
∫新型コロナウイルスワクチン接種
コールセンター☎0120-701-333

予約方法

オミクロン株対応ワクチンについて
接種間隔の変更
　　　　　前回の接種日から5カ月以上経過する時期

　　　　　前回の接種日から3カ月以上経過する時期

年内の初回接種(1・2回目接種)をご検討ください
　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(10月
27日時点)。なお、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(従来型ワクチンによる1・2回目接種)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。

予約サポート窓口
　パソコンやスマートフォンなどの操作に不安のある方を対象に、予
約サイトの入力支援を行います。
▶日時：11月1日㈫～30日㈬、9:00～16:30(土曜・日曜日、祝日を除く)
▶会場：市役所第三庁舎3階
▶持ち物：接種券が入った封筒の中身一式、スマートフォンまたはタ
ブレット(お持ちの方)、筆記用具
＊優先的に予約が取れるものではありません
＊できる限り公共交通機関をご利用ください
＊混雑が予想されます。コールセンターのご利用もご検討ください

予約開始日

ワクチンの種類の変更
　市内医療機関において、オミクロン株対応ワクチンの接種で使用す
るワクチンを、｢BA.1対応型｣から｢BA.4/5対応型｣に切り替えました。

接種券の発送について
　前回の接種から3カ月経過する方に順次発送しています。なお、従
来型ワクチンの3・4回目が未接種の方には、接種券の再発送は行いま
せんので、お持ちの接種券をご使用ください。紛失した場合は再発行
の申請が必要です。
＊オミクロン株対応ワクチンについて詳しくは、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

乳幼児(生後6カ月～ 4歳)のワクチン接種
　生後6カ月～4歳のお子さんを対象とする新型コロナウイルスワクチ
ン接種を開始します。接種券は11月8日㈫に発送予定です。

11月11日㈮ 接種開始日 11月14日㈪ ●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
月曜～金曜日：10:00～19:00　土曜・日曜日、祝日：9:00～17:00

B1昇格へ突き進む越谷アルファーズ
　10月からBリーグが開幕しました。本市を活動拠点とし、熱い戦いを繰り広げる
越谷アルファーズを応援しましょう。

11月のホームゲーム試合日程

試合結果

日程

日程
10月1日㈯
10月2日㈰
10月7日㈮
10月8日㈯
10月15日㈯
10月16日㈰
10月22日㈯
10月23日㈰
10月26日㈬

●62-72
〇72-55
〇100-68
〇97-61
〇75-66
〇83-75
〇92-88
〇89-68
●80-85

西宮ストークス

アースフレンズ東京Z

佐賀バルーナーズ

山形ワイヴァンズ

アルティーリ千葉

対戦相手
（○…勝ち　●…負け）

結果

11月5日㈯・
6日㈰ 14:00

11月18日㈮ 19:00

11月19日㈯ 14:00

福島ファイ
ヤーボンズ

バンビシャ
ス奈良

総合
体育館

開始時刻 対戦相手 会場

コシスポ

しらこばとの
祭典の開催

11月5日㈯・6日㈰・18日㈮・19日㈯の試合のチケット特別販売や無料招待を実施します。

県内在住の方

埼玉県民限定
「2階自由席」特別販売 小・中学生親子無料招待 初めて観戦する方無料招待

県内在住で越谷アルファーズ
の試合を観戦したことのない
小・中学生と保護者各日150
組300人(抽せん)

対象

チケット代 大人1,000円、
小学生～高校生500円

申込み

対象

右記の二次元
コードから専
用フォームで
申し込み

申込み

右記の二次元
コードから専
用フォームで
申し込み

申込み

右記の二次元
コードから専
用フォームで
申し込み

県内在住で越谷アルファーズ
の試合を観戦したことのない
方各日500人(抽せん)

対象

新型コロナウイルスワクチン接種について

変更前

変更後

∫越谷アルファーズ運営事務局☎999-6004

⬇
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令和4年（2022年）11月1日発行
今号には「市議会だより令和4年（2022
年）11月１日号」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10月27日時点のものです。
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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

持っていると便利な
▶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：電話で日時を予約のうえ、本人が直接市民課へ

〇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

〇出張申請受け付け
　11月の実施について、日時や場所等詳し
くは右記の二次元コードから市ホームぺー
ジをご確認ください。

∫市民課マイナンバーカード担当(本庁舎1階)☎940-8604

を作りましょうマイナンバーカード

　マイナンバーカードの新規取得や健康保険証としての利
用申し込みなどにより、最大2万円分のマイナポイントが付
与されるマイナポイント第2弾を実施しています。
▶対象：12月末までにマイナンバーカードを申請した方
▶申込み：パソコンやスマートフォンから申し
込み。詳しくは右記の二次元コードからマイナ
ポイント事業サイトをご覧ください
＊マイナポイントの申請期限は令和5年2月末です
∫マイナンバー総合フリーダイヤル☎0120-95-0178(ダイヤ
ル後、5番を選択)

マイナポイントの対象となる
マイナンバーカードの申請期限は12月末まで

越谷市公式ホームページを リニューアル しました
～使いやすく、探しやすく、快適に！～
どう変わったの？リニューアルの❺つのポイント！

　情報分類を7つの分野に分かり
やすくメニュー化。｢くらしの場
面から探す｣では、身近なライフ
シーンから情報を検索できるよう
になりました。また、すべての
ページにメニューボタンを配置
し、どこからでも情報が探しやす
くなりました。

サクサク

分野別・目的別に検索

　多様な利用者に配慮し、アクセ
シビリティに対応しています。

音声読み上げや文字拡大
表示、多言語翻訳機能な
どの閲覧補助機能とUD
フォントの使用

❸

❸

❶
❶

❶

　オンラインでできる行政手続き
を集めた｢ネット市役所｣のほか、
子育て情報に特化した｢子育て
ネット｣、デザインやページ構成
を一新した｢越谷市議会サイト｣、
越谷市で暮らす魅力を発信する
｢シティプロモーションサイト｣を
開設しました。

４つのサブサイトを開設
❹❹

　知りたい情報を入力する
と、質問内容を予測して、関
連情報のページを自動でご案
内。いつでもご利用できま
す。

いつでもガーヤちゃんが
質問にお答え！

❺

❷

❷

　住民票の写し等の証明書の
交付や引っ越し、子育て、介
護に関する申請・届け出な
ど、市役所には、いろいろな
手続きがあります。ネット市
役所は、これらの手続きのう
ち、スマートフォンやパソコ
ン、タブレット端末を使うこ
とで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。

ネット市役所を開設

　11月1日から、市ホームページを“誰もが使いやすいデ
ザイン”、“情報を探しやすい構成”に全面リニューアル
しました。リニューアルのポイントをお知らせします。

∫広報シティプロモーション課☎963-9117

❹
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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

人事行政の運営等の状況
～市の職員数と給与～

　市の職員数や給与をはじめとする人事行政の運営状況を公表します。今号では、その
一部を掲載します。なお、全文は行政資料コーナー(第二庁舎4階)、人事課、行政管理
課、北部・南部出張所、図書館、各地区センターでご覧になれるほか、市ホームページ
に掲載しています。
∫職員数について…行政管理課(本庁舎3階)☎963-9313、職員の給与水準について…人事
課(第二庁舎4階)☎963-9133

　市では、社会経済情勢の変化に的確に対応し、最少の経費で最大の効果を挙げることのできる行政運営を推進するため、適正な職
員数による業務体制の整備に努めています。

　本市の職員の給与改定にあたっては、｢人事院勧告｣(人事院が国家公務員と民間の給与を比較し、国会と内閣に対し較差を解消する
よう年1回勧告を行うもの)を踏まえて実施し、その水準の適正化を図ることとしています。職員の給与水準

職員数の推移（各年度4月１日時点） 部門別職員数の状況と主な増減理由（各年度4月1日時点。単位：人）

採用と退職の状況（各年度4月１日～翌年3月31日）

採用

退職

令和4年度平成２9年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度

２,920人

職　　種 令和3年度

区　分
職　員　数

令和4年度
対前年度
増減数 主な増減理由

職　　種 令和3年度

合　　計

66人
9人
28人
5人
2人
1人
3人
18人
14人
67人
5人

218人

14
353
112
3
24
16

155

659

222
1,558
290
335

625

618

22
97
737
2,920

令和3年度
14
353
114
3
24
17

151

653

212
1,541
291
332

623

604

22
96
722
2,886

0
0
▲2
0
0
▲1

4

6

10
17
▲1
3

2

14

0
1
15
34

・育児休業代替職員の減少による減員

・国の機関への派遣終了による減員
・治水対策の体制の強化による増員
・欠員補充
・育児休業代替職員の増加による増員

・欠員補充

・介護給付事務等の増加に伴う増員

・新たな中期経営計画に基づく体制の整備に伴う
増員
・欠員補充

・保健所の体制の強化による増員

・小学校の合併に伴う減員

・障がい者支援体制の充実による増員
・子ども家庭総合支援拠点の体制の充実による増員
・生活保護世帯の増加に伴う増員
・地域共生社会の推進に係る体制の整備による増員
・保育所等の指導監査事務の増加に伴う増員　

89人
54人
7人

150人

令和2年度

令和2年度

45人
9人
24人
4人
2人
2人
1人
14人
12人
49人
7人

169人

82人
51人
6人

139人

２,８０６人 ２,８０１人 ２,８０８人 ２,８２３人

令和3年度

2,886人

事  　  務
技     術
保  育  士
保  健  師
看  護  師
栄  養  士
獣  医  師
消  防  士
指導主事

議 　 会
総 　 務
税 　 務
労 　 働
農 　 水
商 　 工

土 　 木

民 　 生

衛 　 生
小 　 計
教 　 育
消 　 防

小 　 計

病 　 院

下 水 道
そ の 他
小 　 計

医 療 職
現 業 職
合 計

行 政 職
医 療 職
現 業 職
合 計

行
　
政
　
職

人件費の状況（令和3年度普通会計決算）

職員給与費の状況（令和3年度普通会計決算）

級別職員数の状況（令和4年4月1日時点）

議員報酬と特別職等の給与の状況（令和4年6月１日時点）

職員の初任給の状況（令和4年4月時点）

主な職員手当の状況

歳出総額
人件費（＊）
人件費率

職員数
（A）

給　与　費

給　料

2,164人

職務の級

職員数

構成比

標準的な
職名

議　長

副議長

議　員

65万7,000円

59万1,000円

57万5,000円

76億9,298万
1,000円

20億6,695万
3,000円

32億2,030万
7,000円

129億8,024万
1,000円

599万
8,000円

1,229億3,150万円
199億5,571万9,000円

16.20%

学　歴

大学卒

短大卒

高校卒

初　任　給

18万8,700円

17万1,700円

16万100円

手当の
種類

扶養手当 2億307万4,000円

4億7,367万2,000円

2億1,836万5,000円

1億4,595万9,000円

4,877万3,000円

32億2,030万7,000円

地域手当

住居手当

通勤手当

特殊勤務
手当

期末・
勤勉手当

主　な　内　容
（令和4年4月時点、記載金額は月額）

令和3年度支給実績
（普通会計）

一
般
行
政
部
門

教
育
・
消
防

部
門

公
営
企
業
等

会
計
部
門

＊他団体からの派遣職員の着任や帰任は含みません
＊医療職…市立病院に勤務する医師、看護師、医療技術員など
＊現業職…自動車運転手、給食調理員、環境整備員など ＊｢職員数の推移｣・｢部門別職員数の状況と主な増減理由｣ともに、総務省の定員管理調査の基準によるもので、再任用

短時間勤務職員、他団体からの派遣による職員、越谷・松伏水道企業団、東埼玉資源環境組合への派遣職員は含み
ません 

＊表中の人件費…職員給与費、市町村職員共済
組合負担金、退職手当負担金、議員報酬、特
別職の給与など

職員の平均年齢および平均給料月額の状況
（令和4年４月１日時点）

平均年齢 １人当たり給料月額

39.7歳 31万2,047円

＊行政職給料表適用者
＊数値は、普通会計に属するものです＊行政職給料表適用者

１級

718人

33.3%

主事
技師

2級

主任

408人

18.9%

3級

主査

227人

10.5%

4級

主幹

460人

21.4%

5級

副課長

137人

6.4%

6級

課長

140人

6.5%

7級

副部長

40人

1.9%

8級

部長

23人

1.1%

職員手当 期末・勤勉
手当

合　計
（B）

１人当たり
給与費
（B／A）

＊職員手当には、退職手当は含みません
＊職員数は、令和3年4月1日に普通会計に属するものです 

＊行政職給料表適用者

市　長

副市長

教育長

常勤監査委員

105万1,000円

88万2,000円

78万2,000円

56万円

4.3月分

職 名 月　額 期末手当

4.3月分

職 名 月　額 期末手当

配偶者6,500円、扶養親族1人につき子は1万円、そ
の他は6,500円

著しく危険、不快、不健康または困難な勤務その他
の著しく特殊な勤務に従事する職員に対し、その勤
務の特殊性に応じて支給

6％

○借家・賃貸等の場合　2万7,000円(上限額)

○交通機関　 6カ月定期等の最も経済的な額
○自動車等　 使用距離に応じ3,800円～3万1,600円
＊合わせて5万5,000円を限度

○６月期　期末手当1.2月分、勤勉手当0.95月分
○12月期　期末手当1.2月分、勤勉手当0.95月分
＊令和4年6月1日時点

職員数

区分

普通

定年等

勤続20年

19.6695月分

24.586875月分

勤続25年

28.0395月分

33.27075月分

勤続35年

39.7575月分

47.709月分

上記の率を基準として支給

(埼玉県市町村総合事務
組合から同組合条例に
基づき支給)

退職手当
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税・国・介 募　　集お知らせ
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高齢者緊急通報システムの
貸し出し

　オレンジカフェは、認知症の方やそのご家
族、地域の方や専門家などが、自由に参加・交
流できる集いの場です。
　また、地域包括ケア課では、オレンジカフェ
を開催したいと考えている方の相談に応じてい
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になる
か、下記へお問い合わせください。
∫地域包括ケア課☎963-9163

　通報ボタンを押すと、緊急通報センターにつ
ながる緊急通報装置を貸与します。緊急性があ
る場合は、救急隊が出動します。
▶対象：次の①～⑤のすべてに該当する方。①
65歳以上　②発作症状を伴う疾患があり、ひと
りまたは高齢者のみの世帯　③市内に住所を有
し、居住している　④住居に電話回線および固
定電話機を有する　⑤市民税非課税世帯
▶費用：無料
▶申込み：直接または電話で下記へ
∫地域包括ケア課(第二庁舎1階)☎963-9163

▶日時：11月13日㈰・12月11日㈰、10:00～11:

30(毎月第2または第3日曜日に開催)
▶会場：あすなろデイサービス越谷(平方393-
2)
▶内容：介護者同士の交流や情報交換
▶対象：介護をしている方、ケアマネジャー等
▶飲み物代：100円
▶申込み：電話で下記へ
∫地域包括支援センター桜井☎970-2015(8:30～
17:30。日曜日、祝日を除く)

▶日時：▷休日納税相談…11月6日㈰・12月4日
㈰、9:00～15:00　▷夜間納税相談…11月17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

▶勤務日時：令和5年1月～3月下旬、8:50～17:
00のうち3時間～7時間勤務
▶勤務場所：越谷税務署(赤山町5-7-47)、イオ
ンレイクタウンkaze
▶内容・報酬：下表のとおり

▶募集人数：100人程度

▶選考方法：面接、パソコン操作
▶申込み：電話で下記へ。面接時に写真を貼っ
た市販の履歴書をご持参ください
∫越谷税務署総務課・大関☎965-8112(土曜・
日曜日、祝日を除く)

▶対象：市内在住・在勤・在学で令和4年1月1
日～12月31日に、県大会優勝、関東大会優勝・
準優勝、全国大会3位以内入賞または世界大
会・国際大会に出場し優秀な成績を収めた個
人・団体
▶申込み：11月30日㈬までに推薦書、該当する
大会のプログラム、成績の証明となるものの写
しを直接スポーツ振興課へ。推薦書はスポーツ
振興課で配布するほか、市ホームページから印
刷できます。12月1日㈭～31日㈯に大会がある
場合は下記へお問い合わせください
＊授与式は実施しません。賞状等を郵送します
∫スポーツ振興課(第三庁舎3階)☎963-9284

　お薦めしたい絵
本や児童書を専用
用紙に記入し、図
書館に設置するポ
ストに入れてくだ
さい。用紙は図書
館の｢本の木｣に展示します。
▶用紙配布期間：11月22日㈫まで
▶展示期間：11月29日㈫まで
▶展示場所：図書館1階エントランスホール
∫図書館(東越谷4-9-1)☎965-2655

「介護者サロン　あすなろ越谷」
の開催

オレンジカフェに来てみませんか

越谷税務署非常勤職員
(アルバイト)募集

越谷市体育賞の推薦

おしえて！　
みんなの大好きな本

国民健康保険税第6期の納期限は11月30
日㈬です

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

通知書類名 対象 問合せ

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)

市民税課☎963-9144

発送日

11月2日㈬

市役所・日本年金機構から通知書等を送付します

9月30日までに保険料を納付
した方社会保険料(国民年金保険

料)控除証明書

11月上旬
まで

10月1日以降に初めて保険料
を納付した方

令和5年2月
上旬

ねんきん加入者ダイヤル☎0570-00
3-004、050から始まる電話でおかけ
になる場合☎03-6630-2525

社会保険料控除のお知ら
せ

10月21日時点で国民健康保険
税または後期高齢者医療保険
料の納付を確認できた方

11月7日㈪ 国保年金課▷保険担当☎963-9146、
▷後期高齢者医療担当☎963-9170

休日・夜間納税相談

件名 計画（案）等の目的 募集期間 問合せ

建築住宅課(本庁舎6階)☎963-9205、
D048-965-0948、Hkenju@city.ko
shigaya.lg.jp

空き家等の適正管理に関する条例の一部を
改正し、空き家等のさらなる適正管理の促
進に取り組む

越谷市空き家等の適正管理に関する条例
の一部改正(案)

11月16日㈬～12月
15日㈭ 子ども施策推進課(第二庁舎2階)☎

963-9165、D048-963-3987、Hkodo
moshisaku@city.koshigaya.lg.jp

第2期越谷市子ども・子育て支援事業計画に
ついて、中間年の見直しを図る

第2期越谷市子ども・子育て支援事業計画
中間年の見直し(案)

▶提出方法：各問い合わせ先・行政資料コーナー(第二庁舎4階)・各地区センターに設置するご意見箱へ。または、各問い合わせ宛てに郵送(必着)、
ファクス、メールで提出 
＊計画(案)等の閲覧と意見用紙の配布は各問い合わせ先・ご意見箱設置場所で行うほか、市ホームページから印刷できます

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

報酬

990円(時給)。その他
手当相当額あり

1,020円(時給)。その
他手当相当額あり

内容

事務の補助作業等(書類整
理・パソコン入力等)

電話交換、窓口業務、申
告会場での相談者のパソ
コン操作補助等

　ケアラーとは、家族などの身近な人に対
して、無償で介護・看護・日常生活上のお
世話や援助をしている方です。
　｢家族が介護するのは当たり前｣という考
え方が社会に根強く存在しているため、ケ
アラーが孤立し、悩みを周囲に相談できな
い状況となっています。
　誰もがケアラー支援の必要性などを理解
し、社会全体で見守り、支えていくことが
必要です。
　県では11月を｢ケアラー月間｣と定め、啓
発に取り組んでいます。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。
∫県地域包括ケア課☎048-830-3256

「誰かを支えるあなたも支える。」
11月はケアラー月間

カ ゼ
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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

令和5年4月1日採用
市立病院非常勤職員募集

　

▶試験日：12月17日㈯
▶対象：65歳未満の方(令和5年4月1日時点)
▶募集職種：臨床検査技師、薬剤師、業務員
(栄養科)
▶募集人数：いずれも若干名
▶選考方法：作文・面接
▶申込み：11月21日㈪～12月5日㈪に応募書類
を直接または郵送(消印有効。特定記録または
簡易書留)で市立病院庶務課へ。ま
たは右記の二次元コードから電子
申請で申し込み
＊詳しくは市立病院ホームページをご覧くださ
い
∫市立病院庶務課(〠343-8577東越谷10-32)☎
965-4562

▶試験日：11月26日㈯
▶対象：平成5年4月2日以降に生まれた方で臨
床検査技師免許を持っている(見込み可)、夜間
勤務が可能な方
▶選考方法：学科・作文・面接
▶申込み：11月1日㈫～14日㈪に応募書類を直
接または郵送(消印有効。特定記録または簡易
書留)で市立病院庶務課へ。または
右記の二次元コードから電子申請
で申し込み

＊詳しくは募集要項をご覧ください。募集要項
は市立病院庶務課、市役所総合受付(本庁舎1
階)、人事課(第二庁舎4階)で配布するほか、
市立病院ホームページから印刷できます
∫市立病院庶務課(〠343-8577東越谷10-32)☎
965-4562

▶勤務場所：総合体育館、しらこばと運動公園
競技場、越谷市民球場、中央市民会館ほか
▶申込み：事前に(公財)越谷市施設管理公社総
務課に電話連絡し、写真を貼った市販の履歴書
を直接下記へ(10:00～17:00)
＊詳しくは、越谷市施設管理公社ホームページ
(https://www.kosi-kanri.com/)をご覧くだ
さい
∫ (公財)越谷市施設管理公社総務課(増林2-33総
合体育館内)☎964-4321(代表)

▶日時：11月26日㈯、10:00から
▶会場：本庁舎6階会議室6-1
▶内容：市の平和事業への意見交換等
▶対象：市内在住・在勤・在学で18歳以上の方
15人(応募者多数の場合は抽せん)
▶申込み：11月18日㈮までに電話で総務課へ
＊詳しくは市ホームページをご覧になるか、電
話で下記へお問い合わせください
∫総務課☎963-9140

▶内容：介護の仕事の情報提供、入門研修、職
場見学・体験、県内介護施設等への就職支援
▶対象：介護施設等で介護職勤務を希望する方
▶申込み：専用ホームページ(https://habatak
e-kaigo.com/)から申し込み
＊詳しくは専用ホームページをご覧になるか、
電話で下記へお問い合わせください
∫ (株)シグマスタッフ大宮支店☎048-782-5173

こしがや平和事業市民懇談会の
参加者募集

令和5年4月1日採用
市立病院職員募集(臨床検査技師)

令和4年度埼玉県介護人材確保
総合推進事業の参加者募集

　令和5年2月10日㈮～16日㈭に開催する第
21回市展の出品作品を募集します。
▶募集作品：日本画、洋画、彫刻、工芸、
書、写真
▶出品料：作品1点当たり1,000円(高校生
は作品1点当たり500円)。搬入時に支払い
▶申込み：11月1日㈫～12月9日㈮に申込書
を直接または郵送(消印有効)で生涯学習課
へ。または、右記の二次元コー
ドから電子申請で申し込み。詳
しくは募集要項をご覧くださ
い。申込書類および募集要項は生涯学習
課、各地区センター等で配布するほか、市
ホームページから印刷できます
∫生涯学習課(第三庁舎3階)☎963-9307

越谷市美術展覧会
の出品作品募集

第21回

(公財)越谷市施設管理公社
臨時職員登録者募集

＊医療費は、加入者の一部負担金、国民健康保険からの保険給
付、その他公費負担を合わせた保険診療による医療費の総額
です
＊令和2年度は、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う受診控え
などで一時的に減少しました

　国民健康保険(国保)は、医療保険事業を行うため、市の一般会計から独立した特別会計で運営
しています。加入者1人当たりの医療費は年々増加しており、国保財政は大変厳しい状況です。日
頃から健康管理に努め、医療費の適正化にご理解・ご協力をお願いします。　  
∫国保税について…国保年金課保険担当☎963-9146、国保税の納付相談について…収納課☎
963-9142

加入者１人当たりの医療費
36万

35万

34万

33万

32万

31万

30万

（円）

33万1,293
33万6,284

34万6,280

33万8,166

H29 H30 R1 R2 R3 (年度)

35万5,136

歳入総額
314.7
億円

歳出総額
306.9
億円

209.8億円
（66.6％）
209.8億円
（66.6％）

県支出金
206.6億円
（67.3％）
206.6億円
（67.3％）

保険給付費

69.6億円
（22.2％）
69.6億円
（22.2％）

国保税

5.4億円（1.8％）5.4億円（1.8％）
総務費

3.0億円（1.0％）3.0億円（1.0％）
保健事業費

1.6億円（0.5％）1.6億円（0.5％）
その他

4.9億円（1.6％）4.9億円（1.6％）
その他

25.6億円
（8.1％）
25.6億円
（8.1％）

繰入金

87.0億円
（28.3％）
87.0億円
（28.3％）

国保事業費納付金

8.1億円（2.6％）8.1億円（2.6％）
繰越金

令和3年度(2021年度)

国民健康保険の決算状況

　介護保険制度は、社会全体で高齢者の介護を支え合う仕組みです。介護保険サービスを利用す
る方やそれに伴う給付費用は年々増えています。市では、給付費の適正化を図りながら、サービ
スの質が低下しないよう今後も適切な制度の運営に努めていきます。　  ∫介護保険課☎963-9305

令和3年度(2021年度)

介護保険の決算状況

市の高齢者数（65歳以上）と要介護認定者数の推移

歳入合計
241億
40万円

歳出合計
228億
1,845万円

（65歳以上の保険料）（65歳以上の保険料）
54億243万円
（22.4％）
54億243万円
（22.4％）

介護保険料

201億6,902万円
（88.4％）
201億6,902万円
（88.4％）

保険給付費

9億8,641万円
（4.3％）
9億8,641万円
（4.3％）

地域支援事業費

11億2,812万円
（4.9％）
11億2,812万円
（4.9％）

その他
5億3,490万円
（2.4％）
5億3,490万円
（2.4％）

総務費

（40歳～ 64歳の保険料）（40歳～ 64歳の保険料）
56億616万円
（23.3％）
56億616万円
（23.3％）

支払基金

43億8,782万円
（18.2％）
43億8,782万円
（18.2％）

国庫支出金

32億9,251万円
（13.7％）
32億9,251万円
（13.7％）

県支出金

39億3,987万円
（16.3％）
39億3,987万円
（16.3％）

繰入金

14億7,161万円
（6.1％）
14億7,161万円
（6.1％）

その他
12万

10万

8万

6万

4万

2万

1万6,000

1万4,000

1万2,000

1万0,000

8,000

6,000

4,000

2,000

（人） （人）

高齢者数
認定者数

3万4,430

2,622
4,106

4,668

6,249

8,380

1万2,325

1万4,263

1万512

4万2,684
5万2,551

6万2,598
7万1,267

8万399
8万5,308

8万7,859

H12 H15 H18 H21 H24 H27 H30 R3 (年度)
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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

　｢SAITAMA出会いサポートセンター｣は、県
の公的な結婚支援センターで、AIによる自動
マッチングや成婚料無料などが特徴です。
▶対象：次の①～④のすべてに該当する方。①
20歳以上で独身　②結婚を希望しており、自ら
婚活する意思がある　③県内在住・在勤または
近い将来埼玉県へ移住を考えている　④電話回
線のあるスマートフォンを所有している
▶費用：1万6,000円(税込み。2年間有効)
＊詳しくは、右記の二次元コードか
らSAITAMA出会いサポートセン
ターホームページをご覧ください
∫子ども施策推進課☎963-9165

▶勤務日時：①月曜～金曜日、13:00～19:00(時
間外勤務あり)。土曜日、8:00～18:00のうち5時
間または5時間30分勤務(月2回程度。交代制)　
②月曜～金曜日、15:00～18:00
▶勤務場所：市内の学童保育室
▶報酬：1,212円(時給)。①社会保険・雇用保険
加入あり　②社会保険・雇用保険加入なし
▶申込み：写真を貼った市販の履歴書を直接下
記へ
∫青少年課(第二庁舎2階)☎963-9158

▶日時：月曜～金曜日、9:00～16:30
▶場所：越谷市指定障害福祉サービス事業所
｢しらこばと｣(増林5830-4)
▶対象：次の①～③のすべてに該当する方若干
名。①市内在住で満18歳以上　②主に知的障が
いがあり単独通所ができる　③一般就労を目指
すための支援、就労に必要な知識、技術の習得
が必要
▶申込み：11月30日㈬までに直接越谷市指定障
害福祉サービス事業所｢しらこばと｣へ。選考実
習(6日間)、面接(本人、保護者)を実施します
＊詳しくは下記へお問い合わせください
∫越谷市指定障害福祉サービス事業所｢しらこ
ばと｣☎965-6541

〇越谷市介護保険運営協議会
▶日時：11月14日㈪、13:30から
▶会場：中央市民会館4階職員研修室
▶内容：第8期越谷市高齢者保健福祉計画・介
護保険事業計画の実績について

▶定員：20人
▶申込み：当日13:15までに会場へ
∫介護保険課☎963-9305

▶日程・時間・会場：下表のとおり

▶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
＊詳しくは、右記の二次元コードか
らシルバー人材センターホーム
ページをご覧ください
∫シルバー人材センター☎967-4311

▶発行日：令和5年3月下旬予定
▶発行部数：1万2,000部(市役所、各地区セン
ター、市立病院、市内の鉄道駅(8駅)等で配布)
▶広告枠・掲載料：▷1号規格(縦4.5cm×横
9cm)…3万円　▷2号規格(縦4.5㎝×横18㎝)…6
万円。カラー印刷。全6区画
▶申込み：11月30日㈬までに、申込書に原稿
(電子データ)を添えて都市計画課へ。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
∫都市計画課(本庁舎6階)☎963-9221

▶日程：毎月2回程度
▶会場：越谷税務署(赤山町5-7-47)
▶対象：事業者の方
▶申込み：電話で下記へ
＊詳しくは国税庁ホームページをご覧ください
＊来場には公共交通機関をご利用ください
∫越谷税務署▷個人課税第一部門☎965-8764、
▷法人課税第一部門☎965-8174

▶有効期間：令和5年4月1日～7年3月31日
▶対象業種：物品販売、印刷請負、業務委託
(工事関係を除く)、賃貸借業務、建設資材
▶申込み：11月7日㈪～12月2日㈮に申請書を郵

送(消印有効)で下記へ
＊詳しくは越谷・松伏水道企業団ホームページ
に掲載している申請の手引きをご覧ください
∫越谷・松伏水道企業団総務課(〠343-8505
越ヶ谷3-5-22)☎971-7903

▶申込み：11月14日㈪～12月9日㈮に申請書に
必要書類を添えて郵送(消印有効)で下記へ
＊要領等は、11月上旬に東埼玉資源環境組合
ホームページに掲載します
∫東埼玉資源環境組合総務課(〠343-0011増林
3-2-1)☎966-0122

▶内容：食品の期限表示・栄養成分表示、正し
い食品表示の基本
▶受講料：無料
▶申込み：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
∫生活衛生課☎973-7533

▶日時：11月21日㈪、14:00～15:30
▶会場：越谷産業会館1階集会室(中町7-17)
▶定員：30人
▶受講料：無料
▶持ち物：就業規則(セミナー終了後に無料診
断やアドバイスを希望する方のみ)
▶申込み：11月17日㈭までに右記の
二次元コードから申し込み。または
電話、ファクスで事業所名と従業員数、参加者
の住所・役職・氏名・電話番号を下記へ
∫越谷商工会議所中小企業相談所☎966-6111、
D048-965-4445

就労移行支援事業、就労継続支
援Ｂ型事業の利用者募集

SAITAMA出会いサポートセン
ター会員募集

令和5年こしがや公共交通ガイ
ドマップに掲載する広告募集

令和5・6年度物品等競争入札
参加資格審査の申請

東埼玉資源環境組合入札参加資
格審査の申請

食品表示セミナーの開催(WEB講座
(YouTubeの越谷市公式チャンネル))

インボイス制度説明会

学童保育補助指導員募集

シルバー人材センター入会説明会

傍聴してみませんか

働き方改革に伴う労務リスク対
策と助成金セミナー

11月7日㈪

12月6日㈫

11月9日㈬

12月12日㈪

10:00～11:30

13:30～15:00

10:00～11:30

会場時間日程

越ヶ谷地区センター
大会議室

産業雇用支援施設3階
シルバー会議室
(東越谷1-5-6)

期間　11月1日㈫～10日㈭
参加費　無料。譲渡が決定した場合、保護主
から実費分の費用請求があります
参加方法　期間中に市ホームページ
または右記の二次元コードから参加
譲渡・見学の申込み　期間中に下記の二次元
コードから電子申請で申し込み。
申請後は、申請者自身で保護主と
やり取りが必要です
∫生活衛生課☎973-7532

令和4年度秋季越谷市

猫のオンライン譲渡会

ユーチューブ
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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

事 業 者 イベント講座・教室

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

▶件名：越谷市における個人情報保護等制度に
かかる改正骨子(案)への意見募集
▶募集期間：令和4年8月22日～9月20日
▶意見数：0件
∫総務課☎963-9136

　ブロック塀等が倒壊した場合、家族や通行人
への被害、緊急車両の通行阻害の原因となる可
能性があります。安全点検を進め、必要に応じ
て専門業者等に相談するなど、適切な維持管理
を行いましょう。
　点検の結果、危険性が確認された場合には、
補修や撤去等をお願いします。また、補修や撤
去等が完了するまでは、下図のような注意表示
を塀に貼り付け、付近の通行者へ注意喚起を行
ってください。注意表示は、建築住宅課で配布
するほか、市ホームページから印刷できます。

∫建築住宅課(本庁舎6階)☎963-9235

▶日時：11月14日㈪、10:00～16:00
▶会場：越谷市役所本庁舎3階くらし安心課相
談室3
▶対象：借金等の返済でお困りの方6人(1人60
分)
▶相談料：無料
▶申込み：11月1日㈫～11日㈮に予約専用電話
(☎048-862-0500)へ(10:00～16:00。土曜・日曜
日、祝日を除く)
∫県消費生活課☎048-830-2930

▶日時：12月3日㈯、10:00～4日㈰、22:00の36
時間
▶相談料：無料
▶電話番号：0120-7832-36(上記日時のみ通話
可)
＊秘密は厳守します
∫埼玉司法書士会事務局☎048-863-7861

　人生会議(ACP：アドバン
ス・ケア・プランニング)と
は、もしものときに自分が
望む医療やケアを受けるた
めに、本人、家族、医療・ケアチームと元気な
うちから繰り返し話し合い、共有する取り組み
のことです。命の危機が迫った状態になると、
約70％の人が自らの望む医療やケアについて決
めたり、希望を人に伝えたりすることが難しく
なると言われています。まずは、家族やかかり
つけ医など身近な信頼できる人と話してみま
しょう。
　市では、人生会議(ACP)の取り組みを進める
ため、市民向けの講演会や、地域のサロン、自
治会等での出張講座を実施しています。詳しく
は、市ホームページをご覧ください。
∫地域医療課☎972-4777

　市では、業務効率向上のため、ノーネクタ
イ・ノージャケット等の働きやすい服装による
勤務を通年で実施します。
▶開始日：11月1日㈫
＊令和4年度中は試行実施。5年度から本格実施
予定
∫人事課☎963-9132

　北越谷地区自治会連合会では、(一財)自治総
合センターの令和4年度宝くじ助成を受けて、
大判プリンター、ミスト扇風機、ノートパソコ
ン、ワンタッチテント、折り畳み机等の自治会
活動に必要な備品を整備しました。
∫市民活動支援課☎963-9153

　
　
　昭和52年3月以前に建てられた工場、事業所
等の建物に設置された照明器具には、PCB(ポ
リ塩化ビフェニル)を使用したものがあります｡
これらは、天井、屋外照明灯、共同住宅の共用
部分、電気室等に使用されています。PCBが含
まれた安定器は、令和5年3月31日までに処理業
者に処分を委託しなければなりません。古い照
明器具がある場合は、速やかにPCBが含まれて
いるかご確認ください。また、PCBを使用した
安定器をお持ちの方は、市に届け出が必要で
す。詳しくは、下記へお問い合わせください。
∫廃棄物指導課☎963-9188

　収穫されたばかりのお米は水分量が多く、つ
やや風味、粘り、香りなどすべてにおいて最高
の状態です。そのため、見た目はつややかで、
炊き上がりがふっくらしたおいしいお米を堪能
することができます。
越谷産米の主な販売場所
・JA越谷市ファーマーズ・マーケット｢グリー
ン・マルシェ｣(増林2-66)☎963-3003
・JA越谷市ファーマーズ・マーケット｢グリー
ン・マルシェ2号店｣(七左町7-209-4)☎972-45
66

・こしがや観光物産拠点施設｢ガーヤちゃんの
蔵屋敷｣(越谷ふるさと米のみ販売。弥生町
505-2)☎940-5550
∫農業振興課☎963-9193

返済のお悩み相談してみませんか？
～多重債務者無料相談会～

全国一斉年末借金・生活お困
りごと36時間電話相談会

11月30日(いい看取り・看取
られ)は人生会議の日

ブロック塀等の安全点検について

古い照明器具はありませんか

意見募集結果

11月は埼玉県の地産地消月間です！　食
欲の秋！　旬のおいしいお米を食べよう！！

コミュニティ助成金で備品を
整備

働きやすい服装による勤務の通
年実施試行

～あなたの寄付で助けたいのは誰ですか？～
　市では、ふるさと納税を活用したクラウドファン
ディングを実施し、NPO法人等の市民活動団体へ
の寄付を募っています。各団体の活動を支援するた
め、寄付のご協力をお願いします。

募集期間
寄付金の使い道

11月30日㈬まで
NPO法人等の市民活動団体の公
益的な活動費等

令和4年度支援対象団体一覧
・越谷市住まい・まちづくり協議会
・NPO法人越谷K・クラブ
・(一社)多文化共生コスモ越谷
・NPO法人子育てサポーター・チャオ
・NPO法人Bremen
・グリーフサポート埼玉
・NPO法人輝生会
・NPO法人きらら・キッズ
・アンチエイジング実践会
・NPO法人くおーれの風
・NPO法人越谷にプレーパークをつくる会

終了間近

∫市民活動支援課☎963-9153

ふるさと納税を活用したNPO法人等支援のためのお願い

＊各団体の活動内容や取り組みなどにつ
いて詳しくは、右記の二次元コードか
らご覧になれます

＊寄付をした方への返礼品はありません

ブレーメン
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全国瞬時警報システム(Jアラート)
の全国一斉情報伝達試験の実施

大人の趣味と教養シリーズ
｢正月生け花教室｣

▶日時：11月13日㈰、9:00～11:00
▶会場：総合公園多目的運動場(荒天時、グラ
ウンド不良の場合は増林地区センター）
▶内容：車両分列行進、通常点検、消防自動車
からの一斉放水
＊新型コロナウイルスの感染拡大を防止するた
め、関係者のみで実施します
∫警防課☎974-0104

▶日程：11月29日㈫・30日㈬
▶会場：しらこばと水上公園第一駐車場
▶内容：大規模災害が埼玉県で発生したことを
想定し、緊急消防援助隊として派遣された神奈
川県隊・静岡県隊が宿営訓練・燃料補給訓練を
実施します
＊安全管理上、会場内の見学等はできません
∫埼玉県実行委員会事務局(県消防課内)☎048-
830-8410

▶日時：12月4日㈰、8:30出走(予備日は18日
㈰)
▶コース：市役所前スタート、ゴール。市内
27.2㎞
＊コース図およびランナーの通過時間の目安に
ついては、市ホームページをご覧ください
∫スポーツ振興課☎963-9284

▶日時：11月17日㈭、12:00～16:00
▶会場：ソニックシティ地下第1～3展示場(さ
いたま市大宮区桜木町1-7-5)
▶対象：県内企業へ正社員としての就職を希望
するおおむね30代・40代の方
∫令和4年度埼玉県正社員になろうプロジェク
ト事務局☎0120-555-843

　国からの緊急情報を確実にお伝えするため、
防災行政無線を用いて試験放送を実施します。
▶日時：11月16日㈬、11:00
▶放送内容：上りチャイム音＋｢これは、Jア
ラートのテストです×3｣＋｢こちらは、ぼうさ
いこしがやです｣＋下りチャイム音
∫危機管理室☎963-9285

　障がい者等相談支援センターでは、福祉サー
ビス、仕事、お金などの困り事について相談に
応じています。
　お困りの方は、お住まいの地区にある障がい
者等相談支援センターへご連絡ください。
▶開所日時：月曜～金曜日、8:30～17:15(祝
日、年末年始を除く)
▶相談料：無料

∫障害福祉課☎967-5137

　毎年11月12日～25日は、パープルリボンをシ
ンボルとする、国の｢女性に対する暴力をなく
す運動｣期間です。DV(配偶者等からの暴力)と
は、体を傷つける暴力だけでなく、大声でどな
る、性的行為の強要、生活費を渡さない、子ど
もへの加害をほのめかすなどの行為も含まれま
す。DVは｢個人や家族間の問題｣では済まされ
ない重大な人権侵害です。1人で悩まず、まず
はご相談ください。秘密は守ります。
▶相談機関：女性・DV相談支援センター☎96
3-9176(17面各種相談参照)、埼玉県男女共同参
画推進センター☎048-600-3800、内閣府DV相
談プラス☎0120-279-889
▶相談料：無料
＊詳しくは、市ホームページをご覧ください
∫人権・男女共同参画推進課☎963-9113

　12月4日～10日は｢人権尊重社会をめざす県民
運動強調週間｣です。
▶日時：12月1日㈭、10:00～16:00

▶会場：本庁舎4階相談室
▶内容：人権に関する悩みや心配事
▶相談担当者：人権擁護委員
∫人権・男女共同参画推進課☎963-9119

▶日時：11月18日㈮～24日㈭、8:30～19:00(19
日㈯・20日㈰・23日㈷は10:00～17:00）
▶相談担当者：法務局職員、人権擁護委員
∫さいたま地方法務局人権擁護課☎048-859-35
07

▶日時：12月25日㈰、10:00～12:00
▶会場：こしがや能楽堂
▶対象：16歳以上の方20人
▶受講料：2,000円
▶申込み：11月12日㈯から直接または電話で下
記へ(9:00～17:00。水曜日を除く)
∫こしがや能楽堂(花田6-6-1)☎964-8700

▶日時：①11月20日㈰　②12月10日㈯、14:00
～16:00
▶会場：図書館2階視聴覚ホール
▶内容：『平家物語』－その名場面を読むー
▶定員：30人
▶受講料：無料
▶申込み：①11月1日㈫　②12月1日㈭、10:00
から電話で下記へ(1通話2人まで)
∫図書館☎965-2655

令和4年度越谷市消防特別点検
の実施

令和4年度緊急消防援助隊
関東ブロック合同訓練の実施

全国一斉｢女性の人権ホットライン｣
強化週間☎0570-070-810

埼玉県正社員になろうプロジェクト
合同企業説明会・面接会

特設人権相談所の開設

令和4年度日本古典文学鑑賞
講座

第67回越谷市内駅伝競走大会
開催に伴う交通規制

障がいに関する相談窓口

12月の市民課休日窓口は12月4日㈰です

｢そのきもち、がまんしなくていいんです｣
DVにお悩みの方、まずは相談してみませんか

障がい者等相談支援センター一覧

窓口(地区)

北部障がい者等相
談支援センター
(桜井、大袋)

東部障がい者等相
談支援センター
(新方、増林、大
沢、越ヶ谷)

南部障がい者等相
談支援センター
(蒲生、川柳、大
相模)

西部障がい者等相
談支援センター
(荻島、出羽、北
越谷、南越谷)

所在地

恩間181-1
(北部市民
会館内)

増林6042-
1

蒲生旭町
8-3

七左町4-
100-4

電話・ファクス

☎999-6015、
D976-6160

☎999-6551、
D969-7001

☎945-6144、
D945-7449

☎985-3386、
D985-6683

　11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

読者クイズ

応募方法

　半生または加熱不十分な鶏肉料理による
食中毒の予防には、食品の中心部を何度で
加熱することが有効でしょうか。答えは今
号の中にあります。

ちょこっと 日常生活で使う
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？

手話 （第53回）

★満腹
★空腹

①満腹
腹に置いた右手
甲を、腹の前に
置いた左手手の
ひらに当てる

②空腹
右手手のひらを
腹に当て、腹を
えぐるように斜
め下へ出す

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
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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

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

こども食堂フォーラム

甲種防火管理再講習会

認知症サポータースキルアップ
講座～入門編～

ひきこもり市民教室
｢地域で見守り、支える、ひきこもり｣

生涯スポーツ講座

応急手当講習会
～普通救命講習Ⅲ～

生涯学習ボランティア養成講座
入門編

キックボクシ
ングエクササ
イズ

さいかつ
ボール

エアロビクス

種目

北体育館

南体育館

西体育館

会場
1 1月14日㈪・21日
㈪・28日㈪・12月5日
㈪、10:00～11:30

1 1月16日㈬・30日
㈬・12月7日㈬・14日
㈬、10:00～11:30

1 1月18日㈮・25日
㈮・12月9日㈮・16日
㈮、10:00～11:30

日時

　県内の子どもの居場所作りの機運を高めるた
め、｢こども食堂フォーラム｣を開催します。
▶日時：11月16日㈬、10:30～16:15
▶会場：埼玉会館小ホール(さいたま市浦和区
高砂3-1-4)
▶申込み：11月9日㈬までに、右記
の二次元コードから申し込み
∫こども食堂フォーラム事務局(NPO法人新座
子育てネットワーク)☎070-1455-0017

　不特定の人が出入りする飲食店・病院などの
建物のうち、300人以上を収容する対象物の甲
種防火管理者は、次の①または②の期間に再講
習を受講する必要があります。①選任日が講習
修了日から4年以内の場合、講習終了日以後の
最初の4月1日から5年以内　②選任日が講習修
了日から4年を超えている場合、選任日から1年
以内
▶日時：11月24日㈭、13:30～16:00
▶会場：消防本庁舎4階講堂
▶対象：市内在住・在勤・在学の方30人
▶テキスト代：1,400円(11月24日に現金でお釣
りのないようお支払いください)
▶申込み：11月10日㈭～17日㈭に、顔写真
(3cm×2.5cm)を貼った受講申請書、防火管理
に関する修了証の写しを直接予防課へ(土曜・
日曜日を除く)。受講申請書は予防課、消防署
および各分署で配布するほか、市ホームページ
から印刷できます
∫予防課(消防本庁舎3階)☎974-0103

▶日時：12月19日㈪、10:00～12:00
▶会場：荻島地区センター多目的ホール
▶内容：家族の体験談、認知症の方への対応等
▶対象：市内在住・在勤で、認知症サポーター
養成講座を受講したことのある方40人
▶持ち物：オレンジリングまたは認知症サポー
ター証、筆記用具、飲み物
▶申込み：11月14日㈪から電話で下記へ
∫地域包括支援センター荻島・北越谷☎978-6 
500(9:00～17:30。土曜・日曜日、祝日を除く)

▶日時：12月8日㈭、14:00～16:00
▶会場：市役所本庁舎6階会議室6-1
▶内容：引きこもり世帯が地域社会から孤立し
ないよう、地域でできることを考える
▶対象：市内在住で引きこもりに関心のある
方、家族等30人
▶参加費：無料
▶申込み：事前に電話で下記へ
∫こころの健康支援室☎963-9214

▶日時：12月11日㈰、9:00～12:00(eラーニング
受講修了者は10:00～12:00。申し込み時にお伝
えください)
▶会場：消防本庁舎4階講堂
▶内容：心肺蘇生法・AEDなど
▶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：11月15日㈫～30日㈬に電話で下記
へ。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13日㈫、10:00～12:00
▶会場：中央市民会館5階第4～6会議室
▶対象：これから生涯学習ボランティア活動を
始めたい方50人
▶受講料：無料
▶申込み：11月8日㈫から、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
∫生涯学習課☎963-9283

▶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
を除く)
▶参加費：無料
▶持ち物：タオル、室内用運動靴、飲み物
▶申込み：当日会場へ
∫スポーツ振興課☎963-9284

特に記載のない場合、▶参加費：無料、▶
申込み：下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｣☎970-74 
11、D048-970-7412(月曜日、祝
日を除く)
□ブックフェア｢現在(いま)、私とあなたに
寄りそう本｣
▶日程：11月10日㈭～24日㈭
▶内容：市民企画委員が男女共同参画支援
センター｢ほっと越谷｣の所蔵本の中からお
薦めの本を紹介
▶申込み：当日会場へ
□講座｢わたしたちの防災｣防災活動におけ
る男女共同参画啓発の取り組み
▶日時：12月7日㈬、10:00～12:00
▶内容：災害時を想定した日常生活、ライ
フラインの影響、ハザードマップの見方と
活用、防災グッズ、減災7つの備えなど
▶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(3人ま
で)。申し込みは11月25日㈮までに男女共同
参画支援センター｢ほっと越谷｣へ)

□講座｢面接でよく聞かれる質問とマナー｣
▶日時：12月1日㈭、10:00～12:00
▶対象：就職を希望する女性30人
▶申込み期限：11月27日㈰、17:00まで
□DV防止啓発講座｢パートナーと対等なカ
ンケイづくり～被害者にも加害者にもな
らないために～｣
▶日時：11月26日㈯、14:00～16:00
▶内容：あらゆる方向からDVを無くす活
動を行う講師の講話を聞き、対等な関係作
りに必要なことを考える
▶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(3人ま
で)。申し込みは11月16日㈬までに男女共同
参画支援センター｢ほっと越谷｣へ)

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、
http://koshigaya-activity-support.info/
□CaféTOMO｢子育て前向き講座～楽しく
子育てするヒントを学ぼう～｣
▶日時：11月12日㈯、10:00～11:30
▶内容：トリプルP子育てプログラム、ア
ドラー心理学のELM勇気付けプログラム

等。詳しくは、市民活動支援センター｢なな
サポこしがや｣ホームページをご覧ください
▶対象：子育て中の保護者12人
□ぽっぽひろば
▶日時：11月15日㈫、10:00～11:10
▶内容：絵本の読み聞かせやリズム遊び、
音の鳴るクリスマスオーナメント作り、子
育て交流サロン(子育ての悩みや楽しさ)
▶対象：就学前のお子さんと保護者15組
□ななサポWEEK
〇展示｢リサイクル制服｣
▶日時：11月8日㈫～14日㈪、10:00～15:00
▶内容：団体の活動紹介と中学校のリサイ
クル制服予約会
▶申込み：当日会場へ
〇講座｢学ぼう！　明日の安全な暮らしを求
めて｣
▶日時：11月12日㈯、13:30～15:30
▶内容：グリサホート(除草剤)が人体に与
える影響と対策
▶対象：内容に関心のある方40人
□人が集まる　企画とチラシの作り方
▶日時：11月20日㈰、13:00～16:00
▶内容：リアルとオンラインを視野に入れ
た企画、手に取りたくなるチラシの作り方
▶対象：市民活動団体、内容に関心のある
方30人
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～この指とまれ！～
お知らせパック

おいでください

レクリエーション指導者養成
講習会(バルーンアート)

正社員就職セミナー

創業支援セミナー
｢コミュニティビジネスセミナー｣

オンライン就活のための
面接準備セミナー(オンライン講座)

女性のための就職支援セミナー
～ITスキル向上へのスタート講座～

就職支援セミナー(金曜講座)
～グループワーク形式～

令和4年度伝統文化体験講座
｢古民家で作る正月飾り講習会｣

12月2日㈮

12月16日㈮

日程

11月26日㈯

12月3日㈯

12月10日㈯
12月24日㈯

日程

13:00～
14:00

13:00～
14:30

時間
サンシティ
視聴覚室
サンシティ
大ホール
中央市民会館
1階劇場

会場

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
専門職の介護予防出張講座

▶日時：12月4日㈰、13:30～16:30
▶会場：中央市民会館5階第2・3会議室
▶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：300円
▶持ち物：飲み物、タオル
▶申込み：11月24日㈭までに右記の
二次元コードから電子申請で申し込
み。または電話で下記へ
∫青少年課☎963-9308

▶日時：11月15日㈫・21日㈪・29日㈫、13:30
～15:30
▶会場：サンシティ2階第1会議室
▶対象：おおむね35歳～54歳で正社員としての
就職を希望する方
▶受講料：無料
▶申込み：右記の二次元コードから
申し込み。または電話で下記へ
∫キャリアバンク(株)☎048-711-2209

▶日時：11月29日㈫、14:00～16:00
▶対象：市内での就職を希望する20代～50代の
方20人
▶受講料：無料
▶申込み：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
∫経済振興課☎967-4680

▶日時：12月7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：11月14日㈪から電話で下記へ
∫経済振興課☎967-4680

▶日程：令和5年3月31日㈮まで
▶内容：専門職による介護予防の講話や運動
等。運動、口腔、栄養、薬の4つの内容から選
べます
▶対象：介護予防に関心があり、月1回以上住
民主体の通いの場を運営している団体
▶費用：無料
▶申込み：希望日の3カ月前までに、受講申込
書を直接または郵送(消印有効)で地域包括ケア
課へ。受講申込書は地域包括ケア課、各地域包
括支援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
∫地域包括ケア課(第二庁舎1階)☎963-9163

▶日時：11月29日㈫・12月6日㈫・13日㈫、
10:00～12:00
▶会場：市民活動支援センター｢ななサポこし
がや｣活動室A・B
▶対象：コミュニティビジネスに関心がある創
業希望者、事業者の方等20人
▶受講料：無料
▶申込み：11月25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、電話、ファクスで住所・氏名・
性別・年齢・電話番号・メールアド
レス・創業(予定)業種を下記へ
∫経済振興課☎967-4680、D048-963-9175

▶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：11月14日㈪から電話で下記へ
∫経済振興課☎967-4680

▶日時：12月18日㈰、
10:00～12:00
▶会場：大間野町旧中
村家住宅(大間野町1- 
100-4)
▶内容：正月用のミニ門松を制作
▶対象：市内在住・在勤・在学で小学4年生以
上の方10人(小学生は保護者同伴)
▶持ち物：軍手
▶申込み：12月9日㈮、17:00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、電話で下記へ
∫生涯学習課☎963-9315

□無添加手造り味噌体験
▶日時：12月11日㈰、①13:00～14:00　②
14:00～15:00　③15:00～16:00
▶会場：南越谷地区センター1階調理室
▶定員：各回8人
▶材料費：2,950円(材料は、11月23日㈷、
9:00～10:00に会場でお渡しします)
▶申込み：11月18日㈮までに、往復はがき
に希望時間・住所・氏名・電話番号を記入
し、郵送(消印有効)で下記へ
∫消費者生活センター連絡協議会・川瀬(〠
343-0852新川町1-440-2)☎090-8345-6846(9:00
～15:00)
□ターゲット・バードゴルフ体験講習会
▶日時：11月16日㈬、9:30～11:30。雨天中
止
▶会場：平方公園野球場(平方2402)
▶参加費：無料
▶持ち物：運動ができる服装、タオル、飲
み物。用具の貸し出しあり
▶申込み：当日会場へ
∫越谷市TBG連盟くすのきクラブ・川村☎
977-0472　

□第34回サンシティ市民合唱団定期演奏会
▶日時：12月4日㈰、14:00開演
▶会場：サンシティ大ホール
▶内容：｢第九｣、モーツァルト｢ミサ3曲｣
▶対象：小学生以上の方
▶入場料：A席2,500円、B席1,500円、学生
1,000円。全席指定。シニア割引あり
▶申込み：電話で下記へ。または当日会場
へ
∫サンシティ市民合唱団・山﨑☎090-9105- 
5548
□クリスマスキャロルをうたおうおどろう
▶日程・時間・会場：下表のとおり

▶対象：3歳～小学生のお子さんと保護者
▶参加費：1家族1,000円
▶申込み：11月24日㈭、16:00からのオリエ
ンテーションに直接北部市民会館3階劇場へ
∫Con・大岩☎090-4398-9803
□秋のおもしろ運動会
▶日時：11月23日㈷、9:00～12:00

▶会場：大沢北交流館(大里326-1)
▶対象：年長～小学4年生のお子さんと保護者
▶参加費：無料
▶持ち物：飲み物
▶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団・戸嶋☎080- 
5671-9857、Hkoshigaya1@saitama. 
scout.jp
□越谷市民交響楽団2022しらこばと音楽祭
▶日時：11月27日㈰、13:30開演
▶会場：サンシティ大ホール
▶内容：チャイコフスキー｢交響曲第5番｣等
▶入場料：1,000円、前売り券800円
▶申込み：右記の二次元コードか
ら申し込み。または当日会場へ
∫越谷市民交響楽団・須藤☎050-7126-5706
□家事家計講習会
▶日時：11月8日㈫、10:00～11:30
▶会場：男女共同参画支援センター｢ほっと
越谷｣
▶定員：15人。お子さん同伴の場合要相談
▶参加費：400円
▶申込み：電話またはファクス、メールで
下記へ
∫草加友の会越谷支部・山田☎・D048-98 
8-4387、Hsoukatomonokai@gmail.com

シーオーエヌ

こうくう

と しま



広報こしがや　令和4年（2022年）11月号 11事 業 者 イベント講座・教室

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

ラウンジ
タウン情報

令和4年度伝統文化体験講座
｢石仏の楽しみ方教室｣

第21回
こしがや産業フェスタ2022

3年ぶりに復活　ウィンターイ
ルミネーション2022点灯式

観光ぶらっとこしがや
｢お正月の準備｣

3年ぶりに開催
越谷てしごと市

11月9日～15日秋の火災予防運動
｢お出かけは　マスク戸締り　火の用心」

令和4年度
婚活まんまるバスツアー

越谷市消防音楽隊コンサート

▶日時：11月13日㈰、10:00～12:00・14日㈪、
9:30～12:00(全2回)
▶会場：大間野町旧中村家住宅(大間野町1-10 
0-4)
▶内容：講義、石仏の見学(雨天時は講義)
▶対象：市内在住・在勤・在学で小学4年生以
上の方10人(小学生は保護者同伴)
▶持ち物：筆記用具、歩きやすい靴(14日)
▶申込み：11月9日㈬、17:00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、電話で下記へ
∫生涯学習課☎963-9315

　事業者・公的機関・学校等が物産品・農産物
などの販売や自社PRをします。詳
しくは、右記の二次元コードから特
設ホームページをご覧ください。
▶日時：11月26日㈯・27日㈰、10:00～15:00
▶会場：総合体育館周辺
▶入場料：無料
▶申込み：事前に右記の二次元コー
ドから専用フォームで来場登録
∫越谷商工会議所☎966-6111

▶日時：12月15日㈭、9:00～12:00
▶集合場所：東武スカイツリーライン大袋駅西
口
▶内容：リサイクルプラザ、砂原久伊豆神社な
ど大袋周辺を探索しながら、お菓子の工場直売
所や角上魚類でお正月の準備をします
▶参加費：500円
▶申込み：12月5日㈪までに、右記
の二次元コードから申し込み。また
は、往復はがきの往信面に参加日・
参加者全員の住所・氏名(フリガナ)・電話番号
を、返信面に代表者の郵便番号・住所・氏名を

記入し郵送(必着)で下記へ
∫ (一社)越谷市観光協会｢観光ぶらっと｣係(〠
343-0828レイクタウン4-1-4)☎971-9002

▶日時：11月12日㈯、15:00から
▶会場：東武スカイツリーライン越谷駅東口等
▶内容：10周年グランドフィナーレ点灯式セレ
モニー、AchaAchaプレゼンツミュージック
ステージ＆マルシェ
∫ (株)越谷ツインシティ(テナント会事務局)☎
964-0030

▶日時：11月13日㈰、10:00～15:00
▶内容：クラフト作品、グルメの販売
▶会場：見田方遺跡公園(レイクタウン8-2)
∫(一社)越谷市観光協会☎971-9002

▶日時：12月10日㈯、9:30～17:00(男性参加者
は3日㈯の事前セミナーに参加できます)
▶対象：越谷市・草加市・八潮市・三郷市・吉
川市・松伏町に在住・在勤で24歳～42歳の独身
の男女各20人(応募者多数の場合は抽せん)
▶集合場所：JR武蔵野線吉川美南駅
▶解散場所：JR武蔵野線南越谷駅
▶内容：吉川市中央公民館でトークタイム、吉
川市で昼食、八潮市で藍染め体験、松伏町中央
公民館でカップル発表
▶参加費：5,000円(昼食代・体験料)。開催日の
3日前からキャンセル料が発生します
▶申込み：11月18日㈮までに、メールの本文に
住所(在勤の場合は在勤場所も記入)・氏名(ふ

りがな)・年齢(生年月日)・電話番号・性別を
記入し下記へ。締め切り後1週間以内に、応募
者全員に抽せん結果をメールで連絡します
∫埼玉県東南部都市連絡調整会議事務局☎967- 
5167、H000S1775@city.koshigaya.lg.jp

　市内では、令和4年に入り57件の火災が発生
しており、主にこんろ、たばこ、放火に起因し
ます(10月1日時点)。火災を起こさないために
日頃から次のことに注意しましょう。
・家の周りに燃えやすいものは置かず、門扉や
物置は必ず施錠する
・寝たばこはしない
・ガスこんろなどのそばを離れるときは必ず火
を消す
・ストーブは、燃えやすいものから離して使用
する
・火災による逃げ遅れを防ぐため、住宅用火災
警報器を設置する
・寝具やカーテン、じゅうたんなどの燃えやす
いものは、防炎製品を使用する
・初期消火を行えるよう消火器などを設置する
住宅用火災警報器普及啓発の車両広報
▶日時：11月9日㈬、10:00～10:30
▶場所：JR武蔵野線越谷レイクタウン駅・南
越谷駅、東武スカイツリーライン越谷駅・北越
谷駅・大袋駅・せんげん台駅のロータリー
∫予防課☎974-0103

▶日時：11月14日㈪、13:00開演
▶会場：イオンレイクタウンkaze光の広場
▶内容：消防音楽隊の演奏、消防士との写真撮
影(100組限定)、消防局からのお知らせ
＊消防士との写真撮影は、12:00から会場で整
理券を配付します
＊10:00からこしがや愛されグルメ等を販売し
ます
∫消防音楽隊コンサート…予防課☎974-0103、
販売…(一社)越谷市観光協会☎971-9002

□令和4年度越谷しらこばと基金助成事業
▷｢越ヶ谷宿で古典にふれよう其の五～浄
瑠璃で楽しむ越ヶ谷版おいてけ堀～｣
▶日時：11月23日㈷、14:00から・16:00か
ら
▶場所：越谷香取神社集会所(大沢3-13-38)
▶内容：地域の民話等を基に物語を創作・
三味線で節付けし、創作浄瑠璃を公演
▶定員：各回50人
▶料金：2,000円。中学生以下は無料
▶申込み：電話またはファクス、メールで
下記へ
∫越ヶ谷宿で古典にふれよう会・高安☎・
D048-965-8536、竹本☎080-3016-2255、
Hjoruri.koshigaya@gmail.com
□一日子ども商店街

▶日時：12月3日㈯、9:40～13:00
▶会場：蒲生交流館ほか
▶内容：子どもたちが店長を務める店で買
い物や体験
〇子ども店長募集
▶対象：4歳～小学生のお子さん100人
▶申込み：11月20日㈰までにメールで
NPO法人ファミリーリンク越谷へ
＊詳しくは、各地区センター等で配布して
いるチラシをご覧ください
∫NPO法人ファミリーリンク越谷☎090-83 
43-2309、H familylink.k@gmail.com
□埼玉県立大学保健医療福祉科学学会
▷｢市民講座Ⅰ｣精神障害者家族による家族
自身のリカバリートーク
▶日時：11月26日㈯、13:00～14:30
▶会場：WEB開催(ライブ配信)
▶内容：統合失調症・摂食障がい・パーソ
ナリティ障がいの家族会による講演

▶定員：100人
▶申込み：11月24日㈭、12:00ま
でに右記の二次元コードから応
募フォームで申し込み
∫埼玉県立大学地域産学連携センター☎
973-4114
□埼玉県立大学オープンカレッジ講座
▷｢市販薬と健康食品の正しい知識を学ぶ｣
第3回(全3回)

▶日時：12月17日㈯、10:00～12:00
▶会場：埼玉県立大学(三野宮820)
▶内容：市販薬、健康食品の種類や作用、
飲み合わせ等
▶定員：40人
▶受講料：1,000円
▶申込み：12月3日㈯までに、右
記の二次元コードから申し込み
∫埼玉県立大学地域産学連携センター☎
973-4114
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越谷での生活に
役立つ情報提供

散策および見学
＊バスで移動します

内容

市役所第三庁舎1階
会議室1・2

日本庭園花田苑、
こしがや能楽堂

会場

サンシティからのお知らせ
南越谷1-2876-1 

芸術文化展覧会｢華道・盆栽展｣

大間野町旧中村家住宅
開館記念イベント

11月14日㈪｢県民の日｣
無料開園・無料開放

第6回税に関する｢絵はがきコ
ンクール｣応募作品展示会

図書館寄席

外国人市民のための生活オリエンテーション
＆市内バスツアー｢もっと知りたい ！  越谷｣

越谷国際フェスティバル2022～国を越え世代
を超えて、共に未来をつくる仲間と出会う～

日程
17日㈭

18日㈮

19日㈯

20日㈰

大日本舞踊(一般、協会)、バンド／小民謡

大ハワイアン(一般)／小民族舞踊、朗読、邦楽、プサルタリー、手回しオルゴール

大合唱・独唱、手作りビデオ、ダンスムーブメント／小ギター、フルート、ヴァイオリン、
オカリナ、ピアノ、室内楽、ポピュラーソング、パントマイム、相撲甚句／①演芸

大洋舞踊、社交ダンス、和太鼓、ハワイアン(連盟)／小詩吟、カラオケ／④囲碁

会場(※)・内容

©Makoto Kamiya

＊(※)…会場は、大…大ホール、小…小ホール、①…第1会議室、④…第4会議室
＊詳しくは、生涯学習課、市内公共施設(一部)で配布するチラシまたは市ホームページをご覧ください

特に記載のない場合、▶問合せ：サンシテ
ィホール☎985-1112
□高嶋ちさ子 12人のヴァイオリニスト
　コンサートツアー2022～2023

▶日時：令和5年1月11日㈬、18:30開演
▶会場：サンシティ大ホール

▶入場料：6,800円。全席指定。就学前のお
子さんは入場できません
▶申込み：11月13日㈰、10:00から電話でサ
ンシティへ。1通話4枚まで
□こしがや若手精選落語会“其の十四”
▶日時：令和5年3月6日㈪、18:30開演
▶会場：サンシティ小ホール
▶出演：柳家圭
花、三遊亭わん
丈、立川かしめ、
林家きよ彦、春風
亭一之輔(ゲスト)
▶入場料：一般
1,800円、シニア(60歳以上)1,500円、学生1,300
円。全席指定。就学前のお子さんは入場で

きません
▶申込み：11月20日㈰、10:00から電話でサ
ンシティへ
□越谷市中央市民会館クラシックコンサー
ト　辻彩奈 ヴァイオリン・リサイタル
▶日時：令和5年2月12日
㈰、14:00開演
▶会場：中央市民会館劇
場
▶入場料：一般2,000円､
学生1,000円。全席指定｡
就学前のお子さんは入場
できません
▶申込み：11月20日㈰、
10:00から電話でサンシティへ

▶日時：11月19日㈯、12:00～16:00・20日㈰、
10:00～16:00・21日㈪、10:00～15:00
▶会場：こしがや能楽堂
▶入場料：無料
▶申込み：当日会場へ
∫こしがや能楽堂☎964-8700(水曜日を除く)

いずれも、▶日程：11月14日㈪、▶場所：大間
野町旧中村家住宅(大間野町1-100-4)
〇昔遊び体験、力自慢大会
▶時間：10:00～12:00
▶対象：どなたでも。就学前のお子さんは保護
者同伴
▶申込み：当日会場へ
〇木工折りたたみ椅子作り教室
▶時間：9:30～12:00
▶対象：市内在住・在勤・在学で小学4年生以
上の方10人(小学生は保護者同伴)

▶持ち物：金づち、No.2以上のプラスドライ
バー、作業用軍手、作業しやすい服装
▶申込み：11月9日㈬、17:00まで
に右記の二次元コードから申し込
み。または、電話で下記へ
∫生涯学習課☎963-9315

〇日本庭園花田苑
▶時間：9:00～16:00(入園は15:00まで)
∫花田苑☎962-6999
〇キャンベルタウン野鳥の森
▶時間：9:00～16:00(入園は15:30まで)
∫キャンベルタウン野鳥の森☎979-0100
〇市指定有形文化財旧東方村中村家住宅
▶時間：9:00～17:00(入館は16:30まで)
∫生涯学習課☎963-9315、旧東方村中村家住宅
☎986-7051

▶日時：12月11日㈰、14:30～16:00

▶会場：図書館2階視聴覚ホール
▶対象：小学3年生以上の方30人
▶入場料：無料
▶申込み：11月11日㈮、10:00から電話で下記
へ(1通話2人まで受け付け)
∫図書館☎965-2655

▶日時：11月27日㈰、12:50～16:00
▶内容・会場：下表のとおり

▶対象：外国人の方(日本人が同伴することも
できます)、越谷市通訳翻訳ボランティアの方
20人
▶参加費：無料
▶申込み：11月1日㈫～24日㈭に直接または電
話、メールで下記へ
＊日本語が苦手な方でも参加できます
∫市民活動支援課(本庁舎3階)☎963-9114、H 

shikatsu@city.koshigaya.lg.jp

▶日時：11月20日㈰、10:00～15:00。雨天中止
▶会場：大相模調節池親水公園(レイクタウン2
丁目)
▶内容：文化の紹介、各国の料理屋台、民芸
品、雑貨の販売など
∫越谷市国際交流協会☎960-3350

▶日時：12月10日㈯・11日㈰、9:30～17:00
▶会場：中央市民会館2階ギャラリー
▶内容：越谷市・八潮市・三郷市・吉川市・松
伏町の小学6年生の児童を対象にした｢税に関す
る絵はがきコンクール｣の応募作品を展示
▶入場料：無料
▶申込み：当日会場へ
∫(公社)越谷法人会事務局☎989-4488

第53回越谷市民文化祭第53回越谷市民文化祭埼玉県芸術文化祭2022
地域文化事業
11月17日㈭～20日㈰、10:00～18:30 (20日は18:00まで)
開会式　日時：17日㈭、10:00～10:30　会場：サンシティ小ホール

会場
サンシティサンシティ

　出演部門

 

　出品部門
▷展示ホール(1階)…書、絵画、郷土研究、俳句、フラワーデザイン
▷パブリックホール(1階)…大作(華道)
▷ギャラリー(1階)…大作(フラワーデザイン)、華道、写真
▷小ホールホワイエ(1階)…華道　▷大ホールホワイエ(2階)…工芸
∫生涯学習課☎963-9307 昨年の様子
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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

こしがやスポーツ・レクリエーション
 フェスティバル２０２２
こしがやスポーツ・レクリエーション
 フェスティバル２０２２
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　総合開会式は、新型コロナウイルスの感染拡大
を防止するため中止します。
　全種目(ボウリング教室を除く)当日参加できます
ので、ご家族そろってご参加ください。
▶持ち物：飲み物、タオル、室内用運動靴
　　　　　(体育館内の種目のみ)
＊小雨決行。荒天の場合は屋内種目のみ実施。
　運動ができる服装でお越しください

■主催：越谷市レクリエーション協会、越谷市教育委員会
■主管：こしがやスポーツ・レクリエーションフェスティ 
　　　　バル2022実行委員会

∫ 越谷市レクリエーション協会事務局☎962-1516、スポーツ振興課☎963-9284
＊屋外競技の雨天判定の確認は、当日8:30～9:30に越谷市レクリエーション協会事務局へお問い合わせください

参加費
無料

11月23日㈷
市内各体育施設で開催

各種目のご案内

A総合体育館…フォークダンス、トラン
ポリン、バドミントン、民踊、ユニカー
ル、綱引き、なぎなた、山行ビデオ上映・
写真展、ノルディックウォーキング
B市民球場…野球
C総合公園…ターゲット・バードゴル
フ、グラウンド・ゴルフ、ソフトテニス
D北体育館…ビーチボール
E南体育館…バレーボール、健康体操
F西体育館…卓球
Gしらこばと運動公園ソフトボール場…
ソフトボール
Hアイビーボウル…ボウリング

A B C の交通
・東武スカイツリーライン越谷駅東口から
｢増林地区センター・総合公園｣｢いきい
き館｣行きバスで総合体育館前下車すぐ
・東武スカイツリーライン新越谷駅東口・
JR武蔵野線南越谷駅南口から｢東埼玉テ
クノポリス｣｢松伏ターミナル｣行きバス
で総合体育館前下車すぐ

A総合体育館　増林2-33　☎964-4321

B市民球場　増林3-1　☎962-8989
●野球少年と暦暦少年との交流・体
験教室

▶時間：9:00～12:00(受け付けは9:00から)
▶持ち物：野球のできる服装、野球用具
●中学生と野球の親睦試合
▶時間：14:00～16:00(受け付けは13:00から)
▶持ち物：野球用具

D北体育館　大杉510　☎975-2012
▶交通：東武スカイツリーライン北越谷駅東口・
せんげん台駅東口から｢老人福祉センターくすの
き荘｣行きバスで老人福祉センターくすのき荘下
車徒歩10分

▶交通：東武スカイツリーライン新越谷駅東
口・JR武蔵野線南越谷駅南口から｢越谷南体育
館｣行きバスで越谷南体育館下車すぐ

C総合公園　増林3-1
　  ☎962-8989(市民球場)

多目的運動場
●ターゲット・バードゴルフ体験講習会
▶時間：9:30～11:00(受け付けは9:00～9:30)
▶持ち物：バードゴルフ用具一式
●三世代ふれあいグラウンド・ゴル
フ体験教室

▶時間：10:00～11:30(受け付けは9:00～9:30)
▶持ち物：クラブ、ボール(お持ちの方)
庭球場(G～Lコート)
●体験しよう!　楽しいソフトテニス
▶時間：10:00～12:30(受け付けは9:30～10:00)
▶持ち物：ソフトテニス用ラケット(貸し出
しあり)

●ビーチボール体験教室
▶時間：9:10～12:00(受け付けは9:10～11:30)
▶持ち物：ひざ用サポーター(お持ちの方)

●初心者バレーボール体験教室
▶時間：9:45～11:30(受け付けは9:30～9:45)
▶対象：女性、小学生のお子さんと保護者
●健康体操体験教室
▶時間：10:00～11:30(受け付けは9:30～10:00)
▶持ち物：敷物(バスタオル等)

E南体育館　川柳町4-20　☎987-8438

第1体育室
●世界のフォークダンスを踊ろう
▶時間：10:00～11:45(受け付けは9:40～10:30)
●トランポリン体験教室
▶時間：13:00～14:30(受け付けは12:50から)
▶持ち物：靴下
●親子・初心者バドミントン教室
▶時間：▷午前の部…9:30～11:30(受け付けは
9:00～9:30)　▷午後の部…13:30～15:30(受け付
けは13:00～13:30)
▶持ち物：バドミントン用ラケット(お持ちの
方)
第2体育室
●民踊を楽しく踊ろう
▶時間：10:00～11:30(受け付けは9:30～10:00)
●ユニカール体験教室
▶時間：13:00～15:00(受け付けは13:00～15:00)
●綱引き講習会
▶時間：13:30～16:00(受け付けは13:00～15:00)
武道場
●なぎなた体験教室　
▶時間：10:00～12:00(受け付けは9:45から)
1階ロビー
●山行ビデオ上映・写真展
▶時間：9:00～12:00(受け付けは9:00～11:50)
正面入口
●ノルディックウォーキング講習会
▶時間：10:00～11:15(受け付けは9:30～10:00)

●卓球講習会
▶時間：9:30～11:50(受け付けは9:15～9:30)
▶持ち物：ラケット(貸し出しあり)

●交歓試合(市内中学生)
▶時間：9:00～12:00(受け付けは8:30から)

▶交通：東武スカイツリーライン新越谷駅西口
から｢出羽地区センター｣行きバスで出羽地区セ
ンター下車すぐ、越谷駅西口から｢浦和美園駅｣
行きバスで出羽農協前下車徒歩10分、｢県民健康
福祉村｣行きバスで出羽小学校入口下車徒歩10分

▶交通：東武スカイツリーライン越谷駅西口から
｢水上公園｣｢岩槻駅｣行きバスで｢砂原土手｣下車、
徒歩7分

▶交通：東武スカイツリーライン大袋駅東口から
徒歩10分、せんげん台駅東口から徒歩15分

Gしらこばと運動公園
　ソフトボール場　　　　砂原39
　  ☎971-3230(しらこばと運動公園)　

Hアイビーボウル　下間久里1006-11
　  ☎979-2353(9:00～19:00)

F西体育館　七左町4-223
　  ☎986-0066

●ボウリング教室(事前予約制)
▶時間：10:00～11:30(受け付けは9:30～10:00)
▶定員：30人(1レーン3人まで)
▶申込み：電話でアイビーボウルへ
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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
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谷
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署

健 康
ガイド
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問合せ
診療科目

☎960-1000(東越谷10-31)
内科・小児科

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する医療機関は、市ホームページや、公共施設
で配布の「越谷市の休日診療・救急医療のご案内」をご覧ください。
〈夜間急患診療所(年中無休)〉

＊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
--------------------------------------- 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、急な病気やけがに関して受診すべきかどうかな
どをアドバイスします。また、緊急に受診できる医療機関(歯科・口腔
外科・精神科を除く)もご案内します。
●埼玉県AI救急相談
　急な病気やけがに関して、チャット形式で相談した内容をもとに

AI(人工知能)が受診すべきかどうかなどをアドバイスし
ます。詳しくは、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
　休日や夜間の緊急的な精神医療相談。月曜～金曜日は17:00～翌
8:30、土曜・日曜日、祝日、年末年始は8:30～翌8:30。
〈発熱などの症状が出たら〉
　新型コロナウイルス感染症など、発熱等の症状がある方の診療等を
行う医療機関(埼玉県指定診療・検査医療機関)は、右記
の二次元コードから県ホームページをご覧になるか、電
話で下記の相談窓口へお問い合わせください。
●埼玉県受診・相談センター(9:00～17:30)
　☎048-762-8026、D048-816-5801　
　受診すべきか迷う際の相談や受診先の確認ができます。
●県民サポートセンター(24時間、無休)
　☎0570-783-770、D048-830-4808　
　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。

もしものときは

休日当番医

こうくう

　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。
＊　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
11月3日㈷
▷新越谷アイクリニック　☎988-8686
南越谷1-11-4東武新越谷駅ビルプラザ館2階/眼
▷中村医院　☎987-5261
大成町2-113/内
▷　　 佐藤産婦人科　☎985-0310
新越谷1-34-4/産婦
▶ただしファミリー歯科クリニック
☎971-0007
弥十郎705-5/歯・小歯
11月23日㈷
▷　　松田整形外科　☎960-3600
瓦曽根2-1-14/整・リウ・内・外
▷       ひまわりクリニック　☎990-8801
蒲生旭町7-21/内・消
▶かげやま歯科クリニック　☎978-8241
千間台東1-19-23/歯・小歯・矯歯

第12回市民講座｢がんになっても自分らしく生
きるために｣賢い患者になるために～伝える・
伝わる患者力～
▶日時：12月18日㈰、13:30～15:00(13:00開場)
▶会場：中央市民会館5階第4～6会議室
▶内容：受診するときの自分自身の気持ちや意

向の伝え方
▶講師：キャンサー・ソリューションズ(株)代
表取締役社長の桜井なおみさん
▶対象：市内在住・在勤の方60人
▶受講料：無料
▶申込み：11月18日㈮、10:00から電話で下記
へ(10:00～16:00。土曜・日曜日、祝日を除く)
∫越谷市医師会（越谷市医療と介護の連携窓口）
☎910-9140
　コバトン糖脂を燃やせ！　糖尿病予防月間
▶日時・内容：下表のとおり

▶対象：市内在住で糖尿病予防に関心のある方
▶申込み：電話で申し込み
＊参加費、講師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
　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：11月16日㈬、10:00～11:00
▶会場：大袋地区センター
▶持ち物：飲み物、運動靴
▶申込み：11月15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

　コバトンロコモ予防教室
▶日時：12月13日㈫、10:00～11:30
▶会場：桜井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の講義、体
操など
▶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：11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～(全4回)
▶日時：12月1日㈭・8日㈭・15日㈭・令和5年
1月26日㈭(フォローアップ講座)、9:30～11:30
▶会場：大相模地区センター学習室B・C
▶内容：講話、口腔体操
▶対象：市内在住で運動制限のない65歳以上の
方15人
▶受講料：無料
▶持ち物：運動のできる服装、運動靴、タオ
ル、飲み物
▶申込み：11月8日㈫から直接または電話で下
記へ
∫地域包括ケア課(第二庁舎1階)☎963-9163
　コバトンラク楽！　男の料理教室｢肉料理｣
～豚肉料理に挑戦～
▶日時：12月9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、上履き、タオ
ル、筆記用具
▶申込み：11月8日㈫から
電話で申し込み

講座・教室

11月21日㈪、
10:00～11:30

11月25日㈮、
10:00～13:00

11月27日㈰、
10:00～12:00

11月29日㈫、
10:00～13:00

継続が大事！　糖尿病予防の
バランス食教室～講話編～

ヘルシークッキング～11月は糖
尿病予防月間です！　楽しくラ
クして糖尿病を予防しよう～
　    
糖尿病と上手に付き合う方法
論～コントロール編～

継続が大事！　糖尿病予防の
バランス食教室～調理編～

日　時 内　容

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

こうしん

薬の相談日

11/8㈫・22㈫、
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

にしざわ　　ひろ　と

ホームドクター
612
　　　　　　

睡眠時無呼吸症候群と不整脈

　　睡眠呼吸障害(SDB)のうち、特に閉塞性睡
眠時無呼吸症候群(OSAS)は不整脈や高血圧
などの循環器疾患の原因として知られていま
す。OSASとは夜間睡眠中に何らかの原因で
上気道閉塞が生じ、1時間当たりの10秒以上
の呼吸停止または低呼吸の数(無呼吸低呼吸
指数AHI)が5回以上起こる疾患です。
　特に終夜睡眠ポリグラフ検査(PSG検査)で
AHIが20以上の方は、日常生活に支障を来す
だけでなく、さまざまな合併症が起こるため
持続的陽圧呼吸療法(CPAP)治療が必要とな
ります。

　OSASの合併症の中で不整脈の合併率は約
50％と高頻度であることが知られています。
OSASと合併する不整脈の種類では洞機能不
全症候群、房室ブロックなどのペースメー
カーが必要となる徐脈性不整脈や、心室性期
外収縮、脳塞栓症などの原因となる心房細
動、さらには致死性不整脈である非持続性心
室頻拍などが認められています。海外での臨
床研究によると重症のOSAS(AHI≧30)が基
礎疾患にある場合、心房細動の合併率は4.8%
と健常者の約5倍であり、さらに無治療の重
症OSASは心房細動に対する抗不整脈薬やカ

テーテルアブレーション治療の有効性を減少
させることがわかっています。
　OSASによる心房細動などの不整脈の発症
には、無呼吸による胸腔内圧の陰圧化に伴う
左心房の伸展、血圧上昇に伴う心房への過度
な負荷や低酸素血症などによる交感神経活性
の亢進、血圧変動、カテコラミンなどのホル
モン分泌の亢進が関与していると考えられて
います。
　現在、PSG検査は入院することなく自宅で
行うことが可能で、以前と比べると簡便に
なっており、保険適応の検査となっていま
す。特定検診などで徐脈性不整脈や心室性期
外収縮、心房細動などの不整脈を指摘され、
いびきや運転中などの日中の突然の睡魔、起
床時の頭痛などのOSAS症状がある方は、一
度PSG検査を行いOSASのチェックをするこ
とをお勧めいたします。

越谷市医師会
おだやかライフ内科
クリニック
☎990-3235
西澤　寛人

モ　リ

けい

アルコール関連問題専門相談
▶日時：11月14日㈪、13:30から・14:30から・
15:30から
▶対象：市内在住でアルコールに関する相談を
希望する方またはご家族3組
▶参加費：無料
▶持ち物：筆記用具
▶申込み：事前に電話で下記へ
∫こころの健康支援室☎963-9214
　栄養士にきく！　食生活なんでも相談
▶日時：12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け付けます)
▶対象：市内在住の方3人
▶申込み：電話で申し込み
　がん検診無料クーポン券による子宮頸がん検  
診は11月30日㈬まで
　対象の方には7月に子宮頸がん検診無料クー
ポン券を送付しました。終了間際は大変混み合
います。早めにご受診ください。
　歯科健診・相談～歯つらつ！　お口の健康～
▶日時：11月30日㈬、13:30～15:00
▶対象：20人
▶申込み：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

　令和4年度高齢者インフルエンザ予防接種
▶日程：令和5年1月31日㈫まで
▶申込み：事前に市内実施医療機関へ。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、市ホーム
ページをご覧ください
　市外での高齢者インフルエンザ予防接種
▶日程：令和5年1月31日㈫まで
▶会場：県内の相互乗り入れ指定医療機関
▶対象：市の高齢者インフルエンザ予防接種対
象の方
▶申込み：事前に健康づくり推進課へ。必要書
類を配付します

▶時間：▷全血献血…10:00～17:30　▷成分献
血…10:00～16:30
▶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)

予防接種

健(検)診・相談

毒きのこによる食中毒
　例年、食用きのこと間違えて毒きのこを
食べたことによる食中毒が多く発生してい
ます。食用と確実に判断できないきのこは、絶対に｢採らない｣、｢食べない｣、
｢売らない｣、｢人にあげない｣よう注意してください。また、きのこを食べて体
調が悪くなったら、すぐに医師の診察を受けてください。

ノロウイルスによる食中毒
　ノロウイルスは、感染性胃腸炎の原因となるウイルスです。感染力が非常に強く、少量のウイ
ルスでも口から体内に入ることで感染します。冬季に発生が多く、予防や対策が大切です。
▶症状が出るまでの期間：感染後約24時間～48時間
▶感染の原因：▷ウイルスが付着した手で調理した加熱不十分な食品を食べる　▷おう吐物によ
る飛沫感染等　▷加熱不十分なかきなどの二枚貝を食べる
▶主な症状：吐き気、おう吐、下痢、発熱等。症状が治まっても便によるウイルスの排出が1週
間ほど続くことがあります。症状が現れない方もいます
▶予防のポイント：▷手洗いを2回行う　▷食品の中心部を85度～90度で90秒間加熱する　▷熱
湯や次亜塩素酸ナトリウム(市販されている製品の使用方法に従って有効濃度に希釈)で調理器具
を消毒する。アルコールで十分な消毒はできません

カンピロバクターによる食中毒
　半生または加熱不十分な鶏肉料理によるカンピロバクター食中毒が多発しています。
▶症状が出るまでの期間：感染後約2日～7日
▶主な症状：下痢、腹痛、発熱、おう吐等。数週間後に、手足や顔面神経のまひ、呼吸困難など
を引き起こす｢ギラン・バレー症候群｣を発症することもあります
▶予防のポイント：▷鶏肉や牛・豚レバーなどは中心部を75度で1分以上加熱する　▷生肉はほ
かの食品と調理器具や容器を分けて処理・保管する　▷生肉に触れた調理器具は熱湯で十分消毒
し、よく乾燥させる
∫生活衛生課☎973-7533

食中毒に注意
！
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越谷市民プール
　　　　　　　　　　　　　
休 館 日 11月7日㈪・14日㈪・21日㈪・28日㈪・12月5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

＊越谷市・草加市・八潮市・三郷市・吉川市・松伏町に在住・在勤・
在学の方は専用ICカードが必要です。発行には住所・氏名・生年
月日の分かるもの(運転免許証・学生証など)をお持ちください

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：11月1日㈫・8日㈫・15日㈫・
22日㈫・29日㈫・12月6日㈫

男の運動教室
日時 11月21日～12月19日の毎週月曜日、
13:30～15:00(全5回)
内容 筋力の維持・向上のための運動 
対象 市内に住所を有する60歳以上の男
性。初めての方も参加できます
参加費 無料 
持ち物 室内用運動靴、タオル、飲み物
申込み 11月4日㈮、9:30から本人が直接ひ
のき荘へ
＊詳しくはひのき荘へお問い合わせく
　ださい

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

休館日：11月7日㈪・14日㈪・21日㈪
・28日㈪・12月5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 

老人福祉センター
ゆりのき荘

休館日：11月3日㈷・5日㈯・13日㈰・
19日㈯・23日㈷・27日㈰・12月3日㈯

ラウンドフィットネス
日時 開館日の9:30～15:30。1回60分以内
内容 筋力運動と有酸素運動を交互に行
うトレーニング。初めて利用する方は12
月1日㈭から開催する初回講習会(予約
制)の受講が必要です(ひのき荘で初回
講習会を受講した方を除く)
対象 高校生以上の方
参加費 200円。60歳未満の方および市外
に住所を有する方は別途センター使用料
が必要です
＊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：11月3日㈷・6日㈰・12日㈯・
20日㈰・23日㈷・26日㈯・12月4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

浴室の利用休止について
　修繕工事のため11月19日㈯～令和5年
1月中旬（予定）の期間、男女浴室は利用
できません。工事の進捗状況によって
は、休止期間が前後することがありま
す。

一部施設の利用休止のお知らせ
●教養娯楽室　11月1日㈫・15日㈫
　の午後、12月2日㈮

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(ひのき荘、けやき荘での11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6日㈫、9:00～11:30

11月10日㈭、9:30～11:00

11月18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

くすのき荘

健診ホール

機能回復訓練室

会議室



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D本庁舎3階相談室１　Bくら
し安心課☎９６３-９１５６
◎消費生活相談
A毎週月曜～金曜日、9:30～15:30(12:00
～13:00を除く）　G商品・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、毎月第1～4金曜日、13:20
～16:20（第2金曜日は16:00～19:00）　D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〉　A毎月第1月曜日、10:00～
15:00(12:00～13:00を除く)　D本庁舎3階
相談室2　G確定申告など　F6人　

E12月分の予約は11月21日㈪、9:00から
電話のみで受け付け　Bくらし安心課
☎963-9156
〈税理士会越谷支部税務相談所〉　A毎
週月曜・木曜日、13:00～16:00。要事前連
絡　D税理士会越谷支部税務相談所
(赤山町3-2-3野崎ビル2階、越谷税務署
前)　B関東信越税理士会越谷支部☎
962-6131
●登記相談
　(司法書士・土地家屋調査士)
A毎月第1水曜日、9:00～12:00　D本庁
舎3階相談室2　G登記、供託、文筆、表
示など　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本庁舎3階相談室2　
G遺言、遺言分割協議書、会社設立の書
類作成など　Bくらし安心課☎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。11月
19日㈯、10:00～17:00は電話による相
談・紹介のみ（12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
A11月21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）
A11月16日㈬、１部は10:00～12:00、２部は
19:00～21:00（相談員は、大学教授（1部）、
市職員（2部））　D宅建会館2階会議室A
　E介護現場で働く方が相談員となる
ピアサポート形式を希望する場合は事前
に右記へ　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「こしがや子育てネット」（http://koshigaya-kosodate.net/）をご覧ください
＊11月開催の講座については、広報こしがや10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
コーディネーショントレーニング
(運動やゲーム遊び)

クリスマス制作

首が据わっている就学前
のお子さんと保護者8組
2歳～就学前のお子さん
と保護者8組　

就学前のお子さん
と保護者各日10組

日時 講座名（内容）

12月20日㈫、10:00～11:00

12月23日㈮、10:00～10:30

♪子育てハンドメイド
「親子でエコバッグ作り～フエルトチップを使って～」

♪みんなで誕生会
「12月生まれのお友だち」
終了後は身体測定を行います

1歳～就学前のお子さん
と保護者7組

12月生まれで在宅の
お子さんと保護者5組

〠343-8501　越ヶ谷4-2-1越谷市役所

▶申込み：11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：11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：12月5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

12月7日㈬、
10:30～11:30
12月13日㈫、
11:10～11:50
12月15日㈭、
10:30～11:00
12月19日㈪、
10:10～10:55
12月19日㈪、
11:10～11:50
12月23日㈮、
10:30～11:30

12月1日㈭、
10:30～11:30

12月8日㈭、
10:30～11:30

12月15日㈭、
10:30～11:30

12月15日㈭、
13:30～14:30

12月22日㈭、
10:30～11:30

11月14日㈪
11月22日㈫
12月2日㈮
11月11日㈮
11月21日㈪
11月29日㈫
12月5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3月25日～4月1日生
4月2日～11日生
4月12日～19日生

令和元年6月7日～15日生
6月16日～24日生

6月25日～7月2日生
7月3日～7月11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）

12月4日㈰、　　　 　
10:30～11:30

12月6日㈫、　　　　
10:30～11:30

12月22日㈭、　　
10:30～11:30

１歳６か月児健康診査

３歳児健康診査

出張ひろばの
ベビーサロン

ベビーリトミック

手遊びやわらべ唄
みるくZOOMカフェ
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
わらべ唄であそぶ
かるがも広場

ファミリーデー「手形足形
コレクション・クリスマス編」

12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)

みんなのひろばフェリーチェ

就学前のお子さんと保護者

12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

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)

つどいの広場はぐはぐ

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

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

就園前のお子さんと保護者5組

サークルフレンドルームの
赤ちゃんとあそぼう

サークル麦わらぼうしの
ベビーマッサージ

サークル「TIME」を読む会の
英語であそぼう

サークルコスモの
英語であそぼう

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：11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：11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：11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

〜

12月12日㈪・20日㈫、
10:00～11:00

ズーム

12月13日㈫、10:00～11:00

12月22日㈭、10:00～11:00

6カ月～11カ月のお子さんと
保護者5組

3カ月～6カ月のお子さんと
保護者5組

1歳5カ月～3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

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
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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

すくすく「特別講座・クリ
スマス会」

日時：①12月22日㈭　
②12月23日㈮、10:00～
11:00
対象：①1歳～就学前の
お子さんと保護者　②0
歳のお子さんと保護者。
各日10組
申込み：12月9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：12月19日㈪、
　　　10:00～11:30
対象：就学前のお子さ
んと保護者10組
申込み：12月16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「子育て
スキルアップ講座～心理
学を子育てに活かそう～」
日時：12月17日㈯、
　　　10:00～11:30
対象：18歳以上の方10人
講師：東京学芸大学講
師の梅津直子さん
申込み：11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

ハガキ制作
～大好きなあの人へ～

日時：①12月7日㈬　②
12月13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：12月1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

クリスマスパーティー

日時：12月21日㈬、
        10:00～11:00
対象：就学前のお子さん
と保護者10組

申込み：12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

子育て広場「ペープサー
トと絵本の読み聞かせ」

日時：12月20日㈫、
        10:00～10:45
対象：就学前のお子さ
んと保護者10組
申込み：12月5日㈪から
電話で申し込み(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「いやいや期
と向き合うために」

ご相談タイム「困っていま
せんか？」

日時：12月8日㈭、
　　　9:50～10:50
対象：1歳のお子さんと
保護者10組
申込み：11月24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
「かわいいベビーサンタに
なあれ」～子育て相談～

日時：12月21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：12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

モグモグ～栄養士と話
そう～『咀嚼に合わせ
た調理方法』

日時：12月16日㈮、
　　　10:45～11:30
対象：0歳のお子さんと
保護者5組
申込み：11月7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

クリスマス会

日時：12月23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

予防型プログラム「実家
が遠い環境の中子育て
しているお母さん」

日時：12月19日㈪、①
10:30～11:30　②13:00
～14:00
対象：①2歳～就園前の
お子さんと保護者　②2
歳未満のお子さんと保
護者。各回4組
申込み：12月1日㈭から
電話で申し込み(10:00～
16:00）

どんぐりの森

木や毛糸で作るクラフト
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冬休み！　「おやこ料理教室」
∫健康づくり推進課☎960-1100
▶日時：12月26日㈪、10:00～13:00
▶会場：①保健センター　②南越谷地区
センター　③大沢地区センター
▶内容：ヘルスメイトによる講話と調理実習
▶対象：小学生と保護者①6組　②・③4組
▶材料費：1人400円
▶持ち物：筆記用具、エプロン、三角巾、手拭き用タ
オル、上履き
▶申込み：11月8日㈫から電話で健康づくり推進課へ

お 知 ら せ ＊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

ひがしかた寺子屋
「どんぐり工作」
∫生涯学習課☎963-9315
▶日時：11月12日㈯、10:00～11:30
▶会場：旧東方村中村家住宅(レイクタウン9-51)
▶対象：市内在住の小学生8人(小学2年生以下は保護
者同伴)
▶材料費：200円
▶申込み：11月9
日㈬、17:00までに
電話で生涯学習
課へ。または二次
元コードから電子
申請で申し込み

令和5年度学童保育室利用
申請を受け付けます
∫青少年課（第二庁舎2階）☎963-9158
〇事前予約
▶日時：11月1日㈫～24日㈭（1日は10：00から、24日は17：
00まで）。詳しくは市ホームページをご覧ください
〇一斉受付
▶日時：11月27日㈰～30日㈬、9：00～17：00
▶会場：第二庁舎5階大会議室
▶対象：保護者および同居の親族が就労、就学、技能
訓練、出産、疾病、障がい、介護、看護、災害、求職活動
等で保育が必要な小学生

イ ベ ン ト ＊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

ひとり親家庭等医療費
支給制度
∫子ども福祉課(第二庁舎2階）
☎963-9166
　母子家庭や父子家庭、養育者、または父か母に一定の
障がいがある家庭の方が、医療保険制度で医療機関等
にかかった場合、支払った医療費の一部を助成します。
　令和5年1月診療分から県内現物給付が開始されま
す。1月1日㈷以降に県内医療機関等で診療を受ける際
は、12月下旬に送付する受給者証をご提示ください。
〇現況届をご提出ください
　現在受給中の方に、現況届をお送りします(児童扶養
手当受給者を除く）。11月18日㈮までに子ども福祉課へ
ご提出ください。

親子ふれあい自然体験教室
～クリスマスクラフトを作ろう～
∫環境政策課☎963-9183
▶日時：12月18日㈰、13:30～15:00
▶会場：水辺のまちづくり館大会議室
(レイクタウン4-1-4）
▶対象：市内在住の小
学生と保護者10組(保
護者1人につきお子さ
ん2人まで)
▶参加費：1組400円
▶申込み：11月14日㈪
～27日㈰に電話で環
境政策課へ。または市
ホームページから電子
申請で申し込み

プレーパーク・
出張プレーパーク
∫青少年課☎963-9308
▶日時：①プレーパーク…12月3日㈯・4日㈰、
11:00～16:00　②出張プレーパーク…11月23日
㈷、11:00～15:00。小雨決行
▶会場：①越谷総合公園(増林3-1)　②七左第
四公園(新越谷1-60)予定
▶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

そしゃく
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令和4年（2022年）10月1日現在
人口　34万4,280人（前月比26人減）
世帯　16万405世帯（前月比73世帯増）

男　17万750人（前月比26人減）
女　17万3,530人（前月比0）

＊9月の交通事故616件　死者1人　負傷者75人（概数）
＊9月の火災4件　救急出動回数1,475件

■こしがやエフエム(86.8MHz)
越谷のダイジなお知らせ
11月7日㈪・14日㈪・21日㈪・28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～
11月28日㈪、7:25～・17:30～(再放送)

Koshigaya　Collection
特集：越谷アルファーズ
■テレビ埼玉　11月19日㈯、9:30～
■J:COM　11月21日㈪～27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～

　中央市民会館周辺で、｢未来につなごう！　持続可能
な協働フェスタ｣をテーマに、第15回協働フェスタが開
催されました。当日は、市民活動団体やボランティア
団体等による活動内容の展示や発表、屋台形式での作
品等の販売が行われました。
　訪れた方々は、劇場で発表を見たり、買い物をした
りして楽しんでいました。

日頃の活動を展示・舞台で披露

10月
19日

　越谷市教育委員会と文教大学が、｢教員等の研修に関
する協定｣の拡充に係る協定を締結しました。
　国のGIGAスクール構想に伴い、本市においても市内
の小・中学生へ1人1台端末を配備し、活用を進めていま
す。今後も、文教大学と連携し、教育のデジタル化に関
する調査・研究を進め、研修に生かすとともに、ICT教
育を充実させていきます。

10月
23日

文教大学と協定を締結

10月
8日

　こしがや能楽堂で、｢こしがや能楽の会｣が開催されま
した。約700年の歴史を持つ日本の伝統芸能である能楽
を身近に感じてもらうために開催されたイベントで、当
日は、謡や仕舞などを愛好する市内の団体が一堂に会
し、日頃の稽古の成果を発表しました。
　参加者たちは緊張感の中で謡や仕舞を披露し、会場
に訪れた方々を魅了しました。

日本の伝統芸能に触れる

10月
16日

　市役所・中央市民会館周辺エリアと大相模調節池周
辺エリアの2会場で、｢ONE CITY KOSHIGAYA 一人一
人が輝けるまち｣をテーマに、第47回越谷市民まつりが
開催されました。当日は、オーディションにより選ばれ
た6人のアンバサダーが会場を回り、リアルタイムで情
報を発信。会場では、参加団体が自ら企画・運営する催
しが多数開催され、大勢の人で賑わいました。

市内2会場で第47回越谷市民まつりを開催
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