
絶品！多彩！
ご当地うどん探訪

詳しくは中面をご覧ください

　埼玉県は多彩なうどん文化が花開く「うどん共和国」
だった！偉人の愛したうどんから、まちおこしとして
誕生した新星うどんまで。県内各地で、きょうもご当地
うどんが愛されています。
　うどんカルチャーから地域の魅力が見えてくる。ディ
スカバリー埼玉。さあ、うどんを食べに行こう。

埼玉の「ご当地うどんカルチャー」を探る　
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だよりだより
の国

●県人口（令和4年8月1日現在）●総人口／7，338，696人（男3,643,064人 女3,695,632人 前月より1,134人減）●世帯数／3，234，439世帯

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。

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。

県公式LINE
県内の旬の話題を発信中！

今月の
読者プレゼント



県観光課問 TEL 048・830・3955

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！

　県内各地で愛されるご当地うどん
は多種多様で、その数なんと20種類
以上。うどんを巡る旅は、地域の魅力
探訪。さて、どのうどんを食べに行き
ましょうか。 ▲埼玉県公式観

光サイト「ちょこ
たび埼玉」うど
ん特集はこちら

埼玉県は全国1位の麺大国
「和風めん」の出荷額、全国首位！

　埼玉県は「和風めん」の出荷額が「うどん県」と
して有名な香川県を超え、全国1位を誇ります。
うどんの原材料である小麦の生産量も全国有
数で、国内のうどんの消費に大きく貢献してい
ます。
★和風めん：うどん、そうめんなど

　県西部周辺が発祥の「武蔵野うどん」は、
コシがとても強い「手打ちうどん」です。やや
茶色がかった太麺をだしが利いたしょうゆ
味の温かい肉汁でいただく、つけ麺タイプ
の「肉汁うどん」が人気です。

　オイスターとかつおの旨味
がベースのオリジナル特製
ソースが食欲をそそります。
鳩ヶ谷にあるブルドックソース
(株)と地元が共同開発。2008
(平成20)年、当時の鳩ヶ谷市
長と商工会青年部がタッグを
組み、まちおこしのためのご当
地グルメとして開発されまし
た。今では「日本５大焼きうど
ん」のひとつと称されています。
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和風めんの出荷額
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A
県西部

SAITAMA
UDONう んど

武蔵野うどん
江戸時代から愛されるうどん

　幅広麺と特産の深谷ねぎ、地場産野
菜などをたっぷり使用。生麺から煮込む
ことでとろみが生まれ、しょうゆで味を
調えます。深谷出身の渋沢栄一も好んで
食べたと伝わる郷土料理です。

B
川口市 鳩ヶ谷 ソース焼きうどん

平成生まれの新星

スタミナ満点！

あったか肉汁

C
新座市

　高品質と評判の新座市産の
にんじんが練り込まれ、彩り鮮
やか。にんじんの香りと甘さを
ご堪能ください。

にんじんうどん

D
毛呂山町

　全国有数の柚子の生産地・毛
呂山ならではのうどん。ほんのり
とした色合いも美しく、爽やか
な香りが広がります。

ゆずうどん

E
狭山市

　添加物は一切加えず、自慢の
狭山茶を練り込んだ一品です。
香り高い狭山茶の風味を存分
に感じられます。

狭山茶うどん

F
春日部市

　同市の観光スポット「牛島の
藤」をイメージ。アヤムラサキイ
モで仕上げられ、その鮮やかさ
は息をのむ美しさです。

藤うどん

映え
うどん

G
深谷市 煮ぼうとう

渋沢栄一が愛した
近代日本経済の父

　鴻巣市と吉見町の間を流れる荒川の
川幅が日本一であることにちなんで誕
生。麺の幅がなんと5cm以上！箸で持つ
とかなりの重量があり、食べ応えもバッ
チリ！

I
鴻巣市 川幅うどん

麺の幅、日本一！

　本州トップクラスの小麦
の生産地・熊谷で収穫され
た小麦を50％以上使用。製
粉・製麺も熊谷という地産
地消のブランドうどん。「全
国ご当地うどんサミット
2018」では1位に輝くなど、
その実力は確かなもの。うど
ん通なら、コシの強さが特徴
の熊谷うどんは「必食」です。

　江戸後期の1850(嘉永3)年、現在の熊谷市に生まれ
た権田愛三。生産が安定していなかった麦づくりの改
良に人生をかけて努め、ついに1896(明治29)年に、収
穫量を4～5倍に向上。後の人に「麦王」と称えられ、ふ
るさと熊谷の地では現在でも、全国有数の収穫量を誇
る麦を生かしたうどん文化が大切に伝わっています。

J
熊谷市

迫力満点！
いざ小説の世界へ！

▲溪斎英泉画「岐阻道中 熊谷宿 八丁堤ノ景」

　江戸時代の熊谷宿の茶屋付近のようすが描
かれた浮世絵。左下の看板の文字が「うんとむ」
（うどん）と読める。（県立歴史と民俗の博物館所蔵）

麦を愛し、国産小麦の普及に人生をかけ

「麦王（麦翁）」と呼ばれた男
権田 愛三 [1850～1928]　

とろっとろの

優しい味に癒さ
れます

埼玉の「ご当地うど んカルチャー」を探る　

うどん

ＭＡＰ

うどん探訪に出掛けるなら！ お取り寄せするなら！

参加
無料

★ 入場料が必要な施設があります。
★ 飲食店のスタンプ取得には店舗の利用が必要です。

スマホで参加！

地域の魅力発見デジタルスタンプラリー埼玉県内 

開催中！デジ玉スタンプラリー
　県内のユニークなうど
んを多数販売しています。580

当選本数

令和5年
2月下旬まで

▲今すぐアクセス！スタ
ンプラリーの参加方法
など詳しくはこちらの
特設サイトから

▲特産品やツアーなど埼
玉県を楽しみ尽くせる
情報満載！予約も購入
もこちらから

本

体験・観光 花 酒 うどん

「ちょこたび埼玉」
オンラインストア

埼玉県公式観光サイト

1位
全国

香ばしさがたまらない！こってりがやみつきに

強めのコシと

モチッとした
食感の

驚きの幅広
麺！

これぞ地産
地消！

熊谷産小
麦の

おいしさを
味わって！

画像提供　熊谷市教育委員会

熊谷うどん

　日本橋・人形町の老舗店「玉ひで」が
監修。長さ55cm、直径2.5cmほどの極
太麺で、しょうゆベースのつゆが染みた
絶妙な味わい。小説「鬼平犯科帳」に登
場する名物うどんを再現！

H
羽生市 一本うどん

池波正太郎が描いた
作家

彩

　スタンプを集めて応募すると、
抽選でペア宿泊券や体験施設の
無料チケット、おいしい県産品な
ど素敵な賞品が当たる！

今月の彩の国だより
読者プレゼントの
うどんもこちらで
購入できます！

埼玉県産うどん５種類セット
（煮ぼうとう、ぺらぺらうどん、
小松菜うどん、川幅うどん、加
須うどん）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。

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 「うどん共和国さいたま」
　あまり知られていないかもしれませんが、
埼玉県は、隠れた「うどん県」です。
　経済産業省の統計では、埼玉県は「和風め
ん」の出荷額で全国第１位（令和２年調べ）、農
林水産省の統計等では、うどんの生産並びに
うどん店の数で全国第２位となっています。
　また、埼玉県は小麦に関しても全国有数
の生産量を誇っています。麦づくりの改良に
努め、県内のみならず全国の技術普及に力
を注ぎ、「麦翁」と称された権田愛三氏のふ
るさとは熊谷市です。この地域には、麦翁の
思いが、良質な麦づくりとうどんの食文化と
して今も継承されています。

　埼玉県では、ご当地うどんの豊富さも自
慢です。多種多様なグルメが混在する埼玉
県ですが、うどんもそれぞれの地域性を反
映して多彩な発展をしています。
　例えば、地域の特産品を活かした「小松菜
うどん」、麺が独自の発展をとげた「一本うど
ん」や「川幅うどん」、味に独自性を見出した
「鳩ケ谷ソース焼きうどん」や「トマトカレーう
どん」、古くから愛される「武蔵野うどん」な
ど、皆さんはお召し上がりいただいたことは
ありますか。
　県内各地で愛されるご当地うどんは２０種
類以上にのぼっており、ここでは紹介しきれ

ません。多彩なうどんを「うどん共和国さい
たま」と銘打ち、フリーペーパーや県公式観
光サイト「ちょこたび埼玉」でも紹介している
ので是非ご覧いただき、そして実際にお召し
上がりください。
　現在デジ玉スタンプラリーを実施してお
り、参加者には、スタンプ数に応じ、県産品詰
め合わせなどの素敵な景品が当たります。
各地のご当地うどんをお召し上がりいただ
けるうどん店もスタンプ・スポットに指定し
ていますので、県内の多彩な観光地を巡る
とともに地元のうどんを堪能していただくの
はいかがでしょう。

ばくおう ごんだ あいぞう

2 3この広報紙は9月15日（木）現在の情報をもとに作成しています。 次号（11月号）は11月1日の新聞折り込みなどで配布します。
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の生産量を誇っています。麦づくりの改良に
努め、県内のみならず全国の技術普及に力
を注ぎ、「麦翁」と称された権田愛三氏のふ
るさとは熊谷市です。この地域には、麦翁の
思いが、良質な麦づくりとうどんの食文化と
して今も継承されています。

　埼玉県では、ご当地うどんの豊富さも自
慢です。多種多様なグルメが混在する埼玉
県ですが、うどんもそれぞれの地域性を反
映して多彩な発展をしています。
　例えば、地域の特産品を活かした「小松菜
うどん」、麺が独自の発展をとげた「一本うど
ん」や「川幅うどん」、味に独自性を見出した
「鳩ケ谷ソース焼きうどん」や「トマトカレーう
どん」、古くから愛される「武蔵野うどん」な
ど、皆さんはお召し上がりいただいたことは
ありますか。
　県内各地で愛されるご当地うどんは２０種
類以上にのぼっており、ここでは紹介しきれ

ません。多彩なうどんを「うどん共和国さい
たま」と銘打ち、フリーペーパーや県公式観
光サイト「ちょこたび埼玉」でも紹介している
ので是非ご覧いただき、そして実際にお召し
上がりください。
　現在デジ玉スタンプラリーを実施してお
り、参加者には、スタンプ数に応じ、県産品詰
め合わせなどの素敵な景品が当たります。
各地のご当地うどんをお召し上がりいただ
けるうどん店もスタンプ・スポットに指定し
ていますので、県内の多彩な観光地を巡る
とともに地元のうどんを堪能していただくの
はいかがでしょう。

ばくおう ごんだ あいぞう
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　令和３年度は「安心・安全の強化」「DXの推進と県経済の回復・成長」
「持続可能で豊かな未来への投資」を柱に、各施策・事業に取り組みました。

　地方公共団体の財政状況を確認するための指標として、財政の「健全化判断比
率」という四つの指標と公営企業会計の「資金不足比率」があります。
　令和３年度決算に基づき算定された健全化判断比率は、すべての指標において
県の財政状況が健全であることを示しています。　
　また、すべての公営企業会計で資金不足はありません。
　今後もより効率的な財政運営に努め、県政の主要課題に取り組んでいきます。

　令和３年度一般会計※決算は、昨年
度に続き、歳入・歳出ともに県政史上
最大規模となりました。実質収支は約
３４６億円の黒字です。

用語解説

県会計管理課問 TEL 048・830・5735 県財政課問 TEL 048・830・2166

※県の中心となる会計、行政運営の基本的な経費全般

★端数は四捨五入しています。

指標
一般会計等が赤字となった場合、その大きさを県の財政規模に
対する割合で表したもの

上下水道など公営企業も含めた県全体が赤字となった場合、
その大きさを財政規模に対する割合で表したもの

一般会計等の公債費や公営企業会計への繰出金などによる財政
負担の程度を示すもの。25％以上だと健全化の取り組みが必要

県債残高や第三セクターなどへの県の負担見込みなどによる県の将来
負担の程度を示すもの。400％以上だと健全化の取り組みが必要

上下水道など公営企業の資金不足を、公営企業の事業規模と比
較して指標化したもの

実質赤字
比率

連結実質
赤字比率

実質公債費
比率

将来負担
比率

資金不足
比率

－
（黒字）

－
（黒字）

10.7%

157.9%

－
不足なし

解説 結果

財政状況 一般会計決算 健全化判断比率など 健全です

歳入総額
2兆6,600億円

歳入総額
2兆6,600億円

県税
8,112億円
30.5%

県税
8,112億円
30.5%

義務的経費
8,998億円
34.4%

義務的経費
8,998億円
34.4%

人件費
5,475億円
20.9%

人件費
5,475億円
20.9%

❸扶助費
574億円
2.2%

❸扶助費
574億円
2.2%
公債費
2,950億円
11.3%

公債費
2,950億円
11.3%

❹投資的経費
1,850億円
7.1%

❹投資的経費
1,850億円
7.1%

その他
1兆5,278億円
58.5%

その他
1兆5,278億円
58.5%

補助費等
1兆2,666億円
48.5%

補助費等
1兆2,666億円
48.5%

物件費
1,197億円
4.6%

物件費
1,197億円
4.6%

その他
1,414億円
5.4%

その他
1,414億円
5.4%

❶国庫支出金
7,064億円
26.6%

地方消費税清算金
3,156億円
11.9%

❷県債
2,646億円 9.9%

地方交付税
2,930億円 
11.0%

地方譲与税
1,206億円 4.5%

諸収入
458億円 1.7%

その他
1,026億円 3.9%

■歳入の構成（款別） ■歳出の構成（性質別）

歳出総額
2兆6,126億円

歳出総額
2兆6,126億円

❶ 国庫支出金 特定の事業に使い道を定めて国から交
付される補助金などの総称

❷ 県債 原則として道路や学校などの公共施設
の整備に充てる県の長期借入金

❸ 扶助費 生活保護費など生活困窮者への支援や、
児童・障害者などへの支援に要する経費

❹ 投資的経費 公共施設や道路整備など投資効果が長
期にわたって持続する経費

県の令和３年度決算の状況を
お知らせします

▶

★検診の対象となる年齢や実施時期、検査を行う場所、費用負担は、自治体によって異なります。
詳しくはお住まいの市町村のがん検診担当窓口にお尋ねください。

がんのことなら がん相談支援センター

県疾病対策課問 TEL 048・830・3599

　２人に１人が「がん」に罹る可能性があり、10人に3人が「がん」で
亡くなります。がんは早期発見で約９割が治癒するとされています。
がん検診を受ければ症状のない早期のがんを発見できます。新型
コロナウイルス感染症が不安でも受診を控えないようにしましょう。

日時
10月11日(火)、27日(木)
各午後6時15分～8時15分【事前予約制】
★11月以降も月２回開催予定

　がんの治療、今後の療養や生活のことなど、がんに関わる幅広い内
容を相談できます。がん診療連携拠点病院（国指定：14カ所）と埼玉
県がん診療指定病院（県指定：12カ所）に設置されています。

国が推奨するがん検診

がん検診はどこで受けられるの？

　死亡率を減少させることが科学的に証明された有効な検診です。

　お住まいの市町村や職場で受けられます。

10月は「がん検診受診率50％達成に向けた集中キャンペーン月間」

県民の死因第１位は
「がん」

がん検診は必要です
種類と検査内容 対象者 受診間隔

胃がん検診

大腸がん検診

肺がん検診

乳がん検診
子宮頸がん検診

５０歳以上

４０歳以上

４０歳以上女性
２０歳以上女性

２年に１回

1年に１回

２年に１回
２年に１回

胃X線検査
胃内視鏡検査

胸部X線検査
（重喫煙者は喀痰細胞診を併用）

便潜血検査

乳房Ｘ線検査（マンモグラフィ）
子宮頸部の細胞診及び内診

　県では、がん患者の就労を支援するため、専門家※による電話
相談を行っています。働きながらがんの治療を受けている方の
悩みに寄り添います。ぜひ、ご利用ください。

がん患者の就労支援 がんワンストップ電話相談

相談内容 「がんになって、仕事を続けようか迷っている」
「症状・副作用が心配」「治療費が気になる」など幅広い内容

コロナ禍でも

★検診機関は「密」の回避、検温や消毒などの感染防止対策をとっています。

予約
WEBか電話

TEL 048・830・3651（県疾病対策課　　　　　　　　　　）

※看護師、医療ソーシャルワーカー、両立支援促進員

▲申し込みはこちら

▲問い合わせはこちら

かか

減らそう犯罪の日

県警察本部生活安全総務課問
TEL 048・832・0110（代）

「全国地域安全運動」については

県防犯・交通安全課問
TEL 048・830・2940

「減らそう犯罪の日」については

10月11日～20日は「全国地域安全運動」期間

重 点 項 目

　県内では子供を狙った犯罪が依然として多く発生
しています。普段から家庭や地域で、起こり得る犯罪
や防犯対策を共有し、万一の時に備えましょう。

　日常生活を行いながら、誰でも、好きな
タイミングで子供たちを見守る防犯活動
です。まずは出来ることから出来る範囲で
始めてみてください。

 埼玉県防犯のまちづくり推進条例
では、10月11日を「減らそう犯罪
の日」と定めています。各地域でパ
トロール活動を強化しています。

　被害に遭わないために、そして「いざ」という時にとっさに
行動できるよう、子供に繰り返し教えましょう。

県警察では、運動期間中

に重点を置いた活動を実施します

●子供と女性の犯罪被害防止
●特殊詐欺の被害防止
●乗り物盗の被害防止
●万引きの被害防止

など

車で送って
あげる 駅はどこ？

みんなで

子供と確認！

地域で守る「ながら見守り」こんな声掛けには要注意！

　声を掛けられる子供の約７割が小・中学生です。特に、
午後3～5時の下校・帰宅途中の道路上、子供が単独行動
をしている時に多く発生しています。

犯罪 守りましょう！から子供を

お菓子を
買ってあげる

あなたを守る「４つの約束」
❶ ひとりにならない
❷ 知らない人についていかない※
❸ 大きな声で助けを呼ぶ
❹ だれと・どこで・何時まで遊ぶか家の人に話す
※たとえ知っている人でも、家族にだまってついていかないようにする

●通勤しながら登校を見守り
●買い物しながら下校を見守り
●犬の散歩をしながら見守り
●ジョギングしながら通学路に
　危ない場所がないか点検
●ごみ捨てしながら見守り　など
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　食品ロスとは、まだ食べられるにもかかわらず、捨てられてしまう食品のことをいいます。
　埼玉県では、年間約２５．５万トンの量の食品ロスが発生しています。埼玉県民一人あたりに
すると年間約34.7kgです。
　これは1人当たり、毎日おにぎり1個を捨てているのと近い量になります。
　３つのActionで食べ物を無駄にしない生活にシフトしませんか。

　あらかじめ献立を決めてから買
い物に行くと無駄な買い物が減
ります。
　買い物カゴの中に献立ごとの
ゾーンをつくってイメージしなが
ら必要な分量を買いましょう。

県資源循環推進課問 TEL 048・830・3108

▲会場や受付日時
　はこちら

材料（４人分）［調理時間３０分］

　ご家庭で余っている食品を集め、それを必要とする個
人や団体に寄贈する活動です。
　当キャンペーンで集まった食品は、子ども食堂やフード
パントリーなどを通じて、地域の子供や生活
困窮者などの支援に活用されます。ぜひ、缶
詰１個からお気軽にお持ちください！

　県内の市町や民間企業などと連携
し、各市役所・町役場、社会福祉協議会、
イトーヨーカドー、コープ、ファミリー
マートなど県内200以上の会場で受け
付けています。

● 賞味期限が明記され、2カ月以上残っているもの
● 常温で保存できるもの
● 未開封のもの

　冷蔵庫は目線の届く「高さ」と「奥行
き」で使い分けましょう。賞味期限が近
いものや毎日使う調味料などは見え
やすい棚の手前、保存食品などは上部
の棚や棚の奥へ。出し入れがスムーズ
な配置を意識して！

ミネストローネ
鶏もも肉

2人分
１００ｇ

オリーブオイル
カレールー

小さじ２
３０ｇ

材料（２人分）［調理時間１２分］

▲申し込みはこちら

10月30日（日）
午後0時30分～5時30分

日時

10月4日（火）～10月16日（日）申込期間

★パネル・ブース展は
　午前10時～午後5時30分
レイボックホール（市民会館おおみや）
★さいたま市大宮区

会場

フードドライブに参加しよう！

余った食材を使い切ろう！

パプリカは縦半分に切り、種を取ってから3ｃｍ角に切る。タマネギ、ニンジンと他の野菜
は1cm角に切る。ベーコンは2cm角に切る。にんにくは包丁の刃を寝かせて押しつぶし、
芽を外す。

1

鶏もも肉は食べやすい大きさに切る。1

カレールーを入れて溶かす。3

鍋にオリーブオイル小さじ２を熱し、鶏もも肉を入れて約２
分焼き、表面の色が変わったらミネストローネと水１００ml
を加えて７～８分煮込む。

2

鍋にオリーブオイルとニンニクを入れて弱火で加熱し、香りが立ったら、タマネギを入れ
て中火で炒め、ニンジンを加える。しっかり炒めたら、トマト以外の残り野菜と塩を順に加
えてしっかり炒める。

2

ベーコン・トマト・トマト缶・水800mlを加えて煮立たせてあくを取る。パプリカを入れて
火を弱め、20分程煮込む。味を見て塩で調節する。

3

※煮込み時間を30～40分にすると、より味がなじんでおいしくなります。

パプリカ
タマネギ
ニンニク
ニンジン
残り野菜（トマト、きのこ類、セロリ、キャベツ、小松
菜、カブ、ブロッコリー、カボチャ、ジャガイモ など）

ベーコン薄切り
トマト缶
塩
オリーブオイル

１個
１/２個
１かけ

１/２本（100ｇ)

併せて700～800g
３枚（40g）
１缶（400g）
小さじ1.5
大さじ4

つくり方

つくり方

ミネストローネ・チキンカレー

残り野菜とパプリカの
ミネストローネ

を開催します！

参加無料

買い物は献立を決めてから 冷蔵庫を賢く整理

フードドライブとは お近くの会場へお持ちください

持ち込みできるのは保存可能な食品 　受け取る子供と親の喜ぶ顔が目に
浮かびます。県民や企業の皆さまから
支援をいただけるというのはとても心
強く思います。

受け取った人の声（フードパントリー運営者）

１０月は
食品ロス削減

月間です

　さいたま市在住のスープ作
家。さいたま市の食品ロス削減
の取り組みに協力している。著
書に『ライフスープ』他。

有賀 薫さん

教えてくれる人　

新しい食材を足
せば

残り野菜とは

思えないスープ
に！

ミネストローネが早変わり！

変身レシ
ピ

買い方、整理術で計画的に！
Action1  

Action2  

Action3  
食品ロス削減全国大会
in さいたま

を意識しよう
へ

埼玉県産野菜を使っ
た季節のピクルス3
本セット（旬の野菜3
種類）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。

PRESENT

食品ロス削減を
目指して

つくられました

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
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受検資格▶受検案内（県職業能力開発協会
（さいたま市浦和区）などで入手）で確認 
試験日▶12月5日㈪～令和5年2月12日㈰ 
費用▶21,300円他 申請書受付▶10月3日
㈪～14日㈮に同協会（ 048・829・2802） 問
合せ▶同協会か県産業人材育成課（ 048・
830・4602）★日程・会場は職種により異なる
砂利採取業務主任者試験23

試験日▶11月11日㈮ 試験会場▶県民健康
センター（さいたま市浦和区） 費用▶8,000
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 願書
受付▶10月11日㈫までに同課（ 048・830・
3041）

クイーンズランド州 サザンクロス大学
への奨学生24

申込▶ を参照の上、10月31日㈪までに県
国際課（ 048・830・2718）★選考
オハイオ州 フィンドレー大学への奨学生25

申込▶ を参照の上、11月30日㈬までに県
国際課（ 048・830・2713）★選考
県営住宅への入居者（10月定期）26

対象▶次の条件をすべて満たす人。原則、
同居か同居しようとしている親族がいる/
収入が一定額以下/県内在住か在勤/住宅
に困窮している/県民税・市町村民税などの
滞納がない/暴力団員でない/外国人は中
長期の在留資格がある人 入居日▶12月23
日㈮～ 案内配布▶県住宅供給公社支所・
本社県営住宅課・住まい相談プラザ（JR
大宮駅構内）、市区役所・町村役場、県住宅
課（県庁内） 申込▶10月21日㈮までに か
郵送で同公社（ 048・829・2875） 問合せ▶

同公社か県住宅課（ 048・830・5564）
本多静六博士奨学金　奨学生27

申込▶ を参照の上、令和5年1月31日㈫
までに県森づくり課（ 048・830・4310）

彩の国ロードサポート活動団体と支援者28
　お近くの県土整備事務所へ活動場所な
どをご相談ください。 問合せ▶県道路環境課
（ 048・830・5103）★参加要件あり

大宮公園舟
しゅう

遊
ゆう

池かいぼりボランティア29
対象▶小学生以上で、池での作業ができる人
（小学生は保護者同伴） 日時▶11月3日
（木・祝）、4日㈮各9：00～13：30 場所▶大宮公
園舟遊池（さいたま市大宮区） 申込▶ を
参照の上、10月11日㈫までに認定NPO法
人生態工房（ 0422・27・5634）

埼玉県最低賃金改定
（時間額９８７円）１０月1日から適用30

　これまでの最低賃金956円から31円引き
上げられました。 問合せ▶埼玉労働局賃金室
（ 048・600・6205）か県多様な働き方推進課
（ 048・830・4518）

10月1日から公衆浴場の
混浴制限年齢が引き下げられます31

　公衆浴場でのトラブル防止や混浴を望ま
ない人への配慮から、公衆浴場法施行条
例が改正され、7歳以上は公衆浴場での
混浴ができなくなります。ルールを守って気
持ちよく入浴できるようにしましょう。 問合
せ▶県生活衛生課（ 048・830・3613）
特殊詐欺の被害に遭わないために32

　さまざまな手口の特殊詐欺被害が増加
しています。「自分はだまされるはずがない」、
「うちの親は大丈夫だ」といった先入観は
捨て、普段から家族や身近な人と気軽に
相談できる環境づくりを心掛け、被害に遭
わないための対策をとりましょう。 問合せ▶
県警察本部生活安全総務課（ 048・832・
0110㈹）
川
かわ

口
ぐち

市
し

立
りつ

夜
や

間
かん

中
ちゅう

学
がっ

校
こう

に係
かか

る
入
にゅう

学
がく

説
せつ

明
めい

会
かい33

対
た い

象
しょう

▶15歳
さ い

以
い

上
じょう

で小
しょう

学
が っ

校
こ う

や中
ちゅう

学
が っ

校
こ う

を卒
そつ

業
ぎょう

していない人
ひと

など 日
にち

時
じ

▶11月
がつ

30日
にち

㈬
す い

19：30～ 場
ば

所
しょ

▶川
か わ

口
ぐ ち

市
し

立
り つ

芝
し ば

西
に し

中
ちゅう

学
が っ

校
こ う

陽
よ う

春
しゅん

分
ぶ ん

校
こ う

 申
もうし

込
こみ

▶電
で ん

話
わ

で同
ど う

校
こ う

（ 048・497・
1893）
10月は「不正軽油撲滅強化月間」です34

　不正軽油の製造・運搬・販売・使用は悪
質な脱税行為で、環境や健康にも重大な
影響を与えます。情報をお持ちの人はご
連絡ください。 問合せ▶県税務課（ 048・
830・2658）
軽油は県内で買いましょう!35

　バスやトラックなどのディーゼル車の燃
料に使われている軽油の代金には、軽油引
取税という県の税金が、1リットルあたり
32.1円含まれています。軽油引取税は、軽油
を購入した販売店の所在する県の収入とな
り、道路を整備する費用に充てられるなど、
貴重な財源となります。 問合せ▶県税務課
（ 048・830・2658）

草加都市計画事業
三郷インター南部土地区画整理事業
事後調査書の縦覧

36

期間▶10月11日㈫～11月11日㈮ 場所・問合
せ▶県環境政策課（ 048・830・3041）

労働者と使用者の
トラブル解決をお手伝いします37

　「解雇・雇止め」「パワハラ」「団体交渉」など
労使間のトラブルでお困りのことについて、
県労働委員会が、中立・公正な立場であっせ
んを行い、その解決をお手伝いします。手続
きは簡単・無料・迅速、秘密厳守です。労働
者、使用者どちらからでも申請できます。 問
合せ▶県労働委員会事務局（ 048・830・6452）
性の多様性を尊重した社会づくりを38

　「埼玉県性の多様性を尊重した社会
づくり条例」が7月8日に公布・施行され
ました。性の多様性を尊重した社会づく
りに関する取り組みを推進し、全ての人
の人権が尊重される社会の実現に寄与
することを目的としています。 問合せ▶

県人権・男女共同参画課（ 048・830・
2927）
部落差別のない社会の実現を目指して39

　「埼玉県部落差別の解消の推進に関
する条例」が7月8日に公布・施行されま
した。同和問題について正しい認識を
一人ひとりが持つことにより、部落差別
をなくしていきましょう。 問合せ▶県人
権・男女共同参画課（ 048・830・2258）
浄化槽の法定検査を受検しましょう40

　浄化槽は、使用開始後の「設置後の水
質に関する検査」と毎年1回の「定期水質
検査」の受検が義務付けられています。 
対象▶浄化槽管理者 問合せ▶県水環境課
（ 048・830・3083）

新型コロナウイルスワクチン
4回目接種41

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、重症化リスクが高いと医師が
認めた人、医療従事者および高齢者施設な
どの従事者 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）★オミクロン
株対応ワクチンの接種が順次始まります

埼玉県不妊症・不育症等ピアサポート
センター 「ふわり」 ①通話相談
②面接相談 ③おしゃべり会

42

対象▶不妊症や不育症に悩んでいる人、
検査や治療について悩んでいる人、治療
中の人、流産や死産を経験し不安や悩み
を持つ人など 日時▶①㈪19：00～22：00、
㈮・㈰10：00～13：00 ②第2㈪10：00～
14：00、第1・第3㈫18：00～22：00 ③第4㈰
14：00～15：30 申込▶  問合せ▶県健康
長寿課（ 048・830・3561）★②③は要予約
（②は45分制各4枠）

ピンクリボンライトアップを
実施します!43

日時 ▶① 1 0月1日㈯、31日㈪1 9：0 0～
22：00 ②10月3日㈪、31日㈪日没30分
前～0：00 ③10月1日㈯～31日㈪日没～
22：00 場所▶①ソニックシティ（さいたま
市大宮区） ②さいたまスーパーアリーナ
（さいたま市中央区） ③埼玉会館（さいた
ま市浦和区） 問合せ▶県疾病対策課（
048・830・3651）

10月29日は
「世界脳卒中デー」です44

　脳卒中とは、脳の血管の詰まりや破れ
により、突然の激しい頭痛やしびれ、ろれつ
が回らないなどの症状が現れる病気で
す。脳卒中と思ったら症状が出た時刻を
確認し、救急車を呼ぶなどすぐに医療機関
を受診しましょう。 問合せ▶県疾病対策課
（ 048・830・3598）

10月は
「骨髄バンク推進月間」
「臓器移植推進月間」です

45

　白血病などの血液疾患や、事故や病気
などによる臓器の機能低下・臓器不全に
苦しんでいる人を救うため①「骨髄バン
ク」のドナー登録 ②臓器移植の意思表示
にご協力ください。対象▶①18～54歳の
健康な人 ②どなたでも 登録方法▶①県内
献血ルームなど ②健康保険証や運転免
許証などに記入 問合せ▶県疾病対策課
（ 048・830・3598）

エスカレーターでは
左右両側に立ち止まろう! 46

　「埼玉県エスカレーターの安全な利用の
促進に関する条例」により、エスカレーター
は立ち止まって利用しなければなりませ
ん。身体が不自由なため片側の手すりにし
かつかまれない人が、どちらの手すりにも
つかまることができるよう、左右両側に立
ち止まって利用しましょう。 問合せ▶県消
費生活課（ 048・830・2935）

　県民コメント制度に基づき、意見の募集
を行います。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
務所などで入手できます。（詳細は ）
「埼玉県スポーツ推進計画（仮称）案」47

期間▶10月31日㈪まで 問合せ▶県スポーツ
振興課（ 048・830・6945）
「埼玉県青少年健全育成・支援プラン」48

期間▶10月26日㈬まで 問合せ▶県青少年課
（ 048・830・2905）

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

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

クイズ＆
プレゼント

応募締切

10月15日㈯
（消印有効）

▶10人に①埼玉県産うどん５種類セット（煮ぼうとう、ぺらぺらうど
ん、小松菜うどん、川幅うどん、加須うどん）、▶10人に②埼玉県産野
菜を使った季節のピクルス３本セット（旬の野菜3種類）、▶10人に③
コバトン・さいたまっち図書カード（500円）、▶10人に④コバトン・さい
たまっちクオカード（500円）

10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（①～④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県広報課」だけで届きます）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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Q10月は食品〇〇削減月間です

き ず な
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県民コメント県民コメント

お知らせ

イベント
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④
②

③

この広報紙は9 月15 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、中止
または延期となる場合があります。お
出掛け前には、開催状況などをご確認
ください。

企画展
「武蔵武士と源氏
─鎌倉殿誕生の時代─」

3

日時▶11月14日㈪まで各9：00～16：30 費用
▶100円 場所・問合せ▶県立嵐山史跡の博物
館（ 0493・62・5896）
企画展 「銘

めい

仙
せん

」4
日時▶10月15日㈯～12月4日㈰各9：00～
16：30 費用▶400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）
炭焼きとやきいも体験5

対象▶小学生以上（小学生は保護者同伴） 
日時▶11月6日㈰9：30～15：00 場所▶県民
の森（横瀬町） 費用▶800円 申込▶10月31日
㈪までに電話で同管理事務所（ 0494・23・
8340）★申込順

埼玉県産業教育フェア
（専門高校の紹介や学習成果発表）6

日時▶11月12日㈯10：00～16：00 場所▶

ソニックシティ（さいたま市大宮区） 問合
せ▶県高校教育指導課（ 048・830・6760）
浦和美園まつり＆花火大会7

日時▶10月30日㈰10：00～17：30頃（花火
は17：00～） 場所▶浦和美園駅周辺（さい
たま市緑区） 問合せ▶埼玉高速鉄道㈱
（ 048・878・6867） ★荒天時中止。花火
の打ち上げのみ10月31日㈪に順延

小
お
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林
りん

（トラスト7号地）と
綾瀬川周辺の冬鳥を探そう8

対象▶小学生以上（小学生は保護者同伴） 
日時▶11月27日㈰8：30～12：00 集合場所
▶蓮田駅東口 費用▶300円 申込▶11月
22日㈫までに電話か で（公財）さいたま
緑のトラスト協会（ 048・824・366 1）
★申込順

プリザーブドフラワー・
リボンフラワー教室9

対象▶小学5年以上（小学生は保護者同伴） 
日時▶10月23日㈰13：00～15：00 場所▶県
みどりの村（小鹿野町） 費用▶2,500円 申込
▶10月7日㈮（必着）までに往復はがき（
と参加人数を明記）で同村管理事務所
（〒368-0111小鹿野町飯田853 0494・75・
3441）★抽選

個性的なフォルムや生態の
ゆにーくしょくぶつ販売会
（食虫植物や多肉植物、塊根植物など）

10

日時▶10月1日㈯、2日㈰各10：00～16：00 
場所▶県和光樹林公園 問合せ▶同園管理
事務所（ 048・468・0837）★店舗によって
出店日、出店時間が異なる

初めての自然観察会
「月と惑星をみよう」11

対象▶小学生と保護者 日時▶10月29日㈯
17：00～19：00 場所▶県狭山丘陵いきもの
ふれあいの里センター（所沢市） 費用▶300
円 申込▶電話で同センター（ 04・2939・
9412）★申込順 

「あれから、百年 
埼玉県立図書館百周年記念資料展」12

期間▶①10月8日㈯～11月6日㈰ ②10月12
日㈬～11月4日㈮ ③11月12日㈯～12月18
日㈰ 他 場所▶①県立熊谷図書館 ②県
庁本庁舎と第二庁舎を結ぶ3階渡り廊下 
③県立久喜図書館 問合せ▶県立熊谷図書
館（ 048・523・6291）★展示時間は会場
によって異なる

県農林公園
①草木染め講座（秋）
②木工自由工作

13

対象▶18歳以上 日時▶10月23日㈰①9：30～
12：30 ②9：30～16：00 場所▶同園（深谷市） 
費用▶①2,000円 ②1,300円 申込▶10月7日
㈮までに  問合せ▶同園（ 048・583・2301）
★抽選

自然体験活動の知識・技術を学ぶ
キャンプスタッフ研修14

対象▶高校生以上 日時▶11月20日㈰10：00～
15：30 場所▶県立名栗げんきプラザ（飯能
市） 費用▶500円 申込▶11月3日（木・祝）まで
に電話、 かFAX（ と学年（年齢）、メール
アドレスを明記）で同プラザ（ 042・979・
1011 042・979・1013）★申込順

かわはく寄席
「川にまつわる落語会」
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日時▶10月9日㈰①11：00～子供向け ②
13：00～大人向け 場所▶県立川の博物館
（寄居町） 費用▶410円 申込▶10月8日㈯まで
に電話、直接、 かFAX（①②の別と代表者
の 、年齢、参加者全員の名前を明記）で
同館（ 048・581・7333 048・581・7332）
★申込順

SAITAMA在宅ワーク
ビジネスマッチングフェア202216

対象▶在宅ワークを希望する女性（在宅
ワーカーを含む） 日時▶11月29日㈫10：00～
15：00 場所▶川口市立映像・情報メディア
センターメディアセブン 申込▶電話か

で埼玉県在宅ワーク就業支援事業事
務局（ 0120・954・510）★申込順。託児あり
（無料・要予約）

アニメ業界の
「働き方改革」シンポジウム17

対象▶アニメ制作会社、アニメクリエイター、
アニメ専門学校の生徒・関係者やアニメ
業界への就職を目指す人など 日時▶10月
22日㈯13：00～15：30 場所▶ソニックシティ
市民ホール（さいたま市大宮区） 申込▶  
問合せ▶県多様な働き方推進課（ 048・
830・4518）★申込順

違反建築なくそう運動
法令説明会18

対象▶建築士、建設業者など 日時▶10月20
日㈭14：00～16：00 開催方法▶オンライン
開催 申込▶（一社）埼玉建築士会  問合せ
▶県建築安全課（ 048・830・5515）★申
込順

情報の探しかた講座 ①カラダと病気の情報 
②「医中誌Web」を使ってみよう ③Google
だけじゃない。2022年、図版さがしの旅

19

対象▶基本的なパソコン操作（キーボード
入力、インターネット検索など）ができる
人 日時▶①11月5日㈯10：00～11：30 
②11月5日㈯14：00～15：30 ③11月9日㈬
14：00～16：00 場所▶県立久喜図書館 申
込▶電話、直接か で同館（ 04 8 0・
21・2659）★申込順。複数講座申込可
里親入門講座20

対象▶①草加児童相談所管内 ②南児童
相談所管内 ③川越児童相談所管内 日
時▶①10月22日㈯ ②10月29日㈯ ③11
月5日㈯各14：00～16：00 場所▶①草加
市立中央公民館 ②蕨市中央公民館 ③川
越児童相談所 申込▶前日までに電話で
①草加児童相談所（ 048・920・4152） 
②南児童相談所（ 048・262・4152） ③
川越児童相談所（ 049・223・4152）

危険物取扱者試験
①乙種4類
②全種

21

試験日▶①12月4日㈰ ②12月11日㈰ 試
験会場▶①芝浦工業大学（さいたま市
見沼区） ②埼玉大学（さいたま市桜区） 
費用▶乙種4 ,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）、県内消防本部、県
消防課（県庁内） 願書受付▶願書を参照
の上、10月24日㈪～11月4日㈮に同支部 
問合せ▶同支部（ 048・832・0747）か県
消防課（ 048・830・8161）

インターンシップ&仕事・
業界研究セミナー1

対象▶大学院・大学・短大、高専、専門学校に
在学している人 日時▶11月5日㈯13：00～
16：00 場所▶ソニックシティ（さいたま市大
宮区） 申込▶  問合せ▶埼玉ジモト就活プ
ロジェクト事務局（㈱アクセスネクステージ
内 050・3850・0264）
企画展 「家形埴輪」2

日時▶10月8日㈯～11月27日㈰各9：00～
16：30 費用▶200円 場所・問合せ▶県立さき
たま史跡の博物館（行田市 048・559・
1181）

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）。

10月号 2022
No.621

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

  1日 エモい！ 昭和レトロスポット
  8日 うどん共和国さいたま
15日 米づくりから酒造りを楽しむ②
22日 秋の味覚！ 埼玉のきのこ
29日 密着！ 県警警察犬

こんにちは県議会です
10：00～10：15
23日㈰ 9月定例会ダイジェスト

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。

埼玉県議会中継
9月定例会の模様を放送します。
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県国保医療課問
TEL 048・830・3364

　医療機関窓口で市町村が発行
する受給者証を提示することで、
県内全域で医療費を支払うことな
く医療サービスを受けることがで
きるようになります。

▲詳細はこちら

未就学児医療費の窓口無料化を
原則県内全域に広げます

【10月～】
●乳幼児医療費
●重度心身障害者医療費

【令和5年1月～】
●ひとり親家庭等医療費

★市町村や医療費の
種類によって実施
状況が異なります。

対象

県個人県民税対策課問 TEL 048・830・2647 FAX 048・830・4759

　大多数の方は期限内に納税されて
いますが、残念ながらごく一部の方が
滞納している状況です。納め忘れてい
る方は至急納税してください。
　滞納整理強化期間中は県と市町村
が協力して、集中的に滞納者への催告
や財産の差押えなどを行います。

　特別な事情があり、納税ができない
場合は県税事務所やお住まいの市町
村担当課へご相談ください。

10～12月は県税・市町村税滞納整理強化期間

税金の
令和3年度実績

はありませんか?納 め 忘 れ
差押件数 11,678件
（うち預貯金 6,824件）
催告件数 約50万通

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9月15日（木）現在の情報をもとに作成しています。



令和4年度後期技能検定22
受検資格▶受検案内（県職業能力開発協会
（さいたま市浦和区）などで入手）で確認 
試験日▶12月5日㈪～令和5年2月12日㈰ 
費用▶21,300円他 申請書受付▶10月3日
㈪～14日㈮に同協会（ 048・829・2802） 問
合せ▶同協会か県産業人材育成課（ 048・
830・4602）★日程・会場は職種により異なる
砂利採取業務主任者試験23

試験日▶11月11日㈮ 試験会場▶県民健康
センター（さいたま市浦和区） 費用▶8,000
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 願書
受付▶10月11日㈫までに同課（ 048・830・
3041）

クイーンズランド州 サザンクロス大学
への奨学生24

申込▶ を参照の上、10月31日㈪までに県
国際課（ 048・830・2718）★選考
オハイオ州 フィンドレー大学への奨学生25

申込▶ を参照の上、11月30日㈬までに県
国際課（ 048・830・2713）★選考
県営住宅への入居者（10月定期）26

対象▶次の条件をすべて満たす人。原則、
同居か同居しようとしている親族がいる/
収入が一定額以下/県内在住か在勤/住宅
に困窮している/県民税・市町村民税などの
滞納がない/暴力団員でない/外国人は中
長期の在留資格がある人 入居日▶12月23
日㈮～ 案内配布▶県住宅供給公社支所・
本社県営住宅課・住まい相談プラザ（JR
大宮駅構内）、市区役所・町村役場、県住宅
課（県庁内） 申込▶10月21日㈮までに か
郵送で同公社（ 048・829・2875） 問合せ▶

同公社か県住宅課（ 048・830・5564）
本多静六博士奨学金　奨学生27

申込▶ を参照の上、令和5年1月31日㈫
までに県森づくり課（ 048・830・4310）

彩の国ロードサポート活動団体と支援者28
　お近くの県土整備事務所へ活動場所な
どをご相談ください。 問合せ▶県道路環境課
（ 048・830・5103）★参加要件あり

大宮公園舟
しゅう

遊
ゆう

池かいぼりボランティア29
対象▶小学生以上で、池での作業ができる人
（小学生は保護者同伴） 日時▶11月3日
（木・祝）、4日㈮各9：00～13：30 場所▶大宮公
園舟遊池（さいたま市大宮区） 申込▶ を
参照の上、10月11日㈫までに認定NPO法
人生態工房（ 0422・27・5634）

埼玉県最低賃金改定
（時間額９８７円）１０月1日から適用30

　これまでの最低賃金956円から31円引き
上げられました。 問合せ▶埼玉労働局賃金室
（ 048・600・6205）か県多様な働き方推進課
（ 048・830・4518）

10月1日から公衆浴場の
混浴制限年齢が引き下げられます31

　公衆浴場でのトラブル防止や混浴を望ま
ない人への配慮から、公衆浴場法施行条
例が改正され、7歳以上は公衆浴場での
混浴ができなくなります。ルールを守って気
持ちよく入浴できるようにしましょう。 問合
せ▶県生活衛生課（ 048・830・3613）
特殊詐欺の被害に遭わないために32

　さまざまな手口の特殊詐欺被害が増加
しています。「自分はだまされるはずがない」、
「うちの親は大丈夫だ」といった先入観は
捨て、普段から家族や身近な人と気軽に
相談できる環境づくりを心掛け、被害に遭
わないための対策をとりましょう。 問合せ▶
県警察本部生活安全総務課（ 048・832・
0110㈹）
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（ 048・497・
1893）
10月は「不正軽油撲滅強化月間」です34

　不正軽油の製造・運搬・販売・使用は悪
質な脱税行為で、環境や健康にも重大な
影響を与えます。情報をお持ちの人はご
連絡ください。 問合せ▶県税務課（ 048・
830・2658）
軽油は県内で買いましょう!35

　バスやトラックなどのディーゼル車の燃
料に使われている軽油の代金には、軽油引
取税という県の税金が、1リットルあたり
32.1円含まれています。軽油引取税は、軽油
を購入した販売店の所在する県の収入とな
り、道路を整備する費用に充てられるなど、
貴重な財源となります。 問合せ▶県税務課
（ 048・830・2658）

草加都市計画事業
三郷インター南部土地区画整理事業
事後調査書の縦覧

36

期間▶10月11日㈫～11月11日㈮ 場所・問合
せ▶県環境政策課（ 048・830・3041）

労働者と使用者の
トラブル解決をお手伝いします37

　「解雇・雇止め」「パワハラ」「団体交渉」など
労使間のトラブルでお困りのことについて、
県労働委員会が、中立・公正な立場であっせ
んを行い、その解決をお手伝いします。手続
きは簡単・無料・迅速、秘密厳守です。労働
者、使用者どちらからでも申請できます。 問
合せ▶県労働委員会事務局（ 048・830・6452）
性の多様性を尊重した社会づくりを38

　「埼玉県性の多様性を尊重した社会
づくり条例」が7月8日に公布・施行され
ました。性の多様性を尊重した社会づく
りに関する取り組みを推進し、全ての人
の人権が尊重される社会の実現に寄与
することを目的としています。 問合せ▶

県人権・男女共同参画課（ 048・830・
2927）
部落差別のない社会の実現を目指して39

　「埼玉県部落差別の解消の推進に関
する条例」が7月8日に公布・施行されま
した。同和問題について正しい認識を
一人ひとりが持つことにより、部落差別
をなくしていきましょう。 問合せ▶県人
権・男女共同参画課（ 048・830・2258）
浄化槽の法定検査を受検しましょう40

　浄化槽は、使用開始後の「設置後の水
質に関する検査」と毎年1回の「定期水質
検査」の受検が義務付けられています。 
対象▶浄化槽管理者 問合せ▶県水環境課
（ 048・830・3083）

新型コロナウイルスワクチン
4回目接種41

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、重症化リスクが高いと医師が
認めた人、医療従事者および高齢者施設な
どの従事者 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）★オミクロン
株対応ワクチンの接種が順次始まります

埼玉県不妊症・不育症等ピアサポート
センター 「ふわり」 ①通話相談
②面接相談 ③おしゃべり会

42

対象▶不妊症や不育症に悩んでいる人、
検査や治療について悩んでいる人、治療
中の人、流産や死産を経験し不安や悩み
を持つ人など 日時▶①㈪19：00～22：00、
㈮・㈰10：00～13：00 ②第2㈪10：00～
14：00、第1・第3㈫18：00～22：00 ③第4㈰
14：00～15：30 申込▶  問合せ▶県健康
長寿課（ 048・830・3561）★②③は要予約
（②は45分制各4枠）

ピンクリボンライトアップを
実施します!43

日時 ▶① 1 0月1日㈯、31日㈪1 9：0 0～
22：00 ②10月3日㈪、31日㈪日没30分
前～0：00 ③10月1日㈯～31日㈪日没～
22：00 場所▶①ソニックシティ（さいたま
市大宮区） ②さいたまスーパーアリーナ
（さいたま市中央区） ③埼玉会館（さいた
ま市浦和区） 問合せ▶県疾病対策課（
048・830・3651）

10月29日は
「世界脳卒中デー」です44

　脳卒中とは、脳の血管の詰まりや破れ
により、突然の激しい頭痛やしびれ、ろれつ
が回らないなどの症状が現れる病気で
す。脳卒中と思ったら症状が出た時刻を
確認し、救急車を呼ぶなどすぐに医療機関
を受診しましょう。 問合せ▶県疾病対策課
（ 048・830・3598）

10月は
「骨髄バンク推進月間」
「臓器移植推進月間」です

45

　白血病などの血液疾患や、事故や病気
などによる臓器の機能低下・臓器不全に
苦しんでいる人を救うため①「骨髄バン
ク」のドナー登録 ②臓器移植の意思表示
にご協力ください。対象▶①18～54歳の
健康な人 ②どなたでも 登録方法▶①県内
献血ルームなど ②健康保険証や運転免
許証などに記入 問合せ▶県疾病対策課
（ 048・830・3598）

エスカレーターでは
左右両側に立ち止まろう! 46

　「埼玉県エスカレーターの安全な利用の
促進に関する条例」により、エスカレーター
は立ち止まって利用しなければなりませ
ん。身体が不自由なため片側の手すりにし
かつかまれない人が、どちらの手すりにも
つかまることができるよう、左右両側に立
ち止まって利用しましょう。 問合せ▶県消
費生活課（ 048・830・2935）

　県民コメント制度に基づき、意見の募集
を行います。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
務所などで入手できます。（詳細は ）
「埼玉県スポーツ推進計画（仮称）案」47

期間▶10月31日㈪まで 問合せ▶県スポーツ
振興課（ 048・830・6945）
「埼玉県青少年健全育成・支援プラン」48

期間▶10月26日㈬まで 問合せ▶県青少年課
（ 048・830・2905）

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。
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クイズ＆
プレゼント

応募締切

10月15日㈯
（消印有効）

▶10人に①埼玉県産うどん５種類セット（煮ぼうとう、ぺらぺらうど
ん、小松菜うどん、川幅うどん、加須うどん）、▶10人に②埼玉県産野
菜を使った季節のピクルス３本セット（旬の野菜3種類）、▶10人に③
コバトン・さいたまっち図書カード（500円）、▶10人に④コバトン・さい
たまっちクオカード（500円）

10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（①～④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県広報課」だけで届きます）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

Q10月は食品〇〇削減月間です
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①

④
②

③

県国保医療課問
TEL 048・830・3364

　医療機関窓口で市町村が発行
する受給者証を提示することで、
県内全域で医療費を支払うことな
く医療サービスを受けることがで
きるようになります。

▲詳細はこちら

未就学児医療費の窓口無料化を
原則県内全域に広げます

【10月～】
●乳幼児医療費
●重度心身障害者医療費

【令和5年1月～】
●ひとり親家庭等医療費

★市町村や医療費の
種類によって実施
状況が異なります。

対象

県個人県民税対策課問 TEL 048・830・2647 FAX 048・830・4759

　大多数の方は期限内に納税されて
いますが、残念ながらごく一部の方が
滞納している状況です。納め忘れてい
る方は至急納税してください。
　滞納整理強化期間中は県と市町村
が協力して、集中的に滞納者への催告
や財産の差押えなどを行います。

　特別な事情があり、納税ができない
場合は県税事務所やお住まいの市町
村担当課へご相談ください。

10～12月は県税・市町村税滞納整理強化期間

税金の
令和3年度実績

はありませんか?納 め 忘 れ
差押件数 11,678件
（うち預貯金 6,824件）
催告件数 約50万通

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9月15日（木）現在の情報をもとに作成しています。



10月８日は「木の日」

材料をそろえる 完成！

スギ ヒノキ 

　埼玉県の森林面積は全県面積の約3割。秩父市や飯能
市を中心に、スギやヒノキなど地域に適した木が植えられ
ています。かつては「日曜大工」と言われていたDIY。今で
はホームセンターなどで材料をそろえて誰でも手軽に楽
しむことができます。あなたの生活にも木を取り入れてみ
ませんか？

　県内でも生産が多いスギとヒノキ。同じ常緑針葉樹という種類で、季節によらず
緑を保ちます。香りや見た目など、それぞれにすてきな特徴がたくさん！

県森づくり課問 TEL 048・830・4318

★県産木材は○○○○○で購入することができます。

●木目がはっきりしている
●ヒノキより軽く、柔らかい
●特有の香りがあり、
　冬は暖かい

●木目が薄く、ツヤがあり美しい
●特有の強い香りがある
●耐久性に優れている

埼玉の木みんなで使って豊かな暮らし応援事業

事業についてはこちら▶
▲DIY用の県産木材
　入手先はこちら

　木材を使うことは、環境を守り、みどり豊かな森林を未来に受け継ぐことにもつながります。

　県では、県産木材を使って家や事務所を建てる方
に建築費用の一部を助成しています。

1 3

手ぶらでOK!

手を
挟まない
ように…

県産木材の
ある暮らし

DIYにもおすすめの県産木材 県産木材を使うと、いいことたくさん

木の香り
に癒されよう

県産木材
を

暮らしの中
に！

森林科学館でDIY体験森林科学館でDIY体験
県産木材の木工キットを使って子供用イスを作ってみました！

みんなも行ってやってみよう！

たんすや
本棚などに

テーブルや
イス、小物などに

体験した
場所はココ！ 森林科学館

彩の国ふれあいの森

TEL 0494・56・0026
★9月13日に発生した土砂崩落により臨時休館
している可能性があります。休館日などはお
出掛け前にご確認ください。

［所在地］秩父市中津川447番地 
三峰口駅からバス「中津川」下車徒歩すぐ
［開館時間］午前9時～午後5時

ぜひ
来てねー！

かわいいイスが
出来上がりました！

組み立てる2

組み合わせると「木」になるよ！

江原さん 中村さん

10月は「木
材利用促進

月間」

WEB

再利用やリサイクルをして循環型社会に貢献！
二酸化炭素の排出量を抑制し、地球温暖化の防止に貢献！
地産地消することで、林業・木材産業を活性化！

キットもあるよ！

★型抜きやキットを使った木工工作は毎日開催。有料（子供用イス1,400円他）、事前予約不要。
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