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● 今月の主な内容 ● ２面：新型コロナウイルスワクチン接種／3面：町会・自治会加入促進月間／春のスポーツ教室／４面：人事行政の運営等の状況

市の人口と世帯数

東日本大震災東日本大震災〜あれから１０年〜あれから１０年
　首都直下型地震に備える〜　首都直下型地震に備える〜

　東日本大震災の発生から、３月１１日で１０年が経ちます。
　この震災は、東北地方を中心に甚大な被害をもたらし、１万５，０００
人を超える尊い人命が失われ、現在も４万１，０００人を超える方々が避
難生活を送っています。
　東日本大震災発生以降、熊本地震や大阪府北部地震、北海道胆振
東部地震などの大きな地震が次々と発生しました。また、２月１３日
には、福島県沖を震源とする東日本大震災の余震が発生し、福島県

や宮城県では最大震度６強、本市でも震度４を観測しました。
　首都圏では、マグニチュード７クラスの首都直下型地震が発生す
ると予測され、本市においても最大震度６強の揺れが想定されてい
ます。
　地震はいつ発生するかわかりません。被害を最小限に抑えるため
にも、日頃からの備えが大切です。

物危機管理防災課☎奮3０５

日頃の備え
❶ 水・食料などの備蓄

　各家庭で水や食料を備蓄する場合は、７日分、最低でも３日分の生活の備えをし
ておきましょう。
　また、災害時には冷蔵庫・冷凍庫にある傷みやすいものから食べ、非常食はそ
の後に食べるようにしましょう。

●水 １人１日３リットル必要

●携帯ラジオ、電池 ●卓上コンロ、カセットボンベ ●災害用トイレ

●食料品
米（レトルト、アル
ファー米など）、ビ
スケット類、インス
タント食品類、缶詰、
粉ミルク、離乳食な
ど

非常食にも使える食品
（レトルト食品や缶詰
など）を買い置きし、
普段の食事の中で定期
的に食べ、その分を買
い足す備蓄方法

食品を温めるなどの調理がで
き、食べられる食材の幅が広
がります。

使うコツ
便器にゴミ袋を
被せ、その上か
ら携帯トイレを
設置。携帯トイ
レだけを交換す
れば、水が床に
落ちません。

●ＬＥＤランタン・懐中電
灯、マッチ・ライター・
ロウソクなど

避難の際に
携帯するもの

・�衣類・日用品（下着、紙おむつ、タオル、生理用品、携帯トイレ）、
毛布、マスク、手指消毒液、除菌ウェットティッシュなど
・貴重品（現金、預金通帳、健康保険証など）

首都直下型地震が発生した場合の埼玉県における被害想定
平成２４・２５年度埼玉県地震被害想定調査における東京湾北部地震の被害想定�※一番被害が大きいとされる、冬の午後６時、風速毎秒８メートルのケース

電　気
約５万３，０００世帯が停電
復旧予測６日

電　話
約３，２００回線が不通
復旧予測１４日

水　道
約５５万人に断水の影響
復旧予測３０日

都市ガス
約７７万５，０００件が供給停止
復旧予測５５日

下水道
約１０９万人に機能支障
復旧予測３０日

ＬＥＤランタンは
部屋数分

ローリングストック
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予約日に予約した場所で
ワクチンを計２回接種

※同じワクチンを原則同じ場所で接種
※接種費用は無料

八潮市 新型コロナウイルスワクチン 接種フロー（想定）

対象者にワクチン接種券（クーポン券）を郵送
※高齢者から順次発送

①

② 希望者は、次のいずれかの方法で、
接種場所・接種日を選択して予約

予約方法︓完全予約制
電話予約
(コールセンター)

WEB予約
※予約システム準備中

③

接種方式︓個別接種・集団接種の併用
個別接種
市内委託医療機関１７カ所
（令和 3年 3月１日現在）

集団接種
【平日（午前・午後）】︓保健センター
【土曜日（午後）、日曜日（午前・午後）】︓公共施設
（保健センター、八潮メセナ・アネックス、エイト
アリーナのいずれか１カ所で実施）

八潮市新型コロナウイルスワクチンコールセンター開設� �
☎0570ー200ー814（受付＝月～金曜日　午前１０時～午後７時、日曜日　
午前１０時～午後6時※日曜受付は５月まで設置予定）� �
※土曜日、祝日は受け付けしていません。� �
淵新型コロナウイルスワクチン全般について
〈接種時期〉
　ワクチンは徐々に供給されるため、一定の優先順位を決めて、接種を行い
ます。ワクチンが供給され次第、高齢者の接種を開始する予定です。
〈接種対象〉
　市内在住の１6歳以上の方
〈接種券（クーポン券）の発送〉
　ワクチンの供給状況に応じて、順次ワクチン接種券（クーポン券）を発送
する予定です。
※令和３年３月１日現在の情報のため、今後の状況により変更となる可能性が
あります。最新の情報は、市ホームページまたは厚生労働省ホームページ
（https://www.mhlw.go.jp/index.html）をご確認ください。

　新型コロナウイルス感染症のワクチン接種を市民の皆さんに適切に実施で
きるよう、現在、市では草加八潮医師会などの関係機関と調整しながら、接
種体制の確保や相談体制の整備を進めています。

物保健センター☎995－3381

新型コロナウイルスワクチン接種

3月12日
から

❸ 家庭でできる地震対策

❷ 避難所・避難ルート、家族との連絡方法の確認

　建物が無事でも、家具が転倒するとその下敷きになってけがをしたり、避
難経路がふさがれ避難が遅れる場合があります。また、食器・花瓶の落下や

●災害用伝言ダイヤル（171）
　災害時の連絡手段の１つで、地震・風水害などの災害の発生に
より、被災地への通信が増加し回線がつながりにくい状況になっ
た場合に提供が開始される声の伝言板です（災害時のみ利用可）。
使用方法
　「１７１」をダイヤルし、利用ガイダンスに従って伝言の録音・再
生を行ってください。
※提供開始時期などについては、テレビ・ラジオなどで案内され
ます。
　災害用伝言ダイヤルは、毎月１・１５日などに体験利用ができます。

家族との連絡方法（災害用伝言サービスの活用）

●家具・電化製品の転倒防止対策
・家具・電化製品は柱・壁・床に固定する。

●�重い置物や花瓶などの落下によるけがの
防止対策

・��重い置物や花瓶などは高いところに置か
ないようにする。

●ガラスの飛散防止対策
・�飛散防止対策済みのガラスに交換するか、
飛散防止フィルムを貼る。

・カーテンを引く。

　日頃からハザードマップなどを活用し、避難場所・避難所へのル
ートを確認しておきましょう。
　また、災害時にどのような手段で連絡を取り合うかを、家族で決
めておきましょう。

窓ガラスの飛散によりけがをする危険がありますので、家庭でできる対策を行いましょう。家具の固定を専門家に依頼したい場合は、「埼
玉県家具固定サポーター」をご活用ください（県ホームページ〈https://www.pref.saitama.lg.jp/a０4０１/bousaitaisaku/kagukotei-
supporter.html〉参照）。また、市では、高齢者や障がい者がいる対象世帯に、家具転倒防止器具等取付サービスを実施しています。利用
条件がありますので、詳しくは長寿介護課（☎奮４４８）または障がい福祉課（☎奮４53）へお問い合わせください。



（3）広報 No.844 令和３年（２０２１年）３月１０日

町会・自治会とは町会・自治会とは
　町会・自治会は、地域のさまざまな活動を通して、人と人
との絆をつくり、地域住民の交流の場をつくることができる
最も身近な団体です。
　日頃から近くに住む方たちとのつながりを大切にすること
で、日常の生活が豊かになるだけでなく、災害などの非常時
においても頼れる大きな力になります。

市の取り組み市の取り組み
　「八潮市町会自治会への加入及び参加を進めるための条例」
により、転入した方や住宅を購入した方へ町会・自治会への
加入をすすめています。
◇転入した方へ加入案内リーフレットを配布
◇�宅地建物取引業者の協力のもと、アパートなどの賃貸契約
時や住宅購入時における加入への働きかけ
※草加警察署の協力のもと、町会・自治会へ地域における犯
罪の情報を提供し、注意喚起を行っています。

町会・自治会に加入するには町会・自治会に加入するには
　町会・自治会への加入を希望する場合は、直接、町会・自
治会に申し込むか、市民協働推進課へご連絡ください。

町会・自治会加入促進月間
つながり育てる地域の力 ～町会・自治会に加入しましょう～

安心して暮らしたい（安全・安心）
　空き巣や路上での犯罪などを防ぐために活動しています。
◆防犯灯の設置や管理　　　
◆夜間防犯パトロール　　　
◆交番情報のお知らせ　など

いざという時のために（防災）
　災害時に助け合えるよう、自主防災組織
を結成しています。
◆防災訓練
◆災害時に手助けが必要な方の把握や避難の協力
◆避難所の開設・運営
◆災害時の食料や資機材の保管・管理　など

いきいきと暮らしたい（すこやか）
　誰もが地域でいきいきとすこやかに暮らせるように活動していま
す。
◆小・中学生の登下校時のパトロール
◆障がいのある人や高齢者の見守り活動　など

※このほか、市政情報などを回覧・掲示板で周知しています。

町会・自治会の主な活動

　　3月から4月は、町会・自治会加入促進月間です。

―共通―
複①～⑤エイトアリーナ⑥市民温水プール⑦⑧文化スポーツセンター
覆①～⑤１５歳以上（令和3年4月２日現在）の方　※中学生を除く
払①～⑤3０人⑥２０人⑦２０組（親子２人１組）⑧１５人（申込順）
仏参加申込書（文化スポーツセンター、エイトアリーナまたは市ホ
ームページで入手）に参加費を添えて、4月２日から各教室初回の１

週間前までに文化スポーツセンター（☎９９６－５１２６〈受付＝午前9
時～午後５時〉）へ
※窓口での密を回避するため、電話での受け付けも行います。
※①～⑤の教室で定員に空きがあるときは、１回６００円（③④は５００円）
で参加することができます。なお、当日参加を希望する場合は事前
にエイトアリーナ（☎９９９－７０１１）に確認をしてください。

春春のスポーツのスポーツ教室教室
①ピラティス
　身体の「正しい姿勢」を整える
ために、無意識に動かしている「ク
セ」を修正し、関節可動域を広げ
る動きづくりなどを行います。
腹4月２０日～６月１５日（５月4日を除
く毎週火曜日・全８回）　午前9時
3０分～１０時3０分
覆市内在住・在勤の方
弗室内用運動靴、ヨガマットまた
はバスタオル
沸4，０００円

②健康ダンベル
　簡単な道具を用いて軽い筋力ト
レーニングと有酸素運動を行いま
す。
腹4月２０日～６月１５日（５月4日を除
く毎週火曜日・全８回）　午前１０時
4５分～１１時4５分
覆市内在住・在勤の方
弗室内用運動靴
沸4，０００円

③はじめて簡単エアロ
　初心者向けの教室です。簡
単な基本的ステップからはじ
めます。
腹4月２０日～６月１５日（５月4日
を除く毎週火曜日・全８回）　
午後７時～７時4５分
覆市内在住・在学・在勤の方
弗室内用運動靴
沸3，０００円

⑤骨盤リメイクヨガ
　骨盤を正常な位置に戻すよ
うにアプローチし、骨盤を中
心に全身のバランス調整を行
います。
腹4月２3日 ～６月２５日（５月１4
日、６月１８日を除く毎週金曜
日・全８回）　午前9時3０分～
１０時3０分　
覆市内在住・在勤の方
弗室内用運動靴、ヨガマット
またはバスタオル、長めのス
ポーツタオル
沸4，０００円

⑦親子体操
　（２、３歳児＋保護者）
　跳び箱やフープ、ボールな
どの器具を使い、音楽にあわ
せたダンスなど、親子で身体
を動かします。
腹５月２２日～６月２６日（毎週土
曜日・全６回）　午前１０時～１０
時５０分
覆市内在住・在園の満２～3歳
（令和3年4月２日現在）の幼児
とその保護者
沸3，０００円

⑥小学生初心者水泳
　泳ぎが苦手・まったく泳げ
ない児童向けの教室です。水
なれからはじめ、面かぶりク
ロールで１５メートル泳げるよ
うになることを目標とします。
腹５月７日～６月２５日（毎週金
曜日・全８回）　午後７時～８時
覆市内在住・在学の小学生
弗水着、水泳帽、タオル
沸２，4００円

⑧幼児体操
　跳び箱やマット、ボールな
どの器具を使い、「調整力」
を発達させるための動きづく
りの基礎となる、多種多様な
体操を行います。
腹５月２２日～６月２６日（毎週土
曜日・全６回）　午前１１時１０分
～正午
覆市内在住・在園の満4～５歳
（令和3年4月２日現在）の幼児
沸１，８００円

④ダイエットエクササイズ
　運動量が多めの教室です。
音楽にあわせて全身を動かし
て、脂肪を燃やしましょう。
腹4月２０日～６月１５日（５月4日
を除く毎週火曜日・全８回）　
午後８時～８時4５分
覆市内在住・在学・在勤の方
弗室内用運動靴
沸3，０００円

物市民協働推進課☎奮３２８
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歳出額
（Ａ） 30,921,222千円

人件費
（Ｂ） 4,302,116千円

人件費率
（Ｂ）／（Ａ） 13.9パーセント

※人件費には、特別職に支給される給料、報酬などを含む

区　分
一般行政職

八潮市 国

大学卒 188,700円 182,200円

退職手当（令和元年度支給割合）
自己都合 勧奨・定年

勤続20年 19.6695月分 24.586875月分

勤続25年 28.0395月分 33.27075月分

勤続35年 39.7575月分 47.70900月分

最高限度額 47.7090月分 47.70900月分

その他の
加算措置

定年前早期退職特例措置(10年)
(2～30パーセント加算)

期末手当・勤勉手当
（令和元年度支給割合）

期末手当 勤勉手当
6月期 1.3月分 0.925月分
12月期 1.3月分 0.975月分
計 2.6月分 1.9月分

職制上の段階、職務の
級等による加算措置 あり

人事行政の運営等の状況人事行政の運営等の状況
　市の人事行政の運営などの状況について
公表します。

⑴人件費の状況� （令和元年度）

⑵職員給与費の状況� （令和元年度）

⑶職員の初任給の状況� （令和2年4月1日現在）

⑷職員手当の状況� （令和2年4月1日現在）

⑴職員の採用の状況
　令和元年度は、一般事務32人（１7人）、
建築技師5人（2人）、土木技師１人（0人）、
電気技師１人（0人）、保育士8人（7人）。
⑵再任用の状況
　令和元年度は６3人（１5人）。
※⑴、⑵の（　）内は、女性職員数
⑶職員の退職の状況
　令和元年度は、定年退職4人、自己都合
退職１4人、その他１人、計１9人。
⑷部門別職員数の状況と主な増減理由
� （各年4月１日現在）

　主な増減理由は、事務の見直しに伴う増
減および育休代替任期付職員分。
３
⑴勤務時間の概要
　職員の勤務時間は、１週間当たり38時間
45分。原則、毎週月曜日から金曜日までの、
それぞれ午前8時30分から午後5時１5分まで。
⑵休暇制度の概要・種類など

職員数 対前年
増減数令和元年 令和2年

一般行政
部　　門

議 会 6 7 1
総 務 138 144 6
税 務 42 45 3
民 生 131 131 0
衛 生 37 38 1
労 働 6 6 0
農林水産 5 6 1
商 工 10 9 △1
土 木 77 81 4
小 計 452（42） 467（31） 15

特別行政
部　　門 教 育 49（4） 51（3） 2

公営企業等
会�計�部�門

水 道 23 24 1
下 水 道 14 15 1
そ の 他 39 40 1
小 計 76（3） 79（4） 3

合　　計 577（49） 597（38） 20

※職員数は、休職者・派遣職員などを含み、特別職・会計年度
任用職員を除く

※（　）内は、再任用短時間勤務職員で、それぞれの計に含まない
※令和2年の職員数には育児休業代替職員を含む

　年次有給休暇、病気休暇など。
⑶年次有給休暇などの取得状況
　令和元年度の年次有給休暇の平均取得日
数は１0.8日。育児休業の取得者は27人（27人）、
部分休業の取得者は１4人（１4人）。
※（　）内は女性職員数
⑷時間外勤務の状況
　令和元年度の一般職員の１月当たり平均
時間外勤務時間は、約１4時間（休日勤務を
含む）。
４ 職員の分限および懲戒処分の状況
　令和元年度に分限処分を受けた職員総数
は６人。懲戒処分を受けた職員はいない。

職員の服務の状況５
⑴職務専念義務免除の状況
　令和元年度の承認件数は、研修を受ける
場合が973件、厚生事業に参加する場合が
６59件、その他市長が定める場合が１件。
⑵営利企業等従事の許可状況
　令和元年度の許可件数は5件。
６ 職員の研修および人事評価の状況
⑴研修の概要
　令和元年度は、全59コースに参加し、延
べ973人が修了。
⑵職員の人事評価の概要
　能力評価、業績評価を実施。
７ 職員の福祉および利益の保護の状況
⑴福利厚生制度の概要
　共済制度は、埼玉県市町村職員共済組合
で実施。
　福利厚生事業は、市が外部委託。
　その他、互助組織として「職員互助会」
を組織。
⑵公務災害の発生状況
　令和元年度の発生件数は公務災害が2件。

その他８
　令和元年度の「勤務条件に関する措置要
求」および「不利益処分に関する不服申し
立て」はない。

市の財務書類を作成
　市の財政状況を分かりやすくお知らせするため、令和元年度の連結財務書類を作成しました。
　連結財務書類は財政の効率化・適正化を推進するため、平成27年１月に総務省から示された「統一的な基準による公会計マニュアル」に
基づき、企業会計の手法を用いて決算の状況をまとめたものです。

　【参考】連結貸借対照表の各資産および負債・純資産を、家計で
使う言葉に言い換えると次のようになります（資産総額を2,000万
円とした場合）。

　令和元年度決算の連結貸借対照表を簡略化すると次のようになり
ます。

資産の部 負債・純資産の部

有形・無形固定資産 １,33１億円 負債 ６40億円

投資その他の資産 １2６億円 純資産の部
【資産－負債】
（うち当期利益）

929億円
（42億円）

流動資産 １１2億円

資産合計� １,5６9億円 負債・純資産合計� １,5６9億円

資産の部 負債・純資産の部

自宅・土地・車 １,６9６万円� 住宅ローン 8１６万円

定期預金・株式 １６１万円 ローン返済後の財産
【資産－負債】

（うち令和元年度増加分）

１,１84万円
（54万円）

現金・普通預金 １43万円

資産合計� 2,000万円 負債・純資産合計� 2,000万円

職員数
（A）

給与費

給　　料 職員手当 期末勤
勉手当 計（Ｂ）

518人 1‚771,437
千円

444,467
千円

722,755
千円

2,938,659
千円

1人当たり給与費（Ｂ）／（Ａ）
5,673千円

※職員数は、令和2年4月１日現在の人数
※職員手当には、退職手当を含まない

物総務人事課☎奮238
職員の給与の状況１

２ 職員の任免および職員数に関する状況

職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

物財政課☎奮306
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市民課日曜特設窓口の開設市民課日曜特設窓口の開設

　３月、４月の日曜日に、住民異動届などの臨時受付を行います。
腹３月２８日、４月４日（各日曜日）　午前９時～午後５時（正午～午
後１時を除く）
複市民課
※駅前出張所は閉所のため、受け付けしていません。
淵▼各種証明書の交付
▼住民異動届（転入・転出など）
▼印鑑登録
▼戸籍の届け出
▼個人番号カードの交付
▼電子証明書の更新
※住民基本台帳カード・個人番号カードを利用する転入届は、
住民基本台帳ネットワークシ
ステムが停止しているため、
受け付けることができません。
　また、届出内容により、他
市などへの照会や市民課以外
の手続きが必要となる場合に
は、後日来庁していただくこ
とがあります。
物市民課☎奮２１０

物社会教育課☎奮３６５、人権・男女共同参画課☎奮８１１
　新聞報道などにおいては、長く続く新型コロナウイルス感染
症の影響で社会情勢が変化し、変わっていく生活環境や生活困
窮などがストレスや不安を抱える要因となり、自殺者数が増加
傾向であると報じられています。
　このような状況の中、私たちには身近でできることがありま
す。それは、一人ひとりが「ゲートキーパー」になることです。
ゲートキーパーとは、自殺の危険を示すサインに気づき、適切
な対応（悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聞いて、必要
な支援につなげ、見守る）を図ることができる人のことです。
悩んでいる人に寄り添い、関わりを通して「孤立・孤独」を防
ぎ、支援することで自殺を防ぐことができるかもしれません。
　そのためには、１人でも多くの方が、ゲートキーパーとして
の意識をもち、専門的な知識がなくても、それぞれの立場でで
きることから進んで行動を起こしていくことが大切です。
　新型コロナウイルス感染症の収束の兆しが見えない今だから
こそ、一人ひとりがお互いを思いやる気持ちをもって行動する
ことが、何よりも大事なのではないでしょうか。まずは身近に
いる人の変化に気づき、支えあっていく社会をみんなで目指し
ていきましょう。

人権それは人権それは 愛
私たちにできる「自殺」の防止について
� ～身近に悩みを抱えている人はいませんか～

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
八潮市議会定例会の傍聴

　令和３年第１回八潮市議会定例
会を３月１９日まで開会していま
す。
一般質問日＝３月１６日㈫～１８日
㈭
※一般質問とは、議員が市の仕
事全般について、執行機関から
現在の状況やこれからの考えを
聞くこと
払各日２１人（当日先着順）
物議事調査課☎奮２７７

第２回八潮市地域公共
交通協議会の傍聴

腹３月２６日㈮　午後２時～
複八潮メセナ集会室
淵持続可能な地域公共交通に関
する協議および八潮市地域公共
交通計画（案）などについて
払１０人（当日先着順）
物交通防犯課☎奮３９７

固定資産の価格等の縦覧と
固定資産課税台帳の閲覧

　令和３年度固定資産税（土地
・家屋）の納税者は、本人の土
地や家屋の価格と市内の他の土
地や家屋の価格との比較ができ
るよう、次の帳簿を縦覧できま
す。あらかじめ税額を確認した
い方は、この機会をご利用くだ
さい。
腹４月１日㈭～５月３１日㈪　①午
前８時３０分～午後５時１５分②午前
８時３０分～午後７時
複①資産税課（縦覧・閲覧）②
駅前出張所（閲覧のみ）
淵土地価格等縦覧帳簿（所在・
地番・地目・地積・価格）、家
屋価格等縦覧帳簿（所在・家屋
番号・種類・構造・床面積・価格）
弗本人確認ができるもの（マイ
ナンバーカード、運転免許証、
健康保険証など）
※市内に固定資産をお持ちの方
で、この期間に本人の課税台帳
を閲覧される方には、課税台帳
の写しを無料でお渡しします
（この期間を過ぎると有料）。
物資産税課☎奮４１２

トレーニング室利用登録
　文化スポーツセンターには、

告については、越谷税務署（☎
９６５－８１１１）へお問い合わせ
ください。
物市民税課☎奮２０６

３月は「自殺対策強化月間」
　自殺は個人の自由な意思や選
択の結果と思われがちですが、
実際にはさまざまな要因が複雑
に関係し、心理的に追い込まれ
た末の死です。身近な人の変化
に気づいたら、まずは耳を傾け
ねぎらい、支援先につなげ、温
かく見守りましょう。
　保健センターでは、月１回精
神科医によるこころの相談を行
っています。１人で悩まずご相
談ください。
物保健センター☎９９５－３３８１
相談機関など
・こころの健康相談統一ダイヤ
ル☎０５７０－０６４－５５６
・支援情報検索サイト
ｈｔｔｐ：／／ｓｈｉｅｎｊｏｈｏ．ｇｏ．ｊｐ
・よりそいホットライン（２４時
間対応）錆０１２０－２７９－３３８

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

ランニングマシーンやエアロバ
イクなどのトレーニング機器を
備えたトレーニング室がありま
す。令和３年度にトレーニング
室を利用するには、利用の登録
手続きと講習会の受講が必要で
す。初めての方は必ず受講して
ください。
利用期間　登録手続き後～令和
４年３月３１日
利用時間　午前９時～午後９時
覆市内在住・在勤・在学の１５歳
以上（令和３年４月２日現在）の方
※中学生を除く
沸２‚０００円
仏４月１日午後２時から、文化ス
ポーツセンター（☎９９６－５１２６）
へ

市民税・県民税・所得
税などの申告期限延長

　新型コロナウイルス感染症の
拡大防止の観点から、申告期限
が４月１５日まで延長されました。
　なお、３月１６日以降の確定申
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フレイルチェック測定会フレイルチェック測定会

ごみ収集カレンダーごみ収集カレンダー

　高齢者を対象に、健康状態の確認、筋肉量などの測定および
フレイル予防についての講座を実施します。

　令和３年度のごみ収集カレンダーは、市役所および市内各公
共施設の窓口で配布しています。また、市ホームページにも掲
載しています。収集日および地区により種類が分かれています
ので対応するカレンダーをご確認ください。
※家庭ごみは、収集日の朝８時までにお出しください。

① ②

日時
４月２７日㈫
午後２時～４時（受付＝午
後１時４０分～）

５月２５日㈫
午後２時～４時（受付＝午
後１時４０分～）

場所 ゆまにて 八幡公民館

申し込み
３月１５日から４月２６日まで
に、電話で東部地域包括
支援センターやしお苑（☎
９９８－８８９５）へ

３月１５日から５月２４日まで
に、電話で西部地域包括
支援センターケアセンター
八潮（☎９９４－５５６２）へ

物長寿介護課☎奮４４９

－①②共通－
覆市内在住の６５歳以上の方　弗筆記用具、飲み物、室内用運動
靴、動きやすい服装（裾をひざ下まであげられるズボンなどを
着用）　払各２０人（申込順）※当日参加は不可

物環境リサイクル課☎奮２３５

見 本

おしらせ コーナーおしらせＨＯＴコーナー
生産緑地地区追加指定
の受け付け
　生産緑地地区の追加指定の受
け付けを行います。希望される
方は、事前にお問い合わせくだ
さい。
腹４月１日㈭～３０日㈮
物公園みどり課☎奮３２１

施策評価・事務事業評価
の公表
　令和元年度に市が実施した施
策・事務事業について、評価結
果を市ホームページおよび市役
所８４０情報資料コーナーで公表
しています。
物企画経営課☎奮２２７

飲食店における喫煙可
能室設置の届け出

　４月１日に埼玉県受動喫煙防止
条例が施行されます。
　これにより、既存特定飲食提
供施設（※）においては喫煙可
能室の設置が原則不可となりま
す。ただし、従業員がいない場
合またはすべての従業員から承
諾を得た場合に限り設置するこ
とが可能です。
　喫煙可能室を設置した場合は、
健康増進法による届け出に加え
て、条例による届け出・報告が
必要です。該当の管轄保健所に
書類を提出してください。

合は、引き続き募集します。
物市営住宅課☎奮３２６

八潮市文化協会加盟団体
覆市内で活動する会員５人以上
で、文化活動を行うことを主た
る目的とする団体
淵市と協働で市民文化祭や書道
展、美術展覧会、市民音楽祭な
どを開催、また協会に所属する
加盟団体の支援
沸年会費３‚０００円
仏３月１４日から４月９日までに規
約、役員および会員名簿、事業
報告書および計画書（予算書・
決算書含む）を添えて文化協会
事務局（八幡公民館内☎９９５－
６２１６、受付＝午前９時～午後５
時）へ

※令和２年４月１日時点で既に営
業している資本金または出資の
総額が５千万円以下、客席面積
が１００平方メートル以下の飲食店
物県健康長寿課☎０４８－８３０－
３５８２

募集募集
高齢者向け優良賃貸住宅
覆６０歳以上の単身者または夫婦
（内縁を含む）のどちらかが６０
歳以上の世帯
募集住宅　安心ハウスやしお
（大瀬９３２－６）、鉄骨３階建て２階
間取り　ワンルーム（２７平方メ
ートル）
※冷暖房完備、広い談話室、エ
レベーターあり、バリアフリー
払１戸（申し込み多数の場合、
抽選）
沸月額６万５‚０００円（ほかに共益
費など１万円）
※所得に応じ減額（上限３万円）
あり
仏３月２３日（必着）までに、申
込書（㈱小山不動産で入手）に
必要書類を添えて、窓口または
郵送で㈱小山不動産（〒３４０－
００５３草加市旭町３－５－３※窓口
の場合は、毎週土・日曜日を除
く）へ
※なお、募集定数に達しない場

初心者のためのパソコ
ン相談室ボランティア
腹月２回（水曜日＝午前１０時～
正午、日曜日＝午後１時３０分～３
時３０分）
複やしお生涯楽習館
覆パソコンの基本操作ができる
方
淵パソコン操作の支援、相談室
の運営など
仏３月１５日から６月１４日までに、
申込書（やしお生涯楽習館また
は市ホームページで入手）を窓
口、郵送またはファクスでやし
お生涯楽習館（☎９９４－１０００、
鯖９９４－１００４、〒３４０－０８０２鶴
ケ曽根４２０－２）へ
※窓口の場合は、毎週火曜日（火
曜日が祝日の場合は水曜日）を
除く
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