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おしらせ
おしらせＨＯＴコーナー
コーナー
仏４月１日から３０日までに、八幡
図書館（☎９９５－６２１５）へ

第３０回八潮市書道展出
品作品
覆市内在住・在勤・在学の１５歳
以上の方または市内で活動する
文化団体に所属の方※中学生を
除く
規格 全紙以内（ただし帖・巻
子の場合、半切以内）
払１人１点
仏３月２３日から４月１６日 ま で に、
出品申込書（八幡公民館または
八條公民館で入手）を文化協会
事務局（八幡公民館内☎９９５－
６２１６、受付＝午前９時～午後５
時）へ

読書感想画
展示期間 ４月８日㈭～５月７日㈮
複八幡図書館
覆小学生以下
淵図書館の本を読んで、感じた
ことを自由に描く
規格 Ａ４サイズ
※応募作品は八幡図書館内に展
示後返却。

物 産 展 示ケース利 用者の募集
市役所玄関ホール
の「物産展示ケース」
に展示する製品を募
集します。
展示期間 ４月 下 旬
～翌年３月
展示資格 市内で生
産された製品、また
は「八潮」の名のブランド品で市内で販売されているもの（危
険物や生ものなどは不可）
展示小間の大きさ 高さ：約３８センチメートル、幅：約４７セン
チメートル、奥行き：約２９センチメートル
払２４小間（申し込み多数の場合、抽選）
沸無料
仏４月１日から７日までに、申請書（商工観光課で入手）を窓口
または郵送で商工観光課（☎奮479）へ
※初めて申請する方は、事前にお問い合わせください。

フラワーパーク•水辺の楽
校にあるスマートフォンスタ
ンドを使って写真を撮ろう
腹３月３１日㈬まで
複フラワーパークおよび水辺の
楽校
淵フラワーパークおよび水辺の
楽校に設置されているスマート
フォンスタンドを使用して、テ
ーマ
「春の訪れ」
に沿った写真を
撮り、スタンドに貼付してある

２次元コードから応募フォームへ
応募された写真の一部は、八
潮メセナ・アネックス内の大型
モニター（デジタルサイネージ）
で放映予定です。
※応募点数は、１人２点まで
詳しくは、
（一社）八潮市観
光協会ホームページ（http://
www.840kankou.jp）をご覧
ください。
物商工観光課☎奮２０２、（一社）
八潮市観光協会☎951－0323

今年度分の税金の納付は今年度中に！
今年度の市税等の納付はお済みですか。税金の滞納は、納期
内に納税いただいた方との公平を欠くものです。具体的な完納
見込みがなく、財産調査により財産（※）が発見された場合は、
法律の規定により財産の差押えを執行します。
令和３年５月から順次令和３年度分の課税が行われます。滞納
が累積してしまうと納付がより困難になります。今年度までに
課税され、納期限の過ぎている市税などがある方は、今年度内
（令和３年３月末まで）に必ず納付してください。
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、納税課へご相談ください。
※給与、生命保険、預貯金、不動産、自動車のほか、売掛金、外注費、
年金、動産（例：貴金属類、高級腕時計）など、換価が有効と判断さ
れるもの

物納税課☎奮３３０

ベンチ寄 附制度「まごころ♡ベンチ」の創 設
公園や遊歩道などに設置されるベンチは、休憩や安らぎ
などを提供する場所となっています。
市では、個人・団体などから寄附されたベンチを公園な
どに設置することで、これまで以上に皆さんに公園などへ
の親しみや愛着を持っていただき、さらなる公園施設の充
実を図るため、ベンチ寄附制度「まごころ♡ベンチ」を創
設しました。

ベンチのイメージ図
約１８0センチメートル

約４０センチメートル

物公園みどり課☎奮４６７
寄附の流れ
①寄附者からの申込受付
②審査および寄附受領の決定
③寄附者へ通知・寄附代金の振り込み依頼
④ベンチ設置
寄附を受けるベンチ
寄附を受けたベンチには、寄附者の名前と簡易メッセー
ジを刻印したプレートを取り付けます。
■寄附事業とプレートへの刻印内容
・１８万円（１基）の寄附を募集し、公園にベンチを設
置する。
・寄附者の名前と簡易メッセージを刻印する。

プレートの設置位置（２カ所）

プレートのイメージ図
約１５センチメートル

約５．５センチメートル

寄附募集期間
４月１日～１０月２９日
ベンチ設置予定箇所など
やしお駅前公園に３基を設置する予定。
※寄附者が他の公園に設置を希望する場合は、相談のうえ決定。
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※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

やしおインフォメーション
やしおインフォメーション
図書館

八幡

☎９９５‒６２１5　 住所 中央3‒32‒11

催し

日時

詳細

表

八幡 ソーマトロープをつくろう

複八幡公民館第１会議室 覆小学生以下（未就
学児は保護者同伴） 淵表と裏の絵が１つの絵に
見える不思議なソーマトロープを作る 払１０人
（申込順） 仏３月１６日～

３月２７日㈯
午後２時～３時

やしお生涯楽習館

裏

☎９９４‒１０００　 住所 鶴ケ曽根420‒2

催し

日時

詳細
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
淵壊れたおもちゃを修理する ※必要に応じて部品代あり※事前申し込
み不要

楽しく体験!!ヤッキーひろば
おもちゃの病院

３月２０日㈷
午後１時３０分〜３時３０分

フリーラーニング
～みんなの楽習ひろば～

毎週土曜日
※ た だ し、４月３日、５月１日、７月２４日、８月14日、
複やしお生涯楽習館フリースペース 覆小学生～中学生 淵予習、復習、
９月４日・２５日、１０月３０日、１２月２５日、令和４年１月
学び方の学習補助 弗教科書、問題集、筆記用具 払２０人（当日先着順）
１日・８日、２月１２日、３月１９日・２６日を除く
午前１０時～１１時３０分

初心者のためのパソコン相談室

水曜日開催 午前１０時～正午
４月７日、５月１２日、６月９日、７月７日、８月４日、９月
１日、１０月６日、１１月３日、１２月８日、令和４年１月１２
複やしお生涯楽習館工作室 淵初歩的なパソコン操作に関する相談
日、２月２日、３月９日
弗パソコン（お持ちの方のみ） 払各１０人程度（当日先着順。開始後１時
日曜日開催 午後１時３０分～３時３０分
間経過しても参加者がいない場合は中止）
４月２５日、５月３０日、６月２７日、７月２５日、８月２２日、
９月１９日、１０月２４日、１１月２１日、１２月１９日、令和４
年１月２３日、２月２７日、３月２７日

映像ホール・多目的ホール
利用講習会

①映像ホール
４月１０日、６月５日、８月７日、１０月２日、１２月11日、
令和４年２月５日（各土曜日）
新規＝午後１時３０分〜（１時間３０分程度）
更新＝午後３時〜（３０分程度）
②多目的ホール
５月８日、７月１０日、９月１１日、１１月６日、令和４年１月
８日、３月１２日（各土曜日）
新規＝午後１時３０分〜（２時間程度）
更新＝午後３時３０分〜（３０分程度）

資料館

複やしお生涯楽習館 覆映像ホール、多目的ホールの音響・照明・映像
機器を使用する方 淵映像ホール、多目的ホールの音響・照明・映像機
器の操作説明と確認テスト※更新の方は確認テストのみ 弗筆記用具、
利用講習会修了証（更新の方） 仏各回前日まで ※映像ホール、多目的
ホールの音響・照明・映像機器を使用する方は必ず受講

☎９９７‒６６６６　 住所 南後谷７６３‒５０
催し

日時

詳細

伝統文化おこと教室

毎月第１土曜日（５月・１月は第２
複資料館視聴覚講座室 覆小学生以上 淵日本の伝統楽器の１つである箏にふれ、童謡や
土曜日、８月は休み）
唱歌を演奏 講師 サークル７ 払１０人（申込順） 沸１万円／年※初回のみ参加の方は無
午後１時３０分～２時５０分
料 仏３月１４日～
※途中の回からでも参加可能

保健センター

☎９９５‒３３８１　 住所 八潮8‒1０‒1

こと

催し
健康づくりの料理教室

長寿介護課

日時

八潮市役所

複保健センター 覆市内在住の６４歳以下の方（調理未経験者歓迎） 淵「かしこく食べよ
う！食事の量と質を考えよう！」をテーマに調理実習と講話 弗エプロン、三角巾、ハン
ドタオル 払１２人（申込順） 沸５００円（食材料費） 仏3月15日～

４月１５日㈭
午前１０時～午後１時

☎奮４49

催し
おいしく食べよう栄養教室

詳細

日時

詳細
複保健センター 覆市内在住の６５歳以上の方 淵管理栄養士によるバランスのよい食事に
ついての講話や調理実習 弗エプロン、三角巾 払１３人（申込順） 沸５００円（食材料費）
仏３月１５日～

４月２2日㈭
午前１０時～午後０時３０分

☎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
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保健センターからのお知らせ
●３月２４日は「世界結核デー」
結核は、現在でも国内で毎年約１万５,０００人の新しい患者が発生し、
毎年約２,0００人が命を落としている重大な感染症です（厚生労働省
：2019年結核登録者情報調査年報）
。
結核の初期症状は、風邪とよく似ています。
「せきが２週間以上続

各種検（健）診のお知らせ
事業名

令和３年（２０２１年）３月10日

仏
物 ☎995－3381

く」
「たんが出る」「体がだるい」
「急に体重が減る」という症状が
あれば、早めに受診しましょう。早期発見は本人の重症化を防ぐた
めだけではなく、感染の拡大を防ぎます。
また、普段から、バランスの良い食事、適度な運
動、十分な睡眠、禁煙などを心がけ、予防に努めま
しょう。
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。

対象
生活保護受給世帯の
40歳以上の方
市内在住の40歳以上
の方

内容
費用
特定健康診査
①健康診査
無料
同様の検査
便潜血反応検
②大腸がん検診
600円
査
1,200円
市内在住の40歳以上
※ただし、令和4年3
Ｂ・Ｃ型肝炎
③肝炎ウイルス検診 で過去に受診歴のな
月31日 現 在、40・45
ウイルス検査
・50・55・60・65・
い方
70歳の方は無料
市内在住の50・55・
60・65・70・75歳 の 血液（PSA）
④前立腺がん検診
1,200円
男性（対象の方には 検査
個別に通知）

別表

市内委託医療機関一覧表
医療機関名

住

後谷診療所

所

南後谷751

4月

事業名

電

話

995-3428

えばと脳神経外科・内科クリニック 緑町3－23－2

998-2233

軽部クリニック

大瀬1－7－1

994-1241

小関医院

中央1－26－13

996-9677

埼玉回生病院

大原455

995-3331

埼友八潮クリニック（④前立腺がん検診を除く）大瀬５－１－１５

954-5260

酒井医院

鶴ケ曽根825－6 996-8410

さくらYashioクリニック

大瀬1－3－13

998-3916

佐藤医院

伊勢野142

996-9108

※その他のがん検診（胃・肺・乳がん）、骨粗しょう症の集団検診は5月から、医 渋谷皮フ科・内科クリニック 八潮1－28－7
療機関で受診する子宮・乳がん、歯周疾患の個別検診は6月から、胃がん検診内
清水内科クリニック
中央1－8－4
視鏡検査は7月から実施の予定です。詳しい内容については、随時広報やしおな
にしかわ脳神経外科クリニック 大瀬6－9－9
どでお知らせします。
広瀬病院
八條2840－1
―①～④共通―
腹4月1日～11月30日
藤井クリニック
八潮2－2－8
複市内委託医療機関（別表）
宮崎内科クリニック
中央4－11－45
仏①③は電話で保健センター②④は市内委託医療機関（別表）へ
八潮駅つばめクリニック
大瀬1－10－12
―②～④共通―
沸69歳以下の八潮市国民健康保険被保険者(補助金交付申請書兼同意書提出)、生 八潮駅前内科こどもクリニック 大瀬1－1－3
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)、 八潮診療所
浮塚723
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
南後谷865
険証の提示）の方は無料※検診の受診回数は、年度内1回※八潮市国保・後期高 八潮整形外科内科
八潮中央総合病院（検診専用ダイヤル）南川崎845
齢者医療被保険者は、特定健診などと同時実施ができます。

すこやかカレンダー
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999-1234
994-3711
994-2800
995-6371
998-7522
997-6191
999-7822
940-1200
996-0626
997-0800
998-8001

複保健センター
仏②③は電話④～⑥は電話または電子申請で保健センターへ
日時

対象

①乳幼児相談（事前予約不要）

4月7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）

4月7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

4月６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

4月１１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

4月２０日㈫

午前１０時３０分～正午

５～６カ月児

⑥離乳食（後期）教室

4月２１日㈬

午前１０時３０分～正午

１０～１１カ月児

特定健診が始まります

特定健診は 4 月 1 日から受診できます。継続的に受診することが重要です。

対 象 者

昭和22年 4 月 1 日～昭和57年 3 月31日生まれの八潮市国民健康保険被保険者

実施期間
負 担 金
受診券等
発送時期
そ の 他

早期受診が
おすすめです！

4 月 1 日～11月30日
500円

※令和 2 年度に住民税非課税世帯の方、令和 3 年度に40歳になる方は無料
対象者の方へ、受診券および健診内容などを記載したものを個別に発送します。
２ 月までの国保加入者→ ３ 月末
３ 月中の国保加入者 → ４ 月末
４ 月中の国保加入者 → ５ 月末
後期高齢者医療被保険者の方にも、上記と同様に受診券などを発送します。

物国保年金課☎奮２１４

３月２５日は、国
民健康保険税・介
護保険料の各第１０
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。
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４ 月子育て情報コーナー
子育てひろば
名称

だいばら児童館（わんぱる）☎９９９－０３２１
場所

利用できる日

①やわた
子育てひろば 保健センター
☎９９８－７４２１
②はちじょう
子育てひろば 八條公民館
☎９４９－６８８７
③ゆまにて
子育てひろば
ゆまにて
☎０７０－３３５０－
１２９７

月～木
午前１０時～
午後３時
火～金
午前１０時～
午後３時
火～金
午前１０時～
午後３時

▼ 毎 週 土・ 日 曜 日、 祝 日
時間 午前９時～午後５時
午前中＝電車で遊ぼう
休館日…水曜日
▼毎週月・火・金曜日 午 （小学生向けイベント）
前１１時３０分～＝ちゅうりっ ▼毎日 午後４時～＝チャ
ぷリズム 淵体操、ふれあ レンジランキング「洗面器
お手玉投げ」
い遊びなど
▼毎週木曜日 午前１０時～ ▼毎週土曜日 午後２時３０
分～＝なかよしひろば
正午＝ボールプール

講習など
▼身体測定＝応相談▼ボランティアお話し会＝
１５日㈭ 午前１１時～▼こいのぼりづくり＝２１日
㈬・２２日㈭・２６日㈪・２７日㈫ 午前１０時～、午後１
時～
▼身体測定＝６日㈫～９日㈮ 午前１０時～▼かぶ
とづくり＝２０日㈫～２２日㈭ 午前１０時～▼春の
遠足ごっこ＝２７日㈫・２８日㈬ 午前１０時４５分～
▼身体測定＝毎週金曜日 午前１０時～▼こいの
ぼりづくり＝水・木曜日 払１５組（先着順）※定
員に達し次第終了▼お話し会＝２８日㈬ 午前１１
時～（２歳以上向け）、午後２時～（０〜１歳向け）

▼身体測定＝１日㈭・２日㈮・５日㈪ 午前１０時～
▼タッチケア＝９日㈮ 午前１０時～▼こいのぼ
りづくり＝１９日㈪・２１日㈬～２３日㈮ 午前１０時
～
▼身体測定＝８日㈭・９日㈮・１２日㈪・１３日㈫ 午
月・火・木・金
⑤だいばら
だいばら
前１０時～▼ボランティアお話し会＝５日㈪・１９日
子育てひろば
午前９時～
㈪ 午前１１時～▼かぶとをつくろう＝２２日㈭・
児童館
☎９９６－３８３９
正午
２３日㈮ 午前１１時～
▼身体測定＝２６日㈪～２８日㈬ 午前１１時～、午
月～金
⑥おおぜのもり
後２時～▼お話し会（交流会）＝１５日㈭ 午前１１
みつもり
子育てひろば
午前１０時３０分～ 時～、午後２時～▼こいのぼりづくり＝２３日㈮か
保育園
☎９５１－３２１６
午後３時３０分 らキットを配布 払２０組（先着順）※定員に達し
次第終了
▼身体測定＝２１日㈬～２３日㈮ 午前１０時～、午
やしお子育て
毎日
⑦駅前
後２時〜▼子どもの発達相談＝１２日㈪ 午前１０
子育てひろば
ほっと
午前１０時～ 時～▼タッチケア＝１６日㈮ 午前１０時１５分～▼
図書館員による読み聞かせ＝２７日㈫ 午前１１時
☎９５１－０２８５ ステーション
午後４時
～
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

※各ひろばへのご来場は公共交通機関をご利用ください。
※４月の休館日：２９日㈷＝①～⑥

こ ち ら

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。

●ファミリー・サポート・ ●ホームスタート
腹月～金曜日 午前１０時～
センター
腹月～土曜日（祝日を除く） 午後４時
午前９時３０分～午後４時３０分 覆就学前の子育て親子
覆生後おおむね６カ月から ●駅前子どもの相談窓口
小学校６年生までのお子さ （子どもの発達相談）
腹１２日㈪ 午前１０時～１１時
んがいる方
３０分
◆入会説明会
覆おおむね３歳に達する児
腹１０日㈯ 午後１時～２時
覆お子さんがいて援助を希 童と保護者
望する方、援助ができる方
※内容など、詳しくは市ホームページをご覧ください。

教育委員会

図書館だより

「八潮の教育」
合同報告会２０２０
～小中一貫教育ではばたく児童生徒～
２月１６日、八潮メセナで「八
潮の教育」合同報告会が開催さ
れ、本市が小中一貫教育を柱に
進めているさまざまな教育実践
や成果について発表しました。
今年度、八條中学校とともに
八條北小学校が埼玉県教育委員
会から「英語指導力改善事業研
修協力校」の指定を受け、９年
間の連続性・系統性を生かした
外国語活動・外国語科の充実を
目指し、２校で研究を重ねてき
ました。その取り組みは本市の
外国語教育のモデルとなってお
り、報告会では５年１組が学校代

やしお子育てほっとステーション  ☎９５１－０２８５

新しく入った両館所蔵の図書の一部を紹介します。
■一般書 
■児童書 
「旅する練習」
「サツマイモ大図鑑」
乗代雄介 著
大木邦彦 文・構成
「猫がこなくなった」
「おさるちゃんのおしごと」
保坂和志 著
樋勝朋巳 作
たび

表として、ステージ上で外国語
の模擬授業を行いました。
また、１１月に行われた潮止中
学校ブロック
（中川小学校、
大瀬
小学校、潮止中学校）の公開授
業研究会を振り返りながら、ブ
ロックの取り組みや各学校の具
体的な授業実践について、スラ
イドを交えながら報告しました。
１５年目を迎えた本市の小中一
貫教育は、これからも小中一貫
教育の本質である「授業」を大
切に、義務教育９年間をつない
でいきます。
物小中一貫教育推進室☎奮３９８
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■４月の上映会の日 
○八條図書館
▼児童向け＝４日㈰・１８日㈰
午前１１時～
▼一般向け＝１１日㈰・２５日㈰
午後２時～

かつ とも

み

○八幡図書館
▼児童向け＝１１日㈰・２５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。

■４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
２９日㈷
物八條図書館☎９９４−５５００、八幡図書館☎９９５－６２１５

八潮市立図書館の雑誌スポンサー募集
雑誌の購入費用を負担し、雑誌カバーを広告媒体として利用
する雑誌スポンサーを随時募集しています。
掲載期間 決定した日の翌月から１年間
覆企業・商店・団体など
淵最新号雑誌カバーの表紙にスポンサー名、裏面に広告を掲載
沸広告を掲載する雑誌の年間購入費
仏八潮市立図書館雑誌スポンサー制度申込書（八幡図書館また
は市ホームページで入手）に必要書類を添えて八幡図書館へ
※必要書類など、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。
外国語の模擬授業の様子

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

広報

くらしの豆知識 マッチングサービス関連の怪しい誘いに注意
【事例１】マッチングサイトで知り合った女性とＳＮＳ上でやり取
りをしていたが、有料サイトに誘導された。やがて、個人情報を
交換しようという話になり、それには有料のポイントが必要と言
われ２万円分購入した。
【事例２】マッチングアプリで知り合った男性に「少額ずつだけ
ど儲かる。元金分は絶対に損しない」と、１００万円ほどの馬券自
動投票ツールの購入契約を勧められた。消費者金融に借金し、購
入したが、結局、損ばかりしている。
有料サイトへ誘導され高額なポイント代金を支払うよう仕向けら
れた、競馬ツールのほか、投資、オンラインカジノの広告、自己啓
発セミナーや情報商材などによる儲け話から、高額な商品などを契
約させられたケースがあります。
トラブルになった場合、解約や返金を求めようにも相手との連絡
が途絶えた、氏名や住所、電話番号などが分からないことから、解
決が非常に困難になる場合があります。
【消費者へのアドバイス】
①マッチングサービスで知り合った人から、金銭の支払いを伴うよ
うな誘い、商品・サービスなどの勧誘をされた時は、慎重な判断が
必要です。少しでも怪しいと思うような勧誘は断りましょう。
②借金をするように促された場合は、きっぱりと断りましょう。
③契約時の状況や契約内容によっては、クーリング・オフや解約で
きるケースがあります。
④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

4 月各種無料相談

★相談日が祝日の場合はお休みです
（⑲を除く）。
※来庁
（館・所）
による相談は、中止や電話での相談になる場合
がありますので、
事前に各担当課へお問い合わせください。

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

②税 理 士 相 談

物秘書広報課

☎奮３７３

物秘書広報課

☎奮３７３

腹４月５日㈪
午後1時～4時
複市民相談室
払６人
（電話による事前予約制）

③不 動 産 相 談

物秘書広報課

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）

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

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

☎奮３７３

腹４月１２日㈪ 午後１時〜４時
４月２６日㈪ 午前９時〜正午
複市民相談室

物秘書広報課

☎奮３７３

腹４月１４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

腹４月１９日㈪
午後1時～4時
複市民相談室

物秘書広報課

☎奮３７３

腹４月１５日㈭
午後1時～4時
複市民相談室
払６人
（電話による事前予約制）

法律相談コラム
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法律相談などで多い事例とそのアドバイス

相手の財産を知る方法について
離婚をした際に公正証書で取り決めた養育費を相手が何
カ月も支払ってくれません。しかも、相手が転勤してしま
い、勤め先だけでなく、お給料が振り込まれる預金口座も変わって
しまいました。
最終的には、養育費の支払いを滞納していることから、
回答
債権者である質問者が、債務者である相手の財産を差押さ
えることになるでしょう。
しかし、例えば預金口座を差押さえる場合には、少なくとも相手
名義の預金口座のある金融機関名と支店名が必要となります。そこ
で、相手の財産を把握するために、
「財産開示手続」や「第三者か
らの情報取得制度」という方法が有効だと思います。
まず、前者は、債務者が開示義務者として、事前に財産目録を裁
判所に提出した上で、指定された財産開示期日に裁判所に出頭して
自身の財産状況を開示する手続です。昨年の法改正により、公正証
書に定められた養育費についても利用できるようになりました。
なお、同じく昨年の法改正により、正当な理由なく期日に出頭し
ない場合や虚偽の陳述をした場合には、告訴をすることで刑事罰が
科されるようになりました。
次に、後者は裁判所が金融機関や官公庁といった第三者に対し照
会をすることで、債務者の預金口座（支店名・口座番号・預金額）
・所有不動産・勤務先に関する情報を債権者が取得できるというも
のです。
これらの手続は、基本的に相手である債務者の現在の住所地を管
轄する地方裁判所に申立てをすることになりますから、相手が転居
しており転居先が不明である場合には、弁護士に相談するとよいで
しょう。
物埼玉弁護士会越谷支部☎９６２－１１８８ 西原将明（弁護士）
事例

物人権・男女共同参画課☎奮８１１

⑭内 職 相 談

☎奮２７４

物商工観光課

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）

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）

⑧女 性 相 談

物人権・男女共同参画課☎奮８１１

⑮若年者就職相談

物ゆまにて

⑯教 育 相 談

物教育相談所 ☎９９５－００７７

腹毎週金曜日
女性が抱えるさまざま
午後1時20分～4時
な悩みについての相談
複市民相談室
（女性相談員が対応）
払8人
（電話による事前予約制）

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

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）

⑦D V 相 談

No.844

⑨人 権 相 談

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
（電話による事前予約制）
物人権・男女共同参画課☎奮８１１

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
☎９９６－０１２３

若年者（40歳未満、学生 腹４月７日㈬・２１日㈬
・生徒可）の就職、転職、
午前10時～正午
職業能力などについて
午後1時～4時
の相談（キャリアカウ 複勤労青少年ホームゆまにて
ンセラーが対応）
払5人
（電話による事前予約制）

プライバシーの侵害な
ど基本的人権について
の相談（人権擁護委員
が対応）

腹４月８日㈭
午後１時～４時
複市民相談室

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）

⑩心配ごと相談

物社会福祉協議会☎９９５－３６３６

⑰家庭児童相談

物子育て支援課

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）

⑪生活困窮者自立相談

腹４月７日㈬・２１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）
物社会福祉課

☎奮４９３

経済的な問題などの心 腹毎週月～金曜日
配ごとについての相談
午前８時３０分～午後５時１５分
（生活困窮者自立相談 複社会福祉課 ☎９４９－６３１７
支援員が対応）
（生活困窮者自立相談支援専
用電話）

⑫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）

⑬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）

物保健センター☎９９５－３３８１
腹４月１２日㈪
午後1時～２時３０分
複保健センター
払２人
（電話による事前予約制）
物商工観光課

☎奮３３６

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

☎奮４７２

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

⑱子 育 て 相 談

物だいばら児童館☎９９９－０３２１

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４月２２日㈭
午前９時～正午
複だいばら児童館（わんぱる）
払3人
（電話による事前予約制）

⑲子育てコーディネーター

物やしお子育てほっとステーション☎９５１－０２２９

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

⑳休日・夜間納税相談

物納税課

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

☎奮３３０

腹４月４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
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家族の新型コロナウイルス
感染が疑われる場合

家庭内で注意すること～８つのポイント～

家族の新型コロナウイルス感染が疑われる場合、次のことに注意しましょう。

物新型コロナウイルス対策課☎奮２４６

部屋を分ける

感染者の世話はできるだけ
限られた人で行う

マスクをつける

こまめに手を洗う

換気をする

手で触れる共有部分を
消毒する

汚れたリネン、衣服を
洗濯する

ゴミは密閉して捨てる

やしお840メール配信中

シティセールス
ＰＲ動画配信中

登録はこちらから

※Facebook、
Twitterでも同時配信中

いざという時はこちらへ

やしお八
やしお
八つの
つの野菜
野菜 de 健康レシピ
健康レシピ
レシピ㊻ こまちゃんと春野菜の煮物
●材料 4人分
小松菜
100グラム
ふき
（水煮）
80グラム
生しいたけ
2枚
にんじん
20グラム
凍り豆腐
（高野豆腐）
 2枚
砂糖
小さじ1
しょうゆ
小さじ2
みりん
大さじ2
料理酒
大さじ2
かつおだし 
大さじ1

●作り方
①ふ きの水煮は5センチメー
トルくらいに切る。生しい
たけは4等分のいちょう切
り、にんじんはいちょう切
りにする。凍り豆腐は、た
っぷりの水につけて柔らか
く戻し、一口大に切る。

医療機関名・相談窓口

埼玉県新型コロナウイルス感染症
淵新型コロナウイルス感染症に
県民サポートセンター（24時間）
関する一般的な相談
☎0570-783-770

物学務課☎奮366

②鍋に、①の材料とかぶるく
らいの水を入れ、かつおだ
しと調味料を入れて煮る。
材料が柔らかく煮えたら、
小松菜を3センチメートル
に切って入れ、ふたをして
さらに3分ほど煮る。
③小鉢に彩りよく盛りつけて
完成。
いろど

日時・場所・内容など

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
〈広

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

告〉

▪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、 ４ 月10日㈯です。

