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● 今月の主な内容 ● ２面：稲荷伊草第二土地区画整理事業地内の住所変更／３面：所得税・復興特別所得税の還付申告会／４面：空き家の適切な管理

市の人口と世帯数 令和２年（2020年）12月1日現在
人口…92,469人（＋48人）　　世帯…44,237世帯（＋50世帯）
　男…48,022人（＋19人）　　　女…44,447人（＋29人）

新 年 の あ い さ つ
　明けましておめでとうございます。
　旧年中は、市政の推進に対しまして、ご理
解とご協力をいただき、心より感謝申し上げ
ます。
　昨年は、新型コロナウイルス感染症の感染
拡大により、社会、経済活動に大きな影響を
受けることとなりました。
　本市では、これまで、子育て世帯への臨時
特別給付金の支給や、水道料金の一部減免な
どをはじめとするさまざまな支援策を実施してまいりました。
　今後も引き続き、国や県と連携し、コロナ対策を含め、子育て
支援や各種事業を計画的に展開し、「健康」をキーワードに、「住
みやすさナンバー１のまち」を目指して、八潮市に住むこと、住
み続けることが誇りに思えるようなまちづくりを進めてまいりま
すので、皆様のご支援ご協力をお願いいたします。
　結びに、新型コロナウイルス感染症の早期終息を願うとともに、
皆様のご健勝とご多幸を心からお祈り申し上げまして、新年のあ
いさつとさせていただきます。

　明けましておめでとうございます。
　旧年中は、本市議会に対しまして、格別の
ご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
　さて、昨年は、新型コロナウイルスという
未曾有のウイルスが全世界に広がりました。
依然として産業経済や社会活動が停滞する中、
市民の皆様におかれましては、仕事や学校、
生活のあらゆる面で大きく影響を受けている
ものと推察いたします。
　議会では、市が実施する必要なコロナ対策に、今後も積極的に
協力してまいります。
　また、懸案となっております学校給食につきましては、議会と
して、昨年、安心で安全な給食の提供の実現に向けて努めていく
ことを決議いたしました。議会といたしましても、全力で子ども
たちを支援していきたいと思います。
　結びにあたり、新型コロナウイルス感染症の終息を願うととも
に、本年が明るい社会となりますよう心から祈念申し上げまして、
新年のあいさつとさせていただきます。

八潮市長
大山　忍

八潮市議会議長
岡部　一正

やしお子育てほっとステーション利用者の皆さん

あけましておめでとうございますあけましておめでとうございます



広報（2）

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.84２ 令和３年（２０２１年）1月１０日

住所の変更日　1月30日
住所の表示および郵便番号

対象区域 新町名 郵便番号
大字伊草　　
大字小作田　の一部

伊草一丁目 3４0－0８0６伊草二丁目

「住所変更のお知らせ」の送付
　稲荷伊草第二土地区画整理事業地内に住所・所在地を有する次の方
に、「住所変更のお知らせ」「住所変更手続きのしおり」などを1月中
に送付します。
▼住民基本台帳に登録のある世帯
▼「法人の設立（設置）申告書」の提出のある法人
公的な書類などの手続き
　戸籍簿、住民基本台帳、印鑑登録原票などの市の公的な書類などに
ついては、市役所が住所変更を行いますので、手続きは不要です。な
お、住民基本台帳カード、個人番号カード（マイナンバーカード）、
在留カード、特別永住者証明書などをお持ちの方は、記載変更の手続
きが必要です。詳しくは、「住所変更手続きのしおり」をご覧ください。

⎫
⎬
⎭

　稲荷伊草第二土地区画整理事業の換地処分により、事業区域の町名、地番が変更されます。また、それに伴い、住所も変更されます。

稲荷伊草第二土地区画整理事業地内の住所変更稲荷伊草第二土地区画整理事業地内の住所変更

　庁舎の建て替えに伴い、市役所敷地内の仮設通路などを設置す
る工事を行います。工事中は安全確保のため、工事範囲内の通行、
駐車場の利用ができなくなります。

工事期間
２月1日～６月（予定）

物アセットマネジメント推進課☎奮８４６

新庁舎建設中の仮設通路・
スロープの設置工事

新庁舎建設基本設計について④
　新庁舎に合築される保健センターの計画についてお知ら
せします。

物アセットマネジメント推進課☎奮８４５

保健センター整備計画のコンセプト
―先端「健康」都市・八潮を実現するための拠点整備―
・�誰もがいきいきと暮らせるまちを形成していくためには、
誰もが心身ともに健康でいることが重要です。

・�健康づくりの拠点となる保健センターの機能を充実させ、
新庁舎との合築の効果を最大限に生かします。

保健センターの考え方
　健康づくり事業の拠点、安心して受診できる休日診療所、
スムーズな健診環境、独立性を確保した配置、市民活動ス
ペースとの連携を視野に入れた配置といった考え方に基づ
き整備します。

　1月1８日から、ＰａｙＢ（ペイビー）、ＬＩＮＥ�Ｐａｙ（ラインペイ）、楽天銀行コンビニ支払サービスにより、水道料金、下水道使用料を
支払えるようになります。詳しくは、市ホームページをご覧ください。

スマートフォンで水道料金、下水道使用料の支払い

物経営課☎奮３６９

●支払い方法および注意事項
・�スマートフォンなどでアプリをダウンロードし、納入通知書に
印字されたバーコードを読み取ることで、預貯金口座などから
振り替えられます。
・�システム利用料（手数料）の負担はありません。ただし、アプ
リのダウンロードおよび利用にかかるパケット通信料は、ご自
身の負担となります。
・�バーコードが印字されていない、また、バーコードが読み取れ
ない納入通知書は利用できません。

・�取扱金融機関、コンビニエンスストアまたは水道部の窓口でス
マートフォンアプリを利用した支払いはできません。ご自身の
スマートフォンなどでお支払いください。

・�領収証書は発行されません。領収証書が必要な場合には、取扱
金融機関、コンビニエンスストアまたは水道部の窓口でお支払
いください。

・�スマートフォン決済で支払った分の納入通知書は、重複して支
払わないように管理してください。

１月１８日
から

物区画整理課☎奮４６３

伊草二丁目 伊草一丁目

町名の境界線

伊草ふれあい
公園

伊草ふれあい
公園

伊草西児童
公園

伊草西児童
公園

八
条
用
水

葛
西
用
水

伊草団地伊草団地

稲荷伊草第二土地区画整理事業地区



（3）広報 No.84２ 令和３年（２０２１年）1月１０日

対象となる方対象となる方
　次の方のうち、源泉徴収票を
お持ちで、所得税等が還付にな
る方
▼退職などで年末調整が済んで
いない方
▼給与所得者や公的年金等の受
給者で医療費控除を受ける方
▼公的年金等の受給者
※公的年金等の収入金額が４００�
万円以下であり、かつ、他の所
得金額が２０万円以下である場合
には、所得税等の確定申告は不
要です。ただし、各種控除を追
加する場合や還付を受けようと
する場合は、確定申告が必要で
す。

申告に必要なもの申告に必要なもの
・令和２年分の給与所得または
公的年金等の源泉徴収票（原本）
・申告者本人名義の預貯金で金
融機関名と口座番号のわかるも
の（通帳など）
・印鑑、電卓、筆記用具
・個人番号（マイナンバー）カ
ード原本と写し、または個人番
号が確認できる書類（通知カー
ドなど）と本人確認ができる書
類（運転免許証や健康保険の被
保険者証など）の原本と写し
※このほか、申告内容に応じて
必要となる書類があります。詳
しくは、市ホームページをご覧
ください。

　市と越谷税務署では、次のとおり、申告に関する相談および受け付けを行います。
場　所 日　　時 内　容

イオンレイクタウン
kaze（かぜ）
3階イオンホール
※入場整理券配付
場所：1階E入口

２月４日㈭～3月15日㈪（土・日曜日、祝日を除く）
午前9時～　※終了時間は、入場整理券の配布状況に
よります。
※平日以外でも、２月２1日㈰・２8日㈰に限り開場します。
※最新情報は国税庁ホームページをご覧ください。

所得税等・個
人消費税・贈
与税の確定申
告の相談およ
び受け付け

出
張
申
告

大曽根中公民館 ２月16日㈫

午前9時3０分～11時
午後1時3０分～3時3０分 市民税・県民

税の申告、簡
易な所得税の
申告受け付け

ゆまにて ２月17日㈬
古新田公民館 ２月18日㈭
八條公民館 ２月19日㈮
資料館 ２月２２日㈪

八潮メセナ展示室
２月２４日㈬～3月15日㈪
午前9時～11時、午後1時～４時
※２月２8日㈰は、午前9時から11時に限り開場します。

※混雑状況により受付時間内でも受け付けを終了する場合があります。
※申告会場施設への問い合わせはご遠慮ください。
※詳しくは、広報やしお２月号でお知らせします。

所得税・復興特別所得税の還付申告会などのお知らせ
　令和２年分の所得税等の還付申告会を開催します。ご自身で確定申告書の作成を行い、その場で提出ができますので、必要な書類をお持
ちのうえ、お越しください。

確定申告と市民税・県民税申告の受け付け

物市民税課☎奮２０６

　確定申告について詳しくは、国税庁ホームページ（https://
www.nta.go.jp）をご覧になるか、越谷税務署（☎965ー8111）
へお問い合わせください。

◇八潮メセナ会場（２階集会室）
受付日時 受付対象者 留意事項

２月２日㈫～４日㈭
午前9時3０分～1０時3０分
午後1時～２時3０分 　　
※�八潮メセナの開館は、�
午前9時からです。

・退職などで年末調整が済んでいない方
・給与所得者で医療費控除を受ける方
・公的年金等の受給者で医療費控除を受ける方
・公的年金等の受給者かつ給与所得者である方

・�ふるさと納税や住宅借入金等特別控除（令和２年入居分）などの
受け付けは行っていません。
・�混雑の状況によっては、午前の受け付けでも午後となる場合や
午後の受け付けを早めに締め切る場合があります。
・�初日や午前中は大変混雑しますので、分散してご来場ください。
・八潮メセナへの問い合わせはご遠慮ください。

◇税理士による所得税還付申告の無料電話相談
　相談日の前日までに、関東信越税理士会越谷支部（☎962ー6131）へ事前予約が必要です。

相談日時 相談方法 受付対象者 留意事項
２月1日㈪～15㈪

（土・日曜日を除く）
午前9時～11時
午後1時～3時

電話による相談
（完全予約制）

・退職などで年末調整が済んでいない方
・給与所得者で医療費控除を受ける方
・公的年金等の受給者

費用は無料ですが、相談内
容などによっては有料にな
ることもあります。

還付申告受付日程還付申告受付日程

子育て支援臨時
特別給付金

　新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生
活を支援するため、子育て支援臨時特別給付金を支給します。

物子育て支援課☎奮２０９

給付金の概要

給付対象者 中学生以下で、令和２年１２月１日現在の
こども医療費受給資格者など

中学生以下で、令和２年１２月２日から令
和３年３月３１日までにこども医療費受給
資格者などとなる方

給�付�額 児童1人あたり　５，０００円

給付方法
こども医療費支給登録銀行口座などへの
振り込み
（給付対象者には、「給付金のお知らせ」
を1月中旬に発送）

こども医療費支給登録銀行口座などへの
振り込み

申請
申請不要。受け取りを希望しない場合は、
1月２9日（必着）までに「受給拒否の届
出書」を提出

申請不要。受け取りを希望しない場合は、
「受給拒否の届出書」を提出

給�付�日 ２月１8日
こども医療費受給資格登録申請後、翌
月以降の２０日（２０日が土・日曜日、祝
日の場合は直前の平日）

　新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、受付窓口の数を減
らして実施します。このため、例年より待ち時間が長くなる場合が
ありますのでご了承ください。なお、新型コロナウイルス感染症の
感染状況などにより、変更または中止となる場合があります。
※発熱症状（３７．５度以上）がある場合は、申告の受け付けをご遠慮
いただきます。

⃝申告会場でのお願い
　申告会場内の待合場所の密を避けるため、入口に受付番号の表示
板を設置しますので、ご自身の順番まで申告会場以外の場所での待
機にご協力ください。
※再来場時に受付番号が到来していた方は、優先的に案内しますので、
職員に声をかけてください。

　東京２０２０オリンピック・パラ
リンピック競技大会とともに延
期となっていた、八潮市でのオ
リンピック聖火リレーの日程が
決定されました。
　なお、聖火リレー当日は、コ
ース周辺道路の交通規制などを
行います。詳細が決まり次第、
広報やしおや市ホームページで
お知らせします。
腹7月7日㈬　午前8時5０分ごろ
（予定）
物企画経営課☎奮22７

東京２０２０オリンピック
聖火リレーの日程



広報（4）

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.84２ 令和３年（２０２１年）1月１０日

①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～

▼９月１２日、八條公民館で、や
しお市民大学および大学院の入
学式を開催
▼９月１２日、八條北小学校で、
小規模特認校制度説明会を開催
▼９月２４日から３０日までの間、
市役所１階ロビーで、平和パネ
ル展を開催
▼９月２４日、１０月２９日および１１
月２６日に、潮止中学校の生徒数
増加に伴う通学区域の見直しの
ため、八潮市立小中学校通学区
域審議会を開催
▼１０月２４日から、市内全中学校
で、学習塾との連携事業「８ゼ
ミｆｏｒ中学生」を開始
▼１１月３日、八條八幡神社など
で、第８７回歴史講座「絵図でた
どる八條の社寺～八條の史跡め
ぐり～」を開催
▼１１月１４日、八潮メセナで、「令
和２年度青少年の主張大会」を
開催

②健康福祉・子育て
～誰もがいきいきと� �
� 暮らせるまち～

▼長寿のお祝いとして、１，１８２
人の対象者に長寿祝金給付通知
書を送付
▼９月１日、４日および１１日に、
八潮メセナ・アネックスで、県
内初の「フレイルサポーター養
成講座」を開催し、１２人を養成

フレイルサポーター養成講座

▼９月２３日、エイトアリーナで、
「ウォーキング講座～からだ作
りが健康の秘訣～」を開催
▼９月２６日、保健センターで、「生
活習慣病予防講座」を開催
▼９月２９日、保健センターで、「ゲ
ートキーパー養成講座」を開催

▼１１月２８日、八潮メセナで、「い
きいき子育て講座」を開催

③防災・防犯・消防・救急
～誰もが安全で安心して� �
� 暮らせるまち～

▼１０月１９日から３カ月間、「八潮
市交通事故防止特別対策推進計
画」に基づき、交通安全に関す
る対策を集中的に実施
▼１１月１８日、埼玉県知事および
埼玉県警察本部長に対し、警察
署の設置などに関する要望活動
を実施
▼１１月２７日、八潮メセナで、「地
区防災計画作成研修会」を開催

④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～

▼８月２１日から１０月３１日までの
間、八潮市テナント家賃減免支
援助成金制度の申請を受け付け、
オーナー２２件に対し、計６８２万�
６千円を助成
▼１０月２４日、市内農地で、「さ
つまいも親子農業体験」を開催

さつまいも親子農業体験

⑤都市基盤・環境
～快適でやすらぎと� �
� 潤いのあるまち～

▼１１月１２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

⑥新公共経営
～協働で経営する� �
� 自主・自律のまち～

▼１０月に「八潮市新庁舎建設基
本設計」を策定
▼１１月２日から、仮設駐車場等
整備工事および別館庁舎解体工
事に着手

　市では、空き家への対策として「予防対策」「活
用・流通対策」「管理不全対策」の方針に基づき、
各種対策に取り組んでいます。

物都市計画課☎奮３４６

空き家を放置していませんか？
　空き家になると建築物の傷みが早くなり、
そのまま放置すると、右図のようにさまざ
まな問題が発生する可能性があります。

八潮市空家バンクに登録する空き
家を募集中
　空家バンクとは、空き家をお持ちの方と
空き家を買いたい、借りたいという方をイ
ンターネットを通じて結びつけ、空き家の
有効的な活用を進めていく制度です。
　市では、空家バンクに登録するための空
き家を募集しています。市内に空き家を所
有する方は、都市計画課へご相談ください。

登録の主な流れ
①登録申請

　申請用紙に必要事項を記入し、都市計画
課へ提出してください。

②現地調査
　空き家の所有者と物件を担当する不動産
業者および市職員で現地を調査します。

③物件登録
　調査の終わった空き家を空家バンクに登

市政の執行状況 　令和２年第４回市議会定例会が１１月３０日から１２月１７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）。 物企画経営課☎奮８８５

外壁などが傷んで汚れたり、
ガラスが割れたまま放置される
と景観の悪化につながります。

建物が傷み、屋根瓦が落下したり、雨どいが外れ
たりして通行人がけがをするおそれがあります。

樹木が繁茂して害虫が発生したり、勝手に
ゴミを捨てられてしまうことがあります。

施錠されていない、容易に侵入可能な
状態は、不審者の侵入や放火の危険が
あります。

【景観上の問題】

【防災上の問題】 【衛生上の問題】

【防犯上の問題】

空き家を放置すると…

空き家を適切に管理しましょう空き家を適切に管理しましょう
～市民が安全・安心して暮らせる街並みを目指して～～市民が安全・安心して暮らせる街並みを目指して～

録します。インターネットを通じて閲覧で
きます。

④交渉・契約
　物件登録後、利用希望者が現れた場合に
は、担当する不動産業者を通じて交渉や契
約を行います。
　なお、登録できない空き家もありますの
で、詳しくは市ホームページをご覧になる
か、都市計画課へご連絡ください。

相続おしかけ講座
　空き家に関連した相続や認知症への備え
といった将来の悩みについて、司法書士や
行政書士が講師となり、わかりやすく説明
する講座です。
覆おおむね１０人以上のグループ
※�自治会や高齢者向けサロンでも利用でき
ます。
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「口座振替」を「口座振替」を
� 利用した納税� 利用した納税

市内中小企業者の方へ　利子補給金申請のお知らせ市内中小企業者の方へ　利子補給金申請のお知らせ

①八潮市中小企業小口・近代化資金融資利子補給金
覆中小企業小口・近代化資金融資を利用している方
補助金額　令和２年１月から令和２年１２月までに支払った利子額の５０パーセント

②新規創業資金融資利子補給金
　市内において、新たに事業を起こすために借り受けた資金に係る利子を補助します。
覆次のすべてを満たす方
▼市内で引き続き６カ月以上住所を有する方
▼市税を完納している方
▼令和２年１月から令和２年１２月の期間で、借入資金に対する支払いの遅延日数が１２０
日未満の方
対象資金
▼埼玉県（起業家育成資金、女性・若者経営者支援資金のうち女性・若者起業家支
援貸付）
▼日本政策金融公庫（新規開業資金、女性・若者／シニア起業家支援資金、新創業
融資制度）
利子補給額　借入資金を受けた日から３年以内に支払った利子額（利子が１．５パーセ
ントを超える場合は、１．５パーセントの額）

口座振替を利用すると．．．
・�納付のために出向く
手間が省けます。

・�納期限内に納付する
ことができます。

・�現金を扱わないので
安全・安心です。

・毎年自動的に継続されます。

申し込み手続きは簡単
●口座振替依頼書、通帳、届出印、納税通知
書をお持ちのうえ、市内各金融機関または郵
便局窓口でお申し込みください。
※口座振替依頼書は、納税通知書に添付して
いる依頼書または市内の金融機関などに用意
している依頼書をご利用ください。
●国保年金課または納税課窓口では、キャッ
シュカードと本人確認書類での申し込みが可
能です。
物納税課☎奮３３０

―①②共通―
仏①は１月２９日（必着）②は１月２５日（必着）までに、申請書類（①は対象者へ郵送
②は対象者へ郵送するほか、窓口で配布）を窓口または郵送で商工観光課（☎奮
４７９）へ

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。

案内案内
会議の傍聴

●第５回八潮市高齢者保健福祉
推進審議会の傍聴
腹１月２１日㈭　午後１時３０分～３
時３０分　
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・介護保険事業計画策定に
ついて
払１０人（申込順）
仏１月１４日から２０日までに、電
話で長寿介護課（☎奮４４７）へ
●第2回八潮市地域包括支援セ
ンター運営協議会の傍聴
腹２月４日㈭　午後１時３０分～３時
複やしお生涯楽習館多目的ホー
ル
淵①令和２年４月から９月までの
地域包括支援センター活動状況
について②指定介護予防支援一

物住民票・印鑑証明・戸籍関連、
日曜窓口＝市民課☎奮２１０
課税（所得）証明・非課税証明
関連＝市民税課☎奮２０６

文化スポーツセンター
およびエイトアリーナ
の休館

　館内整備のため休館します。
腹２月１０日㈬　
物文化スポーツセンター☎９９６
－５１２６

市民温水プールの臨時休館お
よび老人福祉センターすえひ
ろ荘のお風呂利用の一時停止
　東埼玉資源環境組合第二工場
ごみ処理施設の定期点検により、
お湯を沸かす蒸気供給が停止と
なるため、臨時休館およびお風
呂の利用を一時停止します。
市民温水プール
腹２月７日㈰～３月１７日㈬
すえひろ荘のお風呂
腹２月８日㈪～３月１６日㈫
※すえひろ荘は開館しています。
物市民温水プール☎９３６－６８２４、
すえひろ荘☎９３６－９１８１

交通災害共済
　市町村交通災害共済は、皆さ

部委託届出状況について
払１０人（申込順）
仏１月１４日から２月３日までに、電
話で長寿介護課（☎奮４４８）へ
●第４回八潮市多文化共生推進
プラン策定委員会の傍聴
腹２月９日㈫　午前１０時～
複市役所第２会議室
淵多文化共生推進プランについ
て
払１０人（当日先着順）
物市民協働推進課☎奮４６５
●第2回八潮市社会教育審議会
の傍聴
腹２月１７日㈬　午後２時～
複八條公民館会議室１
淵令和３年度社会教育事業計画
（案）などについて
払５人（当日先着順）
物社会教育課☎奮３６５

市民課日曜窓口の閉庁
およびコンビニ交付サ
ービスの一時利用停止
　区画整理の換地処分に伴うシ
ステム作業のため、日曜窓口の
閉庁およびコンビニ交付サービ
スを一時停止します。
腹日曜窓口閉庁＝１月３１日㈰
コンビニ交付サービス停止＝１月
３０日㈯・３１日㈰

んの会費で運営する交通事故の
お見舞金助け合い制度です。
共済期間　４月１日～令和４年３月
３１日
覆①市内に住民登録をしている
方
②①の方に扶養されていて、修
学のため市外に転出している方
沸年額５００円
仏２月１日から、市民課、駅前出
張所、市内郵便局または草加工
業団地郵便局へ
物市民課☎奮２１０

店舗診断
腹２月１６日㈫　午前１０時～午後４
時３０分のうちの約１時間３０分
複市内各店舗
覆店舗の経営改善に取り組みた
いと思っている経営者の方
淵専門家が店舗に伺い、ヒヤリ
ングなどを通じて、経営上の問
題、商品構成、メニュー、店舗
のレイアウトなどの問題点を抽
出し、必要なアドバイスを行う
講師　水

みず

井
い

澄
すみ

人
よ

さん（全国商工
会連合会登録地域プランナー）
払３店舗（申込順）
仏１月１４日から２５日までに、電
話または窓口で商工観光課（☎
奮３８４）へ

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
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やしお８４０大マラソン大会やしお８４０大マラソン大会

　老若男女問わず乳児やベビーカーでも参加が可能な、誰もが
楽しめる自己申告形式の大会です。

覆市内在住・在勤・在学・在園の方
淵実施期間内（１月１5日㈮〜２月１4日㈰）に、参加するクラスの
走行距離を走る。
①チームスピリッツクラス＜走行距離８4０キロメートル＞
　チーム制のクラスです。人数の定員はありません。
②ファンランクラス＜走行距離８4キロメートル＞
　一般ランナーや学生（中学生以上）向けのクラスです。ウォ
ーキングでも可。
③チャレンジクラス＜走行距離８．4キロメートル＞
　これから運動を始めようと思っている方や小中学生向けのク
ラスです。週２回１5分程度のウォーキングでも達成可能です。
④モリモリクラス＜走行距離８4０メートル＞
　幼児向けのクラスです。
⑤ファーストクラス＜走行距離８．4メートル＞
　乳児向けのクラスです。
※各クラス間の重複参加はできません。
仏走行距離を完走した後、大会記録用紙（市ホームページまた
は文化スポーツセンター、エイトアリーナで入手）を郵送また
は電子申請で、２月２１日（消印有効）までにエイトアリーナ（〒
３4０－０８０２鶴ケ曽根１5３5－１）へ

物文化スポーツセンター☎９９６－５１２６
①第6次八潮市行政改革大綱・実施計画（案）
　行政改革を推進するための「第6次八潮市行政改革大綱・実
施計画」の策定にあたり、意見を募集します。
� 物企画経営課☎奮88５

メールアドレスm-kikaku＠ｃiｔｙ．ｙaｓｈiｏ．ｌｇ．ｊｐ
②八潮市産業経済振興基本計画第２次後期計画（案）
　市の産業振興に必要な基本的施策を実現するための「八潮市
産業経済振興基本計画第２次後期計画」の策定にあたり、意見
を募集します。� 物商工観光課☎奮４７９
� メールアドレスｓｈｏkｏkaｎkｏ＠ｃiｔｙ．ｙaｓｈiｏ．ｌｇ．ｊｐ
１．公表の場所
　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、各担当課で貸し出しを行います。
２．募集期間
①１月２5日㈪（必着）まで②１月１３日㈬から２月１２日㈮（必着）まで
３．意見の提出方法
　①は「第6次八潮市行政改革大綱・実施計画（案）に関する
意見」②は「八潮市産業経済振興基本計画第２次後期計画（案）
に関する意見」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、ファクスまたは電子メールで各担
当課へ

意 見 募 集

三菱ＵＦＪ銀行におけ
る窓口納付の取り扱い

　八潮市に納める市税などは、
4月１日から、三菱ＵＦＪ銀行本・
支店の窓口で、納付書を使って
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
などの納付は、今までどおり継
続されます。
物会計課☎奮２０１

新型コロナウイルス感
染症に伴う傷病手当金
の適用期間の延長

　新型コロナウイルス感染症に
伴う傷病手当金の適用期間が、
令和２年１月１日から令和３年３月
３１日までの間に延長されました。
　支給を受けるためには、申請
が必要です。申請方法について
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。
物国保年金課☎奮３２７

家屋調査
　家屋を新築または増改築した
場合、固定資産税・都市計画税
が課税されます。その税額を算
出するため、市の職員による「家
屋調査」を実施しています。
　調査にあたっては、家屋の内
部（間取り・設備など）を確認
させていただきますので、ご協
力をお願いします。

※補助対象と思われる事業所に
は、すでに申請書類などを郵送
しています。届いていない場合
は、商工観光課へご連絡くださ
い。

高齢者ふれあいの家支
援事業

　高齢者の社会的孤立防止や心
身の健康維持のために趣味活動
などを通して交流をはかる「高
齢者ふれあいの家」を空き家な
どを活用して開設する方に対し、
運営費などの助成を行っていま
す。
【開設中の高齢者ふれあいの家】
〇たんぽぽカフェ
腹毎週火曜日（祝日を除く）　
午後１時〜３時
毎週木曜日（祝日を除く）　午
前１０時〜午後３時
複八條２８３5－１5
〇カフェしおどめ
腹毎週月・水曜日（祝日を除く）
　午後１時〜4時
複伊勢野２5７（公社）八潮市シ
ルバー人材センター内
〇パルコカフェ
腹毎週木曜日　午後１時３０分〜３
時３０分
複緑町２－２5－１９
〇高齢者ふれあいの家「茶乃間」
腹毎週水・金曜日　午前１０時〜
正午
複中央１－5－１３
―共通―� �
沸１回１００円� �
物長寿介護課☎奮４９１

　また、調査を行っていない家
屋、取り壊しをした家屋があり
ましたらご連絡ください。
物資産税課☎奮４１２　

八潮市中小企業退職金
共済掛金補助制度
　市では、「中小企業退職金共
済制度」または「八潮市商工会
特定退職金共済制度」に新たに
加入した事業主に対し、掛金の
一部を補助します。
覆次のすべての要件を満たす方
▼市内に事業所を有し１年以上
事業を継続しており、かつ補助
金申請時も事業を行っているこ
と▼従業員が5０人以下であるこ
と▼補助金交付申請時に納期が
到来した市民税を完納している
こと
補助期間　新規加入契約月から
２4カ月間
補助対象経費　令和２年１月（ま
たは加入月）から令和２年１２月
（または補助期間満了月）まで
に支払った掛金
補助額　従業員が5人までの事
業所は掛金の３０パーセント、6
人から5０人までの事業所は掛金
の２０パーセント（ただし、掛金
は月額5０００円を限度として計
算）
仏１月１２日から２5日までに、申請
書類を商工観光課（☎奮２７４）
窓口へ

募集募集
登録統計調査員
覆次のすべてに該当する方
▼２０歳以上の健康な方▼責任を
持って調査し、秘密を保持でき
る方▼税務、選挙、警察に直接
関わりのない方▼暴力団員その
他の反社会的勢力に該当しない
方
淵国や県が実施する統計調査の
調査対象世帯や事業所の訪問、
調査票の配布・回収など
報酬　調査ごとに定められた額
を支給
※業務内容など詳しくは、市ホ
ームページをご覧ください。
物企画経営課☎奮２３３

八潮市下水道事業審議
会委員
任期　4月１日〜令和5年３月３１日
覆応募日現在で、市内に１年以
上在住している満２０歳以上の方
※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
淵下水道に関する事項について
の審議など
報酬　市の規定により支給
払２人（男女各１人、申し込み多
数の場合、抽選）
仏２月１０日（必着）までに、申
込書（下水道課で入手）に必要
事項を記入のうえ、窓口または
郵送で下水道課（☎奮３４５）へ

おしらせ コーナー　案内・募集おしらせＨＯＴコーナー　案内・募集
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八潮市会計年度任用職員の登録八潮市会計年度任用職員の登録 小・中学校臨時的任用小・中学校臨時的任用
教員、非常勤講師募集教員、非常勤講師募集

　市では会計年度任用職員の登録の募集を随時行っています。
　会計年度任用職員とは1会計年度（4月1日から翌年3月31日）を超えない範囲で任用
される一般職の非常勤職員のことです。採用されると、地方公務員として勤務し、地
方公務員の服務に関する規定が適用されます。

※登録されても、面接の連絡がない場合もあります。また、登録者の中から選考を行
い任用することから、名簿登載期間中に必ずしも任用されるものではありません。

　登録を希望される方は、「会計年度任用職員登録票」および、必要書類を総務人事課
へ提出してください（郵送可）。
　登録票は市ホームページからダウンロードできます（郵送請求の方は、封筒の表に
「会計年度任用職員登録票請求」と朱書きし、宛名を明記した長3サイズの返信用封筒
〈８4円切手を貼付〉を同封して、総務人事課へ）。

物総務人事課☎奮２６９

【採用までの流れ】

登録票の提出 登録票（写真貼付）および必要書類を総務人事課へお持ちください。
※郵送での提出も可

書類選考 募集する職種と条件が合致する方か総務人事課で書類選考します。

登録 書類選考に合格すると台帳に登録されます（名簿登載期間は登録
受付日から令和５年3月31日まで）。

面接 会計年度任用職員を必要としている課から、面接試験の連絡があ
り、各課で面接が実施されます。

採用 面接に合格すると会計年度任用職員として採用されます。

職務
①小・中学校臨時的任用教員

②小・中学校非常勤講師

資格
小学校教員免許もしくは中学
校教員免許（各教科）を有す
る者

勤務日時

①�月～金曜日（週５日）�
1日７時間4５分

②�月～金曜日のうち週1～２日�
1日4～７時間

勤務場所 市内小・中学校

職務内容

①小・中学校における病気休
暇や育児休業などで勤務する
ことができない教員の代替

②小・中学校における初任者
研修などで不在となる教員の
代替

給与 県の規定により支給

募集人数
随時募集
※東部教育事務所への登録が
必要となります。

申し込み 電話で学務課へ
※任用期間については要相談

　臨時的任用教員および非常勤講師を募
集します。 物学務課☎奮３７８

おしらせ コーナー　案内・募集おしらせＨＯＴコーナー　案内・募集

やしおインフォメーションやしおインフォメーション
※�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

催し 日時 詳細

第44回企画展
「こどものまなび―学校・遊び・暮らし―」

1月２3日㈯～3月14日㈰
（展示解説会＝２月14日㈰、
3月6日㈯　午後２時～3時）

複資料館企画展示室　淵明治から昭和のこどもたちのまなびを学校・遊び・暮らしに分け
て取り上げ、その移り変わりを紹介する
展示解説会　払各回1５人（申込順）　仏1月14日から各回の前日まで

☎997‒6666 住所南後谷763‒50資料館

催し 日時 詳細
楽しく体験！！ヤッキーひろば
①光を楽しむ折り紙
②おもちゃの病院

1月16日㈯
午後1時30分～3時30分

複やしお生涯楽習館展示コーナー　覆小学生および保護者同伴の幼児　淵①半透明の折り
紙でステンドグラスのような窓飾りを作る②壊れたおもちゃを修理する　弗①スティック
のり　払①1５人（当日先着順）　沸①無料②は必要に応じて部品代あり

☎99４‒１000 住所鶴ケ曽根４20‒2やしお生涯楽習館

☎998‒2500 住所中央1‒10‒1八潮メセナ

催し 日時 詳細

八潮メセナ開館30周年記念事業
ダイヤモンドアフタヌーンコンサート

1月30日㈯
午後２時～

複八潮メセナホール　淵カジュアルなクラシックコンサート　演奏曲　「バッハ／主よ、人の
望みの喜びよ」「フォーレ／ファンタジー」ほか　出演　第1部＝野

の

村
むら

茉
ま

由
ゆ

さん（ピアノ）、第
２部＝池

いけ

田
だ

佳
か

月
づき

さん（フルート）、大
おお

江
え

有
ゆう

加
か

さん（伴奏）　払100人（申込順）　仏1月16日から
２9日まで、八潮メセナ窓口でチケット配布

八潮メセナ開館30周年記念事業
第10回八潮市アウトリーチコンサート

２月14日㈰
午後２時～

複八潮メセナ・アネックス　淵演奏曲　「オリビアを聴きながら」「異邦人」ほか　出演　八
や

巻
まき

和
かず

行
ゆき

さん（サックス）、浅
あさ

子
こ

勝
かつ

也
や

さん（伴奏）　払60人（申込順）　仏1月1７日から２月13日ま
で、八潮メセナ窓口でチケット配布
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催し 日時 詳細

家族介護教室 2月27日㈯
午前10時～11時

複ゆまにて　覆市内在住で、これからの介護について学びたい方、在宅で介護をしている
方　淵仕事と介護の両立のために利用できる制度や介護技術について　払10人程度（申込
順）　仏東部地域包括支援センターやしお苑（☎998‒8895）へ

☎奮４91長寿介護課

催し 日時 詳細

手話講習会「はじめての手話」
2月3日㈬・10日㈬・17日㈬
・25日㈭
午後7時～9時

複やしお生涯楽習館セミナー室4　覆市内在住・在勤の方　淵あいさつ、自己紹介、基本的な
対応など初心者向けの手話 　講師　小

お

野
の

寺
でら

勝
かつ

紀
のり

さん　払19人（申込順）　仏1月15日～25日

☎奮４73障がい福祉課

催し 日時 詳細

バドミントン中級講座 2月13日㈯・20日㈯　
午前10時～正午

複ゆまにて体育室　覆市内在住・在勤の方（40歳未満の勤労者を優先）講師　ヨネックス㈱バドミントン
チーム選手　弗運動できる服装、ラケット　払20人（申込順）　仏1月14日～

若年者就業支援講座
「パソコン講座」

2月20日㈯
午前10時～午後3時

複ゆまにて研修室　覆市内在住・在勤の方（40歳未満の勤労者を優先）　淵仕事に役立つ、Power　 Point
の便利な機能を使いこなそう　講師　富士通エフ・オー・エム㈱インストラクター　弗筆記用具　払10人

（申込順）　仏1月14日～2月17日（受付=午前9時～午後5時）

ゆまにて ☎996‒0123 住所 南川崎523

催し 日時 詳細

八條 しかけ絵本～ポップアップ
アートを楽しもう！～ 1月26日㈫～2月21日㈰ 複八條図書館カウンター前　淵驚きや楽しさがつまった「しかけ絵本」の展示

八條　☎99４‒5500 住所 八條2753‒４6図書館

☎996‒5126 返996‒7129 住所 八潮3‒31文化スポーツセンター

催し 日時 詳細

親子ふれあいなわとび 2月28日㈰
午前9時～

複文化スポーツセンター体育室　覆4
歳から小学校低学年の子どもと保護者
淵親子とび、前とび、あやとび、後ろ
とびなど　払50組（申込順）　仏1月15
日～2月10日※参加申込書（市ホーム
ページまたは文化スポーツセンター、
エイトアリーナで入手）を窓口または
ファクスで提出

八幡　☎995‒6216 住所 中央3‒32‒11　八條　☎99４‒3200 住所 八條2753‒４6公民館

催し 日時 詳細

八幡

初めての
スマートフォン教室

2月2日㈫
①午前10時～正午
②午後1時30分～3時30分

複八幡公民館視聴覚室　覆市内在住・在勤・在学のスマートフォン初心者の方（持って
いない方も可）　淵スマートフォンの基本操作と実生活に役立つ活用法の紹介※スマート
フォンを1人1台用意します。　講師　ソフトバンク(株)スマートフォンアドバイザー　
払各回20人（申込順）　仏1月14日～

アートフラワー教室
2月10日・17日、3月10日・17日（各
水曜日・全4回）
午後1時30分～3時30分

複八幡公民館第1会議室　覆市内在住・在勤・在学の方　淵布を
染色し形づけ、造花（カスミ草、アネモネ）を製作する　講師
菱
ひし

沼
ぬま

久
ひさ

恵
え

さん（聖徳大学総合文化学科助教）　払15人（申込順）
沸2,100円（材料代）　仏1月14日～

人権講座～風の匂い～
DVD上映会

2月21日㈰
午前10時30分～11時30分

複八幡公民館視聴覚室　覆市内在住・在勤・在学の方　淵健常者と障がい者を隔てる壁
とは何か、人間模様を通して「共に生きる喜び」について学ぶ　払30人（申込順）
仏1月14日～

歴史講座～疫病を乗り越え
る人々の祈り～

2月21日㈰
午後1時30分～3時

複八幡公民館視聴覚室　覆市内在住・在勤・在学の方　淵日本人が疫病とどのように向
き合い克服してきたのか、民俗文化を通じて学ぶ　講師　板

いた

垣
がき

時
とき

夫
お

さん（さいたま民俗
文化研究所主席研究員）　払30人（申込順）　仏1月14日～

八條
子どもむけプログラミング
教室～ロボット「こくり」
を動かそう！～

2月13日㈯
午後1時30分～3時

複八條公民館会議室⑵　覆市内在住・在学の小学生（小学3年生以下は保護者同伴可）
淵ロボット「こくり」を使ったプログラミングの体験　払5人（申込順）　仏1月27日～
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2月1日は、市県民税第
４期、国民健康保険税
・介護保険料の各第８
期、後期高齢者医療保
険料第７期の納期限で
す。安全・確実・便利
な口座振替で納付をお
願いします。

保健センターからのお知らせ 仏
物☎995－3381

各種検（健）診のお知らせ 新型コロナウイルス感染予防のため、マスクの着用をお願いします。
各種検（健）診は時間を細分化して受け付けています。

事業名 日時 対象 内容 定員・費用

①骨粗しょう症検診
２月１４日㈰　午前１０時～１０時３０分
結果説明会　３月１６日㈫　午前１０
時～１１時３０分（初回の受診者のみ）

市内在住の２０歳以
上の女性 問診、骨密度測定

払１０分ごとに２０人、最後の１０
分は１０人（申込順）
沸２００円

②�ヘルシーチェック
健康診査

２月１４日㈰　午前９時～９時４５分
結果説明会　３月１４日㈰　午前９時
～９時４５分

市内在住の２０～３９
歳の方

問診、身体測定、血圧測定、尿
検査、血液検査（貧血検査含む）、
診察、骨密度測定（女性のみ）

払２０分ごとに３０人（申込順）
沸５００円

―①②共通―
複保健センター
沸八潮市国民健康保険被保険者（補助金申請書兼同意書提出）、生活保護受給世帯（受給証提示）、市民税非課税世帯（世帯全員の非課税証
明書提示）、７０歳以上の方（保険証の提示）、６５歳以上７０歳未満の後期高齢者医療被保険者（保険証の提示）の方は無料
仏電話、電子申請または専用の申し込みはがき（保健センター発行の健康だより参照）で保健センターへ
※受診できる回数は年度内１回

事業名 日時 対象

①乳幼児相談（事前予約不要） ２月４日㈭	 午前９時３０分～１０時３０分 満２カ月～未就学児

②ママのこころの相談
（臨床心理士による相談） ２月４日㈭	 午前９時３０分～１１時（１人４５分） 乳幼児の保護者・妊婦で子育て上の悩み、不安などの

相談がある方

③すこやか相談 ２月１8日㈭	 午後１時３０分～４時 お子さんの発育・発達やことばの遅れ、夜尿症、落ち
着きがないなどの心配がある方

④パパ・ママ学級 ２月１４日㈰	 午後１時～４時 妊娠５～７カ月の初妊婦および夫

⑤離乳食（初期）教室 ２月１７日㈬	 午前１０時３０分～正午 ５～６カ月児

⑥離乳食（後期）教室 ２月１8日㈭	 午前１０時３０分～正午 １０～１１カ月児

⑦プレママサロン ２月２１日㈰	 午後１時３０分～３時３０分 妊婦

複保健センター
仏②③は電話④～⑦は電話または電子申請で保健センターへすこやかカレンダーすこやかカレンダー 2月

●冬の冷え対策は万全に
　手足がかじかむ冬の冷えを経験したことはありませんか。体が冷
えることによって、血液の流れが悪くなり、頭痛、肩こり、手足や
腰などに冷えの症状が発生します。
　次のことを参考に、冷え対策に努めましょう。
①	主食、主菜、副菜など、バランスの良い
食事を取りましょう。
②	甘いもの、高脂肪のものは控えましょう。
血糖や中性脂肪が高くなると、血行不良
になることがあります。
③	ストレッチやマッサージ、ぬるめのお風
呂で体を温めて血行をよくしましょう。
④温かい食べ物や飲み物をとりましょう。

●冬場に多発する入浴中の事故（ヒートショック）にご用心
　ヒートショックとは、急激な温度差がもたらす健康被害のことです。
　暖かい部屋から寒い部屋への移動などの急激な温度変化により、
血圧が大きく変動することで、失神、心筋梗

こう

塞
そく

、不整脈、脳梗塞な
どを起こすことがあり、冬場に多く見られます。入浴時は特に注意
が必要です。
　安全に入浴するために、次のことに注意しましよう。
①入浴前に脱衣所や浴室を暖めましょう。
②	湯の温度は４１度以下とし、つかる時間は１０分ま
でを目安にしましょう。

③浴槽から急に立ち上がらないようにしましょう。
④食後や飲酒直後の入浴はやめましょう。
⑤入浴することを家族などに伝えておきましょう。

特定保健指導の効果 特定保健指導を利用された方の多くに効果がありました。

参加者のうち…

　特定保健指導の通知が届いた方は、ご自身の生活習慣を
見直す機会ですので、ぜひご利用ください。

腹囲が減少した人
体重が減少した人     69.6パーセント

※令和2年11月末時点

特定保健指導を利用しましょう

物国保年金課☎奮214
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「終活」と「遺言書の書き方」
を学ぼう
腹１月３０日㈯　午前１０時～正午　
複八潮メセナ研修室Ｂ　覆満１５
歳以上　講師　大

おお

越
こし

隆
たか

司
し

さん
（行政書士）　弗筆記用具、マス
ク　払１０人　沸無料　物遺言相
続後見ネット・三和☎９４６－５１５２

840伝言板 　こちらのコーナーは、市
民の皆さんから寄せられた
サークル・団体などの会員
募集や、催しの案内を掲載
しています。
仏掲載希望月の前月５日ま
でに、広報やしお８４０伝言
板掲載依頼書（秘書広報課
または市ホームページで入
手）を、窓口、郵送、ファク
スまたは電子メールで秘書
広報課（☎奮３７３）へ

８４０伝言板の掲載について

　資料館敷地内に建つ市指定文
化財旧藤波家住宅は、明治９年
（１８７６）創建の当時としては珍
しい瓦葺きの大型民家です。
　家の形は埼玉県内の古民家に
多く見られる直

すご

屋
や

造り（長方形
の輪郭をとる形式）で、間取り
は千葉県の松戸や流山周辺の民
家の影響を受けた鍵座敷型（家
の正面から見て最奥隅に床の間
を設ける形式）を採用していま
す。部屋数は、建屋全体の半分
ほどを占める土間の他に８室あ
り、特に、式

しき

台
だい

と呼ばれる玄関
に連なる２室は、付

つけ

書
しょ

院
いん

や透か
し彫の欄

らん

間
ま

、手の込んだ組
くみ

子
こ

障
しょう

子
じ

などを備えた客室として豪華

に仕上げられています。
　この主屋の他にも、門塀や庭
園が保存されており、豊かな農
家の屋敷構えや先人のくらしが
しのべる空間となっています。
　また見学だけでなく、家の行
事を紹介する季節展示や体験講
座、小学校の郷土学習などにも
活用されています。
　ぜひ一度ご見学いただき、古
き時代に思いをはせてみません
か。
公開時間：午前９時～午後３時４５
分
物資料館☎９９７－６６６６

「旧藤波家住宅」へようこそ

教育委員会
らこ ち

■２月の上映会の日 �
○八條図書館
▼児童向け＝７日㈰・２１日㈰
　午前１１時～
▼一般向け＝１４日㈰・２８日㈰
　午後２時～

○八幡図書館
▼児童向け＝１４日㈰・２８日㈰
　午後２時～
※上映内容など、詳しくは図
書館ホームページをご覧くだ
さい。

■２月の休館日 �
八條・八幡図書館
毎週月曜日　

駅前出張所図書窓口　
毎週土・日曜日
１１日㈷、２３日㈷

■一般書 �
「アンダークラス」

相
あい

場
ば

英
ひで

雄
お

　著
「白

はく

日
じつ

」
月
つき

村
むら

了
りょう

衛
え

　著

■児童書 �
「氷

ひょう

上
じょう

カーニバル」
あべ弘

ひろ

士
し

　作
「人

にん

形
ぎょう

つかいマリオのお話
はなし

」
ラフィク・シャミ　作

松
まつ

永
なが

美
み

穂
ほ

　訳

　新しく入った両館所蔵の図書の一部を紹介します。

図書館だより図書館だより

庭園から望む旧藤波家住宅

季節展示「ひなまつり」

子育てひろば だいばら児童館（わんぱる）☎９９９－０３２１

やしお子育てほっとステーション  ☎９５１－０２８５
●ファミリー・サポート・
センター
腹月～土曜日（祝日、年末
年始を除く）　午前９時３０分
～午後４時３０分
覆生後おおむね６カ月から
小学校６年生までのお子さ
んがいる方
◆入会説明会
腹６日㈯　午後１時～２時
覆お子さんがいて援助を希

望する方、援助ができる方
●ホームスタート
腹月～金曜日（年末年始を
除く）　午前１０時～午後４時
覆就学前の子育て親子
●駅前子どもの相談窓口
（保健師・栄養士相談）
腹２２日㈪　午前１０時～１１時
３０分
覆おおむね３歳未満の児童
と保護者

※内容など、詳しくは市ホームページをご覧ください。

時間　午前９時～午後５時
休館日…水曜日
▼毎週月・火・金曜日　午
前１１時３０分～＝ちゅうり
っぷリズム　淵体操、ふ
れあい遊びなど
▼毎週木曜日　午前１０時～
正午＝ボールプール

▼毎週土・日曜日、祝日　
午前中＝電車で遊ぼう

（小学生向けイベント）
▼毎日　午後４時～＝チャ
レンジランキング「ジグ
ザグドリブル」
▼毎週土曜日　午後２時３０
分～＝なかよしひろば

掲載したイベントは、中止・変更になる場
合があります。詳しくは、各ひろば・だい
ばら児童館にお問い合わせください。月子育て情報コーナー２

名称 場所 利用できる日 講習など
①やわた�

子育てひろば�
☎９９８－７４２１

保健センター
月～木�

午前１０時～�
午後３時

▼身体測定＝応相談▼図書館お話し会＝４日㈭　
午前１１時～▼おひなさまづくり＝１６日㈫～１８日
㈭・２２日㈪　午前１０時～、午後１時～

②はちじょう�
子育てひろば�
☎９４９－６８８７

八條公民館
火～金�

午前１０時～�
午後３時

▼身体測定＝２日㈫～５日㈮　午前１０時～▼おひ
なさまづくり＝１６日㈫～１８日㈭　午前１０時～、
午後１時～▼タッチケア＝２６日㈮　午前１０時～

③ゆまにて�
子育てひろば�
☎０７０－３３５０－

１２９７

ゆまにて
火～金�

午前１０時～�
午後３時

▼身体測定＝毎週金曜日　午前１０時～▼おひな
さまづくり＝火～木曜日　払１５組（当日先着順）
※開催期間中でも定員に達し次第終了▼栄養相
談＝２４日㈬　午前１０時３０分～

④楽習館�
子育てひろば�
☎９９５－３０３５

やしお�
生涯楽習館

月・水・木・金　�
午前１０時～�
午後３時

▼身体測定＝１日㈪・３日㈬～５日㈮　午前１０時～
▼おひなさまづくり＝８日㈪・１０日㈬・１２日㈮　
午前１０時～▼子どもの発達相談＝２６日㈮　午前
１０時３０分～

⑤だいばら�
子育てひろば�
☎９９６－３８３９

だいばら�
児童館

月・火・木・金�
午前９時～�
正午

▼身体測定＝４日㈭・５日㈮・８日㈪・９日㈫　午前
１０時～▼ボランティアお話し会＝１日㈪・１５日㈪　
午前１１時～▼ひしもちボックスづくり＝１８日㈭
・１９日㈮　午前１１時～

⑥駅前�
子育てひろば�
☎９５１－０２８５

やしお子育て�
ほっと�

ステーション

毎日�
午前１０時～�
午後４時

▼身体測定＝１７日㈬～１９日㈮　午前１０時～、午
後２時～▼あかみみおんがくコンサート＝９日㈫　
午前１１時～▼保健師・栄養士相談＝２２日㈪　午
前１０時～

⑦おおぜのもり�
子育てひろば�
☎９５１－３２１６

みつもり�
保育園

月～金　�
午前１０時３０分～�
午後３時３０分

▼身体測定＝２４日㈬～２６日㈮　午前１１時～、午
後２時～▼栄養相談＝１０日㈬　午前１１時～▼ボ
ランティアお話し会＝１７日㈬　午前１１時３０分～

※各ひろばへのご来場は公共交通機関をご利用ください。
※２月の休館日：１１日㈷・２３日㈷＝①～⑤⑦、２４日㈬＝④
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くらしの　知識豆

【事例１】自宅に帰ると、ネット通販で注文していた荷物が玄関
前に置かれていた。これまでは宅配ボックスに入っていたため、
通販サイトに苦情を申し出たところ、注文時に設定しないと玄関
先に置くシステムに変わったという。
【事例２】通信販売でノートパソコンを購入し、商品が配達され
る前に「置き配」の手続きをしておいた。
　配達予定日の夕方に配達したとのメールが届いたが、荷物を置
いたという写真は添付されておらず、夜、帰宅したところ荷物は
置かれていなかった。

宅配荷物の「置き配」は利用前によく確認しましょう

　通信販売で購入した荷物などを、手渡しではなく玄関先など指定
した場所に置くことで配達を完了するいわゆる「置き配」は、不在
時にも荷物を受け取れる、配達員と対面しないため新型コロナウイ
ルス感染のリスクを下げられるなどの理由から、利用が広まってい
ます。利用する際は次のことに注意しましょう。
【消費者へのアドバイス】
①通信販売の注文画面で、荷物がどのように配達されるのかよく確
認しておきましょう（配達方法の初期設定が「置き配」になってい
る場合もあります）。
②「置き配」は誤配に気づきにくく、盗難・破損なども考えられる
ことから、これらのリスクを十分理解して利用する必要があります。
③利用規約を読み、誤配や未配達の場合の連絡先を把握しましょう。
④荷物を直接受け取りたいときは、通常の配達を利用しましょう。
⑤困ったときは、すぐに市や県の消費生活相談窓口に相談しましょ
う。
物八潮市消費生活センター（受付は商工観光課）☎奮３３６、埼玉県
消費生活支援センター川口☎０４８－２６１－０９９９

事例 　私は会社との労働契約上、午前９時から午後６時まで勤務
することになっています（休憩時間１時間）。しかし、最近

は上司の命令で、平均３時間程度は残業することが常態化していま
す。しかも、その時間はいわゆるサービス残業であり、残業代は支
払ってもらえていません。会社に残業代を請求することはできるの
でしょうか。

　残業代とは、契約によって定められた労働時間（所定労
働時間）を超えて働いた場合に支払われる賃金のことをい

います。相談者の方の場合、午前９時から午後６時までのうち休憩時
間１時間を除いた８時間労働することが労働契約上定められています
ので、それ以上働いた場合、その時間に対応する残業代が発生する
ことになります。さらに、１日当たり８時間という法定労働時間を超
えて働いた際には、１.２５倍の割増賃金が支払われることになります。
したがって、相談者の方は、毎日３時間分の賃金の１.２５倍の金銭を
残業代として会社に請求できることになります。
　また、従来、社員が未払い残業代などをさかのぼって会社に請求
できる期間（時効）は２年までとされていましたが、令和２年４月に
行われた労働基準法改正によって、この期間が３年に伸びることに
なりました。
　会社に残業代を請求する場合には、タイムカードなどの証拠によ
って実際に残業していた時間を特定することが重要になってきます。
タイムカードを導入していない会社においても、残業時間をその他
の証拠によって特定できる場合もありますので、残業代の請求をご
検討されている方は、お近くの法律事務所の弁護士にご相談くださ
い。
物埼玉弁護士会越谷支部☎９６２－１１８８　鮎田謙一（弁護士）

回答

残業代の請求

法律相談などで多い事例とそのアドバイス法律相談コラム

★①②⑥⑧⑪⑭⑰の予約は、
　電話で受け付けます。
★相談日が祝日の場合はお休み
　です（⑱を除く）。

2 月各種無料相談
☎996-2111

①法 律 相 談
法律上の諸問題につい
ての相談（弁護士が対
応）
※２日前の水曜日午前９
時から電話予約

腹毎週金曜日
　午後１時２0分～４時
複市民相談室
払８人（事前予約制）

物秘書広報課　☎奮３７３

②税理士相談
相続税など税金全般に
ついての相談
※２週間前の月曜日午
前９時から電話予約

腹２月１日㈪
　午後１時～４時
複市民相談室
払６人（事前予約制）

物秘書広報課　☎奮３７３

③不動産相談
マンションおよび不動
産取引全般についての
相談（宅地建物取引士
が対応）

腹２月８日㈪　午後１時～４時
　２月２２日㈪　午前９時〜正午
複市民相談室

物秘書広報課　☎奮３７３

④くらしの相談
日常生活の問題や国・
県・市の行政サービス
についての相談（行政
相談委員が対応）

腹２月１0日㈬
　午後１時３0分～３時３0分
複市民相談室

物秘書広報課　☎奮３７３

⑤行政書士相談
官公庁へ提出する書類
・申請書の作成、離婚・
相続などについての相
談

腹２月１５日㈪
　午後１時～４時
複市民相談室

物秘書広報課　☎奮３７３

⑥司法書士相談
土地・建物の所有権移
転登記、相続などにつ
いての相談
※２週間前の木曜日午
前９時から電話予約

腹２月１８日㈭
　午後１時～４時
複市民相談室
払６人（事前予約制）

物秘書広報課　☎奮３７３

⑦D V 相 談
ＤＶ被害（配偶者から
の暴力）について電話・
面談による相談（女性
相談員が対応）

腹毎週月・金曜日
　午前１0時～正午　午後１時～４時
※面談の場合は要予約
☎９９６－３９５５（ＤＶ相談支援
室専用電話）

物人権・男女共同参画課�☎奮８１１

⑧女 性 相 談
女性が抱えるさまざま
な悩みについての相談
（女性相談員が対応）

腹毎週火～木曜日
　午前１0時～正午
　午後１時～４時
複駅前出張所内相談室
払５人（事前予約制）

物人権・男女共同参画課�☎奮８１１

⑨心配ごと相談
日常生活における心配
ごとや悩みごとについ
ての相談（心配ごと相
談員が対応）

腹２月３日㈬・１７日㈬
　午後１時～４時
複身体障害者福祉センターやすらぎ
　☎９９８－７６１６
　（心配ごと相談専用電話）

物社会福祉協議会�☎９９５－３６３６

⑩生活困窮者自立相談
経済的な問題などの心
配ごとについての相談
（生活困窮者自立相談
支援員が対応）

腹毎週月～金曜日
　午前８時３0分～午後５時１５分
複社会福祉課　☎９４９－６３１７
（生活困窮者自立相談支援専
用電話）

物社会福祉課　☎奮４９３

⑪こころの健康相談
不眠・不安などによる
こころの病気やひきこ
もり、高齢者の認知症
などについての相談
（専門医が対応）

腹２月１日㈪
　午後１時～２時３0分
複保健センター
払２人（事前予約制）

物保健センター�☎９９５－３３８１

⑫消費生活相談
悪質商法などに関する
問題や借金問題など消
費生活全般についての
相談（消費生活相談員
が対応）

腹毎週月～金曜日
　午前１0時～正午
　午後１時～４時
複消費生活センター
　※受付は商工観光課

物商工観光課　☎奮３３６

⑬内 職 相 談
内職の求人、求職のあ
っせん、および相談（内
職相談員が対応）

腹毎週火曜日
　午前１0時～正午
　午後１時～３時３0分
複市民相談室

物商工観光課　☎奮２７４

⑭若年者就職相談
若年者（４0歳未満、学生
・生徒可）の就職、転職、
職業能力などについて
の相談（キャリアカウ
ンセラーが対応）

腹２月３日㈬・１７日㈬
　午前１0時～正午
　午後１時～４時
複勤労青少年ホームゆまにて
払５人（事前予約制）

物ゆまにて　☎９９６－０１２３

⑮教 育 相 談
児童・生徒の言動やい
じめ・不登校に関する
ことなど教育について
の相談（専任教育相談
員が対応）

腹毎週月～金曜日
　午前９時３0分～正午
　午後１時～４時
複教育相談所（八條小学校西隣）

物教育相談所� ☎９９５－００７７

⑯家庭児童相談
子どもの家庭での養育
上の心配や悩みごとに
ついての相談（家庭児
童相談員が対応）

腹毎週月～金曜日
　午前９時～正午
　午後１時～４時
複家庭児童相談室

物子育て支援課　☎奮４７２

⑰子育て相談
子育ての不安や悩みご
とについての相談（家
庭教育アドバイザーが
対応）

腹２月２６日㈮
　午前９時～正午
複だいばら児童館（わんぱる）
払３人（事前予約制）

物だいばら児童館�☎９９９－０３２１

⑱子育てコーディネーター
就学前のお子さんの子
育て関連情報の提供や
子育ての不安・悩みご
とを窓口または電話で
相談

腹毎週月～金曜日
　午前１0時～午後４時
複やしお子育てほっとステー
ション

物やしお子育てほっとステーション☎９５１－０２２９

⑲休日・夜間納税相談
市税・国民健康保険税
の納付についての相談
※相談はなるべく電話
でお願いします

腹２月７日㈰
　午前９時～午後４時
　毎週木曜日
　午後５時１５分～７時
複納税課

物納税課　☎奮３３０
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▪広報やしおは、毎月 1回、10日（新聞休刊日を除く）に新聞折り込みで配布しています。届いていない世帯
の方は、最寄りの公共施設、金融機関、一部のコンビニエンスストア、八潮駅などでお受け取りになれます。
なお、次回の新聞折り込みは、 ２月10日㈬です。

医療機関名・相談窓口 日時・場所・内容など
埼玉県新型コロナウイルス感染症
県民サポートセンター（24時間）
☎0570-783-770

淵新型コロナウイルス感染症に
関する一般的な相談

救急電話相談（24時間365日）
☎＃7119
☎048-824-4199

淵急な病気やけがについて、受
診の必要性など看護師によるア
ドバイス

埼玉県ＡＩ救急相談
https://www.pref.saitama.lg.
jp/a0703/aikyukyu.html

淵利用者が入力した内容をもと
にした、可能性のある症状や家
庭での対処法についての案内

八潮市立休日診療所
（内科・小児科）
☎995-3383（要事前連絡）

腹日曜日、祝日　午前10時～正
午、午後2時～4時　複保健セン
ター（公園側）

草加市子ども急病夜間
クリニック
☎954-6401

腹月～金曜日　午後7時30分～
10時30分　土・日曜日、祝日　
午後6時30分～10時30分　複草
加市立病院内　覆0～15歳の患
者で内科系（発熱、腹痛、おう
吐など）の症状

（公財）日本中毒情報センター
大阪中毒110番（24時間）
☎072-727-2499

淵毒物（薬、化学薬品など）を誤
って飲んだ時の応急手当の仕方

いざという時はこちらへいざという時はこちらへハッピーこまちゃんクイズハッピーこまちゃんクイズ
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八潮市の人口（令和２年１２月１日現
在）は何人でしょうか
①84，000人 ②９0，000人 ③９２，4６９人
ヒント：１ページ

　クイズの正解者の中から、抽選で21人にハッピーこまちゃん
クリアファイルとふせんのセットをプレゼントします。

物秘書広報課☎奮４２３

覆市内在住・在勤・在学の方
仏2月10日（必着）までに、①クイズの答え②アンケートの回答
③住所④氏名⑤年齢⑥電話番号を記入のうえ、市ホームページ内
応募フォーム（2次元コードからアクセス）、窓口、郵送または電
子メールで秘書広報課（メールアドレス
hishokoho@city.yashio.lg.jp）へ
※応募は1人1通まで。
※当選は、プレゼントの発送をもって代えさせて
いただきます。

〈広　告〉

中川やしお水辺の楽校中川やしお水辺の楽校

シティセールス
ＰＲ動画配信中

やしお840メール配信中
※Facebook、Twitterでも同時配信中

登録はこちらから

物商工観光課☎奮２０２

　住みやすさナンバー1のまち　八潮のイチ
オシの話題をご紹介します。

　自然観察や環境学習ができる水辺空間で
す。中川の自然に触れ合いながらの散策を、
ぜひお楽しみください。詳しくは、市ホー
ムページをご覧ください。

イチオシヤシオシイチオシヤシオシ やしおやしお八八つのつの野菜 de健康野菜 de健康レシピレシピ

こまちゃんのオリビエサラダこまちゃんのオリビエサラダ
レシピ㊹

　やしおの八つの野菜（小松菜・枝豆・ねぎ・ほう
れんそう・トマト・ナス・山東菜・天王寺かぶ）を
使用したレシピを毎月ご紹介しています。
　今月は、「こまちゃんのオリビエサラダ」をご紹
介します。
＊オリビエサラダとは．．．お正月をは
じめとするお祝いの日に食べる、ロシ
アの伝統料理です。

物学務課☎奮366
●作り方
①�じゃがいも、にんじんは1センチメートル角に切り、
ゆでる。

②小松菜はゆでてよくしぼり、みじん切りにする。
③�グリーンピースはさっとゆでて火を通しておく（缶詰
の場合、そのまま使用してもよい）。

④卵はゆで卵にし、1センチメートル角に切る。
⑤ハムとチーズは1センチメートル角に切る。
⑥�①～⑤をすべてボールに入れ、マヨネーズと塩で味を
つけながら混ぜ合わせる。

⑦型で形をつくり、お皿に盛りつけて完成。

●材料　4人分
じゃがいも� 200グラム　
にんじん� 50グラム　　
小松菜� 30グラム　　
グリーンピース 20グラム
卵� 2個　 　　　
ハム� 4枚　 　　　
チーズ� 20グラム　　
マヨネーズ� 大さじ2　 　
塩� 小さじ3分の1

小松菜　江戸時代から江戸川区の小松川付近を中心
に栽培されたので、小松菜と呼ばれています。昭和
３０年代から栽培され、現在、やしおの主要野菜です。


