツインシティ☎964-0030

ウィンターイルミネーション2022ウィンターイルミネーション2022

令和4年11月場所で
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令和4年（2022年）12月1日発行
今号には「生涯学習メニュー「TRY」冬号」
を折り込んでいます

　新型コロナウイルスの感染拡大を
防止するため、催し等の内容に変更
が生じる場合があります。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。掲載している
内容は11月28日時点のものです。
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〠343-8501　越ヶ谷4-2-1越谷市役所越谷市役所

税・国・介 募　　集お知らせ

感染拡大期に備えた事前準備

新型コロナウイルスワクチン接種

新型コロナウイルス感染拡大や同時流行に備えた受診等の流れ

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大や、季節性インフルエンザとの同時流行が懸念されています。引き続き、手洗いやせきエチケットの徹底、
発熱等の症状がある場合は学校や会社を休むなど、感染予防に努めましょう。
　高齢の方や基礎疾患をお持ちの方、妊娠している方等、重症化リスクの高い方は、発熱等の症状がある場合は早めにご受診ください。

(1) 新型コロナウイルス抗原定性検査キット
　 ｢研究用｣ではなく、｢医療用｣または｢一般用｣のキットをご用意
ください

(2) 解熱鎮痛剤…かかりつけ薬剤師や薬局にご相談ください
(3) 食料品…5日～7日分の備蓄のほか、ネットスーパーや宅配等
もご活用ください

(4) 生活必需品等…マスク、アルコール消毒液、ティッシュペー
パー、トイレットペーパー、ごみ袋、ラップ等

＊感染者の急増により医療機関がひっ迫する場合に備え、事前に
準備しましょう

　ワクチン接種の実施期間は令和5年3月31日㈮までの予定です(11月28日
時点)。オミクロン株対応ワクチンの接種を希望する場合は、初回接種か
ら3カ月以上空ける必要があるため、年内の接種をご検討ください。

接種券を紛失した方、転入者の方は｢発行申請｣が必要です。
右記のコールセンターへお問い合わせください(発送まで3週間程度かかります)。

＊新型コロナウイルス｢陽性｣までの上記順序は、国が推奨するもので、感染拡大期や医療機関ひっ迫時を想定したものです。診療・検査医療機関への受診を妨げるも
のではありません

　ワクチン接種証明書は、接種証明書アプリ、コンビニエン
スストア等のマルチコピー機、郵送のいずれかの方法で取得
できます。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。

　市民の皆様には、日頃から新型コロナウイルス感染症対策にご理解とご協力をい
ただきましてありがとうございます。
　本市の新型コロナウイルス新規感染者数は、10月に入ってしばらく下げ止まりの
状態にありましたが、10月後半から増加傾向となっており、今後、新型コロナウイ
ルス感染症の感染拡大や季節性インフルエンザとの同時流行が懸念されています。
　本市としましては、それらに備え、(一社)越谷市医師会や市
内医療機関のご協力を得て、年末年始などの休日当番医の体制
を整備するなど、医療体制の強化に努めています。
　市民の皆様には、感染のさらなる拡大に備えた準備として、
新型コロナウイルス抗原定性検査キットの事前購入をご検討い
ただくとともに、引き続き、基本的な感染防止対策に努めてい
ただきますようお願いいたします。

自身で陽性者登録　　へ1

医療機関が
届け出

陽性者登録窓口
●ネット申請(24時間受け付け)

●コールセンター(9:00～18:00)
☎0570-007-989

1 医療機関を受診し陽性
2 自己検査で陽性判定
(12歳～64歳)

自身で陽性者登録　　へ2
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！重症化リスクが高い方！

埼玉県陽性者相談窓口(24時間、無休)
☎0570-089-081、D048-643-7107

陽性者登録窓口登録前に体調が悪化した場合
自宅療養者支援センター (24時間、無休)
＊陽性者登録窓口登録後に連絡先を案内します

陽性者登録窓口登録後に体調が悪化した場合

●埼玉県受診・相談センター(9:00～17:30)
☎048-762-8026、D048-816-5801
●県民サポートセンター(24時間、
無休)☎0570-783-770

診療・検査医療機関を探す

県指定診療・検査
医療機関検索システム

初回接種(1・2回目接種)がまだお済みでない方へ ワクチン接種証明書の取得方法について

予約方法

●インターネット(予約サイト)

●電話（コールセンター）☎0120-701-333(フリーダイヤル)

https://vaccines.sciseed.jp/koshigaya/login

＊おかけ間違いにご注意ください
月曜～金曜日：10:00～19:00　土曜・日曜日、祝日：9:00～17:00

診療・
検査医療機関

で検査

新型コロナウイルス
インフルエンザ

感染拡大
同時流行に備えましょうとの

　過去2年間で年末年始のあとに感染が拡大しています。次の流行に備
え、オミクロン株対応ワクチン(3回～5回目接種)についても、早めの接
種をご検討ください。接種間隔は前回接種から3カ月以上です。

オミクロン株対応2価ワクチンについて

国が承認した
検査キットの
一覧

越谷市長

医療用 一般用

＊陰性の場合は、インフ
ルエンザなど他の疾患
の可能性があるため、
かかりつけ医などにご
相談ください

＊事前に電話・予約をし
てからご受診ください

・65歳以上の方
・入院を要する方
・重症化リスクがあり、治療薬や酸
素投与が必要と医師が判断した方
・妊娠している方

・上記以外の方

・重症化リスクが
高い方
・医師の診療や検
　査、薬の処方を
　希望する方
・12歳未満の方

・12歳～64歳で、
　症状が軽く、
　重症化リスクが
　高くない方

新型コロナウイ
ルス抗原定性
検査キット
で自己検査

□ 65歳以上　　□ 喫煙歴がある　□ 妊娠している　□ 肥満(BMI30以上)

□ 糖尿病　　　□ がん　　　　□ 慢性腎臓病　□ 脳血管疾患　□ 慢性呼吸器疾患(COPDなど)
□ 高血圧　　　□ 脂質異常症　□ 心血管疾患　□ 免疫機能の低下の可能性がある

＊年末年始の休日当番医は10面をご覧ください

検査結果が新型コロナウイル
ス｢陽性｣の方は市
ホームページもご
確認ください
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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

振り込め詐欺などに注意！！
不審な電話を受けたら一人で考えず、家族や警察・市役所に相談しましょう

事 業 者 イベント講座・教室

11月1日にネット市役所を開設！　

手続きナビゲーション11

22

電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金の支給電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金の支給

便利な機能を紹介します
　ネット市役所は、市役所に来ることなくオンラインでできる手続きを、見やすく、探しやす
く整理したウェブサイトです。
　今号では、ネット市役所の便利な機能｢手続きナビゲーション｣と｢お引越し手続き　らくらく
書類作成｣について紹介します。

　どのような手続きをすればよいか分からない、そんなときは手続き
ナビゲーションが必要な手続きをご案内します。

手続きを選択すると質問数と回
答時間が表示されます。｢案内を
はじめる｣をタップし、質問に回
答します

結果が表示されます。一部の手
続きは、この画面からオンライ
ンで申請できます

・質問に答えるだけ
で、必要な手続き
を確認できる
・結果画面からオン
ライン申請ができ
る(オンライン申
請に対応した手続
きのみ)

▶申請期限：1月31日㈫(消印有効)
▶給付額：1世帯につき5万円
▶給付対象：次の①・②のいずれかに該当する世帯。①令和4年度の市・
県民税均等割が非課税　②予期せず令和4年1月～12月の家計が急変し、
世帯全員それぞれの年収見込額が市・県民税非課税世帯と同様の状態に
あると認められる
▶申請方法：①確認書を郵送しました。内容を確認し同封の返信用封筒
でご返送ください。なお、4年1月2日以降に転入した非課税世帯は、申請
が必要です　②申請書に4年1月～12月の任意の1カ月の収入が分かる書類
を添付して、直接生活福祉課臨時特別給付金室(第三庁舎4階)へ
＊DVなどで避難中の方でも、ご自身が給付金を受給できる可能性があり
ます

＊詳しくは、上記の二次元コードから市ホームページをご覧になるか、
下記へお問い合わせください
∫越谷市臨時特別給付金コールセンター☎0120-255-362(9:00～18:00。土
曜・日曜日、祝日を除く)

マイナンバーカードマイナンバーカードを作りましょう
▶申請方法：郵送またはパソコン・スマートフォンから申し込み。交
付申請書がない方は本人確認書類をお持ちのうえ、市民課または北
部・南部出張所へ
▶受け取り方法：本人が直接市民課へ
マイナンバーカード申請サポート窓口
▶時間：8:30～17:00(土曜・日曜日、祝日を除く)
▶場所：市民課マイナンバーカード担当窓口
▶持ち物：本人確認書類
12月の出張申請受け付け
　日時や場所など、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。
∫市民課マイナンバーカード担当(本庁舎1階)☎940-8604

　マイナンバーカードを使って、空いた時間にお近くの
コンビニエンスストアで証明書を取得できます。動画は
右記の二次元コードから視聴できます。

市ホームページ

お引越し手続き らくらく書類作成 　引越しをしたとき、パソコンやスマートフォンから転居届などを作成する
ことができます。転居届などの届け出情報から作成された二次元コードを窓
口に持参することで、窓口での書類の記入を省略できます。

システムの利用について同意し
たあと、手続きを選択します

質問に回答すると手続き一覧が
表示されます。｢引き続き申請を
行う｣をタップします

必要事項を入力します。最後に表
示される二次元コードをスクリー
ンショットで保存または印刷し、
窓口へ持参します

窓口で、専用の機械で二次元コー
ドを読み取ると、事前に入力して
おいた情報が書類に印字されま
す。書類への記入は不要です

・パソコンやスマー
トフォンから申請
書を作成できる
・市役所窓口での書
類の記入を省略で
きる

5

持っていると便利！！ 市・県民税非課税世帯
コンビニエンスストアで証明
書をカンタンに取得できる！

ネット市役所

POINTPOINT 11

POINTPOINT 22

〈例〉

市民課窓口

専用の機械で
二次元コード
を読み取り▷

コンビニエンスストアで証明書を取得する手順を動画でご紹介！
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税・国・介 募　　集お知らせ

…お知らせ　　　…税・国保・介護　　　…募集　　　…イベント　　　…事業者　　　…講座・教室

12月議会が開かれています
　12月定例会が12月1日㈭から市役所議場(本庁舎8階)
で下記のとおり開かれています。

∫議案について…法務課☎963-9130、議会について…
議事課☎963-9261

　法人や個人が事業を営むために所有している構築物・機械・器具・備品などを
償却資産といいます。令和5年度申告書等を12月14日㈬に発送します。令和5年1月
1日時点の状況を1月31日㈫までに資産税課へご申告ください(郵送・
eLTAX可)。申告用紙等は右記の二次元コードから市ホームページで
印刷できます。
▶対象：太陽光パネルを設置している法人または10kW以上で設置している個
人、飲食業、アパート等不動産賃貸業、小売業、建設業、理美容業など

∫資産税課(本庁舎2階)☎963-9147

看板

事務機器

電話・FAX機 自転車置き場

太陽光パネル植栽

車止め・白線

陳列棚・レジスター

門

敷地内舗装
（アスファルト・タイル等）

パソコン・LAN設備

側溝

屋外灯

ブロック塀

壁掛けエアコン

〈資産の例〉

1月31日㈫まで 償却資産(固定資産税)の申告

市役所から通知書等を送付します
▶日時：▷休日納税相談…12月4日㈰・1月8日
㈰、9:00～15:00　▷夜間納税相談…12月15日
㈭、17:15～20:00
▶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、国民健康保険税の納
付や納税相談(来庁または電話)
＊来庁して夜間納税相談をする場合は事前に電
話予約が必要です。夜間納税相談では窓口納
付を受け付けていません
∫収納課(本庁舎2階)☎963-9142

　軽自動車OSSは、軽自動車を保有するため
に必要な手続き等を、パソコンからインター
ネットで24時間365日行うことができるサービ
スです。
▶対象：軽自動車の｢新車購入時｣の手続き。二
輪・原付・小型特殊は対象外です
＊詳しくは、右記の二次元コード
から地方税共同機構ホームペー
ジをご覧ください
∫市民税課☎963-9145

　大多数の方が納期限内に納付している市税等
を、ごく一部の方が滞納している状況です。
　市税等を納付しないと、滞納期間に応じて延
滞金が加算されるほか、預貯金や給与など財産
の差し押さえを受けることになります。市税等
に滞納がある方は、早急にお納めください。
∫収納課☎963-9142

▶対象税目：法人市民税・事業所税・固定資産

税(償却資産の申告のみ)・個人住民税(給与支
払報告書の提出など)
＊詳しくは、右記の二次元コードか
らeLTAXホームページをご覧く
ださい
∫法人市民税・事業所税について…市民税課☎
963-9145、個人住民税について…市民税課☎96
3-9144、固定資産税について…資産税課☎963-
9147

　下記の改修工事は、申請により固定資産税の
減額が受けられます。
〇住宅耐震改修工事
▶対象：昭和57年1月1日に所在し、現行の耐震
基準に適合する一定の耐震改修を行った住宅
▶減額：改修家屋1戸当たり120㎡相当分までを
限度として、翌年度分の固定資産税の2分の1。
併せて長期優良住宅(※)に該当することになっ
た場合は、翌年度分の固定資産税の3分の2
〇バリアフリー改修工事
▶対象：新築した日から10年以上経過し、一定
のバリアフリー改修を行った住宅
▶減額：改修家屋1戸当たり100㎡相当分までを
限度として、翌年度分の固定資産税の3分の1
〇省エネ改修工事
▶対象：平成26年4月1日に所在し、現行の省エ
ネ基準に適合する一定の省エネ改修を行った住
宅
▶減額：改修家屋1戸当たり120㎡相当分までを

限度として、翌年度分の固定資産税の3分の1。
併せて長期優良住宅(※)に該当することになっ
た場合は、翌年度分の固定資産税の3分の2
＊(※)…長期に渡り良好な状態で使用するため
の措置が講じられた優良な住宅
＊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
∫資産税課☎963-9149

　継続検査の窓口で軽自動車税(種別割)の納付
状況が確認できるようになるため、下記の対象
車両は車検の際の納税証明書提示が原則不要と
なります。
▶対象：軽三輪、軽四輪、ボートト
レーラー
＊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
∫収納課☎963-9141

　庁舎建設工事のため、国保年金課年金担当窓
口の場所が変わります。
▶期間：12月下旬～令和5年10月頃
▶変更先：第二庁舎5階会議室C
∫庁舎管理課☎963-9134

休日・夜間納税相談

家屋に係る固定資産税の
減額措置

市税の申告はeLTAXを
ご利用ください

エルタックス

令和5年1月から｢軽自動車OSS｣
のサービス対象が拡大します

埼玉県および63市町村で
「滞納整理強化期間」実施中

国保年金課年金担当窓口の
場所の変更

令和5年1月から軽自動車の
車検手続きが変わります

固定資産税・都市計画税第3期および国民健康
保険税第7期の納期限は1月4日㈬です

日　程 内　容
12月1日
2日

3日・4日
5日・6日
7日～9日
10日・11日
12日

13日

14日・15日
16日

17・18日
19日

20日

開会、市長提出議案の説明
議案調査のため休会
休日のため休会
議案調査のため休会
市政に対する一般質問
休日のため休会
市政に対する一般質問

市長提出議案の質疑、予算決算常任委員会
(全体会)
各常任委員会、予算決算常任委員会(分科会)
常任委員会(予備日)
休日のため休会
常任委員会(予備日)

予算決算常任委員会(全体会)、市長提出議案
の討論・採決、閉会

通知書類名

市民税・県民税納税通知書と納
付書(口座振替の方には納税通知
書のみ)

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4年度の市・県民税の年税額
に変更があった方または新たに
課税された方

令和4年度の固定資産税・都市計
画税の年税額に変更があった方
または新たに課税された方

対象 問合せ発送日

12月2日㈮ 市民税課
☎963-9144

資産税課
☎963-9147、
963-9148

12月5日㈪

エルタックス
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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

状況に応じた適切なマスクの着用と、手指衛生や換気など
の基本的な感染対策の継続をお願いします

事 業 者 イベント講座・教室

　合理的配慮という言葉を聞いたことはありますか？
　合理的配慮とは、障がいのある人が社会の中で出会う困りごと・障壁を取り除くた
めの調整や対応のことです。合理的配慮の例としては、段差があって入れないお店や
電車で、スロープなどを使って補助することや、視覚障がいのある人のために、拡大
文字や点字で資料を作成したり読み上げて伝えたりするなどが考えられます。その内
容は、障がいの特性やそれぞれの場面・状況に応じて異なります。
　2016年に施行された｢障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別
解消法)｣では、国及び地方公共団体や事業者に対して、障がいのある人から対応を必
要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応することを
求めています。これを合理的配慮の提供といいます。また、2021年にこの法律が改正
され、それまで努力義務だった事業者の合理的配慮の提供が法律の公布から3年以内
に義務化されることになりました。
　社会全体として合理的配慮の提供が当たり前になることにより、全ての人が尊重さ
れ、障がいのある人とない人がお互いに理解しあっていくことが、共生社会を実現さ
せていくのではないでしょうか。皆さんも、合理的配慮についてできることを考えて
みませんか。
　障害者基本法では、12月3日から9日までの期間を障害者週間と定めており、また埼
玉県では、12月4日から10日までの期間を｢人権尊重社会をめざす県民運動強調週間｣
として定めています。
∫人権・男女共同参画推進課☎963-9119、生涯学習課☎963-9283

｢合理的配慮｣をご存知ですか？
～共生社会の実現のために～

人権
それは愛

元
荒
川

宮
前
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宮
前
橋
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立越谷
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越谷野田線
久伊豆神社

久伊豆
通り

越ヶ谷高校
青　葉　通　り

（50台）

一方
通行

（200台）

中央中学校
（250台）

臨
時
駐
車
場

P P

P
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交通規制にご協力ください
久伊豆神社の初詣１２月３１日㈯・1月１日㈷

∫久伊豆神社（越ヶ谷1700）☎962-7136

車両通行止め
12月31日㈯、23:00～1月1日㈷、2:00・8:00～16:00
12月31日㈯、23:00～1月1日㈷、2:00

＊車でお出かけの際は案内板や交通指導員の指示に従
ってください

3月・4月の日曜日の野球場
貸し出し(抽せん)

　市内の好きな場所、大切にしたい景観を募集
しています。募集締め切り後、審査を経て｢こ
しがや景観資源｣として登録・公表し、景観の
保全・活用に努めます。
▶テーマ：季節を感じさせる景観(テーマ以外
の景観も応募できます)
▶申込み：令和5年11月10日㈮まで
に右記の二次元コードから電子申
請で申し込み。または、応募用
紙、写真、地図を直接または郵送(消印有効)、
メールで都市計画課へ。応募用紙は下記で配布
するほか、市ホームページから印刷できます。
提出物は返却しません
∫都市計画課(本庁舎6階)☎963-9221、H toshi
kei@city.koshigaya.lg.jp

　困り事を抱える高齢者を地域で支える活動を
行う団体に対し、活動費の一部を補助します。
▶対象：市内で活動する住民ボランティア等で
構成される、介護保険制度の要支援1・2の方と
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｣または｢通いの場｣の活動を実施
する団体
▶活動内容・補助限度額：下表のとおり

▶申込み：12月1日㈭～1月6日㈮に電話で地域
共生推進課へ
＊詳しくは市ホームページをご覧ください
∫地域共生推進課☎963-9187

▶試験日：1月21日㈯(作文・面接試験)
▶募集職種：助産師・看護師
▶対象：免許を持っている(見込み可)、二交代
および三交代勤務が可能な方
▶申込み期間：12月9日㈮～23日㈮
＊詳しくは右記の二次元コードから
市立病院ホームページをご覧くだ
さい
∫市立病院庶務課☎965-4562

▶試験日：1月21日㈯(作文・面接試験)
▶勤務内容：院内各部署での医療業務補助等
▶対象：65歳未満(令和5年4月1日時点)の方。
経験不問
▶給与：16万3,452円(月給)。社会保険加入あり
▶申込み期間：12月16日㈮～1月13日㈮
＊詳しくは右記の二次元コードから
市立病院ホームページをご覧くだ
さい
∫市立病院庶務課☎965-4562

いずれも、▶勤務場所：市内公立保育所、▶申
込み：随時受け付け。写真を貼った市販の履歴
書、必要な場合は資格証の写しを直接人事課へ
〇延長保育サポートスタッフ
▶対象：育児経験者、保育士資格をお持ちの方
▶給与：1,246円(時給)。社会保険加入なし
〇臨時保育士・短時間保育士
▶対象：保育士資格をお持ちの方
▶給与：1,246円(時給)。▷1日7時間30分勤務…
社会保険加入あり　▷1日3時間30分勤務…社会
保険加入なし

〇非常勤保育士
▶対象：保育士資格をお持ちの方
▶給与：17万6,490円(月給)。社会保険加入あり
〇時間外保育員
▶対象：育児経験者、保育士資格をお持ちの方
▶給与：▷1日3時間勤務…7万8,440円(月給)。
社会保険加入なし　▷1日4時間勤務…10万
4,622円(月給)。社会保険加入あり
＊いずれも条件に応じて通勤手当、期末手当
(賞与)等の支給あり。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
∫人事課(第二庁舎4階)☎963-9132

▶勤務日時：月曜～金曜日、13:00～19:00。学
校休業日は8:00～19:00のうち6時間勤務(交代
制)。時間外勤務あり。土曜日は5時間または5
時間30分勤務(月2回程度。交代制)
▶給与：15万2,640円(月給)。社会保険加入あり
▶申込み：1月6日㈮までに写真を貼った市販の
履歴書、資格証の写しまたは在職証明書を直接
または郵送(必着)で下記へ
＊応募資格等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
∫青少年課(第二庁舎2階)☎963-9158

▶対象：｢まんまるよやく｣に登録している市内
のチーム 
▶申込み：1月1日㈷～6日㈮に右記
の二次元コードから電子申請で申し
込み
＊｢まんまるよやく｣への登録はスポーツ振興課
で受け付けています
∫スポーツ振興課(第三庁舎3階)☎963-9284

高齢者への｢支えあい活動｣、
｢通いの場｣の活動を行う団体を募集

令和5年度こしがや景観資源の
募集

令和5年4月1日採用　
学童保育指導員募集

令和5年4月1日採用　
市立病院職員募集

令和5年4月1日採用
市立病院非常勤職員募集

【保育所】会計年度任用職員募集

活動内容 補助限度額(年額)

支えあい活動
(掃除・買い物等)

通いの場
(介護予防体操等)

運営経費3万円または12万円
(実施規模に応じる)

立ち上げ経費4万円(初年度
のみ)、運営経費10万円



広報こしがや　令和4年（2022年）12月号

〠343-8501　越ヶ谷4-2-1越谷市役所越谷市役所

6 税・国・介 募　　集お知らせ

…お知らせ　　　…税・国保・介護　　　…募集　　　…イベント　　　…事業者　　　…講座・教室

防災ラジオの有償配布

都市計画道路の事業認可図書の
縦覧

都市計画生産緑地地区の変更案
の縦覧

交通事故被害者家族への援護金

調理師業務従事者届の提出

｢こしがや愛されグルメ｣認証品
新米新酒｢越ヶ谷宿｣1,000本限定販売

自衛官募集

越谷市医師会立訪問看護ステーション
訪問看護師・ケアマネジャー募集

1月の市民課休日窓口は1月8日㈰です

空き家のことを考えてみませんか？

▶募集期間・試験日：通年
▶募集種目：自衛官候補生
▶対象：18歳～32歳の方 
＊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になる
か、下記へお問い合わせください

∫自衛隊埼玉地方協力本部☎048-831-6043

いずれも、▶勤務場所：越谷市医師会立訪問
看護ステーション(東越谷10-31保健センター3
階)、▶給与：医師会給与規定による
〇正看護師
▶勤務形態：常勤・非常勤(要相談)。土曜・日
曜日、祝日を除く
▶対象：普通自動車運転免許および正看護師資
格をお持ちの方
〇ケアマネジャー
▶勤務日時：月曜～金曜日、9:00～17:30(祝日
を除く)
▶対象：普通自動車運転免許および介護支援専
門員資格をお持ちの方
＊詳しくは、下記へお問い合わせください
∫越谷市医師会立訪問看護ステーション☎910- 
9137、D048-910-9138

　防災行政無
線の緊急放送
を聞くことが
できる防災ラ
ジオを有償で
配布します。
▶対象：市内在住の方、市内に事業所等を有す

る法人または個人事業者(1世帯または1事業者
につき1台)
▶費用：2,500円
▶申込み：12月1日㈭から電子申請で申し込
み。または、申込書を直接下記へ。
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
＊迷い人等の行政放送、定時のチャイム放送等
は放送されません
∫危機管理室(本庁舎3階)☎963-9285

▶対象となる都市計画：3・3・3号浦和野田線
▶期間：令和14年3月31日まで
▶事業地：南荻島字戸井～北越谷五丁目地内
▶縦覧場所：道路建設課、越谷県土整備事務所
∫越谷県土整備事務所(越ヶ谷4-2-82)☎964- 
5223、越谷市道路建設課(本庁舎5階)☎963-9202

▶期間：12月12日㈪～26日㈪
▶縦覧場所：公園緑地課
∫公園緑地課(本庁舎5階)☎963-9225

　埼玉県交通安全対策協議会は、県内在住の交
通遺児等(保護者が交通事故で死亡または重い
障がいを負った保護者に養育されている児童・
生徒)に、援護金を給付していま
す。詳しくは右記の二次元コードか
ら県ホームぺージをご覧ください。
▶給付額：お子さん1人当たり10万円
▶申込み：1月31日㈫までに申請書類を直接ま
たは郵送(消印有効)でみずほ信託銀行浦和支店
(〠330-0063さいたま市浦和区高砂2-6-18)へ。
申請書類はくらし安心課、市内小・中学校など

で配布します
∫埼玉県交通安全対策協議会☎048-825-2011、
くらし安心課(本庁舎3階)☎963-9185

▶対象：県内の飲食店や給食施設などに就業し
ている調理師の方
▶申込み：1月1日㈷～15日㈰に、指定の様式を
直接(一社)埼玉県調理師会へ(10:00～16:00。1
月2日・3日、土曜・日曜日、祝日を除く)。ま
たは、郵送(必着)、ファクス、メー
ルで申し込み。詳しくは右記の二次
元コードから県ホームぺージをご覧
ください
∫ (一社)埼玉県調理師会☎048-862-6443、
D048-711-2637、Hsai-chou@agate.plala.or. 
jp、県健康長寿課☎048-830-35 85

 今年から純米清酒｢越
ヶ谷宿｣は、全国食味ラ
ンキングで2年連続3回
目の特A評価を受けた
越谷産｢彩のきずな｣を
使用しています。
▶販売開始日：12月18
日㈰
▶販売場所：越谷小売酒販組合加盟の酒販
店、コンビニエンスストア等
▶費用・本数：▷1,800ml…2,300円(税込み)、
400本　▷720ml…1,150円(税込み)、600本
＊1本購入ごとに｢越ヶ谷宿｣一合升を1個プレ
ゼントします
∫越谷小売酒販組合越谷支部・小川☎964-1210

ちょこっと
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
手話でお話して
みませんか？

右記の二次元コードから
YouTubeでもご覧になれます。

∫障害福祉課☎963-9164

手話 （第54回）

★パン
★コーヒー

①パン
右手の人さし指と
親指を前に出しな
がら開く

②コーヒー
左手5指を丸め、左
手の上方で、下に
向けてつまんだ右
手2指を回す

　適正な管理が行われていない空き家が、防災・防犯・衛生などの面で悪影響を及ぼして
います。空き家の適正な管理や、空き家にしないための備えについて考えてみませんか。

∫建築住宅課(本庁舎6階)☎963-9205、D965-0948

〇空き家を適正に管理しましょう
　空き家が原因となって近隣の方などに被
害が生じた場合、所有者が賠償責任を問わ
れるおそれがあります。空き家の適正な管
理をお願いします。
〇空き家を活用しましょう
　賃貸や売却などで空き家を活用できま
す。市では、所有者が賃貸や売却を希望す
る空き家の情報等を紹介し、利用希望者と
マッチングを行う｢越谷空き家バンク｣への
登録物件を募集しています。
〇住まいの終活を考えましょう
　空き家になる要因の約6割が相続と言われ
ています。市で発行している｢住まいの終活
ノート｣を活用して、居住中から自分の気持
ちや、住まいについて整理するとともに、

ご家族と今後について話し合ってみません
か。住まいの終活ノートは、建築住宅課、
各地区センター等で配布しているほか、市
ホームページからご覧になれます。

   終活セミナーの開催
　日時　1月20日㈮、14:00～16:00
　会場　中央市民会館4階第13～16会議室
　内容　講義｢エンディングノートの書き方～
最期まで自分らしく～｣
　対象　市内在住の方70人
　受講料　無料
　申込み　1月13日㈮までに電話ま
たはファクスで建築住宅課へ
＊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
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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

振り込め詐欺などに注意！！
不審な電話を受けたら一人で考えず、家族や警察・市役所に相談しましょう

桜井

新方

増林

大袋
せんげん
台出張所
荻島・
北越谷

出羽

蒲生

川柳

大相模

大沢

越ヶ谷

南越谷

名称
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)
七左町4-248-1

(出羽地区センター内)
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1-12-1

(大沢地区センター内)
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)

所在地

970-2015

977-3310

963-3331

971-1077

940-1315

978-6500

985-3303

985-4700

990-0753

993-4258

972-4185

966-1851

999-6651

電話番号

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

12月1日～14日冬の交通事故防止運動
｢人も車も自転車も  安心・安全  埼玉県｣

暖房器具や調理器具の取り扱い
に注意

野生動物への無自覚な餌付け
ストップ

こしがや愛されグルメ等の
インターネット販売

河川などの異常水質事故防止に
ご協力ください

サンシティからのお知らせ
南越谷1-2876-1 

©Ariga Terasawa

海外ビジネスセミナー

　地域包括支援センターでは、介護・健康・生
活に関することや権利擁護についての相談等に
応じています。相談は無料です。

∫地域包括ケア課☎963-9163

▶重点目標：▷県…夕暮れ時と夜間における歩
行者・自転車の交通事故防止、横断歩道におけ
る歩行者優先の徹底、飲酒運転の根絶および危
険運転等の防止　▷市…自転車利用者のマナー
の向上、高齢者の交通事故防止
∫くらし安心課☎963-9185

　令和4年は、暖房器具や調理器具に起因する
火災が11件発生しています(11月1日時点)。管
理を怠ったり、誤った使い方をすると火災につ
ながるおそれがあります。取り扱い説明書をよ

く読み、正しく使用しましょう。
〇暖房器具による火災を防ぐためのポイント
・ストーブの上で洗濯物を乾かさない
・燃えやすいもののそばで使用しない
・エアゾール缶などを暖房器具の上や近くに置
かない
・就寝時や外出時は暖房器具の電源を切る。長
時間使用しないときはコンセントを抜く
・火が消えたことを確かめてから給油する
・灯油の保管容器は灯油用ポリタンク等を使用
し、栓を閉めて密閉するほか、火気の使用場
所から遠ざけ、直射日光を避けて保管する
・地震等で容器が転倒・破損しないようにする
・カートリッジタンクへの給油は、石油ストー
ブ等とは別の場所や火気のない場所で行う
〇調理器具による火災を防ぐためのポイント
・調理器具を使用するときはその場を離れない
・カセットこんろの燃料ボンベは正しく取り付
け、捨てるときは必ず中身を使い切り、市が
指定するごみの分別区分を守る
・こんろを覆うような大きな調理器具は使用し
ない
∫予防課☎974-0103

　河川や水路に油や薬品などが流れ、魚が死ん
だり、水道水や農業用水の取水に影響が出たり
する異常水質事故が多く発生しています。
　年末の大掃除などの際に、不要な塗料や油、
農薬などを、決して河川や水路、側溝に流さな
いようお願いします。異常水質事故を見つけた
場合には、速やかに下記へご連絡ください。
∫環境政策課☎963-9186

　越谷商工会議所で
は、｢こしがや愛されグ
ルメ｣の認証品や｢伝統
的手工芸品｣等の市内特
産品をインターネット
で販売しています。｢こ

しがや鴨ネギ鍋ギフトセット｣等の冬季限定商
品の注文を受け付けます。
▶受付期間：▷こしがや鴨ネギ鍋ギフトセット
…受付中　▷太郎兵衛もち…12月1日㈭～20日
㈫　▷山東菜漬…12月1日㈭から
▶申込み：右記の二次元コードから
｢こしがやセレクトショップ｣ホーム
ページで申し込み。鴨ネギ鍋ギフト
セットは電話やファクスでも購入できます
＊農作物の生育状況等により発送時期が変更に
なる場合があります
∫越谷商工会議所☎966-6111、D048-965-4445

　野生動物による作物や家屋の被害が市内で増
加しています。特にアライグマやハクビシンの
数は急激に増加しています。また、カラス・ム
クドリ・ハトなどによる糞害や鳴き声なども生
活へ影響を与えています。
〇対策
・木になった果物等はすべて取る
・売り物にならない作物等を屋外に放置しない
・生ごみを新聞紙やチラシなどで二重に包んで
から捨てる
・ごみ捨て場では、ごみ袋がネットからはみ出
さないようにして捨てる
＊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
∫環境政策課☎963-9183

▶日時：1月27日㈮、14:00～15:35
▶会場：中央市民会館5階第2・3会議室
▶定員：40人
▶受講料：無料
▶申込み：1月20日㈮までに右記の
二次元コードから電子申請で申し込
み。または、参加者の住所・氏名・電話番号・
メールアドレス・業種をファクスで下記へ
∫ジェトロ埼玉貿易情報センター☎048-650-25 
22、D048-650-2530

特に記載のない場合、▶会場：サンシティ
小ホール、▶問合せ：サンシティホール☎
985-1112
□〈みなみこしがやアート大学〉Vol.53 はじ
めてのサムライ殺陣体験～これぞカッコ
いい斬り方＆斬られ方！？～
▶日時：2月18日
㈯ ・ 2 5 日 ㈯ 、
13:00開講
▶会場：サンシテ
ィ展示ホール
▶講師：米山流殺陣術・アクション監督の
米山勇樹さん
▶対象：高校生以上の方20人
▶参加費：2,000円
▶申込み：12月15日㈭、9:00から電話でサ

ンシティホール文化事業係へ
∫サンシティホール文化事業係☎985-1113
□サンシティクラシック・ティータイムコ
ンサート 牛田智大 ピアノ・リサイタル
▶日時：3月4日
㈯、14:00開演
▶入場料：一般
3,000円、学生
1,500円。全席
指定。就学前のお子さんは入場できません
▶申込み：12月11日㈰、10:00から電話でサ
ンシティへ
□サンシティ名画劇場｢PLAN 75｣
▶日時：12月16日㈮・17日
㈯、10:00開演・14:00開
演・18:30開演
▶入場料：1,000円、割引
券持参800円。全席自由
▶申込み：当日会場へ

　12月14日㈬までに、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、郵送(消印有効)で広報シティ
プロモーション課｢広報こしがや読者クイ
ズ係｣へ。正解者の中から10人(抽せん)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

　所有する住まいについて居住中から自分
の気持ち等を整理するために、市が発行し
ているノートの名称は何でしょうか。答え
は今号の中にあります。

ふん

た　て
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8 税・国・介 募　　集お知らせ

…お知らせ　　　…税・国保・介護　　　…募集　　　…イベント　　　…事業者　　　…講座・教室

公共施設への飲料用自動販売機
の設置事業者募集(一般競争入札)

応急手当講習会
～普通救命講習Ⅰ～

若年のつどい・越谷
三世代交流ユニカール体験教室

日本古典文学鑑賞講座

女性のためのビジネスマナー
講座

就職氷河期世代・シニア向け
介護業界への就職支援セミナー

ほっと越谷の催し
男女共同参画支援センター

大沢3-6-1パルテきたこし3階

ななサポこしがやの催し
市民活動支援センター

弥生町16-1

12月18日㈰､
10:30～11:30
(第1部)

12月18日㈰､
14:30～15:15
(第2部)

日時

大型絵本の読み聞かせ、ブ
ラックシアター、ハンドベ
ルの演奏、簡単な工作

ハープが奏でるクリスマス
曲を楽しむ。出演はハープ
奏者の田中淳子さん

内容

1月21日㈯、
14:00～15:30

2月2日㈭、
14:00から

日時

｢PTA改革の実践を通して見え
てきた！　半径10メートルの
民主主義｣。講師は専修大学法
学部教授の岡田憲治さん

｢審議会ってどんなとこ？　男
女共同参画推進委員会を傍聴
しよう！｣

内容

▶募集施設：消防署(①・②)、谷中分署、蒲生
分署、間久里分署、大相模分署、大袋分署、南
体育館、西体育館
▶申込み：1月4日㈬～6日㈮に、一般競争入札
参加申込書をメールで公共施設マネジメント推
進課へ
▶郵便入札：1月13日㈮までに、入札書を郵送
(必着)で公共施設マネジメント推進課へ
▶開札：1月16日㈪、14:00から中央市民会館4
階会議室A・Bで実施。募集要項は下記で配布
するほか、市ホームページから印刷できます
∫公共施設マネジメント推進課(本庁舎3階)☎
963-9124、Hkomane@city.koshigaya.lg.jp

▶日時：1月21日㈯、13:00～15:00
▶会場：総合体育館第2体育室
▶対象：市内在住・在学で小
学生以上の方50人
▶参加費：無料
▶持ち物：動きやすい服装、
室内用運動靴、タオル、飲み
物
▶申込み：1月13日㈮までに右記の
二次元コードから電子申請で申し
込み
∫青少年課☎963-9308

▶日時：1月22日㈰、9:00～12:00(eラーニング
受講修了者は10:00～12:00)
▶会場：消防本庁舎4階講堂
▶内容：心肺蘇生法、AEDの使用法など
▶対象：市内在住・在勤・在学で中学生以上の
方20人
▶受講料：無料
▶申込み：12月26日㈪～1月10日㈫
に右記の二次元コードから電子申請
で申し込み。または、直接、電話で
消防署へ。eラーニング受講修了者、受講予定
者は申し込み時にお伝えください
＊詳しくは、市ホームページをご覧ください
∫消防署☎974-0136(9:00～17:00)

▶日時：12月17日㈯、13:30～15:30(初めて参加
する方は13:00までにお越しください)
▶会場：中央市民会館5階第2会議室・ホール
▶内容：日常の悩みや相談事などを話し合う
▶対象：若年性認知症の本人と介護をしている
家族
▶参加費：無料
▶申込み：事前に電話で下記へ。定員を制限し
ているため、参加をお断りする場合があります
∫認知症の人と家族の会埼玉県支部☎048-814- 
1210(10:00～15:00。木曜・日曜日を除く)

▶日時：1月28日㈯、14:00～16:00
▶会場：図書館2階視聴覚ホール
▶定員：30人
▶受講料：無料
▶申込み：1月12日㈭、10:00から電話で下記へ
(1通話2人まで)
∫図書館☎965-2655

▶日時：1月24日㈫、10:00～12:00
▶会場：ビジネスサポートセンター2階
▶内容：介護業界の特色、必要な資格、履歴書
の書き方
▶対象：市内在住で就職活動中の30代以上の方
20人
▶受講料：無料
▶申込み：12月12日㈪から電話で下記へ
∫経済振興課☎967-4680

▶日時：1月11日㈬、10:00～12:00
▶会場：ビジネスサポートセンター2階
▶対象：市内在住で就職活動中の女性20人
▶受講料：無料
▶申込み：12月12日㈪から電話で下記へ
∫経済振興課☎967-4680

特に記載のない場合、▶参加費：無料、▶
申込み：事前に直接または電話で下記へ、
▶会場・問合せ：市民活動支援センター｢な
なサポこしがや｣☎969-2750、 http://ko 
shigaya-activity-support.info/
□クリスマスイベント2022　第1部｢絵本と
わくわくクリスマス｣、第2部｢ハープで聴
くクリスマスコンサート｣
▶日時・内容：下表のとおり

▶対象：▷第1部…小学3年生までのお子さ
んと保護者15組30人　▷第2部…50人
□ぽっぽひろば
▶日時：12月14日㈬、10:00～11:10
▶内容：お手玉、手遊び、絵本の読み聞か
せ、紙芝居など
▶対象：就学前のお子さんと保護者15組
□CaféTOMO｢映画音楽でたどる1960～70
年代｣
▶日時：12月16日㈮、13:30～15:30
▶内容：当時の映画音楽を聴きながら、こ
れまでの社会や人生の出来事を振り返る

▶定員：50人

特に記載のない場合、▶参加
費：無料、▶申込み：右記の二
次元コードから申し込み。また
は直接、電話、ファクスで下記へ、▶会
場・問合せ：男女共同参画支援センター｢
ほっと越谷｣☎970-7411、D048-970-7412(月
曜日、祝日を除く)
□あなたが変える、地域のこれから
▶日時・内容：下表のとおり

▶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3人の保育あり。保育
の申し込みは1月11日㈬まで)
□市民公募型男女共同参画事業
　｢ヒューマンライブラリー～‶あなたに聴
いてほしい"生きた本たちから語られる思
い～｣
▶日時：12月17日㈯、10:00～12:00
▶内容：障がいのある方や生きにくさを抱
えたマイノリティの方との交流

▶講師：社会的マイノリティの方
▶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3人の保育あり。保育
の申し込みは12月7日㈬まで)
▶申込み：電話またはメールで下記へ
∫(福)天恵園・小口☎090-8566-0726、Hten 
keien.oguchi@gmail.com
□さんもくナイト～シネマでリフレッシュ
～映画｢カランコエの花｣上映会
▶日時：12月15日㈭、18:30～20:00
▶内容：LGBTをめぐる人間関係の問題を描
いた作品を鑑賞し、感想をシェアする
▶ファシリテーター：LGBT越谷十人十彩の
辻川公恵さん、山田千華子さん
▶対象：テーマに関心のある方30人
男女共同参画支援センター｢ほっと越谷｣

令和5年度登録団体募集
　登録団体には、セミナールームの貸し出
しや情報発信の場の提供などの支援を行い
ます。
▶対象：男女共同参画を推進するための活
動をしている団体
▶申込み：1月4日㈬～2月4日㈯(令和4年度
登録団体は1月31日㈫、17:00まで)に、団体
登録申請書、添付書類を直接男女共同参画
支援センター｢ほっと越谷｣(大沢3-6-1パルテ
きたこし3階)、または市役所人権・男女共
同参画推進課(第三庁舎3階)へ
∫男女共同参画支援センター｢ほっと越谷｣
☎970-7411(月曜日、祝日、1月10日㈫を除
く)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じゅうにん と いろ

きみ え
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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

状況に応じた適切なマスクの着用と、手指衛生や換気など
の基本的な感染対策の継続をお願いします

She up!　女性の｢働く｣を応援
するイベント㏌越谷

越谷市場｢年末大売出し｣

令和4年度
越谷市二十歳のつどい

祝!　二十歳　大間野町旧中村家住
宅・旧東方村中村家住宅入館無料

消防音楽隊発足30周年記念　第
25回越谷市消防音楽隊定期演奏会

NPO法人設立基礎講座

こしがや市民法律教室1月分

就職支援セミナー(金曜講座)
～グループワーク形式～

～この指とまれ！～
お知らせパック

おいでください

ラウンジ
タウン情報

1月6日㈮

1月20日㈮

日程

10:00～

12:00

時間

志望動機が書ける！
求人票の見方

短所を長所に変える！
　自己PR作成

内容
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▶日時：1月25日㈬、13:30～15:30
▶会場：春日部地方庁舎3階大会議室(春日部市
大沼1-76)
▶定員：30人
▶受講料：無料
▶申込み：1月13日㈮までに電話またはメール
で下記へ
∫埼玉県東部地域振興センター県民生活担当☎
048-737-1110、Hn3799863＠pref.saitama.lg. 
jp

▶日時：1月28日㈯、13:30～15:30
▶会場：中央市民会館5階第4～6会議室
▶テーマ：ニュース・事件から学ぶ憲法
▶定員：40人
▶受講料：無料
▶申込み：12月19日㈪～1月27日㈮
に右記の二次元コードから電子申請
で申し込み。または電話で下記へ
∫くらし安心課☎963-9156

▶日程・時間・内容：下表のとおり

▶会場：ビジネスサポートセンター2階
▶対象：市内在住で就職活動中の65歳未満の方
各回20人
▶受講料：無料
▶申込み：12月12日㈪から電話で下記へ
∫経済振興課☎967-4680

▶日時：1月27日㈮、10:00～13:00
▶会場：サンシティ小ホールほか
▶内容：収納セミナー、就職相談会

▶対象：働きたい女性100人
▶参加費：無料
▶申込み：12月1日㈭、9:30から県ホームペー
ジから申し込み。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
∫埼玉県女性キャリアセンター☎048-601-5810

▶日時：12月26日㈪～30日㈮、7:00～12:00
▶会場：越谷総合食品地方卸売市場(流通団地
3-2-1)
▶内容：正月用食材、雑貨等の売り出し
▶対象：どなたでも

∫(株)埼玉県東部流通センター☎987-3100

▶日程：1月8日㈰
▶会場：市内12会場。詳しくは市ホームページ
をご覧ください
▶内容：式典、催し物
▶対象：平成14年(2002年)4月2日～15年(2003
年)4月1日に生まれた方
＊12月初旬に、市内に住民登録をしている方
(令和4年11月1日時点)に案内状を送付します

＊手話通訳を希望する方は、12月9日㈮までに
生涯学習課へご連絡ください
∫生涯学習課☎963-9283

▶日時：1月7日㈯～9日㈷、9:00～17:00(入館は
16:30まで)
▶場所：大間野町旧中村家住宅(大間野町
1-100-4)、旧東方村中村家住宅(レイクタウン
9-51)
▶対象：平成14年(2002年)4月2日～15年(2003

年)4月1日に生まれた方と付き添いの方。受付
で、対象者であることを証明する学生証等をご
提示ください
∫生涯学習課☎963-9315、大間野町旧中村家住
宅☎985-9750、旧東方村中村家住宅☎986-7051

▶日時：2月19日㈰、13:30開演
▶会場：サンシティ大ホール
▶入場料：無料
▶申込み：1月23日㈪までに右記の
二次元コードから電子申請で申し込
み。または、往復はがきの往信面に第25回越谷
市消防音楽隊定期演奏会申込み・郵便番号・住
所・氏名(ふりがな)・日中連絡が取れる電話番
号・入場希望者数(3人まで)・車いす席を希望
する場合はその席数を、返信面に郵便番号・住
所・氏名(後ろに｢様｣を付記)を記入し、郵送
(必着)で予防課へ
＊詳しくは、市ホームページをご覧ください
∫予防課(〠343-0025大沢2-10-15)☎974-0103

□北越谷水彩画クラブ展
▶日時：12月5日㈪～11日㈰、10:00～16:00
(5日は13:00から、11日は15:00まで)
▶会場：サンシティ小ホールギャラリー
▶内容：会員による水彩画展示
▶入場料：無料
▶申込み：当日会場へ
∫北越谷水彩画クラブ・林☎962-3540
□ターゲット・バードゴルフ体験講習会
▶日時：12月10日㈯、9:00～11:30。雨天中
止
▶会場：けやき荘ゲートボール場

▶対象：市内在住の方
▶参加費：無料
▶申込み：当日会場へ
∫けやきTBGクラブ・中新☎962-7631

□0歳から楽しめるクリスマスコンサート
▶日時：12月15日㈭、10:30開演
▶会場：トレビナZEN1階(千間台東1-7-22)
▶定員：お子さんと保護者10組
▶入場料：無料
▶申込み：電話で下記へ
∫NPO法人色彩みらい・伊藤☎070-1231-9 
943

□埼玉県立越谷南高等学校吹奏楽部
　第21回ウィンターコンサート
▶日時：12月28日㈬、15:45開場、16:30開
演
▶会場：サンシティ大ホール
▶曲目：ピータールー序曲、行進曲｢希望
の空｣ほか
▶入場料：一般600円、高校生以下400円
▶申込み：吹奏楽部ブログ(右記
の二次元コードまたはhttp:// 
koshinanwind.blog.fc2.com)
から申し込み。またはファクスで下記へ。
電話での申し込みは受け付けていません
∫県立越谷南高等学校・岡田☎988-5161、
D048-611-8129

　市内9カ所のいちご狩り農園が順次開園
します。摘み取りしやすい栽培棚で育てら
れた完熟いちごをお楽しみください。
　開園時期、料金など詳しくは
右記の二次元コードから各農園
ホームページをご覧ください。
∫農業技術センター☎969-0120

12月下旬
から 越谷のいちご狩り始まるよ

なかにい

は　 た　 ち
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税・国・介 募　　集お知らせ

年末年始業務のお知らせ
　年末年始の市役所などの業務日程、休日当番医などをお知らせします。事前に日程などを
ご確認のうえ、年末年始を迎えましょう。

年末年始の市役所などの業務休 日 当 番 医
施　設　名

市役所、北部・南部出張所(A)
証明書コンビニ交付サービス(B)
斎場(C)
パスポートセンター(D)
中央市民会館(E)
北部市民会館(F)
サンシティ(越谷コミュニティセンター)
男女共同参画支援センター「ほっと越谷」
リサイクルプラザ
越谷・松伏水道企業団
「ふらっと」がもう・おおぶくろ
市立病院(G)
保健センター、越谷市保健所
夜間急患診療所(H)
越谷市社会福祉協議会
老人福祉センターけやき荘(I)
老人福祉センターくすのき荘(J)
老人福祉センターゆりのき荘(K)
老人福祉センターひのき荘
障害者就労訓練施設しらこばと
障害者就労支援センター
障害者福祉センターこばと館
手話通訳者・要約筆記者派遣事務所(L)
児童館コスモス・ヒマワリ
科学技術体験センター「ミラクル」
教育センター
図書館、北部・南部・中央図書室(M)
こしがや能楽堂(N)
大間野町旧中村家住宅
旧東方村中村家住宅
地区センター
市民活動支援センター「ななサポこしがや」
交流館
総合体育館(O)
市民プール(P)
緑の森公園越谷市弓道場(Q)
しらこばと運動公園競技場(R)
越谷市民球場(S)
キャンベルタウン野鳥の森(T)
花田苑(N)
越谷アリタキ植物園
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　診療時間は医療機関や診療内容によって異なります。事前に各医療機関へ必ず
電話連絡し、医療機関の指示に従ってご受診ください。医療費が通常と異なる場
合があります。
　また、休日当番医のほかに、12月29日㈭～1月3日㈫に診療を行う医療機関を市
ホームページに掲載します(12月下旬を予定)。
＊　 発熱がある方の診療が可能な医療機関
　　 新型コロナウイルス検査実施医療機関

28㈬
12/ 12/ 12/ 12/ １/

1㈷
1/
2㉁

1/
3㈫

1/
4㈬29㈭ 30㈮ 31㈯

〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
ー
〇
ー
〇
〇
〇
ー
〇
〇
〇
〇
〇
ー
〇

ー
ー
〇
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
〇
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー

ー
ー
〇
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
〇
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー

ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
〇
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー

ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
〇
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
〇
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
〇
〇
ー

ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
〇
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
〇
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
〇
〇
ー

ー
ー
〇
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
〇
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー

〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
ー
ー
〇
ー
〇
〇
〇
ー
〇
〇
〇
〇
〇
〇
ー

＊○が利用
　可能な日

発
検

閉庁期間中、出生・死亡などの届け出は中央管理室(本庁舎北側1階)へ
12/29～1/3はシステムが停止するため利用できません。利用時間は6:30～23:00
12/30は火葬は可、式場は告別式のみ。12/31は受け付け業務のみ。1/3は火葬は可、式場は
通夜のみ
年末にパスポートの申請をした方は交付までの期間が通常より長くなります
12/28・1/4は終日受け付け業務のみ
12/28の午後・夜間と1/4の終日は受け付け業務のみ
年末年始の診療は救急患者のみ
受け付け時間は19:30～22:30、診療時間は20:00～23:00(左記参照)
1/4は設備点検のため、終日浴室を利用できません
修繕のため、1月中旬(予定)まで浴室を利用できません
1/4の午前中は設備点検のため、浴室を利用できません
12/29～1/3に手話通訳者・要約筆記者の派遣が必要な方の申請は12/24まで
北部・南部・中央図書室の12/28の利用は17:00まで。本の返却はブックポストへ。ただし、
新越谷ヴァリエのブックポストは12/28～1/4は利用できません
1/1・2は無料開館・開園(10:00～16:00)。施設の貸し出し・受け付けは行いません
12/27は設備点検のため施設の利用はできません。受け付け業務のみ
1/4は設備点検のため、利用は13:00から
12/28の利用は12:00まで
12/28の利用は12:00まで。1/4の利用は13:00から
受け付け業務のみ(野球場は12月～3月はシーズンオフのため利用できません)
1/1・2は無料開園(10:00～16:00)

Ａ.
Ｂ.
Ｃ.

Ｄ.
Ｅ.
Ｆ.
Ｇ.
Ｈ.
Ｉ.
Ｊ.
Ｋ.
Ｌ.
Ｍ.

Ｎ.
Ｏ.
Ｐ.
Ｑ.
Ｒ.
Ｓ.
Ｔ.

＊小児科は内科的疾患のみの診療です
＊薬の処方は原則1日分です
＊受診の際は事前に電話連絡のうえ、健康保険証等をお持ちください

年末年始も診療を行っています 夜間急患診療所夜間急患診療所
診療科目
診 療 日
受付時間

内科・小児科
毎日(年中無休)
19:30～22:30

診療時間
所 在 地
電話番号

20:00～23:00
東越谷10-31(越谷市保健所内)
960-1000(19:30～23:00)

この面は抜き取ってご活用ください

日程

12/29
（木）

医 療 機 関 診 療 科 目
発 検

発 検

発 検

発 検

発 検

佐藤産婦人科
駅ビル医院｢せんげん
台｣
遠藤クリニック
そうま呼吸器アレル
ギークリニック
ハラクリニック
岡野クリニック

宮本医院

藤田歯科医院

寺内歯科医院
まくり整形外科クリニック
十全病院
しらこばと子供クリニック
蒲生天神橋クリニック
登坂耳鼻咽喉科医院
レイクタウンこども
クリニック
新越谷病院

きた歯科クリニック

岡野歯科医院
えのもと整形外科クリニック
市川胃腸科外科病院
つむぎこどもクリニック
遠藤クリニック
登坂耳鼻咽喉科医院
ハスミ歯科クリニック
河野歯科医院
ながね泌尿器科皮フ
科クリニック
越谷泌尿器科・内科
萬屋クリニック
山本歯科クリニック
かみむら歯科矯正歯
科クリニック
かがやき眼科皮膚科
クリニック
越谷誠和病院
おきつ内科クリニック
栗田歯科医院
鈴木歯科医院
河本眼科医院
武重医院
南越谷内科クリニック
新越谷病院
たざき歯科医院
藤原歯科医院
やざわ整形外科クリニック
やまぐち内科クリニック
いわもと歯科医院

産婦

内

内・小・リハ

内・呼・アレ

内・消・循・外・皮
内・小・呼・循・アレ・
リハ
外・内・皮

歯・矯歯・小歯・歯外

歯
整・リハ・内
内・外
小・アレ
内・脳
耳・小・アレ

小

内

歯・矯歯・小歯

歯・小歯　
整
内・胃・外・肛
小
内・小・リハ
耳・小・アレ
歯・矯歯・小歯
歯・矯歯・小歯　

泌・皮

内
内
歯・小歯

歯・小歯・矯歯・歯外　
　

眼・皮

内・外 (外科は9:00～12:00)
内・消内
歯・小歯
歯・矯歯・小歯
眼
内・外・消内・アレ・皮
内・小・リウ
内
歯・小歯・歯外
歯・小歯
整・リハ
内・脳内・リハ
歯・矯歯・小歯

所 在 地 電話
☎985-0310

☎978-1113

☎978-1781

☎962-1200

☎987-1511

☎969-0223

☎972-1211

☎970-8000

☎966-2225
☎975-3131
☎964-7377
☎976-6787
☎961-7800
☎962-7119

☎987-1233

☎964-2211

☎963-4618

☎989-8777
☎967-5156
☎965-7100
☎989-2650
☎978-1781
☎962-7119
☎963-6482
☎962-2355

☎940-0128

☎961-7701
☎986-6700
☎976-6874

☎988-1182

☎999-6071

☎966-2711
☎999-6728
☎964-0700
☎974-2661
☎962-7204
☎975-0405
☎989-0006
☎964-2211
☎975-7733
☎985-4332
☎964-5252
☎992-7300
☎962-6480

新越谷1-34-4
千間台西1-67駅
ビル｢トスカ｣5階
千間台東1-9-1

東越谷3-8-13

大間野町4-176-1

赤山本町7-2

三野宮806-6
大沢3-6-1パルテ
きたこし1階
赤山町5-5-16
下間久里171-1
赤山町5-10-18
千間台西1-9-17
伊原1-4-52
弥生町1-8
レイクタウン
6-25-3
元柳田町6-45
東越谷6-27-13
中村ビル102
相模町2-157-1
弥十郎451-1
東越谷7-2-5
レイクタウン2-2-6
千間台東1-9-1
弥生町1-8
越ヶ谷1-9-22
越ヶ谷本町1-30

赤山町4-9-69

相模町3-217-1
蒲生寿町15-21
袋山1391-1

相模町3-246-1

相模町3-244-9

谷中町4-25-5
新越谷1-26-1
東越谷10-110-14
大里288-3
中町5-1
袋山1418-2Nビル2階
南越谷1-6-62
元柳田町6-45
東大沢1-11-16
相模町1-155
花田2-26-5
東越谷9-32-7
赤山町2-136-1

発 検

(午前のみ)

(午前のみ)

12/30
（金）

発 検

発 検

発 検

発 検

発 検

発 検 (午前のみ)

12/31
（土）

発 検

発 検

発 検

発 検

1/1
（祝）

1/2
（休）

発 検

発 検

1/3
（火）

発 検

発 検

発

1/9
（祝） 発 検
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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

振り込め詐欺などに注意！！
不審な電話を受けたら一人で考えず、家族や警察・市役所に相談しましょう

事 業 者 イベント講座・教室

＊年末年始はごみの量が増えることや交通事情により収集時間が変わることがあります
∫リサイクルプラザ☎976-5375(おかけ間違いにご注意ください)

第６地区

第４地区

第５地区

第３地区

第７地区

第８地区第２地区

第１地区

第10地区

第９地区

大袋駅

越谷駅

北越谷駅

JR武蔵野線

蒲生駅
新越谷駅

南越谷駅 越谷レイクタウン駅

種　別 年　末

12/29㈭まで
12/16㈮まで
12/23㈮まで
12/20㈫まで
12/27㈫まで

年　始

1/5㈭から
1/6㈮から
1/13㈮から
1/10㈫から
1/17㈫から

第４地区

種　別

燃えるごみ
燃えないごみ・
古紙類

ペットボトル
びん・白色トレイ・
危険ごみ・古着類

缶

燃えるごみ
燃えないごみ・
古紙類

ペットボトル
びん・白色トレイ・
危険ごみ・古着類

缶

年　末

12/29㈭まで
12/23㈮まで
12/16㈮まで
12/14㈬まで
12/21㈬まで

年　始

1/5㈭から
1/13㈮から
1/6㈮から
1/4㈬から
1/11㈬から

第３地区

種　別

燃えるごみ
燃えないごみ・
古紙類

ペットボトル
びん・白色トレイ・
危険ごみ・古着類

缶

年　末

12/29㈭まで
12/20㈫まで
12/27㈫まで
12/16㈮まで
12/23㈮まで

年　始

1/5㈭から
1/10㈫から
1/17㈫から
1/6㈮から
1/13㈮から

第２地区

種　別

燃えるごみ
燃えないごみ・
古紙類

ペットボトル
びん・白色トレイ・
危険ごみ・古着類

缶

年　末

12/29㈭まで
12/27㈫まで
12/20㈫まで
12/23㈮まで
12/16㈮まで

1/5㈭から
1/17㈫から
1/10㈫から
1/13㈮から
1/6㈮から

年　始
第１地区

種　別

燃えるごみ
燃えないごみ・
古紙類

ペットボトル
びん・白色トレイ・
危険ごみ・古着類

缶

年　末

12/30㈮まで
12/14㈬まで
12/21㈬まで
12/26㈪まで
12/19㈪まで

年　始

1/6㈮から
1/4㈬から
1/11㈬から
1/16㈪から
1/9㈷から

第６地区

種　別

燃えるごみ
燃えないごみ・
古紙類

ペットボトル
びん・白色トレイ・
危険ごみ・古着類

缶

年　末

12/30㈮まで
12/15㈭まで
12/22㈭まで
12/21㈬まで
12/14㈬まで

年　始

1/6㈮から
1/5㈭から
1/12㈭から
1/11㈬から
1/4㈬から

第７地区

種　別

燃えるごみ
燃えないごみ・
古紙類

ペットボトル
びん・白色トレイ・
危険ごみ・古着類

缶

年　末

12/28㈬まで
12/22㈭まで
12/15㈭まで
12/27㈫まで
12/20㈫まで

年　始

1/4㈬から
1/12㈭から
1/5㈭から
1/17㈫から
1/10㈫から

第８地区

種　別

燃えるごみ
燃えないごみ・
古紙類

ペットボトル
びん・白色トレイ・
危険ごみ・古着類

缶

年　末

12/28㈬まで
12/19㈪まで
12/26㈪まで
12/15㈭まで
12/22㈭まで

年　始

1/4㈬から
1/9㈷から
1/16㈪から
1/5㈭から
1/12㈭から

第９地区

種　別

燃えるごみ
燃えないごみ・
古紙類

ペットボトル
びん・白色トレイ・
危険ごみ・古着類

缶

年　末

12/30㈮まで
12/21㈬まで
12/14㈬まで
12/19㈪まで
12/26㈪まで

年　始

1/6㈮から
1/11㈬から
1/4㈬から
1/9㈷から
1/16㈪から

第５地区

種　別

燃えるごみ
燃えないごみ・
古紙類

ペットボトル
びん・白色トレイ・
危険ごみ・古着類

缶

年　末

12/28㈬まで
12/26㈪まで
12/19㈪まで
12/22㈭まで
12/15㈭まで

年　始

1/4㈬から
1/16㈪から
1/9㈷から
1/12㈭から
1/5㈭から

第10地区

収集日を確認のうえ、朝８時までにお出しください

ごみ収集カレンダーは３月まで掲載しています。12月に廃棄しないでください

せんげん台駅

東武スカイツリーライン

　年末は12月31日㈯、12:00まで、年始は1月4日
㈬から。12月29日㈭～31日㈯は☎964-2111へ。動物死体の収集

　年末は12月28日㈬まで、年始は1月4日㈬か
ら。問い合わせは資源循環推進課☎963-9181へ。し尿のくみ取り

　年末は12月28日㈬まで、年始は1月4日㈬か
ら。年内に収集または直接搬入ができない場合

があります。▷収集予約…☎973-5300(8:30～17:00)、市ホームページから電子申
請　▷直接搬入予約…☎973-5300(14:00～17:00)

粗大ごみの申し込み

この面は抜き取ってご活用ください
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〠343-8501　越ヶ谷4-2-1越谷市役所越谷市役所

税・国・介 募　　集お知らせ

市の財政状況市の財政状況市の財政状況
令和4年度一般会計予算執行状況(上半期)

＊令和4年度上半期(令和4年4月1日～9月30日)の執行状況です。金額は調整のうえ、1万円単位で表示しています

歳入 歳出

　一般会計は、市の行政運営の基本的な経費を中心に計上されたものです。上半
期の歳出予算の執行状況は504億9,424万円で40.4％の執行率となっています。
∫財政課☎963-9115

72億5,207万円
25億2,749万円

そ の 他
議会費、労働費、農林水産業費、商工費、
消防費、災害復旧費、諸支出金、予備費

76億9,716万円
37億3,979万円

公 債 費
市債の元金、利子の償還金などに要する経
費

149億7,016万円
55億7,533万円

衛 生 費
保健衛生や環境保全、ごみ・し尿処理など
に要する経費

117億3,373万円
44億9,316万円

教 育 費
学校施設、学校給食、体育施設、図書館な
どに要する経費

102億3,750万円
41億9,820万円

土 木 費
道路、河川、公園など都市基盤の整備に要
する経費

158億2,057万円
44億9,861万円

総 務 費
地域振興や防犯・防災対策、市民会館の運
営などの一般行政に要する経費

63億680万円
0円

市　　債
道路、公園、学校などの建設事業で多額の
資金が必要なときに、国などの機関から借
り入れるもの

72億円
41億904万円

地方消費税交付金
消費税収入のうち一定割合を県が交付する
もの

82億997万円
13億510万円

県支出金
市が実施する特定の事業に対して県から交
付されるもの

予 算 額 1,250億2,842万円
収入済額    654億7,278万円

予 算 額 1,250億2,842万円
支出済額    504億9,424万円

予算額
収入済額

予算額
支出済額

464億2,800万円
296億5,369万円

市　　税
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

287億746万円
218億9,083万円

そ の 他
地方譲与税、地方特例交付金、地方交付
税、分担金・負担金、使用料・手数料、繰
入金、繰越金、諸収入など

281億7,619万円
85億1,412万円

国庫支出金
市が実施する特定の事業に対して国から交
付されるもの

573億1,723万円
254億6,166万円

民 生 費
子ども、高齢者、障がいのある方などへの
福祉サービスや施設整備に要する経費

越谷市の
財務書類を作成しました
越谷市の
財務書類を作成しました

令和3年度 決算

（　　）内は市民１人当たりの金額（人口は１月１日現在）

資　産
5,180.1億円
（150.1万円）

負　債
2,088.8億円
（60.5万円）

純資産
3,091.2億円
（89.6万円）

資　産
5,128.4億円
（148.4万円）

負　債
2,126.6億円
（61.6万円）

純資産
3,001.8億円
（86.9万円）

令和3年度
〈昨年度との比較〉

令和2年度

貸借対照表（バランスシート）
　令和3年度末時点において、越谷市全体および第三セク
ター等を含めた連結ベースで市の資産がどれだけあり、
その資産をどのような財源(負債・純資産)で賄ってきたか
を一目で分かるようにしたものです。左側に｢資産｣を表
示し、右側に｢負債｣および資産と負債の差額である｢純資
産｣を計上しています。

資金収支計算書（キャッシュ・フロー計算書）
　現金の流れを示すものです。市がどのような活動に
資金を必要としているのかを示しています。

将来世代が負担する借入金
(市債)など、将来返済する
必要のある債務です

資　産 負　債518,009

475,828

42,180

25,772)

208,885

これまでの世代がすでに負
担をし、将来世代へ引き継
ぐ正味資産の総額です

純資産 309,124

（単位：百万円）

現在、市が保有している財産
の総額です
【内訳】
固定資産
　庁舎・学校・道路・公園・
　上下水道など
流動資産等
　現金・預金・未収金・
　有価証券・基金など
　(うち現金・預金

本年度末資金残高 24,443
前年度末資金残高に本年度の収支を加えたものです

21,004

本年度末歳計外現金残高 1,3291,377

本年度末現金預金残高 25,77222,381

行政コスト計算書
　経常的な活動に伴うコストと使用料・手数料等
の収入を示すものです。経常費用合計から経常収
益合計を差し引いたものが当該年度の純経常行政
コストとなります。

令和3年度令和2年度（単位:百万円）

前年度末資金残高
令和3年度令和2年度（単位:百万円）

21,00416,823

16,067

△11,303

△ 1,324

3,440

1 業務活動収支

2 投資活動収支

3 財務活動収支等

本年度資金収支額

15,947

△11,819

52

4,180

（人件費支出、税収入、国庫補助金など）

（固定資産取得支出、売却収入など）

（元金償還金支出、市債発行収入など）

経常収益 26,81825,944
行政サービスの利用で、市民の皆さんが負担する使用
料・手数料などです（市税は含みません）

純経常行政コスト 168,412164,569
経常費用から経常収益を差し引いた純粋に経常的な
コストです

臨時損失   15,15239,618
災害の復旧などに要したコストです

臨時利益   533753
資産の売却益などです

純行政コスト 183,031203,434
純経常行政コストに、臨時損失および臨時利益を含
めた純粋なコストです

経常費用
人にかかるコスト

物にかかるコスト

その他の業務コスト

移転費用のコスト

（職員給与、議員報酬など）

（光熱水費、減価償却費など）

（委託料、公債費(利子)など）

（社会保障給付、補助金など）

195,229
27,848

40,809

3,093

123,478

1年間に提供された行政サービスに要したすべての費
用です（資産形成に使ったものは除きます）

190,513
27,124

41,845

2,864

118,680

　市民の皆さんに市の財政状況をよりご理解いただくため、財務書類を作
成・公表しています。この財務書類で、市が保有するすべての資産と負債
が把握できるほか、負債を将来世代でどれくらい負担しなければならない
かなどをご覧になれます。
　詳しくは｢越谷市のざいせい状況(令和4年度上半期)｣をご覧ください(市
ホームページまたは各地区センターでご覧になれます)。
＊表示単位未満は四捨五入しているため合計が一致しない場合があります
∫財政課☎963-9115

これまでに取得した固定資産の老朽化は…
63.1％(前年比1.3ポイント増)

道路や公園など、将来世代の負担割合は…
18.2％(前年比0.7ポイント減)

総資産のうち純資産(正味資産)は…
59.7％(前年比1.2ポイント増)

市民１人当たりの
　資産150.1万円
　負債  60.5万円
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状況に応じた適切なマスクの着用と、手指衛生や換気など
の基本的な感染対策の継続をお願いします

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

ご協力ありがとうございました

実 行 団 体

自 治 会

一 　 般

　10月23日に開催された第47回越谷市民まつり
は、市役所周辺・大相模調節池周辺の2会場で
各種イベントやブース出展を実施し、無事に終
了することができました。
　開催にあたり、越谷市民の皆さん、関係諸団
体、そして多くの協賛事業者の皆さんから多大
なご支援・ご協力をいただき、ここに厚くお礼
を申し上げます。ご協賛いただいた方は次のと
おりです(順不同・敬称略)。
∫越谷市民まつり事務局(経済振興課内)☎
967-4680

越谷ロータリークラブ　越谷南ロータリークラ
ブ　越谷北ロータリークラブ　越谷東ロータ
リークラブ　越谷中ロータリークラブ　越谷ラ
イオンズクラブ　越谷中央ライオンズクラブ　
(一社)越谷青年会議所　越谷市文化連盟　(一
社)越谷市観光協会　越谷市農業団体連合会　
越谷市民生委員・児童委員協議会　越谷市社会
福祉協議会　越谷小売酒販組合越谷支部　越谷
地区更生保護女性会　立正佼成会越谷教会　東
彩ガス(株)　埼玉県行政書士会越谷支部　埼玉
県社会保険労務士会越谷支部　(一社)南越谷阿
波踊り振興会　越谷地区保護司会越谷支部会　
越谷材木商組合　越谷質屋組合　越谷市獣医師
会　(公社)越谷市シルバー人材センター　(公
社)埼玉県診療放射線技師会　越谷市PTA連合
会　越谷商工会議所　越谷地区交通安全推進事
業所協会　越谷地区二輪車安全普及協会　越谷
市国際交流協会　越谷市子ども会育成連絡協議
会　住宅産業経営懇話会　越谷工業経営懇話会
　越谷流通団地運営協議会　越谷市工業団地協
同組合　越谷電気設備協同組合　埼玉司法書士
会越谷部会　越谷市鳶連合組合　越谷市造園業
協会　(一社)エナジークラブ

越谷市増林地区自治会連合会　越谷市自治会連
合会出羽支部　東越谷連合自治会　南越谷四・
五丁目

明治安田生命(相)　(株)イーピーエース　ポラ
ス(株)　池中建設(株)　(株)さいたま資材　埼
玉相互住宅(株)　髙元建設(株)　(株)イノベイ
ティブ販売　(学)大熊学園愛隣幼稚園　(株)

イーグルハウジング　(株)櫻井建材店　大和ハ
ウス工業(株)　(株)ニルス　(株)ブルーノ　ぽ
んて鍼灸整骨院　(株)フラワー企画　アール
エー環境(株)　(株)アオキ　(株)新井製作所　
飯山建鉄(株)　(株)いしい　(株)伊藤美装　(株)
オークマ　香取神社　株竹眞次　(有)河上工務
店　越谷ゴム工業(株)　(株)サンエー緑化　
(株)山宝商会　太洋電設工業(株)　瀧田倉庫産
業(株)　(株)伝助　東邦化研(株)　(株)豊田工務
店　(株)ハッピークリーン　(株)浜野保険事務
所　(有)三鈴　吉野電化工業(株)　(株)赤土製
作所　(株)曙運輸　(株)イハシ　(株)エストラ
スト　(有)神代工務店　(有)加藤商事　(宗)迎
攝院　(有)サンアイ　(株)三和システムフォー
ム　(株)新興運送　清田国際法務行政書士事務
所　(有)浜丁寿司　(株)深野造園　松崎紙工
(株)　(株)丸吉住宅センター　(株)ヤマシン　
(株)Arthur　アーバンハウス(有)　アームズ法
律事務所　青木建材工業(株)　青山鋼業(株)　
秋葉電化(有)　(株)秋山　(株)アグレクション
　ASA蒲生　(有)あすま商事　(株)アドバンス
　荒井不動産コンサルタント　アルカディア設
計(有)　五十嵐康則　(株)石川商事　石川ピー
シー工業(株)　石河綜合法律事務所　(株)石新
建材店　石塚歯科医院　(有)石原鉄工所　イチ
カワコーポレーション(株)　一乗院　(有)イデ
ア　(有)井戸由管工社　猪又建設(株)関東支店
　(株)井原建設　(株)イワキ　インスパイア　
(株)インペリアルホールディングス　(有)エイ
ムクリエイツ　(株)エコーソリューション　
(株)エスケーハウジング　MFP建築構造　(株)
オー・エス・イー　大沢会計事務所　大谷美装
(株)　(有)大鶴電機　大濱裕広　(株)岡崎巧芸
　お好み焼きつむぎ　(株)桶新設備　(株)カー
ズシンエイ　(有)片桐造園　加藤俊輔税理士事
務所　加藤修子　(有)川島銘板　(株)観光丸　
(株)関西曙運輸　(有)キャビン　(株)共同　協
和興運(株)　銀座ポラリス法律事務所　(株)ク
ラブキッズ　(有)栗原木工所　(株)けやき建築
設計　(医)健幸会藤田医院　(株)幸榮装飾　
(有)越谷商事　越谷ひなた整骨院　越谷プロ
デュース研究会　小島電気工業(株)　(有)小林
不動産　小林操税理士事務所　コヨーテ　彩光
建装(株)　坂巻木工(株)　(株)佐倉製作所　(有)
サトー建工　サラダ館東越谷店　澤田労務管理
事務所　三協自動車(株)　(有)三和製作所　
(株)ジェイ・プラン　渋谷板金工業(株)　(株)

シフレ　清水歯科医院　社会保険労務士大野事
務所　秀永商事(有)　(医)秀峰会北辰病院　
(宗)浄山寺　(有)城和建設　(有)新企製作所　
(有)新興設備　(株)須賀工務店　(株)須賀商店
　(株)鈴木組　(株)ステアゲート　(株)スリー
エイセズ　(株)栴檀　(株)千屋　善立産業(株)
　(有)ソメヤエンタープライズ　第一生命保険
(株)　(有)大栄清掃　(株)大神戸　(株)大東医療
ガス　(株)大都設計　(株)太平　太陽建設工業
(株)　(株)タウンメディカル　(株)タカラリフ
ト　(株)タコプランニング　立澤貴明総合事務
所　(有)田中自動車　(有)田村商店　為我井税
務会計事務所　(有)ツバメヤ靴店　　(株)DSP
　(株)東冠　東京トランス(株)　(株)東武園芸
　(有)東和管理サービス　(有)トータルプラン
ニング　土地家屋調査士澤幡智史事務所　(学)
獨協学園　外崎税務会計事務所　トバセ電気工
事(株)　(株)トハン　中内啓夫　なかざわ法律
事務所　長澤幸義　(株)中新造園　(株)ナカノ
ヤ　(株)ナカミツ　中村将義　(株)中村工務店
　中村鉄鋼(株)　中村土建(株)　(株)ナカムラ
米飯　流カイロプラクティック院　(株)日商　
(有)日真堂　日本ファクター(株)　野口電気工
事(株)　(有)橋本屋本店　(株)ハマノ　(株)原サ
イクル　ピースオブマインド　(株)ピエルナ　
(宗)久伊豆神社　(株)美装工業　(有)武巧　富
士ダイカスト(株)　双葉産業(株)　(株)フリー
スタイル　(有)プログレス　(株)プロシード　
(有)ぶんせん　(株)平和堂　(宗)宝性寺　ホテ
ルサンオーク　ポラリス税務法律事務所　ぼん
ち(株)　増元建築設計事務所　松井昭夫　(株)
水谷工務店　南越谷砂場　ミノミ化学(株)　
(有)雅堂　(株)美吉工業　(株)みらいコンチェ
ルト　(有)村山商会　桃木診療所　矢島建設
(株)　(株)ヤスナミ測量設計　(有)山下商店　
(株)ヤマショウサービス　山田謙治　(株)やま
と石材　(株)ユーエイ　横家豪法律事務所　
(有)吉川印刷　吉岳商事(株)　吉村総一　(株)
米山メジャメント　(株)LUZ　(株)リレース　
リンカーズ　(学)林西寺学園　YSD保険サービ
ス　(株)YMTK　(株)若海建設　(有)若松　(株)
和光製作所　(有)会春人形店　アルターボディ
メンテルーム　木村和彦　キャンプナノ(株)　
(株)KINNO CONSTRUCTION　(株)クリタ
エイムデリカ　越谷千間台東郵便局　三花自動
車(株)　清水綾　(医)泰昇会　(有)中村工業　
野村綜合商事(株)



〠343-8501　越ヶ谷4-2-1越谷市役所越谷市役所 ＊10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5件　自転車盗62件　侵入盗14件

　特に記載がない場合の会場は健康づくり推進課(保健セン
ター)、費用は無料。　の問い合わせは健康づくり推進課
へ。おかけ間違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の感染拡大を防止するため、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

D967-5118

★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

あなた き れ い
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検

検

検

日程 時間 会場

中央市民会館5階
第2・3会議室

中央市民会館5階
第4～6会議室

中央市民会館5階
第2・3会議室

9:30

11:30

1月5日㈭

1月12日㈭
1月19日㈭

3月2日㈭
（フォローアッ
プ講座）

〜

休日当番医
　12月29日㈭～1月3日㈫・9日㈷の休日当番医
は、今号10面に掲載しています。

　40代から50代を迎える貴女に『Ki・Re・Iのス
スメ』～更年期とうまく付き合おう～
▶日時・内容・講師：下表のとおり

▶対象：市内在住の女性30人
▶持ち物：筆記用具
▶申込み：12月22日㈭から、電話ま
たは右記の二次元コードから電子申
請で申し込み
　コバトンそうだったのか！　健診結果の上
手な見方～特定健診結果説明会～
▶日時：1月19日㈭、13:30～15:30
▶会場：保健センター2階多目的会議室
▶講師：関医院医師の六波羅明紀さん
▶対象：市内在住の方30人
▶持ち物：健康診査の結果(お持ちの方)、筆記
用具
▶申込み：12月8日㈭から、電話ま
たは右記の二次元コードから電子申
請で申し込み
　コバトン継続が大事！　糖尿病予防のバラ
ンス食教室～講話編～
▶日時：1月31日㈫、10:00～11:30
▶内容：栄養士による糖尿病を予防する食生活
についての講話

▶対象：市内在住の方10人
▶持ち物：筆記用具、電卓
▶申込み：12月8日㈭から電話で申し込み
　オンライン食育講演会｢食生活で免疫力アッ
プ～感染症に負けない体づくり～｣
▶配信期間：12月14日㈬～1月13日㈮
▶内容：免疫力アップのための食事のポイン
ト、意識してとりたい栄養素など
▶講師：女子栄養大学の林芙美さん
▶受講料：無料(通信料は自己負担)
▶視聴方法：パソコン、スマート
フォンなどで、市ホームページまた
は右記の二次元コードから視聴
　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：12月21日㈬、10:00～11:00
▶会場：新方地区センター
▶持ち物：飲み物
▶申込み：12月20日㈫までに、電話
または右記の二次元コードから電子
申請で申し込み
　コバトンヘルシークッキング｢コレ捨て対
策！　～高コレステロール予防の食事～｣
▶日時：1月26日㈭、10:00～13:00
▶対象：市内在住の方12人
▶材料費：500円
▶持ち物：エプロン、三角巾、筆記用具、上履
き、手拭き用タオル
▶申込み：12月8日㈭から電話で申し込み
お口と栄養と運動の元気塾～フレイルを予防し
よう～
▶日程・時間・会場：下表のとおり

▶内容：歯科医師による講話、歯科衛生士によ
る口腔体操、管理栄養士、運動指導士による講
話、運動など
▶対象：市内在住で運動制限のない65歳以上の
方15人

▶持ち物：筆記用具、運動のできる服装、運動
靴、飲み物、タオル
▶申込み：12月8日㈭から直接または電話で地
域包括ケア課へ

∫地域包括ケア課（第二庁舎1階）☎963-9163
　コバトンロコモ予防教室
▶日時：1月11日㈬、10:00～11:30
▶会場：蒲生地区センター多目的ホール
▶内容：ロコモティブシンドロームについての
講義、ロコモ予防のための体操等
▶対象：市内在住で40歳以上の方8人
▶持ち物：運動のできる服装、飲み物、タオ
ル、筆記用具、電卓
▶申込み：12月6日㈫から電話で申し込み

講座・教室

2月10日㈮、
13:30～
15:30

2月20日㈪、
10:00～
12:00

3月1日㈬、
10:00～
12:00

自分のカラダと向き
合おう！
～知ってほしい！　
40代からのカラダの
変化～

①女性のための｢健康
づくり栄養｣いつまで
も若々しく！　老化
を防いで身体の中か
ら健康に　
②カラダの変化と上
手に付き合おう

これからの未来予想
図を描いてみよう～
40代からをいきいき
過ごすために～

堀中医院の
堀中俊孝さ
ん

①明治安田
生命保険相
互会社社員
②健康づく
り推進課保
健師

埼玉県立大
学の兼宗美
幸さん

日　時 内　容 講　師

ほりなかとしたか

かねむね み

ゆき

ろく　は　ら　あきのり

こうくう

もしものときは
急病について相談したいとき・緊急に診療して
くれる医療機関(歯科・口腔外科・精神科を除
く)を探したいとき

＊小児科は内科的疾患のみの診療です
＊薬の処方は原則1日分です。翌日はかかりつけ医
をご受診ください
＊受診の際は事前に電話連絡のうえ、健康保険証
等をお持ちください

☎＃7119

☎960-1000

救急電話相談

埼玉県救急電話相談(24時間、無休)

越谷市夜間急患診療所(年中無休)

電話で
看護師に AI救急相談チャット

で気軽に

夜間に急病になったとき

ダイヤル回線・IP電話・PHS
をご利用の方は下記へ

☎048-824-4199
＊いずれも医療行為ではなくアドバイスを行うものです

所 在 地

診療科目

東越谷10-31（越谷市保健所内）

内科・小児科

受付時間

診療時間

19:30～22:30

20:00～23:00

【資料請求・お問い合わせ先】
吉川福祉専門学校　JR吉川駅下車徒歩5分
吉川市保1-23-14 ℡048-984-4701

吉川福祉 検索

介護福祉士養成（2年間）
12月3日（土）進路相談会（AM）

12月19日（月）～23日（金）授業公開
※事前予約制

上記日程以外の学校見学も随時受付中です。
介護の資格に興味がある方お気軽にお電話ください！

□　1年で体重が4～5㎏減った
□　疲れやすくなった
□　筋力(握力)が低下した
□　歩くのが遅くなった
□　身体の活動量が減った

｢フレイルチェック｣3つ以上当てはまると要注意！

こうくう
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振り込め詐欺などに注意！！
不審な電話を受けたら一人で考えず、家族や警察・市役所に相談しましょう

薬の相談日

12/13㈫、13:00～15:00
開催日の１週間前までに電話で下記へ

∫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。ご協力ください

の献血愛

相　談

はら き　　 たつ お

ホームドクター
613
　　　　　　

新型コロナウイルス感染症と心血管病

　　2019年12月に中国武漢市の原因不明の肺炎
の集団発生から始まり、世界的大流行となっ
た新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は、
日本でもウイルス変異を繰り返しながら流行
し、2022年10月現在ようやく第7波が落ち着い
てきました。しかしながら、この記事が載る
今冬には、新たな変異による第8波がインフル
エンザとともに大流行しているのかもしれま
せん。COVID-19発生当初は肺炎を来す方が
多く、一方、急死も認められ、その原因が心
血管病にあるのではないかと推定されていま
した。ウイルス感染により血液凝固能が高ま
ること、全身に炎症変化が及ぶこと、血管の

内側を覆っている内皮細胞が広範囲に傷害を
受けることなどが理由です。さらに、高齢者
や基礎疾患がある人ほど重症になりやすいと
も言われております。重症化のリスクとして
は、高齢、悪性腫瘍、慢性閉塞性肺疾患、慢
性腎臓病、糖尿病、高血圧症、脂質異常症、
肥満(BMI30以上)、喫煙、免疫不全などです
が、それらは心血管病のリスク因子、いわ
ば、生活習慣病が多数を占めております。肥
満や運動不足と重症化との関連の報告もあ
り、コロナ禍で運動不足になりがちな今、生
活習慣の改善が感染予防対策の継続やワクチ
ン接種を受けることとともに重要です。

　また、COVID-19感染は静脈血栓塞栓症な
どの血栓症が合併しやすいという報告もあり
ます。急に片足の全体、あるいは、ふくらは
ぎが腫れたり、痛みを伴う下肢の深部静脈血
栓症は、肺に血栓が飛んで肺塞栓を来すと胸
が痛くなったり、呼吸が苦しくなったり、ひ
どくなると急死の原因になります。COVID-
19にり患してしまった場合、自宅療養、宿泊
療養などの際は、脱水に注意して下肢の運動
もするようにしましょう。
　一方、最近の研究では、COVID-19り患後
少なくとも1年間は、糖尿病の発症や心血管
病、すなわち、心筋梗塞、心不全、脳卒中、
静脈血栓塞栓症などを発症するリスクが上昇
するという報告もあります。心血管病の予防
のためには、喫煙や食生活などの生活習慣を
見直すこと、運動をすること、検診などを定
期的に受けていただくことが重要です。ま
た、何か気になることがあれば、かかりつけ
医へ相談いたしましょう。

越谷市医師会
埼玉東部循環器病院
☎960-7100
原城　達夫

モ　リ

市立病院の初診時選定療養費の改定
　市立病院では、医療の機能分化を推進する観
点から、初診料とは別に初診時選定療養費の負
担をお願いしています。
　このたび、さらなる機能分化を進めるため、
令和5年1月からの初診時選定療養費を下記のと
おり改定します。
【改定前】3,900円(税込み)
【改定後】4,950円(税込み)
〇診療情報提供書(紹介状)を持って受診した場
　合初診時選定療養費の負担はありません
　まずは、お住まいの地域のかかりつけ医をご
受診ください。必要な場合には診療情報提供書
を作成してもらい、市立病院受診時にお持ちく
ださい。それまでの診療の経過を正確に把握で
きるため、検査や投薬等の重複を避けられ、医
療費の負担が少なくなる場合があります。
＊詳しくは、右記の二次元コード
　から市立病院ホームページをご
　覧ください
∫市立病院医事課☎965-4532
　令和4年度高齢者インフルエンザ予防接種
▶実施期間：1月31日㈫まで
▶申込み：事前に市内実施医療機関へ申し込
み。予診票・説明書は市内実施医療機関にあり
ます
＊詳しくは、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
＊市外での接種をご希望の方は、事前に健康づ
　くり推進課へお問い合わせください

　栄養士にきく！　食生活なんでも相談
▶日時：1月12日㈭、9:00～12:00。ほかの日時
も事前予約制で随時相談を受け付けます
▶内容：栄養士による食生活に関する個別相談
▶対象：市内在住の方3人
▶申込み：電話で申し込み

　歯科健診・相談～歯つらつ！　お口の健康～
▶日時：①12月21日㈬　②1月11日㈬、13:30～
15:00
▶会場：①児童館ヒマワリ　②児童館コスモス
▶内容：歯科健診・相談。治療は行いません　
▶対象：お子さんと保護者20人
▶申込み：電話または下記の二次元コードから
電子申請で申し込み
　　　①　　　　　　　　　②

▶時間：▷全血献血…10:00～17:30　▷成分献
血…10:00～16:30。年末年始を除く
▶会場：イオンレイクタウンmori1階
▶持ち物：氏名・生年月日・顔写真が確認でき

る本人確認書類(初回)、献血カード(2回目以降)
▶申込み：電話で献血予約専用フリーダイヤル
☎0120-255-489へ(9:00～17:00。月
曜～金曜日)。献血Web会員の方は
右記の二次元コードから申し込み
できます
∫越谷レイクタウン献血ルーム☎987-3737
(10:00～17:30）

お知らせ

健康情報コラム
歯の組織は遺伝するの？

越谷市歯科医師会
歯医者の杜　森　俊道

　患者様とお話しているとよく聞く言葉で、｢親の歯が良くなかったものだからねぇ｣とおっ
しゃられる方が…。
　そうですねと相づちを打つのですが、よくよく考えたらその言葉の本質は、歯の組織や虫歯
は遺伝する、とおっしゃられていますね。硬い歯をお持ちの方とそうでない方は確かに感じま
す。歯肉も非常に弾力に富まれた方、痩せてしまっている方、歯肉はあるのにお骨が減ってし
まう方などさまざまなお悩みが皆さんあります。
　1つの回答として80歳を超えて歯を保たれている方のお話をさせていただくと、とにかくお骨
がしっかりされています。また歯が適度な硬度を保たれています。硬すぎると虫歯でもないの
にスパッと割れる方もいらっしゃるので、陶磁器と一緒で適度が良いですね。この適度な硬度
は普段の食生活や健康具合によって、唾液の中に含まれるカルシウムの濃度によって維持され
ます。健康がカギなのですね。もともとの歯の硬さはプラチナや鉄より硬くダイヤモンドより
は柔らかいので、体のどの組織より硬い部分なのです。このお骨や歯の硬さは人間のプログラ
ムであるDNAに骨芽細胞数決定因子やRunx2因子といったものがあると分かっていますので、
これは遺伝すると言えます。でもその後の食生活や生活習慣、持病などにより組織の状態が悪
くなる方もいらっしゃるので、すべてが遺伝で歯が悪くなるといったことではないです。
　虫歯や歯周病は菌感染によって引き起こされる後天性要因と分かってきたので、毎日磨いて
いるのに虫歯や歯槽膿漏になっちゃう人とそうでない人がいるのは、不公平ではありますけど
ありえます。ご心配に感じられる方はどうぞお近くの歯科医院にてご相談ください。

もり としみち
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いきいき館

越谷市民プール
　　　　　　　　　　　　　
休 館 日 12月5日㈪・12日㈪・19日㈪・26日㈪・29日㈭～

1月3日㈫
温水プール

トレーニングルーム

使用時間 ▷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は各部終了時間の15分前まで
＊使用の際は水泳帽子の着用が必要です
＊3歳未満の方は使用できません
＊保護者1人につき、3歳～就学前のお子さんの同伴2人まで可
＊年齢を問わず、排せつが自立していない方は使用できません
＊各部開始から1時間後に10分間の休憩があります

使用時間 9:30～21:15(更衣室の使用は21:30まで)
＊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。初回講習会は開館日の14:00か
ら、19:00からで各回定員5人

＊高校生以上の方から使用できます

使用上の注意 混雑時には入場制限をすることがあります
使用料金 下表のとおり

そのほか、最新の使用時間等については、越谷市社会福祉協議会
ホームページをご覧ください

開館時間9:00～21:30
☎992-6602
増林3-2-2

温水プール・トレーニングルーム共通事項

一般 小・中学生 ６０歳以上 一般
障がい者

小・中学生
障がい者

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

４００円

５２０円

３００円

３９０円

２００円

２６０円

２００円

２６０円

１５０円

１９０円

老人福祉センターの使用には｢使用証｣が必要です。初めてお越しの際は、住所・
氏名・生年月日の分かるもの(運転免許証・健康保険証など)をお持ちください

休館日：12月6日㈫・13日㈫・20日㈫・
27日㈫・29日㈭～1月3日㈫

歌の広場｢ペルテ｣
日時 12月10日㈯、13:30～14:20
内容 ピアノ伴奏に合わせて合唱
対象 市内に住所を有する60歳以上の方
費用 無料
申込み 当日12:30からひのき荘で整理券
を配布します
ふれあいデー
日時 毎週日曜日、9:30～16:00
内容 卓球台の貸し出しや折り紙教室
対象 市内に住所を有する方
費用 無料

老人福祉センター
ひのき荘

開館時間9:30～16:00
☎973-7903
川柳町2-507-1

老人福祉センター
ゆりのき荘

休館日：12月3日㈯・11日㈰・17日㈯・
25日㈰・29日㈭～1月3日㈫

映画に親しもう～懐かしの映画鑑賞会～
日時 12月21日㈬、13:00～15:00
内容 ｢若草物語｣(カラー・日本語字幕)の
上映
対象 市内に住所を有する60歳以上の方50人
参加費 無料
申込み 当日けやき荘へ
ラウンドフィットネス
　12月8日㈭から通常利用を開始します。
利用には事前の予約が必要です。利用日
の１週間前から直接または電話でお申し
込みください。
＊詳しくはけやき荘へお問い合わせください

老人福祉センター

けやき荘
開館時間9:30～16:00
☎965-5822
新川町2-55

休館日：12月4日㈰・10日㈯・18日㈰・
24日㈯・29日㈭～1月3日㈫・7日㈯

老人福祉センター

くすのき荘
開館時間9:30～16:00
☎979-6600
大杉655

一部施設の利用休止のお知らせ
●教養娯楽室　12月2日㈮・21日㈬の午後、
　1月6日㈮の午前　●浴室　1月4日㈬

一部施設の利用休止のお知らせ
●浴室　1月4日㈬の午前

一部施設の利用休止のお知らせ
●浴室　1月中旬まで（予定）

一部施設の利用休止のお知らせ
●温水プール・トレーニングルーム　1月4日㈬、9：30～13：00

開館時間9:30～16:00
☎992-6601
増林3-2-2

　理学療法士・作業療法士がリハビリの相談を受け、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(くすのき荘、けやき荘での12月の開催はありません)。リハビリなんでも相談

日時 会場 対象 費用 申込み
12月20日㈫、9:00～11:30

12月8日㈭、9:30～11:00

12月9日㈮、9:30～11:00
市内に住所を有する
60歳以上の方各日8人

市内に住所を有する方8人

無料
当日会場へ

電話で健康づくり推進課（☎960-1100）へ保健センター

ゆりのき荘

ひのき荘

健診ホール

機能回復訓練室

会議室

休館日：12月5日㈪・12日㈪・19日㈪・
26日㈪・29日㈭～1月3日㈫
生活・健康相談
日時 開館日の10:00～12:00・13:00～15:00
対象 市内に住所を有する60歳以上の方 

平新川調整池工事のお知らせ
　くすのき荘南側の平新川調整池につ
いて、大雨時の浸水被害の軽減を目的と
した整備工事を実施します（令和6年度
中完了予定）。期間中、くすのき荘敷地内
への出入口が一部通行不可となる場合
があります。ご不便をおかけしますが、ご
理解・ご協力をお願いします。



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

各種相談（祝日・年末年始を除く）相談は無料です

＊◎は原則電話相談となります
◎市民相談
〈一般（相続、離婚、賠償などの民事関係）〉
A毎週月曜～金曜日、9:00～16:30(12:00
～13:00を除く)
〈交通事故相談〉　A毎週月曜・木曜日、
毎月第1・３火曜日、9:00～16:30(12:00～
13:00を除く）。要事前連絡
いずれもDBくらし安心課（本庁舎3階）
☎９６３-９１５６
◎消費生活相談
A毎週月曜～金曜日、9:30～15:30(12:00
～13:00を除く）　G商品・サービスの疑問
や、訪問販売のトラブル、多重債務など
　DB消費生活センター（本庁舎3階）☎
965-8886
●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▷本
庁舎1階…☎963-9150、▷北部出張所…
☎978-4141
●弁護士による法律相談(予約制)
A毎週水曜日（12月28日㈬を除く）、毎月
第1～4金曜日、13:20～16:20（第2金曜日
は16:00～19:00）　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　DBくらし
安心課（本庁舎3階）☎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)　G確定申告
など　F6人　E1月分の予約は12月26

日㈪、9:00から電話のみで受け付け　
DBくらし安心課（本庁舎3階）☎963-915
6
〈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　G登記、
供託、文筆、表示など　DBくらし安心
課（本庁舎3階）☎963-9156
●行政相談
A毎月第2金曜日、9:00～12:00　G行政
上の諸問題関係　DBくらし安心課（本
庁舎3階）☎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）　G遺言、遺産分割協議
書、会社設立の書類作成など　DBくら
し安心課（本庁舎3階）☎963-9156

＊◆は4月1日から場所が変わりました
◆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第三庁舎4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第三庁舎4階相談室　
B経済振興課☎967-4680
◆就職相談
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第三庁舎4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ビジネスサポートセンター
（旧産業雇用支援センター二番館）1階☎
967-2424
●事業所の求人相談
A毎週月曜～金曜日、8:30～16:00　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。12月
17日㈯、10:00～17:00は電話による相
談・紹介のみ（1月以降の土曜日の開庁に
ついては右記へ）　DBハローワーク越
谷☎969-8609

●女性のなやみ相談、DV相談
▷A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　▷A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☎970-7
415
●女性のなやみ相談のみ
A毎週土曜日、10:00～16:00（12:00～13:00
を除く）　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、祝日を除く）
●人権相談（人権擁護委員）
▷A毎月第1・3木曜日、13:00～16:00　D

本庁舎4階相談室　B人権・男女共同参
画推進課☎963-9119　▷A毎週月曜～
金曜日、8:30～17:15（電話相談のみ）　B

みんなの人権110番☎0570-003-110

●青少年相談
A毎週月曜・火曜・水曜・金曜日、9:00～
16:00　DB青少年相談室(教育セン
ター内)☎964-0272
●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教育
センター☎962-9300、962-8601、ハート
コール（子ども専用電話相談）☎962-8500
●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

●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（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)　D中央市民会館4階
相談室1　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）　
DB建築住宅課（本庁舎6階）☎９63-9205

●介護相談
　（介護事業所で働く方）
A12月19日㈪、１部は10:00～12:00、２部は
19:00～21:00（相談員は、市職員（1部）、大
学教授（2部））　D宅建会館2階会議室B
　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
に右記へ　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第
三庁舎2階生活福祉課内　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
会内　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

　来所時は、状況に応じた適切なマスクの着用と、手指衛生や換気などの基本的な
感染対策にご協力をお願いします。
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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右記の二次元コードから「こしがや子育てネット」をご覧ください
＊12月開催の講座については、広報こしがや11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、掲載している講座は新型
コロナウイルスの感染拡大を防止するため中止になることがあります

子育て応援ナビ

日時 講座名（内容） 対象

ステーションであそびましょう

ふれあい遊び

首が据わっている就学前
のお子さんと保護者8組
1歳までのお子さん
と保護者8組　

就学前のお子さん
と保護者10組

日時 講座名（内容）

1月17日㈫、14:15～15:00

1月20日㈮、10:00～11:00

みんなのあそび場
「けん玉作り・大型カルタなど」

♪図書館司書と話そう
～わらべ歌、絵本読み、絵本についての相談など～

就学前のお子さん
と保護者10組

〠343-8501　越ヶ谷4-2-1越谷市役所

▶申込み：12月1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3階）☎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：12月7日㈬から電話で上記へ
(8:30～16:30)

日時 講座名（内容）

室内遊び▶申込み：1月6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

健　診 ∫健康づくり推進課☎961-8040

子 育 て サ ロ ン

1月6日㈮、
10:30～11:30
1月16日㈪、
10:10～10:55
1月16日㈪、
11:10～11:50
1月17日㈫、
11:10～11:50
1月25日㈬、
10:30～11:00
1月25日㈬、
10:30～11:30

1月12日㈭、
10:30～11:30

1月19日㈭、
10:30～11:30

1月19日㈭、
13:30～14:30

1月21日㈯、
10:30～11:30

1月26日㈭、
10:30～11:30

12月13日㈫

12月19日㈪

12月16日㈮

12月23日㈮

12月27日㈫

　13:10
　　
　14:15
＊個別通知で
　指定された
　時間にお越
　しください

保健センター

令和3年4月20日～27日生

4月28日～5月6日生

令和元年7月12日～20日生

7月21日～30日生

7月31日～8月8日生

母子健康手帳、フェイスタオル、健康診
査票、検温表、おむつ

母子健康手帳、採尿袋(起床直後の尿を入
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）

1月12日㈭、　　
10:00～11:00

1月17日㈫、　　　 　
10:30～11:30

1月26日㈭、　　　　
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

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

ベビーリトミック

手遊びやわらべ唄
みるくZOOMカフェ
わらべ唄であそぶ
出張ひろばのかるがも広場

理学療法士による専門講座
「抱っこおんぶ・姿勢と体操」

1月生まれのお誕生会
（手形・写真・お話会など）

わらべうたであそぼ講座
(わらべうたや絵本、交流など)

WEB講座(Zoom)

みんなのひろばフェリーチェ

抱っこやおんぶひもを
使っている方

1月生まれで就学前の
お子さんと保護者

0歳のお子さんと保護者

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）

つどいの広場はぐはぐ

WEB講座(Zoom)

宮本二丁目第一自治会館
(宮本町2-150-3)

子育てサロン　ヴァリエ

水辺のまちづくり館
(レイクタウン4-1-4)

子育てサロン　ヴァリエ

3カ月～10カ月のお子さんと
保護者5組
歩いている就園前のお子さんと
保護者8組
歩きはじめまでのお子さんと
保護者8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3組

就園前のお子さんと保護者8組

サークル麦わらぼうしの
ベビーマッサージ

サークル麦わらぼうしの
親子からだ遊び

おともサークルRhymeの
リズム遊び

保育園の先生の
わくわくひろば

サークルコスモの
赤ちゃんと英語であそぼう

子育てサロン
（南越谷1-11-4新越谷駅ヴァリエ1階）☎961-3623

つどいの広場はぐはぐ
（花田5-17-7）☎080-2055-2092

 はぐはぐホームページ
https://hug-hug-koshigaya.jimdofree.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（火曜・木曜・金曜・土曜日、10：30～15：30）
フェリーチェホームページhttps://www.hirobafelice.com

対象

講座名（内容） 対象場所

講座名（内容） 場所

健診名 日程 対象のお子さん（生年月日） 受付時間 会場 持ち物

講座名（内容） 対象場所

＊対象日以外で受診を希望する場合は、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

▶申込み：12月10日㈯までに、メールの件名に「講座名」
を、本文に講座名・参加日・住所・親子の氏名（ふりがな）・
お子さんの月齢（講座当日）・電話番号を記入し、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。抽せん。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

▶申込み：12月14日㈬までに、はぐはぐホームページから
申し込みフォームで申し込み。市内在住の方。抽せん

▶申込み：12月15日㈭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。抽せん。参加可否を必ず返
信します。締め切り日以降1週間たっても返信のない方は、
電話でご確認ください

〜

1月16日㈪、10:00～11:00

1月31日㈫、10:00～11:00

ズーム

ズーム

1月18日㈬、10:00～11:00

1月25日㈬、10:00～11:00

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

1歳～3歳のお子さんと
保護者7組

就学前のお子さんと
保護者5組

6カ月～11カ月のお子さんと
保護者5組

日時

日時

日時

対象

対象

ライム
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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、右記の二次元コードから「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

医師による講話「よくあ
る症状の対応、受診の目

安について」
日時：1月25日㈬、
        10:00～11:00
対象：就学前のお子さん
と保護者10組
申込み：1月6日㈮から電
話で申し込み(13:00～
16:30)

袋山1956-1
（袋山保育園内）
☎979-0520

たんぽぽ

親子体育教室（体育専
任の先生と運動あそび）

日時：1月23日㈪、
　　　10:00～11:30
対象：就学前のお子さ
んと保護者10組
申込み：1月20日㈮に電
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

♪子育て小学習会「乳幼児の
食事と栄養～離乳食、幼児食
について聞いてみよう～」
日時：1月21日㈯、
　　　10:00～11:30
対象：18歳以上の方10人
講師：東京女子医科大学腎臓小
児科　管理栄養士の濱谷亮子さん
申込み：12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

ぺたぺた　節分制作～オ
ニのお面を作ろう～

日時：①1月19日㈭　②1
月26日㈭、10：00～11：00
対象：①2歳～就学前の
お子さんと保護者　②1歳
までのお子さんと保護者。
各日10組
申込み：1月13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

鬼のお面をつくろう

日時：1月30日㈪、
        10:00～11:00
対象：就学前のお子さん
と保護者10組

申込み：1月10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

子育て広場「ペープサー
トと絵本の読み聞かせ」

日時：1月24日㈫、
        10:00～10:45
対象：就学前のお子さ
んと保護者10組
申込み：1月10日㈫から
電話で申し込み(13:00～
16:30)

谷中町2-88-4
（松沢保育園内）
☎080-1058-3953

きらきら

子育て講座「赤ちゃんと
過ごす一日」

ご相談タイム「困ってい
ませんか？」

日時：1月12日㈭、
　　　9:50～10:50
対象：0歳のお子さんと
保護者10組
申込み：12月19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「ゆき
だるまさん　みーつけた♪」

～子育て相談～

日時：1月23日㈪、
　　　10:00～11:00
対象：3カ月～5カ月のお
子さんと保護者10組
申込み：1月5日㈭、13:00
から森のひろばホーム
ページで申し込み

地域子育て支援センター

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

状況に応じた適切なマスクの着用と、手指衛生や換気など
の基本的な感染対策の継続をお願いします

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

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～手作り凧
を飛ばそう！～

日時：1月11日㈬、
　　　10:00～11:00
対象：1歳以上のお子さ
んと保護者10組
申込み：12月5日㈪から
電話で申し込み(9:00～
16:30)

川柳町1-582-1
（埼玉東萌保育園内）

☎973-7463

あおいとり

芸術学校（節分製作）
日時：1月27日㈮、
　　　10:00～11:00
対象：就学前のお子さん
と保護者
申込み：当日会場へ

平方3207-1
（越谷どろんこ保育園内）

☎970-2280

ちきんえっぐ

英語で遊ぼう！
日時：1月26日㈭、
　　　13:15～14:15
対象：2歳～就園前のお
子さんと保護者8組
申込み：1月6日㈮から
電話で申し込み(10:00～
16:00）
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たこ

小学校への新入学準備費（就学援助制度）
の申請を受け付けます
∫学務課（第二庁舎3階）☎963-9281
▶日時：1月13日㈮～31日㈫、8：30～17：15（土曜・日曜日を除く）
▶場所：学務課
▶対象：経済的な理由で就学が困難な令和5年度に市内の小学校へ入学する
予定のお子さんの保護者
▶持ち物：印鑑、通帳またはキャッシュカード（ゆうちょ銀行の場合キャッシュ
カード不可）
▶申込み：保護者が当日会場へ
＊きょうだいが今年度就学援助費を受給している場合、申請は不要です

高校や大学等への入学準備金をお貸し
します
∫教育総務課（第二庁舎3階）☎963-9280
▶金額：高校等50万円以内、大学等80万円以内
▶返済：5年以内に年賦または半年賦で返済。無利子
▶対象：市内在住で入学準備金にお困りの令和5年4月に高校や大学等に入学
予定のお子さんの保護者（合格発表前に申請できます）。貸し付けには所得制
限や連帯保証人の選任など、一定の条件があります
▶申込み：1月5日㈭～25日㈬。貸付申請書、家庭調書、在学または出身校
の学校長の推薦書等を直接教育総務課へ。申請書等は教育総務課で制度
説明のうえ配付します

イ ベ ン ト申請・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

＊詳しくは各記事内の二次元コードから
ホームページをご覧ください

プレーパーク
∫青少年課☎963-9308
▶日時：1月7日㈯・8日㈰、11:00～16:00。小雨決行
▶会場：越谷総合公園（増林3-1）
▶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。事前に市ホームページから電子
申請をすることで、受付票の記入を省略できます

本のおたのしみ袋
∫図書館(東越谷4-9-1)☎965-2655
▶日時：1月7日㈯・8日㈰。いずれも無くなりしだい終了
▶会場：図書館
▶内容：テーマごとに児童
担当司書が選んだ1袋3冊
セットの本の貸し出し
▶対象：幼児向け各日10
袋、小学校低学年向け各
日15袋、小学校中学年向
け各日10袋、小学校高学
年向け各日5袋、中学生向
け5袋
▶申込み：当日会場へ 昨年度の様子



広報こしがや　令和4年（2022年）12月号20

令和4年（2022年）11月1日現在
人口　34万4,223人（前月比57人減）
世帯　16万487世帯（前月比82世帯増）

男　17万723人（前月比27人減）
女　17万3,500人（前月比30人減）

＊10月の交通事故589件　死者1人　負傷者67人（概数）
＊10月の火災5件　救急出動回数1,528件

■こしがやエフエム(86.8MHz)
越谷のダイジなお知らせ
12月5日㈪・12日㈪・19日㈪・26日㈪、
12:30～
ようこそ！住みよいまち越谷へ！
～福田市長のラジオ談話室～
12月26日㈪、7:25～・17:30～(再放送)

Koshigaya　Collection
ディスカバリー：株式会社ユニシス
スマイル：越谷西高校　陸上競技部
■テレビ埼玉　12月17日㈯、9:30～
■J:COM　12月19日㈪～25日㈰、9:00～・20:00～

ラジオ広報番組 市民参加型テレビ広報番組
こしがや　　　　コレクションKoshigaya 

Photo Report
～こしがや　フォト　レポート～

　サンシティで、｢世界の戦争・紛争と子どもたち～い
ま、平和を考える～｣をテーマに｢こしがや平和フォー
ラム2022｣を開催しました。
　会場には、世界の戦争・紛争、沖縄戦、広島の原爆
被害、市内の戦史等に関する約250点の資料を展示し、
来場者は、真剣なまなざしで写真や資料に見入ってい
ました。

第15回｢こしがや平和フォーラム｣を開催

11月
12日

　越谷市議会は「第6回越谷市学生議会」を開催しまし
た。市内在住・在学の大学生・大学院生15人が一般質
問を行い、市議会議員が質問のサポートや、答弁を行
いました。
　参加した学生は「サポート議員からのアドバイスが、
質問原稿を作成するうえで参考になった。楽しんで参
加することができた」と話していました。

11月
14日

越谷市学生議会が開かれました

11月
1日

　　
～6日

　しらこばと運動公園競技場で、「市民体育祭2022
ファミリースポーツデイ」を開催しました。今年は、地
区対抗競技や個人競技のほか、ファミリーダブルステ
ニス大会や紅白玉入れなど、家族や友人と参加できる
競技を実施。
　当日は爽やかな秋晴れの下、参加者は家族や友人と
スポーツを楽しみました。

家族や友人と楽しむ市民体育祭

11月
6日

　市内在住でU16日本代表の上原悠都選手が市長を表敬
訪問しました。10月にはU17アジアカップ2023予選に出
場し、日本のグループ1位通過に貢献した上原選手。高
校1年生にして県内屈指の強豪校、昌平高校でレギュ
ラーとして出場する機会も多く今後ますますの活躍が
期待されます。当日は、福田市長から上原選手へ称賛の
言葉が送られ、サッカーの話題で盛り上がりました。

サッカー上原悠都選手が表敬訪問
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