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クローズアップ

「自宅の水害リスクは？」、「近くの避難所はどこだろう？」、「防災行政無線の音声が聞こ
えなかった」、そのような不安をまとめて解消！災害時はもちろん、平常時も防災情報を 
“身近に・素早く・正確に”受け取ることができます。

プッシュ通知でお知らせ

避難行動
マイ・タイムライン

避難経路・避難所の開設状況・混雑状況
を確認できます。また、逃げ遅れを防
ぐ「マイ・タイムライン」を、スマートフォ
ンで簡単に作成できます。

ハザードマップ

洪水ハザードマップと自分の位置を重
ね合わせることができます。事前にマッ
プをダウンロードすることで、オフラ
インでもマップを確認できます。

防災行政無線
避難情報

防災行政無線の放送内容や市から発
令される避難情報がリアルタイムで確
認できます。

防災情報収集

防災関係のホームページをまとめているた
め、手軽に防災情報を確認できます。また、
発生している災害に合わせて風水害と地
震モードに切り替えることができます。

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。

未経験者や初心者でも気軽に参加できるバスケットボール体験教室を開催します。 
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。

小学生を募集します！
バスケットボールを楽しみたい

対　象 　市内在住の小学生
定　員 　各15人(抽選)
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 　 各期日の2週間前までに、（一社）さいたまスポー

ツコミッションのホームページへ。
Ｈ https://saitamasc.jp/
bbfunproject/

期　日 ▼ 5月21日 ▼6月 4 日 ▼6月18日 ▼7月 2 日

▼7月16日 ▼7月30日 ▼8月13日
 ※ いずれも土曜日です。なお、5月21日はフ

リースロー大会も開催します。
時　間 ▼小学1～3年生…9時30分～10時30分

▼小学4～6年生…11時～12時
会　場 　浦和駅東口駅前市民広場

 沼影公園(南区沼影) 
 あいぱれっと(浦和区上木崎)　ほか

さいたま市   Ｈhttps://www.city.saitama.jp/

詳しくは、防災課（Ｔ829・1126、Ｆ829・1978）へ。

さいたま市防災アプリ
命を守るツール！

今すぐアプリを
ダウンロード！ iOS版 Android版

さいたま市　防災アプリ 検索
二次元コードから
無料でダウンロードできます
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をつなぐ

“誰一人取り残さない”2つの窓口の設置

さいたま市長

　本市は、誰一人取り残さない持続可能な地域社
会の実現を目指し、今年度新たに2つの相談窓口を
各区役所に設置しました。市民の皆さんに、より身
近で、きめ細かい支援を行います。
　4月に設置した「子ども家庭総合支援拠点」は、子
どもとその家庭、妊産婦などを対象に、地域に根差
した身近な相談窓口として、庁内外のさまざまな機
関と連携しながら支援します。そうしたなかで、支
援が必要な家庭を早期に発見し、虐待の未然防止、
再発防止まで切れ目のない支援を実施します。

　また、6月には「福祉まる
ごと相談窓口」を設置しま
す。福祉に関するさまざま
な課題を抱えている方や、
相談先が分からずに困って
いる方など、あらゆる相談者に寄り添い、支援制度
やサービスを紹介するほか、適切な部署や関係機
関におつなぎします。
　お困りの際は、どなたでも、お住まいの区の区役
所にお越しください。

災害時には同行避難が原則ですが、避難後に自宅の安全が確認された場合は、
自宅でペットの世話をすることも選択肢の一つです。

避難所での手続きの手順やルールなど、ペットの災害対策をまとめた
「避難所におけるペット対応マニュアル」を市ホームページで公開しています。

災害発生時、ペットと一緒に、避難所まで安全に避難することです。避難所で
飼い主とペットが同一の空間に居住できることではありません。それぞれの避
難所のルールに従う必要があります。
※身体障害者補助犬法で定められた補助犬（盲導犬、介助犬、聴導犬）は公共施設等での同
伴が認められています。

ペットが離れた場合、飼い主の元に
戻れるように、迷子札などに飼い主
の情報をしっかりと明示しましょう。
※犬は狂犬病予防法で鑑札及び注射済票
の装着が義務付けられています。

 身元表示
避難所には多くの動物が集まりま
す。病気の感染を防ぐために、狂
犬病予防注射や混合ワクチンの接
種、ノミ・ダニの定期的な駆除を行っ
ておきましょう。

 健康管理
ペットのストレスを軽減するため、飼
い主がペットをきちんとコントロール
できるようにしておきましょう。また、
ゲージなどに入ることを嫌がらないよ
うに日頃から慣らしておきましょう。

 しつけ

災害時 ペットを守るために
日頃から備えておきましょう

ペットとの「同行避難」とは？

普段から心掛けておくこと

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。

詳しくは、動物愛護ふれあいセンター（Ｔ840・4150、Ｆ840・4159）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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さいたま市   Ｈhttps://www.city.saitama.jp/

詳しくは、資源循環政策課(Ｔ829・1337、Ｆ829・1991)へ。

地域の清掃活動に参加し、ポイ捨てごみのないきれいなまちを目指
しましょう。

実施期間   5月28日㈯～6月26日㈰ 
※清掃活動日や活動日数などは各参加団体によって異なります。

清掃場所  家や事業所の周りの道路など

参加方法   自治会や事業所などを通じて団体ごとでの参加 
※ 詳しい清掃時間や場所は、地域の自治会にお問い合わせくだ
さい。

路上喫煙、ごみのポイ捨てはやめましょう

きれいなまちづくりに
ご協力ください

みんなでごみを減らそう

路上喫煙は、他の歩行者との接触によるやけどや吸い殻の不始末による火災など、周りの方の迷惑になるため
やめましょう。また、空き缶などのポイ捨ても、まちの美観を損ねるためやめましょう。

ごみゼロキャンペーンに参加しましょう

  日時や場所を分散し、密集を避け、
人との距離を2m以上離れて行う
  トングでごみを拾い、直接触れな
いようにする
 マスク・手袋を着用する

  終了後は手洗いや手指の消毒を
徹底する

清掃活動をする際の注意点

市内で行われている清掃活動を見える化するWEBサイト「さいたまごみ
ゼロ365」。SNSアプリ「ピリカ」を使うと、市内で行われている清掃活
動が地図上に表示され、他のユーザーと共有することができます。拾っ
たごみの写真を投稿し、「ありがとう」やコメントを送り合いませんか?
ぜひご活用ください！

SNSアプリを使って、
市内の清掃活動の輪を広げよう！

ホームページからSNSアプリ「ピリカ」
をダウンロード　※登録が必要です。

検 索さいたまごみゼロ365

西浦和駅周辺は
「路上禁煙推進モデル地区」になりました
市と西浦和駅東西地区まちづくり協議会との協働に
より、路上喫煙・ポイ捨て防止の啓発活動や清掃な
どを実施しています。

西浦和駅新
大
宮
バ
イ
パ
ス

JR
武蔵
野線

  対象地区
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詳しくは、財政課(Ｔ829･1153、Ｆ829･1974)へ。

民生費
（福祉サービス等の提供など）
2,311億円（36.3%）

教育費（学校教育や生涯学習など）
972億円（15.2%）

土木費（道路や公園等の整備など）
719億円（11.3%）

依存財源 2,780億円(43.6%）

衛生費（保健医療やごみ処理など）684億円（10.8%）
公債費（借りたお金の返済など） 542億円（8.5%）

総務費（税金の徴収や選挙など）
531億円（8.3%）

商工費（地域経済・農業の振興など）
398億円（6.2%）

消防費など（消防や災害対策など）
216億円（3.4%）

自主財源 3,593億円(56.4%）
市税 
2,769億円(43.5%）

歳入
総額6,373億円

歳出
総額6,373億円

歳入の約半分は、市民の皆さんの税金です。

313億円（4.9%）

使用料及び手数料など
市の施設の使用料、
住民票の発行手数料など（ ）

諸収入

511億円（8.0%）

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（ ）

（ ）
国庫支出金
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
1,294億円（20.3%）

地方消費税交付金など 

881億円（13.8%）

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（ ）

市債 

605億円（9.5%）

市の施設の整備のために
借り入れるお金（ ）

※ 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。

一般会計の内訳 （  ）内は構成比

1兆916億円予算総額 前年度比
＋3.4%（ ）

これまでの20年間の歩みを糧
かて
とし、さらに個性や強みに磨きをかけ、都市としての成熟を深めるため、総合

振興計画に掲げる事業等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、
さいたま市のシンカに取り組む予算としました。

6,373億円
（前年度比  +4.2%）

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

一般会計

さいたま市の予算令和
4年度

水道事業会計 491億円 （+3.3%）
病院事業会計 308億円 （+8.4%）
下水道事業会計 506億円 （+3.3%）

特別会計 3,237億円 （+1.5%）
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

※(　)内は前年度比です。

本市の予算をわかりやすくまとめた資
料を毎年市ホームページで公開中！過
去の予算も確認できます。

市民一人あたり
の予算は、
約48万円です。
※一般会計予算6,373億
円を、令和4年4月1日
現在の住民基本台帳登
録人口133万4,975人
で試算した金額です。

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。

※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。


