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詳しくは、各問合せへ。

3月3日は雛
ひな

祭り。女の子のすこやかな成長と健康を願う行事です。
「人形のまち 岩槻」ではこの季節を楽しめるさまざまなイベントを開催します。

企画展企画展「描かれた雛祭り」「描かれた雛祭り」
～にんぱくの浮世絵コレクション～～にんぱくの浮世絵コレクション～

岩槻人形博物館では、人形のほかに、人形が描かれた絵画
なども収集しています。今回は雛祭りや雛人形が描かれた
浮世絵を展示しています。また、浮世絵に描かれた雛人形
と同じ様式の雛人形なども展示し、実物と合わせてご覧い
ただけます。

期　日 　３月 19日㈰まで
会　場 　岩槻人形博物館（岩槻区本町）
開館時間 　9時～ 17時（入館は 16時 30分まで）
交　通 　岩槻駅から徒歩約 10分
休館日 　月曜日

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
問合せ 　岩槻人形博物館

Ｔ 749•0222　 Ｆ 749•0225

人形のまち岩槻人形のまち岩槻 まちかど雛めぐりまちかど雛めぐり

期　日 　2月 23日㈷～ 3月 12日㈰
会　場 　岩槻駅東口周辺商店街
問合せ 　まちかど雛めぐり実行委員会
 Ｔ 070•1535•8177
 岩槻区コミュニティ課
 Ｔ 790•0122　Ｆ 790•0261

商店などでその店に古
くから伝わる人形が飾ら
れ、人形のまち岩槻を巡
りながら、人形文化に触
れられます。また、吊る
し雛の特別展示などが
行われます。

人形のまち岩槻 人形のまち岩槻 流しびな流しびな

日　時 　2月 26日㈰　10時～ 14時　※雨天決行
会　場 　岩槻城址公園（岩槻区太田）
問合せ 岩槻人形協同組合 流しびな実行委員会

Ｔ 757•8881
  商業振興課

Ｔ 829•1364　Ｆ 829•1944

子どもたちの無病息災
を「さん俵」に託し、岩槻
城址公園の菖蒲池に流す
春の風物行事です。
※ さん俵は、当日、会場
で販売します。

ひなまつり
ާާƲƢǋƲƢǋ

▲歌川国貞(三代豊国)「源氏十二ヶ月之内　弥生」安政2年(1855)



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

スタート・フィニッシュ さいたま新都心公園（さいたま新都心駅東口）
ルート▶25日…見沼田んぼ南ルート「見沼代用水と芝川ルート」（26・14・7kmコース）

▶26日…見沼田んぼ北ルート「大宮公園・見晴公園・七里総合公園ルート」（25・16・10kmコース）
費　用  一般…1,500円、小学生～高校生…500円

※当日申込みの場合は、一般…2,000円、小学生～高校生…1,000円です。
　また、小学生以下の子どもは保護者などの同伴が必要です。

申込期限 2月28日㈫
  ※申込方法など詳しくは、公式ホームページ（Ｈhttps://saitamarch.jp/）をご覧ください。

問合せ エントリー事務局　7 0120・711・951　【土・日曜日、祝・休日を除く、10時～17時30分】

3月25日㈯・26日㈰ 8時～16時　※雨天決行日時
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をつなぐ

コロナ禍でも地域の絆を－自治会電子回覧板モデル事業－

さいたま市長

　現在、新型コロナウイルス感染症の影響により、地
域のイベントや環境美化活動、防災訓練などさまざま
な対面による自治会活動が制限されています。こうし
た状況を踏まえ、今後も自治会運営の負担を軽減しな
がら活動を維持していくため、今年度「自治会電子回覧
板モデル事業」を2つの自治会で実施しています。
　この事業は、回覧板をパソコンやスマートフォン、携
帯電話で利用できるようデジタル化したもので、オン
ライン上で自治会内の情報伝達、会議の出欠の集計、
見守り、災害時の安否確認を可能にするものです。モ

デル自治会の皆さんから、
メリットや課題などを報
告していただき改善を図
りながら、来年度はさらに
対象を拡大する予定です。
　本市では、こうした自
治会運営のデジタル化などを進め、運営の負担を軽減
しながら、より人と人とのコミュニケーションを円滑化
させ、絆を深めることに役立ててまいります。

※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、救急課（Ｔ833・7981、Ｆ833・7201）へ。

詳しくは、広報課（Ｔ829・1039、Ｆ829・1018）へ。

救急車の適正利用を!

救急車が必要か迷ったときに、ご活用ください

「救えるはずの命」
を救うために

YouTubeで解決！
ありませんか？

こんなお悩み

さいたま市に
どんな行政サービスがあるか
知りたい。

Q
防災アプリや電子申請・
届出サービスを動画で
解説しています！

A

さいたま市のこと
よく知らなくて…Q

テレビ広報番組
「のびのびシティさいたま市」
をご覧ください！

A

四季ごとに
きれいな景色が見られる
市内のスポットを知りたい。

Q
広報カメラ協力員が撮影した
市内のおすすめスポットを
紹介中！

A

令和3年の救急出動件数は、6万6,440件になりました。これは、市内で1日平均約182件、約8分に1回の割合で救
急車が出場していることになります。救急車は限られた搬送資源です。救急車の適正利用にご協力をお願いします。

■119救急ガイド ■救急受診ガイド

救急受診ガイドは
こちらから

▲119救急ガイドは
こちらから

▲

市公式YouTubeチャンネルでは、さまざまな動画を公開しています。
今回は、たくさんある動画の中からきっと皆さんに役立つ動画を紹
介していきます！

避難場所や避難経路な
どが分かる防災アプリや、
電子申請・届出サービスの
使い方を紹介しています。

市内の観光スポットやグ
ルメなど、さいたま市のさ
まざまな魅力を発信して
います。

春は桜、秋は紅葉など、
それぞれの季節でしか見
られないスポットが市内
にはたくさん！

ほかにも動画が
たくさん！

病気やけがをした
時、ためらわずに
救急車を呼んでほ
しい症状や判断に
迷った時の相談先
などが確認できま
す。

スマートフォンなどから、画面に表示さ
れる症状に応じて質問に答えていくこと
で、病気やけがの緊急度や受診する時
期・科目などが確認できます。



詳しくは、各市税事務所 個人課税課（北部 Ｔ646・3102、Ｆ646・3164、南部 Ｔ829・1387、Ｆ829・6236 ）へ。

税の申告をお忘れなく

申告会場は大変混み合うため、郵送または電子申請サービス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。また、各区役所などでの市民税・県民税申告の受付については、各区版をご覧ください。

■ 申告に必要なもの
市民税・県民税申告書、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

▲

電子申請・届出サービスで申告(スマートフォンやパソコンから)▲

郵送で申告…3月15日㈬までに、各提出先へ。

※市民税・県民税申告書はスマートフォンやパソコンから作成できます。

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】

■ 申告方法など

市民税・県民税申告の全区合同休日申告会場を開設します

所得税・復興特別所得税

2月16日㈭～3月15日㈬
消費税・地方消費税

3月31日㈮まで
贈与税

2月1日㈬～3月15日㈬

■ 申告期間

■ 会場など

居住区 西・北・大宮・見沼 中央・桜・浦和・南・緑 岩槻
会　場 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）

※開設期間中は、税務署で申告相談は行っていません。 春日部税務署

開設期間 ２/16㈭～３/15㈬ ３/15㈬まで
※土・日曜日、祝日を除きます。なお、2/19㈰・26㈰は開場します。

受付時間 9：00～16：00
問合せ 大宮税務署 浦和税務署 春日部税務署

確  定  申  告 問合せ　各税務署　浦和 Ｔ600・5400、大宮 Ｔ641・4945、
　　　　　　　　　春日部 Ｔ733・2111

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し、e-Taxでの
送信が便利です。

国税庁
確定申告書等
作成コーナー

▲

国税庁
動画で見る
確定申告

▲

自宅で
申告！

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
〒330-8501 大宮区吉敷町1-124-1

南部市税事務所　個人課税課
〒330-0061 浦和区常盤6-4-21 ときわ会館2階

受付日 2月19日㈰ 会場 R
レ イ ボ ッ ク

aiBoC H
ホ ー ル

all集会室1（大宮駅東口・大宮門街6階）受付時間 9:30～15:00

申告会場の混雑緩和のため、申告会場への入場には「入場整理券」が必要です。入場整理券は、
国税庁LINE公式アカウントから事前発行しているほか、各会場でも当日配付しています。

▲

 会場で申告…2月16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26日㈰は開設します。

※RaiBoC Hall 
には無料の 
駐車場・駐輪場
はありません。

※1月4日㈬から、所得税・復興特別所得税の還付申告の申告相談を、各税務署で受け付けています。

申告書作成
などはこちら

▲

電子申請・届出
サービスはこちら

▲
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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。

※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。


