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さいたま市

住民基本台帳カード

生年月日 昭和○○年○○月
○○日　性別　女

氏　　名 ○○○○

住　　所 ○○○○○○○
○○○○

このカードは厳
重に管理してく

ださい

○○○○年○○月
○○日まで有効

住民基本
台帳カード

　住民基本台帳カードを新規に申請する方を対象に、3月31日（日）まで無料で交付を行っております。
　この住民基本台帳カードに多目的利用登録（証明書等を取得するための暗証番号登録）をすることにより、全国の
コンビニエンスストア（現在セブンイレブンのみ）や市内の自動交付機で下記の証明書等の取得が可能になります。
　また、顔写真付きの場合、公的な身分証明書としても利用することもできます。
　この機会に、ぜひ住民基本台帳カードの取得と暗証番号登録をお願いします。

 対　　象  さいたま市の住民基本台帳に登録されている方。
 ＊現在のところ、外国人の方は対象外です。
 ＊無料交付は新規申請の方のみが対象ですので、き損・汚損等による再交付は対象外となります。

 申請方法  各区区民課または各支所でお手続きください。
 郵送でも申請することができます。受け取りの際は、ご本人に来庁していただく必要があります。
 必要書類など詳しくは、市ホームページをご覧になるか、または区民課にお問い合わせください。

問合せ　区区民課　 840・6034（直通）

3月31日（日）
まで

コンビニエンスストア（セブンイレブン）で取得できる証明書等・利用時間

①住民票の写し
②印鑑登録証明書
③個人市民税・県民税証明書（納税、所得、課税、非課税証明書。現年度分のみ）

毎日
6：30～23：00

④戸籍全部・個人事項証明書（市内本籍で、本人又は本人と同一戸籍のもの） 
⑤戸籍の附票の写し（市内本籍で、本人又は本人と同一戸籍のもの）

月～金曜日
9：00～17：00

※（12／29～1／3を除く）

　家庭児童相談室では児童に関する様々なご相談に応じ
ています。秘密は厳守しますのでお気軽にご利用くださ
い。なお、電話でも受け付けています。 

日　時 月～金曜日（祝日を除く） 
 9時～17時
場　所 区支援課内
問合せ 840･6063
 840･6166

家庭児童相談のご案内家庭児童相談のご案内

自治会に加入しましょう
　自治会は皆さんの地域を明るく住みよいまちにす
るため、防犯・防災・環境美化活動や親睦行事など、
さまざまな活動を行っています。
　自治会では皆さんの加入をお待ちしています。お
近くの自治会役員にお申し出ください。

問合せ　区コミュニティ課
 840･6021　 840･6161
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こんにちはこんにちは
です

にちはにちは 区区はは です区区区区区区区長長
　南の方から、春の
便りが少しずつ聞こ
えてきます。この冬は
例年より寒かっただ
けに、春の訪れがい
つになく待ち遠しく
思います。
●旅立ちの季節に
　区内の公立小中学
校では、今月15日に中学校4校で、22日には小学校8校で卒業式
が行われ、合わせて約1,600人の児童・生徒の皆さんが巣立ちます。
新たなスタートをお祝いするとともに、今後の末長いご活躍を期
待しております。
　この時期はまた、就職や転勤に伴う引越しシーズンともなり、
毎年、区役所の窓口は大変混雑いたします。このため、転出入手
続きなどのため、3月30･31日と4月6･7日の土・日曜日に、区役所
窓口の一部を臨時開設いたします。詳しくは区報の今月号巻頭も
ご覧ください。

　間もなく、東日本大震災から2年が経とうとしています。昨秋、
中央区自治会連合会の会長研修に同行し、震災で大きな被害を受
けた宮城県の南三陸町を訪れました。
　復興に向けた動きが進んでいるとは言え、震災の爪あとは想像
以上に大きく、衝撃を受け帰ってまいりました。
　被災地の1日も早い復興をお祈りするとともに、大震災で得た教
訓を風化させないことが、私たちに課せられた責務ではないかと
思っています。 中央区長　野原 勇

与野本町児童センター （中央区本町東）

「0歳児あつまれ」
～パパと一緒にあそぼうよ!～

「春季火災予防運動（3月1日㈮～7日㈭）の広報」と
「世界腎臓デー in さいたま 中央」の開催について
※慢性腎臓病は成人の約8人に1人！腎不全死因第8位！
日　時… 3月3日㈰　13時～16時 
会　場… イオンモール与野（中央区本町西）1階特設会場
内　容 
①火災予防・住宅用火災警報器の広報や緊急時安心キット
の配布
②子供用防火衣での撮影コーナー（カメラはご持参ください）
③腎臓病に関する医師による相談コーナー
 　さいたま赤十字病院 雨宮医師 他
④栄養士・薬剤師・看護師・社会福祉士による相談コーナー
⑤血圧測定やメタボリック・筋肉・脂肪などの測定コーナー
対　象… どなたでも
問合せ
①～②中央消防署　 852・9119
③～⑤地域包括支援センター ナーシングヴィラ与野　
  　　 859・5375

さいたま市中央少年消防団員募集！！
　少年消防団は、規律訓練・救助訓練・救急訓練など年
間約3回の訓練を実施し、消防出初式・消防フェア等へ参
加して火災予防の普及につとめています。4月から一緒に
活動してくれる新規団員を募集します。
内　容… 消火・応急手当訓練や市外研修など、規律・

防災知識を学ぶ 
対　象… 区内在住の小学4～6年生
定　員… 20人程度（先着順）
費　用… 無料（飲食費は自己負担となる場合有り）
申込み・問合せ…3月1日㈮から4月30日㈫までに、
 電話で中央消防署へ
 852・9119

児
童
セ
ン
タ
ー
の
お
知
ら
せ

日時… 3月16日㈯　11時～11時40分
内容… パパ・ママと楽しくふれあい遊び 

など 
対象… 0歳児とその保護者
問合せ…与野本町児童センター
　　　　 855・5655  855・5669

大戸児童センター （中央区大戸）

「春のおたのしみ会」

日時… 3月26日㈫
 14時～14時30分
内容… ゲームタイム
対象… 小学生
問合せ…大戸児童センター
  ・ 831・9536

向原児童センター （中央区下落合）

日時… 3月7日㈭
 10時30分～11時30分
対象… 乳幼児とその保護者
問合せ…向原児童センター
 　 ・ 834・6083

「親子であそぼう」
～春のおたのしみ会～

中央消防署からのお知らせ

1月3日㈭七福神パレードにて

区民会議からのお知らせ

　第5期最後の区民会議です。当日先着10人まで傍聴でき
ます。関心がある方は是非一度足を運んでみてください。
日　時 3月6日㈬  10時～
会　場 産業文化センター
 （中央区下落合）
 3階 301会議室
問合せ 区コミュニティ課
 840・6020
 840・6161
 中央区区民会議 検索  http://kuminkaigi.jp/

第12回中央区区民会議を開催します
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