
ふっくら、もっちり
県産米！

詳しくは中面をご覧ください

　県内各地で、たわわに実った稲穂が黄金色に
色づき始め、いよいよ稲刈りの季節到来です。
おいしい米が多くある中、県産ブランド米「彩の
かがやき」「彩のきずな」は特におすすめ。
　食欲の秋、新米の季節です。県産米を食べま
しょう！

美味

撮影協力：
見川 せつ子さん
（ふるさとの味伝承士）
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だよりだより
の国

●県人口（令和4年7月1日現在）●総人口／7，339，830人（男3,644,084人 女3,695,746人 前月より1,614人増）●世帯数／3，233，208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
「コバトン」「さいたまっち」

★写真はイメージです。

今月の
読者プレゼント



の
県産ブランド米「彩のかがやき」
（5㎏）を5人に、「彩のきずな」（5㎏）
を5人に、「彩のきずなトートバッグ」
（縦36cm、横35cm、マチ10cm）を
10人に、「お米のマドレーヌとドーナ
ツ」（各5個セット）を5人に、「鏡山 さ
け武蔵 大吟醸」（720ml）を2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。

　埼玉県の農業は産地と暮らしが近い「都市近郊農業」。生産地が近く直売所など身近
な場所で購入できることから、いつでもおいしい米を食べることができます。
　県内では、主に5月に田植えを行い9月に収穫する東部地域や、6月から7月初めまで
田植えを行い10月後半に収穫する北部地域など、各地の地域条件を生かした米作りが
行われています。主に栽培されている品種は「コシヒカリ」「彩のかがやき」「彩のきずな」
で全体の83パーセントを占めています。

●県全体の作付面積は30,000ヘクタール
●収穫量は152,400トン
（「令和３年産水稲の収穫量」農林水産省調べ）

県産米の収穫量は全国

第18位

安定した
おいしさ

　「外観・香り・味・粘り・硬さ・総合評
価」の6項目についてバランスが良い
と評価の高い県産ブランド米。夏の
暑さに強い品種です。もっちりとした
食感で、いろんな料理に合います。

彩のきずな
　食味の良いコシヒカリの系統
「祭り晴」と、埼玉県で生まれた
病気に強いササニシキの系統
「彩の夢」を掛け合わせてできた
品種です。さっぱりとした甘さ、
ふっくら、柔らかな食感で食べや
すい！

彩のかがやき

県西地区産が「米の食味ランキング※」で２年連続「特A」評価獲得！

　米は古くから、私たちの食事に欠かせないものです。近年、食生活の変化など
により国民１人当たりの年間消費量は、年々減少傾向※にあります。
　米は健康に欠かせない栄養素がバランスよく含まれている食品です。
　新米の季節にお米のことについてもっと知って、おいしくいただきましょう！
※日本人の1人が、1年間に消費する米の量は、昭和37年度は118.3キログラムでしたが、令和
2年度には50.8キログラムまで減少

※食文化の伝承活動による地元
農産物の普及と農業・農村の
振興を図ることを目的として、
平成5年度から伝統的食生活
技術を有する方を「ふるさとの
味伝承士」として認定している

彩のきずなを購入できる▶
ところはこちら

▲農産物直売所はこちら

県生産振興課問 TEL 048・830・4145

行田市農政課問 TEL 048・556・1111（代）

（有）シノン洋菓子店（熊谷市）問 TEL 048・532・7242

（株）味輝（上里町）問
TEL 0495・33・4626

魔女のコッペンパ
（さいたま市見沼区）

問

TEL 048・685・3013

小江戸鏡山酒造（株）（川越市）問
TEL 049・224・7780

　県で育成された県産ブランド米は、病気や害虫に強く、農薬の使用を
減らす栽培が可能な米です。食べたらきっと好きになること間違いなし！

県産ブランド米に注目！

埼玉県

米の活用、研究中

※中小企業の技術力や商品開発
を支援するための研究機関

SAITEC北部研究所問
TEL 048・521・0614

県農業支援課問
TEL 048・830・4050

　県産業技術総合セン
ター（SAITEC）※北部研究
所では、米のおいしさを生
かした商品の開発支援を
行っています。

サ イ テ ッ ク

発芽玄米ごはんパン県産米100％の米粉パン
　これまで、小麦アレルギー対応のグルテ
ンフリーパンは、増粘剤を添加したものがほ
とんどでした。試作を続け、米粉100％と砂
糖、酵母、塩、水、米麹
（支援企業オリジナル）
のみでできた添加物な
しのパンを2年がかりで
商品化。

　県産の特別栽培米の玄米を発芽させた
後、炊飯して小麦の生地に練りこんだごは
んの甘味のあるパン。
ごはんの水分保持効
果で、卵・乳製品を使
わずに柔らかさを出
すのに成功しました。

県産酒造好適米
「さけ武蔵」
　日本酒は米がなければできま
せん。「さけ武蔵」は、県独自の酒
造好適米です。県農業技術研究
センターで育種（品種改良）し、
北部研究所が協力して分析や試
験醸造を繰り返し、長年かけて
実用化しました。県内多くの酒
蔵で「さけ武蔵」を使った日本酒
を造っています。

米は万能栄養食品

埼玉県の米事情埼玉県の米事情埼玉県の米事情埼玉県の米事情

　米の主成分は炭水化物。体の中でブドウ糖に分解され、エネルギー源
として利用されます。筋肉や器官などの体を作るもとになるたんぱく質
も。他にも、脂質・ミネラル・ビタミン・水分が含まれています。

米・いろいろ米

▲令和4年のデザインは人気サッカーアニメ
　「アオアシ」とのコラボ

▲もっちりとした食感と
　米のやさしい甘みが
　口に広がるパン

▲玄米の粒感がくせになるおいしさ。
　サンドイッチにも最適なパン

埼玉一の米どころ 加須市

ふるさと認証食品※

行田市

　農作業は機械化が進み技術も進歩していま
す。しかし、天候不順に悩まされ、過去の災害で
ダメになりかけた農地もありました。都度、地域の
農家が互いに助け合い、加須の農地を守り抜い
てきました。加須の米作りを後世まで残していき
たいという気持ちで組合を立ち上げ、人手や費
用が掛かることは共同で行うことで作業を効率
化。さらに、暑さや病気、害虫に強い県産米「彩
のきずな」の誕生で、生産量も安定し、増えてき
ています。食べていただいた方からおいしいと喜
んでいただけるのが一番うれしい。これからも加
須の米を大切に守っていきたいですね。

　水田をキャンバスに見立て、色彩
の異なる複数の稲を使い、絵や文字
を表現します。平成27年には「ギネ
ス世界記録®」にも認定されました。

【開館時間】午前9時～午後4時30分（月曜、祝日の翌日は閉館）
【入館料】高校生以上400円、小・中学生200円
【所在地】行田市小針2375-1

お米のマドレーヌと
ドーナツ
　「彩のかがやき」を100％使用。もちもちとした米の甘みを感じるやさしい洋菓子です。

　県が育成した、酒造好適米「さけ武蔵」を使用した大吟醸を初めて製品
化。豊かで華やかな香り、コクがあり飲み応えのある日本酒です。

ふるさと認証食品プレミアム※

鏡山 さけ武蔵 大吟醸

※主原料に100％県産農産物を使い、県の品質や表示基準を満たしていることを県が認証した加工食品。そのうち厳選
されたこだわりの県産農産物を使い製造された良質な加工食品を「プレミアム」として認証しています

　市の面積の約半分が農地の加須市。県内随一の米作付
面積※を誇ります。市内の北川辺地域、大利根地域などは
早場米地帯で、県内でも一番早く田植えを行い、一番早く
収穫します。平坦で肥沃な土壌と水に恵まれ、「コシヒカ
リ」や県が育成した「彩のかがやき」「彩のきずな」など、お
いしい米の生産地として知られています。ぜひ新米を召し
上がってください！
※令和3年農林水産省調べ

★20歳未満の飲酒は法律で禁止されています。
　飲酒は20歳になってから。

PRESENT

ふっくら もっちり

県農業ビジネス支援課問 TEL 048・830・4095

見て楽しむ！世界一の田んぼアート 食べて・飲んで米を楽しむ加工品

※（一財）日本穀物検定協会が実施

栄養価の向上、食の安心を目指して！

（農林水産省マフ塾「お米の魅力」から引用）

古代蓮会館展望室から見ることができます。

　米は保存がきいて栄養もあることから、主食として最適な食品です。埼玉県の米はとっ
てもおいしいです。新米はもちろんですが、古米はすし飯にしてもおいしいですよ。県のいろ
んな品種を試してみてはいかがでしょうか。
　米は高温多湿を避けて保管。冷蔵庫の野菜室での保存が適しています。購入後はなる
べく早めにいただきましょう！新米を炊く際には若干少なめの水分量がオススメです。

ふるさとの味伝承士※：見川 せつ子さん

ごはんはゆっくりと消化・吸収
されるため、体に脂肪をためる
ホルモンの分泌が緩やかに！

▲「日本食品標準成分表2015年版（七訂）より」

■ 米（精白米・うるち米）100gに含まれる栄養成分　［エネルギー358kcal］

炭水化物

77.6g
水分

14.9g
たんぱく質

6.1g
脂質

0.9g
ミネラル・
ビタミンなど

0.4g

▲少しでもおいしい米を皆さんに届けようと、それぞれが父の代
から農家を引き継ぎ、3人で協力して作った「大曽営農組合」。
左から小倉さん、萩原さん、大谷さん

おおぞ

★調理器具によって炊き上がりが違う場合があります。

県加須農林振興センター問
TEL 0480・62・4771

©小林有吾・小学館／「アオアシ」製作委員会

（農林水産省「令和2年度食料需給表」より）

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 「埼玉県産のおいしいお米を食べよう」
　埼玉県のお米の生産量は、15万２千４百ト
ン（令和３年産）で全国18位です。皆さんのお
住まいの周りでも、稲が成長している様子が
見られるのではないでしょうか。
　主に栽培されている品種は、「コシヒカリ」、
「彩のかがやき」、「彩のきずな」で、全体の83
パーセントを占めていますが、それぞれが地
域の条件に合った特徴を持っています。中で
も「彩のかがやき」、「彩のきずな」は、県が独
自に開発した品種で、病気や害虫に強く、減農
薬栽培に向いています。
　「彩のかがやき」は、2002年の誕生以降、量
販店や飲食店で取り扱われ、多くの県民の皆

さんに支持されるお米になりました。さっぱり
とした味が特徴のおいしいお米です。
　「彩のきずな」は、2012年に誕生した品種
です。夏の暑さにも負けずに元気に育ち、
もっちりとした食感が特徴で、（一財）日本穀
物検定協会の主催する米の食味ランキング
において、県西地区産が２年連続で最高評価
の「特Ａ」を獲得したおいしいお米です。
　昔からお米は、炊いてごはんとして食べる
だけではなく、日本酒や煎餅、団子、お餅など
さまざまな加工品の原料としても用いられて
きました。
　最近、注目を集めているのは米粉です。パ

ンや菓子、料理用など新たな用途への利用が
広がってきています。ぜひ、さまざまな形に姿
を変えた県産米を味わい、新たな魅力を発見
してみてください。
　お米の収穫は９月に最盛期を迎え、新米の
季節がやってきます。県では、全国に誇れるお
いしいお米を一度味わっていただき、一人で
も多くの方に埼玉県産米のファンになってい
ただけるよう、量販店でお米を購入した際にポ
イントで還元するなどの応援をしてまいりまし
た。今年も購入できるお店を増やしてまいりま
す。皆さんも、身近にある田んぼで取れた、お
いしい県産米をぜひ味わってみてください。

せんべい

こめこ

2 3この広報紙は8月18日（木）現在の情報をもとに作成しています。 次号（10月号）は10月1日の新聞折り込みなどで配布します。
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米・いろいろ米

▲令和4年のデザインは人気サッカーアニメ
　「アオアシ」とのコラボ

▲もっちりとした食感と
　米のやさしい甘みが
　口に広がるパン

▲玄米の粒感がくせになるおいしさ。
　サンドイッチにも最適なパン

埼玉一の米どころ 加須市

ふるさと認証食品※

行田市

　農作業は機械化が進み技術も進歩していま
す。しかし、天候不順に悩まされ、過去の災害で
ダメになりかけた農地もありました。都度、地域の
農家が互いに助け合い、加須の農地を守り抜い
てきました。加須の米作りを後世まで残していき
たいという気持ちで組合を立ち上げ、人手や費
用が掛かることは共同で行うことで作業を効率
化。さらに、暑さや病気、害虫に強い県産米「彩
のきずな」の誕生で、生産量も安定し、増えてき
ています。食べていただいた方からおいしいと喜
んでいただけるのが一番うれしい。これからも加
須の米を大切に守っていきたいですね。

　水田をキャンバスに見立て、色彩
の異なる複数の稲を使い、絵や文字
を表現します。平成27年には「ギネ
ス世界記録®」にも認定されました。

【開館時間】午前9時～午後4時30分（月曜、祝日の翌日は閉館）
【入館料】高校生以上400円、小・中学生200円
【所在地】行田市小針2375-1

お米のマドレーヌと
ドーナツ
　「彩のかがやき」を100％使用。もちもちとした米の甘みを感じるやさしい洋菓子です。

　県が育成した、酒造好適米「さけ武蔵」を使用した大吟醸を初めて製品
化。豊かで華やかな香り、コクがあり飲み応えのある日本酒です。

ふるさと認証食品プレミアム※

鏡山 さけ武蔵 大吟醸

※主原料に100％県産農産物を使い、県の品質や表示基準を満たしていることを県が認証した加工食品。そのうち厳選
されたこだわりの県産農産物を使い製造された良質な加工食品を「プレミアム」として認証しています

　市の面積の約半分が農地の加須市。県内随一の米作付
面積※を誇ります。市内の北川辺地域、大利根地域などは
早場米地帯で、県内でも一番早く田植えを行い、一番早く
収穫します。平坦で肥沃な土壌と水に恵まれ、「コシヒカ
リ」や県が育成した「彩のかがやき」「彩のきずな」など、お
いしい米の生産地として知られています。ぜひ新米を召し
上がってください！
※令和3年農林水産省調べ

★20歳未満の飲酒は法律で禁止されています。
　飲酒は20歳になってから。

PRESENT

ふっくら もっちり

県農業ビジネス支援課問 TEL 048・830・4095

見て楽しむ！世界一の田んぼアート 食べて・飲んで米を楽しむ加工品

※（一財）日本穀物検定協会が実施

栄養価の向上、食の安心を目指して！

（農林水産省マフ塾「お米の魅力」から引用）

古代蓮会館展望室から見ることができます。

　米は保存がきいて栄養もあることから、主食として最適な食品です。埼玉県の米はとっ
てもおいしいです。新米はもちろんですが、古米はすし飯にしてもおいしいですよ。県のいろ
んな品種を試してみてはいかがでしょうか。
　米は高温多湿を避けて保管。冷蔵庫の野菜室での保存が適しています。購入後はなる
べく早めにいただきましょう！新米を炊く際には若干少なめの水分量がオススメです。

ふるさとの味伝承士※：見川 せつ子さん

ごはんはゆっくりと消化・吸収
されるため、体に脂肪をためる
ホルモンの分泌が緩やかに！

▲「日本食品標準成分表2015年版（七訂）より」

■ 米（精白米・うるち米）100gに含まれる栄養成分　［エネルギー358kcal］

炭水化物

77.6g
水分

14.9g
たんぱく質

6.1g
脂質

0.9g
ミネラル・
ビタミンなど

0.4g

▲少しでもおいしい米を皆さんに届けようと、それぞれが父の代
から農家を引き継ぎ、3人で協力して作った「大曽営農組合」。
左から小倉さん、萩原さん、大谷さん

おおぞ

★調理器具によって炊き上がりが違う場合があります。

県加須農林振興センター問
TEL 0480・62・4771

©小林有吾・小学館／「アオアシ」製作委員会

（農林水産省「令和2年度食料需給表」より）

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 「埼玉県産のおいしいお米を食べよう」
　埼玉県のお米の生産量は、15万２千４百ト
ン（令和３年産）で全国18位です。皆さんのお
住まいの周りでも、稲が成長している様子が
見られるのではないでしょうか。
　主に栽培されている品種は、「コシヒカリ」、
「彩のかがやき」、「彩のきずな」で、全体の83
パーセントを占めていますが、それぞれが地
域の条件に合った特徴を持っています。中で
も「彩のかがやき」、「彩のきずな」は、県が独
自に開発した品種で、病気や害虫に強く、減農
薬栽培に向いています。
　「彩のかがやき」は、2002年の誕生以降、量
販店や飲食店で取り扱われ、多くの県民の皆

さんに支持されるお米になりました。さっぱり
とした味が特徴のおいしいお米です。
　「彩のきずな」は、2012年に誕生した品種
です。夏の暑さにも負けずに元気に育ち、
もっちりとした食感が特徴で、（一財）日本穀
物検定協会の主催する米の食味ランキング
において、県西地区産が２年連続で最高評価
の「特Ａ」を獲得したおいしいお米です。
　昔からお米は、炊いてごはんとして食べる
だけではなく、日本酒や煎餅、団子、お餅など
さまざまな加工品の原料としても用いられて
きました。
　最近、注目を集めているのは米粉です。パ

ンや菓子、料理用など新たな用途への利用が
広がってきています。ぜひ、さまざまな形に姿
を変えた県産米を味わい、新たな魅力を発見
してみてください。
　お米の収穫は９月に最盛期を迎え、新米の
季節がやってきます。県では、全国に誇れるお
いしいお米を一度味わっていただき、一人で
も多くの方に埼玉県産米のファンになってい
ただけるよう、量販店でお米を購入した際にポ
イントで還元するなどの応援をしてまいりまし
た。今年も購入できるお店を増やしてまいりま
す。皆さんも、身近にある田んぼで取れた、お
いしい県産米をぜひ味わってみてください。

せんべい

こめこ
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ペットは“家族”
一緒に幸せに！
動物にも命があります

9月20日～26日は動物愛護週間

県動物指導センター（熊谷市）問 TEL 048・536・2465

県生活衛生課問 TEL 048・830・3612

県動物指導センター南支所（さいたま市桜区）問 TEL 048・855・0484

　飼い主には、ペットをかわいがるだけでなく、一生責
任をもって飼育し、種類や習性などに応じてペットがで
きる限り快適に生活できるようにする義務があります。
家族として迎え、正しく飼い、そして見送る。飼い主の
心構え次第でペットの生活は大きく変わります。

◀応募はこちら

▲登録はこちら
★ボランティアの登録は随時行っています。

ポイント
● 動物を飼うことに家族全員の合意があるか
● 動物の寿命まで飼育する覚悟があるか
● 経済的な負担を考えているか
● 必要なしつけや周囲への配慮ができるか

● 相手の求めに応じて、地域での動物の問
題を解決するためのヒントやアドバイス
などの提供

● しつけや健康管理などの相談対応

● 避難所などで飼育されるペットの世話（食餌の提供、散歩など）
● 被災動物の適正飼育などに関する飼い主へのアドバイス
● 避難所などでの飼育場所の清掃管理など

飼う前に考えよう

災害に備えよう

彩の国動物愛護推進員

災害時動物救護活動ボランティア

犬・猫の新しい飼い主さんを募集しています！

　ペットを飼うということは、その命を預かるとい
うこと。飼う心構えができているのか考えましょう。

　20歳以上で、動物愛護に関する分
野での経験や技能を有し、県内におけ
る動物愛護の推進にご協力いただくボ
ランティアです。

　20歳以上で、災害時に可能な範囲で動物の救護活動にご協力い
ただくボランティアです。

　県では、殺処分される不幸な犬・猫の数を減らすため、
新しい家族として犬・猫を迎えてくれる人を募集しています。
犬や猫を飼いたいと思ったら、ぜひご連絡ください。

災害前の準備
● 首輪に鑑札・名札を付けておく、マイクロチップの装着をする
● ケージやキャリーバッグを準備しておく
● 緊急時の餌や飲み物、薬などはすぐに持ち出せるように
　 まとめておく
● 普段から最低限のしつけをしておく（おすわり、待て、トイレトレーニング）

　災害時、大事なペットを守るためには、事前の準備が
大切。ペットの避難に必要な備えをしておきましょう。

任期 令和5年4月1日から
令和8年3月31日まで（3年間）

募集期間 11月30日（水）（必着）まで

ワクチン接種も
忘れずに！

動物のボランティア募集

命を救う新しい出会い

▲ペット同行避難
　ガイドライン

（災害発生時には、自分自身や家族のことを優先してください。）

県河川砂防課問
TEL 048・830・5137

　いつ起きるか分からない地震、台風などの自然災害。
「特別なこと（モシモ）」として考えるのではなく、「イツモ」
の生活の中で当たり前のこととして日頃から備えておくこ
とが大切です。

「モシモ」を「イツモ」に。
見直そう、災害への備え

９月は防災月間

あなたはできていますか？ 命を守る ３ つの自助

自主防災組織とは？

実は震災時の
火災の原因は

「電気」が過半数！
「感震ブレーカー」を
取り付けよう

　L字金具などで家具
の転倒を防ぐ

❶家具を固定する
水害・土砂災害に
対する備えも

　水は1日1人３L×人数分
（最低３日分、できれば７日分）

　食料は少し多めに買い置きし
てローリングストック法を実践

 「自分たちの地域は自分たちで守る」という意識に基づき、自主的
に結成して自発的な防災活動に取り組んでいる組織のことです。

　実際に避難する小学校を使って、定期的に防災訓練を行ってい
ます。コロナ禍でも防災計画書の作成など、やれることを続けてきま
した。
　ここの集合住宅に住む100人近い住民が訓練などに参加してくれて
いますが、それは普段のつながりがあってこそ。すれ違ったらあいさつ
をするという当たり前のことから防災のコミュニティも広がっています。

　９月は台風などの自然災害が
多くなるシーズン。温暖化に伴
い、発生リスクは年々高まってい
ます。地震だけでなく、水害・土砂
災害への備えも忘れずにしてお
きましょう。

　携帯電話や公衆電話などか
ら「１７１」をダイヤル

　地震を感知したときに自
動的にブレーカーを落とし
て電気を止めてくれる器
具。火災を防ぐために効果
的です。

❷３日分以上の
　水・食料を備蓄する

❸災害用伝言サービス
　を試してみる

★毎月１日、１５日などに体験利用ができます。

簡易
タイプ

分電盤
タイプ

コンセント
タイプ

地域のリスク
（ハザードマップ）を確認！

まずは日頃のあいさつから

リアルタイムの
防災情報を確認！
警戒レベルに応じた
早めの行動を！

「令和3年度埼玉県自主防災組織等知事表彰」受賞

▲左から、吉沢さん、八木澤さん、目黒さん

確認すべき３つのポイント！

少し多めに
買う

食べる補充する

▲ダウンロードは
　こちら

▲チャンネルは
　こちら

  活用しよう！
防災マニュアルブック

  見て学ぼう！
「そなーえ」チャンネル

　家庭で取り入れやすい備えを
リーフレットとしてまとめています。

　県防災学習センターの施設紹介や、家庭で
できる防災に関する工作・実験の動画、防災に
関する知識や知恵などを配信しています。

県危機管理課問 TEL 048・830・8148

・災害用伝言板
・災害用伝言板web171も

ダイヤル「171」以外にも

公園通り自主防災会（久喜市）の皆さんにお話を聞きました！

出典：埼玉県イツモ防災　イラスト（C）文平銀座+NPO法人プラス・アーツ

始めよう！ 地域のみんなで
ミンナ防災！
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　感動の「東京２０２０パラリンピック競技大会」閉幕から1年―。県ではこれからもパラス
ポーツの振興を通して、障害のある人もない人も誰もが共に暮らせる「共生社会」の実現
を目指します。

　パラスポーツには、障害の有無に関わら
ず、自分の可能性を広げていく楽しさがあり
ます。する、みる、どちらも楽しい、そんな競技
がたくさんあります。機会があればぜひ応援
にいらしてください！

　目標ボールにたくさんボールを近づけた
チームが勝ち！一投入魂！

東京2020パラリンピック車いすラグビー　銅メダリスト

★募集チーム数は各部16チーム(抽選）
競技者向け

県民向け

誰でも参加できる！

埼玉県ボッチャ交流大会

県スポーツ振興課問 TEL０４８・８３０・６９98 FAX０４８・８３０・４９６７ WEB

倉橋 香衣選手
か え

▲こちらから
申し込めます

県立武道館(上尾市)場所

時間

9月30日（金）までに　　
で県スポーツ振興課

申込

★1チーム3～5人単位で申込

WEB

年齢不問(どなたでも)対象
★初心者歓迎！
★障害の有無は問いません

ゴールボール、ボッチャなど

★ゴールボール体験会の
様子(6月開催)

県民を対象とした
パラスポーツ体験イベント

県パラスポーツ大会
彩の国
ふれあいピック

埼玉県の
パラスポーツ
振興事業

★春季・秋季・球技の各
大会を開催

（春季および球技は
全国障害者スポーツ
大会の予選を兼ねる）

特別強化指定選手埼玉パラドリームアスリート
★令和4年度は高橋和樹選手（ボッチャ）、倉橋香衣選手（車いす
ラグビー）、中町俊耶選手（車いすラグビー）、他20人を指定

小・中学生向け
パラスポーツ
体験会

高校生、大学生向け
パラスポーツ
体験型講演会

障がい者スポーツ
指導員の養成

楽しむ 知る

支える

パラスポでつながろう！

パラアスリートからのメッセージ パラスポーツイベントの参加者
を募集！

埼玉ゆかりの
参加
無料

（C）JWRF

11
6 日

［午前の部］午前9時30分～午後0時30分
［午後の部］午後1時30分～4時30分

楽しんで、知って、支えよう！パラスポーツ楽しんで、知って、支えよう！パラスポーツ

　最近太ってきた、血圧を測ってみたら以前より高くなっていたということはありませんか。特定健康診査（特定健診）※受診者
のうち、約3割がメタボリックシンドローム該当者もしくは予備群です。特定健診を毎年受けて、日々の生活を見直しましょう。

　内臓脂肪型肥満に脂質異常・高血圧・高血糖が組み合わさった状態のことです。
　心血管疾患を起こす危険が高まり、それにより死亡するリスクは健康な人と比べて約3倍になるといわ
れています。

　メタボリックシンドロームの改善の
ためには、内臓脂肪を減らすことが大
切です。特定健診の結果を受け、一人
で改善することは難しいという人のた
めに生活習慣改善サポート「特定保健
指導」を実施しています。厳しい食事

制限や激しい運動が必要ということはありません。保健師や管理
栄養士が、その人の生活状況に応じて食事や運動のポイントをお
伝えし、無理のない目標をサポートします。改善への近道は「毎日
少しずつの積み重ね」。お持ちの健康保険証の発行機関にお問い
合わせいただき、特定保健指導をぜひ受けてみてください。

県健康長寿課問 TEL 048・830・3585

男性85cm以上
女性90cm以上

★内臓脂肪面積
　100㎠以上相当

おへその高さの腹囲

空腹時血糖
110mg/dl以上

脂
質
異
常

高
血
圧

高
血
糖

3
つ
の
う
ち
２
項
目
以
上

９月は
健康増進月間

メタボリックシンドロームって？ 特定保健指導を活用しましょう

リックシンドロームに気を付けましょう！

■ メタボリックシンドロームの診断基準

高トリグリセライド血症：
トリグリセライド（中性脂肪）

150mg/dl以上

低HDLコレステロール血症：
HDLコレステロール
40mg/dl未満

かつ/
または

収縮期血圧　
130mmHg以上

拡張期血圧　
85mmHg以上

かつ/
または

※40～74歳の人の生活習慣病予防を目的とした健康診査　
　受診については、お持ちの健康保険証の発行機関で確認してください。

メタボ
14590

全国健康保険協会埼玉支部の
保健師さんに聞きました

　埼玉県警察では、運転免許証を返納した高齢者（６５歳以上）の生活支援として「シルバー・サポーター制度」を実施しています。
　運転免許証を自主返納した後に申請をして交付を受けた「運転経歴証明書」を提示することで、さまざまな特典を受けられます。

右記ポスター・ス
テッカー・ロゴマー
クが掲示してある事
業所で特典サービ
スを受けられます。

　運転歴５０年で病院に行くために月に２～３回運転していまし
たが、ブレーキとアクセルを踏み間違えて家の壁にぶつけたと
ころを娘に見られて自主返納を勧められました。
　悩みましたが、ガソリン代や車検費用、保険代などを妻との旅
行や孫との買い物に使おうと、思い切って自主返納をしました。
　シルバー・サポーター制度により、協賛施設の利用料金が安
くなる他に、割り引きもあるので、非常にありがたいです。
　事故を起こす心配もないし、運転免許証の自主返納をして
良かったと思います。

● バス料金の割引
● タクシー料金の割引
● デパートでの買い物の無料配送
● 銀行での預金金利アップ　など

県警察本部交通総務課問 TEL 048・832・0110（代） 県防犯・交通安全課問 TEL 048・830・2960

▲特典の詳細はこちら

（1）運転免許取消し等
　 の申請（自主返納）
（2）「運転経歴証明書」交付申請

1

2「運転経歴証明書」交付

4 特典（割引等）の提供

3「運転経歴証
明書」提示

最寄りの警察署
（鴻巣警察署以外）

運転免許
センター

協賛事業所

高齢運転者

返したら…

歳になったら

協賛事業所でお得な特典も

利用者の声
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を考えてみませんか？の運 転 免 許 証 自 主 返 納

利用の
流れ

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



採石業務管理者試験21
試験日▶10月14日㈮ 試験会場▶県民健康セ
ンター（さいたま市浦和区） 費用▶8,100円 
願書配布▶県環境政策課（県庁内）、県環
境管理事務所、県地域振興センター 受験
申込▶9月9日㈮までに同課（ 048・830・
3041）

民間企業経験者を対象とした
「高校英語教員」
採用特別選考試験

22

受験資格▶昭和38年4月2日以降生まれ・
CEFR B2相当以上・民間企業で英語を使用
した業務を直近5年間で3年以上経験 試
験日▶10月23日㈰ 受験申込▶ を参照の
上、9月16日㈮までに県教職員採用課（
048・830・6795）

埼玉県農業大学校学生募集
（入学試験）
①推薦 ②一般前期 ③一般後期

23

受験資格▶学校教育法による高等学校
または中等教育学校を卒業した人（令和
5年3月卒業見込みを含む） 選考日▶①10
月27日㈭②11月28日㈪ ③令和5年1月26
日㈭ 願書配布▶ 、同大学校か農林振興
センター 受験申込▶①10月1日㈯～11日㈫ 
②11月1日㈫～11日㈮ ③令和5年1月4
日㈬～11日㈬に同大学校（ 048・501・
6845）
育児休業等代替職員登録試験24

対象▶令和4年4月1日現在18歳以上 試験日
▶11月12日㈯10：00～11：00 受験申込▶ を
参照の上、9月20日㈫～10月24日㈪に県人
事課（ 048・830・2428）
クリーニング師試験25

試験日▶11月29日㈫ 試験会場▶クリー
ニング会館（さいたま市西区） 費用▶7,500
円 受験申込▶9月9日㈮～30日㈮に
問合せ▶県保健医療政策課（ 048・830・
3523）

県立高等看護学院入学試験
①推薦・社会人 ②一般26

受験資格▶高校卒業か同等以上の学力が
あること 試験日▶①11月8日㈫ ②令和5
年1月31日㈫ 試験会場▶同学院（熊谷市） 
費用▶3,300円 受験申込▶ を参照の上、
①9月26日㈪～10月12日㈬ ②12月12日
㈪～令和5年1月5日㈭に同学院 問合せ▶

同学院（ 048・536・1916）か県医療人材課
（ 048・830・3543）

第５４回埼玉文芸賞作品27
対象▶令和4年4月1日現在15歳以上 申込▶

応募要領（ かさいたま文学館（桶川市）で
入手）を参照の上、9月1日㈭～11月30日㈬
に同館（ 048・789・1515）★選考
県立高等技術専門校
令和5年4月入校生28

対象▶求職者（令和4年度高校卒業見込み
含む） 選考日▶11月8日㈫ 入校日▶令和
5年4月10日㈪ 選考会場▶各校 費用▶

2,200円 願書配布▶  願書受付▶10月3
日㈪～11月2日㈬に各校 問合せ▶県産業
人材育成課（ 048・830・4598）★一部の
訓練科目では令和4年度高校卒見込の人
を対象に推薦選考を実施（申込は10月3日
㈪～11日㈫に各校）
さいたま緑のトラスト
写真・動画コンクール作品29

対象▶緑のトラスト保全地および県内にあ
る緑の風景を対象とした作品 申込▶募集
要綱（ で入手）を参照の上、12月2日㈮ま
でに県みどり自然課（県庁内 048・830・
3150）か（公財）さいたま緑のトラスト協会
（ 048・824・3661）★選考

オハイオ州
グローバルスピーカープログラム
（オンライン）

30

申込▶ を参照の上、10月11日㈫までに
県国際課（ 048・830・2713）★選考

山西省への奨学生派遣事業
（長期・短期コース）31

申込▶ を参照の上、11月4日㈮までに
県国際課（ 048・830・2718）★選考

大宮公園舟遊池 かいぼり
ボランティアリーダー
募集説明会

32

対象▶中学生以上で、池での作業ができる
人 日時▶9月17日㈯13：30～15：30 場所▶県
立歴史と民俗の博物館（さいたま市大宮
区） 申込▶ を参照の上、9月14日㈬まで
に認定NPO法人生態工房（ 0422・27・
5634）

ハロウィンジャンボ宝くじの発売33
期間▶9月21日㈬～10月21日㈮ 問合せ▶県
財政課( 048・830・2178)

第11回戦没者等の遺族に対する
特別弔慰金（未請求の方）34

対象▶令和2年4月1日において、「恩給法に
よる公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族
等援護法による遺族年金」などを受ける人
（戦没者等の妻や父母等）がいない場合に、
それ以外の遺族1人に支給 請求期間▶令和
5年3月31日㈮まで 問合せ▶県社会福祉課
（ 048・830・3286）

桶川北本IC東部地区区画整理事業
環境影響評価調査計画書の縦覧35

期間▶9月16日㈮～10月17日㈪ 場所・問合
せ▶県環境政策課（ 048・830・3041）

秋の全国交通安全運動
9月21日～30日36

　県内では、横断歩行者の交通死亡事故
が多発していることから、「横断歩道にお
ける歩行者優先の徹底」を県の運動重点と
しています。運転者も歩行者も交通ルール
を守り、交通事故をなくしましょう。問合せ
▶県警察本部交通総務課（ 048・832・
0110㈹）

1から始める起業塾
～セカンドキャリアの起業を応援!～37

対象▶おおむね50歳以上で「起業」「在宅
ワーク」を始めたい人 日時▶①〈事業計画
編〉10月8日㈯ ②〈財務編〉10月29日㈯ ③
〈在宅ワーク編〉11月5日㈯各13：00～15：30 
開催方法▶オンライン（Zoom） 申込▶  
問合せ▶セカンドキャリア起業支援事務局
（ 048・762・6250）か県人材活躍支援課
（ 048・830・4543）

リサイクル堆肥を
無料で配布しています
（緑のリサイクル事業）

38

受渡場所▶①県鴨川排水機場（さいたま市
桜区） ②上里町八町河原地内 ③県営し
らこばと公園（さいたま市岩槻区） 申込・
問合せ▶①さいたま県土整備事務所（
048・861・2493） ②本庄県土整備事務所
（ 0495・21・3141） ③越谷県土整備事務
所（ 048・964・5225）

住宅用省エネ・再エネ設備の導入を
支援します! 39

　自らが居住する既存住宅に蓄電システ
ム、エネファーム、V2H、高断熱窓などを
導入する人に対して補助金を交付します。 
問合せ▶特定非営利活動法人環境ネット
ワーク埼玉（ 048・749・1217）★申込順

埼玉パナソニックワイルドナイツ
優勝パレード40

日時▶9月11日㈰10：00～11：00 場所▶市役
所通り（熊谷市） 問合せ▶優勝パレード実行
委員会事務局（ 048・524・1135）

9月24日～30日は
結核予防週間です41

　結核は、症状が気付きにくいため発見・
治療が遅れてしまいやすい病気です。気付
かぬうちに重症化や集団感染になってしま
う危険があります。たんがからむ咳や微熱、
体のだるさが2週間以上続くときは、早めに
医療機関を受診して、いつもと違うところを
医師に伝えましょう。 問合せ▶県感染症対
策課（ 048・830・7500）

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

9月15日㈭
（消印有効）

▶5人に①彩のかがやき（5kg）、▶5人に②彩のきずな（5kg）、▶10人
に③彩のきずなトートバッグ、▶5人に④お米のマドレーヌとドーナツ
（各5個セット）、▶2人に⑤鏡山 さけ武蔵 大吟醸（720ml）、▶10人に⑥
コバトン・さいたまっち図書カード（500円）、▶10人に⑦コバトン・さいた
まっちクオカード（500円）

9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（①～⑦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県産ブランド米「彩の〇〇〇」

シャイ ン

① ④② 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8 月18 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。

下
しも

總
おさ

皖
かん

一
いち

音楽賞
受賞者コンサート20222

日時▶11月5日㈯16：00～ 場所▶埼玉会館
（さいたま市浦和区） 申込▶10月7日㈮（必
着）までに かはがき（代表者の と鑑賞
希望者全員（4人まで）の氏

ふり

名
がな

、電話番号、
手話通訳・盲導犬・車いす利用の有無を明
記）で県文化振興課（県庁内） 問合せ▶同課
（ 048・830・2879）★抽選

県民の森
森林のコンサート
（オカリナの屋外コンサート）
3

対象▶小学生以上（小学生は保護者同伴） 
日時▶10月1日㈯11：00～13：00 場所・問合せ
▶県民の森（横瀬町 0494・23・8340）★事前
申込不要
ナイトファイヤーショー4

対象▶3歳以上（小学生以下は保護者同伴） 
日時▶9月23日（金・祝）17：00～19：00 費用▶

18歳以上500円 申込▶9月9日㈮（消印有
効）までに往復はがき（ と参加人数を明
記）で県みどりの村（〒368-0111小鹿野町飯
田853） 問合せ▶同管理事務所（ 0494・75・
3441）★抽選

自然に親しむイベントデー
「バッタの日」5

対象▶小学生以下は保護者同伴 日時▶9月
17日㈯～19日（月・祝）各9：00～17：00 場所・問
合せ▶県自然学習センター（北本市 048・
593・2891）★当日先着順

大宮公園舟
しゅう

遊
ゆう

池 かいぼり
プレイベント
「親子で学ぶ水辺再生」

6

対象▶小学4年～中学生（小学生は保護者
同伴） 日時▶9月17日㈯9：30～11：30 場所
▶レイボックホール（さいたま市大宮区） 申
込▶9月14日㈬までに  問合せ▶（一社）埼
玉県スマートまちづくり（ 048・700・
3306）

県内保育所などへの就職・復職を応援!
①保育士就職フェア（Ⓐ川越 Ⓑさいたま）
②潜在保育士復職支援プログラム

7

対象▶①保育の仕事に興味のある人 ②
保育士資格を持ち保育所などへの就職
に不安を感じている人 日時▶①Ⓐ9月3日
㈯13：00～16：00 Ⓑ9月17日㈯13：00～
16：00 ②11月2日㈬、7日㈪、23日（水・祝）
および後日1日間の見学実習あり（全4
日） 場所▶①Ⓐウエスタ川越 Ⓑソニック
シティ（さいたま市大宮区） ②11月2日、
7日オンライン開催、23日コルソホール
（さいたま市浦和区） 申込▶  問合せ▶

県少子政策課（ 048・830・3349）★②
抽選

ファミリーコンサート
オーケストラで聴くジブリ音楽8

対象▶小学生以上 日時▶11月13日㈰14：00～
15：30 場所▶サンシティホール（越谷市） 申
込▶10月14日㈮までに  問合せ▶（一財）埼玉
県教職員互助会（県福利課内）（ 048・830・
6706）★抽選
景観まち歩き ①歴史文化の薫り漂う
忍
おし

城址周辺 ②歴史ロマン訪ねる
吾野宿 ③和紙のふるさと商都小川町

9

日時▶①10月5日㈬9：00～12：00 ②10月26日
㈬9：30～12：00 ③11月1日㈫9：30～12：00
(いずれも小雨決行) 集合場所▶①足袋蔵
まちづくりミュージアム(行田市) ②吾野駅
(飯能市) ③小川町観光案内所「むすびめ」 
申込▶9月16日㈮(必着)までに か往復は
がき(①～③の別と参加者全員の と年
齢を明記)で県都市計画課(県庁内 048・
830・5367)★申込順

県立文書館　企画展
「坂東武者の生きざま
～埼玉の中世文書～」

10

期間▶9月17日㈯～11月20日㈰ 場所・問合
せ▶同館（さいたま市浦和区 048・865・0112）

歴史特集展示
「国宝太刀・短刀の公開」11

日時▶10月4日㈫～12月4日㈰各9：00～16：30 
費用▶300円 場所・問合せ▶県立歴史と民俗
の博物館（さいたま市大宮区 048・645・8171）

企画展記念講演会
「武蔵武士の中世 鎌倉から室町へ」12

日時▶10月23日㈰12：50～16：30 場所▶国立
女性教育会館（嵐山町） 費用▶500円 申込▶

9月26日㈪(必着)までに か往復はがき（参
加者全員（2人まで）の を明記）で県立嵐
山史跡の博物館（〒355-0221嵐山町菅谷
757） 問合せ▶同館（ 0493・62・5896）★抽選

さいたま文学館
開館25周年記念特別展
「永井荷風」

13

日時▶9月17日㈯～11月27日㈰各10：00～
17：30 費用▶210円 場所・問合せ▶同館（桶
川市 048・789・1515）

彩の国ふれあいの森
県森林科学館
大人の木工体験（スツール作り）

14

対象▶20歳以上 日時▶10月9日㈰10：00～
16：00 場所▶同館（秩父市） 費用▶3,000円 
申込▶10月2日㈰までに電話で同館（
0494・56・0026）★申込順

秋期企画展
「かわはくで生きものを探せ! 」15

日時▶9月23日（金・祝）～11月27日㈰各9：00～
17：00 場所▶県立川の博物館（寄居町） 費用
▶410円 問合せ▶同館（ 048・581・7333）

県農林公園　農林学級
①親子まんじゅう作り教室
②木工自由工作

16

対象▶①小学生と保護者 ②18歳以上 日時
▶①9月25日㈰9：30～12：30、13：30～16：30
（午前・午後同一内容） ②9月25日㈰9：30～
16：00 場所▶①②同園（深谷市） 費用▶①
1,000円（1組） ②1,300円 申込▶①②9月7日
㈬までに  問合せ▶同園（ 048・583・
2301）★①②抽選

三
さん

富
とめ

地域の農と里山シンポジウム
講師：森永卓郎氏17

日時▶10月8日㈯14：00～16：00 場所▶コピス
みよし（三芳町） 申込▶10月3日㈪（必着）ま
でに 、はがきかFAX（参加者全員の
を明記）で県川越農林振興センター（〒350-
1124川越市新宿町1-17-17ウェスタ川越公
共施設棟5階 049・242・1808 049・243・
7233）★申込順

金融・経済講演会
「あなたのスマホがとにかく危ない
 ～ネット犯罪から身を守る方法～」

18

講師▶佐々木成三氏（元埼玉県警警部補） 
日時▶9月29日㈭13：30～15：00 場所▶レイ
ボックホール（さいたま市大宮区） 申込▶

電話、 かFAX（ を明記）で県消費生活
支援センター（ 048・261・0995 048・261・
0962）★申込順。手話通訳などあり（無
料、要予約）

県民のための医療セミナー
「こどもの風邪、何がほんと？」19

日時▶12月3日㈯14：00～16：00 場所▶

WithYouさいたま(さいたま市中央区)
またはオンライン（Zoom） 申込▶電話か
でWithYouさいたま( 048・601・3111)
★申込順

県立大宮中央高等学校特別講座
①数学一般 ②大人の英語塾20

対象▶中学卒業程度の学力がある人 日時▶
10月14日～令和5年1月27日の㈮のうち
全11日各18：00～19：35 場所▶同校 費用▶

1,750円(各講座、教材費別) 申込▶9月10日
㈯(消印有効)までにはがき(①②の別と
、年齢、職業を明記)で同校(〒331-0825

さいたま市北区櫛引町2-499-1 048・653・
1010)★抽選

障害者を対象とした就職面接会
①川口 ②川越 ③県北 他1

対象▶就職を希望する障害のある人 日時▶

①9月16日㈮ ②9月27日㈫ ③10月14日㈮ 
各13：00～16：00 場所▶①川口駅前市民ホー
ル ②ウェスタ川越 ③彩の国くまがやドーム 
問合せ▶各ハローワーク（①川口 048・
251・2901 ②川越 049・242・0197、東松山
0493・22・0240 ③熊谷 048・522・5656、

本庄 0495・22・2448、行田 048・556・
3151）★要予約

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

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）。

9月号 2022
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　本庄市広報観光大
使の井上小百合さんと
出身地の本庄をぶら街
めぐり！ 本庄、早稲田、
児玉とそれぞれのエリ
アの魅力をまるごとお
届けします。

井上小百合さん

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。

テレ玉 地デジ3ch 手話あり

今月の放送予定
  3日 文化庁認定！ 埼玉の「100年フード」
10日 旬の果物でフルーツ大福
17日 ぶら街めぐり　本庄市

24日 現場で活躍する警察犬

こんにちは県議会です
10：00～10：15
  4日㈰ 常任委員会だより①
11日㈰ 常任委員会だより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。

Information

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

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

県疾病対策課問 TEL 048・830・3565

　誰にも相談できず、悩みをひとりで抱えていませんか？体や心に変化や
疲れはありませんか？そんな時はためらわずに相談してください。
　もし周りに悩んでいる人がいたらゲートキーパー※として声を掛け、話を聞
いて相談窓口につないであげてください。大切な人を失ってしまう前に。
※直訳すると「門番」という意味。自殺対策では身近な人のサインに気づき、その人の話を受け止めて相談窓
口などにつなぐ「命の番人」となれる人のこと

TEL 0570・064・556

こころの健康相談
統一ダイヤル
毎日２４時間対応

SNS「LINE」相談
「こころのサポート＠埼玉」
日、月曜
午後９時～
翌午前6時

TEL 048・782・4675
（平日：午前10時～午後5時）

暮らしとこころの
総合相談会（対面相談）

面談予約

毎週木曜午後３～７時
場所：JACK大宮

気づいてください！体と心の限界サイン
9月10日～16日は自殺予防週間

眠れない
続いて

いませんか？

食欲
落ちて

いませんか？

ため息
増えて

いませんか？

こんなことありませんか？

相談窓口

▲「LINE」友だち登録

会　場
東部ワクチン接種センター（越谷市）
西部ワクチン接種センター（川越市）
北部ワクチン接種センター（熊谷市）

接種人数 １会場当たり１日約400人

対象者 全県域の３回目・４回目接種対象者

　自分自身、大切な人を守るために、打てるときに打てるワクチン接種をしま
しょう。またワクチン接種だけでなく、「三つの密」の回避、こまめな換気や適切
なマスク着用など、日頃の基本的な感染防止対策も改めて徹底しましょう。

TEL 0570・071・077

最寄り駅
から近い

新型コロナウイルス感染症関連情報

積極的なワクチン接種をお願いします

【受付時間】午前9時～午後7時（土日、祝日も対応）

県感染症対策課問
TEL 048・830・3557

▲予約などの詳細
　はこちら

県ワクチン接種センターを
ご利用ください

相談窓口

稼働日 金・土・日

★電話での予約はできません。予約システムでお申込みください。

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8月18日（木）現在の情報をもとに作成しています。



採石業務管理者試験21
試験日▶10月14日㈮ 試験会場▶県民健康セ
ンター（さいたま市浦和区） 費用▶8,100円 
願書配布▶県環境政策課（県庁内）、県環
境管理事務所、県地域振興センター 受験
申込▶9月9日㈮までに同課（ 048・830・
3041）

民間企業経験者を対象とした
「高校英語教員」
採用特別選考試験

22

受験資格▶昭和38年4月2日以降生まれ・
CEFR B2相当以上・民間企業で英語を使用
した業務を直近5年間で3年以上経験 試
験日▶10月23日㈰ 受験申込▶ を参照の
上、9月16日㈮までに県教職員採用課（
048・830・6795）

埼玉県農業大学校学生募集
（入学試験）
①推薦 ②一般前期 ③一般後期

23

受験資格▶学校教育法による高等学校
または中等教育学校を卒業した人（令和
5年3月卒業見込みを含む） 選考日▶①10
月27日㈭②11月28日㈪ ③令和5年1月26
日㈭ 願書配布▶ 、同大学校か農林振興
センター 受験申込▶①10月1日㈯～11日㈫ 
②11月1日㈫～11日㈮ ③令和5年1月4
日㈬～11日㈬に同大学校（ 048・501・
6845）
育児休業等代替職員登録試験24

対象▶令和4年4月1日現在18歳以上 試験日
▶11月12日㈯ 受験申込▶ を参照の上、
9月20日㈫～10月24日㈪に県人事課（
048・830・2428）
クリーニング師試験25

試験日▶11月29日㈫ 試験会場▶クリー
ニング会館（さいたま市西区） 費用▶7,500
円 受験申込▶9月9日㈮～30日㈮に
問合せ▶県保健医療政策課（ 048・830・
3523）

県立高等看護学院入学試験
①推薦・社会人 ②一般26

受験資格▶高校卒業か同等以上の学力が
あること 試験日▶①11月8日㈫ ②令和5
年1月31日㈫ 試験会場▶同学院（熊谷市） 
費用▶3,300円 受験申込▶ を参照の上、
①9月26日㈪～10月12日㈬ ②12月12日
㈪～令和5年1月5日㈭に同学院 問合せ▶

同学院（ 048・536・1916）か県医療人材課
（ 048・830・3543）

第５４回埼玉文芸賞作品27
対象▶令和4年4月1日現在15歳以上 申込▶

応募要領（ かさいたま文学館（桶川市）で
入手）を参照の上、9月1日㈭～11月30日㈬
に同館（ 048・789・1515）★選考
県立高等技術専門校
令和5年4月入校生28

対象▶求職者（令和4年度高校卒業見込み
含む） 選考日▶11月8日㈫ 入校日▶令和
5年4月10日㈪ 選考会場▶各校 費用▶

2,200円 願書配布▶  願書受付▶10月3
日㈪～11月2日㈬に各校 問合せ▶県産業
人材育成課（ 048・830・4598）★一部の
訓練科目では令和4年度高校卒見込の人
を対象に推薦選考を実施（申込は10月3日
㈪～11日㈫に各校）
さいたま緑のトラスト
写真・動画コンクール作品29

対象▶緑のトラスト保全地および県内にあ
る緑の風景を対象とした作品 申込▶募集
要綱（ で入手）を参照の上、12月2日㈮ま
でに県みどり自然課（県庁内 048・830・
3150）か（公財）さいたま緑のトラスト協会
（ 048・824・3661）★選考

オハイオ州
グローバルスピーカープログラム
（オンライン）

30

申込▶ を参照の上、10月11日㈫までに
県国際課（ 048・830・2713）★選考

山西省への奨学生派遣事業
（長期・短期コース）31

申込▶ を参照の上、11月4日㈮までに
県国際課（ 048・830・2718）★選考

大宮公園舟遊池 かいぼり
ボランティアリーダー
募集説明会

32

対象▶中学生以上で、池での作業ができる
人 日時▶9月17日㈯13：30～15：30 場所▶県
立歴史と民俗の博物館（さいたま市大宮
区） 申込▶ を参照の上、9月14日㈬まで
に認定NPO法人生態工房（ 0422・27・
5634）

ハロウィンジャンボ宝くじの発売33
期間▶9月21日㈬～10月21日㈮ 問合せ▶県
財政課( 048・830・2178)

第11回戦没者等の遺族に対する
特別弔慰金（未請求の方）34

対象▶令和2年4月1日において、「恩給法に
よる公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族
等援護法による遺族年金」などを受ける人
（戦没者等の妻や父母等）がいない場合に、
それ以外の遺族1人に支給 請求期間▶令和
5年3月31日㈮まで 問合せ▶県社会福祉課
（ 048・830・3286）

桶川北本IC東部地区区画整理事業
環境影響評価調査計画書の縦覧35

期間▶9月16日㈮～10月17日㈪ 場所・問合
せ▶県環境政策課（ 048・830・3041）

秋の全国交通安全運動
9月21日～30日36

　県内では、横断歩行者の交通死亡事故
が多発していることから、「横断歩道にお
ける歩行者優先の徹底」を県の運動重点と
しています。運転者も歩行者も交通ルール
を守り、交通事故をなくしましょう。問合せ
▶県警察本部交通総務課（ 048・832・
0110㈹）

1から始める起業塾
～セカンドキャリアの起業を応援!～37

対象▶おおむね50歳以上で「起業」「在宅
ワーク」を始めたい人 日時▶①〈事業計画
編〉10月8日㈯ ②〈財務編〉10月29日㈯ ③
〈在宅ワーク編〉11月5日㈯各13：00～15：30 
開催方法▶オンライン（Zoom） 申込▶  
問合せ▶セカンドキャリア起業支援事務局
（ 048・762・6250）か県人材活躍支援課
（ 048・830・4543）

リサイクル堆肥を
無料で配布しています
（緑のリサイクル事業）

38

受渡場所▶①県鴨川排水機場（さいたま市
桜区） ②上里町八町河原地内 ③県営し
らこばと公園（さいたま市岩槻区） 申込・
問合せ▶①さいたま県土整備事務所（
048・861・2493） ②本庄県土整備事務所
（ 0495・21・3141） ③越谷県土整備事務
所（ 048・964・5225）

住宅用省エネ・再エネ設備の導入を
支援します! 39

　自らが居住する既存住宅に蓄電システ
ム、エネファーム、V2H、高断熱窓などを
導入する人に対して補助金を交付します。 
問合せ▶特定非営利活動法人環境ネット
ワーク埼玉（ 048・749・1217）★申込順

埼玉パナソニックワイルドナイツ
優勝パレード40

日時▶9月11日㈰10：00～11：00 場所▶市役
所通り（熊谷市） 問合せ▶優勝パレード実行
委員会事務局（ 048・524・1135）

9月24日～30日は
結核予防週間です41

　結核は、症状が気付きにくいため発見・
治療が遅れてしまいやすい病気です。気付
かぬうちに重症化や集団感染になってしま
う危険があります。たんがからむ咳や微熱、
体のだるさが2週間以上続くときは、早めに
医療機関を受診して、いつもと違うところを
医師に伝えましょう。 問合せ▶県感染症対
策課（ 048・830・7500）

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

9月15日㈭
（消印有効）

▶5人に①彩のかがやき（5kg）、▶5人に②彩のきずな（5kg）、▶10人
に③彩のきずなトートバッグ、▶5人に④お米のマドレーヌとドーナツ
（各5個セット）、▶2人に⑤鏡山 さけ武蔵 大吟醸（720ml）、▶10人に⑥
コバトン・さいたまっち図書カード（500円）、▶10人に⑦コバトン・さいた
まっちクオカード（500円）

9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（①～⑦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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　誰にも相談できず、悩みをひとりで抱えていませんか？体や心に変化や
疲れはありませんか？そんな時はためらわずに相談してください。
　もし周りに悩んでいる人がいたらゲートキーパー※として声を掛け、話を聞
いて相談窓口につないであげてください。大切な人を失ってしまう前に。
※直訳すると「門番」という意味。自殺対策では身近な人のサインに気づき、その人の話を受け止めて相談窓
口などにつなぐ「命の番人」となれる人のこと

TEL 0570・064・556

こころの健康相談
統一ダイヤル
毎日２４時間対応

SNS「LINE」相談
「こころのサポート＠埼玉」
日、月曜
午後９時～
翌午前6時

TEL 048・782・4675
（平日：午前10時～午後5時）

暮らしとこころの
総合相談会（対面相談）

面談予約

毎週木曜午後３～７時
場所：JACK大宮

気づいてください！体と心の限界サイン
9月10日～16日は自殺予防週間

眠れない
続いて

いませんか？

食欲
落ちて

いませんか？

ため息
増えて

いませんか？

こんなことありませんか？

相談窓口

▲「LINE」友だち登録

会　場
東部ワクチン接種センター（越谷市）
西部ワクチン接種センター（川越市）
北部ワクチン接種センター（熊谷市）

接種人数 １会場当たり１日約400人

対象者 全県域の３回目・４回目接種対象者

　自分自身、大切な人を守るために、打てるときに打てるワクチン接種をしま
しょう。またワクチン接種だけでなく、「三つの密」の回避、こまめな換気や適切
なマスク着用など、日頃の基本的な感染防止対策も改めて徹底しましょう。

TEL 0570・071・077

最寄り駅
から近い

新型コロナウイルス感染症関連情報

積極的なワクチン接種をお願いします

【受付時間】午前9時～午後7時（土日、祝日も対応）

県感染症対策課問
TEL 048・830・3557

▲予約などの詳細
　はこちら

県ワクチン接種センターを
ご利用ください

相談窓口

稼働日 金・土・日

★電話での予約はできません。予約システムでお申込みください。

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8月18日（木）現在の情報をもとに作成しています。



魚海なし県で
も

新鮮な
　県内には、全部で29の卸売市場
があり、3カ所で水産物を取り扱って
います。
　さいたま市北区にある取り扱い金
額が県内1位の大宮市場。市場なら
ではの活気と、新鮮な食材に出会え
ます！

県農業ビジネス支援課問
TEL 048・830・4105

　市場の魅力は、なんといっても新鮮な水
産。それに、対面販売ならではの活気とお店
の人とのやり取りも。魚の旬や料理の仕方
を聞けるし、その場で買った魚をおろしても
らえるお店もあります。
　９月は、なんといっても秋刀魚が旬です
が、私は戻りガツオが、脂がのっていておす
すめ。丸魚なら目が透き通っていて、えらが
色鮮やか、厚みがあると最高です。切り身な
ら透明感があって、血合が赤いのがいい。
市場にくれば、目利きも学べますよ！

◀一覧は
　こちら

大宮総合食品地方卸売市場にも注目！
　食生活に欠かすことのできない青果物。全国
各地の産地はもとより、輸入商社を通じ大量多
品目の青果物を集荷し、流通させています。

(株)大宮中央青果市場問
TEL 048・664・1004

　営業日は店舗ごとに異なりま
す。安全のため来場は8時30
分以降を推奨します。場所は
魚市場の隣です。▲昔ながらの“せり”

(株)埼玉県魚市場 小池さん
新鮮な野菜、種類が豊富

お店
一押し

のカキフライ

旬 鮮 感動 をお届け

(株)埼玉県魚市場問 TEL 048・666・3101
さいたま市北区吉野町2丁目226番地1
埼玉新都市交通ニューシャトル「今羽駅」下車徒歩15分

場所

埼玉県水産物地方卸売市場
　昭和46年開場以来、埼玉
県をはじめ北関東を中心に
生鮮水産物を提供。全国各
地の生産者から水産物を集
荷し、市場を経由してみなさ
んの食卓にお届けします。

食卓を
担う

埼玉の

海鮮亭高はし
海鮮丼

　県では、生鮮食料品などの取り引きの適正
化とその生産および流通の円滑化を図り、県
民生活の安定に資することを目的に、地方卸
売市場の認定・指導業務を行っています。

待ってる
よ!

市場の
プロに聞く

一般開放
しています！
大歓迎です

毎月第3土曜はお客様感謝デー！

オマケも

　市場は一般の方も買い物、食事が
楽しめます。ぜひ、足を運んでみて！

毎週土曜は一般開放デー

県内９カ所の
市場が一般開放

長
〜
い
包
丁
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