
“走る”門には福来たる

詳しくは中面をご覧ください

　正月といえば、年賀状、おせち、お年玉…そして「駅伝」。
県内には駅伝の強豪チームが勢ぞろい。また、自然が
多い公園や整備されたランニングコースなど、初心者で
も走りやすい場所がたくさんあります。今年の干支
「卯(うさぎ)」にちなんで、一年の抱負に「走る」を加えて
みませんか。

～駅伝・ランニング特集～

’22彩の国実業団駅伝
(第63回東日本実業団対抗駅伝競走大会)
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埼玉県広報紙埼玉県広報紙

だよりだより
の国

●県人口（令和4年11月1日現在）●総人口／7，336，778人（男3,641,392人 女3,695,386人 前月より395人減）●世帯数／3，240，419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

「友だち追加キャンペーン」実施中！

今月の
読者プレゼント

１月31日（火）まで



県スポーツ振興課問
TEL 048・830・6953

走
　さあ、駅伝・マラソン シーズン到来！新型コロナウ
イルスの影響で大会の中 止やコース変更・無観客開催
などが続いていました が、久々に駅伝・マラソンの
イベントが戻ってきまし た。応援して、自分で走って、
「走る」ことに興味を持っ てみましょう。

駅伝を応援しよう！
　正月の風物詩ともなっている「駅伝」。年初めの二大駅伝大会には、地元で身近に練習
しているチームが出場するかも。選手たちの駆け引き、監督の戦略などにも注目！

　年末年始、おいしいものをたくさん食べたり、家の中で寝て過ごしたりして、運動不足
になっていませんか？健康のために、走って心も体もリフレッシュ！

　令和5年初の日本一が決まる、実業団の駅伝日本一決定戦。
箱根駅伝で活躍した選手や日本代表選手など国内のトップ選
手が集結。群馬県内の7区間100kmを駆け抜けます。

第67回全日本実業団対抗駅伝競走大会

ニューイヤー駅伝

★「’22彩の国実業団駅伝(第63回東日本実業団対抗駅伝競走大会)」順位順。練習拠点は埼玉県内のみ記載

Ｈｏｎｄａ
昨年度は悲
願の初優勝！
連覇なるか

練習拠点
狭山市

ヤクルト
10年連続43回
目の出場、目指
すは6位入賞

練習拠点
戸田市

GMOインター
ネットグループ

東京五輪にも出
場した大迫傑選
手が参戦予定！

東松山市
練習拠点

コモディイイダ
選手全員が走る
スーパー店員！
4年連続4回目出場

練習拠点
朝霞市・和光市

埼玉医科
大学グループ

熾烈な出場権争
いを制し、2回目
の出場へ

練習拠点
毛呂山町

1月1日
（日・祝） 

東日本地区の予選は埼玉県で開催！
　毎年11月3日に埼玉県で開催する「彩の国実業
団駅伝」は、最激戦区である東日本地区の本戦出
場をかけた予選会でもあります。今年、県内を主な
練習拠点とする5チームが本戦に出場します。

安定感のある自分の走りを

（Honda）小山 直城選手
こやま なおき

　'22彩の国実業団駅伝で
は、沿道の応援もあり、現状
の力を発揮して区間賞（区間
新）を取ることができました。
日頃は狭山市の練習場や入
間川の河川敷などで練習して
いますが、私の地元の日高市
にある日和田山などでもトレー
ニングを行っています。ニュー
イヤー駅伝は、風をどう上手く
使うかがカギになるスタミナ
勝負です。ぜひHondaにも注
目してください！

　2日間かけて10区間217.1kmを走る学生長距離界最長の
駅伝競走大会。街から海、山へと続くコースはそれぞれ見どこ
ろがたくさん。県内に練習場がある6大学を紹介します。

第99回東京箱根間往復大学駅伝競走

箱根駅伝

★「第98回東京箱根間往復大学駅伝競走」総合順位順 ★「箱根駅伝2023予選会」総合成績順

1月2日・3日

知ってる？箱根駅伝誕生の裏話

東洋大学
鉄紺の襷で
1秒を削り出す

練習場所
川越キャンパス

東京国際大学
「『紺青超越』～ゼ
ロからの挑戦～」
で優勝を目指す

練習場所
坂戸キャンパス

大東文化大学
駅伝の大東、
予選１位通過で
4年ぶりの出場

東松山キャンパス
練習場所

城西大学
シード権を目
指し2年ぶりの
出場

練習場所
坂戸キャンパス

早稲田大学
47年連続出場の
伝統校、名門復
活へ

練習場所
所沢キャンパス

立教大学
大学を挙げた改
革で55年ぶりの
箱根路

練習場所
新座キャンパス

どんなときも周りから
愛されるチームに

　私自身、大学・実業団時代に埼
玉で走っていたこともあり、出身は
違えどふるさとのようなもの。今も
地元から応援されていることを感
じています。選手、特に4年生は過
去3年間箱根駅伝に出れず悔しい
思いをしてきたため、今回にかけ
る思いはとても強いです。久 に々テ
レビに映るライトグリーンとオレン
ジのユニフォームをお見逃しなく！

シード校 出場校

どれくらいの速さで走っているの？
駅伝選手って

　一般の人が全速力で走り続けても追いつ
かない、ものすごい速さで長い距離を走り続
けているんです。

駅伝選手
平均1km3分（時速20km）

速い…

駅伝・マラソン大会

3年ぶりの開催！沿道で応援しよう！

　多くのアスリートと駅伝ファンに支えられた長い歴史と伝統を持つ大会。
※男子の部（一般・市町村・高校）、女子の部（一般・高校）

ひとりで、家族や仲間で、目標目指して走ろう！

　県や市町村が連携し、県内のマラソン
大会への参加を促す取り組みです。10大
会完走もしくは合計160km走破したラ
ンナーには、認定証の授与や、次シーズ
ンでの参加特典などがあります。ぜひ
チャレンジしてみませんか？

★コース周辺道路で交通規制を実施するため、混雑・渋滞が予想されます。ご理解ご協力をお願いします。

【日時・コース】２月５日（日）
スタート 男子：午前8時30分（さいたま新都心駅前）
 女子：午前9時30分（鴻巣駅東口付近）
フィニッシュ 共通：10時38分～11時頃（熊谷スポーツ文化公園陸上競技場前
 にぎわい広場） 参加できる大会など▶

詳細はこちら

▲ランニング
　コースは他にも！ 

第90回埼玉県駅伝競走大会（一般等※の部） 埼玉マラソングランドスラム

きねや足袋（株）問 TEL 048・556・6361

裸足感覚の一味違った走る体験を
　足袋のまちとして有名な行田市にある「きねや足袋」では、人間本
来の走りを取り戻す足袋のランニングシューズを開発。足袋は蒸れ
にくく、足の臭いを軽減させたり、腰の痛みを軽減させたり※と履く
と良いことがたくさん。今までにない感覚で走ってみませんか？
※個人差があります

ランニング足袋
きねや無敵

かわうち ゆうき

プロフィル
昭和62（1987）年生まれ。あいおいニッセイ同和損害保険所属。小学1年の時に
陸上を始め、箱根駅伝にも2度出場。平成21（2009）年に埼玉県庁に入庁。ボスト
ンマラソン優勝や世界陸上日本代表等の実績を残し、平成31（2019）年プロラン
ナーに転向。

何歳になっても楽しめる
　マラソンの楽しみ・やりがいは、
過去の自分を超える、仲間と一緒に
○○km走るなど勝ち負けではない
目標を自分で立てられるところ。世
代を超えて交流ができることも楽し
いです。

何かしら体を動かす習慣を
　走るだけではなく、スイミングやウ
オーキングなど日頃から体を動かし
て、それを習慣にすることが重要。無
理せず楽しく、自分に合ったペース
で少しずつ取り組んでみましょう。

「片道走」をやってみよう！
　埼玉県は実は温泉や銭湯が多
いんです！例えば目的地を温泉にし
て、行きは走って、温泉に漬かって
帰りは電車などで帰る。旅行と組み
合わせるのもいいですね。

川内選手おすすめ県内のランニングコース ★ウオーキングも楽しめます。

県営和光樹林公園
［場所］和光市広沢3
［アクセス］
和光市駅下車徒歩20分

彩湖
さいこ

［場所］戸田市重瀬745他
［アクセス］
武蔵浦和駅からバス「彩湖・道満
グリーンパーク入口」下車徒歩5分

加須はなさき水上公園
［場所］加須市水深1722
［アクセス］
花崎駅下車徒歩15分

まずは風を感じ
て、

景色を楽しんで
走ろう！

四季折々の風景を楽しめる サイクリングも楽しめる 川内選手監修コース

（大東文化大学陸上競技部）
真名子 圭監督

まなこ きよし

走ってみよう！

県内で開催する

に聞く！選 手

に聞く！監 督

る

自転車（日常生活用）
平均1km4分（時速15km）　　　

　大正8（1919）年、鴻巣の運動会で審判を務
めた「マラソンの父」として知られる金栗四三ら
の会話から箱根駅伝構想が生まれたと言われ
ています。

早稲田スポーツ新聞会

プロランナーに聞く！
　県職員からプロランナーに転向し、全国で活躍を
続けている川内優輝選手に話を伺いました。

本田技研工業(株)　むさしの会

しれつ

すぐる

たすき

（月・休） （火） 

しそう

「未来への確かな布石」
　明けましておめでとうございます。
　昨年はコロナが猛威を振るい、かつて
ない規模の陽性者数を記録しました。県
民の皆様には感染防止対策にご協力い
ただき、改めてお礼申し上げるとともに、
医療関係者をはじめとするエッセンシャ
ルワーカーの皆様、感染症対策に取り組
まれた全ての皆様に、心から感謝申し上
げます。
　昨年はエネルギー価格・物価高騰が

進み、県民・事業者の皆様が厳しい状況
に置かれました。これに対し、国や県内の
経済界・産業界・労働界と連携し、県の取
組を策定の上、速やかに補正予算に反
映させたほか、産・官・金・労 による「価格
転嫁の円滑化に関する協定」を全国で初
めて締結するなど機動的な対応を行い
ました。
　災害に対しては、平時から危機を想定
して備え、昨年発生した降ひょう、豪雨、

土砂災害などの災害に迅速的確に対応
しました。
　こうした危機に対応しつつ、私が知
事に就任して初めての５か年計画を新
たに策定し、昨年４月にスタートさせま
した。
　この計画が目指す、あらゆる人に居
場所があり、活躍でき、安心して暮らせ
る「日本一暮らしやすい埼玉」の実現に
向け、様々な施策が動き出しています。

　近年は、変化が激しく予測が難しい時
代であり、従来の働き方や仕事への取り
組み方の「変革」が必要です。
　本県が推進するデジタルトランス
フォーメーション（ＤＸ）は、社会全体の変
革を目指すものです。デジタル技術によ
る省力化で生まれた時間を、フェイス
トゥフェイスで対応すべき仕事、創造的
な仕事、多様なステークホルダーとの共
創的な仕事へシフトさせていくことが肝
心です。
　人口減少下でも、社会全体の生産性
向上により、持続的に発展していく社会

を構築したいと考えます。
　そして、今年こそポストコロナ元年と
し、未来を見据えた大きな変革の年にし
たいと考えています。
　まずは、引き続きコロナ対策に最優先
で取り組むとともに、長期化するエネル
ギー価格・物価高騰に対応し、経済を一
日も早く回復させてまいります。
　その上で、未来への確かな布石とし
て、人材育成としての「人」、強い埼玉
県経済に不可欠な「企業」、この人や企
業が根付いている「地域」、これらの
「人・企業・地域」三位一体で、持続可能

な成長ができる施策を推進してまいり
ます。
　また、「日本一暮らしやすい埼玉」の実
現に向け、子供をはじめ高齢者、障害者、
女性、LGBTQなど誰もが社会に参画す
る取組や、災害から県民を守る取組を加
速させてまいります。
　今年の干支「卯（うさぎ）」は、「飛躍」、
「向上」を象徴するものです。今年が埼玉
県にとって飛躍と向上の年となるよう、
皆様とともに「ワンチーム埼玉」で県政
に取り組んでまいります。

知事コラム

知事の日常業務はこちら
からご覧いただけます▶

2 3この広報紙は12月15日（木）現在の情報をもとに作成しています。 次号（２月号）は２月1日の新聞折り込みなどで配布します。
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駅伝選手って

　一般の人が全速力で走り続けても追いつ
かない、ものすごい速さで長い距離を走り続
けているんです。

駅伝選手
平均1km3分（時速20km）

速い…

駅伝・マラソン大会

3年ぶりの開催！沿道で応援しよう！

　多くのアスリートと駅伝ファンに支えられた長い歴史と伝統を持つ大会。
※男子の部（一般・市町村・高校）、女子の部（一般・高校）

ひとりで、家族や仲間で、目標目指して走ろう！

　県や市町村が連携し、県内のマラソン
大会への参加を促す取り組みです。10大
会完走もしくは合計160km走破したラ
ンナーには、認定証の授与や、次シーズ
ンでの参加特典などがあります。ぜひ
チャレンジしてみませんか？

★コース周辺道路で交通規制を実施するため、混雑・渋滞が予想されます。ご理解ご協力をお願いします。

【日時・コース】２月５日（日）
スタート 男子：午前8時30分（さいたま新都心駅前）
 女子：午前9時30分（鴻巣駅東口付近）
フィニッシュ 共通：10時38分～11時頃（熊谷スポーツ文化公園陸上競技場前
 にぎわい広場） 参加できる大会など▶

詳細はこちら

▲ランニング
　コースは他にも！ 

第90回埼玉県駅伝競走大会（一般等※の部） 埼玉マラソングランドスラム

きねや足袋（株）問 TEL 048・556・6361

裸足感覚の一味違った走る体験を
　足袋のまちとして有名な行田市にある「きねや足袋」では、人間本
来の走りを取り戻す足袋のランニングシューズを開発。足袋は蒸れ
にくく、足の臭いを軽減させたり、腰の痛みを軽減させたり※と履く
と良いことがたくさん。今までにない感覚で走ってみませんか？
※個人差があります

ランニング足袋
きねや無敵

かわうち ゆうき

プロフィル
昭和62（1987）年生まれ。あいおいニッセイ同和損害保険所属。小学1年の時に
陸上を始め、箱根駅伝にも2度出場。平成21（2009）年に埼玉県庁に入庁。ボスト
ンマラソン優勝や世界陸上日本代表等の実績を残し、平成31（2019）年プロラン
ナーに転向。

何歳になっても楽しめる
　マラソンの楽しみ・やりがいは、
過去の自分を超える、仲間と一緒に
○○km走るなど勝ち負けではない
目標を自分で立てられるところ。世
代を超えて交流ができることも楽し
いです。

何かしら体を動かす習慣を
　走るだけではなく、スイミングやウ
オーキングなど日頃から体を動かし
て、それを習慣にすることが重要。無
理せず楽しく、自分に合ったペース
で少しずつ取り組んでみましょう。

「片道走」をやってみよう！
　埼玉県は実は温泉や銭湯が多
いんです！例えば目的地を温泉にし
て、行きは走って、温泉に漬かって
帰りは電車などで帰る。旅行と組み
合わせるのもいいですね。

川内選手おすすめ県内のランニングコース ★ウオーキングも楽しめます。

県営和光樹林公園
［場所］和光市広沢3
［アクセス］
和光市駅下車徒歩20分

彩湖
さいこ

［場所］戸田市重瀬745他
［アクセス］
武蔵浦和駅からバス「彩湖・道満
グリーンパーク入口」下車徒歩5分

加須はなさき水上公園
［場所］加須市水深1722
［アクセス］
花崎駅下車徒歩15分

まずは風を感じ
て、

景色を楽しんで
走ろう！

四季折々の風景を楽しめる サイクリングも楽しめる 川内選手監修コース

（大東文化大学陸上競技部）
真名子 圭監督

まなこ きよし

走ってみよう！

県内で開催する

に聞く！選 手

に聞く！監 督

る

自転車（日常生活用）
平均1km4分（時速15km）　　　

　大正8（1919）年、鴻巣の運動会で審判を務
めた「マラソンの父」として知られる金栗四三ら
の会話から箱根駅伝構想が生まれたと言われ
ています。

早稲田スポーツ新聞会

プロランナーに聞く！
　県職員からプロランナーに転向し、全国で活躍を
続けている川内優輝選手に話を伺いました。

本田技研工業(株)　むさしの会

しれつ

すぐる

たすき

（月・休） （火） 

しそう

「未来への確かな布石」
　明けましておめでとうございます。
　昨年はコロナが猛威を振るい、かつて
ない規模の陽性者数を記録しました。県
民の皆様には感染防止対策にご協力い
ただき、改めてお礼申し上げるとともに、
医療関係者をはじめとするエッセンシャ
ルワーカーの皆様、感染症対策に取り組
まれた全ての皆様に、心から感謝申し上
げます。
　昨年はエネルギー価格・物価高騰が

進み、県民・事業者の皆様が厳しい状況
に置かれました。これに対し、国や県内の
経済界・産業界・労働界と連携し、県の取
組を策定の上、速やかに補正予算に反
映させたほか、産・官・金・労 による「価格
転嫁の円滑化に関する協定」を全国で初
めて締結するなど機動的な対応を行い
ました。
　災害に対しては、平時から危機を想定
して備え、昨年発生した降ひょう、豪雨、

土砂災害などの災害に迅速的確に対応
しました。
　こうした危機に対応しつつ、私が知
事に就任して初めての５か年計画を新
たに策定し、昨年４月にスタートさせま
した。
　この計画が目指す、あらゆる人に居
場所があり、活躍でき、安心して暮らせ
る「日本一暮らしやすい埼玉」の実現に
向け、様々な施策が動き出しています。

　近年は、変化が激しく予測が難しい時
代であり、従来の働き方や仕事への取り
組み方の「変革」が必要です。
　本県が推進するデジタルトランス
フォーメーション（ＤＸ）は、社会全体の変
革を目指すものです。デジタル技術によ
る省力化で生まれた時間を、フェイス
トゥフェイスで対応すべき仕事、創造的
な仕事、多様なステークホルダーとの共
創的な仕事へシフトさせていくことが肝
心です。
　人口減少下でも、社会全体の生産性
向上により、持続的に発展していく社会

を構築したいと考えます。
　そして、今年こそポストコロナ元年と
し、未来を見据えた大きな変革の年にし
たいと考えています。
　まずは、引き続きコロナ対策に最優先
で取り組むとともに、長期化するエネル
ギー価格・物価高騰に対応し、経済を一
日も早く回復させてまいります。
　その上で、未来への確かな布石とし
て、人材育成としての「人」、強い埼玉
県経済に不可欠な「企業」、この人や企
業が根付いている「地域」、これらの
「人・企業・地域」三位一体で、持続可能

な成長ができる施策を推進してまいり
ます。
　また、「日本一暮らしやすい埼玉」の実
現に向け、子供をはじめ高齢者、障害者、
女性、LGBTQなど誰もが社会に参画す
る取組や、災害から県民を守る取組を加
速させてまいります。
　今年の干支「卯（うさぎ）」は、「飛躍」、
「向上」を象徴するものです。今年が埼玉
県にとって飛躍と向上の年となるよう、
皆様とともに「ワンチーム埼玉」で県政
に取り組んでまいります。

知事コラム

知事の日常業務はこちら
からご覧いただけます▶

2 3この広報紙は12月15日（木）現在の情報をもとに作成しています。 次号（２月号）は２月1日の新聞折り込みなどで配布します。



▲110番通信指令室

　１１０番は、事件や事故
などの緊急時に警察官が
いち早く現場へ駆けつけ
るための「緊急通報」専用
の電話です。本当に必要
な通報がつながりにくく
なる事態を避けるため、適
切な利用をお願いします。

令和３年
110番総受理件数
625,797件

うち番号間違い・
いたずら

10件に1.3件

県警察本部通信指令課問
TEL 048・832・0110（代）

79,131件（12.6％）

埼玉県警察本部通信指令室受理

けいさつ総合相談センター
緊急でない警察への相談、要望は

ダイヤル、IP電話からは048-822-9110

シャープ きゅう いち いち まる

＃９１１０

１１0番１１0番正しくかけよう間違えないで！ 事件・事故の「緊急通報専用」

川口問 TEL 048・261・0999
熊谷問 TEL 048・524・0999

チケ代は下記の口
座にお願いします！
◯◯銀行 口座番号
XXXXXXX

入金しました！

1 2

3 4

推しに会えない!? 転売チケットの購入トラブル 他にもこんな事例が!

おかしいと思ったら、すぐ相談!

若者を狙う悪 質 商 法 に注意!
　県消費生活支援センターが年間に受ける相談の中で、
１０代、２０代の若者を中心に、悪質商法に関する相談が
増加傾向にあります。 県消費生活支援センター問

　自分の好きなアーティストやグループ（＝推し）を応援する“推し活”。推しに会いたい
がために、ライブチケットを購入しようとしたところ、転売仲介サイトやSNSを利用して
トラブルに遭うなどの事例が目立っています。

脱毛エステの
トラブル

【受付時間】
月～金（祝・休日、年末年始（12月29日～1月
3日）を除く）
午前9時～午後4時（川口は土曜も受け付け）

★転売仲介サイトやＳＮＳ等を利用した個人間取り引きの場合、トラブルが起きたときは自ら交渉する必要があるうえ、そもそも
連絡が取れなくなってしまうなどリスクが伴います。
　また、転売が禁止されているチケットを入手したとしても、入場を断られる恐れがあります。

消費者
ホットライン

県消費生活支援センターでも
相談できます

局番なしの

１８８まで
★最寄りの消費生活相談
　窓口につながります。
★年始は１月４日(水)から

い や や

　広告の安価なコースを受
けに行ったら、高額な化粧
品や美顔器まで勧められた

怪しい副業・
アルバイトのトラブル
　「荷受け代行」をした
ら、自分名義で請求書が
届いてしまった　など

トラブル急増中！

推しのライブの
チケットが

取れなかった…
連絡して
みようかな？

身分証を
送ってくれた！
信頼できそう！

◯◯◯ライブツ
アーのチケット
譲ります♪
DMでご連絡く
ださい！
#◯◯◯ライブ
#チケット譲

私のマイナン
バーカード送り
ますね！

支払いをしたら
連絡が取れなく
なっちゃった！

チケットも届かない！
お金返して～！

チケットを買うときは必ず
公式の販売サイト・
リセールサービスから
購入しましょう！

安心♪

家族に迫る
危険！

あなたの気持ちを
届けてください

はたちの
献血キャンペーン

血液を必要としている人を助ける

400mL献血
のお願い

　病気やけがの治療に必要な血液は、人工的に
造ることも、長期間保存することもできません。
現在県内では毎日約７００人の献血が必要です。
県内には７カ所の献血ルームがあります。ぜひ、
献血にご協力をお願いします。
★新型コロナウイルスに感染した人、ワクチンを接種
した人も一定期間経過すると献血できます。

県薬務課問
TEL 048・830・3635

　輸血用血液製剤の多くは、がん（悪性新生物）
の患者さんの治療に使用されています。

　安全に、スムーズに献血できるように、Webサービスがあり
ます。スマートフォンアプリもできました。 

　献血カードが
あればすぐに登
録できます。

検査結果提供サービス
　希望する人には、「7項目の生化学検査
成績と8項目の血球計数検査成績」、「B型・
C型・E型肝炎検査、梅毒検査、HTLV-1抗
体検査の結果」を伝えています。

　珍しい血液型というとRhマイナスが有名ですよね。
実は、もっと珍しい血液型があるんです！その出現頻度
はおおむね1％以下。現在日本では20種類以上が登録
されています。
　血液は長期保存ができませんが、輸血の時にその血
液の確保に支障を来す恐れがあるため、まれな血液は
マイナス80℃以下、国の基準で10年間凍結保存され
ています。ちなみに、日本で0.5％とされているRhマイ
ナスは欧米では15％の頻度なんですよ。

　はたちを迎える若者
を中心に献血を呼び掛
けています。

記念品がもらえる
　献血した回数に応じて
「選べる記念品」がもらえ
ます。県内の献血ルーム
のキャンペーンでオリジ
ナル記念品も。東京都福祉保健局 令和2年度輸血状況調査結果

出典「日本赤十字社 献血まるわかり辞典」

会員数：全国で約295万人（令和４年３月現在）

▲イラストはイメージです

★献血者コードを持っていて平成25
（2013）年10月以降に献血歴のある人

▲ラブラッドの
登録はこちら

命を救う

助け合い 健康状態がわかる

感謝の気持ち

ラブラッドに会員登録しませんか

全国の献血
ルームの予約

1

事前問診回答2

血液検査の
結果を確認できる

3

ポイントを貯めて
記念品と交換

4

がん

血液および
造血器

循環器系

その他

消化器系

交通事故に
よるけが等

妊娠・分娩

19.4%

36.4%

15.6%

6.5%

17.4%

4.0%

0.7%

献血カードがWeb・アプリに

まれな血液型

2月末まで 3月末まで

シニア６０～６４
初回献血キャンペーン
　60～64歳の間に献血
すると、69歳まで献血が
できます。

キャンペーン実施中！ この機会にぜひ

埼玉県献血マスコット
「エビオ君」

10000
以下

1

Oh（Bombay）ボンベイ、
-D- バーディーバー

3000
1

Jr（a-）
ジェーアール
エーマイナス

500
1

Di（b-）
ディエゴ

ビーマイナス

100
1

Fy（a-）
ダフィー

エーマイナス

▲県の献血ルーム

★16歳からできます。

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



　ＡＥＤとは、心室細動などの不整脈に際し、心臓に電
気ショックを与えて正常な状態に戻す医療機器です。
　ＡＥＤは電源を入れると音声で操作方法を案内して
くれるので、誰でも簡単に使えます。
　倒れた人にＡＥＤが使用できるかは、ＡＥＤが自動で
診断してくれます。まずは、積極的にＡＥＤを使用しま
しょう。

　腕、肩、歯、あごの痛み、
胸が焼ける症状、突然の
胸の痛み、胸が押さえつ
けられる・締め付けられる
ような感じ　など

● 寒暖差のある場所（風呂、トイレなど）の移動に注意

● 健康診断・人間ドックの結果を確認
　　高血圧、糖尿病など、基礎疾患がある場合はきちんと治療をする

● 生活習慣を改善
　　日ごろから、塩分を減らし（１日６ｇ未満）、野菜や果物を増やしたバ
ランスの良い食事を摂る、禁煙、お酒はほどほどに、適度な運動、十
分な休養・睡眠…など

　脳血管疾患（脳卒中など）や心疾患（狭心症・心筋梗塞など）は死因別順位の上位になっ
ています。特に冬場は、屋内と屋外、浴室と脱衣所などの大きな温度差による急激な温度
変化によって血圧に大きな変動が生じ、脳血管疾患や心疾患を引き起こしやすくなります。

県薬務課問 TEL 048・830・3640

■ 死因別死亡割合

発症を防ぐためにはどうしたらいい？

県内のＡＥＤ設置
届出台数

14,089台
（令和４年３月末現在）

ＡＥＤ検索サイトはこちら▲

県疾病対策課問 TEL 048・830・3598

忍び寄る「脳卒中」「心臓病」
－命を守るこころがけ－

埼玉会館（さいたま市浦和区）、
オンライン（Zoom）場　所

１月２１日（土）午後１時１５分～４時日　時

会場…50名　WEB…500名定　員

市民公開
講座

悪性新生物
（がん）
29%

老衰8%
脳血管疾患

7%
脳血管疾患

7%

その他
41% 狭心症・心筋梗塞

出典：令和２年 人口動態概況（埼玉県）

救える命が増える
ＡＥＤを知ることで

使え
ます妊

婦や
子供に

も

ＡＥＤマップで
近くの場所を
確認

冬場に発症しやすい に気を付けて・脳 血 管 疾 患 心 疾 患

体調がいつもと違うと感じたらかかりつけ医に相談を
症状が治まらない、悪化するときはすぐに病院を受診しましょう

こんな兆候に要注意

　片方の手足・顔半分の
麻痺、しびれ、ろれつが回
らない、言葉が出ない、力
はあるのに立てない、ふ
らふらする、経験したこと
のない激しい頭痛　など

脳卒中

心疾患
15%

WEB申込方法 ▲申込はこちら

県観光課問 TEL 048・830・3950
本庄市観光協会児玉支部問

TEL 0495・72・1334

TEL 048・647・4108　県内には、地域の風土と歴史に育ま
れ、人々の暮らしの中に今も受け継が
れている伝統的手工芸品があります。
ひな人形や和紙、木工品など県知事が
指定するものは30品目。「越谷張子だ
るま」は昭和59年に指定されました。

　本庄市にある全国で唯一「日本」と
名の付く神社名が入った青いだる
ま。社名や由来にちなみ、勝ち運の
ご利益があり、なでしこＪＡＰAＮ、
サッカー日本代表などさまざまな団体
に必勝だるまとして贈られています。

新たな年への願いを込めて、だるまで福を呼び込みましょう！

　だるまは江戸時代に「だる吉」という人形師が
作り始めたといわれています※。だるまを一体ずつ
よく見てください。同じ顔はありません。伝統的に
私たち職人が一つひとつ丁寧に筆を使って作り上
げているからです。「越谷張子だるま」をもっと皆さ
んに知ってもらいたいと、市内クリエイターとともに
新たな取り組みも行っています。

　だるまは江戸時代に「だる吉」という人形師が
作り始めたといわれています※。だるまを一体ずつ
よく見てください。同じ顔はありません。伝統的に
私たち職人が一つひとつ丁寧に筆を使って作り上
げているからです。「越谷張子だるま」をもっと皆さ
んに知ってもらいたいと、市内クリエイターとともに
新たな取り組みも行っています。 ※諸説あります

越谷市経済振興課問 TEL 048・967・4680

　およそ300年の歴史を持つだるまは、魔除けから玩具へ、そして現在は
縁起物として愛されています。鼻が高くて色白の顔が自慢の「越谷張子だ
るま」。伝統を守りつつ変化し続けるだるまの今をご紹介します。

PRESENT

「越谷豆だるま10色セット」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。

伝統を日常に

県の伝統的手工芸品に
触れてみよう

だるまが購入できる場所
青い必勝だるま
アスリートたちに人気を集める

埼玉県物産観光館「そぴあ」

▲新色登場！今年のラッキーカラーの「こだるま」（手前）

　地元・越谷の魅力をデザインの力で発信したいと、
さまざまな伝統的工芸品とコラボしています。だるま
アートは、伝統のフォルムや技法をベースに、英字新
聞や千代紙などを張り、一つずつに”平和”や”夢”と
いったメッセージを込めて制作。今後も歴史ある
「越谷張子だるま」をARTとして発信し続けたい！

　地元・越谷の魅力をデザインの力で発信したいと、
さまざまな伝統的工芸品とコラボしています。だるま
アートは、伝統のフォルムや技法をベースに、英字新
聞や千代紙などを張り、一つずつに”平和”や”夢”と
いったメッセージを込めて制作。今後も歴史ある
「越谷張子だるま」をARTとして発信し続けたい！

　伝統ある「越谷張子だるま」を現代のライフスタイ
ルに寄り添った形で提供したいと考え、できたのが
パステルカラーの「越谷こだるま」です。３色のミニだ
るまに自分でお気に入りのデコレーションをして、部
屋やオフィスに気軽に飾ってほしい。現在はイベント
などのワークショップで提供しています。

　伝統ある「越谷張子だるま」を現代のライフスタイ
ルに寄り添った形で提供したいと考え、できたのが
パステルカラーの「越谷こだるま」です。３色のミニだ
るまに自分でお気に入りのデコレーションをして、部
屋やオフィスに気軽に飾ってほしい。現在はイベント
などのワークショップで提供しています。

伝統的工芸品をARTへ

▲だるまを動画で紹介 ▲問い合わせや販売情報は
インスタグラムから

月～土曜：午前１０時～午後６時
（祝日除く）★1月4日（水）から営業営業時間

ソニックシティビル2階
大宮駅下車徒歩３分場所・交通

TEL 048・940・5550
ガーヤちゃんの蔵屋敷

午前10時～午後7時 ★1月3日（火）から営業営業時間
越谷駅東口高架下場所・交通

◀「越谷こだるま」の考案者、市内在
住のコピーライター・デザイナー
石川久士さん、真理花さんとマー
ケッターの田中亮一郎さん（左から）

▲ハナブサデザイン代表　花房 茂さん

▲個性と創造力のつまっただるまはかっこいい！
　1月9日（月・祝）まで、イオンレイクタウンmori２階豆の木ステージで展示中！

特に地元の学生やアー
ティストと一緒に、本格的
なアート展を行っていき
たいですね。

「越谷張子だるま」
よっ！

＼縁起物
／

越谷市だるま組合 ―ハナブサデザイン―TRADITIONOW
トラディショナウ

アート

歴史を「伝える」から「つなぐ」へ

こちらも
注目

タンポポ色、サクラ色、ソラ色のかわいい「こだるま」

オリジナルの
ウノミズ色

（取り扱いのない商品もございます）

令和５年の干支は癸卯（みずのとう）。ラッキーカラーは水色。二つの意味を含めたオリジナルのカラー

◀だるま職人
　島田 和明さん

▲「日本神社」の青いだるま

4 5この広報紙は12月15日（木）現在の情報をもとに作成しています。



①測量士　
②測量士補24

試験日▶5月21日㈰ 費用▶①4,250円 ②
2,850円 願書配布▶県用地課（県庁内）、
県内各県土整備事務所 願書受付▶1月5日
㈭～30日㈪までに国土地理院（ 029・864・
8214か8248） 問合せ▶県用地課（ 048・
830・5041）
危険物取扱者25

試験日▶①3月5日㈰ ②3月12日㈰ 試験会
場▶①埼玉大学（さいたま市桜区） ②JA共
済埼玉ビル（さいたま市大宮区） 費用▶

6,600円他 願書配布▶（一財）消防試験研究
センター埼玉県支部（さいたま市浦和区）、
県内各消防本部、県消防課（県庁内） 願書
受付▶願書を参照の上、1月20日㈮～30日㈪
に同支部か  問合せ▶同支部（ 048・832・
0747）か同課（ 048・830・8161）★甲種には
受験資格あり

県立高等技術専門校4月入校生
①ビル管理科 ②介護サービス科
③職域開発科

26

対象▶①②求職者 ③精神障害・発達障害
のある求職者 選考日▶2月9日㈭ 場所▶

①県立川口高等技術専門校 ②県立熊谷
高等技術専門校秩父分校 ③県立職業能
力開発センター（さいたま市北区） 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、1月6日㈮～
2月6日㈪に各実施場所 問合せ▶①同校
（ 048・251・4481） ②同分校（ 0494・
22・1948） ③同センター（ 048・651・
1945）か県産業人材育成課（ 048・830・
4598）

交通遺児等援護金
[子供1人につき10万円]27

対象▶平成16年4月2日以降に生まれた

交通遺児等（交通事故により死亡また
は重い障害を負った保護者に養育されて
いる児童または生徒）となった18歳以下
（同居世帯の総所得額による制限あり） 給
付時期▶5月上旬 申込▶しおり（各市町村担
当課で入手）を参照の上、1月31日㈫までに
みずほ信託銀行浦和支店（ 048・822・
0191） 問合せ▶埼玉県交通安全対策協議会
（ 048・825・2011）か県防犯・交通安全課
（ 048・830・2955）

県営住宅の入居
（1月定期募集）28

対象▶次の条件をすべて満たす人。原則、
同居親族がいる/収入月額が158,000円以
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 入居日▶3月23日㈭～/高
齢・障害住宅、単身住宅4月7日㈮～ 案内
配付▶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）、
各市区役所・町村役場、県住宅課（県庁内）
他 申込▶1月21日㈯までに郵送か で同
公社（ 048・829・2875） 問合せ▶同公社
か同課（ 048・830・5564）★家賃は収入や
住宅の条件で決定

埼玉県教科用図書選定審議会委員
（1人）29

対象▶令和5年4月1日時点で県内の義務
教育諸学校に在籍（予定を含む）する児童
生徒の保護者（一定の要件あり） 任期▶

4～8月 申込▶2月3日㈮（必着）までに応募
用紙（ か県義務教育指導課（県庁内）で
入手）と作文（800字程度）を直接か郵送で
同課（県庁内 048・830・6746）★選考。
謝金あり

技能講習（スキルアップ）
2月開講（AutoCAD基礎など10講座）30

対象▶在職者 日時▶講座により異なる 場
所▶各県立高等技術専門校・職業能力開
発センター（さいたま市北区） 費用▶講座
により異なる（テキスト代別） 申込▶ を確
認の上、1月10日㈫までに各実施校 問合せ
▶県産業人材育成課（ 048・830・4598）
★抽選

給与支払報告書・源泉徴収票の提出は
「eLTAX（エルタックス）」で ! 31

　給与支払報告書などの提出や法人県民
税などの申告・申請・届出にはインターネッ
トを利用した「eLTAX」が便利です。地方税
の納税には電子納付ができる「地方税共通
納税システム」をご利用ください。 問合せ▶
県税務課（ 048・830・2651）
環境影響評価準備書の縦覧32

　①「和光都市計画事業（仮称）和光北イン
ター東部地区土地区画整理事業環境影響
評価準備書」 ②「所沢都市計画事業（仮称）
三ケ島工業団地周辺土地区画整理事業
環境影響評価準備書」 ③「川越都市計画事
業旭ケ丘松の台土地区画整理事業環境影
響評価準備書」 期間▶①②③1月10日㈫～
2月10日㈮ 場所・問合せ▶県環境政策課
( 048・830・3041)

令和5年度埼玉県食品衛生監視指導
計画（案）に対する意見募集について33

期間▶1月10日㈫まで 問合せ▶県食品安全課
（ 048・830・3611）

あん摩マッサージ師などの無資格者
の施術にご注意を34

　あん摩マッサージ指圧、はり、きゅうの
営業には、それぞれ国家資格が必要です。
無資格者による施術は法律により処罰の対
象であり、健康被害を起こす恐れがありま
す。施術者が有資格者であることを確認し
てから施術を受けましょう。 問合せ▶県医
療整備課（ 048・830・3539）

県内で令和4年12月31日現在調理
業務に従事する調理師の方は従事
状況などの届出をお願いします

35

対象▶調理師の免許を持ち、従事している
人 届出期限▶1月15日㈰（消印有効） 届出
方法▶直接、 、郵送かFAXで（一社）埼玉県
調理師会（〒330-0063さいたま市浦和区高砂
4-4-17 048・862・6443 048・711・2637）

緊急小口資金等特例貸付の償還開始36
　埼玉県社会福祉協議会が実施していた
特例貸付について、令和5年1月から貸付の
償還（返済）が始まります。 対象▶緊急小口
資金の貸付決定月が令和2年3月～令和3年
12月の方、総合支援資金（初回）の貸付決定
月が令和2年3月～令和3年9月の方 問合せ
▶埼玉県社会福祉協議会債権管理センター
（ 050・2018・1839）

第11回戦没者等の遺族に対する
特別弔慰金（未請求の方）37

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」等を受ける方（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▶3月31日㈮ま
で 問合せ▶県社会福祉課（ 048・830・3286）

4年ぶりに開催
令和5年埼玉県警察年頭視閲式38

日時▶1月12日㈭13：00～14：00 場所▶埼玉スタ
ジアム2〇〇2（さいたま市緑区）東駐車場 問
合せ▶県警察本部教養課（ 048・832・0110㈹）

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39

場所▶東部（越谷市・南越谷ラクーン6階）、
西部（川越市・山崎ビル3階）、南部（さいた
ま市大宮区・ソニックシティビル6階）、北部
（熊谷市・ニットーモール2階） 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）★電話での予約は
できません

　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 ）
埼玉県地域防災計画修正（案）40

期間▶1月18日㈬～2月14日㈫まで 問合せ▶
県災害対策課（ 048・830・8181）

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

1月15日㈰
（消印有効）

▶5人に①福袋(埼玉県産品詰め合わせ♪)、▶5人に②越谷豆だるま10色セッ
ト、▶10人に③麹の声きいちゃいました。[いちご味･プレーン](130g×各1個
入り)セット、▶5人に④川越藩のお蔵米(5㎏)、▶10人に⑤さやまっ茶甘酒・
くり甘酒・くり抹茶甘酒（140ｇ×各3本入り）セット、▶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）

1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
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方
法
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この広報紙は12 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。

第18回さいたま新都心
大道芸フェスティバル3

日時▶1月7日㈯、8日㈰11：00～16：00 場所
▶けやきひろば（さいたま市中央区）他 問
合せ▶さいたまスーパーアリーナ（ 048・
601・1122）

狭山丘陵自然観察会
「狭山湖周辺の野鳥と植物」4

対象▶小学生以上（小学生は保護者同伴） 
日時▶2月18日㈯9：30～14：30 集合場所▶

西武球場前駅 費用▶300円 申込▶2月14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

名作映画鑑賞会 「イタズ」5
日時▶1月6日㈮14：00～15：57 場所・問合せ
▶県立熊谷図書館（ 048・523・6291）★先
着順

企画展
「金田一耕助さん! 埼玉で事件ですよ」6

期間▶1月21日㈯～3月12日㈰ 費用▶210円 
場所・問合せ▶さいたま文学館（桶川市
048・789・1515）

埼玉西武ライオンズ
親子キャッチボール7

対象▶5歳～小学4年生と保護者 日時▶1月
22日㈰10：00～12：00 場所▶和光樹林公園 
申込▶ で同管理事務所（ 048・468・0837）
★申込順

With You さいたま
フェスティバル8

日時▶2月3日㈮～5日㈰各10：00～16：00
（3日のみ13：00～） 場所・問合せ▶県男女
共同参画推進センター（さいたま市中央区
048・601・3111）

写真展
「北本自然観察公園・季節のうつろい」9

日時▶1月5日㈭～10日㈫各9：00～17：00 
場所▶北本市役所 問合せ▶埼玉県自然学
習センター（ 048・593・2891）

1月の農林学級
「はじめての饅頭づくり教室」10

対象▶18歳以上 日時▶1月22日㈰9：30～
12：00 費用▶1,000円 申込▶1月7日㈯までに
 場所・問合せ▶県農林公園（深谷市 048・

583・2301）★抽選

角川武蔵野ミュージアム
植菌'g（しいたけの植菌体験）11

対象▶小・中学生（小学生は保護者同伴） 

日時▶1月28日㈯10：15～14：10 場所▶

角川武蔵野ミュージアム（所沢市） 申込
▶1月16日㈪（必着）までに 、はがきか
FAX（ と生年月日、メールアドレスを
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
三
さん

富
とめ

千人くず（落ち葉）掃き12
日時▶1月29日㈰9：30～12：30 場所▶くぬ
ぎ山地区の山林（所沢市） 申込▶1月16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

プリザーブドフラワー・
リボンフラワー教室13

対象▶小学高学年以上（小学生は保護者
同伴） 日時▶2月19日㈰13：00～15：00 場所
▶県みどりの村 費用▶2,500円 申込▶2月
3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
七宝焼きと
秩父の小

こ

昼
ぢゆう

飯
はん

「おっきりこみ」14

対象▶小・中学生とその家族 日時▶3月4日
㈯14：00～5日㈰14：00（1泊2日） 場所▶県立
名栗げんきプラザ（飯能市） 費用▶5,500円 
申込▶2月2日㈭までに電話、 かFAX
（ を明記）で同プラザ（ 042・979・1011
042・979・1013）★抽選
カワシロウ達

だ る ま

磨をつくろ！15
日時▶1月8日㈰①11：00～12：00 ②13：30～
14：30（午前・午後同一内容） 場所▶県立
川の博物館（寄居町） 費用▶1,000円 申込▶

1月7日㈯までに直接、 かFAX（ を
明記）で同館（ 048・581・7333 048・
581・7332）★申込順

高次脳機能障害
理解促進セミナー16

日時▶1月21日㈯14：00～16：30 場所▶浦和
コミュニティセンター 申込▶1月10日㈫ま
でに で県障害者福祉推進課（ 048・830・
3295）★申込順

農業技術研究センター試験
研究成果発表会17

対象▶農業に携わる人、農業技術に関
心のある人 日時▶1月30日㈪13：00～

16：00 開催方法▶オンライン（Zoom） 
申込▶1月20日㈮までに かFAX（
を明記）で県農業技術研究センター（
048・536・0311 048・536・0315）★申
込順

若者自立支援センター
「働けなかった私たちの本音」講話18

対象▶1 5～4 9歳（中学卒業以上）の未
就労者とその家族  日時 ▶1月1 4日㈯
14：00～15：45 場所▶所沢市役所 申込▶

電話で同センター（ 048・255・8680）
★申込順

金融・経済講演会
「コロナ後のマネー・家計・人生
～未来を切り開く新資産形成術～」

19

日時▶2月19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）

外国人お助けボランティア
育成研修20

日時▶2月12日㈰13：00～16：00 場所▶

サンシティホール（越谷市） 申込▶2月10
日㈮までに で県国際課（ 048・830・
2714）

シンポジウム
「特別史跡埼玉古墳群のこれから」21

日時▶3月11日㈯13：00～17：00 場所▶

行田市教育文化センター 申込▶1月24日
㈫～2月21日㈫（必着）に かはがきで
県立さきたま史跡の博物館（〒361-0025
行田市埼玉4834 048・559・1181）★
抽選

職業訓練受講生募集
令和5年4月開講 2年間
（介護福祉士、保育士 他）

22

対象▶求職者 日時▶各講座により異なる 場
所▶県内の専門学校など 費用▶教材費など 
申込▶願書（県内各ハローワークなどで入
手）を記入後に住所地を管轄するハロー
ワークで確認印を受け、1月10日㈫～2月10
日㈮に県立職業能力開発センター（さいた
ま市北区 048・651・3122） 問合せ▶同セン
ターか県産業人材育成課（ 048・830・4607）
★選考

文化講座
「ミステリー文学における横溝正史
の位置づけ」（講師：加藤光男氏）

23

日時▶1月28日㈯14：00～16：00 場所▶県立
久喜図書館 申込▶電話、直接、 かＦＡＸ
（ を明記）で同館（ 0480・21・2659
0480・21・2791）★申込順

東日本発祥74周年
大宮競輪倉茂記念杯（ＧⅢ）1

期間▶1月19日㈭～22日㈰ 場所▶大宮競輪
場 問合せ▶県営競技事務所（ 048・871・
7095）★車券の購入は20歳以上に限る

ものづくりイベント
「彩の国総合技能展」2

日時▶2月4日㈯11：00～16：00、5日㈰10：00～
16：00 場所▶ふれあいキューブ（春日部市） 
問合せ▶県産業人材育成課（ 048・830・
4598）

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）。
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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。

★2日（月・休）、3日㈫、5日㈭、6日㈮の放送はお休みです。

こんにちは県議会です
1日(日・祝)10：00～10：30

新春インタビュー

15日(日)   10：00～10：15
12月定例会ダイジェスト

テレ玉 地デジ3ch 手話あり

今月の放送予定

14日 今年は卯年！
見てさわってモフモフうさぎ

21日 江戸の文化「算額」に挑戦！

28日 甘くて美味しい 県産いちご
★7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。
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年始のお休みについては
各施設などにご確認ください。

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

STEP1 STEP3STEP2

　読み終えた本・ＤＶＤなどを県の協力事業者に送っていただくと、その査定換金
額が「埼玉県ＮＰＯ基金」に寄付されます。ぜひ、申し込みください。

※1⇒本の裏表紙などにISBNコード（ISBNか
ら始まる13桁か10桁のコード）がある
もの

※2⇒切手は使用済み、はがきは片面書き損
じでもＯＫ

※3⇒貴金属・ブランド品は壊れていてもＯＫ

本※1、ＤＶＤ、ＣＤ、ゲーム、
切手、はがき※2、商品券、
貴金属、ブランド品※3

●地域の高齢者の健康増進のため、
お薬相談やフレイル予防などの講
座、相談会を開催（保健・医療・福
祉の分野）
●農地や空き地の一角に多様な植物
を植栽し、昆虫や鳥が集まる「緑の
オアシス」を造成（環境保全の分野）

梱包 集荷
5点以上
からＯＫ

申し込み
電話または　　 希望の日時に

伺います
（何箱でも送料無料）TEL 0120・29・7000

対象 寄付金の活用例

読み終えた本・ＤＶＤなどで
寄付ができます

コバトン古本募金

県共助社会づくり課問 TEL 048・830・2828

▲WEB申し込み
　はこちら嵯峨野株式会社問

WEB

▲詳細はこちら

備えましたか

　新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザが同時流
行すると、発熱外来がひっ迫する可能性があります。発熱などの体
調不良時にそなえて、解熱鎮痛薬とともに早めに準備しましょう！

　国が承認した検査キットは、【体外診断用医薬品】または【第一類医薬品】と表示
されています。取扱い薬局・薬店（インターネット含む）で薬剤師に相談して購入し
てください。

新型コロナウイルス感染症関連情報 県薬務課問
TEL 048・830・3622

•発熱時等に検査キット陽性の場合、オンラインの確定診断を受け、
療養に入れます。

•発熱時等に検査キット陰性の場合、かかりつけ医や最寄りの医療
機関を受診しやすくなります。

★検査結果を確定診断に用いる場合があるため、スマートフォンなどで検査結果や身分証等を画像として
保存するとともに、診断を受けるまでキット本体とキットの入っていた箱や袋などは捨てないでください。

検査キットを使用し、陽性の結果が出た場合は、
医師の確定診断を受ける必要があります。

新型コロナ抗原定性検査キット

国が承認した検査キットを選びましょう！

医療用

第一類
医薬品
一般用

研究用体外診断用
医薬品

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1２月15日（木）現在の情報をもとに作成しています。



①測量士　
②測量士補24

試験日▶5月21日㈰ 費用▶①4,250円 ②
2,850円 願書配布▶県用地課（県庁内）、
県内各県土整備事務所 願書受付▶1月5日
㈭～30日㈪までに国土地理院（ 029・864・
8214か8248） 問合せ▶県用地課（ 048・
830・5041）
危険物取扱者25

試験日▶①3月5日㈰ ②3月12日㈰ 試験会
場▶①埼玉大学（さいたま市桜区） ②JA共
済埼玉ビル（さいたま市大宮区） 費用▶

6,600円他 願書配布▶（一財）消防試験研究
センター埼玉県支部（さいたま市浦和区）、
県内各消防本部、県消防課（県庁内） 願書
受付▶願書を参照の上、1月20日㈮～30日㈪
に同支部か  問合せ▶同支部（ 048・832・
0747）か同課（ 048・830・8161）★甲種には
受験資格あり

県立高等技術専門校4月入校生
①ビル管理科 ②介護サービス科
③職域開発科

26

対象▶①②求職者 ③精神障害・発達障害
のある求職者 選考日▶2月9日㈭ 場所▶

①県立川口高等技術専門校 ②県立熊谷
高等技術専門校秩父分校 ③県立職業能
力開発センター（さいたま市北区） 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、1月6日㈮～
2月6日㈪に各実施場所 問合せ▶①同校
（ 048・251・4481） ②同分校（ 0494・
22・1948） ③同センター（ 048・651・
1945）か県産業人材育成課（ 048・830・
4598）

交通遺児等援護金
[子供1人につき10万円]27

対象▶平成16年4月2日以降に生まれた

交通遺児等（交通事故により死亡また
は重い障害を負った保護者に養育されて
いる児童または生徒）となった18歳以下
（同居世帯の総所得額による制限あり） 給
付時期▶5月上旬 申込▶しおり（各市町村担
当課で入手）を参照の上、1月31日㈫までに
みずほ信託銀行浦和支店（ 048・822・
0191） 問合せ▶埼玉県交通安全対策協議会
（ 048・825・2011）か県防犯・交通安全課
（ 048・830・2955）

県営住宅の入居
（1月定期募集）28

対象▶次の条件をすべて満たす人。原則、
同居親族がいる/収入月額が158,000円以
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 入居日▶3月23日㈭～/高
齢・障害住宅、単身住宅4月7日㈮～ 案内
配付▶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）、
各市区役所・町村役場、県住宅課（県庁内）
他 申込▶1月21日㈯までに郵送か で同
公社（ 048・829・2875） 問合せ▶同公社
か同課（ 048・830・5564）★家賃は収入や
住宅の条件で決定

埼玉県教科用図書選定審議会委員
（1人）29

対象▶令和5年4月1日時点で県内の義務
教育諸学校に在籍（予定を含む）する児童
生徒の保護者（一定の要件あり） 任期▶

4～8月 申込▶2月3日㈮（必着）までに応募
用紙（ か県義務教育指導課（県庁内）で
入手）と作文（800字程度）を直接か郵送で
同課（県庁内 048・830・6746）★選考。
謝金あり

技能講習（スキルアップ）
2月開講（AutoCAD基礎など10講座）30

対象▶在職者 日時▶講座により異なる 場
所▶各県立高等技術専門校・職業能力開
発センター（さいたま市北区） 費用▶講座
により異なる（テキスト代別） 申込▶ を確
認の上、1月10日㈫までに各実施校 問合せ
▶県産業人材育成課（ 048・830・4598）
★抽選

給与支払報告書・源泉徴収票の提出は
「eLTAX（エルタックス）」で ! 31

　給与支払報告書などの提出や法人県民
税などの申告・申請・届出にはインターネッ
トを利用した「eLTAX」が便利です。地方税
の納税には電子納付ができる「地方税共通
納税システム」をご利用ください。 問合せ▶
県税務課（ 048・830・2651）
環境影響評価準備書の縦覧32

　①「和光都市計画事業（仮称）和光北イン
ター東部地区土地区画整理事業環境影響
評価準備書」 ②「所沢都市計画事業（仮称）
三ケ島工業団地周辺土地区画整理事業
環境影響評価準備書」 ③「川越都市計画事
業旭ケ丘松の台土地区画整理事業環境影
響評価準備書」 期間▶①②③1月10日㈫～
2月10日㈮ 場所・問合せ▶県環境政策課
( 048・830・3041)

令和5年度埼玉県食品衛生監視指導
計画（案）に対する意見募集について33

期間▶1月10日㈫まで 問合せ▶県食品安全課
（ 048・830・3611）

あん摩マッサージ師などの無資格者
の施術にご注意を34

　あん摩マッサージ指圧、はり、きゅうの
営業には、それぞれ国家資格が必要です。
無資格者による施術は法律により処罰の対
象であり、健康被害を起こす恐れがありま
す。施術者が有資格者であることを確認し
てから施術を受けましょう。 問合せ▶県医
療整備課（ 048・830・3539）

県内で令和4年12月31日現在調理
業務に従事する調理師の方は従事
状況などの届出をお願いします

35

対象▶調理師の免許を持ち、従事している
人 届出期限▶1月15日㈰（消印有効） 届出
方法▶直接、 、郵送かFAXで（一社）埼玉県
調理師会（〒330-0063さいたま市浦和区高砂
4-4-17 048・862・6443 048・711・2637）

緊急小口資金等特例貸付の償還開始36
　埼玉県社会福祉協議会が実施していた
特例貸付について、令和5年1月から貸付の
償還（返済）が始まります。 対象▶緊急小口
資金の貸付決定月が令和2年3月～令和3年
12月の方、総合支援資金（初回）の貸付決定
月が令和2年3月～令和3年9月の方 問合せ
▶埼玉県社会福祉協議会債権管理センター
（ 050・2018・1839）

第11回戦没者等の遺族に対する
特別弔慰金（未請求の方）37

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」等を受ける方（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▶3月31日㈮ま
で 問合せ▶県社会福祉課（ 048・830・3286）

4年ぶりに開催
令和5年埼玉県警察年頭視閲式38

日時▶1月12日㈭13：00～14：00 場所▶埼玉スタ
ジアム2〇〇2（さいたま市緑区）東駐車場 問
合せ▶県警察本部教養課（ 048・832・0110㈹）

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39

場所▶東部（越谷市・南越谷ラクーン6階）、
西部（川越市・山崎ビル3階）、南部（さいた
ま市大宮区・ソニックシティビル6階）、北部
（熊谷市・ニットーモール2階） 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）★電話での予約は
できません

　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 ）
埼玉県地域防災計画修正（案）40

期間▶1月18日㈬～2月14日㈫まで 問合せ▶
県災害対策課（ 048・830・8181）

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

1月15日㈰
（消印有効）

▶5人に①福袋(埼玉県産品詰め合わせ♪)、▶5人に②越谷豆だるま10色セッ
ト、▶10人に③麹の声きいちゃいました。[いちご味･プレーン](130g×各1個
入り)セット、▶5人に④川越藩のお蔵米(5㎏)、▶10人に⑤さやまっ茶甘酒・
くり甘酒・くり抹茶甘酒（140ｇ×各3本入り）セット、▶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）

1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〇〇パワーで健康な一年に

ブ ラ ン ド

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 ② ③ ④
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
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講座・講演

募集
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試験試験

県民コメント県民コメント
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イベント

STEP1 STEP3STEP2

　読み終えた本・ＤＶＤなどを県の協力事業者に送っていただくと、その査定換金
額が「埼玉県ＮＰＯ基金」に寄付されます。ぜひ、申し込みください。

※1⇒本の裏表紙などにISBNコード（ISBNか
ら始まる13桁か10桁のコード）がある
もの

※2⇒切手は使用済み、はがきは片面書き損
じでもＯＫ

※3⇒貴金属・ブランド品は壊れていてもＯＫ

本※1、ＤＶＤ、ＣＤ、ゲーム、
切手、はがき※2、商品券、
貴金属、ブランド品※3

●地域の高齢者の健康増進のため、
お薬相談やフレイル予防などの講
座、相談会を開催（保健・医療・福
祉の分野）

●農地や空き地の一角に多様な植物
を植栽し、昆虫や鳥が集まる「緑の
オアシス」を造成（環境保全の分野）

梱包 集荷
5点以上
からＯＫ

申し込み
電話または　　 希望の日時に

伺います
（何箱でも送料無料）TEL 0120・29・7000

対象 寄付金の活用例

読み終えた本・ＤＶＤなどで
寄付ができます

コバトン古本募金

県共助社会づくり課問 TEL 048・830・2828

▲WEB申し込み
　はこちら嵯峨野株式会社問

WEB

▲詳細はこちら

備えましたか

　新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザが同時流
行すると、発熱外来がひっ迫する可能性があります。発熱などの体
調不良時にそなえて、解熱鎮痛薬とともに早めに準備しましょう！

　国が承認した検査キットは、【体外診断用医薬品】または【第一類医薬品】と表示
されています。取扱い薬局・薬店（インターネット含む）で薬剤師に相談して購入し
てください。

新型コロナウイルス感染症関連情報 県薬務課問
TEL 048・830・3622

•発熱時等に検査キット陽性の場合、オンラインの確定診断を受け、
療養に入れます。

•発熱時等に検査キット陰性の場合、かかりつけ医や最寄りの医療
機関を受診しやすくなります。

★検査結果を確定診断に用いる場合があるため、スマートフォンなどで検査結果や身分証等を画像として
保存するとともに、診断を受けるまでキット本体とキットの入っていた箱や袋などは捨てないでください。

検査キットを使用し、陽性の結果が出た場合は、
医師の確定診断を受ける必要があります。

新型コロナ抗原定性検査キット

国が承認した検査キットを選びましょう！

医療用

第一類
医薬品
一般用

研究用体外診断用
医薬品

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1２月15日（木）現在の情報をもとに作成しています。



　栄養豊富なことから、「日本のヨーグルト」とも言われる、日本伝統
の発酵食品、甘酒。県内各地で、自慢の地域食材を生かした「ご当地甘
酒」が続々誕生しています。この一杯に、埼玉の恵みがギュッ！身も
心も癒してくれる甘酒パワーで新年を始めましょう。

　川島町産米「川越藩のお蔵米」と、川島
町のいちご農家「Strawberry Hunt」の
いちごを使用。歴史を刻む町の周年事業
で誕生したご当地甘酒で、めでたさもひ
としお。コンパクトな飲み切りサイズで、
扱いやすいパウチパックです。

　甘酒の歴史は古く、日本書紀に出てくる「天甜酒」
が起源ともいわれています。二十四節気の最終節
「大寒」。これを越えると、新たな一年のサイクルが始
まるとされる日に甘酒をいただけば、健康な一年の
スタートに！

　甘酒には、酒粕の甘酒と米麹の甘酒の2種類があり、
酒粕にはアルコールが含まれているため、近年は米麹
からつくられる甘酒が主流に。ノンアルコールのため、
子供から大人まで、妊婦さんでもどなたでも楽しめる
のが米麹の甘酒です。ぜひ飲み比べてみて！

　風呂上がりにゆったりとくつろげる、糀・
発酵をコンセプトにした「おふろcafé」の
「甘酒しぇいく」。神川町のいちごや梨、美
里町のブルーベリーなど、地域の食材を
使った季節限定フレーバーも人気です。

もち米をとぎ
30分浸水後、
炊飯器の「お
かゆ」コースで
炊く。

　徳川家康が開いた江戸幕府の中心を担う大名
が歴代藩主となった、「江戸の北の守り」川越藩。
その胃袋を支えた由緒ある米、川島町産の「お蔵
米」は、舟運を通じて江戸城にも献上されたと伝
えられています。

(一社)さまちか問 TEL 049・298・3377

おふろcafé 白寿の湯問 TEL 0274・52・3771

炊飯器で作ろう！

米麹甘酒
炊飯器の蓋を開
けたまま清潔な
濡れ布巾を掛け、
発酵を促す

甘酒の歴史
なんと

古墳時代から

あなたはどっち派？

PRESENT

麹の声きいちゃいました。[いちご味・プレー
ン](130g×各1個入り)のセットを10人に、川
越藩のお蔵米(5kg)を5人に、さやまっ茶甘
酒・くり甘酒・くり抹茶甘酒(140g×各3本入り)
のセットを10人にプレゼント。詳細は「クイズ
＆プレゼント」をご覧ください。

　総務省統計局の「家計調査」で埼
玉県（さいたま市）は、「他の飲料の
その他（甘酒、豆乳等）」の支出金額
が全国2位を誇り、同じく全国2位で
有名なケーキやパスタと並ぶ人気
となっています。

〈作り方〉

ポイント

2ステップで

あまのたむざけ

or酒粕 米麹

参考　農林水産省ホームページ

場所 神川町渡瀬337-1
時間

神川町 甘酒しぇいく
米糀・ノンアルコールICE

きれい
な紅
白の

色合
いは、

お祝い
事

にも最
適！

町制施行
50周年を
記念して誕生！

「川越藩のお蔵米」を使用

▲購入はこちら

喉を潤す

ひんやり
食感で

身も心も
整う！

〈材料〉
米麹
もち米
水

300g
1合（155g）
500ml

全国平均 7,253円(総務省調べ）

■さいたま市の品目別3か年平均支出
　金額ランキング(平成30～令和2年平均)
［品目名］他の飲料のその他(甘酒、豆乳等)／年

十一屋
（クリメン女影事業所）

問

TEL 042・989・2104

「埼玉県新商品AWARD2021」金賞受賞の

くり甘酒に姉妹品誕生！
米麹・ノンアルコールHOT ICE

日本三大銘茶「狭山茶」
の抹茶を使用

さやまっ茶甘酒
❶ 日高市の利平栗と

麹専門店のコラボ

くり甘酒
❷ 日高市の利平栗と

狭山茶をブレンド

くり抹茶甘酒
❸

❶ ❷ ❸

麹の声きいちゃいました。
米麹・ノンアルコールHOT ICE

［いちご味・プレーン］

★冷蔵保存なら1週間、冷凍保存なら1カ月間程度楽しめます。

保温中は定期的に温度確
認し、布巾が乾いたらこま
めに濡らしましょう。！Zzz…

米麹甘酒の栄養
成分やレシピを
クックパッドで紹
介しています

ステップ

1
炊き上がったら、60
度程度に冷まして
米麹を加えて良く
混ぜ、6時間保温す
れば、出来上がり！

ステップ

2

簡 単

1位   那覇 8,676円
2位  さいたま 8,543円
3位   東京都区部 8,459円

甘酒大好き！埼玉県民

健康な一年に
パワーで

★おふろcafé 白寿の湯では、
「糀」と表記しています。

午前10時～
午後11時
(最終受付 閉館30分前)
年始も営業

川島町 も食べた？
家康

走った後の栄養補給にも

大寒の日は「甘酒の日」
(1月20日)

おいしくなあれ！

じゅういち

No.624
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