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気づいたらまずは声を掛けて 思い込み・押しつけにならないように
支援を必要としている方から声を掛けることはとて
も勇気がいることです。困っていそうな方を見かけた
ら、積極的に声を掛けるようにしましょう。

必要な支援は人それぞれ、障害の種類や程度に
よっても違います。どのような支援が必要かを確
認し、その人に合わせた配慮や支援をしましょう。

障害のある人もない人も、それぞれの役割を果たしながら地域社会の一員として暮らしています。障害の
ある人が自分らしく生きる権利を守り、社会で活動できるよう、障害について正しく理解することが大切です。

毎年12月の障害者週間に合わせて開催する「市民のつどい」を今年はオンラインで開催します。障害へ
の理解を深める動画やステージ発表動画、障害や難病のある方が制作した作品をぜひご覧ください。
期　間　 12月3日㈭～31日㈭

障害のある人もない人も同じ市民のひとり

共に暮らせる社会を目指して

「障害者週間」市民のつどいを開催します～障害のある方の活動を知ろう～

本市ではノーマライゼーション条例に基づき、
障害の有無に関わらず、誰もが安心して
暮らせるまちづくりを進めています。

ノーマライゼーション条例PRキャラクター
ノーマくん

普段の生活でわたしたちに“できること”

どこへ行きたい
のですか？

どれをおとり
しますか？

詳しくは、障害政策課（Ｔ829・1306、Ｆ829・1981）へ。

「つくる楽しみ」を気軽に味わえる 体験イベント

市内産の野菜でゆっくりとしたひとときを ヨロ研カフェ

  ポイント2  

流行状況が段階別に分かる！
  ポイント1  

地域の流行状況が分かる！

岩槻の新しい楽しみを見つけよう

流行予報（情報提供元：㈱日立社会情報サービス）は、専用ホームページと市公式LINEでチェック

住　　所　岩槻区本町6-1-2
施設案内　1階 カフェ、ショップ、交流・休憩ルーム
　　　　　2階  クラフトルーム、多目的室
開館時間　9時～21時30分（12月29日㈫～1月3日㈰を除く）
問 合 せ　Ｔ757･2981、Ｆ793･4074、Ｈhttps://nigiwai-koryukan.jp/
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岩槻区役所
東 口

岩槻区役所

岩槻人形
博物館

にぎわい
交流館
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にぎわい交流館いわつき
今年2月にオープンした「にぎわい交流館いわつき」は、「体験」「食」「交流」など、
さまざまな魅力が満載で、岩槻の新しい楽しみ方が見つかる場所です。

「人形のまち岩槻」らしい人形制作の実演のほか、組紐
ひも

や木目込などの伝統工芸体験など、
毎月さまざまなイベントを開催しています。

さいたま市産のヨーロッパ野菜が
中心のサラダやスイーツ、スープ
が味わえます。また、新鮮なヨー
ロッパ野菜や岩槻ゆかりの食品な
どを購入できます。

４週間先までの流行状況を０
～３の4段階にレベル分けして
予報します。

天気予報のように、地域のイン
フルエンザの流行予報を確認
できるため、通勤・通学や買い
物など、日頃の生活の参考にな
ります。
※ 市内を北部と南部に分け、地域ご
との流行状況を予測します。

№ 行事名 日時 定員 その他

① 組紐ワークショップ～マスクコード～
R3.1/9㈯　▶10：00～
▶13：30～ 各10人

対　象　①小学生以上の方　※①・②で小学3
年生までの子どもは、保護者の同伴が必要です。
費　用　①1,200円　②500円
申込み　12月4日㈮の9時から、電話で、同館
へ(先着順)。

② 木目込ストラップをつくろう
1/24㈰　　▶10：00～
▶11：30～ ▶13：30～ 各15人

4週間先までのインフルエンザの流行状況をAIで予測し、ホームページなどでお知らせしています。
感染予防対策をとりつつ、「市内の流行状況」を確認し、仕事やレジャーの予定調整に活用しましょう。
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▲ホームページ ▲LINE

令和3年3月中旬まで「インフルエンザ予報」実証実験中

▲ヨーロッパ野菜たっぷりの
　ワンプレートランチ

▲色鮮やかなビーツを使用した
　特製パンケーキ

▲ 雛
ひな

人形づくりを間近に
　見られる人形制作の実演
　（1月16日㈯　10時～15時）

詳しくは、経済政策課（Ｔ829・1363、Ｆ829・1944）へ。

詳しくは、未来都市推進部（Ｔ829・1329、Ｆ829・1997）へ。



をつなぐ

デイサービス型・宿泊型の産後ケア事業がスタートしました

　本市では、出産後のお母さんと赤ちゃんの新
生活を応援するため、助産師等から育児方法な
どを学ぶことができる「産後ケア事業」を行って
います。
　10月からは、自宅に助産師が訪問する「訪問型」
に加え、助産所などに親子で通所・宿泊する「デ
イサービス型」、「宿泊型」の利用を開始しました。
家族などから支援を十分に受けられず、産後に心
身の不調や育児の不安等があるお母さんが利用
できます。出産直後は、赤ちゃんのケアの仕方や

生活リズムが分からなかったり、
出産と育児の疲れから心身とも
に不安定になったりしやすいも
のです。ぜひご利用ください。
　皆さんが安心して楽しく子育
てできるよう、妊娠・出産から
子育てまでのきめ細やかな支援と、親と子の絆を
深める支援を充実させ、「子育て楽しいさいたま
市」を目指してまいります。

さいたま市長
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各区役所の代表電話番号・ファクス番号（総務課）は12ページに記載しています。

気づいたらまずは声を掛けて 思い込み・押しつけにならないように
支援を必要としている方から声を掛けることはとて
も勇気がいることです。困っていそうな方を見かけた
ら、積極的に声を掛けるようにしましょう。

必要な支援は人それぞれ、障害の種類や程度に
よっても違います。どのような支援が必要かを確
認し、その人に合わせた配慮や支援をしましょう。

障害のある人もない人も、それぞれの役割を果たしながら地域社会の一員として暮らしています。障害の
ある人が自分らしく生きる権利を守り、社会で活動できるよう、障害について正しく理解することが大切です。

毎年12月の障害者週間に合わせて開催する「市民のつどい」を今年はオンラインで開催します。障害へ
の理解を深める動画やステージ発表動画、障害や難病のある方が制作した作品をぜひご覧ください。
期　間　 12月3日㈭～31日㈭

障害のある人もない人も同じ市民のひとり

共に暮らせる社会を目指して

「障害者週間」市民のつどいを開催します～障害のある方の活動を知ろう～

本市ではノーマライゼーション条例に基づき、
障害の有無に関わらず、誰もが安心して
暮らせるまちづくりを進めています。

ノーマライゼーション条例PRキャラクター
ノーマくん

普段の生活でわたしたちに“できること”

どこへ行きたい
のですか？

どれをおとり
しますか？

詳しくは、障害政策課（Ｔ829・1306、Ｆ829・1981）へ。

「つくる楽しみ」を気軽に味わえる 体験イベント

市内産の野菜でゆっくりとしたひとときを ヨロ研カフェ

  ポイント2  

流行状況が段階別に分かる！
  ポイント1  

地域の流行状況が分かる！

岩槻の新しい楽しみを見つけよう

流行予報（情報提供元：㈱日立社会情報サービス）は、専用ホームページと市公式LINEでチェック

住　　所　岩槻区本町6-1-2
施設案内　1階 カフェ、ショップ、交流・休憩ルーム
　　　　　2階  クラフトルーム、多目的室
開館時間　9時～21時30分（12月29日㈫～1月3日㈰を除く）
問 合 せ　Ｔ757･2981、Ｆ793･4074、Ｈhttps://nigiwai-koryukan.jp/
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にぎわい交流館いわつき
今年2月にオープンした「にぎわい交流館いわつき」は、「体験」「食」「交流」など、
さまざまな魅力が満載で、岩槻の新しい楽しみ方が見つかる場所です。

「人形のまち岩槻」らしい人形制作の実演のほか、組紐
ひも

や木目込などの伝統工芸体験など、
毎月さまざまなイベントを開催しています。

さいたま市産のヨーロッパ野菜が
中心のサラダやスイーツ、スープ
が味わえます。また、新鮮なヨー
ロッパ野菜や岩槻ゆかりの食品な
どを購入できます。

４週間先までの流行状況を０
～３の4段階にレベル分けして
予報します。

天気予報のように、地域のイン
フルエンザの流行予報を確認
できるため、通勤・通学や買い
物など、日頃の生活の参考にな
ります。
※ 市内を北部と南部に分け、地域ご
との流行状況を予測します。

№ 行事名 日時 定員 その他

① 組紐ワークショップ～マスクコード～
R3.1/9㈯　▶10：00～
▶13：30～ 各10人

対　象　①小学生以上の方　※①・②で小学3
年生までの子どもは、保護者の同伴が必要です。
費　用　①1,200円　②500円
申込み　12月4日㈮の9時から、電話で、同館
へ(先着順)。

② 木目込ストラップをつくろう
1/24㈰　　▶10：00～
▶11：30～ ▶13：30～ 各15人

4週間先までのインフルエンザの流行状況をAIで予測し、ホームページなどでお知らせしています。
感染予防対策をとりつつ、「市内の流行状況」を確認し、仕事やレジャーの予定調整に活用しましょう。
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▲ホームページ ▲LINE

令和3年3月中旬まで「インフルエンザ予報」実証実験中

▲ヨーロッパ野菜たっぷりの
　ワンプレートランチ

▲色鮮やかなビーツを使用した
　特製パンケーキ

▲ 雛
ひな

人形づくりを間近に
　見られる人形制作の実演
　（1月16日㈯　10時～15時）

詳しくは、経済政策課（Ｔ829・1363、Ｆ829・1944）へ。

詳しくは、未来都市推進部（Ｔ829・1329、Ｆ829・1997）へ。

※新型コロナウイルスの影響により、中止や内容の変更をする場合があります。詳しくは、市ホームページ又は各問合せへ。
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守れていますか？

犬を飼うときの３つのルール

詳しくは、動物愛護ふれあいセンター(Ｔ840・4150、Ｆ840・4159）へ。

詳しくは、資源循環政策課(Ｔ829・1337、Ｆ829・1991）へ。

地域の清掃活動をする際は、新型コロナウイルスの感染防止対策として、４つの点に注意しましょう。

犬のしつけ方に関する講座を開催します。詳細は24ページをご覧ください。

感染防止対策に
注意しながら きれいなまちづくりにご協力ください

2
鳴き声の対策を
しましょう

犬の鳴き声が周りの人に迷惑を
かけていませんか。犬の鳴き声
は十分な運動やしつけで改善す
ることがあります。

3
フンは持ち帰り、
オシッコは場所を選んで

公共の場所や他人の土地などでしたフンは
必ず持ち帰りましょう。オシッコは他人の家
の外壁は避け、オシッコをした後は水をか
けるか、ペットシーツを持参しましょう。

散歩するときは、必ず犬を制御できる
人がリードを持ってください。また、
ドッグランなどの許可されている場所
以外では、犬を放してはいけません。

放し飼いは
やめましょう1

2m

清掃日時・場所を分散させ、
密集を避けましょう。また、
２ｍ以上離れて清掃活動を
行いましょう。

１ 密集・密接を避ける

トングでごみを拾い、直接触
れないようにしましょう。トン
グの貸し出しを希望する方は、
下記問合せにご連絡ください。

２ ごみに直接触れない

グループで活動をするとき
は、マスク・手袋を必ず着用
しましょう。

３ マスク・手袋の着用

活動終了後は、アルコール
スプレーなどによる手指の
消毒や手洗いを
徹底しましょう。

４ 手洗い・消毒の徹底

アルコール
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詳しくは、人事課（Ｔ829・1092、Ｆ829・1998）へ。

詳しくは、職員課（Ｔ829・1095、Ｆ829・1998）へ。

市職員の給与や職員数などを公表します

■職員手当の状況(令和2年4月1日現在)
区分 内容

扶養手当

子   １人につき1万円
子以外の扶養親族   1人につき6,500円
満16歳～22歳の子に対する加算   1人につき5,000円
 【平均支給月額…1万9,449円】

地域手当 15%（医療職（1）適用者は16%）
【平均支給月額…4万7,704円】

住居手当 借家・借間   2万8,000円 （限度額）
 【平 均支給月額…2万3,916円】

通勤手当

交通機関等利用… 6か月定期券の利用など、最も経済的かつ合理的
である運賃等の額

交通用具使用…… 使用距離に応じて、2,000円～3万1,600円
※支給限度月額…5万5,000円 【平均支給月額…6,391円】

時間外
勤務手当

正規の勤務時間以外に勤務した職員に支給
 【平均支給月額…4万9,063円】

特殊勤務
手当

危険、不快、不健康などの特殊な勤務に従事する職員に支給
 【平均支給月額…1万1,040円】

期末手当
勤勉手当

期末手当……2.60月分（1.45月分）  
勤勉手当……1.90月分（0.90月分）
役職加算率…5～20％
※(　)内は、再任用職員の支給割合です。また、役職加算とは職制

上の段階、職務の級などによる加算措置です。
 【平均支給年額…162万3,319円】

退職手当

区分 自己都合 勧奨・定年

勤続20年 19.6695月分 24.586875月分

勤続25年 28.0395月分 33.27075月分

勤続35年 39.7575月分 47.709月分

最高限度 47.709月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置（2～20%加算）

1人当たり平均支給額 266万1,000円 2,238万8,000円

区分  平均年齢 平均給料月額

一般行政職 40.3歳 31万7,639円

■職員の平均年齢、平均給料月額の状況（令和2年4月1日現在）

区分 初任給
経験年数

10年 20年 30年

一般
行政職

大学卒 17万9,900円 25万9,600円 32万3,200円 38万6,200円

高校卒 14万6,400円 21万6,600円 29万3,500円 36万8,500円

■職員の初任給の状況（令和2年4月1日現在）

区分 職員数（A） 給与費（B） 1人当たり給与費（B/A）

令和元年度 1万2,694人 93,471,903千円 7,363千円

■職員給与費の状況（普通会計決算）

※１ 職員手当には、退職手当を含みません。
※２ 職員数は平成31年4月1日現在です。

※１ 人件費には、特別職に支給される給料などを含みます。
※２ 住民基本台帳人口は、令和2年3月31日現在です。

区分 住民基本
台帳人口 歳出額（A） 人件費（B）

人件費率（B/A）

令和
元年度

平成
30年度

令和
元年度 131万8,363人 547,430,304千円 125,575,198千円 22.9% 23.0%

■人件費の状況 （普通会計決算）

※平均支給額については、いずれも令和元年度の実績です。

■特別職の給与等の状況（令和2年4月1日現在）

区分 給料・議員報酬
月額

期末手当 地域
手当6月 12月 計 加算率※

市長 121万円

1.7
月分

1.7
月分

3.40 
月分

①20%
②25% 15%

副市長 95万1,000円
水道事業管理者 79万7,000円

教育長 79万2,000円
常勤の監査委員 60万8,000円
特別職の秘書 46万7,000円

議長 97万7,000円
1.575
月分

1.725
月分

3.30
月分 ②45% なし副議長 87万3,000円

議員 80万7,000円
※①は給料及び地域手当に加算する率、②は給料又は議員報酬に加算する率です。

　市職員の給与は、生計費や民間企業・国・他の地方公共団体などの給与を考慮して、市議会の議決を経て定められます。
　また、市長などの特別職の給料及び議員報酬は、市民の代表者などで構成される特別職報酬等審議会の答申に基づき、市議会の議決を経
て定められます。

■本市の職員数（各年4月1日現在）

令和元年度人事行政などの公表
　本市における人事行政の運営等の状況及び人事委員会の
業務の状況を、12月中に各区役所の情報公開コーナーで公
表する予定です。※市ホームページでもご覧になれます。

※１　職員数は一般職に属する常勤の職員数です。
※２　（ ）内は、女性職員の内数です。
※３　【 】内は、さいたま市職員定数条例及びさいたま市教職員定数条例で定める職員の定数です。
※４　一般行政には、総務、税務、民生、衛生、土木など、公営企業等会計には、病院、上下水道、

国民健康保険事業、介護保険事業などが含まれています。

　令和2年4月1日現在の職員数は、前年度と比べて843人増の1万5,210人となっています。本市では、行財政改革の取り組みを反映しながら総人
件費の抑制に配慮しつつ、業務量に応じた適正な職員数を確保することとしています。

部門
職員数 対前年

増減数 主な増減理由 
令和2年 平成31年

普通会計

一般行政 5,285 (2,269)人 5,233 (2,218)人 52人 国勢調査業務の増、保育園保育士の増、児童福祉司の増、市税事務所開設に伴
う減

教育 6,837 (3,854)人 6,135 (3,431)人 702人 小・中学校教職員の増、大宮国際中等教育学校教職員の増、大宮西高等学校
廃止に伴う減

消防 1,341 (54)人 1,326 (49)人 15人 消防業務の増

公営企業等会計 1,747 (900)人 1,673 (837)人 74人 看護業務の増、診療業務の増、患者支援センター新設による増

合計 1万5,210 (7,077)人
【1万5,659人】

1万4,367 (6,535)人
【1万5,659人】 843人 ——

　市職員の給与（平成27～令和元年度）などの詳細は、市ホームページで
ご覧になれます。なお、平成29年度以降の記載については、旧県費負担
教職員分を含みます。

各区役所の代表電話番号・ファクス番号（総務課）は12ページに記載しています。

守れていますか？

犬を飼うときの３つのルール

詳しくは、動物愛護ふれあいセンター(Ｔ840・4150、Ｆ840・4159）へ。

詳しくは、資源循環政策課(Ｔ829・1337、Ｆ829・1991）へ。

地域の清掃活動をする際は、新型コロナウイルスの感染防止対策として、４つの点に注意しましょう。

犬のしつけ方に関する講座を開催します。詳細は24ページをご覧ください。

感染防止対策に
注意しながら きれいなまちづくりにご協力ください

2
鳴き声の対策を
しましょう

犬の鳴き声が周りの人に迷惑を
かけていませんか。犬の鳴き声
は十分な運動やしつけで改善す
ることがあります。

3
フンは持ち帰り、
オシッコは場所を選んで

公共の場所や他人の土地などでしたフンは
必ず持ち帰りましょう。オシッコは他人の家
の外壁は避け、オシッコをした後は水をか
けるか、ペットシーツを持参しましょう。

散歩するときは、必ず犬を制御できる
人がリードを持ってください。また、
ドッグランなどの許可されている場所
以外では、犬を放してはいけません。

放し飼いは
やめましょう1

2m

清掃日時・場所を分散させ、
密集を避けましょう。また、
２ｍ以上離れて清掃活動を
行いましょう。

１ 密集・密接を避ける

トングでごみを拾い、直接触
れないようにしましょう。トン
グの貸し出しを希望する方は、
下記問合せにご連絡ください。

２ ごみに直接触れない

グループで活動をするとき
は、マスク・手袋を必ず着用
しましょう。

３ マスク・手袋の着用

活動終了後は、アルコール
スプレーなどによる手指の
消毒や手洗いを
徹底しましょう。

４ 手洗い・消毒の徹底

アルコール

※新型コロナウイルスの影響により、中止や内容の変更をする場合があります。詳しくは、市ホームページ又は各問合せへ。


