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● 今月の主な内容 ● ２面：新型コロナウイルスワクチン接種・新庁舎建設工事について／４面：令和２年度会計別決算

人口…92,338人（−137人）　　　男…47,929人（−59人）　　　女…44,409人（−78人）
世帯…44,548世帯（−45世帯）　令和3年（2021年）8月1日現在市の人口と世帯数

広報やしおに掲載したイベントなどについては、中止・変更になる場合があります。詳しくは、市ホームページをご覧ください。

　台風などにより、災害発生の危険性が高まった時に、市は警戒レ
ベルとともに避難情報を発表します。避難情報が発表された場合は、
速やかに避難を開始しましょう。
　また、「避難」とは「難」を「避」けることであり、避難所に行
くことだけが避難ではありません。自宅で安全確保が可能な方は、
「自宅で避難」や「家族や親戚、知人宅への避難」も選択肢となり
ます。 物危機管理防災課☎奮３３９

　自宅などで避難すると、３密を避けられるため、感染リスク
の軽減が図れます。また、避難所に避難する場合に比べ、プラ
イバシーが保たれストレスが少ない避難方法です。

自宅で避難が可能であるかの確認方法

洪水地震ハザードマップで確認
①自宅の場所を探す。
　　↓
②浸水深を確認する。
　　↓
③下表から自宅で避難が可能であるかを確認する。

　浸水深が３メートル未満の場合で、自宅が２階以上または集
合住宅の２階以上に住んでいる場合は、自宅での避難が可能
です。浸水深が３メートル以上の場合で、自宅の３階または集
合住宅の３階以上に避難できない場合は、家族や親戚、知人
の家または避難所に避難してください。

　自宅の２階以上に避難が難しい場合には、家族や親戚、
知人の家も避難先の選択肢となり
ますので、平時より連絡を取り
合い避難の相談をしましょう。

●避難するときは
□健康状態（体温、体調）の確認をしましょう
□�最低３日分（自宅での避難時はできれば７日分）の生
活必需品（食料や飲料水など）とマスク、手指消毒
剤などの感染防止用品を持参しましょう

　洪水地震ハザードマップ、避難をする際の持ち物、指定
避難所など詳しくは、市ホームページをご覧ください。

警戒レベル４までに
必ず避難→避難方法は？

自宅で避難（垂直避難） 家族や親戚、知人の家に避難

避難所に避難

（２面につづく）

平屋にお住まいの方 集合住宅の１階にお住まいの方

表　浸水深と家屋浸水の状況
浸水深

※�洪水地震ハザードマップ
と同じ色で示しています

家屋浸水の状況

5メートル以上
10メートル未満 ２階屋根以上が浸水

３メートル以上
5メートル未満 一般的な家屋の２階が水没

0.5メートル以上
３メートル未満 一般的な家屋の1階が水没

0.5メートル未満 1階の床下が浸水

「緊急事態宣言」発令中
物新型コロナウイルス対策課☎奮２４６

・マスクを正しく使いましょう
・こまめに手洗い・手指消毒をしましょう
・ゼロ密を目指しましょう

※1　�市町村が災害の状況を確
実に把握できるものでは
ないなどの理由から、警戒
レベル5は必ず発令される
情報ではありません。

※２　�警戒レベル３は、高齢者等
以外の人も必要に応じ、避
難のための準備をし、危険
を感じたら自主的に避難
するタイミングです。

警戒レベルと避難情報
警戒レベル 避難情報

５ 緊急安全確保※１

＜警戒レベル４までに必ず避難！＞

４ 避難指示

３ 高齢者等避難※２

２ 大雨・洪水・高潮注意報

１ 早期注意情報
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八潮市役所　☎048-996-2111 腹日時・期間　 複場所　 覆対象　 淵内容　 弗持ち物　 払定員　 沸費用　 仏申し込み　 物問い合わせ

No.850 令和３年（２0２１年）9月１0日

●接種状況（８月２５日時点）
通知発送数　約８１，０００人（１６歳以上の方）
１回目接種済の方　約４０，４００人
２回目接種済の方　約２７，７００人
●妊婦への優先接種
　若い世代の感染が拡大し、妊婦の感染リスクが高まっていること
や妊娠後期に新型コロナウイルスに感染すると重症化しやすいこと
などから、妊婦とその同居人に対し、ワクチンの優先接種を行います。
覆母子健康手帳を保有し、かかりつけ医へワクチン接種についての
相談が済んでいる妊婦およびその同居人
仏窓口または電話で保健センターへ
●キャンセル待ち制度
　今年度中に１６歳以上となる方を対象に、キャンセル待ちの申請を
受け付けています。原則として集団接種会場で、接種を行います。
申請方法など詳しくは、市ホームページをご覧ください。
●１２歳から１５歳までの方のワクチン接種
　接種券を８月２７日に発送しました（１０月以降に１２歳となる方の接
種券は、誕生月の前月に順次送付）。予約受付開始日時は、９月２１日
㈫午前１０時です。
※�今年度中に１２歳の誕生日を迎える方は、誕生日の３日前から予約
サイトにログインし、予約することができます。ワクチンは、１２

歳の誕生日の前日から接種することが可能です。
※�きめ細やかな対応が必要なため、かかりつけ医や小児科医院など
の医療機関での個別接種が推奨されています。
●転入された方のワクチン接種券
　６月２３日以降に八潮市に転入された方でワクチン接種を希望され
る方は、接種券を新たに発行する必要があります。
　接種を希望される方で、申請が済んでいない方は、申請書（保健
センター、市民課、駅前出張所または市ホームページで入手）に前
住所地で発行された接種券を添えて保健センターに郵送するか直接
窓口へお持ちください。
●埼玉県が設置しているワクチン接種センター
　県民健康福祉村（越谷市）、浦和合同庁舎（さいたま市）、川越市
南公民館（ウェスタ川越内）（川越市）、熊谷文化創造館さくらめい
と（熊谷市）の４カ所に設置し、集団接種を行っています。予約方
法など詳しくは、県または市ホームページをご覧ください。

　接種状況および転入された方のワクチン接種券などについてお知らせします。 物保健センター☎９９５－３３８１

新型コロナウイルスワクチン接種新型コロナウイルスワクチン接種

　市では、災害時の安否確認や避難誘導などの支援を迅速かつ
円滑に行うため、災害時に自力で避難ができず、支援を必要と
する方を対象に避難行動要支援者名簿への登録を受け付けてい
ます。
※�名簿は、市の関係部署や関係機関などの支援者に提供し、災
害時の安否確認や避難支援などに役立てます。

物社会福祉課☎奮３１６

要支援者情報の登録方法  
　八潮市避難行動要支援者避難支援個別計画書兼登録申請書（社会福祉
課、長寿介護課、障がい福祉課、市内公共施設または市ホームページで
入手）に必要事項を記入し、窓口または郵送で社会福祉課へ
登録する皆さんへのお願い��
▼日頃から地域の方と、どのような支援が必要か話し合ってください。
▼�防災訓練などに積極的に参加し、避難経路や危険箇所、避難所などを
確認してください。

▼日常生活で必要となる物をすぐに持ち出せるように準備してください。
▼町会・自治会に加入していない方は、積極的に加入してください。

仮設駐車場の利用開始に関するお知らせ
◯利用期間　９月２１日㈫～令和７年６月ごろ
※現在の市役所駐車場は、９月２１日以降も利用できますが、１０月３日
㈰午後５時に閉鎖しますのでご注意ください。

※�仮設駐車場は、市役所駐車場となりますので、八潮メセナをご利
用の際は、八潮メセナ駐車場をご利用ください。

図　仮設駐車場・駐輪場など

埼玉県内の庁舎初「Ｚ
ゼ ブ

ＥＢ R
レ デ ィ

eady」の認証を取得！
　新庁舎が環境にやさしく災害にも強い建物
として、国の定める建築物省エネルギー性能
表示制度で５段階評価の最高ランクを獲得し、
埼玉県内の庁舎として初のＺＥＢ�Readyの認証
を取得しました。これにより補助金が交付さ
れ、市の財政負担軽減が図られます。

新庁舎整備に関するお知らせ
◯新庁舎建設工事契約の締結
　建築工事・南側外構工事　５５億６，３８０万円
　電気設備工事　　　　　　　９億８，４５０万円
　機械設備工事　　　　　　１１億６，４９０万円　計  ７７億１，３２０万円　※
※�契約金額には、旧消防庁舎の杭の引き抜きなどを行う南側外構工事も含ま
れているため、設計額と落札率を用いて、庁舎建物本体部分の工事費を試
算すると７４億９，５００万円（平米単価４９万８千円）になります。

◯今後の予定
　令和３年１０月４日～　　　新庁舎建設工事着工
　令和５年１０月ごろ　　　　竣工
　令和６年１月　　　　　　　新庁舎オープン

（１面からのつづき）

避難行動要支援者の登録

新庁舎建設工事について
１０月４日から新庁舎建設工事が始まりますので、仮設駐車場の利用などについてお知らせします。

物新庁舎建設工事に関すること＝アセットマネジメント推進課☎奮８４５、駐車場の管理に関すること＝財政課☎奮２３２

新庁舎建設工事範囲仮設駐車場
(一般車１２９台)

八潮メセナ

中央公園

出口

市役所出入口

駐輪場

入口

歩行者通路

出入口

障がい者用等
多目的駐車場３台

駐
※外構撤去
　工事完了
　後に利用
　できます

輪場

新型コロナウイルス感染症で自宅療養をしている方への支援
　新型コロナウイルス感染症により自宅療養をされている方に、災
害用備蓄品を活用し、３日分程度の非常食をご自宅にお届けします。
仏電話で、新型コロナウイルス対策課（☎９５１－５４８５（直通）、
受付＝平日の午前８時３０分～午後５時１５分）へ

認証プレート

⼀次エネルギー消費量基準 適合

外⽪基準 適合 BPI=0.66

⼋潮市新庁舎（庁舎棟）
2021年8⽉25⽇交付

国⼟交通省告⽰に基づく第三者認証
（⼀般財団法⼈さいたま住宅検査センター）
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　　　　　　認知症は、誰にでも起こりうる脳の病気によるもので
す。アルツハイマー病やレビー小体型認知症、脳卒中な

どさまざまな原因で、脳の細胞の働きが悪くなり、記憶力や判断力
に障がいが起こり、日常生活に支障が出ている状態が６カ月以上続
くことを言います。
早期診断・治療が大切
　正常圧水頭症や慢性硬膜下血腫などの脳の病気、甲状腺ホルモン
の異常などの内科的な病気、不適切な薬の使用により認知症の症状
が出ることがあり、早めに治療することで回復する場合があります。
特にアルツハイマー病は、早期であるほど薬で進行を遅らせること
ができ、健康的な生活を長く維持することができます。

市が行う事業
●認知症安心ガイドを配布
　認知症について理解し、認知症になってもいつまでも住み慣れた
地域で暮らせるように、利用できるサービスや相談先などをまとめ
た「認知症安心ガイド」を作成しました。市ホームページに掲載し
ているほか、長寿介護課、地域包括支援センターで配布しています。

認知症 ●認知症検診
腹１１月３０日㈫まで
複指定の医療機関（市ホームページなどをご覧ください）
覆市内に在住の６０歳（昭和３６年４月２日～昭和３７年４月１日生まれの方）
または、６５歳以上の方（昭和３２年４月１日以前に生まれた方）
淵医療機関に備え付けてある「脳の健康度チェック票」に記入し、
医師の診察を受ける（無料）
弗健康保険証、お薬手帳
●認知症サポーター養成講座
　「認知症サポーター」は、認知症について正しく理解し、偏見を持
たず、認知症の方や家族を温かく見守り、安心して暮らせる地域を
作っていくための応援者です。「生涯学習まちづくり出前講座」に
おいて無料で受講できます。
覆市内在住、在勤、在学の５人以上の方
●オレンジカフェ（認知症カフェ）
　認知症の方やご家族、地域の方や専門職の方などが、参加・交流
できる“集いの場”です。詳しくは、地域包括支援センターへお問い
合わせください。

９月９月はは世界世界アルツハイマーアルツハイマー月間月間 ～認知症は正しい理解と、～認知症は正しい理解と、
早期発見・早期治療が大切です～早期発見・早期治療が大切です～

　アルツハイマー病は認知症の原因疾患のおよそ半分を占める病気です。世界アルツハイマー月間とは、病気の本人や家族がよりよく生活
できる施策の充実を目指して活動を行っている国際アルツハイマー協会が提唱しました。
　また、９月２１日はアルツハイマーデーと制定されており、世界各国でさまざまな啓発活動が行われています。 物長寿介護課☎奮４４８

【犬を飼う際のマナーについて】
―犬のフン害防止―
　犬の散歩における飼い主のマナーについて、苦情が寄せられてい
ます。散歩時にフン尿を処理することは大切なマナーです。フンは
持ち帰り、おしっこは水で流すなどの処理をしましょう。
―散歩時の注意―
　犬の散歩は、事故などを避けるため、人や車通りの少ないルート
を選びましょう。また、引き縄を外す、必要以上に長くすると、犬
が苦手な人を不安にさせるほか、犬の突然の行動を制御できず、ト
ラブルの原因となるためやめましょう。

　動物の愛護と適正な飼い方についての理解と関心を深めるため『動物愛護週間』が設けられています。
　近隣とのトラブルを避けるため、動物を飼う前にその習性を良く調べ、最期まで責任を持って面倒を見ましょう。

物環境リサイクル課☎奮２３５

９月２０日から２６日は『動物愛護週間』　～動物は愛情と責任をもって飼いましょう～

９月１０日は『下水道の日』９月１０日は『下水道の日』　下水道のことを考えてみましょう下水道のことを考えてみましょう
　下水道の役割、正しい使い方などについて、お知らせします。 物下水道課☎奮４２２

下水道の役割
○美しい自然を守る
　汚した水をそのまま川や海へ流すと、豊かな美しい自然や都市の
環境は破壊され、水利用にも大きな支障が生じます。「自然から得
たきれいな水は、ふたたび、もとの状態にして自然にかえす」こと
が、私たちの負っている義務です。そして、下水道は、そのために
欠かせない施設なのです。
○住みよい環境をつくる
　下水道の整備により、家庭や工場からの汚水を速やかに排除し、
悪臭やハエ・蚊の発生しにくい、衛生的で住みよい街になります。

下水道を正しく使いましょう
　下水道はゴミ箱ではありません。流してはいけないもの(右表)が
あります。ルールを守って正しく使いましょう。

表 下水道へ流してはいけないもの

【さくらねこＴＮＲ活動について】
　ＴＮＲ活動とは、捕獲（Ｔｒａｐ）し、不妊手術（Ｎｅｕｔｅｒ）を行い、
さくら型に耳をカットして元の場所に戻す（Ｒｅｔｕｒｎ）という、猫
によるトラブル削減を目的とした地域住民のための活動です。市で
は、（公財）どうぶつ基金の「さくらねこ無料不妊手術事業」に参
加し、市内のＮＰＯ団体と協力しながら、野良猫に不妊手術をする
取り組みを進めています。
―ＴＮＲ活動によるエサやりについて―
　ＴＮＲ活動のために猫を１カ所に集め、エサやりをしますが、その
後フンなどを回収します。
※「かわいそうだから」といった理由でエサやりをしたり、ＴＮＲ
活動と名乗っているが、フンなどの後始末をしない方がいます。地
域住民の迷惑になるため、そのような行為はやめましょう。

　ルールなどを守ることでトラブルを避けることが
できますので、マナーやしつけを身につけましょう。

❶水に溶けないもの
ティッシュ、紙おむつ、
生理用品、布類、シート
類、ガム、ゴム製品、タ
バコの吸いがらなど
は、詰まりの原因とな
ります。

❸髪の毛、野菜くず、ゴミ
排水管や下水道管が詰
まったり、下水処理場
の機能を低下させま
す。

❹ガソリン、灯油、シンナー、石
油、アルコール類などの鉱物油類

排水管や下水道管の中
で揮発性のガスが発生
し、爆発を起こす原因
となります。

❷てんぷら油やサラダ油の廃油
排水溝に流すタイプの
食用油処理剤を使用し
ても環境へ与える油の
影響は軽減されません。

排水管や下水道管内で石けんと油が
化合して固まり、詰まりの原因となり
ます。

××

××

××

××
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No.850 令和３年（２0２１年）9月１0日

　令和３年第３回八潮市議会定例会で、令和２年度一般会計および特別会計、上水
道事業会計、公共下水道事業会計の決算が承認されましたので、お知らせします。

●一般会計および特別会計  
　令和２年度においては、「第５次八潮市総合計画」の「共生・協働」
と「安全・安心」のまちづくりを基本理念とし、『住みやすさナン
バー１のまち　八潮』を実現するとともに、『先端「健康」都市やし
お』を目指し、予算を有効かつ効率的に執行しました。
　令和２年度一般会計および特別会計の決算は、表１のとおりです。
　一般会計の歳入は、４２６億７，６３３万８，１９２円で、収入率は９５．８パーセ
ントです（対前年度３３．０パーセント増）。
　歳出は、４０５億８，６５２万５，３６１円で執行率は９１．１パーセントです（対
前年度３２．１パーセント増）。

令和２年度
物一般・特別会計＝会計課☎奮２０１、上水道事業会計＝経営課☎奮４１８、公共下水道事業会計＝下水道課☎奮３４５

●上水道事業会計  
　令和２年度上水道事業会計の決算は、表２のとおりです。収益的収
入は、２１億７，９０７万８，９３３円（対前年度０．７パーセント増）で、主に水
道料金収入です。収益的支出は、１７億９，５５５万６，４２０円（対前年度１．４
パーセント減）で、内訳は、県から水を購入した費用や家庭に水道
水を届けるために必要な水道施設の維持管理費などです。資本的収
入は、４億８，２４９万８，８８８円（対前年度１９．１パーセント減）で、新しく
家庭に水道を引く際に納めていただいた分担金などです。資本的支
出は、１１億５，１０５万７３９円（対前年度１．７パーセント減）で、内訳は、
新しい配水管の埋設や水道施設の設備更新費などです。
表２　上水道事業会計決算額� (単位：円）

区　　分 予　算　額 決　算　額
収 益 的 収 入 ２，１４１，１１１，０００ ２，１７９，０７８，９３３ 
収 益 的 支 出 １，９７１，２２０，０００ １，７９５，５５６，４２０ 
資 本 的 収 入 ５７３，７３９，０００ ４８２，４９８，８８８ 
資 本 的 支 出 １，４２２，７６６，０００ １，１５１，０５０，７３９ 

●公共下水道事業会計  
　本市の公共下水道事業は、令和２年４月から地方公営企業法の一部

（財務規定）を適用する公営企業会計へ移行しました。
　令和２年度公共下水道事業会計の決算は、表３のとおりです。収益
的収入は、２７億４，６４６万７，３４３円で、主に下水道使用料による料金収
入です。収益的支出は、２５億５，４０２万７，０１５円で、各家庭などからの
排水を処理するための負担金を含む下水道施設の維持管理費などで
す。資本的収入は、２５億６，３５７万５，５５８円で、下水道施設の新設など
の財源となる、国庫補助金や企業債などです。資本的支出は、
３０億９，６２６万３，０６１円で、下水道施設の新設や改築・更新費などです。
表３　公共下水道事業会計決算額� （単位：円）

区　　分 予　算　額 決　算　額
収 益 的 収 入 ２，７６８，９８０，０００ ２，７４６，４６７，３４３ 
収 益 的 支 出 ２，６２３，９０６，０００ ２，５５４，０２７，０１５ 
資 本 的 収 入 ３，７４４，９４６，０００ ２，５６３，５７５，５５８ 
資 本 的 支 出 ４，３３０，６６３，０００ ３，０９６，２６３，０６１ 

表１　一般会計および特別会計決算額� （単位：円）

区　分 予算現額 収　入　済　額
支　出　済　額

一 般 ４４，５５８，２８８，０００ ４２，６７６，３３８，１９２ 
４０，５８６，５２５，３６１ 

国 民 健 康 保 険 ８，７１６，０７５，０００ ８，３７２，３９０，４７５ 
８，０３３，４９８，２０８ 

稲 荷 伊 草 第 二
土 地 区 画 整 理 事 業 ２７６，０７９，０００ ２７０，０４６，３０４ 

１７１，９９５，５４０ 
鶴 ヶ 曽 根・ 二 丁 目
土 地 区 画 整 理 事 業 ２２５，１９５，０００ １９６，８４８，５０１ 

９５，３９９，２７５ 
大 瀬 古 新 田
土 地 区 画 整 理 事 業 ７０７，１９２，０００ ６１８，４６０，４５６ 

４５７，０３６，０３６ 
西 袋 上 馬 場
土 地 区 画 整 理 事 業 ９９２，３５５，０００ ８０７，５２０，９８７ 

７０９，４４１，７５７ 
八潮南部東一体型特定
土 地 区 画 整 理 事 業 １，５９８，３２４，０００ １，２１８，５７８，２３３ 

１，００４，７２２，５６７ 

介 護 保 険 ６，３７３，９２３，０００ ５，８２９，２４６，９３４ 
５，２８３，５６４，８４９ 

後 期 高 齢 者 医 療 １，０５１，７１３，０００ １，０２８，８３８，６９３ 
９９０，６６７，９５６ 

〈主な事業〉
教育文化・コミュニティ～学びとつながりを大切にするまち～
・  ６月１９日、やしお生涯楽習館で、やしお市民大学２学年による自主

研究発表会を開催
・ ６月２５日および７月２日、学校給食納入事業者および市内小中学校

を対象とした、外部機関による学校給食衛生検査を実施
健康福祉・子育て～誰もがいきいきと暮らせるまち～
・ ６月１８日、八潮メセナ・アネックスで、介護予防事業として「口

腔に関する介護予防講演会」を開催
・ ７月１３日から、「夏のスポーツ教室」として、大人向けの「ピラテ

ィス教室」のほか、４教室を開催
産業経済・観光～地域の特性を活かしたにぎわいと活力のあるまち～
・ ６月１９日、八潮メセナで、市制施行５０周年記念事業「ダイヤモン

ドアフタヌーンコンサート」を開催
都市基盤・環境～快適でやすらぎと潤いのあるまち～
・ ６月２９日、本市を含む関係市区において、つくばエクスプレスの

東京駅延伸および１編成８両化の早期実現などについて、要望活動
を実施

・ ７月８日、国土交通省関東地方整備局長に対し、（仮称）外環八潮
スマートインターチェンジの整備促進に関する要望活動を実施
新公共経営～協働で経営する自主・自律のまち～
・ ７月７日、県道草加流山線の八潮八条交差点付近をスタートし、八

条橋を渡り、三郷市をゴールとした約１．３キロメートルのコース
で、東京２０２０オリンピック聖火リレーを実施

・ ６月末、新庁舎建設工事実施設計業務が終了し、完成イメージ模
型およびパースを公開

令和２年度決算に基づく健全化判断比率等

物企画経営課☎奮８８５

　令和３年第３回市議会定例会が７月２０日から８月１１日まで開催され、
市長が開会初日に前定例会以降の市政の執行状況の概要について報
告しました（一部抜粋。全文については、市ホームページに記載）。

　「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」による、市の健全
化判断比率等の算定結果をお知らせします。
　市の比率はいずれも、法令で定められている早期健全化基準（財
政再生基準）、経営健全化基準を下回っており、健全な財政を維持
しています。
○健全化判断比率

比率名 説　　明
八潮市 国の基準

令和２年度
数値

早期健全化
基準　※１

財政再生
基準　※２

実質赤字
比率

一般会計などの赤字の大きさを
表します 赤字なし １２．５７% ２０．００%

連結実質
赤字比率

市全体の赤字の大きさを表しま
す 赤字なし １７．５７% ３０．００%

実質公債費
比率

借入金など、その年の返済額の大
きさを表します ５．０% ２５．０% ３５．０%

将来負担
比率

借入金の残高など、今後支払わなけれ
ばならない負債の大きさを表します ２６．８% ３５０．０%

※１　健全化判断比率のいずれかの比率が、基準以上の場合、財政健全化計画の策定が義務付
けられ、自主的な改善努力による財政健全化が求められます。
※２　健全化判断比率のうち、将来負担比率を除いたいずれかの比率が基準以上の場合、財政
再生計画の策定が義務付けられ、国などの関与による確実な再生が求められます。

○資金不足比率
区　　分 八潮市 国の基準

令和２年度 経営健全化基準　※３
上水道事業

資金不足なし ２０．０%

公共下水道事業
稲荷伊草第二土地区画整理事業
鶴ヶ曽根・二丁目土地区画整理事業
大瀬古新田土地区画整理事業
西袋上馬場土地区画整理事業
南部東一体型特定土地区画整理事業

※３　資金不足比率が、経営健全化基準以上の公営企業には、経営健全化計画の策定が義務付
けられます。

※健全化判断比率と資金不足比率について、詳しくは市ホームペー
ジをご覧ください。

会計別決算

市政の執行状況

物財政課☎奮４７７
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第３０回埼葛人権を考えるつどい
～出会い ふれあい 思いやり～

人 権 そ れ は 愛

　人権の２１世紀といわれる中で、埼葛市町の地域における人権
問題に取り組むさまざまな団体が主体となり、行政とともに同
和問題をはじめとしたあらゆる人権問題の早期解決に向けて、
地域間の交流を通じて、地域住民の人権意識の高揚と正しい理
解を図ることを目的に開催されます。この事業は「人権尊重社
会をめざす県民運動」事業として実施するものです。
　今年も、埼葛１２市町の全児童・生徒が参加し、人権に思いを
寄せたメッセージを形にした「１０万人メッセージ」や「１０万羽
の折鶴」を会場内に展示します。平成２３年度から毎年作成して
いる「１０万羽の折鶴」は、今年度で１，１３５，４５３羽になります。

屋外広告物の適正な屋外広告物の適正な
管理に努めましょう管理に努めましょう

　国では、全国的に９月１日から１０日を「屋外広告物適正化旬間」
として、屋外広告物の適正化に向けた普及啓発や、違反広告物
に対する国民や企業の意識啓発などを行っています。
　屋外広告物は、街のにぎわいなどに繋がる一方で、さびて落
下するなど通行人に危害を及ぼす恐れがありますので、定期的
に点検し適正に管理しましょう。
　店舗などの道路際にのぼり旗を掲出すると、風などで歩道や
道路へ越境し、歩行者や自転車が引っかかってけがをしたり、
見通しが悪くなることで思わぬ事故につながるので十分に気を
付けましょう。
　また、電柱などに貼られた新築住宅な
どへ案内するはり紙などは違反広告物で
す。市では定期的に撤去していますが、
市民ボランティア団体（現在７団体が登録）
でも実施しています。活動にご協力いた
だける方は都市計画課へご連絡ください。

物都市計画課☎奮３４６

腹１０月７日㈭　午前９時～午後４時（受付＝午前８時３０分～）
複春日部市民文化会館
淵▼大ホール＝春日部親善大使あえかと児童による合唱、ピア
ノ演奏、手話ダンス、ウクレレ演奏、獅子舞、オカリナ演奏、
高校生による合唱、生徒による箏

そう

曲
きょく

合奏、マーチング▼藤ス
テージ＝市民団体によるダンス、津軽三味線、スコップ三味線
など▼展示など＝福祉施設、特別支援学校、埼葛１２市町の人権
に関する展示、高校生の書道作品、竹明かりの設置、ミニトレ
インの運行▼販売＝福祉施設などの物品販売

物人権・男女共同参画課☎奮８１１、社会教育課☎奮３６５

案内案内
会議の開催

●第３回八潮市市民活動推進委
員会の傍聴
腹９月２２日㈬　午後２時～
複やしお生涯楽習館多目的ホー
ル
淵市民活動支援センターの設置
についてなど
払１０人（当日先着順）
物市民協働推進課☎奮３２８
●第２回八潮市社会教育審議会
の傍聴
腹１０月１日㈮　午後３時～５時（受
付＝午後２時３０分～３時）
複八條公民館会議室１
淵令和３年度社会教育事業進捗
状況（中間報告）についてなど
払５人（当日先着順）
物社会教育課☎奮３６５

●第２回八潮市高齢者保健福祉
推進審議会の傍聴
腹１０月７日㈭　午後１時３０分～３
時３０分
複八潮メセナ会議室
淵指定地域密着型サービス事業
所の指定更新、第７期八潮市高
齢者保健福祉計画・介護保険事
業計画の令和２年度事業報告（第
１章、第２章）について
払１０人（申込順）
仏９月１４日から１０月６日までに、
電話で長寿介護課（☎奮４４７）へ

防災行政無線を用いた
全国一斉情報伝達試験
放送

　国からの地震や武力攻撃など
の緊急情報を伝達する全国瞬時
警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）と、
市の防災行政無線の連動を確認
するため、試験放送を行います。
腹１０月６日㈬　午前１１時ごろ
淵▼防災行政無線チャイム▼こ

れは、Ｊアラートのテストです（３
回）▼こちらは、防災やしおで
す▼防災行政無線チャイム
※災害や天候などにより、試験
放送を中止する場合があります。
物危機管理防災課☎奮３０５

長寿祝金の給付
　多年にわたり社会に貢献され
た高齢者を敬愛し、長寿祝金を
給付します。
覆９月１５日（基準日）現在、市内に
住民登録されている方で、令和
３年４月１日から令和４年３月３１日ま
でに、満８０・８８・１００歳に達する方
仏対象者には、給付通知書を９
月１５日以降に送付しますので、
必要事項を記入のうえ、９月下
旬までに返信してください。
物長寿介護課☎奮４４７

令和3年社会生活基本調査
　総務省統計局では、県を通じ
て、１０月２０日現在の社会生活基
本調査を実施します。
　この調査では、国民の生活時
間の使い方やさまざまな活動状
況を調べ、社会や暮らしのため
の基礎資料として活用します。
調査をお願いする世帯には、１０
月上旬から中旬にかけて調査員
が伺いますので、回答をお願い
します。パソコンやスマートフ
ォンを使って簡単にインターネ

ットで回答することが可能です。
物企画経営課☎奮２３３

老人福祉センターすえ
ひろ荘お風呂利用の一
時中止
　東埼玉資源環境組合第二工場
ごみ処理施設の定期点検などに
より、お湯を沸かす蒸気供給が
停止となるため、お風呂の利用
を一時中止します。
腹９月１３日㈪～２１日㈫、２７日㈪
※施設は開館しています。
物すえひろ荘☎９３６－９１８１

浄化槽補助制度
覆市内の市街化調整区域に自ら
居住している既存専用住宅で、
単独浄化槽またはくみ取り便槽
を合併浄化槽に転換する方（法
人は対象外）※令和４年３月１日
までに工事を完了するもの
※建築物の新築、別棟の増築お
よび改築で確認申請を要する場
合は交付対象外
補助限度額および定数
▼５人槽＝４６０，０００円（５基）▼７
人槽＝５５３，０００円（４基）▼１０人
槽＝６９８，０００円（１基）※申請基
数が上限に達し次第終了
※そのほかの浄化槽の種類など、
詳しくは、市ホームページをご
覧ください。
物環境リサイクル課☎奮２３５

ＨＯＴＨＯＴ
市役所の電話

996-2111
FAX

995-7367

０１２０‒８４０‒２２５
防災行政無線で放送した内容が聞き取
れなかった場合、再度聞き直せます（定
時放送を除く）。通話料は無料です。

防災行政無線
テレホンサービス

コーナーコーナー

おしらせおしらせ

　広報やしおに掲載した、市が主催するイベントなどについて
は、新型コロナウイルス感染の防止対策を講じたうえで開催し
ます。なお、中止・変更になる場合もありますので、詳しくは、
市ホームページをご覧ください。



広報（6）

八潮市役所　☎048-996-2111 腹日時・期間　 複場所　 覆対象　 淵内容　 弗持ち物　 払定員　 沸費用　 仏申し込み　 物問い合わせ

No.850 令和３年（２0２１年）9月１0日

フレイルチェック測定会フレイルチェック測定会

　高齢者を対象に、健康状態の確認、筋肉量などの測定および
フレイル予防についての講座を実施します。

日時 場所 申し込み

① １０月２６日㈫
午後２時～４時

八潮メセナ・
アネックス

仏９月１５日～１０月２５日
南部地域包括支援センター
埼玉回生病院（☎９９９－
７７１７）へ

② １１月３０日㈫
午後２時～４時 八條公民館

仏９月１５日～１１月２９日
北部地域包括支援センター
やしお寿苑（☎９３０－５１２３）
へ

③ １２月２８日㈫
午後２時～４時 ゆまにて

仏９月１５日～１２月２７日
東部地域包括支援センター
やしお苑（☎９９８－８８９５）へ

④ 令和４年１月２５日㈫午後２時～４時 八潮メセナ
仏９月１５日～令和４年１月２４日
西部地域包括支援センター
ケアセンター八潮（☎９９４
－５５６２）へ

物長寿介護課☎奮４４９

－①～④共通－
受付＝午後１時４０分～
覆市内在住の６５歳以上の方
弗筆記用具、飲み物、室内用運動靴（①④は不要）、動きやす
い服装（裾をひざ下まであげられるズボンなどを着用）
払各２０人（申込順）　※当日参加は不可

令和３年度コミュニティ助成事業令和３年度コミュニティ助成事業
　八潮市小作田町会では、（一財）自治総合センターが宝くじ
の収入を財源に交付している助成金を受けて、公民館の複合機
やエアコンなどの備品を購入しました。
　なお、購入した備品は、町会のコミュニティ活動事業で使用
します。

物市民協働推進課☎奮４６５

▲宝くじ「クーちゃん」
マーク

おしらせ コーナーおしらせＨＯＴコーナー
第１回入学準備金貸し
付け（無利子）

覆次のすべてを満たす方
▼市内に住民登録があり、引き
続き１年以上在住している方▼
高校・専修学校・大学に入学す
ることが確実な方の保護者で、
入学費用の支払いが困難な方※
連帯保証人要１人（住所・所得
要件などあり）
貸付限度額　高校・専修学校＝
１５万円、大学＝２５万円
受付期間　９月２７日㈪～１０月１５
日㈮※合格発表前でも申請でき
ます。
返済方法　入学後６カ月据え置
き、修学期間終了までに返済
※そのほか、高校・専修学校・
大学に入学することが確実また
は在学中の方（本人）・市内小
中学校の児童生徒の保護者（入
学する児童生徒を含む）が借り
ることができる教育資金（無利
子）の貸し付けもあります。
物教育総務課☎奮３６１

特別児童扶養手当
覆精神または身体に一定の障が
いのある２０歳未満の子どもを育
てている方のうち、主として生
計を維持する方
手当額　１級（重度の障がい）
＝月額１人につき５２，５００円、２級
（中度の障がい）＝月額１人につ
き３４，９７０円

※物価の変動に応じて手当額が
変更になる場合があります。
※子どもが児童福祉施設などに
入所している場合や、申請する
方や同居している方の所得によ
っては、手当が受けられないこ
とがあります。
物障がい福祉課☎奮４２８

多子世帯向け住宅取得
補助金
覆多子世帯（１８歳未満の子が３人
以上または２人〈条件付き〉の
世帯）
補助金額　最大４０万円
払１４０件（申込順）
仏令和４年３月１５日まで※予算件
数に達し次第終了
●住宅供給公社補助金
覆上記の補助金に該当する方
補助金額　最大１０万円
払９０件（申込順）
　対象など、詳しくは、県ホー
ムページ（https://www.pref.
saitama.lg.jp/a１１０７/tashi/
reiwa３tashi.html）をご覧く
ださい。
物県住宅課☎０４８－８３０－５５６３

ハロウィンジャンボ宝
くじ発売
　収益金は、市町村の明るい街
づくりや環境対策などのために
使われます。購入を希望される
方は、埼玉県内の宝くじ売り場
でご購入ください。

発売期間　９月２２日㈬～１０月２２
日㈮
抽せん日　１０月２９日㈮
物（公財）埼玉県市町村振興協
会☎０４８－８２２－５００４

食品の営業届出
　食品衛生法が改正され「営業
届出制度」が創設されました。
野菜や果物の販売、弁当の販売
などを行う場合は、１１月３０日ま
でに管轄の保健所に「営業届出」
を提出する必要があります。
　食品衛生申請等システム（ht
tps：／／ifas.mhlw.gｏ.jp／faspt
e／page／lｏgiｎ.jsp）で届け出
ることもできます。
物県食品安全課☎０４８－８３０－
３６０８

ＡＥＤの設置
　市内全小中学校の校門付近な
どに、２４時間３６５日使用できる
よう、ＡＥＤを設置しました。
学校施設を利用される方や各小
中学校周辺にお住まいの方は、
万一に備え、ＡＥＤの設置場所
を事前にご確認ください。
　各学校の設置場所は、草加八
潮消防組合ホームページ
（https://sｏka-yashiｏ１１９.jp/）
をご覧ください。
物草加八潮消防局警防課☎９２４
－０９６７

全国一斉　子どものた
めの養育費相談会

腹９月２５日㈯　午前１０時～午後４
時
電話番号　錆０１２０－５６７－３０１
淵司法書士による、電話相談会
※秘密は厳守します。
沸無料
物埼玉青年司法書士協議会・石
山☎０４８－４８６－９４７３

募集募集
八潮市防災会議委員
任期　委嘱の日から２年間
覆令和３年９月１日現在、市内に１
年以上在住している２０歳以上の
方で、平日の昼間に開催する会
議（２年で４回程度開催予定）に
出席できる方※市議会議員、市
職員（常勤）、公募による本市
の附属機関の委員を除く
淵八潮市地域防災計画の見直し
に関する会議
払２人（書類審査により選考）
報酬　市の規定により支給
仏９月２４日（必着）までに、住所、
氏名、生年月日、性別、電話番
号、「応募の動機」（４００字程度）
を記載した文書（様式自由）を
窓口または郵送で危機管理防災
課（☎奮３３９）へ

八潮市特別職報酬等
審議会委員
任期　委嘱の日から審議終了ま
で（２カ月程度）
覆令和３年９月１日現在、市内に１
年以上在住している２０歳以上の
方で、平日の昼間に開催する会
議に出席できる方※市議会議員、
市職員（常勤）、公募による本
市の附属機関の委員を除く
淵議員報酬の額並びに特別職の
給料に関する審議
払１人（書類審査により選考）
報酬　市の規定により支給
仏９月２４日（必着）までに、Ａ４
用紙に住所、氏名、生年月日、
性別、電話番号、小論文「特別
職の給料及び議員の報酬につい
て」（４００字程度）を記載した文
書を窓口または郵送で総務人事
課（☎奮２６９）へ


