
働き方改革って
なんだ！？

詳しくは中面をご覧ください

　働き方改革とは、働く人が個々の事情に応じた多
様で柔軟な働き方を、自分で「選択」できるようにす
るための改革です。
　テレワークの普及や男性の育児休業取得など、
働き方はさらに変化を続けています。
　埼玉から、今の「働く」を見てみましょう！

～変わる埼玉の働き方～
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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5年1月1日現在）●総人口／7，331，972人（男3,638,293人 女3,693,679人 前月より3,223人減）●世帯数／3，241，250世帯

埼玉県マスコット
「コバトン」「さいたまっち」

★写真・イラストはイメージです。

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

友だち追加はこちら

今月の
読者プレゼント

お得なサービスが使えます！



　働き方改革の進展により、個々の事情に応じた多様で柔軟
な働き方を求める人が増えています。同時に、企業側では従業
員のニーズに応え、仕事と子育てなどとの両立を応援しようと
する機運が高まっています。働き方は一つではありません。自
分を生かすワークスタイルを始めてみませんか？

県多様な働き方推進課問 TEL 048・830・3963
同センター問

TEL 048・826・5601
県雇用労働課問

TEL 048・830・4538

変
多様な働き方へ

▲詳細はこちら

　県では、テレワークの実施や育児休業取得の促進など、多様な働き方を実践し
ている企業を「多様な働き方実践企業」として認定しています。認定を受けてい
て、働き方改革に取り組んでいる企業を紹介します。

　テレワークとは、ICTを活用して働きやすい場
所や時間を選んで柔軟に働くこと。在宅勤務、サ
テライトオフィス勤務といった、固定のオフィス
以外で仕事をするテレワークが広く普及してい
ます。コロナ禍で人との接触を減らすために多く
の企業で導入が進みました。

　テレワーク制度を導入し、個々人
のライフスタイルに合わせて活用し
ています。
　特に子育て世代の活用が多く、
「働く場所を自由に選択できる」や
「社内に居る時よりも集中して業務
に取り組める」などの声があります。

多様な働き方実践企業

働くための身体づくり

テレワークを導入する企業をpick up !

テレワークが
当たり前に
テレワークが
当たり前に

ICTを活用し、新しい時代に合う
柔軟な働き方に！

高砂熱学工業（株） 関信越支店
設備業 
さいたま市大宮区桜木町1-10-16 
132人

業　種
所在地
従業員数

コロナ禍で
テレワークが普及

　時代に合わせて働き方は変わってきました。今では多くの企業が導入
する週休2日制も、一昔前まではありませんでした。働き方はどのように
変化してきたのでしょうか。

①年次有給休暇の取得義務化
　年次有給休暇付与日数が10日以上の全ての労働者
に対し、年5日の年次有給休暇の確実な取得を企業
に義務付け

②時間外労働の上限制限
　残業時間の上限は、原則として月45時間・年360時間

③同一労働同一賃金
　正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間の不合
理な待遇差を禁止

2018年

1993～2004年頃

1987年

1960年代

1954年頃

1947年

　「働きたい女性が個性と能力を十分に
発揮できる社会」の実現を目的として、い
わゆる女性活躍推進法が平成28（2016）
年から施行されました。
　これまでは男性が中心であった職域に
就く女性が少しずつ増えてきています。

　男女に関係なく働きやすい職場とはどんな環境なのかを見直し、さまざ
まな制度や環境を整えました。
　例えば子供のことで「現場を離れなければならない」、これは子育て中の
従業員には必ず起きること。それを可能にするため、お互いの家庭環境な
どをチームで共有できる環境を整えています。その結果、学校の行事にも
積極的に参加できるようになりました。

女性が活躍する企業をpick up ! 現場で女性が
大活躍

現場で女性が
大活躍

現場で女性が大活躍！

進む女性活躍
　育児休業は、女性だけが取得するものでは
ありません。1歳未満（一定の要件を満たせば、
最長で2歳まで）の子供を育てる従業員（日々
雇用の労働者を除く）なら誰でも取得すること
ができます。

　男性も女性も長く働くことができ
るように、取得しやすい育休制度の
整備に着手しました。
　男性職員が育休を取得するよう、
職員向けＨＰでの制度説明や妊娠が
分かった時点での個別説明を行っ
ています。また、管理職から積極的に
職員へ声掛けをしています。

育児休業取得率１００％の企業をpick up !

男女ともに育休取得率100％！

男性も
育児休業を取得

働くを える
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男性も
育休を取得
男性も

育休を取得

　働くためには健康が第一。１日３食、バランスの取れた食事や運動習慣が、元気に働くための健康
な身体を作ります。

変わってきた働 き 方

ジョブフェス埼玉2023
　県内企業約100社が出展する合同企業説
明会を開催！浦和レッズと地元パートナー
企業との特別対談なども実施します。
対象：高校生や大学生、既卒者、保護者な
ど就職活動に興味のある全ての人
日時：３月6日（月）10～16時
場所：ソニックシティ
　　　（さいたま市大宮区）

埼玉しごとセンター

　相談もセミナーも求人紹介も、ここ一つ
で。国のハローワークと埼玉県の就職相談
コーナーが一体となった施設です。就職、転
職を考える上での課題は、人によりさまざ
ま。キャリアチェンジなど、それぞれの方に
合わせた、きめ細かな就業支援を提供して
います。

仕事と生活の両立支援相談窓口
　介護・子育て・病気治療などで仕事の継続にお悩
みの人からの相談を受け付けています。
　どうしたらよいのか分からない、仕事を辞めざるを
得ないかもと悩んでいたら、まずはご相談ください。

▲インターネット
　相談はこちら

県健康長寿課問 TEL 048・830・3585

時短で健康レシピ
　テレワークの昼休みに短時間で
作れて、バランス良く食べられるレ
シピを紹介します♪

小川 実登里さん
　幼児から高齢者などの栄養教室や料理教室を通して食育活動を行っている。
（公社）埼玉県栄養士会常任理事、管理栄養士

下準備：おかずの素ひき肉炒めを1人分取り出し500wで約2
分間レンジで温めておく。トマトとキュウリは1cm角に切る。レ
タスは５mm幅に切る。

1

❶のひき肉に★を加えてよく混ぜ合わせ、レンジで1分加熱し
ておく。

2

盛り付け：皿にご飯を平らに盛り、レタス、❷、トマト、キュウリ、
スライスチーズ、ポテトチップスの順に盛り付ける。

3

こんな食べ方は注意！！

１人分材料

かんたん タコライス

作り方

フライパンにひき肉を入れ中火にかけて色が変
わるまで炒めながら火を通す。

1

肉から溶け出た脂が多い場合は、ペーパー布巾
で吸い取って除く。

2

タマネギのみじん切りを加えてしんなりしたら調
味料を加えよく混ぜ、２分炒めたら火を止める。

3

作り方

　

運動不足を解消
　厚生労働省の国民健康・栄養調査結果によると、運動習慣
がある人は、20～50代の働く世代では2割程度。女性において
は男性より低い傾向にあります。
　日常生活に運動を取り入れて、健康で長く仕事ができる身
体を手に入れましょう。

　わざわざ運動靴やジャージをそろえて、ちゃんとし
たスポーツをやり始める必要はないんです。気軽にで
きる運動がたくさんあります！

浅見 真一さん
　地域住民の健康づくり教室や、働く人の健診後の
保健指導における運動指導を行っている。埼玉県健
康づくり事業団勤務

教えてくれる人

毎日今より10分運動しよう！！

片足立ち

左右30秒
ずつ

スクワット

ゆっくり
10回

カーフレイズ

かかと
上げ下げ
ゆっくり
10回

1 2 3
筋トレプログラム立 っ て 行 う1食分

エネルギー…534kcal　
たんぱく質…22.0ℊ　
食塩相当量…1.7g

4食分材料

たんぱく
質

たっぷり
たんぱく

質
たっぷり

（社福）杏樹会
社会福祉事業
入間市上藤沢851-1
500人

業　種
所在地
従業員数

田部井建設（株）
建設業 
熊谷市上根102
68人

業　種
所在地
従業員数

県内最大級の就活イベント 「就職活動」を全面的にサポート

（さいたま市南区）

TEL 048・830・4515
相談電話番号

毎週月・水・金曜（祝日・年末年始を除く）　
午前9時～午後4時30分

職 住 近 接 県内の企業で働こう

▲申込・詳細はこちら ▲詳細はこちら

パンのみ サラダのみおにぎり＋
カップラーメン

教えてくれる人

おかずの素ひき肉炒め
たくさん作って保存しておきましょう

おかずの素ひき肉炒め 
★トマトケチャップ
★ウスターソース 
★タバスコ  
ご飯  
トマト  
キュウリ  
レタス  
スライスチーズ 
ポテトチップス 

100g
大さじ１
小さじ１
3滴くらい
茶碗１杯強

1/4個
1/4本
2枚
１枚

3枚くらい

豚ひき肉
みじん切りタマネギ
砂糖
塩
コショウ

300g
1/2個
小さじ１
小さじ1/2

少々

働き方改革関連法の成立

バブル崩壊で就職氷河期。フリーター、派遣労働
などの非正規雇用者が増加

改正労働基準法の成立
労働時間が「１日8時間、週40時間」に

週休２日制の始まり

終身雇用制度の定着

労働基準法で１日８時間労働が決定

すきま時間に気軽にやってみよう

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 「多様化する働き方を応援します」
　多様な価値観が尊重される時代となりました。
国連が採択した持続可能な開発目標（SDGｓ）で
は、「働きがいも、経済成長も」として、働きがいの
ある人間らしい仕事が提唱されています。人口
減少や少子高齢化が大きく進展する中であって
も、就業を希望する誰もが、個々の事情に応じて
働きがいを感じながら能力を発揮できる就業支
援や働きやすい環境づくりが不可欠と考えます。
　国は、働く人が多様で柔軟な働き方を自分で
選択できるようにするため、働き方改革関連法
を2019年から順次施行してきました。法の施
行を契機として、長時間労働の是正、柔軟な働
き方の実現及び公正な待遇の確保に取り組む
企業が増えてきています。
　また、新型コロナウイルス感染症の世界的流

行を契機として、デジタル技術の活用による経
営変革の機運が高まり、テレワークやリモート会
議など、新しい働き方が広がりを見せています。
　このような中、埼玉県では、女性や高齢者な
ど、性別やライフステージに関わらず希望する
誰もが働き続けられる社会を目指し、テレワー
クや短時間勤務など、多様な働き方ができる企
業を「多様な働き方実践企業」として認定し、応
援しています。
　今年度は、企業情報に触れる機会が少ない高
校生向けに、自分が多様な働き方を実現する姿
をイメージできるようなガイドブックを作成中
です。テレワークや長時間労働の是正といった
企業の働き方改革の取組を掲載するほか、仕事
のスケジュールや先輩社員の声なども掲載す

る予定です。高校生が就職先を選択する際には
一定のルールの下、制限がありますが、是非お
読みいただき、今後の進路を考える上での参考
にしていただきたいと思います。
　さらに認定企業の取組概要について多くの
方に知っていただくため、令和２年度には
「Work Style Search in 埼玉」という検索サイ
トを立ち上げました。子育てをしながら働ける
企業、テレワークができる企業、女性の管理職
がいる企業や男性の育児休業の取得実績のあ
る企業など、それぞれの項目から検索すること
ができるようになっています。
　これから就職や転職をお考えの皆さんは、ぜ
ひ一度、「Work Style Search in 埼玉」にアクセ
スしてはいかがでしょう。

2 3この広報紙は2月14日（火）現在の情報をもとに作成しています。 次号（4月号）は3月31日の新聞折り込みなどで配布します。



　働き方改革の進展により、個々の事情に応じた多様で柔軟
な働き方を求める人が増えています。同時に、企業側では従業
員のニーズに応え、仕事と子育てなどとの両立を応援しようと
する機運が高まっています。働き方は一つではありません。自
分を生かすワークスタイルを始めてみませんか？

県多様な働き方推進課問 TEL 048・830・3963
同センター問

TEL 048・826・5601
県雇用労働課問

TEL 048・830・4538

変
多様な働き方へ

▲詳細はこちら

　県では、テレワークの実施や育児休業取得の促進など、多様な働き方を実践し
ている企業を「多様な働き方実践企業」として認定しています。認定を受けてい
て、働き方改革に取り組んでいる企業を紹介します。

　テレワークとは、ICTを活用して働きやすい場
所や時間を選んで柔軟に働くこと。在宅勤務、サ
テライトオフィス勤務といった、固定のオフィス
以外で仕事をするテレワークが広く普及してい
ます。コロナ禍で人との接触を減らすために多く
の企業で導入が進みました。

　テレワーク制度を導入し、個々人
のライフスタイルに合わせて活用し
ています。
　特に子育て世代の活用が多く、
「働く場所を自由に選択できる」や
「社内に居る時よりも集中して業務
に取り組める」などの声があります。

多様な働き方実践企業

働くための身体づくり

テレワークを導入する企業をpick up !

テレワークが
当たり前に
テレワークが
当たり前に

ICTを活用し、新しい時代に合う
柔軟な働き方に！

高砂熱学工業（株） 関信越支店
設備業 
さいたま市大宮区桜木町1-10-16 
132人

業　種
所在地
従業員数

コロナ禍で
テレワークが普及

　時代に合わせて働き方は変わってきました。今では多くの企業が導入
する週休2日制も、一昔前まではありませんでした。働き方はどのように
変化してきたのでしょうか。

①年次有給休暇の取得義務化
　年次有給休暇付与日数が10日以上の全ての労働者
に対し、年5日の年次有給休暇の確実な取得を企業
に義務付け

②時間外労働の上限制限
　残業時間の上限は、原則として月45時間・年360時間

③同一労働同一賃金
　正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間の不合
理な待遇差を禁止

2018年

1993～2004年頃

1987年

1960年代

1954年頃

1947年

　「働きたい女性が個性と能力を十分に
発揮できる社会」の実現を目的として、い
わゆる女性活躍推進法が平成28（2016）
年から施行されました。
　これまでは男性が中心であった職域に
就く女性が少しずつ増えてきています。

　男女に関係なく働きやすい職場とはどんな環境なのかを見直し、さまざ
まな制度や環境を整えました。
　例えば子供のことで「現場を離れなければならない」、これは子育て中の
従業員には必ず起きること。それを可能にするため、お互いの家庭環境な
どをチームで共有できる環境を整えています。その結果、学校の行事にも
積極的に参加できるようになりました。

女性が活躍する企業をpick up ! 現場で女性が
大活躍

現場で女性が
大活躍

現場で女性が大活躍！

進む女性活躍
　育児休業は、女性だけが取得するものでは
ありません。1歳未満（一定の要件を満たせば、
最長で2歳まで）の子供を育てる従業員（日々
雇用の労働者を除く）なら誰でも取得すること
ができます。

　男性も女性も長く働くことができ
るように、取得しやすい育休制度の
整備に着手しました。
　男性職員が育休を取得するよう、
職員向けＨＰでの制度説明や妊娠が
分かった時点での個別説明を行っ
ています。また、管理職から積極的に
職員へ声掛けをしています。

育児休業取得率１００％の企業をpick up !

男女ともに育休取得率100％！

男性も
育児休業を取得

働くを える

33

11

22

男性も
育休を取得
男性も

育休を取得

　働くためには健康が第一。１日３食、バランスの取れた食事や運動習慣が、元気に働くための健康
な身体を作ります。

変わってきた働 き 方

ジョブフェス埼玉2023
　県内企業約100社が出展する合同企業説
明会を開催！浦和レッズと地元パートナー
企業との特別対談なども実施します。
対象：高校生や大学生、既卒者、保護者な
ど就職活動に興味のある全ての人
日時：３月6日（月）10～16時
場所：ソニックシティ
　　　（さいたま市大宮区）

埼玉しごとセンター

　相談もセミナーも求人紹介も、ここ一つ
で。国のハローワークと埼玉県の就職相談
コーナーが一体となった施設です。就職、転
職を考える上での課題は、人によりさまざ
ま。キャリアチェンジなど、それぞれの方に
合わせた、きめ細かな就業支援を提供して
います。

仕事と生活の両立支援相談窓口
　介護・子育て・病気治療などで仕事の継続にお悩
みの人からの相談を受け付けています。
　どうしたらよいのか分からない、仕事を辞めざるを
得ないかもと悩んでいたら、まずはご相談ください。

▲インターネット
　相談はこちら

県健康長寿課問 TEL 048・830・3585

時短で健康レシピ
　テレワークの昼休みに短時間で
作れて、バランス良く食べられるレ
シピを紹介します♪

小川 実登里さん
　幼児から高齢者などの栄養教室や料理教室を通して食育活動を行っている。
（公社）埼玉県栄養士会常任理事、管理栄養士

下準備：おかずの素ひき肉炒めを1人分取り出し500wで約2
分間レンジで温めておく。トマトとキュウリは1cm角に切る。レ
タスは５mm幅に切る。

1

❶のひき肉に★を加えてよく混ぜ合わせ、レンジで1分加熱し
ておく。

2

盛り付け：皿にご飯を平らに盛り、レタス、❷、トマト、キュウリ、
スライスチーズ、ポテトチップスの順に盛り付ける。

3

こんな食べ方は注意！！

１人分材料

かんたん タコライス

作り方

フライパンにひき肉を入れ中火にかけて色が変
わるまで炒めながら火を通す。

1

肉から溶け出た脂が多い場合は、ペーパー布巾
で吸い取って除く。

2

タマネギのみじん切りを加えてしんなりしたら調
味料を加えよく混ぜ、２分炒めたら火を止める。

3

作り方

　

運動不足を解消
　厚生労働省の国民健康・栄養調査結果によると、運動習慣
がある人は、20～50代の働く世代では2割程度。女性において
は男性より低い傾向にあります。
　日常生活に運動を取り入れて、健康で長く仕事ができる身
体を手に入れましょう。

　わざわざ運動靴やジャージをそろえて、ちゃんとし
たスポーツをやり始める必要はないんです。気軽にで
きる運動がたくさんあります！

浅見 真一さん
　地域住民の健康づくり教室や、働く人の健診後の
保健指導における運動指導を行っている。埼玉県健
康づくり事業団勤務

教えてくれる人

毎日今より10分運動しよう！！

片足立ち

左右30秒
ずつ

スクワット

ゆっくり
10回

カーフレイズ

かかと
上げ下げ
ゆっくり
10回

1 2 3
筋トレプログラム立 っ て 行 う1食分

エネルギー…534kcal　
たんぱく質…22.0ℊ　
食塩相当量…1.7g

4食分材料

たんぱく
質

たっぷり
たんぱく

質
たっぷり

（社福）杏樹会
社会福祉事業
入間市上藤沢851-1
500人

業　種
所在地
従業員数

田部井建設（株）
建設業 
熊谷市上根102
68人

業　種
所在地
従業員数

県内最大級の就活イベント 「就職活動」を全面的にサポート

（さいたま市南区）

TEL 048・830・4515
相談電話番号

毎週月・水・金曜（祝日・年末年始を除く）　
午前9時～午後4時30分

職 住 近 接 県内の企業で働こう

▲申込・詳細はこちら ▲詳細はこちら

パンのみ サラダのみおにぎり＋
カップラーメン

教えてくれる人

おかずの素ひき肉炒め
たくさん作って保存しておきましょう

おかずの素ひき肉炒め 
★トマトケチャップ
★ウスターソース 
★タバスコ  
ご飯  
トマト  
キュウリ  
レタス  
スライスチーズ 
ポテトチップス 

100g
大さじ１
小さじ１
3滴くらい
茶碗１杯強

1/4個
1/4本
2枚
１枚

3枚くらい

豚ひき肉
みじん切りタマネギ
砂糖
塩
コショウ

300g
1/2個
小さじ１
小さじ1/2

少々

働き方改革関連法の成立

バブル崩壊で就職氷河期。フリーター、派遣労働
などの非正規雇用者が増加

改正労働基準法の成立
労働時間が「１日8時間、週40時間」に

週休２日制の始まり

終身雇用制度の定着

労働基準法で１日８時間労働が決定

すきま時間に気軽にやってみよう

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 「多様化する働き方を応援します」
　多様な価値観が尊重される時代となりました。
国連が採択した持続可能な開発目標（SDGｓ）で
は、「働きがいも、経済成長も」として、働きがいの
ある人間らしい仕事が提唱されています。人口
減少や少子高齢化が大きく進展する中であって
も、就業を希望する誰もが、個々の事情に応じて
働きがいを感じながら能力を発揮できる就業支
援や働きやすい環境づくりが不可欠と考えます。
　国は、働く人が多様で柔軟な働き方を自分で
選択できるようにするため、働き方改革関連法
を2019年から順次施行してきました。法の施
行を契機として、長時間労働の是正、柔軟な働
き方の実現及び公正な待遇の確保に取り組む
企業が増えてきています。
　また、新型コロナウイルス感染症の世界的流

行を契機として、デジタル技術の活用による経
営変革の機運が高まり、テレワークやリモート会
議など、新しい働き方が広がりを見せています。
　このような中、埼玉県では、女性や高齢者な
ど、性別やライフステージに関わらず希望する
誰もが働き続けられる社会を目指し、テレワー
クや短時間勤務など、多様な働き方ができる企
業を「多様な働き方実践企業」として認定し、応
援しています。
　今年度は、企業情報に触れる機会が少ない高
校生向けに、自分が多様な働き方を実現する姿
をイメージできるようなガイドブックを作成中
です。テレワークや長時間労働の是正といった
企業の働き方改革の取組を掲載するほか、仕事
のスケジュールや先輩社員の声なども掲載す

る予定です。高校生が就職先を選択する際には
一定のルールの下、制限がありますが、是非お
読みいただき、今後の進路を考える上での参考
にしていただきたいと思います。
　さらに認定企業の取組概要について多くの
方に知っていただくため、令和２年度には
「Work Style Search in 埼玉」という検索サイ
トを立ち上げました。子育てをしながら働ける
企業、テレワークができる企業、女性の管理職
がいる企業や男性の育児休業の取得実績のあ
る企業など、それぞれの項目から検索すること
ができるようになっています。
　これから就職や転職をお考えの皆さんは、ぜ
ひ一度、「Work Style Search in 埼玉」にアクセ
スしてはいかがでしょう。

2 3この広報紙は2月14日（火）現在の情報をもとに作成しています。 次号（4月号）は3月31日の新聞折り込みなどで配布します。



　取引先と共存共栄関係を築くことで、共に厳しい状況を乗り越える取り組みです。
ぜひ登録してください。

◎ 「宣言」が公式ポータルサイトに掲載、公表されます
◎ 宣言企業は「ロゴマーク」を使うことができます
●国補助金の加点措置や県制度融資の優遇
措置を受けられます
●「宣言」の取り組みを実践することでSDGs
も同時に達成することになります

★2月1日現在、県内約750社が登録適切な価格転嫁に
ご理解とご協力を
価格転嫁
とは

原材料費などの上昇分を製品やサービスの価格に
上乗せすることです。

サプライチェーン
全体の
共存共栄

企業の
稼げる力の
向上

賃上げの
実現

「パートナーシップ構築宣言」企業

仕組みは？

メリット・効果は？

受注者

登録していますか？

原材料価格が上がった…
労務費が上がった…
どうしよう…

分かりました、
仕入価格に
反映しましょう！

発注者

取引対価の見直し

望ましい取引慣行
( 価格協議に応じる等 )

▲登録方法など
　詳細はこちら

「パートナーシップ
構築宣言」
ポータルサイト

事業者の
皆さん

宣言県産業労働政策課問 TEL 048・830・３７０２

　県では、適切な価格転嫁の実現に向けて、産官金労の12
団体で協定を締結。エネルギー・原材料価格の高騰などコス
ト高の対策として適切な価格転嫁を行い、それを賃上げにま
でつなげていく「正のスパイラル」を生み出すための取り組
みを実施しています。

なんでもない日にこそ、
「そうだ、しっかり調べとこ!」

懐中電灯
　  ＋
ペットボトルで
簡易ランタンの
出来上がり

リュック
　＋
ごみ袋で
水が運べる！

食べる順番にひと工夫で
1週間サバイバル

「あれ？ガスが安全停止してる！？
復旧ってどうするんだっけ…」
「通話制限されてる！無事を確認す
る番号があったような…」　など

そなーえチャンネル
知っておけば絶対役立つ「災害時の知恵」動画が満載

県防災学習センター「そなーえ」公式YouTubeチャンネル

今すぐチェック
しておきましょう！

「チャンネル登録」
してね♪

冊子「防災マニュアルブック」
（5編セット）を3人にプレゼン
ト。詳細は「クイズ＆プレゼン
ト」をご覧ください。災害時の知恵

　2011年の東日本大震災の年は卯年でした。
この秋には関東大震災から100年が経ちます。
災害は時も場所も選びません。震災が今発生し
たら、どうしますか。

　地震や暴風などの疑似体験を通して災害の威
力を体感できる！

教えて！ そなーえチャンネル

出典：そなーえチャンネル「困ったときの約１分防災BO-SAI　簡単ランタン作り」「困ったときの1分防災 BO-SAI 水の運び方 リュック編」「困ったときの１分BO-SAI　１週間食べ繋ぎ術」

突然の停電!
懐中電灯だけじゃ
暗すぎる…

給水車が来てくれたのに、
バケツもない!

お腹が空いた!
非常食を食べよう!

ちょっと待って！

1～2日目
冷蔵(冷凍)
庫内の食品!

2～3日目
少し日持ちの
良い食品!

4～7日目
非常食!

他にも
▲感染症対策を徹底し、開館しています

場所：鴻巣市袋30　交通：北鴻巣駅下車徒歩20分
開館時間：
休館日：月曜（祝日の場合は翌日）、年末年始

午前9時～午後4時30分（入館は午後4時まで）

県防災
学習センター

入館料無料災害時のリスクに備える知恵の宝庫

こんな時、どうする？

そなーえ

県危機管理課問 TEL 048・830・8148

TEL 048・549・2313

PRESENT

水が光
を

拡散し
て、

明るさ
が

広がり
ます！

来館者数延べ127万人※突破！ ※令和4年12月末現在

知っ
トク!

ごみ袋の2枚重ねで補強に。口を縛れば、こぼれません

　規格外の繭を使って作られる日常着や農作業用の織物。秩父銘仙は、この
太織の技術が改良され発展したものです。

　家業である養蚕業を継いで11年目。さらなる増産
を目指して、約50万頭の蚕を飼育し、約１トンの繭を
生産しています。蚕から作られる絹は、肌触りが良
く、生地としての強さがあり、タオルなどの日常生活
に欠かせないものにも使われています。ぜひ一度
使って絹の良さを肌で感じてみてください。

　桑を栽培し、蚕を育て、繭を生産する養
蚕業。かつては県西部、北部地域を中心に
県内全域で盛んに行われ、本県の経済を
支えていました。現在では養蚕農家はわ
ずかとなりましたが、今でも全国4位の繭
生産量※があります。

　宮中と御養蚕の関わりは日本書紀
の時代までさかのぼり、現在の宮中御
養蚕は明治4年に昭憲皇太后が復興
されたものです。当時の政府官吏だっ
た渋沢栄一は養蚕に精通していたた
め、御養蚕を行う場所の選定や指導者
の推薦など、復興に尽力しました。

　着物1着分の反物を織るためには、約3,900キロ
メートルの絹糸が必要です。
　１頭の蚕から取れる繭糸の長さは約1,200～
1,500メートルなので、平均3,000頭の蚕の繭が使
われていることになります。

▲注文など詳細はこちら

▲予約など
　詳細はこちらスワン柄な

ど

かわいい柄
も！

秩父銘仙

絹織物の始まり養蚕
　秩父銘仙の歴史や展示品を見ることができます。
館内に展示されている設備は全て今も使われていて、
運が良ければ稼働しているところを見られるかも？

ちちぶ銘仙館

　蚕が作る繭からできる絹織物。歴史は古く、県では紀元前97～
30年に知々夫彦命※が秩父に来任し、養蚕・機織りを教授したと言
い伝えられています。
　陰暦（旧暦）では「蚕月」とも呼ばれる３月。埼玉が誇る伝統工芸品
に触れてみませんか。

ぶ ひこのみことち

まゆカイコ

ち

かいこづき

くにのみやつこ

県観光課問 TEL 048・830・3950絹織物については

県生産振興課問 TEL 048・830・4151養蚕については

PRESENT

新啓織物 ハタオト ハンカチ1枚を３人に、亀沢屋 銘仙菓
子セット（チョコレート、クッキー、ゼリー）を3人にプレゼ
ント。詳細は「クイズ&プレゼント」をご覧ください。
★ハンカチの柄や銘仙菓子の種類は届いてからのお楽しみ。

写真提供・所蔵：ちちぶ銘仙館

▲写真／深谷市所蔵

★蚕は家畜として扱われているため、数え方は1匹ではなく1頭です。

　蛾の一種である蚕の一生
は約２カ月。短い期間で卵か
ら幼虫、さなぎ、成虫へと成長
します。さなぎになるときに
吐き出す糸で繭を作り、繭か
ら糸を引き出したものが、絹
織物の原料、生糸となります。

ガ

蚕の一生と重要な役割

午前9時～午後4時営業時間

２１０円入館料

秩父市熊木町28-1
（西武秩父駅下車徒歩5分）場所・交通

　片倉工業株式会社の製糸工場だった、熊谷工場の
繭倉庫を利用して創設。本県養蚕業と製糸業の貴重
な資料や歴史、技術を見てみよう！

片倉シルク記念館

★休館日：月・火曜（夏期・年末年始・その他臨時休館あり）
午前10時～午後5時（入館は午後4時30分まで）
★休館日：月・火曜（夏期・年末年始・その他臨時休館あり）営業時間

熊谷市本石2-135（熊谷駅下車徒歩15分）場所・交通

無料入館料

行ってみよう！行ってみよう！

蚕のことを知ってもらいたい！

秩父太織
ふと り

久米さんの繭で秩父太織を作っているのはココ！
Handweaver  Magnet ic  Po le

レンタル銘仙「イロハトリ」

　大正ロマンを感じる、レトロモダンな秩父銘仙を着て、秩父の町を散策し
てみませんか？

　主に本庄市で作られている、絹糸の風合いを生
かした先染め製法で独特な織味が魅力の絹織物。
近年では本庄絣を使ったネクタイ、ストール、カー
ドケースなど伝統文化を現代風にアレンジした製
品も作られています。

　元々着物が好きで、地域おこし協力隊をきっかけ
に秩父市へ移住しました。今も秩父銘仙を世に広め
るために活動しています。秩父銘仙は軽くて着やす
い、普段着にもなる着物。七五三や卒業式などの特
別な日だけでなく、気軽に着てほしいです。ここでレ
ンタルをして、近くの番場通りでカフェめぐりなどをす
るのも風情を感じられておすすめです。

秩父銘仙を着る人を増やしたい！

平均3,000頭
着物１着を作るのに必要な蚕は何頭？

宮中御養蚕の復興に、渋沢栄一？

午前10時～午後4時30分 ★定休日：水曜営業時間
秩父ふるさと館１階（秩父駅下車徒歩5分）場所・交通

本庄市観光協会本庄支部問 TEL 0495・25・1174

秩父銘仙織元 
レンタル銘仙「イロハトリ」代表
関川 亜佐子さん

県の伝統的手工芸品本庄絣
かすり

養蚕農家 久米 悠平さん

　秩父銘仙は、裏表が無い平織りの絹織物。先染めした経糸に緯糸
を織り込む「ほぐし織」という技術が用いられています。手頃でおしゃ
れな着物として、大正時代から昭和初期に流行しました。

たて いと よこ いと

「繊維の女王」
絹を身近に
伝統的な養蚕・絹織物を守る

ようさん

蚕から生糸に
なるまでが分かる

！染め織り
体験ができる

！

けんし

知ってた？

秩父銘仙の原点

国指定伝統的工芸品

秩父銘仙を着て街を歩こう！

★休館日：年末年始のみ

TEL 0494・21・2112 TEL 048・522・4316 ▲写真提供／片倉工業株式会社

※地方官の一つである国造に任命され、知々夫国を支配したとされている

秩父銘仙 シルクの誕生物語

※令和4年：（一財）大日本蚕糸会調べ

TEL 050・7109・1331

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 この広報紙は2月14日（火）現在の情報をもとに作成しています。



　取引先と共存共栄関係を築くことで、共に厳しい状況を乗り越える取り組みです。
ぜひ登録してください。

◎ 「宣言」が公式ポータルサイトに掲載、公表されます
◎ 宣言企業は「ロゴマーク」を使うことができます
●国補助金の加点措置や県制度融資の優遇
措置を受けられます
●「宣言」の取り組みを実践することでSDGs
も同時に達成することになります

★2月1日現在、県内約750社が登録適切な価格転嫁に
ご理解とご協力を
価格転嫁
とは

原材料費などの上昇分を製品やサービスの価格に
上乗せすることです。

サプライチェーン
全体の
共存共栄

企業の
稼げる力の
向上

賃上げの
実現

「パートナーシップ構築宣言」企業

仕組みは？

メリット・効果は？

受注者

登録していますか？

原材料価格が上がった…
労務費が上がった…
どうしよう…

分かりました、
仕入価格に
反映しましょう！

発注者

取引対価の見直し

望ましい取引慣行
( 価格協議に応じる等 )

▲登録方法など
　詳細はこちら

「パートナーシップ
構築宣言」
ポータルサイト

事業者の
皆さん

宣言県産業労働政策課問 TEL 048・830・３７０２

　県では、適切な価格転嫁の実現に向けて、産官金労の12
団体で協定を締結。エネルギー・原材料価格の高騰などコス
ト高の対策として適切な価格転嫁を行い、それを賃上げにま
でつなげていく「正のスパイラル」を生み出すための取り組
みを実施しています。

なんでもない日にこそ、
「そうだ、しっかり調べとこ!」

懐中電灯
　  ＋
ペットボトルで
簡易ランタンの
出来上がり

リュック
　＋
ごみ袋で
水が運べる！

食べる順番にひと工夫で
1週間サバイバル

「あれ？ガスが安全停止してる！？
復旧ってどうするんだっけ…」
「通話制限されてる！無事を確認す
る番号があったような…」　など

そなーえチャンネル
知っておけば絶対役立つ「災害時の知恵」動画が満載

県防災学習センター「そなーえ」公式YouTubeチャンネル

今すぐチェック
しておきましょう！

「チャンネル登録」
してね♪

冊子「防災マニュアルブック」
（5編セット）を3人にプレゼン
ト。詳細は「クイズ＆プレゼン
ト」をご覧ください。災害時の知恵

　2011年の東日本大震災の年は卯年でした。
この秋には関東大震災から100年が経ちます。
災害は時も場所も選びません。震災が今発生し
たら、どうしますか。

　地震や暴風などの疑似体験を通して災害の威
力を体感できる！

教えて！ そなーえチャンネル

出典：そなーえチャンネル「困ったときの約１分防災BO-SAI　簡単ランタン作り」「困ったときの1分防災 BO-SAI 水の運び方 リュック編」「困ったときの１分BO-SAI　１週間食べ繋ぎ術」

突然の停電!
懐中電灯だけじゃ
暗すぎる…

給水車が来てくれたのに、
バケツもない!

お腹が空いた!
非常食を食べよう!

ちょっと待って！

1～2日目
冷蔵(冷凍)
庫内の食品!

2～3日目
少し日持ちの
良い食品!

4～7日目
非常食!

他にも
▲感染症対策を徹底し、開館しています

場所：鴻巣市袋30　交通：北鴻巣駅下車徒歩20分
開館時間：
休館日：月曜（祝日の場合は翌日）、年末年始

午前9時～午後4時30分（入館は午後4時まで）

県防災
学習センター

入館料無料災害時のリスクに備える知恵の宝庫

こんな時、どうする？

そなーえ

県危機管理課問 TEL 048・830・8148

TEL 048・549・2313

PRESENT

水が光
を

拡散し
て、

明るさ
が

広がり
ます！

来館者数延べ127万人※突破！ ※令和4年12月末現在

知っ
トク!

ごみ袋の2枚重ねで補強に。口を縛れば、こぼれません

　規格外の繭を使って作られる日常着や農作業用の織物。秩父銘仙は、この
太織の技術が改良され発展したものです。

　家業である養蚕業を継いで11年目。さらなる増産
を目指して、約50万頭の蚕を飼育し、約１トンの繭を
生産しています。蚕から作られる絹は、肌触りが良
く、生地としての強さがあり、タオルなどの日常生活
に欠かせないものにも使われています。ぜひ一度
使って絹の良さを肌で感じてみてください。

　桑を栽培し、蚕を育て、繭を生産する養
蚕業。かつては県西部、北部地域を中心に
県内全域で盛んに行われ、本県の経済を
支えていました。現在では養蚕農家はわ
ずかとなりましたが、今でも全国4位の繭
生産量※があります。

　宮中と御養蚕の関わりは日本書紀
の時代までさかのぼり、現在の宮中御
養蚕は明治4年に昭憲皇太后が復興
されたものです。当時の政府官吏だっ
た渋沢栄一は養蚕に精通していたた
め、御養蚕を行う場所の選定や指導者
の推薦など、復興に尽力しました。

　着物1着分の反物を織るためには、約3,900キロ
メートルの絹糸が必要です。
　１頭の蚕から取れる繭糸の長さは約1,200～
1,500メートルなので、平均3,000頭の蚕の繭が使
われていることになります。

▲注文など詳細はこちら

▲予約など
　詳細はこちらスワン柄な

ど

かわいい柄
も！

秩父銘仙

絹織物の始まり養蚕
　秩父銘仙の歴史や展示品を見ることができます。
館内に展示されている設備は全て今も使われていて、
運が良ければ稼働しているところを見られるかも？

ちちぶ銘仙館

　蚕が作る繭からできる絹織物。歴史は古く、県では紀元前97～
30年に知々夫彦命※が秩父に来任し、養蚕・機織りを教授したと言
い伝えられています。
　陰暦（旧暦）では「蚕月」とも呼ばれる３月。埼玉が誇る伝統工芸品
に触れてみませんか。

ぶ ひこのみことち

まゆカイコ

ち

かいこづき

くにのみやつこ

県観光課問 TEL 048・830・3950絹織物については

県生産振興課問 TEL 048・830・4151養蚕については

PRESENT

新啓織物 ハタオト ハンカチ1枚を３人に、亀沢屋 銘仙菓
子セット（チョコレート、クッキー、ゼリー）を3人にプレゼ
ント。詳細は「クイズ&プレゼント」をご覧ください。
★ハンカチの柄や銘仙菓子の種類は届いてからのお楽しみ。

写真提供・所蔵：ちちぶ銘仙館

▲写真／深谷市所蔵

★蚕は家畜として扱われているため、数え方は1匹ではなく1頭です。

　蛾の一種である蚕の一生
は約２カ月。短い期間で卵か
ら幼虫、さなぎ、成虫へと成長
します。さなぎになるときに
吐き出す糸で繭を作り、繭か
ら糸を引き出したものが、絹
織物の原料、生糸となります。

ガ

蚕の一生と重要な役割

午前9時～午後4時営業時間

２１０円入館料

秩父市熊木町28-1
（西武秩父駅下車徒歩5分）場所・交通

　片倉工業株式会社の製糸工場だった、熊谷工場の
繭倉庫を利用して創設。本県養蚕業と製糸業の貴重
な資料や歴史、技術を見てみよう！

片倉シルク記念館

★休館日：月・火曜（夏期・年末年始・その他臨時休館あり）
午前10時～午後5時（入館は午後4時30分まで）
★休館日：月・火曜（夏期・年末年始・その他臨時休館あり）営業時間

熊谷市本石2-135（熊谷駅下車徒歩15分）場所・交通

無料入館料

行ってみよう！行ってみよう！

蚕のことを知ってもらいたい！

秩父太織
ふと り

久米さんの繭で秩父太織を作っているのはココ！
Handweaver  Magnet ic  Po le

レンタル銘仙「イロハトリ」

　大正ロマンを感じる、レトロモダンな秩父銘仙を着て、秩父の町を散策し
てみませんか？

　主に本庄市で作られている、絹糸の風合いを生
かした先染め製法で独特な織味が魅力の絹織物。
近年では本庄絣を使ったネクタイ、ストール、カー
ドケースなど伝統文化を現代風にアレンジした製
品も作られています。

　元々着物が好きで、地域おこし協力隊をきっかけ
に秩父市へ移住しました。今も秩父銘仙を世に広め
るために活動しています。秩父銘仙は軽くて着やす
い、普段着にもなる着物。七五三や卒業式などの特
別な日だけでなく、気軽に着てほしいです。ここでレ
ンタルをして、近くの番場通りでカフェめぐりなどをす
るのも風情を感じられておすすめです。

秩父銘仙を着る人を増やしたい！

平均3,000頭
着物１着を作るのに必要な蚕は何頭？

宮中御養蚕の復興に、渋沢栄一？

午前10時～午後4時30分 ★定休日：水曜営業時間
秩父ふるさと館１階（秩父駅下車徒歩5分）場所・交通

本庄市観光協会本庄支部問 TEL 0495・25・1174

秩父銘仙織元 
レンタル銘仙「イロハトリ」代表
関川 亜佐子さん

県の伝統的手工芸品本庄絣
かすり

養蚕農家 久米 悠平さん

　秩父銘仙は、裏表が無い平織りの絹織物。先染めした経糸に緯糸
を織り込む「ほぐし織」という技術が用いられています。手頃でおしゃ
れな着物として、大正時代から昭和初期に流行しました。

たて いと よこ いと

「繊維の女王」
絹を身近に
伝統的な養蚕・絹織物を守る

ようさん

蚕から生糸に
なるまでが分かる

！染め織り
体験ができる

！

けんし

知ってた？

秩父銘仙の原点

国指定伝統的工芸品

秩父銘仙を着て街を歩こう！

★休館日：年末年始のみ

TEL 0494・21・2112 TEL 048・522・4316 ▲写真提供／片倉工業株式会社

※地方官の一つである国造に任命され、知々夫国を支配したとされている

秩父銘仙 シルクの誕生物語

※令和4年：（一財）大日本蚕糸会調べ

TEL 050・7109・1331

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 この広報紙は2月14日（火）現在の情報をもとに作成しています。



一般公開セミナー
「経済社会と埼玉県の不動産価格」24

日時▶3月28日㈫13：30～16：00 開催方法▶

オンライン（YouTube） 問合せ▶（公社）埼玉
県不動産鑑定士協会（ 048・789・6000）

通史で学ぶ中国の歴史
～唐代初期の内政と外政～25

日時▶4月15日～5月13日の㈯（全5日）各
13：30～15：00 場所▶県民活動総合センター
（伊奈町） 費用▶8,000円 申込▶電話、直接
か で（公財）いきいき埼玉（伊奈町 048・
728・7113）★申込順
ステップアップ写真講座 「春景」26

対象▶中学生以上 日時▶3月12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

県警察官採用試験（第1回）27
受験資格▶3月1日㈬から県警察  試験日▶
5月14日㈰ 受験申込▶4月7日㈮までに
県警察  問合せ▶県警察本部警務課（
0120・373・514）
自衛官募集（一般幹部候補生）28

受験資格▶日本国籍を有し採用予定日時
点で①大卒程度試験22～26歳未満（修
士課程修了者は28歳未満） ②院卒者試
験20～28歳未満 試験日▶4月22日㈯、23
日㈰（23日は海・空飛行要員のみ） 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▶ を確認の上、4月
14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）

第54回「埼玉文芸賞」
贈呈式観覧29

日時▶3月18日㈯13：30～ 場所・問合せ▶さい
たま文学館（桶川市 048・789・1515）★当
日先着順

埼玉県青少年健全育成審議会委員（2人）30
対象▶令和5年4月1日時点18歳以上（県職
員を除く） 任期▶6月から2年間 申込▶3月15
日㈬（必着）までに申込書（ で入手）と作文
（800字程度）を か郵送で県青少年課（県
庁内 048・830・2905）★選考。謝金あり

埼玉県児童福祉審議会委員（1人）31
対象▶令和5年4月1日時点18歳以上（公務
員を除く）で児童を養育または地域の子
育て支援に携わった経験がある人 申込▶

3月29日㈬（必着）までに略歴書と作文（800
字程度）を 、郵送かFAXで県少子政策課
（県庁内 048・830・3269 048・830・4784）
★選考。謝金あり
埼玉県食育推進検討会議委員（1人）32

対象▶令和5年4月1日時点18歳以上（公務
員を除く） 申込▶3月6日㈪～27日㈪（消印
有効）に応募用紙（ で入手）と作文（800
字程度）を直接、 か郵送で県健康長寿課
（県庁内 048・830・3585）★選考。謝金あり

埼玉県景観審議会委員（2人）33
対象▶令和5年4月1日時点18歳以上（公務員
を除く） 任期▶7月から2年間 申込▶3月22日
㈬（消印有効）までに と作文（800字程
度）を か郵送で県都市計画課（県庁内
048・830・5367）★選考。謝金あり
硬式テニス教室（初級、中級）34

対象▶おおむね50歳以上 日時▶4月1日㈯～
10月28日㈯（全14回）各9：30～11：30 場所▶

吉見総合運動公園 費用▶14,000円 申込▶

3月25日㈯までに電話かFAXで同管理事
務所（ 0493・54・4701 0493・54・4809）
★申込順
武道教室・健康教室35

対象▶小学生以上（弓道は中学生以上） 期
間▶4月～令和6年3月（各教室により異なる） 
場所▶県立武道館（上尾市） 費用▶教室・年
齢により異なる 申込▶ を確認の上、3月
16日㈭から直接同館（ 048・777・2400）

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）受講生募集（5月開講）

36

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、3月14日
㈫～22日㈬（必着）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

卒業献血キャンペーン実施中! 37
　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4年度高校卒業
（見込み含む） 期間▶4月30日㈰まで 場所▶

県内献血ルーム、献血バスなど 問合せ▶県
薬務課（ 048・830・3635）

転居の際は、運転免許証の住所
などの変更手続きをお早めに!38

問合せ▶県警察運転免許センター（ 048・
543・2001㈹、テレホン・FAXサービス 048・
541・1234）

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39

　自動車税（種別割）は、令和5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
▶変更手続きは埼玉運輸支局登録関係ヘ
ルプデスク（ 050・5540・2026）、自動車税
は自動車税コールセンタ―（ 0570・012・
229）

自動車の購入時にはOSS申請
（自動車保有関係手続のワンストップ
サービス）が便利です! 

40

　OSS申請の利用で、自動車購入時に必
要な各種行政手続き（車庫証明、検査・登
録、自動車関係諸税の申告・納税など）がイ
ンターネットで一括申請できます。新車の
購入時だけでなく、中古車購入時にも利用
できます。 問合せ▶OSSヘルプデスク（
050・5540・2000）か県税務課（ 048・830・
2658）

県熊谷児童相談所が移転します 41
新住所▶熊谷市箱田5-13-1 業務開始日▶

3月13日㈪ 問合せ▶同相談所（ 048・521・
4152）

電子申請・届出サービスを
ご利用ください42

　県、県警察や市町村（一部の市町村を除
く）への手続きを、インターネットで行うこと
ができます。 問合せ▶県情報システム戦略課
（ 048・830・2284）

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43

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

道路損傷通報サービスを
ご活用ください44

　県管理道路の損傷（道路の穴や段差、側
溝の破損など）を24時間いつでもスマート
フォンなどから通報できます。 問合せ▶県
道路環境課（ 048・830・5103）

県立高等技術専門校
オープンキャンパス45

対象▶高校・大学生、求職者、保護者など
職業訓練に興味のある人 日時▶①秩父分校 
3月2日㈭ ②春日部校 3月2日㈭ ③川越校 
3月7日㈫各13：30～16：00 申込▶電話か
で各校①（ 0494・22・1948） ②（ 048・

737・3511） ③（ 049・235・7070） 問合せ▶

各校か県産業人材育成課（ 048・830・
4598）

埼玉高速鉄道埼玉スタジアム線が
相鉄新横浜線・東急新横浜線と
直通運転を開始

46

　3月18日㈯から始まる直通運転により
所要時間の短縮や乗換回数の減少など、
さらに便利になります。 問合せ▶埼玉高速
鉄道㈱（ 048・878・6855）

ひとりで悩まずLINEで相談
こころのサポート＠埼玉47

　3月は自殺対策強化月間です。 日時▶3月
5日㈰～30日㈭各21：00～翌6：00 相談方法▶
を確認

知っていますか？
香りのエチケット48

　柔軟仕上げ剤の香りに関する相談が
増えています。香りの感じ方には、個人差
があります。自分は快適でも、困っている
人がいることを認識しましょう。 問合せ▶

県消費生活課（ 048・830・2941）
保護猫＆保護犬 登録団体譲渡会49

　犬・猫の殺処分を減らすため、県に協力
している愛護団体による譲渡会を開催し
ます。 日時▶3月18日㈯11：00～14：00 場
所・問合せ▶県動物指導センター（熊谷市
048・536・2465）★譲渡には審査あり

あん摩マッサージなどの
無資格者の施術にご注意を50

　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）

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

3月15日㈬
（消印有効）

▶10人に①県産季節の野菜詰め合わせ(5種類)3㎏、▶3人に②新啓織物 
ハタオト ハンカチ1枚、▶3人に③亀沢屋 銘仙菓子セット（チョコレート、
クッキー、ゼリー）、▶3人に④冊子「防災マニュアルブック」(5編セット)、▶
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）

3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

L I N E

Q「繊維の女王」〇を身近に
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

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

この広報紙は2 月14 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。

企画展 「戸
と

谷
や

成雄 彫刻」3
期間▶5月14日㈰まで 費用▶1,200円 場所・
問合せ▶県立近代美術館（さいたま市浦和
区 048・824・0111）

①春期企画展 「荒川今昔写真展」
②企画展関連講演会
「荒川・源流から東京湾まで」

4

日時▶①3月25日㈯～5月7日㈰各9：00～
17：00 ②3月26日㈰13：30～15：00 場所▶

県立川の博物館（寄居町） 費用▶①②410円 
申込▶②3月25日㈯までに電話、直接、 か
FAX（代表者の と年齢、参加者全員の
氏
ふり

名
がな

を明記）で同館（ 048・581・7333
048・581・7332）★②申込順
企画展 「自然の色と模様」5

期間▶3月11日㈯～6月18日㈰ 費用▶200円   
場所・問合せ▶県立自然の博物館（長瀞町
0494・66・0404）

埼玉会館ランチタイム・コンサート
春休みスペシャル 東京交響楽団
メンバーによる 「マ・メール・ロワ」

6

日時▶3月30日㈭12：10～ 場所▶埼玉会館
（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）★4歳未満は入場不可

自然に親しむイベントデー
「春さがしの日」7

対象▶小学生以下は保護者同伴 日時▶3月
18日㈯、19日㈰、21日（火・祝）各9：00～17：00 
場所・問合せ▶県自然学習センター（北本市
048・593・2891）

狭山丘陵自然観察会
「春めくアルペンロード」8

対象▶高校生以上 日時▶3月25日㈯9：30～
14：30 集合場所▶西武狭山線西武球場前駅
（所沢市） 費用▶500円 申込▶電話で狭山丘
陵いきものふれあいの里センター（ 04・
2939・9412）★申込順

わくわく野あそび隊
「水中の世界をのぞいてみよう」9

対象▶3歳～小学6年とその保護者 日時▶

3月19日㈰10：00～12：00、13：00～15：00（午
前・午後同一内容） 場所▶荒川大

おお

麻
あ そ う

生公園
（熊谷市） 費用▶300円 申込▶3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。雨天中止

日本酒イベント
「若手の夜明け 2023 SPRING」10

日時▶3月17日㈮～19日㈰各12：00～19：00 
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▶同事務局（
050・3575・4728（平日10：00～18：00））★申込順

テーマ展 「埼玉の遺跡 東松山市
反町遺跡─時代を彩る職人のムラ─」11

期間▶5月28日㈰まで 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）
ウマとのふれあいコーナー12

対象▶3歳以上（小学生以下は保護者同伴） 
日時▶3月12日㈰10：00～15：00 費用▶500円 
場所・問合せ▶県みどりの村（小鹿野町
0494・75・3441）

不動産無料相談会
①浦和 ②川越13

日時▶4月8日㈯10：00～16：00 場所▶①さい
たま市浦和コミュニティセンター ②ウェス
タ川越 問合せ▶（公社）埼玉県不動産鑑定士
協会（ 048・789・6000）

そば打ち体験14
対象▶小学生以上（小学生は保護者同伴） 
日時▶3月26日㈰10：00～12：00 場所▶県み
どりの村（小鹿野町） 費用▶1,000円 申込▶

3月10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

プリザーブドフラワー・
リボンフラワー教室15

対象▶小学5年以上（小学生は保護者同伴） 
日時▶4月16日㈰13：00～15：00 場所▶県みど
りの村（小鹿野町） 費用▶2,500円 申込▶3月
31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。はさみ持参
キッズ生きもの研究室（全7回）16

対象▶小学4～6年 日時▶4～11月（7月を除く）
の第4㈯の10：00～12：00、第4㈰10：00～
12：00、14：00～16：00（いずれも同一内容） 場
所▶県自然学習センター（北本市） 費用▶

5,000円 申込▶3月23日㈭9：00～4月9日㈰
12：00までに電話、 かFAXで同センター
（ 048・593・2891 048・590・1039）へ★抽選

みどり森 里山ようちえん
①カエル組 ②オタマ組17

対象▶令和5年4月1日時点①4・5歳 ②2・3
歳（①②保護者同伴） 日時▶①4月8日㈯ ②
4月9日㈰各10：00～13：30 場所▶さいたま
緑の森博物館（入間市） 費用▶500円 申込▶

①3月8日㈬～14日㈫ ②3月9日㈭～15日㈬
に電話か で同館（ 04・2934・4396）
★抽選

大人の自然観察会 「野鳥観察」18
対象▶中学生以上 日時▶4月23日㈰8：30～
11：00 場所▶さいたま緑の森博物館（入間
市） 費用▶100円 申込▶3月23日㈭から電話
か で同館（ 04・2934・4396）★申込順
親子はじめてキャンプ19

対象▶小学1・2年と保護者 日時▶4月29日
（土・祝）10：00～30日㈰11：30（1泊2日） 場所▶

さいたま緑の森博物館（入間市） 費用▶

5,000円 申込▶3月24日㈮～30日㈭に電話か
で同館（ 04・2934・4396）★抽選
「3月の農林学級」 木工自由工作20

対象▶18歳以上 日時▶3月26日㈰9：30～
16：00 費用▶1,300円 申込▶3月7日㈫までに
 場所・問合せ▶県農林公園（深谷市

048・583・2301）★抽選

春を探して!
自然観察とタケノコ掘りを楽しもう21

対象▶小学生以上（小学生は保護者同伴） 
日時▶①4月15日㈯10：00～12：30 ②4月16
日㈰10：00～14：00（①②同一内容） 場所▶

①トラスト保全第13号地（伊奈町） ②トラ
スト保全第1号地（さいたま市緑区） 費用▶

500円（保険料含む） 申込▶3月24日㈮（消
印有効）までに往復はがき（①②の別と参
加者全員の 、学年、一般・協会会員の
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
農林会館内 048・824・3661）★抽選。小雨
決行

映画会 ①「MIFUNE THE LAST 
SAMURAI」 ②「人形のまち岩槻」
ほか ③「アルプスの少女ハイジ」

22

日時▶①3月10日㈮14：00～15：20 ②3月17日
㈮14：00～14：46 ③3月23日㈭14：00～15：47 
場所・問合せ▶県立熊谷図書館（熊谷市
048・523・6291）★当日先着順

県立大宮中央高校 特別講座
①理科､ワード･エクセル入門
②美術 ③社会

23

対象▶中学卒業程度の学力がある人 日
時▶①4月21日㈮～7月21日㈮18：00～19：35
（全11回） ②4月22日㈯～7月29日㈯15：05～
16：40（全11回） ③4月21日㈮～令和6年1月
26日㈮18：00～19：35（全22回） 場所▶同校
（さいたま市北区） 費用▶①②1,750円 ③
3,500円（いずれも教材費別） 申込▶3月10日
㈮（消印有効）までに募集要項（ で入手）
を参照の上、はがきで同校（〒331-0825さい
たま市北区櫛引町2-499-1 048・653・1010）
★抽選

知事公館deお花見を! 
withかっぽフェスタ1

日時▶3月25日㈯10：00～14：00 場所▶県知
事公館（さいたま市浦和区） 問合せ▶県障害
者福祉推進課（ 048・830・3294）
企画展 「新収集公開文書 古沢家文書」2

期間▶3月7日㈫～5月7日㈰ 場所・問合せ▶

県立文書館（さいたま市浦和区 048・865・
0112）

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）。

3 月号 2023
No.626

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。
★30日㈭、31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

 4日 ぶら街めぐり 杉戸町

11日 走れ！プロペラカー 科学の甲子園
18日 米作りから酒造りを楽しむ④
25日 日本一歩きたくなる町 横瀬

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。

　杉戸町宣伝大使の
北陽・虻

あぶ

川
かわ

美穂子さん
が登場！ 虻ちゃんの思
い出が残るスポットや
町が誇るお祭りなど
杉戸の魅力を面白おか
しく紹介します。虻川美穂子さん

埼玉県議会中継
2月定例会の模様を
放送します。

こんにちは県議会です
10：00～10：15
26日㈰ 2月定例会ダイジェスト
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統一地方選挙のお知らせ

県選挙管理委員会問 TEL 048・830・2695

あなたの思いをその一票に

●埼玉県議会議員一般選挙

●さいたま市議会議員一般選挙

投票日 4月9日(日)

◀手続きの
　詳細は
　こちら

◀県選管公式
　Twitterでも
　情報発信
　しています。

　選挙とは、私たちの意見を政治に反映させてくれる
代表者を決めるものです。
　１８歳から投票できます。必ず投票に行きましょう。

★一部選挙区の区割りが変更になっています。
詳しくは WEB

●市長・町長選挙
●市議会議員・町議会議員選挙

投票日 4月23日(日)

投票時間 午前7時～午後8時 ★一部の投票所を除きます。

期日前投票 投票日に仕事や旅行の予定がある人などが利用できます。

特例郵便
等投票

　新型コロナウイルス感染症で宿泊・
自宅療養などをされていて、一定の要
件に該当する方は、郵便などにより投
票ができます。

★期間・時間は期日前投票所により異なっています。

　選挙の詳細は、お住まいの市区町村の選挙管理委員
会か、県選挙管理委員会ホームページ　  で確認して
ください。

WEB

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２月14日（火）現在の情報をもとに作成しています。



一般公開セミナー
「経済社会と埼玉県の不動産価格」24

日時▶3月28日㈫13：30～16：00 開催方法▶

オンライン（YouTube） 問合せ▶（公社）埼玉
県不動産鑑定士協会（ 048・789・6000）

通史で学ぶ中国の歴史
～唐代初期の内政と外政～25

日時▶4月15日～5月13日の㈯（全5日）各
13：30～15：00 場所▶県民活動総合センター
（伊奈町） 費用▶8,000円 申込▶電話、直接
か で（公財）いきいき埼玉（伊奈町 048・
728・7113）★申込順
ステップアップ写真講座 「春景」26

対象▶中学生以上 日時▶3月12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

県警察官採用試験（第1回）27
受験資格▶3月1日㈬から県警察  試験日▶
5月14日㈰ 受験申込▶4月7日㈮までに
県警察  問合せ▶県警察本部警務課（
0120・373・514）
自衛官募集（一般幹部候補生）28

受験資格▶日本国籍を有し採用予定日時
点で①大卒程度試験22～26歳未満（修
士課程修了者は28歳未満） ②院卒者試
験20～28歳未満 試験日▶4月22日㈯、23
日㈰（23日は海・空飛行要員のみ） 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▶ を確認の上、4月
14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）

第54回「埼玉文芸賞」
贈呈式観覧29

日時▶3月18日㈯13：30～ 場所・問合せ▶さい
たま文学館（桶川市 048・789・1515）★当
日先着順

埼玉県青少年健全育成審議会委員（2人）30
対象▶令和5年4月1日時点18歳以上（県職
員を除く） 任期▶6月から2年間 申込▶3月15
日㈬（必着）までに申込書（ で入手）と作文
（800字程度）を か郵送で県青少年課（県
庁内 048・830・2905）★選考。謝金あり

埼玉県児童福祉審議会委員（1人）31
対象▶令和5年4月1日時点18歳以上（公務
員を除く）で児童を養育または地域の子
育て支援に携わった経験がある人 申込▶

3月29日㈬（必着）までに略歴書と作文（800
字程度）を 、郵送かFAXで県少子政策課
（県庁内 048・830・3269 048・830・4784）
★選考。謝金あり
埼玉県食育推進検討会議委員（1人）32

対象▶令和5年4月1日時点18歳以上（公務
員を除く） 申込▶3月6日㈪～27日㈪（消印
有効）に応募用紙（ で入手）と作文（800
字程度）を直接、 か郵送で県健康長寿課
（県庁内 048・830・3585）★選考。謝金あり

埼玉県景観審議会委員（2人）33
対象▶令和5年4月1日時点18歳以上（公務員
を除く） 任期▶7月から2年間 申込▶3月22日
㈬（消印有効）までに か郵送（ と性別、
職業、生年月日を明記）で作文（800字程度）
を県都市計画課（県庁内 048・830・5367）
★選考。謝金あり
硬式テニス教室（初級、中級）34

対象▶おおむね50歳以上 日時▶4月1日㈯～
10月28日㈯（全14回）各9：30～11：30 場所▶

吉見総合運動公園 費用▶14,000円 申込▶

3月25日㈯までに電話かFAXで同管理事務
所（ 0493・54・4701 0493・54・4809）★申込順
武道教室・健康教室35

対象▶小学生以上（弓道は中学生以上） 期
間▶4月～令和6年3月（各教室により異なる） 
場所▶県立武道館（上尾市） 費用▶教室・年
齢により異なる 申込▶ を確認の上、3月
16日㈭から直接同館（ 048・777・2400）

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）受講生募集（5月開講）

36

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、3月14日
㈫～22日㈬（必着）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

卒業献血キャンペーン実施中! 37
　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4年度高校卒業
（見込み含む） 期間▶4月30日㈰まで 場所▶

県内献血ルーム、献血バスなど 問合せ▶県
薬務課（ 048・830・3635）

転居の際は、運転免許証の住所
などの変更手続きをお早めに!38

問合せ▶県警察運転免許センター（ 048・
543・2001㈹、テレホン・FAXサービス 048・
541・1234）

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39

　自動車税（種別割）は、令和5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
▶変更手続きは埼玉運輸支局登録関係ヘ
ルプデスク（ 050・5540・2026）、自動車税
は自動車税コールセンタ―（ 0570・012・
229）

自動車の購入時にはOSS申請
（自動車保有関係手続のワンストップ
サービス）が便利です! 

40

　OSS申請の利用で、自動車購入時に必
要な各種行政手続き（車庫証明、検査・登
録、自動車関係諸税の申告・納税など）がイ
ンターネットで一括申請できます。新車の
購入時だけでなく、中古車購入時にも利用
できます。 問合せ▶OSSヘルプデスク（
050・5540・2000）か県税務課（ 048・830・
2658）

県熊谷児童相談所が移転します 41
新住所▶熊谷市箱田5-13-1 業務開始日▶

3月13日㈪ 問合せ▶同相談所（ 048・521・
4152）

電子申請・届出サービスを
ご利用ください42

　県、県警察や市町村（一部の市町村を除
く）への手続きを、インターネットで行うこと
ができます。 問合せ▶県情報システム戦略課
（ 048・830・2284）

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43

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

道路損傷通報サービスを
ご活用ください44

　県管理道路の損傷（道路の穴や段差、側
溝の破損など）を24時間いつでもスマート
フォンなどから通報できます。 問合せ▶県
道路環境課（ 048・830・5103）

県立高等技術専門校
オープンキャンパス45

対象▶高校・大学生、求職者、保護者など
職業訓練に興味のある人 日時▶①秩父分校 
3月2日㈭ ②春日部校 3月2日㈭ ③川越校 
3月7日㈫各13：30～16：00 申込▶電話か
で各校①（ 0494・22・1948） ②（ 048・

737・3511） ③（ 049・235・7070） 問合せ▶

各校か県産業人材育成課（ 048・830・
4598）

埼玉高速鉄道埼玉スタジアム線が
相鉄新横浜線・東急新横浜線と
直通運転を開始

46

　3月18日㈯から始まる直通運転により
所要時間の短縮や乗換回数の減少など、
さらに便利になります。 問合せ▶埼玉高速
鉄道㈱（ 048・878・6855）

ひとりで悩まずLINEで相談
こころのサポート＠埼玉47

　3月は自殺対策強化月間です。 日時▶3月
5日㈰～30日㈭各21：00～翌6：00 相談方法▶
を確認

知っていますか？
香りのエチケット48

　柔軟仕上げ剤の香りに関する相談が
増えています。香りの感じ方には、個人差
があります。自分は快適でも、困っている
人がいることを認識しましょう。 問合せ▶

県消費生活課（ 048・830・2941）
保護猫＆保護犬 登録団体譲渡会49

　犬・猫の殺処分を減らすため、県に協力
している愛護団体による譲渡会を開催し
ます。 日時▶3月18日㈯11：00～14：00 場
所・問合せ▶県動物指導センター（熊谷市
048・536・2465）★譲渡には審査あり

あん摩マッサージなどの
無資格者の施術にご注意を50

　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）

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

3月15日㈬
（消印有効）

▶10人に①県産季節の野菜詰め合わせ(5種類)3㎏、▶3人に②新啓織物 
ハタオト ハンカチ1枚、▶3人に③亀沢屋 銘仙菓子セット（チョコレート、
クッキー、ゼリー）、▶3人に④冊子「防災マニュアルブック」(5編セット)、▶
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）

3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

L I N E

Q「繊維の女王」〇を身近に
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

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

統一地方選挙のお知らせ

県選挙管理委員会問 TEL 048・830・2695

あなたの思いをその一票に

●埼玉県議会議員一般選挙

●さいたま市議会議員一般選挙

投票日 4月9日(日)

◀手続きの
　詳細は
　こちら

◀県選管公式
　Twitterでも
　情報発信
　しています。

　選挙とは、私たちの意見を政治に反映させてくれる
代表者を決めるものです。
　１８歳から投票できます。必ず投票に行きましょう。

★一部選挙区の区割りが変更になっています。
詳しくは WEB

●市長・町長選挙
●市議会議員・町議会議員選挙

投票日 4月23日(日)

投票時間 午前7時～午後8時 ★一部の投票所を除きます。

期日前投票 投票日に仕事や旅行の予定がある人などが利用できます。

特例郵便
等投票

　新型コロナウイルス感染症で宿泊・
自宅療養などをされていて、一定の要
件に該当する方は、郵便などにより投
票ができます。

★期間・時間は期日前投票所により異なっています。

　選挙の詳細は、お住まいの市区町村の選挙管理委員
会か、県選挙管理委員会ホームページ　  で確認して
ください。

WEB

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２月14日（火）現在の情報をもとに作成しています。



▲写真／深谷市所蔵

県産業労働政策課問 TEL 048・830・3726

　渋沢栄一の精神を受け継ぐよう
な企業活動と社会貢献の両方を
行っている地域に根差した企業経
営者に贈呈しています。

小林 幸雄氏　大鵬薬品工業（株）特別相談役
丹羽 公男氏　タイム技研（株）名誉会長
福田 秋秀氏　（株）エフテック最高顧問

県障害者福祉推進課問 TEL 048・830・3309

　障害がありながらも社会的に
顕著な活動をしている方や障害
がある方のために貢献している個
人・団体に贈呈しています。

大　賞　鈴木 孝幸氏　（社福）日本視覚障害者団体連合関東ブロック協議会会長
奨励賞　上田 喬子氏　（社福)日本点字図書館職員
貢献賞　佐藤　 實氏　（社福）視覚障害者支援総合センター職員
　　　　鈴　和代氏　日本点字委員会事務局員

大　賞　　名知 仁子氏　NPO法人 ミャンマー ファミリー・
　　　　　　　　　　　　クリニックと菜園の会代表
奨励賞　　村田 里依氏　(株)Tao Corporation 代表取締役

県人権・男女共同参画課問 TEL 048・830・2921

　日本初の公認女性医師・荻野吟子の
不屈の精神を受け継ぎ、男女共同参画
の推進に尽力する個人や団体、事業所
に贈呈しています。

　まだまだ朝夕は寒い日も続きますが、徐々に春の陽気になってきました。
　埼玉県には桜の名所がいくつもあります。県が誇る三偉人「渋沢栄一、塙保己一、荻野吟子」が愛した郷土に咲く、

美しい桜の名所を紹介します。

しぶ えいさわ いち はなわ ほ いちき おぎ ぎんの こ
　まだまだ朝夕は寒い日も続きますが、徐々に春の陽気になってきました。

　埼玉県には桜の名所がいくつもあります。県が誇る三偉人「渋沢栄一、塙保己一、荻野吟子」が愛した郷土に咲く、
美しい桜の名所を紹介します。

しぶ えいさわ いち はなわ ほ いちき おぎ ぎんの こ

偉人に思いを馳せて

令和4年度受賞者 令和4年度受賞者 令和4年度受賞者

県では埼玉ゆかりの三偉人の生き方や功績を顕彰し、次代を担う企業や個人へ、三人の名前を冠した賞を贈呈しています。

渋沢栄一賞 埼玉県荻野吟子賞塙保己一賞

▲写真提供／本庄市教育委員会

　荒川の土手沿いに約２キロメートルにわたり
咲く悠久の桜。およそ５００本のソメイヨシノは
「日本さくら名所１００選」に選定されています。
淡紅から白に変化していく桜の花色はとても可憐です。

（一社）熊谷市観光協会問
TEL 048・594・6677

【日時】3月下旬～4月上旬
【場所】同上（河原町2）
★荒川河川敷に臨時駐車場開設
　（土・日曜は有料の場合あり）

熊谷さくら祭
熊谷桜堤熊谷市

　深谷駅近くに咲く約3キロメートルにわた
るおよそ300本の桜。同市一の桜の名所で
す。夜は提灯にともされた明かりが桜を照ら
し、日中とは違った桜を楽しめます。

（一社）深谷市観光協会問
TEL 048・575・0015

【日時】4月1日（土）、2日（日）
午前10時～午後4時（2日は午後3時30分まで）
【場所】深谷駅南側沿い
★提灯点灯は3月29日（水）～4月5日（水）午後6～9時頃

ふかや桜まつり

深谷市下手計1204
午前9時～午後5時
（2日前までに同館ホームページから要予約。臨時休館あり）

開 館

TEL 048・587・1100

渋沢栄一記念館（入場無料）
場 所

唐沢川の桜堤深谷市

足を
延ばして

　本庄市児玉町を流れる小山川河畔両側
5キロメートルに咲き誇るおよそ1,100本
の桜。あたたかな日差しのなか、桜色に染
まる景色を心ゆくまで楽しめます。

本庄市観光協会児玉支部問
TEL 0495・72・1331

【日時】4月2日（日）午前10時～午後3時
【場所】十二天橋下流左岸（児玉町児玉地内）　
★一部区間はライトアップを実施（3月下旬～）

こだま千本桜まつり
こだま千本桜本庄市

★開花状況や交通・イベント内容などの詳細は、各問い合わせ先に確認ください。

熊谷市俵瀬581-1
午前9時～午後5時
休館日：月曜（祝日の場合は翌日）、年末年始開 館

TEL 048・589・0004

荻野吟子記念館（入場無料）
場 所

足を
延ばして

本庄市児玉町八幡山368
午前9時～午後4時30分
休館日：月曜（祝日の場合は翌日）、年末年始開 館

TEL 0495・72・6032

塙保己一記念館（入場無料）
場 所

足を
延ばして

たんこう

　（株）井口一世所沢事業所、医療法人娯生会いきいき
職場部門賞

▲荻野吟子肖像画／熊谷市立図書館所蔵
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●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




