広報
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コーナー

市役所の電話

午後２時～

人（当日先着順）

２９

日㈬

複やしお生涯楽習館セミナー室４

払

物市民協働推進課☎焚３２８

臨時休館

腹７月

物都市計画課☎焚２７０

淵協働のまちづくり推進事業助成金

払５人（当日先着順）

●第１回八潮市検診などに関する専

午後１時 分～２時
事業などについて

日㈫

門部会の傍聴

腹７月

分

複保健センター医師控室

淵令和元年度がん検診におけるがん

996-2111
FAX

995-7367
を中止する場合があります。

物危機管理防災課☎焚３０５

児童手当の現況届

児童手当を受給するためには、毎

年 １ 回 現 況 届 の 届 け 出 が 必 要 で す。

対象者には、６月上旬に書類を送付

していますので、届け出をしていな

い方は、至急、手続きをお願いしま

す。

覆 対象

空調設備の更新工事のため、休館

複 場所

●資料館

腹 日時・期間

１０

さ

防災行政無線
テレホンサービス

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。

ぎ

給付金の申請・受給に関する詐欺にご注意ください
市役所や総務省の職員などが、次のことを行うことは絶対に
ありません
・現金自動預払機（ＡＴＭ）の操作をお願いすること
・給付金の給付のために、手数料の振込みを求めること
・メールを送り、ＵＲＬをクリックして申請手続きを求める
こと
「怪しいな？」と思ったら次の相談先に相談してください
草加警察署 ☎９４３－０１１０
警察相談専用電話 ☎＃９１１０
新型コロナウイルス給付金関連（消費者
ホットライン） 錆０１２０－２１３－１８８

順次、各施設の利用が再開していますが、新型コロナウイルス感染拡
大防止を考慮し、中止となったイベントもあります。詳しくは、市ホー
ムページをご覧ください。
例：夜市、やしお市民まつりなど

☎048-996-2111

３０


物特別定額給付金コールセンター☎９５１－５４３６
（受付＝午前9時～午後5時※土・日曜日、祝日を除く）

※施設によって目的・人数などの利用条件を設けている場合があります。
※市内または近隣自治体などにおける新型コロナウイルス感染拡大の状況などによ
り、再度利用を休止する場合があります。

八潮市役所

確定報告などについて

利用者開放端末・閲覧席

払５人（当日受付順）

八幡図書館、八條図書館
物八幡図書館☎９９５－６２１５、八條図書館☎９９４－５５００

覆八潮市で令和２年５月分の児童手

調理室（夜間利用は休止）

当または特例給付を受給している方

八幡公民館、八條公民館
物八幡公民館☎９９５－６２１６、八條公民館☎９９４－３２００

埋蔵文化財包蔵地の照会など窓口

実習室（夜間利用は休止）

２１

市では、給付対象者１人につき10万円が支給される特別定額給
付金の申請を受け付けています。
申請がお済みでない方は、お早めに手続きをお願いします。
申請書がお手元にない方は、再発行をしますので、特別定額給
付金コールセンターへお問い合わせください。

校庭、体育館、武道場

コミュニティセンター
物コミュニティセンター☎９３６－０５０７

３０

特別定額給付金の申請はお早めに！
申請期限：８月３１日（月）※消印有効

体育室、軽運動室、更衣室（シ
ャワー利用不可）

小中学校体育施設（学校開放）
物文化スポーツセンター☎９９６－５１２６

９９５

します。

ゆまにて
物ゆまにて☎９９６－０１２３

で、令和２年６月１日現在、市内に

エイトアリーナ
体育室、更衣室（シャワー利
物文化スポーツセンター☎９９６－５１２６、エイトアリ
用不可）
ーナ☎９９9－７０１１

住所がある方

体育室、講堂、更衣室（シャ
ワー利用不可）、トレーニング
室（機器に一部使用不可あり）

業務は通常通り行います。

利用できる施設など

腹８月１日㈯～ 月末（予定）

仏子育て支援課、駅前出張所窓口へ

※子育て支援課宛てに郵送も可

物子育て支援課☎焚２０９

葬祭助成金の支給

市内に住所を有する方が死亡した

時、葬祭を行った方に葬祭助成金を

支給します。

▼支給金額 ２万円

仏八潮市葬祭助成金支給申請書（市

民課の窓口で入手）に必要事項を記

入のうえ、長寿介護課（☎焚４４７）

へ

人権相談の中止

毎月第２木曜日に開設されていた

人権擁護委員による人権相談は、新

型コロナウイルス感染症予防のため

４月から中止としていましたが、引

利用を再開する予定だった施設および対応検討中の施設とされていた次
の施設について、７月１日から利用を再開しています。詳しくは、市ホーム
ページをご覧になるか各施設へお問い合わせください。

１２

物健康増進課☎ ・３３８１

午後１時 分～２時

※休館期間は変更になる場合があり

９９７

●令和２年度八潮市立保健センター

日㈫

３０

物新型コロナウイルス対策課☎焚２４６

文化スポーツセンター
物文化スポーツセンター☎９９６－５１２６

運営委員会の傍聴

２８

市内体育施設などの利用再開

施設名

腹７月

ます。

分

複保健センター

物資料館☎ ・６６６６

●八潮メセナ、八潮メセナ・アネッ

淵・令和元年度保健センター事業実

績報告について

３０

広報やしおに掲載し
たイベントなどは、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。

おしらせ

案内

会議の開催

施設内の設備点検・清掃などを行

クス、やしお生涯楽習館

９９４ ９９８ １５

・令和２年度保健センター事業計画

うため、休館します。

日㈭～ 日㈯

１３

について

払５人（当日先着順）

９９５

●第１回八潮市都市計画審議会の傍

聴

腹８月

物八潮メセナ☎ ・２５００、やし

お生涯楽習館☎ ・１０００

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、

時ごろ

試験放送を行います。

腹８月５日㈬ 午前

月まで、首都圏（東京都、神奈川県、

千葉県および埼玉県）統一で中止と

なりました。

物人権・男女共同参画課☎焚８１１

淵▼防災行政無線チャイム▼これは、 き続き、感染予防のため令和３年３

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

１１

物健康増進課☎ ・３３８１

●第１回八潮市市民活動推進委員会

課税
（所得）証明・非課税証
明関連＝市民税課☎焚２０６

１７

日㈮ 午後３時～

午前６時３０分～午後１１時
物住民票・印鑑証明・戸籍
関連＝市民課☎焚２１０

腹７月

複市役所別館Ａ会議室

ニ交付サービスを一時停止
します。
腹７月２３日㈷～２６日㈰

の傍聴

システムメンテナンス作
業のため、証明書のコンビ

淵特定生産緑地の指定について

コンビニ交付
サービスの
一時利用停止

案内

（6）

ＨＯＴ

おしらせＨＯＴコーナー

令和２年（20２０年）７月10日

淵 内容

弗 持ち物

払 定員

沸 費用

仏 申し込み

物 問い合わせ

