
埼玉が育てた自然の恵み

詳しくは中面をご覧ください

　日ごろの買い物は近くのスーパーで済ませ
ることが多いですよね。実は、埼玉では、畜産農
家の直売所で新鮮な食材も買うことができるっ
て、知っていましたか？少し足を延ばしてみると
新しい発見があるかも。
　埼玉の豊かな自然と温暖な気候の中で、愛情
をかけられて伸び伸びと育った牛・豚・鶏を味わ
おう！

～地元の牛・豚・鶏・卵を紹介～

ブルーバンブーファーム
ジェラート＆カフェ（熊谷市）

行って、食べて、楽しんで！
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だよりだより
の国

●県人口（令和4年10月1日現在）●総人口／7，337，173人（男3,641,725人 女3,695,448人 前月より673人減）●世帯数／3，238，212世帯

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。

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

リニューアル



牛・豚・鶏・卵牛・豚・鶏・卵

県畜産安全課問 TEL 048・830・4194

埼玉県産ブランド畜産物を
購入できる場所・お取り寄せ

　県内の農産物直売所や量販店の
地場産コーナーなどで買うことがで
きます。詳細はSAITAMAわっしょ
い！の各ブランド畜産物のＷＥＢを
ご覧ください。

PRESENT

深谷牛（250g）を5人に、サイボク ゴー
ルデンポークカレー(220g、中辛）2個
セットを5人に、坂斉養鶏場マドレーヌ
5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。

　柔らかい肉質の牛肉、脂に甘みのある豚肉、コクがあ
る鶏肉、プルっと新鮮な卵。埼玉には、新鮮な食材があふ
れています！行って、食べて、遊べる。新鮮食材や自然を
楽しめる牧場、直売所を紹介します。また、県一押しの埼
玉オリジナルブランドの畜産物もぜひ食べてみて。ブルーバンブーファーム

ジェラート＆カフェ

絶品ジェラートが楽しめる

　約100頭の牛を育てている牧場です。隣接
ショップでは、牧場の牛からとれたミルクを使っ
たジェラートが常時10種類以上楽しめます。

　酪農業界を明るくおしゃれ
に見せたい。そんな思いから
ジェラートショップをつくりまし
た。すぐ隣にある牧場の搾りた
ての牛乳でつくった新鮮な
ジェラートは、まろやかで、風味
豊かでオススメです！

日本一の
酪農経営を目指して

　本場欧州の国際食品品質コンテス
トでサイボクが受賞した「金メダル数」
は1000個に上り、世界にもハム・ソー
セージの品質・味は認められていま
す。ジューシーでキメ細かく、かむほど
にあふれる脂の甘味が特徴のサイボ
クのブランド豚「ゴールデンポーク」
を、ぜひ味わってください。

遊んで食べて
１日楽しめる場所です！

　産みたての新鮮な赤卵は味が
濃厚で予約しないと買えないほど
の大人気です。スイーツは産みた
て卵を使い、全て手作りでつくり、
おいしくて良いものをなるべく安く
販売しています。人気商品のマド
レーヌは電子レンジで軽く温める
とさらにおいしいですよ！

心のこもった卵で
手作りのスイーツを

店長　
青木さん

まろやかで新鮮なミルクを
使ったジェラート

　柔らかい肉質の牛肉、脂に甘みのある豚肉、コクがあ
る鶏肉、プルっと新鮮な卵。埼玉には、新鮮な食材があふ
れています！行って、食べて、遊べる。新鮮食材や自然を
楽しめる牧場、直売所を紹介します。また、県一押しの埼

まろやかで新鮮なミルクを
使ったジェラート

　牛肉には体の代謝に必要な酵素の働きを
助けるビタミン・ミネラルが多く含まれてい
て、老化予防にオススメです。
　県内の肉用牛飼養戸数は136戸、飼養頭数
は17,800頭となっています。（令和4年度）

鉄分
たっぷり

牛

豊富
なレシピ

豚

　タンパク質やビタミンB群などの栄養
素を豊富に含む豚肉は、疲労回復や健
康維持に欠かせない食材です。
　県内の飼養戸数は66戸、飼養頭数は
76,200頭です。（令和4年度）

低

脂肪
、高たんぱく

鶏・卵

　鶏肉は、牛肉や豚肉に比べて脂質が少なく低カロリーの食材です。また、卵にはタンパク質がたっぷり。
　県内の採卵鶏の飼養戸数は61戸、飼養羽数は2,608千羽です。（令和4年度）

TEL 048・501・6264

牧場直営の

おしゃれカフェ

自慢のサ
ーロイン

ステーキを
オリジナル

陶板で！

鮮度の高
いお肉・

ウインナー
、

地元の新
鮮野菜

が楽しめま
す

武州和牛

風味と甘さ、きめ細かい
肉質が特徴です。

［生産地］深谷市、本庄市、
羽生市、上里町、熊谷市

坂本牧場の焼き肉屋さん
ぎゅうや

坂本牧場の新鮮なお肉、いただきます！

　坂本牧場では、自家製の発酵飼料で、長い月日をかけて秩父牛を
飼育しています。愛情込めて飼育した牛肉は、噛みしめるほどに、旨
みが口の中で広がります。

TEL 0494・75・3798

埼玉県ブランド推進品目

あたたかさを感じる手作りログハウス▶

卵直売所の詳細はこちら▶

サイボク
企画広報課　
沼崎さん

社長　
坂斉さん

味わおう

畜産物の安全・安心！県民の食を守る！ 　県では、畜産業を支えるためにさまざまな取り組みを行っています。廃棄される牛乳を
削減するために、県民の皆さんに購入をお願いすることも。また、県内農場への支援を実
施しています。

ピックアップ事業

埼玉県優良生産管理農場の認定 卵肉兼用ブランド鶏を開発中
　「彩の国畜産物生
産ガイドライン」に取
り組んでいる農場の
中で、特に優れた衛
生管理を実施してい
る農場を認証してい
ます。

　採卵鶏農家の収益向上を図るため、卵も肉も食べら
れる独自のブランド採卵鶏を開発しています。

タマシャモ×高産卵性鶏
⇒オリジナル卵肉兼用ブランド鶏

ポイント１

タマシャモの血が入った貴重な卵ポイント2

タマシャモ譲りの高品質な肉ポイント3

■ 優良生産管理農場認証実績
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（戸）
その他
採卵鶏
豚
肉用牛
乳用牛

タマシャモ（肉用鶏）

高産卵性鶏

交配

選抜

改良

埼玉県オリジナル
卵肉兼用
ブランド鶏

深谷牛

愛情いっぱい！ネギ
の里で育った和牛
です。

［生産地］深谷市

彩さい牛

安全・安心とおいしさを
追求した牛肉です。

［生産地］神川町、本庄市、
深谷市、川島町

彩の国地鶏タマシャモ

地鶏のうま味を追求した一級品
です。

［生産地］深谷市、坂戸市、川越市

彩たまご

安全・安心を追求した究
極の卵です。

［生産地］熊谷市、狭山市

彩の夢味牛

後味の良い、さっぱ
りした甘味のある脂
質です。

［生産地］入間市
牛 豚 鶏 卵

埼玉
自慢の

サイボク
豚を通じた食と健康のテーマパーク

　牧場からはじまった緑豊かな土地に広がるサイボク園内は、レス
トラン、新鮮な豚肉や農産物直売所、アスレチック、温泉まで備えた
子供から大人まで楽しめる「豚のテーマパーク」。
訪れたら、笑顔になること間違いなし！

TEL 0120・112・922

坂斉養鶏場
産みたて卵と洋菓子

　産みたて卵とその卵をつかったお菓子が買える養鶏場です。
カステラ、マドレーヌ、プリンやロールケーキなど、おいしい卵を
使った洋菓子は絶品。２カ月前から予約を受け付けています。

TEL 0480・38・2464

さかさい
量り売りで
大人気の
産みたて卵♪

彩の国黒豚

エサにこだわり、純粋黒豚という本物
を追求しています。

［生産地］深谷市、熊谷市

心のこもった卵で
手作りのスイーツを

売り切れ
必至の

カステラ

世界に認められた味［営業時間］午前11時～午後7時
［場所］熊谷市間々田31-12

［営業時間］午前11時30分～午後2時
　　　　　土日は夜も営業　　午後5～9時
［場所］小鹿野町長留3544

［営業時間］午前9時～午後6時
［場所］日高市下大谷沢546

［営業時間］午前8時30分～午後6時
［場所］杉戸町遠野539

★お休みについては各施設などにご確認ください。

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 「おいしさ太鼓判！埼玉県産ブランド畜産物」
　埼玉県には「畜産」のイメージがあまりな
いかもしれませんが、県北部を中心に畜産
農家があり、多くの乳牛、肉用牛、豚、採卵鶏
などが飼育されています。
県内の令和２年の農畜産物の売上額であ

る農業産出額は、１，６７８億円で、そのうち畜産
は２４５億円（１４．６パーセント）を占め、野菜、米
に次ぐ三番目の基幹部門になっています。
　県内の畜産は、県民や首都圏住民に新鮮
で安全な食肉や牛乳・乳製品等を安定的に
供給する重要な役割を担っています。
生産者の皆さんは、飼料や飼育期間などを

工夫し、おいしい畜産物を生産しています。

　また、大消費地である首都圏に位置する
「地の利」を生かし、自ら畜産物を加工・販売
する取組も盛んです。直営店、道の駅、地域
の直売所やスーパーなどで、生産者こだわ
りの畜産物を購入したり味わったりすること
ができます。
　県公式観光サイト「ちょこたび埼玉」で特
集している「武州和牛」をはじめとする県産
牛肉を、生産者や牧場の直営店、取扱いの
ある飲食店、通信販売などで、是非お楽しみ
ください。
　県立熊谷農業高校の生徒が彩の国黒豚
を育てているのはご存じですか。昨年、生徒

たちが愛情込めて育てた彩の国黒豚が初め
て出荷され、県内の量販店でＰＲ販売が行わ
れました。生産者として生徒も販売に参加
し、消費者との交流を楽しみました。
　県内の畜産物の中には、この紙面でご紹
介した７つの県ブランド推進品目以外にも、
農家独自のブランド畜産物がたくさんあり
ます。
　食事ができる直営店や、牧場体験のでき
る畜産農家もあるので、観光を兼ねて行く
もよし、通販や直営店などで購入し、ご自宅
で味わうのもよし、近くておいしい埼玉県の
畜産物を堪能してください。

2 3この広報紙は11月16日（水）現在の情報をもとに作成しています。 次号（1月号）は1月1日の新聞折り込みなどで配布します。
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トラン、新鮮な豚肉や農産物直売所、アスレチック、温泉まで備えた
子供から大人まで楽しめる「豚のテーマパーク」。
訪れたら、笑顔になること間違いなし！

TEL 0120・112・922

子供から大人まで楽しめる「豚のテーマパーク」。

坂斉養鶏場
産みたて卵と洋菓子

　産みたて卵とその卵をつかったお菓子が買える養鶏場です。
カステラ、マドレーヌ、プリンやロールケーキなど、おいしい卵を
使った洋菓子は絶品。２カ月前から予約を受け付けています。

TEL 0480・38・2464

さかさい
量り売りで
大人気の
産みたて卵♪

彩の国黒豚

エサにこだわり、純粋黒豚という本物
を追求しています。

［生産地］深谷市、熊谷市

心のこもった卵で
手作りのスイーツを

売り切れ
必至の

カステラ

世界に認められた味［営業時間］午前11時～午後7時
［場所］熊谷市間々田31-12

［営業時間］午前11時30分～午後2時
　　　　　土日は夜も営業　　午後5～9時
［場所］小鹿野町長留3544

［営業時間］午前9時～午後6時
［場所］日高市下大谷沢546

［営業時間］午前8時30分～午後6時
［場所］杉戸町遠野539

★お休みについては各施設などにご確認ください。

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 「おいしさ太鼓判！埼玉県産ブランド畜産物」
　埼玉県には「畜産」のイメージがあまりな
いかもしれませんが、県北部を中心に畜産
農家があり、多くの乳牛、肉用牛、豚、採卵鶏
などが飼育されています。
県内の令和２年の農畜産物の売上額であ

る農業産出額は、１，６７８億円で、そのうち畜産
は２４５億円（１４．６パーセント）を占め、野菜、米
に次ぐ三番目の基幹部門になっています。
　県内の畜産は、県民や首都圏住民に新鮮
で安全な食肉や牛乳・乳製品等を安定的に
供給する重要な役割を担っています。
生産者の皆さんは、飼料や飼育期間などを

工夫し、おいしい畜産物を生産しています。

　また、大消費地である首都圏に位置する
「地の利」を生かし、自ら畜産物を加工・販売
する取組も盛んです。直営店、道の駅、地域
の直売所やスーパーなどで、生産者こだわ
りの畜産物を購入したり味わったりすること
ができます。
　県公式観光サイト「ちょこたび埼玉」で特
集している「武州和牛」をはじめとする県産
牛肉を、生産者や牧場の直営店、取扱いの
ある飲食店、通信販売などで、是非お楽しみ
ください。
　県立熊谷農業高校の生徒が彩の国黒豚
を育てているのはご存じですか。昨年、生徒

たちが愛情込めて育てた彩の国黒豚が初め
て出荷され、県内の量販店でＰＲ販売が行わ
れました。生産者として生徒も販売に参加
し、消費者との交流を楽しみました。
　県内の畜産物の中には、この紙面でご紹
介した７つの県ブランド推進品目以外にも、
農家独自のブランド畜産物がたくさんあり
ます。
　食事ができる直営店や、牧場体験のでき
る畜産農家もあるので、観光を兼ねて行く
もよし、通販や直営店などで購入し、ご自宅
で味わうのもよし、近くておいしい埼玉県の
畜産物を堪能してください。

2 3この広報紙は11月16日（水）現在の情報をもとに作成しています。 次号（1月号）は1月1日の新聞折り込みなどで配布します。



　パワーハラスメントやセクシュアルハラスメント、マタニティハラスメントなど、職場のハ
ラスメントは働く人の尊厳を不当に傷つける、社会的に許されない行為です。
　もしも、ハラスメントの被害に遭ったり見かけたりしたら、まずは周囲の人、会社の窓口、
外部の相談窓口などに相談しましょう。

【講師】公認心理師・産業カウンセラー　宮川 浩一 氏
【日時】12月21日（水）午後6時30分～8時
【場所】飯能市役所　本庁舎別館会議室2・3
★無料・要予約県多様な働き方推進課問 TEL 048・830・4518

12月は「職場のハラスメント対策強化月間」です 令和4年4月からパワハラ防止措置は全企業の義務になりました
あなたの周りにありませんか？

職場で起きやすいハラスメント

パワハラ
パワー
ハラスメント

セクハラ
セクシュアル
ハラスメント

マタハラ
マタニティ
ハラスメント

職場のハラスメント

●殴る、物を投げつける
●人格を否定する、長時間の激しい叱責
●集団で無視をする
●過大・過小な要求をする　など

●性的な関係を要求する
●身体を触る　など

●妊娠・出産・育児休業などに
　関して制度利用を阻害したり、
　就労環境を害したりする　など

職場におけるハラスメント対処法

相談窓口

勤労者向けセミナー情報

【相談日時】月～金　午前9時～午後4時30分
　　　　　　 （土・日、祝日、12月29日～1月3日を除く）
【場所】さいたま市浦和区高砂3-15-1（県庁第二庁舎1階）
TEL 048・830・4522

県労働相談センター

【相談日時】月～金　午前8時30分～午後5時
　　　　　（土・日、祝日、12月29日～1月3日を除く）
【場所】さいたま市中央区新都心11-2 ランド・アクシス・タワー16階
TEL 048・600・6210

埼玉労働局雇用環境・均等室

●メモや録音などで被害の状況を記録
●周囲の人、会社の窓口や人事担当者に相談
●外部の相談窓口に相談

ハラスメントの被害にあったら
　ハラスメントは我慢していても解決しません。逆にエス
カレートする可能性もあります。行動することが大事です。

行動のポイント

▲申し込みはこちら

他のセミナーも
あります

　障害を理由とする差別をなくし、すべての人が地域の中で共に手を取り合って暮らすことのできる「共生社会」の実現の
ためには、一人ひとりの気付きや合理的配慮が大切です。

12月3日～9日は「障害者週間」「埼玉県共生社会づくり推進週間」

進めよう！
心のバリアフリー 共生社会づくり

　外見からは分から
なくても、援助や配
慮を必要としている
人のためのマークで
す。マスクの着用が
難しい人、アルコー
ル等での手指消毒が
できない人も利用し
ています。

　振付家・ダンサーである近藤良平氏（コ
ンドルズ主宰、彩の国さいたま芸術劇場芸
術監督）の演出による個性的で心揺さぶる
ダンス。共生社会、心のバリアフリーを体現
したダンスをぜひご覧ください。　障害や障害者に対する理解を深

め、共生の心を育む地域づくりを推
進するための、記念式典や講演を行
います。

みんな幸せ・共生社会・
県民のつどい
入場無料・事前申し込み不要

★「内宿駅」から無料送迎バスで約5分

【日時】12月4日（日）
　　　午前10時～午後3時40分
【場所】県民活動総合センター（伊奈町）

「今日はきみ こんどはぼくが あいにいく」
近藤良平と障害者ダンスチーム「ハンドルズ」によるダンス公演

【日時】12月24日（土）午後２時開演　　　
【会場】埼玉会館（さいたま市浦和区）
【料金】全席指定2,000円
　　　障害のある人とその介助者1,000円

参加しよう！ 見に行こう！

PRESENT

「ハンドルズ」によるダンス公演ペアチケットを３組６人にプレゼント。
詳細は「クイズ&プレゼント」をご覧ください。

個性あふれる魅力的な障害者アートを展示・活用する企業を募集中！

県障害者福祉推進課問 TEL 048・830・3310

SAFチケットセンター問
TEL 0570・064・939

チケットの購入については県障害者アートフェスティバル実行委員会
（県障害者福祉推進課内）

問

TEL 048・830・3312

ヘルプマークを見たら、
思いやりのある行動を

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 新型コロナウイルス感染症総合サイト▶

計画的な
ワクチン接種を
　重症化予防のため、新型コロナワクチンの接種を検討しましょう。

年内に１・２回目接種の完了を検討しましょう
12歳以上 5歳から11歳

　１・２回目接種（初回接種）に使用して
いる従来型ワクチンは、年内で、国か
らの供給が終了する予定です。初回
接種またはオミクロン株に対応した２
価のワクチンでの追加接種を希望す
る人は、早めに接種してください。

３回目以降の接種間隔は３カ月です
　初回接種が完了した、もしくは前回の接種日から３カ月以上経過している12歳以上
の人を対象に３回目以降の接種を実施しています。

小児も３回目接種が受けられるようになりました
子供の感染者数の増加とともに、重症者数も増加傾向です。３回目接種を

行うことによりワクチンの効果が回復すると報告されています。２回目接種後
５カ月以上経過すると接種を受けられます。

生後６カ月から４歳
乳幼児の新型コロナワクチン接種
　乳幼児も新型コロナワクチンを受けられるようになりました。合計３回の接種
で、初回接種が完了します（３回で１セット）。

■ 使用するワクチンと1回目と2回目の接種間隔

まだ間に合います

ファイザー社の5～11歳用のワクチン使用するワクチン　

オミクロン株対応２価ワクチン使用するワクチン　 ファイザー社の６カ月～４歳用のワクチン使用するワクチン　

年末年始の新型コロナ流行に備えましょう！

ファイザー社
モデルナ社

武田社（ノババックス）

ワクチン
3週間
4週間
3週間

標準接種間隔

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



日程 対戦カード 会場

12月 3 日（土）

12月10日（土）

12月11日（日）

12月２４日（土）

12月２５日（日）

12月２５日（日）

NACK５スタジアム大宮

熊谷スポーツ文化公園陸上競技場

浦和駒場スタジアム

NACK５スタジアム大宮

浦和駒場スタジアム

熊谷スポーツ文化公園陸上競技場

大宮アルディージャVENTUS　VS
三菱重工浦和レッズレディース
ちふれASエルフェン埼玉　VS
サンフレッチェ広島レジーナ
三菱重工浦和レッズレディース　VS
INAC神戸レオネッサ
大宮アルディージャVENTUS　VS
日テレ・東京ヴェルディベレーザ
三菱重工浦和レッズレディース　VS
マイナビ仙台レディース
ちふれASエルフェン埼玉　VS
ノジマステラ神奈川相模原

　昨年9月に新しく開幕した日本初の女子プロサッカーリーグ「WE
リーグ」。全11クラブチーム中、埼玉は３チームが参戦。リーグ２年目の
頂点を目指し、熱い戦いが今、繰り広げられています。12月3日（土）は
NACK５スタジアム大宮（さいたま市大宮区）で「埼玉ダービー」も開
催。会場で皆さんも一緒にサッカーで盛り上がりましょう！

三菱重工浦和レッズ
レディース

12月に県内会場で開催するWEリーグの
試合日程（試合開始はすべて午後2時から）

PRESENT

各チームの「お楽しみグッズ詰め合わ
せ（タオルマフラー・選手サイン他）」
を、それぞれ１人にプレゼント。中身
は届いてからのお楽しみ。詳細は「ク
イズ＆プレゼント」をご覧ください。

県スポーツ振興課問 TEL 048・830・6959

ⒸURAWA REDS

大宮アルディージャ
VENTUS

ちふれAS
エルフェン埼玉

地域との交流を通して女子サッカーの楽しさを発信しています！

　サッカーや体を動かすことの楽しさを感じてもらうため
に開催した教室。当日は、幼稚園児17人と小学生の女子
49人、合わせて66人のキッズが全国から集まりました。
選手たちが考えた年齢
に応じたメニューや
ゲームを通し、終始笑
顔の絶えないコミュニ
ケーションを取り合う
ことができました。

選手主導のキッズサッカー教室を開催
（4月16日、さいたま市桜区）

WEリーガーとの交流で
少女たちに輝く未来を

　大宮アルディージャでは、手話応援に継続的に取り組
んできたこともあり、手話でコミュニケーションを交えな
がらサッカー教室を開催。小学生から大人までの女性、
約40人が参加。真剣
に練習する子供たち
に、選手たちも本気の
プレーで応えました。

「手話」をテーマに学びと実践、サッカー教室も開催
（５月11～15日、さいたま市西区　他）

サッカーでつながる
輪を広げよう

　昨年の活動で、子供を取り巻く社会課題に触れたこと
から、「継続的に子供たちに夢や希望、勇気を与える活動
がしたい」と、選手が考えた遊びやトークセッションを通
じ、市内二つの学童ク
ラブに通う小学生約
40人と交流。自信を
持って夢に向かい、
チャレンジすることの
大切さを伝えました。

ホームタウン飯能市の小学生と交流
（5月21日　飯能市）

子供たちの未来に
夢や希望を！

これからも少女たちが将来サッカーで輝けるよう
に、次世代のWEリーガーたちと交流を深めたい！

これからも地域の皆さまとの交流を大切に
活動していきます！

サッカー選手ってかっこいいなと思ってもらえるよう
な世界を、今後もWEリーグと共に作っていきたい！

埼玉から盛り上げていこう！

WEリーグ「埼玉ダービー」サポーター投票実施中！
　県内3チーム同士が戦う6試合を「埼玉ダービー2022-23（知事
杯）」として開催。試合の勝敗による勝ち点に加え、特別ルールによ
り、「サポーター投票」1位のチームへ勝ち点+1を付与します。
◆令和5年6月11日（日）午後6時まで

公益社団法人日本女子プロサッカーリーグ（WEリーグ）

▲チケットの
　購入方法など　
　詳細はこちら　

▲投票はこちら

埼玉
ダービー

ⒸURAWA REDS ⒸELFEN

NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 

会場の皆さんが楽しめるようなラグビーを！ ［場所］熊谷市上川上844、882（熊谷スポーツ文化公園内）

ラグビー リーグ ワン

県スポーツ振興課問
TEL 048・830・6959

　選手同士が激しくぶつかり合う「グラウンド上の格闘技」とも
呼ばれるラグビー。昨年から新体制として始まったリーグワン
の初代王者である「埼玉パナソニックワイルドナイツ」の新たな
戦いが始まります。ワンチームとなってみんなで応援しよう！

　埼玉県をホストエリア
として活動。ホームグラ
ウンドは熊谷ラグビー
場。「次代を担う子供た
ちに、夢を持つことの素
晴らしさを伝える」こと
をチームミッションとし
ています。

　埼玉パナソニックワイルドナイツの練習場がある、
ラグビーを中心とした国内初の複合施設。ラグビー
ファンなら一度は訪れてみる価値あり！ 

★１月末までのみ抜粋。試合は変更となる場合があります。

節 日程 対戦相手 開催会場
1
2
3
4

12月17日（土）
12月25日（日）
 1 月 7 日（土）
 1 月15日（日）

東芝ブレイブルーパス東京
静岡ブルーレヴズ
三菱重工相模原ダイナボアーズ
トヨタヴェルブリッツ

熊谷スポーツ文化公園ラグビー場
ヤマハスタジアム（磐田）
熊谷スポーツ文化公園ラグビー場
熊谷スポーツ文化公園ラグビー場

横浜キヤノンイーグルス

ブラックラムズ東京

 1 月28日（土）

 1 月21日（土） 駒沢オリンピック公園総合運動場
陸上競技場
熊谷スポーツ文化公園ラグビー場

5

6

リ
ー
グ
戦
日
程

埼玉パナソニックワイルドナイツ　連覇に向けていざ出陣！

熊谷スポーツ文化公園ラグビー場
熊谷スポーツ文化公園ラグビー場
駒沢オリンピック公園総合運動場

熊谷スポーツ文化公園ラグビー場

熊谷スポーツ文化公園ラグビー場

日本ラグビー最高峰の戦い
ジャパン

熊谷スポーツホテル
パークウイング 宿泊棟

目の前は練習場！
一般の人や
ビジネスマンにも。

カフェ フォルテ ブル

埼玉県産の彩り食材を
使ったメニューが
たくさん！

ラグビーと地域をつなぐ場所

さくらオーバルフォート

PRESENT

埼玉パナソニックワイルドナイツVS
横浜キヤノンイーグルス（令和5年1月
28日（土）開催）試合観戦ペアチケット
を３組６人にプレゼント。詳細は「クイ
ズ&プレゼント」をご覧ください。

会場でしか聞くことができない
「音」は迫力満点！

　埼玉県の皆さま、いつも応援いただき誠にありがとうござい
ます。「堅守速攻」の名のもと、良いディフェンスから相手のボー
ルを奪って一気に攻め切るのがワイルドナイツの強みです。フッ
カーの仕事は、左右の選手をコントロールしながらスクラムを前
に動かすこと。フッカーがカギとなるスクラムにもぜひ注目してく
ださい。熊谷でお会いしましょう！

チケットの▶
購入はこちら！　

12月17日 開幕！土

坂手 淳史選手／HO（フッカー）
さかて あつし

管理棟１階

4 5この広報紙は11月16日（水）現在の情報をもとに作成しています。



埼玉いのちの電話ボランティア23
対象▶令和5年4月1日現在20才以上で相談
ボランティアになるための研修に参加でき
る人 費用▶2,000円 申込▶令和5年2月1日㈬
（消印有効）までに申込書（ で入手）を埼玉
いのちの電話事務局（〒337-8692大宮郵便
局私書箱29号 048・645・4322）

中小企業・個人事業主の年末に向けた
資金繰りを支援します24

　コロナ禍や高騰する原材料費の影響で、
売上高や利益率などが減少している中小
企業が、事業に必要な資金を調達するため
の制度融資を設けています。 問合せ▶事業
所が所在する市町村の商工会議所・商工会
か県金融課（ 048・830・3801）
年末の火災予防運動25

　年末年始は空気が乾燥し、火気を扱う機
会も増えるため、火災が発生しやすくなりま
す。火の元には十分に注意してください。 
問合せ▶県消防課（ 048・830・8161）
県立総合教育センターのWEB公開26

　事業や施設の紹介、外部連携機関のコン
テンツを公開しています。期間▶令和5年3月
31日㈮まで 問合せ▶同センター（ 048・
556・3319）

生活困りごと相談会27
対象▶コロナ禍や物価高騰で生活に困窮し
ている人 日時▶①12月11日㈰ ②12月17日
㈯ ③12月24日㈯各11：00～15：00 場所▶①
越谷サンシティ ②本庄はにぽんプラザ ③
ウェスタ川越、ソニックシティ（さいたま市
大宮区） 問合せ▶県社会福祉課（ 048・
830・3271）★先着順
職場のトラブルをご相談ください28

　秘密厳守で労働者・使用者からの相談に
応じています。弁護士による「特別労働相
談」、産業カウンセラーによる「メンタルヘ
ルス相談」もあります。 日時▶㈪～㈮〈電話〉
9：00～16：30 〈面談〉9：00～16：00 （いずれも
祝日・年末年始を除く） 問合せ▶県労働相
談センター（ 048・830・4522）★弁護士、
産業カウンセラーの相談は要予約

1月18日から「埼玉県迷惑行為防止
条例」の一部改正が施行されます29

　被害者の承諾を得ずに、相手の所持する
GPSなどの位置情報を取得する行為な
どが規制対象に追加されます。 問合せ▶県
警察本部人身安全対策課( 048・832・
0110㈹)
駐輪場での自転車盗難被害多発30

　確実に鍵を掛けて、自転車盗難被害を防
ぎましょう。 問合せ▶県警察本部生活安全
総務課（ 048・832・0110㈹）

令和4年度医療関係従事者届の提出31
対象▶医療関係業務に従事する保健師、
助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、
歯科技工士 申込▶令和5年1月15日㈰まで
に か勤務地を所管する保健所 問合せ▶
県医療人材課（ 048・830・3543）

河川などの異常水質事故防止に
ご協力ください32

　油や薬品などが流れ、魚が死んだり、
水道水や農業用水の取水に影響が出たり
する異常水質事故が多く発生しています。
不要な塗料や油、農薬などは、決して河川
や水路、側溝に流さないようお願いします。 
問合せ▶県水環境課（ 048・830・3081）

障害者用駐車場の
適正な利用にご協力ください33

　障害者用駐車場とは、車いすを使用して
いる人や、車の乗り降りに配慮が必要な人
のための幅の広い駐車区画のことです。必
要がない人は駐車しないようお願いしま
す。 問合せ▶県福祉政策課（ 048・830・
3391）
12月は大気汚染防止推進月間です34

　冬季は大気がよどみやすく、大気汚染物
質が高濃度になる恐れが高まります。エコ
ドライブの実施や暖房の適切な使用を心掛
けましょう。 問合せ▶県大気環境課（ 048・
830・3051）

「仕事と生活の両立支援相談窓口」35
対象▶介護、子育て、病気治療などで仕事
の継続に悩んでいる人 日時▶㈪㈬㈮9：00～
16：30（年末年始・祝日を除く） 相談方法▶

か電話（ 048・830・4515） 問合せ▶県多様
な働き方推進課（ 048・830・4518）

12月10日～16日は
「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」です36

　拉致問題の解決に向けて、ブルーリボン
バッジの着用や署名活動などにご協力をお
願いします。 問合せ▶県社会福祉課（
048・830・3277）

　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。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 ）

犯罪の防止に配慮した店舗の整備に
関する指針（案）37

期間▶令和5年1月4日㈬まで 問合せ▶県防
犯・交通安全課（ 048・830・2945）

埼玉県地球温暖化対策実行計画
（第2期）改正版 38

期間▶12月27日㈫まで 問合せ▶県温暖化対
策課（ 048・830・3037）

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

12月15日㈭
（消印有効）

▶5人に①深谷牛(250g)、▶5人に②サイボク ゴールデンポークカレー
(2 2 0 g ､中辛)2個セット、▶5人に③坂斉養鶏場マドレーヌ5個セット、
▶3組6人に④「ハンドルズ」によるダンス公演ペアチケット、▶3組6人に⑤
埼玉パナソニックワイルドナイツ VS 横浜キヤノンイーグルス（令和5年1月28
日㈯開催）の試合観戦ペアチケット、▶3人に⑥女子サッカー希望チームのお楽
しみグッズ(タオルマフラー・選手サイン他)★浦和、大宮、ちふれのいずれかを
明記 ▶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）

12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

Qおいしさ太鼓判！ 埼玉県産〇〇〇〇畜産物
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① ② ③

学習・体験
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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11 月16 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。

川の再生交流会 20233
日時▶令和5年2月11日（土・祝）10：00～15：00 
場所▶埼玉会館（さいたま市浦和区） 申込▶

 問合せ▶県水環境課（ 048・830・3088）

埼玉会館ランチタイム・コンサート
第55回 Piano duo SAKAMOTO
（坂本彩・坂本リサ）
4

日時▶令和5年2月3日㈮12：10～ 場所▶同館
（さいたま市浦和区） 費用▶1,000円 申込▶

電話で財団チケットセンター（ 0570・064・
939）★未就学児の入場不可。保育あり（有
料・要予約）
図書館と県民のつどい埼玉20225

期間▶12月10日㈯～令和5年1月31日㈫ 場
所▶オンライン 申込▶12月4日㈰までに  
問合せ▶県立熊谷図書館（ 048・523・6291）
★抽選。後日配信あり
クリスマス会（お菓子作り）6

対象▶小学生以上（小学生は保護者同伴） 
日時▶12月25日㈰10：00～12：00 場所▶

県みどりの村 費用▶1,000円 申込▶12月9日
㈮（消印有効）までに往復はがき（ と
参加人数を明記）で同管理事務所（〒368-
0111小鹿野町飯田853 0494・75・3441）
★抽選

たまアリ△タウン
クリスマスマーケット20227

日時▶12月8日㈭～25日㈰平日12：00～
21：00、土・日10：00～21：00 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）
LGBTQ県民講座8

期間▶令和5年3月15日㈬まで 受講方法▶オ
ンライン（YouTube） 問合せ▶県人権・男女
共同参画課（ 048・830・2255）
黒浜沼 冬の野鳥観察会9

対象▶小学生以上（小学生は保護者同伴） 
日時▶令和5年1月21日㈯9：30～12：00 場所
▶黒浜沼（蓮田市） 費用▶300円 申込▶令和
5年1月17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

県農林公園 「家庭果樹の剪定講座」10
対象▶18歳以上 日時▶12月10日㈯9：30～
12：00、13：00～15：30（午前・午後同一内容）  
費用▶300円 申込▶12月7日㈬までに  場
所・問合せ▶同園（深谷市 048・583・2301）
★抽選

ネイチャーゲーム
リーダー養成講座11

対象▶18歳以上 日時▶令和5年1月7日㈯
13：00～9日（月・祝）15：00（2泊3日） 場所▶県立
名栗げんきプラザ（飯能市） 費用▶40,000円 
申込▶12月16日㈮までに電話で同プラザ
（ 042・979・1011）★申込順

かわはくモノづくり体験
「ミニ門松つくり」12

日時▶12月27日㈫10：30～12：00、12：30～
14：00、14：00～15：30（各回同一内容） 場所▶
県立川の博物館（寄居町） 費用▶3,500円 申
込▶12月25日㈰までに電話、直接か で同
館（ 048・581・7333）★申込順

知識やスキルを身につけて
就職を目指そう！  職業訓練（ハロー
トレーニング）[2月開講]

13

対象▶求職者 日時▶講座により異なる 場所
▶県内の民間教育訓練機関 費用▶教材費
など（受講料は無料） 申込▶願書（県内各ハ
ローワークなどで入手）に住所地を管轄す
るハローワークで確認印を受け、12月14
日㈬～21日㈬（必着）に県立職業能力開発
センター（〒331-0825さいたま市北区櫛引町
2-499-11） 問合せ▶同センター（ 048・651・
3122）か県産業人材育成課（ 048・830・
4607）★選考

令和4年度古文書講座
「入門編（冬季）」（全3回）14

対象▶古文書解読初心者 日時▶令和5年1月
12日㈭、19日㈭、26日㈭各10：00～11：30 
場所▶県立文書館（さいたま市浦和区） 費用
▶500円（全3回） 申込▶12月15日㈭までに  
問合せ▶同館（ 048・865・0112）★抽選
ペーパーティーチャーセミナー15

対象▶教員普通免許状を有し、さいたま
市立を除く県内公立学校で勤務を希望す
る人 日時▶①12月3日㈯ ②12月21日㈬各
13：30～17：00 場所▶①ウェスタ川越 ②埼玉
会館（さいたま市浦和区） 申込▶①12月2日
㈮12：00 ②12月14日㈬までに  問合せ▶県
小中学校人事課（ 048・830・6937）

歴史講座Ⅱ
「徳川家康と戦国時代」（全3回）16

日時▶令和5年1月27日㈮、2月10日㈮、3月10
日㈮各14：00～15：30 場所▶国立女性教育
会館 費用▶300円（全3回） 申込▶12月23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
0493・62・5896）★抽選

消防設備士試験17
試験日▶令和5年2月5日㈰ 試験会場▶東京
国際大学第1（川越市） 費用▶甲種5,700円
他 願書配布▶（一財）消防試験研究センター
埼玉県支部、県内各消防本部、県消防課
（県庁内） 願書受付▶12月16日㈮～23日㈮
に か、12月19日㈪～26日㈪（消印有効）に
郵送で同支部 問合せ▶同支部（ 048・832・
0747）か同課（ 048・830・8161）
自衛官候補生募集18

受験資格▶日本国籍を有し採用予定月の
1日現在で18～33歳未満の人 試験日▶令和
5年1月15日㈰、16日㈪のうち1日、口述は
1月21日㈯～23日㈪のうち1日 願書配布▶

自衛隊埼玉地方協力本部（さいたま市浦和
区） 受験申込▶令和5年1月6日㈮までに同
本部（ 048・831・6043） 問合せ▶同本部か
県地域政策課（ 048・830・2765）

埼玉県地域福祉推進委員会の委員
（1人）19

対象▶令和5年4月1日時点20歳以上（公務
員を除く） 任期▶令和5年4月から2年間 
申込▶令和5年1月6日㈮（必着）までに応募
書類（ で入手）と作文「今後埼玉県が取
り組むべき地域福祉施策について私が考
えること」（800字程度）を県福祉政策課
（県庁内 048・830・3223 048・830・4801）
★選考。謝金あり

公的結婚支援センター
「恋たま」でAI婚活20

対象▶次の条件をすべて満たす人。結婚を
希望する20歳以上の独身男女／電話回線
のあるスマートフォンをお持ちで自分で
操作ができる／県内に在住、在勤または移
住を希望 費用▶16,000円（2年間有効） 申
込▶  問合せ▶SAITAMA出会いサポート
センター事務局（ 048・789・7721）
外国人お助けボランティア育成研修21

日時▶令和5年1月7日㈯13：00～16：00 場
所▶埼玉会館（さいたま市浦和区） 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）か県国際課
（ 048・830・2714）★申込順

見沼田
た ん ぼ

圃の公有地（農地）貸付22
対象▶農業者、企業など 貸付期間▶①令和
5年10月から10年間 ②令和6年4月から10年
間 申込▶申込書（ で入手）を直接、県土地
水政策課（県庁内 048・830・2192）

県学芸員合同研究発表会 
ミュージアムフォーラム1

日時▶令和5年1月21日㈯10：00～15：30 場
所▶①県立さきたま史跡の博物館（行田市） 
②オンライン（Zoom） 費用▶①200円 申込
▶12月20日㈫（必着）までに か往復はが
き（ とメールアドレスを明記）で同館
（〒361-0025行田市埼玉4834 048・559・
1181）★抽選

エコ・パークボランティア
「火入れ前の防火帯づくり&薪づくり」2

対象▶高校生以上（保護者同伴であれば
小・中学生も可） 日時▶12月10日㈯10：00～
12：00 場所▶荒川大

おお

麻
あ そ う

生公園（熊谷市） 申込
▶12月9日㈮までに電話で（公財）埼玉県生態
系保護協会（ 048・645・0570）

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）。

12月号 2022
No.623

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。
★26日㈪～30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

  3日 デジ玉スタンプラリーで埼玉旅★
10日 米づくりから酒造りを楽しむ③
17日 完熟！ 秩父黄金かぼす
24日 Enjoy ♪ Christmas
★31日の放送はお休みです。

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
12月定例会の模様を
放送します。

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

年末年始のお休みについては
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　この調査は、毎年度、県民の県政に対する要望や意見、生活に関
する意識を確認し、県政に反映するために行っています。

令和4年度

　あなたの家では、災害時に利用できる食料
品及び飲料水を何日分用意していますか。
　県では、各家庭で3日分以上(可能であれば
1週間分)の食料品と飲料水(1日1人当たり
3リットル)の備蓄をお願いしています。
★家庭での備えについては、「防災マニュアルブック　　」
をご活用ください。

大地震に備えた取組について
　あなたは、この１年間に、次のような施設
（敷地内の屋外、屋内を含む）などで受動喫煙
にあいましたか。（受動喫煙の多い上位３項目を記載）

受動喫煙防止対策について

令和３年度に第１位（26.8%）であった「新型コロナウイルス感染症対策を
進める」が令和４年度は第７位（15.6%）になりました。

平成30年度と比べて、受動喫煙に「あった」が減少しました。

【調査期間】
【調査対象】
【実施方法】
【有効回収数】

７月８～２９日
無作為に抽出した県内在住の満１８歳以上（5,000人）
郵送配布、郵送回収・インターネット回収併用
2,524人（50.5％）

調査方法

　埼玉県の行政全般の中で、現在、あなたが最も
重点をおいてほしいもの、特に必要だと思うもの
を選んでください。（回答は３つまで、上位５項目を記載）

県政への要望

Q Q Q

令和4年度 令和3年度

医療サービス体制を
整備する

高齢者の福祉を
充実する

地球温暖化を
防止する

子育て支援を
充実する

25.6%25.6%
25.0%25.0%

19.7%19.7%
19.8%19.8%

17.8%17.8%
15.6%15.6%
17.6%17.6%

14.9%14.9%
17.2%17.2%

14.3%14.3%

県政世論調査の結果がまとまりました
県民広聴課問

TEL 048・830・2850
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災害から県民を
まもる
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25.2%25.2% 45.3%45.3% 24.9%24.9%

47.6%47.6% 26.3%26.3% 9.5%9.5%
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54.7%54.7% 13.0%13.0%
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TEL調査の詳細は、県ホームページ、県立図書館で閲覧できます。また県政情報センター（県庁内　　048・830・2543）では報告書を販売しています。★四捨五入の結果、割合の合計が100%にならないことがあります。

県警察本部交通総務課問
TEL 048・832・0110（代）

　横断歩道上の交通事故防止には、運転者による歩行者優先
だけではなく、歩行者のハンドサインも大切です。子供も大人
も手を上げて運転者に横断意思をしっかり伝えましょう。

手を上げると８割以上※

の車が止まってくれます
※令和３年県警察調査結果

横断歩道手前で十分に減速、
歩行者がいる場合には一時停止

積極的に
ハンドサインで
意思表示

1２月１日～１４日は「冬の交通事故防止運動」実施期間

歩行者は手を上げて渡ろう
横断歩道は
歩行者優先

謹
賀
新
年

　政治家が選挙区内の人にお金や物を贈ることも、選挙区内の人
が政治家に寄付を求めることも、禁止されています。

県選挙管理委員会問 TEL 048・830・2695
お歳暮・お年
賀・地域イベ
ントなどへの
寄付や差し入
れなどは禁止
です。

自筆の答礼を除き、政治
家が時候のあいさつ状
を出すことも禁止されて
います。

12～1月は「寄付禁止強化期間」

贈らない！求めない！受け取らない！

禁止行為を確認！

禁止！ 禁止！
年賀状・寒中見舞状・年賀欠
礼状・クリスマスカードなど

▲詳細はこちら

▲Twitterでも
埼玉県の選挙情報
を発信しています

     

守ろう公職選挙法

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11月16日（水）現在の情報をもとに作成しています。



埼玉いのちの電話ボランティア23
対象▶令和5年4月1日現在20才以上で相談
ボランティアになるための研修に参加でき
る人 費用▶2,000円 申込▶令和5年2月1日㈬
（消印有効）までに申込書（ で入手）を埼玉
いのちの電話事務局（〒337-8692大宮郵便
局私書箱29号 048・645・4322）

中小企業・個人事業主の年末に向けた
資金繰りを支援します24

コロナ禍や高騰する原材料費の影響で、
売上高や利益率などが減少している中小
企業が、事業に必要な資金を調達するため
の制度融資を設けています。 問合せ▶事業
所が所在する市町村の商工会議所・商工会
か県金融課（ 048・830・3801）
年末の火災予防運動25
年末年始は空気が乾燥し、火気を扱う機

会も増えるため、火災が発生しやすくなりま
す。火の元には十分に注意してください。 
問合せ▶県消防課（ 048・830・8161）
県立総合教育センターのWEB公開26
事業や施設の紹介、外部連携機関のコン

テンツを公開しています。期間▶令和5年3月
31日㈮まで 問合せ▶同センター（ 048・
556・3319）

生活困りごと相談会27
対象▶コロナ禍や物価高騰で生活に困窮し
ている人 日時▶①12月11日㈰ ②12月17日
㈯ ③12月24日㈯各11：00～15：00 場所▶①
越谷サンシティ ②本庄はにぽんプラザ ③
ウェスタ川越、ソニックシティ（さいたま市
大宮区） 問合せ▶県社会福祉課（ 048・
830・3271）★先着順
職場のトラブルをご相談ください28
秘密厳守で労働者・使用者からの相談に

応じています。弁護士による「特別労働相
談」、産業カウンセラーによる「メンタルヘ
ルス相談」もあります。 日時▶㈪～㈮〈電話〉
9：00～16：30 〈面談〉9：00～16：00 （いずれも
祝日・年末年始を除く） 問合せ▶県労働相
談センター（ 048・830・4522）★弁護士、
産業カウンセラーの相談は要予約

1月18日から「埼玉県迷惑行為防止
条例」の一部改正が施行されます29

　被害者の承諾を得ずに、相手の所持する
GPSなどの位置情報を取得する行為な
どが規制対象に追加されます。 問合せ▶県
警察本部人身安全対策課( 048・832・
0110㈹)
駐輪場での自転車盗難被害多発30
確実に鍵を掛けて、自転車盗難被害を防

ぎましょう。 問合せ▶県警察本部生活安全
総務課（ 048・832・0110㈹）

令和4年度医療関係従事者届の提出31
対象▶医療関係業務に従事する保健師、
助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、
歯科技工士 申込▶令和5年1月15日㈰まで
に か勤務地を所管する保健所 問合せ▶
県医療人材課（ 048・830・3543）

河川などの異常水質事故防止に
ご協力ください32

油や薬品などが流れ、魚が死んだり、
水道水や農業用水の取水に影響が出たり
する異常水質事故が多く発生しています。
不要な塗料や油、農薬などは、決して河川
や水路、側溝に流さないようお願いします。 
問合せ▶県水環境課（ 048・830・3081）

障害者用駐車場の
適正な利用にご協力ください33

障害者用駐車場とは、車いすを使用して
いる人や、車の乗り降りに配慮が必要な人
のための幅の広い駐車区画のことです。必
要がない人は駐車しないようお願いしま
す。 問合せ▶県福祉政策課（ 048・830・
3391）
12月は大気汚染防止推進月間です34
冬季は大気がよどみやすく、大気汚染物

質が高濃度になる恐れが高まります。エコ
ドライブの実施や暖房の適切な使用を心掛
けましょう。 問合せ▶県大気環境課（ 048・
830・3051）

「仕事と生活の両立支援相談窓口」35
対象▶介護、子育て、病気治療などで仕事
の継続に悩んでいる人 日時▶㈪㈬㈮9：00～
16：30（年末年始・祝日を除く） 相談方法▶

か電話（ 048・830・4515） 問合せ▶県多様
な働き方推進課（ 048・830・4518）

12月10日～16日は
「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」です36

　拉致問題の解決に向けて、ブルーリボン
バッジの着用や署名活動などにご協力をお
願いします。 問合せ▶県社会福祉課（
048・830・3277）

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。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 ）

犯罪の防止に配慮した店舗の整備に
関する指針（案）37

期間▶令和5年1月4日㈬まで 問合せ▶県防
犯・交通安全課（ 048・830・2945）

埼玉県地球温暖化対策実行計画
（第2期）改正版 38

期間▶12月27日㈫まで 問合せ▶県温暖化対
策課（ 048・830・3037）

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

12月15日㈭
（消印有効）

▶5人に①深谷牛(250g)、▶5人に②サイボク ゴールデンポークカレー
(2 2 0 g ､中辛)2個セット、▶5人に③坂斉養鶏場マドレーヌ5個セット、
▶3組6人に④「ハンドルズ」によるダンス公演ペアチケット、▶3組6人に⑤
埼玉パナソニックワイルドナイツ VS 横浜キヤノンイーグルス（令和5年1月28
日㈯開催）の試合観戦ペアチケット、▶3人に⑥女子サッカー希望チームのお楽
しみグッズ(タオルマフラー・選手サイン他)★浦和、大宮、ちふれのいずれかを
明記 ▶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）

12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

Qおいしさ太鼓判！ 埼玉県産〇〇〇〇畜産物
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　この調査は、毎年度、県民の県政に対する要望や意見、生活に関
する意識を確認し、県政に反映するために行っています。

令和4年度

　あなたの家では、災害時に利用できる食料
品及び飲料水を何日分用意していますか。
県では、各家庭で3日分以上(可能であれば
1週間分)の食料品と飲料水(1日1人当たり
3リットル)の備蓄をお願いしています。
★家庭での備えについては、「防災マニュアルブック　　」
をご活用ください。

大地震に備えた取組について
あなたは、この１年間に、次のような施設

（敷地内の屋外、屋内を含む）などで受動喫煙
にあいましたか。（受動喫煙の多い上位３項目を記載）

受動喫煙防止対策について

令和３年度に第１位（26.8%）であった「新型コロナウイルス感染症対策を
進める」が令和４年度は第７位（15.6%）になりました。

平成30年度と比べて、受動喫煙に「あった」が減少しました。

【調査期間】
【調査対象】
【実施方法】
【有効回収数】

７月８～２９日
無作為に抽出した県内在住の満１８歳以上（5,000人）
郵送配布、郵送回収・インターネット回収併用
2,524人（50.5％）

調査方法

　埼玉県の行政全般の中で、現在、あなたが最も
重点をおいてほしいもの、特に必要だと思うもの
を選んでください。（回答は３つまで、上位５項目を記載）
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の車が止まってくれます
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贈らない！求めない！受け取らない！

禁止行為を確認！

禁止！ 禁止！
年賀状・寒中見舞状・年賀欠
礼状・クリスマスカードなど

▲詳細はこちら

▲Twitterでも
埼玉県の選挙情報
を発信しています

     

守ろう公職選挙法

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11月16日（水）現在の情報をもとに作成しています。



みんなの力を合わせてこの冬を乗り越えよう！

節電にご理解・ご協力を

九都県市省エネ家電
買替キャンペーン事務局

問

TEL 048・862・2901

　この冬の節電・省エネに強くお薦めしたいのが、
古くなった家電の買い替えです。環境にも財布に
もやさしい「省エネ家電」への買い替えについて、
今こそ真剣に考えてみませんか。

　センサーやカメラなどで人を感知して気流を
コントロールしたり、フィルターを自動で掃除し
てくれるなど、かしこい機能で消費電力を削減
できます。

　コンプレッサーやモーターなどを庫内や周
辺温度に適切な、無駄のない回転数で運転さ
せる「インバータ制御」を搭載。大きな省エネ
効果を発揮します。

今なら、抽選で１５０名様に
プレゼントが当たる！

エアコン ひと冬で
1,677円
節約

参考　「エコライフDAY・WEEK埼玉2022（冬）」チェックシート

参考　資源エネルギー庁「省エネポータルサイト」

室温20℃を目安に
エアコンを適切に使う節電を意識し過ぎ

て健康を害すること
がないよう、適切にエアコ
ンを使用してください。

Q ■冬の家庭での消費電力
（資源エネルギー庁の推計）

省エネ家電買替
キャンペーン実施中!!

アイロボット
ロボット掃除機
ルンバ i2

◀対象製品の
詳細や
応募はこちら

（関東図書(株)内）

知ってる？
統一省エネラベル

え？こんなことで？という少しの工夫で月々の電気料金の請求額が変わる！

冷蔵庫 1年で
1,385円
節約

ものを詰め込み
過ぎない

給 湯 1年で
3,396円
節約

長時間使用しない時は
電気ポットの
プラグを抜く

照 明 1年で
2,844円
節約

省エネ型の電球形LED
照明に取り換える

例えば！

炊事7.9%

待機電力
5.5%

その他
17.2%

★冬の暖房にエアコン
　を使う家庭

　「まだ使えるのに買い替えなんてもったいない」と
思っていませんか？最新家電の省エネ性能はどんど
ん向上していて、例えば最新型のエアコンは10年前
と比べると、約10％の省エネになります。たとえ壊れ
ていなくても、使い続けることで電気代がかさむの
なら、それこそ、「もったいない」。省エネ家電への買
い替えは、消費電力で見ればお得な選択です。

エアコン
なら

冷蔵庫
なら

「買い替え」は「もったいない」？
COLUMN おうちの家電は何年製？

★家電を処分する際は、買い替える電器店に引き取ってもらうなど、
　家電リサイクル法に沿って正しい処分をお願いします。

［キャンペーン期間］12月31日（土）まで　
［応募締め切り］令和５年１月１０日（火）★必着

気になるワード！

★の数が多いほど、省エネ
性能が高い製品です。

知って

実 践 今日からあなたも「節電力」を鍛えよう

今こそ本気で

節電
に

省エネ
家電

に買い
替え

よう！

県温暖化対策課問 TEL 048・830・3033

「本気の節電」への有効策！

「省エネ家電」への買い替えのススメ

省エネ家電なら
かしこいから

できる
節電

電気代が年間で約１万円お得に！
★10年以上前のエアコン・冷蔵庫から買い替えた場合

ほんとに高い冬の電気代！
家庭の消費電力の内訳は
どうなっているの？

冬に消費電力の高い上位は、
エアコン、冷蔵庫、給湯、照明です。

暖房
（エアコンなど）

32.7%

冷蔵庫
14.9%給湯

12.5%

照明
9.3%

　期間中、対象製品に買い替えて応募すると、抽
選で、人気のロボット掃除機など素敵な賞品がも
らえます。ぜひこの機会に省エネ家電に買い替え
て、電気代で「お得」を実感してみませんか♪

対象製品
対象の省エネラベルに該当する
エアコンまたは冷蔵庫
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