
うまれてきてくれて、
ありがとう。

詳しくは中面をご覧ください

　いつの時代も我が子を愛する気持ち、健やか
に育ってほしいという願いは同じです。
　ただ、たとえ愛情深く子育てしていても、児童
虐待のリスクと無縁ではありません。児童虐待
は決して親子だけの問題ではなく、社会全体で
関わり、解決していくべき問題です。

11月は「児童虐待防止推進月間」

No.622
11

 2022

令和4年（２０２2年）
11月1日発行

S
a

i
t

a
m

a
 

P
r

e
f

e
c

t
u

r
a

l
 

N
e

w
s

l
e

t
t

e
r

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9月1日現在）●総人口／7，337，846人（男3,642,318人 女3,695,528人 前月より850人減）●世帯数／3，235，957世帯

オレンジリボン運動

企業・団体の皆さま
の参加を募集中です

広げよう！

（児童虐待防止運動）

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



もしかして？

PRESENT

埼玉県推奨図書「びりびり」、「しゅくだいがっしょう」
（１冊）を各３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。

い ち は や く

令和４年度「児童虐待防止推進月間」標語
（厚生労働省）

　今、あなたの近くでも虐待を受けている子供、子育
てに悩んでいる人がいます。「子供を守る」ためには、
周りの温かいまなざしと勇気ある行動が何よりも大
切です。また、「子供を育てる」ということについて、改
めて考えてみませんか？

～ストップ！児童虐待～
　児童虐待は、家庭という密室の中で
行われるために、子供は逃げたり、自
ら救いを求めたりすることが困難で
す。児童相談所などに連絡（通告）する
ことは、子供を守ること、また虐待して
しまう親も救うことになります。

　児童虐待とは、子供を温かく守り育てるべき親や親に代わる養育
者が、子供の心や体を傷つけ、健やかな成長や人格の形成に重大な
影響を与える行為のことです。

　最初から虐待をしようと思っている人はいません。た
だやり方が間違っている、親も追い詰められているとい
うケースが多いです。相談に乗る時は、その人の今ま
での努力や工夫を教えてもらい、その人に合った支援
をするようにしています。
　児童相談所は親子を罰するところでは決してありま
せん。親子がどのようにすれば暮らしやすくなるかを一
緒に考える機関です。
　子育てに悩み、このま
までは子供を傷つけて
しまうなどの心配がある
時は、自分だけで解決
しようとせず、相談して
ください。

子供を

～いろいろな人の力と共に～

　子供は親の思いどおりにならないもの
です。子育てはとても大変で、不安がつき
もの。子育ての悩みは一人で抱え込まず、
誰かに気持ちを話したり相談したりして
みてください。

　子供の人格や才能な
どを伸ばし、子供が社会
において自律した生活を
送れるようにサポートし
て社会性を育む行為

　子供の身体に何ら
かの苦痛を引き起こ
し、または不快感を
意図的にもたらす行
為（罰）

子供を

「 」
ためらわないで！189

「児童虐待」の４つの分類
　「しつけ」を理由に子供が暴力を受け、命を落とす事件が
起きたことなどをきっかけに「体罰は許されないもの」であ
ることが令和２年に法定化されました。

しつけと体罰、何が違う？

児童相談所は親と子を助けるところ

身体的虐待
殴る、蹴る、首をし
める　など

性的虐待
性交や性的な行為を
強要する、ポルノの
被写体にする　など

心理的虐待
ひどい言葉で傷つけ
る、わざと無視する、
子供の目の前で暴力
をふるう　など

ネグレクト
（保護の怠慢・拒否）

食事を与えない、ひ
どく不潔なままにす
る、自動車や家に置
き去りにする　など

県内の児童虐待
相談対応の特徴

・心理的虐待が64.5％
と最も多い
・虐待を受けた児童の
45.0％が、0歳から就
学前までの乳幼児

こんなときはすぐに電話を！ 

優しさ 勇気周りの人の と で救える命

あの子、
虐待を受けて
いるかも…

相談員が
話を伺います

専門家が
対応します

つい子供に
イライラ
してしまう…

子育てに悩んで
いる人が
近くにいる…

児童相談所虐待
対応ダイヤル
い ち は や く

189
（24時間365日対応）

埼玉県虐待通報
ダイヤル
な い な い

#7171
（24時間365日対応）

または 048・762・7533TEL

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

■ 県内の児童相談所における
　 児童虐待相談対応件数の推移

　すべての国民の義務として、虐待を受けていると思われる子供を発見した時
は、児童相談所などに通告※しなければならないことが児童虐待防止法で定
められています。※通告は、匿名で行うことができ、通告した人・その内容に関する秘密は守られます

　児童相談所では、虐待の通告を受けた場合、通告
を受けてから48時間以内に子供の安全確認を行っ
ています。

読書の秋
本で子供と素敵な時間を

　子供たちに読んでほしい今年度の
「埼玉県推奨図書」から4冊を紹介します。

県青少年課問 TEL 048・830・2907

乳幼児向け

　自分の苦手なこ
とから初めは逃げ
ていた主人公が、
友達や先生の励ま
しを受けながら、
苦手な合唱を克服
していきます。
ＰＨＰ研究所 
福田岩緒/作・絵

小学校低学年向け

しゅくだいがっしょう
　二人暮らしをして
いた父が他界し、離
婚した産みの母と
住むことに。家族と
は何か、人と人との
つながりとは何かを
考えさせられます。
理論社 
いとうみく/作 松倉香子/絵

中学生向け

あしたの幸福
　生い立ちに複雑さ
はあるものの、悩み
ながらも前向きに生
きる高校生の主人
公。モヤモヤした日
常を吹き飛ばす青春
群像小説です。
双葉社 
三浦しをん/著

高校生・青年向け

エレジーは流れない
　さあ、紙を破っ
てみよう！破り方
によって色々なも
のができあがる
よ。想像力がふく
らむ一冊です。
童心社 
中新井純子/作

びりびり

より多くの子供と親を守るための県の取り組み

まずは気軽に相談してください。
　県では、児童虐待の未然防止、早期発見、早期対応のための相談窓口を設
けています。

　社会全体のつながりが希薄化している中で、新型コロナウイルスの長期化に
より浮き彫りになった「孤独・孤立」の問題。
　孤独・孤立は、人生のあらゆる場面において誰にでも起こり得ます。

　県では、それぞれのラ
イフステージや個人の生
活環境・悩みに応じた相
談窓口を設けています。

声を上げよう。あなたはひとりじゃない。

県こども安全課問 TEL 048・830・3335

県福祉政策課問 TEL 048・830・3391

孤独・孤立対策
▲相談窓口はこちら

最寄りの
児童相談所が
話を伺います

親が「しつけ」と思っている行為でも、子供の心や体が傷つく行為であれば、それは「虐待」です。

しつけ 体罰

親と子どもの
悩みごと相談＠埼玉

学校や友達、家族のことなど子供に関わるさまざまな悩みについて
電話相談ができます！

LINEで相談ができます！
今すぐ
「友だち追加」を！

子どもスマイルネット
17,606件

48時間ルール埼玉発！

厚生労働省「令和3年度 児童相談所での児童虐待相談対応件数（さいたま市児童相談所を含む）」から抜粋

過去最多

中央児童相談所の飯田担当部長に話を聞きました。

WEB

TEL 048･822･7007
毎日午前10時30分～午後6時
（祝日・12月29日～1月3日を除く）

　体罰はよくないと分かっていても、それによらない子育てが難しいと感じることもあります。
子供との上手な関わり方や子育ての工夫の一例をご紹介します。

　子供は、自分の気持ちや考えを受け止
めてもらえることによって気持ちが落ち
着いたり、大切にされていると感じたりし
ます。

体罰によらない子育てのための工夫

子供の気持ちや
考えに耳を傾ける

　子供に伝えるときは、大声で怒鳴るよりも、「ここでは
歩いてね」など、肯定文で何をすべきかを具体的に、落
ち着いた声で伝えると、子供に伝わりやすくなります。
「一緒におもちゃを片付けよう」と共に行ったり、やり方
を示したり教えたりするのもいいでしょう。

肯定文でわかりやすく、
時には一緒に、お手本に

　イライラしてしまった時は、人と話す、一人
になるなどそれぞれ自分がリラックスできる
方法を取りましょう。時間がないという人で
も、例えば良い香りのものを身近に置くなど
自分が落ち着けることをやってみましょう。

ホッとできる時間・
空間を作る

　県内には、さまざまな事情で家族と離れ
て暮らす子供が、約2,000人。一人でも多
くの子供たちが家庭環境の中で生活でき
るようになるには、まだまだ里親の数は足
りていません。「子供たちのために何か力
になりたい」と思っている方、里親制度を
知ることから始めてみませんか？

　里親制度の説明や実際に里親になった方の体験談を聞くこと
ができる「里親入門講座」を開催しています。里親制度に関心があ
る方は、お住まいの地域の児童相談所にお問い合わせください。

　さまざまな事情により自分の家庭で暮らすこと
ができない子供を、一時的または継続的に預かり、
育てる「親」のことです。

オンラインでも開催中！まずは里親入門講座へ

▲日時など詳細はこちら県こども安全課問 TEL 048・830・3339

新しい家族のかたち

里親「 」になりませんか とは里 親

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 「児童虐待から子供を守る」
　今月は、児童虐待防止推進月間です。すべて
の子供は、健やかに成長・発達し、その自立が図
られる権利が保障されており、保護者と社会はこ
の権利を実現させなければなりません。
　しかし残念なことに、令和３年度の児童虐待
相談対応件数は全国でも埼玉県でも、それぞ
れ２０７，６５９件、１７，６０６件と、過去最多でした。
警察が積極的に通告するようになったことも件
数増加の一因ではありますが、目の前で起こる
ＤＶや言葉による暴力などの心理的虐待相談
対応件数が急増するなど、子供たちを取り巻く
環境は厳しさを増していると考えています。
　政府は、令和５年４月に新設予定のこども家庭
庁を司令塔として、国を挙げて児童虐待防止対
策を強化する方針です。本県でも、直近５年間で

児童福祉司数を１．８倍に増員し、児童虐待に即
応できるよう体制強化を図っています。
　また、令和５年度には熊谷児童相談所に一時
保護所を新設し、令和７年度には朝霞児童相談
所（仮称）を一時保護所と併設して新設するな
ど、児童虐待対応体制の拡充を推進しています。
　しかし、児童虐待の未然防止・早期発見には、
行政などの支援機関の対応だけでなく、県民の
皆様一人一人のご理解とご協力が不可欠です。
埼玉県では、電話やSNSなど様々な方法で皆様
の相談を受け付けています。子供の権利の悩み
についても、相談をしてみてください。また、児童
虐待と思われる事案に遭遇したら、児童相談所
虐待対応ダイヤル１８９（いちはやく）までご連絡
ください。

　新型コロナウイルス感染症のまん延とその長
期化は、人と人のつながりを弱め、孤独・孤立を
一層深刻化させています。そのような中でも、声
を上げることが難しい子供たちの権利を守らな
ければなりません。子供たちの代わりに、支援を
求める声を上げることは、子供たちを虐待から守
ることにつながります。
　子供は社会の宝です。児童虐待かも、疑わしい
と思ったら、まずは一報してください。児童虐待
から子供たちを守り、社会全体で健やかな成長
や人格形成を支援していきましょう。
　児童虐待防止推進月間のこの１１月、県民の皆
様一人一人が自分にできることを考え、行動に
移す契機としていただければありがたいと思い
ます。

2 3この広報紙は10月18日（火）現在の情報をもとに作成しています。 次号（1２月号）は1２月1日の新聞折り込みなどで配布します。
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よ。想像力がふく
らむ一冊です。
童心社 
中新井純子/作

びりびり

より多くの子供と親を守るための県の取り組み

まずは気軽に相談してください。
　県では、児童虐待の未然防止、早期発見、早期対応のための相談窓口を設
けています。

　社会全体のつながりが希薄化している中で、新型コロナウイルスの長期化に
より浮き彫りになった「孤独・孤立」の問題。
　孤独・孤立は、人生のあらゆる場面において誰にでも起こり得ます。

　県では、それぞれのラ
イフステージや個人の生
活環境・悩みに応じた相
談窓口を設けています。

声を上げよう。あなたはひとりじゃない。

県こども安全課問 TEL 048・830・3335

県福祉政策課問 TEL 048・830・3391

孤独・孤立対策
▲相談窓口はこちら

最寄りの
児童相談所が
話を伺います

親が「しつけ」と思っている行為でも、子供の心や体が傷つく行為であれば、それは「虐待」です。

しつけ 体罰

親と子どもの
悩みごと相談＠埼玉

学校や友達、家族のことなど子供に関わるさまざまな悩みについて
電話相談ができます！

LINEで相談ができます！
今すぐ
「友だち追加」を！

子どもスマイルネット
17,606件

48時間ルール埼玉発！

厚生労働省「令和3年度 児童相談所での児童虐待相談対応件数（さいたま市児童相談所を含む）」から抜粋

過去最多

中央児童相談所の飯田担当部長に話を聞きました。

WEB

TEL 048･822･7007
毎日午前10時30分～午後6時
（祝日・12月29日～1月3日を除く）

　体罰はよくないと分かっていても、それによらない子育てが難しいと感じることもあります。
子供との上手な関わり方や子育ての工夫の一例をご紹介します。

　子供は、自分の気持ちや考えを受け止
めてもらえることによって気持ちが落ち
着いたり、大切にされていると感じたりし
ます。

体罰によらない子育てのための工夫

子供の気持ちや
考えに耳を傾ける

　子供に伝えるときは、大声で怒鳴るよりも、「ここでは
歩いてね」など、肯定文で何をすべきかを具体的に、落
ち着いた声で伝えると、子供に伝わりやすくなります。
「一緒におもちゃを片付けよう」と共に行ったり、やり方
を示したり教えたりするのもいいでしょう。

肯定文でわかりやすく、
時には一緒に、お手本に

　イライラしてしまった時は、人と話す、一人
になるなどそれぞれ自分がリラックスできる
方法を取りましょう。時間がないという人で
も、例えば良い香りのものを身近に置くなど
自分が落ち着けることをやってみましょう。

ホッとできる時間・
空間を作る

　県内には、さまざまな事情で家族と離れ
て暮らす子供が、約2,000人。一人でも多
くの子供たちが家庭環境の中で生活でき
るようになるには、まだまだ里親の数は足
りていません。「子供たちのために何か力
になりたい」と思っている方、里親制度を
知ることから始めてみませんか？

　里親制度の説明や実際に里親になった方の体験談を聞くこと
ができる「里親入門講座」を開催しています。里親制度に関心があ
る方は、お住まいの地域の児童相談所にお問い合わせください。

　さまざまな事情により自分の家庭で暮らすこと
ができない子供を、一時的または継続的に預かり、
育てる「親」のことです。

オンラインでも開催中！まずは里親入門講座へ

▲日時など詳細はこちら県こども安全課問 TEL 048・830・3339

新しい家族のかたち

里親「 」になりませんか とは里 親

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 「児童虐待から子供を守る」
　今月は、児童虐待防止推進月間です。すべて
の子供は、健やかに成長・発達し、その自立が図
られる権利が保障されており、保護者と社会はこ
の権利を実現させなければなりません。
　しかし残念なことに、令和３年度の児童虐待
相談対応件数は全国でも埼玉県でも、それぞ
れ２０７，６５９件、１７，６０６件と、過去最多でした。
警察が積極的に通告するようになったことも件
数増加の一因ではありますが、目の前で起こる
ＤＶや言葉による暴力などの心理的虐待相談
対応件数が急増するなど、子供たちを取り巻く
環境は厳しさを増していると考えています。
　政府は、令和５年４月に新設予定のこども家庭
庁を司令塔として、国を挙げて児童虐待防止対
策を強化する方針です。本県でも、直近５年間で

児童福祉司数を１．８倍に増員し、児童虐待に即
応できるよう体制強化を図っています。
　また、令和５年度には熊谷児童相談所に一時
保護所を新設し、令和７年度には朝霞児童相談
所（仮称）を一時保護所と併設して新設するな
ど、児童虐待対応体制の拡充を推進しています。
　しかし、児童虐待の未然防止・早期発見には、
行政などの支援機関の対応だけでなく、県民の
皆様一人一人のご理解とご協力が不可欠です。
埼玉県では、電話やSNSなど様々な方法で皆様
の相談を受け付けています。子供の権利の悩み
についても、相談をしてみてください。また、児童
虐待と思われる事案に遭遇したら、児童相談所
虐待対応ダイヤル１８９（いちはやく）までご連絡
ください。

　新型コロナウイルス感染症のまん延とその長
期化は、人と人のつながりを弱め、孤独・孤立を
一層深刻化させています。そのような中でも、声
を上げることが難しい子供たちの権利を守らな
ければなりません。子供たちの代わりに、支援を
求める声を上げることは、子供たちを虐待から守
ることにつながります。
　子供は社会の宝です。児童虐待かも、疑わしい
と思ったら、まずは一報してください。児童虐待
から子供たちを守り、社会全体で健やかな成長
や人格形成を支援していきましょう。
　児童虐待防止推進月間のこの１１月、県民の皆
様一人一人が自分にできることを考え、行動に
移す契機としていただければありがたいと思い
ます。

2 3この広報紙は10月18日（火）現在の情報をもとに作成しています。 次号（1２月号）は1２月1日の新聞折り込みなどで配布します。



本人も周囲の人も

ひとりで悩まないで
その困りごとや悩みごと、
勇気を出して相談
してみませんか。

　行為を受けた子供が心身の苦痛を感じていたら、それは「いじめ」です。まず
は子供のサインに気付くことが、解決のスタートライン。もし子供がいじめの
被害に遭ったら、一人や家族で悩まず、学校や相談窓口に連絡しましょう。

11月は「いじめ撲滅強調月間」

子供のサインを見逃すな
STOPいじめ

子供をいじめの被害者にも加害者にもしないために

いじめられている子のサイン

ひとりで悩まず、早めに相談！

いじめている子のサイン
●起きられない、食欲がないなど
　体調不良を訴える日が続く
●服の汚れ、持ち物に落書きや破損がある
●お金の使い方が荒く、
　持ち物や学用品がなくなっていく
●メールを気にする、家族と話をしなくなり
　部屋に閉じこもりがちになる　など

よい子の電話教育相談（毎日２４時間受付）

または
＃７３００

0120・86・3192

●言葉づかいが荒くなる、
　人のことをばかにする
●与えた以上のお金や、
　おこづかいでは買えないものを
　持っている　など

なやみゼロゼロ

県青少年課問
TEL 048・830・2907

048・556・0874
子供
専用
（無料）

保護者
専用

埼玉県ひきこもり相談
サポートセンターへ
ひきこもり地域支援センター（越谷市）

▲相談の申し込みは
　こちら

相談してください！

　本人や周囲の人など、お困り・お悩みの人のお話をじっくり聞きます。
本人の思いを大切にします。必要な情報を提供します。
受付時間 午前10時～午後6時（火・日曜、祝日、12月29日～1月3日を除く）

県疾病対策課問 TEL 048・830・3565

子供との接し方は
どうしたら
いいのか・・・

TEL 048・971・5613

さまざまな手段で相談できます

受付時間：火・金曜 午前9時～午後5時
　　　　　（祝日、12月29日～1月3日を除く）

さいたま市ひきこもり相談センター(さいたま市浦和区)
TEL 048・762・8534

さいたま市にお住まいの人は

電話 Eメール オンライン
（Zoom）対面

★要予約 ★要予約

土曜のみ
実施

外に出る
きっかけが
分からない…

県立精神保健福祉センター(伊奈町)問
TEL 048・723・6811（来所相談予約）

依存症相談拠点機関

【受付時間】午前9時～午後5時
(土・日曜、祝日、12月29日～1月3日を除く)

県立精神医療センター(伊奈町)問
TEL 048・723・6803（予約専用）

依存症治療拠点機関

埼玉県断酒新生会(県内6地区)問
TEL 090・2302・8510
AA(エーエー) (東京)問

TEL 03・5957・3506
WEB★他にも治療できる医療機関があり、　　で紹介

しています。

さいたま市こころの健康センター問
TEL 048・762・8548（代）

さいたま市にお住まいの人は

【受付時間】午前9時～午後5時
(土・日曜、祝日、12月29日～1月3日を除く)

断酒に取り組む仲間(本人・家族)が体験を語り合い、
支え合います。

　コロナ禍でライフスタイルが変わったことをきっかけに、在宅で時間や量を気にせず飲酒するようになったなど、
飲酒習慣が変化していませんか。またそれによって、仕事や人間関係・家族関係に影響が出ていませんか。

　「本人の意志の強さ(弱さ)や性格の問題」でなってしまうものだと思っていませんか？
アルコール依存症は、アルコール摂取をコントロールする脳の機能が弱まってしまう
「病気」です。適切な治療により、回復が可能です。周りの人の理解が、回復を助けます。

　飲酒を断つ(断酒)だけでなく、飲酒の量を減らす(節酒)こと
を目標にすることもできます。

県疾病対策課問 TEL 048・830・3565

11月10～16日は「アルコール関連問題啓発週間」です

誤解だらけ？「アルコール依存症」って？

通院治療の
イメージ

医療機関 自助グループ

本人や家族などからの相談に応じます
お酒の飲み方
チェックリスト

お酒との付き合い方、大丈夫ですか？

「飲酒量を減らさなければいけない」と感じたことがある
他人が自分の飲酒を非難するので、気に障ったことがある
自分の飲酒について「悪い」とか「申し訳ない」と感じたことがある
落ち着くためや二日酔いのため、「迎え酒」をしたことがある

通院受診 目標設定 飲酒記録 通院受診

該当するなら、早めの相談を

alcohol

参考：CAGE(アルコール依存症スクリーニングテスト)

★診療ではないため、無料で相談できます。

★他にも住所地を管轄する保健所で相談できます。

相談窓口

★入院治療を選ぶことも可能です。

　県では、ケアラーのことを一人でも多くの人が知ることで、ケアラーが孤立することのない社会の実現を目指しています。

　ケアラーとは、家族などの身近な人に対して、無償で介護、看護、日常生活上
の世話や援助をしている人です。「支える」側のケアラーも、誰かから「支えられ
る」べき存在です。
　一方で「家族が身内をケアするのは当たり前」という考え方が今も根強く存在
しています。その結果、ケアラーが社会から孤立し、悩みを周囲に相談しにくい
状況となっています。ケアラーを取り巻く状況を知ることが、ケアラーへの支援
の第一歩です。

あなたの身近にも
いるかもしれません。

まずは仲間とつながろう！今すぐ、「友だち追加」して

ヤングケアラーのためのLINEアカウント開設

日常の役割 あきらめていること

ケアラーの中でも18歳未満の子供たちを
「ヤングケアラー」と言います。

　家族の世話の悩みを聞かせて！進学や就職についての相談にも応じます。
先輩の体験談も配信中。オンラインイベントも開催します。

誰かを支えるあなたも支える。

　家族をケアするあなたも
大切です。悩みがあったら抱
え込まず、お住まいの市町村
に気軽に相談してください。

▲相談窓口の
　一覧はこちら

　「ケアラー月間」の期間中、
トークショーなど、県民の皆
さまにケアラーのことを知っ
てもらうためのさまざまなイ
ベントを開催します。 ▲イベント情報

はこちら
▲「友だち追加」
はこちら

買い物・料理・洗濯
などの家事をしている

身体的・精神的な
ケアをしている など など勉強や受験、進学 子供らしく

自由に夢を描くこと

県地域包括ケア課問
TEL 048・830・3266

知ってください！ケアラーのこと

相談 してください 参加 してください

　令和3年に埼玉県が全国に
先駆けて制定。ケアラー支援
に対する理解と協力の輪を
広げるため、期間中に啓発・
広報活動を集中的に実施し
ています。

11月は「ケアラー月間」

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



　VTuberで埼玉バーチャル観
光大使の「春日部つくし」さんと
話ができる近未来体験！

E 春日部つくしと！
おしゃべりつくし♪

・天候や新型コロナウイルスの感染拡大状況により内容を変更することがあります。
・各イベント会場では新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を行っております。体調がすぐれない場
合は来庁をお控えください。会場内ではマスクの着用・手指の消毒をお願いします。

・その場で飲食ができるブースの出店はありません（会場内での飲食は禁止です。水分補給は各自でお願
いします）。受付でスマートフォンなどで利用できる「浦和駅東西商店街飲食店マップ」を配布します。

・来庁の際には公共交通機関のご利用をお願いします。
11月14日（月）　午前9時30分～午後4時日　時
浦和駅下車徒歩10分アクセス

★駐車場あり（有料。無料映画上映を鑑賞の場合は終日無料）

　県内レジャー
施設、県内公園、
博物館などの入
園料・入館料が
無料や割り引き
になります。

　県内の路線が何度でも
乗り降りできるお得な乗車
券を販売。電車で県内を
巡ってみよう。

大人
子供 ￥290

￥580
￥290
￥580

▲こども動物自然公園 ▲所沢航空発祥記念館

　全ての施設を入場無料で開放します！

TEL 048・265・2591彩の国ビジュアルプラザ
● 無料映画上映＆トークショー（要事前申込）
● 映像ミュージアム「ちびまる子ちゃん展」開催中！

TEL 048・262・8431川口市立科学館
● 科学展示室とプラネタリウム入場が無料！

TEL 048・261・0993彩の国くらしプラザ
● パネル展示＆クイズラリーを開催！

11月14日（月） 午前9時30分～午後5時日　時
川口駅、西川口駅、鳩ヶ谷駅の各駅からバス
「川口市立高校」下車徒歩5分

アクセス

県統計課問
TEL 048・830・2330

　県庁・市町村統計担当など（一部取
り扱いのない市町村あり）・書店・コン
ビニエンスストアなどで発売中！

▲ネイビー ▲ペールグリーン

●県内３９施設で割り引きなどの特典が
受けられる「ちょっ得」パスポート付き

●県の統計データをはじめ観光、鉄道
路線図など役立つ情報が満載

PRESENT

手帳（ペールグリーン）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。

11／14は埼玉県民の日※3
に開催
年ぶり

記念フリー乗車券 県内各地で協賛イベント！

他にも！

2023年版埼玉県民手帳 1冊

６００円
（税込み）

　11月14日は埼玉県民にとって特別な日。県内各地で関連
イベントが開催されます。3年ぶりの県庁オープンデーはイベ
ント盛りだくさん。ぜひ、お出掛けください。

15年ぶりに表紙カラー
をリニューアル！

SKIPシティ  県民の日特別イベントSKIPシティ  県民の日特別イベント

県民広聴課問
TEL 048・830・3192

※明治4年、廃藩置県が行われ、旧暦の11月14日に「埼玉県」が誕生。100年後にあたる昭和46年に、11月14日を「埼玉県民の日」と制定しました

ブース探検シールラリー
　屋外ブースのどこかに隠れている「コバトン・
さいたまっち」を見つけて、ブースに立ち寄り
ながらシールをゲットしよう！シールをたくさ
ん集めるとプレゼントがもらえるよ。
★プレゼントは数に限りがあります。

　キャラクターた
ちとおともだちに
なってSDGsにつ
いて教えてもら
おう！

　とれたて新鮮な県産農産物などを販売します！

D 埼玉ご当地農産物販売コーナー

　番組オリジナル、埼玉クイズに挑戦！

C 「埼玉の逆襲」
クイズ王 決定戦

　埼玉銘菓詰め合わせセッ
トの限定販売やお得なアウ
トレット菓子の販売も！

F 埼玉ご当地
お土産コーナー

　埼玉県警察
音楽隊の吹奏
楽 とカ ラ ー
ガード隊によ
る華麗な演技
をお楽しみく
ださい！

B

　「勝手に埼玉応援隊」など
がオープンデーをにぎやか
に盛り上げます。さいたまっ
ちのお誕生日（11/14）も
お祝いしてね！

A スペシャルステージ！！
～さいたまっちお誕生日会など～

本庁舎

県議会議事堂

職員会館

第三庁舎

第ニ庁舎

衛生会館

浦和駅

I

D

E

F

G H

A B C

1階
授乳室

救護
対応

1階
授乳室

JCOM presents

埼玉県警察音楽隊
オープニングパレード&
ポリス・コンサート

G XRCityで
SDGsについて学ぼう！

むさしの村▶

▲詳細はこちら

コバトン・さいたまっちを探せ！

総合受付

受付

受付

大人
子供 ￥240

￥480
￥240
￥480 大人

子供 ￥500
￥1,000
￥500
￥1,000

大人
子供 ￥220

￥430
￥220
￥430

大人
子供 ￥240

￥480
￥240
￥480

大人
子供 ￥690

￥2,420
￥690
￥2,420

発売場所や販売日　
などはこちら

▲

無料映画鑑賞の申し込み　
など、詳細はこちら▶

★協賛企業（50音順）

　11月13日（日）に越谷レイクタウンでもシールを１枚配布
します。詳細は上の二次元コード（県ホームページ）から

　ふっかちゃんが
当日の県庁オープ
ンデーの様子をオ
ンラインで伝えた
り、さいたまっちの
お誕生日をお祝い
したりします！

I
ふっかちゃんも来るよ！

　埼玉パナソニックワイルドナイツ、
浦和レッドダイヤモンズ、大宮アル
ディージャ　他

H 県内スポーツチーム
ＰＲコーナー

本庁舎中庭内特設ステージ

4 5この広報紙は10月18日（火）現在の情報をもとに作成しています。



県政サポーター募集!
「みんなの声でよりよい埼玉へ」26

対象▶満16歳以上でホームページの閲覧や
メールの利用が日本語でできる人 申込▶
を参照の上、県民広聴課（ 048・830・2850）
埼玉県議会フォトコンテスト作品27

申込▶応募要領（ で入手）を参照の上、11
月10日㈭までに県議会事務局政策調査課
（ 048・830・6257）★選考

県立高等技術専門校 令和5年4月
入校生 ①機械科（デュアルシステム） 
②サービス実務科

28

対象▶①おおむね55歳未満の求職者 ②知
的障害のある求職者 試験日▶①②12月14
日㈬ 試験会場▶①同川口校、同熊谷校 ②
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
11月15日㈫～12月9日㈮（必着）に各校 問
合せ▶①同川口校（ 048・251・4481）、同熊
谷校（ 048・532・6559） ②県立職業能力開
発センター（ 048・651・1945）か県産業人
材育成課（ 048・830・4598）

使ってみませんか？
プラチナ・サポート・ショップ29

　高齢者の暮らしを支えるサービスを提供
している企業やお店が多数登録されていま
す。家族、ケアマネジャーも利用できます。 
問合せ▶県地域包括ケア課（ 048・830・
3256）

「空き家コーディネーター」に
ご相談ください!30

　解決に向けた提案や各種専門家の紹介、
費用の試算、所有者と活用希望者とのマッ
チングなどを行います。 対象▶空き家の所
有者、活用希望者など 申込▶電話か で
（特非）空家・空地管理センター（ 0120・336・
366） 問合せ▶県建築安全課（ 048・830・
5524）★一部有料

年末ジャンボ宝くじの発売について31
期間▶11月22日㈫～12月23日㈮ 問合せ▶県
財政課（ 048・830・2178）

COPD（慢性閉塞性肺疾患）を
ご存じですか32

　COPDは有害物質の吸入などによって
起こる進行性の疾患で、主な原因はたばこ
の煙です。長期に喫煙している人で、「少し
の動作で息切れしやすい」「かぜをひきやす
い、または治りにくい」「せきやたんが続く」
などの症状があれば、かかりつけ医や呼吸
器科を受診しましょう。 問合せ▶県健康長
寿課（ 048・830・3582）

緊急消防援助隊 関東ブロック合同訓練
ご理解・ご協力をお願いします33

期間▶11月29日㈫～30日㈬ 場所▶県環境
整備センター（寄居町）他 問合せ▶県消防課
（ 048・830・8410）

健康・栄養調査にご協力ください34
　県民の生活や食事など健康状態の実態
を把握し、健康づくり施策に生かすための
大切な調査です。対象世帯には調査員が訪
問します。 対象▶県内23地区 期間期間▶11～12
月 問合せ▶県健康長寿課（ 048・830・
3585）

正社員になろうプロジェクト
合同企業説明会・面接会35

対象▶おおむね30～40代で県内企業への
正社員就職を希望する人 日時▶11月17日
㈭12：00～16：00 場所▶ソニックシティ（さい
たま市大宮区） 申込▶  問合せ▶同プロ
ジェクト事務局（ 0120・555・843）

中小企業のためのデジタル活用
オンラインセミナー36

対象▶県内に事業所がある中小企業の経
営者や従業員 日時▶令和5年1月26日㈭
13：30～15：30 開催方法▶オンライン（Zoom） 
申込み▶ かFAXで、デジタル人材育成事
務局（ 048・762・3040 048・762・3501） 
問合せ▶県産業人材育成課（ 048・830・
4598）

多重債務者無料相談会37
対象▶借金でお困りの人 日時▶11月9日㈬～
23日（水・祝）のうち全10回各10：00～16：00
（時間は一部例外あり） 場所▶さいたま市、
熊谷市他 申込▶11月22日㈫までに予約専
用電話（ 048・862・0500土・日曜、祝日を除
く） 問合せ▶県消費生活課（ 048・830・2930）
★申込順
生活困りごと相談会38

対象▶コロナ禍や物価高騰で生活に困窮し
ている人 日時▶①11月6日㈰ ②11月20日
㈰ ③11月26日㈯ ④11月27日㈰各11：00～
15：00 場所▶①熊谷ハートピア ②越谷サン
シティ ③東松山市総合会館 ④浦和コルソ 
問合せ▶県社会福祉課（ 048・830・3271）
★先着順

新型コロナワクチン接種
県集団接種会場をご利用ください
11月3日から南部会場を開設

39

場所▶南部（さいたま市大宮区・ソニックシ
ティビル）、東部（越谷市・南越谷ラクーン）、
西部（川越市・山崎ビル）、北部（熊谷市・ニッ
トーモール） 接種予約▶  問合せ▶埼玉県
ワクチン接種センター相談窓口（ 0570・
071・077）
適切な価格転嫁を推進しています40

　原材料費やエネルギーコストの上昇が、
中小企業の経営を圧迫しています。県で
は国や経済団体、労働組合と連携して中小
企業が適切に価格転嫁できるよう取り組
んでいます。賃上げを実現するため、事業
者の皆さまは、積極的に「パートナーシップ
構築宣言」を行うなど価格転嫁にご協力く
ださい。 問合せ▶県産業労働政策課（
048・830・3702）

11月12日～25日は
「女性に対する暴力をなくす運動」期間41

　「性暴力を、なくそう」をテーマに、DVや
性暴力に関する相談窓口が掲載されたカー
ドなどを配布する他、「パープルライトアッ
プ」を実施します。問合せ▶県人権・男女共
同参画課（ 048・830・2925）

11月は個人事業税第2期の納期です42
　個人事業税は、県内に事務所などを設け
て事業を行っている個人で、一定額以上の
事業の所得のある人に対して課税されま
す。第1期分とともに送付された納付書で納
税してください。スマートフォン決済アプリ
やクレジットカードを利用して納税するこ
ともできます。詳しくは納税通知書をご覧
ください。納付書を紛失した場合は再発行
します。 問合せ▶県税事務所か県税務課
（ 048・830・2664）★納税困難などの相談
は納期限までに県税事務所へ
子供の性被害防止43

　SNSをきっかけとした児童ポルノや児童
買春、わいせつ目的による略取誘拐など子
供がインターネットを介して性犯罪被害に
遭うケースが多発しています。被害に遭わ
ないためにインターネットの危険性とフィル
タリングの有効性を理解し、インターネット
利用に関する家庭内のルール作りをしま
しょう。問合せ▶県警察本部少年課（ 048・
832・0110㈹）
「黒い雨」に遭った方に対する
被爆者健康手帳交付手続きの開始44

対象▶次の2つの要件を満たしている人①
広島の「黒い雨」に遭ったこと ②障害を伴
う一定の疾病にかかっていること 問合せ▶

県疾病対策課（ 048・830・3583）

　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・結果の公表を行いま
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
でも閲覧または入手できます。（詳細は ）

埼玉県水道整備基本構想
（埼玉県水道ビジョン）改定案45

期間▶11月30日㈬まで 問合せ▶県生活衛生
課（ 048・830・3615）
埼玉県営水道長期ビジョン46

問合せ▶県水道企画課（ 048・830・7060）

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

公表

募集

クイズ＆
プレゼント

応募締切

11月15日㈫
（消印有効）

▶3人に①埼玉県推奨図書「びりびり」、▶3人に②埼玉県推奨図書「しゅくだい
がっしょう」、▶5人に③埼玉県民手帳（ペールグリーン）、▶3組6人に④ジョン
王2月18日㈯18：30公演のペアチケット、▶10人に⑤川越いも詰合せ(3kg)、▶
5人に⑥おいも in バウム(6個セット）､▶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）

11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

Q3年ぶりに開催 〇〇オープンデー

ロ ス

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

①
⑤

⑥

② ③

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10 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、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。

県民の日 「屋
や

台
たい

囃
ばや

子
し

の演奏」2
日時▶11月14日㈪10：30～11：00、13：30～
14：00、15：00～15：30（各回同一内容） 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）★当日先着順

犯罪被害者支援
県民のつどい20223

日時▶11月26日㈯13：30～16：30 場所▶とこ
ろざわサクラタウン 問合せ▶県防犯・交
通安全課（ 048・710・5036）か県警察本
部警務課犯罪被害者支援室（ 048・832・
0110㈹）

県土づくりキャンペーン
～土木・建築の魅力を体感しよう～
（ダム見学、下水道探索ツアーなど）
4

期間▶12月5日㈪まで 場所▶県内全域 申込
▶各イベントの問合せ先に確認 問合せ▶県土
整備政策課（ 048・830・5018）★有料イベン
トあり
ミニ門松を作りませんか!5

対象▶小学5年以上（小学生は保護者同伴） 
日時▶12月18日㈰10：00～12：00 場所▶サン
アメニティ北本キャンプフィールド 費用▶

800円 申込▶12月13日㈫までに電話か で
（公財）さいたま緑のトラスト協会（ 048・824・
3661）★申込順

埼玉県和文化フェスタ2022 
～和文化との出会い、そして後世につなぐ～6

日時▶11月12日㈯、13日㈰各10：00～18：00  
場所▶イオンレイクタウンmori（越谷市） 問
合せ▶県文化振興課（ 048・830・2882）★有
料イベントあり

県狭山丘陵自然観察会
「丘陵・台地とトトロの風景」7

対象▶高校生以上 日時▶11月27日㈰9：30～
14：30 集合場所▶下山口駅 費用▶500円 申
込▶県狭山丘陵いきものふれあいの里セン
ター（ 04・2939・9412）★申込順

たまアリ△タウンけやきひろば
イルミネーション2022-23
「Brilliant Earth Garden」

8

日時▶11月12日㈯～令和5年2月14日㈫
17：00～24：00 場所▶けやきひろば（さいた
ま市中央区） 問合せ▶さいたまスーパーア
リーナ（ 048・601・1122）

県立文書館 地図教室
「天然記念物『長瀞』の地形を読み解く」9

対象▶中学生以上 日時▶12月11日㈰9：50～
12：30 集合場所▶県立自然の博物館（長瀞
町） 費用▶300円 申込▶11月25日㈮17：00
までに  問合せ▶県立文書館（ 048・865・
0112）★抽選

県農業大学校祭
「秋の収穫大感謝祭」10

日時▶11月12日㈯10：00～15：00 場所・問合
せ▶同校（熊谷市 048・501・6845）
企画展「桃源郷通行許可証」11

期間▶令和5年1月29日㈰まで 費用▶1,200
円 場所・問合せ▶県立近代美術館（さいたま
市浦和区 048・824・0111）
埼玉県省エネ住宅フェア12

日時▶12月3日㈯10：00～16：30 場所▶浦和
コルソ（さいたま市浦和区） 問合せ▶県住宅
課（ 048・830・5571）

天体SHOW
～ふたご座流星群を観察しよう～13

対象▶小学生以上とその保護者 日時▶12月
17日㈯15：30～18日㈰11：30（1泊2日） 費用▶

3,630円 申込▶11月15日㈫17：00までに  場
所・問合せ▶県立大滝げんきプラザ（秩父市
0494・55・0014）★抽選
特別展 「The 蛇

じゃ

紋
もん

岩
がん

」14
期間▶令和5年2月26日㈰まで 費用▶200円 
場所・問合せ▶県立自然の博物館（長瀞町
0494・66・0404）

情報の探しかた講座
①起業に関する情報 ②統計の探し
かた ③視聴覚資料の探しかた 他

15

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22日㈫14：00～15：45 ②11月
27日㈰14：00～15：30 ③12月1日㈭14：00～
15：00 場所▶県立熊谷図書館 申込▶電話、
直接か で同館（ 048・523・6291）★申込
順。複数講座申込可
「働けなかった私たちの本音」講話16

対象▶15～49歳（中学卒業以上）の未就労者
とその家族 日時▶11月17日㈭14：00～15：45 
場所▶草加市立勤労福祉会館 申込▶電話
で若者自立支援センター埼玉（ 048・255・
8680）★申込順 

彩の国環境大学公開講座
「CESS7つの謎」17

日時▶11月23日（水・祝）13：00～15：00 場所▶

県環境科学国際センター（加須市） 申込▶

11月22日㈫までに電話、 かFAX（ を明
記）で同センター（ 0480・73・8363 0480・
70・2054）★申込順

ハリー杉山氏によるトークショー
「ケアラーについて、今知ってほしい」18

日時▶11月21日㈪14：30～16：00 場所▶県民
健康センター（さいたま市浦和区） 申込▶11
月7日㈪までに電話か で県地域包括ケア
課( 048・830・3266)★抽選
骨髄ドナー登録説明員養成講座19

対象▶18歳以上 日時▶11月28日㈪10：00～
15：30 場所▶衛生会館（県庁内） 申込▶11
月17日㈭までに  問合せ▶県疾病対策課
（ 048・830・3598）★申込順

第16回本多静六賞候補者20
対象▶埼玉県にゆかりがあり、学術研究
または実践活動により緑と共生する社会
づくりに貢献した個人または団体 申込▶

を参照の上、12月9日㈮までに県森づくり
課（ 048・830・4301）
埼玉県高等学校等奨学金21

対象▶保護者が県内在住で進学を希望する
中学3年（要件あり） 申込▶申請書（在学校で
入手）と必要書類を令和5年1月31日㈫まで
に県教育局財務課（ 048・830・6658）
第64回関東ブロック民俗芸能大会22

日時▶11月27日㈰12：30～17：00 場所▶ウェ
スタ川越 申込▶11月21日㈪（必着）までに
か往復はがき（ を明記（1度に2人まで））
で県文化資源課（ 048・830・6981）

第75回全国植樹祭の
大会テーマを募集します23

申込▶12月16日㈮（消印有効）までに 、
はがきかFAX（ と大会テーマ、テーマの
説明（作品への思い・意図、埼玉に対する
思いなどを50～150字程度）、児童・生徒の
場合は学校名・学年を明記）で県森づくり課
（県庁内 048・830・4306 048・830・4839）
★選考
外国人お助けボランティア育成研修24

日時▶11月23日（水・祝）13：00～16：00 場所▶

所沢市民文化センター ミューズ 申込▶  
問合せ▶埼玉県多文化共生ボランティア
育成事務局（ 048・762・6250）、県国際課
（ 048・830・2714）★申込順

公益信託武蔵野銀行
みどりの基金助成事業25

対象▶県内の営利を目的としない法人・団
体・個人 申込▶募集要領（同行各営業店か
で入手）を参照の上、12月16日㈮までに

三菱UFJ信託銀行（ 0120・622・372） 問合
せ▶同信託銀行か同行（ 048・641・6111）

三
さん

富
とめ

地域の平地林散策と
さといも収穫体験1

対象▶小学生以下は保護者同伴 日時▶

11月23日（水・祝）9：00～12：00 集合場所▶川
越南文化会館 費用▶500円（さといも1株
収穫） 申込▶11月14日㈪（必着）までに 、
はがきかFAX（参加者全員の と生年月
日、メールアドレス（ある人のみ）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ウェスタ川越内 049・242・
1808 049・243・7233）★抽選

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）。

11月号 2022
No.622

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

  5日 ぶら街めぐり 朝霞市

12日 大宮公園 池の水抜いてみよう！
19日 日本の度量衡を護れ！ 計量検定所
26日 みんなおいで！ こどもの居場所

こんにちは県議会です
10：00～10：15
 6日㈰ 特別委員会だより①
13日㈰ 特別委員会だより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。

　元乃木坂46の新内
眞衣さんと出身地の朝
霞市をぶら街めぐり！ 
朝霞といえば？といった
スポットやお祭りに密
着。あなたの知らない
朝霞がそこにあります。

新内眞衣さん
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県内在住の人にS席のみ優先販売いたします。
【受付期間】11月4日（金）10：00～11日（金）23：29
【申込方法】県内にあるセブン-イレブン店内のマルチコピー

機から［チケット］→［セブンチケット］→［セブン
コード検索］で［097-972］（手数料無料）

★申込順。1人4枚まで。

彩の国さいたま芸術劇場

財団チケットセンター(公財)埼玉県芸術文化振興財団問 TEL 0570・064・939

PRESENT

「ジョン王」2月18日
（土）18：30公演のペア
チケットを3組6人にプ
レゼント！詳細は「クイズ
＆プレゼント」参照。

県民優先販売

　彩の国シェイクスピア・シ
リーズ、ついに真の完結。混
沌の世界で、王も、市民も、生
きぬく道を探す―。戦争に振
り回される人間たちを描く、
幻の歴史劇！

【公演期間】令和5年2月17日（金）～24日（金）［全8回］
【場所】埼玉会館 大ホール（さいたま市浦和区）
【料金】S席：11,000円  
　　   A席：9,000円
　　   B席：7,000円　
　　   ★U-25（B席対象）：2,000円
★25歳以下は入場時要身分証明書
【一般発売】11月12日（土）～ ▲チケット購入はこちら

彩の国シェイクスピア・シリーズ

作 ： W.シェイクスピア　演出 ： 吉田鋼太郎
主な出演者 ： 小栗 旬 吉田鋼太郎 他

高校生、大学生などの学生のみなさまへ

　若い人であっても、新型コロナに感染した後、重症化することや長引
く症状（いわゆる後遺症）が生じることがあります。自身の健康を守る
ため、ぜひ接種を検討してください。

新型コロナウイルス感染症関連情報 県ワクチン対策担当問
TEL 048・830・3557

従来型ワクチンを上回るオミクロン株への効果が期待されています。

オミクロン株対応２価ワクチン

18歳以上 モデルナ社または
ファイザー社のワクチン

ファイザー社の
ワクチン

　基礎疾患があるなど「重症化リスクが高い方」は
特に接種をおすすめしています。
★接種にあたっては、あらかじめ、かかりつけ医などとよく相談してください。

冬休みや受験シーズンを迎える前に
早めのワクチン接種を検討してください

始まっています

★初回接種（1・2回目接種）は従来型ワクチンの接種となります。
★国において、接種間隔の短縮が検討されています。（R4.10.18時点）

12～17歳

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10月18日（火）現在の情報をもとに作成しています。



県政サポーター募集!
「みんなの声でよりよい埼玉へ」26

対象▶満16歳以上でホームページの閲覧や
メールの利用が日本語でできる人 申込▶
を参照の上、県民広聴課（ 048・830・2850）
埼玉県議会フォトコンテスト作品27

申込▶応募要領（ で入手）を参照の上、11
月10日㈭までに県議会事務局政策調査課
（ 048・830・6257）★選考

県立高等技術専門校 令和5年4月
入校生 ①機械科（デュアルシステム） 
②サービス実務科

28

対象▶①おおむね55歳未満の求職者 ②知
的障害のある求職者 試験日▶①②12月14
日㈬ 試験会場▶①同川口校、同熊谷校 ②
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
11月15日㈫～12月9日㈮（必着）に各校 問
合せ▶①同川口校（ 048・251・4481）、同熊
谷校（ 048・532・6559） ②県立職業能力開
発センター（ 048・651・1945）か県産業人
材育成課（ 048・830・4598）

使ってみませんか？
プラチナ・サポート・ショップ29

　高齢者の暮らしを支えるサービスを提供
している企業やお店が多数登録されていま
す。家族、ケアマネジャーも利用できます。 
問合せ▶県地域包括ケア課（ 048・830・
3256）

「空き家コーディネーター」に
ご相談ください!30

　解決に向けた提案や各種専門家の紹介、
費用の試算、所有者と活用希望者とのマッ
チングなどを行います。 対象▶空き家の所
有者、活用希望者など 申込▶電話か で
（特非）空家・空地管理センター（ 0120・336・
366） 問合せ▶県建築安全課（ 048・830・
5524）★一部有料

年末ジャンボ宝くじの発売について31
期間▶11月22日㈫～12月23日㈮ 問合せ▶県
財政課（ 048・830・2178）

COPD（慢性閉塞性肺疾患）を
ご存じですか32

　COPDは有害物質の吸入などによって
起こる進行性の疾患で、主な原因はたばこ
の煙です。長期に喫煙している人で、「少し
の動作で息切れしやすい」「かぜをひきやす
い、または治りにくい」「せきやたんが続く」
などの症状があれば、かかりつけ医や呼吸
器科を受診しましょう。 問合せ▶県健康長
寿課（ 048・830・3582）

緊急消防援助隊 関東ブロック合同訓練
ご理解・ご協力をお願いします33

期間▶11月29日㈫～30日㈬ 場所▶県環境
整備センター（寄居町）他 問合せ▶県消防課
（ 048・830・8410）

健康・栄養調査にご協力ください34
　県民の生活や食事など健康状態の実態
を把握し、健康づくり施策に生かすための
大切な調査です。対象世帯には調査員が訪
問します。 対象▶県内23地区 期間期間▶11～12
月 問合せ▶県健康長寿課（ 048・830・
3585）

正社員になろうプロジェクト
合同企業説明会・面接会35

対象▶おおむね30～40代で県内企業への
正社員就職を希望する人 日時▶11月17日
㈭12：00～16：00 場所▶ソニックシティ（さい
たま市大宮区） 申込▶  問合せ▶同プロ
ジェクト事務局（ 0120・555・843）

中小企業のためのデジタル活用
オンラインセミナー36

対象▶県内に事業所がある中小企業の経
営者や従業員 日時▶令和5年1月26日㈭
13：30～15：30 開催方法▶オンライン（Zoom） 
申込み▶ かFAXで、デジタル人材育成事
務局（ 048・762・3040 048・762・3501） 
問合せ▶県産業人材育成課（ 048・830・
4598）

多重債務者無料相談会37
対象▶借金でお困りの人 日時▶11月9日㈬～
23日（水・祝）のうち全10回各10：00～16：00
（時間は一部例外あり） 場所▶さいたま市、
熊谷市他 申込▶11月22日㈫までに予約専
用電話（ 048・862・0500土・日曜、祝日を除
く） 問合せ▶県消費生活課（ 048・830・2930）
★申込順
生活困りごと相談会38

対象▶コロナ禍や物価高騰で生活に困窮し
ている人 日時▶①11月6日㈰ ②11月20日
㈰ ③11月26日㈯ ④11月27日㈰各11：00～
15：00 場所▶①熊谷ハートピア ②越谷サン
シティ ③東松山市総合会館 ④浦和コルソ 
問合せ▶県社会福祉課（ 048・830・3271）
★先着順

新型コロナワクチン接種
県集団接種会場をご利用ください
11月3日から南部会場を開設

39

場所▶南部（さいたま市大宮区・ソニックシ
ティビル）、東部（越谷市・南越谷ラクーン）、
西部（川越市・山崎ビル）、北部（熊谷市・ニッ
トーモール） 接種予約▶  問合せ▶埼玉県
ワクチン接種センター相談窓口（ 0570・
071・077）
適切な価格転嫁を推進しています40

　原材料費やエネルギーコストの上昇が、
中小企業の経営を圧迫しています。県で
は国や経済団体、労働組合と連携して中小
企業が適切に価格転嫁できるよう取り組
んでいます。賃上げを実現するため、事業
者の皆さまは、積極的に「パートナーシップ
構築宣言」を行うなど価格転嫁にご協力く
ださい。 問合せ▶県産業労働政策課（
048・830・3702）

11月12日～25日は
「女性に対する暴力をなくす運動」期間41

　「性暴力を、なくそう」をテーマに、DVや
性暴力に関する相談窓口が掲載されたカー
ドなどを配布する他、「パープルライトアッ
プ」を実施します。問合せ▶県人権・男女共
同参画課（ 048・830・2925）

11月は個人事業税第2期の納期です42
　個人事業税は、県内に事務所などを設け
て事業を行っている個人で、一定額以上の
事業の所得のある人に対して課税されま
す。第1期分とともに送付された納付書で納
税してください。スマートフォン決済アプリ
やクレジットカードを利用して納税するこ
ともできます。詳しくは納税通知書をご覧
ください。納付書を紛失した場合は再発行
します。 問合せ▶県税事務所か県税務課
（ 048・830・2664）★納税困難などの相談
は納期限までに県税事務所へ
子供の性被害防止43

　SNSをきっかけとした児童ポルノや児童
買春、わいせつ目的による略取誘拐など子
供がインターネットを介して性犯罪被害に
遭うケースが多発しています。被害に遭わ
ないためにインターネットの危険性とフィル
タリングの有効性を理解し、インターネット
利用に関する家庭内のルール作りをしま
しょう。問合せ▶県警察本部少年課（ 048・
832・0110㈹）
「黒い雨」に遭った方に対する
被爆者健康手帳交付手続きの開始44

対象▶次の2つの要件を満たしている人①
広島の「黒い雨」に遭ったこと ②障害を伴
う一定の疾病にかかっていること 問合せ▶

県疾病対策課（ 048・830・3583）

　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・結果の公表を行いま
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
でも閲覧または入手できます。（詳細は ）

埼玉県水道整備基本構想
（埼玉県水道ビジョン）改定案45

期間▶11月30日㈬まで 問合せ▶県生活衛生
課（ 048・830・3615）
埼玉県営水道長期ビジョン46

問合せ▶県水道企画課（ 048・830・7060）

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

公表

募集

クイズ＆
プレゼント

応募締切

11月15日㈫
（消印有効）

▶3人に①埼玉県推奨図書「びりびり」、▶3人に②埼玉県推奨図書「しゅくだい
がっしょう」、▶5人に③埼玉県民手帳（ペールグリーン）、▶3組6人に④ジョン
王2月18日㈯18：30公演のペアチケット、▶10人に⑤川越いも詰合せ(3kg)、▶
5人に⑥おいも in バウム(6個セット）､▶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）

11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

Q3年ぶりに開催 〇〇オープンデー
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県内在住の人にS席のみ優先販売いたします。
【受付期間】11月4日（金）10：00～11日（金）23：29
【申込方法】県内にあるセブン-イレブン店内のマルチコピー

機から［チケット］→［セブンチケット］→［セブン
コード検索］で［097-972］（手数料無料）

★申込順。1人4枚まで。

彩の国さいたま芸術劇場

財団チケットセンター(公財)埼玉県芸術文化振興財団問 TEL 0570・064・939

PRESENT

「ジョン王」2月18日
（土）18：30公演のペア
チケットを3組6人にプ
レゼント！詳細は「クイズ
＆プレゼント」参照。

県民優先販売

　彩の国シェイクスピア・シ
リーズ、ついに真の完結。混
沌の世界で、王も、市民も、生
きぬく道を探す―。戦争に振
り回される人間たちを描く、
幻の歴史劇！

【公演期間】令和5年2月17日（金）～24日（金）［全8回］
【場所】埼玉会館 大ホール（さいたま市浦和区）
【料金】S席：11,000円  
　　   A席：9,000円
　　   B席：7,000円　
　　   ★U-25（B席対象）：2,000円
★25歳以下は入場時要身分証明書
【一般発売】11月12日（土）～ ▲チケット購入はこちら

彩の国シェイクスピア・シリーズ

作 ： W.シェイクスピア　演出 ： 吉田鋼太郎
主な出演者 ： 小栗 旬 吉田鋼太郎 他

高校生、大学生などの学生のみなさまへ

　若い人であっても、新型コロナに感染した後、重症化することや長引
く症状（いわゆる後遺症）が生じることがあります。自身の健康を守る
ため、ぜひ接種を検討してください。

新型コロナウイルス感染症関連情報 県ワクチン対策担当問
TEL 048・830・3557

従来型ワクチンを上回るオミクロン株への効果が期待されています。

オミクロン株対応２価ワクチン

18歳以上 モデルナ社または
ファイザー社のワクチン

ファイザー社の
ワクチン

　基礎疾患があるなど「重症化リスクが高い方」は
特に接種をおすすめしています。
★接種にあたっては、あらかじめ、かかりつけ医などとよく相談してください。

冬休みや受験シーズンを迎える前に
早めのワクチン接種を検討してください

始まっています

★初回接種（1・2回目接種）は従来型ワクチンの接種となります。
★国において、接種間隔の短縮が検討されています。（R4.10.18時点）

12～17歳

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10月18日（火）現在の情報をもとに作成しています。



川越いもの代表的品種

　三芳町川越いも振興会では、江戸時代から伝わる農業の知恵を生かし、
さつまいもづくりにまい進しています。長年の活動が認められ、第54回農林
水産祭・むらづくり部門において、天皇杯を受賞しました。
　各農家にも後継者が現れ、その伝統は受け継がれています。

直売所が軒を連ねる
「いも街道」※
　シーズンにはのぼりが立ち並び、さつまいもの
直売が行われます。アイスや羊羹、焼酎などさつ
まいもを使った加工品を販売している農家も！

日本農業遺産
「武蔵野の落ち葉堆肥農法」
　平地林の落ち葉を使った江戸時代から続く伝
統農法により、さつまいもを栽培。平地林の落ち
葉を１～３年ほど醗酵させてから畑にすき込む
農法で、手間と愛情をかけてつくられています。

▲埼玉ブランド農産物やお取り寄
せサイトなど県農産物の総合サ
イトです。

ＳＡＩＴＡＭＡ
わっしょい！　自家製バウムクーヘンに埼玉県産さ

つまいもを使用したスイートポテトを詰
め、サクっと香ばしく焼き上げました。

　別名「さつまいもの女王」。
１２０年続く伝統あるさつま
いも。栗のようにホクホクし
た黄色い身は上品な甘さ。
天ぷらがイチオシです。

　最も多く栽培されている
品種。中は黄色くホクホクし
ていて、甘い。焼き芋はもち
ろん、天ぷらやポテトサラダ
などいろいろな食べ方で楽
しめます。

　２０１３年に誕生した新しい
品種。さつまいも界の新星
とも言える絹のような舌触
りで、蜂蜜のようなコクがあ
る抜群の甘みが特徴です。

三芳町川越いも振興会事務局（三芳町役場内）問 TEL 049・258・0019

苺の里 Strawberry Garden問
TEL 049・299・5157

※関越自動車道所沢インターから約10分、三芳スマートIC（上り）
　から約5分のけやき並木どおり（三芳町上富）一帯

　川越いもは「栗より（九里、四里）うまい十三里
（約51km）」と江戸と川越の距離をもじり、古くか
らそのおいしさが伝えられ、今なお味わうことが
できる上質なさつまいもです。
　料理やお菓子、健康食・美容食としても注目さ
れています。「おいしい・たのしい・からだにいい」
１１月が旬のさつまいもを楽しんでみませんか。

県農業ビジネス支援課問 TEL 048・830・4107
★川越いもは直売所などで買うことができます。

紅赤
べにあか

ベニ
アズマ

シルク
スイート

三芳町川越いも振興会　島田会長に話を伺いました！　

おいも in バウム
　さつまいも本来の味わいはそのまま
に、なめらかな食感に仕上げています。ど
んな飲み物とも相性が良いケーキです。
朝田晋平オーナーシェフ　
パティスリーアプラノス

問

TEL 048・826・5656

いもンブラン

とってもおいしい埼玉県産さつまいもスイーツ♪

PRESENT

川越いも詰め合わせ（3kg）を10人に、おい
も in バウム6個セットを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。

　川越地域（川越市、所沢市、狭山市、三芳町）でさつまい
も栽培が盛んに行われるようになったのは江戸時代のこ
と。武蔵野台地にある川越藩とそこに隣接する地域で生産
されるさつまいもが「川越いも」と呼ばれ始めました。

とは?

１１月は埼玉県地産地消月間

栗よりうまい 十三里

伝統の
川越いも

　県では、新米をはじめ農産物の種類が豊富な11月を
「埼玉県地産地消月間」と定めています。県産の新鮮でお
いしい農産物をたくさん食べて「近いが うまい 埼玉産」
を感じてみてください。

埼玉県地産地消月間

川越いも

埼玉県農産物ポータルサイト

三芳町川越いも振興会　
会長 島田さん

三芳町

サクッと＆
しっとり♪

トキメキの
スイーツ♪毛呂山町西大久保1014-2場所 さいたま市南区沼影1-1-20 

フィオレッタ武蔵野103
場所
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