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テレビ
広報番組

で

20周年の企画を
実施中！
詳しくは、
5ページをCHECK

さいたま市の情報をお届けしています
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今年はさいたま市

誕生20周年！
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に
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毎週日曜日 10時45分～11時 テレビ埼玉
今後の放送
テーマ（予定）

で放送中！

※第5週を除きます。

⃝さいたま市誕生20周年
出演者 ザ・たっち（お笑い芸人）
⃝いよいよ開幕！女子プロサッカーリーグ
yuka（シンガーソングライター）
⃝江戸から令和へ！～街道シリーズ～
過去の放送は
⃝農家の挑戦！ など
さいたま市 YouTube 検索
YouTubeで配信中！

詳しくは、広報課
（Ｔ829・1039、Ｆ829・1018）
へ。

バスケットボールを楽しみたい

小学生を募集します！
市内の小学生が、気軽にバスケットボールを楽しむことができる場を
つくります。プロバスケットボール選手と一緒に体を動かしませんか。
期
会

対

日
場

象

6月〜9月のいずれかの土曜日
※5回開催します。

定

員

各12人(抽選)

沼影公園
（南区沼影）
大谷口公園
（南区大谷口）
新見沼大橋スポーツ広場（緑区見沼）
岩槻文化公園
（岩槻区村国）

費

用

1,000円

コーチ

さいたまブロンコスの選手、アカデミーコーチ

申込み

5月31日㈪までに、（一社）さいたまスポー
ツコミッションのホームページ（Ｈ https://
saitamasc.jp/bbfunproject/）へ。

市内在住の小学生

詳しくは、(一社)さいたまスポーツコミッション(Ｔ762･8334、Ｆ762･8474)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。

さいたま市の予算

令和
3年度

1兆557億円 （

予算総額

前年度比

＋5.0%

）

新たな総合振興計画の計画初年度として、「上質な生活都市」
、「東日本の中枢都市」を目指すための重点戦略事

業や分野別事業などを着実に進めるとともに、新型コロナウイルス感染症の拡大による難局を乗り越え、さい

たま市の新時代へ前進するための予算としました。

一般会計

6,118億円

（前年度比

国民健康保険や介護保険など、一般会計とは区別される事業の会計

約46万円です。

+8.7%）

※一般会計予算6,118億
円 を、 令 和3年4月1日
現在の住民基本台帳登
録 人 口132万7,691人
で試算した金額です。

福祉、教育、医療、道路や公園の整備
など、市のサービスを行うための会計

水道事業会計

476億円（−2.3%）

病院事業会計

284億円（+3.7%）

下水道事業会計 490億円（−2.6%）
※(

一般会計の内訳 （

）
内は構成比

※金額は1億円未満、構成比は小数点1桁未満を四捨五入し、
端数を調整しています。

（

3,189億円（+0.7%）

特別会計

市民一人あたり
の予算は、

)内は前年度比です。

地方消費税交付金など

地方消費税のうち、市の分として
県から交付される交付金など

歳入の約半分は、市民の皆さんの税金です。

）

813億円（13.3%）

市税
2,617億円(42.8%）

自主財源 3,446億円(56.3%）

総務費（税金の徴収や選挙など）
531億円（8.7%）

依存財源 2,672億円(43.7%）

商工費（地域経済・農業の振興など）
423億円（6.9%）

（

消防費など（消防や災害対策など）
218億円（3.5%）

市債

市の施設の整備のために
借り入れるお金

）

歳入

687億円（11.2%）

総額6,118億円

諸収入

（

民生費

（福祉サービス等の提供など）

歳出

533億円（8.7%）

2,186億円（35.7%）

使用料及び手数料など

（

総額6,118億円
国庫支出金

教育費（学校教育や生涯学習など）
932億円（15.2%）
土木費（道路や公園等の整備など）
722億円（11.8%）
衛生費（保健医療やごみ処理など）559億円（9.2%）

他の歳入に含まれないもので、
貸付金元利収入や宝くじ収入など

（

市の施設の使用料、
住民票の発行手数料など

296億円（4.8%）

特定の事業に対して、国から使途を
指定して交付されるお金

1,172億円（19.2%）

）

）

）

さいたま市の予算をわかりやすくまと
めた資料を毎年ウェブで公開中！過去
の予算も確認できます。

公債費（借りたお金の返済など）547億円（9.0%）

詳しくは、財政課(Ｔ829･1153、Ｆ829･1974)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。
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定期的に健・検診を受けましょう！
認知症を早期発見！

もの忘れ検診

認知症は早期に発見することで、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。

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
間違えるなど、少しでも思い当たる方は受診しましょう。
【対 象】市内在住で、65歳以上の方(令和4年4月1日までに65歳になる方も含みます)
※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。

対象者を65歳以上の
全年齢に拡大しました！

【検診を受ける場所】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。
【持ち物】次のいずれかをお持ちください
●健康保険や後期高齢者医療の被保険者証など
●中国残留邦人等支援給付受給者本人確認証
【費 用】無料

●生活保護受給者証

【受診期限】令和4年3月12日㈯

問合せ

各区高齢介護課、いきいき長寿推進課

生活習慣病の早期発見や
その重病化予防に

のびのび健診

Ｔ829・1286、Ｆ829・1981

心臓病や脳卒中、糖尿病などの生活習慣を引き起こすメタボリックシ
ンドローム（内臓脂肪症候群）を予防するための特定健康診査です。外
出自粛などで運動不足の方、自分の健康を見つめ直してみませんか。

【対 象】本市の国民健康保険加入者で、40〜74歳の方 ※対象の方には、受診券を送付しています。
【健診を受ける場所】市が指定する健診実施医療機関
※市ホームページ又は受診券同封の「のびのび健診実施医療機関一覧」で
ご覧になれます。
【費 用】無料

【受診期限】令和4年3月12日㈯

問合せ

各区保険年金課、国民健康保険課

乳がん検診
マンモグラフィ

Ｔ829・1277、Ｆ829・1938

乳がんは、早期に発見することで治癒率が高くなります。乳がん
検診の検査内容は、問診、視触診、マンモグラフィ
（乳房X線検査）
です。

マンモグラフィでは、乳房を片方ずつ挟み、平らに圧迫して撮影をします。圧迫により乳房内部の様子を写し
出すことができ、視触診ではわからない乳がんの早期発見に繋がります。
【対 象】市内在住の 40歳以上の女性で、前年度未受診の方 ※対象の方には、ご案内のはがきを送付しています。
【検診を受ける場所】市内実施医療機関
※市ホームページ又は各区情報公開コーナー・保健センターなどで
配布している冊子「健康診査のお知らせ」でご覧になれます。
【費 用】1,000円 【受診期限】令和4年3月12日㈯

問合せ

各区保健センター、地域保健支援課

Ｔ840・2214、Ｆ840・2229

※受診当日の体温確認などの体調管理や手洗い・咳エチケットの徹底など、新型コロナウイルスの感染拡大防止にご協力をお願いします。
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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。

さいたま市長選挙を行います
投票日時
投票できる方

5月23日㈰

7時〜20時

次の全てを満たす方

①日本国民である
②平成15年5月24日までに出生した
③令和3年2月8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
※市内で転居し、4月26日までに転居の届け出をした
方は、新住所地での投票となります。なお、投票す
る前に市外へ転出した方は投票できません。

投票所整理券

5月13日㈭頃までに送付

※未着、紛失などでお手元にない場合でも、投票所で
選挙人名簿への登録が確認できれば、投票できます。

投票日以外での投票
■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…5月10日㈪〜22日㈯

※臨時期日前投票所は、5月15日㈯（一部は5月20日㈭）から開設します。
なお、新型コロナウイルスへの感染を懸念する場合も、期日前投票を
することができます。

■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

※日数が掛かりますので、早めに手続きをしてください。

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。
なお、定期的な換気やアルコール消毒など、感染防止対策に取り組んで、選挙を行います。

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

犯罪被害の悩みを一人で抱えず、
相談してください
４月１日に施行した「さいたま市犯罪被害者等支援条例」に基づき、心理的外傷
からの回復に向けた支援としてカウンセリング費、家事援助費等の日常生活の
支援に関する助成、経済的負担の軽減のために見舞金等の支給を開始しました。
※支援には一定の条件があります。

こんなことで悩んでませんか
●心身の不調 ●周囲の言動による傷つき ●生活上の問題
●加害者からの更なる被害 ●捜査・裁判に伴うさまざまな問題 など

犯罪被害者等相談専用ダイヤルをご利用ください
相談専用ダイヤル Ｔ829・1213、Ｅsogoteki-taiomadoguchi@city.saitama.lg.jp

受付時間 8時30分〜17時15分
（土・日曜日、祝・休日、年末年始を除く）
対
象 犯罪被害に遭われた方やその家族

詳しくは、市民生活安全課
（Ｔ829・1219、Ｆ829・1969）
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。

