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★の日は、地域で自主的に行っています。
▲の日は、大砂土地区社会福祉協議会主催のいきいき運動教室です。

時　間 10時30分～12時　　費　用　無料
持ち物 動きやすい服装（マスク着用）、タオル、飲み物
申込み 当日、直接、会場へ（参加前に自宅で検温をお願いします）。
問合せ 北区高齢介護課　Ｔ669・6068　Ｆ669・6167

音楽や運動器具などを使いながら簡単な運動を行います。

5月の高齢者向けすこやか運動教室

期　日 会　場
★6日㈮・20日㈮ 領家中央公園 （雨天時：鍛冶自治会館）
★2日㈪・16日㈪ 稲荷第2公園 （雨天時：中止）
▲9日㈪・▲16日㈪・
23日㈪

本郷第6公園 （雨天時：9・16日は中止、23日は大
砂土ふれあいの里で実施）

日　時 5月29日㈰ 8時30分～17時15分
開設窓口 区民課、支援課、保険年金課
※�開設窓口の一部業務を取り扱います。手続きにより、必要な
書類があるもの、取り扱いできないもの、当日完了しないも
のがありますので、事前にお問い合わせください。

当日は、市税の窓口も以下の業務を取り扱います

○市税の証明書の交付
○原動機付自転車・小型特殊自動車の登録・廃車の届出
○市税の納付

問合せ さいたまコールセンター(8時～21時)
Ｔ835・3156　Ｆ827・8656

区役所の休日窓口をご利用ください
(支所・市民の窓口を除く)

令和４年度 北区まちづくり推進事業予算の内容をお知らせします

問合せ 北区福祉課　Ｔ669・6053　Ｆ669・6167

頼りになります 民生委員・児童委員
　北区では、137人の民生委員・児童委員が活動しています（令和４年４月１日現在）。この
うち127人が、高齢の方や障害のある方の安否確認や見守り、子どもたちへの声掛けな
どを行うほか、地域の皆さんと行政組織や関係機関とのパイプ役を担うなど、地域福祉
の重要な役割を担っています。また、10人が児童福祉を専門に担当する主任児童委員と
して活動しています。
　地域の皆さんの暮らしを支える民生委員・児童委員の活動に、ご理解とご協力をお願い
します。

　区民の皆さんが安全・安心に暮らせるよう、道路の緊急修繕や
交通安全施設の整備を行うなど、身近な生活環境を保持します。
　また、区民との協働により、北区の個性を生かしたまちづくり
を推進します。

区民参加のまちづくり
区民意見交換会、市民活動ネット
ワーク登録団体への支援、区のま
ちづくり策定 など

北区の個性を生かした
魅力あるまちづくり

北区民まつり、北区文化まつり、
北区夏休み防犯フェアの開催 など

区民の要望への速やかな対応

道路緊急修繕、街路灯・カーブミラー
の整備や修繕 など

問合せ　北区総務課　Ｔ669・6013　Ｆ669・6160

予算総額　1億8,579万8千円

K I T A   2 0 2 2 . 5
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　シニアサポートセンター（地域包括支援センター）では、「介護予防に取り組みたい」、「家族の介護の相談をしたい」、「近
所に心配な高齢の方がいる」など、高齢の方や地域の皆さんが安心して暮らせるように電話や来所による相談を受け付けて
います。お気軽にご相談ください。

高齢の方の相談はシニアサポートセンターへ

開設日時 月～日曜日の9時～17時（年末年始を除く） ※センターにより異なる場合があります。
問合せ 北区高齢介護課　Ｔ669・6068　Ｆ669・6167

担当圏域 シニアサポートセンター

北部圏域 奈良町、別所町、宮原町、吉野町 緑水苑　吉野町1-27-13
Ｔ662・7350　Ｆ662・7360

東部圏域 植竹町、今羽町、土呂町、東大成町、
本郷町、盆栽町、見沼

諏訪の苑　本郷町348-2
Ｔ662・7600　Ｆ662・7608

西部圏域 大成町4丁目、櫛引町2丁目、日進町 ゆめの園　日進町2-813
Ｔ653・0544　Ｆ653・2727

さいたま市北区役所公式アカウント　@KitaSCPR
Ｈhttps://twitter.com/KitaSCPR
問合せ 北区コミュニティ課　

Ｔ669・6020　Ｆ669・6161

ツイッターで
北区の情報を発信しています
主な発信内容
○北区役所からの最新情報
　「市報さいたま」北区版の発行、窓口混雑状況
○北区が主催・共催するイベント情報
　イベントの申込み時期や開催情報
○北区内の話題

北区を歩いちゃお2022
【さいたま市スポーツ推進委員連絡協議会北区支部主催】

日　時 5月29日㈰ 9時～12時（雨天中止）
内　容 土呂駅西口を出発し、東大宮操車場に架かるこ線

橋、本郷自然の森などを散策して、土呂駅西口に
戻る（約7㎞）

対　象 区内在住、在勤又は在学で、小学4年生以上の方
定　員 30人　　費　用　100円（保険料）
申込み
・
問合せ

5月20日㈮までに、電話又はファクスで、代表者
と参加者全員の氏名・年齢・電話又はファクス番号
を、さいたま市スポーツ推進委員連絡協議会北区
支部（長島）へ。Ｔ・Ｆ652・7865

　この4月に北区長に就任しました林　祐樹です。令和2年4月から2年間、副区長兼くらし応援室長として北区役所に勤務し

てきました。その経験も踏まえ、区民の皆さんに快適に利用していただける区役所を目指し、努めてまいります。様々なご用

件で訪ねて来られた区民の皆さんが、気持ち良くお帰りいただくことができるよう、北区役所の職員一人ひとりが思いやりを

込めて誠実に対応する、そんな環境づくりに取り組んでまいります。

　さて、私の人となりについても、少しだけ紹介させていただきます。私は1964年生まれで、趣味はゴルフと将棋、健康ジョ

ギングにカラオケです。そして、家庭

では、4人家族の主夫であり、毎日スー

パーマーケットで買い物をし、夕食を

作っています。得意料理は野菜たっぷ

りの味噌汁です。

　これから北区役所の職員共々、どう

ぞよろしくお願いします。

北区長　林　祐樹 よろしくお願いいたします 北区の未来を担う新入職員と共に、菜の花に囲まれて

新型コロナウイルスの影響により、事業について中止や内容を変更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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★の日は、地域で自主的に行っています。
▲の日は、大砂土地区社会福祉協議会主催のいきいき運動教室です。

時　間 10時30分～12時　　費　用　無料
持ち物 動きやすい服装（マスク着用）、タオル、飲み物
申込み 当日、直接、会場へ（参加前に自宅で検温をお願いします）。
問合せ 北区高齢介護課　Ｔ669・6068　Ｆ669・6167

音楽や運動器具などを使いながら簡単な運動を行います。

5月の高齢者向けすこやか運動教室

期　日 会　場
★6日㈮・20日㈮ 領家中央公園 （雨天時：鍛冶自治会館）
★2日㈪・16日㈪ 稲荷第2公園 （雨天時：中止）
▲9日㈪・▲16日㈪・
23日㈪

本郷第6公園 （雨天時：9・16日は中止、23日は大
砂土ふれあいの里で実施）

日　時 5月29日㈰ 8時30分～17時15分
開設窓口 区民課、支援課、保険年金課
※�開設窓口の一部業務を取り扱います。手続きにより、必要な
書類があるもの、取り扱いできないもの、当日完了しないも
のがありますので、事前にお問い合わせください。

当日は、市税の窓口も以下の業務を取り扱います

○市税の証明書の交付
○原動機付自転車・小型特殊自動車の登録・廃車の届出
○市税の納付

問合せ さいたまコールセンター(8時～21時)
Ｔ835・3156　Ｆ827・8656

区役所の休日窓口をご利用ください
(支所・市民の窓口を除く)

令和４年度 北区まちづくり推進事業予算の内容をお知らせします

問合せ 北区福祉課　Ｔ669・6053　Ｆ669・6167

頼りになります 民生委員・児童委員
　北区では、137人の民生委員・児童委員が活動しています（令和４年４月１日現在）。この
うち127人が、高齢の方や障害のある方の安否確認や見守り、子どもたちへの声掛けな
どを行うほか、地域の皆さんと行政組織や関係機関とのパイプ役を担うなど、地域福祉
の重要な役割を担っています。また、10人が児童福祉を専門に担当する主任児童委員と
して活動しています。
　地域の皆さんの暮らしを支える民生委員・児童委員の活動に、ご理解とご協力をお願い
します。

　区民の皆さんが安全・安心に暮らせるよう、道路の緊急修繕や
交通安全施設の整備を行うなど、身近な生活環境を保持します。
　また、区民との協働により、北区の個性を生かしたまちづくり
を推進します。

区民参加のまちづくり
区民意見交換会、市民活動ネット
ワーク登録団体への支援、区のま
ちづくり策定 など

北区の個性を生かした
魅力あるまちづくり

北区民まつり、北区文化まつり、
北区夏休み防犯フェアの開催 など

区民の要望への速やかな対応

道路緊急修繕、街路灯・カーブミラー
の整備や修繕 など

問合せ　北区総務課　Ｔ669・6013　Ｆ669・6160

予算総額　1億8,579万8千円
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　シニアサポートセンター（地域包括支援センター）では、「介護予防に取り組みたい」、「家族の介護の相談をしたい」、「近
所に心配な高齢の方がいる」など、高齢の方や地域の皆さんが安心して暮らせるように電話や来所による相談を受け付けて
います。お気軽にご相談ください。

高齢の方の相談はシニアサポートセンターへ

開設日時 月～日曜日の9時～17時（年末年始を除く） ※センターにより異なる場合があります。
問合せ 北区高齢介護課　Ｔ669・6068　Ｆ669・6167

担当圏域 シニアサポートセンター

北部圏域 奈良町、別所町、宮原町、吉野町 緑水苑　吉野町1-27-13
Ｔ662・7350　Ｆ662・7360

東部圏域 植竹町、今羽町、土呂町、東大成町、
本郷町、盆栽町、見沼

諏訪の苑　本郷町348-2
Ｔ662・7600　Ｆ662・7608

西部圏域 大成町4丁目、櫛引町2丁目、日進町 ゆめの園　日進町2-813
Ｔ653・0544　Ｆ653・2727

さいたま市北区役所公式アカウント　@KitaSCPR
Ｈhttps://twitter.com/KitaSCPR
問合せ 北区コミュニティ課　

Ｔ669・6020　Ｆ669・6161

ツイッターで
北区の情報を発信しています
主な発信内容
○北区役所からの最新情報
　「市報さいたま」北区版の発行、窓口混雑状況
○北区が主催・共催するイベント情報
　イベントの申込み時期や開催情報
○北区内の話題

北区を歩いちゃお2022
【さいたま市スポーツ推進委員連絡協議会北区支部主催】

日　時 5月29日㈰ 9時～12時（雨天中止）
内　容 土呂駅西口を出発し、東大宮操車場に架かるこ線

橋、本郷自然の森などを散策して、土呂駅西口に
戻る（約7㎞）

対　象 区内在住、在勤又は在学で、小学4年生以上の方
定　員 30人　　費　用　100円（保険料）
申込み
・
問合せ

5月20日㈮までに、電話又はファクスで、代表者
と参加者全員の氏名・年齢・電話又はファクス番号
を、さいたま市スポーツ推進委員連絡協議会北区
支部（長島）へ。Ｔ・Ｆ652・7865

　この4月に北区長に就任しました林　祐樹です。令和2年4月から2年間、副区長兼くらし応援室長として北区役所に勤務し

てきました。その経験も踏まえ、区民の皆さんに快適に利用していただける区役所を目指し、努めてまいります。様々なご用

件で訪ねて来られた区民の皆さんが、気持ち良くお帰りいただくことができるよう、北区役所の職員一人ひとりが思いやりを

込めて誠実に対応する、そんな環境づくりに取り組んでまいります。

　さて、私の人となりについても、少しだけ紹介させていただきます。私は1964年生まれで、趣味はゴルフと将棋、健康ジョ

ギングにカラオケです。そして、家庭

では、4人家族の主夫であり、毎日スー

パーマーケットで買い物をし、夕食を

作っています。得意料理は野菜たっぷ

りの味噌汁です。

　これから北区役所の職員共々、どう

ぞよろしくお願いします。

北区長　林　祐樹 よろしくお願いいたします 北区の未来を担う新入職員と共に、菜の花に囲まれて


