淵資料館の運営および資料保存など

市の附属機関の委員を除く

※市議会議員、市職員、公募による

費など１万円）※所得に応じ減額（上

沸月額６万５０００円（ほかに共益

払１戸（申込順）

ーターあり、バリアフリー

※冷暖房完備、広い談話室、エレベ

保健センター運営委員会委員

に関する事項の調査・審査（年２回

４月１日～令和４年３月 日

予定）

任期

覆令和２年２月１日現在、市内に１

（２年間）

限３万円）あり
日（必着）までに、申込書

払２人（書類選考あり）
仏２月

紙（資料館または市ホームページで
不動産（〒

を添えて、窓口または郵送で㈱小山

（㈱小山不動産で入手）に必要書類

入手）を窓口または郵送で資料館（☎

日（必着）までに、応募用

市の規定により支給

る市の附属機関の委員を除く

仏２月

報酬

年以上居住している満 歳以上の女
性で、平日昼間の会議に出席できる

淵保健センター業務に関する事項を

方※市議会議員、市職員、公募によ

調査審議し、意見を述べる
谷

―

）へ

３―５―３※水曜日、第１・３火曜
日を除く）へ
※なお、募集定員に達しない場合は、
引き続き募集します。
物市営住宅課☎焚３２６

物 問い合わせ

仏 申し込み

募集
八潮市子ども・子育て
支援審議会委員
（２年間）

払３人（書類選考あり）

第 回記念埼玉県美術
展覧会の作品
日㈫～６月 日㈬（月曜日
時～午後５時 分

―００５３草加市旭町

覆令和２年３月１日現在、市内に１

報酬

４月１日～令和４年３月 日

年以上居住していて、子育て経験の

仏３月６日（必着）までに、住所・

任期

あるまたは子ども・子育て支援施策

氏名・生年月日・電話番号・応募動

・６６６６、〒 ―０８３１南後

に関心のある方で、平日昼間の会議

機（様式自由）を記入のうえ、窓口、 腹５月
休館） 午前

日 ㈰、

業者＝５月７日㈭・９日㈯・ 日㈰
時～午後４時 分（７日は

物企画経営課☎焚227
メールアドレスm-kikaku@city.yashio.lg.jp

市の規定により支給

に出席できる方※市議会議員、市職

郵送、ファクスまたは電子メールで
搬入

―０８１５八潮８― ―１、鯖
午前

日本画・洋画・書のみ受付で、午後
１時から）
複県立近代美術館

本市のまち・ひと・しごとの創生の実現に向けた目標や施策の基本的方向
を示すとともに、第５次八潮市総合計画に定めた「令和７（2025）年度の将来
目標人口10万人」の達成に向けた取り組みを示した「八潮市まち・ひと・し
ごと創生総合戦略」を改定するにあたり、意見を募集します。

沸 費用

払 定員

弗 持ち物

３４０

①八潮市まち・ひと・しごと創生総合戦略の改定（案）

Facebook、Twitter
でも同時配信中

空メール画面
になるので何
か一文字入れ
て送信してく
ださい。

市ホームページまたは
左の2次元コードから
アクセス

2次元コード

動画の視聴方法

物秘書広報課☎焚４２３

物秘書広報課☎焚４２３

員、公募による市の附属機関の委員
を除く
保健センター（☎ ・３３８１、〒

kenko

個人＝５月８日㈮～

淵八潮市子ども・子育て支援事業計
画の点検・評価など
・３３８３、メールアドレス

物納税課☎焚３３０

淵 内容

市の規定により支給

）へ
zoshin@city.yashio.lg.jp

八潮市立資料館協議会委員

と明記（メールの場合は件名に）し、住所、氏名を記入のうえ、窓口、郵送、ファク

焚２３３）窓口へ

「八潮市防犯カメラの設置及び運用に関する規則の一部改正（案）に対する意見」

払３人（応募多数の場合、選考）

日（消印有効）ま

ます。

連絡のうえ、企画経営課（☎

①は「八潮市まち・ひと・しごと創生総合戦略の改定（案）に対する意見」②は

報酬
仏３月２日から
でに、応募用紙（子育て支援課また

覆県内在住・在勤・在学の 歳以上
の方（中学生を除く）

５月１日～令和４年４月 日

〈

近代美術館へ
物県文化資源課☎ ・

歳以上の単身者または夫婦（内

間取り

ワンルーム（ 平方メート

―６）、鉄骨３階建て２階

募集住宅 安心ハウスやしお（大瀬

世帯

縁を含む）のどちらかが 歳以上の

覆

高齢者向け優良賃貸住宅
入居者

・６９２５

で入手）を確認のうえ、搬入期間に

http://www.pref.saitama.lg.jp/
〉
f2216/geibunsai/kenten.html

源課または県展ホームページ

仏開催要項（八潮メセナ、県文化資

沸１点につき３０００円

払１部門３点まで

・刻字を含む）、写真の６部門

任期

２０

などの調査を行ってい

覆 対象

複 場所

腹 日時・期間

☎048-996-2111

八潮市役所

（２年間）

状況、銀行の預金残高

やしお840メール配信中

シティセールスＰＲ動画配信中

２月は、固定 資産 税 第４期、
国民健康保険税・介護保険料の
各第９期、後期高齢者医療保険
料第８期の納期です。安全・確
実・便利な口座振替で納付をお
願いします。

仏３月31日までに、事前に電話

提出方法

３

０４８

調査件数に応じて支給

報酬

②３月３日（必着）まで

①２月２６日（必着）まで

８3０

６０

淵担当する地域への調査票の配布・回収など

募集期間

１０ ３０

１０

１５

は 市 ホ ー ム ペ ー ジ で 入 手 ） を 窓 口、

ち、勤務先への給与の支払状況や取引先への売掛金支払

詳しくは、市ホームページをご覧ください。

市役所、市内公共施設および市ホームページでご覧ください。また、各担当

３０

郵送または電子メールで子育て支援

理（収入確保）を強化しています。差押えの実施に先立

腹 ９月上旬～１０月下旬

課で貸し出しを行います。

２

６０

９３２

ル）

意見募集

３４０

１７

２７

望する方は事前に登録が必要です。

公表の場所

１

１０

淵日本画（水墨画を含む）、洋画（版

また、市では催告や債権の差押えを中心とした滞納整

国勢調査の調査員を募集します。国勢調査の仕事を希

物公園みどり課☎焚３２０
メールアドレスkoenmidori@city.yashio.lg.jp

２３

２０

１０

９９５

画 を 含 む ）、 彫 刻、 工 芸、 書（ 篆 刻

ている方はすぐに納付してください。

令和２年１０月１日を基準日として実施される令和２年
市では、公園の治安維持および公園利用者や近隣住民などへの安全確保の観
点から、犯罪発生の抑制を図るため、公園内への防犯カメラの設置を推進して
います。このたび、
「八潮市防犯カメラの設置及び運用に関する規則」の一部
を改正するにあたり、意見を募集します。

２９
５０

９９７
７６３

７０

２６
１０

３４０
覆令和２年２月１日現在、市内に１

市税に未納があり、すでに督促状や催告書を受け取っ

年以上居住している満 歳以上の方

まざまな事業ができなくなる恐れがあります。

課（ ☎ 焚 ８ ３ ９、 メ ー ル ア ド レ ス

点から、重要な課題のひとつです。税収が不足するとさ

国勢調査員の募集
②八潮市防犯カメラの設置及び運用に関する規則の一部改正（案）

３１

３１

９９５

３０

１３

市税の収入確保は、財政健全化および税の公平性の観

）へ
kosodate@city.yashio.lg.jp

滞納整理を強化しています！

募集
おしらせＨＯＴコーナー

（8）
令和２年（20２０年）２月10日
No.8３1
広報

スまたは電子メールで各担当課へ

