
撮影協力：越谷ひな人形組合 (植木屋人形店 )

越谷市内でひな人形を見学してみませんか？
越ヶ谷宿の雛めぐり～宿場のまちあそび～

　京都で生まれたとされるひな人形。江戸へ
伝わると、現在の日本橋付近に多くの人形師
が集まるようになりました。越谷ひな人形
は、会田佐右衛門が江戸で人形作りを学び、
故郷である越谷に技術を持ち帰ったことが始
まりとされています。京都とも江戸とも少し
違う、優雅な顔立ちが評判となりました。今
でも、市内には会田氏の技術を受け継いだ人
形師が数多くいます。

開催期間　3月5日㈰まで
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

＊5日㈰は催しを開催します
∫越谷新町商店会☎962-3921

第6回　新派つるし雛inななサポ
開催期間　3月5日㈰まで
会　　場　市民活動支援センター

｢ななサポこしがや｣活動室
＊詳しくは、ホームページ(http://koshigaya-
activity-support.info/)をご覧ください
∫市民活動支援センター｢ななサポこしがや｣
☎969-2750

越谷市の伝統的手工芸品、越谷ひな人形

あい  だ    さ   う    え  もん
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令和5年（2023年）3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2月24日時点のものです。

今号には「統一地方選挙のお知らせ」を
折り込んでいます
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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

日ざしが暖かくなり、いろいろな花が咲き始めます。
市内には、桜の名所がいっぱい。3月中旬から市内各地で桜が咲き始めます。
心穏やかになれるひとときを過ごしてみませんか。

4

4

463

463

越谷駅 市役
所前
中央
通り

逆川

新
方
川

北越谷駅

新
越
谷
駅

越谷レイクタウン駅

蒲生駅 柿木町蒲生線

JR武蔵野線

南
越
谷
駅

市
役
所

大
袋
駅

東
武
ス
カ
イ

ツ
リ
ー
ラ
イ
ン

越谷岩槻線

越
谷
八
潮
線

足
立
越
谷
線

蒲
生
岩
槻
線

元荒川

せんげん台駅

新方川沿い

北越谷桜堤

県民健康福祉村

出羽公園

SAKURA

① 新方川沿い

③ 出羽公園(駐車場あり)

② 北越谷桜堤

④ 県民健康福祉村(駐車場あり)

東武スカイツリーラインせんげん台駅付近の新方川沿いの東西
せんげん台駅東口から東に徒歩5分
なし(公共交通機関をご利用ください)

① 新方川沿い
場　所
行き方
駐車場

北越谷第五公園から大沢橋まで
東武スカイツリーライン北越谷駅西口から徒歩10分
なし(公共交通機関をご利用ください)

② 北越谷桜堤
場　所
行き方
駐車場

七左町4-222
東武スカイツリーライン新越谷駅・JR武蔵野線南越谷駅から徒歩とバスで12分
144台

③ 出羽公園
場　所
行き方
駐車場

北後谷82
東武スカイツリーライン越谷駅西口からバスで20分
581台(臨時駐車場含む。利用可能時間は5:00～23:00)

④ 県民健康福祉村
場　所
行き方
駐車場

アクセス方法桜 MAP

桜
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(写真は念佛橋付近)

(写真は出津橋付近)



広報こしがや　令和5年（2023年）3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

　近年、犬を飼う家庭が増えています。犬の飼
い主には、犬の登録と狂犬病予防注射を受けさ
せることが法律で義務付けられています。
　安心して一緒に暮らすために、飼い犬への予
防注射をお願いします。
∫生活衛生課☎973-7532

犬を飼っている皆さんへ
予防注射を
受けましょう

飼い主の義務 義務を怠った場合、狂犬病予防法により罰金が科せられます

集合狂犬病予防注射と犬の登録
狂犬病予防注射はなぜ必要？

合わせて3,500円(税込み)。新規で犬の登録をする場合は、別途
3,000円が必要です。当日、釣り銭のないようお支払いください

注射料金・注射済票交付手数料

車での来場はご遠慮ください(越谷市保健所を除く)。
会場で犬の転入手続きはできません

来場時の注意事項

令和5年度狂犬病予防注射済票交付申請書(赤色はがき)。申請書
は、市から犬を登録済みの方へ郵送しています。4月1日以降に
マイクロチップの登録を行う方は、新規登録が不要となる場合
がありますので、マイクロチップ登録証明書をお持ちください

持ち物

日程・時間・会場
　狂犬病は、ウイルスに感染した犬や動物にかまれることで、人を含めたす
べての哺乳類に感染します。発病すると治療方法はなく、致死率がほぼ100％
と極めて危険な感染症です。1957年以降、日本では狂犬病の発生はありませ
んが、世界では年間5万人以上の方が亡くなっています。日本に狂犬病が侵入
した場合に備えて、飼い犬への年1回の狂犬病予防注射が重要です。

　下表の動物病院では、狂犬病予防注射と併せて、注射済票の交付と犬の新規登録
ができます。予防注射を受ける際は、市が送付する令和5年度狂犬病予防注射済票
交付申請書(赤色はがき)を必ずお持ちください。注射等の費用については、動物病
院へお問い合わせください。

下表のとおり

越谷市保健所

弥十郎公園(弥十郎163-1)

沼田第二公園(平方南町16)

恩間第二公園(恩間187-1)

北越谷第二公園(北越谷2-28-1)

南越谷第二公園(南越谷4-25)

大相模地区センター

増林地区センター

南体育館(川柳町4-20)

蒲生地区センター

大杉公園(大杉518)

平方公園(平方2402)

千間台第四公園(千間台西3-3-32)

荻島地区センター

宮本町マルサン公園(宮本町3-92-1)

西体育館(七左町4-223)

越谷市保健所

4月9日㈰

4月10日㈪

4月11日㈫

4月12日㈬

4月13日㈭

4月14日㈮

4月16日㈰

9:30～11:00

9:30～10:30

11:30～12:30

14:00～15:00

9:30～10:30

11:30～12:30

14:00～15:00

9:30～10:30

11:30～12:30

14:00～15:00

9:30～10:30

11:30～12:30

14:00～15:00

9:30～10:30

11:30～12:30

14:00～15:00

9:30～11:00

978-2211

971-5509

940-2800

048-954-5702

964-0450

989-1133

989-9898

961-2828

978-1511

974-9790

971-5767

961-5110

966-1199

976-6211

964-5121

985-6405

動物病院名(所在地) 電話番号

日程 時間 会場

あおやま動物病院(神明町)

あかつきペットクリニック
(大道)

麻の葉動物病院(南越谷)

アニマルクリニックちば
(吉川市保)

荒川動物病院(東越谷)

アルト動物病院
(レイクタウン)
大相模動物クリニック
(レイクタウン)

岡本どうぶつ病院(登戸町)

かさなみ動物病院(大沢)

カド動物クリニック
(千間台東)

がもう動物病院(蒲生本町)

グレース動物病院(南町)

越谷犬猫クリニック
(赤山町)
越谷動物医療センター
(千間台東)
越谷どうぶつ病院
(越ヶ谷本町)

小林動物病院(南越谷)

974-3968

978-2694

987-5585

048-736-7091

940-1711

973-7178

976-2194

969-2511

990-3666

969-0250

970-2555

970-7575

048-738-0119

987-8006

070-2800-7858

動物病院名(所在地) 電話番号

小森動物病院(大里)

さくま動物病院(千間台西)

なぎの木どうぶつ病院
(蒲生茜町)
菜の花どうぶつ病院
(春日部市千間)

なみかわ動物病院(袋山)

はな犬猫病院(東越谷)

ひかり動物病院(東大沢)

ひまわり動物病院(大沢)

ペテモ動物病院 越谷レイク
タウン(レイクタウン)

ほーむず動物病院(瓦曽根)

みき動物病院 大里分院
(大里)
みき動物病院 千間台本院
(千間台西)
やました動物病院
(春日部市備後東)

山田愛犬病院(大間野町)

ゆいどうぶつクリニック
往診診療所(往診専門)

　犬の飼い主は、犬を飼い始めた日から30日以
内に犬の登録をしなければなりません。生後90
日以内の犬は、生後90日を経過した日から30日
以内の登録が必要です。登録後、鑑札、犬の飼
い主の表示シール、愛犬手帳を交付します。
〈登録手数料〉3,000円

生涯1回の犬の登録
　毎年4月1日～6月30日に、生後91日以上の犬
に受けさせることが義務付けられています。集
合狂犬病予防注射会場、または動物病院で受け
てください。接種後は、｢注射済票｣の交付手続
きをしてください。
〈注射済票交付手数料〉550円

年1回の狂犬病予防注射
　鑑札は、刻印された番号で、犬が登録されて
いることを証明するものです。注射済票は、狂
犬病予防注射を接種済みであることを証明する
ものです。いずれも、犬の首
輪等の見えるところに装着し
てください。

｢鑑札｣と｢注射済票｣の装着

をお願いします

犬の登録
狂犬病予防注射
犬の登録
狂犬病予防注射

と

動物病院で予防注射を受ける方へ

令和5年度

鑑札▶
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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

▶施行日：令和5年4月1日
▶改正後の施行規則と審査基準：4月1日以後に提出
された越谷市まちの整備に関する条例(平成14年条例
第51号)第19条第2項に規定する事前協議書(以下｢事前
協議書｣という)に係る許可申請等について適用しま
す。それ以前に提出された事前協議書につ
いては、現行の規定で取り扱います。詳し
くは、市ホームページをご覧ください
電子申請による受け付けの開始
　4月1日以後、開発行為等計画届
の電子申請ができるようになりま
す。詳しくは、開発指導課へお問
い合わせください。
∫開発指導課☎963-9234

部落差別　　　　正しく理解しましょうについて

人権それは愛

　部落差別は、日本社会の歴史的過程で作られた身分制度によって、長い間、
経済的、社会的、文化的に低い状態に置かれることを強いられ、住居、職業や
結婚などで差別を受ける、我が国固有の重大な人権問題です。
　埼玉県において、令和4年7月8日に｢埼玉県部落差別の解消の推進に関する条
例｣が施行されました。この条例は｢全ての県民が等しく基本的人権を享有する
かけがえのない個人として尊重されるものである｣とし、｢図書、地図その他資
料の公表又は流布、結婚や就職に際しての身元調査、インターネットを使った
情報提供その他の行為により部落差別を行ってはならない｣など、県、県民、
事業者の責務を定めております。しかしながら、戸籍の不正取得による身元調
査や、インターネットを使った誹謗中傷などの人権問題が後を絶ちません。
　また、部落差別をいまさら取り上げる必要はなく、そっとこのまま放置して
おけば時間の経過とともに自然に解消する｢寝た子を起こすな｣という誤った考
え方では部落差別を解消することができません。
　私たち一人ひとりが、部落差別を自分の問題として受け止め、考え、行動す
ることが大切です。差別を決して許さないという強い気持ちを持ち、学んだこ
とを正しく伝え、差別の無い社会の実現に向けて行動しましょう。
∫人権・男女共同参画推進課☎963-9119、生涯学習課☎963-9283

〇4月1日採用　子ども家庭相談員
▶勤務日時：火曜～土曜日の週5日、9:00～
16:00(休日出勤の場合あり)
▶勤務場所：児童館ヒマワリ
▶勤務内容：児童の健全な遊びや家庭内およ
び地域における児童の養育問題についての相
談・助言、家庭児童相談室・児童相談所等との連携
▶対象：次の①～③のすべてに該当する方1人。①児童福祉事業に従
事したことがある　②児童福祉問題に関し、相当の知識・経験を有す
る　③児童の健全育成に関心と熱意がある
▶給与：1,317円(時給)。社会保険加入あり。別途期末手当・交通費等
支給あり
▶申込み：3月9日㈭までに申込書、写真を貼った市販の履歴書、資格
証の写し(お持ちの方)を直接児童館ヒマワリへ(9:00～
17:00。月曜日を除く)。申込書は児童館ヒマワリで配布す
るほか、市ホームページから印刷できます
▶選考：3月12日㈰に面接を実施。面接日に、｢子ども家庭相談員に応
募する理由｣をテーマにした作文(600字～800字以内、A4サイズ、横書
き、様式自由)を提出
＊詳しくは、市ホームページをご覧ください
∫児童館ヒマワリ(蒲生旭町11-35)☎986-3715

市内の施設を
見学しませんか 市内見学バスツアー
 団体
▶日程・定員：下表のとおり

▶内容：市内の施設や名所などの見学
▶対象：市内で活動している、または市内に事務所を有する法人を含
む団体
▶参加費：無料
▶申込み：3月10日㈮までに電子申請で申し込み。また
は、はがきに希望日(第2希望まで)・団体名・団体の主な
活動内容・参加予定人数・代表者の郵便番号・住所・氏
名・電話番号を記入し、郵送(消印有効)で広報シティプロモーション
課へ。申し込みは各団体1通のみ。実施日1日につき1団体。希望日が
重なった場合は実施日ごとに選考(令和4年度に参加していない団体を
優先)。結果は3月末までに各団体に通知します
＊見学施設に名簿を提出する場合があります

 個人(4月) 
▶日時：4月14日㈮、9:30市役所第三庁舎正面玄関前集合。13:15頃解
散予定
▶見学場所：宮内庁埼玉鴨場、越谷アリタキ植物園
▶対象：市内在住・在勤・在学または市内で活動している方10人(抽
せん。最少催行人数5人)
▶参加費：無料
▶申込み：3月10日㈮までに電子申請で申し込み。また
は、はがきに市内見学バスツアーと明記のうえ、参加者全
員(1枚に2人まで)の郵便番号・住所・氏名(ふりがな)・年
齢・電話番号を記入し、郵送(消印有効)で広報シティプロモーション
課へ。結果は3月末までに通知します
＊鴨場に名簿を提出します
＊新型コロナウイルスの感染拡大の状況により、見学施設を変更する
場合があります

〇保育所勤務の職員
いずれも、▶勤務場所：市内公立保育所、▶申込み：随時。写真を
貼った市販の履歴書、資格証の写し(資格が必要な場合)を直接人事課
へ。条件に応じて通勤手当、期末手当(賞与)等の支給あり。詳しく
は、市ホームページをご覧ください
〈臨時保育士〉
▶対象：保育士資格をお持ちの方
▶給与：1,265円(時給)。▷1日7時間30分勤務・1日4時間30
分勤務…社会保険加入あり　▷1日3時間30分勤務…社会保
険加入なし
〈延長保育サポートスタッフ〉
▶対象：育児経験者、保育士資格をお持ちの方
▶給与：1,265円(時給)。社会保険加入なし
〈非常勤保育士〉
▶対象：保育士資格をお持ちの方
▶給与：17万9,246円(月給)。社会保険加入あり
〈時間外保育員〉
▶対象：育児経験者、保育士資格をお持ちの方
▶給与：▷1日4時間勤務…10万6,212円(月給)。社会保険加入あり　▷
1日3時間勤務…7万9,712円(月給)。社会保険加入なし
∫人事課(第二庁舎4階)☎963-9132

越谷市まちの整備に関する条例施行
規則および市街化調整区域の許可等
に関する審査基準の一部改正の施行

∫広報シティプロモーション課☎963-9117

市の会計年度任用職員を　　   します募 集

日程
5月16日㈫
7月14日㈮
10月17日㈫

定員

14人

日程
11月14日㈫
12月12日㈫

令和6年2月6日㈫
3月5日㈫

定員

10人

14人
10人



広報こしがや　令和5年（2023年）3月号 5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

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

　Koshigaya Collection(通称：こしコレ)は、越谷の“ヒト”“モノ”
“コト”をクローズアップし、『まだ知られていない越谷の魅力を集め
て紹介する』をコンセプトにした市民参加型の広報番組です！
∫広報シティプロモーション課☎967-1325

　友達との記念写真や、家族とのワンシーンを写した写真など、笑顔
あふれる写真を募集しています。
　応募いただいた写真は、テレビ広報番組｢Koshigaya Collection｣の
オープニングや市が発行する刊行物等で使用します。

3月31日㈮まで
電子申請で申し込み

テレビ埼玉　毎月1回放送
▶放送日時：毎月第3土曜日、9:30～9:45
J:COM　毎月14回放送
▶放送日時：テレビ埼玉放送後の翌月曜日～日曜日、
                  9:00～9:15・20:00～20:15

▶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
▶マイナンバーカード受け取り方法：市役所からお送りする案内をご
確認のうえ、本人が直接市民課へ。申請からお渡しまでは約1カ月半
かかります
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。事前に発券機で番号券
をお取りください
▶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

▶対象：2月末までにマイナンバーカードを申請後、5月末までにマイ
ナポイントの申し込みをした方(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)
▶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、マイナポイント事業サイトをご覧ください
＊(※)…申し込みをしたキャッシュレス決済サービスで、期限までに

2万円までのチャージまたはお買い物をすることで、利用額の
25%、最大5,000円分のポイントが付与されます
∫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)

テレビ広報番組 からのお知らせ

持っていると便利！
コンビニエンスストアで証明書を
簡単に取得できる！

マイナンバーカードを
作りましょう

マイナポイントがもらえる！

マイナポイント第2弾の申し込み期限が

5月末まで延長されました

選択した決済サービスの
利用・チャージ金額に

応じて
最大5,000円分(※)

健康保険証
としての利用
申し込み
7,500円分

公金受け取り
口座の登録

7,500円分

受付期間
応募方法

好評につき、第5弾！　　　　　　　　　を実施します！！
あなたが好きな市内のデカ盛り！　食べたいデカ盛り！　紹介したいデカ盛りを教えてください！
人気上位の店舗(デカ盛りメニュー)をKoshigaya Collectionで紹介します！

4月30日㈰まで
電子申請、Googleフォーム、または市役所総合受付横の記
念撮影コーナー、各地区センターに設置する投票箱から投票

市民の市民による市民のための人気投票 第5弾！

投票期間
投票方法

デカ盛り編

放送後にYouTubeの越谷市公式チャンネルにもアップしています！

笑顔あふれる写真を大募集！!

KoshigayaCollection
こしがや コレクション

放送局・
放送日時

電子申請

Googleフォーム

〈どちらからでも投票できます〉

電子申請









広報こしがや　令和5年（2023年）3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

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

看護学生等への修学資金貸与の申請は

3月16日㈭までです
　看護師等の養成施設に在学し、卒業後に
市内医療機関で看護業務に従事しようとす
る方に、修学資金を貸与します。
　詳しくは、募集要項をご
覧ください。募集要項は、
市役所総合受付、越谷市保
健所、保健センター、北
部・南部出張所で配布する
ほか、市ホームページから
印刷できます。
∫地域医療課☎972-4777

▶相談日時：毎週水曜日、毎月第1・2・4金曜
日、13:30～16:20(第2金曜日は16:00～19:00)。
毎月第1日曜日、9:00～12:00
▶受け付け開始日：3月13日㈪から。4月2日㈰
に実施する法律相談から対象になります
▶申し込み方法：相談日2週間前の月曜～日曜
日に電子申請で申し込み。または、金曜日まで
に電話または直接くらし安心課へ。先着順から
抽せんに変更します
▶抽せん日・当せん連絡：申し込み締め切り日
の翌開庁日の午前中に抽せんを実施。同日午後
に、電子申請で予約して当せんした方にはメー
ルで、電話または窓口で予約して当せんした方
には電話で連絡します。落選した方には連絡し
ません
＊詳しくは、市ホームページをご覧
ください
∫くらし安心課(本庁舎3階)☎963-9156

　令和5年度に実施する職員採用試験の日程
を、下記のとおり変更します。
▶主な変更点：大学卒の事務職員および技術職
員の第1次試験の実施を9月から6月に変更

▶第1次試験の日程：下表のとおり

▶採用試験のスケジュール：下表のとおり

＊スケジュールおよび募集職種は変更になるこ
とがあります。詳しくは、募集要項をご覧く
ださい(4月公開予定)
∫人事課☎963-9132

　スポーツ振興くじ(toto・BIG)の助成金を受
けて、しらこばと運動公園競技場のハードル95

台とハードル運搬車10台を入れ替えました。ま
た、出羽公園庭球場を人工芝2面とハード2面か
ら、人工芝4面に改修しました。

∫スポーツ振興課☎963-9284

　越谷市体育賞は、越谷市教育委員会と越谷市
体育協会が、体育・スポーツの振興に貢献し、
功績のあった方を表彰するものです。
　令和4年度は、特別優秀選手賞、優秀選手
賞、優秀団体賞、体育奨励賞、体育奨励団体
賞、山﨑体育賞の6部門に個人79人と28団体(延
べ数)、山﨑体育賞には千間台中学校男子硬式
テニス部が選ばれました。各賞は、令和4年1月
1日～12月31日に各大会に出場し、優秀な成績
を収めた個人・団体に贈られます。
　受賞者、団体は下記のとおりです(順不同。
敬称略。かっこ内は所属)。
∫スポーツ振興課☎963-9284

　特別優秀選手賞
▷サッカー…上原悠都(昌平高)AFC U17アジア
カップ2023予選　日本代表　▷相撲…阿炎政虎
(錣山部屋)令和4年度十一月場所　幕内優勝

　優秀選手賞
▷剣道…西田菜乃花(富士中)・上木蒼太(本庄
第一高)・鈴木優太郎(同)　▷柔道…藤尾龍二
(足立学園中)・柴野基(富士中)　▷卓球…小林
碧斗(富士中)　▷陸上…戸井田琉玖(北陽中)・
草野拓登(春日部東高)・武田莉羽(栄進中)・遠
山あん(富士中)　▷テニス…小野果南(大袋小)
　▷水泳…中村光来(栄東高)・木尾悠人(北陽
中)・寺下大和(北中)・諏訪叶夢(富士中)　▷レ
スリング…増田大将(埼玉栄高)　▷なぎなた…
村上萌々夏(埼玉栄高)　▷バドミントン…及川

宗一郎(越ヶ谷高定時制)・中川晴翔(同)　▷ト
ランポリン…奥村璃花(Sfida・北越谷小)・奥
村紗帆(同)　▷カヌー…滝澤空明(越谷東高)・
赤津勇瑠(同)・福島直弥(同)・花輪優人(同)・
宮沢憲太(同)　▷ボッチャ…小堀逸也　▷アー
チェリー…金田侑咲希(越ヶ谷高)　▷馬術競技
…野尻翔麻(獨協埼玉高)　▷ラグビー…山田壮
(國學院大學栃木高)

　優秀団体賞
▷剣道…富士中学校剣道部　▷野球…大相模中
学校野球部　▷水泳…北陽中学校水泳部男子・
北陽中学校女子　▷テニス…千間台中学校男子
テニス部・千間台中学校女子テニス部　▷体操
…光陽中学校体操部　▷ボート…越ヶ谷高等学
校ボート部

　体育奨励賞
▷野球…神保愛似衣(北中)・飯塚雄宇　▷柔道
…宇井南葵(新越谷山﨑道場)　▷空手道…落合
秀成(大袋東小)・二ノ宮弥訓(空手道連盟・西
中)・原篠苺花(飛勇会・南中)　▷弓道…小関
一哉(弓道連盟)・山寺光(同)　▷スキー…若林
茂　▷卓球…疋野虎希(T･T彩たま・大袋小)・
秋元美胡(大塚クラブ)　▷陸上…屋形珠羽(し
らこばと陸上クラブ・蒲生小)・武田澄風(同・
花田小)　▷サッカー…月東優季乃(筑波大)　
▷バスケットボール…衣川璃来(埼玉栄高)・田
中美紗(同)　▷水泳…吉田はな(川口高)　▷ソ
フトテニス…五十畑咲和(東越谷小)　▷体操…

齊藤光莉(ひこばえ体操クラブ・平方小)・末永
篤志(同・千間台小)・吉野颯馬(同・大袋東
小)・加藤遼汰(同)　▷バドミントン…稲毛綾
乃(レディースバドミントン連盟)・栗原まゆみ
(同)・中津恵美(同)・長峰和子(同)・斉藤智子
(同)・有川公子(同)・奥田薫(同)　▷ベンチプ
レス…横山妙子・伊川玲子・新藤明美・中山雄
策・小山義雄(越谷市民プールトレーニングジ
ム)　▷チアダンス…金剛地咲季(YDC DANCE 
STUDIO)・山岡陽依(光陽中)　▷バトントワ
リング…碇綾花(NPO法人日本バトントワリン
グ協会・東中)・大和杏寧(同・荻島小)・中井
桜々(同・蒲生小)・川口美怜(同)　▷なぎなた
…阿部杏純(埼玉栄高)　▷ボウリング…千葉心
晴(埼玉県ボウリング連盟・川柳小)　▷近代3
種…星瑞葵(明正小)　▷ブラジリアン柔術…中
易俊之(ポゴナ・クラブジム)　▷ボート…清水
日南子(川口高)　▷少林寺拳法…曽我部優花
(越ヶ谷高)　▷ラグビー…越野圭祐(昌平高)

　体育奨励団体賞
▷軟式野球…ドリームスKクラブ・山野ガッ
ツ・越谷ドリームス(女子学童)　▷ソフトボー
ル…越谷老童　▷剣道…武蔵館　▷卓球…大塚
クラブ　▷チアダンス…こしがやオールスター
チアLAKERS Youth・東武スポーツクラブプレ
オン北越谷Fairies Jr・Team ATLAS atlas 
RISE　▷バトントワリング…ティンカーベ
ル・メリーポピンズ・ピノキオ　▷バレーボー
ル…DELFiNO・チームX

令和5年度からの法律相談の
相談日時と申し込み方法の変更

令和5年度実施
職員採用試験の日程の変更

スポーツ振興くじ助成金による
ハードル等の購入と人工芝の改修

6月

9月

日程

事務職員(大学卒)、技術職員(大学卒)

事務職員(短大卒・高校卒)、事務職員
(障がい者)、事務職員(民間企業等職務
経験者)、技術職員(短大卒・高校卒)、
技術職員(民間企業等職務経験者)、保
育士、保育士(実務経験者)、消防士、
保健師、獣医師、薬剤師、現業職員

職種

4月上旬

5月上旬～中旬

6月下旬～
7月上旬

8月下旬～
9月上旬

募集要項公開

募集開始

第1次試験

最終合否発表

内容 6月採用試験
7月上旬

7月中旬～下旬

9月中旬

10月下旬

9月採用試験

令和4年度(2022年度)  越谷市体育賞

改修した出羽公園庭球場



広報こしがや　令和5年（2023年）3月号10 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

市民課休日窓口は3月26日㈰・4月2日㈰です

三井住友銀行および三井住友信託銀行
窓口での市税等の取り扱いは
3月31日㈮で終了します

∫会計課☎963-9252

いずれも、▶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://koshigaya-acti 
vity-support.info/
□ななサポステップアップイベント　5秒 
で伝わる自己紹介
▶日時：3月12日㈰、13:30～15:30
▶内容：オリジナル自己紹介カードの作成
レクチャー、ワークショップ
▶対象：市民活動団体の方、内容に関心の
ある方30人
□ぽっぽひろば
▶日時：3月11日㈯、10:00～11:10
▶内容：おはなし会(絵本を楽しみましょう
～絵本の読み聞かせとわらべうた遊び～)、
子育て交流サロン(質疑応答など)
▶対象：就学前のお子さんと保護者15組

□市民活動を体験しよう！
▶日時：3月29日㈬、10:00～12:00
▶内容：手話を通じた活動をしている団体
が主催するプログラムの体験
▶対象：手話に関心のある方5人

いずれも、▶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、D048-970-7412(月曜
日、祝日を除く)
□講座｢今日から使えるZoom参加の基本｣
▶日時：3月29日㈬、14:00～15:30
▶内容：Zoomの参加方法、カメラとマイ
クのオン・オフや背景のぼかし方など
▶講師：男女共同参画支援センター｢ほっと
越谷｣スタッフ
▶対象：テーマに関心のある方5人

▶持ち物：イヤホン、wi-fiに接続できる
ノートパソコン、タブレットまたはスマー
トフォン(お持ちでない方は応相談)
□講座｢性差による当然の違いを医療にも　
～生涯を通じて女性が健やかに過ごすた
めに～｣
▶日時：3月26日㈰、14:00～15:30
▶内容：同じ病気でも女性と男性で病状や
治療方法に大きな違いが生じるケースにつ
いて聞き、｢性差医療｣の必要性を考える
▶講師：性差医療情報ネットワーク理事長
で医師の天野惠子さん
▶対象：テーマに関心のある方20人(1歳6カ
月～就学前のお子さんの保育あり。保育の
申し込みは3月16日㈭まで)
□さんもくナイト｢サンゴーヨン★サッ
カー｣
▶日時：3月16日㈭、18:30～20:00
▶内容：日本有数のブラジルタウンである
群馬県大泉町を舞台に制作された映画の鑑
賞会

インボイス制度説明会

第21回越谷市美術展覧会
(市展)受賞者決定

海道西遺跡発掘調査報告書の
刊行

敷金(賃貸住宅)トラブル110番
(電話相談)

電子申請による旅券(パスポー
ト)の切替申請手続きを開始

越谷市環境管理計画の目標値の
一部改定

意見募集結果

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越谷ツインシティBシティ4・5階

 

　2月10日～16日に開催した市展では、6部門に
227点の出品があり、以下のとおり受賞者が決
定しました(敬称略。かっこ内は部門)。
▶越谷市長賞：酒井路子(日本画)、松田京子
(洋画)、武藤綾子(彫刻)、三柴節子(工芸)、岡
安宏典(写真)
▶越谷市議会議長賞：横橋成子(日本画)、小西
功(洋画)、間中孝三(彫刻)、中村昌子(工芸)、
山口清松(書)、豊田己八(写真)
▶越谷市教育委員会教育長賞：小島由美子(洋
画)、林康子(彫刻)、谷茂岡まゆみ(工芸)、関根
蒼剣(書)、髙橋朗(写真)
▶越谷市文化連盟賞：伊藤雄二(洋画)
▶東武よみうり新聞社賞：松村真理子(洋画)
▶テレ玉賞：越野由紀夫(洋画)
▶J:COM 越谷・春日部賞：青木秀茂(写真)

∫生涯学習課☎963-9307

▶日時：4月8日㈯・9日㈰、10:00～16:00
▶内容：賃貸住宅を退去する際の、建物の原状
回復費用に関するトラブルについての相談
▶相談料：無料(通話料は自己負担)
▶電話番号：048-872-8055(上記日時のみ通話
可)
∫埼玉司法書士会事務局☎048-863-7861

▶開始日：3月27日㈪
▶対象手続き：旅券の有効期間が1年未満の場
合に新たな旅券の発給を申請する｢切替申請｣の
手続き、査証欄に余白がない場合の手続き
▶対象者：市内に住民票があり、有効なマイナ
ンバーカードをお持ちの方(本人申
請に限る)
＊詳しくは、マイナポータルホーム
ページをご覧ください

＊本市対象手続き以外の電子申請については、
埼玉県パスポートセンターホームページをご
覧ください
∫パスポートセンター☎969-1818

　令和4年度に発掘調査を実施した大林地内の
海道西遺跡について、成果をまとめた発掘調査
報告書を刊行しました。
　遺跡は、市内に5カ所存在する河畔砂丘のう
ち大林河畔砂丘上にあり、平安時代の竪穴住居
跡などが見つかっています。
　報告書は図書館で閲覧できるほか、全国の発
掘調査報告書がインターネット上で
読める｢全国遺跡報告総覧｣で公開し
ています(｢越谷市　海道西遺跡｣で
検索)。

∫生涯学習課☎963-9315

　令和3年4月に策定した環境管理計画では、市
域からの温室効果ガス排出量の目標を、令和12

年度時点で平成25年度比｢26％削減｣としていま
したが、脱炭素社会の実現のため、｢46％以上
削減｣へ改定しました。ふだんの生活・事業活
動と環境との関わりについて考え、市と共に温
室効果ガス削減に向けた取り組みを
推進しましょう。取り組み方の一例
は、市ホームページをご覧ください。
∫環境政策課☎963-9183

〇(仮称)越谷市中小企業振興計画(素案)
▶募集期間：1月4日～2月2日
▶意見数：0件
∫経済振興課☎967-4680
〇令和5年度(2023年度)越谷市食品衛生監視指
導計画(案)
▶募集期間：1月6日～2月5日
▶意見数：0件
∫生活衛生課☎973-7533

▶日時：3月23日㈭、14:00～15:00
▶会場：越谷産業会館1階集会室(中町7-17)
▶内容：インボイス制度の概要、売り手側・買
い手側のインボイス発行(受領)の注意点、消費
税の基本的な仕組みについて
▶定員：30人
▶参加費：無料
▶申込み：事前に電話で下記へ
∫越谷税務署▷個人事業者…個人課税第一部門
☎965-8764、▷法人事業者…法人税第一部門☎
965-8174

あま の けい こ

ズ　ー　ム



広報こしがや　令和5年（2023年）3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

　越谷アルファーズは、30勝11敗で東地区2
位です(2月24日時点)。

本市出身の金子祐樹選手が､
バドミントンの
全日本選手権で優勝

　令和4年12月25日～30日に開催された｢令和4
年度第76回全日本総合バドミントン選手権大 
会｣で、混合ダブルスで出場した金子祐樹選手
が見事優勝し、2023年日本代表に選出されまし
た。金子選手の今後の活躍が期待されます。

越谷アルファーズ

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
□社会風刺コント集団ザ・ニュースペー
パー LIVE 2023

▶日時：6月10日㈯、13:00開演・16:30開演
▶入場料：4,800円(税込み。全席指定)。就
学前のお子さんは入場できません
▶申込み：3月12日㈰、10:00から電話でサ
ンシティへ

□サンシティ名画劇場｢川っぺりムコリッ
タ｣
▶日時：3月17日㈮・18
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
□LE VELVETSコンサートツアー2023｢Be 
cause of you～15th Anniversary～｣

▶日時：6月9日㈮、18:00開演
▶会場：サンシティ大ホール

▶入場料：7,000円(税込み。全席指定)。就
学前のお子さんは入場できません
▶申込み：3月12日㈰、10:00から電話でサ
ンシティへ
□サンシティクラシック・ティータイムコ
ンサート　宮田大(チェロ)＆田村響(ピ
アノ)デュオ・リサイタル

▶日時：7月1日㈯、14:00開演
▶入場料：一般3,000円、学生1,500円(税込
み。全席指定)。就学前のお子さんは入場
できません
▶申込み：3月19日㈰、10:00から電話でサ
ンシティへ

▶3月のホームゲーム：下表のとおり

公共施設への飲料用自動販売機の
設置事業者募集(一般競争入札)

女性のための就職支援セミナー｢自分を
知りアピールポイントを見つけよう！｣

就職支援セミナー(金曜講座)
～グループワーク～

コシスポ

11日㈯
12日㈰
22日㈬
25日㈯
26日㈰

14:00

19:00

14:00

総合
体育館

ウイング・
ハット春日

部

サンシティからのお知らせ
南越谷1-2876-1 

4月7日㈮
4月21日㈮

日程
10:00～
12:00

時間
求人票の見方
自己PR作成

内容

日程 開始時間 会場
香川ファイブ
アローズ
青森ワッツ

西宮ストークス

対戦相手

©日本コロムビア ©武藤章

(C)BIPROGY

▶募集施設：南体育館、西体育館
▶申込み：4月4日㈫～7日㈮に、一
般競争入札参加申込書を電子申請
またはメールで公共施設マネジメ
ント推進課へ
▶郵便入札：4月14日㈮までに、入札書を郵送
(必着)で公共施設マネジメント推進課へ
▶開札：4月17日㈪、14:00から市役所第三庁舎
5階会議室5・6で実施
＊詳しくは、募集要項をご覧ください。募集要
項は下記で配布するほか、市ホームページか
ら印刷できます
∫公共施設マネジメント推進課(本庁舎3階)☎
963-9124、Hkomane@city.koshigaya.lg.jp

▶日時：4月5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：3月13日㈪から電子申請
で申し込み
∫経済振興課☎967-4680

▶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：3月13日㈪から電子申請
で申し込み
∫経済振興課☎967-4680

▶会場：障害者福祉センターこばと館
▶受講料：無料(テキストをお持ちでない
方は実費)
▶申込み：往復はがきに講座名・住所・氏
名(ふりがな)・年齢・電話番号・メールア
ドレス・志望動機(50字以内)・これまでの
学習歴(手話通訳者養成講習会Ⅰ・Ⅱのみ)
を記入し、郵送(消印有効)で障害者福祉セ
ンターこばと館へ

〇手話奉仕員養成講習会入門編
▶日時：4月7日～8月25日の金曜日、19:00
～21:00(全18回)
▶対象：市内在住・在勤の満18歳以上で、
手話を初めて学ぶ方35人。定員を超えた場
合は書類選考あり
▶テキスト代：3,300円(税込み)
▶申込み期間：3月17日㈮まで

〇手話通訳者養成講習会Ⅰ
▶日時：5月13日～令和6年3月16日の土曜
日、10:00～12:00(全40回のうち5回程度
13:00～15:00)
▶対象：市内在住・在勤の満18歳以上で、
越谷市の登録手話通訳者を目指し、聴覚障
がい者に関わる活動の経験が1年以上あ
る、次の①・②のいずれかに該当する方15
人。①手話奉仕員養成講習会基礎編を修了
した　②①と同等の技術・知識がある
▶テキスト代：1,980円(税込み)から。詳し
くはこばと館にお問い合わせください
▶申込み期間：3月31日㈮まで。4月22日
㈯、10:00から受講審査(実技・面接)あり

〇手話通訳者養成講習会Ⅱ
▶日時：5月13日～令和6年1月27日の土曜
日、10:00～12:00(全35回のうち5回程度
13:00～15:00)
▶対象：市内在住・在勤の満18歳以上で、
越谷市の登録手話通訳者を目指し、聴覚障
がい者に関わる活動の経験が1年以上あ
る、次の①・②のいずれかに該当する方15
人。①手話通訳者養成講習会Ⅰを修了した
　②①と同等の技術・知識がある
▶テキスト代：詳しくはこばと館にお問い
合わせください
▶申込み期間：3月31日㈮まで。4月22日
㈯、10:00から受講審査(実技・面接)あり

障害者福祉センターこばと館の講習会
∫障害者福祉センターこばと館(〠343-0813越ヶ谷4-1-1中央市民会館内)☎966-6633
共通事項

ル　　ヴェルヴェッツ
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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

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57回）

★出会う
★別れる

①出会う
両手人さし指を
立てて向かい合
わせ、左右から
同時に近づける

②別れる
4指の背を合わ
せ、左右に引
き離す

　3月14日㈫までに電子申請で
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

　狂犬病予防注射を受ける必要があるのは
生後何日以上の犬でしょうか。答えは今号
の中にあります。

▶日時：3月25日㈯、9:00～9:45・10:30～11:15
▶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・在学で小学4年生以
上の方各回20人
▶受講料：無料
▶申込み：3月1日㈬～14日㈫に電子
申請または電話で下記へ
＊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。土曜・日曜
日を除く)

▶日時：3月28日㈫、13:30～16:00
▶内容・講師：下表のとおり

▶対象：県内在住の方

▶受講料：無料
▶視聴方法：パソコン・スマートフォンなどか
ら、Youtube(https://www.youtube.com/ 
watch?v=2VeX2ZWPEDo)で視聴(開始時間
から視聴できます)
∫ (公社)埼玉県不動産鑑定士協会☎048-789-6 
000

▶日時：4月15日㈯、13:30～15:30
▶会場：中央市民会館4階第16～18会議室。ま
たはオンライン参加(Zoom)
▶テーマ：刑事事件～裁判員制度は刑事裁判に
どのような影響を与えたか～
▶講師：弁護士の木村新一さん
▶定員：▷会場…40人　▷オンライン…60人
▶受講料：無料
▶申込み：3月20日㈪～4月9日㈰に
電子申請で申し込み。または、4月
7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

▶日時：3月18日㈯、13:30～15:00
▶会場：市内(予約時にお知らせします)
▶内容：当事者スタッフが同席しての交流会
▶対象：LGBTQ+(性的少数者)の方、そうかも
しれないと感じている方、アライ(支援者)10人
▶参加費：無料
▶申込み：3月1日㈬～17日㈮、9:00～17:00に呼
ばれたい名前(ニックネーム可)・年代・折り返
し可能な電話番号を電話またはメールで下記へ
∫人権・男女共同参画推進課☎963-9113、H 

jinkendanjo@city.koshigaya.lg.jp

　3月は園内にある多種のつばきが見頃を迎え
ます。
▶日時：3月21日㈷、9:00～16:00(入園は15:30
まで)
∫公園緑地課☎963-9225

▶日時：3月18日㈯、13:30～15:30。初めて参加
する方は13:00までにお越しください
▶会場：中央市民会館5階第2会議室・ホール
▶内容：若年性認知症の本人や家族等が集ま
り、日常の悩みや相談事などを話し合う
▶対象：若年性認知症の本人と介護をしている
家族

▶参加費：無料
▶申込み：事前に電話で下記へ(申し込み状況
により、参加をお断りする場合があります)
∫ (公社)認知症の人と家族の会埼玉県支部☎
048-814-1210(10:00～15:00。木曜・日曜日を除
く)

▶日時：3月26日㈰、9:45～16:00(チューリップ
ガーデンは20日㈪から鑑賞可)。雨天決行
▶会場：出羽公園
▶内容：色鮮やかな6万本のチューリップによ
る巨大チューリップガーデン、模擬店など。フ
ェスタ終了後、チューリップを無料配布します
∫出羽地区コミュニティ推進協議会(出羽地区
センター内)☎940-7521
  

▶日時：3月18日㈯、13:30～16:00
▶会場：市民活動支援センター｢ななサポこし
がや｣活動室。またはオンライン参加(Zoom)
▶内容：越谷リバーウォークプロジェクトの報
告、日本大学理工学部教授の岡田智秀さんによ
る基調講演、関係者によるパネルディスカッ
ション
▶定員：会場、オンライン各50人
▶参加費：無料
▶申込み：会場、オンライン参加のいずれかを
明記してメールで下記へ。詳しくは、ホーム
ページ(https://www.koshi-machi.com/)を
ご覧ください
∫越谷市住まい・まちづくり協議会　若色☎
090-4619-8722、Hwakairo@dream.com

心肺蘇生法を学ぶ様子

水郷こしがやの魅力を考える
シンポジウム

LGBTQ+のための交流スペース
｢にじいろひろばKOSHIGAYA｣

第21回出羽チューリップ
コミュニティフェスタ2023

越谷アリタキ植物園
春の無料開園

若年のつどい・越谷

応急手当講習会　入門コース

埼玉県不動産鑑定士協会
一般公開セミナー(オンライン開催)

こしがや市民法律教室

内容
令和5年地価公示に
みる埼玉県の不動
産市況
ロシアの世界戦略
～｢主権｣と｢勢力
圏｣から考える～

講師
地価公示埼玉県
代表幹事の三田
和巳さん

軍事アナリスト
の小泉悠さん

第
1
部

第
2
部

昨年度開催時の様子

ユーチューブ

ズ ー ム

ズ ー ム



広報こしがや　令和5年（2023年）3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

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

□｢あれから半世紀｣～講演会とシンポジウ
ム～
▶日時：3月18日㈯、13:30～17:00(13:00開
場)
▶会場：中央市民会館4階会議室
▶内容・講師：下表のとおり

▶定員：100人
▶入場料：無料
▶申込み：当日会場へ
∫NPO法人くおーれの風・高瀬☎080-317 
6-0910(9:00～17:00)
□まちかど春色コンサート2
▶日時：3月26日㈰、14:00～16:15
▶会場：中央市民会館劇場
▶内容：歌・ピアノ・サックスの6人の音

楽家による演奏
▶対象：3歳以上で静かに鑑賞できる方
▶入場料：1,900円
▶申込み：電話で下記へ
∫こしがや｢まちかどに音楽を！｣プロジェ
クト☎985-2990
□小学生・中学生・高校生・大学生のため
の能体験教室
▶日時：5月3日㈷、14:00～16:00(13:30受
け付け)
▶会場：こしがや能楽堂
▶対象：小学生～大学生25人
▶参加費：無料
▶持ち物：白足袋(白靴下は不可)
▶申込み：参加者の住所・氏名・学年・電
話番号を電話、ファクス、またはメールで
下記へ
∫埼玉県芸能文化振興会・松﨑☎090-631 
3-9591、D048-825-4800、Hm.masae3 
@gmail.com
□埼玉県立大学研究開発センターシンポジ
ウム2022｢その人らしく活躍できる｢働き
方｣の実現を目指して｣(WEB配信)
▶公開期間：7月31日㈪まで
▶内容：障がい者と女性の働き方に関する
現状と課題を、国の施策動向を含めて解

説。就労支援の取り組み事例を基に討論
▶対象：医療・福祉・介護分野従事者、内
容に興味のある方
▶参加費：無料
▶申込み：7月25日㈫までに
ホームページから申し込み
∫埼玉県立大学研究開発センター☎973-43 
62

□新大正琴春のコンサート
▶日時：3月15日㈬、14:00から(13:30開場)
▶会場：中央市民会館劇場
▶内容：大正琴とギターの演奏
▶入場料：無料
▶申込み：当日会場へ
∫新大正琴カトレア会・海老原☎974-2743
□健康マージャン体験会
▶日時：3月9日㈭、10:00～12:00
▶会場：中央市民会館5階第1会議室
▶対象：未経験者、初心者
▶参加費：無料
▶申込み：事前に電話で下記へ
∫健康マージャン越谷・清田☎070-1307-9 
691

▶期間：3月12日㈰～26日㈰
▶会場：市民活動支援センター｢ななサポこし
がや｣
▶内容：中央中、北陽中の生徒が制作した発想
豊かなだるまアートの作品約400点を、市内の
デザイン会社｢ハナブサデザイン｣のだるまアー
トや伝統の越谷だるまとともに展示
∫経済振興課☎967-4680

　観光物産拠点施設｢ガーヤちゃんの蔵屋敷｣は
令和5年でオープン6年を迎えます。これまで交
流を持った地域との観光物産交流を進めていく
一環として、｢東北フェア2023｣を開催します。
▶期間：3月4日㈯～31日㈮
▶販売品：ふかひれラーメン・嶽きみバター

(岩手県大船渡市)、笹かまのり天串・もち麦・
おのくん人形(宮城県東松島市)、ざくざく風カ
レー・福島白桃キャラメルコーン(福島県二本
松市)など、約100品目
∫(一社)越谷市観光協会☎971-9002

▶日時：3月19日㈰～21日㈷、9:00～17:00
▶会場：清浄院(大松60)
▶内容：平安時代および鎌倉時代ごろの作であ
る清浄院｢木造阿弥陀如来坐像｣2躯の公開
∫生涯学習課☎963-9315

▶日時：4月2日～11月26日の毎週日曜日(8月
を除く)、10:00～16:00

▶場所：大相模調節池
▶内容：ディンギーやカヤックに乗って大相模
調節池を周遊
▶料金：ディンギー1艇2,000円(1時
間)ほか
▶申込み：3月20日㈪から、専用
フォームまたは電話で下記へ
∫(一社)越谷市観光協会☎971-9002

▶日時：4月22日㈯、9:00から
▶集合場所：東武スカイツリーライン越谷駅西
口
▶内容：バスで久伊豆神社、越谷アリタキ植物
園、旧東方村中村家住宅、花田苑を巡る。大相
模調節池のほとりでのバーベキューや越谷いち
ごタウンでのいちご狩り体験
▶定員：40人
▶参加費：5,000円
▶申込み：3月22日㈬から電話で下記へ
∫東武トップツアーズ(株)新越谷支店☎986-09 
53

▶日時：3月18日㈯、13:00から
▶会場：水辺のまちづくり館(レイクタウン4‒ 
1‒4)
▶内容：越谷技博の事業報告や新たな観光事業
のビジョンなどの発表、参加者とのディスカッ
ション
▶参加費：無料
▶申込み：3月15日㈬までにメールで下記へ
∫ (一社)越谷市観光協会☎971-9002、Hinfo@ 
koshigaya-sightseeing.jp

中央中、北陽中
だるまアート作品展示

ガーヤちゃんの蔵屋敷
｢東北フェア2023｣

市指定文化財・清浄院
｢木造阿弥陀如来坐像｣公開

レイクタウンボートパーク

観光ぶらっとこしがや｢越谷の名所名跡めぐ
りとレイクタウンでのBBQ・いちご狩り｣

こしがや｢まち未来創造塾｣
第7期報告会

～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

講演｢精神病院を捨
てたイタリア、捨
てない日本｣
講演｢南埼玉病院の
開放化の歩み｣

シンポジウム

内容

元朝日新聞記者の大
熊一夫さん

南埼玉病院理事長の
瀬戸睿さん
司会：精神保健福祉
士の今野正裕さん

講師

令和2年に始まった東北フェア

華やかなだるまアートと伝統の越谷だるま

ディンギーを楽しむ親子

公開される木造阿弥陀如来坐像

だけ

く

さとし



＊12月の街頭犯罪件数　路上強盗・ひったくり3件　自動車・オートバイ盗4件　自転車盗77件　侵入盗9件
＊1月の街頭犯罪件数　路上強盗・ひったくり0　自動車・オートバイ盗4件　自転車盗72件　侵入盗9件

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

健 康
ガイド
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薬の相談日

3/7㈫・4/4㈫
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
3月21日㈷
▷こしがや脳神経外科　☎988-7892
蒲生寿町5-7越谷メディカルビル1階/脳外・神
内
▷　花田内科クリニック　☎966-1610
花田1-21-7/内・消内・小
▷　　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
▷　　越谷ハートフルクリニック(午前のみ)　
☎989-8020　川柳町3-50-1/内
▶大野歯科医院　☎988-1388
蒲生寿町17-6/歯・小歯・歯外

特定不妊治療費助成(経過措置分)および早期不
妊検査費・不育症検査費の助成
▶対象：令和4年4月1日～3月31日に終了した特
定不妊治療(経過措置分)および不妊検査・不育
症検査
▶申込み：3月31日㈮までに郵送(消印有効)ま
たは直接下記へ
＊治療や検査の終了日によっては、4月1日㈯以
降でも申し込みができます。詳しくは、市
ホームページをご覧ください
∫感染症保健対策課(〠343-0023東越谷10-31越
谷市保健所1階)☎973-7531

認知症のチェックをしてみませんか？
　認知症は、早期発見・対応が肝心です。市で
は、認知症簡易チェックサイト(無
料)を開設しています。右記の二次元
コードからご利用ください。
＊医学的診断をするものではありません。心配
のある方は早めに各地区の地域包括支援セン
ター、または医療機関にご相談ください
∫地域包括ケア課☎963-9163
終了間近！　令和4年度高齢者肺炎球菌予防接
種
▶期間：3月31日㈮まで
▶申込み：事前に市内実施医療機関へ。受診券
をお持ちでない方、市外で接種を希望する方は
事前に健康づくり推進課へご連絡ください
＊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
　歯科健康フェア　65歳～70歳で自分の歯が28
本以上ある方を募集します
▶対象：市内在住の65歳～70歳(令和5年4月1日
時点)で、次の①～⑥のすべてに該当する方。
①自分の歯が28本以上ある　②処置歯が4本以
内　③未処置歯がない　④過去に歯のコンクー
ルで表彰されていない　⑤審査日(3月8日㈬ま
たは4月26日㈬、13:30～15:00に保健センターで
実施)に受診できる　⑥表彰式(6月4日㈰、保健
センターで実施)に出席できる
▶申込み：電子申請または電話で歯
科健診・相談に申し込み
＊表彰該当者多数の場合は選考があります。結
　果は本人に通知します

　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：3月15日㈬、10:00～11:00
▶持ち物：飲み物
▶申込み：3月14日㈫までに電子申請
または電話で申し込み

令和4年度第2回自死遺族相談
▶日時：3月9日㈭、10:30から・13:00から・
14:30から
▶会場：こころの健康支援室(第三庁舎1階)
▶内容：自死遺族分かち合いの会当事者等によ
る個別相談
▶対象：市内在住・在勤で、家族等を自死で亡
くした方3組
▶持ち物：飲み物、筆記用具
▶申込み：3月7日㈫までに電話で下記へ
∫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：4月13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ています)
▶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
　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

▶日時：▷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、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

＊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

　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

お知らせ

令和5年度乳がん(集団)検診の
申し込みは3月8日㈬から
　詳しくは、市ホームページ
または広報こしがや2月号15面
をご覧ください。
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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

ナッシュ

けんたい おう

だん

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

∫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新型コロナウイルスワクチン接種はお早めに　

　3月は｢自殺対策強化月間｣です。この時期は、卒業や就職、転勤など生活環境が変化
するため、ストレスがかかりやすく、自殺者数が増える傾向にあります。
　自殺対策強化月間に行われるイベントや、セルフ・メンタルヘルスチェックなどについて
紹介します。　　　　　　　　　　　　　　　　　 ∫こころの健康支援室☎963-9214

そめや しゅうにん

ホームドクター
616
　　　　　　

脂肪肝について

　　現在、運動不足、過食、肥満傾向により脂
肪肝の方が増加しております。肝臓に脂肪が
増えてたくさんたまった状態が脂肪肝です。
脂肪肝は自覚症状がない人がほとんどであ
り、軽い病気だと考えられ、健康診断や診察
などで指摘されても気にせず放置されてしま
う方も多いです。しかし、脂肪肝の中には肝
硬変や肝臓がんに進行する可能性のあるもの
があります。
　脂肪肝にはお酒を飲みすぎた人に発症する
アルコール性のものと、あまりお酒は飲んで

いないのに発症する非アルコール性のものが
あります。
　皆様もNASHという用語を聞いたことがあ
るかもしれませんが、飲酒習慣がない非アル
コール性の脂肪肝の中で、今後肝硬変や肝臓
がんに進行していく可能性があるものが非ア
ルコール性脂肪肝炎(NASH)です。肝炎が長
期にわたると肝臓が硬くなった状態である肝
硬変になり、進行してしまうと倦怠感、黄
疸、むくみ、腹水、胃食道静脈瘤の破裂(吐
血)、肝性脳症(意識障害)、肝臓がんなどさま

ざまな症状や合併症を伴い治療が困難となっ
ていきます。
　近年、肝硬変や肝臓がんの原因としてB型
肝炎やC型肝炎といったウイルス性肝炎は減
少していますが、急増する非アルコール性脂
肪肝炎(NASH)が注目されています。
　脂肪肝は肥満、糖尿病、脂質異常症、高血
圧を伴っていることが多いですが、肥満体型
でない運動不足、不規則な生活習慣の方や血
液検査で肝機能異常を認めていない方にも見
られることがあります。
　治療の基本は食事、運動療法を中心とした
減量と生活習慣を見直すことです。脂肪肝の
人のすべてが重症化して、肝硬変、肝臓がん
になるわけではありませんが、脂肪肝を指摘
された際は原因となる生活習慣や肥満を改善
し、合併する病気の治療を行い、定期的に経
過観察していくことが重要です。

越谷市医師会
北越谷そめやクリニック
☎976-1717
染谷　秀忍

実施しているワクチン接種 接種券を紛失した方・転入した方

12歳以上の方の3回目以降の接種

　接種券の発行申請が必要です。コールセンター(☎0120-701-333)へご連
絡ください。発送まで約3週間かかります。

新型コロナウイルス感染症予防接種証明書の取得
　ワクチン接種証明書は、いずれかの方法で取得できます。

コンビニエンスストア等のマルチコピー機、郵送
　　接種証明書アプリ

4月以降の新型コロナウイルスワクチン接種は、
決まりしだい市ホームぺージ等でお知らせします

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

『いきる』を支える
自殺対策強化月間3月は

　ストレスは自分でも気付かな
いうちにたまり、時には病気に
つながってしまうこともありま
す。こころの不調も体の不調と
同じように、早めに対処するこ
とが大切です。

　本市では、毎年50人～60人の方
が、自殺により亡くなっています。
自殺は身近な課題です。健康面や
経済面、家庭不和などいくつかの要
因が重なることで、自殺に至ると言
われています。
　ふだんの生活の中で、心配や不安
はありませんか。｢眠れない｣、｢気分
が沈む｣、｢やる気が出ない｣、｢食欲
がない｣、｢だるい｣など、どうしたら
よいか悩んだり、困っていることは
ありませんか。一人、あるいは家族
だけで解決しようとせず、遠慮なく
こころの健康支援室にご相談くださ
い。

｢いのちを大切に！｣美術作品展示 こころの健康状態をチェック｢こころの体温計｣

　若年者の自殺予防啓発を目的に、市内の小・中学
校の児童・生徒を対象に｢こころの健康に関する図画コ
ンクール｣を実施し、最優秀作品でポスターを作成しま
した。2月初旬から自治会掲示板等に掲示していますの
で、ぜひご覧ください。

自殺予防ポスターの掲示

チェックは
こちらから ▶

遠慮なく相談できる専門窓口
｢こころの健康相談窓口｣

　多くの方に｢こころの健康｣について関心
を持ってもらうことを目的に、東武鉄道、
市内の小・中学校の協力のもと、駅構内
展示スペースに美術作品を展示します。
　展示期間　3月中(各駅で異なります)
　展示場所　東武スカイツリーライン蒲
生駅、越谷駅、北越谷駅、大袋駅の構
内展示スペース

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

　対象年齢

6カ月～4歳

5歳～11歳

12歳以上

　　　　　　実施しているワクチン接種

1～3回目接種（初回接種）

1・2回目接種（初回接種）、3回目接種（追加接種）

1・2回目接種（初回接種）、3回目以降の接種（追加接種）

紙の場合
データの場合



〠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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いきいき館

越谷市民プール
　　　　　　　　　　　　　
休 館 日 3月6日㈪・13日㈪・20日㈪・27日㈪・4月3日㈪

温水プール

トレーニングルーム

使用時間 ▷第1部…9：30～12：00　 ▷第2部…13：00～15：30　
　　　　 ▷第3部…16：00～18：30　▷第4部…19：00～21：30
＊温水プールの遊泳時間は各部終了時間の15分前まで
＊使用の際は水泳帽子の着用が必要です
＊3歳未満の方は使用できません
＊保護者1人につき、3歳～就学前のお子さんの同伴2人まで可
＊年齢を問わず、排せつが自立していない方は使用できません
＊各部開始から1時間後に10分間の休憩があります

使用時間 9:30～21:15(更衣室の使用は21:30まで)
＊初めての方は初回講習会(予約制)の受講が必要です。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

＊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

休館日：3月7日㈫・14日㈫・22日㈬・
28日㈫・4月4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
(健康保険証など)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

休館日：3月4日㈯・12日㈰・18日㈯・
21日㈷・26日㈰・4月1日㈯

認知症サポーター養成講座
日時 3月23日㈭、13:30～15:00
内容 認知症の方とその家族を支え、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
参加費 無料
申込み本人が電話または直接けやき荘へ
移動図書館
日時 3月23日㈭、14:30～15:00
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

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

一部施設の利用休止のお知らせ
●教養娯楽室
　3月2日㈭の終日、22日㈬の午後
●浴室　3月5日㈰の終日

　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。
くすのき荘、けやき荘での3月の開催はありません。

リハビリなんでも相談

日時 対象会場 費用 申込み
3月7日㈫、9:00～11:30

3月9日㈭、9:30～11:00

3月10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
無料

健診ホール

機能回復訓練室

会議室

電話で健康づくり推進課（☎960-1100）へ保健センター

ゆりのき荘

ひのき荘

老人福祉センター

ゆりのき荘
開館時間9:30～16:00
☎992-6601
増林3-2-2

休館日：3月6日㈪・13日㈪・20日㈪・
27日㈪・4月3日㈪
認知症サポーター養成講座
日時 3月24日㈮、13:30～15:00
内容 認知症の方とその家族を支え、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
20人
参加費 無料
申込み 3月1日㈬～12日㈰に本人が電話
または直接ゆりのき荘へ
＊詳しくは、ゆりのき荘にお問い合わ
　せください

休館日：3月5日㈰・11日㈯・19日㈰・
21日㈷・25日㈯・4月2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

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 3月2日㈭・16日㈭・4月6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

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。

ホームページ▶



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（3月22日㈬の予約は20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　E4月分の予約は3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

●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

●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
●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。3月
の土曜日は臨時閉庁（4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
●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
3月の住宅リフォーム・耐震相談とマン
ション管理相談開催はありません

●介護相談（介護事業所で働く方）
A3月15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、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」をご覧ください
＊3月開催の講座については、広報こしがや2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

1歳のお子さんと保護者
10組
令和2年4月1日～3年3月31日生まれ
のお子さんと保護者10組

日時 講座名（内容）

4月8日㈯、10:00～11:00

4月25日㈫、14:15～15:00

子育て絵手紙「子育ての話をしながら、
割りばしと墨で春を描きませんか」

みんなのあそび場「出逢いを楽しみリズム
や小麦粉粘土で遊ぼう」

18歳以上の方10人

就学前のお子さんと
保護者10組

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：3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(お話、親子でふれあい遊び)

園庭開放(お話、親子体操、園庭の遊具や
砂場で遊んでお友達を作りましょう)

▶申込み：4月3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

4月6日㈭、
10:30～11:30

4月13日㈭、
10:30～11:30

4月20日㈭、
13:30～14:30

4月22日㈯、
10:30～11:30

4月27日㈭、
10:30～11:30

3月10日㈮

3月20日㈪

3月14日㈫

3月17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7月15日～21日生

7月22日～31日生

令和元年10月13日～23日生

10月24日～31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（必
要な方はオムツ、待ち時間に羽織るタオル）

4月16日㈰、
10:30～11:30

4月18日㈫、
10:30～11:30

4月27日㈭、
10:30～11:30

１歳６か月児健康診査

３歳児健康診査

ファミリーデー「手形足形コレ
クション　動物編」

4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

4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

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

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

サークルコスモの
英語であそぼう

保育園の先生の
わくわくひろば

サークルコスモの
赤ちゃんと英語であそぼう

子育てサロン
（南越谷1-11-4新越谷駅ヴァリエ1階）☎961-3623

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） 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：3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：3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

〜

4月13日㈭、10:00～11:00

4月20日㈭、10:00～11:00

6カ月～11カ月のお子さんと
保護者6組

3カ月～6カ月のお子さんと
保護者8組

1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6組

6カ月～11カ月のお子さんと
保護者6組

日時

4月5日㈬、
10:30～11:30

4月17日㈪、
10:10～10:55

4月17日㈪、
11:10～11:50

4月26日㈬、
10:30～11:00

4月28日㈮、
10:30～11:00

出張ひろばの
ベビーサロン
出張ひろばの
キッズリトミック

出張ひろばの
ベビーリトミック

手遊びやわらべ唄
みるくZOOMカフェ

わらべ唄であそぶ
かるがも広場

宮本二丁目第一自治会館
（宮本町2-150-3）

WEB講座(Zoom)

つどいの広場はぐはぐ

3カ月～10カ月のお子さんと
保護者8組
歩いている就園前のお子さんと
保護者8組

歩き始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5組

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

講座名（内容） 対象場所

▶申込み：3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

ズーム

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

日時 講座名（内容） 対象

コーディネーショントレーニング

制作(こいのぼり作り)

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　

▶申込み：3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 4月11日㈫、10:00～11:00

4月20日㈭、10:00～11:00
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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・
こいのぼりの会」

日時：4月27日㈭、
        10:00～11:00
対象：1歳～就学前のお
子さんと保護者10組
申込み：4月14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：4月17日㈪、
　　　10:00～11:30
対象：就学前のお子さ
んと保護者10組
申込み：4月14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

♪おやつの日「栄養士と
一緒に保育園のおやつ

を食べよう」
日時：4月24日㈪、
　　　14:30～15:00
対象：離乳食が完了して
いるお子さんと保護者6組
申込み：3月7日㈫から
電話で申し込み(8:30～
16:30)

大間野町5-147-1
（認定こども園小牧内）

☎985-4890

こあら教室

ぺたぺた
「こいのぼり制作」

日時：①4月20日㈭ ②4
月27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10組
申込み：4月14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

おともだちになりま
しょう

日時：4月12日㈬、
        10:00～11:00
対象：就学前のお子さ
んと保護者10組

申込み：4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：4月27日㈭、
        10:00～10:45
対象：就学前のお子さ
んと保護者10組
申込み：4月10日㈪から
電話で申し込み(13:00～
16:30)

谷中町2-88-4
（松沢保育園内）
☎080-1058-3953

きらきら

子育て講座「スムーズに進め
たいトイレの習慣」

ご相談タイム「困っていませんか？」

日時：4月20日㈭、
　　　9:50～10:50
対象：2歳～就園前のお
子さんと保護者10組
申込み：4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「ちょ
うちょさん　このゆびと～
まれ！」～子育て相談～

日時：4月24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：4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

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

みんなでつくりたい
おへその広場

「こいのぼり製作」
日時：4月13日㈭、
　　　10:00～11:00
対象：0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(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

園庭・室内開放/
子育て支援

日時：月曜～金曜日、　
　　　9:30～16:30
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

作って遊ぼう！
小麦粘土

日時：4月18日㈫、
10:30～11:30・13:00～
14:00
対象：2歳～就園前のお
子さんと保護者各4組
申込み：4月10日㈪から
電話で申し込み(10:00～
16:00）
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イ ベ ン ト

プレーパーク
∫青少年課☎963-9308
▶日時：3月25日㈯・26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

見たい！　知りたい！　描きたい！　モンゴルへようこそ
∫図書館☎965-2655
▶日時：3月25日㈯、10:30～11:30
▶会場：図書館2階視聴覚ホール
▶内容：絵本作家とワークショップなどを楽しむ。関連図書の貸し
出しあり
▶講師：モンゴル出身で絵本作家のイチンノロブ・ガンバートルさ
ん、バーサンスレン・ボロルマーさん
▶対象：6歳～小学6年生のお子さんと保護者15組(就学前のお子さ
んは保護者要同伴)
▶参加費：無料
▶持ち物：図書館の利用券(お持ちの方)
▶申込み：3月4日㈯から電子申請で申し込み

親子で楽しむ絵本の世界
∫図書館☎965-2655
▶日時：3月19日㈰、10:00～11:30
▶会場：図書館2階視聴覚ホール
▶内容：絵本の読み聞かせとわらべうた、講義等。関連
図書の貸し出しあり
▶講師：地域家庭文庫連絡会の方
▶対象：6カ月(令和5年3月19日時点)～就学前のお子さん
と保護者10組
▶参加費：無料
▶持ち物：図書館の利用券(お持ちの方)
▶申込み：3月3日㈮から電子申請で申し込み

屋外で自由に
遊べます

親子で絵本
を楽しみまし

ょう

講師の作品
『モンゴル大草原800年』福音館書店

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
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令和5年（2023年）2月1日現在
人口　34万3,705人（前月比161人減）
世帯　16万389世帯（前月比7世帯増）

男　17万386人（前月比117人減）
女　17万3,319人（前月比44人減）

＊1月の交通事故642件　死者1人　負傷者79人
＊1月の火災15件　救急出動回数1,784件

■こしがやエフエム(86.8MHz)
越谷のダイジなお知らせ
3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～
3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（後編）
スマイル：埼玉県立大学 学生ボランティア団体ＭＡＧＯ
■テレビ埼玉　3月18日㈯、9:30～
■J:COM　3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～

　市役所駐車場などで、大地震を想定した防災訓練を
開催しました。会場では、避難所運営訓練、倒壊した
建物や高所からの救出訓練などを実施したほか、119番
通報や防災VRなどの体験も行われました。
　119番通報を体験した方は、「いざとなったら落ち着
いて通報できるか不安。通報を練習する機会はなかな
かないので、よい経験ができた」と話していました。

越谷市・越ヶ谷地区合同総合防災訓練を実施

ま　ご

　新越谷西口商店会は、東武スカイツリーライン新越
谷駅西口周辺にLED街路灯26基と防犯カメラ5台を設置
しました。
　商店会長の山田謙治さんは、「多くの方に、お買い物
や飲食で安心して商店街に訪れてもらえるよう、安
心・安全なまちづくりと商店街の活性化に貢献してい
きたい」と話していました。

2月1
3日

～3月
5日

新越谷西口商店会が街路灯を設置

1月2
9日

ばいごう

びな

　越谷梅林公園には、約2.8万㎡の敷地に梅郷、白加賀
など約40種類300本の梅が植えられています。梅の見頃
は、例年2月下旬～3月中旬です。園内を散策しなが
ら、梅の花を眺めてみてはいかがでしょうか。
【住所】大林203-1　【アクセス】東武スカイツリーライン
北越谷駅西口から徒歩約20分　【駐車場】10台(3月17日
㈮まで臨時駐車場があります)

越谷梅林公園の梅が見頃
　市民活動支援センター｢ななサポこしがや｣で、｢第6
回　新派つるし雛inななサポ｣が開催され、有志の市民
活動団体や個人から寄せられたつるし雛の作品が展示
されています。
　会場を訪れた出品者の女性は、｢色とりどりできれい
にできた。細かいところまでこだわったので、ぜひ見
てほしい｣と話していました。

創意あふれる｢つるし雛｣を展示

2月上
旬

　　
から

3月中
旬

　　ま
で
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