
詳しくは、オリンピック・パラリンピック部（Ｔ829・1023、Ｆ829・1996）へ。

東京2020オリンピック競技大会

市内の2会場が
競技会場になります
来年7月24日に開催を控えた東京2020オリ
ンピック。サッカーとバスケットボールの
競技会場となるさいたま市では、開催に向
けてさまざまな取り組みを進めています。

画像提供：Tokyo 2020

市報25ページには、開催
までの期間中、「東京2020
大会 ミニコラム」を掲載。
大会に関する気になる情報
を毎月紹介していきます!
※変更する場合があります。

  雪の実証実験  
日時▶①8月4日㈰　13時～19時
　　　②8月25日㈰　12時～19時
会場▶①埼玉スタジアム2002周辺（緑区美園） 
 ②さいたま新都心駅周辺
内容▶大会期間中の熱中症対策への活用を予定している

新潟県南魚沼市の雪を配る　※なくなり次第終了

  パラリンピック競技体験コーナー  
 in たまアリ△タウン夏祭り2019  
日時▶8月14日㈬･15日㈭　11時～18時
会場▶さいたまスーパーアリーナ（さいたま新都心駅西口）
内容▶車いすバスケットボールの体験

  五輪音頭   in コクーンシティ夏祭り2019
日時▶8月10日㈯･11日㈷　18時～20時45分
会場▶コクーンシティ コクーン2 コクーンひろば（さい

たま新都心駅東口）
内容▶東京五輪音頭‒2020‒を踊る

  さいたま市から発信2019  
～東京2020オリンピック 開催まであと1年！～
日時▶9月14日㈯～16日㈷　10時～17時
会場▶イオンモール浦和美園（緑区美園）
内容▶トークショー、ステージパフォーマンス、オリン

ピック・パラリンピックの競技体験、ワークショッ
プなど

バスケットボール
さいたまスーパーアリーナ

　●大宮駅、浦和美園駅にカウントダウンボードを設置
　●市内街路灯にフラッグが登場
　●コミュニティバスにステッカーを貼付
　●区役所に懸垂幕を設置 など

市内を装飾して大会を盛り上げます!

オリンピック聖火ランナー募集中
  募集人数   65人　※埼玉県聖火リレー実行委員会が募集する人数です。
  募集期限   8月31日㈯
  問 合 せ   県聖火ランナー募集コールセンター
 Ｔ825･1130【土･日曜日、祝･休日を除く、9時～18時】
※応募要件や応募方法などの詳細は、県ホームページ（Ｈhttps://
www.pref.saitama.lg.jp/） でご覧になれます。

みんなでつなごう! 

1年前関連イベントを開催

サッカー
埼玉スタジアム2002

©Tokyo2020

オリンピックの
気分を味わおう！
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詳しくは、防災課（Ｔ829･1127、Ｆ829･1978）へ。

日　時　９月１日㈰　9時30分～12時30分（防災訓練は12時まで）
会　場　岩槻文化公園（岩槻区村国）

※駐車場は台数に限りがあります。なお、岩槻駅、浦和美園駅から、無料シャトルバスを運行します。

内　容　●救出救護・応急復旧訓練 ● 応急手当や初期消火などの体験
　　　　●炊き出しカレーの試食 ●水災害体験装置による水没ドア体験と浸水歩行体験
　　　　●起震車による地震体験 ●災害特殊車両の展示

●VR映像を利用したビル火災避難の疑似体験

災害への備え、できていますか？

市総合防災訓練･
防災フェア

警戒レベル とるべき行動 避難情報など
５ 命を守るための最善の行動をとってください 災害発生情報
４ 全員避難！　速やかに避難先へ避難してください 避難勧告、避難指示（緊急）
３ 高齢者などは避難！　避難に時間を要する人は避難してください 避難準備･高齢者等避難開始
２ 避難に備え、避難行動を確認しましょう 洪水注意報、大雨注意報等
１ 災害への心構えを高めましょう 早期注意情報

水害、土砂災害の防災情報の伝え方が変わりました
警戒レベル３・４が発令された地域にお住まいの方は、速やかに避難してください。

申込み不要
当日、直接、会場へ。

7 市報さいたま

をつなぐ

　先日、本市が内閣府からSDGs未来都市に選定さ
れ、首相官邸で選定証を受理しました。これは、持続
可能な開発目標（SDGs）の理念である「誰一人取り残
さない」社会の実現に向けて、優れた取り組みを提案
する都市として選定されたものです。今回は、政令指
定都市から4市、全国で計31自治体が選ばれました。
　本市において、経済面では、東日本連携センターの
設置や大宮駅グランドセントラルステーション化構
想などを通じた、交流人口の拡大と情報発信拠点の
整備、社会面では、CS90運動等を通じた市民満足度

の向上と市民や民
間企業との連携、環
境面では、次世代自
動車スマートエネル
ギー特区やフード
シェア・マイレージ等を通じた脱炭素化やスマートシ
ティの推進への取り組みが評価されました。
　この3つの側面を統合する施策を進め、市民・企業
の皆さんとともに、SDGs未来都市づくりに取り組ん
でまいります。 さいたま市長

S
エスディジーズ

DGs未来都市に選定されました

各区役所の代表電話番号・ファクス番号（総務課）は10ページに記載しています。



詳しくは、思い出の里市営霊園事務所（Ｔ686･3499、Ｆ688･4055）へ。

詳しくは、広聴課(Ｔ829・1931、Ｆ825・0665)へ。

  所在地  　見沼区大谷600　思い出の里市営霊園内

申込方法などの詳細は、申込書又は市ホームページでご覧になれます。

樹林型合葬式墓地の申込みを受け付けます

平成30年度は1,969通
（2,951項目）の提案が寄
せられました。そのうち提
案を反映したものは643
項目ありました。
 （令和元年7月1日現在）

種類 募集数

芝墓地 3.3㎡ 92区画
4.5㎡ 8区画

普通墓地 5.0㎡ 10区画

屋内墓地 6体用 7区画
8体用 9区画

一般墓地の公募も行います

反映した
分野
643項目

公共施設
163

安全・
生活基盤 82

都市基盤・
交通 121

健康・福祉 81

教育・文化・
スポーツ 82

産業・経済 9

その他
71

環境 29

交流・コミュニティ 5

主
な
反
映
事
例

市役所、各区役所、各支所など市の主な施設や市内各駅に設置された専用の用紙・封筒で提案することができます。
また、専用ファクス(Ｆ0120･310･448)、市民の声Web（Ｈhttps://www.shiminnokoe.city.saitama.jp/
WebSim)でも受け付けています。※ファクスは市内からの送信に限ります。

「わたしの提案」の提出方法

食品ロス等に関する市の取り組みを知らせるため、大人向けのパンフレット
などの作成や配布は行わないのですか？

➡ 家庭での食品ロス削減のコツやスープレシピなどを紹介した、大人
向けのパンフレットを新たに作成しました。

▲作成したパンフレット

「新堤ふれあい広場」で、フェンスやベンチをサッカーゴールに見立てて遊ぶ
利用者がいるため、騒音やボールの飛び出しについて対策をしてほしいです。

➡ 注意喚起の貼り紙を掲示し、ボールをフェンスにぶつけることのな
いよう、フェンスの前に緩衝材としてのネットを設置しました。

▲設置したネット

対　　象　本市に住民登録があり、1年以上居住している方

募 集 数　800体（抽選）　　使 用 料　1体10万円
申 込 書　8月19日㈪～9月13日㈮に、思い出の里市営霊園事務所、各区情

報公開コーナー、各支所・市民の窓口などで配布
応募期間　9月1日㈰～13日㈮

公募（遺骨申込み・生前申込み）による申込み

※ 一定の条件があります。また、生前申込みは75歳以上の方に限ります。なお、
埋蔵後の遺骨の返還はできません。

対　　象　現に利用している市営墓地の墓じまいのため、遺骨を樹林型合葬
式墓地に改葬する方

使 用 料　1体3万円

市営墓地返還による申込み

※申込みは9月1日から、随時受け付けます。なお、事前の相談が必要です。

「わたしの提案」は、市政に関する建設的な提案を、市長に対して寄せて
いただく制度です。提案は、担当部署で対応し、市政への反映に努めます。

シンボルツリー（ヤマボウシ、コブシ、ハナミズキ）の下に、複数の遺骨を一緒に埋葬するお墓です。市が永代管理
をするため、お墓の継承者がいないなど、将来に不安がある方でも安心して利用できます。

市長への提案制度

「わたしの提案」をご利用ください

8

クローズアップ

2019.8

さいたま市   Ｈhttps://www.city.saitama.jp/



9 市報さいたま

詳しくは、各区高齢介護課、又はいきいき長寿推進課(Ｔ829･1286、Ｆ829･1981)へ。

認知症は早期発見が重要です。早期に治療を開始することで、症状の軽減や、進行を遅らせることが期待できます。
もの忘れ検診を受けて、認知症の適切な治療や認知症予防のきっかけとしましょう。

市内在住で、4月2日～令和2年4月1日に、65歳以上
の奇数年齢の誕生日を迎える方　※医療機関で認知
症の診断を受けたことがない方に限ります。

●健康保険の被保険者証や後期高齢者医療の被保険
者証など

●生活保護受給者証
●中国残留邦人等支援給付受給者本人確認証

市が指定する検診実施医療機関
※市ホームページ又は各区高齢介護課で配布しているパンフ
レットでご覧になれます。 令和2年3月14日㈯

?? ?

?

8月25日㈰  7時～20時投票日時

もの忘れ検診もの忘れ検診 を受診しましょう
認知症を
早期発見！

詳しくは、各区総務課、又は選挙課（Ｔ829・1773、Ｆ829・1994）へ。

□ 同じことを何度も言ったり、聞いたりする
□ ついさっきの出来事を忘れる
□ 知っているはずの人の顔や名前を間違える
□ 今まで好きだったことへの興味や関心がなくなった など

こんなことに思い当たりませんか？あなたや

身の回りの
方

少しでも思い当たる方は、受診してみましょう

対象者 持ち物 ▶ 次のいずれかをお持ちください

検診を受ける場所

受診期限

検診は10分程度

■投票できる方
次の①・②を満たし、③又は④に該当する方

■期日前投票
投票方法…期日前投票所又は臨時期日前投票所で投票
投票期間…8月9日㈮～24日㈯
※臨時期日前投票所は、8月17日㈯（一部は8月22日㈭）から開
設します。

① 日本国民である
② 平成13年8月26日までに出生した
③ 令和元年5月7日までに本市で住民登録され、引き続き
市内に住所を有する
④ 令和元年5月7日までに本市で住民登録され、引き続き
市内に3か月以上住所を有し、本市に住所を有しなく
なってから4か月を経過しない

※ 市内で転居し、7月24日までに転居の届け出をした方は、新住
所での投票となります。なお、投票する前に、県外に転出した
場合は投票できません。 ※日数がかかりますので、早めに手続きしてください。

■不在者投票
投票方法 投票できる方

都道府県の選挙管理委員会が
指定する病院や施設内で投票

投票日に、各指定施設に入院・
入所中の方

自宅などから郵便等で投票

身体障害者手帳又は戦傷病者
手帳を持ち、一定の要件を満
たす方、又は要介護5に該当
する方

滞在している市区町村の選挙
管理委員会で投票

投票日に他の市区町村に滞在
している方

投票日以外での投票埼玉県知事選挙が
行われます

詳細は、選挙特設ホームページ（Ｈhttps://www.saitama-senkyo.com/）をご覧ください。

各区役所の代表電話番号・ファクス番号（総務課）は10ページに記載しています。
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