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埼玉県広報紙

S a i t a m a

の国
だより

No.
埼玉県マスコット
「さいたまっち」
「コバトン」

P r e f e c t u r a l

2050年、
どうなる？
私たちの生活
「カーボンニュートラル」
温室効果ガス排出量の実質ゼロに向けて
行動しない限り、進行し続ける地球温暖化。
誰もが安心して豊かに暮らせる環境を次世代
へと受け継いでいくため、私たちにできるこ
とは何か、考えてみませんか。
詳しくは中面をご覧ください

N e w s l e t t e r
今月の
読者プレゼント

県公式LINE

★写真はイメージです。

▲県産米
「彩のきずな」

彩の国だよりをスマートフォンや
タブレットでご覧になれます。

県内の旬の話題を発信中！

●県人口
（令和4年4月1日現在）
●総人口／7，
331，
256人
（男3,639,165人 女3,692,091人 前月より1,740人増）
●世帯数／3，
213，
644世帯

617

令和4年（２０２2年）
6月1日発行
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この広報紙は5月18日
（水）
現在の情報をもとに作成しています。

ここ100年間ほどで

年平均気温が約2.2℃上昇！

埼玉県で唯一の地方気象台がある熊谷市では、
ここ100年間
ほどで年平均気温が約2.2℃も上昇※しました。
それにより最高
気温35℃以上の猛暑日が100年前の約8倍になった年もありま
す。
これは、二酸化炭素（CO2）
などの温室効果ガスの排出による
ものと考えられています。気温上昇によって、
これまで経験した
ことのない暑さや大雨など、
さまざまな影響が出ていると考えら
れています。
※ 気象庁HP
「日本の各地域における気候の変化」
より

★ 気温上昇には、
地球温暖化のみでなく、
ヒートアイランド現象
（都市部の気温が
周囲よりも高くなる現象）
の影響もあると考えられています。

何も対策を取らないと、今世紀末には産業革命（18世紀）以前
と比べて世界全体では約4℃もの気温上昇が起きるとされてい
ます。私たちがこれまで当たり前に感じていた生活はできなく
なってしまうかもしれません。

どんな時に温室効果ガスが排出されるの？
例えば ・ガソリン車の走行

・電化製品の使用 など
石油、
石炭など
の化石燃料が
消費される

エネルギー
を使う

!

!

プラスマイナ
ス
ゼロに！

2050

排出量

だ！

私たちの生活を便利にしてくれるものは、温室効
果ガスが大量に排出される原因にもなっています。

「カーボンニュートラル」
って？
最近よく見聞きするように
なった「カーボンニュートラ
ル」
という単語。
これは、温室
効果ガスの排出量と、植林な
どによる吸収量をイコールに
することを意味しています。
つまり、排出量を「実質的に
ゼロにする」。
それを2050年
までに実現するというのが、
国全体の目標です。

温室効果ガスが
排出される

埼玉カーボンニュートラル
ポータルサイトを開設！
埼玉県では、
カーボンニュー
トラルの実現を目指して、取り
組みを進めています。
事業者・県民向けの支援策や
制度をまとめましたので、ぜひ
ご活用ください。

+CO2
+CO2

詳細はこちら▶

‑CO2

吸収量

次世代を生きる子供たちは、今の大人たちが作り出した環境の中で暮らしていきます。
カーボンニュートラルを実現させることは、
その未来を守ることにつながります。

 

CO2排出削減に取り組んでいる県内の企業にお話を伺いました。

しんき

新輝合成（株）埼玉工場
令和3年度 彩の国埼玉中小企業
CO2削減大賞 受賞
事業内容

プラスチック家庭用品の製造・販売

取り組んだこと

•プラスチックを溶かす熱を逃がしにくい
設備に更新しエネルギーを減らした。
•社員からの提案制度を生かして自動化
による作業効率アップにも取り組んだ。

小さな気付きが大きな省エネに！
省エネは最低限を見つける活動で
す。従業員一人ひとりが、
「できること
をやろう」
と取り組んでくれています。
構え過ぎずに、小さく始めて、
こつこ
つと継続し、習慣化することで大きな
実りになったと思います。
改善はいつも、小さな気付きから
始まります。皆さんもぜひ身の回りを
見直して、できることを探してみませ
んか。
こすげ

工場長

小菅 英一郎さん

（株）
フジダン本庄工場
令和3年度 彩の国埼玉中小企業
CO2削減奨励賞 受賞
事業内容

段ボールの製造販売

取り組んだこと

段ボール材料を加工するときに使
用する蒸気エネルギーを無駄にす
ることなく利用し、環境に配慮した
原材料の調達にも取り組んだ。

CO2排出量削減が
企業の成長に繋がる時代に
私 達は品 質 方 針として、品 質向
上、
コスト低減、納期遵守にこれまで
全力で取り組んできました。今後はそ
という視点が
れに「CO2排出量削減」
加わり、
より低炭素な製品であること
が顧客を惹き付け、企業の成長に繋
がる時代となってくると思っています。
そのためにも、今できる対策を積
み上げて、CO 2を徐々に減らすことに
取り組んでいきます。
ひさなお

工場長

宮脇 永尚さん

次号（7月号）は7月1日の新聞折り込みなどで配布します。
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私たちにできることから始めよう

今︑

私たちが普段の生活の中で消費する製品やサービスは、作られて
から捨てられるまでに多くの温室効果ガスを排出しており、
その量は
国全体の排出量の約6割を占めるとも言われています。企業や行政だ
けでなく、誰もが取り組まなければならない問題です。
一人ひとりが日頃から省エネを意識して行動することが、温室効果
ガスの排出量を大きく削減することにつながります。ぜひ、
あなたも
「今、
自分にできることは何か」
を考え、行動を始めてみませんか。




環境に優しいライフスタイルを
ごみを焼却するときには、
大量の二酸化炭素
（CO2）
を
※
排出します。
３R（リデュース、
リユース、
リサイクル）の実践
などにより、
なるべくごみを減らす生活を心掛けましょう。

夏に向けてクールビズに積極的に取り組むことや、電
気をこまめに消すことなど、
まずはすぐにできることから
ライフスタイルを見直してみましょう。

スリーアール

※ リデュース：発生するごみの量を少なくすること、
リユース：一度使ったものをごみにしないで何度も繰り返し使うこと、
リサイクル：使い終わったものをもう一度資源として再生すること


プラスチック資源循環法
（プラスチックに係る資源循環の
促進等に関する法律）
が施行されました
（令和4年4月1日〜）

混ぜればごみ、
分ければ資源に！

例えば

プラスチックごみの削減やリサイクル強化を目指す同法の
施行に伴い、
カトラリー配布やアメニティ設置の見直しを検討
する店舗・施設も。
問

が

TEL

048・830・3037
FAX 048
・830・4777

FAX

ごみを捨てるときには市町村の
ルールに従ってきちんと分別

048・830・4791





年間約6,000円
もおトク！

省エネ家電への買い替え

出典：資源エネルギー庁HP
「省エネポータルサイト」
、
環境省HP省エネ製品買換ナビゲーション
「しんきゅうさん」

TEL

約

ご自宅に省エネ・再エネ設備を設置することで、
家庭か
らの二酸化炭素
（CO2）
を大きく削減することができます。
県では、高断熱窓、蓄電池、
エネファームなどに対する
補助制度を用意しておりますので、
ぜひご活用ください。

問
TEL

電球形LEDランプは
一般電球と比べると
約

86％の省エネ

県エネルギー環境課

048・830・3042

問
TEL

FAX

県大気環境課

048・830・3065

「カーボンニュートラル」

また、
自動車によって排出される二酸化炭素は、国全
体の排出量の約15%を占めています。
電気自動車やプラ
グインハイブリッド自動車など、排出ガスを出さない、
ま
たは少ない電動車への乗り換えを検討してみませんか。

停電時など、
いざという時の電源にも！
048・830・4778

電動車については

地球温暖化対策は、
「待ったなし」
の課題です。
国では、2030年までに温室効果ガスを2013年
度比46パーセント削減する野心的な目標を掲
げています。国の努力だけでは、
この目標達成
は到底不可能です。地方公共団体、事業者、国民
も一丸となって取り組むことが不可欠です。
このため、本県でも、2009年に
「埼玉県地球
温暖化対策実行計画」
を策定し、取り組みを進め
てまいりました。県民の皆様にも御協力いただ
き、脱炭素社会構築に向けた仕事や生活スタイ
ルの変革を目指して、
クールビズなどのキャン
ペーンを実施してまいりました。
また、温室効果ガス排出量の多い事業者に
は、目標設定型排出量取引制度により削減目標
を定めた上での自主的な取り組みを促した結

年間約2,500円
もおトク！

住宅用省エネ・再エネ設備の設置、電動車への乗り換え

補助制度については

知 事 コ ラ ム

今どきの冷蔵庫は
10年前と比べると

40〜47％の省エネ





マイ〇〇を持ち歩く

新製品ほど省エネ性能が高い傾向にあります。電
気代の削減にもつながるため、
初期投資をしてもトー
タルでみると経済的で家計にも優しい！

県温暖化対策課

問

県資源循環推進課

048・830・3108

FAX

048・830・4772

果、
目標を上回る削減が続いています。
一方、意欲的な目標を達成するためには、
これ
までにない視点からの検討も必要です。
例えば、事業所で発電時に出る熱を利用する
コージェネレーションシステムで、隣接する施設
と連携して効率的に活用するエネルギーの面的
利用を促すことが有効です。そのためにはまち
づくりを進める段階からその導入を検討する必
要があります。
また、再生可能エネルギーの利用には、気象
予測や需給データの解析、エネルギーの需給調
整やＡＩ・
ＩｏＴなどのデジタル技術の進展や活用
が欠かせません。
さらには、アフターコロナや生産性の向上を
も見据えた産業の構造転換が叫ばれる中、環境

▲補助制度の
詳細はこちら

への取り組みが企業の収益につながるサーキュ
ラーエコノミー
（CE）
の推進は、排出量削減とい
う社会の利益と企業の持続的発展を両立させる
ことになります。
今後は脱炭素を進めるにあたり、まちづくり、
ＤＸ(デジタルトランスフォーメーション）
、CE等の
環境にやさしい持続的産業の発展、
この3つを三
位一体で進める施策にも取り組んでまいります。
県では、今年3月に県庁を対象とする計画を
見直し、2030年度の温室効果ガス削減目標に 知事の日常業務はこちら
ついて、発電部門の削減も含め46パーセント以 からご覧いただけます▶
上とする目標を掲げ、取り組んでいるところで
す。持続可能な社会を将来世代に引き継ぎ、
「日
本一暮らしやすい埼玉県」
を実現するため、皆様
の一層の御協力を心からお願い申し上げます。
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この広報紙は5月18日
（水）
現在の情報をもとに作成しています。

新型コロナウイルス感染症関連情報
問

４回目接種が始まります
４回目の新型コロナウイルス感染症のワクチン接種
についてお知らせします。
対象者

３回目接種から５カ月経過した
①６０歳以上の方
②１８歳以上で基礎疾患のある方、
その他重症化リスクが高いと医師が認める方

ワクチン

048・830・3557

新型コロナウイルス感染症総合サイト▶

２０２２年４月１９日に薬事承認された武田社ワクチ
ン
（ノババックス）
についてお知らせします。ワクチ
ンの効果や安全性について、正しい知識を身に付
け、
接種をご検討ください。

!

県北部ワクチン接種センター(熊谷市)、
さいたま市集団接種会場(さいたま市浦和
区）、菅野病院(坂戸市)の３会場で接種で
きます
（６月１日時点）
★予約は 埼玉県 ノババックス

※mRNAワクチンに含まれるポリエチレングリコールに対するアレルギー

初回接種後約３カ月の発症予防効果９
０．
４％
また、追加接種についても抗体価が有意に上昇

効果

18歳以上の方

接種後７日目までの局所及び全身に見られた症状は軽度〜中等度で一過性であり、追跡
安全性
（副反応） 期間中に安全性の懸念は認められなかった。また、追加接種についても安全性は許容さ
★効果・安全性
（副反応）
については厚生労働省ワクチン分科会資料より引用
れることが報告。

ファイザー社 または
武田／モデルナ社の
ワクチンを使用

初回接種 2回
（1回目と2回目の間隔を3週間空けること）
追加接種 1回
（2回目接種から6カ月以上空けること）

接種回数・
接種間隔

男 性 のための電話相談のご案内

職場での人間関係、仕事のことや夫婦関係など、男
性は悩みを人に伝えられず、一人で抱えている場合が
少なくありません。県では、男性が悩みを相談しやすい
ように、男性のための電話相談を実施しています。

お悩みはありませんか？

男性のための電話相談窓口
原則として、県内在住、在勤または在学の男性
（性自認を含む）
を対象に電話相談
に応じます。

例えば

ポイント

・・・

男性の臨床心理士が相談に応じます
相談は無料です
（通話料はかかります）
家族・夫婦

ドメスティック・
バイオレンス
（ＤＶ）

生き方

問

など

TEL

日時：6月25日（土）午後1時30分〜午後4時40分
会場：With Youさいたま セミナー室（さいたま市中央区）
内容： 記念講演「WEリーグが目指す女性のエンパワーメントとは」
講師 岡島喜久子氏「（公社）日本女子プロサッカーリーグ チェア」
トークセッション
「With Youさいたまのこれから」など
問 同センター TEL 048・601・3111

男女共同参画

▲詳細はこちら

問

インターネットを悪用した
売買に注意
近年、大麻をはじめとした違法薬物の売買にSNSが
悪用されています。大麻を意味する隠語
（野菜、
クサ、
チョコ…など）
を使って、大麻の購入を促す投稿も多数
見られるので注意してください。怪しい誘いに返信す
るのは絶対にやめましょう。
TEL

県警察本部薬物銃器対策課

０４８・８３２・０１１０
（代）

苦情処理機関

県人権・男女共同参画課

身近な場所で
大麻の違法栽培が

近くを通ると青臭いにおいがする
一日中雨戸や遮光カーテンで窓がふさがれている
が、照明はついている
土や肥料を運び入れたり、茎や根などをゴミに出し
ているが、外で植物を育てている様子がない
エアコン室外機や換気扇が常に動いている など
大麻栽培の可能性がある場所を見かけたら、まず
相談を！

TEL

048・830・2921

FAX

048・830・4755

１４３人
５００人

そのうちの

２５人は
２０歳未満

（県警察本部薬物銃器対策課調べ）

（全薬物検挙人員）

６月20日〜7月19日は

薬物乱用「ダメ。ゼッタイ。」
普及運動の実施期間です

県では、啓発資料の配布や
募金活動を行います。募金は
国内外における薬物乱用撲滅
のための支援に
活用されます。

相談窓口

けいさつ総合相談センター＃９１１０
または TEL ０４８
・８２２・９１１０（２４時間受付）
埼玉県暴力追放・薬物乱用防止センター
TEL

０４８・８２２・４９７０

最寄りの警察署・交番

▲詳細はこちら

令和3年中の大麻検挙人員は

ここ数年、特に若年層を中心とした大麻の乱用拡大が問題になっています。大麻は、成長期の若者の脳に有
害な影響を及ぼす可能性がある恐ろしいものです。
「ちょっとだけなら」
、
「友人に誘われて」
という安易な考えは
命取り。絶対に手を出さないでください。

インターネット等では
「大麻は身体への悪影響がない」
「依存症にはならない」
といった誤った情報が氾濫していま
す。
「一度だけ」
という好奇心や遊びのつもりでも、もっと
強い刺激を求めて使用量や回数が増え、依存症になってし
まい、自分の意志ではやめることができなくなります。

午前11時〜午後3時）

県の施策や、性別による差別的な扱い、
ＤＶ等の暴力
などによる人権侵害について、苦情処理委員が調査し、
必要に応じて勧告や助言を行います
（県内で発生した事
案に限ります）
。★申し出は原則、書面です。

大麻 の乱用が 急 増 中！
誤った情報に惑わされないで

匿名でお受けします
秘密は固く守ります

県男女共同参画推進センター
（With Youさいたま）

048・601・2175（毎月第1、第3日曜

「With Youさいたま」開設20周年記念イベントを開催します

問

★1・2回目に使用したワクチンの種類
にかかわらず追加接種できます。

一人で悩まず、
まずは相談してください

6月23日〜29日は男女共同参画週間です

職場の
人間関係

検索

武田社ワクチン
（ノババックス）
は、国内の工場で製造する
「組換えタンパクワクチン」
です。
mRNAワクチンにアレルギー※をお持ちの方も接種を受けられます。

対象者

ワクチン効果の持続
（重症化予防）

TEL

武田社ワクチン（ノババックス）について
ワクチン
の特徴

★対象となる基礎疾患の範囲は県HPをご確認ください。
なお、接種券の取得には市町村への申請が必要な場合
があります。詳しくは、住民票のある市町村にお問い合
わせください。

効果

県感染症対策課

▲詳細はこちら
◀令和3年度薬物乱用防止啓発ポスターコンクール
高校の部最優秀作品
県立新座総合技術高等学校

湯本 ほのかさん

問
TEL

県薬務課

０４８・８３０・３６３３

FAX

０４８・８３０・４８０６

県の有償刊行物を販売しています。 問 県文書課（県政情報センター）
（ 県庁内）TEL 048・830・2543

科学のこころを育てる

プラネタリウム

帯に「KAZO」
という小惑星が！
未来館のオープン
（平成13年）

学
川口市 立 科

に合わせ発見者から市に命名権

来館
未
須
加

TEL

WEB

火星と木星の間にある小惑星

梅雨に入るこの時期は、夜空の星々を見ることはなかなか叶わないかもし
れません。そういう時は天候を気にせずゆったりと、プラネタリウムで幻想的
な時間を過ごしませんか。各施設には、世代を問わず科学を体験学習できる
コーナーもあります。自然や宇宙の不思議に触れてみましょう。
県観光課

048・830・4721

をいただきました。

加須の地域で出会える自然から壮大な宇
宙の仕組みまで、幅広く科学に親しめる科学
館です。さまざまな体験教室や天体観測など
を通して創造性を高めてみて。

048・830・3955

TEL

0480・69・2160

▲詳細はこちら

臨場感あふれるプラネタリウム。
今にも星々に手が届きそうな距離
感に子 供 から大 人までワクワク、
ドキドキ！

館

太陽をメインテーマにした参加体験型の科学館です。
「何だろう？「
」どうしてこうなるの？」
あなたの疑問・発見を大
事にします。当たり前と思っている日常の現象や自然の力
のすごさに触れてみて。
TEL 048
・262・8431

▲詳細はこちら
▲小さいながら繊細で高画質映像をスクリーン全体に投
影する単眼式超高解像度８K対応型デジタルプラネタリ
ウムで、
季節の星座を投影します

▲メディアグローブΣ4.8KSE1号機
（コニカミノルタプラネタリウム
（株）
製）

開館時間
入館料

午前９時〜午後５時

★休館日：火曜(祝日の場合は翌平日）
、年末年始

無料

プラネタリウム観覧料 小学生以上100円
場所

▲天文台の6連式太陽望遠鏡は圧
巻。晴天時には観測画像をホー
ムページでリアルタイム配信

▶

館内に40種類近くの科学実験装置が！

東北自動車道加須ICから車で15分

自然に近い美しい星空と迫力ある
映像で宇宙の姿を感じることができる
プラネタリウム。きらめく星々に心も
体も癒されて！
デジタル式プラネタリウム
「メディアグローブ Σ」
と▶
光学式プラネタリウム
「インフィニウムβⅡ」
の
組み合わせ
（コニカミノルタプラネタリウム
（株）
製）

開館時間
入館料

科学館

宇宙
年
少
青
市
ま
さいた

午前９時３０分〜午後５時（入館は午後4時30分まで）
★休館日：月曜(祝日の場合は翌平日）
、
年末年始
（他休館日あり）

高校生以上210円、中学生以下100円
★未就学児は無料

中学生以下210円
プラネタリウム観覧料 高校生以上410円、
★未就学児で座席を使用しない場合は無料

場所

「見て、ふれて、
チャレンジできる
科学館」
がテーマ。宇宙や科学の面
白さや不思議が体験できます。宇
宙飛行士やロボット、科学技術者へ
の夢を大きく膨らませてみて。

川口駅からバス
「川口市立高校」
下車
徒歩5分

TEL

身近な存在のスマートフォン

ローン、人工知能
（AI)、宇宙開

発で活躍するロケットや人工衛

星に至るまで、科学技術の発展

は私たちの生活の向上に大き

く貢献しています。県では、企

業や大学・研究機関と連携し、
未来の科学技術を担う人材育
成に取り組んでいます。

▲光学式プラネタリウム
「ケイロン」
とデジタルプラネタリウム
「バーチャリウムⅡ」
の組み合わせ
（
（株）
五藤光学研究所製）

開館時間
入館料

午前９時〜午後５時

★休館日：月曜(祝日の場合は翌平日）
、
年末年始

無料

4歳〜高校生200円
プラネタリウム観覧料 大人520円、
場所

▲詳細はこちら

048・881・1515
広々とした空間に、
明るく高精細で色彩豊
かなプラネタリウム。
まるでリアルな自然の
中で星空を見ているよ
うな感動を！

をはじめ、最新の医療機器、
ド
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★各施設は新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策を行っています。ご理解・ご協力をお願いいたします。
★プラネタリウムの投影内容や時間については、各施設にお問い合わせください。

へ 行こう！
問

FAX

浦和駅または北浦和駅から
バス
「宇宙科学館入口」
下車徒歩3分

▲宇宙に関する常設展示や若田光一さんに関するコーナーも！

さいたま市青少年宇宙科学館 名誉館長

若田 光一 さん

（JAXA特別参与および宇宙飛行士）

プロフィル
昭和38（1963）年、大宮市
（現さいたま市大宮区）
生まれ。
平成4
（1992）
年にNASDA
（現
JAXA）
の一般公募で宇宙飛行
士に選ばれ、その後3回の宇宙
滞在を経て平成26（2014）年
日 本 人 初とな る 国 際 宇 宙 ス
テーションのコマンダー ※を担
当。令和4
（2022）
年秋以降に5
度目の宇宙飛行が決定してい
る。令和3
（2021）
年度より同館
名誉館長に就任。※船長

埼玉県公式観光サイト
「ちょこたび埼玉」
は、県内の観光スポットやイベント情報はもちろん、
モデルコースなどの特集記事や県内物産品の情報も充実。皆さんの
「お出掛けしたい！」をバックアップします。

（C）
JAXA/NASA

詳細はこちら▶

6

情報コーナー

県ホームページの［イベントカレンダー］に詳細を掲載しています（紙面に掲載のない情報もあります）

Information

情 報 コ ー ナー

埼玉県のウェブサービス

• 対象 は原則、県内在住、在勤または在学の人、県内の企業・団体などとしています。
• 費用 は、
有料の場合のみ、1人分の最高額
（大人料金など）
を記載しています。

6

月号

2022
No.617

広報番組のお知らせ
テレ玉 地デジ3ch

手話あり

いまドキッ！ 埼玉（いまたま）
毎週土曜

8：30 〜 9：00

予告なく内容
あります。

変更になる場合が

イベ ント
県内企業100 社参加！
1 新卒者向け
合同企業説明会

学習・体験

対象 ▶ 令和5年3月に大学院・大学・短大・
高専、専門学校などを卒業予定かおおむね
3年以内の既卒者 日時▶6月27日㈪12：00〜
（さいた
16：00
（二部制）場所▶ソニックシティ
ま市大宮区）申込▶ で埼玉ジモト就活プ
ロジェクト事務局
（ 050・3850・0264）

2 発掘された日本列島2022

試験

日時▶ 6月11日㈯〜7月18日（月・祝）各9：00〜
16：30
（7月は17：00まで）費用▶600円 場所・
（さいた
問合せ ▶県立歴史と民俗の博物館
ま市大宮区 048・645・8171）
今月の放送予定
4日 地域をつなぐ♪とろ〜りハチミツ
11日 発掘！ ジュニアアスリート
18日 ぶら街めぐり 上尾市
ハライチ・岩井さんと
出 身 地 の上 尾 をぶ ら
街めぐり！上尾市の小
さな 北 海 道 からご 当
地グルメまで地域の魅
力を盛りだくさんでお
届けします。

25日 米づくりから酒造りを楽しむ①

こんにちは県議会です
10：00 〜 10：15

19日㈰ 議長インタビュー
26日㈰ 副議長・議会運営
委員長インタビュー

埼玉県議会中継

6月定例会の模様を放送します。

NACK5

朝情報★埼玉
（あさ★たま）
8：15 〜 8：25

県からのお知らせやイベント情報をお伝えします。

募集

大塚直哉レクチャー・コンサート
3 バッハ 平均律 前夜〜月明かりのもと
書き写した楽譜たち〜

掲載している情報については、新型
コロナウイルス感染症の拡大防止など
のため、中止または延期となる場合が
あります。

申込▶6月20日㈪までに
583・2301）
★抽選

で同園
（

048・

県農林公園6月の農林学級

お知らせ

②木工自由工作

対象 ▶ 小学生以上（小学生は保護者同伴）
対象▶18歳以上 日時▶①6月19日㈰9：30〜 日時▶7月24日㈰10：00〜15：00 場所・問合せ▶
（秩父市 0494・56・0026）
12：30 ②6月26日㈰9：30〜16：00 場所▶同園 彩の国ふれあいの森
（深谷市）費用▶①2,000円 ②1,300円 申込
水源わくわくセミナー2022（八ッ場ダム
▶ 6月7日㈫までに
で同園（ 048・583・ 17
見学、
浦和レッズによるサッカー入門教室）
2301）
★抽選
対象 ▶ 小学3〜6年生（保護者同伴）日時 ▶
ダム（浦山、二瀬、滝沢、合角）を見に
9
7月27日㈬10：30〜28日㈭12：00
（1泊2日）集
行こう！ 秩父4ダム探検隊が往く
合場所 ▶ 群馬県吾妻郡長野原町（現地集
対 象 ▶ 小学生と保護者 日時 ▶ 7月23日㈯ 合・現地解散）費用 ▶5,000円 申込 ▶6月15
9：30〜17：45 集合場所 ▶西武秩父駅か浦山 日㈬までに で県土地水政策課（県庁内
048・830・2189）
★抽選
ダム 申込 ▶ 6月13日㈪〜24日㈮に で（独）
水資源機構荒川ダム総合管理所
（ 0494・
23・1431）
★抽選

イベント

うらやま

ふた

せ

たきざわ

日時▶6月4日㈯10：00〜15：30 場所・問合せ▶
県茶業研究所
（入間市 04・2936・1351）

講座・講演

７ ①行田在来青大豆づくり体験講座
②そばづくり体験講座

試験

対象▶農業を体験したいシニアなど 期間▶
① 7 月8 日 ㈮ 〜 1 2 月2 5 日 ㈰ のうち全 9 日
②8月25日㈭〜12月22日㈭のうち全8日
（深谷市）費用 ▶①②6,000円
場所 ▶同園

募集

お知らせ

県民コメント

ん

ば

い

学 習・体 験

イベント

10 大滝チャレンジスクール2022
対象 ▶ 小学4年〜中学生 日時 ▶ 8月6日㈯
13：30〜10日㈬11：30
（4泊5日）場所 ▶県立
大滝げんきプラザ
（秩父市）費用▶20,000円
申込 ▶ 6月24日㈮までに で同プラザ（
0494・55・0014）
★抽選

イベ ント

6 狭山茶摘み体験フェスタ2022

や

かっかく

県民コメント

学習・体験

彩の国ふれあいの森（秩 父 市） 費 用 ▶
1,000円 申込▶7月10日㈰までに電話で同管
★申込順
理事務所
（ 0494・56・0026）

16 彩の国ふれあいの森 夏まつり

8 ①草木染め講座（初夏）

日時▶7月3日㈰14：00〜 場所▶彩の国さいた
ま芸 術 劇 場（さいたま市 中 央 区） 費 用 ▶
2,200円 申込▶電話で財団チケットセンター
★未就学児の入場不可。
（ 0570・064・939）
野外の危険学習講座
11 ヘビやケムシへの対処法
保育あり
（有料・要予約）
企画展関連イベント
対象 ▶中学生以上 日時 ▶6月11日㈯9：30〜
4 染まろう藍色に。ケイソウに。
（北本市）
12：00 場所▶県自然学習センター
藍染でケイソウハンカチづくり
（
費用▶1,000円 申込▶電話で同センター
日時▶6月5日㈰10：30〜12：00、14：00〜15：30 048・593・2891）
★申込順
（午前・午後同一内容）場所▶県立川の博物
12 生きものいきいき隊【環境管理イベント】
館（寄居町）費用 ▶ 材料費400円 申込 ▶ 電
（
と年齢を明記）
で 対象 ▶ 中学生以上（中学生は保護者同伴）
話、直接、 かFAX
同館（ 048・581・7333 048・581・7332） 日時▶6月18日㈯9：30〜12：00 場所▶県自然
★申込順
学習センター
（北本市）申込▶電話で同セン
★申込順
ター
（ 048・593・2891）
5 第70回記念埼玉県美術展覧会
13 狭山丘陵自然観察会 シダ観察入門
部 門 ▶ 日 本 画 、洋 画 、彫 刻 、工 芸 、書 、
写真 日時 ▶ 6月1日㈬〜23日㈭各10：00〜 対象 ▶高校生以上 日時 ▶6月11日㈯9：30〜
1 7：3 0 場所 ▶ 県立近代美術館（さいたま 12：00 場所▶県狭山丘陵いきものふれあい
市浦和区） 問合せ ▶ 同展覧会事務局（
の里センター
（所沢市）費用▶500円 申込▶電
048・833・0185）
★申込順
話で同センター
（ 04・2939・9412）

県農林公園いきいき農業大学

この広報紙は 5 月18 日 ㈬現在の
情報をもとに作成しています。

県ホームページでイベント情報を掲載していま 。
彩の国だより に掲載できなかった情報も多数あり
ます。ぜひご活用ください。

催しなどの名称、郵便番号・住所、氏名
（ふりがな）
、電話番号
イベントカレンダーか県ホームページなどを参照

講座・講演

月〜金曜

イベントカレンダー

• 県庁への郵便物は 〒330-9301県○○課 だけで届きます
（所在地記入不要）
。

①ジャガイモ掘り体験
14 ②布ぞうり作り体験
対象 ▶①3歳以上 ②小学生以上
（いずれも
小学生以下は保護者同伴）日時 ▶①6月26
日㈰10：00〜12：00 ②7月3日㈰10：00〜15：00
場所▶県みどりの村 費用▶1,000円 申込▶①
6月10日㈮ ②6月17日㈮
（いずれも消印有
、参
効）
までに往復はがき
（①②の別と
加人数を明記）
で同管理事務所
（〒368-0111
★抽選
小鹿野町飯田853 0494・75・3441）

講 座・講 演

18 日本の仏像 ─かたちと見方

学 習・体 験
試験

日時▶6月17日㈮〜7月15日㈮のうち全5日、
各10：00〜11：30 場所 ▶県民活動総合セン
（教材費込）申
ター
（伊奈町）費用▶8,000円
▶
公財
込 電話か直接、 で（ ）いきいき埼玉
★申込順
（伊奈町 048・728・7113）

講 座・講 演
トアドバイザー
19 埼玉県ネッ
募
集

対象 ▶ネットアドバイザーとして、学校など
で啓発講座を実施する意欲のある人 研修
日程▶8月中旬以降 申込▶ を確認の上、6
月30日㈭までに県青少年課（ 048・830・
5858）
★選考。研修要出席

試験
お 知らせ
募集

県民コメン
ト
小児慢性特定疾病児童等相互交流

20 支援事業 委託先

お 知らせ

対象 ▶ 患者団体NPO法人、ボランティア
（県
団体など 申込▶ を確認の上、申請書
健康長寿課
（県庁内）
で入手）
と必要書類を
★選考
同課
（ 048・830・3561）

県民コメント

21 埼玉県医師育成奨学金貸与候補者
対象▶令和5年4月に県外にある大学の医学
部に入学希望の人 申込▶ で選考情報を
確認の上、6月21日㈫〜7月21日㈭に県医療
★選考
人材課
（ 048・601・4600）
県立高等技術専門校 機械科（デュア

22 ルシステム）10月入校生

対象 ▶ 求職者 選考日 ▶ 7月21日㈭ 場所 ▶
県立川口高等技術専門校か県立熊谷高
に住
（ で入手）
等技術専門校 申込▶願書
所地を管轄するハローワークで受付印を受
15 間伐体験と木製風鈴作り体験
け、6月27日㈪〜7月15日㈮に各校 問合せ
対象 ▶ 小学生以上（小学生は保護者同伴） ▶ 各校か県産業人材育成課
（ 048・830・
日時 ▶ 7月17日㈰10：00〜15：00 場所 ▶
4598）

講県の有償刊行物を販売しています。
座・講演

クイズ＆
プレゼント

問

県文書課（県政情報センター）
（ 県庁内）TEL ０４８・８３０・２５４３
①

今月号の記事を読んで、下の問いの○に入る言葉や数字をお答えください。

FAX

０４８・８３０・４７２１ WEB

②

③

7

ニュートラルを実現
Q 2050年までに
試 〇〇〇〇
験
応募方法

応募締切

6月15日㈬
（消印有効）

6月15日㈬（消印有効）
までに、県ホームページの［広報紙彩の
国だより］
から応募するか、はがきに答え・〒・住 所・氏 名・年 齢・
電話番号・希望するプレゼント
（①〜⑤の別）
・彩の国だよりへの
ご意見・ご感想を明記して、県広報課（〒330-9301所在地記入
不要）
へ。応募は1人1通まで。当選者の発表はプレゼントの発送
をもって代えさせていただきます。

募集

前号の答え

工 場
▲ 応募はこちら

▶10人に① 苺のかけジャム
（195g）、
▶5人に②埼玉ブランド農産
物 枝豆、
▶5人に③県産米 彩のきずな（5kg）
、
▶15人に④コバト
ン・さいたまっち図書カード
（500円）
、
▶15人に⑤コバトン・さいた
まっちクオカード
（500円）

の内容が確認できる場合は現況届の提
提出 問合せ▶ 在学校か県教育局財務課
出が省略可能となります。また、6月分
（10月 （ 048・822・5670）
対象▶令和4年4月1日現在15歳以上 申込▶
期支払分）
の手当から、特例給付における
外国人を雇用する事業主の皆さんへ
募集要項
（ かさいたま文学館
（桶川市）
で
所得上限を超える場合は手当の支給対象 39
〜不法就労は犯罪です!〜
28 市町村職員採用合同説明会
入手）
を参照の上、7月31日㈰までに同館
外となります。詳細についてはお住まいの
対象 ▶ 県内の市町村職員の仕事に興味の 市区町村へお尋ねください。 問合せ▶県少
不法就労は法律で禁止されています。
（ 048・789・1515）
ある人など 日時▶7月13日㈬13：00〜18：00 子政策課
（ 048・830・3337）
不法就労となるのは、不法滞在者や被退
24 埼玉県地方薬事審議会委員（2名）
（さいたま
場所 ▶さいたまスーパーアリーナ
去強制者が働く場合、出入国在留管理庁
公衆浴場の混浴制限年齢が
対象▶令和4年4月1日現在18歳以上 任期▶ 市中央区）申込 ▶6月13日㈪〜7月8日㈮に 34
から働く許可を受けていないのに働く場
１０月1日から引き下げられます
9月1日から2年間 申込▶7月8日㈮までに申
問合せ▶彩の国さいたま人づくり広域連
合、または、認められた範囲を超えて働く
（県庁内）
で入手）
と作 合
★申込順
公衆浴場でのトラブル防止や混浴を望ま 場合です。不法就労した外国人だけでな
込書
（ か県薬務課
（ 048・664・6681）
文 埼玉県の薬事行政推進に関する提案や
ない方への配慮から、公衆浴場法施行条例 く、不法就労させた事業主も処罰の対象と
私立高等学校等父母負担軽減事業
意見について を同課（ 048・830・3624） 29
が改正され、7歳以上は公衆浴場での混浴 なりますので、在留カード表面の 就労制
補助金
★選考
ができなくなります。ルールを守って気持ち 限の有無 欄と裏面の 資格外活動許可
対象▶県内の私立高等学校などに通学する よく入浴できるようにしましょう。 問合せ▶ 欄 を確認して不法就労防止にご協力くだ
（ 048・830・3613）
（ 048・
生徒の保護者
（所得などの要件あり）申込 県生活衛生課
さい。 問合せ▶県警察本部保安課
▶リーフレット
（在学校で入手）
を参照の上、
832・0110 ㈹）
6月19日〜25日は ハンセン病を
申請書を在学校へ提出 問合せ ▶ 在学校 35
正しく理解する週間 です
25 危険物取扱者試験
40 国外運転免許証の交付手続き案内
か県学費軽減ヘルプデスク
（ 048・830・
試験日▶①7月17日㈰ ②7月24日㈰ 試験会 2725）
ハンセン病は治る病気です。正しく理解
国外運転免許証 の即日交付を希望
（さいたま市桜区）費用▶甲種
場▶埼玉大学
し、差別や偏見をなくしましょう。 問合せ▶ する方は、運転免許センターまたは再交
30 私立高等学校等奨学のための給付金
県疾病対策課
（ 048・830・3598）
6,600円他 願書配布▶（一財）消防試験研究セ
付・国外運転免許センターへ申請してくだ
ンター埼玉県支部
（さいたま市浦和区）
、県 対象▶私立高等学校などに通学する生徒の
さい。県内警察署（鴻巣警察署を除く）で
ビル・マンション等に受水槽を設置
（所定要件あり）申
内各消防本部、県消防課
（県庁内）受験申 保護者で県内在住の人
申請する場合は、約2〜3週間後の交付と
されている方は年1回の法定検査
36
問合せ▶同支部
（
（在学校か県学事課 で 入手）
込▶申請書
込▶6月3日㈮までに
なります。
詳しくは埼玉県警察 をご覧く
と清掃を忘れずに
と必要書類を在学校か県学事課へ提出
問
048・832・0747）
か同課
（ 048・830・8161）
★
ださい。 問合せ▶県警察運転免許センター
▶
受水槽の有効容量が10立方メートルを超 （ 048・543・2001㈹）
合せ 在学校か県学費軽減ヘルプデスク
甲種には受験資格あり
（ 048・830・2725）
える場合は、水道法に基づく規制の対象と
26 登録販売者試験
県集団接種会場で、
なります。飲料水の安全を確保するため、
新型コロナウイルスワクチン
公益的施設の太陽光発電・蓄電池設置
41
試験日 ▶ 9月11日㈰ 試験会場 ▶ 埼玉大学 31
1年に1回法定検査の受検と受水槽清掃の
3回目接種を実施しています！
を支援します!
（さいたま市桜区） 費用 ▶ 15,000円 願書
実施をお願いします。問合せ▶県生活衛生課
自治会館、
クリニック （ 048・830・3616）
対象 ▶ 18歳以上で3回目接種券を持つ県
配布 ▶ 県内各保健所か県保健医療政策課 対象▶幼稚園、保育園、
▶
▶
（県庁内）願書受付 6月3日㈮までに県登 など公益的施設の設置者 問合せ 県エネ
民 場 所 ▶ 西 部 会 場（川 越 市）、東 部 会 場
37 県公立高等学校等就学支援金
録 販 売 者 試験センター
（ 048・988・7260） ルギー環境課
（ 048・830・3068）
（越谷市）、北部会場（熊谷市）申込 ▶ か
▶
▶
か同セン
対象 県内公立高等学校の生徒
（所定要件 ら
問合せ 同課（ 048・830・3523）
（空きがあれば当日受付も実施）問合せ
6月から9月は 夏季VOC対策 重点
32 実施期間です
（在学校で入手）
と必要 ▶ 県ワクチン接 種センター相 談 窓 口（
ター
あり）申込▶申請書
書類を在学校が指定する日までに在学校へ 0570・071・077）★電話での予約はできま
27 介護支援専門員実務研修受講試験
シンナーなどに含まれる揮発性有機化合 提出 問合せ ▶ 在学校か県教育局財務課 せん
対象▶実務経験が5年かつ900日以上 試験 物
（VOC）
は、光化学スモッグやPM2.5の原 （ 048・822・5670）
原油価格・物価高騰等に関連する
42 相談窓口及び支援制度
日▶10月9日㈰ 試験会場▶県内大学など 費 因物質であるため、県では排出削減の対策
国公立高等学校等奨学のための
用▶13,800円 願書配布▶県社会福祉協議会 に取り組みます。 問合せ ▶ 県大気環境課 38
給付金
昨今の原油価格・物価高騰などにより
（さいたま市浦和区）、県高齢者福祉課（県 （ 048・830・3057）
対象▶国公立高等学校などに通学する生徒 不安を抱える事業者や県民に向けた相談
庁内）
、各市区町村介護保険担当課など 願
児童手当の制度改正についての
（ 048・ 33
の保護者で県内在住の人
（所定要件あり） 窓口と支援制度の情報を で掲載してい
書受付▶6月30日㈭までに同協議会
お知らせ
と必要書類 ます。 問合せ▶県消費生活課
（ 048・830・
824・3111）問合せ▶同協議会か県高齢者福
申込 ▶ 申請書（在学校で入手）
6月から、自治体が公簿などで現況届
祉課
（ 048・830・3232）
を在学校が指定する日までに在学校へ
2935）

イベント

お知らせ

学 習・体験

県民コメント

23 文芸埼玉 作品

講 座・講演
試験
募集

お知らせ

県民コメント

１８歳以上の
皆さん
選挙に行こう！

今年は

第２６回

参議院議員通常選挙が行われます
問

県選挙管理委員会

参議院議員通常選挙とは？
参議院議員の任期は６年。
３年に
1回参議院議員の半数を選ぶため
の選挙を行います。
選挙区と比例代表の2種類の投
票があります。
投票日前に投票できる！

「期日前投票」

投票日に予定のある方は
「期日前投
票」
をご利用ください。
期間：公示日の翌日〜投票日の前日
なお、新型コロナウイルス感染症へ
の感染が懸念される状況は、期日前投
票ができる事由となります。
問

「Made in SAITAMA優良加工食品大賞２０２２」から

各市区町村選挙管理委員会

TEL

048・830・2695

FAX

特別賞受賞作品をご紹介します

苺のかけジャム

048・830・4740

明るい未来は
私たちの一票にかかっています。
必ず投票しましょう。

「 苺 の か け ジャム
（195g）
」
を10人に
プレゼント！詳しく
PRESENT は
「クイズ＆プレゼ
ント」
参照。

問

宿泊・自宅療養等している方も
投票できる！

「特例郵便等投票」
新型コロナウイルス
感染症で宿泊・自宅療養
などをされていて、一定
の要件に該当する方は、
郵 便などにより投 票 が
できます。

▲詳細はこちら

★投票日などの詳細は選挙公報などでご確認ください。

県農業ビジネス支援課

▲詳細はこちら

越谷市の地場の食材を使ったイタリアン
レストラン
「カポナータ」が製造。県産のイ
チゴやはちみつを使用した、新感覚の
「かけ
る」苺のジャムです。液状になっているた
め、
ドリンクや料理の隠し味にもおすすめ！
TEL

048・830・4095

FAX

048・830・4830

埼玉県産農産物を食べよう！
キャンペーン（県産農産物販売促進特別対策事業）
県では、直売所などでの県産米の増量や
飲食店での特別メニューの提供など、県産農
産物全体の消費を喚起するキャンペーンを
実施しています。
ぜひこの機会に、美味しくて、新鮮な埼玉
県産の農産物を食べてみませんか？
問

県農業ビジネス支援課

TEL

▲詳細はこちら

048・830・4095

FAX

このマーク
が目印！

048・830・4830

No.617

次号（7月号）は7月1日の新聞折り込みなどで配布します。

健康長寿の源は
「 食 」に あり！

献立

6月は
「食育月間」

枝豆でたんぱく質を取ろう！
彩りも美しいヘルシーな献立はいかが？

埼玉県コバトン健康メニュー

で

強いカラダ

彩りが楽しい
枝豆プレート

枝豆とカラフル野菜の
ライスサラダ

をつくろう

応えが
異なる歯 なる
に
セ
ク
！
おいしさ

野菜たっぷり、食塩控えめ、たんぱく質もしっかり取れる
「埼玉県コバトン健康メニュー」
で、
あなたも健康長寿に！
問

県健康長寿課

TEL

048・830・3585

埼玉県で推奨する
「埼玉県コバトン健康メニュー」の基準
エネルギー
たんぱく質
食塩相当量
野菜使用量

500〜700kcal
13〜20％エネルギー
3g未満
120g以上

枝豆の
グリーンコロッケ

1人分 ［献立全体］
エネルギー
たんぱく質
食塩相当量
野菜使用量

628kcal
15％エネルギー（23.1g）
1.0g
178g

枝豆のグリーンコロッケ
じゃが芋(男爵）

クックパッド
［埼玉県コバトン］
公式キッチン

詳しい作り方は
こちらをご覧ください

塩鮭の切り身
1切れ(100g)

22.4g

鶏肉［ささ身］ 豚肉［ロース］
2枚(100g)

23.9g

1枚(100g)

19.3g

卵

1個(殻を除く中身55g)

6.7g

牛乳

1杯(200cc)

6.6g

かりゅう

50さや(80g)

卵

玉ねぎ(みじん切り） 1/2個(100g)

コンソメ(顆粒）

小さじ1

強力粉

2株(30g)

強力粉
（小麦粉）

大さじ1

生パン粉

合いびき肉(牛豚）

100g

枝豆
まめ知識

1人分の食材に含まれる たんぱく質の量

材料[4人分]
枝豆
（ゆでむき身）

ほうれん草
（葉先）

知っトク！

「たんぱく質」
を意識して取ろう！

1〜2個(200g)

外はカリッ
中はふわっふ！
枝豆のうま味 わで
がギュッ！

小さじ１
50g

サラダ油
（揚げ油） 適量

おいしい食事は歯とお口のケア
から。
6月4〜10日は
「歯と口の健
康週間」
です。

「畑のお肉」
を食べよう！

枝豆は、良質なたんぱく質を多く
含む他にも、赤血球の細胞の形成を
助ける働きなどがある葉酸が豊富に
含まれています。旬を迎えるこの時
期お薦めの食材です。

1/2個

枝豆

10さや(殻を除く中身15g)

1.7g

PRESENT

埼玉ブランド農産物 枝豆を5人にプレ
ゼント。詳細は
「クイズ＆プレゼント」
を
ご覧ください。

★出典：日本食品標準成分表2020年版
（八訂）

●この広報紙は5月18日
（水）
現在の情報をもとに作成しています。
●新聞折り込みでお届けしている他、市区町村・県地域振興センター・県広報課、県内の埼玉りそな銀行・武蔵野銀行・埼玉縣信用金庫・イオン・イトーヨーカドー・コーププラザなどにも置いてあります。
●この広報紙は、視覚に障害のある方を対象に点字版やデイジー版も発行しています。送付を希望される方は、県広報課にご連絡ください。
●この広報紙に掲載している有料広告は広告掲載基準に基づき
（株）
キョウエイアドインターナショナルが受け付けを行っています。掲載希望は同社
（ TEL 03・5860・9467
contact@kyoeiad.co.jp）
へ。
埼玉県庁

TEL ０４８・８２４・２１１１
（代表） 編集・発行
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