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見沼田んぼの桜回廊

大宮盆栽美術館

詳しくは、広報課（Ｔ829・1039、Ｆ829・1018）へ。

見沼代用水西縁
べり

、東縁、見沼通船堀に連なるこの桜回廊は、総延長20kmを超え、桜
の下を散策できる日本一の桜回廊です。この周辺では、公園や緑地などの桜も含めると、
5,000本以上の桜があります。

見沼田んぼ
桜回廊サポーターを
募集しています

問合せ　見沼田圃政策推進室　Ｔ829・1413、Ｆ829・1979

※詳細は見沼たんぼのホームページでご覧になれます。 
Ｈhttp://www.minumatanbo-saitama.jp/

住　　所　北区土呂町2-24-3
交　　通　土呂駅東口から徒歩約5分、大宮公園駅から徒歩約10分
開館時間　9時〜16時30分
休　館　日　木曜日
観　覧　料　一般…310円、高校生・大学生・65歳以上…150円、 

　小・中学生…100円
問　合　せ　Ｔ780・2091、Ｆ668・2323 

　Ｈhttps://www.bonsai-art-museum.jp/

3月は、可憐
れん

な花もの盆栽を展示しています。

例年３月下旬から４月上旬にかけて、市内各地で桜の見頃を迎えます。

見晴公園（北区土呂町）

鴻沼川（中央区鈴谷付近）

見沼氷川公園（緑区見沼） 岩槻城址公園（岩槻区太田）

同館の催しは、20ページに掲載しています

春日和
はるびより

さいたま

Instagram

＠saitamacity_official
公式アカウント

皆さんが撮影した写真に「#さいたま日和」
を付けて投稿してください！



をつなぐ

ゼロカーボンシティの実現に向けて

　近年、気候変動による影響で大きな自然災害
が頻発するなど、脱炭素社会の実現は地域を超
えて、あらゆる主体が共に取り組むべき重要な課
題となっています。
　本市では、昨年7月に、「2050年までに二酸化
炭素排出実質ゼロ（ゼロカーボンシティ）」を目指
していくことを表明しました。ゼロカーボンシ
ティの実現に向けて今必要なことは、私たち一人
ひとりの意識と行動です。また、現在、新型コロ
ナウイルス感染症の危機に直面していますが、こ

れからは経済回復と温
暖化対策の両立を図り
ながら、持続可能な社
会を未来に引き継いで
いくことが大切になり
ます。
　今後は、市民の皆さん、事業者をはじめ、国や
各地域などと協力し、共に考え、共に創る「共創」
を通じて、ゼロカーボンシティの実現に向けて歩
んでまいります。 さいたま市長
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詳しくは、情報政策部（Ｔ829・1047、Ｆ829・1985）へ。

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。

マイナンバーPRキャラクター

マイナちゃん

まだ間に合う！
マイナポイント

マイナンバーカードを
持っていない方

マイナンバーカードを
持っている方

マイナンバーカードを申請しましょう

交付申請書をお持ちの方

交付申請書をお持ちでない方

マイナポイントを申込みましょう

「マイナンバーカード」で なにができる？
①顔写真付きの本人確認書類になる

②コンビニで証明書が取れる 
（住民票の写しなど）

③オンラインでの行政手続きが可能(e-Taxなど)

④健康保険証として利用できる 
※マイナポータルで利用申込が必要です。なお、 
　対応していない医療機関等もあります。

スマートフォン、パソコン、郵便、証明用写真機で 
申請できます。

スマートフォン・パソコン・マイナポイント
手続スポット(各区区民課・郵便局など)
で申込みができます。

未申請の方には、1月から順次申請書が発
送されています。※マイナンバーカード総合
サイトから手書き用の申請書と封筒もダウ
ンロードできます。

最新情報はマイナポイント事業
ホームページをご覧ください

マイナポイント 検索

令和３年３月末までに「マイナンバーカード」
を申請すると、最大5,000円分のマイナポ
イントがもらえます。マイナンバーカードの
申請はお早めに！

など

※予算などの状況により変更となる場合があります。

※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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詳しくは、各区区民課、又は区政推進部（Ｔ829･1833、Ｆ829･1992）へ。

詳しくは、各問合せへ。

粗大ごみのインターネット
受付を開始します

ごみ分別アプリとは？

ごみ分別アプリをご利用ください

電話での受付に加えて、インターネットでの
受付を開始します。
開始日　３月1日㈪
Ｈhttps://www.sodai.city.saitama.jp
※電話での申込みは、粗大ごみ
　受付センター（Ｔ840･5300）へ。

問合せ
廃棄物対策課（Ｔ829・1336、Ｆ829・1991）又は
大崎清掃事務所（Ｔ878・0956、Ｆ878・0959）へ。

「これはもえるごみ？資源物？」、「今
日は古紙類の日だったのに出し忘
れた！」などのお困りごとをサクッ
と解決！無料で利用できます。
●すばやく検索！「ごみ分別辞典」

●出し忘れ防止！「アラート機能」

●もう捨て方で迷わない

　「ごみの出し方」

●収集日を手軽にチェック

　「収集日カレンダー」
※ 英語•中国語•韓国語•ポルトガル語•ベトナ
ム語にも対応しています。

　市外への転出届は郵送で提出できます。郵送による転出届、又
は便せんなどに必要事項を記入のうえ、返信用封筒（返信先を記載
し、切手を貼ったもの）、本人確認書類（運転免許証や保険証など）
の写しを同封して、お住まいの区の区民課宛てに郵送してください。

必要事項

●さいたま市での住所・新住所
●新住所に住み始める日、又はその予定日
●転出する方全員の氏名・生年月日
●日中に連絡の取れる電話番号
●届出人氏名（自署）

市外転出は郵送で
届出ができます

ごみ出しのルールを守りましょう

問合せ　資源循環政策課（Ｔ829・1338、Ｆ829・1991）

ダウンロードはこちら

▲

iOS Android

※郵送による転出届は市のホームページからダウンロードできます。

窓口での接触機会
低減のため、
ご協力をお願いします

3月･4月は引っ越しが多く、ごみが出やすいシーズン
です。スマートフォン等を活用すれば、出し方の確認
や粗大ごみの申込みなど、スムーズに行えます。

もっとスマートに！

さいたま市　転出届　郵送

詳しくは、防災課（Ｔ829・1126、Ｆ829・1978）へ。

災害への備え、できていますか？
3月11日で、東日本大震災から10年になります。地震や風水害はいつ起こるかわかりません。

いざというときのために、日頃からハザードマップや避難場所などを確認し、
防災に関する情報を集めておきましょう。

◎災害時には、テレビ埼玉のデータ放送や市公式Twitterなどでも情報が確認できます。
　また、防災情報の詳細は、「さいたま市危機管理防災気象情報」のサイトでご確認ください。

防災行政無線で放送した内容をメール配信してい
ます。受信を希望する場合は、以下のEメールア
ドレスに空メールを送信し、返信されたメールに
記載されている手順に従って登録
してください。

Ｅt-bosai-saitama@sg-m.jp

防災行政無線メール

災害が発生した時の行動や、災害に備えて準備できることなどをまとめています。

配布場所 市役所 防災課、各区総務課・情報公開コーナー

防災ガイドブックをご活用ください

緊急地震速報や豪雨予測などの防災情報を配信す
る「Yahoo!防災速報」アプリを利用している方に、
避難所の開設状況や避難情報などの「自治体から
の緊急情報」を配信しています。
アプリは二次元コードからダウン
ロードできます。

Yahoo!防災速報

コロナ禍での避難時は感染拡大防止にも注意しましょう
地震や風水害などの自然災害が発生した場合、避難所には多くの方が避難するため、感染拡大のリスクが高
まる恐れがあります。自身と自宅の安全が確保できる場合は、自宅での「在宅避難」をお願いします。また、
安全な場所にある親戚・知人宅などへの避難も検討してください。
避難所へ避難するときは、マスクや消毒液、体温計などの衛生用品の持参をお願いします。また、発熱や咳

せき

などの症状があるときは、受付時に必ず申し出てください。

普段から確認したい４つのポイント

  ハザードマップで、自宅周辺の災害リスクや避難場所の位置、安全に移動
できる経路などを確認する
家具の固定や非常持出品・備蓄品の準備などを行う
  マイ・タイムラインを活用し、風水害時の防災行動計画を事前に整理する
  地震・水害・風害など災害の種別に応じた安全確保の手段を身に着けておく

さいたま市　危機管理　防災

▲市ホームページでもご覧になれます

さい
たま
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詳しくは、各問合せへ。
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電話での受付に加えて、インターネットでの
受付を開始します。
開始日　３月1日㈪
Ｈhttps://www.sodai.city.saitama.jp
※電話での申込みは、粗大ごみ
　受付センター（Ｔ840･5300）へ。
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低減のため、
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3月･4月は引っ越しが多く、ごみが出やすいシーズン
です。スマートフォン等を活用すれば、出し方の確認
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できる経路などを確認する
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