
　今、地域で広がる「子供の居場所」。家でも学校でも
ない、子供が安心して過ごせる第三の居場所です。
　信頼できる大人や友達と、お腹いっぱい食べて、学ん
で、夢中になって遊ぶ―。そうした時間の積み重ねの中
で、子供たちは「人生を切り拓く力」を身に付けていき
ます。あなたもぜひ、その扉を叩いてみませんか。

みんなで応援！
子供の未来

詳しくは中面をご覧ください

★写真はイメージです。

Facebookで情報発信中！
県内各地の「子供の居場所」の
取り組みや、企業の皆さんから
のご支援などを毎日紹介して
います。
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だよりだより
の国

●県人口（令和３年12月1日現在）●総人口／7，339，417人（男3,645,040人 女3,694,377人 前月より774人減）●世帯数／3，202，991世帯　令和2年国勢調査（確報値）に基づく推計

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！

埼玉県マスコット
「さいたまっち」「コバトン」

今月の
読者プレゼント



　コロナ禍で会食形式から
お弁当配布に。
　地域の人同士が顔見知り
になるきっかけとなり、「挨拶
ができる関係性」の構築にも
つながっているようです。

　「言葉にならない思いも、
絵なら表現できることがあ
る」と代表の野川さん。自分
の心と向き合うように、みん
な制作を楽しんでいました。

　「普段、子供をずっと見て、注意して
いなければならないのは、親にとって
も苦しいこと。ここでは自由にしてあげ
られるのが、親にとってもうれしく楽な
んです」とプレイリーダーの佐藤さん。

　実は、県内の子ども食堂の約8割は誰でも利用することができます。
最近は学習支援や体験活動を行うところも。

　子供の「やってみたい！」という気持ちを大切に、禁止事項を極力減らした遊び場。
自由な発想で遊びを作り出し、のびのびと遊べる場所です。

　月1回の開催日に、教員OBなどの協力を得て学習支援教室も開催。
子供たちは宿題や好きな学習道具などを持ち寄ります。

草加市こども未来食堂マイカ

　週5日、年齢制限なく誰でも遊ぶことができます。

さいたま市浦和区冒険はらっぱ

▲スタッフお手製の中華弁当

◀子育て応援フードパントリーでは
食品の他、学用品なども配付

分かったかも！

今日
は何かな？

学習支援
子ども食堂＋

　子ども食堂と子育て応援フード
パントリー※を隔月で開催。県を通
じて講師派遣を受け、絵画体験
ワークショップも開始。
※食品支援が必要な子育て家庭な
どに、食品を無料で配付する活動

幸手市May's  garden
メイズ ガーデン

体験活動
子ども食堂＋

フードパントリー＋

コラージュカレンダーの出来上がり

栄養も
たっぷり♪

▲木材とタイヤの
　手作りシーソー

▲うちわの骨組みで
　シャボン玉

泥汚れなんてへっちゃら！

何を作ろう
かな？

▲廃材で木工遊び

たくさんの方にご協力
いただいています。
ありがとうございます！

コロナ禍のため、
子ども食堂では
お弁当や食材を配付▶

▲絵の具遊び。キャンバスからはみ出しても大丈夫！

～地域のみんなで子供を育てる場所～
　子供に無料または低額で食事を提供する「子ども食堂」や学習支援を行う「学習支援教室」、遊び場
を提供する「プレイパーク」などが代表的なものとして挙げられます。地域の皆さんの「子供の力にな
りたい」という思いから生まれ、今、県内でもその輪がどんどん広がっています。

県少子政策課問 TEL 048・830・3348 FAX 048・830・4784

■県内の「子供の居場所」の数

平成29年
8月末現在

令和3年
10月末現在

76カ所

456カ所
6倍
4年間で

に急増！

プ レ イ パ ー クを取材！

浜薗 浩美さん
はまぞの

　「子供たちがランドセルを背負ったまま行ける、安全な場所を」。障害のある自分の子供が学童に
入れなかったことが、ここを立ち上げたきっかけです。食事の提供だけでなく、最近は学習支援も。
「食」を入り口にここに来てみたら、「あれ？みんなで遊んでいる」「宿題もやっている」。楽しそうだから
自分も勉強してみようかなと。子供の世界が広がって、将来の選択肢が増えることにつながればと
願っています。

って？子供の 所居場

野川 真理子さん

　「子供を食べ物で困らせたくない」。幼い頃に食で苦労した亡き父の思いを受け継
ぎ、食支援活動を始めました。また、美術系の高校・短大を出てデザイン系の仕事をし
ていた経験を生かし、最近は絵画体験ワークショップも。絵には人の気持ちが表れる
ので、コミュニケーション手段の一つにできたらと思います。子供たちには楽しみなが
ら、たくさんの「できた！」を積み重ね、未来に向かう力を身に付けていってほしいです。

佐藤 美和さん

　今の子供たちの周りには、「やってはいけない」ことばかり。でもここには、手作り
の遊具など、子供自身が手を加え、工夫してどんなふうにでも「試す」ことができる
ものがたくさんあります。遊びとは本来「試す」こと。何回も繰り返したり、観察した
り。どこまでできるか「試す」ことで、自分の「できる」を広げていく。子供たちは誰も
が、自分で成長しようとする力を持っているんです。

子 ど も 食 堂 を取材！

　居場所づくりの実践者や専門家などが、
実施場所の選定からノウハウ伝授、立ち上
げ後のフォローまで丁寧にサポートします。

　お近くの子ども食堂や学習支援教室、
プレイパークなどを検索できます。

子供の居場所マップ

▲詳細はこちら

▲詳細はこちら

行ってみたい方へ

　いただいた寄付金は「子供の居場所」への支援のために活用させ
ていただきます。

　「こども食堂応援基金への寄付を希望」と埼玉
県社会福祉協議会 埼玉県ボランティア市民活動セン
ター（　 048・822・1435）へご連絡ください。所定
の申込書と寄付専用口座の案内を郵送します。

●「こども食堂応援基金」への寄付のお願い

　ご協力いただける方は、県内各地の「子供の居場所」か、県少子政策課
（　  048・830・3348）までご連絡ください。

●食材提供や配送のお手伝い、食材保管場所の提供のお願い

支援いただける方へ

新たに居場所を作りたい方へ
アドバイザーを派遣します（無料）

▲寄付の詳細はこちら

①インターネットで ②電話で

申し込み
方法

TEL

TEL

　県では、全ての子供が地域で安心して過ごせる居場所を持てるよう、
さまざまな施策で地域の皆さんの取り組みを応援しています。県の応援施策

代表

プレイリーダー※

代表

※子供たちが生き生きと
遊べるよう、環境を整え
たり、遊びを引き出した
りする人

★開催状況については、事前に各団体に直接お問い合わせください。

「子供の居場所づくり」
　日本では今、７人に１人の子供が貧困状態にある
と言われています。親の収入が低いことで、本人の
やる気があるにもかかわらず十分な教育が受けら
れず、その結果、進学や就職面で不利になる「貧困
の連鎖」がコロナ禍で目立っています。親の収入で
将来が決まってしまう、自己肯定感や人とのつなが
りにも影響がある、こんな悪循環は断ち切らなけれ
ばなりません。
　こうした中、注目を集めているのが「子ども食堂」
をはじめとする「子供の居場所」です。「子ども食堂」
というと食事を提供する場所をイメージするかもし
れませんが、最近では、体験活動や学習支援などの
取り組みを行う所が増えています。また、子供を抱
える親にとっても、親同士や地域の方と接し、悩み

を相談する貴重な場になっています。
　県では、こうした子供の居場所を子供たちの生
きる力、｢EQ」を育む場として活用できないかと模
索しています。EQは心の知能指数とも呼ばれ、自
分自身を動機づけ、挫折しても頑張れる能力や、他
人に共感できる能力のことを指しています。EQ向
上には、行政だけでなく、地域の力や熱意が不可欠
です。地域の信頼できる大人たちと出会い、自己肯
定感を育める子供の居場所は、大きな役割を担う
ことができるのではないかと期待しています。
　一方で、そうした活動を行いたくても、ノウハウ
や人手がなく、実施できない団体も多くあります。
県では平成30年12月に「こども応援ネットワーク
埼玉」を立ち上げ、子供の居場所とそれを支援する

企業、行政などとの連携を進めてきました。
　今年度から、このネットワークも活用しつつ、県か
ら子ども食堂などに講師を派遣し、子供たちのEQ
向上を促進する事業を開始しました。留学生との国
際交流や消防署での職業体験、プロチームによる
サッカー教室などさまざまな体験の機会を提供し
ました。
　また、困窮世帯の子供たちに学習支援を行って
いる団体のスタッフを講師として派遣し、子供たち
の宿題や夏休みの課題を手伝っていただきました。
　未来の担い手である子供たちのEQを育み、す
べての子供たちが夢と希望を持って幸せをつかめ
る社会を実現させたい、そんな取り組みを全力で
支援してまいります。

コ ラ ム知
事

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1月18日（火）現在の情報をもとに作成しています。 次号（3月号）は2月28日の新聞折り込みなどで配布します。
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2 3この広報紙は1月18日（火）現在の情報をもとに作成しています。 次号（3月号）は2月28日の新聞折り込みなどで配布します。



なくそう！受動喫煙
　たばこは、肺がんをはじめとする多くのがんや、心筋梗塞・脳梗塞などの循環器系疾患、
慢性気管支炎・肺気腫などの呼吸器疾患、歯周病など、数多くの疾患の発症に深く関係
しています。たばこの煙や喫煙者が吐き出す煙には、ニコチンやタールなど多くの有害
物質が含まれていて、それを吸い込んだ周囲の人にも影響を及ぼします（受動喫煙）。
自分のため、大切な人のため、望まない受動喫煙をなくしましょう。

　日本では受動喫煙が原因で年間1万5千人が
死亡していると推計されています。

　やめられない喫煙は、ニコチン
依存症という「繰り返し治療が必
要な慢性の病気」。自分の意志だ
けで卒煙するのは困難です。医
療機関（禁煙外来等）などを活用
しながら取り組みましょう。

県健康長寿課問 TEL 048・830・3582 FAX 048・830・4804

★基準を満たす場合には喫煙室の設置が可能。
★令和２年４月１日時点で営業している小規模な飲食店は、店の一部また
は全部を喫煙しながら飲食可能にできる（「健康増進法及び埼玉県受動
喫煙防止条例に基づく届出」の提出が必要）。

■学校、病院、行政機関は敷地内禁煙
■飲食店、事務所は原則屋内禁煙

■喫煙室には標識掲示が義務付け
■20歳未満の喫煙エリアへの立ち入りは禁止

▲詳細はこちら検索埼玉県　受動喫煙防止対策検索なくそう！望まない受動喫煙

そろそろ卒煙（禁煙）
しませんか

脳卒中

乳幼児突然死
症候群

健康のために

虚血性
心疾患

肺がん

マナーからルールへ！
ご協力ください

（参考：厚生労働省研究班推計「受動喫煙による年間死亡数推計値」）

子どもの
予防接種を
遅らせないで!

小学校入学までに接種を！

定期接種ワクチン 任意接種ワクチン

　入園・入学で集団生活が始まる前に予防接種を受け
ましょう。予防接種を遅らせると免疫がつくのが遅れ、
重い感染症にかかるリスクが高まります。かかりつけ医
などと相談の上、早めに予約を済ませてください。

県感染症対策課問
TEL 048・830・3557 FAX 048・830・4808

ヒブ、肺炎球菌、Ｂ型肝炎、ロタウイルス、
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
★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）

おたふくかぜ
★有料（自己負担）。市町村によっては
公費助成があります。

　詳しくは、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。

●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
健康手帳をチェック！

新型コロナウイルス
感染症総合サイト

▶

新型コロナウイルス感染症に
関連する県の情報

よくある質問

　県の設置する集団接種会場で追加接種を開始します。ぜひご利用ください。

　感染に不安を感じる県民の方などを対象に、無料の検査を実施しています。

★2回目接種からの接種間隔については、県HPでご確認ください。

追加接種開始
埼玉県南部ワクチン接種センターでの

県新型コロナウイルスワクチンチーム
（県感染症対策課）

問 TEL 048・830・3557 FAX 048・830・4808

埼玉県南部ワクチン接種センター
【埼玉県浦和合同庁舎（ＪＲ北浦和駅徒歩１０分）】

対象者

接種会場

武田/モデルナ社製ワクチンワクチン

県内全域の３回目接種対象者（３回目接種券をお持ちの方）

ＰＣＲ検査などを無料で
受けられます

2 1
から
（火）

▲詳細はこちら

▲対象者・検査場所などの
　詳細はこちら

１・２回目は、ファイザーのワクチンを打ったのですが、３回目にモデ
ルナの接種を受けても大丈夫ですか。
大丈夫です。３回目に使用するワクチンが、１・２回目と同じワクチン
でも、異なるワクチンでも、安全性は認められています。
モデルナのワクチンは副反応が強いと聞くのですが…。
３回目接種では、１・２回目接種で用いた量の半量となるため、２回
目接種後と比較して発熱などの症状が少ないことが報告されて
います。
ファイザーとモデルナのワクチンで効果に差はありますか。
いずれも高い効果が認められますが、１・２回目の効果を約半年間
比較した観察研究では、モデルナの効果が有意に高かったと報告
されています。

参考：厚生労働省【追加（３回目）接種に使用するワクチンについてのお知らせ】

Q

A

Q
A

Q
A

追加接種の疑問を解決

★無料検査の対象になるかは必ず県HPなどでご確認ください。

県内の薬局・ドラッグストア など

埼玉県受診・相談センター問
TEL 048・762・8026
午前9時～午後5時30分（土日、祝日含む）

埼玉県検査無料化相談窓口問
TEL 0570・200・607
午前9時～午後10時（土日、祝日を含む）

！

検査を受けられる場所

埼玉県指定
診療・検査医療機関は

こちら

FAX 048・816・5801

県民サポートセンター問
TEL 0570・783・770 24時間（年中無休）FAX 048・830・4808

発熱などの症状がない場合 発熱などの症状がある場合

※県が指定した、発熱患者を
診療し必要な検査を行う
医療機関

発熱時などに受診可能な医療機関を電話で確認したいときは

かかりつけ医や埼玉県指定 診療・検査
医療機関※などにご相談ください

4 5この広報紙は１月18日（火）現在の情報をもとに作成しています。



　犬猫の平均寿命は14～15年。最後まで飼えますか？
ペットを飼い始める前に十分なご検討をお願いします。

県生活衛生課問 TEL 048・830・3612

動物愛護条例が改正されました

ペットの習性や飼育に必要な環境を調べ、生涯にわたってかかる
費用がどのくらいになるかを考えましょう。
ペットは大切な家族の一員。転居などご自身の生活環境の変化
も含めて、最後まで責任を持って飼うことができるか考えましょう。

ペットを迎える前にペットを迎える前に

動物愛護条例の主な改正内容動物愛護条例の主な改正内容

殺処分ゼロ殺処分ゼロ「犬猫」「犬猫」 殺処分ゼロ殺処分ゼロ殺処分ゼロ「犬猫」「犬猫」「犬猫」のの を目指してを目指して

●飼い主になろうとする者の責務を新設
●動物取扱業者の責務を新設
●飼い主の遵守事項に災害対策を追加
●動物愛護推進員の活動等を新設

そのウイルス警告画面、偽物です！

サポート詐欺
大事なファイルが使用不能に！

ランサムウェア

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

❶ウイルス対策ソフトを
導入し、OSやソフト
ウェア（アプリ）は、常
に最新の状態にする
❷添付ファイル、URLな
どを安易に開かない
❸初期パスワードや推
測されやすいパス
ワードは避ける

▲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

▲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

感染予防対策対処法

　インターネットを閲覧中、「ウイルス
に感染しました」などの警告画面が表
示され、不要なソフトをインストールさ
せられたり、サポート名目でお金をだま
し取られたりします。

　パソコンなどに保存されているファイ
ルを暗号化して使用不能にし、ファイルを
元に戻すために金銭を要求してきます。
　たとえ金銭を支払ってもファイルが元
に戻る保障はありません。

❶画面が消せない
場合はブラウザ
を強制終了する
か、再起動する
❷ネットワークから
遮断しウイルス
チェックを行う

2月1日～3月18日は

「サイバーセキュリティ月間」です

　高次脳機能障害により、日常生活や社会生活への適応
に困難を生じている方々に対し、関係機関と連携を取り
ながら、さまざまな支援を行っています。

県障害者福祉推進課問 TEL 048・830・3295 FAX 048・830・4789

埼玉県高次脳機能障害者支援センター
（上尾市（県総合リハビリテーションセンター内））

医療法人真正会　霞ヶ関南病院（川越市）

医療法人光仁会　春日部厚生病院
★受付時間：月～金曜　午前9時～午後5時（祝日・年末年始を除く）

障害が
起こる
主な原因

事故や病気の後、
こんな症状は
ありませんか？

相談窓口（無料）

「高次脳機能障害」「高次脳機能障害」
かもしれません

その症状、

脳血管疾患
交通事故、転倒などによる頭部外傷

脳梗塞、脳出血、くも膜下出血

脳炎、低酸素脳症、脳腫瘍　など
その他

脳外傷

●医療（診断・訓練）に関すること
●福祉サービスや制度利用に関すること
●復職や就労、復学に関すること　など

　事故や病気などで脳に損傷を受けた後、記憶力や注意力の低下などの症状が
表れ、日常生活や社会生活に支障が出てきてしまう障害を「高次脳機能障害」とい
います。外見からは分かりにくいため、「見えない障害」とも言われています。

埼玉県高次脳機能障害者支援センター

主な
支援内容

▲詳細はこちら

●新しい出来事を覚えられない
●集中できない、気が散りやすい
●自分で計画を立てて物事を実行したり、効率よく順序立てたりできない
●ささいなことでイライラしてしまい、興奮しやすい

TEL 048・781・2236

TEL 049・232・1313（代）

TEL 080・8181・4148

　女性の少ない酒造業界で県内初
の女性杜氏となり、酒造りの最高責
任者として蔵人を率いる。日本酒需
要が低迷する中、女性や若い世代の
ニーズに応える酒造りに取り組み、
自ら新商品の開発やデザインも手掛
ける。

佐藤 麻里子さん

プロフィル
（越生町在住・杜氏）

とうじ

　日本初の公認女性医師となった荻野吟子。県ではその不屈の精神を今に伝える先駆的な活動
を通して、男女共同参画の推進に顕著な功績のあった個人や団体、事業所に「埼玉県荻野吟子賞」
を贈っています。 県男女共同参画課問 TEL 048・830・2921 FAX 048・830・4755

個人・団体部門（大賞・奨励賞） いきいき職場部門（いきいき職場部門賞）いきいき職場部門（いきいき職場部門賞）

PRESENT

茶の西田園オリジナル「吟子茶」（妻沼産茶豆、
玄米入り）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。

　嘉永4（1851）年、現在の熊谷市に生まれまし
た。結婚後、不慮の病にかかり男性医師の診察を
受けた経験から女性医師の必要
性を痛感し、医師になることを決
意します。
　さまざまな困難を克服し、日本
初の公認女性医師となりました。写真提供：熊谷市

～日本初の公認女性医師～ 荻野吟子

大賞 奨励賞

荻野吟子賞受賞者決定！
おぎ こぎんの

埼玉県埼玉県

株式会社矢口造園(北本市／造園土木工事業・公園管理)

　都道府県レベルでは全国に先駆
けた女性経営者・幹部による異業種
交流グループ。女性経営者・起業家
育成に向け、勉強会や講演会、異業
種交流を実施し、女性活躍を推進。
県内大学・高校への講義などに協
力し、若い世代の育成に尽力。

プロフィル

サイタマ・レディース経営者クラブ
（越谷市）

　京都大学フィールド科学教育研究
センター瀬戸臨海実験所助教。女性
の少ないフィールド科学分野におい
て先駆的な研究に取り組み、多数の功
績を収めている。中高生に対し、
フィールド科学分野に興味を持っても
らえるよう講演や出前授業を実施。

プロフィル

山守 瑠奈さん
(朝霞市出身・海洋生物研究者)

有限会社福祉ネットワークさくら（さいたま市浦和区／福祉サービス業)
ライフステージに対応した柔軟な働き方などを通じて働きやすい職場環境づくり
に取り組んでいる。

女性の少ない造園業界において女性の能力活用や職域拡大に取り組んでいる。
（五十音順）

▲吟子マンガPR動画
　も作成しました

めぬま

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



前号の答え

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。

里山文化講座
「わらの鍋敷き作り」23

対象▶小学生以上（小学生は保護者同伴） 
日時▶3月13日㈰10：00～12：30 場所▶さいた
ま緑の森博物館（入間市） 費用▶500円 申
込▶2月13日㈰～26日㈯に電話か で同館
（ 04・2934・4396）★抽選

大学の開放授業講座
［令和4年度前期］24

対象▶県内在住の55歳以上 募集開始▶2
月1日㈫ 場所▶県内大学、都内大学 費用▶

各科目10,000円程度 申込▶ を確認の
上、各大学 問合せ▶県高齢者福祉課（
048・830・3263）

歯科衛生士講習会25
対象▶県内で再就職を希望する未就業の
歯科衛生士 日時▶2月6日㈰9：30～16：00 
場所▶大宮歯科衛生士専門学校 申込▶2月
3日㈭までに電話で（一社）埼玉県歯科医師会
（ 048・829・2323）★申込順 問合せ▶同
会か県健康長寿課（ 048・830・3581）

里親入門講座26
対象▶県内在住 日時▶①2月5日㈯14：00～
16：00 ②2月19日㈯13：00～15：00 場所▶①
飯能市子育て総合センター ②草加市中央
公民館 申込▶電話で①2月4日㈮までに
所沢児童相談所（ 04・2992・4152） ②2月
18日㈮までに草加児童相談所（ 048・920・
4152）

27
技能（スキルアップ）講習
［3月開講①貸借対照表・損益計算
書の見方 ②看取りのケア］

対象▶在職者 日時▶3月5日㈯、12日㈯各
①9：30～16：30 ②9：00～16：00（全2日） 場所
▶①新都心ビジネス交流プラザ ②県立
川口高等技術専門校 費用▶2,000円（教材
費別） 申込▶2月10日㈭（必着）までに か
往復はがき（ を明記）で各講習実施校 
問合せ▶県産業人材育成課（ 048・830・
4598）★抽選

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）28

対象▶県内在住で令和2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児童・
生徒）となった人（交通遺児等になった日現
在18歳以下） 申込▶しおり（各市町村担当課
で入手）を参照の上、2月28日㈪までにみずほ
信託銀行㈱浦和支店（ 048・822・0191） 問合
せ▶県防犯・交通安全課（ 048・830・2955）

文化振興基金助成事業[対象経費の①2分
の1以内(上限20万円) ②③20万円以内]29

対象▶令和4年4月～5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継承団体が
実施する伝統・郷土芸能用具の備品整備や
後継者育成など ③文化団体やNPO法人
などが実施する子供や学生などを対象と
した文化芸術活動の体験など 申込▶2月
1日㈫～22日㈫（消印有効）に事業計画書
（ か県文化振興課（県庁内）で入手）を同課
（ 048・830・2887）★選考

県立歴史と民俗の博物館協議会委員（2人）30
対象▶令和4年1月1日現在満18歳以上 任期
▶5月26日㈭から2年間 申込▶2月13日㈰（必
着）までに所定の応募票（ か同館などで
入手）と作文（800字以内）を同館（〒330-
0803さいたま市大宮区高鼻町4-219 048・
641・0890）★選考。報酬あり

卒業献血キャンペーン実施中!31
　期間中に県内で献血すると、記念品がも
らえます。 対象▶令和3年度高校卒業（見込
み含む） 期間▶2月1日㈫～4月30日㈯ 場所
▶県内献血ルーム、献血バス等 問合せ▶

県薬務課（ 048・830・3635）

32
ご相談ください労使トラブル! 
SNS（T

ツ イ ッ タ ー

witter・F
フ ェ イ ス ブ ッ ク

acebook）でも
情報発信中

　相談無料・秘密厳守！ 賃金や退職金、労
働時間などの労働条件、採用や退職などの
労務管理について、県労働相談センター
（さいたま市浦和区）では、労働者・使用者か
らの相談に応じています（電話・来所）。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」もご利用
ください。 問合せ▶同センター（ 048・
830・4522）★要予約

あん摩マッサージ師などの
無資格者の施術にご注意を 33

　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る処罰の対象
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）

34
自動車を譲った! 引っ越しをした!
そんな時は､車検証の変更手続き
をお忘れなく!

　自動車税（種別割）は、令和4年4月1日時
点の車検証上の所有者（所有権が留保され
ているときは使用者）に課税されます。変更
手続きを行わないと既に譲った自動車の納
税通知書が届いたり、納税通知書が速やか
に届かなかったりします。 問合せ▶手続き
については埼玉運輸支局窓口（ 050・
5540・2026）か各自動車検査登録事務所窓口
（熊谷 050・5540・2027、春日部 050・
5540・2028、所沢 050・5540・2029）、自動車
税（種別割）については自動車税コールセ
ンター（ 0570・012・229）

待たない! 24時間OK!
確定申告はご自宅で35

　スマートフォン・パソコンから確定申告で
きる、便利なe

イー

-T
タックス

ax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）。各確定申告
会場では入場制限を実施します（入場整理
券を国税庁LINE公式アカウントで事前発
行または会場で当日配付）。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

2月7日は「北方領土の日」です36
　安政元（1855）年のこの日、日本とロシア
の間で日魯通好条約が調印され、択捉島、
国後島、色丹島および歯舞群島の四つの
島々からなる北方四島が日本の領土であ
ることが両国間で確認されました。このこと
にちなみ、北方領土返還要求運動の全国的
な盛り上がりを図るため、昭和56年、国は毎
年2月7日を「北方領土の日」と定めました。
この日を中心に、埼玉県は国や関係団体と
ともに、北方領土問題の早期解決に向け、
国民世論の啓発に取り組んでいます。一日
も早い返還に向け、皆さまのご理解とご協
力をお願いします。 問合せ▶県民広聴課
（ 048・830・2864）

環境影響評価調査計画書の縦覧37
　①（仮称）新熊谷衛生センター整備事業
環境影響評価調査計画書 ②（仮称）新深谷
清掃センター整備事業環境影響評価調査
計画書 期間▶2月1日㈫～3月1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。詳細は
をご覧ください。なお、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。

埼玉県地域防災計画修正（案） 38
期間▶2月18日㈮まで 問合せ▶県災害対策課
（ 048・830・8181）

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（①～⑦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所
在地記入不要）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。

▶5人に①茶の西田園オリジナル「吟子茶」(妻沼産茶豆､玄米入り)､▶5
人に②大豆コーヒードリップパック､▶5人に③茶豆ほうじ茶､▶6人に④
大豆コーヒーロールケーキ､▶8人に⑤埼玉ブランド農産物「彩の国黒
豚」ロース･バラ(各400g)のセット､▶15人に⑥コバトン・さいたまっち図
書カード（500円）、▶15人に⑦コバトン・さいたまっちクオカード（500円）

クイズ＆
プレゼント

応募締切

2月15日㈫
（消印有効） ▲応募はこちら

応
募
方
法

べ に た ま

③ ④

⑤

Q 子供の〇〇〇
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① ②

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、新型
コロナウイルス感染症の拡大防止など
のため、中止または延期となる場合が
あります。

大宮区） 申込▶電話か で埼玉県面接会
事務局（ 048・826・5592）

テーマ展「鴻巣市 新屋敷遺跡
－埴

は に わ

輪工人の奥津城－」3

期間▶2月26日㈯～5月29日㈰ 費用▶200円 
場所・問合せ▶県立さきたま史跡の博物館
（行田市 048・559・1181）

県内市町村専門職
オンライン業務説明会4

対象▶県内の市町村の専門職員の仕事に
興味のある人など 日時▶3月4日㈮、7日㈪
各13：00～16：10 開催方法▶オンライン
（Zoom） 申込▶3月3日㈭までに  問合
せ▶彩の国さいたま人づくり広域連合（
048・664・6681）

イレブン・クラシックス Vol.4
森谷真理（ソプラノ）＆山田武彦（ピアノ）5

日時▶2月22日㈫11：00～ 場所▶彩の国さい
たま芸術劇場（さいたま市中央区） 費用▶

2,000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）

6
企画展
「『桃太郎侍』生みの親 山手樹一郎
の世界」

期間▶3月6日㈰まで 費用▶210円 場所・
問合せ▶さいたま文学館（桶川市 048・
789・1515）

高橋英樹
スペシャルトークイベント7

日時▶2月5日㈯14：00～15：00 場所▶桶川市
民ホール 費用▶1,200円 申込▶電話か で
同ホールチケットセンター（ 048・789・
1513）★申込順

日本刀を鑑賞しよう
「国宝太刀・短刀の公開」8

期間▶3月6日㈰まで 費用▶300円 場所・問
合せ▶県立歴史と民俗の博物館（さいたま
市大宮区 048・645・8171）

トラスト保全地の自然観察と
シイタケのコマ打ち体験9

対象▶小学生以上（小学生は保護者同伴） 
日時▶3月5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（保険料、シイタケ
原木代を含む） 申込▶2月15日㈫（消印有
効）までに往復はがき（ と参加者全員
の氏名、学年、一般・会員の別、希望の
集合場所を明記）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埼玉県農林会館内 048・
824・3661）★抽選

地学散歩 in 熊谷10
対象▶小学生以上（小学生は保護者同伴） 
日時▶3月5日㈯9：30～12：30 集合場所▶

熊谷駅 費用▶300円 申込▶2月15日㈫（必
着）までに か往復はがき（ と参加者
全員の年齢を明記）で県立自然の博物館
（〒369-1305長瀞町長瀞1417-1 0494・66・
0407）★抽選

自分の限界に挑戦!
大滝15㎞を歩破しよう!11

対象▶小学4年以上～中学生（児童生徒
単独参加） 日時▶3月26日㈯9：30～16：20 
費用▶500円 場所▶秩父鉄道三峰口駅 申
込▶2月1日㈫～15日㈫に で県立大滝
げんきプラザ（秩父市 0494・55・0014）
★抽選

12
「農林学級」
①サクラソウ栽培講習会
②木工自由工作 

対象▶18歳以上 日時▶①3月6日㈰13：30～
16：00 ②2月27日㈰9：30～16：00 費用▶①500
円 ②1,300円 申込▶2月7日㈪までに  場
所・問合せ▶県農林公園（深谷市 048・583・
2301）★抽選

大人の木工体験
（折りたたみ式３段ラック）13

対象▶20歳以上 日時▶3月6日㈰10:00～
16:00 場所▶彩の国ふれあいの森(秩父市) 
費用▶3,000円 申込▶2月1日㈫～27日㈰
に電話で同管理事務所（ 0494・56・0026）
★申込順

狭山丘陵自然観察会
「コケ観察入門」14

対象▶高校生以上 日時▶2月12日㈯9：30～
12：30 場所▶県狭山丘陵いきものふれあい
の里センター（所沢市） 費用▶500円 申込▶

2月1日㈫から電話で同センター（ 04・
2939・9412）★申込順

生きもの調べ方講座「地衣類」15
対象▶中学生以上 日時▶2月20日㈰9：30～
12：00 場所▶県自然学習センター（北本市） 
費用▶1,000円 申込▶電話で同センター
（ 048・593・2891）★申込順

電気で動くモノづくり
（AM・FMラジオづくり）16

日時▶2月13日㈰10：00～11：00、11：30～
12：30、13：30～14：30（各回同一内容） 場所▶

県立川の博物館（寄居町） 費用▶2,500円 申
込▶2月12日㈯までに電話、 かＦＡＸ（
を明記）で同館（ 048・581・7333 048・
581・7332）★申込順

親子お泊りプラン 秩父を満喫17
対象▶3歳以上と保護者 日時▶3月12日㈯
13：30～13日㈰14：30（1泊2日） 場所▶県立
名栗げんきプラザ（飯能市） 費用▶5,000円 
申込▶2月17日㈭までに電話、 かＦＡＸ
（ を明記）で同プラザ（ 042・979・1011
042・979・1013）★抽選

春を飾りましょう お雛
ひな

様づくり18
日時▶2月6日㈰10：00～14：00 費用▶1,000円 
場所・問合せ▶県立川の博物館（寄居町
048・581・7333）★当日先着順

エコパークボランティア
「火入れ後の野草広場の手入れ」19

対象▶高校生以上（小・中学生は保護者同
伴） 日時▶2月19日㈯10：00～12：00 場所▶

荒川大
お お あ そ う

麻生公園（熊谷市） 申込▶2月18日㈮
までに電話で（公財）埼玉県生態系保護協会
（ 048・645・0570）★雨天中止

里山管理作業と焼き芋20
対象▶小学生以上（小学生は保護者同伴） 
日時▶2月20日㈰10：00～12：30 集合場所▶

西武球場前駅（所沢市） 費用▶500円 申込▶
2月1日㈫から電話で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

21
埼玉未来大学（前期課程）
令和4年度①ライフデザイン科
②地域創造科 

対象▶令和4年4月1日時点50歳以上 期
間▶おおむね4～9月 場所▶①春日部、
川越、川口、熊谷、伊奈 ②県民活動総合
センター（伊奈町） 費用▶①28,000円 ②
アクティブコース40,000円、地域ビジネス
コース48,000円 申込▶3月25日㈮（必着）
までに か所定の申込用紙を郵送で
（公財）いきいき埼玉（〒362-0812伊奈町
内宿台6-26 048・728・2299）★①抽選 
②選考

22
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］ 

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15日
㈫～22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

試験研究成果発表会1
期間▶2月1日㈫～28日㈪ 開催方法▶  問
合せ▶県農業技術研究センター（ 048・
536・0312）

2
「レインボー面接会」働き方改革
などに取り組む県内企業と多様
な人材をつなぎます（2部制）

対象▶求職者および転職を検討中の人 日
時▶2月20日㈰①11：20～13：30 ②14：00～
16：10 場所▶ソニックシティ（さいたま市

催しなどの名称、郵便番号・住所、氏名（ふりがな）、電話番号
ホームページを参照

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 2022
No.613

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

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。

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。

TBSラジオ

まとめて！ 埼玉応援団
毎週土曜　8：34～8：39

テレ玉 地デジ3ch 手話あり

今月の放送予定
 5日 守れ！コウノトリ
 12日 埼玉の城③ 鎌倉殿スペシャル前編
19日 埼玉の城③ 鎌倉殿スペシャル後編
26日 ちょこたび埼玉 ちょこっと自然を満喫

埼玉県議会中継
2月定例会の模様を
放送します。

Information

学習・体験

イベント

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

学習・体験

イベント

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

学習・体験

イベント

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

　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３年度は、県職員のボーナスが民間よりも高かったことから、人事委員会勧
告に基づき、期末・勤勉手当※1を0.15月分引き下げました。
　また、特別職も、一般職の期末手当の引き下げなどを踏まえ、
期末手当を0.1月分引き下げました。
※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3年度の支給
割合は4.3月分です

県人事課
県職員の給与については
問 TEL 048・830・2439 FAX 048・830・4730

県人事委員会事務局
人事委員会勧告制度については
問 TEL 048・830・6412 FAX 048・830・4930

※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

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3年4月1日現在）

平均給料月額
平均給与月額※2

平均年齢

319,815円
418,771円
42.0歳

知事の給与の状況（令和３年度）
給料月額
期末手当※3

1,420,000円
年間3.25月分

※3 知事の期末手当の特例に関する条例により、令和３年度は知事の期末手当は支給しない 

県職員の をお知らせします給 与

所持している方は

ご相談ください
ことが必要です。［9月１4日(水)まで］

　クロスボウを処分したい方は、県警察で無償の引き取りを実施しています。

クロスボウ※
は

※通称ボウガン

315
施行

（火） 所持禁止になります

県警察本部保安課問 TEL 048・832・0110（代）WEB

所持許可を
申請する

適法に所持
できる人に
譲り渡す

廃棄する

★令和3年6月法改正

　銃刀法の改正により、クロスボウの
所持が原則禁止・許可制となります。

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） 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 TEL FAX WEB



前号の答え

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。

里山文化講座
「わらの鍋敷き作り」23

対象▶小学生以上（小学生は保護者同伴） 
日時▶3月13日㈰10：00～12：30 場所▶さいた
ま緑の森博物館（入間市） 費用▶500円 申
込▶2月13日㈰～26日㈯に電話か で同館
（ 04・2934・4396）★抽選

大学の開放授業講座
［令和4年度前期］24

対象▶県内在住の55歳以上 募集開始▶2
月1日㈫ 場所▶県内大学、都内大学 費用▶

各科目10,000円程度 申込▶ を確認の
上、各大学 問合せ▶県高齢者福祉課（
048・830・3263）

歯科衛生士講習会25
対象▶県内で再就職を希望する未就業の
歯科衛生士 日時▶2月6日㈰9：30～16：00 
場所▶大宮歯科衛生士専門学校 申込▶2月
3日㈭までに電話で（一社）埼玉県歯科医師会
（ 048・829・2323）★申込順 問合せ▶同
会か県健康長寿課（ 048・830・3581）

里親入門講座26
対象▶県内在住 日時▶①2月5日㈯14：00～
16：00 ②2月19日㈯13：00～15：00 場所▶①
飯能市子育て総合センター ②草加市中央
公民館 申込▶電話で①2月4日㈮までに
所沢児童相談所（ 04・2992・4152） ②2月
18日㈮までに草加児童相談所（ 048・920・
4152）

27
技能（スキルアップ）講習
［3月開講①貸借対照表・損益計算
書の見方 ②看取りのケア］

対象▶在職者 日時▶3月5日㈯、12日㈯各
①9：30～16：30 ②9：00～16：00（全2日） 場所
▶①新都心ビジネス交流プラザ ②県立
川口高等技術専門校 費用▶2,000円（教材
費別） 申込▶2月10日㈭（必着）までに か
往復はがき（ を明記）で各講習実施校 
問合せ▶県産業人材育成課（ 048・830・
4598）★抽選

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）28

対象▶県内在住で令和2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児童・
生徒）となった人（交通遺児等になった日現
在18歳以下） 申込▶しおり（各市町村担当課
で入手）を参照の上、2月28日㈪までにみずほ
信託銀行㈱浦和支店（ 048・822・0191） 問合
せ▶県防犯・交通安全課（ 048・830・2955）

文化振興基金助成事業[対象経費の①2分
の1以内(上限20万円) ②③20万円以内]29

対象▶令和4年4月～5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継承団体が
実施する伝統・郷土芸能用具の備品整備や
後継者育成など ③文化団体やNPO法人
などが実施する子供や学生などを対象と
した文化芸術活動の体験など 申込▶2月
1日㈫～22日㈫（消印有効）に事業計画書
（ か県文化振興課（県庁内）で入手）を同課
（ 048・830・2887）★選考

県立歴史と民俗の博物館協議会委員（2人）30
対象▶令和4年1月1日現在満18歳以上 任期
▶5月26日㈭から2年間 申込▶2月13日㈰（必
着）までに所定の応募票（ か同館などで
入手）と作文（800字以内）を同館（〒330-
0803さいたま市大宮区高鼻町4-219 048・
641・0890）★選考。報酬あり

卒業献血キャンペーン実施中!31
　期間中に県内で献血すると、記念品がも
らえます。 対象▶令和3年度高校卒業（見込
み含む） 期間▶2月1日㈫～4月30日㈯ 場所
▶県内献血ルーム、献血バス等 問合せ▶

県薬務課（ 048・830・3635）

32
ご相談ください労使トラブル! 
SNS（T

ツ イ ッ タ ー

witter・F
フ ェ イ ス ブ ッ ク

acebook）でも
情報発信中

　相談無料・秘密厳守！ 賃金や退職金、労
働時間などの労働条件、採用や退職などの
労務管理について、県労働相談センター
（さいたま市浦和区）では、労働者・使用者か
らの相談に応じています（電話・来所）。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」もご利用
ください。 問合せ▶同センター（ 048・
830・4522）★要予約

あん摩マッサージ師などの
無資格者の施術にご注意を 33

　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る処罰の対象
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）

34
自動車を譲った! 引っ越しをした!
そんな時は､車検証の変更手続き
をお忘れなく!

　自動車税（種別割）は、令和4年4月1日時
点の車検証上の所有者（所有権が留保され
ているときは使用者）に課税されます。変更
手続きを行わないと既に譲った自動車の納
税通知書が届いたり、納税通知書が速やか
に届かなかったりします。 問合せ▶手続き
については埼玉運輸支局窓口（ 050・
5540・2026）か各自動車検査登録事務所窓口
（熊谷 050・5540・2027、春日部 050・
5540・2028、所沢 050・5540・2029）、自動車
税（種別割）については自動車税コールセ
ンター（ 0570・012・229）

待たない! 24時間OK!
確定申告はご自宅で35

　スマートフォン・パソコンから確定申告で
きる、便利なe

イー

-T
タックス

ax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）。各確定申告
会場では入場制限を実施します（入場整理
券を国税庁LINE公式アカウントで事前発
行または会場で当日配付）。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

2月7日は「北方領土の日」です36
　安政元（1855）年のこの日、日本とロシア
の間で日魯通好条約が調印され、択捉島、
国後島、色丹島および歯舞群島の四つの
島々からなる北方四島が日本の領土であ
ることが両国間で確認されました。このこと
にちなみ、北方領土返還要求運動の全国的
な盛り上がりを図るため、昭和56年、国は毎
年2月7日を「北方領土の日」と定めました。
この日を中心に、埼玉県は国や関係団体と
ともに、北方領土問題の早期解決に向け、
国民世論の啓発に取り組んでいます。一日
も早い返還に向け、皆さまのご理解とご協
力をお願いします。 問合せ▶県民広聴課
（ 048・830・2864）

環境影響評価調査計画書の縦覧37
　①（仮称）新熊谷衛生センター整備事業
環境影響評価調査計画書 ②（仮称）新深谷
清掃センター整備事業環境影響評価調査
計画書 期間▶2月1日㈫～3月1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。詳細は
をご覧ください。なお、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。

埼玉県地域防災計画修正（案） 38
期間▶2月18日㈮まで 問合せ▶県災害対策課
（ 048・830・8181）

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（①～⑦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所
在地記入不要）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。

▶5人に①茶の西田園オリジナル「吟子茶」(妻沼産茶豆､玄米入り)､▶5
人に②大豆コーヒードリップパック､▶5人に③茶豆ほうじ茶､▶6人に④
大豆コーヒーロールケーキ､▶8人に⑤埼玉ブランド農産物「彩の国黒
豚」ロース･バラ(各400g)のセット､▶15人に⑥コバトン・さいたまっち図
書カード（500円）、▶15人に⑦コバトン・さいたまっちクオカード（500円）

クイズ＆
プレゼント

応募締切

2月15日㈫
（消印有効） ▲応募はこちら

応
募
方
法

べ に た ま

③ ④

⑤

Q 子供の〇〇〇

学習・体験

イベント

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

学習・体験

イベント

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

学習・体験

イベント

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

① ②

　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３年度は、県職員のボーナスが民間よりも高かったことから、人事委員会勧
告に基づき、期末・勤勉手当※1を0.15月分引き下げました。
　また、特別職も、一般職の期末手当の引き下げなどを踏まえ、
期末手当を0.1月分引き下げました。
※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3年度の支給
割合は4.3月分です

県人事課
県職員の給与については
問 TEL 048・830・2439 FAX 048・830・4730

県人事委員会事務局
人事委員会勧告制度については
問 TEL 048・830・6412 FAX 048・830・4930

※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

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3年4月1日現在）

平均給料月額
平均給与月額※2

平均年齢

319,815円
418,771円
42.0歳

知事の給与の状況（令和３年度）
給料月額
期末手当※3

1,420,000円
年間3.25月分

※3 知事の期末手当の特例に関する条例により、令和３年度は知事の期末手当は支給しない 

県職員の をお知らせします給 与

所持している方は

ご相談ください
ことが必要です。［9月１4日(水)まで］

　クロスボウを処分したい方は、県警察で無償の引き取りを実施しています。

クロスボウ※
は

※通称ボウガン

315
施行

（火） 所持禁止になります

県警察本部保安課問 TEL 048・832・0110（代）WEB

所持許可を
申請する

適法に所持
できる人に
譲り渡す

廃棄する

★令和3年6月法改正

　銃刀法の改正により、クロスボウの
所持が原則禁止・許可制となります。
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とうふ工房わたなべ（ときがわ町）問
TEL 0493・65・0070

焦がし屋武一（熊谷市）問 TEL 048・580・3525JAさいたま・企画広報課問 TEL 048・666・1252

JAさいたま・企画広報課問
TEL 048・666・1252

SOY COFFEE

　節分を機に大豆に注目が集ま
る季節です。県内では在来種※の
「白光」や「青山在来」の他、「里の
ほほえみ」などが作付けされてい
ます。県産大豆をもっと楽しめる、
大豆を使ったお茶を紹介します。

  大豆コーヒーの粉末をミルクたっぷりのクリー
ムに混ぜ、しっとりとした生地で巻きました。

　県産大豆を使用。トースターで焼け
ば、外はサクッと中はモチッと、さらにお
いしい。

　粉末10gに対して、140mlの熱めのお湯でゆっくり抽出してく
ださい。ストレートで味わったり、豆乳でラテにしたりすれば、味
わいの幅も広がり、何度も楽しめます。

　熱いお湯で入れたほうが、香り、コク、うまみが出ます。そして間をおか
ず、カップに手早く注ぐのがおいしさのコツです。　

県生産振興課問
TEL 048・830・4036
FAX 048・830・4843

大豆コーヒーロールケーキ おからドーナツ

大豆コーヒー

※地域で長年栽培されてきた品種や系統

県内の大豆生産については

Soy Sw
eet

　きな粉の香りと深煎り焙煎で引き出した苦
みとコク。鴻巣市産「里のほほえみ」を100％
使用した大豆コーヒーはノンカフェインで妊
婦の方も楽しめます。苦みが苦手な人には豆
乳を注いだ「ソイラテ」がおすすめ。

　使用している妻沼在来大豆は、小さい粒に
うまみがギュッと詰まった茶豆。焙煎された豆
からは、まろやかで香ばしいうまみが溶け出し
ます。さらにほうじ茶をブレンドすることで、数
段おいしい味わいに。スッキリとした軽さで食
事中にもおすすめ。

めぬま

きな
粉の
香り、ほ

ろ苦いコク

香
り
ふ
ん

わり
、優
しい甘み

SOY BLENDED TEA

茶豆ほうじ茶

Soy coffeeor Tea

おいしく楽しむコツ
おいしく楽しむコツ

JAさいたま食育ソムリエ　土井 淳一さん

【取扱店】JAさいたま各直売所

焙煎士　小林 伸光さん

はっこう

甘み

香り

渋
み コ

ク

甘み

香り

渋
み コ

ク

ソイラテもおススメ♪

【取扱店】木崎ぐるめ米ランド（さいたま市浦和区）、
　　　　上尾ぐるめ米ランド、安行農産物直売所（川口市）

PRESENT

大豆コーヒードリップパックを5
人に、茶豆ほうじ茶を5人に、大
豆コーヒーロールケーキを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。

No.613

●この広報紙は1月18日（火）現在の情報をもとに作成しています。
●新聞折り込みでお届けしている他、市区町村・県地域振興センター・県広報課、県内の埼玉りそな銀行・武蔵野銀行・埼玉縣信用金庫・イオン・イトーヨーカドー・コーププラザなどにも置いてあります。
●この広報紙は、視覚に障害のある方を対象に点字版やデイジー版も発行しています。送付を希望される方は、県広報課にご連絡ください。
●この広報紙に掲載している有料広告は広告掲載基準に基づき（株）キョウエイアドインターナショナルが受け付けを行っています。掲載希望は同社（　　03・5860・9467　　contact@kyoeiad.co.jp）へ。TEL
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次号（3月号）は2月28日の新聞折り込みなどで配布します。


