ク ロ ーズ ア ッ プ

さいたま市 Ｈhttps://www.city.saitama.jp/

さいたま市は誕生

周年を迎えます!

さいたま市は2001年5月1日、旧浦和・大宮・与野の3市の合併により誕生しました。
2021年5月には、誕生から20年の節目を迎え、
20周年を記念したさまざまな事業を予定しています。

さいたま市誕生

2018年9月

人口が
破
130万人突破

2005年4月
2003年4月
2001年5月
さいたま市誕生

政令指定都市に移行

岩槻市と合併

2021年5月

20周年

(人口118万68人)

(全国で13番目)

(人口103万4985人)

●キャッチフレーズ・
ロゴマークが決定！

●20周年
特設ページを公開！

市 誕 生20周年を広くアピールするキャッチ
フレーズとロゴマークが決まりました。市民・
事業者の皆さんもお気軽にご利用ください！

さいたま市 誕 生から20年間
の歩みや関連事業などを掲載
します。

これまで本市を支えてくださった多くの方々
への感謝と、これからも市民の皆さんと
作り上げていく未来への思いを表現

詳しくは、シティセールス推進課(Ｔ829・1034、Ｆ829・1018)へ。

開 館 1 周年記 念
企画展
ひ な

化粧水ヘチマコロンで知られる商家、天野家から寄贈された雛 人形を公開します。
日本橋の老舗人形店・永徳斎で誂えた昭和初期の節句人形をはじめ、大正・昭和期の御所人形やミニチュア
玩具など、商家の暮らしを彩った人形と、雛祭りの華やぎをお楽しみください。
あつら

【期
間】1月30日㈯〜3月21日㈰
【開館時間】9時〜17時(入館は16時30分まで)
【住
所】岩槻区本町6-1-1
【交
通】岩槻駅から徒歩約10分
【休 館 日】月曜日(2月22日を除く)
【観 覧 料】一般…300円
高校生・大学生・65歳以上…150円
小・中学生…100円

◀内裏 雛

関連するイベントについては、18ページをご覧ください。
公式サイト Ｈhttps://ningyo-muse.jp/
▲雛道 具

詳しくは、岩槻人形博物館(Ｔ749・0222、Ｆ749・0225)へ。
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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。

市の情報を SNS で発信しています
市内の素敵な写真を掲載

イ ン ス タ グ ラ ム

Instagram
「＃さいたま日和」
をつけて
写真を投稿してください
公式アカウント

＠saitamacity_official

市の情報が素早く得られる

ツ イ ッ タ ー

Twitter
公式アカウント

＠SaitamaCityPR

詳しくは、広報課（Ｔ829・1039、Ｆ829・1018）へ。

をつなぐ
SDGs先進度が全国第1位になりました
今年の初めに日本経済新聞社から発表された
「全国

げてきた
「市民一人ひとり

SDGs先進度調査」
で、本市は全国で総合第1位となり、

が幸せを実感する絆で結ば

前回の7位から大きく躍進しました。この調査は持続

れたまち」という志と一致

可能性の観点から、経済･社会･環境のバランスが取れ

するものであり、今後この

た発展に、各市区がどれだけつなげているかを評価し

理念を市政の中心に据え、

たものです。昨年の
「政令指定都市幸福度ランキング

持続可能な都市づくりに取り組んでまいります。

2020」
での第1位とともに嬉しい外部からの評価です。

SDGsの目標実現には、市民･事業者の皆さんが主

SDGsとは、2030年までに持続可能でよりよい世

体的に参加していただくことが重要です。よりよい市

界を実現するための国際目標です。SDGsの理念で
ある
「誰一人取り残さない」
社会の実現は、本市が掲
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にするため、一緒に取り組んでいきましょう。
さいたま市長

※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。

クローズアップ

さいたま市 Ｈhttps://www.city.saitama.jp/

さいたまのサッカーを
応援しよう！
市内には、浦和レッズ・大宮アルディージャの２つのプロサッカーチームがあります。
さらに令和３年秋には日本初の女子プロサッカーリーグ（通称WEリーグ）が開幕し、浦和レッズレディース
と大宮アルディージャVENTUSの2チームが参入します。4つのプロサッカーチームがあるのはさいたま市
だけ！熱い戦いをお見逃しなく！
日本初の女子プロサッカーリーグ
日本初の女子プロサッカ
2020プレナス
なでしこリーグ１部

とは

浦和レッズレディース

優勝

現なでしこリーグの上位に位置する日本の
トップリーグとなります。
開 幕 時 期

令和3年9月（予定）

参加チーム数

11チーム

ⒸURAWA REDS

▲令和2年11月8日㈰にホームの浦和
駒場スタジアムで優勝を決めました

浦和レッズ・大宮アルディージャの
新たなレリーフを設置します

ⒸURAWA REDS

▲11月21日㈯にその功績をたたえて
市長特別賞を贈呈しました

浦和レッズ

大宮アルディージャ

▲浦和駅西口
伊勢丹浦和店前

▲大宮駅東口
大宮髙島屋前

浦和駅・大宮駅周辺には、両クラブで実績を残した選手のレリーフ
（路面盤）が設置されています。今年は青木拓矢選手（昨シーズン
まで浦和レッズ在籍）と三門雄大選手（大宮アルディージャ）のレ
リーフが登場！
公開日

浦 和 レ ッ ズ
大宮アルディージャ

2月27日㈯
3月 6日㈯

公 開 記 念キャンペーンを実 施します
レリーフ公開日から2週間、市ホーム

その１ ページから限定画像をダウンロードし

て提示すると、周辺の対象店舗で割
引などが受けられます。

ゼント」と付けてInstagramに投稿した方の中か
ら各3人に選手サイン入り色紙をプレゼント！

大宮
アルディージャ

▲

浦和レッズ

▲

※参加店舗や応募条件など詳しくは、市ホーム
ページをご覧ください。なお、レリーフは歩道
上に設置してありますので、撮影の際は周囲の
歩行者に十分注意してください。

レリーフの写真を撮影し、
「#浦和レッズレリーフプ

その２ レゼント」又は「#大宮アルディージャレリーフプレ

詳しくは、スポーツ振興課(Ｔ829･1058、Ｆ829･1996)へ。
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税の申告をお忘れなく
市民税・県民税申告

問合せ

市民税・県民税申告コールセンター

Ｔ829・1367

【2月2日㈫〜3月15日㈪の土・日曜日、祝日 を除く 9時〜 17時】

申告会場は大変混み合うため、郵送による申告書の提出にご協力ください。
※税務署に確定申告をする方は原則不要です。

■ 申告に必要なもの
市民税・県民税申告書、印鑑、マイナンバーカード
（又は通知カードと本人確認書類）
、収入
金額や必要経費が分かる書類、各種控除を受けるために必要な書類など
※市民税・県民税申告書は、専用ホームページ（Ｈhttps://zeisim.e-civion.net/tax-project/tax/saitama_top.
html）でスマートフォンやパソコンから作成できます。

■ 申告方法など
▲

郵送で申告…3月15日㈪までに、各提出先へ。

居住区

西・北・大宮・見沼・岩槻

中央・桜・浦和・南・緑

提出先

北部市税事務所 個人課税課

南部市税事務所 個人課税課

〒330-8501 大宮区吉敷町1-124-1

〒330-0061 浦和区常盤6-4-21 ときわ会館2階

▲

会場で申告…2月9日㈫〜3月15日㈪の9時〜16時に、各区役所(浦和区はときわ会館）
へ。

※土・日曜日、祝日を除きます。なお、2月21日㈰・28日㈰は開設します。また、感染症対策のため、公民館などでの出張申告受付は行いません。

確 定 申 告

問合せ

各税務署

大宮 Ｔ641・4945、浦和 Ｔ600・5400、
春日部 Ｔ733・2111

■ 申告期間
所得税・復興特別所得税

消費税・地方消費税

贈与税

2月16日㈫〜3月15日㈪

3月31日㈬まで

2月1日㈪〜3月15日㈪

■ 会場など

申告会場の混雑緩和のため、入場には
「入場整理券」
が必要です。入場整理券は、各会場で当
日配布又は国税庁LINE公式アカウントから事前発行できます。詳細は、国税庁ホームペー
ジをご覧ください。
居住区
会

場

西・北・大宮・見沼

岩槻

春日部税務署

2/12㈮〜3/15㈪

2/16㈫〜3/15㈪

※開設期間中は、税務署での申告相談は行っていません。

開設期間

※土・日曜日、祝日を除きます。なお、2/21㈰・28㈰は開設します。

受付時間

大宮税務署

問合せ

9:00〜16:00

スマートフォンやパソコンをお持ちの方は、国税庁ホーム
ページの「確定申告書等作成コーナー」で確定申告書を作成
イータックス
し、e-Taxでの送信が便利です。

来場される方への
お願い

8:30〜16:00
春日部税務署

浦和税務署

国税庁ホームページ
(Ｈhttps://www.nta.
go.jp/)

▲

自宅で
申告！

中央・桜・浦和・南・緑

さいたまスーパーアリーナ 1階展示ホール（さいたま新都心駅西口）

・マスクを着用し、必要最小限の人数でお越しください。
せき
・入場の際に検温を実施します。咳・発熱（37.5度以上）などの症状のある方はご来場をお控えください。
・混雑状況によっては受付時間終了前であっても、相談受付を終了する場合があります。
・感染症対策のため、筆記用具を持参してください。

詳しくは、各市税事務所 個人課税課（北部 Ｔ646・3102、Ｆ646・3164 南部 Ｔ829・1386、Ｆ829・6236 ）へ。
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※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。

