おしらせ

ＨＯＴ
機騒音・落下物などに関する相談や
物都市農業課☎焚２９９

複①八条用水路②葛西用水路

覆次のすべてに該当する団体が実施

協働のまちづくり推進
事業助成金

質問は、国土交通省の専用コールセ
ンターにお問い合わせください。

、ＩＰ電

①「羽田空港のこれから」に関する
こと（☎０５７０・ ・
・５９０８・２４２０）
する、まちづくりの課題に取り組む

話
②羽田空港航空機騒音・落下物など

事業▼市内に事務所または活動場所

あること▼団体の運営に関する規約

を有すること▼構成員が５人以上で

・

午前７時～午後８時

に 関 す る こ と（ ☎ ０ ５ ７ ０・
）

太陽光発電設備設置補助金
覆自らが居住する市内の既存住宅ま
たは新築住宅に、令和２年４月１日
から令和３年３月 日の間に補助対
象設備を設置した方（法人は対象外）
対象となる設備 「八潮市住宅用太
陽光発電システム設置費補助金交付

３万円

要綱」に適合する住宅用太陽光発電
システム
補助金額

仏令和３年３月 日までに、所定の

物 問い合わせ

仏 申し込み

沸 費用

払 定員

コーナー
案内

時～

第 回八潮市まちづくり・
景観推進会議の傍聴
日㈪ 午前
受付時間

腹４月
複リサイクルプラザ会議室

などを定めていること▼適切な会計
処理が行われていること

同和問題（部落差別）に関する正しい理解を深めましょう

同和問題とは、同和地区（被差別部落）に「住んでいる」あるい
は「生まれた」ということを理由とした不合理な偏見により、結
婚や就職、日常生活などの面で差別を受け、基本的人権が侵害さ
れるという、日本の歴史の中で生み出され、現在もなお存在する
我が国固有の重大な人権問題です。埼葛１２市町では「部落差別の
解消の推進に関する法律」を踏まえ、同和問題の正しい理解が図
られるよう、人権教育・啓発活動を推進しています。

注：今年は実施場所が変更されています。ご注意ください。
※平日と日曜日で時間が異なります。確認のうえ、お越しください。
（＊）の注射会場には十分な駐車スペースがありませんので、車での来場はご遠慮く
ださい。
沸登録済みの犬…３,５００円（注射料金２,９５０円、注射済票交付手数料５５０円）
新規登録の犬…６,５００円（登録料として左記料金に別途３,０００円）
※平成３１年度と注射料金が異なります。つり銭のないようにご用意ください｡
※犬の登録は、狂犬病予防集合注射の会場または環境リサイクル課で行うことがで
きます。また、登録している犬が死亡した場合は、環境リサイクル課へご連絡くだ
さい。
※犬のフンは、飼い主が責任を持って処理しましょう。

物交通防犯課☎焚３９７

午後 1 時～ 3 時

申請用紙（環境リサイクル課または
市ホームページで入手）および添付
書類を環境リサイクル課（☎焚３３
８）窓口へ

午前 9 時30分～11時30分

淵八潮市新庁舎建設および開発事業

万円（対象経費の３分の２

以内）②発足３年未満の団体＝限度

※申請は、工事完了後、先着順に受
け付けし、予算枠に達し次第締め切

資料館駐車場

助成金額 ①発足３年以上の団体＝

額５万円※１０００円未満切り捨て

限度額

八潮市に納める市税などは、令和

※①は、昨年度交付団体は申請不可

三菱ＵＦＪ銀行における
窓口納付の取り扱い
３年４月１日から、三菱ＵＦＪ銀行

審査

ります。
※手続代行者による複数の同時申請
はできません（１人１件まで）
。

乳房自己検査グローブの
無料配布
乳房自己検査グローブとは、手指
の触感を高める乳がん自己検診補助
グローブです。
乳がんは、日本人女性の 人に１
人がかかると言われ、自分で発見で
きる唯一の「がん」であり、早期発
見の場合、５年生存率は約 パーセ

中馬場公民館（＊）

（住友商事㈱：（仮称）八潮物流施設

人（当日先着順）

本・支店の窓口で、納付書を使って

日までに、応募用紙（市民

程度）あり

審議会内での事業説明（ 分

納付することができなくなります。
なお、口座振替による市税などの

緑と花いっぱい運動支援助成金

８）窓口へ※事前相談可

入手）を市民協働推進課（☎焚３２

協働推進課または市ホームページで

納付は、今までどおり継続されます。 仏４月
物会計課☎焚２０１

八条・葛西用水路の通水
田植えの準備のため、通水します
ので、水路に幼児や児童が近づかな

覆市の公園などに草花を植栽し、管

助成金額 樹木や草花の購入費とし

理できる団体

て、１団体当たり１年度につき３万

また、用水路などに不法にゴミを

いよう、ご注意ください。

捨てることは、罰則の対象です。発

詳しくは、市ホームページをご覧

円以内

ントと言われています。

４ 月２２日㈬

FAX

になるか、お問い合わせください。

市役所庁舎別館東側駐車場（注）

996-2111

見した場合は市役所・警察に通報し

日㈮ 午前９時～②４月

てください。
腹①４月

午前９時～

勤労青少年ホーム駐車場

新築工事）に関する指導書について
払
物開発建築課☎焚３２２

臨時休館
施設内の設備点検・清掃などを行
うため、休館します。
●やしお生涯楽習館
腹５月５日㈷

・１０００

※６日㉁は振替休館日です。
物やしお生涯楽習館☎
●八潮メセナ、八潮メセナ・アネッ
クス

・２５００

腹５月３日㈷～６日㉁
物八潮メセナ☎

羽田空港新飛行経路の
運用
日から、羽田空港新飛行経

日㈪

乳がんの早期発見には、定期検診
に加え、毎月の自己検査が重要なポ

大曽根西中央公園（＊）

市役所の電話
物公園みどり課☎焚３２１

ご希望の方は、お問い合わせくだ

４ 月１７日㈮

０１２０‒８４０‒２２５

イントになります。

松之木公民館（＊）

弗 持ち物

淵 内容

覆 対象

複 場所

腹 日時・期間

☎048-996-2111

八潮市役所

市役所庁舎別館東側駐車場（注）

４ 月１９日㈰

３月

え

さい。

リサイクルプラザ南側駐車場

防災行政無線
テレホンサービス
物保健センター☎ ・３３８１

４ 月１６日㈭

えせ同和行為の要求に応じる義務はありません。終始、き然と
した態度で断固拒否し、えせ同和行為を排除しましょう。その場
しのぎの安易な対応は、かえって相手につけ込まれます。

中川小学校正門向かい（＊）

実施日

南側スペース（＊） 文化スポーツセンター駐車場

４ 月２０日㈪ やしお駅前公園

えせ同和行為は断固拒否しましょう

４ 月２１日㈫

時間


路の運用が開始されています。航空

り

理恵 氏
令和２年４月１日～令和６年３月 日）

午後 1 時～ 2 時30分

同和問題の解決を口実に、個人、企業、行政機関などに対して
「図書等物品購入の強要」や「寄付金・賛助金の強要」など、不
法・不当な行為や要求をすることです。
このような行為は、要求を受けた人が被害に遭うだけでなく、
同和問題に対する誤った認識を植えつけ、新たな偏見や差別意識
を生む要因となり、同和問題解決の妨げとなる許されない行為で
す。

午前10時～11時30分

実施日

教育委員会委員の任命
た ぐち

（新任）田口

（任期

狂犬病予防集合注射のお知らせ

えせ同和行為を排除しましょう
―埼葛えせ同和行為対策強化月間―

次のとおり、狂犬病予防集合注射を実施します。狂犬病予防注射は、室内犬も
含め、すべての犬が年１回受けることが義務づけられています。集合注射に来ら
れない方は、
動物病院で必ず予防注射を受けさせてください。

本市を含む埼葛１２市町では、毎年４月を「埼葛えせ同和行為対
策強化月間」と定め、同和問題に対する誤った認識を植えつける
「えせ同和行為」の排除を呼びかけています。
物人権・男女共同参画課☎焚８１１

物環境リサイクル課☎焚２３５

２０

995-7367
１０

「えせ同和行為」とは

時間


１１

１０

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。
９０

９９４

２２

９９５

００１

００１

２４

９９８

３０

１０

０３

５９６
２７

１０

１６０
３１

４３

２０
２９

案内
おしらせＨＯＴコーナー
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