シニアが活躍できる事業
№

担当課・担当

専門家ボランティア

仕事などを通じて培った経験やスキルを活かしたボラ 「専門家登録シート」に必要事
ンティアの登録制度で、活動に悩みを抱えるＮＰＯ 項を記入の上提出
や市民団体等とのマッチングを県が行っている。

通年

共助社会づくり課
担い手支援担当
048-830-2828

埼玉子供支援ネット

子供たちとボランティア団体の方々を繋いで世代間
交流を進める。

通年

青少年課
健全育成支援担当
048-830-2357

http://www.pref.saitama.lg.jp/a
0307/siennet/index.html

通年
※ただし委嘱は
年に二回

国際課
多文化共生・ＮＧＯ担当
048-830-2717

https://www.pref.saitama.lg.jp/
a0306/tabunkakyousei/annnaivo
l.html

通年

国際課
多文化共生・ＮＧＯ担当
048-830-2714

https://www.pref.saitama.lg.jp/
a0306/tabunkakyousei/annnaivo
l.html

1

2

主な活動内容

参加資格・条件

ボランティア団体として登録

多文化共生キーパーソ ・県や市町村などからの行政情報等を外国人住民 市町村からの推薦を受けた者
へ伝達すること
ン
・外国人住民に対し地域の生活情報やルールなどを
伝達すること
・外国人住民の生活相談に応じること
・外国人住民からの行政に対する意見・要望などを
県や市町村などに伝えること
・災害時における緊急情報の伝達及び外国人住民
の安否確認に協力すること
・その他、多文化共生の地域づくりに寄与すること

3

外国人案内ボランティ ・本県を訪れる外国人観光客に対する案内すること ・原則16歳以上
・在住外国人の支援や交流など多文化共生を推進 ・指定する一定の研修を受講
4 ア
すること

5

6

7

備考（URL等）

募集時期
（期間）

名称

連絡先☎
http://kyojo.saitamakennpo.net/specialist/index.html

防犯・交通安全シル
バーリーダー

交通安全を中心に、防犯・悪質商法などについて幅 埼玉県老人クラブ連合会又は市
広く指導を行うためのボランティア制度で、交通安全 町村老人クラブ連合会等からの
などに理解と熱意を持つ高齢者を「シルバーリーダー」 推薦
として県が登録している。

通年

防犯・交通安全課
安全教育・指導担当
048-830-2960

https://www.pref.saitama.lg.jp/
a0311/demaekouza/silverleader.
html

交通安全まなび隊

交通安全に関する啓発を行うボランティア制度で、 推薦書又は登録申込書の提出
県内各地からの交通安全教室等への派遣申請に
対し、県のマッチングにより、それぞれの特技を活かし
た交通安全教育を行う。

通年

防犯・交通安全課
安全教育・指導担当
048-830-2960

https://www.pref.saitama.lg.jp/
a0311/demaekouza/manabitai.h
tml

地域ごとの欠員が
ある場合

防犯・交通安全課
安全教育・指導担当
048-830-2960

https://www.pref.saitama.lg.jp/
a0311/jitensya/jitensyajyourei.h
tml#sidouin

自転車安全利用指導 自転車条例に基づくボランティア制度で、知事からの 市長村長又は警察署長からの
委嘱により、地域等において、地域住民等の自転 推薦
員
車の安全な利用に関する理解を深める活動を行う。

№

名称
防犯サポーター

8

東京2020オリンピック・
パラリンピック競技大会
「埼玉県の都市ボラン
9 ティア」

主な活動内容

参加資格・条件

県が貸与するＬＥＤライト付きウエストバッグを装着 県内在住、１８歳以上、週に
してランニングやウオーキング、犬の散歩等を行い、運 １回以上活動、「ポケットブックま
動しながら地域の見守り活動を行っていただく。
いたま」のダウンロード、３か月に
１回の活動報告
・競技会場や観光地までの道案内
・大会期間中に開催するイベントの運営サポート
・パンフレットの配布や埼玉県内の魅力ＰＲ
・活動エリア周辺の環境美化、障害のある方のサ
ポート

10

環境アドバイザー
11

ださること
・埼玉県民であること
・単身世帯でないこと
・食事の提供が可能なこと
・ゲストの宿泊用に１部屋提供
が可能なこと
・Eメールでの連絡が可能であるこ
と等

地域住民等が主催する環境に関する講演会や研 書類審査・面接審査
修会等に、環境の専門的知識を有する方を講師と （資格要件等は募集時の募集
して派遣する。
要項による）

環境教育アシスタント 学校やこどもエコクラブにおける環境教育の現場に、 書類審査・面接審査
環境の知識を有する方を指導者として派遣する。
12

担当課・担当

通年

防犯・交通安全課
防犯・犯罪被害者支援担
当
048-830-2940

備考（URL等）

連絡先☎
http://www.pref.saitama.lg.jp/a
0311/bouhansupporter/index.ht
ml

①2002(平成14)年4月1日以 平成30年8月16 オリンピック・パラリンピック課 https://www.pref.saitama.lg.jp/
oly前生まれの方
日(木)から9月
ボランティア担当
para/hospitality/volunteer/index.
②日本国籍を有する又は日本に 30日(日)まで
048-830-2872
html
居住する資格を有する方
③日本語による簡単な会話(意 募集は終了しまし
思疎通)ができる方
た。
④電子メールやホームページを閲
覧できる方

「埼玉県版ホームステ ・埼玉県では、東京2020オリンピック・パラリンピック ホストファミリーになっていただくた
イ（仮称）」受入ホス 競技大会に出場する海外選手の家族や大会関係 めの主な条件
者をゲストとしてお迎えする「埼玉県版ホームステイ ・家族全員でゲストを歓迎してく
トファミリー
（仮称）」を実施します。
・ゲストを受け入れ、一緒に選手を応援したり、県内
の見どころを紹介するなどを通じて、交流を深めてい
ただくホストファミリーを募集します。

募集時期
（期間）

（資格要件等は募集時の募集
要項による）

平成30年８月 オリンピック・パラリンピック課 http://www.pref.saitama.lg.jp/ol
y-para/hospitality/hostfamily17日（金）から
キャンプ・宿泊担当
application.html
11月30日
048-830-2874
（金）まで（必
着）

2年に１回

2年に1回

環境政策課
企画・環境影響評価等担
当
048-830-3019
環境政策課
企画・環境影響評価等担
当
048-830-3019

https://www.pref.saitama.lg.jp/
a0501/kankyoadviser.html

https://www.pref.saitama.lg.jp/
a0501/kankyoassistant.html

№

名称

主な活動内容

埼玉県地球温暖化防 「地球温暖化対策の推進に関する法律」第37条第
1項に基づき、地球温暖化防止の取組を進める者と
止活動推進員
して知事が委嘱。
地球温暖化の現状や対策の重要性について住民の
理解を深め、温暖化対策の活動を進める住民に対
して情報提供や協力をするなど、地域における地球
温暖化対策活動を無償で行う。
13

川の国アドバイザー
14

【応募要件】
(1) 県内に在住し、心身とも
に健康で、地域での活動を行え
ること。
(2) 地球温暖化防止活動に
対して熱意と識見を有し、県内
において温暖化対策の普及啓発
活動を自主的に行えること。
(3) 委嘱時に満１８歳以上
（ただし、高校生を除く。）であ
ること。
(4) 年２回、活動の実績を
報告できること。

1.効率的な河川浄化活動の指導
県の行う「川の国埼玉検定」で
2.河川浄化団体の運営に関する相談
上級合格
3.地域で行う環境学習の講師や生き物調査、水質
調査の指導など

募集時期
（期間）

担当課・担当
連絡先☎

通年

水環境課
浄化槽・川の国応援団担
当
048-830-3088
みどり自然課
自然ふれあい担当
048-824-2111
（内線 3155）

民生委員・児童委員 民生委員法に基づき厚生労働大臣から委嘱された 人格見識高く、広く社会の実情 通年（委嘱は年

社会福祉課
総務・社会福祉担当
048-830-3221

でき、自然や公園利用施設の状
況等、特定の公園の実情に詳し
い者。日本山岳会認定の山岳
指導員等、自然公園利用に伴
う事故防止に見識がある者等。

非常勤の地方公務員として、高齢者や障害者等の
安否確認や見守り、子供たちへの声掛けなどを行
う。医療や介護等の相談に応じるとともに、必要な
支援が受けられるよう行政等へのつなぎ役となる。

備考（URL等）

https://www.pref.saitama.lg.jp/
・２年の任期ごと
温暖化対策課
a0502/suishinin.html
に募集
総務・エコライフ推進担当
・次回の募集は
048-830-3033
H31年10月頃に
平成32年4月～
平成34年3月任
期の募集を予定
している

埼玉県自然公園指導 自然公園利用者への助言・指導や自然公園利用 県内在住の２５歳以上７０歳 契約更新時（２
者への自然解説等を行う。
未満で実際に指導員として活動
年間）
員
15

16

参加資格・条件

に通じ、社会福祉の推進に熱意 ４回、市町村民
のある人など民生委員法に規定 生委員推薦会の
された要件を満たす人が、市町
推薦が必要）
村に設置された民生委員推薦
会によって県知事に推薦され、知
事は設置された県社会福祉審
議会に意見を聴いた後に厚生労
働大臣に推薦、厚生労働大臣
が委嘱する。

http://www.pref.saitama.lg.jp/a
0505/kawaado-ouen.html

https://www.pref.saitama.lg.jp/
a0602/minseiiin/minnseiiin.html

№

名称
学習支援ボランティア

主な活動内容
①中高生向けの学習教室で、経済的な課題を抱
える世帯の中高生の学習支援を行う。

参加資格・条件
事業受託事業者において面接を
実施し、ボランティア登録を行った
上で参加(要履歴書提出)

募集時期
（期間）

担当課・担当

通年

社会福祉課
医療保護・生活困窮者支
援担当
048-830-3271

②小学生向けのジュニア・アスポート教室で、経済的
な課題を抱える世帯の小学生の学習支援、食事作
り、遊び相手、送迎等を行う。

17

備考（URL等）

連絡先☎
http://www.pref.saitama.lg.jp/a
0001/news/page/2018/072401.html
http://www.pref.saitama.lg.jp/a
0002/room-seisaku/seisaku032.html
http://www.kodomoshiennetasuport.com/

健康長寿サポーター
18

19

「健康長寿サポーター」として、自ら健康づくりを実践 お住まいの市町村や県の健康づ
するとともに、健康に役立つ情報をご家族や友人など くりイベントや研修会の中で実施
周りの方に広めていただく。
する「健康長寿サポーター養成
講習」を修了した方

彩の国動物愛護推進 犬や猫などの動物の愛護や正しい飼い方について県 ・埼玉県内に在住しており満２
民の理解を深めるため、ボランティアとして積極的・自 ０歳以上であること
員

埼玉県匠人財バンク

主的に活動を行っていただくことを目的として委嘱す
るものである。

・作文及び応募申請書を提出
後、面接を経て委嘱する

県内の中小企業等従業員に対し、教育訓練を実
施する。

技能士（特級、１級）、職業
訓練指導員免許保持者等

通年

健康長寿課
健康長寿担当
048-830-3578

https://www.pref.saitama.lg.jp/
a0704/kenkochoju/kenkochojus
upporter.html

毎年9月～11月

生活衛生課
総務・動物指導担当
048-830-3612

https://www.pref.saitama.lg.jp/
a0706/doubutu/aigosuishininkou
bo2.html

通年

産業人材育成課
総務・職業訓練推進担当
048-830-4598

https://www.pref.saitama.lg.jp/
b0804/documents/takumi.html

通年

総務担当
048-536-9900

http://www.pref.saitama.lg.jp/j
unkoc/saiyo/other/volunteer.html

通年
（一部募集期間
が限られているも
のがある）

総務・職員担当
048-722-1111

http://www.pref.saitama.lg.jp/s
aitama-cc/saiyo/volunteer.html

20

外来受診患者の受診手続き案内・車椅子乗降時 ボランティア保険に各自加入
病院ボランティア
（循環器・呼吸器病 の介助等
21
センター）

病院ボランティア
（がんセンター）
22

各種ボランティア（※）が円滑な活動を行えるよう、 特になし
各種ボランティアへの受け入れ、研修会、交流会等
を実施する。
※外来ボランティア（患者及び患者家族に対する
病院内の案内等）、緩和ケアボランティア（緩和ケ
ア病棟でのお茶サービスや傾聴等）音楽ボランティア
（院内コンサート）など

№

名称

主な活動内容

参加資格・条件

募集時期
（期間）

担当課・担当
連絡先☎

外来エリアでの患者案内や植栽の手入れなど、院内 感染症に関する抗体価検査にお
不定期
病院ボランティア
事務局
のよりよい環境づくりのため様々な活動を行っている。
いて問題がないと認められる者
（人員不足の都
（小児医療センター）
ボランティアコーディネーター
度、期間を設けて
23
048-601-2200
募集する）

https://www.pref.saitama.lg.jp/
scmc/center/volunteer1.html#byoui
n

・下水道に興味・関心があり、普
埼玉県下水道サポー 下水道普及啓発事業のサポートスタッフ
（荒川・下水道フェスタ（荒川水循環センター）、 及啓発活動に意欲的であること
ター

通年

下水道管理課
企画・調整担当
鈴木・大友
048-824-2111
（内線 5445）

問合せ・申込先:埼玉県下水道公社
（048-838-8585）
http://www.saitamaswg.or.jp/supporter.html

多文化共生推進員

通年

高校教育指導課
教育課程担当
048-830-6771

https://www.pref.saitama.lg.jp/f
2208/30nihongo-tabunkaboshu.html

（ふれあいホタル祭り（古利根川水循環センター） ・18歳以上であること
などのイベント、水循環センター施設見学、移動下 ・営利、宗教、政治、その他要
水道教室、その他普及啓発活動等）
綱に定めるサポーター活動以外
の活動を目的としないこと
・原則として、電子メール（携帯
メールを含む）による連絡が可能
であること

24

25

備考（URL等）

日本語指導が必要な帰国・外国人生徒等に対して 日本語指導に関する資格、知
日本語指導や教育相談等の支援を行う。
識、経験を有する者

