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● 今月の主な内容 ● ２面：広報やしおリニューアル／３面：ペットボトルの収集方法の変更／４面：児童虐待防止月間／介護の日、人生会議の日

０号
４
祝８
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市と㈱西武ライオンズは、平成３０年に「連携協力に関する基
本協定」を締結し、さまざまな協働事業に取り組んでいます。

●埼玉西武ライオンズ ｂｌｕｅｌｅｇｅｎｄｓ（ブルーレジェンズ）とは
球場でのダンスパフォーマンスやファンサービスを通して、ファン
との絆を紡ぐ埼玉西武ライオンズの公式パフォーマンスチームです。

ｂｌｕｅｌｅｇｅｎｄｓからのメッセージ

協定締結後、埼玉西武ライオンズマスコ
ットのレオ・ライナ、ハッピーこまちゃ
んと一緒に記念撮影

市の人口と世帯数

中川やしおスポーツパークで行われた
「ベースボールクリニック」

人口…92,412人（－61人）
男…47,960人（−36人）

広報紙の８４０号発行おめでとうございます。
市民の皆様に愛されている広報紙の記念すべき号に、
私たちも携わる事ができて嬉しいです！
これからもフレンドリーシティとして一緒に八潮市
を盛り上げて行きたいと思います。

世帯…44,179世帯（−4世帯）
令和２年（2020年）10月1日現在
女…44,452人（－25人）
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令和２年（20２０年）11月10日

広報やしおリニューアル
今月号から、広報やしおが次のように変わりました。

物秘書広報課☎奮４２３

縦書き中心の右とじ➡横書きの左とじ
広報

No.8３9

分～３時

電気設備更新工事のため、休館し

案内
●第３回八潮市市民活動推進委
員会の傍聴
腹１１月２５日㈬ 午後２時〜
複やしお生涯楽習館セミナー室
１
淵「市民活動推進委員会提言書」
の内容を具体化する方策につい
て
払１０人（当日先着順）
物市民協働推進課☎奮３２８
●第１回八潮市男女共同参画審
議会の傍聴
腹１２月１日 ㈫ 午 前１０時 〜１１時
３０分
複八潮メセナ研修室Ａ
淵第４次八潮市男女共同参画プ
ランの見直しについて
払３人（申込順）

996-2111
FAX

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。

やしお駅前公園の一部
改修工事
やしお駅前公園のイベント広
場などの整地や緑化などの改修
工事を行います。工事に伴い、
イベント広場などの一部が利用
できなくなります。
詳しくは、市ホームページを
ご覧ください。
腹令和３年３月中旬まで（予定）
物公園みどり課☎奮３４１

給与支払報告書の電子
データによる提出
平成３０年分の源泉徴収票を税
務署に１００枚以上提出した事業
所は、令和２年分の給与支払報
告書の提出方法について、ｅＬＴ
ＡＸ（地方税ポータルシステム）
などを利用した電子データによ
る提出が義務づけられます。こ
の機会に、国と地方にそれぞれ
提出義務のある給与支払報告書
・源泉徴収票を一括して一元的
に 送 信 で き るｅＬＴＡＸを ぜ ひ ご

ストップ！
滞納 県税・市町村税

族など周りの人たちの人生までも狂

わせ、社会全体に計り知れない危害

・３６３３

日、

をもたらします。「ちょっとなら…」

９２５

といった甘い考えは命取りです。絶

８３０

対に手を出さないでください。

０４８

物草加保健所☎ ・１５５１、県薬

務課☎ ・

日・

やしお創業塾２０２０

月７日・

本創業塾は、国から認定を受けた

づく特定創業支援等事業です。

腹

ほ

「八潮市創業支援等事業計画」に基

いし かわ ち

（各土曜日・全４回） 午後１時～５

時

２８

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。

仏１１月１６日から３０日正午までに、
電話で人権・男女共同参画課（☎
奮８１１）へ
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FAX

995-7367

０１２０‒８４０‒２２５

危険ブロック塀等撤去
改修の補助金制度
地震災害によるブロック塀等
の倒壊被害を防止するため、補
助金を交付しています。ぜひご
活用ください。
※申請される方は、必ず工事の
着手前に事前相談をしてくださ
い。
覆公道に面した高さが１．２メー
トルを超えるコンクリートブロ

市議会新副議長選任

令和２年第３回市議会定例会（９月１８日）
において、
新たな副議長が選任されました。

月５日

万円から 万円に引き上げられま

１００

型・３分の２補助）の補助上限額が

５０

（大瀬三丁目在住）

とりさん

（中央四丁目在住）

【令和元年度差押え実績】
（延滞金のみの差押えを除く）

チヨさん

（中央三丁目在住）

ツナさん

（大曽根在住）

ご長寿おめでとうございます

令和２年度１００歳を迎える7人の方に、長寿
のお祝いをしました。
物長寿介護課☎焚４４７

えん じょう じ

ふさ

こ

圓 城 寺 房子さん（緑町一丁目在住）

物議事調査課☎焚２７７
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表紙ロゴタイトル

令和３・４年度物品等
業種の入札参加資格審
査の申請受付

やしおインフォメーション
やしおインフォメーション

物品等業種の入札参加資格登
録を希望する場合、建設工事、
設計・調査・測量、土木施設維
持管理業務とは別に登録が必要
となるため申請を受け付けます。
登録期間 令和３年４月１日〜令
和５年３月３１日
仏１２月１４日 か ら 令 和３年１月８日
（消印有効）までに、申請書類
を郵送で財政課（☎奮４４５）へ
※申請の手引き、様式は市ホー
ムページからダウンロードして
ください。

※費 用の記載がない場合は、
原則無料です。
※申し込みは、窓口または電
話で各施設へ

8面やしおインフォメーションタイトル

交通事故防止特別対策実施中

図書館だより

市内において、９月１４日から１０月３日までの３週間で、高齢者
の交通死亡事故が３件発生したため、市は県から交通事故防止
特別対策地域に指定されました。
「八潮市交通事故防止特別推進計画」に基づき、草加警察署
や関係団体と共に重点的に交通事故防止に取り組みます。皆さ
んのご協力をお願いします。
物交通防犯課☎奮２８８

10面図書館だよりタイトル

■交通事故防止特別対策地域の指定期間
１０月１９日㈪〜１月１８日㈪の３カ月間
■交通事故防止の取り組み
１ 高齢者の交通事故防止
⑴横断歩道における歩行者優先の徹底
⑵夕暮れ時や夜間における反射材着用
の推進
⑶早めのライト点灯とハイビームの活用
⑷道路横断時に安全確認を徹底させる対策の推進
⑸自転車の安全利用とヘルメット着用の推進
２ 交差点の交通事故防止
⑴交通事故多発交差点における見守り活動などの強化
⑵事故危険箇所と生活道路の安全対策の推進
⑶交差点や駐車場出入時などの安全確認の徹底
３ 市民に対する交通事故発生情報の積極的な提供

・３６３５

８３０

ッド」の会員登録をした方に記念品

０４８

を差し上げます。

広報やしお 表紙のロゴデザインの歴史

物県薬務課☎ ・

円（引上げ額２円）となりま

月１日から埼玉県最低賃金は時

埼玉県最低賃金の改正

埼玉県最低賃金は、賃金の最低限

間額

した。

俊子さん

税金の滞納は、納期内に納付している方との公平を欠くもの
です。県と県内全市町村では、「ストップ！滞納」を合言葉に、
徴収を強化しています。
市では、１０月から１２月までを滞納整理強化期間として定め、
徹底した滞納整理（差押えなど）
を進めています。未納の方は、早
急に納付してください。
なお、新型コロナウイルスの影
響により収入に相当の減少があり、
納付困難な方は徴収猶予の特例制
度が適用される場合がありますの
で、納税課へご相談ください。
※差押えは、給与、年金、売掛金、預貯金、生命保険、不動産、
自動車、動産（例：貴金属類、高級腕時計）などの換価が有効

●発行／八潮市

ック造または組積造の塀で地震
により倒壊する恐れのあるもの
補助金額
▶撤去工事（上限１０万円）
撤去工事費用の２分の１または１
万円／メートルのいずれか少な
い額
▶改修工事（上限２０万円）
改修工事費用の２分の１または２
万円／メートルのいずれか少な
い額
物開発建築課☎奮４６８

コンビニ交付サービス
の一時利用停止
庁舎内電気設備点検作業のた
め、証明書のコンビニ交付サー
ビスを一時停止します。
腹１１月２８日 ㈯ 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☎奮２１０
課税（所得）証明・非課税証明
関連＝市民税課☎奮２０６

（2020年）

11月号

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。

利用ください。利用方法につい
ては、ｅＬＴＡＸホームページ（ｈ
ｔｔｐｓ://www.ｅｌｔａｘ.ｌｔａ.ｇｏ.ｊｐ）
をご覧ください。
物市民税課☎奮２０６

明朝体からゴシック体に変わり、文字が大きくなりました
１２
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防災行政無線
テレホンサービス

市役所の電話

No.840

令和２年

令和２年
（2020年）
11月10日

996-2111

コーナー

市役所の電話

理事業の事業計画変更に伴い、八潮

日㈪（必着）

２１

ＨＯＴ
会議の傍聴

南部西地区の地区計画について地区

日㈪～

１１

おしらせ

995-7367
施 設 の 追 加 お よ び 変 更 を 行 う た め、

月

２６

都市計画変更案の縦覧および意見書

の受付を行います。

腹

複八潮市商工会館大会議室

１２

●コミュニティセンター

ます。

日㈰

淵創業計画の立て方や資金繰りなど

石川知穂さん（中小企業診断

複都市計画課

とみ た よし はる

覆市内在住または利害関係のある方

講師

人（申込順）

士）、
富田良治さん（中小企業診断士）

創業に関する必要知識を学ぶ

払

１０

広報

臨時休館

月

１８
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おしらせ

午後１時

腹

物コミュニティセンター☎ ・０５

０７

１０

物社会福祉課☎焚８ ２２

月５日㈭

分

３０

●第４回八潮市高齢者保健福祉推進

１１

審議会の傍聴

腹

複八潮メセナ会議室

淵第８期八潮市高齢者保健福祉計画

３０

９３６

物都市計画課☎焚２７０

沸無料

月は骨髄バンク推進月間

う個別相談を合計で４回以上かつ１

骨髄バンクへのドナー登録にご協
３０

●老人福祉センター寿楽荘

日㈮

カ月以上の期間にわたり受けて、経

力ください。献血ルームやドナー登

営・財務・人材育成・販路開拓の知

録会などで登録することができます。 ※今回の創業塾と八潮市商工会で行

識 を 身 に つ け た 方 に 対 し、「 特 定 創

また、市では、ドナーとなって骨

業支援等事業による支援を受けた」

髄などの提供をした方への助成制度

物保健センター☎ ・３３８ １

す。

合、次の支援制度を利用できます。

と認め、申請により、市で証明書を

《支援制度》

発行します。この証明書を受けた場

淵 長 期 優 良 住 宅 と し て 認 定 を 受 け、

①法人登記の際の登録免許税が軽減

工事完了から５年、 年を経過した

住宅を対象に、維持保全状況などの

長期優良住宅維持保全
状況等調査

１０

受変電設備改修工事のため、休館

します。

日㈭・

２３

月４日までに、電

１１

人（申込順）

日から

１４

・介護保険事業計画策定について

払

１０ １０
月

月

２２

仏

腹

物寿楽荘☎ ・２８４７

コンビニ交付サービスの
一時利用停止

１０

９９５

話で長寿介護課（☎焚４４７）へ

●第３回八潮市多文化共生推進プラ

午後２時～

ン策定委員会の傍聴

月９日㈪

１１

コーナー

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。
腹

複市役所委員会室

日㈭

９９５

システムメンテナンス作業のため、 を実施しています。

証明書のコンビニ交付サービスを一

日㈫～

時停止します。

月

１２

人（当日先着順）

腹

物住民票・印鑑証明・戸籍関連＝市

民課☎焚２１０、課税（所得）証明

０６

１０

１０

淵多文化共生推進プランについて

時～
１１

払

午前
１０

物市民協働推進課☎焚４６５

日㈫

１０

●第２回八潮市都市計画審議会の傍

月

１１

案内

会議の開催

腹

複市役所第２会議室

淵草加都市計画生産緑地地区の変更、 ・非課税証明関連＝市民税課☎焚 ２

聴

草加都市計画地区計画の変更につい

日㈬ 午後７時～８時 分

１０

●第１回八潮市地域福祉計画推進委

員会会議の傍聴

腹 月

※②～④は別途審査を受ける必要が

あります。

明書の原本を法務局に提出する必要

仏電話で八潮市商工会（☎ ・１９

☎048-996-2111

されます（設立登記を行う際に、証

象住宅の所有者あてに郵送で通知し

があります）。

度を定めるもので、年齢や雇用形態

に関係なく、県内で働くすべての労

・６ ２

働者に適用されます。使用者も労働

者も必ず確認しましょう。

※ 一 部 の 産 業 に は、 特 定（ 産 業 別 ）

最低賃金が適用されます。

１０

１０

１４

３０

調査を実施します。 月中に調査対

ますので、ご協力をお願いします。

月にかけて「初

９９６

９２８

複八潮メセナ会議室

生産緑地地区の都市計画
変更案の縦覧

１３

日㈮まで

月から

県および埼玉県赤十字血液センタ

ーでは、

初回献血＋ラブラッド
登録キャンペーン

２６）へ

１１

月

関連保証が、事業開始の６カ月前か

ら利用可能です。

③日本政策金融公庫自己資金要件を

満たしたものとして、融資を利用す

ることが可能です。

②無担保、第三者保証人なしの創業

報告期限

月は麻薬・覚醒剤乱用防止

物開発建築課☎焚４６９

・

運動月間です。

ＳＴＯＰ！ドラッグ

１１

払５人（当日先着順）

物都市計画課☎焚２７０

月２日㈪（必着）

１０

生産緑地地区の変更に伴う都市計

日㈪～

１１

画変更案の縦覧および意見書の受付

月

１９

を行います。

腹

回献血＋ラブラッド登録キャンペー

１１

複公園みどり課

④日本政策金融公庫新規開業支援資

大 麻 や 覚 醒 剤 な ど の 薬 物 乱 用 は、

０５

八潮市役所

覆市内在住または利害関係のある方

物公園みどり課☎焚４６７

ン」を実施しています。キャンペー

献血バスにおいて初めて献血を行い、 物埼玉労働局賃金室☎ ・

ン期間中、県内の献血ルームまたは

その場で複数回献血クラブ「ラブラ

金の貸付利率の引き下げの対象とし

す。

て、同資金を利用することが可能で

⑤小規模事業者持続化補助金（一般

幻覚や興奮にとどまらず、意識障が

また、自分の人生だけでなく、家

いや依存など重大な健康被害を及ぼ

します。
６００

物公平委員会☎奮２９４

令和２年 月１日～令和６年９月 日）

八潮南部西一体型特定土地区画整

草加都市計画地区計画
変更案の縦覧
０４８

１０

１０

て

こ

令和２年 月１日～令和６年９月 日）

令和２年 月１日～令和６年９月 日）

３０

淵第２期八潮市地域福祉計画実施計

かず

（任期



３０

画について

やま

氏

３０

払５人（当日先着順）

（任期

や

１０

公平委員の選任

和子 氏

（任期

たつ

みのる

１０

令和２年第３回市議会定例会において同意を得て、公平委

稔

のう

なみ

員が選任されました。

（再任）秋山

達也 氏

か

あき

（再任）狩野

ふじ

（再任）藤波
１０

１０

令和２年
（2020年）
10月10日

案内

ＨＯＴ

おしらせＨＯＴコーナー

デザインの変更

腹 日時・期間

さ

とう

佐藤

キクヨさん （南川崎在住）

しお かわ

よし

よ

とし

こ

塩川
すず

き

鈴木
つか もと

塚本

副議長

経

歴

複 場所

かね こ

金子

そう いち

壮一

八潮市議会議員（２期）
総務文教常任委員会委員長
総務文教常任委員会副委員長

覆 対象

淵 内容

はやし

林

氏

弗 持ち物

み

たに

三谷

芳代さん

沸 費用

仏 申し込み

給与

預貯金

生命保険

不動産

所得税
還付金

自動車
など

売掛金
など

２５２件

７１０件

２２５件

３８件

１３件

４件

５３件

と判断される財産を対象とします。
物納税課☎奮３３０

＊５０音順で掲載しています。
基準日 ９月１５日現在



払 定員

（南川崎在住）

物 問い合わせ

昭和４０年４月１０日号
（No.1）

昭和４１年４月１０日号
（No.13）

広報やしお創刊

ロゴは筆で描いたような文字

平成４年２月１０日号
（No.361）

表紙に八潮のシンボルマーク

八潮市役所

☎048-996-2111

平成２年４月１０日号（No.318）

腹 日時・期間

ロゴは赤字の斜体

平成１７年４月１０日号
（No.653）

平成２０年４月１０日号（No.689）

ロゴ周辺部分は広くスペース
を取り、背景は白地

複 場所

覆 対象

淵 内容

弗 持ち物

１色刷りを２色刷りに
変更

払 定員

沸 費用

仏 申し込み

物 問い合わせ

広報

No.840

令和２年（20２０年）11月10日

（3）

ペットボトル の 収 集 方 法 の 変 更
令和３年４月からペットボトルの出し方は、集積所に配置する回収用ネット袋にペットボトルのみを入れる方式へと変わります。
物環境リサイクル課☎奮２３４

〈回収用ネット袋について〉

〈ペットボトルの出し方〉

○回収用ネット袋での収集開始日

・ラベル、キャップをはずす

収集日が第１・３土曜日の地区は４月３日から
収集日が第２・４土曜日の地区は４月１０日から

※ラベル、キャップは、燃えるごみ
に出してください。

○回収用ネット袋の配付

ネット袋は、町会・自治会の各衛生委員などを通じて各
集積所の利用者などへ配付します。
ネット袋が届かない場合は、新方式による初回収集日の
前日までに環境リサイクル課へ受け取りに来てください。

・中身をすすいで、水を切る

○回収用ネット袋の管理

ペットボトルを収集した後のネット袋は集積所に戻しま
す。収集後はネット袋を回収するなど、利用者の皆さんで
適切に管理をお願いします。

・ペットボトルをつぶす

〈対象〉

○対象となるペットボトル

ラベル部分やペットボトルに「ＰＥＴ」のマ
ークがついているもので、ジュース、炭酸飲料、
しょうゆ、酒、みりんなどが入っていた無色透明なもの
※色のついたペットボトル、洗剤、シャンプーなどの容器、
卵のパックなど対象とならないものは「燃えるごみ」に出
してください。

・回収用ネット袋に入れる（ペットボトルのみ）
※透明・半透明袋に入った状態で回収用
ネット袋へ入れないでください。透明・
半透明袋は持ち帰り、再利用してください。
※透明・半透明袋で出された場合は収集
しません。

新庁舎建設基本設計について②
広報１０月号で概要をお知らせした新庁舎建設基本設計について、市民の皆さんの活動の
場となる２階市民活動スペースをご紹介します。 物アセットマネジメント推進課☎奮８４５

さまざまな活動（アクティビティ）がつながる市民活動スペース
・市民活動スペースに面して市民が利用でき
る市民活動諸室を配置し、活発な運用が行
われるスペースとすることで、周辺ににぎ
わいを発信します。
・市民活動スペースは八潮中央公園などの風
景を臨める開放的な空間とします。
・市民活動スペースには階段やエレベーター
などにより外部から直接アプローチでき、
周辺との連続性を確保します。
・市民、行政、来庁者が出会い、自然と会話
が生まれ、自然に集まりたくなる市民活動
スペースとします。

２ 階市民活動スペース周りのイメージ図

栄養指導室

指導室
市民活動スペース

※今後、実施設計において変更の可能性があります。

～明るい安全なまちに～
防犯対策や地域の安全・安心のため、
皆さんのご協力をお願いします。
物交通防犯課☎奮２８８
《一戸一灯運動とは》
家庭や事業所な
どの玄関灯・門灯
を一晩中点灯させ
てまちを明るくす
ることで、夜間の
犯罪発生を予防す
る誰でも簡単に取り組むことができる
防犯ボランティア活動です。
《なぜ、一戸一灯運動をするのか》
「痴漢」
「ひったくり」
「深夜の忍び
込み」などの犯罪者は、人に見られる
ことを嫌うため、明るくすることで、
犯罪を未然に防止できます。
《気になる電気代は》
電気料金の契約形態や照明灯のワッ
ト数、さらには点灯時間によって異な
りますが、１カ月の電気料金は１００～
３００円程度といわれています。

２ 階市民活動スペース西側からのイメージ図

キッズスペース

一戸一灯運動

環境に配慮したＬＥＤ灯やソーラーパ
ネル（太陽光発電）の活用など、無理
のない範囲での実施をお願いします。

（4）

広報

No.840

令和２年（20２０年）11月10日

「１８９（いちはやく）ちいさな命に 待ったなし」

１１月は児童虐待防止月間

子育てに関する悩みや質問がある方は、お気軽にご相談ください。
また、地域の方からの連絡・相談が子どもを守るとともに、子育てに悩む保護者を支援するための一歩となります。
物子育て支援課☎奮８４１

児童虐待とは…

こんなサインを見落としていませんか？

●身体的虐待‥殴る、蹴る、たたく、投げ
落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせ
る、溺れさせる、家の外にしめだすなど
●性的虐待‥子どもへの性的行為、性的行
為を見せる、ポルノグラフィの被写体にす
るなど
●ネグレクト‥乳幼児を家に残して外出す
る、食事を与えない、ひどく不潔なままに
する、自動車の中に放置する、重い病気に
なっても病院に連れて行かない、他の人が
子どもに暴力を振るうことなどを放置する
など
●心理的虐待‥言葉により脅かす、無視す
る、きょうだい間で差別的な扱いをする、
子どもの目の前で家族に対して暴力をふる
う（ＤＶ）など

連絡は匿名で行うことも可能です。連絡者や
3桁
ダイヤル
連絡内容に関する秘密は守られます。
お住まいの地域の児童相談所につながります。
●子どもについて
※一部のIP電話からはつながりません。
・いつも子どもの泣き叫ぶ声や保護者の怒鳴り
■相談窓口（受付時間は、個別にお問い合
声がする
わせください）
・不自然な傷や打撲のあとがある
・虐待が疑われる時など
・衣類やからだがいつも汚れている
市子育て支援課
☎奮８４１
・落ち着きがなく乱暴である
草加児童相談所
☎９２０－４１５２
・表情が乏しい、活気がない
・乳幼児の子育ての悩みについて
子育てコーディネーター（利用
・夜遅くまで１人で家の外にいる
者支援事業）
☎９５１－０２２９
●保護者について
（やしお子育てほっとステーシ
ョン内）
・地域などと交流が少なく孤立している
・小さい子どもを家においたまま外出している 子育て相談（だいばら児童館） ☎９９９－０３２１
・子育て全般、発達、こころの健康などについて
・子育てに関して拒否的・無関心である
市家庭児童相談室
☎奮４７２
・子育てに関して強い不安や悩みを抱えている
不登校・いじめについて
☎９９５－００７７
・子どものけがについて不自然な説明をする
（教育相談所）

「しつけ」が行き過ぎると虐待にあたることもあります
子どもを健やかに育むために ～愛の鞭ゼロ作戦～
子育ては思い通りにならないものです。
子どもが言うことをきかないと、イライラ
し、たたいたり、怒鳴ったりしたくなるこ
ともあると思います。一見、
体罰や暴言に
は効果があるように見えますが、恐怖によ
り子どもをコントロールしているだけで、な
ぜ叱られたのか子どもが理解できていない

こともあります。
最初は「愛の鞭」のつもりでも、いつの
間にか「虐待」へとエスカレートしてしま
うこともあります。体罰や暴言による「愛
の鞭」は捨ててしまいましょう。そして、
子どもの気持ちに寄り添いながら、みんな
で前向きに育んでいきましょう。

虐待かもと
思ったら

児童相談所
全国共通

189
いち

はや

く

草加保健所

☎９２５－１５５１

子どもスマイルネット（県）

☎０４８－８２２－７００７

保健センターでの相談

☎９９５－３３８１

保健師・助産師による妊娠・
にじいろ子育て相談
出産・子育て期までの悩みに
室
ついて
乳幼児の子育ての悩みについて 乳幼児相談
発達の相談について

すこやか相談

臨床心理士による子育て上の
ママのこころの相談
悩み、不安などの相談
子育てへの不安などをお持ち
子育てメンタルサロ
の方たちが集い、自由に話し
ン（登録制）
交流

１１月１１日は介護の日、１１月３０日は人生会議の日
国では、１１月１１日を『介護の日』
、
１１月３０日を『人生会議の日』
と定めています。これを機会に、介護・在宅医療・療養につい
て考えてみましょう。
物長寿介護課☎奮４４８

介護に関する相談窓口
●高齢期の心配ごと
地域で暮らす高齢者とその家族の介護、福祉、医療などに
関する、さまざまな相談に応じます。
物東部地域包括支援センターやしお苑☎９９８－８８９５
西部地域包括支援センターケアセンター八潮☎９９４－５５６２
南部地域包括支援センター埼玉回生病院☎９９９－７７１７
北部地域包括支援センターやしお寿苑☎９３０－５１２３
●認知症介護に関する相談
介護の経験者が、認知症の方や家族の立場で相談に応じま
す。
腹月～金曜日（祝日、年末年始を除く） 午前１０時～午後３時
物認知症の人と家族の会埼玉県支部☎０４８－８１４－１２１０
●仕事と介護の両立に関する相談
相談に応じるほか、必要なサービスの窓口や、役に立つ情
報の提供を行います。
腹月・水・金曜日
（祝日、
年末年始を除く） 午前９時～午後４時３０分
物県仕事と生活の両立支援相談窓口☎０４８－８３０－４５１５

八潮市役所

☎048-996-2111

腹 日時・期間

複 場所

覆 対象

在宅医療・療養に関する相談窓口
住み慣れた地域で安心して在宅医療が受けられるよう、本人やそ
の家族などからの在宅医療・療養に関する相談を受け付けています。
また、医療・介護の関係者が、市民に在宅療養サービスを継続して
提供できるよう、サポートしています。
腹月～金曜日（祝日・年末年始を除く） 午前９時～午後５時
複草加市中央１－５－２２（草加市保健センター内）
物草加八潮医師会在宅医療サポートセンター
☎９５９－９９７２、
鯖９５９－９９８２

私と家族の安心ノート
（エンディングノート）
の配布
高齢者が終末期にどのような意向を持っているのか、家族で話し
合うきっかけとして
「私と家族の安心ノート」を配布しています。
ぜひ、ご活用ください。
配布場所 長寿介護課（市ホームページからダウンロード可）
覆市内在住の６５歳以上の方
沸無料

啓発事業
腹１１月１２日㈭〜１８日㈬
複市役所１階ロビー
淵啓発ポスターの掲示、関連パンフレットなどの配布

淵 内容

弗 持ち物

払 定員

沸 費用

仏 申し込み

物 問い合わせ

広報

おしらせ

ＨＯＴ
案内
会議の傍聴
●第３回八潮市市民活動推進委
員会の傍聴
腹１１月２５日㈬ 午後２時～
複やしお生涯楽習館セミナー室
１
淵「市民活動推進委員会提言書」
の内容を具体化する方策につい
て
払１０人（当日先着順）
物市民協働推進課☎奮３２８
●第１回八潮市男女共同参画審
議会の傍聴
腹１２月１日 ㈫ 午 前１０時 ～１１時
３０分
複八潮メセナ研修室Ａ
淵第４次八潮市男女共同参画プ
ランの見直しについて
払３人（申込順）

仏１１月１６日から３０日正午までに、
電話で人権・男女共同参画課
（☎
奮８１１）へ

やしお駅前公園の一部
改修工事
やしお駅前公園のイベント広
場などの整地や緑化などの改修
工事を行います。工事に伴い、
イベント広場などの一部が利用
できなくなります。
詳しくは、市ホームページを
ご覧ください。
腹令和３年３月中旬まで（予定）
物公園みどり課☎奮３４１

給与支払報告書の電子
データによる提出
平成３０年分の源泉徴収票を税
務署に１００枚以上提出した事業
所は、令和２年分の給与支払報
告書の提出方法について、ｅＬＴ
ＡＸ（地方税ポータルシステム）
などを利用した電子データによ
る提出が義務づけられます。こ
の機会に、国と地方にそれぞれ
提出義務のある給与支払報告書
・源泉徴収票を一括して一元的
に 送 信 で き るｅＬＴＡＸを ぜ ひ ご

ストップ！
滞納 県税・市町村税
税金の滞納は、納期内に納付している方との公平を欠くもの
です。県と県内全市町村では、
「ストップ！滞納」を合言葉に、
徴収を強化しています。
市では、１０月から１２月までを滞納整理強化期間として定め、
徹底した滞納整理（差押えなど）
を進めています。未納の方は、早
急に納付してください。
なお、新型コロナウイルスの影
響により収入に相当の減少があり、
納付困難な方は徴収猶予の特例制
度が適用される場合がありますの
で、納税課へご相談ください。
※差押えは、給与、年金、売掛金、預貯金、生命保険、不動産、
自動車、動産（例：貴金属類、高級腕時計）などの換価が有効
と判断される財産を対象とします。

【令和元年度差押え実績】（延滞金のみの差押えを除く）
給与

預貯金

生命保険

不動産

所得税
還付金

自動車
など

売掛金
など

２５２件

７１０件

２２５件

３８件

１３件

４件

５３件

物納税課☎奮３３０

令和２年（20２０年）11月10日

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。

ック造または組積造の塀で地震
により倒壊する恐れのあるもの
補助金額
▶撤去工事（上限１０万円）
撤去工事費用の２分の１または１
万円／メートルのいずれか少な
い額
▶改修工事（上限２０万円）
改修工事費用の２分の１または２
万円／メートルのいずれか少な
い額
物開発建築課☎奮４６８

利用ください。利用方法につい
ては、ｅＬＴＡＸホームページ（ｈ
ｔｔｐｓ://www.ｅｌｔａｘ．ｌｔａ．ｇｏ．ｊｐ）
をご覧ください。
物市民税課☎奮２０６

コンビニ交付サービス
の一時利用停止
庁舎内電気設備点検作業のた
め、証明書のコンビニ交付サー
ビスを一時停止します。
腹１１月２８日 ㈯ 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☎奮２１０
課税（所得）証明・非課税証明
関連＝市民税課☎奮２０６

危険ブロック塀等撤去
改修の補助金制度
地震災害によるブロック塀等
の倒壊被害を防止するため、補
助金を交付しています。ぜひご
活用ください。
※申請される方は、必ず工事の
着手前に事前相談をしてくださ
い。
覆公道に面した高さが１．２メー
トルを超えるコンクリートブロ
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防災行政無線
テレホンサービス

市役所の電話

コーナー

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。

No.840

令和３・４年度物品等
業種の入札参加資格審
査の申請受付
物品等業種の入札参加資格登
録を希望する場合、建設工事、
設計・調査・測量、土木施設維
持管理業務とは別に登録が必要
となるため申請を受け付けます。
登録期間 令和３年４月１日〜令
和５年３月３１日
仏１２月１４日 か ら 令 和３年１月８日
（消印有効）までに、申請書類
を郵送で財政課（☎奮４４５）へ
※申請の手引き、様式は市ホー
ムページからダウンロードして
ください。

交通事故防止特別対策実施中
市内において、９月１４日から１０月３日までの３週間で、高齢者
の交通死亡事故が３件発生したため、市は県から交通事故防止
特別対策地域に指定されました。
「八潮市交通事故防止特別推進計画」に基づき、草加警察署
や関係団体と共に重点的に交通事故防止に取り組みます。皆さ
んのご協力をお願いします。
物交通防犯課☎奮２８８
■交通事故防止特別対策地域の指定期間
10月19日㈪〜１月18日㈪の３カ月間
■交通事故防止の取り組み
１ 高齢者の交通事故防止
⑴横断歩道における歩行者優先の徹底
⑵夕暮れ時や夜間における反射材着用
の推進
⑶早めのライト点灯とハイビームの活用
⑷道路横断時に安全確認を徹底させる対策の推進
⑸自転車の安全利用とヘルメット着用の推進
２ 交差点の交通事故防止
⑴交通事故多発交差点における見守り活動などの強化
⑵事故危険箇所と生活道路の安全対策の推進
⑶交差点や駐車場出入時などの安全確認の徹底
３ 市民に対する交通事故発生情報の積極的な提供
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令和２年（20２０年）11月10日

おしらせ
おしらせＨＯＴコーナー
コーナー
2021年版埼玉県民手
帳の販売
腹１１月１０日㈫～１２月１５日㈫ 午
前９時～午後５時
複企画経営課
※市内一部のコンビニエンスス
トアなどでも取り扱っています。
詳しくは、市ホームページをご
覧ください。
淵▼色＝黒、グレイッシュブル
ー（月間予定表部分升目式）▼
規格＝１４センチメートル×９セ
ンチメートル
沸５５０円（税込）
物企画経営課☎奮２３３

工夫をすることにより、障がい
のある方の社会参加の機会が広
がります。私たちができること
を考えてみましょう。
また、市では、周囲の方から
の援助が得られるよう、障がい
のある方などにストラップ付き
の「ヘルプマーク」や、必要な
支援や緊急連絡先などを書き込
んで携帯できる
「ヘルプカード」
を配付しています。
希望の方は、障がい福祉課窓
口へお申し出ください。

12月３日～９日は「障
害者週間」
「障害者週間」は、障がいや
障がいのある方についての関心
と理解を深めるとともに、障が
いのある人がさまざまな分野の
活動に積極的に参加する意欲を
高めることを目的として、障害
者基本法で定められた週間です。
私たちの生活の中では、障が
いについて知らないために、結
果的に障がいのある方に不自由
や不快な思いをさせてしまうこ
とがあります。障がいについて
理解し、日常生活の中で配慮や

ヘルプカード

案内

います。糖尿病は痛みなどの自
覚症状が少ないことから、定期
的に健診を受け、普段から適正
体重の維持や適度な運動を心が
けましょう。
物保健センター☎９９５－３３８１

12月 １ 日 は「 世 界 エ
イズデー」
エイズとはＨＩＶというウイル
スに感染することによって、免
疫力が低下して生じるさまざま
な病気の総称のことをいいます。
全国では、新規ＨＩＶ感染者が年
間約1,000件報告されています。
正しい知識を持って、自分や大
切な人を守りましょう。
また、不安があればすぐに検
査を受けましょう。
物保健センター☎９９５－３３８１

女性に対する暴力をな
くす運動

物障がい福祉課☎奮４２８

11月14日は「世界糖
尿病デー」
全国では、糖尿病と強く疑わ
れる人と可能性を否定できない
人の合計は約2,000万人に上り、
早急な対応が迫られています。
糖尿病の方の平均寿命は、糖尿
病でない人に比べて男性で約８
年、女性で約１１年短いとされて

この機会に男女のあり方を見
直し、より良い男女共同参画社
会をつくっていきましょう。
※１１月２５日は「女性に対する暴
力撤廃国際日」

１１月１２日㈭から２５日㈬までの
２週間は「女性に対する暴力を
なくす運動」期間です。
配偶者などからの暴力、性犯
罪、売買春、セクシャル・ハラ
スメントなど女性に対する暴力
は著しく人権を侵害するもので
す。このような暴力の根底には、
女性の人権への軽視があります。

女性に対する暴力根絶の
ためのシンボルマーク

物人権・男女共同参画課
☎奮８１１

全国一斉「女性の人権ホ
ットライン」強化週間
パートナーからの暴力やスト
ーカー行為など、女性をめぐる
さまざまな人権問題について、
専用相談電話による相談を受け
付けます。
腹１１月１２日㈭～１８日㈬ 午前８
時３０分 ～ 午 後７時（１４・１５日 は
午前１０時～午後５時）
淵電話相談☎０５７０－０７０－８１０
相談担当者 法務局職員、人権
擁護委員
※秘密は厳守します
物さいたま地方法務局人権擁護
課☎０４８－８５９－３５０７

事業者向け補助制度
市では、商業・工業振興施策として、さまざまな助成制度を実施しています。詳しくは、市ホームページをご覧になるか、お問
い合わせください。
物商工観光課☎奮４７９
制度

補助金額（＊）

①工場移転資金利子補給金制度
土地区画整理事業施行区域、都市計画道路区域または住居
系用途地域に工場を有する市内の中小企業者の方が、市内
の適合用途地域への工場移転のために借り受けた資金に係
る利子の一部を補助します。

令和２年１月１日から令和２年１２月３１日までの支払利子額の５０パーセント
※借り入れ利率が２パーセントを超える場合は、２パーセントで算定し
た額
※延滞利子は対象外

②試験機関利用補助制度
市内の中小企業者の方が、新製品・新技術の開発などのた
め、試験機関の設備を使用または試験を依頼した費用の一
部を補助します。

使用料または手数料の２分の１以内（１００円未満切り捨て、上限５万円ま
たは３万円※対象試験機関によって異なります）

③展示会等出展費用補助制度
市内の中小企業者の方が、市外の工業の展示会・見本市に
出展するための費用の一部を補助します。

補助対象経費の２分の１以内（１００円未満切り捨て、上限５万円）

④新商品開発支援事業補助制度
個性と魅力ある個店や商店街づくりを通した商業活性化を目
的として行う新商品開発に対し、費用の一部を補助します。

補助対象経費の３分の１以内（上限５万円）

⑤工業活性化推進事業補助制度
市内工業の活性化および振興を図るため、市内の工業団体
が共同で行う経営改善などの事業の実施に対する経費の一
部を補助します。

補助対象経費の２分の１以内（１００円未満切り捨て、上限５万円）
※令和３年３月３１日までに事業を終了し、報告書を提出できる場合のみ
申請可能です。

―共通―

八潮市役所

仏①は令和３年１月２５日まで②～⑤は３月１０日までに、
所定の申請用紙などを商工観光課（☎奮４７９）窓口へ（郵送不可）。
※申請に必要な書類および案内チラシは、市ホームページまたは商工観光課窓口で配布しています。
※予算枠に達し次第締め切り
＊国・地方公共団体などから同様の補助金を受ける場合は、その補助金の額を控除した額。

☎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

