
甘くて、おいしい
　いちご　時間

詳しくは中面をご覧ください

　コロンとしたかわいい形に、きれいな色。いち
ごの甘い香りは誰もが魅了されます。
　埼玉県オリジナルのいちご「あまりん」「かおりん」
「べにたま」は味や香りともに絶品。旬の味で、至福
のひとときを過ごしませんか？

―埼玉の旬を味わう―

▲撮影協力：菓匠幹栄 × CafeLatte57℃（桶川市）
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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12月1日現在）●総人口／7，335，195人（男3,640,439人 女3,694,756人 前月より1,583人減）●世帯数／3，241，532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

詳しくは4ページをご覧ください！

今月の
読者プレゼント

お得なサービスが使えます！



　べにたま

　あまりん

かおりん
あまりん
大福

　粒は小さめですが、
糖度・酸度が高く、濃
厚な味わいが特徴。

　糖度が高く、爽やかな酸味が特徴で
す。食べやすく、実がしっかりしているの
で、贈り物にも最適。　食べた瞬間に際立つ強い甘みが特

徴。適度な酸味もありスイーツとの相性
が抜群。果実の色ツヤがとってもきれい。

ただかね農園（株式会社TAKANO） TEL 0494・77・0977

県農業支援課問 TEL 048・830・4050

道の駅「童謡のふる里おおとね」農業創生センター問
TEL 0480・72・2111

県生産振興課問 TEL 048・830・4142

◀キッチンカーで販売の
クレープは大人気！

◀▲いちごと小豆、
いちごとチョコ
レートのバラン
スが絶妙

おいしいいちごを作る生産者を紹介します

「ワイン堆肥」で品質向上！

※革新的な農業経営に取り組む農業者や、新規性、
独創性のある技術を持ち今後大きく飛躍が見込
まれる農業者、地域農業の振興や活性化に優れ
た功績を上げている農業者などを知事が表彰し
ています。

いちごのあれこれ
いちごって…果物？

栄養たっぷり！
　ビタミンCが豊富で、みかんやグレープフルーツの約2倍。ビタミ
ンB群である葉酸や眼精疲労を予防したりする効果も期待できる
ポリフェノールの一種、アントシアニンも豊富です。
　先端部から熟していくため、ヘタよりも先端部分の方が甘く感じ
られます。

おいしく食べるための保存方法は？
　重ならないように小袋などに入
れて冷蔵庫で保存。冷凍するとき
は、水洗い後にヘタを取り、フリー
ザーバッグに入れて冷凍室へ。

日本で食べられる
ようになったのは？
　江戸時代の末期にオ
ランダ船によって日本に
持ち込まれ、当時はオラ
ンダイチゴと呼ばれてい
たそうです。

★水洗いした場合はカビが生える可能性があります。必ず水分はふき取り保冷してください。
　なるべく早めに食べきりましょう。

出典：農林水産省WEBサイト
https://www.maff.go.jp/j/pr/aff/1912
/spe1_02.html
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令和4年度埼玉農業大賞※

「農業ベンチャー部門」
大賞を受賞

▲代表の髙野宏昭さん（右）と
　奈美子さん（左）

を召し 上がれ！
いちごおいしい 甘～い甘～い

甘ずっぱく
濃厚！

甘ずっぱく
濃厚！

甘く実が
しっかり！
甘く実が
しっかり！

PRESENT

県産いちご2パックセットを10人、プロヴァンス
の森 焼きドーナツ（苺）5個入りを5人、アカシエ
マドレーヌ・ド・サイタマ5個入りを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。
★プレゼントは生産者から直送。いちごは県オリジナル
いちごのうち、お送りする時期の生育状況に応じた品
種をお届けします。

　秩父地域は山々に囲まれ、寒暖差の大きい気候を生かし１～６月までおいしいいちご
を楽しむことができます。当園では、地域の皆さんからワインの搾りかすや、きのこの廃
菌床など有機質な材料を譲り受け堆肥化して使用。また、ごみとなったいちごの葉やへ
たなども栽培が終わった後の畑に戻すなど「地域ぐるみの循環型農業」を試み、サステ
ナブルな農業を行っています。ワインの搾りかすを加えた「ワイン堆肥」を毎年追肥する
ことにより、甘味や土作りにもこだわり、品質向上に努めています。さらに、バリアフリーに
配慮した施設の整備はもちろん、「Ｓ-GAP※実践農場」や「特別栽培いちご」の認定を受
け、おいしいだけではなく安心・安全を皆さんに届けるために日々頑張っています。これ
からも埼玉県のいちごのおいしさを皆さんに知ってもらうため秩父から発信し続けます。

※ 食品安全、労働安全、環境安全に配慮した農業

強い甘みと適度な酸味でスイーツにピッタリ！

強い甘みと適度な酸味でスイーツにピッタリ！

　園芸学で草の実（草本性）で
あるいちごは野菜です。実際
は果物と同じように食べられ
ていることから「果実的野菜」
とも呼ばれています。表面にあ
るツブツブは一つひとつが
果実。私たちが果実だと思っ
て食べている部分は茎の先端
花床が膨らんだ偽果です。

　フランス古典菓子をベースとした
季節感あふれるケーキや焼き菓子が
人気のパティスリーです。

TEL

TEL

048・829・7007

048・877・7021

アカシエ

　県産や地域の農産物にこだ
わった素材でおいしい時間を
提供しています。オーナーの3
兄弟が手作りする和菓子・洋菓
子・カフェラテはそれぞれの味
を引き立てます。

TEL 048・782・9199

菓匠幹栄×
CafeLatte57℃

かん    えい

秩父市

　いちごは地元秩父産にこだわり、
キッチンカーではいちごのスムージー
やクレープの販売も行っています。

TEL 0494・25・2023

プロヴァンスの森

タルト・
フレーズ
あまりん

★いちごの生育状況や料金・営業時間、購入方法など
については、事前に各農園に確認してください。

県産いちごの購入やいちご狩りについて
県農業ビジネス支援課問 TEL 048・830・4106

SAITAMAわっしょい！
埼玉農産物ポータルサイト

自宅にいながら購入できる いちご狩りに行こう！

県内の観光
いちご農園

県産農産物のお得な情報も満載

お取り寄せ
埼玉県産

農産物応援サイト

▲まるで練乳をかけたような甘さのあまりんと、
ムースリーヌクリーム※の相性が抜群

※カスタードとバターを合わせた濃厚なクリーム

　県で育成したオリジナルいちごをはじめ、さまざまな品種のおいしいいちごが
各地で栽培されています。県内の主な産地は、県西部の吉見町や川島町、県東部
の久喜市や加須市、県北部の本庄市や、秩父市など。観光農園は県内各地に
100軒ほどあります。
　県では、県産のいちごを多くの人に食べてほしいと、今年1月にシンガポール
でも販売。今後もおいしいいちごづくりを支援していきます。

味・香りに
自信あり！

県オリジナルいちごのスイーツで

お茶しましょう～♪
和菓子、洋菓子どちらにも合うすご～いいちご！

県オリジナルいちごを使ったスイーツ店のお菓子を一部ご紹介します。

▲さっぱりとした甘さのクリー
ムがいちごのおいしさを引
き立てるショートケーキ

加須市
　「あまりん」はもちろん「紅
ほっぺ」など複数の品種が店
頭に並びます。かぞブランド認
定品の「つるつきいちご」は、
完熟したいちごを果実に触れ
ないように収穫されたもの。
贈答用品にも人気です。

つるつきいちごの販売は

加須市大利根総合支所 農政建設課問
TEL 0480・72・1321

吉見町
　この時期、観光農園などは、甘くておいしいいちごを求
める多くの人でにぎわいます。「道の駅いちごの里よし
み」では、いちごを使ったスイーツも販売しています。

川島町
　昭和33年ごろから始まったい
ちご栽培。甘みと酸味のバラン
スが良い「とちおとめ・やよいひ
め」などを主流に栽培していま
す。美味ないちごは川島農産物
直売所で購入できます。

　スタンプを集め応募
していただいた人の中
から、抽選で同町の特産
品やいちごスイーツセッ
トなど、ご当地お土産品
をプレゼントします。
★3月に抽選あり。

吉見町産業振興課問 TEL 0493・54・5027

道の駅「いちごの里よしみ」問 TEL 0493・53・1530

川島町農政産業課問 TEL 049・299・1760
JA埼玉中央川島農産物直売所問 TEL 049・297・0522

キャンペーン実施中

こちらもCheck！

ちょこたび埼玉　
　特産品や観光情報を掲載。観光
農園や、オンラインストアでは、
いちごの加工品を紹介しています。

町の観光地を巡り素敵な商品をもらおう！

PICK UP！
かぞブランドに注目

県内いちご生産量1位 味に自信あり

　県の農業技術研究センター
で育成された自慢のオリジナル
いちごを紹介します。

キュン とする埼玉いちご

最盛期を迎えていきます。
の周りは甘い香りで包まれます。
農園やスイーツを楽しめる店もたくさん。
にしてもおいしいいちご。
心行くまで味わってみて！

いちごの生産は春にかけて
春の訪れを待つように、いちご畑
県内には、いちご狩りができる観光

そのまま食べても、スイーツ
ぜひ、埼玉のいちごを

県オリジナル
いちご

産出額32億円
（全国13位）

栽培面積96ヘクタール
（全国17位）

産出額：農林水産省 令和3年農業産出額及び生産農業所得（都道府県別）
栽培面積：農林水産省 野菜生産出荷統計（令和3年産）

「埼玉のいちご」の話

※ 作付面積県内1位

秩父市※ 
吉見町、熊谷市、
久喜市など

加須市※ 
吉見町、川島町、久喜市

本庄市※ 
深谷市、秩父市、吉見町など 

主な産地

主な産地

主な産地

秩父の観光
農園はこちら！ 

秩父観光農林業協会▶

【場所】秩父市上宮地町1-2
【営業時間】午前10時～午後6時（定休日：水・木曜）

北浦和本店
【場所】さいたま市浦和区常盤10-6-11
【営業時間】午前10時～午後6時（定休日：火・水曜）

浦和店
【場所】さいたま市浦和区仲町4-1-12
【営業時間】午前11時～午後6時（定休日：火・水曜）

【場所】桶川市朝日1-26-10
【営業時間】午前10時～午後5時
　　　　　（定休日：火・水曜）

★店内飲食は当分の間休み。テイクアウトのみの営業。

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 「旬を迎えた埼玉生まれのいちごをぜひお楽しみください！」
　寒い時期ほどじっくり育ついちごが、旬を
迎えています。ビタミンＣを多く含み、今の
季節には貴重な果実です。
　あまり知られていませんが、県内のいち
ご栽培は昭和２８年からはじまり比企地域や
南埼玉地域の水田の裏作物として拡大し、
昭和３０年代後半には「埼玉ダナー」などの
品種が多く植えられ、人気を博しました。私
も、形の良いダナーイチゴと言えば、埼玉産
と記憶しています。現在では、「埼玉ダナー」
に代わり、県内各地で「とちおとめ」や「やよ
いひめ」などが多く栽培されています。
　県農業技術研究センターでは、観光・直売
に向く、甘くて、美味しいいちごを目標とし
て、約１０年かけて新品種「あまりん」と「かお

りん」を育成しました。平成２８年度からは、県
内各地の生産者がこの２品種の栽培を始め
ています。
　最高においしいとの評価も高い、この「あ
まりん」と「かおりん」の名づけの親は秩父市
出身の落語家、林家たい平師匠です。
　令和３年には、よりお求めやすい市場出
荷向けのいちごとして、新たないちご品種
「べにたま」の品種登録出願を行いました。こ
ちらは、県公式SNS等で県民やいちご生産
者、職員から名称案を募集し、378件の中か
ら選ばれたものです。
　際立つ甘さと深みのある味わいの「甘さ
推し！」の「あまりん」、糖度・酸度が高く濃厚
な味わいで香り豊かな「香り推し！」の「かお

りん」、甘くて酸度は控えめな「バランス推
し！」の「べにたま」、それぞれ個性があるい
ちごです。是非、覚えてくださいね。
　埼玉農産物ポータルサイト「SAITAMA
わっしょい！」では、特集を組み、県オリジナ
ルいちごをはじめ、県産いちごの直売所や
スイーツの取扱いのある飲食店、いちご狩
りができる観光農園などを紹介しています。
　また、「お取り寄せ埼玉県産農産物応援サ
イト」では、ご自宅から電話やWEBなどでい
ちごやジャムなどの加工品を注文できる農
園も紹介しています。　
　是非、多くの皆様に県内で生産される新
鮮で美味しい、自慢のいちごを食べていた
だきたいと思います。　

しじょう

2 3この広報紙は1月18日（水）現在の情報をもとに作成しています。 次号（3月号）は3月1日の新聞折り込みなどで配布します。
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け、おいしいだけではなく安心・安全を皆さんに届けるために日々頑張っています。これ
からも埼玉県のいちごのおいしさを皆さんに知ってもらうため秩父から発信し続けます。

※ 食品安全、労働安全、環境安全に配慮した農業

強い甘みと適度な酸味でスイーツにピッタリ！

強い甘みと適度な酸味でスイーツにピッタリ！

　園芸学で草の実（草本性）で
あるいちごは野菜です。実際
は果物と同じように食べられ
ていることから「果実的野菜」
とも呼ばれています。表面にあ
るツブツブは一つひとつが
果実。私たちが果実だと思っ
て食べている部分は茎の先端
花床が膨らんだ偽果です。

　フランス古典菓子をベースとした
季節感あふれるケーキや焼き菓子が
人気のパティスリーです。

TEL

TEL

048・829・7007

048・877・7021

アカシエ

　県産や地域の農産物にこだ
わった素材でおいしい時間を
提供しています。オーナーの3
兄弟が手作りする和菓子・洋菓
子・カフェラテはそれぞれの味
を引き立てます。

TEL 048・782・9199

菓匠幹栄×
CafeLatte57℃

かん    えい

秩父市

　いちごは地元秩父産にこだわり、
キッチンカーではいちごのスムージー
やクレープの販売も行っています。

TEL 0494・25・2023

プロヴァンスの森

タルト・
フレーズ
あまりん

★いちごの生育状況や料金・営業時間、購入方法など
については、事前に各農園に確認してください。

県産いちごの購入やいちご狩りについて
県農業ビジネス支援課問 TEL 048・830・4106

SAITAMAわっしょい！
埼玉農産物ポータルサイト

自宅にいながら購入できる いちご狩りに行こう！

県内の観光
いちご農園

県産農産物のお得な情報も満載

お取り寄せ
埼玉県産

農産物応援サイト

▲まるで練乳をかけたような甘さのあまりんと、
ムースリーヌクリーム※の相性が抜群

※カスタードとバターを合わせた濃厚なクリーム

　県で育成したオリジナルいちごをはじめ、さまざまな品種のおいしいいちごが
各地で栽培されています。県内の主な産地は、県西部の吉見町や川島町、県東部
の久喜市や加須市、県北部の本庄市や、秩父市など。観光農園は県内各地に
100軒ほどあります。
　県では、県産のいちごを多くの人に食べてほしいと、今年1月にシンガポール
でも販売。今後もおいしいいちごづくりを支援していきます。

味・香りに
自信あり！

県オリジナルいちごのスイーツで

お茶しましょう～♪
和菓子、洋菓子どちらにも合うすご～いいちご！

県オリジナルいちごを使ったスイーツ店のお菓子を一部ご紹介します。

▲さっぱりとした甘さのクリー
ムがいちごのおいしさを引
き立てるショートケーキ

加須市
　「あまりん」はもちろん「紅
ほっぺ」など複数の品種が店
頭に並びます。かぞブランド認
定品の「つるつきいちご」は、
完熟したいちごを果実に触れ
ないように収穫されたもの。
贈答用品にも人気です。

つるつきいちごの販売は

加須市大利根総合支所 農政建設課問
TEL 0480・72・1321

吉見町
　この時期、観光農園などは、甘くておいしいいちごを求
める多くの人でにぎわいます。「道の駅いちごの里よし
み」では、いちごを使ったスイーツも販売しています。

川島町
　昭和33年ごろから始まったい
ちご栽培。甘みと酸味のバラン
スが良い「とちおとめ・やよいひ
め」などを主流に栽培していま
す。美味ないちごは川島農産物
直売所で購入できます。

　スタンプを集め応募
していただいた人の中
から、抽選で同町の特産
品やいちごスイーツセッ
トなど、ご当地お土産品
をプレゼントします。
★3月に抽選あり。

吉見町産業振興課問 TEL 0493・54・5027

道の駅「いちごの里よしみ」問 TEL 0493・53・1530

川島町農政産業課問 TEL 049・299・1760
JA埼玉中央川島農産物直売所問 TEL 049・297・0522

キャンペーン実施中

こちらもCheck！

ちょこたび埼玉　
　特産品や観光情報を掲載。観光
農園や、オンラインストアでは、
いちごの加工品を紹介しています。

町の観光地を巡り素敵な商品をもらおう！

PICK UP！
かぞブランドに注目

県内いちご生産量1位 味に自信あり

　県の農業技術研究センター
で育成された自慢のオリジナル
いちごを紹介します。

キュン とする埼玉いちご

最盛期を迎えていきます。
の周りは甘い香りで包まれます。
農園やスイーツを楽しめる店もたくさん。
にしてもおいしいいちご。
心行くまで味わってみて！

いちごの生産は春にかけて
春の訪れを待つように、いちご畑
県内には、いちご狩りができる観光

そのまま食べても、スイーツ
ぜひ、埼玉のいちごを

県オリジナル
いちご

産出額32億円
（全国13位）

栽培面積96ヘクタール
（全国17位）

産出額：農林水産省 令和3年農業産出額及び生産農業所得（都道府県別）
栽培面積：農林水産省 野菜生産出荷統計（令和3年産）

「埼玉のいちご」の話

※ 作付面積県内1位

秩父市※ 
吉見町、熊谷市、
久喜市など

加須市※ 
吉見町、川島町、久喜市

本庄市※ 
深谷市、秩父市、吉見町など 

主な産地

主な産地

主な産地

秩父の観光
農園はこちら！ 

秩父観光農林業協会▶

【場所】秩父市上宮地町1-2
【営業時間】午前10時～午後6時（定休日：水・木曜）

北浦和本店
【場所】さいたま市浦和区常盤10-6-11
【営業時間】午前10時～午後6時（定休日：火・水曜）

浦和店
【場所】さいたま市浦和区仲町4-1-12
【営業時間】午前11時～午後6時（定休日：火・水曜）

【場所】桶川市朝日1-26-10
【営業時間】午前10時～午後5時
　　　　　（定休日：火・水曜）

★店内飲食は当分の間休み。テイクアウトのみの営業。

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 「旬を迎えた埼玉生まれのいちごをぜひお楽しみください！」
　寒い時期ほどじっくり育ついちごが、旬を
迎えています。ビタミンＣを多く含み、今の
季節には貴重な果実です。
　あまり知られていませんが、県内のいち
ご栽培は昭和２８年からはじまり比企地域や
南埼玉地域の水田の裏作物として拡大し、
昭和３０年代後半には「埼玉ダナー」などの
品種が多く植えられ、人気を博しました。私
も、形の良いダナーイチゴと言えば、埼玉産
と記憶しています。現在では、「埼玉ダナー」
に代わり、県内各地で「とちおとめ」や「やよ
いひめ」などが多く栽培されています。
　県農業技術研究センターでは、観光・直売
に向く、甘くて、美味しいいちごを目標とし
て、約１０年かけて新品種「あまりん」と「かお

りん」を育成しました。平成２８年度からは、県
内各地の生産者がこの２品種の栽培を始め
ています。
　最高においしいとの評価も高い、この「あ
まりん」と「かおりん」の名づけの親は秩父市
出身の落語家、林家たい平師匠です。
　令和３年には、よりお求めやすい市場出
荷向けのいちごとして、新たないちご品種
「べにたま」の品種登録出願を行いました。こ
ちらは、県公式SNS等で県民やいちご生産
者、職員から名称案を募集し、378件の中か
ら選ばれたものです。
　際立つ甘さと深みのある味わいの「甘さ
推し！」の「あまりん」、糖度・酸度が高く濃厚
な味わいで香り豊かな「香り推し！」の「かお

りん」、甘くて酸度は控えめな「バランス推
し！」の「べにたま」、それぞれ個性があるい
ちごです。是非、覚えてくださいね。
　埼玉農産物ポータルサイト「SAITAMA
わっしょい！」では、特集を組み、県オリジナ
ルいちごをはじめ、県産いちごの直売所や
スイーツの取扱いのある飲食店、いちご狩
りができる観光農園などを紹介しています。
　また、「お取り寄せ埼玉県産農産物応援サ
イト」では、ご自宅から電話やWEBなどでい
ちごやジャムなどの加工品を注文できる農
園も紹介しています。　
　是非、多くの皆様に県内で生産される新
鮮で美味しい、自慢のいちごを食べていた
だきたいと思います。　

しじょう

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



　県職員の給与は、中立的・専門的な第三者機関である県人事委員会の
勧告を踏まえ、県議会の審議・議決を経て条例により決定されます。
　令和4年度は、県職員の給与、ボーナスが民間よりも低かったことか
ら、人事委員会勧告に基づき、初任給をはじめ主として若年層の給料月
額を引き上げるとともに、0.1月分期末・勤勉手当※１を引き上げました。
　また、特別職も、一般職の期末手当の引き上げなどを踏まえ、期末手
当を0.05月分引き上げました。

県職員の給与をお知らせします

県職員の給与については
県人事課問

TEL 04８・830・2439

人事委員会勧告制度については
県人事委員会事務局問

TEL 04８・830・6412

※1 期末・勤勉手当とは民間企業のボーナスに相当する手当で、令和4年度の支給割合は4.４月分です。

※2 平均給料月額に毎月支払われる諸手当（扶養手当、通勤手当など）を加えたもの

※3 知事の期末手当の特例に関する条例により、知事の期末手当は支給していない

県職員(一般行政職)の平均給料(給与)
月額・平均年齢の状況
(令和４年4月1日現在）

平均給料月額
平均給与月額※2
平均年齢

317,883円
413,865円
41.9歳

知事の給与の状況（令和４年度） 平均給料月額
期末手当※3

1,420,000円
年間3.3月分

　入園・入学で新たに始まる集団生活。大切な子どもを病気から守るため、
予防接種を済ませましょう。
　予防接種を受けるには事前に予約が必要です。かかりつけ医などと相談
の上、スケジュールを組みましょう。

ヒブ、肺炎球菌、Ｂ型肝炎、４種混合（ジフテリア・百
日せき・破傷風・ポリオ）、ＢＣＧ、麻しん（はしか）、風
しん、水痘、日本脳炎、ロタウイルス

３月１日～７日は子どもの
予防接種週間です

大切な子どものために、必要な接種を！

小学校入学までに受ける予防接種

（無料）定期接種
おたふくかぜ
（有料）任意接種

★定められた接種期間内に受ける場合は原則無料（公費負担）。

★有料（自己負担）ですが、市町村に
よっては公費助成があります。

● 定期接種と任意接種の違いは、制度上のものであり、共に重要なワクチンです。
● 予防接種履歴は母子健康手帳で確認できます。
● 詳細は、お住まいの市町村予防接種担当へお問い合わせください。

新型コロナワクチン（臨時接種）も、
併せてご検討ください

県感染症対策課問
TEL 048・830・3557

詳細はこちらを確認▶

　企業、個人、誰もがサイバー犯罪に遭う
危険性があります。普段からネットでの買
い物やメールに気を付けて、被害を未然
に防ぎましょう。

　偽のウェブサイト（フィッシングサイト）へ誘導して、個人情報など重要な情報を入力させ、こ
れらの情報を窃取する手口。実在する金融機関や企業の他、官公庁をかたったメールやショー
トメッセージ（SMS）から有害なサイトへ誘導する手口「スミッシング」が増えています。

　パソコンなどのデータを暗号化して使えない状態
にした上で身代金を要求する、ランサムウェアの被
害が増加しています。生活に欠かせない重要インフ
ラ事業者やあなたのパソコンも狙われています。

「フィッシング」って？ サイバー攻撃にもご注意ください

◀Twitterでも
　サイバーセキュリティ
　についての情報を
　発信しています

◀県警察公式チャンネル
　（YouTube）で
　「サイバー攻撃対策
　啓発映像」を配信
　しています

対策たとえばショッピングサイトで…
ここに危険が！

対策
● ＯＳやソフトウェアのバージョンを最新に保つ
● ウイルス対策ソフトを導入する
● 不審なメールのリンクや添付ファイルを開かない
● ID・パスワードの使い回しをしない
● 大切なデータはバックアップをとっておく

商品の価格が極端に安い
カテゴリーにない商品も
掲載されている
記載されている方法で
支払いができない
魅力的な内容のショートメール（クイズに
当選、セール、キャンペーンなど）が届く

県警察本部サイバー犯罪対策課・公安第一課問 TEL 048・832・0110（代） 

２月１日～３月１８日は「サイバーセキュリティ月間」

!注意
本物のサイトと見分けがつきにくくなってきています。手口を知ることや注意が必要です

ネット社会に潜む に気を付けて！リスク

●
●

●

●

●

●
●

●
●

普段利用するサイトは自分で登録したブックマーク
やインストールした公式アプリからアクセスする
SMSやメール等に記載されたURLにアクセスしない
二段階認証があるサービスは二段階認証の設定
をし、パスコード（４桁の数字等）も他人に教えない
ID・パスワードは使い回しをしない
ウイルス対策ソフトなどのセキュリティソフトを導入
しておく

　県LINE公式アカウントは「知りたい」、「役に
立つ」、「お得な」情報がたくさん。リニューアル
で充実した機能も追加。
　さあ、今すぐ友だち追加しましょう。

県情報システム戦略課問 TEL 048・830・2284

暮らしを
もっと便利に、
さらにお得に！ 埼玉県LINE公式アカウント

リニューアル

県の最新情報が届く

ほしい情報は
「受信設定」で

　「配信カテゴリー」や「ライフスタイル」、
「受信希望地域」の設定で欲しい情報が
的確に届きます。

NEW
1

「mai」 「tama」

　協賛店で提示すると割
引などのサービスが受け
られる、子育て家庭への
優待制度です。

　協賛ショップで提示する
と、どなたでもお得なサー
ビスが受けられます。

２つのお得なサービスが
LINEで簡単に表示可能に

NEW
2

パパ・ママ応援ショップ優待カードその1

まいたまパスその2

友だちになろう！

防災情報
申請・相談窓口
埼玉県ホームページ　
県公式SNS
広報紙

新型コロナ関連

よくあるお問合せ

パパ・ママ
応援ショップ
優待カード

観光情報

お得情報

プレゼント

魅力情報

アカウント名：「埼玉県庁」
友だち追加の方法

LINEの「友だち追加」から

ID検索

@bfo2713i

基本メニュー

まいたまパス

NEW

NEW

二次元コードをスキャンする
または、ID検索をする

　県内のニュースやイベント、防災情報やお得情報がプッシュ通知などで届きます。

★受信設定を行わない場合、県からの情報（プッシュ通知）が届きません。必ず設定をお願いします。

NEW

NEW

　アプリ版「ポケットブックまいた
ま」で「パパ・ママ応援ショップ優
待カード」「まいたまパス」サービ
スを利用している人は県LINE公
式アカウントで引き続きご利用く
ださい。アプリ版「ポケットブック
まいたま」は令和５年３月26日
(日）でサービスを終了します。

お知らせ

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



「埼玉県生涯学習ステーション」
登録指導者
（一社）高齢者入浴アドバイザー
協会上級講師
温泉ソムリエ・マスター

　佐藤さんも指導者として登録している「埼
玉県生涯学習ステーション」。生涯学習活動を
行う団体・グループに対し、指導・助言できる方
を紹介しています。生涯学習イベントや講座
情報も満載です。ぜひ、ご利用ください。

▲詳細はこちら

　源泉数は少ないですが、埼玉にはたくさんのスーパー銭湯があります。
おススメは日本一の強アルカリ泉「都幾川温泉（ときがわ町）」や、クレンジ
ング効果の高い美人・美肌の湯の「かんなの湯（神川町）」です。この冬は
ぜひ、埼玉の魅力的な温泉で温まってください。

県生涯学習推進課問

TEL 048・830・6914

★指導者への依頼は団体・グループ単位で受け付けています。

　8種の生薬を配合した効仙薬湯をはじめ、草津直送の露天草津の湯など9種類
のお風呂があります。サウナでは熱波を体感できるロウリュ※が大人気で、「サウ
ナの聖地」とも呼ばれています。

午前10時～翌午前8時営業時間
草加市北谷2-23-23場　所

TEL 048・941・2619

　令和3年にリニューアルオープン。
おしゃれな空間で若者にも大人気。
高濃度炭酸泉や2種の水風呂、露天
風呂、季節の替わり湯など7種のお
風呂があります。

午前10時～翌午前9時営業時間
熊谷市久保島939場　所

TEL 048・533・2614

　昭和25年から営業している銭湯がデザイナーズ
銭湯にリニューアル。大きな浴槽のお湯は冷めにく
く、いつもよりカラダが温まること間違いなしです。

午後3～11時
（土・日曜は朝風呂：午前8時～正午）営業時間

川口市川口5-21-6場　所
TEL 048・437・1125

　入浴で血管が広がり、
新鮮な血液が全身を駆け
巡ります。血中の老廃物
や二酸化炭素が運び去ら
れサラサラな血液に変わ
ります。

温熱効果1

　お風呂に入ると「ふぅ
～」と息が漏れるのも水圧
の影響です。末端で滞って
いた血液や体液が心臓に
押し戻され、むくみ解消に
も効果的です。

静水圧効果2

　お湯の中での体重はな
んと約10分の1！全身を
支えていた関節や筋肉が
重みから解放され、リラッ
クスした状態になります。

浮力効果3

★急な温度変化に注意！

小江戸温泉 ＫＡＳＨＩＢＡ
にぎわいを運ぶ街の湯屋 草加健康センター

サウナの聖地

近年オープンやリニューアルした
注目施設を紹介します！

温泉ソムリエ・マスターに聞く温泉・スパの魅力

「教えてほしい！」に答える
「指導者」がいます

佐藤 直史さん

教えてくれる人教えてくれる人

　寒い冬は温泉が恋しい季節。県内には
たくさんの温泉・スパ施設があります。こ
の冬は埼玉で温まりませんか？

県観光課問 TEL 048・830・3955

関節リウマチ、腰痛症、疲労回復、
冷え性などに効果。保湿効果も！

おしゃれでモダンな雰囲気♪

ブ
ロ
ワ
ー
で
爆
風
を

送
る
熱
波
が
大
人
気
！

季
節
を
感
じ
る
替
わ
り
湯
で

心
か
ら
と
と
の
う
時
間
を

　令和3年にオープン。地下1500mから湧き出たpH7.7値
（低張性アルカリ性低温泉）の性質を持つ天然温泉です。

午前10時～午後12時営業時間
川越市松郷1313-1場　所

TEL 049・277・4126

▲アラジン美泡湯！泡に全身が包まれてリラックス♪

▲サウナイベントを毎日実施中！ ▲昔ながらの井戸水を薪で沸かしています！

▲名物の効仙薬湯！ず～っと身体がポカポカ

埼玉の温泉・

スパ進化中 心満たす

に行こう。温泉

※サウナストーンにアロマ水をかけたときに発生する蒸気のこと

おふろcafé ハレニワの湯
カラダと心が晴れる庭

喜楽湯
き
進化する銭湯

入浴にはたくさんの効果があります！

他にも埼玉には魅力的な施設があります！

らく ゆ

観光情報誌
「ちょこたび埼玉」35号
でも温泉を特集！

4 5この広報紙は1月18日（水）現在の情報をもとに作成しています。



埼玉県医療提供施設光熱費等
高騰対策支援金22

対象▶①病院、有床診療所、分娩取扱助産
所 ②無床診療所（歯科を含む） ③保険調剤
薬局 ④施術所（あん摩マッサージ指圧、は
り・きゅう、柔道整復） 費用▶①1床当たり
45,000円 ②③1事業所当たり40,000円 ④
1事業所当たり20,000円 申込▶ を確認の
上、2月28日㈫まで 問合せ▶①②④県医療
整備課（ 048・830・3535） ③県薬務課（
048・830・3624）
埼玉県医療審議会委員（1人）23

対象▶令和5年2月1日現在18歳以上 任期▶

7月1日から2年間 申込▶2月22日㈬までに
所定の申込書（ または県医療整備課
（県庁内）で入手）と作文（800字以内）を同課
（ 048・830・3534）★選考。報酬あり

埼玉県高齢者支援計画推進会議の
公募委員（2人）24

対象▶令和5年4月1日時点18歳以上 任期
▶4月1日から3年間 申込▶2月15日㈬まで
に所定の申込書（ または県高齢者福祉
課で入手）と作文（800字以内）を同課（県庁
内 048・830・3263）★選考。報酬あり

県パラスポーツ大会（ふれあいピック
春季大会）参加者25

対象▶13歳以上の身体・知的・精神障害者 
申込▶ を確認の上、2月15日㈬～3月1日
㈬ 問合せ▶（一社）埼玉県障害者スポーツ協会
（ 048・822・1120）

文化振興基金助成事業[対象経費の
①②③20万円以内 ④30万円以内]26

対象▶4月～令和6年3月に①アマチュア文
化団体が実施する活動成果の発表など ②
指定無形民俗文化財の保存団体が実施す
る伝統・郷土芸能用具の備品修繕や後継者
育成など ③文化団体やNPO法人等が実
施する子供や学生等を対象とした文化芸術
活動の体験など ④文化団体やNPO法人
等が実施する社会課題に関わる文化芸術
事業など 申込▶2月22日㈬（消印有効）まで
に事業計画書（ で入手）を県文化振興課
（ 048・830・2887）★選考

彩の国ビジネスアリーナ202327
対象▶事業者 展示期間▶2月8日㈬、9日㈭
（オンラインは2月15日㈬まで） 場所▶さいた
まスーパーアリーナ（さいたま市中央区）、オ
ンライン 問合せ▶（公財）埼玉県産業振興公社
（ 048・647・4086）か県産業支援課（ 048・
830・3910）
第71回埼玉県美術展覧会の作品28

対象▶15歳以上（中学生を除く） 場所▶県
立近代美術館（さいたま市浦和区） 費用
▶作品1点につき3,000円（1部門につき3点
まで出品可） 搬入日▶5月9日㈫～15日㈪
に応募作品を持参（部門により搬入日が異
なる） 問合せ▶県文化資源課（ 048・830・
6925）

新入学（園）児の交通事故防止29
　子供たちを交通事故から守るため、「4つの
約束」を習慣にしましょう。①止まる：道路を
渡る前に必ず止まりましょう。 ②見る：右・左
の安全をよく見て確かめましょう。 ③待つ：
前の信号が青になるまで待ちましょう。 ④確
かめる：道路を渡るときは、もう一度、車や
バイクが来ないか確かめましょう。 問合せ▶
県警察本部交通総務課（ 048・832・0110㈹）

解体等工事には
アスベストの事前調査が必要です30

　建物の解体やリフォーム工事を行う際に
は、元請業者はその建物の建材中にアスベ
ストが使用されているか事前に調査を行う
ことが義務付けられています。また、工事を
発注する方も、元請業者に設計図書や過去
の調査記録等の提供や、調査費用を適正に
負担するなど調査に協力する必要がありま
す。アスベストの飛散防止にご協力をお願
いします。 問合せ▶県大気環境課（ 048・
830・3058）

登録受付中！ 埼玉県警察が配信して
いる4つの犯罪・防犯情報ツール31

問合せ▶県警察本部生活安全総務課（
048・832・0110㈹）

「子どもスマイルネット」に
相談（無料）してみませんか？32

　子供に関する悩みについて、お子さん
本人や保護者等からの電話相談を受け付
けています。いじめや虐待など子供の権利
侵害については、面接相談（予約制）もで
きます。 相談時間▶毎日10：30～18：00（祝日・
年末年始を除く） 電話番号▶ 048・822・
7007 問合せ▶県こども安全課（ 048・834・
8755）

埼玉県医療的ケア児等支援センターを開設
①医療的ケア児等と家族の相談窓口
②医療的ケア児等を支援する人材の育成

33

　医療的ケア児等と家族のためのセンター
を開設しました。 場所・問合せ▶①地域セン
ター（医療型障害児入所施設「カルガモの家」
（（福）埼玉医大福祉会））（川越市 049・225・
5770） ②県センター（県発達障害総合支援
センター内）（さいたま市中央区 048・857・
1001）

勤労者向け融資制度（低金利・原則
保証人不要）「育児・介護・不妊治療・
教育資金・資格取得など」

34

対象▶県内在住の勤労者など（申込要件あ
り） 申込▶ を確認の上、中央労働金庫県
内各支店 問合せ▶同金庫県内各支店か県
金融課（ 048・830・3806）★審査あり
問合せ▶県こども安全課（ 048・834・8755）無料税務相談35
対象▶給与所得者か年金受給者などで医療
費控除を受ける人、年の途中で退職した人
など 日時▶2月15日㈬まで9：30～12：00、
13：00～16：00（土・日、祝日を除く） 場所▶県
内の各税理士事務所 申込▶関東信越税理
士会埼玉県各支部 問合せ▶同支部連合会
（ 048・665・3111）★有料の場合あり

自動車税事務所支所の窓口における
現金納税の受付終了について 36

　県自動車税事務所の各支所（大宮、熊谷、
所沢、春日部）の窓口における現金収納を
令和5年3月末で終了します。4月以降は、
スマートフォン決済アプリやコンビニエンス
ストアでの納税をお願いします。 問合せ▶

県税務課（ 048・830・7606、048・830・2658）

確定申告はご自宅で!37
　スマートフォン・パソコンから確定申告でき
る便利なe-Taxをご利用ください（「マイナン
バーカード」または税務署で発行する「ID・パ
スワード」が必要！）。確定申告会場への入場
には「入場整理券」が必要です（国税庁LINE
公式アカウントで事前発行または会場で当
日配付します）。申告と納税の期限は、所得
税及び復興特別所得税・贈与税が3月15日
㈬、個人事業者の消費税及び地方消費税
が3月31日㈮です。 場所・問合せ▶浦和税務
署（ 048・600・5400）他、県内各14税務署
環境影響評価書の縦覧38

　①彩の国資源循環工場サーマルリサイク
ル施設更新工事環境影響評価書 ②（仮称）
株式会社シタラ興産 レガリア 一廃・産廃処
理施設整備事業環境影響評価書 期間▶① 
②2月14日㈫～28日㈫ 問合せ▶県環境政策
課（ 048・830・3041）

環境影響評価調査計画書・事後調査
書の縦覧39

　①（仮称）石坂産業株式会社新規プラント
建設事業環境影響評価調査計画書 ②新座
都市計画事業大和田二・三丁目地区土地区
画整理事業事後調査書 期間▶①②2月7日
㈫～3月7日㈫ 問合せ▶県環境政策課（
048・830・3041）

　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 ）

埼玉県性の多様性を尊重した社会
づくり基本計画（案）40

期間▶2月28日㈫まで 問合せ▶県人権・男女
共同参画課（ 048・830・2927）

埼玉県マンション管理適正化推進
計画の策定41

期間▶2月10日㈮～3月9日㈭ 問合せ▶県住
宅課（ 048・830・5573）

今月号の記事を読んで、下の問いの○に入る文字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

2月15日㈬
（消印有効）

※写真はイメージです。

▶10人に①県産いちご2パックセット、▶5人に②プロヴァンスの森 焼き
ドーナツ（苺）5個入り、▶5人に③アカシエ マドレーヌ・ド・サイタマ5個入り、
▶3組6人に④3月25日㈯午後2時開演「日本フィルハーモニー交響楽団第136
回さいたま定期演奏会」のペアチケット、▶10人に⑤コバトン・さいたまっち
図書カード（500円）、▶10人に⑥コバトン・さいたまっちクオカード（500円）

2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（①～⑥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

甘 酒

Q　　埼玉県〇〇〇〇公式アカウントリニューアル

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

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

友だちに
なろう！

この広報紙は1 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。

ウィークデー・バードウォッチング3
対象▶小学4年以上（小学生は保護者同伴） 
日時▶2月3日㈮、9日㈭、15日㈬各9：30～
10：45 集合場所▶北本自然観察公園内 標

ひょう

柱
ちゅう

16番付近 問合せ▶県自然学習センター（
048・593・2891）★当日先着順

トラスト保全地の
自然散策（約3km）と
シイタケのコマ打ちを楽しもう

4

対象▶小学生以上（小学生は保護者同伴） 
日時▶3月4日㈯10：00～14：00 場所▶武
蔵嵐山渓谷周辺樹林地（緑のトラスト保
全第3号地） 費用▶500円 申込▶2月15日
㈬（消印有効）までに往復はがき（ と
参加者全員の氏

ふり

名
が な

、学年、一般・会員の
別を明記）で（公財）さいたま緑のトラスト協
会（〒330 -0063さいたま市浦和区高砂
3-12-9県農林会館内 048・824・3661）
★抽選
シイタケコマ打ち体験5

対象▶小学生以上（小学生は保護者同伴） 
日時▶3月5日㈰10：00～12：00 場所▶県
みどりの村 費用▶1,500円 申込▶2月17
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

狭山丘陵自然観察会
「コケ観察入門」6

対象▶高校生以上 日時▶2月18日㈯9：30～
12：30 場所▶狭山丘陵いきものふれあいの
里センター（所沢市） 費用▶500円 申込▶電
話で同センター（ 04・2939・9412）★申込順

エコ・パークボランティア
「火入れ後の野草広場の手入れ」7

対象▶小学生以上（中学生以下は保護者
同伴） 日時▶2月18日㈯10：00～12：00 場所▶
荒川大

おお

麻
あ そ う

生公園（熊谷市） 申込▶2月17日㈮
までに電話で（公財）埼玉県生態系保護協会
（ 048・645・0570）★申込順

埼玉県内市町村職員
専門職しごと研究セミナー8

対象▶県内市町村の専門職として働きたい
人 日時▶3月3日㈮13：30～16：40 開催方
法▶オンライン（Zoom） 申込▶3月2日㈭17：00
までに  問合せ▶彩の国さいたま人づくり
広域連合（ 048・664・6684）★申込順

若者自立支援センター埼玉
「働けなかった私たちの本音」講話9

対象▶15～49歳（中学卒業以上）の未就労者
と家族 日時▶2月11日（土・祝）14：00～15：45 
場所▶桶川市役所 申込▶電話で同センター
（ 048・255・8680）★申込順

①資料展「韓国文化とK文学」
②海外資料普及事業「メッセージが
聴こえる ─韓国文学の現在─」

10

期間▶①3月5日㈰まで ②2月26日㈰ 場所▶

県立熊谷図書館 申込▶②2月7日㈫までに
電話、直接か で同館（ 048・523・6291）
★①事前申込不要 ②抽選

お互いの文化や言葉に親しもう11
対象▶外国にルーツのある小中学生と保
護者、外国にルーツのある人との交流に
関心のある小中学生と保護者 日時▶3月21
日（火・祝）10：00～16：00 費用▶1,500円 申込
▶2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
冬期企画展 「土ウォッチング」12

期間▶3月5日㈰まで 費用▶410円 場所・問
合せ▶県立川の博物館（寄居町 048・581・
7333）

県農林公園 農林学級
①木工自由工作
②サクラソウ栽培講習会

13

対象▶18歳以上 日時▶①2月26日㈰9：30～
16：00 ②3月5日㈰13：30～16：00 費用▶①
1,300円 ②500円 申込▶2月7日㈫までに  
場所・問合せ▶同園（深谷市 048・583・
2301）★抽選

親子で体験
料理＆プラネタリウムコンサート14

対象▶親子 日時▶3月18日㈯13：00～19日㈰
16：00（1泊2日） 場所▶県立名栗げんきプラザ
（飯能市） 費用▶5,500円程度 申込▶2月16日
㈭までに電話、 かFAX（ を明記）で同
プラザ（ 042・979・1011 042・979・1013）
★抽選

血液疾患の
医療相談会と患者・家族交流会15

対象▶血液疾患患者（白血病、再生不良性
貧血など、小児を除く）と家族 日時▶2月26
日㈰13：00～16：30 場所▶彩の国すこやか
プラザ（さいたま市浦和区） 問合せ▶県疾病
対策課（ 048・830・3598）か埼玉骨髄バン
ク推進連絡会（ 090・4426・9820）★当日先
着順

「探してみよう！ 活躍の場」
地域デビュー応援フェア16

日時▶2月21日㈫14：00～16：00 場所▶川口市
メディアセブン 申込▶2月14日㈫までに電話
か で県南部地域振興センター（ 048・
256・1110）★申込順

健康・医療情報講演会
「睡眠をデザインする
～からだとこころの健康のために～」

17

講師▶岸哲
あき

史
ふみ

氏（東京大学大学院特任講師） 
日時▶2月11日（土・祝）13：30～16：00 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

消費者問題講演会
「気をつけて！ その消費者契約」18

日時▶2月19日㈰10：00～11：30 場所▶埼玉
県熊谷地方庁舎 申込▶2月16日㈭までに
電話かFAX（ を明記）で県消費生活支援
センター熊谷（ 048・523・1711 048・525・
6316）★申込順

埼玉未来大学 受講生募集
①ライフデザイン科 ②地域創造科
（他講座あり）

19

対象▶令和5年4月1日時点50歳以上 期
間▶おおむね4月～令和6年3月（講座に
より異なる） 場所▶県民活動総合センター
（伊奈町）他 費用▶講座により異なる 申込
▶3月24日㈮（必着）までに 、郵送か
FAXで（公財）いきいき埼玉 埼玉未来大学
事務局（〒362-0812伊奈町内宿台6-26
048・728・2299 048・728・7130）★①

抽選 ②選考

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）
[4月開講]

20

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、2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

交通遺児等援護一時金[5月給付分]
（子供1人につき10万円）21

対象▶県内在住で、令和3年4月1日以降に
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
る子供）となった人（交通遺児等になった
日現在18歳以下） 申込▶ を確認の上、
2月28日㈫まで 問合せ▶県防犯・交通安全
課（ 048・830・2955）

さつまいも博2023１
日時▶2月22日㈬～26日㈰各10：00～18：00 
場所▶けやきひろば（さいたま市中央区） 費
用・申込▶ を確認 問合せ▶同実行委員会
（㈱頼

らい

人
じん

内 03・6555・3480）★申込順
宮内庁埼玉鴨場の見学会2

対象▶小学生以下は保護者同伴 日時▶3月
7日㈫10：00～11：15、14：00～15：15（午前・午後
同一内容） 場所▶宮内庁埼玉鴨

かも

場
ば

（越谷市） 
申込▶2月16日㈭（必着）までに かはがき
（午前・午後の別と参加者全員の を明記
（1枚2人まで、代表者に◯印を付記））で県み
どり自然課（県庁内 048・830・3156）★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）。

2 月号 2023
No.625

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

 4日 寒い冬こそ工場見学へ！
11日 お酒でオトナのバレンタイン♡
18日 未来を担う専門高校生
25日 いまたま × ちょこたび

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
2月定例会の模様を
放送します。
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選挙区の区割りが変更
されました

県選挙管理委員会問 TEL 048・830・2695

県選挙管理委員会からのお知らせです

県議会議員選挙区

●これまでの15選挙区から、16選挙区に増えました
●全16選挙区のうち、13選挙区の区割りが変更となりました

衆議院議員小選挙区

▲選挙区図などの
詳細はこちら

▲選挙区図などの
詳細はこちら

選挙

の区割り変更

の区割り変更

北第１区…秩父市（定数１人）
北第２区…横瀬町・皆野町・長瀞町・
　　　　　小鹿野町・東秩父村（定数１人）

北第３区 北第２区 北第4区 北第3区

北第5区 北第4区

区域の変更

名称の変更

北第１区 
秩父市・横瀬町・皆野町・
長瀞町・小鹿野町・
東秩父村（定数２人）

▲実施店舗などの
　詳細はこちら

埼玉農産物ポータルサイト「ＳＡＩＴＡＭＡわっしょい」▲

　県産米をはじめとした県産農産物をお得に購入できるキャン
ペーンを実施しています！埼玉県の新鮮でおいしい旬な農産物を
楽しんでみませんか。

県農業ビジネス支援課問 TEL 048・830・4106

（例） 県産米5kgを購入した人に、1kg増量

直売所などでの米増量キャンペーン

量販店でのポイントキャンペーン

３月12日（日）まで

キャンペーン」実施中
「埼玉県産農産物を食べよう！

★キャンペーンの内容は実施するお店により異なります。

県産米をはじめとする県産農産物を購入した場
合、購入額の2割相当のポイント付与

（例） 

P
P

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1月18日（水）現在の情報をもとに作成しています。



埼玉県医療提供施設光熱費等
高騰対策支援金22

対象▶①病院、有床診療所、分娩取扱助産
所 ②無床診療所（歯科を含む） ③保険調剤
薬局 ④施術所（あん摩マッサージ指圧、は
り・きゅう、柔道整復） 費用▶①1床当たり
45,000円 ②③1事業所当たり40,000円 ④
1事業所当たり20,000円 申込▶ を確認の
上、2月28日㈫まで 問合せ▶①②④県医療
整備課（ 048・830・3535） ③県薬務課（
048・830・3624）
埼玉県医療審議会委員（1人）23

対象▶令和5年2月1日現在18歳以上 任期▶

7月1日から2年間 申込▶2月22日㈬までに
所定の申込書（ または県医療整備課
（県庁内）で入手）と作文（800字以内）を同課
（ 048・830・3534）★選考。報酬あり

埼玉県高齢者支援計画推進会議の
公募委員（2人）24

対象▶令和5年4月1日時点18歳以上 任期
▶4月1日から3年間 申込▶2月15日㈬まで
に所定の申込書（ または県高齢者福祉
課で入手）と作文（800字以内）を同課（県庁
内 048・830・3263）★選考。報酬あり

県パラスポーツ大会（ふれあいピック
春季大会）参加者25

対象▶13歳以上の身体・知的・精神障害者 
申込▶ を確認の上、2月15日㈬～3月1日
㈬ 問合せ▶（一社）埼玉県障害者スポーツ協会
（ 048・822・1120）

文化振興基金助成事業[対象経費の
①②③20万円以内 ④30万円以内]26

対象▶4月～令和6年3月に①アマチュア文
化団体が実施する活動成果の発表など ②
指定無形民俗文化財の保存団体が実施す
る伝統・郷土芸能用具の備品修繕や後継者
育成など ③文化団体やNPO法人等が実
施する子供や学生等を対象とした文化芸術
活動の体験など ④文化団体やNPO法人
等が実施する社会課題に関わる文化芸術
事業など 申込▶2月22日㈬（消印有効）まで
に事業計画書（ で入手）を県文化振興課
（ 048・830・2887）★選考

彩の国ビジネスアリーナ202327
対象▶事業者 展示期間▶2月8日㈬、9日㈭
（オンラインは2月15日㈬まで） 場所▶さいた
まスーパーアリーナ（さいたま市中央区）、オ
ンライン 問合せ▶（公財）埼玉県産業振興公社
（ 048・647・4086）か県産業支援課（ 048・
830・3910）
第71回埼玉県美術展覧会の作品28

対象▶15歳以上（中学生を除く） 場所▶県
立近代美術館（さいたま市浦和区） 費用
▶作品1点につき3,000円（1部門につき3点
まで出品可） 搬入日▶5月9日㈫～15日㈪
に応募作品を持参（部門により搬入日が異
なる） 問合せ▶県文化資源課（ 048・830・
6925）

新入学（園）児の交通事故防止29
　子供たちを交通事故から守るため、「4つの
約束」を習慣にしましょう。①止まる：道路を
渡る前に必ず止まりましょう。 ②見る：右・左
の安全をよく見て確かめましょう。 ③待つ：
前の信号が青になるまで待ちましょう。 ④確
かめる：道路を渡るときは、もう一度、車や
バイクが来ないか確かめましょう。 問合せ▶
県警察本部交通総務課（ 048・832・0110㈹）

解体等工事には
アスベストの事前調査が必要です30

　建物の解体やリフォーム工事を行う際に
は、元請業者はその建物の建材中にアスベ
ストが使用されているか事前に調査を行う
ことが義務付けられています。また、工事を
発注する方も、元請業者に設計図書や過去
の調査記録等の提供や、調査費用を適正に
負担するなど調査に協力する必要がありま
す。アスベストの飛散防止にご協力をお願
いします。 問合せ▶県大気環境課（ 048・
830・3058）

登録受付中！ 埼玉県警察が配信して
いる4つの犯罪・防犯情報ツール31

問合せ▶県警察本部生活安全総務課（
048・832・0110㈹）

「子どもスマイルネット」に
相談（無料）してみませんか？32

　子供に関する悩みについて、お子さん
本人や保護者等からの電話相談を受け付
けています。いじめや虐待など子供の権利
侵害については、面接相談（予約制）もで
きます。 相談時間▶毎日10：30～18：00（祝日・
年末年始を除く） 電話番号▶ 048・822・
7007 問合せ▶県こども安全課（ 048・834・
8755）

埼玉県医療的ケア児等支援センターを開設
①医療的ケア児等と家族の相談窓口
②医療的ケア児等を支援する人材の育成

33

　医療的ケア児等と家族のためのセンター
を開設しました。 場所・問合せ▶①地域セン
ター（医療型障害児入所施設「カルガモの家」
（（福）埼玉医大福祉会））（川越市 049・225・
5770） ②県センター（県発達障害総合支援
センター内）（さいたま市中央区 048・857・
1001）

勤労者向け融資制度（低金利・原則
保証人不要）「育児・介護・不妊治療・
教育資金・資格取得など」

34

対象▶県内在住の勤労者など（申込要件あ
り） 申込▶ を確認の上、中央労働金庫県
内各支店 問合せ▶同金庫県内各支店か県
金融課（ 048・830・3806）★審査あり
問合せ▶県こども安全課（ 048・834・8755）無料税務相談35
対象▶給与所得者か年金受給者などで医療
費控除を受ける人、年の途中で退職した人
など 日時▶2月15日㈬まで9：30～12：00、
13：00～16：00（土・日、祝日を除く） 場所▶県
内の各税理士事務所 申込▶関東信越税理
士会埼玉県各支部 問合せ▶同支部連合会
（ 048・665・3111）★有料の場合あり

自動車税事務所支所の窓口における
現金納税の受付終了について 36

　県自動車税事務所の各支所（大宮、熊谷、
所沢、春日部）の窓口における現金収納を
令和5年3月末で終了します。4月以降は、
スマートフォン決済アプリやコンビニエンス
ストアでの納税をお願いします。 問合せ▶

県税務課（ 048・830・7606、048・830・2658）

確定申告はご自宅で!37
　スマートフォン・パソコンから確定申告でき
る便利なe-Taxをご利用ください（「マイナン
バーカード」または税務署で発行する「ID・パ
スワード」が必要！）。確定申告会場への入場
には「入場整理券」が必要です（国税庁LINE
公式アカウントで事前発行または会場で当
日配付します）。申告と納税の期限は、所得
税及び復興特別所得税・贈与税が3月15日
㈬、個人事業者の消費税及び地方消費税
が3月31日㈮です。 場所・問合せ▶浦和税務
署（ 048・600・5400）他、県内各14税務署
環境影響評価書の縦覧38

　①彩の国資源循環工場サーマルリサイク
ル施設更新工事環境影響評価書 ②（仮称）
株式会社シタラ興産 レガリア 一廃・産廃処
理施設整備事業環境影響評価書 期間▶① 
②2月14日㈫～28日㈫ 問合せ▶県環境政策
課（ 048・830・3041）

環境影響評価調査計画書・事後調査
書の縦覧39

　①（仮称）石坂産業株式会社新規プラント
建設事業環境影響評価調査計画書 ②新座
都市計画事業大和田二・三丁目地区土地区
画整理事業事後調査書 期間▶①②2月7日
㈫～3月7日㈫ 問合せ▶県環境政策課（
048・830・3041）

　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 ）

埼玉県性の多様性を尊重した社会
づくり基本計画（案）40

期間▶2月28日㈫まで 問合せ▶県人権・男女
共同参画課（ 048・830・2927）

埼玉県マンション管理適正化推進
計画の策定41

期間▶2月10日㈮～3月9日㈭ 問合せ▶県住
宅課（ 048・830・5573）

今月号の記事を読んで、下の問いの○に入る文字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

2月15日㈬
（消印有効）

※写真はイメージです。

▶10人に①県産いちご2パックセット、▶5人に②プロヴァンスの森 焼き
ドーナツ（苺）5個入り、▶5人に③アカシエ マドレーヌ・ド・サイタマ5個入り、
▶3組6人に④3月25日㈯午後2時開演「日本フィルハーモニー交響楽団第136
回さいたま定期演奏会」のペアチケット、▶10人に⑤コバトン・さいたまっち
図書カード（500円）、▶10人に⑥コバトン・さいたまっちクオカード（500円）

2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（①～⑥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

甘 酒

Q　　埼玉県〇〇〇〇公式アカウントリニューアル

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

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

友だちに
なろう！

選挙区の区割りが変更
されました

県選挙管理委員会問 TEL 048・830・2695

県選挙管理委員会からのお知らせです

県議会議員選挙区

●これまでの15選挙区から、16選挙区に増えました
●全16選挙区のうち、13選挙区の区割りが変更となりました

衆議院議員小選挙区

▲選挙区図などの
詳細はこちら

▲選挙区図などの
詳細はこちら

選挙

の区割り変更

の区割り変更

北第１区…秩父市（定数１人）
北第２区…横瀬町・皆野町・長瀞町・
　　　　　小鹿野町・東秩父村（定数１人）

北第３区 北第２区 北第4区 北第3区

北第5区 北第4区

区域の変更

名称の変更

北第１区 
秩父市・横瀬町・皆野町・
長瀞町・小鹿野町・
東秩父村（定数２人）

▲実施店舗などの
　詳細はこちら

埼玉農産物ポータルサイト「ＳＡＩＴＡＭＡわっしょい」▲

　県産米をはじめとした県産農産物をお得に購入できるキャン
ペーンを実施しています！埼玉県の新鮮でおいしい旬な農産物を
楽しんでみませんか。

県農業ビジネス支援課問 TEL 048・830・4106

（例） 県産米5kgを購入した人に、1kg増量

直売所などでの米増量キャンペーン

量販店でのポイントキャンペーン

３月12日（日）まで

キャンペーン」実施中
「埼玉県産農産物を食べよう！

★キャンペーンの内容は実施するお店により異なります。

県産米をはじめとする県産農産物を購入した場
合、購入額の2割相当のポイント付与

（例） 

P
P

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1月18日（水）現在の情報をもとに作成しています。



Sonic Dance Stage 2023第1弾 第2弾 第3弾
プロの生演奏で踊
る県内の高校生た
ちのダンスは圧巻！

ソニックシティ初登
場！人気落語家が
会場を笑いの渦に！

定期演奏会がソニックシ
ティホールに帰ってきた！

★チケットは完売している場合が
あります。

◀チケットの
　購入など
　詳細はこちら

PRESENT

3月25日（土）午後２時開演「日本フィル
ハーモニー交響楽団第136回さいたま
定期演奏会」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」をご覧ください。

2月4日（土）
午後２時開演

桂宮治 独演会 日本フィルハーモニー交響楽団第136回さいたま定期演奏会

日時日時 3月14日（火）
午後７時開演

日時 3月25日（土）
午後２時開演

リニューアルオープン記念公演

神尾 真由子
©Makoto Kamiya

小林 研一郎
©山本倫子

詳細はソニックシティホールまで

（午前9時～午後5時／日・祝除く）

　ソニックシティは、大小ホール・国際会議室・展
示場・市民ホール・大小会議室群・都市型ホテル
を有する総合コンベンション施設です。

県産業労働政策課問 TEL 048・830・3726

TEL 048・647・4111

TEL 048・647・7722

　令和３年７月から休館し大規模改修工事を行ってい
たソニックシティホールが、ついにリニューアルオープン。
記念公演も開催します。生まれ変わったホールで素敵
なひとときを過ごしませんか？

ブルーから
ベージュを基調
とした空間に

国際
会議室

内装を一新して、
落ち着いた
空間に

　今年35周年目を迎えるソニックシティホール
は、今回のリニューアルでホールなどを一新し、
より安全・安心な施設に。今後もオリジナルイ
ベントなどをたくさん開催し、ここでしか味わえ
ない時間を皆さんへお届けします。

よりクオリティの高い上質な時間を

（公財）埼玉県産業文化センター 
沼野事業企画課長

財団の
人に聞く！

４
OPEN

大ホール

小ホール

リニューアルオープン

ソニックシティホール 
Renewal open

ソニックシティってどんなところ？
リニューアル
したのはここ！

［場所］さいたま市大宮区桜木町1-7-5
［交通］大宮駅西口から徒歩3分
［開館時間］午前9時～午後10時

２
土

ぜひ
来てくだ
さいね！
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