
今年の夏は、地元埼玉の
魅力を再発見！！

詳しくは中面をご覧ください

　埼玉の観光スポット、どのくらいご存知ですか？
　埼玉といえば、江戸の面影を残す蔵造りの町
並みが人気の川越市、川下りや果物狩りで自然を
満喫できる秩父地域、さいたまスーパーアリーナ
や盆栽で有名なさいたま市。
　実は、他にもまだまだ知られていない観光ス
ポットや新しく誕生したスポットが数多くありま
す。あなたの知らない埼玉に出会えるはず！

～県内観光スポット特集～

ちょこたび埼玉
埼玉県公式観光サイト

▲ぜひ見に来て！

川越氷川神社「縁むすび風鈴」
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埼玉県広報紙埼玉県広報紙

だよりだより
の国

●県人口（令和4年6月1日現在）●総人口／7，338，216人（男3,643,179人 女3,695,037人 前月より2,995人増）●世帯数／3，229，334世帯

埼玉県の魅力がぎっしり詰まった
旬な情報をお届け中！埼玉県公式 Instagram

フォローしてね！

埼玉県マスコット
「さいたまっち」「コバトン」

★写真はイメージです。

今月の
読者プレゼント



金笛
しょうゆパーク
　しょうゆ蔵の工場見学「金笛しょうゆ楽校」や
「しょうゆ蔵のレストラン」で“食べる”“学ぶ”“買う”
“遊ぶ”を体験できます。寛政元年創業の老舗醤油
蔵、笛木醤油が運営しています。

　「農」をテーマとした観光施設。地元農家や新
しい村で作った新鮮野菜を販売する農産物直
売所「森の市場 結」や軽食が食べられる「森のカ
フェ」もあります。「農の家」は、約100種のハー
ブ園があり、ラベンダーやミントなどの収穫体
験も。自社生産したお米も人気です。

▲しょうゆ蔵

▲直売所に並ぶ新鮮野菜

地元野菜のお弁当▶

しょうゆでつなぐ

みんなの笑顔♪ 川島町

［所在地］川島町上伊草６６０
「川越駅」または「本川越駅」からバス「伊草小学校前」下車徒歩5分

TEL 049・297・0917

新しい村 宮代町

［所在地］宮代町山崎777-1
「東武動物公園駅」下車徒歩15分

TEL 0480・36・3441

道の駅 和紙の里
ひがしちちぶ
　手漉き和紙体験はもちろん、季節に応じた和
紙に関するワークショップ、そば・うどん打ち体験
が楽しめます。和紙製品などの特産品や農産物
の買い物ができる他、イワナの塩焼きやおやきな
どの村グルメを楽しめるフードコートも充実。

県観光課問 TEL 048・830・3955

木桶仕込みのクラフト醤油2本
セットを5人に、白寿の湯ペアチ
ケットを5人に、マロンコリーヌ9
個入りを5人に、クレヨンしん
ちゃんバッジとトートバッグの
セットを10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。

を紹介 するゾ！
　この夏楽しめる、県内の魅力たっ
ぷりの観光情報をお届けします。県
内には、昔からある観光スポットだ
けでなく、新しくできた観光スポッ
トもたくさんあります。ぜひ、彩の国
だよりを片手にお出掛けしてみてく
ださい。
　

このマークのある観
光スポットはスタン
プラリーを実施中！

●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、ご協力をお願いします。

●施設の営業時間はホームページなどでご
確認ください。

観光観光スポット

「クレヨンしんちゃん」©U／F・S・A・A
埼玉観光サポーター

埼玉の

手漉き和紙体験▶

▲打ちたてのそば

秩父
エリア

北部
エリア

東部
エリア

秩父ジオグラビティパーク

まるで江戸時代
に

タイムスリップ

　荒川両岸に架けられた吊り橋は「旧白川橋の橋脚」を利
用しています。この橋を利用した重力系アクティビティや
ケーブルで荒川渓谷を爽快に渡るなど大自然を満喫しなが
らスリル満点のアクティビティスポーツを体験できます。

［所在地］秩父市荒川贄川730-4　「三峰口駅」下車徒歩約10分
TEL 050・5305・6176

東秩父村

秩父市

重力系アクティビティを体験！
長瀞岩畳・舟下り
　国の天然記念物に指定された秩父長瀞の岩畳の中を、
ゆったりのんびりと、ときにはスリリングに和舟で下りま
す。子供から大人まで楽しめます。

［所在地］長瀞町長瀞529-1
TEL 0494・66・3311（長瀞町観光協会）

長瀞町

船頭さんの楽しいガイドと景色を楽しむ
おふろcafé 白寿の湯
　関東有数の源泉濃度を誇るお湯は鉄分を多く含み、赤
褐色の湯が体を芯から温めます。開放感のある露天と高
温の内湯を楽しめます。食事処の糀料理も人気です。

［所在地］神川町渡瀬337-1
「本庄駅」または「丹荘駅」からバス「下渡瀬朝日工業前」下車徒歩3分
TEL 0274・52・3771

神川町

源泉の濃さが国内トップレベルの天然温泉
上里カンターレ

　「カンターレ」はイタリア語で「歌う」。こだわりのスイーツ
と焼きたてパン、カフェにてパスタやピザ、お菓子のアウト
レットなどを楽しめます。おいしいトマト狩りもできます。

［所在地］上里町勅使河原1000-2
関越自動車道上里スマートIC上下線より約1分
TEL 0120・643・388

上里町

南イタリアの街並みを再現した太陽とスイーツのリゾート
 

南西部
エリア

［所在地］東秩父村御堂441
「小川町駅」からイーグルバスで約25分

TEL 0493・82・1468

日本有数の野菜王国深谷の安全・安心・新鮮！本場の野菜！！

トーベ・ヤンソン
あけぼの子どもの森公園
　緑あふれる園内には、個性的で想像力をくすぐる建物
が点在。誰もが自然の中で自由に遊べ、爽やかな風や木漏
れ日を感じながらくつろげる空間です。

［所在地］飯能市阿須893-1　「元加治駅」下車徒歩20分
TEL 042・972・7711

飯能市

北欧の童話の世界に迷い込んだよう
所沢市観光情報・物産館
ＹＯＴ－ＴＯＫＯ（よっとこ）

　個性が光る食品と特産品だけでなく、伝統産業の能面
や熊手、ひな人形が購入できます。市内の茶業者自慢の狭
山茶が一堂に並びます。

［所在地］所沢市松郷143-3　「東所沢駅」下車徒歩10分
TEL 04・2968・5414

所沢市

所沢っておいしいものも、見どころもたくさん

首都圏外郭放水路
　治水施設である「首都圏外郭放水路」。大人気の「調圧
水槽」の見学など、見学会は4コースを設定。壮大さをぜひ
体感してみて！

［所在地］春日部市上金崎720
「南桜井駅」からバス「龍Q館」下車徒歩すぐ
TEL 048・747・0281（見学会受付）

春日部市

世界に誇る防災システム

古利根川流灯まつり
　すべて手作りの畳１畳分もある日本一大きな灯篭約250
基が、約1kmにわたって古利根川の川面を埋め尽くすさま
は、まさに地上に降りた天の川のよう！

［所在地］古利根川河畔　古川橋から清地橋
「東武動物公園駅」下車徒歩2分
TEL 0480・32・3719（杉戸町観光協会）

杉戸町

川面に浮かぶ光の帯が幻想的

きんぶえ
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8月3日(水)
～16日(火)
に開催

©(2022)Moomin Characters/R&B

　日本有数の野菜産地である深谷市特産
の農産物やユリ・チューリップなどの切り
花の品揃えが豊富。物産センターでは、地
元の野菜を使用した漬物やジェラートなど
が購入できます。

▲NOLA 深谷のめぐみ食堂

道の駅おかべ
深谷市

［所在地］深谷市岡688番地1
関越自動車道本庄児玉ICから8km・車で約20分

TEL 048・585・5001

　超マイペースな“嵐を呼
ぶ５歳児”野原しんのすけ
と、その家族を中心に巻き
起こるドタバタコメディー。
2022年にはアニメ・映画
30周年を迎え、その人気は
国内のみならず世界中に
広がっている。

　県の観光サポーター「クレヨンしんちゃん」と秋田県
（父：ひろし出身地）、熊本県（母：みさえ出身地）と本県
の三県で、世界初の「家族都市」協定を締結。「家族」とし
て力を合わせ、３県の観光振興や相互交流施策などに
取り組みます。特設サイトではしんちゃん観光ＰＲ動画
などの楽しい情報を公開中！

　県内の観光スポットなどでスタンプ
ラリーを実施中。スマートフォンで二次
元コードを読み込むことでスタンプが
もらえるよ！周辺の店舗ではお得な
サービスが受けられることも。

▲特設サイトはこちら ▲参加はこちら

スポット観光スポット

す

「クレヨンしんちゃん」スタンプラリー
も楽しんでみて！

◀深谷市には新しいスポットの
　「深谷テラスパーク」もあるよ♪

こうじ

※花火・ステージ
　イベントなし

提供：国土交通省江戸川河川事務所

ゆい

クレヨンしんちゃん家族都市
プロジェクト実施中

30周年記念

クレヨンしんちゃん
スタンプラリー

県内全63市町村で実施中
クレヨンしんちゃんとは

★WEBのみでの実施となります。

9月30日（金）まで

PRESENT

体調が悪い際は
無理しない

マスク着用で
感染防止

屋外から
帰ってきたら、
まず始めに手洗い・
うがいをお忘れなく

移動中の会話は
控えめに、楽しい
お話は旅行先に
着いてから

… …withコロナ時代の旅行の楽しみ方

旅のエチケットを守って、
みんなで安心・安全な埼玉旅を！

がっこう

知事の日常業務はこちら
からご覧いただけます▶

コ ラ ム知 事 「今年の夏はぜひ地元埼玉で観光を」
　新型コロナ感染症対策には、皆様に多大
なご協力をいただきありがとうございます。
夏休みには、３年ぶりに家族や友人と出かけ
ることをお考えの方も多いと思います。
　埼玉県は、豊かな歴史や雄大な自然から
アニメまで、夏休みを多彩に彩る観光地や
愉しみの宝庫です。
　たとえば、大河ドラマのゆかりの地を訪ね
てはいかがでしょう。近代日本経済の父とい
われる渋沢栄一ゆかりの地や産業施設は、
当時の日本人の気概をほうふつとさせるこ
とでしょう。

　現在放映中の大河ドラマで活躍の比企
能員や畠山重忠、木曽義仲など、歴史を彩っ
た偉人たちに思いを馳せ、ゆかりの地域を
辿るのも良いかもしれません。
　一方、本県は訪れてみたい日本のアニメ
聖地88認定作品の中、全国２位となる９作品
10地域もの聖地が選ばれています。これら
の他にも多くのアニメ作品の舞台地となっ
ており、聖地を巡るアニメツーリズムもおす
すめです。
　埼玉観光サポーターのクレヨンしんちゃ
んは今年アニメ放送30周年を迎え、記念の

コラボ企画としてスタンプラリーを開催中
です。県内の観光地周遊と併せてスタンプ
ラリーも楽しんでください。
　さらに、秩父や長瀞の雄大な自然を楽し
むアクティビティはもちろん、ところざわサ
クラタウンや深谷テラスパークなど新たな
観光拠点も続々と登場しています。
　県民の皆様には、新しい旅のエチケットに
ご留意いただきながら、今年の夏はぜひ、地
元埼玉の多彩な観光地を巡っていただき、
埼玉県の魅力を再発見していただきたいと
思います。

ひ き

たの

は

よしかず はたけやましげただ き そ よしなか

ながとろ

2 3この広報紙は7月14日（木）現在の情報をもとに作成しています。 次号（9月号）は9月1日の新聞折り込みなどで配布します。
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山茶が一堂に並びます。

［所在地］所沢市松郷143-3　「東所沢駅」下車徒歩10分
TEL 04・2968・5414

所沢市

所沢っておいしいものも、見どころもたくさん

首都圏外郭放水路
　治水施設である「首都圏外郭放水路」。大人気の「調圧
水槽」の見学など、見学会は4コースを設定。壮大さをぜひ
体感してみて！

［所在地］春日部市上金崎720
「南桜井駅」からバス「龍Q館」下車徒歩すぐ
TEL 048・747・0281（見学会受付）

春日部市

世界に誇る防災システム

古利根川流灯まつり
　すべて手作りの畳１畳分もある日本一大きな灯篭約250
基が、約1kmにわたって古利根川の川面を埋め尽くすさま
は、まさに地上に降りた天の川のよう！

［所在地］古利根川河畔　古川橋から清地橋
「東武動物公園駅」下車徒歩2分
TEL 0480・32・3719（杉戸町観光協会）

杉戸町

川面に浮かぶ光の帯が幻想的

きんぶえ

農のある暮
らしを

五感で楽し
む

しゅとけ ん りゅうとうが い かく ほうす い ろ

せいじばし

8月3日(水)
～16日(火)
に開催

©(2022)Moomin Characters/R&B

　日本有数の野菜産地である深谷市特産
の農産物やユリ・チューリップなどの切り
花の品揃えが豊富。物産センターでは、地
元の野菜を使用した漬物やジェラートなど
が購入できます。

▲NOLA 深谷のめぐみ食堂

道の駅おかべ
深谷市

［所在地］深谷市岡688番地1
関越自動車道本庄児玉ICから8km・車で約20分

TEL 048・585・5001

　超マイペースな“嵐を呼
ぶ５歳児”野原しんのすけ
と、その家族を中心に巻き
起こるドタバタコメディー。
2022年にはアニメ・映画
30周年を迎え、その人気は
国内のみならず世界中に
広がっている。

　県の観光サポーター「クレヨンしんちゃん」と秋田県
（父：ひろし出身地）、熊本県（母：みさえ出身地）と本県
の三県で、世界初の「家族都市」協定を締結。「家族」とし
て力を合わせ、３県の観光振興や相互交流施策などに
取り組みます。特設サイトではしんちゃん観光ＰＲ動画
などの楽しい情報を公開中！

　県内の観光スポットなどでスタンプ
ラリーを実施中。スマートフォンで二次
元コードを読み込むことでスタンプが
もらえるよ！周辺の店舗ではお得な
サービスが受けられることも。

▲特設サイトはこちら ▲参加はこちら

スポット観光スポット

す

「クレヨンしんちゃん」スタンプラリー
も楽しんでみて！

◀深谷市には新しいスポットの
　「深谷テラスパーク」もあるよ♪

こうじ

※花火・ステージ
　イベントなし

提供：国土交通省江戸川河川事務所

ゆい

クレヨンしんちゃん家族都市
プロジェクト実施中

30周年記念

クレヨンしんちゃん
スタンプラリー

県内全63市町村で実施中
クレヨンしんちゃんとは

★WEBのみでの実施となります。

9月30日（金）まで

PRESENT

体調が悪い際は
無理しない

マスク着用で
感染防止

屋外から
帰ってきたら、
まず始めに手洗い・
うがいをお忘れなく

移動中の会話は
控えめに、楽しい
お話は旅行先に
着いてから

… …withコロナ時代の旅行の楽しみ方

旅のエチケットを守って、
みんなで安心・安全な埼玉旅を！

がっこう

知事の日常業務はこちら
からご覧いただけます▶

コ ラ ム知 事 「今年の夏はぜひ地元埼玉で観光を」
　新型コロナ感染症対策には、皆様に多大
なご協力をいただきありがとうございます。
夏休みには、３年ぶりに家族や友人と出かけ
ることをお考えの方も多いと思います。
　埼玉県は、豊かな歴史や雄大な自然から
アニメまで、夏休みを多彩に彩る観光地や
愉しみの宝庫です。
　たとえば、大河ドラマのゆかりの地を訪ね
てはいかがでしょう。近代日本経済の父とい
われる渋沢栄一ゆかりの地や産業施設は、
当時の日本人の気概をほうふつとさせるこ
とでしょう。

　現在放映中の大河ドラマで活躍の比企
能員や畠山重忠、木曽義仲など、歴史を彩っ
た偉人たちに思いを馳せ、ゆかりの地域を
辿るのも良いかもしれません。
　一方、本県は訪れてみたい日本のアニメ
聖地88認定作品の中、全国２位となる９作品
10地域もの聖地が選ばれています。これら
の他にも多くのアニメ作品の舞台地となっ
ており、聖地を巡るアニメツーリズムもおす
すめです。
　埼玉観光サポーターのクレヨンしんちゃ
んは今年アニメ放送30周年を迎え、記念の

コラボ企画としてスタンプラリーを開催中
です。県内の観光地周遊と併せてスタンプ
ラリーも楽しんでください。
　さらに、秩父や長瀞の雄大な自然を楽し
むアクティビティはもちろん、ところざわサ
クラタウンや深谷テラスパークなど新たな
観光拠点も続々と登場しています。
　県民の皆様には、新しい旅のエチケットに
ご留意いただきながら、今年の夏はぜひ、地
元埼玉の多彩な観光地を巡っていただき、
埼玉県の魅力を再発見していただきたいと
思います。

ひ き

たの

は

よしかず はたけやましげただ き そ よしなか

ながとろ

2 3この広報紙は7月14日（木）現在の情報をもとに作成しています。 次号（9月号）は9月1日の新聞折り込みなどで配布します。



県政出前講座をご利用ください
※令和3年度5万人以上が利用！※

　県職員が地域の集会や学校などにお伺いします。県の事業や生活に身
近なテーマについて話を聞いてみませんか。

海なし県から川でつながる 海洋マイクロプラスチック汚染を考える
　今、世界規模で問題となっている海洋のプラス
チックごみ。このままでは、2050年には海洋の魚と
ごみの重量が同じになると言われています。
　埼玉県には海はありませんが、川で海とつながって
います。県内河川の調査から分かったことなど、マイ
クロプラスチックを身近な問題としてお話しします。

Point

新着講座

●費用は無料
●平日夜間、土・日曜、祝日も開講
●少人数でもOK
●オンラインでの開講も応相談

★おおむね10人からが対象

人気講座
1位 サイバーセキュリティ講演

県民広聴課問 TEL 048・830・2850 FAX 048・822・9284

県環境科学国際センター問
TEL 0480・73・8363

◀申し込み方法などの
　詳細はこちら

Pick up!

★受講希望日の1カ月前までにお
申し込みください。
★開催にあたっては三密を避け、
感染防止対策を行うなどご配慮
をお願いします。

3位

2位

ケアラー支援のために

防犯のまちづくり
（地域ぐるみの防犯）

充実の264講座

県警察本部生活安全総務課
登録・開始については
問
TEL 048・832・0110（代）

県防犯・交通安全課
備品提供については
問
TEL 048・830・2940

　犯罪を未然に防ぐためには、地域の見守りが大切です。安全・安心なま
ちづくりのため、埼玉県では市町村と連携しながら青色防犯パトロールを
推進しています。

　自動車に青色回転灯を装備して、点灯させて行う
自主防犯パトロールです。人目につきやすく、夜間
でも目立つため、「見せる防犯」として犯罪の抑止に
効果的です。

●夜間や悪天候に影響され
ずにパトロールができる
●少ない人数で広範囲にパ
トロールができる

　警察署や運輸
支局などでの手
続き後に、活動を
開始することが
できます。 ▲申請手続きなどの

　詳細はこちら

県内の企業・自治会の皆さまへ

青色防犯パトロールに
ご協力ください

★犯人を捕まえることが目的ではありません。

◀企業、自治会、公共団体の
　車だけでなく、自家用車でも
　パトロールを行うことが
　できます

▲県から青色回転灯などの
　装備品を提供します

青色防犯パトロール（通称：青パト）とは？

開始には申請手続きが必要です

青パトのメリット

道路について考えてみよう

県道路環境課問 TEL 048・830・5095 FAX 048・830・1942

県都市計画課問
TEL 048・830・5367 FAX 048・830・4881

8月は「道路ふれあい月間」、8月10日は「道の日」
　人の往来や物資の輸送など、社会・経済・生活を支える上でとて
も重要な役割を果たす道路。私たちは、通勤・通学や買い物、散歩
など、目的地に行くためにさまざま道路を利用しています。身近な
存在である道路に改めて意識を向けてみませんか。

県では、皆さんが利用する道路を美しく、安全に利用できるように維持・修繕に取り組んでいます。

　県内には江戸時代に整備され、現在の主要交通路の
もとになった道が残されています。

　自然災害などで倒壊すると緊急車両
などの通行の支障となる道路上の電柱。
「脱・電柱社会」に向け無電柱化を進めて
います。

無電柱化の推進

　道路の維持管理に伴い発
生した刈草や剪定枝を堆肥
化し、県民の皆さんに無料
で配付しています。

緑のリサイクル

歴史のみち広域景観形成プロジェクト

　舗装の穴や側溝蓋の破損など、県管理道路の
損傷を皆さんのスマートフォンやパソコンから
いつでも通報できるサービス。位置情報をON
にすることで、場所の説明が不要になります。

▲身近な道路にこのような箇所はありませんか？ ▲通報はこちら ▲詳細はこちら

道路損傷通報サービス

いにしえの道に思いをはせるいにしえの道に思いをはせる

　活動団体、県、市町村、支援者が協力して、道路の清掃活動や美化
活動など、快適で美しい道路環境づくりを進めています。
　令和4年4月1日現在、816の団体、31,270人の方が登録しています。

▲美化活動

▲申し込みなど詳細
　はこちら

彩の国ロードサポート制度
ごみのポイ捨てや
不法投棄が
少なくなりました！
皆さんも
参加しませんか。

沿道には、江戸時代に秩父街道の
馬継ぎの宿場として栄えた面影が
今も残っています。

▲飯能市の吾野宿での景観まち歩きの様子
　（新型コロナウイルス感染症流行前の実施状況）

危険！

▲活動実績や今後の
　活動予定はこちら

　旧街道や旧宿場町に埋も
れている景観を発掘して保
全・活用するプロジェクト。
モデル地区で景観まち歩き
などを開催する予定です。

YouTube動画「サイタマ景観ちゃんねる」
でも配信中

?
　5問のクイズに答えて応募すると、抽選でプレゼントが当たるかも！
　［クイズ実施期間］8月31日（水）まで！！

　埼玉県では県管理道路の穴ぼこや落下物を早期発見す
るために、ある車が道路を巡回しています。その車の名前
は①～③のうちどれでしょうか？

道路について、ちょっと詳しくなれる！

例題

❶ 道路救急車　❷ 道路パトロールカー　❸ 道路タクシー

今年もやります！「道路ふれあい月間」クイズ＆プレゼント

▲「道路ふれあい月間」
　クイズ＆プレゼントの
　詳細はこちら

「朗らかに  『お先にどうぞ』  が  言えた朝」
　国土交通省では、道路ふれあい月間を推進するため、毎年1月頃から
「道路ふれあい月間推進標語」を募集しています。

令和4年度「道路ふれあい月間」代表標語

4 5この広報紙は7月14日（木）現在の情報をもとに作成しています。



県発達障害総合支援センター問 TEL 048・601・5551 FAX 048・601・5552

●人材サービス業・情報通信業　●不動産管理業・物流管理業（事務）
●製造業・運輸物流業の軽作業　など

　自分の能力を生かせる仕事に出会うために。ジョブセンターでは発達障害の特性があっ
て就労に困難を抱えている人を対象に支援を行っています。

　発達障害者には、次のような仕事上の強みを持つ人が多くいます。
ジョブセンターは持てる力が発揮できるように支援します。

自分に合っている
仕事と出会い、安心して
長く働きたい…

発達障害はあるが、
社会人として仕事に
就きたい…

●特性に合った仕事を提案　●就職活動に同行　●就労後も継続的に相談に対応

経験豊富な指導員が
マンツーマンでサポート！

利用者数：4,961人！

川口問 TEL 048・299・2070
草加問 TEL 048・929・7600

川越問 TEL 049・249・8772
熊谷問 TEL 048・501・8917

★診断や治療などは行いません。
★県内在勤・在学・在住の方であれば、診断の有無を問わずご利用いただけます。

詳しくは、お近くのジョブセンターまでお電話を

就労相談から 職場定着まで

実績

就労先の例

令和3年度末
までの累計

こんな方に 強みが活かせる職場へ

発達障害者就労支援センター「ジョブセンター」が

○ルーチンワークへの高い集中力
○作業の正確さ・厳密さ
○強い就業意欲
○遅刻・欠勤の少なさ
○手先の器用さ　など

あなたの をサポートします！就職

！

　バーベキューやキャンプ、ハイキングなどのアウトド
アを思いっきり楽しむための安全対策をおさらい！
楽しい思い出をお土産に、合言葉は「無事に帰宅」です。

県警察本部地域総務課問 TEL 048・832・0110(代)

　遊んでいるところは天気が良くても上流
が天候不順だと急な増水の危険が！雨量・
水位を確認できるウェブサイトなどを活用
しましょう。

県消防課問 TEL 048・830・8171

防災ヘリの救助活動には手数料がかかります
　県内の山岳地域の指定する地域で県防災ヘリコプターによる救助を受けた場合には、
原則として手数料を納付していただくことになります。

下
準
備

装
備

現
地

こちらから登山届を提出できます▲

PRESENT

LEDライト付き緊急用ホイッ
スルと防災アルミブラン
ケットのセットを10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。

▲覚えましょう！
水難事故死を防ぐ合言葉

❶本人
力を抜いて、仰向けの姿勢をとる

❷家族や周囲
まず大きな声で回りに異常を知らせ、
すぐに警察（110番）や消防（119番）に通報。
不用意に近づかず、救助隊を待つ

水難防止の
啓発動画を配信中！

▲日本赤十字社埼玉県支部
と県警察が制作

（7月7日公開　NEW!)

❶体力の温存のために
やみくもに歩き回らず、身体を冷やさないよう
にしましょう

❷連絡が取れる時は
警察（110番）や消防（119番）に通報。
無理に下山しようとせず、安全な場所で救助隊
を待つ

こんな時、どうする？こんな時、どうする？ 溺れたら

おさ いら ！

アウトドア 安全対策での

防ごう！水の事故・山の
事故

遭難したら

自然の中で楽しむアウトドアのレジャーは、ご自身の体調や体力に合わせて無理なく楽しみましょう。

忘れずに！天候チェックは「上流」も
　迅速な捜索･救助に役立てられる
「登山届」の情報は、万一のときに、捜
索範囲を絞るための手掛かりに。　　
からも提出できます。

WEB

忘れずに！必ず出そう「登山届」

[飛行時間5分ごとに5,000円★過去の平均救助時間は1時間程度]

（指定する地域のみ）

　水の中でも滑りにく
くて脱げにくい、専用
のシューズを。脱げた
サンダルを追っての事
故や、はだしで歩いて
ケガをするリスクを回
避できます。

ウォーターシューズ

　天候や体調は急変
するもの。死に至るこ
ともある「低体温症」
は、軽装となる夏こ
そ、リスクが高まりま
す。保温の装備を忘れ
ずに！

雨具・防寒着

◀指定する地域など
　詳細はこちら

川に飛び込まない
飲酒後は川に近づかない
子供と別行動をしない、子供から目を離さない
天候の変化に注意を払い、天候が悪化する前に早めに避難する

地図や登山アプリで現在地をこまめに確認する
早めの入山と下山を心掛ける
歩く速度が違っても家族や仲間と離れない
天候の変化に注意を払い、天候が悪化する前に早めに下山する
荒天時に高い木の下での雨宿りは厳禁！ ★落雷事故が発生しています。

教えて！
救助隊員

教えて！
救助隊員

「埼玉県 川の防災情報」サイト▲

川
遊び

山
遊び

　万一の遭難時に大
声で救助を求め続ける
ことは、非常に体力を
消耗します。音や光で
自分の居場所を伝える
道具を活用！

ホイッスル・ライト
　救命胴衣を着用し
ていれば頭部が水面
から出るため、呼吸を
確保できます。一瞬
の呼吸困難が生死を
分けます。

ライフジャケット

一体型も

あります
！

ういてまて
（浮いて待て）

4 5県の有償刊行物を販売しています。 　　県文書課（県政情報センター）（県庁内）　　048・830・2543 　　048・830・4721問 WEBTEL FAX



埼玉未来大学受講生
①ライフデザイン科
②地域創造科

26

対象▶4月1日時点50歳以上で県内在住
の人 期間▶9月～令和5年3月 場所▶①春
日部、川越、川口、熊谷、伊奈 ②伊奈 他 
費用▶①28,000円（教材費別） ②講座により
異なる 申込▶ を参照の上、9月13日㈫ま
でに（公財）いきいき埼玉（ 048・728・2299）
★①抽選 ②選考

大学の開放講座授業
（令和4年度後期）受講生27

対象▶55歳以上 期間▶8月1日㈪～31日㈬ 
場所▶県内大学、都内大学 費用▶各科目
10,000円程度 申込▶ を確認の上、各大
学 問合せ▶県高齢者福祉課（ 048・830・
3263）

彩の国 農業・農村景観
フォトコンテスト作品
（県内で撮影した写真）

28

申込▶ を参照の上、10月5日㈬までに埼玉
県土地改良事業団体連合会（ 048・530・
7352）★選考

埼玉県職業能力開発審議会委員
（1人）29

対象▶11月1日時点18歳以上（公務員を
除く） 任期▶委嘱の日～令和6年10月31日 
申込▶9月2日㈮（必着）までに、所定の応
募書（ で入手）と作文「埼玉県の産業を
担う人材の育成に関する提案・意見等」
（1000字程度）を県産業人材育成課（
048・830・4595 048・830・4853）★選考。
謝金あり

緑のボランティアセミナーの
参加者30

対象▶緑のトラスト保全地の保全管理を
行うボランティア活動に関心がある人 
期間 ▶9月4日㈰～11月1 2日㈯のうち
全6回 場所▶県内トラスト保全地など 
費用▶7 ,500円 申込▶8月26日㈮までに
電話か で同会（ 048・824・3661）★申
込順

県立高等技術専門校令和4年10月
入校選考 ①ビル管理科 ②介護サービ
ス科 ③職域開発科

31

対象▶①②求職者 ③精神障害、発達障
害のある求職者 選考日▶8月1 9日㈮ 
試験会場▶①県立川口高等技術専門校 
②県立熊谷高等技術専門校秩父分校 
③県立職業能力開発センター（さいたま
市北区） 受験申込▶願書（ で入手）に
住所地を管轄するハローワークで受付印
を受け、8月16日㈫（必着）までに同校、
同センター 問合せ▶①同校（ 04 8・
251・4481） ②同校（ 0494・22・1948） 
③同センター（ 048・651・1945）か県産
業人材育成課（ 048・830・4598）

県職員採用選考（障害者）32
受験資格▶4月1日現在17～58歳で身
体障害者手帳（1～6級）、精神障害者
保健福祉手帳、療育手帳または知的障
害者であることの判定書の交付を受け
ている人 選考日▶10月16日㈰ 受験案
内▶  申込期間▶8月19日㈮～29日㈪ 
問合せ▶県任用審査課（ 0 4 8・8 2 2・
8181）

県職員採用試験
①初級 ②司書 ③経験者33

受験資格▶4月1日現在①17～20歳 ②19～
29歳 ③詳細は受験案内 第1次試験▶9月
25日㈰ 受験案内▶  申込期間▶8月19
日㈮～29日㈪ 問合せ▶県任用審査課
（ 048・822・8181）

県職員採用選考（水産職）34
受験資格▶日本国籍を有する昭和38年
4月2日以降に生まれた人 試験日▶〈1日
目〉9月6日㈫または7日㈬ 〈2日目〉9月
8日㈭ 受験案内配布▶県農業政策課
（県庁内）、県水産研究所（加須市）、
他 願書受付・申込▶受験案内を参照の
上、8月19日㈮までに同課（ 048・830・
4019）

就職氷河期世代を対象とした
埼玉県職員採用選考
①一般事務　②司書

35

受験資格▶4月1日現在36～51歳（詳細は受
験案内） 第1次選考▶エントリーシートによる 
受験案内▶  申込期間▶8月19日㈮～29日
㈪ 問合せ▶県任用審査課（ 048・822・8181）
行政書士試験36

試験日▶11月13日㈰ 試験会場▶獨協大学
（草加市）、埼玉大学（さいたま市桜区） 費用
▶10,400円 願書配布▶県市町村課（県庁
内）、さいたま県税事務所、県地域振興
センター他 願書受付▶8月26日㈮までに
（一財）行政書士試験研究センター（ 03・
3263・7700） 問合せ▶同センターか同課（
048・830・2682）
危険物取扱者試験37

試験日▶10月2日㈰ 試験会場▶埼玉大学
（さいたま市桜区） 費用▶甲種6,600円 他 
願書配布▶（一財）消防試験研究センター
埼玉県支部（さいたま市浦和区）、県内各消
防本部、県消防課（県庁内） 受験申込▶8月
22日㈪～29日㈪に同支部（ 048・832・0747） 
問合せ▶同支部か同課（ 048・830・8161）

「県立学校の活性化・特色化方針」
県ホームページで公開中38

　県立学校の特色（学校行事や部活動、
進路傾向など）が共通の様式でまとめられ
ています。児童・生徒の「成長物語」として入
学してから卒業するまでの学校生活と取り
組みを紹介しています。 問合せ▶県魅力あ
る高校づくり課（ 048・830・6902）
暴力団排除啓発動画（YouTube）
を公開中39

問合せ▶県警察本部捜査第四課（ 048・
832・0110㈹）
8月は個人事業税第1期の納期です!40

　対象者には8月初めに納税通知書をお送
りしますので、忘れずに納めてください。ス
マートフォン決済アプリやパソコン、スマー
トフォンなどからクレジットカードを利用し
て納税できる他、便利な口座振替も利用で
きます。 問合せ▶各県税事務所か県税務課
（ 048・830・2664）★新型コロナウイルスの
影響により納付が困難な場合は、お早めに
各県税事務所にご相談ください

8月10日は
「健康ハートの日」です41

　我が国の死因別死亡割合の第2位は心
疾患です。心疾患は単に高齢によるものだ
けではなく、生活習慣に原因があるケース
も多くみられ、高齢者だけでなく、若者や働
き盛りの壮年層にとっても無視できない病
気です。心疾患の危険因子には高血圧、高
脂血症、肥満、糖尿病、喫煙などがありま
す。この機会に生活習慣を見直すとともに、
年に1回は健康診断を受けましょう。 問合
せ▶県疾病対策課（ 048・830・3598）

フロン類を大気中に放出しないよう
にしましょう42

　業務用のエアコンや冷凍冷蔵機器をご
使用の人は、フロン類の漏えいがないか定
期的に点検し、機器を廃棄する際には、適
切に回収してください。フロン類の回収が

確認できない機器は、処分できません。
フロン類は二酸化炭素よりも強力な温室効
果ガスで、大気中に漏えいすると地球温暖
化の大きな原因になります。 問合せ▶県大
気環境課（ 048・830・3058）
PCBの処分期限が迫っています43

　古いビルや工場の中に、PCB（ポリ塩化
ビフェニル）を使った変圧器・コンデンサー・
照明器具・溶接機などの機器が残っていま
せんか。PCBは人体に有害であることから
製造が中止になっていますが、今もPCB使
用機器が残っており、期限内の処分が義務
付けられています。なお、高濃度PCBを使
用している照明器具の安定器は令和5年3
月末までに処分をお願いします。 問合せ▶

県産業廃棄物指導課（ 048・830・3148）

10月1日から後期高齢者医療制度の
窓口負担が2割になります44

対象▶75歳以上の一定以上の所得がある人
など（窓口負担3割の人を除く） 問合せ▶県
後期高齢者医療広域連合（ 0120・085・950）

8月6日よりLINE・電話による
LGBTQ県民相談を開始します45

　性的指向・性自認などに関する悩みに
ついてご相談ください。 相談日時▶毎週㈯
18：00～22：00 相談方法▶LINE、電話ともに
参照 問合せ▶県人権・男女共同参画課

（ 048・830・2927）

8月1日～31日に県内全域で
シートベルト・チャイルドシート
着用促進運動を展開します！

46

問合せ▶県防犯・交通安全課( 048・830・
2955)

新型コロナウイルスワクチン
4回目接種47

対象▶3回目接種が完了してから5カ月以上
経過した①60歳以上 ②18～59歳で基礎疾
患のある人、その他重症化リスクが高いと
医師が認めた人 場所▶住民票がある市町
村の医療機関や接種会場、県接種センター
など 問合せ▶住民票がある市町村か県ワク
チン対策担当（ 048・830・7507）★3回目接
種も実施中

令和4年度
子育て世帯生活支援特別給付金
（ひとり親世帯分）のご案内

48

　低所得のひとり親世帯に児童1人当たり5
万円の給付金を支給。対象▶①公的年金等
の受給により令和4年4月分の児童扶養手
当を受給していない人 ②家計急変により
収入が児童扶養手当受給者と同水準の人。
受け取るためには申請が必要。（注意：令和
4年4月分の児童扶養手当受給者は支給済）
詳しくは またはお住いの市町村へ 問合
せ▶県少子政策課（ 048・830・3337）

　県民コメント制度に基づき、次の案件に
ついて、意見の募集を行います。詳細は
をご覧ください。なお、関係資料は担当課、
県政情報センター（県庁内）、県地域振興セ
ンター・事務所などでも閲覧または入手で
きます。

魅力ある県立高校づくり
第2期実施方策（案）49

期間▶8月18日㈭まで 問合せ▶県魅力ある
高校づくり課( 048・830・6902）

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。

前号の答え

クイズ＆
プレゼント

応募締切

8月15日㈪
（消印有効）

▶5人に①木桶仕込みのクラフト醤油2本セット、▶5人に②白寿の湯
ペアチケット、▶5人に③マロンコリーヌ9個入り、▶10人に④クレヨン
しんちゃんバッジとトートバッグのセット、▶10人に⑤LEDライト付き緊
急用ホイッスルと防災アルミブランケットのセット、▶5人に⑥シャイン
マスカット（１房）、▶10人に⑦コバトン・さいたまっち図書カード（500
円）、▶10人に⑧コバトン・さいたまっちクオカード（500円）

8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（①～⑧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。

▲応募はこちら

応
募
方
法

Qまもなく旬！甘くてジューシー〇〇〇〇〇マスカット

ダ ム

学習・体験

講座・講演

募集

試験試験

県民コメント県民コメント

お知らせ

イベント

⑥① ③ ⑤

学習・体験

講座・講演

募集

試験試験

県民コメント県民コメント

お知らせ

イベント

学習・体験

講座・講演

募集

試験試験

県民コメント県民コメント

お知らせ

イベント

この広報紙は7 月14 日㈭現在の
情報をもとに作成しています。
　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。

組合法に関する県民説明会開催事務局
（ 048・844・0085 048・844・0086）

埼玉で仕事探し
合同企業説明会3

対象▶令和5年卒業予定（高校生以下除く）
か既卒3年以内、就職氷河期世代、その他
求職者 日時▶9月5日㈪12：00～16：00 場
所▶ソニックシティ（さいたま市大宮区） 申
込▶9月2日㈮までに電話か で埼玉県面
接会事務局（ 048・826・5592）

たまアリ△タウン夏祭り
SUPER KIDS FESTA2022
～学びと遊びの体験型キッズフェス～

4

対象▶就学前～小学生 日時▶8月16日㈫、
17日㈬各10：30～18：00 場所・問合せ▶さい
たまスーパーアリーナ（さいたま市中央区
048・601・1122）

特別展関連イベント
「海藻押し葉をつくろう」5

日時▶8月7日㈰10：00～11：30、13：30～15：00
（午前・午後同一内容） 場所▶県立川の博物
館（寄居町） 費用▶材料費100円 申込▶8月
6日㈯までに電話、直接、 かFAX（参加者
全員の を明記）で同館（ 048・581・7333
048・581・7332）★申込順

活躍中のアーティストによる展覧会
「アーティスト・プロジェクト
＃2.06 髙橋銑 いき、またいきるまで」

6

日時▶10月2日㈰まで各10：00～17：30 場所・
問合せ▶県立近代美術館（さいたま市浦和
区 048・824・0111）

西武園競輪場で
オールスター競輪（G1）を開催！7

期間▶8月9日㈫～14日㈰ 場所▶同競輪場
（所沢市） 問合せ▶県営競技事務所（ 048・
871・7095）★車券の購入は20歳以上に限り
ます
埼玉県建設資材県産品フェア20228

日時▶8月30日㈫10：00～17：00、31日㈬
9：15～15：00 場所▶県民健康センター（さい
たま市浦和区） 問合せ▶県建設管理課（
048・830・5192）
九都県市合同防災訓練9

日時▶8月28日㈰9：00～11：00（防災フェアは
13：00まで） 場所▶北本総合公園 他 問合せ
▶県災害対策課（ 048・830・8186）★ で
確認の上、ご来場ください

人権啓発イベント
「ヒューマンフェスタオンライン」10

期間▶9月30日㈮まで 参加方法▶オンライン 
問合せ▶県人権・男女共同参画課（ 048・
830・2255）

古文書解読講習会11
日時▶8月21日㈰9：30～15：00 場所▶県立文
書館（さいたま市浦和区） 費用▶500円 申込
▶8月4日㈭までに で同館（ 048・865・
0112）★抽選

県農林公園
①親子で草木染め体験
②木工自由工作

12

対象▶①小学生と保護者 ②18歳以上 日時
▶8月28日㈰①9：30～12：30 ②9：30～16：00 
費用▶①2,000円 ②1,300円 申込▶8月7日㈰
までに  場所・問合せ▶同園（深谷市
048・583・2301）★抽選

AR（拡張現実）を活用した
第3回埼玉下水道検定クイズ13

期間▶9月30日㈮まで 申込▶  問合せ▶県
下水道管理課（ 048・830・5446）
キンギョについて学ぼう14

対象▶小学生と保護者 日時▶8月5日㈮
10：00～12：00 場所▶県水産研究所（加須市） 
申込▶8月4日㈭までに電話で同所（ 0480・
61・0458）★申込順

自然観察会
「灯火・昆虫観察の夕べ」15

対象▶小学生以下は保護者同伴 日時▶

8月28日㈰ 19：00～20：30 場所▶春日部夢の
森公園 申込▶8月25日㈭までに電話、 か
FAX（ と参加人数を明記）で同管理事務
所（ 048・796・3787 048・796・4487）★申
込順

ふれあいハイキング
～大滝 大達原・神庭～（約9km）16

日時▶9月15日㈭9：20～14：40 集合場所▶県
立大滝げんきプラザ（秩父市） 申込▶8月26
日㈮までに で同プラザ（ 0494・55・
0014）★抽選
栗の木deスマホスタンド作り17

対象▶小学生以上（小学生は保護者同伴） 
日時▶9月4日㈰10：00～12：00 場所▶県森林
科学館（秩父市） 費用▶2,000円 申込▶8月28
日㈰までに電話で同館（ 0494・56・0026）
★申込順

エコ・パークボランティア
「カワラナデシコの株数調査」18

対象▶高校生以上（小・中学生は保護者同
伴） 日時▶8月28日㈰15：30～17：00 場所▶荒
川大

おお

麻
あ そ う

生公園（熊谷市） 申込▶8月26日㈮ま
でに電話で（公財）埼玉県生態系保護協会
048・645・0570）★申込順

【女性対象】
デジタル人材育成講座19

対象▶仕事を始めたい女性 期間▶令和
5年3月15日㈬まで 開催方法▶オンライン 
申込▶ で同事業事務局（ 03・5348・
2039）

講演会
「荒川の生きものを学ぶ」
～カエル・サンショウウオ編～

20

日時▶9月3日㈯13：30～16：00 場所▶県立
久喜図書館 申込▶電話、直接、 かFAX
（ を明記）で同館（ 0480・21・2659
0480・21・2791）★申込順

彩の国環境大学公開講座
「海のない県で地球環境と
海のつながりを考える」

21

日時▶8月27日㈯13：30～15：30 場所▶環境
科学国際センター（加須市） 申込▶8月26日
㈮までに電話か で同センター（ 0480・
73・8363）★申込順

彩の国実業団駅伝
ボランティアスタッフ22

対象▶15歳以上で事前説明会に参加でき
る人（中学生は不可） 日時▶11月3日（木・祝）
7：30～12：00 場所▶鴻巣市内コース沿道
（一部さいたま市内、熊谷市内） 申込▶募
集要項（ で入手）を参照の上、8月26日
㈮までに県スポーツ振興課（ 048・830・
6953）★申込順

令和5年度からの
県施設指定管理者23

対象▶法人その他の団体 募集期間▶各施設
により異なる 場所▶武道館、長瀞射撃場、
所沢航空記念公園など18施設 申込▶ を
確認の上、各施設担当課 問合せ▶県行政・
デジタル改革課 （ 048・830・7312）
彩の国埼玉環境大賞24

対象▶環境保全活動などに取り組む県内
団体、企業、個人 申込▶9月30日㈮まで
に応募用紙（ で入手）とアピール資料を
県環境政策課（県庁内 048・830・3019）
★選考

心の輪を広げる体験作文・
障害者週間のポスター25

申込▶募集要項（ で入手）を参照の上、
9月2日㈮までに県障害者福祉推進課（
048・830・3310）

企画展
「シアトル→パリ 田中保とその時代」1

日時▶10月2日㈰まで各10：00～17：30 費用▶

900円 場所・問合せ▶県立近代美術館（さい
たま市浦和区 048・824・0111）
労働者協同組合法に関する説明会2

開催日▶9月3日㈯ 開催方法▶ か会場 場
所▶志木市民会館 申込▶8月31日㈬まで
に かFAX（ を明記）で労働者協同

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

県ホームページでイベント情報を掲載しています。
「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。

•「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。
• 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）。

8月号 2022
No.619

イベントカレンダー

埼玉県のウェブサービス情報コーナー

広報番組のお知らせ

NACK5

朝情報★埼玉（あさ★たま）
月～金曜　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。
★8日㈪～12日㈮の放送はお休みです。

テレ玉 地デジ3ch 手話あり

今月の放送予定
  6日 いまたま×ちょこたび埼玉
13日 旬のフルーツ特集
27日 フォトジェニ埼玉♡
★20日の放送はお休みです。

こんにちは県議会です
10：00～10：15
21日㈰ 主要会派

代表者に聞く①
28日㈰ 主要会派

代表者に聞く②

いまドキッ！埼玉（いまたま）
毎週土曜　8：30～9：00
予告なく内容が変更になる場合が
あります。
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振付家・ダンサー
近藤 良平さん
芸術監督

ダンスの魅力に
ぜひ触れてみて
ください！

【日程】８月20日（土）、21日（日）
【会場】彩の国さいたま芸術劇場および
　　　周辺（さいたま市中央区）

　あんな動きもこんな動きも、あらゆる動きがダンスになる！劇場や
街のあちらこちらで、次々と出現するいろんなダンスに出会う素敵な
２日間。私たちのこの星はダンスにあふれてる！

▲詳細はこちら

（公財）埼玉県芸術文化振興財団問 TEL 0570・064・939 FAX 048・858・5515 WEB

劇場や与野本町駅前公園では、地域のお店や
キッチンカーの出店もあります。

©宮川舞子

「ダンスでめぐる、ダンスで広がる、ダンスでつながる」

彩の国さいたま芸術劇場
近藤良平芸術監督プロデュース

オープンシアター

ダンスのある星に生まれて2022ダンスのある星に生まれて2022

6 7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） この広報紙は7月14日（木）現在の情報をもとに作成しています。

中止



埼玉未来大学受講生
①ライフデザイン科
②地域創造科

26

対象▶4月1日時点50歳以上で県内在住
の人 期間▶9月～令和5年3月 場所▶①春
日部、川越、川口、熊谷、伊奈 ②伊奈 他 
費用▶①28,000円（教材費別） ②講座により
異なる 申込▶ を参照の上、9月13日㈫ま
でに（公財）いきいき埼玉（ 048・728・2299）
★①抽選 ②選考

大学の開放講座授業
（令和4年度後期）受講生27

対象▶55歳以上 期間▶8月1日㈪～31日㈬ 
場所▶県内大学、都内大学 費用▶各科目
10,000円程度 申込▶ を確認の上、各大
学 問合せ▶県高齢者福祉課（ 048・830・
3263）

彩の国 農業・農村景観
フォトコンテスト作品
（県内で撮影した写真）

28

申込▶ を参照の上、10月5日㈬までに埼玉
県土地改良事業団体連合会（ 048・530・
7352）★選考

埼玉県職業能力開発審議会委員
（1人）29

対象▶11月1日時点18歳以上（公務員を
除く） 任期▶委嘱の日～令和6年10月31日 
申込▶9月2日㈮（必着）までに、所定の応
募書（ で入手）と作文「埼玉県の産業を
担う人材の育成に関する提案・意見等」
（1000字程度）を県産業人材育成課（
048・830・4595 048・830・4853）★選考。
謝金あり

緑のボランティアセミナーの
参加者30

対象▶緑のトラスト保全地の保全管理を
行うボランティア活動に関心がある人 
期間 ▶9月4日㈰～11月1 2日㈯のうち
全6回 場所▶県内トラスト保全地など 
費用▶7 ,500円 申込▶8月26日㈮までに
電話か で同会（ 048・824・3661）★申
込順

県立高等技術専門校令和4年10月
入校選考 ①ビル管理科 ②介護サービ
ス科 ③職域開発科

31

対象▶①②求職者 ③精神障害、発達障
害のある求職者 選考日▶8月1 9日㈮ 
試験会場▶①県立川口高等技術専門校 
②県立熊谷高等技術専門校秩父分校 
③県立職業能力開発センター（さいたま
市北区） 受験申込▶願書（ で入手）に
住所地を管轄するハローワークで受付印
を受け、8月16日㈫（必着）までに同校、
同センター 問合せ▶①同校（ 04 8・
251・4481） ②同校（ 0494・22・1948） 
③同センター（ 048・651・1945）か県産
業人材育成課（ 048・830・4598）

県職員採用選考（障害者）32
受験資格▶4月1日現在17～58歳で身
体障害者手帳（1～6級）、精神障害者
保健福祉手帳、療育手帳または知的障
害者であることの判定書の交付を受け
ている人 選考日▶10月16日㈰ 受験案
内▶  申込期間▶8月19日㈮～29日㈪ 
問合せ▶県任用審査課（ 0 4 8・8 2 2・
8181）

県職員採用試験
①初級 ②司書 ③経験者33

受験資格▶4月1日現在①17～20歳 ②19～
29歳 ③詳細は受験案内 第1次試験▶9月
25日㈰ 受験案内▶  申込期間▶8月19
日㈮～29日㈪ 問合せ▶県任用審査課
（ 048・822・8181）

県職員採用選考（水産職）34
受験資格▶日本国籍を有する昭和38年
4月2日以降に生まれた人 試験日▶〈1日
目〉9月6日㈫または7日㈬ 〈2日目〉9月
8日㈭ 受験案内配布▶県農業政策課
（県庁内）、県水産研究所（加須市）、
他 願書受付・申込▶受験案内を参照の
上、8月19日㈮までに同課（ 048・830・
4019）

就職氷河期世代を対象とした
埼玉県職員採用選考
①一般事務　②司書

35

受験資格▶4月1日現在36～51歳（詳細は受
験案内） 第1次選考▶エントリーシートによる 
受験案内▶  申込期間▶8月19日㈮～29日
㈪ 問合せ▶県任用審査課（ 048・822・8181）
行政書士試験36

試験日▶11月13日㈰ 試験会場▶獨協大学
（草加市）、埼玉大学（さいたま市桜区） 費用
▶10,400円 願書配布▶県市町村課（県庁
内）、さいたま県税事務所、県地域振興
センター他 願書受付▶8月26日㈮までに
（一財）行政書士試験研究センター（ 03・
3263・7700） 問合せ▶同センターか同課（
048・830・2682）
危険物取扱者試験37

試験日▶10月2日㈰ 試験会場▶埼玉大学
（さいたま市桜区） 費用▶甲種6,600円 他 
願書配布▶（一財）消防試験研究センター
埼玉県支部（さいたま市浦和区）、県内各消
防本部、県消防課（県庁内） 受験申込▶8月
22日㈪～29日㈪に同支部（ 048・832・0747） 
問合せ▶同支部か同課（ 048・830・8161）

「県立学校の活性化・特色化方針」
県ホームページで公開中38

　県立学校の特色（学校行事や部活動、
進路傾向など）が共通の様式でまとめられ
ています。児童・生徒の「成長物語」として入
学してから卒業するまでの学校生活と取り
組みを紹介しています。 問合せ▶県魅力あ
る高校づくり課（ 048・830・6902）
暴力団排除啓発動画（YouTube）
を公開中39

問合せ▶県警察本部捜査第四課（ 048・
832・0110㈹）
8月は個人事業税第1期の納期です!40

　対象者には8月初めに納税通知書をお送
りしますので、忘れずに納めてください。ス
マートフォン決済アプリやパソコン、スマー
トフォンなどからクレジットカードを利用し
て納税できる他、便利な口座振替も利用で
きます。 問合せ▶各県税事務所か県税務課
（ 048・830・2664）★新型コロナウイルスの
影響により納付が困難な場合は、お早めに
各県税事務所にご相談ください

8月10日は
「健康ハートの日」です41

　我が国の死因別死亡割合の第2位は心
疾患です。心疾患は単に高齢によるものだ
けではなく、生活習慣に原因があるケース
も多くみられ、高齢者だけでなく、若者や働
き盛りの壮年層にとっても無視できない病
気です。心疾患の危険因子には高血圧、高
脂血症、肥満、糖尿病、喫煙などがありま
す。この機会に生活習慣を見直すとともに、
年に1回は健康診断を受けましょう。 問合
せ▶県疾病対策課（ 048・830・3598）

フロン類を大気中に放出しないよう
にしましょう42

　業務用のエアコンや冷凍冷蔵機器をご
使用の人は、フロン類の漏えいがないか定
期的に点検し、機器を廃棄する際には、適
切に回収してください。フロン類の回収が

確認できない機器は、処分できません。
フロン類は二酸化炭素よりも強力な温室効
果ガスで、大気中に漏えいすると地球温暖
化の大きな原因になります。 問合せ▶県大
気環境課（ 048・830・3058）
PCBの処分期限が迫っています43

　古いビルや工場の中に、PCB（ポリ塩化
ビフェニル）を使った変圧器・コンデンサー・
照明器具・溶接機などの機器が残っていま
せんか。PCBは人体に有害であることから
製造が中止になっていますが、今もPCB使
用機器が残っており、期限内の処分が義務
付けられています。なお、高濃度PCBを使
用している照明器具の安定器は令和5年3
月末までに処分をお願いします。 問合せ▶

県産業廃棄物指導課（ 048・830・3148）

10月1日から後期高齢者医療制度の
窓口負担が2割になります44

対象▶75歳以上の一定以上の所得がある人
など（窓口負担3割の人を除く） 問合せ▶県
後期高齢者医療広域連合（ 0120・085・950）

8月6日よりLINE・電話による
LGBTQ県民相談を開始します45

　性的指向・性自認などに関する悩みに
ついてご相談ください。 相談日時▶毎週㈯
18：00～22：00 相談方法▶LINE、電話ともに
参照 問合せ▶県人権・男女共同参画課

（ 048・830・2927）

8月1日～31日に県内全域で
シートベルト・チャイルドシート
着用促進運動を展開します！

46

問合せ▶県防犯・交通安全課( 048・830・
2955)

新型コロナウイルスワクチン
4回目接種47

対象▶3回目接種が完了してから5カ月以上
経過した①60歳以上 ②18～59歳で基礎疾
患のある人、その他重症化リスクが高いと
医師が認めた人 場所▶住民票がある市町
村の医療機関や接種会場、県接種センター
など 問合せ▶住民票がある市町村か県ワク
チン対策担当（ 048・830・7507）★3回目接
種も実施中

令和4年度
子育て世帯生活支援特別給付金
（ひとり親世帯分）のご案内

48

　低所得のひとり親世帯に児童1人当たり5
万円の給付金を支給。対象▶①公的年金等
の受給により令和4年4月分の児童扶養手
当を受給していない人 ②家計急変により
収入が児童扶養手当受給者と同水準の人。
受け取るためには申請が必要。（注意：令和
4年4月分の児童扶養手当受給者は支給済）
詳しくは またはお住いの市町村へ 問合
せ▶県少子政策課（ 048・830・3337）

　県民コメント制度に基づき、次の案件に
ついて、意見の募集を行います。詳細は
をご覧ください。なお、関係資料は担当課、
県政情報センター（県庁内）、県地域振興セ
ンター・事務所などでも閲覧または入手で
きます。

魅力ある県立高校づくり
第2期実施方策（案）49

期間▶8月18日㈭まで 問合せ▶県魅力ある
高校づくり課( 048・830・6902）

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。

前号の答え

クイズ＆
プレゼント

応募締切

8月15日㈪
（消印有効）

▶5人に①木桶仕込みのクラフト醤油2本セット、▶5人に②白寿の湯
ペアチケット、▶5人に③マロンコリーヌ9個入り、▶10人に④クレヨン
しんちゃんバッジとトートバッグのセット、▶10人に⑤LEDライト付き緊
急用ホイッスルと防災アルミブランケットのセット、▶5人に⑥シャイン
マスカット（１房）、▶10人に⑦コバトン・さいたまっち図書カード（500
円）、▶10人に⑧コバトン・さいたまっちクオカード（500円）

8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（①～⑧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。

▲応募はこちら
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法
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【会場】彩の国さいたま芸術劇場および
　　　周辺（さいたま市中央区）

　あんな動きもこんな動きも、あらゆる動きがダンスになる！劇場や
街のあちらこちらで、次々と出現するいろんなダンスに出会う素敵な
２日間。私たちのこの星はダンスにあふれてる！

▲詳細はこちら

（公財）埼玉県芸術文化振興財団問 TEL 0570・064・939 FAX 048・858・5515 WEB

劇場や与野本町駅前公園では、地域のお店や
キッチンカーの出店もあります。

©宮川舞子

「ダンスでめぐる、ダンスで広がる、ダンスでつながる」

彩の国さいたま芸術劇場
近藤良平芸術監督プロデュース

オープンシアター

ダンスのある星に生まれて2022ダンスのある星に生まれて2022
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　甘くてジューシー！パリッと皮ごと食べられて、子供から大人まで
大好きなシャインマスカット。　シャイン　と輝く魅力をたっぷりご紹介します。

　シャインマスカットは、実は日本生まれの品種なん
んです！農研機構※が栽培しやすいアメリカブドウと
香りや食感が良いヨーロッパブドウを交配して育成。
平成18（2006）年に品種登録されました。

　爽やかな香りと甘
みがあり、大粒で食べ
応え抜群！噛んだ瞬
間においしさが口の
中に広がります。

※国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構

意外と知らない「
マスカット」

今、注目されている　 つの理由
おいしい

生産については★収穫する時期や量は天候に左右されますので、
事前に農園等に販売状況をお問い合わせください。
★訪問の際は新型コロナウイルス感染症対策にご理解・ご協力をお願いします。

PRESENT

「シャインマスカット（１房）」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。
★生産者からの直送となります。

県生産振興課問
TEL 048・830・4151 FAX 048・830・4843

県農業ビジネス支援課問
TEL 048・830・4111 FAX 048・830・4830

まもなく旬！

シャインマスカット

埼玉県産

1
3

　種がなく、皮ごと食
べられるため、誰でも
手軽につまんで食べ
ることができます。

食べやすい2
　病気に比較的強く、
夏が暑い埼玉県でも
品質の良い果実を生
産できます。

栽培しやすい3

　近年、消費者だけでなく生産者
にも人気があり、県内でも栽培面
積が増えています。
　県では、品質の高いシャインマ
スカットが安定的に生産できるよ
う、生産者を支援しています。

H30 R1 R2

5.9ha

13.0ha

26.8ha

★県生産振興課調べ

夏休みのお出掛けに！
　「グリーン・ツーリズム埼玉」で
は、旬を迎えるブドウの収穫体験
ができる観光農園を紹介していま
す。この夏はおいしい旬をたくさ
んもぎとって楽しみませんか？
★すべての農園で「シャインマスカット」の取
り扱いがあるとは限りません。詳しくは農園
のHPか電話で事前にご確認ください。

▲ぶどう狩りは
こちら

県内でも人気上昇中！ 　埼玉県で生まれ育った県
オリジナル品種「彩玉」。他の
品種と比べて大きく、みずみ
ずしい甘さが特徴です。

◀「彩玉」を買える・
食べられる場所
はこちら

彩玉もどうぞ！
さいぎょく

販売については

２年間で
約4.5倍に！

シャイン

宅配・通販も

出荷時期：８月中旬～8月下旬

出荷時期：８月下旬～9月下旬
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次号（9月号）は9月1日の新聞折り込みなどで配布します。
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