
3月1日㈬
9:45から

3月2日㈭
10:00から

JR武蔵野線南越谷駅
南口駅前広場

市内各駅(東武スカイ
ツリーライン蒲生駅
を除く)

防 火 広 報

いのちを守る10のポイント

寝たばこは絶対にしな
い

ストーブの周りに燃え
やすいものを置かない

こんろを使うときは火
のそばを離れない

ほこりを清掃し、不必
要なプラグは抜く

こんろ等は安全装置の
付いた機器を使用

消火器等を設置し、使
い方を確認しておく

住宅用火災警報器を定
期的に点検し、10年を
目安に交換

寝具、衣類、カーテン
は防炎品を使用

避難経路と避難方法を
常に確保し、備えてお
く

防火防災訓練に参加
し、地域ぐるみの防火
対策を行う

一日消防署長、消防
音楽隊の演奏、はし
ご車による防火広報

消防車両による県下
一斉住宅用火災警報
器啓発広報

消防団
　市内では、令和4年1月～12月の1年間で75件の火災が発生しました。いのちを守る10の
ポイントを確認し、火災を起こさないよう注意しましょう。　　　　∫予防課☎974-0103

新型コロナウイルスワクチン接種は3月31日㈮まで。詳しくは15面をご覧ください

3月1日～7日　春の火災予防運動 2022年度全国統一防火標語 『お出かけは　マスク戸締り　火の用心』
出典：消防庁

消防署とともに地域を守る
特 集
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令和5年（2023年）2月1日発行

　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1月27日時点のものです。

今号には「市議会だより令和5年（2023
年）２月１日号」を折り込んでいます



広報こしがや　令和5年（2023年）2月号2 税・国・介 募　　集お知らせ

〠343-8501　越ヶ谷4-2-1
開庁時間：平日8:30～17:15越谷市役所

｢さくら分団｣と｢学生機能
別団員｣は、大規模災害
時の活動に備え、避難所
運営に係る研修・訓練な
どを行っています。

避難所運営補助
訓練 集中豪雨や首都直下型地

震などの自然災害に備
え、救命ボートやチェー
ンソー等を活用した救助
訓練を実施しています。
写真は、道路冠水を想定
した水難救助訓練の様子

救助訓練

実際の火災を想定した訓
練です。各消防団員の活
動技術の向上と士気の高
揚を図ることを目的とし
て実施しています。

実火災想定訓練
団員活動の紹介および団
員の確保を目的に、消防
団PR活動を実施していま
す。
写真は、レイクタウン防
災フェス2022で行った消
防団PR活動の様子

消防団PR活動

消防活動技術の習熟度を
競う大会です。
写真は、放水までのホー
ス延長等の一連の活動を
している様子

消防操法大会
消防団の人員、服装、部
隊行動など消防団員とし
ての規律などを点検者が
確認します。
写真は、点検官(市長)に
より、通常点検を実施し
ている様子

消防特別点検

火災発生時における消火
活動に備え、放水訓練や
ポンプ運用訓練を実施し
ています。
写真は、消火栓から水を
取り、放水訓練を行って
いる様子

火災防ぎょ訓練
｢さくら分団｣は、救命講
習会で消防団員や市民に
応急手当の指導をしてい
ます。
写真は、｢学生機能別団
員｣に対し、心肺蘇生法
の説明をしている様子

応急手当講習

平成25年9月に発生した竜巻災害後の活動の様子

女性や学生の団員も活躍
　越谷市消防団では、女性や学生の入団が増えてい
ます。女性のみの｢さくら分団｣や、学生のみの｢学生
機能別団員｣は、火災予防広報や応急手当の普及啓発
などの活動を行っています。
　団員が一丸となって、火災はもとより、地震、台
風などの自然災害に備え、日頃から訓練や教育研修
に励んでいます。

消防団って何？
　消防団は、地域防災の担い手として地域に密着し
た機関で、消防団員は非常勤特別職の地方公務員と
して｢自らの地域は自らで守る｣という精神に基づき
活動しています。団員は、ふだんは会社員や自営業
者として働いていたり、学業に努めていますが、火
災や地震、台風などの災害時には、本業を中断して
現場に駆けつけます。

　会社員や自営業者、学生、主婦など、ほかに本業を持ちなが
ら地域の安全・安心のために活動する消防団をご存じですか。
　今号では、地域を守る消防団の活動や消防団員の声を紹介し
ます。あなたも消防団員として一緒に活動してみませんか。
∫警防課☎974-0104

どんな活動をしているの？



広報こしがや　令和5年（2023年）2月号 3

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

　20歳のときから近所に住む消防団員の方に声をかけられ
ていたのですが、入団したのは27歳のころです。近所の工
場で大規模な火災があり、自分たちの暮らしは自分たちで
守らなければと強く感じて入団しました。
　消防団ではさまざまな訓練を行い、大会ではその技術を
競うこともあります。10年以上前の話になりますが、埼玉
県消防操法大会の県大会に越谷代表として出場した際は、
10カ月にわたって訓練を行いました。消防車を使った放水
訓練で、学校のプール2杯分は水を使いましたね。

　私は、消防団は大規模災害のときに地域住民のために動ける組織だと思っていま
す。みんな本業があるので、参加できるときに参加すれ
ばよいという考えで活動しています。覚えることはたく
さんありますが、活動を通して先輩から教わり、自分で
実践する。これを繰り返すうちに、10年程度で必要なこ
とはすべて身に付きます。一人でも多くの団員に自分が
覚えてきたノウハウを伝えて、災害に強いまちを作って
いきたいです。

10,000
平成30年 令和元年 令和2年

救急出動件数・搬送人数

令和3年 令和4年

出動件数
搬送人数

15,000

20,000

16,507

13,174 12,903
11,688 12,228

13,978

16,494
15,150

15,679

18,316

消防局からのお知らせ

119番通報

救急車救急車

令和4年の119番通報件数、救急出動件数、搬送
人数が過去最多！
適正利用にご理解・ご協力をお願いします

119番通報件数：2万6,660件(前年比5,108件増)
1日あたり約73件、およそ20分に1件

救急出動件数：1万8,316件(前年比2,637件増)
　　　　　　　1日あたり約50件、およそ29分に1件
搬送人数：1万3,978人(前年比1,750人増)

　119番通報の中には、緊急
性のない問い合わせなども含
まれており、災害時や一刻を
争う事態への対応に支障を来
すおそれがあります。
　また、｢救急車のサイレン
を鳴らさないで来てほしい｣
との要望がありますが、緊急出動中は、サイレンを鳴ら
し、赤色灯をつけなければならないと道路交通法で定めら
れています。ご理解をお願いします。

　消防局では、通常8台の救急車を運用しています。すべ
ての救急車が出動した場合には、非常用救急車を稼働さ
せ、10台の救急車で対応しています。

川柳分団分団長

藤浪一男さん
ふじ　なみ　かず　 お

　ボランティア活動に興味があり、災害時に消防団が活躍
する姿を見て、私も地域の役に立ちたいと思い入団しまし
た。これまでの活動で印象に残っているのは、全国女性消
防操法大会に出場して4位に入賞したこと。消防団に入っ
たばかりのころですね。消防職員・団員一丸となって取り
組み、一気に仲間との絆が深まりました。
　さくら分団では、防災訓練や救命講習会に参加して、応
急手当の展示や指導をしています。指導にあたっては、応
急手当指導員の資格を取得します。また、音楽隊に所属す

る団員もいて、演奏会などでの楽器の演奏を通して消防のPRに尽力しています。
　防災においては、高齢の方や障がいのある方、妊婦さんなど災害弱者と言われる
方への配慮が欠かせません。さくら分団の意義は、そこ
に女性の視点を入れられる点だと感じています。興味が
ある方は、ぜひ一緒にやってみませんか。私も入団前は
不安でしたが、入団後は地域の知り合いが増え、かけが
えのない仲間ができて世界が広がりました。お子さんが
いる団員もいます。まずは気軽に参加してみてください。

　大学の講演で、消防職員の話を聞いたときに｢これを機
に防災を学んでみたい。いい経験ができるかもしれない｣
と思い入団しました。実際に住んでいる地域で台風の浸水
被害があったときには、学んだ知識が役に立ちました。
　活動は月1回程度で、防災に関する講習の受講や消防団
の広報、避難所運営の訓練などをしています。全部に参加
しなくてもいいので、勉強とも両立できますし、楽しい活
動ばかりで息抜きになっています。ほかの大学の方とのコ
ミュニティができたり、消防職

員が優しく話しかけてくれるのもうれしいですね。
　消防団には近づき難いイメージがあるかもしれません
が、防災は誰でも学べるし、自分や地域のためになりま
す。どんな動機でも、始めてみると大きな力になるの
で、多くの方に一度チャレンジしてみてほしいです。

消防団員インタビュー

指令センターで通報を受信

∫指令課☎974-0101 

∫救急課☎974-0107 

令和4年の119番通報受信状況

前年比 5,108件 増加

※一つの災害に対して複数
の通報を受信した場合を
含む

令和4年
119番通報
受信件数
26,660件

警戒 307件
火災 84件

救助 74件

救急 16,635件

災害以外(※)
9,560件

●火災 84件
●救助 74件
●警戒 307件
●救急 16,635件
●災害以外(※) 9,560件

山嵜智子さん
やま　ざき　のり    こ

さくら分団第1部班長

引田彩恵さん
ひき　 だ　　さ　   え

学生機能別団員

▶日時：3月12日㈰、9:00～17:00(eラーニング受講修了
者は10:00～17:00)
▶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：2月15日㈬～28日㈫に電子申請また
は電話で消防署へ(9:00～17:00。土曜・日曜
日、祝日を除く)。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

消防団員募集中！
活動内容 対象

詳しくは
　こちら▶

●男性…消火、警戒パトロール、救助・
避難誘導、各種訓練・研修、広報・PR
●女性…応急手当指導、避難所運営補助
(大規模災害時)、各種訓練、広報・PR
●学生機能別団員…避難所運営補助(大
規模災害時)、各種訓練、広報・PR

市内在住・在勤・在学または市内の
大学等に通学する18歳～50歳の方

＊詳しくは市ホームページをご覧に
なるか、警防課(☎974-0104)へお
問い合わせください

応急手当講習会 上級救命講習



広報こしがや　令和5年（2023年）2月号4 税・国・介 募　　集お知らせ

〠343-8501　越ヶ谷4-2-1
開庁時間：平日8:30～17:15越谷市役所…お知らせ　　　…税・国保・介護　　　…募集　　　…イベント　　　…事業者　　　…講座・教室

　1月下旬に申告が必要と思われる方へ｢令和5年度市・県民税申告書｣を郵送
しました。申告が必要となる方で、申告書が届かなかった場合は市民税課へ
ご連絡ください。　　　　　　　　　　　  ∫市民税課(本庁舎2階)☎963-9144

＊出張受け付けについては広報こしがや1月号をご
覧ください
＊駐車場が大変混雑します。公共交通機関をご利
用ください

市・県民税の申告が始まります

　収入がない、扶養となっているなどの理
由で確定申告や市・県民税の申告をしない
方でも、国民健康保険・後期高齢者医療制
度に加入している方は、保険税(料)の算定の
ために所得の申告が必要です。世帯に一人
でも未申告の方がいると、保険税(料)の均等
割額の軽減の適用や高額医療費の所得判定
ができず、不利益となる場合があります。
∫国保年金課▷国民健康保険に加入の方…
☎963-9146、▷後期高齢者医療制度に加入の
方…☎963-9170

国民健康保険・後期高齢者医療制度に
加入の方は所得の申告をお願いします

申告が必要か判定します。チャートを参考にご確認ください。

市役所での受け付け

2月16日㈭～3月15日㈬、9:00～16:00
(土曜・日曜日、祝日を除く)

〈会場〉市役所第二庁舎5階会議室B

はい… いいえ…

勤務先が1カ所のみで年
末調整をしていますか？
(複数でも合算して年末調
整している場合を含む)

　  市・県民税の申告が必要です
＊(※1)｢市民税・県民税申告書付表｣を申告書に添付して
ください
＊(※2)分離課税を申告する場合は｢市民税・県民税申告書
(分離課税等用)｣を申告書に添付してください

　  市・県民税の申告は必要ありません
＊確定申告をした方も、市・県民税の申告は不要です

勤務先が越谷市に｢給与支払報
告書｣を提出していますか？

越谷市に市・県民税の申告をする
必要はありません

市内に居住する親族の税法上の扶
養ですか？

令和4年1月1日～12月31日に収入(遺族年金、障害年金、失業給付を除く)
がありましたか？

令和5年1月1日現在、越谷市に居住していましたか？

上場株式等に係る配当
所得等について、所得
税とは異なる課税方式
を選択しますか？

所得税の確定申告をしますか？ (◎ページ下部参照)

源泉徴収票に記載の控除以外に控除の追加はありますか？

どのような収入がありましたか？

給与 公的年金等 営業、農業、
不動産等

土地・株式
等の譲渡等

2

1

1

1

1

国民健康保険または後期
高齢者医療制度に加入し
ていますか？
または、所得に関する証
明書が必要ですか？

1 2
2

1 1

2

2

(※1)

(※2)

スタート

判定結果

●昨年中に所得がなかった
　市・県民税申告書裏面14｢前年課税所得が
なかった方の記入欄｣に必要事項を記入し、
郵送で市民税課へご提出ください。
●事業専従者のいる事業主
　市・県民税申告書の6｢事業専従者に関す
る事項｣欄に必要事項を記入し、郵送で市民
税課へご提出ください。
　事業専従者の給与支払報告書を市民税課
へご郵送ください。

次のような方は

　申告をしないと、年金の受給、住宅ロー
ンの審査、保育所の入所や公営住宅の入居
申請等の際に必要となる各種証明書(課税・
非課税・納税証明書等)を発行できません。
期限内にご申告ください。

申告をしないとこんなときに
困ります

・年金収入が400万円を超える、または年金収入が
400万円以下で年金以外の所得が20万円を超える
・営業・農業・不動産などの所得合計が所得控除
合計を超える
・給与収入が2,000万円を超える
・2カ所以上から給与の支払いを受けている
・勤務先で年末調整をしていない
・給与所得者で給与以外の所得が20万円を超える
＊上記のほかにも確定申告が必要な場合がありま
す。詳しくは、下記へお問い合わせください
∫越谷税務署☎965-8111

◎確定申告が必要な方

所得税の確定申告

2月15日㈬まで
会場：越谷税務署別館会議室
2月16日㈭～3月15日㈬
会場：イオンレイクタウンkaze3階イオンホール
∫越谷税務署☎965-8111

申告はお早めに



広報こしがや　令和5年（2023年）2月号 5

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

▶日時：▷休日納税相談…2月5日㈰・3月5日
㈰、9:00～15:00　▷夜間納税相談…2月16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、事前に電子申請または電話予
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

▶日程：2月8日㈬・3月23日㈭
▶会場：越谷産業会館1階集会室(中町7-17)
▶対象：事業者の方
▶申込み：電話で越谷税務署へ
＊詳しくは国税庁ホームページをご覧ください
＊来場の際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…☎965-876
4、▷法人課税第一部門…☎965-8174

　越谷市国民健康保険に加入の方には年に6
回、後期高齢者医療制度に加入の方には年に3
回、医療費控除の添付資料として使える医療費
通知を送付しています。
　ただし、令和4年11月・12月診療分について
は確定申告の期間に間に合いませんので、領収
書等から医療費の明細を各自作成してご申請く

ださい。
　なお、マイナポータルでは診療を受けた2カ
月後から医療費の状況を確認できま
す。詳しくは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。
∫国保年金課▷国民健康保険に加入の方…☎
963-9154、▷後期高齢者医療制度に加入の方…
☎963-9170

　市内で法人や個人が事業を営むために償却資
産を所有している場合、毎年1月1日現在の申告
が必要です。昨年と資産が変わらない場合や免
税点未満の場合もご申告ください。
　令和5年度の申告書の提出期限は1月31日でし
たが、期限後も随時受け付けています。申告が
お済みでない方は、お早めにご提出
ください。申告書等は市ホームペー
ジから印刷できます。
∫資産税課(本庁舎2階)☎963-9147

　交通事故など、第三者に負わされたけがで医
療機関を受診する場合、国民健康保険や後期高
齢者医療制度の保険証を利用するには、示談前

に国保年金課への届け出が必要です。
　本来、治療費は加害者が支払うものですが、
一時的に市が立て替え払いをし、後に加害者へ
請求します。なお、加害者から治療費を受け取
ると保険が使えない場合がありますので、お早
めに下記へご連絡ください。
∫国保年金課▷国民健康保険に加入の方…☎
963-9154、▷後期高齢者医療制度に加入の方…
☎963-9170

　納付のうっかり忘れ防止には、一度手続きを
すれば自動払いになる口座振替がおすすめで
す。また、スマートフォン決済アプリ｢モバイ
ルレジ｣、｢LINE Pay｣、｢PayPay｣、｢d払い｣、
｢au PAY｣、｢J-Coin Pay｣を利用して、いつで
もどこでもスマートフォンから納付できます。
ぜひご利用ください。
＊詳しくは、市ホームページをご覧ください

∫収納課☎963-9141

＊(※)医療費控除は、領収書の添付または提示では適用できません
＊医療費控除以外の控除は、証明書・領収書などの原本の添付、または提示が必要です
＊所得・控除の種類や必要書類などは一般的な例を示しています。不明な点は市民税課へお問い合わせください

申告時に必要なもの

扶養親族・事業専従者がいる方

給与・年金所得者

雑・一時所得者

社会保険料控除

生命保険料控除

地震保険料控除

医療費控除(※)

障害者控除

寄附金税額控除

事業(営業・農業)・
不動産所得者

・｢マイナンバーカード｣または｢マイナンバーが記載された住民
票の写し｣等のマイナンバー確認書類
・運転免許証、健康保険証、パスポート、障害者手帳、年金手
帳、在留カードなどの本人確認書類

医療費控除の明細書、医療費控除の特例制度を受ける方はセル
フメディケーション税制の明細書

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

・扶養親族・事業専従者のマイナンバー確認書類
・扶養親族・事業専従者の収入金額が分かるもの

源泉徴収票

収入・経費・減価償却費の分かる帳簿や領収書など

控除証明書、支払い金額を証明する書類

収入・必要経費が分かる書類など

障害者手帳・戦傷病者手帳・障害者控除対象者認定書など

寄附金の受領証明書など

必要書類など対象

申告者全員

所
得
に
関
す
る
も
の

控
除
に
関
す
る
も
の

●郵送による申告にご協力を
　申告書と一緒に送付した｢申告書の書きかた｣に記
載例を掲載しています。該当欄に記入し、返信用封
筒でご郵送ください。
●申告会場ではマスクの着用を
　マスクの着用、手洗い、手指の消毒など、感染予
防にご協力ください。
●すいている時間帯の来場にご協力を
　申告会場の混雑状況を右記の二次元
コードから確認できます。

　作成した申告書を印刷し、必要書類を添えて市民
税課へご郵送ください。
●作成ページへのアクセス方法
　トップページのページ番号検索で
｢10298｣と入力、または右記の二次元
コードからご確認ください。

令和4年度の市・県民税の年税額に変更
があった、または新たに課税された方

通知書類名 対象 問合せ発送日

市・県民税納税通知書と納
付書

市民税課
☎963-91442月10日㈮

令和4年度の固定資産税・都市計画税に
変更があった、または新たに課税され
た方

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)

資産税課
☎963-9147・91482月6日㈪

市役所から通知書等を送付します

固定資産税・都市計画税第4期および国民
健康保険税第9期の納期限は2月28日㈫です

休日・夜間納税相談

償却資産(固定資産税)の申告を
お願いします

交通事故で保険証を利用する場
合は必ず届け出が必要です

市税等を納付できる口座振替・スマー
トフォン決済アプリをご利用ください！

インボイス制度説明会

医療費通知(医療費のお知らせ)
について

新型コロナウイルス感染拡大防止に
ご協力をお願いします

市ホームページで市・県民税申告書を
作成できます

支払い忘れ防止には
口座振替がおすすめです

スマートフォンで
かんたん納税

ライン　　　ペイ ペイ　　ペイ

エーユー　ペイ ジェイコイン　　 ペイ

ディー
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〠343-8501　越ヶ谷4-2-1
開庁時間：平日8:30～17:15越谷市役所…お知らせ　　　…税・国保・介護　　　…募集　　　…イベント　　　…事業者　　　…講座・教室

　市では、食や景観などの地域資源を生かし‶こしがや"の魅力
を発信するため、｢市民の市民による市民のための人気投票｣と
題したアンケート調査を実施しています。
　第3弾【カフェ編】の上位にランクインした店舗を紹介します。
∫広報シティプロモーション課☎967-1325

　天井が高く、開放感がある珈人の店内。
千間台東店では、店内中央の暖炉が暖かみ
を演出します。
　人気商品のロイヤルブレンドは、長年愛
されている珈人オリジナルのブレンドで、
すっきりとした後味です。
　珈人ナポリタンは、オリジナルソースで
作っており、昔ながらの懐かしさを感じる
一品に仕上がっています。

ロイヤルブレンド
550円(税込み)

珈人ナポリタン
990円(税込み)

knock coffee
のっく こーひー

●営業時間：平日：13:00～20:00、土曜・日曜日、祝日：10:00～18:00
●定休日：月曜・火曜日(不定休)
●所在地：東越谷1-5-17 2階

cafe＆bar Hitiwa
かふぇあんどばー ひちわ

●営業時間：12:00～22:00　●定休日：水曜・日曜日
●所在地：北越谷4-3-15
☎999-6650

　南国風の外観と、青を基調とした落ち着いた
店内は、時がたつのを忘れてしまいそうな、
ゆったりとした雰囲気。
　オーナーイチ押しのから揚げランチのから揚
げは、揚げる前の一工夫で外はサクッと、中は
ジューシー。
　また、月2回限定でハンバーガー専門店に変
身。詳しくは、店舗Instagramをご覧ください。

　新しい味に出会うきっかけになればという
オーナーの思いから、産地や品種が感じられる
浅煎りのコーヒーを提供。毎日調整するエスプ
レッソと、適度な温度にスチームされたミルク
で作るカフェラテは口当たりまろやかです。
　卵たっぷりで、固めのカスタードプリンは、
ラム酒風味の柔らかなホイップクリームと相性
抜群です。

市民の市民による
市民のための人気投票

結果発表！

第3弾 カフェ編

千間台東店

●営業時間：9:00～19:00　
●定休日：年中無休(12月31日～1月3日を除く）

　千間台西店　
所在地：千間台西2-9-8
☎975-9789

　千間台東店　
所在地：千間台東2-15-4
☎972-1063

じかばいせん

自家焙煎 
珈琲屋珈人

かじん
こーひーや

珈人のオーナー直伝！

おいしいコーヒー
を淹れるコツ
①｢蒸らし｣の際にお湯を入れすぎない
②しっかりと蒸らす時間を取る
③コーヒーが落ちきる前にドリッパーを外す

い

カスタードプリン
480円(税込み)

カフェラテ
600円(税込み)

第2位 第3位

で紹介しました！
過去の放送回はYouTube
をご覧ください！

ユーチューブ

＊ハンバーガー専門店の日のみ提供

Hitiwaバーガー
フレンチフライセット

1,200円(税込み)

せんげん台駅

大袋駅

北越谷駅

越谷駅

新越谷駅

南越谷駅

蒲生駅

越谷レイク
タウン駅

珈人
(千間台西店 )

珈人
(千間台東店 )

cafe＆bar
Hitiwa

knock
coffee

JR武蔵野線

東
武
ス
カ
イ
ツ
リ
ー
ラ
イ
ン

から揚げランチ
1,400円(税込み)

第1位

詳しくは
店舗Instagramから

インスタグラム
詳しくは

店舗Instagramから
インスタグラム

詳しくは
店舗Instagramから

インスタグラム
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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

女性の自立支援事業を行う団体
の募集

▶内容：ステッ
カーを掲示した
ドライブレコー
ダー搭載車で市
内を走行。不審者等を目撃した場合などに適宜
警察へ連絡し、必要に応じて警察へデータを提
供
▶対象：次の①～④のすべてに該当する方。①
市内在住・在勤　②所有する車両にドライブレ
コーダーを搭載し、市内を走行する　③事件・
事故等があった際に、警察へドライブレコー
ダーの映像を提供できる　④不審者
などの情報を得るために越谷City
メールへの登録ができる
▶申込み：電子申請または直接下記へ
∫くらし安心課(本庁舎3階)☎963-9185

▶勤務内容：次の①～③のすべて。①登校時に
おける安全確保のための立哨(7:30前後のおお
むね1時間)　②小学校や幼稚園等での交通安全
教育　③市の行事等での交通整理など
▶対象：市内在住で交通安全に理解と関心が高
く、健康で指導力があり、矯正視力を含み両眼
で0.5以上の方7人程度
▶報酬：①1,605円(時給)　②・③別途支給。社
会保険加入なし
▶申込み：2月16日㈭までに電子申
請で申し込み。または、写真を貼っ
た市販の履歴書を直接下記へ
∫くらし安心課(本庁舎3階)☎963-9185

　市では、市民の声を広く市政に反映するた
め、市政モニター制度を実施しています。
▶任期：委嘱した日～令和6年3月31日
▶内容：市政に関するアンケート、意見・提
言、市議会の傍聴や施設見学会など
▶対象：市内在住で18歳以上(令和5年4月1日時
点)の方20人(市職員、市政モニター経験者を除

く)。定員を超えた場合は選考。結果は4月上旬
に全員に通知します
▶謝礼：1万2,000円(年額)
▶申込み：2月28日㈫までに電子申
請で申し込み。または、住所・氏名
(ふりがな)・生年月日・電話番号・
応募理由(70字程度)を記入し、郵送(必着)、
ファクス、メールで下記へ
∫くらし安心課☎963-9336、D965-7809、
Hkurashi＠city.koshigaya.lg.jp

▶日程・開始時間・会場：下表のとおり。全日
程、同じ内容での開催です

▶定員：各日75人。定員に達した場合、受け付
けを終了します
▶申込み：当日会場へ
∫都市計画課☎963-9221

〇令和4年度第2回越谷市国民健康保険運営協議
会
▶日時：2月9日㈭、14:00から
▶会場：中央市民会館5階第4～6会議室
▶内容：令和5年度越谷市国民健康保険特別会
計予算(案)、保健事業(案)等について
▶定員：10人(抽せん)
▶申込み：当日13:45までに会場へ
∫国保年金課☎963-9154
〇地域包括ケア推進協議会
▶日時：2月9日㈭、19:30から
▶会場：市役所本庁舎8階第2委員会室
▶内容：地域ケア会議について
▶定員：10人(抽せん)

▶申込み：当日19:15までに会場へ
＊オンライン会議を会場で傍聴します
∫地域共生推進課☎963-9187

　市と協働して女性の自立支援事業を実施する
市民団体を募集し、人件費・事務費
の一部を助成します。詳しくは、市
ホームページをご覧ください。
▶事業実施期間：4月1日～令和6年3月31日
▶対象：次の①～④のすべてに該当する団体。
①男女共同参画に関する情報や地域の交流の場
の提供、自立に関する講座等を実施する　②女
性の自立支援に関する相談、カウンセリングを
実施する　③自立に必要な手続きの補助や関係
機関への付き添いを行う　④市民団体等が提案
する事業(女性の自立支援に寄与するもの)を実
施する。営利・政治・宗教活動を目的とする団
体を除く
▶助成上限額：350万円
▶申込み：2月1日㈬～17日㈮に電子
申請で申し込み。または、応募用紙
を直接人権・男女共同参画推進課
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
∫人権・男女共同参画推進課(第三庁舎3階)☎
963-9113

 地域の景観を守り、交通の安全を確保するた
め、電柱・道路標識に掲示されている貼り紙な
どの除却活動に協力いただける団体を募集して
います。
▶対象：市内在住・在勤・在学の18歳以上の方
で構成する4人以上の団体
▶申込み：3月17日㈮までに電子申
請、メールまたは直接下記へ
∫都市計画課(本庁舎6階)☎963-9221、H toshi
kei@city.koshigaya.lg.jp

市政モニター募集
～あなたの声をお聴かせください～

4月1日採用　交通指導員募集

傍聴してみませんか

持続可能な公共交通に関する
意見交換会の開催

ドラレコ見守り協力者募集

令和5年度越谷市違反広告物
簡易除却推進員の募集

▶提出方法：問い合わせ先、行政資料コーナー(第二庁舎4階)および各地区センターに設置するご意見箱へ。または、電子申請、郵送(必
着)、ファクス、メールで問い合わせ先へ
＊計画(案)等の閲覧と意見用紙の配布は問い合わせ先・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

件名 計画（案）等の目的 募集期間 問合せ
道路建設課(本庁舎5階)☎963-9202、
D963-9198、Hdorokensetsu@cit
y.koshigaya.lg.jp

安全で快適な通行空間の創出、都市災害の防止、景観の向上を目的として、
無電柱化法の規定に基づき、計画的に無電柱化を推進する｢越谷市無電柱化
推進計画(案)｣を策定する

越谷市無電柱化推進計画(案) 2月1日㈬～
3月3日㈮

日程 開始時間 会場
2月9日㈭
2月12日㈰
2月17日㈮
2月25日㈯

14:00

19:00

10:00

荻島地区センター
2階多目的ホール

りっしょう
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開庁時間：平日8:30～17:15越谷市役所…お知らせ　　　…税・国保・介護　　　…募集　　　…イベント　　　…事業者　　　…講座・教室

6月の日曜日の野球場貸し出し
(抽せん)

　令和5年度(広報こしがや5月号～令和6年4月
号)の掲載団体を募集します。
▶対象：会員が主に市内居住者で構成され、市
内で活動しているおおむね5人以上の趣味やス
ポーツなどを目的に集まる団体
▶掲載料：無料
▶申込み：2月1日㈬～3月31日㈮に
電子申請で申し込み。または、申
請書、団体の会則、会員(役員)名簿の写し、会
計報告を郵送(消印有効)または直接広報シティ
プロモーション課へ
＊詳しくは、掲載手続きのご案内をご覧くださ
い。掲載手続きのご案内は下記で配布するほ
か、市ホームページから印刷できます
∫広報シティプロモーション課(本庁舎4階)☎ 
963-9117

▶勤務日時：①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)　②月曜～
金曜日、15:00～18:00
▶勤務場所：市内の学童保育室
▶勤務内容：小学生の保育補助
▶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：電子申請で申し込み。ま
たは、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

▶対象：｢まんまるよやく｣に登録している市内
のチーム(登録はスポーツ振興課へ) 
▶申込み：3月1日㈬～6日㈪に電子
申請で申し込み
∫スポーツ振興課☎963-9284

▶任期：4月1日～令和6年3月31日
▶活動場所：市内公立小・中学校

▶内容：｢地域とともにある学校づくり｣の推進
▶対象：次の①～③のすべてに該当する方各学
校1人以内。①対象校の通学区域に住所を有す
る満18歳以上　②教育に関する理解と識見があ
る　③越谷市立小・中学校の教職員でない
▶申込み：2月14日㈫～22日㈬に、応募用紙、
作文(800字以内。様式自由)を郵送(必着)または
直接各小・中学校へ(土曜・日曜日を除く)
＊詳しくは、公募要項をご覧ください。公募要
項、応募用紙は市ホームページから印刷でき
ます
∫指導課☎963-9292

▶勤務日時：6月～10月、10:00～15:30
▶対象：市内在住で臨床検査技師の免許を有す
る、心電図検査等の経験がある方2人
▶申込み：写真を貼った市販の履歴書、資格免
許証の写しを郵送で下記へ 
∫ (一社)越谷市医師会(〠343-0023東越谷10-31
保健センター3階)☎910-9134

〇都市計画の変更案の縦覧
▶期間：2月10日㈮～24日㈮、8:30～17:15(土
曜・日曜日、祝日を除く)
▶縦覧場所：越谷市都市計画課、吉川市都市計
画課、松伏町新市街地整備課、県都市計画課、
越谷県土整備事務所。県都市計画課ホームペー
ジからもご覧になれます
▶内容：越谷都市計画都市計画区域の整備・開
発・保全の方針、越谷都市計画区域区分
〇案に対する意見書の提出
▶対象：越谷市・吉川市・松伏町に住所を有す
る方、利害関係人
▶提出方法：2月10日㈮～24日㈮に意見書を郵
送(必着)または直接各縦覧場所へ。または埼玉
県電子・届出サービスで提出。意見書は縦覧場
所で配布するほか、県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、県都市
計画課☎048-830-5341

　いただいたご意見の要旨と市の考え方は、市
ホームページで公表します。
▶件名：越谷市空き家等の適正管理に関する条
例の一部改正(案)
▶募集期間：令和4年11月16日～12月15日
▶意見数：2件
∫建築住宅課☎963-9205

都市計画の変更(県決定)に係る
案の縦覧

広報こしがや「お知らせパック～この指とま
れ！～」に掲載するクラブ・サークル募集

学童保育補助指導員募集 【公募委員】令和5年度市内各小・中
学校の学校運営協議会委員の募集

越谷市医師会の臨時職員募集

意見募集結果

　   快適で活力ある魅力的なふるさとづくりを目的とした市民活動事業への助成
実施期間 交付決定日～令和6年3月31日
対象事業 自主的、主体的に活動する市民による公共活動を目的とした事業(営利・政
治・宗教目的の事業、特定の個人・団体等が対象の事業、定期的・恒例的に行われて
いる事業、備品購入のみを目的とした事業を除く)
対象団体 市内に活動の本拠を有し、期間内に事業を終了する見込みがある団体
選考方法 団体によるプレゼンテーション、越谷しらこばと基金運営委員会の審査
申 込 み 2月20日㈪～3月3日㈮に電子申請で申し込み。または、必要書類を
直接市民活動支援課へ。必要書類は市民活動支援課、各地区センター、各交
流館、市民活動支援センター｢ななサポこしがや｣で配布するほか、市ホーム
ページから印刷できます

　   スポーツの全国大会出場者および出場団体や文化賞受賞者への助成
　随時募集しています。事業前日までに申請が必要です。詳しくは市ホームページを
ご覧になるか、市民活動支援課へお問い合わせください。

任　期 4月1日～令和7年3月31日
内　容 越谷しらこばと基金の基本的なあり方・運用・助成金の交付などの審議
対　象 次の①～③のすべてに該当する方。①市内在住で満18歳以上(令和5年4月1日時
点)　②ほかの審議会等の公募委員でない　③越谷市職員でない
申込み 2月1日㈬～22日㈬に電子申請で申し込み。または、申込書、作文
(800字以内。様式自由)を郵送(必着)、メールまたは直接市民活動支援課へ。
募集要項、申込書は市ホームぺージから印刷できます

令和5年度越谷しらこばと基金助成事業の募集

【公募委員】越谷しらこばと基金運営委員会委員の募集

例年より募集時期が
早いためご注意ください

越谷しらこばと基金
∫市民活動支援課(本庁舎3階)☎963-9153、Hshikatsu@city.koshigaya.lg.jp

越谷しらこばと基金に
ついて詳しくはこちら



広報こしがや　令和5年（2023年）2月号 9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

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

3月の市民課休日窓口は3月5日㈰です

▶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
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
＊マイナンバーカード担当窓口が大変混雑しています。
　混雑状況は市ホームページでご覧になれます
∫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取得した方に最大5,000ポイント、健康保険証としての利用
申し込みをした方に7,500ポイント、公金受け取り口座の登録をした方に7,500ポイン
トが付与されます。マイナポイントの申し込みにはマイナンバーカードが必要です。
▶対象：2月末までにマイナンバーカードを申請し、マイナポイントの申し込みをし
た方(マイナポイント申し込み期限は、国から通知がありしだいお知らせ
します)
▶申込み：パソコンやスマートフォンから申し込み。詳しくはホーム
ぺージをご覧ください
∫マイナンバー総合フリーダイヤル☎0120-95-0178(ダイヤル後、5番を選択)

　SDGsの理念を踏まえて、市と共に地域
課題の解決や持続可能なまちづくりに取り
組むこしがやSDGsパートナーを募集しま
す。パートナーにはオリジナルロゴマーク
のピンバッジや登録証を交付します。
▶内容：パートナーは、それぞれが設定・
宣言したSDGsに資する取り組みを実行
し、市はその活動の紹介やパートナー間の
ネットワークづくりなどを支援
▶対象：市内に事業所または拠点を有する
企業・団体等、市内在住・在勤・在学また
は市内で活動する個人
▶申込み：電子申請で｢こしがやSDGs
パートナー宣言書｣を提出

＊詳しくは、市ホームページを
ご覧ください
∫環境政策課☎963-9183

　4月～令和6年3月のごみ収集カレンダーを市
の委託業者が各家庭のポストに投函します。一
部地域では自治会の協力により配布します。店
舗、事務所には配布しません。
▶配布予定期間：▷1地区～5地区…2月上旬～
下旬　▷6地区～10地区…2月下旬～3月中旬

＊地区の番号はごみ収集カレンダー表紙の右上
に記載しています
＊上記の配布予定期間を過ぎても届かない場合
は、リサイクルプラザへご連絡ください
∫リサイクルプラザ☎976-5375

　市内では、アライグマやハクビシンによる家
屋や作物への被害が急増しています。また、カ
ラス・ムクドリ・ハトなどによる糞害や鳴き声
の騒音なども生活に影響を与えています。餌の
少ない冬場に野生動物の個体数をコントロール
するため、2月13日㈪～20日㈪に｢野生動物への
無自覚な餌付けストップキャンペーン｣を実施
します。
〇取り組みの例
・木になった果物等はすべて収穫し、売り物に
ならない作物や食べられない作物も屋外に放
置しない
・生ごみは外から見えないように二重に包んで
ごみ袋に入れ、ごみ袋はごみ集積所のネット
からはみ出さないように包み込む
ようにして捨てる
＊詳しくは、市ホームページをご覧
ください
∫環境政策課☎963-9183

　各団体への寄付をいただき、誠にありがとう
ございました。いただいた厚志は、各団体の活
動や事業に、有効に活用します。
▶募集期間：令和4年9月1日～11月30日
▶寄付件数：199件
▶寄付金額：470万4,000円
∫市民活動支援課☎963-9153

　物価高騰などの影響を受ける市内高齢者施
設・障がい者施設・障がい児施設の事業者(運
営法人)に支援金を支給します。詳しくは、市
ホームぺージをご覧ください。
∫高齢者施設について…介護保険課☎963-93 
05、障がい者施設について…障害福祉課☎96 
7-5137、障がい児施設について…子ども施策推
進課☎963-9165

令和5年度(2023年度)版
ごみ収集カレンダーの配布

野生動物への無自覚な餌付け
ストップキャンペーン

ふるさと納税を活用したクラウドファンディング
によるＮＰＯ等支援の寄付募集報告

越谷市高齢者施設等光熱費等高
騰対策支援金

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！
マイナンバーカードを作りましょう

持っていると便利！！

マイナポイント第2弾実施中！
対象のマイナンバーカード申請期限は2月末まで延長！

せんげん台駅

大袋駅

北越谷駅

越谷駅

新越谷駅

南越谷駅 越谷レイクタウン駅

市役所

蒲生駅

JR武蔵野線

東
武
ス
カ
イ

  

ツ
リ
ー
ラ
イ
ン 第６地区～10地区

２月下旬～３月中旬第１地区～５地区
２月上旬～下旬

第6地区

第4地区

第5地区 第7地区

第8地区第2地区

第1地区
第9地区

第10地区

第3地区

企業・団体用 個人用

こしがやSDGs
パートナー制度が
始まります

ふん
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　2月14日㈫までに電話申請で
申し込み。または、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｣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

　越谷市消防団で、女性のみで構成されて
いる分団の名前は何でしょうか。答えは今
号の中にあります。

　越谷アルファーズは、27勝6敗で東地区1位
です(1月27日現在)。
〇シニア割チケットのご案内
　今シーズン快進撃を続ける越谷アルファー
ズの観戦チケットを、特別割引にて販売しま
す。ぜひこの機会に、会場で越谷アルファー
ズを応援しましょう！
▶日程・対戦相手：下表のとおり

▶会場：総合体育館
▶対象：市内在住で60歳以上の方
▶料金：1,000円(2階自由席)
▶申込み：専用フォームで申し込み
∫越谷アルファーズ運営事務局☎999-6004

　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、   
3月の第5回ワールド・ベース
ボール・クラシックの日本代
表選手に決定しました。

　本市出身力士の阿炎関は、
大相撲初場所(1月22日千秋
楽)で、8勝7敗の成績を納
め、場所を終えました。

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56回）

★医師
★病院

①医師
左手首に右手4指を当てて、右手の
親指を立て、胸の前に置く

②病院
左手首に右手4指を当てて、両手で
四角い建物の形を描く

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

　(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、以下の備品を整備しました。
〇越谷市消防団桜井分団第6部

∫警防課☎974-0104
〇越谷市大沢地区自治会連合会

∫市民活動支援課☎963-9153

　4月9日㈰に県議会議員、23日㈰に市議会議員
の選挙が行われます。各選挙の立候補予定者説
明会を次のとおり開催します。
〇埼玉県議会議員一般選挙立候補予定者説明会
▶日時：2月8日㈬、13:30から
▶会場：ふれあいキューブ(春日部市南1-1-7)
〇越谷市議会議員一般選挙立候補予定者説明会
▶日時：2月11日㈷、13:30から
▶会場：市役所本庁舎8階第一委員会室
＊市議会議員選挙の説明会への出席は、立候補
予定者1人につき2人以内でお願いします
∫選挙管理委員会事務局☎963-9276

　市では、拡大・多様化する行政課題に迅速か
つ的確に対応し、効率的で効果的な行政運営を
推進するため、令和3年度～7年度の5年間を計

画期間とする第7次行政改革に取り組んでいま
す。これまでの取り組み状況は下表のとおりで
す。

　これらの取り組みで得られた財源と業務効率
の向上等を通じ、市民の皆さんへのサービスの
充実や将来にわたるまちづくりを推進します。
＊第7次越谷市行政改革大綱・実施計画および
令和3年度取組結果報告書は、 
市ホームページまたは行政資料
コーナー(第二庁舎4階)でご覧に
なれます
∫行政管理課☎963-9313

　次のような行為はしてはいけません！
①許可なく上空に飛び出した看板などを設置
②樹木などが敷地の外に張り出している
③歩道と車道を区切るガードレールやガードパ
イプに広告物を設置
④歩行者や自転車の通行の妨げになる位置にの
ぼり旗を置く
⑤植木鉢やプランターなどを家の敷地外の道路
上や歩道上に置く
⑥側溝部分や歩道に立て看板や広告塔を設置
⑦家の駐車スペースに車を入れるとバンパーや

タイヤが道路上に飛び出す
⑧自宅や駐車場などの出入り口前に段差解消ブ
ロック等を置く
∫道路総務課☎963-9201

　全国瞬時警報システム(Jアラート)から送ら
れてくる国からの緊急情報を確実に皆さんへお
伝えするため、防災行政無線を用いて試験放送
を行います。
▶日時：2月15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

コミュニティ助成金で
備品を整備

立候補予定者説明会

行政改革の取り組みのお知らせ

道路はみんなのものです
ルールを守って使いましょう

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

令和3年度の主な取り組みと財政的効果額

累計財政効果額
(令和3年度～7年度)
取り組みの実施率

公共下水道事業の経営
改善
総合防災ガイドブック
の作成

1億6,695万4,000円

84％(37件中31件)

1億3,400万円の増収

2,383万5,000円の削減

第7次行政改革の取り組み状況

コシスポ

阿炎関

1
2

3

4

5

6

87

小型動力ポンプ

ノートパソコン、ワンタッチテント等

日程
2月11日㈷・12日㈰
3月11日㈯・12日㈰

対戦相手
熊本ヴォルターズ
香川ファイブアローズ



広報こしがや　令和5年（2023年）2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

広報こしがや
▶発行部数・掲載号：約12万1,000部。5
月号～令和6年4月号(毎月1日発行)
▶規格・掲載料・募集数：1区画(縦4.6㎝
×横7.8㎝)につき、2色刷りは1万円、カ
ラー刷りは3万円(月額)。1号に
つき27区画
▶申込み：2月10日㈮～28日㈫
に電子申請で申し込み
∫広報シティプロモーション課☎963-9117
市職員(会計年度任用職員を含む)の
給与明細
▶掲載場所・期間：給与明細の裏面。4月
～令和6年3月(給与12回、賞与2回の計14
回)
▶規格・掲載料・募集数：1区画縦6cm×
横9cm。黒1色の単色刷り。1区画につき2
万円(年額)。9区画
▶配付数：1回につき約4,000枚
▶申込み：2月1日㈬～14日㈫に
電子申請で申し込み。または、
申込書と原稿データを直接下記
へ
∫人事課(第二庁舎4階)☎963-9133

□文教大学文学部　書道・書写書道教育ゼ
ミ卒業制作展
▶日時：2月21日㈫～24日㈮、9:00～19:00
(21日は13:00から、24日は17:00まで)
▶会場：中央市民会館2階市民ギャラリー
▶入場料：無料
∫文教大学書道研究室☎974-8811
□マンションLIFEセミナー＆相談会｢新し
い時代のマンション管理｣
▶日時：2月11日㈷、13:30～15:30
▶会場：市民活動支援センター｢ななサポ
こしがや｣。または、Zooｍによるオンラ
イン参加
▶定員：会場、オンライン各10人
▶受講料：無料(オンライン参加の場合の

通信料は自己負担)
▶申込み：当日までにホームページ(https
://www.saikan-net.com/)から申し込
み。または電話で下記へ
∫NPO法人埼玉県マンション管理組合
ネットワーク☎048-887-9921

□令和4年度こしがや文化芸術祭
▶日時：2月19日㈰、10:00～17:00
▶会場・内容：サンシティ▷展示ホール…
華道、書道、工芸、デザイン、郷土研究会
　▷小ホール(12:00～17:00)…詩吟、邦
楽、日舞、民謡、和太鼓、民族舞踊、相撲
甚句、演芸
▶申込み：当日会場へ
∫越谷市文化連盟事務局・戸張☎966-3121

□手作り体験講習会
▶日時：2月14日㈫・28日㈫、9:45～11:45
▶会場：桜井地区センター
▶内容・材料費：ドールのブローチ…400
円、うさぎの巾着ポーチ…1,300円。いず
れかを選択
▶定員：5人
▶持ち物：裁縫セット
▶申込み：電話で下記へ
∫手作りクラブさくら草・大出☎080-54 
86-6649
□第53回越谷市華道協会春のいけばな展
▶日時：3月4日㈯・5日㈰、10:00～17:00
▶会場：サンシティ展示ホール
▶内容：華道家と会員のいけばなの展示、
学生いけばな体験(定員20人)
▶申込み：当日会場へ
∫越谷市華道協会・坂田☎977-0344

広告掲載を希望する
事業者を募集します　1月23日㈪に、市役所議場で臨時議会が開か

れ、市長提出1議案が原案どおり可決されまし
た。詳しくは、市議会ホームページをご覧くだ
さい。
∫議案について…法務課☎963-9130、議会につ
いて…議事課☎963-9261

▶日時：3月9日㈭、18:00～20:00
▶会場：中央市民会館4階第13～15会議室。ま
たは、Zoomによるオンライン参加
▶内容：国補助金の活用方法や申請のポイント
▶対象：中小企業者等。▷会場…50人　▷オン
ライン…100人
▶参加費：無料(オンライン参加の場合の通信
料は自己負担)
▶申込み：3月2日㈭までに、専用
フォームで申し込み。または電話、
ファクスで事業所名、住所、参加者
氏名、電話番号を越谷商工会議所中小企業相談
所(☎966-6111、D048-965-4445)へ
∫経済振興課☎967-4680

▶日時：2月22日㈬、14:00～15:30
▶会場：中央市民会館4階第13～15会議室。ま
たは、Zoomによるオンライン参加
▶内容：電気製品などの正しい使用方法、不注
意が原因で引き起こされる事故について
▶講師：埼玉県消費生活コンサルタントの会の
山下則子さん
▶定員：会場、オンライン各60人
▶受講料：無料(オンライン参加の場合の通信
料は自己負担)
▶申込み：2月1日㈬～14日㈫に電子
申請で申し込み。または21日㈫まで
に電話で下記へ。オンライン参加を
希望する方は電子申請のみ
∫くらし安心課☎963-9156

▶配信期間：3月15日㈬まで
▶講師：(株)JobRainbow代表取締役CEOの
星賢人さん
▶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
県ホームページ(https://www.pref.saita 
ma.lg.jp/a0303/lgbt-pamphlet.html#ken 
minkouza)から視聴
∫(株)フレッシュタウン☎03-3252-2527

▶日時：2月11日㈷、14:00～16:30
▶会場：西体育館
▶内容：講義・実技｢パラリンピックの発展と
その世界｣
▶対象：スポーツ・レクリエーション指導者お
よび指導者を目指す方60人
▶申込み：2月10日㈮までに電子申
請または電話で下記へ
∫スポーツ振興課☎963-9284

▶受講期間：おおむね4月～8月
▶会場：県内大学、都内1大学
▶科目：経済政策、社会福祉、語学など
▶対象：県内在住で55歳以上の方
▶受講料：各科目1万円程度
▶申込み：2月1日㈬から各大学へ直接申し込
み。詳しくは、県ホームページ(http://www.
pref.saitama.lg.jp/a0603/4-rikarento.html)
から募集案内をご覧ください
∫県高齢者福祉課☎048-830-3263

▶日時：3月7日㈫・14日㈫、10:10～12:00(全2
回)
▶会場：図書館2階視聴覚ホール
▶内容：絵本の読み聞かせについての講義と実

技演習
▶講師：(一社)日本子どもの本研究会会員の五
十嵐静江さん
▶対象：両日参加できる、市内の学校で学校図
書館運営ボランティア等として読み聞かせ活動
の経験が3年以上ある方20人
▶受講料：無料
▶持ち物：筆記用具
▶申込み：2月8日㈬～22日㈬に電子
申請で申し込み

∫図書館☎965-2655

経済産業省関連　補助金説明会

臨時議会が開かれました

消費生活講座｢製品安全ってなんだ
ろう？～身近に潜む製品事故～｣

令和4年度埼玉県LGBTQ県民講座～い
ま、あなたにできること～(オンライン)

スポーツ・レクリエーション
指導者研修会

大学の開放授業講座

読み聞かせボランティア講座
(中級者編)

～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

ズ ー ム

ズ ー ム

ズ ー ム



広報こしがや　令和5年（2023年）2月号12 税・国・介 募　　集お知らせ

〠343-8501　越ヶ谷4-2-1
開庁時間：平日8:30～17:15越谷市役所…お知らせ　　　…税・国保・介護　　　…募集　　　…イベント　　　…事業者　　　…講座・教室

いずれも、▶会場：ビジネスサポートセンター
2階、▶受講料：無料、▶申込み：2月13日㈪か
ら電子申請で申し込み
〇就職支援セミナー(金曜講座)～グ
ループワーク形式～
▶日程・時間・内容：下表のとおり

▶対象：市内在住で就職活動中の65歳未満の方
各回20人
〇女性のためのビジネスマナー講座
▶日時：3月8日㈬、10:00～12:00
▶内容：第一印象の重要性、ビジネ
スマナーの基本
▶対象：市内在住で就職活動中の女性20人
〇ミドルシニアのための就職支援セ
ミナー
▶日時：3月22日㈬、10:00～12:00
▶内容：志望動機や職務経歴などの答え方
▶対象：市内在住で就職活動中の40歳以上の方
20人
∫経済振興課☎967-4680

　埼玉県ふるさと創造資金補助事業を活用し、
回遊・滞在・グルメをテーマにした冬の水辺の
新たな景観づくりのイベントを開催します。
▶日時：2月12日㈰、13:00～19:00
▶会場：大相模調節池北池周辺

▶内容：水辺のマルシェ、こたつテ
ント、フォトスポットなど。詳しく
はホームページをご覧ください
∫経済振興課☎967-4680

▶期間：2月23日㈷～3月5日㈰。まちあそびイ
ベントは5日、10:00～15:00
▶会場：旧日光街道沿いおよびその周辺の商店
や古民家、観光物産拠点施設｢ガーヤちゃんの
蔵屋敷｣、越谷ツインシティ、市役所本庁舎1階
ロビー
▶内容：越谷の伝統的手工芸品である雛人形の
展示。▷3月3日㈮～5日㈰…旧ぬ志徳陶器店(中
町7-19)にて越ヶ谷宿に縁のある徳川家康こし
がや館としての展示(大相模不動尊大聖寺夜具
写真(現物大)、浄山寺等の所蔵品写真など)　
▷3月5日㈰…マルシェ、ワークショップなど
∫越谷商工会議所☎966-6111

▶日時：3月3日㈮～5日㈰、10:00～11:20(集合
時間は9:50)
▶集合場所：観光物産拠点施設｢ガーヤちゃん
の蔵屋敷｣前
▶内容：旧日光街道の古い建物や商店の見学

▶定員：15人
▶参加費：500円(傷害保険代金を含む。当日集
金します)
▶申込み：3月2日㈭までに電話またはメールで
下記へ
∫越谷商工会議所☎966-6111、Hkoshigaya. 
posttown@gmail.com

▶日時：3月12日㈰、14:30～16:00
▶会場：図書館2階視聴覚ホール
▶内容：越谷市演芸協会の皆さんによる口演
▶対象：小学3年生以上の方30人
▶参加費：無料
▶申込み：2月10日㈮、10:00から電
子申請または電話で下記へ
∫図書館☎965-2655

▶日時：3月24日㈮、9:30～12:30
▶集合場所：東武スカイツリーライン北越谷駅
西口
▶内容：香取神社、光明院、七ツ池、久伊豆神
社、スマッカラ地蔵、花田苑を巡る
▶参加費：500円
▶申込み：3月14日㈫までに専用
フォームから申し込み。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

越谷市立図書館寄席

観光ぶらっとこしがや
｢桜の季節の越谷散歩｣

越ヶ谷宿の雛めぐり・
まちあるきガイドツアー

越ヶ谷宿の雛めぐり
～宿場のまちあそび～

大相模調節池水辺活用イベント
｢Lake and Heart｣

就職支援セミナー・講座

3月3日㈮

3月17日㈮

日程

10:00～
12:00

時間
求人票の見方

自己PR作成

内容

撮影：前島吉裕

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
□(地域の)アーティストとホールの共同企
画Vol.36 オペラ・ブッファ(喜歌劇)と
春の調べ

▶日時：3月21日㈷、15:00開演

▶出演：佐藤展子(ピアノ)、渡邉恵津子
(ソプラノ)、髙田智士(バリトン)
▶入場料：無料。3歳以上で静かに鑑賞で
きる方のみ入場できます
▶申込み：事前に往復はがきで申し込み。
詳しくは、ホームページ(http://www.sun
cityhall.jp)をご覧ください
∫サンシティホール文化事業係☎985-1113
(9:00～17:15)
□こしがや能　春の
調べ
▶日時：4月3 0日
㈰、14:00開演
▶会場：こしがや能
楽堂
▶出演：岡庭祥大ほ
か

▶内容：舞囃子｢弓八幡｣、狂言｢隠狸｣、能
｢巴｣ほか
▶入場料：一般3,000円、学生1,500円(税込
み。全席自由)。就学前のお子さんは入場
できません
▶申込み：専用フォーム、電話
または直接サンシティへ
□サンシティ名画劇場｢異動辞令は音楽
隊！｣
▶日時：2月10日㈮
・11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(税
込み。全席自由)
▶申込み：当日会場へ

サンシティからのお知らせ
南越谷1-2876-1 

ゆかり



広報こしがや　令和5年（2023年）2月号 13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

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

▶日時：3月5日㈰、12:30～16:45(予定)
▶会場：サンシティ小ホール
▶内容：市内の郷土芸能保持団体や小学生によ
る囃子・木遣り・獅子舞等の披露、和太鼓の体
験
▶入場料：無料
▶申込み：当日会場へ。和太鼓の体験は、当
日、受付で申し込みが必要です(先着7組)
＊詳しくは、市ホームページをご覧ください
∫生涯学習課☎963-9307

▶日時：▷展示…3月10日㈮～28日㈫、9:00～
17:00(入館は16:30まで)　▷展示解説…3月23日
㈭・28日㈫、13:30～14:30

▶会場：旧東方村中村家住宅(レイクタウン
9-51)。空調設備がないため、暖かい服装でお
越しください
▶内容：越ヶ谷、蒲生、出羽、新方、増林、大
袋、荻島、大相模の各小学校が開校150周年を
迎えることを記念し、明治5年(1872年)の学制
発布によって誕生した市域の学校の様子などを
紹介
▶定員：展示解説は各日8人
▶入場料：無料
▶申込み：▷展示…当日会場へ　▷
展示解説…3月1日㈬～22日㈬に電子
申請で申し込み。または電話で生涯
学習課へ

∫生涯学習課☎963-9315

▶日時：2月10日㈮～16日㈭、10:00～18:00(16
日は16:00まで)

▶会場：中央市民会館4階第13～18会議室、会
議室Ａ・B
▶内容：公募で入選した市民の作品等を展示
(日本画・洋画・彫刻・工芸・書・写真の6部
門)
▶入場料：無料
▶申込み：当日会場へ

∫生涯学習課☎963-9307

　浄山寺の本尊で、国
重要文化財である｢木造
地蔵菩薩立像｣をご覧に
なれます。
▶日時：2月24日㈮、
6:00～18:00
▶場所：浄山寺(野島32)
∫生涯学習課☎963-9315

第38回越谷市郷土芸能祭
～和太鼓の体験開催～

市内小学校開校150周年記念展示｢越谷から
見た近代教育｣第一部　近代学校の誕生 第21回越谷市美術展覧会

(市展)

浄山寺｢木造地蔵菩薩立像｣
御開帳

過去の郷土芸能祭の様子

明治8年の校則

過去の市展会場の様子

2月25日㈯

3月4日㈯

日程

14:00

～

16:00

時間

絵本の世界へようこ
そ～大人のための絵
本とアート～

アートでつながる～
わたしの木からみん
なの森へ～

内容ほっと越谷の催し
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
特に記載のない場合、▶参加費：無料、▶
申込み：事前に電話または直接下記へ、▶
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/
□CaféTOMO｢ひかりの森～いきいきホッ
ト体験～｣
▶日時：2月22日㈬、13:00～15:00
▶内容：NPO法人視覚障がい者支援協会・
ひかりの森の利用者による朗読、体験談の
講話
▶対象：視覚に障がいのある方、ひかりの
森に興味がある方25人

□越谷市展示コーナー｢越谷リバーウォーク
記念展示会｣
▶日時：2月3日㈮～3月26日㈰、9:00～17:00

▶内容：令和4年9月～11月に行われた｢越谷
リバーウォークイベント｣の様子を紹介、ガ
イドブックの内容を詳しく解説
▶申込み：当日会場へ
□歴史講座｢三ノ宮卯之助の生涯と力石の現
況｣
▶日時：2月9日㈭、10:00～12:00
▶内容：江戸時代に越谷市で生まれた日本
一の力持ち・三ノ宮卯之助の生涯と力石の
現況を、スライドを使用して紹介
▶定員：40人

特に記載のない場合、▶参加費：無料、▶
申込み：専用フォーム、電話、ファクス、
または直接右記へ、▶会場・問合せ：男女
共同参画支援センター｢ほっと越
谷｣☎970-7411、D970-7412(月
曜日、祝日を除く)
□男性限定講座｢俺たちはこのままでいいの
か！？～これからの時代を生きる私の価
値観アップデート～｣
▶日時：2月26日㈰、14:00～15:30
▶内容：これまで社会に｢男らしさ｣を強い

られてきた｢俺たち｣にはどんな特徴や考え
方があるのか。これからの時代にはどんな
｢私｣でいた方がいいのか
▶講師：桃山商事代表の清田隆之さん
▶対象：テーマに関心がある男性(性自認男
性含む)20人(1歳6カ月～就学前のお子さん3
人の保育あり。申し込みは2月15日㈬まで)
□2回連続講座　終わらないコロナ禍、不安
や悩みを感じている女性のための講座｢わ
たしを大切にする　こころとからだのケ
ア｣
▶日程・時間・内容：下表のとおり

▶講師：カウンセラー・公認心理師の海原
由佳さん
▶対象：コロナ禍で不安や悩みを感じてい
る、またはテーマに関心がある女性12人(1
歳6カ月～就学前のお子さん3人の保育あ
り。申し込みは2月16日㈭まで)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 きよ た たかゆき

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かいばら

ゆ　か



＊12月の街頭犯罪件数は、広報こしがや3月号に掲載予定です 〠343-8501　越ヶ谷4-2-1
開庁時間：平日8:30～17:15越谷市役所

　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。
　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。詳しくは、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(〠343-0023東越谷10-31)☎960-1100、
D967-5118

健 康
ガイド
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薬の相談日

2/14㈫・28㈫・3/7㈫、
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

　薬剤師に直接相談することができます。

講座・教室

休日当番医

ご協力ください

の献血愛

　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
2月11日㈷
▷越谷にしはら眼科　☎972-6266
レイクタウン3-1-1イオンレイクタウンmori1階
/眼
▷　　松尾医院　☎977-5963
恩間283/内・小・皮
▷　　佐藤産婦人科　☎985-0310
新越谷1-34-4/発熱(妊産婦に限らず診療)
▷　　北辰病院　☎0570-033-339　
七左町4-358/発熱・内・精・心療
▷　　蒲生天神橋クリニック(午前のみ)
☎961-7800　伊原1-4-52/内・整・外・リハ・脳
▶マツナガ歯科医院　☎989-0008
蒲生茜町2-14グローリー茜1階/歯・矯歯・小歯
2月23日㈷
▷軍司整形外科　☎986-2408
南越谷4-23-8/整・外・リハ
▷　　越谷くろす内科クリニック
☎972-5556　宮前1-5-21/内
▷　　新越谷病院　☎964-2211
元柳田町6-45/内
▷　　北辰病院　☎0570-033-339　
七左町4-358/発熱・内・精・心療
▷　　こしがや胃腸内科・皮膚科(午前のみ)
☎973-7846　蒲生寿町4-18関根ビル1階/内
▶山本歯科医院　☎979-2246
下間久里397-1/歯・矯歯・小歯

　肝炎ウイルス検診
▶期間：2月28日㈫まで
▶内容：血液検査
▶対象：次の①～③のいずれかに該当する方。

①令和4年度中に肝炎ウイルス検診を受診して
いない　②肝炎ウイルスに感染の機会、または
心配がある方で受診を希望する　③令和4年度
の特定健診等において肝機能検査の数値に異常
が見られた(現在、肝炎・肝硬変で治療中の
方、職場等で同様の検診を受けた方は対象外)
▶申込み：直接実施医療機関へ
＊詳しくはこしがや保健ガイドをご覧ください
　歯科健診・相談～歯つらつ！　お口の健康～
▶日時：3月8日㈬、13:30～15:00
▶定員：20人
▶申込み：電子申請または電話で申
し込み
　栄養士にきく！　食生活なんでも相談
▶日時：3月9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：電子申請または電話で申
し込み

　継続が大事！　糖尿病予防のバランス食教室
～調理編～
▶日時：3月13日㈪ 、10:00～13:00
▶内容：糖尿病予防のための食生活についての
講話、調理実習
▶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：2月8日㈬から電子申請ま
たは電話で申し込み
　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：2月15日㈬、10:00～11:00
▶会場：南越谷地区センター

▶持ち物：飲み物
▶申込み：2月14日㈫までに電子申
請または電話で申し込み
　ヘルシークッキング｢自分の腎臓は自分で守
ろう！　～無理なくできる腎臓に優しい食事～｣
▶日時：3月3日㈮、10:00～13:00
▶内容：保健師・栄養士による講話、調理実習
▶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：2月8日㈬から電子申請ま
たは電話で申し込み
65歳からの心の健康講座｢心を健やかに保つた
めのコミュニケーションについて｣
▶日時：3月14日㈫、14:00～15:30
▶会場：中央市民会館4階第13～18会議室
▶内容：高齢期の特徴、心と体の関係など
▶講師：埼玉県立大学看護学科准教授の江口の
ぞみさん
▶対象：市内在住で65歳以上の方、高齢者支援
のための活動に関わる方40人
▶持ち物：筆記用具
▶申込み：2月7日㈫から電子申請、
電話または直接下記へ
∫地域包括ケア課(第二庁舎1階)☎963-9163

▶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(初回のみ)、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
会員は専用フォーム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)

☎＃7119または☎048-824-4199

電話で看護師に相談する

チャットで相談する

●埼玉県救急電話相談(24時間、無休) ☎048-762-8026、D048-816-5801
●埼玉県受診・相談センター(9:00～17:30)

☎0570-783-770、D048-830-4808
●県民サポートセンター(24時間、無休)

●埼玉県指定診療・検査医療機関
　検索システム
右記の二次元コードからご利用くだ
さい

●埼玉県AI救急相談
右記の二次元コードを読み取るか、
｢埼玉県AI救急相談｣で検索

＊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

☎960-1000
越谷市夜間急患診療所(年中無休)
夜間に急病になったとき

受診すべきか迷う際の相談、
受診先の確認

発熱などの症状が出たとき

診療科目
受付時間
診療時間
所 在 地

内科・小児科
19:30～22:30
20:00～23:00
東越谷10-31（越谷市保健所内）

もしものときは

健(検)診・相談

こうくう

口腔がん検診は2月15日㈬まで
　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。

＊いずれも医療行為ではなくアドバイ
　スを行うものです

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を探したいと
き（歯科・口腔外科・精神科を除く）

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

薬剤師はアスリートも
サポートしています

　昨年のサッカーワールドカップでの日本代
表の戦いに元気をいただき、スポーツの持つ
力を感じた方も多かったと思います。その舞
台裏では900件を超えるドーピング検査が行
われたそうです。
 選手は、勝つために、自分を鍛え、大会で
最高のパフォーマンスを発揮できるよう、
日々、厳しい練習をしていますが、中には勝
利だけを求め、禁止薬物使用等の不正を行う
｢ドーピング｣という行為をする選手がいま
す。この行為はフェアプレーの精神に反し、
全世界、スポーツ界全体で禁止されていま
す。この行為を禁止するアンチ・ドーピング

活動は、ドーピングを無くし、公正で公平な
スポーツに参加する選手の権利を守り、ス
ポーツの価値を守るための活動です。
　その規則は、毎年1回見直しをされ、その
中には、居場所情報も提供し、選手自身が事
前通告なしのドーピング検査に応じクリーン
であることも証明しなければいけない規則も
あるのです。日本代表になるのは、努力だけ
でなくさまざまな規則に従わなければならず
本当に大変なことです。その尊敬すべき選手
を意図的ではないうっかりドーピング(治療
等に使用した薬に禁止物質が入っていた等)
から守ることを薬剤師もできるのです(公認

を受けたドーピング専門薬剤師をスポーツ
ファーマシストと呼びます)。選手だけでな
くその関係者、ご家族にもドーピングについ
て知っていただき、頑張っている選手の努力
が｢知らなかった｣ということでむだにならな
いようにしたいのです。
　薬剤師は薬を用いた治療に関わるだけでな
く、予防と養生やアンチ・ドーピング活動を
通じて病気になった方だけではなく、元気な
方々も守るお手伝いができます。病気の有無
にかかわらず、ぜひ｢かかりつけの薬剤師・
薬局｣を持ち、健康でいるためのサポーター
にしていただければ幸いです。

▶月曜～金曜日：9:00～11:45・13:00～13:15
(午前に申し込みをした場合、視触診検査と
マンモグラフィ検査が午前と午後に分かれま
す。必ず両方ご受診ください)

▶日曜日：8:15～11:15

医師による視触診検査、マンモグラフィ検査

35歳以上の女性(平成元年3月31日以前に生ま
れた方)で、奇数月生まれ、または令和4年度
に未受診の方。妊娠中などの理由で検診を受
けられない方がいます。しこりや乳頭分泌な
どの症状がある方は、医療機関(外科)をご受
診ください

1,500円。条件により無料の方がいます

3月8日㈬～22日㈬に電子申請で申
し込み。申し込みは1人1回まで。
申し込み前に、市ホームページか
ら注意事項をご一読ください
＊受診時に介助が必要な方は、申し込み前に
健康づくり推進課へご相談ください
＊都合が悪くなった場合の変更はできません
＊検診を受ける時期は、月経開始1週間後く
らいが最適です。月経前2週間は避けてく
ださい
＊6月～8月には、医療機関で乳がん施設検診
を実施しますので、集団検診か施設検診の
いずれかをご受診ください
＊詳しくは、市ホームページまたは4月に発
行するこしがや保健ガイドをご覧ください

越谷市薬剤師会　副会長
(有)サイトウ薬局　齋藤　和也

さいとう かずや

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

∫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

∫健康づくり推進課
☎960-1100

新型コロナウイルスワクチン接種は3月31日㈮まで　

オミクロン株対応ワクチンについて　

■対象
初回接種(1・2回目接種)を完了し、前回接
種から3カ月以上経過した方
■接種するワクチン
BA.1対応型またはBA.4/5
対応型のいずれか1回のみ
＊国からの供給状況等の
事情により、今後市内
医療機関で使用するワクチンをBA.4/5
対応型からBA.1対応型に切り替える場
合があります

乳幼児(6カ月～4歳)・小児(5歳～ 11歳)のワクチン接種

　1人3回接種することが原則になりますが、すべての接種が
完了していなくても、一定の効果が期待できると言われてい
ます。3月31日までにすべての接種の完了が見込めない場合で
も、可能な範囲で接種をご検討ください。

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

令和5年度乳がん集団検診

日程・会場

内　　容

対　　象

受付時間

費　　用

日　程 会　場
5月11日㈭・12日㈮

5月14日㈰
5月18日㈭

5月19日㈮・21日㈰
5月22日㈪・23日㈫

5月25日㈭
5月28日㈰・29日㈪

蒲生地区センター
保健センター
荻島地区センター
保健センター
桜井地区センター
南越谷地区センター
保健センター

　申し込み方法が電子申請のみとなります。操作方法については、市
ホームページをご覧になるか、健康づくり推進課へお問い合わせください。

申 込 み

第8波　死者数過去最多
ワクチン接種はお早めに！

62％減少

4回目接種後の重症化予防効果
60歳以上の重症化の発生率
(ファイザー社ワクチンを接種した場合)

3回目接種後
4カ月以上経過

4回目接種後
7日～30日

健康情報コラム

眠りについて

出典：厚生労働省（海外の研究報告）
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いきいき館

越谷市民プール
　　　　　　　　　　　　　
休 館 日 2月6日㈪・13日㈪・20日㈪・27日㈪・3月6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。電話また
は直接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

＊(※)越谷市民プール専用のICカード(チャージ機能付き)が必要で
す。ICカード作成のため、住所・氏名・生年月日または勤務
先・学校の所在地が分かるもの(運転免許証・健康保険証・学
生証など)をお持ちください。なお、旧プリペイドカードをお持
ちの方は、残金を移行できますので、併せてお持ちください

＊最新の情報は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：2月7日㈫・14日㈫・21日㈫・
28日㈫・3月7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30秒ずつ
交互に行うサーキットトレーニング。初
めて利用する方は、初回講習会(予約
制)の受講が必要です。本人確認書類
(健康保険証等)をお持ちください
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、ひのき荘にお問い合わせ
　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

老人福祉センター

ゆりのき荘

休館日：2月4日㈯・11日㈷・12日㈰・
18日㈯・23日㈷・26日㈰・3月4日㈯

映画に親しもう～懐かしの映画鑑賞会～
日時 2月22日㈬、13:00～15:00
内容 ｢素晴らしき哉、人生！｣(モノク
ロ・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
認知症サポーター養成講座
日時 3月23日㈭、13:30～15:00
内容 認知症の症状や診断、治療方法、
予防などについて正しく理解し、認知症
の人とその家族を支え、温かく見守るサ
ポーターを養成します
対象 市内に住所を有する60歳以上の方
15人
受講料 無料
申込み 2月15日㈬、9:30から本人が電話
または直接けやき荘へ

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：2月5日㈰・11日㈷・12日㈰・
19日㈰・23日㈷・25日㈯・3月5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　2月3日㈮・10日㈮・
15日㈬・17日㈮・22日㈬・24日㈮の午後、
2月16日㈭・3月2日㈭の終日

開館時間9:30～16:00
☎992-6601
増林3-2-2

かな

　機能訓練の方法・腰痛予防・筋力向上などのリハビリについて、理学療法士・作業療
法士に無料で相談できます。けやき荘、ひのき荘での2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 申込み
2月21日㈫・3月7日㈫、9:00～11:30

2月9日㈭、9:30～11:00

2月17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

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

休館日：2月6日㈪・13日㈪・20日㈪・
27日㈪・3月6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

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
移動図書館
日時 2月2日㈭・16日㈭・3月2日㈭、
14:00～14:30
場所 北側駐車場付近
対象 図書館(室)の利用券をお持ちの方
＊詳しくは、図書館(☎965-2655)にお問
　い合わせください

ホームページ▶

たきぐち こう じ ろう

ホームドクター
615
　　　　　　

帯状疱疹について

　
　帯状疱疹は水痘・帯状疱疹ウイルスによっ
て引き起こされる病気です。ウイルスに初め
て感染した場合は水痘(水ぼうそう)になりま
す。そのため水痘に感染したことがある人な
ら誰もが帯状疱疹を発症する可能性があり、
日本では成人の約9割がこのウイルスを体内に
持っていると考えられています。加齢やスト
レス、疲労などが誘因となり、ウイルスが再
活性化されて増殖することで発症すると考え
られています。年齢的には50歳を超えると発
症率が高くなります。帯状疱疹患者の約7割が
50歳以上とされています。
　帯状疱疹の症状は、赤みを伴う水疱が体の
片側に帯状に現れます。痛みを伴うことが多

く、皮膚症状が出る3日～5日前から前駆症状
で痛みが出ることが約75％あるとされていま
す。注意が必要なのは顔に症状が出た場合
で、目の周囲に出た場合は角膜炎などにより
視力低下を来したり、耳の周囲に出た場合は
難聴やめまいに加えて顔の神経がまひするこ
ともあります。
　診断は前述のように、体の片側に帯状に出
現する水疱によって判断できます。ただし、
典型的な症状が出ないこともあり、診断が難
しいこともあります。その場合には、水疱が
ある場合には抗原検査での診断もできるよう
になりました。しかしながら、痛みだけで皮
膚症状がない場合には神経痛との区別は困難

であり、水疱が出てくるまでは診断が困難で
すので皮膚症状の出現に注意しながら経過を
見る必要があります。
　治療は抗ウイルス薬の内服になります。痛
みがある場合は鎮痛剤の内服も行います。症
状が強い場合には大きな病院で入院して点滴
で治療することもあります。診断がついたら
早めに抗ウイルス薬の治療を始めることが重
要です。
　後遺症としては帯状疱疹後神経痛が有名で
す。皮膚症状が落ち着いてからも痛みが数カ
月～数年持続することがあり、50歳以上の患
者の約2割が帯状疱疹後神経痛に移行するとさ
れています。そのため予防は重要であり、ス
トレスを避けたりすることも大事ですが、50
歳以上であればワクチンの接種も可能です(保
険外診療)。現在、帯状疱疹に対するワクチン
は2種類あり、期待できる効果や費用、接種の
しかたも違います。ご希望の方は近隣の医療
機関で相談してみましょう。

越谷市医師会
滝口皮フ科
☎986-4112
滝口　光次郎

ほう しん



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

●市民相談（原則電話相談）
〈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（原則電話相談）
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）　G日
常生活の法律上の諸問題、交通事故の
補償問題、手続きなど　F6人　E相談
日の前日、13:00から電話のみで予約受
け付け（2月24日㈮の予約は22日㈬）　
DBくらし安心課（本庁舎3階）☎９６３-９１５
６
●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(予約制)
〈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　E3月分の予約は2月20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）☎963-9156
〈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　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

●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。2月
18日㈯、10:00～17:00は電話による相
談・紹介のみ（3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）☎９63-92
05

●介護相談（介護事業所で働く方）
A2月20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。

広報こしがや　令和5年（2023年）2月号 17



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」をご覧ください
＊2月開催の講座については、広報こしがや1月号をご覧ください。講座の実施については各施設にお問い合わせくだ
さい。また、掲載している講座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

リズムあそび

首が据わっている就学前
のお子さんと保護者8組
2歳・3歳のお子さんと
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）

3月11日㈯、10:00～11:00

3月24日㈮、10:30～11:00

「子育て絵手紙」～割りばしに墨を付けて
春の訪れを描こう～

「みんなで誕生会♪」
終了後に身体測定も行います

18歳以上の方10人

3月生まれで在宅のお子
さんと保護者5組

▶申込み：2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：2月6日㈪から電話で上記へ
(8:30～16:30)

日時 講座名（内容）

室内遊び

園庭開放
▶申込み：2月27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

3月3日㈮、
10:30～11:30
3月14日㈫、
11:10～11:50
3月20日㈪、
10:10～10:55
3月20日㈪、
11:10～11:50
3月22日㈬、
10:30～11:00
3月22日㈬、
10:30～11:30

3月9日㈭、
10:30～11:30

3月16日㈭、
10:30～11:30

3月16日㈭、
13:30～14:30

3月23日㈭、
10:30～11:30

2月13日㈪
2月21日㈫
2月27日㈪
3月7日㈫
2月17日㈮
2月28日㈫
3月6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6月10日～19日生
6月20日～28日生

6月29日～7月6日生
7月7日～14日生

令和元年9月15日～23日生
9月24日～10月2日生
10月3日～12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）

3月7日㈫、　　
10:30～11:30

3月10日㈮、
10:30～11:30

3月12日㈰、
10:30～11:30

3月14日㈫、
10:30～11:30

3月23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

ベビーリトミック

出張ひろばの
キッズリトミック
出張ひろばの
ベビーリトミック
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

3月生まれのお誕生会
(手形・写真・お話会など)
手作り講座「アーティシャルフ
ラワーで作る簡単ブーケ講座」
ファミリーデー
「カプラであそぼう！」

助産師による専門講座「母乳育
児のポイントと卒乳について」
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

男女共同参画支援センター
「ほっと越谷」

みんなのひろばフェリーチェ

3月生まれで就学前のお子さん
と保護者

就学前のお子さんと保護者

授乳中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）

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
歩きはじめまでのお子さんと
保護者5組
歩いている就園前のお子さんと
保護者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「TIME」を読む会の
英語であそぼう

おともサークルRhymeの
リズム遊び

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
＊詳しくは市ホームページをご覧ください

▶申込み：2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：2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：2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

〜

3月6日㈪、10:00～11:00

3月24日㈮、10:00～11:00

ズーム

ライム

3月8日㈬、10:00～11:00

3月15日㈬、10:00～11:00

タイム

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

〠343-8501　越ヶ谷4-2-1
開庁時間：平日8:30～17:15越谷市役所
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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

看護師講座「トイレットト
レーニング」

日時：3月7日㈫、
        10:00～11:00
対象：就学前のお子さん
と保護者10組
申込み：2月24日㈮から
電話で申し込み(13:00～
16:00)

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：3月13日㈪、
　　　10:00～11:30
対象：就学前のお子さ
んと保護者10組
申込み：3月10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「こど
もの気持ちや関わり方を

考えよう」
日時：3月11日㈯、
　　　10:00～11:30
対象：18歳以上の方10人
講師：帝京大学元教授
の清水玲子さん
申込み：2月6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
「フォトフレーム制作」

日時：①3月23日㈭ ②3
月30日㈭、10:00～11:00
対象：①0歳・1歳のお子
さんと保護者　②2歳～
就学前のお子さんと保護
者。各日10組
申込み：3月15日㈬から
電話で申し込み(13:00～
16:30)

大竹815-1
（おおたけ保育園内）

☎977-5311

たけのこ

小麦粉粘土をつくって
あそぼう

日時：3月17日㈮、
        10:00～11:00
対象：1歳6カ月～就学前
のお子さんと保護者10組

申込み：3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：3月22日㈬、
        10:00～10:45
対象：就学前のお子さ
んと保護者10組
申込み：3月6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「親子で無理なく
すすめるトイレトレーニング」
ご相談タイム「困っていませんか？」

日時：3月16日㈭、
　　　9:50～10:50
対象：1歳のお子さんと
保護者10組
申込み：3月6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「どう
ぶつさん♡こんにちは」
～子育て相談～

日時：3月27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：3月6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

ごっこ遊び～スーパー、お
でんやさん、銭湯などの
ごっこ遊びが楽しめます～
日時：3月15日㈬、
　　　10:00～11:30
対象：1歳～就学前のお
子さんと保護者10組
申込み：2月6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
（手形足形アート）

日時：3月24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：3月9日㈭、
　　　13:15～14:15
対象：2歳～就園前のお
子さんと保護者4組
申込み：3月2日㈭から
電話で申し込み(10:00～
16:00）
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申請・手続き イ ベ ン ト

親子ふれあい自然体験教室
～ネイチャークラフト～
∫環境政策課☎963-9183
▶日時：3月19日㈰、13:30～15:30
▶会場：水辺のまちづくり館大会議室（レイクタウン
4-1-4）
▶内容：箸、壁飾り、壁掛けなどの製作
▶対象：市内在住で小学生
以上のお子さんと保護者10
組（抽せん。保護者１人に
つきお子さん2人まで）
▶参加費：400円
▶申込み：2月13日㈪～26日
㈰に電子申請で申し込み

プレーパーク
∫青少年課☎963-9308
▶日時：2月23日㈷・3月4日㈯・5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遊びの体験
▶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認可外保育施設等の無償化給付は認定申請が必要です

∫保育入所課（第二庁舎2階）☎963-9167
　令和5年4月から認可外保育施設等を利用し、無償化給付を受けたい方は申請が必要です。
▶対象施設・サービス：認可外保育、一時預かり、病児保育、ファミリー・サポート・センター（市が対
象であることを確認した施設に限ります）
▶対象者：2歳児クラスまでの市民税非課税世帯のお子さん、3歳～5歳児クラスのお子さん
▶給付額：月額最大3万7,000円（2歳児クラスまでの非課税世帯は月額最大4万2,000円）
▶申込み：2月10日㈮～28日㈫に申請書類を直接保育入所課へ。申請書類は保育入所課、各認可外保育
施設等で配布するほか、市ホームページから印刷できます

出産・子育て応援金給付事業を開始します
∫健康づくり推進課☎960-1100
▶給付額：▷出産応援金…妊婦1人当たり5万円　▷子育て応援金…お子さん1人当たり5万円
▶対象者：▷出産応援金…令和4年4月1日以降に妊娠届を提出した妊婦(母親)　▷子育て応援金…4年4
月1日以降に出生したお子さんの母親または養育者(いずれも、5年2月1日以降に市内に住所を有し、他の
自治体で出産・子育て応援ギフトの支給を受けていない方)
＊申し込み方法など、詳しくは市ホームページをご覧ください
＊4年4月1日～5年1月31日に妊娠・出産した方には、3月中に案内文を順次送付します
＊支給には要件があります

子育て世帯生活支援特別給付金
∫子ども福祉課（第二庁舎2階）☎963-9166
▶支払時期：申請・審査後随時
▶給付額：お子さん1人当たり5万円
▶対象：平成16年4月2日（一定の障がいのあるお子さんは14年4月2日）～令和5年2月28日に出生したお子
さんを養育する、次の①・②のいずれかに該当する世帯の方。①令和4年度の住民税非課税　②新型コロ
ナウイルス感染症の影響を受け家計が急変し、年収見込額が住民税非課税相当
▶申込み：2月28日㈫まで。詳しくは市ホームページをご覧ください

木を使った小物作り
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令和5年（2023年）1月1日現在
人口　34万3,866人（前月比214人減）
世帯　16万382世帯（前月比57世帯減）

男　17万503人（前月比119人減）
女　17万3,363人（前月比95人減）

＊12月の交通事故748件　死者0　負傷者113人
＊12月の火災6件　救急出動回数1,859件

■こしがやエフエム(86.8MHz)
越谷のダイジなお知らせ
2月6日㈪・13日㈪・20日㈪・27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～
2月27日㈪、7:25～・17:30～(再放送)

Koshigaya　Collection
ディスカバリー：市民の市民による市民のための
　　　　　　　 人気投票パン屋編（前編）
スマイル：越谷北高校　理数科
■テレビ埼玉　2月18日㈯、9:30～
■J:COM　2月20日㈪～26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～

　イオンレイクタウンで越谷だるまアート展2023を開
催しました。市内のデザイン会社「ハナブサデザイン」
が制作した卯や風神雷神のだるまアートとともに、越
谷市だるま組合の協力で越谷だるまを展示。
　千葉県から来た女性は「卯のデザインのだるまは初め
て見た。この展示を見て、越谷でだるまが作られてい
ることを知った」と話していました。

越谷だるまアート展2023を開催
　市内で活動する少年野球チーム「山野ガッツ」が、市長
を表敬訪問しました。山野ガッツは「学童軟式野球全国
大会第16回ポップアスリートカップ」の関東地区東埼玉
大会と関東地区第一代表クライマックスで優勝し、全
国大会への初出場を成し遂げました。
　選手たちは「全国大会出場を達成できてうれしい。こ
れからも勝利を目指して頑張る」と話していました。

1月2
4日

山野ガッツが表敬訪問

12月
26日

　～
1月9

日

さ ん や

うさぎ

　市内12の会場で令和4年度越谷市二十歳のつどいを
開催しました。成年年齢の引き下げに伴い、今年か
ら、成人式の名称を「二十歳のつどい」に変更しての実
施となりました。
　武蔵野中出身で、出羽地区の二十歳のつどい実行委
員を務めた河合美羽さんは「出会った人に感謝できる大
人になりたい」と話していました。

は た ち

3,257人の門出を祝う「二十歳のつどい」
　市内の小・中学校の給食に、越谷市ゆかりの料理で
ある｢こしがや鴨ネギ鍋｣が提供されました。当日は福
田市長が南越谷小を訪問し、4年1組の児童と黙食での
給食を共にしたあと、食の大切さを伝え、交流を深め
ました。
　年に1度の特別なメニューに児童たちは夢中になり、
｢ネギが甘くておいしかった｣と話していました。

学校給食に｢こしがや鴨ネギ鍋｣が登場

1月5
日

1月8
日
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