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住みやすさナンバー1のまち　八潮 No.851
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● 今月の主な内容 ● ２面：市議会議員の紹介／３面：令和４年４月入所の保育所・認定こども園・小規模保育施設・学童保育所の新規受付

人口…92,2７４人（−６４人）　　　男…４７,9００人（−29人）　　　女…４４,３７４人（−３５人）
世帯…４４,５2１世帯（−2７世帯）　令和３年（2０2１年）9月１日現在市の人口と世帯数

広報やしおに掲載したイベントなどについては、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。

　任期満了に伴う八潮市長選挙、八潮市議会議員一般選挙が９月５日に市内２１カ所の投票所で行われ、即日開票されました。
　今回の市長選挙では、２人が立候補し、大山忍氏が当選しました。また、市議会議員一般選挙では、議員定数２１人に対して２９人が
立候補し、現職１４人、新人７人が当選しました。
　投票率は、市長選挙３９．３７パーセント、市議会議員一般選挙３９．３７パーセントでした。

物選挙管理委員会☎奮２６４

　このたび八潮市長として引き続き３期目の市政を担わせていただくことにな
りました。改めてその責任の重さに身の引き締まる思いでございます。
　八潮市は令和４年１月１５日で市制施行５０周年を迎えます。これまで先人の方々
が築き上げてきた八潮市のさらなる発展のため市民の皆様とともに取り組んで
まいる所存でございます。
　人口減少社会、地球温暖化をはじめとして、社会情勢が急速に変化している
中、私は、この８年間、「共生・協働」、「安全・安心」をまちづくりの基本理念
として、「住みやすさナンバー１のまち　八潮」を目指し、着実な市政の進展に
努めてまいりました。
　３期目の市政運営に当たっては、新型コロナウイルスによって大きな影響を
受けた市民生活、地域経済を守るため、ワクチン接種をはじめとしたコロナ対
策に引き続き最優先に取り組むとともに、市民一人ひとりが笑顔になるような、
八潮市に住むことが誇りに思えるような「住みやすさナンバー１のまち　八潮」
に向けて、まちづくりを進めてまいります。
　今後も、市民の皆様、企業や各種団体の皆様からの貴重なご意見を結集し、
市議会との協力のもと、活力ある八潮市の発展に努めてまいる所存でございま
すので、引き続き、皆様の一層のご理解とご協力をお願い申し上げまして、３
期目の市長就任のあいさつとさせていただきます。

●市長選挙開票結果　（敬称略）
候補者氏名 得票数

当選 大山　しのぶ １９，３３２

ぐんじ　伶子 ９，１０７

八潮市長・八潮市議会議員一般選挙結果

就任にあたって

大
おお

山
やま

　忍
しのぶ

　６４歳
無所属　当選３回

（２面へ続く）

出典：首相官邸ホームページ

　９月３０日をもって緊急事態宣言は解除されまし
たが、感染の再拡大を防止するためにも、引き続
きの感染対策が必要です。
　また、新型コロナウイルスワクチンで免疫がで
きるまで、２回目の接種から２週間程度かかり、接
種をしても感染する可能性はあります。
　そのため、ワクチン接種後も引き続きマスク着
用などの感染防止対策をお願いします。

物新型コロナウイルス対策課☎奮２４６

新型コロナウイルスワクチン接種状況
（９月２９日現在）

通知発行数　約８４，０００人（１２歳以上の方）
接種済み　１回目：約５７，６００人、２回目：約４６，８００人
※台風などの影響により、集団接種会場での接
種が中止になる場合があります。その際は市ホ
ームページ、やしお８４０メールでお知らせします。
なお、個別接種会場につきましては、各医療機
関にお問い合わせください。
物保健センター☎９９５－３３８１

緊急事態宣言解除～引き続きの感染対策を～
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立候補届出の順で掲載しています。（敬称略、年齢は９月５日現在）

市議会議員の紹介

　令和３年度分の八潮市住宅改修資金補助金の受け付けは終了し
ましたが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている市内に
本店などのある施工業者への支援として、緊急経済対策分を追加
で実施します。
覆次の申し込み資格をすべて満たしている方
▼申込日現在、市内に１年以上住民登録があり、市税の滞納のな
い方▼対象工事が、市で実施している同様の補助制度を受けてい
ない方▼過去に同じ住宅で、この補助金を受けていない方
対象住宅　申込資格を満たしている方が所有し居住している個人
住宅で、市内にある住宅（集合住宅は個人の専用部分）。

物商工観光課☎奮３８４

八潮市住宅改修資金補助金八潮市住宅改修資金補助金緊急経済
対策分

対象工事　▼市内に本店などを有する施工業者（法人における本
社、個人事業主の場合は市内に住所があること）が行う、１０万円
（税別）以上のリフォーム工事▼補助金の交付が決定されてから
着工し、令和４年３月１６日までに完了する工事（すでに改修工事を
着工している方や、改修工事が完了している方は対象外）▼建物
の内外装の改修および修繕、建物の増改築など
補助金の額　工事額の３０パーセント（１，０００円未満切り捨て）
※上限額１０万円
仏１０月１5日から令和４年２月２8日までに、所定の申請用紙（商工観
光課または市ホームページで入手）などを商工観光課窓口へ
※予算額に達し次第締め切り※本人または同居の親族以外の方が
申請書を提出するときは、本人の委任状が必要です。

監査委員の選任

（議会選出）　林
はやし

　雄
ゆう

一
いち

　氏
（任期　令和３年９月２8日～令和７年９月２７日）

物監査委員事務局☎奮29４

●市議会議員一般選挙開票結果　(敬称略)
候補者氏名 得票数

当選 福野　みちる ２，２６5
当選 しのはら　亮太 ２，０8６
当選 あさだ　和宏 １，６９３
当選 大島　あいと １，5９２
当選 内田　あき子　 １，３8６
当選 おかべ　一正 １，３5３
当選 二木　かずえ １，３３７
当選 前田　さだ子 １，２8２
当選 金子　そういち １，２７5
当選 すずき　さだお １，２３０
当選 林　ゆういち １，１１９
当選 やざわ　えみこ １，０8２
当選 大泉　よしゆき １，０58
当選 前原　あゆみ ９１９
当選 いけや　正 88６
当選 かの　泰司 8０5
当選 寺原　かずゆき 8０１
当選 小倉　きよひこ ７8７
当選 川井　たかし ７６8
当選 小宮　ひろこ ７３４
当選 荒川　たかひろ ６６8

髙波　ゆきお ６４０
吉野　ゆうき ６３０
中嶋　よしふみ ６２5
豊田　純 58７
豊田　よしお ４２０
ウエムラ　ユウヤ ３４２
橋本　たくま ２６5
兵頭　よしたか ９２

※同姓への投票であん分したものについては、小数点以下の
数値を切り捨てて表記しています。

前
まえ
田
だ
　貞
さだ
子
こ
　� 6３歳

公明党　　� 当選３回

荒
あら
川
かわ
　貴
たか
洋
ひろ
　� 58歳

無所属　　� 当選1回
二
に
木
き
　和
かず
枝
え
　� 58歳

公明党　　� 当選1回

林
はやし
　雄
ゆう
一
いち
　� 60歳

自由民主党　�当選３回
大
おお
島
しま
　愛
あい
音
と
　� 41歳

無所属　　� 当選1回
篠
しの
原
はら
　亮
りょう
太
た
　� 40歳

自由民主党����当選３回
寺
てら
原
はら
　一
かず
行
ゆき
　� 67歳

無所属　　� 当選３回

大
おおいずみ
泉　芳

よし
行
ゆき
　� 41歳

立憲民主党　�当選2回
内
うち
田
だ
　亜

あ
希
き
子
こ
　�48歳

無所属　　� 当選1回

矢
や
澤
ざわ
　江

え
美
み
子
こ
　�74歳

無所属　　� 当選7回

川
かわ
井
い
　貴
たか
志
し
　� 46歳

日本維新の会�当選2回
岡
おか
部
べ
　一
かず
正
まさ
　� 61歳

公明党　　� 当選4回
鹿
か
野
の
　泰
やす
司
じ
　� 69歳

日本共産党　�当選8回
前
まえ
原
はら
　鮎
あゆ
美
み
　� ３1歳

無所属　　� 当選1回

小
お
倉
ぐら
　聖
きよ
彦
ひこ
　� ３7歳

無所属　　� 当選1回
池
いけ
谷
や
　正
ただし
　� 71歳

日本共産党　�当選2回
小
こ
宮
みや
　弘
ひろ
子
こ
　� 62歳

日本共産党　�当選1回

福
ふく
野
の
　未

み
知
ち
留
る
　�50歳

無所属　　� 当選３回
金
かね
子
こ
　壮
そう
一
いち
　� ３9歳

無所属　　� 当選３回
朝
あさ
田
だ
　和
かず
宏
ひろ
　� 5３歳

無所属　　� 当選6回
鈴
すず
木
き
　貞
さだ
夫
お
　� 6３歳

公明党　　� 当選2回

市議会新正副議長市議会新正副議長

　令和３年第２回八潮市議会臨時会（９月
２8日）において、新たな正副議長が選任
されました。 物議事調査課☎奮277

（経歴）
�八潮市議会議員（３期）
八潮市議会副議長
建設水道常任委員会委
員長

（経歴）
八潮市議会議員（３期）
�建設水道常任委員会副
委員長
福祉環境常任委員会委
員長

寺
てら

原
はら

　一
かず

行
ゆき

　氏 前
まえ

田
だ

　貞
さだ

子
こ

　氏

副議長議　長

（１面からの続き）
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　令和４年４月の保育所・認定こども園・小規模保育施設・学童保育
所の申し込みを受け付けます。�

令和４年４月入所の
保育所・認定こども園・小規模保育施設・学童保育所の新規受付

覆生後５７日もしくは６カ月から就学前までの乳幼児
入所基準　児童の保護者、同居の親族およびその他の方が、就労や
疾病などにより、児童を保育することができないと認められる場合。
※申請時に入所申請児童の面接を行います。必ず児童同伴で、母子
健康手帳をお持ちください。
施設への入所決定　保育施設への入所決定は、申請者の希望や施設
の状況などを踏まえ、市で利用調整をしたうえで、利用先を決定し
ます。※令和３年度の入所申込を行い、入所保留となっている方も、
改めて入所の手続きが必要です。
必要書類▼申請書▼保育の必要性を証明する書類（勤務証明書、医
師の診断書など）▼個人番号（マイナンバー）申告書　
保育のしおりの配付
１０月１２日　八潮メセナ・アネックス多目的ホールＡ
　　　　　※�八潮駅前にある公共施設です。お間違いのないように

お越しください。
１０月１３日　やしお生涯楽習館展示コーナー
１０月１４日以降　保育課
保育料　保護者などの市民税所得割額により保育料を算出します。
なお、３歳児クラス以上は保育料が無償となり、給食費などの実費
負担が発生します。
【その他】市外への転出予定などで、他の市区町村の保育施設への
入所を希望する方および本市への転入予定などで本市の保育施設へ
の入所を希望する方は、申請方法や受付期間が異なります。詳しく
は、保育課へお問い合わせください。
※認定こども園しおどめの森（☎９９６－３２６８）で満３歳以上の幼稚
園教育を希望する場合（１号認定）は、施設での手続きとなります。

覆市内の小学校在籍の児童
入所基準　児童の保護者、同居の親族およびその他の方が、就労や
疾病などにより、児童を保育することができないと認められる場合。

物保育課☎奮３１４

令和３年１１月中旬から
手代橋の交通規制を
開始

一方通行（橋のみ）

至産業道路→

←至草加駅 手代新橋

手代
橋

八潮市

南後谷（西）

手代橋
草加市

綾瀬川

Ｎ

大型車規制

　手代橋周辺の交通規制についてお知らせします。

　現在、手代橋周辺では橋の老朽化対策として、
大型車規制区間と一方通行の交通規制に向けた交
差点改良工事などを行っています。
　交通規制の開始時期は令和３年１１月中旬を予定
しています。詳しい日程が決定しましたら、市ホ
ームページなどでお知らせします。
　交通規制によりご迷惑をお掛けしますが、橋の
延命化が図られ、歩行者が安全に通行できる空間
も確保することができることから、ご理解とご協
力のほどよろしくお願いします。

物道路治水課☎奮３７１

①保育所・認定こども園・小規模保育施設

　同一世帯内の児童の保育料などを滞納している場合は、保育
施設および学童保育所の入所選考時に選考基準を減点します。
それにより、入所できない場合がありますので、滞納している
保育料などは、申し込み受付期間までに納入してください。

【重要】保育料などの滞納について

―①②共通事項―
腹１１月１８日㈭～２２日㈪　午前９時３０分～午後５時
※例年、初日は大変混み合いますが、施設への入所決定は、受
け付け順ではありません。
複やしお生涯楽習館展示コーナーおよび多目的ホール
※やしお生涯楽習館への問い合わせはご遠慮ください。
【注意】発熱など体調不良の方は来場を控えてください。その
場合は、１１月２４日㈬から２６日㈮の間に保育課へお問い合わせく
ださい。後日行う入所受付および面接の日時をお伝えします。

②学童保育所

保育料　月額９，０００円
※生活保護世帯、ひとり親家庭等医療費受給世帯および２人以上の
児童が入所する世帯は、申請による保育料の減額・免除の制度があ
ります。
●公立学童保育所
必要書類▼入所申請書▼児童家庭調査書▼保育の必要性を証明する
書類（勤務証明書、医師の診断書など）　
●公立（民営）・民間学童保育所
　公立（民営）・民間学童保育所は、各施設での手続きとなります
ので、直接、施設へお問い合わせください。
【注意】現在、学童保育所に入所中で、令和４年４月以降も引き続き
入所を希望する方も、改めて入所の手続きが必要です。
【その他】
・市内での転居などにより児童の学区変更を予定している方は、入
所手続きの際に窓口で職員にお伝えください。
・本市への転入予定などで、本市の学童保育所への入所を希望する
方の申請については、追加書類の提出が必要となります。保育課へ
お問い合わせください。
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有害ごみの出し方
　蛍光管、乾電池、水銀体温計、温度計などは、中が確認できるよ
うに透明な袋に入れ、「燃えないごみ」とは分けて出してください。

燃えるごみの減量化
　生ごみをひとしぼりすると、市全体の燃えるごみの約１０パーセン
トが減量化されます。水分をよく切って捨てましょう。

事業所でのごみの減量化、資源化
　会社や工場、商店などの事業所から出る再生可能な紙類を分別し、
ごみ収集許可業者や古紙業者にお出しください。

ごみ収集カレンダー
　市役所や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。種類が分かれていますので、自分の
地域のカレンダーをご確認ください。
※家庭ごみは、収集日の朝８時までに出してください。事業系のご
みは、家庭ごみの集積所には出せません。

ごみ分別アプリ「さんあ～る」
　ごみ収集日の通知や分別方法の検索などができる、ごみ分別アプ
リ「さんあ～る」の登録・利用方法は、市ホームページをご覧くだ
さい。

　市民の皆さんにごみの分別をお願いし、ビン、カン、紙類、布類、ペ
ットボトルなどの分別収集を行っています。
　家庭や事業所から出される燃えるごみには紙・布類が多く含まれ
ていますので、分別に一層のご協力をお願いします。

物環境リサイクル課☎奮２３４

紙類の出し方

段ボール…１メートル四方以下にたたんで、ひもで十字にしばる。
新聞紙（広告を含む）、雑誌、書籍…ひもで
十字にしばる。
雑紙類（包装紙、封筒、菓子の外箱など）…紙
袋などに入れて、ひもで十字にしばる（ビニ
ール類、銀紙、ゴム類は除く）。
牛乳パック…洗浄、開封、乾燥させてからひ
もで十字にしばる。
シュレッダーした紙類…透明・半透明の袋に
入れる（シール、ビニール、カーボン紙など
は混入させない）。
※資源にならない紙類（燃えるごみに出して
ください）
油などで汚れているもの、カーボン紙、写真、紙コップなどの
ワックス加工品、香料の強いもの、ビニールコート紙、酒類の
パック、シール類など。

布類の出し方

必ず、透明、半透明の袋に入れて出してくだ
さい。
※資源にならない布類（燃えるごみに出して
ください）
汚れたもの、濡れたもの、不衛生なもの、ぬ
いぐるみ、ペットに使用したもの、まくら、
ふとん、敷物、ざぶとんなど。

①投書用紙・郵送用封筒での投書
　市内の公共施設やコンビニエンスストアなどに設置している、投
書用紙に市政についての意見・提案と必要事項を記入し、次の方法
で投書してください。※設置場所は、市ホームページをご覧くださ
い。
・投書箱　市内公共施設に設置している投書箱に投書してください。
・郵送　秘書広報課へ送付してください。
　※備え付けの郵送用封筒は切手不要
・ファクス　鯖９９５－７３６７へ送信してください。　
②電子メールでの投書
　市ホームページへアクセスし、「市民の声ボックス送信画面」か
ら送信してください。
―①②共通―� �
　市民の声ボックスで回答を希望する場合は、必要事項（住所、氏
名、回答方法（電子メールまたは郵送）、電子メールで回答を希望
する場合はメールアドレス）を記載してください。� �
※必要事項がすべて記載されていない場合は、個人の特定ができな
いため、回答できません。

表１　令和２年度の投書内容
項　目 件数

新型コロナウイルス感染症関連全般 １52
学校教育・給食、学校の対応など 76
公共施設の整備および管理運営など 39
まちの景観、住環境、空き家など 3８
公園の管理・整備など 32
その他 2４5

合　計 5８2

表２　�令和２年度の市民の声ボックスへの提案・要望等に対しての主な施
策・事業の実施状況
提案・要望があった事業 提案・要望で実施した事業内容

庁舎正門側出入口の車両飛び出し
対策について

正門前の一時停止標識をより視認しやす
い位置に移動しました。
また、停止線および「止まれ」の道路標示
の補修を行いました。

市税などの支払い方法の拡充につ
いて

スマートフォン決済アプリにて市税など
の支払いが可能となりました。

道路照明灯不点の修繕について 道路照明灯の修繕を実施しました。
水道料金の支払い方法の拡充につ
いて

スマートフォン決済アプリにて水道料金
の支払いが可能となりました。

新型コロナウイルス感染拡大に伴
う水道料金の負担軽減について

水道料金のうち基本料金の5０パーセント
を減免しました。

あなたの声をまちづくりに
市民の声ボックス

　市民の皆さんからの市政についての意見・提案をまちづくりに生
かすため、市民の声ボックスを設置しています。

物秘書広報課☎奮３７３

紙・布は資源の日に出しましょう

※�紙・布類の収集は、市が行っている資源ごみ収集のほか、町会・
自治会や子ども会などが集団回収を行っている地域もあります。

分別して燃えるごみを減らしましょう分別して燃えるごみを減らしましょう
ペットボトルの出し方
①ラベル、キャップを取り外し、中をすすぎ、水切りをする。
②�ペットボトルをつぶしてから回収用ネット袋にペットボトルのみ
を入れる。

※資源にならないもの（燃えるごみに出してください）
　「ＰＥＴ」のマークが付いていないもの、「プラ」のマ
ークが付いているもの、食品油、シャンプー、洗剤の
容器など。

　１０月は食品ロス削減推進月間です。
　まだ食べることができる食べ物が捨てられている状況を「食
品ロス」といい、野菜の皮の厚むきや賞味期限切れで食べずに
捨ててしまうこと、食べ残しなどが含まれます。食材の購入か
ら調理・片付けまでを意識し、食品ロスを減らしましょう。

食品ロスを減らしましょう！食品ロスを減らしましょう！

昨年度の声（投書）の内容など
　令和2年度に市に寄せられた投書は４73件（のべ5８2件）でした。投
書内容は、表１のとおりで、希望のあった279件の投書に回答しました。
　また、市民の声ボックスに提案・要望された事業などについての
主な実施状況は表2のとおりです。
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個人情報を守るために個人情報を守るために
本人通知制度へ登録しましょう本人通知制度へ登録しましょう

　本人通知制度は、戸籍謄本（全部事項証明書）や本籍の記載
のある住民票の写しなどを本人の代理人や第三者に交付したと
きに、その事実を登録した本人に通知する制度です。
　不正取得の早期発見、不正請求の抑止のために登録しましょう。

＜登録できる方＞
　市の住民基本台帳または戸籍に記載されている方
＜通知の対象となる証明書＞
・住民票（本籍の記載があるもの）
・住民票記載事項証明書（本籍の記載があるもの）
・戸籍謄本（全部事項証明書、除籍、改製原戸籍）など
・戸籍の附票
＜通知する内容＞
・交付年月日
・交付した証明書の種類・通数
・交付請求者の種別（代理人、第三者）
※請求者の氏名・住所は通知しません。
＜登録手続き＞
　申請書（市民課、駅前出張所または市ホームページで入手）、
窓口に来庁する方の本人確認書類（運転免許証など）および委
任状（代理の方のみ）をお持ちのうえ、市民課または駅前出張
所窓口へ

物市民課☎奮２１３

物納税課☎奮３３１

秋季全国火災予防運動の実施秋季全国火災予防運動の実施

　１１月９日㈫から１５日㈪までの７日間、秋季全国火災予防運動が
実施されます。

物草加八潮消防局予防課☎９９６－０６６０

全国統一
防火標語 おうち時間　家族で点検　火の始末

【住宅防火　いのちを守る　１０のポイント】
 ４つの習慣 �����������������������
　・寝たばこは絶対にしない、させない
　・ストーブの周りに燃えやすいものを置かない
　・コンロを使うときは火のそばを離れない
　・コンセントはほこりを清掃し、不必要なプラグは抜く
 ６つの対策 �����������������������
　・ストーブやコンロなどは安全装置の付いた機器を使用する
　・住宅用火災警報器を定期的に点検し、１０年を目安に交換する
　・寝具、衣類およびカーテンは、防炎品を使用する
　・�火災を小さいうちに消すために、消火器などを設置し、使
い方を確認しておく

　・�お年寄りや身体の不自由な人は、避難経路と避難方法を常
に確保し、備えておく

　・�防火防災訓練への参加、戸別訪問などにより、地域ぐるみ
の防災対策を行う

　令和３年度の八潮市の火災発生件数は、９月末現在１７件で、火
災による死者、負傷者はいませんでした。
　住宅火災による死傷者を出さないため、住宅用火災警報器を
設置しましょう。
　また、定期的に住宅用火災警報器の点検を行い、作動状況を
確認してください。

固定資産評価審査委員会委員の選任
氏
うじ

森
もり

　政
まさ

利
とし

　氏（任期　令和３年９月３０日～令和６年９月２９日）

案内案内
第３回八潮市地域福祉
計画推進委員会の傍聴

腹１０月２７日㈬　午後１時３０分～
複八潮メセナ集会室
淵第３期八潮市地域福祉計画策
定について
払５人（申込順）
仏１０月２６日までに、電話で社会
福祉課（☎奮３１６）へ

生産緑地地区の都市計
画変更案の縦覧

腹１０月１８日㈪～１１月１日㈪
複公園みどり課

物市民協働推進課☎奮３２８

令和４年八潮市成人式
　１２月初旬、市内在住の対象者
に案内通知を郵送します。
腹令和４年１月１０日㈷
第１部＝主に八潮中学校区の方
午後０時３０分～０時４５分（受付＝
正午～）
第２部＝主に大原・八條中学校
区の方　午後２時～２時１５分（受
付＝午後１時３０分～）
第３部＝主に八幡・潮止中学校
区の方　午後３時３０分～３時４５分
（受付＝午後３時～）
※いずれの部でも参加できます
が、複数回の参加はできません
（１人１回のみ）。また、市内の中
学校を卒業した方は、可能な限
り該当する中学校区の部に参加
してください。
複八潮メセナ
覆平成１３年４月２日～平成１４年４
月１日生まれの方

淵生産緑地地区の変更に伴う都
市計画変更案の縦覧
意見書の提出
覆市内在住または利害関係のあ
る方
仏１１月１日（必着）までに、所
定の意見用紙（公園みどり課で
入手）を窓口または郵送で公園
みどり課（☎奮４６７）へ

まんまるよやくのシス
テム停止
　１０月２９日㈮のリニューアルに
伴い、２７日㈬・２８日㈭の２日間、
システムを停止します。
　なお、施設窓口での予約など
は通常通り受け付けています。
※２９日午前０時から新システム
を利用することができます。

淵式典（３部ともに同内容）
※市外に転出されている方も参
加できますので、電話または電
子メールでお問い合わせくださ
い。
物社会教育課☎奮３６５、メール
アドレスｓｈａｋａｉｋｙｏｉｋｕ＠ｃｉｔｙ．ｙ
ａｓｈｉｏ．ｌｇ．ｊｐ

重度心身障がい者医療
費助成
覆市内に在住する障がい者（児）
の方で、次のいずれかに該当す
る方
▼身体障害者手帳１～３級、療育
手帳Ⓐ、Ａ、Ｂおよび精神障害者
保健福祉手帳１級の方▼身体障
害者手帳４級の一部、精神障害者
保健福祉手帳１、２級で後期高齢者
医療制度の障害認定を受けた方
淵医療機関や薬局で支払った医
療保険適用内の自己負担分を助
成
物障がい福祉課☎奮４５３

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

　広報やしおに掲載した、市が主催するイベントなどについて
は、新型コロナウイルス感染の防止対策を講じたうえで開催し
ます。なお、中止・変更になる場合がありますので、詳しくは、
市ホームページをご覧ください。
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１１１１月月
がつがつ

は「いじめは「いじめ撲撲
ぼくぼく

滅滅
めつめつ

強強
きょうきょう

調調
ちょうちょう

月月
げっげっ

間間
かんかん

」」

第三者行為でけがや病気をしたとき第三者行為でけがや病気をしたとき

市税等の適正な債権管理に取り組んでいます市税等の適正な債権管理に取り組んでいます

　県
けん

では、１１月
がつ

を「いじめ撲
ぼく

滅
めつ

強
きょう

調
ちょう

月
げっ

間
かん

」に制
せい

定
てい

し、いじめ
問
もん

題
だい

の根
こん

絶
ぜつ

に集
しゅう

中
ちゅう

的
てき

に取
と

り組
く

んでいます。いじめを受
う

けてい
たり、いじめに気

き

が付
つ

いたら１人で悩
なや

まず相
そう

談
だん

・通
つう

報
ほう

してくだ
さい。

　国民健康保険加入者が第三者行為でけがや病気をしたときの
医療費の請求についてお知らせします。

　市では、公平な徴収のため、滞納者に対する一斉催告や滞納
処分（差押え）に取り組んでいます。現在、未納のある方は早
急に納付いただくとともに、これから納期限が到来する税金の
納期内納付にご協力ください。
　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。

物県
けん

青
せい

少
しょう

年
ねん

課
か

☎０４８－８３０－２９０７

物国保年金課☎奮２１４

物納税課☎奮３３０
【令和２年度実績】

収入済額（本税） 収入済額（延滞金）
市税 １７４億３,２９５万３千円 ２,３５４万８千円

国民健康保険税 ２０億７,９４７万０千円 ２,９７５万６千円
合計 １９５億１,２４２万３千円 ５,３３０万４千円

差押件数 換価・公売額（本税）換価・公売額（延滞金）
８４９件 ８,６２８万６千円 １,０１７万３千円

相談窓口など
名称および受付日時 電話番号など

よい子の電話教育相談
(２４時間３６５日対応）

１８歳以下の子ども用　☎＃７
な

３
やみ

０
ゼロ

０
ゼロ

または　錆０１２０－８
ハ

６
ロー

－３
さ

１
いの

９
く

２
に

保護者用　☎０４８－５
こ

５
こ

６
ろ

－０
お

８
は

７
な

４
し

電子メール相談
soudan@spec.ed.jp
ＦＡＸ相談　錆０１２０－８

ハ

１
イ

－３
さ

１
いの

９
く

２
に

いじめ通報窓口
（小・中･高校生の「いじめ」
に関する通報）

https://www.pref.saitama.lg.jp/
f２２０９/ijime-soudan-form.html

埼玉県警察
少年サポートセンター

月～金曜日
（祝日、年末年始を除く）
午前８時３０分～午後５時１５分

少年用（ヤングテレホンコーナー）
☎０４８－８６１－１１５２

保護者など用　☎０４８－８６５－４１５２

子どもスマイルネット
毎日（祝日、年末年始を除く)

午前１０時３０分～午後６時
☎０４８－８２２－７００７

埼玉いのちの電話
（２４時間３６５日対応） ☎０４８－６４５－４３４３

さいたまチャイルドライン
毎日

午後４時～９時
子ども専用（１８歳以下）
錆０１２０－９９－７７７７

埼玉県こころの電話
月～金曜日

（祝日、年末年始を除く）
午前９時～午後５時

☎０４８－７２３－１４４７

子どもの人権１１０番
月～金曜日

（祝日、年末年始を除く）
午前８時３０分～午後５時１５分

錆０１２０－００７－１１０

子どもの人権ＳＯＳ－eメール https ://www.j inken.go. jp/
kodomo

　交通事故、傷害事故、食中毒、他人のペットによる噛みつき
など、第三者（加害者）による行為の場合、保険者による保険
給付はできないことから、保険証を使って診療を受けた場合に
は、八潮市国民健康保険が一時的に医療費を立て替え、後で相
手方（加害者）に医療費を請求することになります。
　給付事由が第三者の行為によるとき、被害者（世帯主）は、
保険者（市）に届け出が必要です。
　なお、示談を済ませると、その内容によっては国民健康保険
を使うことができなくなり、被害者本人に保険者が立て替えた
医療費を請求することもあります。
　第三者行為でけがや病気をしたときは、国保年金課へご連絡
ください。
※犯罪行為、けんか、故意の事故、飲酒運転や無免許運転など
の法令違反の事故、業務上のけがは、給付制限に該当し、国民
健康保険は使えません。

おしらせ コーナーおしらせＨＯＴコーナー
長期優良住宅維持保全
状況等調査の実施

覆長期優良住宅として認定を受
け、工事完了から５年、１０年を
経過した住宅
淵維持保全状況等の調査
※１０月中に調査対象住宅の所有
者あてに郵送で通知します。
回答期限　１１月１２日㈮
物開発建築課☎奮４６８

東埼玉資源環境組合　
入札参加資格審査申請
の追加受付

　令和３・４年度に組合が発注す
る工事の請負や物品の納入など
を希望される方は、入札参加資
格審査申請をしてください。
受付期間　１１月１５日㈪～１２月１０
日㈮（消印有効）

提出方法　申請書（１１月上旬組
合ホームページで入手）に必要
書類を添えて、郵送で、東埼玉
資源環境組合総務課（〒３４３－
００１１越谷市増林３－２－１）へ
物東埼玉資源環境組合総務課☎
９６６－０１２２

初回献血＋ラブラッド
登録キャンペーン

　県および埼玉県赤十字血液セ
ンターでは、９月から１１月にか
けて「初回献血＋ラブラッド登
録キャンペーン」を実施してい
ます。
物県薬務課☎０４８－８３０－３６３５

埼玉県最低賃金の改正
　１０月１日から埼玉県最低賃金
は時間額９５６円（引上げ額２８円）
となりました。

　埼玉県最低賃金は、賃金の最
低限度を定めるもので、年齢や
雇用形態に関係なく、県内で働
く全ての労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。
物埼玉労働局賃金室☎０４８－
６００－６２０５

やしお創業塾２０２１
　国から認定を受けた「八潮市
創業支援等事業計画」に基づく
特定創業支援等事業です。
腹１１月６日・１３日、１２月４日・１８
日（各土曜日・全４回）　午後１
時～５時
複八潮市商工会館大会議室
講師　富

とみ

田
た

良
よし

治
はる

さん（中小企業
診断士）
覆創業を考えている方
払２０人（申込順）
※今回の創業塾と八潮市商工会
で行う個別相談を合計で４回以

上かつ１カ月以上の期間にわた
り受けた方に対し、申請により、
市で証明書を発行します。この
証明書により、法人登記の際の
登録免許税の軽減などの支援制
度を利用することができます。
　詳しくは、八潮市商工会ホー
ムページ（http://www.yashio. 
or.jp）をご覧ください。
仏窓口または電話で八潮市商工
会（☎９９６－１９２６）へ

介護職チャレンジ！説明会
　県では、介護職に興味がある
方を対象に、説明会を行います。
腹１０月２２日㈮　午後１時３０分～
複八潮メセナ・アネックス多目
的ホールＢ
弗当日面接を希望する場合は、
履歴書、健康保険証
仏１０月２１日までに、電話または
ホームページから㈱シグマスタ
ッ フ 大 宮 支 店（ ☎０４８－７８２－
５１７３、http://www.kaigo-
manabu.com/）へ


