スマートフォン用の
リンクがついています

犯罪・迷惑行為

2

事故

5

子どもの安全

7

自然災害

10

環境問題

11

食の問題

12

セーフコミュニティとは・・・
事故やケガを予防するため、市民団体や企業、警察、市などで
ネットワークを作り、データに基づいた取り組みを行い、
市民が安全に安心して暮らせるまちづくりを進めることです。

もしものときの応急手当
電話番号一覧

19

健康問題

13

21

生活上の問題

15

本冊子の使い方

犯罪・迷惑行為

' 安心安全に関わる問題を 8 つのカテゴリーに分けて掲載しています。

事故

子どもの安全

; 犯罪・迷惑行為
犯
罪
・
迷
惑
行
為

ストーカー犯罪
ストーカー被害に困っているのですが
警察署

121ページへ
1 ＃9110（ダイヤル回線及び一部のIP電話不可）
1822-9110
24時間受付（夜間及び土曜日、日曜日、祝日、年末年始は
当直対応となります）

まず、最寄りの警察署や交番にご相談ください。つき
まとい等を行う行為者に対しては、
警察署長等による「警
告」や警察本部長等による「禁止命令」が行われる場合
もあります。この「禁止命令」に従わないときは、処罰
の対象となる場合があります。

環境問題

'当てはまる事例につい

;「女性のDV電話相談」

て記載されている部分

1 762-3880

を読んだうえ、連絡が

;「女性の悩み電話相談」

必要な場合は記してあ

【ßいたま市DV相談センター】

けいさつ総合相談センター（埼玉県警察本部）

自然災害

女性に対する暴力
配偶者（または元配偶者、恋人など）
からの暴力（DV）に悩んでいるのですが

《月〜金曜／10時〜17時 ※祝日、年末年始を除く》

【あいぱれっと

男女共同参画相談室】

1 711-6650

《月〜金曜／10時〜20時、土・日・祝日／10時〜16時
※年末年始を除く》
【浦和区役所内 女性の相談室】

1 829-6129

《月・火・水・金曜／10時〜17時 ※祝日、年末年始を除く》
【中央区役所内 女性の相談室】

る電話番号・FAX番号
へ連絡してください。

1 840-6132

また、ストーカーに対する被害

《火・金曜／10時〜17時 ※祝日、年末年始を除く》
【岩槻区役所内 女性の相談室】

等についても、援助が得られる
場合があります。

1 790-0158

《月・水曜／10時〜17時 ※祝日、年末年始を除く》

食の問題
Topics 【近年の犯罪状況】犯罪の約4割は市民の生活に身近な犯罪
車する際は、車内にバック等を置かな

の場合は必ずキーを抜くことを心がけ

数は、平成16 年をピークに減少傾向に

い、短時間でも必ず施錠をするなどし、

るようにしましょう。

あります。令 和 2 年 のデータによると

車上ねらいの被害に遭わないように習

犯罪の種類では、市民の身近な公共空

慣づけることが大切です。

Sいたま市における刑法犯の認知件

健康問題

生活上の問題

一方、空き巣や忍び込みなど住宅へ
の侵入窃盗も、年間の認知件数が 570

間で発生する車上ねらいや乗り物盗な

乗り物盗への防犯対策としては、自

件に達しています。犯 人の多くは窓か

どの犯罪が全体の 34.2 ％、空き巣など

転車やオートバイから離れるときはわ

ら侵入し、5分以内に侵入できなかった

の侵入窃盗が 7.1％で、全体の約 4 割を

ずかな時間であっても、自転車の場合

場合は侵入をあきらめると言われてい

占めています。ふだんからクルマを駐

は2個以上のカギをかける、オートバイ

ます。侵入窃盗の被害に遭わないため
には、留守だとわからないようにする

さいたま市における犯罪（刑法犯）の推移

ことや、侵入しにくい家にすることが重

（件） 4,613
3
35,000

要です。窓ガラスに関しては、防犯ガ
ラスに取り替えたり、防犯フィルムを貼

30,000

73

24,2

25,000
20,000
15,000
10,000

22

8
,18

21

6
,36

'「Topics」では、ふだん
からの備えとして知って

おきたい安心安全に関
わる話題を取り上げて
いますので、ぜひお読み
ください。

ったりすること、また玄関・勝手口はピ
57

19,6

23

18,3

16

17,3

28

16,3

ッキングに強い錠に取り替えることな
43

14,6

84

12,8

46 2,456
58
1
4
60
10,9 10,5 10,08

どの対策で防犯効果をあげることがで

12,4

57

8,0

きます。

5,000
0
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県警察統計

3

※掲載されている電話番号の市外局番は、とくに記載がない場合はすべて（048）です。
※0180、0570は別途料金がかかります。
※掲載内容は、令和3年9月1日現在のものです。（一部を除く）

1

; 犯罪・迷惑行為

110番通報
警察署

1 110
121ページへ

;耳や言葉の不自由な方のために
メール110番 http://saitama110.jp/
FAX110番 60120-264-110
;急を要しない相談、警察業務に関する各種相談、
お問合せ等
けいさつ総合相談センター（埼玉県警察本部）

1 ＃9110（ダイヤル回線及び一部のIP電話不可）
1822-9110
24時間受付（夜間及び土曜日、日曜日、祝日、年末年始
は当直対応となります）

;犯罪被害に遭われた方のサポート
埼玉県警察 犯罪被害者支援室

1・60120-381858

《月〜金曜／8時30分〜17時15分 ※祝日、年末年始を除く》

;性犯罪相談ダイヤル(ハートさん)

1＃8103又は10120-83-8103

《月〜金曜／8時30分〜17時15分 ※祝日、年末年始を除く》
※時間内は、犯罪被害者支援室の担当者が、時間外は、
警察本部当直員が対応します。

;犯罪被害者等相談専用ダイヤル
市民生活安全課

1829-1213

《月〜金曜／8時30分〜17時15分 ※祝日、年末年始を除く》

;盗難、横領に遭われた方のサポート
北部・南部市税事務所個人課税課

122ページへ

※盗難もしくは横領により、生活用資産などに損害を受
けた場合、
一定の金額の所得控除を受けることができます。
《個人市民税・県民税》
《月〜金曜／8時30分〜17時15分 ※祝日、年末年始除く》

;交通事故相談
大宮区役所 くらし応援室

1646-3026

《月・水・木曜／9時～12時、13時～16時※受付は15時30分まで
※水曜は午後のみ※祝日、年末年始を除く》

あわてず、落ちついて110番してください。また、耳
や言葉の不自由な方のためにメール110番やFAX110番
も開設しています。

武力攻撃やテロ
武力攻撃や大規模テロが
発生した場合、どんな行動を
とればよいのでしょうか

犯罪・迷惑行為

犯罪一般
傷害、空き巣、ひったくり、
詐欺に遭ってしまったら

《※年末年始の休日は12/29〜1/3まで》

1829-1125
6829-1936

【危機管理課】

防災行政無線のサイレンやテレビ、ラジオ、広報車両な
どで、どこで、何が発生し、皆さんにどのような行動をとっ
てほしいといった内容をお伝えします。避難の指示が出さ
れた場合は、指示に従い、落ちついて避難してください。

迷惑行為
不法投棄を発見したらどこへ
通報すればよいのでしょうか
【産業廃棄物指導課】
（ßいたま市不法投棄110番）

専用電話及びファックス（フリーダイヤル）

1 0120-5374-31
60120-5374-31
専用メールアドレス

saitama110@city.saitama.lg.jp
廃棄物の不法投棄は見過ごすことのできない違法行為
です。不法投棄を発見したと
きは、Sいたま市不法投棄
110番または最寄りの警察署
までご連絡ください。

道路上の電柱や街灯に
はり紙などの違反広告物があって
迷惑しているのですが
; 違反広告物簡易除却
［西区・北区・大宮区・見沼区・岩槻区］
【北部都市・公園管理事務所管理課】

1 646-3178 6646-3189

［中央区・桜区・浦和区・南区・緑区］
【南部都市・公園管理事務所管理課】

1 840-6178 6840-6189
道路上の電柱などに表示されるはり紙や立看板などの

違反広告物は、市が撤去を行っていますので、上記まで
ご連絡ください。

2

; 犯罪・迷惑行為
犯罪・迷惑行為

ストーカー犯罪
ストーカー被害に困っているのですが
警察署

121ページへ

女性に対する暴力
配偶者（または元配偶者、恋人など）
からの暴力（DV）に悩んでいるのですが
;「女性のDV電話相談」

【ßいたま市DV相談センター】

けいさつ総合相談センター（埼玉県警察本部）

1 ＃9110（ダイヤル回線及び一部のIP電話不可）
1822-9110
24時間受付（夜間及び土曜日、日曜日、祝日、年末年始は
当直対応となります）

まず、最寄りの警察署や交番にご相談ください。つき
まとい等を行う行為者に対しては、
警察署長等による「警
告」や警察本部長等による「禁止命令」が行われる場合

1 762-3880

《月〜金曜／10時〜17時 ※祝日、年末年始を除く》

;「女性の悩み電話相談」

【あいぱれっと

男女共同参画相談室】

1 711-6650

《月〜金曜／10時〜20時、土・日・祝日／10時〜16時
※年末年始を除く》
【浦和区役所内 女性の相談室】

1 829-6129

もあります。この「禁止命令」に従わないときは、処罰

《月・火・水・金曜／10時〜17時 ※祝日、年末年始を除く》

の対象となる場合があります。

【中央区役所内

女性の相談室】

1 840-6132

また、ストーカーに対する被害

《火・金曜／10時〜17時 ※祝日、年末年始を除く》
【岩槻区役所内 女性の相談室】

等についても、援助が得られる
場合があります。

1 790-0158

《月・水曜／10時〜17時 ※祝日、年末年始を除く》

Topics 【近年の犯罪状況】犯罪の約4割は市民の生活に身近な犯罪
Sいたま市における刑法犯の認知件

Topics
数は、平成
16 年をピークに減少傾向に

車する際は、車内にバック等を置かな

の場合は必ずキーを抜くことを心がけ

い、短時間でも必ず施錠をするなどし、

るようにしましょう。

あります。令 和 2 年 のデータによると

車上ねらいの被害に遭わないように習

犯罪の種類では、市民の身近な公共空

慣づけることが大切です。

Topics

間で発生する車上ねらいや乗り物盗な

乗り物盗への防犯対策としては、自

件に達しています。犯 人の多くは窓か

どの犯罪が全体の 34.2 ％、空き巣など

転車やオートバイから離れるときはわ

ら侵入し、5分以内に侵入できなかった

の侵入窃盗が
7.1％で、全体の約4 割を
Topics

ずかな時間であっても、自転車の場合

場合は侵入をあきらめると言われてい

は2個以上のカギをかける、オートバイ

ます。侵入窃盗の被害に遭わないため

占めています。ふだんからクルマを駐

には、留守だとわからないようにする

さいたま市における犯罪（刑法犯）の推移
ßいたま市における犯罪（刑法犯）の推移
Topics

ことや、侵入しにくい家にすることが重

（件） 4,613
3
35,000

要です。窓ガラスに関しては、防犯ガ
ラスに取り替えたり、防犯フィルムを貼

Topics
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3

一方、空き巣や忍び込みなど住宅へ
の侵入窃盗も、年間の認知件数が 570

きます。

《※年末年始の休日は12/29〜1/3まで》

インターネットで「画像」をクリックしただけで、
高額な料金を請求されたのですが

犯罪・迷惑行為

消費生活上のトラブル
巧妙な架空請求、悪質商法への
対処法はどうすればよいのでしょうか
;消費生活相談

1 188（全国共通番号）

【岩槻消費生活センター】

【消費者ホットライン】

1 749-6191 6749-6193

※お近くの消費生活センターにつながります

【消費生活総合センター】

1 645-3421 6643-2247

《月〜土曜／9時〜17時（受付は16時30分まで）※祝日、年末年始を除く》

【浦和消費生活センター】

1 871-0164 6883-4893

《月〜金曜／ 9 時〜 12 時、13 時〜 17 時（受付は 16 時 30 分まで）※祝日、年末年始を除く》

【日曜日の電話相談】

1 645-3421 6643-2247

《日曜／ 9 時〜 16 時 ※祝日、年末年始を除く》

《月〜土曜／9時〜17時（受付は16時30分まで）※祝日、年末年始を除く》

（１）架空請求は、請求元には絶対に連絡をせず、一切無

インターネット特有の匿名性を悪用した様々なトラブ
ルが急増しています。警戒心を忘れた好奇心からのアク

視しましょう。
（２）商品・サービスの執拗・強引な勧誘を受けても、不

セスはトラブルの元となります。もし、トラブルに巻き込
まれたら上記へご相談ください。

用なときは、きっぱりと断りましょう。
何かおかしいと思ったら、上記へご相談ください。

Topics

ご存知ですか？

クーリング・オフとは、消費者が契

クーリング・オフ制度

約解除」の意思を書面で通知すること

Topics
約した後で、一定期間内であれば無条

で、クーリング・オフが可能です。

件で契約を解除できる制度のことです。

エステティックサロンなどの特定継

訪問販売や電話勧誘、マルチ商法など

続的役務の場合は、クーリング・オ

特定の取引の場合に適用されます。

フの期間が過ぎていても、一定の解

Topics

例えば、訪問販売であれば、契約書

できます。

電話勧誘販売

8日間

特定継続的役務業務（エステティックサ
ロン、語学教室、家庭教師、学習塾、
Topics
結婚情報サービス、パソコン教室）

8日間

連鎖販売取引（マルチ商法）

20日間

業務提供誘引販売取引（内職商法、
Topics
モニター商法）

20日間

訪問購入（業者が消費者の自宅等を訪ね
て、商品の買い取りを行うもの）

8日間

◆クーリング・オフ期間が過ぎて
いても、契約書類に不備がある
時や勧誘の方法に問題がある時
などは解約できる場合がありま
す。消費生活センターにご相談
ください。
◆店舗に出向いて契約・購入した
場合、通信販売、乗用車、使用
してしまった消耗品、3,000円
未満の現金取引の場合などは、
クーリング・オフできません。

○○県○○市○○町
○○番地

8日間

御中

訪問販売（キャッチセールス・アポイント
メントセールス等を含む）
Topics

クーリング・オフの通知方法
○○販売株式会社

Topics主なクーリング・オフ可能な取引と期間

ください。

●契約︵申込み︶年月日
●販売会社名
●担当者名
●商品名
●契約金額
右記を契約解除します︒
○○年○月○日
自分の住所 自分の氏名

Topics
を受け取った日から8日間以内に「契

約料を支払えば返金を求めることが

不安に感じたり、困ったときには、
上記の各消費生活センターまでご相談

◆通知は書面で行います。ハガキは両面
コピーをとって保管しましょう。
◆簡易書留郵便か特定記録郵便で送り、
控えは保管しましょう。
◆クレジット払いの契約をしたときは
クレジット会社宛にも通知しましょう。

4

; 事故
火災・救急
火災、救急の場合は
事故

1119

119番通報

;耳や言葉の不自由な方のために

FAXで局番なしの
「119」

ファックス119

ホームページから「ファックス119緊急通報用紙」を
ダウンロードするか、項目を参考に送信してください。
検索 さいたま市
暮らし・手続き
安全・防災・消防

救急・消防



指令センター・119番通報

ßいたま市火災情報メール
;登録方法
【ßいたま市ホームページ】
検索 さいたま市

1 833-1422

6833-1237
【各区の支援課】 122ページへ
自宅の電話や携帯電話から119番してください。携帯電話からの通報
の場合、受信する中継局の位置によっては近隣の消防本部につながる
ことがありますので、必ず市町村名からお伝えください。
また、ファックス119のほか、耳や言葉の不自由な方のために、携帯
電話のメールによる「メール119」、インターネットによる「NET119」
により、消防局に緊急通報することができます。事前に利用登録が必要
となりますので、消防局指令課または各区の支援課にお問合せください。

救急搬送情報の活用について
救急搬送情報は分析し、本市のセーフコミュニティの
取組に活用しています。
セーフコミュニティとは、事故やケガを予防するため、
市民・企業・警察・行政等が連携し、データに基づいた
取組を行い、安心安全なまちづくりを進めることです。
▶お問合せ【危機管理課】☎829-1125 6829-1936

暮らし・手続き

救急・消防

安全・防災・消防

指令センター・119番通報

さいたま市火災情報メール

;お問合せ
【消防局指令課】

1 833-1422

6833-1237

「ファックス119」について

;お問合せ
【消防局指令課】

市内で発生している火災に関する情報をメールで配信
しています。メールの受信にはメールアドレスの事前登
録が必要となります。登録方法など、詳細についてはホ
ームページをご確認ください。

Topics
Topics

救急車の適正利用に
ご協力ください

救急車の出動件数は増加傾向にあることから、現場到
着時間が延伸していく恐れがあり、救命効果への影響が

Topics

危惧されています。
救急車は、病気やけがなどで緊急に病院へ搬送しなけ
ればならない人のためにありますので、通報前にもう一
Topics

度考えてみてください。
救急車の適正利用について、皆様のご理解とご協力を
お願いいたします。
Topics

119番は落ち着いて

｢119番通報」は、次の要領でお願いします。落ち着い
Topics
て、正確に、はっきりと話してください。
（火事の場合）

近所で火災が起きたようです。
火災の情報を知りたいのですが

①119番です。火事ですか、救急ですか。
Topics
火事です。
②住所（場所）を教えてください。
○○区○○町1丁目2番3号です。

;火災照会電話
【ßいたま市消防局】

③何が燃えていますか。
5階建の建物の3階事務室が燃えています。
④今お使いの電話番号、お名前を教えてください。

10180-994-993（自動音声案内）

【消防局指令課】

1833-9877 6833-1237
火災発生時に自動音声にて火災の情報についてお知らせしてい

ます。119番は、緊急性のないお問合せには使用しないでください。
なお、一部の携帯電話・公衆電話・IP電話からは、ご利用できま
せんのでご注意ください。その場合はお近くの消防署・出張所または
消防局指令課までお問合せください。
（個人情報はお教えできません
のでご了承ください）
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市内で発生している火災の情報が欲しい

Topics

名前は○○○○です。
（救急の場合）
①119番です。火事ですか、救急ですか。
救急です。
②住所（場所）を教えてください。
○○区○○町1丁目2番3号の○○ビルの前です。
③どうしましたか。
交通事故です。（「乗用車同士の衝突でけが人が○人い
ます。
」等、できるだけ具体的に伝えてください。）
④今お使いの電話番号とお名前を教えてください。
名前は○○○○です。

《※年末年始の休日は12/29〜1/3まで》

;交通事故相談
【大宮区役所 くらし応援室】

1 646-3026

《月・水・木曜／9時〜12時、13時〜16時 ※受付は15時30分まで
※水曜は午後のみ ※祝日、年末年始を除く》

;法律相談（民事一般）
【各区のくらし応援室】

122ページへ
埼玉県

交通事故相談所

1 830-2963

《月〜金曜／9時〜12時、13時〜17時
※祝日、年末年始を除く》

（公財）日弁連交通事故相談センター 埼玉相談所

1 710-5666

《月〜金曜／13時〜16時10分 ※祝日、年末年始を除く》

まず、110番をし、警察の指示に従ってください。その後、
示談や賠償金等について問題が生じた場合、大宮区役所のくら
し応援室において、交通事故相談を行っています。また、各区
のくらし応援室では、交通事故の被害者や加害者に対し、弁
護士による法律相談など様々な相談に無料で応じています。

［岩槻区和土地区乗合タクシー］
【第三交通株式会社】

1 757-3838 6756-4435

［岩槻区並木・加倉地区乗合タクシー］【株式会社さいたま福祉サービス（小原交通）】

1 749-8866 6749-8921

事故

交通機関の事故
交通事故に遭って、どうしたら
いいのかわからないのですが

コミュニティバス等の運行は、路線ごとに上記の事業者が行っ
ています。運行状況については、各運行事業者にお問合せください。

ライフラインの事故
電気、ガス、水道、下水などの
ライフラインの事故には、
どうすればよいのでしょうか
; 電気の場合
東京電力エナジーパートナー埼玉カスタマーセンター

1 0120-995-442
耳や言葉の不自由な方専用 FAX

60120-993-011

; ガスの場合
東京ガス（株）※ガス漏れ通報専用電話

1 0570-002299
1 03-6735-8899
※ IP 電話・海外からの利用
※ガス漏れ以外

コミュニティバス等の遅れや
事故の情報などの運行状況を
知りたいのですが
［西区］
【西武バス株式会社 大宮営業所】

1 663-3311 6663-3318

［北区］
【東武バスウエスト株式会社 大宮営業事務所】

1 665-2681 6665-2683

［見沼区・南区］
【国際興業株式会社 さいたま東営業所】

1 812-1577 6878-4366

［桜区］
【国際興業株式会社 西浦和営業所】

1 865-2250 6865-2260

［岩槻区］
【東武バスウエスト株式会社 岩槻営業所】

1 798-1143 6798-1149

［西区指扇地区乗合タクシー］
【指扇交通株式会社】

1 624-5001 6624-9942

［北区吉野町地区乗合タクシー］
【大宮自動車有限会社】

1 783-4004 6783-4005

［見沼区大砂土東地区、片柳西地区乗合タクシー］
【株式会社見沼交通】

1 685-5799 6685-5869

［桜区大久保・中央区西与野地区乗合タクシー］
【株式会社平和自動車】

1 0120-188-961 6832-1517

1 0570-002211
東彩ガス（株）※ガス漏れ通報専用ダイヤル

1 0120-1031-24
; 水道水の異常
【水道局電話受付センター】

1665-3220 6665-5536

; 道路漏水を発見した場合
【漏水通報専用ダイヤル】

10120-189-240
; 下水の場合

［大宮区・見沼区・北区・西区・岩槻区］
【北部建設事務所 下水道管理課】

1 646-3250 6646-3267

［浦和区・緑区・南区・桜区・中央区］
【南部建設事務所 下水道管理課】

1 840-6250 6840-6269
停電や切れた電線を見つけた…。なんだかガス臭い…。

水道の水が濁っている…。集中豪雨でマンホールのふた
が開いている…。などの場合は、上記に事故の起きてい
る場所と状況をご連絡ください。
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; 子どもの安全
子どもをねらう犯罪
地域で起きている子どもをねらった不審者情報を知りたいのですが
埼玉県警察のホームページで、小学生以下を対象とした「子どもをねらった不審者情報」を提供し
ています。また、埼玉県警察メールマガジン「犯罪情報官 NEWS」、「Yahoo! 防災速報」、
「埼玉県
警察犯罪情報官 Twitter」
、
「埼玉県警察犯罪情報官 Facebook」等のツールを活用して、「子どもを
ねらった不審者情報」をはじめとする県内の犯罪情報を携帯電話やパソコンに提供しています。
子どもの安全

■埼玉県警察ホームページ
検索 埼玉県警察

子どもを狙った不審者情報

もしくは、
「暮らしの安全」→
「子ども・女性・高齢者等の安全」→
「子ども・女性のための犯罪防犯情報」→
「子どものための犯罪防犯情報」→
「子どもを狙った不審者情報」

http://www.police.pref.saitama.lg.jp/c0011/
kurashi/fushin-index.html

■Yahoo!防災速報
「App Store」又は「Google Playストア」で「防
災速報」を検索し、アプリをダウンロード
後、知りたい地域を設定してください。
(最大3箇所まで設定可能)

■埼玉県警察犯罪情報官Twitter
「埼玉県警察ソーシャルメディア公式アカウ
ント」で検索してフォローしてください。

■埼玉県警察メールマガジン「犯罪情報官NEWS」

ml-hjk@jyouhoukan.police.pref.saitama.lg.jp

に空メールを送り、メールに届いたURLに
アクセスすると、登録手続きが行えます。

■埼玉県警察犯罪情報官Facebook
「埼玉県警察ソーシャルメディア公式アカウ
ント」で検索してフォローしてください。

Topics
Topics
Topics
Topics

子どもを犯罪から守る4つの約束

全国的に、子どもをねらった犯罪が

Topics
後を絶ちません。特に子どもが被害に
遭う危険性が高いのが下校時だといわ
れています。学校から家に帰るとき、

Topics

知らない人から声をかけられても、絶
対についていかないといったことを、
子どもと約束しておきたいものです。
Topics

犯罪から子どもを守るためには、携

1
2
3
4

ひとりにならない
ついていかない
大きな声でたすけをよぶ
だれとどこで何時まであそぶか家の人に話す

○しらない人に話しかけられても、きょりをたもとう
（安全圏：うで2 本分以上の間をあけよう）
○人通りが少なく、暗くてさびしいところには近づかない

帯用防犯ブザーなどの防犯グッズを持

Topics
たせておくこともよいでしょう。犯罪が

場や空き地が犯罪が起こりやすい場所

起こりやすい場所には近づかないなど、

だとわかっても、近くの公園は安全だ

「子どもひなん所110番の家」のある

被害を事前に防ぐための手だてを常日

と思われるかもしれません。しかし、

場所を確認し合ったり、「地域安全マ

頃から家庭で教えることも重要です。

たとえ公園であっても外から見通せな

ップ」づくりをしてみたりするなど、

子どもの身の回りに隠れている危険

かったり、人がほとんどいないような

子どもを犯罪から守る取組をふだんか

は状況や相手によって変わるものです

ところは、やはり危険がないとはいえ

ら親子・地域ぐるみでおこなうことが

し、私たちの想像の及ばない形で現れ

ないでしょう。

大切です。

る場合もあります。人がいない工事現
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を回避するための基本的な内容です。

この4つの約束は子ども自身が危険

《※年末年始の休日は12/29〜1/3まで》

子どもの健康問題
子どもの急な病気の際、どのように
対処すればよいのでしょうか

1 825-5252

【子ども急患電話相談】

《月〜金曜／17時〜翌9時
土・日・祝日・年末年始／9時〜翌9時》

ついて、看護師が電話で相談に応じています。

;主に小・中・高校生の教育相談
《月〜金曜／9時〜17時 ※祝日、年末年始を除く》

1661-0050
【堀崎教育相談室】 1688-1414
【あいぱれっと教育相談室】1711-5433
【岸町教育相談室】 1838-8686
【美園教育相談室】 1711-7215
【岩槻教育相談室】 1790-0227
【北教育相談室】

子どもの安全

子どもの急病時に家庭での対処方法や受診の必要性に

教育問題
いじめや不登校などについて
相談したいのですが

;小・中・高校生のいじめ及び子どもに関する相談全般

《24時間、365日》

【24時間子どもSOS窓口】

な

や

み

い おう

10120-0-78310

（全国共通フリーダイヤル）
;児童相談所のいじめ電話相談

《月〜金曜／9時〜18時 ※祝日、年末年始を除く》

【児童いじめ相談】

1762-7926
Sいたま市在住、在学の小学生から高校生及びその保

護者を対象に、教育相談室では、いじめや不登校などの
学校生活に関わる不安や悩みについて面接・電話にて相

最近、子どもの精神面が
心配なのですが

談に応じています。

; 子どもの精神保健相談
【子どもの精神保健相談室】

受け付けます。お気軽にご相談ください。また、児童相

1 762-8538 6711-8907

24時間子どもSOS窓口では、夜間休日を含めて、24
時間いつでも、子どもに関する相談全般を通話料無料で
談所でも、いじめについての電話相談ができます。

《火・金曜／9時〜17時 ※祝日、年末年始を除く》

子どもの精神保健相談室では、小学校高学年から中学
生を対象に精神保健相談をお受けしています。
「不安が強
い」
「自傷行為がある」
「精神科に受診した方が良いだろ
うか…」など、子どもの精神面に心配なことがありまし
たら、お気軽にご相談ください。

子どもに発達の遅れがあるかも
しれません。学校生活について
相談したいのですが
;幼児（年長児）
・児童・生徒の発達及び就学相談
《月〜金曜／9時〜17時 ※祝日、年末年始を除く》

【特別支援教育相談センターひまわり】
［西区三橋6-1587］

1623-5879

【特別支援教育相談センターさくら草】
［緑区三室636-80］

1810-5030

特別支援教育相談センターでは、学校生活に関わる発
達及び障害の悩みや心配について、保護者やお子さんを
対象に専門的な立場から相談を行います。お気軽にご相
談ください。
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; 子どもの安全
育児の問題
子育てに関する各種制度や
地域情報など、どこに聞いたら
よいのでしょうか

1829-1943

【子育て応援ダイヤル】

《月〜金曜／9時〜12時、13時〜17時 ※祝休日、年末年始を除く》
子どもの安全

【ßいたま子育てWEB】

子育てにいき詰まりを感じたり、
子育ての心配や悩みがあるのですが
;子育て不安電話相談

http://www.saitama-kosodate.jp/
子どもと一緒に遊びに行ける場所や子育てに関する各
種制度、相談先など、必要な情報を調べて紹介します。お
気軽にお電話ください。
また、最新の子育て情報がわかる、Sいたま市の公式子
育て情報サイト
「Sいたま子育てＷＥＢ」
を開設しています。

子どもの言葉の遅れなどの
心配ごとや発達・しつけについて
相談したいのですが

子育ては毎日様々な出来事が起こり、悩みや心配が尽
電話相談員がじっくりお話を聴き、一緒に考えます。

ひとり親家庭ですがこれからの
生活について相談したいのですが
;ひとり親家庭等相談
;ひとり親家庭等就業・自立支援センター事業
【子育て支援政策課
（ひとり親家庭就業・自立支援センター）
】
《月～金曜、毎月最終日曜日／9時〜17時 ※祝休日、年末年始を除く》

1 829-1948 6829-1960
子育て支援政策課では、母子・父子自立支援員及び、
ひとり親家庭就業・生活相談員が、ひとり親家庭の経済

1 下の表へ

《月〜金曜／9時〜17時 ※祝休日、年末年始を除く》

各区の支援課内に「家庭児童相談室」が設置されてお
り、
子どもに関する様々な相談（育児やしつけ、
性格や癖、
発達の遅れ、言葉の心配、学校・保育園・幼稚園での悩
み、親子関係、登校（登園）しぶり、子どもといるのがつら

的な相談や就業支援などの各種相談に応じています。

もしや児童虐待では……
という疑いをもった時はどうすれば
よいのでしょうか

いとき、虐待かなと思うときなど）を受け付けています。

【各区の支援課】

匿名相談・電話相談も可能です。

【北部児童相談所】

各区の家庭児童相談室
¯620-2663
6620-2766

桜 区

¯669-6063
6669-6166

浦和区

大宮区

¯646-3063
6646-3166

南 区

¯844-7173
6844-7276

見沼区

¯681-6063
6681-6166

緑 区

¯712-1173
6712-1276

中央区

¯840-6063
6840-6166

岩槻区

¯790-0164
6790-0266

西
北

区
区

¯856-6173
6856-6276
¯829-6144
6829-6239

【南部児童相談所】

122ページへ
1 711-3917
1 711-2489

6711-8904

《月〜金曜／8時30分〜18時 ※祝日、年末年始を除く》

1 711-6824

【24時間虐待通告電話】
《24時間、365日》

1 189〈全国共通番号〉からでもつながります）

（

子どもへの虐待を発見した場合や虐待が疑われる場合
は、各区支援課や児童相談所、または 24 時間虐待通告
電話で相談・通告を受け
付けています。
児童虐待の通告におい
ては、通告者の秘密は守
られます。また、匿名で
の通告も可能です。
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1 881-0922

《月〜金曜／10時〜16時 ※祝休日、年末年始を除く》

きないものです。そんな時、是非お電話ください。

検索 さいたま子育て

;家庭児童相談室

《※年末年始の休日は12/29〜1/3まで》

; 自然災害

《※年末年始の休日は12/29〜1/3まで》

地震災害
大きな地震が発生した時には、
どこに避難したらよいのでしょうか

風水害
局地的な大雨による河川氾濫、
床上・床下浸水などが心配なのですが
; 被害を受けた場合の対応依頼
【各区の総務課】
ページへ
; 市内の水位情報の入手について
【さいたま市水位情報システム】

;緊急避難場所・避難所について

122

1829-1127
6829-1978

【防災課】

【さいたま市ホームページ】
検索 さいたま市
避難場所

https://www.flood-info.city.saitama.jp/

防災・気象情報

検索 さいたま市

避難場所・給水場所はどこ?

その他のリンク

防災・気象情報
さいたま市水位情報システム

全を確保する公園等の場所を緊急避難場所として指定し

して日頃から備えておきましょう。

ています。また、倒壊や損壊などにより自宅に戻れなく

①テレビ、ラジオ、ホームページなどからの情報に注意

自然災害

風水害は身近に起こりうるものとして、次の点に注意

大きな地震等の切迫した災害の危険から逃れ、身の安

する。

なった方が滞在する小・中・高等学校や公民館などの施

②近所の川や斜面などの身近な状況の変化に注意する。

設を避難所として指定しています。
最寄りの緊急避難場所・避難所は、ホームページや、

③地下室や地下駐車場といった地下空間に注意する。
④看板の補強や雨水の流入防止など、家の周りを点検、

市又は区のガイドマップでご確認ください。

整備する。
⑤雨どいや排水溝などを点検、清掃する。
なお、床上浸水など、被災した場合は、必要に応じて下
表の各お問合せ先にご連絡ください。

罹災証明書の発行、税金の減免、保険料の減免など
項

目

罹災証明書・被災届出受理証の発行

災害見舞金・災害弔慰金の支給

個人市民税・県民税の減免
固定資産税・都市計画税(土地・
家屋)の減免
固定資産税（償却資産）の減免
雑損控除の適用(個人市民税・県
民税)
国民健康保険税の減免
国民年金保険料の免除
後期高齢者医療保険料の減免
介護保険料・介護保険利用者負担
の減免
特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の
利用者負担額（保育料）の減免
放課後児童クラブ保護者負担金減免(公設)
放課後児童クラブ保護者助成金(民設)

内

容・条

件

災害（火災を除く）によって、家屋または家屋以外の物件が被害にあった
場合、各種証明に必要な罹災証明書または被災届出受理証を発行する。
災害により、住居に受けた被害が一定以上の条件を満たした場合や１月
以上の加療を要する重傷を負った場合に災害見舞金を支給する。
また、災害により死亡したときは、災害弔慰金を支給する。
災害により、死亡した場合、障害者となった場合、または前年の合計
所得金額が1,000万円以下で住宅又は家財につき受けた損害の金額
が一定以上の条件を満たした場合、個人市民税・県民税を減免する。
災害により、土地・家屋に受けた損害が一定以上の条件を満たした場
合、固定資産税・都市計画税を減免する。
災害により、償却資産に受けた損害が一定以上の条件を満たした場
合、固定資産税を減免する。
災害により、生活用資産などに損害を受けた場合、一定の金額の所得
控除を受けることができる。
災害により、家屋・家財等に受けた損害が一定以上の条件を満たした
場合、国民健康保険税を減免する。
災害により、住宅・家財等に受けた損害が一定以上の条件を満たした
場合、国民年金保険料を免除する。
災害により、住宅・家財等に受けた損害が一定以上の条件を満たした
場合、後期高齢者医療保険料を減免する。
災害により、住宅・家財等に受けた損害が一定以上の条件を満たした
場合、介護保険料・介護保険利用者負担を減免する。
災害により、住宅に受けた損害が一定以上の条件を満たした場合、特
定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額（保育料）
を減免する。
災害により、住宅に受けた損害が一定以上の条件を満たした場合、公
設放課後児童クラブ指導料を減免、民設放課後児童クラブの利用料に
ついては助成金を支給する。

お問合せ
各区総務課 ☎22ページへ
防災課 ☎829-1126

6829-1978
各区福祉課 ☎22ページへ
北部・南部市税事務所
個人課税課 ☎22ページへ
北部・南部市税事務所
資産課税課 ☎22ページへ
南部市税事務所資産課税課
償却資産係 ☎829-1186

6829-1916
北部・南部市税事務所
個人課税課 ☎22ページへ
各区保険年金課 ☎22ページへ
各区保険年金課 ☎22ページへ
各区保険年金課 ☎22ページへ
各区高齢介護課 ☎22ページへ
各区支援課 ☎22ページへ

各区支援課 ☎22ページへ
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; 環境問題
大気汚染・水質汚濁・騒音等
光化学スモッグやPM2.5の
大気汚染が心配なのですが
【環境対策課】

1 829-1330 6829-1991
光化学スモッグ注意報等の発令時やPM2.5注意喚起

実施時は、防災行政無線での放送や各区役所等での看板
掲示などによりお知らせします。また、埼玉県では、光
化学スモッグの原因物質である光化学オキシダント濃度
及びPM2.5濃度の速報値をホームページで公表してい
ます(http://www.taiki-kansi.pref.saitama.lg.jp/)。
光化学スモッグが発生すると、のどが痛くなったり、
目がチカチカすることがありますので、屋外での激しい
運動は控え、異常を感じたら洗眼やうがいをしましょう。
環境問題

また、PM2.5が高濃度になると予測されたときは、不
要不急の外出や屋外での激しい運動はできるだけ減らし
ましょう。

《※年末年始の休日は12/29〜1/3まで》

河川の汚れが心配なのですが
【環境対策課】

1 829-1331 6829-1991
環境対策課では、河川の水質状況を把握するため、定

期的に水質検査を実施しています。また、河川の汚れの
大きな原因となっている家庭からの生活排水対策とし
て、下水道が整備されていない地域においては合併処理
浄化槽の普及を促進しています。

近くの工場・事業場からの
騒音や振動で困っているのですが
【環境対策課】

1 829-1332 6829-1991
工場・事業場からの騒音や振動については、設置され

ている施設の種類によって、法や条例の規制基準が適用
される場合があります。上記の相談窓口までご連絡くだ
さい。

近所で野焼きをしていて
煙で困っているのですが
【環境対策課】

1 829-1332 6829-1991
野外焼却は原則禁止です。ごみ等の焼却に伴って発生

するばい煙や悪臭がご近所の苦情の原因となることがあ
ります。
「Sいたま市生活環境の保全に関する条例」では、「廃

廃棄物問題
産業廃棄物に関して
相談したいのですが
【産業廃棄物指導課】

1829-1607 6829-1933

棄物の焼却」に限らず、ばい煙又は悪臭を発生させるお

産業廃棄物の適正処理に向けた排出事業者及び処理業

それのある物を適切な燃焼施設を使用しないで燃焼させ

者等の指導監督、不適正処理・不法投棄の監視などを行

ることを禁止しています。

っています。

EV
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EV

; 食の問題
食中毒問題
ノロウィルスやO157などによる
食中毒の発生が心配なのですが
【保健所 食品衛生課】

1 840-2226 6840-2232
食中毒の予防のため、食品衛生法に基づいて食品営業

関係施設のほか、集団給食施設について定期的に監視・
指導を行っています。

《※年末年始の休日は12/29〜1/3まで》

食肉の安全
BSEや鳥インフルエンザなど、
市内に流通している
牛肉や鶏肉は安全ですか
【食肉衛生検査所】

1 851-4100 6855-0577
食肉衛生検査所では、
「Sいたま市食肉中央卸売市場」

で取り扱われる食肉について、
「と畜場法」に基づいて一
頭一頭くわしく検査しています。食鳥肉については、
「食
鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律」に基づ
き、定期的に食鳥処理場を監視・指導しています。

食の問題

飲料水の安全の問題
にごり等の水道水の異常が
見つかりました。どこに連絡すれば
よいのでしょうか
【水道局電話受付センター】

1 665-3220 6665-5536
水道局では、水道水に異常を感じたときなど、水道局

電話受付センターを通して水道水の調査を行っています。
改めて担当課所が依頼内容について詳しくお尋ねし、
状況により、水道水の調査のためお伺いしますので、ご
連絡先・電話番号をお教えください。
なお、マンション、ビル等の集合住宅など貯水槽以下
の水は、設置者等の管理となり保健所の管轄となる場合
があります。
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; 健康問題
医療の問題
医療に関する相談をしたいのですが

1 840-2244

【医療安全相談窓口】

《月〜金曜／9時〜11時、
13時〜16時※祝日、
年末年始を除く》
医療機関の案内や、医療についての悩みや心配ごとに
ついての相談を受け付けています。

結核や HIV（エイズ）などの感染症
について相談したいのですが

医療機関を受診するべきか
相談したいのですが
埼玉県救急電話相談《24時間365日対応》

1 ＃7119又は
1 824-4199※かけ間違えにご注意ください。

※音声案内が流れますので相談内容に応じて番号を選択してください。
・小児救急電話相談（１をプッシュ）
・大人の救急電話相談（２をプッシュ）
・医療機関案内（３をプッシュ）

急な病気や怪我をした時、医療機関を受診した方が良
いか看護師に相談することができます。

;感染症についての相談
【保健所 疾病予防対策課】

1 840-2204

結核やHIV（エイズ）等の感染症についての相談を行っています。
また、
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に

※救急電話相談に加えて

■埼玉県AI救急相談

「埼玉県AI救急相談」も
導入しましたので、
ご活用ください。
検索 埼玉県AI救急相談

基づき患者への対応、健康診断及び消毒方法の相談等を行っています。

以下のURLからも御利用いただけます。

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0703/aikyukyu.html

■歯科休日救急診療
※受付時間の変更がある場合がありますので、受診する前に電話でご確認ください。
診

療

場

所

診療日・受付時間
【日曜日・祝日・12/29〜1/3】

さいたま市浦和休日急患診療所
浦和区常盤6-4-18
〔浦和区保健センター2階〕

9時 〜11時30分 、13時 〜16時30分

1833-0119 6827-1035

健康問題

大宮歯科休日急患診療所
北区東大成町2-107
〔大宮医師会館1階〕

1652-7225

埼玉県医療機能情報提供システム
検索 埼玉県医療機能情報提供システム

【日曜日・祝日・12/29〜1/3】

http://www.iryo-kensaku.jp/saitama/

9時〜12時

6652-7582

与野歯科休日急患診療所
中央区本町東4-4-3

1706-8020

※R4.4月以降は、9時～12時のみ

家の近くにどんな医療機関があるのか
知りたいのですが

【日曜日・祝日・8/13〜15、12/29〜1/3】

6706-8020

9時〜12時

埼玉県内にある医療機関を診療科目・診療日・地域で
検索することができるほか、キーワード検索や目的別検
索ができます。

■休日・夜間救急診療 ※受付時間の変更がある場合がありますので、受診する前に電話でご確認ください。
診

療

場

所

さいたま市浦和休日急患診療所
浦和区常盤6-4-18〔浦和区保健センター2階〕

1833-0119 6827-1035

診療科目・診療日・受付時間（休日）
【日曜日・祝日・12/29〜1/3】
s内科・小児科：9時〜11時30分、13時〜16時30分、
19時〜21時30分

診療科目・診療日・受付時間（平日夜間）
【月〜金曜日】
s小児科：19時30分〜22時
【土曜日】
s内科・小児科：19時〜21時30分

さいたま市大宮休日夜間急患センター
【日曜日・祝日・12/30〜1/3】
【月〜土曜日】
北区宮原町1-851〔JCHOSいたま北部医療センター内〕 s内科：9時〜11時30分、13時〜16時30分、19時〜21時30分 s小児科：19時〜翌6時
1667-8180 6665-9000
s小児科：9時〜11時30分、13時〜16時30分、19時〜翌6時 【土曜日】
【日曜日】

s内科：19時〜21時30分

s眼科：9時〜11時30分
s耳鼻咽喉科：9時〜11時30分、14時〜16時30分
【祝日】
s耳鼻咽喉科：14時〜16時30分

さいたま市与野休日急患診療所
中央区本町東4-4-3

1706-1212

6706-1212

【日曜日・祝日・12/30〜1/3】
s内科・小児科：8時45分〜11時45分、13時〜15時、18時45分〜21時15分

【土曜日】
s内科・小児科：18時45分〜21時15分

【8/13〜15】
s内科・小児科：8時45分〜11時45分、13時〜15時

岩槻休日夜間急患診療所
岩槻区府内1-8-1〔岩槻区役所府内別館1階〕

1798-2221

6798-2223

【日曜日・祝日・12/31〜1/3】
s内科・小児科：19時〜21時30分

■在宅当番医
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日曜日、祝日、年末年始の朝日・東京・埼玉新聞またはSいたま市ホームページをご覧ください。

《※年末年始の休日は12/29〜1/3まで》

こころの健康問題
こころの悩みや不安を
相談できるところはありますか

122ページへ
1 840-2223
1 840-2234

【各区の保健センター】
【保健所精神保健課】

6840-2230
【こころの健康センター】1 762-8548
6711-8907
【こころの電話】
1 762-8554
《月〜金曜／9時〜16時 ※祝日、年末年始を除く》
上記の窓口では、こころの悩みを抱
えている方やご家族の方などからのご
相談を受けております。精神科の受診
に関することなど、まずは、お近くの
相談窓口へ電話でご相談ください。

高齢者の健康問題
高齢でひとり暮らしなので、急に具合が
悪くなったりすることが心配なのですが
;ひとり暮らし高齢者等緊急通報・相談
《24時間、365日》

;ひとり暮らし高齢者安否確認

122ページへ
【シニアサポートセンター（地域包括支援センター）】1 下の表へ

【各区の高齢介護課】

慢性疾患などにより常時注意を要するひとり暮らし高齢
者宅に緊急通報機器を設置し、24 時間体制で相談に応じて
います。また、専門スタッフが、定期的にお電話で様子を伺
う安否確認事業を実施しております。さらに、在宅介護など
に関する総合的な相談、高齢者や介護者のニーズに対応した
各種の保健・福祉サービスが受けられるように関係各機関と
の連絡調整などを行うシニアサポートセンター（地域包括
支援センター）や在宅介護支援センターを設置しています。
圏域

シニアサポートセンター名

電話番号

FAX番号

三恵苑

¯620-1312

6782-5751

西区南部

くるみ

¯622-8103

6622-8104

北区北部

緑水苑

¯662-7350

6662-7360

北区東部

諏訪の苑

¯662-7600

6662-7608

北区西部

ゆめの園

¯653-0544

6653-2727

大宮区東部 白菊苑

¯658-5588

6648-5582

大宮区西部 春陽苑

¯661-8611

6654-9212

見沼区北部 さいたまやすらぎの里

¯680-3289

6680-3230

見沼区東部 敬寿園七里ホーム

¯681-6614

6681-6200

見沼区西部 大和田

¯685-8791

6685-5514

見沼区南部 敬寿園

¯681-5151

6681-5152

からの緊急的な精神科医療相談を、電話で受け付けてい

中央区北部 ナーシングヴィラ与野

¯859-5375

6857-8532

ます。相談に対する助言や、必要に応じて医療機関の紹

中央区南部 きりしき

¯858-2121

6858-6969

介を行っています。

桜区北部

彩寿苑

¯857-6517

6857-6500

桜区南部

ザイタック

¯836-3503

6836-3507

ひきこもりについて
相談できるところはありますか

浦和区北部 かさい医院

¯823-3031

6823-3032

浦和区東部 スマイルハウス浦和

¯813-7710

6813-7731

浦和区中部 ジェイコー埼玉 ¯834-3782

6834-3794

;ひきこもりに関する相談
【ひきこもり相談センター（こころの健康センター内）】

浦和区南部 尚和園

¯813-8915

6883-8696

夜間や休日に緊急的な精神科医療
相談ができるところはありますか
埼玉県精神科救急情報センター

1 723-8699

《月〜金曜／17時〜翌8時30分、土・日・祝日・年末年始／8時
30分〜翌8時30分
（24時間）
》

夜間や休日に、精神疾患を有する方やそのご家族など

1 762-8534 6711-8907

《火・金曜／9時〜17時 ※祝日、年末年始を除く》

ひきこもり相談センターでは、児童期から成人期を対
象に不登校・ひきこもりのことでお悩みの本人・家族か
らの相談をお受けしています。

南区東部

社協みなみ

¯871-1230

6883-2760

南区中部

ハートランド浦和

¯836-2929

6836-2333

南区西部

けやきホームズ ¯710-7555

6710-6555

緑区北部

リバティハウス ¯875-3111

6875-3112

緑区南部

浦和しぶや苑

¯876-1770

6876-1821

岩槻区北部 松鶴園

¯795-2653

6793-3155

岩槻区中部 社協岩槻

¯758-4395

6758-8099

岩槻区南部 白鶴ホーム

¯790-3311

6790-3312

健康問題

西区北部
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; 生活上の問題
生活経済問題
体をこわして働けません。日々の
生活を営むことも困難なのですが

122 ページへ

生活保護制度は、突然、病気や障害などに見舞われ、生活
費や医療費に困っている世帯を対象にして必要な生活保障
を行い、同時に一日もはやく自立できるように支援する制度
です。どのような扶助がどの程度受けられるかは、個々の世
帯によって異なりますので、
各区の福祉課にご相談ください。

仕事がなかなか見つからない、
家計のやりくりがうまくいかないなど、
経済的な問題で困っています。
生活を立て直したいのですが。
;生活困窮者自立支援制度
【生活自立・仕事相談センター】

1 下の表へ

《月〜金曜／9時〜17時 各区福祉課内》
（初回相談受付:16時30分まで）

生活困窮者自立支援制度は、生活保護に至る前の生活
困窮者の自立を支援する制度です。支援員が相談を受け、
問題の解決に向けた支援計画を作成します。支援計画に
沿って求職活動の支援、求職活動中の住宅費の補助、家
計管理の支援などを行うほか、関係機関と連携しながら、
生活の再建に向けて継続的に支援していきます。
電話番号

FAX番号

生活自立・仕事相談センター西

¯620-2656 6620-2762

生活自立・仕事相談センター北

¯669-6056 6669-6167

生活上の問題

生活自立・仕事相談センター大宮 ¯646-3065 6646-3165
生活自立・仕事相談センター見沼 ¯681-6058 6681-6162
生活自立・仕事相談センター中央 ¯840-6052 6840-6165
生活自立・仕事相談センター桜

【ワークステーションさいたま】
（JR北浦和駅東口前）
;おしごと相談コーナー（1階）

1 755-9211

【各区の福祉課】

生活自立・仕事相談センター名

就職に役立つ知識や、
情報を得られる機会はありますか

¯856-6261 6856-6272

《月〜金曜／9時00分〜17時00分 ※祝日、年末年始を除く》

;再就職チャレンジコーナー（2階）

1 643-6140

《月〜金曜／9時00分〜19時00分 ※祝日、年末年始を除く》

働く人や働きたい人へ、就職に役立つ知識や各種支援
情報の提供などの支援を「ワークステーションさいたま」
で行っています。

ひとり親家庭ですが就職に関して
不安なので、就職に役立つ資格や
知識を身につけたいのですが
;ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等支給事業
;ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業
;ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業
;ひとり親家庭等就業・自立支援センター事業
【子育て支援政策課
（ひとり親家庭就業・自立支援センター）
】

1 829-1948 6829-1960

ひとり親家庭等の自立の促進を図るため、就職の際に
有利であり、かつ生活の安定に役立つ資格の取得を支援
する高等職業訓練促進給付金等支給事業、主体的な能力
開発の取組みを支援する自立支援教育訓練給付金事業、
より良い条件での就業や転職を目指すために高等学校卒
業程度認定試験の合格を支援する高等学校卒業程度認定
試験合格支援事業を実施しています。また、ひとり親家庭
等就業・自立支援センター事業において、パソコン教室等
を行っています。

生活自立・仕事相談センター浦和 ¯829-6196 6829-6238
生活自立・仕事相談センター南

¯844-7161 6844-7277

生活自立・仕事相談センター緑

¯712-1162 6712-1270

生活自立・仕事相談センター岩槻 ¯790-0191 6790-0265

働いてみたいけど、
何から始めればいいかわからない
【地域若者サポートステーションさいたま】

1 650-3366

《月〜金曜、第2・4土曜日／9 時〜17時 ※祝日、年末年始を除く》

「働いてみたいけど、何から始めればいいか分からな
い」
、
「コミュニケーションに自信が持てない」等の悩み
を抱えた49歳以下の若年者等を対象に、１人ひとりの
課題に合わせた支援計画を作り、セミナーや相談、就業
体験等を通じた、就労・自立への支援を行っています。
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《※年末年始の休日は12/29〜1/3まで》

人権問題
人権を侵害された場合は
どこに相談すればよいのでしょうか
;法務局の常設人権相談
《月〜金曜／8時30分〜17時15分 ※祝日、年末年始を除く》

さいたま地方法務局人権擁護課

高齢者の生活問題
将来、介護が必要になったときのこと
を考えると不安なのですが
;介護保険のサービス
【シニアサポートセンター（地域包括支援センター）】

114ページへ

1859-3507

122ページへ

【各区の高齢介護課】

毎日の生活の中で、これは人権問題ではないかと感じることについて、
Sいたま地方法務局職員又は人権擁護委員が相談に応じます。人権擁護
委員は、法務大臣が委嘱した民間人で、人権侵害が起きないように見守り、
人権を擁護しています。相談は無料で、相談者の秘密は厳守されます。

シニアサポートセンター（地域包括支援センター）では、
高齢者が抱える様々な心配ごとや悩みごとの相談に応じ
ていますので、お住まいの地区を担当するシニアサポー
トセンターにご相談ください。なお、支援や介護が必要

障害のある方の生活問題

であると認定を受けると、介護保険サービスを利用する

障害があり、これからの生活を
考えると不安なのですが

ことができます。サービスの利用を希望する方は、各区
の高齢介護課に認定の申請をしてください。シニアサポ

122ページへ
【障害者生活支援センター】1 下の表へ
【各区の支援課】

ートセンターなどに代行してもらうこともできます。

心身に障害のある方に対して、生活や就労に関する相談・支援を行
うことができるよう、各区に障害者生活支援センターを設置していま
すので、お住まいの区の障害者生活支援センターをご利用ください。

もしや障害者虐待では…という疑いを
もった時はどうすればよいのでしょうか

122ページへ
【障害者生活支援センター】1 下の表へ
【各区の支援課】

障害者に対する虐待を発見した場合や虐待が疑われる場合は、

高齢の親が、出かけて帰れなくなる
ことがあり、心配なのですが
;徘徊高齢者等探索サービス事業

122ページへ

【各区の高齢介護課】

; 徘徊見守り SOS ネットワーク事業
【各区の高齢介護課】
ページへ

122

行方不明となる恐れがある高齢者を介護する家族の方
を対象に、小型端末機をお貸ししています。ご家族のご

てください。Sいたま市では、支援課や障害者生活支援センター

依頼により、高齢者の方が身につけた小型端末機から現

による相談支援など、虐待に対応できる体制を整備しています。

在位置を探索して、お知らせします。

区

障害者生活支援センター名

電話番号

FAX番号

西区

ゆめの園

¯623-1768 6622-8807

北区

みぬま

¯796-5705 6796-5706

北区

ベルベッキオ

¯661-7092 6661-7093

大宮区

みぬま

¯650-6460 6795-4721

大宮区

やどかり

¯795-4720 6795-4721

見沼区

来人（らいと） ¯682-0677 6682-0670

見沼区

やどかり

中央区

来夢（らいむ） ¯859-7231 6852-3276

桜区

さくらとぴあ

¯783-7800 6783-7799

浦和区

むつみ

¯824-3640 6793-6376

浦和区

やどかり

¯793-6373 6793-6376

南区

あみ〜ご

¯866-5098 6866-5128

南区

社協ひまわり

¯710-8105 6864-0570

緑区

むつみ

¯607-1467 6607-1467

岩槻区

ささぼし

¯793-4701 6793-4702

¯682-1101 6687-0517

また、行方の分からない高齢者が発生した場合に市に

生活上の問題

各区の支援課または、障害者生活支援センターに通報・相談し

支援要請をいただくと、市及び協力機関として登録した
介護保険サービス事業者等が行方不明者の情報を共有し、
早期発見に協力します。

;認知症相談
（福）ßいたま市社会福祉協議会 在宅サービス課 大宮サービスセンター

1 782-6839 6782-6840
認知症の高齢者を介護している家族に対し、認知症地

域支援推進員等の専門職が電話相談に応じるとともに、
必要に応じて専門の医師が個別に相談に応じる認知症相
談を行っています。
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; 生活上の問題
住まいの問題
住まいのリフォームに関して
相談したいのですが
【住宅政策課】

1 829-1520 6829-1982
;高齢者の住まいのリフォーム相談
〈身体状況に合わせた居宅改善整備〉

122

【各区の高齢介護課】

ページへ
;障害者の住まいのリフォーム相談
〈障害の程度に合わせた居宅改善整備〉

【各区の支援課】

122ページへ

住宅リフォーム専門相談は、住まい相談プラザ（JR大宮駅
構内）で行っています（1658-3017）。また、高齢者及び障
害者の住まいの改修を補助・助成する制度もあります。補助
等を受けるには改修前に相談・申請が必要となりますので、
詳しくは各区の高齢介護課又は支援課にお問合せください。

新築・住宅（中古住宅、マンション
を含む）購入やリフォーム等に必要
な資金の融資を受けたいのですが
;勤労者支援資金融資（住宅資金）
申請に関すること
【中央労働金庫】
さいたま支店
大宮支店

1 864-0500
1 645-0011

《月〜金曜／9時〜15時※祝日、年末年始を除く》

制度に関すること
【労働政策課】
生活上の問題

1 829-1370 6829-1944

家の近くの中高層建築物の
建築について相談したいのですが
;中高層建築物の紛争防止に関する相談
［西区・北区・大宮区・見沼区・岩槻区］
【北部建設事務所・建築指導課】

1 646-3235 6646-3268

［中央区・桜区・浦和区・南区・緑区］
【南部建設事務所・建築指導課】

1 840-6236 6840-6267

;中高層紛争防止条例の内容に関するお問合せ
【建築総務課】

1 829-1538 6829-1982
中高層建築物の建築にあたっては、事業者は建築確認申請前

に、建築計画のお知らせ標識の設置と、近隣住民への事前説明
を条例により義務づけられています。事業者と住民が十分な話
し合いを行うことが大切ですが、自主的な解決が困難になった
ときは、市長にあっせんや調停を申し出ることができます。

大きな地震の際、ブロック塀が倒れて
しまうのではないか心配です
市で助成制度はありますか
;既存ブロック塀等改善事業
［西区・北区・大宮区・見沼区・岩槻区］
【北部建設事務所・建築指導課】

1 646-3235 6646-3268

［中央区・桜区・浦和区・南区・緑区］
【南部建設事務所・建築指導課】

1 840-6236 6840-6267

新築・住宅（中古住宅、マンションを含む）購入、現に居住して

地震発生時におけるブロック塀等の倒壊による人的被害の防止と避難経

いる住宅の増改築・補修（リフォーム）に必要な資金を、中央労働

路の確保を図るため、道路に面する危険なブロック塀等の除却や建替え工

金庫の窓口を通じて融資します。申込要件や必要書類等の詳細につ

事の費用の一部を助成します。

いては、最寄りの上記金融機関(中央労働金庫)へお問合せください。

※助成を受けるためには、工事の着手前に申請が必要です。また、対象と
なるブロック塀等に関して一定の要件がありますので事前にご確認下さい。

適正に管理されていない
空き家について相談したいのですが
;近隣の空き家に関する相談

122ページへ

【各区のくらし応援室】

;空き家対策事業に関するお問合せ
【環境創造政策課】

1 829-1325 6829-1991
空き家の適正な管理は、所有者や管理者の責務です。
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我が家が大きな地震に耐えられるのか
心配です。市で助成制度はありますか
【建築総務課】

1 829-1539 6829-1982
昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅で、木造戸建住宅

の耐震診断を実施したい方へ無料で耐震診断員を派遣します。その
他、戸建住宅やマンションの耐震診断、耐震補強、建替え等の費用

所有者等により適正に管理されていない空き家の相談や、

の一部を助成します。

空き家に関する事業のお問合せなどは、上記の相談窓口

※各制度を受けるためには、事前申請が必要です。また、対象建築

へご連絡ください。

物などに関して一定の要件がありますので事前にご確認ください。

《※年末年始の休日は12/29〜1/3まで》

住宅用火災警報器について
住宅用火災警報器は住宅のどこに設置
したらよいのでしょうか
住宅用火災警報器は、すべての住宅で設置が義務付け
られています。条例で設置が義務付けられている場所は、
「寝室」及び「寝室がある階の階段」の天井又は壁面で、
火災による煙で感知する「煙式」を設置してください。
※家電量販店やホームセンター、消防設備業者などにお
いて販売されておりますので、国の定める規格に適合し
ていることを証明する「検」マークが表示された製品を
購入の目安としてください。

住宅用火災警報器の点検方法や、
火事でないのに鳴ったら、
どうすればよいのでしょうか
住宅用火災警報器は定期的に（月1回程度）ボタンを押す、
又は引きひもを引いて作動確認をしてください。
火災以外でも煙式の住宅用火災警報器は、くん煙式殺虫
剤などにより警報が鳴る場合があります。ボタンを押した
り引きひもを引くか、室内を換気すると警報が止まります。
また、ピッと短い音が一定の間隔で鳴
る場合は、電池切れや機器異常が考えら
れますので、対処方法を取扱説明書で確

道路照明灯や公衆街路灯が消えてい
て、道路が暗くてこわいのですが
【公衆街路灯コールセンター】

1 0120-111-840

6048-660-3743

「夜、点灯していない」
「昼間なのに点灯している」「点
滅している」などの状態を発見された方は、公衆街路灯
コールセンターに管理番号（灯具の下・灯具の取り付け
バンド付近）等をお知らせください。

犬にかまれてしまった。
どうしたらよいのでしょうか
【動物愛護ふれあいセンター】

1 840-4150 6840-4159
犬にかまれてしまった場合は、

医療機関で治療をお受けくださ
い。また、かまれた状況等を動物
愛護ふれあいセンターへご連絡く
ださい。放浪犬の場合は、捕獲に
行きます。飼い犬の場合は、再発
防止について飼い主へ指導しま

認してください。

す。

; 住宅用火災警報器に関するお問合せ
【消防局 予防課】

スズメバチ等の巣を見つけました。
どうしたらよいのでしょうか

1 833-7509 6833-7529

1 p22 へ

【各区のくらし応援室】

その他生活上の問題
病気やけがをして救急車を呼んだ時、
救急隊に正確な情報を伝えられるか
心配です。
; 緊急時安心キットに関するお問合せ
【消防局 救急課】

1 833-7981 6833-7201
事前に、掛かり付け医療機関や緊急連絡先などの情報

メバチの巣を発見したときは、巣に
近づかないようにしてください。
アシナガバチなどについても刺す危険
性があるので、なるべく巣には近
づかないようにしてください。ハ
チの巣の駆除方法等については、
お住まいの区のくらし応援室ま
でご相談ください。

活用することで正確な情報を把握し、円滑な救急搬送に

ねずみ・衛生害虫等について
相談したいのですが

役立てます。「緊急時安心キット」は 65 歳以上の方や障

【保健所

を「緊急時安心キット」に入れて備えておき、救急隊が

害、難病、持病のある方がいる世帯を対象に無料で配布
しています。
【配布場所】
各区役所（高齢介護課・支援課）
、消防署（出張所含む）

生活上の問題

人に危害を及ぼす危険性の高いスズ

環境薬事課】

1 840-2227 6840-2232
ねずみやダニなど住まいの衛生害虫でお困りの方の相

談を受け付けています（駆除は行っていません）。
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応急手当
119番
あなたはください
通報して

119番
あなたはくださ
て
し
報
通

あなた
持って はAEDを
あなた
もしもし、
き
てくだ
に肩と肩の中心が胸の真上に来るように位置して体重を
さい
持って はAEDを
大丈夫ですか
きてく
ださ

もしもし、
大丈夫ですか

急に人が倒れて、呼びかけても
反応がありません。
どうしたらよいのでしょうか？

かけ、胸が約5cm沈む程度の強さで、1分間に100回〜
120回のテンポで連続して圧迫します。

人が突然倒れて反応が無い場合、まずは119番通報

（5）気道の確保と人工呼吸（人工呼吸の技術を身につけており、
行う意思がある場合にのみ）

をしてください。しかし、救急車が到着するまで手をこま

片手を傷病者の額に置き、も

ねいて見ているだけでは、助かる命も助かりません。そ

う一方の手の人差し指と中指の

こで、救急車が到着するまでの間、そばに居合わせた人

２本をあごの先にあてて、頭を

による救命処置が必要になります。救命処置は、以下の

後ろにのけぞらせ、あごの先を

手順で行います。

持ち上げます（気道確保）
。

気道の確保

気道を確保したまま額に置い

（1）反応の確認

た手の親指と人差し指で鼻をつ
救急課（応急手当に関する

1833-7921

倒れている人の肩をやさしく叩きながら、大きな声で

まみ、大きく口を開けて約１秒

「わかりますか？わかりますか？わかりますか？」と呼びか

かけて胸が上がるのが見てわか

けて、反応があるかないかを確認します。

る程度の量の息を吹き込みま

人工呼吸

す。これを２回繰り返します。

（6）心肺蘇生

「わかりますか？わかり
ますか？わかりますか？」

胸骨圧迫30回と人工呼吸2回の組み合わせを絶え間な
く続けます。
119番
あなたはください
通報して

（7）AEDが到着したら

（2）協力者を求める

あなた
持って はAEDを
きてく
ださい

もしもし、
大丈夫ですか

反応がないときは大きな声で「人が倒れています。誰

か来てください！」と助けを求めます。人が来たら「あ
なた、119番通報してください」
、
「あなた、A EDを持って
きてください」と頼みます。

（3）呼吸の確認
傷病者の頭側の高い位置
から、胸とお腹の動き（上

1・2・3・4・5・6
普段どおりの
呼吸なし

ジの指示に従って操作します。

応急手当の講習を受けたいのですが？
しております。本市における代表的な講習の内容は以
下のとおりです。
'普通救命講習 I（3時間）／成人に対する心肺蘇生法を

中心としたAED取扱いを含めた講習
（応急手当に関すること）
救急課

1833-7921

III（3時間）／小児・乳児に対する心肺蘇
'普通救命講習
（応急手当に関すること）

を見ます。10秒以上かけず、

救急課

普段どおりの呼吸の有無を確認します。6秒間声を出し
て数えましょう。胸とお腹が動いていなければ、呼吸が
止まっていると判断（心停止とみなします）します。

生法を中心としたAED取扱いを含めた講習
1833-7921

'上級救命講習（8時間）／普通救命講習の内容に傷病者
管理法、外傷の手当、搬送法を加えた講習
'フリープラン講習（3時間未満）／心肺蘇生法のほか、

（4）胸骨圧迫

受講者の希望に沿って行う3時間に満たない講習

普段どおりの呼吸をしていなけれ
応急手当
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けると電源が入るものもあります）
。その後は音声メッセー

応急手当講習は、消防局や各消防署・出張所で受付

がったり、下がったりする）

普通救命講習、上級救命講習を修了しますと、修了証

ば、胸骨圧迫を開始します。手のひ

を交付いたします。お問合せ・お申込みは、救急課

らの付け根部分を胸の真ん中にあ
て、両手を重ねます。ひじを曲げず

傷病者の頭の近くに置いて、電源を入れます（フタを開

（1048-833-7921、
及び各消防署・出張所 へ。
6048-833-7201）
胸骨圧迫

応急手当を実施したために
症状が悪化してしまった場合、
責任を負わされるのでしょうか？
日本では、応急手当について直接定めた法律はありま
せんが、市民の方が善意で実施した応急手当について、
故意又は重大な過失がない限り、その責任を法的に問わ

熱中症になってしまったら
どうすればいいのでしょうか？
炎天下で運動をしたときだけでなく、暑い室内や車内
に長時間いたときも熱中症になります。以下のように手
当してください。
（1）風通しのよい日陰や冷房が効いている室内など、涼

れることはないと考えられています。実際、現在まで応

しいところに移動させる。

急手当を行ったことによって法的責任を問われた事例

（2）衣服を脱がせて、体を冷やす。

はありませんので、勇気を持って応急手当を実施してく

（3）意識があれば、水分・塩分を補給する。

ださい。

※汗をかかなくなり皮膚が乾いた状態のときは、体温が上

AEDとは、どんなものですか？
AED（自動体外式除細動器）
とは、心臓がけいれんして
血液を流すポンプ機能を失った状態（心室細動）
になった

がり、体温の調節ができなくなっているため、危険です。
また、意識障害（呼びかけに対して反応や会話がおか
しいなど）
・けいれん・運動障害（普段どおりに歩けな
いなど）がある時も、ただちに119番通報してください。

心臓に対して、電気ショックを与えて、けいれんを取り
除くための医療機器です。操作方
法を音声指示してくれるため簡単
に使用することができ、電気ショ
ックが必要な方にのみ電気を流す
仕組みになっているので安心して
使用できます。
※AEDの取扱いは必ず心肺蘇生と
組み合わせて実施してください。

AEDがどんな施設に設置して
あるかわからないのですが？
さいたま市内で本市が設置したAEDは、
消防署（出張所）
や各市立の学校、その他に区役所・公民館・図書館・博物
館など多くの市民の方が利用する施設に設置してありま

やけど（熱傷）をしてしまった。
手当をする上での注意を教えて？
やけどをしたら、以下の点に注意して、速やかに手当を
してください。
'衣服を脱がさずすぐに水道水などの清潔な流水で十分
に冷やす。

す。その他の施設としては、駅や店舗等にも設置され始め

'広範囲にやけどをし

ていますが、AEDが設置してある場所には、下記のような

た場合は、体全体が

AEDの設置表示がありますのでご確認ください。

冷えてしまう可能性
があるため、長時
間冷却しない。
'水ぶくれは、傷
口を保護する
役割があるの

AED 設置表示マーク

また、県内の AED 設置場所を携帯電話やパソコンで検
索することもできます。

た、破けてしまっても、薬などを塗らない。
'高齢者や小さな子どもは、小さなやけどでも命に関わ
ることがあるため注意する。

【WEB検索】
検索 埼玉県

で、破かない。ま

AED

'火事などで煙を吸ったときは、気道もやけどしている可
能性があるので、救急車で病院へ行く。
応急手当
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安心安全ハンドブック

電話番号一覧

本冊子に掲載されている
電話番号を記載しています。

本冊子の情報は令和3年9月1日現在のもので、法律・制度・組織などの変更により内容が変わることがあります。

犯罪・迷惑行為

■ 110番通報… ………………………………… 1110
■各警察署
浦和警察署… ………………………… 1825-0110
浦和東警察署…………………………… 1712-0110
浦和西警察署…………………………… 1854-0110
大宮警察署… ………………………… 1650-0110
大宮東警察署…………………………… 1682-0110
大宮西警察署…………………………… 1625-0110
■岩槻警察署… ………………………… 1757-0110
■けいさつ総合相談センター……… 1#9110,822-9110
■犯罪被害者支援室………………… 10120-381858
■性犯罪相談ダイヤル(ハートさん)… 1#8103,0120-83-8103
■犯罪被害者等相談専用ダイヤル………… 1829-1213
■危機管理課… ………………………… 1829-1125
■産業廃棄物指導課（Sいたま市不法投棄110番）… 10120-5374-31
■北部都市・公園管理事務所管理課… …… 1646-3178
■南部都市・公園管理事務所管理課… …… 1840-6178
■Sいたま市DV相談センター… ………… 1762-3880
■男女共同参画相談室… ………………… 1711-6650
■浦和区役所内 女性の相談室…………… 1829-6129
■中央区役所内 女性の相談室…………… 1840-6132
■岩槻区役所内 女性の相談室…………… 1790-0158
■消費者ホットライン（全国共通番号）
…………… 1188
■消費生活総合センター… ……………… 1645-3421
■浦和消費生活センター… ……………… 1871-0164
■岩槻消費生活センター… ……………… 1749-6191

事故

■ 119番通報… ………………………………… 1119
■消防局指令課……………………… 1833-1422,9877
■火災照会電話…………… 10180-994-993（自動音声案内）
■大宮区役所 くらし応援室… …………… 1646-3026
■埼玉県 交通事故相談所… …………… 1830-2963
■（公財）日弁連交通事故相談センター 埼玉相談所…… 1710-5666
■西武バス株式会社大宮営業所…………… 1663-3311
■国際興業株式会社Sいたま東営業所… … 1812-1577
■国際興業株式会社西浦和営業所………… 1865-2250
■東武バスウエスト株式会社大宮営業事務所… 1665-2681
■東武バスウエスト株式会社岩槻営業所…
1798-1143
■第三交通株式会社……………………… 1757-3838
■指扇交通株式会社……………………… 1624-5001
■東京電力エナジーパートナー埼玉カスタマーセンター… 10120-995-442
■東京ガス（株）
………………………… 10570-002299
103-6735-8899（IP電話・海外からの利用）
■東彩ガス（株）
… 10120-78-1031（固定電話・PHSからの利用）
10570-08-1031（携帯電話からの利用）
■水道局電話受付センター… …………… 1665-3220
■水道局電話受付センター（漏水修繕受付）… 10120-189-240
■北部建設事務所 下水道管理課………… 1646-3250
■南部建設事務所 下水道管理課………… 1840-6250

電話番号一覧
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子どもの安全
■子ども急患電話相談… …………………
■子どもの精神保健相談室… ……………
■北教育相談室……………………………
■堀崎教育相談室…………………………
■あいぱれっと教育相談室… ……………

1825-5252
1762-8538
1661-0050
1688-1414
1711-5433

■岸町教育相談室………………………… 1838-8686
■美園教育相談室………………………… 1711-7215
■岩槻教育相談室………………………… 1790-0227
■ 24時間子どもSOS窓口…………… 10120-0-78310
■特別支援教育相談センターひまわり… … 1623-5879
■特別支援教育相談センターさくら草… … 1810-5030
■子育て応援ダイヤル… ………………… 1829-1943
■子育て不安電話相談… ………………… 1881-0922
■子育て支援政策課……………………… 1829-1948
■北部児童相談所………………………… 1711-3917
■南部児童相談所………………………… 1711-2489
■ 24時間虐待通告電話…………………… 1711-6824
■児童相談所全国共通ダイヤル…………………… 1189
■児童いじめ相談………………………… 1762-7926

自然災害
■防災課… ………………………………

1829-1127

環境問題
■環境対策課… ………………… 1829-1330〜1332
■産業廃棄物指導課……………………… 1829-1607

食の問題
■保健所 食品衛生課… …………………
■食肉衛生検査所…………………………
■水道局電話受付センター… ……………
■水質管理課… …………………………

1840-2226
1851-4100
1665-3220
1668-7172

健康問題
■医療安全相談窓口……………………… 1840-2244
■保健所 疾病予防対策課………………… 1840-2204
■埼玉県救急電話相談… ………… 1#7119,824-4199
■こころの電話…………………………… 1762-8554
■保健所 精神保健課………………… 1840-2223,2234
■こころの健康センター… ……………… 1762-8548
■埼玉県精神科救急情報センター………… 1723-8699
■ひきこもり相談センター… …………… 1762-8534

生活上の問題
■労働政策課… ………………………… 1829-1370
■ワークステーションSいたま1階（おしごと相談コーナー）…… 1755-9211
■ワークステーションSいたま2階（再就職チャレンジコーナー）…… 1643-6140
■子育て支援政策課……………………… 1829-1948
■地域若者サポートステーションSいたま…… 1650-3366
■Sいたま地方法務局人権擁護課………… 1859-3507
■（福）Sいたま市社会福祉協議会在宅サービス課大宮サービスセンター…1782-6839
■住宅政策課… ………………………… 1829-1520
■建築総務課… …………………… 1829-1538,1539
■北部建設事務所・建築指導課…………… 1646-3235
■南部建設事務所・建築指導課…………… 1840-6236
■環境創造政策課………………………… 1829-1325
■消防局 予防課… ……………………… 1833-7509
■消防局 救急課… ……………………… 1833-7981
■動物愛護ふれあいセンター……………… 1840-4150
■保健所 環境薬事課… ………………… 1840-2227
■中央労働金庫 Sいたま支店…………… 1864-0500
大宮支店… …………… 1645-0011

各区担当窓口
連絡先一覧

本冊子に掲載されている
各課の電話番号を
記載しています。

区

くらし応援室

民

生

活

部

総 務

北 部 ・ 南 部 市 税 事 務 所

課

個人課税課

西

区

北

区

¯669-6026
6669-6162

北 区

¯669-6013
6669-6160

北

区

¯646-3104
6646-3164

大宮区

¯646-3026
6646-3162

大宮区

¯646-3012
6646-3160

大宮区

¯646-3102
6646-3164

見沼区

¯681-6026
6681-6162

見沼区

¯681-6013
6681-6160

見沼区

¯646-3103
6646-3164

中央区

¯840-6026
6840-6162

中央区

¯840-6013
6840-6160

中央区

¯829-1387
6829-6236

桜

区

¯856-6136
6856-6273

桜 区

¯856-6123
6856-6270

桜

区

¯829-1389
6829-6236

浦和区

¯829-6049
6829-6231

浦和区

¯829-6015
6829-6233

浦和区

¯829-1386
6829-6236

南

¯844-7136
6844-7270

南 区

¯844-7123
6844-7270

南

¯829-1389
6829-6236

区

¯712-1137
6712-1272

緑 区

¯712-1123
6712-1270

緑

区

¯829-1387
6829-6236

岩槻区

¯790-0128
6790-0262

岩槻区

¯790-0115
6790-0260

岩槻区

¯646-3104
6646-3164

¯646-3120
6646-3164

高齢介護課

保険年金課

保健センター

緑

区

西 区

¯620-2613
6620-2760

西

区

¯646-3103
6646-3164

資産課税課

¯620-2626
6620-2762

健
福 祉

課

支 援

課

康

福

祉

区

¯646-3119
6646-3164

¯646-3120
6646-3164

¯829-1572
6829-1916

¯829-1573
6829-1916

部

区

¯620-2653
6620-2762

¯620-2661
6620-2766

¯620-2667
6620-2762

¯620-2673
6620-2768

¯620-2700
6620-2769

北

区

¯669-6053
6669-6167

¯669-6061
6669-6166

¯669-6067
6669-6167

¯669-6073
6669-6167

¯669-6100
6669-6169

大宮区

¯646-3053
6646-3165

¯646-3061
6646-3166

¯646-3067
6646-3165

¯646-3073
6646-3168

¯646-3100
6646-3169

見沼区

¯681-6053
6681-6162

¯681-6061
6681-6166

¯681-6067
6681-6160

¯681-6073
6681-6168

¯681-6100
6681-6169

中央区

¯840-6053
6840-6165

¯840-6061
6840-6166

¯840-6067
6840-6167

¯840-6073
6840-6168

¯840-6111
6840-6115

桜

区

¯856-6163
6856-6272

¯856-6171
6856-6276

¯856-6177
6856-6271

¯856-6183
6856-6278

¯856-6200
6856-6279

浦和区

¯829-6121
6829-6238

¯829-6139
6829-6239

¯829-6152
6829-6238

¯829-6162
6829-6234

¯824-3971
6825-7405

南

区

¯844-7163
6844-7277

¯844-7171
6844-7276

¯844-7177
6844-7277

¯844-7183
6844-7278

¯844-7200
6844-7279

緑

区

¯712-1163
6712-1270

¯712-1171
6712-1276

¯712-1177
6712-1270

¯712-1183
6712-1271

¯712-1200
6712-1279

岩槻区

¯790-0155
6790-0265

¯790-0162
6790-0266

¯790-0168
6790-0267

¯790-0174
6790-0268

¯790-0222
6790-0259

電話番号一覧

西

22

年中無休

8時〜21時まで

s市役所・区役所の業務時間を教えてください。
s住所変更の手続きについて教えてください。
s市のイベントについて教えてください。
市ホームページの
「さいたまコールセンター」の専用フォームから
https://callcenter.city.saitama.jp/saicall.html

s戸籍抄本の取得方法について教えてください。
s婚姻届の際に必要なものを教えてください。
sペットの火葬について教えてください。
お気軽にお問い合わせください。

緊急でない場合の警察相談窓口
1110 ‘ sss
‘‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘
警察署 121ページへ
s火災・救急など 1119
s救急医療機関の情報 1824-4199（埼玉県救急医療情報センター）
s児童虐待の相談・通告 1711-6824（24時間虐待通告電話）
s漏水を発見したとき 10120-189-240（水道局電話受付センター）

s犯罪・事故など

さいたま市役所
西区役所

〒330-9588

北区役所

〒 331-8587
西区西大宮 3-4-2

〒 331-8586
北区宮原町 1-852-1

桜区役所

浦和区役所

1622-1111
6620-2760

〒 338-8586
桜区道場 4-3-1

1858-1111
6856-6270

1653-1111
6669-6160

〒 330-9586
浦和区常盤 6-4-4

1825-1111
6829-6233

浦和区常盤 6 - 4 - 4

大宮区役所

〒 330-8501
大宮区吉敷町 1-124-1

1657-0111
6646-3160
南区役所

〒 336-8586
南区別所 7-20-1

1838-1111
6844-7270

1829-1111（代表）
見沼区役所

中央区役所

〒 337-8586
見沼区堀崎町 12-36

〒 338-8686
中央区下落合 5-7-10

緑区役所

岩槻区役所

1687-1111
6681-6160

〒 336-8587
緑区大字中尾 975-1

1874-1111
6712-1270

1856-1111
6840-6160

〒 339-8585
岩槻区本町 3-2-5

1790-0111
6790-0260

※上記市役所及び区役所の電話番号はさいたまコールセンターにつながります。
令和3年12月改訂

発行／さいたま市役所
〒330-9588

危機管理課
さいたま市浦和区常盤6 - 4 - 4

¯829-1125

この「さいたま市安心安全ハンドブック」は、833部作成し、1部あたりの印刷経費は60円（概算）です。

