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● 今月の主な内容 ● ２面：新型コロナウイルス関連／３面：１１月１１日は『介護の日』
、１１月３０日は『人生会議の日』

収穫したさつまいもを手にした古新田保育所の皆さん
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市立保育所では、さまざまな食育を行っています。
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古新田保育所では、１０月にさつまいもを１６キログラム収穫し、大学いもやスイートポ
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また、１０月６日に種まきをした小松菜は、たくさんの
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芽が出てきました。日々の成長を観察しながら、収穫の
ひ

たの

日を楽しみにしています。
物保育課☎奮３１４

小松菜の芽が出ました（１０月２０日撮影）

オレンジリボン・パープルリボン

令和３年１１月１４日、
埼玉県は１５０周年を迎えます。

詳しくは、
特設サイト
（https://saitama150th.jp/）
をご覧ください。

埼玉県マスコット
「コバトン」

令和４年１月１５日、
八潮市は市制施行５０周年を迎えます。

八潮市制施行50周年

ありがとう八潮
ありがとう
八潮 これからも
これからも八潮
八潮

詳しくは、市ホームページをご覧ください。

収穫したさつまいも

八潮市マスコット
キャラクター
ハッピーこまちゃん

●オレンジリボン
子どもの虐待防止の
シンボル
●パープルリボン
女性に対する暴力
根絶のシンボル
※４・５面に関連記事
を掲載しています。

市役所窓口カウンター
に設置

物オレンジリボン＝子育て支援課☎奮８４１、
パープルリボン＝人権・男女共同参画課☎
奮８１１

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。

市の人口と世帯数

人口…92,180人（−9４人）
男…4７,844人（−56人）
女…44,336人（−３8人）
世帯…44,463世帯（−58世帯） 令和3年（2021年）10月1日現在
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新型コロナウイルス関連
新型コロナウイルスワクチン接種
物保健センター☎995－3381

◯１回目・２回目接種分の予約について
新型コロナウイルスワクチンは、新型コロナウイルス感染症の発
症を予防する効果があり、また、重症化を予防する効果が期待され
ています。接種を希望される１２歳以上の方は、八潮市専用予約サイ
トまたは新型コロナウイルスワクチンコールセンターで予約してく
ださい。
※ワクチン接種は強制ではありません。

予約はこちらから

●八潮市専用予約サイト https://yashio.hbf-rsv.jp
●新型コロナウイルスワクチンコールセンター
☎0５７０－２００－８１４（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）

※土曜日、祝日は受け付けていません。

◯１２月・１月の集団接種会場のお知らせ
腹１２月１２日・１９日・２６日、令和４年１月９日・２３日・30日（各日曜日）
午前９時～正午、午後１時３０分～４時３０分
複保健センター※平日は各個別医療機関をご利用ください。
◯接種状況について
接種状況は、次のとおりです（１０月１５日時点）。
通知発送数 約８４，０００人（１２歳以上の方）
１回目接種済みの方 約６４,４００人
２回目接種済みの方 約５４,９００人
※最新の接種状況は、市ホームページをご覧ください。
〇新型コロナウイルスワクチンの追加接種（3回目接種）について
市の新型コロナウイルスワクチン接種事業は、市民の皆さんのご
理解とご協力により、希望者への接種が順調に進んでいます。
現在、国において、新型コロナウイルスワクチンの追加接種（３
回目接種）に向けた準備が進められています。これを受けて、市に
おいても、並行して追加接種（3回目接種）が円滑かつ安全・安心
に受けられるよう検討しているところです。詳細が決まり次第、市
ホームページなどでお知らせします。

ウイルス

新型コロナ

彩の国「新しい生活様式」安心宣言飲食店+（プラス）の
認証取得について

検査費用助成事業

県では、感染症防止対策に取り組む飲食店を認証す
る「彩の国『新しい生活様式』安心宣言飲食店+（プ
ラス）」を進めています。
店舗を訪問し、業種別ガイドラインなどを遵守する
事業者に、認証ステッカーを交付します。
感染再拡大防止と社会活動の両立に向け、認証を取
得していない飲食店などは、取得をお願いします。

市内の事業所（私立保育所・幼稚園などを含む）
において新型コロナウイルス感染症の陽性者が発
生し、濃厚接触者以外の方で感染が疑われる方に
自主的に検査を行った場合に、その費用の一部を
助成します。
物新型コロナウイルス対策課☎奮２４６

物新型コロナウイルス対策課☎奮２４６

事業者向け
八潮市独自の新型コロナウイルス緊急対策

令和３年度八潮市テイクアウト・
デリバリー応援事業

市では、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける市内の事業者に、事業継続
に向けた市独自の経済支援を次のとおり実施します。

新型コロナウイルス感染症の全国的な広がりにより
影響を受けた市内飲食店（取扱店）を支援する事業「テ
イクアウト・デリバリー応援事業」を、昨年度に引き
続き実施します。

物商工観光課☎奮４７９
事業名

内容

①八潮市彩の国「新しい生活
様式」安心宣言飲食店＋（プラ
ス）
認証店支援事業

令和３年１１月３０日までに県の飲食店＋（プラス）の認
証を受けた飲食店などの市内事業者に対して支援金
３００，０００円を給付

②八潮市外出自粛等関連事業
者協力支援事業

令和３年４月から９月分の国の月次支援金を受けた市
内事業者に対して支援金（中小法人など＝５０，０００円
／月、個人事業者など＝２５，０００円／月）を給付
※４月から９月分をまとめて申請

③八潮市酒類販売事業者等協
力支援事業

令和３年４月から９月分の県の酒類販売事業者等協力支援
金を受けた市内事業者に対して支援金３００，０００円を給付

④八潮市小口資金融資および
商工業近代化資金利子補給

本市の「小口資金融資」
「商工業近代化資金融資」制度
を利用している市内事業者の令和３年中の利子分１００
パーセント補助

物八潮市商工会☎９９６−１９２６
【実施期間】12月1日㈬～令和4年1月31日㈪
【クーポン券の送付】全戸配布※11月下旬に配達地域
指定郵便にて順次配布
【クーポン券の内容】額面300円のクーポン券5枚つづ
り（1つの郵便受けにつき、1,500円分を配達）
【利用条件】市内飲食店の取扱店にて1品500円以上で
1枚利用可（1会計で複数枚利用可）
※クーポン券は、再配布しません。
※クーポン券の利用が予算枠に達した場合は、実施期
間の途中でも事業を終了します。

※①～③の併給はできません

仏申請書（①〜③商工観光課または市ホームページで入手、④対象者へ郵送）に
必要書類を添えて、①～③は１１月１５日から１２月１５日（消印有効）までに郵送で、
④は令和４年１月１１日から２５日（必着）までに、窓口または郵送で商工観光課へ

八潮市役所

☎048-996-2111

腹 日時・期間

複 場所

覆 対象

淵 内容

市内飲食店の取扱店は、随時募集しています。
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。

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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１１月１１日は『介護の日』、１１月３０日は『人生会議の日』
厚生労働省では、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。
介護や人生の最終段階における医療・ケアに関する相談窓口などについてお知らせします。
物長寿介護課☎奮４４８

相談窓口
●高齢期の心配ごとについての相談
地域包括支援センターでは、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、さまざまな相談を受け付けています。
名称

担当地域

東部地域包括支援センター
やしお苑（☎９９８－８８９５）

二丁目、木曽根、南川崎、伊勢野、
八潮１～７丁目

小作田、松之木、上馬場、中馬場、
西部地域包括支援センター
西袋、柳之宮、南後谷、中央１～４丁
ケアセンター八潮（☎９９４－５５６２）
目、八潮８丁目、
緑町１・２・４丁目
南部地域包括支援センター
埼玉回生病院（☎９９９－７７１７）

大瀬、古新田、垳、大原、大曽根、浮
塚、大瀬１～６丁目、
茜町１丁目

北部地域包括支援センター
やしお寿苑（☎９３０－５１２３）

八條、鶴ヶ曽根、伊草、新町、緑町３
・５丁目、
伊草１・２丁目

●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（ファ
クスでの相談は随時受け付け）
物（公社）認知症の人と家族の会埼玉県支部☎０４８－８１４－１２１０、
鯖０４８－８１４－１２１１
●仕事と介護の両立に関する相談
相談員が悩みにお答えするほか、必要なサービスの提供窓口や役
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
物埼玉県仕事と生活の両立支援相談窓口☎０４８－８３０－４５１５
●在宅医療・療養に関する相談
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。
相談は、窓口、電話、ファクスで受け付けています。
腹月～金曜日（祝日・年末年始を除く） 午前９時～午後５時
複在宅医療サポートセンター（草加市保健センター内）
物（一社）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

『介護の日』
・
『人生会議の日』啓発事業
腹１１月１５日㈪～１９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

高齢者在宅福祉生活支援サービス
在宅での生活に支援が必要な高齢者と、その家族を支援する高齢者在宅福祉生活支援サービスについて、お知らせします。

物長寿介護課☎奮４４８

サービス名称

緊急時通報システム

内容など
緊急通報端末機およびペンダント型無線発
信機を貸与します。急病などの緊急時にボ
タンを押すと、受付センターから消防署に
通報が入り、迅速な救急活動を行います。
沸機器の貸与は無料※回線使用料などは利
用者負担

救急医療情報キットに入れた医療情報を参
救急医療情報キット配
考に、救急隊員が適切な対応を行います。
布
沸無料

徘徊高齢者家族支援サ 徘徊の症状が見られる認知症高齢者を介護
する家族への負担軽減を図ります。
ービス

①

位置探索システムを活用して、徘徊の症状
発信装置による が見られる高齢者の早期発見につなげま
位置探索システ す。
沸毎月の利用料は市が負担、利用開始に係
ム
る費用は利用者負担

②

二次元コードが印字された見守りシールを
配布します。見守りシールを衣服などに貼
り、高齢者が徘徊した場合に、発見者が二次
元コードを読み取ることで、介護者と発見
者がインターネット上の伝言板を通じて連
絡を取り合うことができます。
沸無料※通信料などは利用者負担

見守りシール

地震などによって家具が転倒することを防
家具転倒防止器具等取 ぐため、家具の転倒防止器具などを取り付
けします。
付サービス
沸無料

昼食または夕食のいずれかを自宅へ届ける
配食・安否確認サービ
とともに、利用者の安否を確認します。
ス
沸選択する業者によって異なります。
月１回、必要とする紙おむつ１種類（決められ
紙おむつの給付サービ
た枚数分）を自宅へ届けます。
ス
沸無料

訪問理美容サービス

理容師または美容師が自宅を訪問し、カッ
トなどのサービスを提供します。
沸無料

火災警報器、電磁調理器などを給付または
日常生活用具給付等サ 貸与します。
沸所得税課税状況により無料から全額負担
ービス
の7階層
居室、浴室、トイレなどの増改築または改築
高齢者居室等整備資金
工事をするために必要な資金を融資しま
融資制度
す。
民間賃貸住宅へ転居する高齢者に対し、転
高齢者世帯等住み替え
居前後の家賃の差額を30,000円を限度とし
住宅家賃助成制度
て助成します。

覆おおむね６５歳以上（サービスによって
異なります）で、在宅で生活している方
※病院に入院中の方や介護保険施設など
に入所中の方は利用できません。
各種サービスの申し込み方法や詳しい
内容については、長寿介護課へお問い合
わせください。
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『189（いちはやく）「だれか」じゃなくて「あなた」から』

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
■相談窓口（受付時間は、個別にお問い合わせください）

児童虐待とは
子への暴力行為や性的行為、養育の放棄、無視、きょうだい間差別、子の目の
前で家族に対して暴力を振るう、養育放棄がある行為などが該当します。最近で
はしつけと称した体罰や暴言も虐待行為にあたります。
こんなサインを見落としていませんか？
連絡は匿名で行うことも可能です。連絡者や連絡内容に関する秘密は守られま
す。
●子どもについて
いつも子どもの泣き叫ぶ声や保護者の怒鳴り声がする、不自然な傷や打撲のあ
とがある、衣類やからだがいつも汚れている、落ち着きがなく乱暴である、表情
が乏しい・活気がない、夜遅くまで１人で家の外にいる
●保護者について
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、子育てに関して拒否的・無関心である・強い不安や悩みを抱えている、
子どものけがについて不自然な説明をする
５つのポイントを心がけながら、子どもに向き合いましょう。
・子育てに体罰や暴言を使わない
・子どもが親に恐怖を持つとＳＯＳを伝えられない
・爆発寸前のイライラをクールダウン
・親自身がＳＯＳを出そう
・子どもの気持ちと行動を分けて考え、育ちを応援

・虐待が疑われる時など
市子育て支援課

☎奮８４１

草加児童相談所

☎９２０－４１５２

・乳幼児の子育ての悩みについて
利用者支援事業 やしお子育てほっとステーション ☎９５１－０２２９
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
市家庭児童相談室

☎奮４７２

不登校・いじめについて

教育相談所

草加保健所

☎９２５－１５５１

子どもスマイルネット

埼玉県

保健師・助産師による妊娠・出産・子育て
にじいろ子育て相談室
期までの悩みについて
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悩み、不安
ママのこころの相談
などの相談
子育てへの不安などをお持ちの方たち 子育てメンタルサロン
が集い、自由に話し交流
（登録制）

里親制度とは、虐待や経済的理由などで親と暮らせない子どもたちを自
分の家庭に迎え入れ、養育することです。温かい愛情と正しい理解をお持
ちの方なら、特別な資格は必要ありません。ただし、里親になるには要件
を満たす必要がありますので、詳しくはお問い合わせください。
物草加児童相談所☎９２０－４１５２、NPO法人キーアセット☎９７２－６１９７

〈ヤングケアラーのイメージ〉

☎０４８－８２２－７００７

保健センターで相談☎９９５－３３８１

里親制度のご案内 

ヤングケアラー

☎９９５－００７７

虐待かもと
思ったら

児童相談所
全国共通

3桁
ダイヤル

189
いち

はや

く

お住ま い の 地 域 の 児 童 相 談 所 に つ な が り ま す 。

※一部のIP電話からはつながりません。

ヤングケアラーとは１８歳未満の無償で家族や友人の介護や世話をしている
人を指します。負担の軽減や貴重な学ぶ機会を奪わないためにヤングケアラ
ーの早期発見、周囲の支援が不可欠です。ヤングケアラーの支援などについ
ては、子育て支援課へご相談ください。
物子育て支援課☎奮８４１

出典：厚生労働省『ヤングケアラーについて』

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

おしらせ

ＨＯＴ
会議の開催
●第１回八潮市都市計画審議会
の傍聴
腹１１月１５日㈪ 午後２時～
複やしお生涯楽習館多目的ホー
ル
淵草加都市計画生産緑地地区の
変更、特定生産緑地の指定につ
いて
払５人（当日先着順）
物都市計画課☎奮２７０
●第４回八潮市市民活動推進委
員会の傍聴
腹１１月１７日㈬ 午後２時～
複やしお生涯楽習館セミナー室４
淵協働の手引きの作成など
払１０人（当日先着順）
物市民協働推進課☎奮３２８
●第４回八潮市地域福祉計画推
進委員会の傍聴
腹１１月２５日㈭ 午後７時～
複八潮メセナ会議室
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１１月２４日までに、電話で社会
福祉課（☎奮３１６）へ

コンビニ交付サービス
の一時利用停止
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２７日㈯
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

手代橋周辺の交通規制
手代橋周辺では大型車規制と
一方通行の交通規制開始を１１月
中旬と予定しておりましたが、
標識設置工事の影響により規制
開始時期を延期することとなり
ました。規制開始時期が決まり
ましたら市ホームページなどで
お知らせします。
物道路治水課☎奮３７１

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
適用期間が、令和２年１月１日
から令和３年１２月３１日までの間

生活に困ったら、１人で悩まず相談を
失業、病気やケガなどにより働けなくなったり、世帯の主な
働き手が死亡したりして生活に困ったら、１人で抱え込まずご
相談ください。
物社会福祉課☎奮２４５
生活困窮者自立支援制度
市では、「生活困窮者自立相談支援窓口」を開設しています。
この制度は、生活保護に至る前の段階で、現に生活に困ってい
る方に対し相談支援などを行い、自立の促進を図ることを目的
としています。主な支援内容は、自立相談、住居確保給付金の
支給、就労準備、家計改善などです。詳しくは、生活困窮者自
立相談支援専用ダイヤル☎９４９－６３１７へお問い合わせくださ
い。
生活保護制度
自立して生活することが困難になった方に対して、最低限度
の生活を保障し、１日も早く自立できるよう支援する制度です。
この制度は、生活保護法に基づいて行われ、生活保護を受けら
れるかどうか、どのような扶助がどの程度受けられるかについ
ては、個々の世帯によって異なります。そのため、具体的な個
々の状況確認が必要となりますので、社会福祉課にご相談くだ
さい。

令和３年（２０２１年）１1月10日

996‑2111
FAX

995‑7367

（5）

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、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。

No.852

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。

に延長されました。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

草加都市計画事業鶴ケ曽根
・二丁目土地区画整理事
業の事業計画変更の縦覧
腹１１月２４日㈬～１２月７日㈫
複区画整理課
淵鶴ケ曽根・二丁目地区の事業
計画変更の縦覧
意見書の提出
覆利害関係のある方
仏１２月２１日（消印有効）までに、
郵送で県市街地整備課（〒３３０
－９３０１さいたま市浦和区高砂３
－１５－１☎０４８－８３０－５３８１）
へ
物区画整理課☎奮４６０

災害時における物資の輸
送・荷役等に関する協定
１０月５日、 八 潮 市 と（ 一 社 ）
ＡＺ－ＣＯＭ丸 和・ 支 援 ネ ッ ト
ワークは「災害時における物資
の輸送・荷役等に関する協定」
を締結しました。
この協定は、八潮市域で地震、
風水害などによる大規模災害が
発生した際の災害応急対策、災
害復旧復興対策に必要な物資の
輸送、荷役などに関する支援を
市の依頼に基づき円滑に実施で
きるよう体制の充実を図るもの
です。
物危機管理防災課☎奮３０５

女性に対する暴力をな
くす運動
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、セクシュアルハラ
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。
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」
●女性に対する暴力の相談機関
DV相談ナビ ♯８００８（最寄り
の相談機関に自動転送）
物人権・男女共同参画課☎奮８１１

八潮市特別人権相談所開設
相談は無料で、秘密は固く守
られます。
腹１２月９日㈭ 午前１０時～午後４
時
複市役所第２会議室
淵あらゆる場面における人権に
関する相談
相談員 人権擁護委員
※法務大臣から委嘱され、国民
の基本的人権が侵害されないよ
うに監視し、侵害があった場合
には、適切な処置を講ずること
によって救済を図ります。
物人権・男女共同参画課☎奮８１１

令和２年度
八潮市ふるさと納税 寄 附 金 実 績
令和２年度のふるさと納税寄附金についてお知らせします。
寄附金は、寄附者の皆さんが指定された使途に活用させていた
だきます。
物企画経営課☎奮８８５

令和２年度ふるさと納税寄附金受領実績
寄附金の使途

福祉の充実

スポーツと健康増進

安全な生活環境整備

件数

金額

６３件

２，６４０，０００円

２５件

３２０，０００円

３件

４０，０００円

市民活動と産業の支援

１９件

３１０，０００円

教育の振興

３６件

５６０，０００円

公園などの整備

八潮市の発展（市長におまかせ）
合計

８件

１０７件
２６１件

９０，０００円

２，３４０，０００円
６，３００，０００円
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令和３年（２０２１年）１1月10日

おしらせ
おしらせＨＯＴコーナー
コーナー
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（１３日 ㈯・１４
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

２０２２年版埼玉県民手帳
の販売
腹１１月１０日㈬～１２月１７日㈮ 午
前９時～午後５時
複企画経営課
※市内の一部コンビニエンスス
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

法が異なります。
登録期間 令和４年３月１日～令
和５年３月３１日
●建設工事、設計・調査・測量、
土木施設維持管理業務の申請
受付は埼玉県電子入札共同シ
ステム参加自治体との共同受付
窓口（埼玉県）で行います。
仏新規申請は１２月１日から１７日
（消印有効）まで、業務追加申
請は１２月１日から２４日（消印有
効）までに、申請書類を郵送で
県共同受付窓口へ※市の窓口で
は受け付けしません。
詳しくは、県ホームページ（ｈｔ
ｔｐ：／／ｗｗｗ．ｐｒｅｆ．ｓａｉｔａｍａ．ｌｇ．ｊｐ
／ａ０２１２／ｋｏｕｊｉ０３０４／ｔｕｉｋａ－ｔｏｐ．
ｈｔｍｌ）をご覧ください。
●物品等業種の申請
仏１２月１日から１７日（消印有効）
までに、申請書類（市ホームペ
ージで入手）を郵送で財政課へ
物財政課☎奮４４５

みんなでいっしょに自
然の電気キャンペーン

県では、関東９都県市で連携
して、太陽光パネルが設置でき
ないご家庭でも、電力契約を切
り替えるだけで、自然の電気を
お得に利用できる「みんなでい
っしょに自然の電気」
（略して
「みい電」
）キャンペーンを実施
令和３・４年度の入札参加
しています。
資格審査申請の追加受付
県東南部地域５市１町（草加市、
「建設工事、設計・調査・測量、 越谷市、八潮市、三郷市、吉川
土木施設維持管理業務」および
市、松伏町）では、このキャン
「物品等業種」の入札参加資格
ペーンを共同で推進しています。
審査について、追加で申請を受
参加登録期間 令和４年１月３１日
け付けます。※それぞれ申請方
㈪まで

『ストップ！滞納

市民税・県民税』

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。
物納税課☎奮３３０
八潮市では、１０月から１２月までを滞納整理強化期間として定
め、財産調査や差押えなどに重点的に取り組みます。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、納税課までご相談
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２年度差押え実績】（延滞金のみの差押えを除く）
給与
２２１件

所得税 自動車 売掛金
預貯金 生命保険 不動産 還付金 など
など
３９９件
１２３件
３２件
２５件
１件
４８件

多くの市民の皆さんが市税を早期に納付しています
（令和２年度 現年市税納税率９９．２１パーセント）

八潮市役所

☎048-996-2111

腹 日時・期間

複 場所

覆 対象

覆首都圏の家庭、商店、小規模
オフィスなど
参加登録方法 キャンペーン専
用 ホ ー ム ペ ー ジ
（ｈｔｔｐｓ：／／
j.mp/2WqvmXm）
から登録
物みんなでいっしょに自然の電
気事務局錆０１２０－２６７－１００
（携
帯電話・ＰＨＳからの場合☎０５７０
－０５８－１００）
、環境リサイクル
課☎奮３３８

ケ曽根１５８０－１）
間取り＝２ＵＤＫ※エレベーター
は設置されていません。
払１戸（ 申 し 込 み 多 数 の 場 合、
抽選）
沸月額１５，２００円～２９，９００円
仏１１月１８日までに、申込用紙（市
営住宅課で入手）を市営住宅課
（☎奮３２４）窓口へ

搬送困難者待機場所

八潮市ジュニアリーダ
ー養成研修会
（第１期）
参加者

草加八潮消防組合では新型コ
腹 ① 令 和４年１月１６日 ㈰ ②２月２０
ロナウイルス感染拡大の第６波
日㈰ 午前９時３０分～正午③６月
に備え、９月２５日から、非常用
中を予定（全３回）
救急車２台を搬送困難者の一時
待機場所として活用しています。 複①②エイトリアリーナ③未定
（後日参加者へ連絡）
非常用救急車は八潮消防署お
覆市内在住の小学校５年生
よび草加消防署に１台ずつ配置
淵ジュニアリーダーの意義や役
し、救急出動が集中した際、陽
割についての講義、レクリエー
性者の搬送先医療機関の調整に
ション実習など
長時間を要する場合は、酸素投
弗飲み物、筆記用具、室内用靴、
与および観察を行います。
タオル、運動できる服装（ズボ
物草加八潮消防局警防課☎９２４
ン着用）
－０９６７
払３０人（申込順）
沸無料
仏１１月１５日から３０日までに、申
込書（社会教育課または市ホー
ムページで入手）を窓口または
市営住宅入居者
ファクスで社会教育課（☎奮
入居予定日 １２月中旬
３６５、鯖９９８－０８２８）へ
覆次のすべてに該当する方
（仮称）八潮消防署南
▼市に１年以上居住している方
分署建設基本計画の素
▼入居しようとする世帯全員の
案についての意見
合 計 所 得（ 控 除 後 ） が 月 額
（仮称）八潮消防署南分署の
１５万８，０００円 以 下 の 方（ 裁 量 世
整備を進めるにあたり、適切な
帯 は 月 額２１万４，０００円 以 下 ） ▼
建設地、施設機能・規模などを
市税などを滞納していない方▼
検討する（仮称）八潮消防署南
現に住宅に困窮している方▼現
分署建設基本計画の素案につい
に同居または同居しようとする
て意見を募集します。
親族がいる方（単身入居、除く）
詳しくは、草加八潮消防組合
▼暴力団員でない方
ホームページ（ｈｔｔｐｓ：／／ｓｏｋａ－ｙ
淵一般世帯向け住宅（２人以上
世帯から申し込み可）※ただし、 ａｓｈｉｏ１１９．ｊｐ）をご覧ください。
物草加八潮消防局企画課☎９２４
６０歳以上の方などは単身入居可
－２１１１
募集住宅＝宮田団地１０２号室（鶴

募集

市ホームページのリニューアル
１１月１日から、市のさまざまな情報を発信するホームページ
システムをリニューアルしました。
物秘書広報課☎奮４２３
【主な変更点】
・トップページなどのデザイン…花桃や市の木「いちょう」の
イラストをあしらった八潮らしさを感じられるデザインに変
更
・手続きナビ…利用者が知りたい手続きの情報を１件１件個別に
検索するのではなく、一括して検索できるページを新設
・お問い合わせメール…担当課へ直接メールでお問い合わせが
できるように変更

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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会計年度任用 職 員

保育所・学童保育所に勤務する会計年度任用職員を募集します。保育士および看護師は都道府県知事への登録が必要です。
物保育課☎奮８８４
職種

勤務日時

資格など

▼月～金曜日 午前7時～午後7時のうち、7時間45分勤務（1時間
保育士・看護師 休憩、シフト制）▼土曜日（1カ月に1回程度）午前8時30分～午 保育士登録・看護師登録
後0時30分※そのほかの勤務時間希望者は要相談

賃金(月額）
保育士：207,230円
看護師：221,964円

▼月～金曜日（次の時間のうち最長3時間30分）①午前6時45分～
8時30分、午後4時25分～7時15分②午前7時15分～9時45分、午後4 保育士資格または育児経験を
時25分～6時40分▼土曜日（1カ月に1回程度）午前7時15分～9時、 有する方
午後0時25分～2時10分※そのほかの勤務時間希望者は要相談

保育指導員

70,465円

▼月～金曜日 午後1時～6時30分（5時間30分勤務）▼土曜日（1 放課後児童支援員認定資格研
学童保育指導員 カ月に2回程度）および学校の休日（日曜日を除く） 午前8時～ 修の受講資格（保育士資格、
教員免許など）を有する方
午後6時30分のうちシフト勤務

138,339円

学童保育補助
指導員

129,162円

▼月～金曜日 午後1時～6時30分（5時間30分勤務）▼土曜日（1
カ月に2回程度）および学校の休日（日曜日を除く） 午前8時～
学童保育に興味のある方
午後6時30分のうち7時間45分勤務まで※そのほかの勤務時間希望
者は要相談

※賃金は上限時間で勤務した場合（地域手当含む）
。時間外勤務手当、期末手当、交通費は別途支給

―共通―
雇用期間 令和４年４月１日～令和５年３月３１日

仏令和４年1月１４日までに、八潮市会計年度任用職員登録票（保育課または市ホームページで入手）に写真貼付、希望職種を記載のうえ、

希望職種の資格を有する方は資格証明書の写し（資格取得見込証明書）を添えて、窓口または郵送で保育課へ
※面接日は、後日、申込者に通知します。

意 見 募 集
①（仮称）八潮市パートナーシップ宣誓制度
（仮称）八潮市パートナーシップ宣誓制度の導入にあたり、意
見を募集します。
物人権・男女共同参画課☎奮８１１


墳ｊｉｎｋｅｎ－ｄａｎｊｏ＠ｃｉｔｙ．ｙａｓｈｉｏ．ｌｇ．ｊｐ

②第２期八潮市教育計画（案）
教育に関する基本的な方針および施策を策定するにあたり、意
見を募集します。
物教育総務課☎奮３６１




鯖９９８－０８２８
〒３４０－０８１６中央２－１０－１７
墳ｋｙｏｉｋｕｓｏｍｕ＠ｃｉｔｙ．ｙａｓｈｉｏ．ｌｇ．ｊｐ

③八潮市建築基準法施行細則の一部改正（案）
公共事業の施行に伴い、すでに指定されている位置指定道路を
変更または廃止する場合の手続特例を設けるにあたり、意見を募
集します。
物開発建築課☎奮４６９


墳ｋａｉｈａｔｓｕｋｅｎｃｈｉｋｕ＠ｃｉｔｙ．ｙａｓｈｉｏ．ｌｇ．ｊｐ





鯖９９７－９０２１
〒３４０－０８０１八條２７５３－４６（八條図書館公民館内）
墳ｙａｗａｔａ－ｔｏｓｈｏｋａｎ＠ｃｉｔｙ．ｙａｓｈｉｏ．ｌｇ．ｊｐ

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、各担当課において、貸し出しを行います。
募集期間 ①③１１月１６日㈫～１２月１６日㈭（必着）②１１月１９日㈮～
１２月20日㈪（必着）④１１月２３日㈷〜１２月２２日㈬（必着）
提出方法 ①は「
（仮称）八潮市パートナーシップ宣誓制度に関
する意見」②は「八潮市教育計画に対する意見」③は「八潮市建
築基準法施行細則の一部改正（案）に対する意見」④は「八潮市
図書館公民館ビジョンに対する意見」と明記（メールの場合は件
名）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

評

短歌

評

ななも
選
物秘書広報課☎奮４２３

やしお文芸特集

沖

足のこと障害手帳に記入なくば郵便投票でき
ぬ理不尽 
大山トキ子
足が悪くても投票に行きたい。投票は誰に
でも権利があるのに体が不自由なために行け
ない。しかし障害手帳に書いてある範囲でな
いからと郵便投票が許されない。世の中の仕
組みはどこか冷たい。

選

おふくろにあんた誰よと問われけり哀しかれ
どもなおも懐かし 
杉山正巳
お母さんは高齢で子供のこともぼんやりし
てきた。母から誰だと聞かれた子は哀しいが、
そ れ で も 母の 温 も り は 懐 か しい。母 と 子 は、
何があっても優しさを共有するものだ。

水尾

ほたる飛ぶあの古里に帰りたいホタルの歌を
唄ったころに 
西森八重子

落合

私がわたしであるのを確かめてともかく今日
も楽しく過ごさん 
田中祐子

評

俳句

降りつづく雨の迎火通し土間 
谷川聚一
お盆。七月 十三日、寺からいただいた迎火
を通し土間から迎える。雨の日のやっかいさ。
めんどうみのよろしさが尽される。精霊への
心づかいの見える句である。

中山靖子

井上進寿

小林彩乃

白澤康子

かなかなの微かなる声終の声 
佐藤千里
晩夏から秋にかけて、カナカナと哀調のあ
る声で、夕暮れに特によく鳴く蝉。ついには、
聞こえなくなる声だが、その美しい微声を余
情深く詠んだ句である。

出稼ぎの父帰る日や里桜 

人生の返せぬ恩を思ふ秋 
大原女の歩きし里や藍の花 

七夕や八條橋を聖火くる 

評

④八潮市図書館公民館ビジョン（子ども読書活動推進計画・読書
バリアフリー推進計画）
図書館・公民館サービスを示すビジョンを策定するにあたり、
意見を募集します。
物八幡図書館☎９９５－６２１５
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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
やしお生涯楽習館

☎９９４‒１０００　 住所鶴ケ曽根４２０‒２

催し

日時

プリザーブドフラワーのお正月飾り

詳細
複やしお生涯楽習館展示コーナー 覆小学生以上 淵プリザーブドフラワー（枯れない加
工をした花）を使い、お正月飾りを作る 講師 天池サユリさん（プリザーブドフラワーデ
ィプロマ資格） 払１０人（申込順） 沸２，０００円
（材料費） 仏１１月１４日～11月29日

１２月５日㈰
午前１０時～正午

あま いけ

市民活動応援講座
１２月５日㈰
「スマホでできること～テレビ会議
午後２時～４時
（交流）
を楽しもう～」
楽しく体験!!ヤッキーひろば
①チョークアート
②おもちゃの病院

資料館

あき もと そう

１２月１８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チョーク（オ
イルパステル）を使ってきれいな絵を描く②壊れたおもちゃを修理する 払①１５人（申込
順） 沸①１００円（材料費）②は必要に応じて部品代あり 仏①１２月１日～

☎９９７‒６６６６　 住所南後谷７６３‒５０
催し

日時

詳細

１１月２７日㈯
午後１時３０分～３時３０分

わら細工を作ろう

公民館

複資料館 覆小学生以上 淵わら細工で縁起物の亀のお正月飾りを作る
沸３００円（材料費） 仏１１月１４日～

日時

詳細

クリスマスバルーンアート
教室

１２月１８日㈯
午後１時～４時

複中馬場公民館 覆市内在住・在勤・在学の方 淵クリスマスリースなどのバルーンアート
製作 講師 金子賢一さん 払２０人（申込順） 仏１１月１６日～

和紙ちぎり絵講座

１２月１日㈬
午前１０時～正午

複八條公民館会議室1 覆市内在住・在勤の方 淵来年の干支、
「寅」とひな人形を題材にし
たちぎり絵のカードを作る 講師 中村直子さん（（公財）日本ちぎり絵協会） 払１０人（申
込順） 沸７００円（材料費） 仏１１月１７日～

かね

こ

けん いち

え

八條

払１５人
（申込順）

八幡☎９９５‒６２１６　（休館中のため、八條図書館で業務を行っています。） 八條☎994‒3200　 住所 八條2753‒46
催し

八幡

複やしお生涯楽習館陶芸室 覆オンライン交流に興味がある方 淵スマートフォンアプリ
「ＬＩＮＥ」を使用したオンライン交流方法を学ぶ 講師 秋本創さん（特定非営利活動法
人埼玉情報センター） 弗スマートフォン 払１０人
（申込順） 仏１１月１４日～

八條図書館

と

とら

こ

☎９９４‒５５００　 住所八條２７５３‒４６

催し

日時

詳細

１２月１１日㈯
午後２時～４時

図書館ツアー＆図書館体験講座

保健センター

なか むら なお

複八條公民館会議室２ 覆小学校３年生以上 淵本棚の整理、資料の返却作業、本の探し方な
どの図書館業務の実習※参加者には修了証を発行 払５人
（申込順） 仏１１月１７日～

☎９９５‒３３８１　 住所八潮８‒１０‒１

催し

日時

詳細

健康づくりの料理教室

１２月３日㈮
午前１０時～午後１時

複保健センター 覆市内在住の６４歳以下の方 淵「おうちで冬のおもてなし料理を作ろう」
をテーマに講話と調理実習 払１２人（申込順） 沸５００円
（食材料費） 仏１1月１５日～

栄養講座

１２月１8日㈯
午後２時～３時３０分

複保健センター 覆市内在住・在勤の方 淵知らないうちに食塩を過剰摂取しているかも
？～正しく知ろう塩分について～をテーマに講話およびデモンストレーション 講師 秋
元有子さん（管理栄養士） 払2０人（申込順） 仏１１月１5日～

こころの健康講座

１２月２３日㈭
午後２時～４時

複保健センター 覆市内在住・在勤の方 淵アンガーマネジメントをテーマとした講演会
講師 堀場幸子さん（アンガーマネジメントファシリテーター） 払４０人（申込順） 仏１１月
１５日～

人 権 ・男 女 共 同 参 画 課

あき

もと ゆう

ほり

さち

こ

日時

詳細

男女共同参画市民企画事業
１２月５日㈰
～みんなのＬＧＢＴ教室～あなたは
午後１時～３時
あなたのままでいい

複オンライン配信（Zoom） 淵①講演会「実は身近にいるハズ」ＬＧＢＴＱの基本から現状
まで②座談会「家族のカタチ」当事者の声 払５０人（申込順） 仏１２月４日までに、レインボー
八潮（メールアドレスrainbowyashio@gmail.com）
へ

☎奮４９１

催し

日時

詳細
複八潮メセナ会議室 覆市内在住で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
（高齢者の栄養管理など）
について
払２０人（申込順） 仏南部地域包括支援センター埼玉回生病院
（☎９９９‒７７１７）
へ

１２月２５日㈯
午前１０時～１１時

家族介護教室

草加消防署青柳分署
催し
普通救命講習会Ⅰ
成人の救命に必要な応急手当

八潮市役所

ば

☎奮８１１

催し

長寿介護課

こ

☎048-996-2111

☎９３１‒３９７３　 住所草加市青柳６‒２３‒６
日時

詳細

１２月４日㈯
午前９時～正午

腹 日時・期間

複草加消防署青柳分署 覆八潮市または草加市に在住・在勤・在学の中学生以上 淵心肺蘇
生法、ＡＥＤの取り扱い、異物除去などの応急手当 払１０人
（抽選） 仏１１月１８日まで

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
●１１月は「乳幼児突然死症候群（ＳＩ
ＤＳ）」の対策強化月間
ＳＩＤＳは、何の予兆や既往歴もないまま
乳幼児が死に至る原因不明の病気で、次の
３つのポイントを守ることにより発症率が
低くなるというデータがあります。
・１歳になるまでは、あおむけに寝かせま
しょう。
・できるだけ母乳で育てましょう。
・たばこをやめましょう。

●１１月１４日は「世界糖尿病デー」
日本では糖尿病の疑いがある人（可能性

を否定できない人を含む）は約2,000万人
にのぼっています。糖尿病の恐さは、自覚
症状がないまま重篤な合併症に進展するこ
とです。生活習慣の改善によって糖尿病を
発症する手前で防ぎ、定期的な健診を受け
ましょう。

●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。
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。

各種検（健）診のお知らせ
事業名

日時
12月4日㈯ ⑴午前9時～9時20分
①ヘルシーチェック ⑵午前9時25分～9時45分
結果説明会 令和４年1月15日㈯
健康診査
午前9時～9時45分
12月4日㈯ 午前10時～10時30分
結果説明会 令和４年1月15日㈯
②骨粗しょう症検診
午前10時～1０時30分（初回の受診
者のみ）

令和３年（２０２１年）１1月10日
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仏
物 ☎995－3381
けい

●子 宮頸 がん・乳がん検診無料ク
ーポン券対象の方
１２月２０日㈪で検診が終了します。早めの
受診をお願いします。
●お口の健康チェック
腹１２月１１日㈯ 午前１０時３０分～１１時４５分
複保健センター
覆市内在住・在勤の方
淵八潮市歯科医師会の医師による歯科検診
・口腔に関する無料個別相談会
払１５人（申込順）
仏１１月１5日～
こう

くう

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

内容・持ち物

定員・費用

問診、身体測定、血圧測定、尿
払各回30人（申込順）
市内在住の20～39歳
検査、血液検査（貧血検査含む）、
沸500円
の方
診察、骨密度測定（女性のみ）
払10分 ご と に20人、 最 後
の10分は10人（申込順）
沸200円

市内在住の20歳以上 淵問診、骨密度測定
の女性
弗保険証

払30分 ご と に20人（ 申 込
順）
③乳がん検診
12月1１日㈯
沸1,740円
（集団検診）
午前９時～１１時３０分
※「 骨 粗 し ょ う 症 検 診 」
受診希望者は別途200円
払各回25人(申込順）
市内在住の40歳以上
沸胃がん1,200円、肺がん
12月17日㈮・18日㈯
胃部エックス線（バリウム）（胸部エックス線検査300
の方（胃がん検診は、 問診、
④胃がん（バリウム ⑴午前8時30分～⑵午前9時～
令和２年度内視鏡検 検査、胸部エックス線検査（必 円、喀たん検査600円）
検査）・肺がん検診 ⑶午前10時～⑷午前10時30分～
査を受診した方を除 要に応じて喀たん細胞診検査） ※５０歳以上の方の胃がん検
※⑴⑶男性枠⑵⑷女性枠
く）
診は、内視鏡検査とバリウム
検査の選択ができます。
―共通―
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
複保健センター
は無料
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※喀た
仏電話、市ホームページ内から電子申請または郵送（専用の申し込
ん検査を除く)、生活保護受給世帯(受給証提示)、市民税非課税世
みはがき）で保健センターへ
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）
、
※受診できる回数は年度内１回
淵乳房エックス線検査（多少時
市内在住の40歳以上 間がかかります）
の 方（ 令 和２年 度 に ※希望者は、同日に「骨粗しょ
受診した方を除く） う症検診」を受診できます。
弗バスタオル、保険証

かく

すこやかカレンダー 12 月
事業名
①乳幼児相談（事前予約不要）
②ママのこころの相談
（臨床心理士による相談）

複保健センター
仏②③は電話④～⑥は電話または市ホームページ内から電子申請で保健センターへ

12月9日㈭

日時
午前９時３０分～１０時３０分

12月9日㈭

午前９時３０分～１１時（１人４５分）

③すこやか相談

12月7日㈫

午後１時３０分～４時

④パパ・ママ学級
⑤離乳食（初期）教室
⑥離乳食（後期）教室

12月4日㈯ 午後１時～４時
12月14日㈫ 午前１０時３０分～正午
12月15日㈬ 午前１０時３０分～正午

満２カ月～未就学児
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
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
妊娠５～７カ月の初妊婦および夫
５～６カ月児
１０～１１カ月児

特定健康診査・後期高齢者の健康診査を受けましょう
受診期間は１１月３０日まで！

対象

健康管理のために忘れずに受けましょう。

受診期間終了間際になると、予約状況などにより希望する医療機関で受診できない場
合がありますので余裕を持って受診してください。
物国保年金課☎奮８２５
「特定健康診査」
「健康診査」とは．．．
どちらも計測（身長、体重、腹囲）、血圧、糖代謝、脂質代謝、肝機能、腎機能の検査を
行う健康診査のことです。
「特定健康診査」は満４０歳以上の国民健康保険被保険者を対
象に生活習慣病予防を主な目的としています。
「健康診査」は後期高齢者医療制度被保
険者を対象に生活習慣病予防に加え、心身の機能の維持・向上を主な目的としています。

11月30日は、国民健康
保険税、介護保険料の各第
6期、後期高齢者医療保険
料第5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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12 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
日時

主な事業

①やわた
子育てひろば 保健センター
☎９９８－７４２１

月～木
午前１０時～
午後３時

▼身体測定＝応相談▼ボランティアお話し会＝
２日㈭ 午前１１時～▼クリスマスリースづくり
＝１５日㈬ 午前１０時～、午後１時～ 払２０組（先
着順）

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＝７日㈫～１０日㈮ 午前１０時～▼バ
ルーンアート＝３日㈮ 午前１１時～▼クリスマ
ス飾り作り＝１４日㈫～１６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～▼クリス
マスツリーアート＝木曜日 払毎週５組（先着
順）▼バルーンアート＝２２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㈮ 午前１０時～▼クリ
スマスを楽しもう＝８日㈬～１０日㈮ 午前１０時
～▼バルーンアート＝１７日㈮ 午前１１時～

月・火・木・金
午前９時～
正午

▼身体測定＝２日㈭・３日㈮・６日㈪・７日㈫ 午前
１０時～▼ボランティアお話し会＝６日㈪・２０日㈪
午前１１時～▼サンタポストづくり（要予約）＝９
日㈭・１０日㈮ 午前１１時～

場所

⑤だいばら
子育てひろば
☎９９６－３８３９

だいばら
児童館

⑥おおぜのもり
子育てひろば
☎９５１－３２１６

みつもり
保育園

⑦駅前
やしお子育て
子育てひろば
ほっと
☎９５１－０２８５ ステーション

▼身体測定＝２３日㈭・２４日㈮ 午前１１時～、午後
月～金
２時～▼子どもの発達相談＝１日㈬ 午前１０時３０
午前１０時３０分～
分～▼クリスマスかざりづくり＝１０日㈮ 午前
午後３時３０分
１０時３０分からキットを配布 払２０組（先着順）
毎日
午前１０時～
午後４時

▼身体測定＝２０日㈪～２２日㈬ 午前１０時～、午
後２時～▼お話し会＝１日㈬・８日㈬・１５日㈬ 午
前１１時〜▼クリスマス会＝２４日㈮ 午前１１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。
※年末年始の休館日：２９日㈬～令和４年１月３日㈪＝①～⑦

こ ち ら

教育委員会
ク

１人１台のノートパソコン
ロ

ー

ム

ブ

ッ

ク

「Chromebook」を活用した授業
市内の小中学校では、令和３
年４月より、小学校１年生から中
学校３年生までのすべての子ど
もたちにノートパソコンを配付
し、１人１台の端末を活用した新
たな学習をスタートしています。
このノートパソコンには、個
別最適な学びを行うためのドリ
ル学習ソフト「ｅライブラリ」
と、協働的な学びを行うための
協働学習ソフト「スクールタク
ト」をそれぞれ導入しました。
授業や授業外で使用する環境
の整備を行うことにより、子ど
もたちが自分で学ぶ力を育成す

840伝言板
第４回方言漢字サミット

～“埼”玉から発信する漢字と地
域の文化！～
腹１１月２３日㈷ 午後２時～４時３０
分 複八潮メセナ・アネックス
（Zoomによるオンライン配信
を併用）※オンラインで参加す
る場合、事前の登録（
「垳」を守
る会ブログ参照）が必要 淵漢

八潮市役所

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。

☎048-996-2111

りのばし」
時間 午前９時～午後５時
休館日…毎週水曜日、１２月 ▼毎週土曜日 午後２時３０
分～＝なかよしひろば
２９日㈬～令和４年１月３日㈪
▼毎週月・火・金曜日 午 （冬休みイベント）
前１１時３０分～＝ちゅうりっ ▼２３日㈭＝光るスライム▼
ぷリズム 淵体操、ふれあ ２４日㈮＝コマづくり▼２７日
㈪＝風船バレーで遊ぼう
い遊びなど
▼毎週木曜日 午前１０時～ 時間 午後２時３０分～
覆小学生、保護者同伴の幼
正午＝ボールプール
▼毎週土・日曜日、祝日の 児
払各１０人（申込順）
午前中＝電車で遊ぼう
仏窓口または電話で児童館
（小学生向けイベント）
▼毎日 午後４時～＝チャ へ
レンジランキング「紙ちぎ

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・ 望する方、援助ができる方
●ホームスタート
センター
腹月～土曜日（年末年始を 腹月～金曜日（年末年始を
除く） 午前９時３０分～午後 除く） 午前１０時～午後４時
覆就学前の子育て親子
４時３０分
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１４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４日㈯ 午後１時～２時
覆お子さんがいて援助を希 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。

るとともに、授業のＩＣＴ化を図
っていきます。
なお、ノートパソコンを家庭
に持ち帰り活用することは、令
和４年度からとなりますが、新
型コロナウイルス感染拡大の影
響を踏まえ、段階的に対応でき
るよう、各学校で準備を進めて
います。

図書館だより
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 
「楽園のアダム」
「５さいからはじめるしょう
周 木律 著
ぎ」
「魂を撮ろう ユージン・ス
杉本昌隆 監修
ミスとアイリーンの水俣」
「ポッポポーン」
石井妙子 著
たまむらさちこ 著
しゅう き

りつ

すぎ もと まさ たか

いし

い

たえ

こ

■１２月の上映会の日 
○八條図書館
▼児童向け＝１２日㈰ 午後２時～
▼一般向け＝２６日㈰ 午後２時～

授業の様子

物学校ＩＣＴ推進課☎奮８７２
字の地域性を考察し、身近な地
名や地域文化の意義とまちづく
ささ はら ひろ ゆき
りを考える 講師＝笹原宏之さ
ん（早稲田大学教授）ほか 沸
無料 物八潮の地名から学ぶ会
・昼間☎０９０－４３８９－４８９５
ミニテニスヤシオ会員募集
腹毎週月・金曜日 午後６時３０分
～９時 複文化スポーツセンタ
ー 淵テニスを通して楽しく体
力づくり 弗運動ができる服装、
運動靴 沸月会費１，５００円 物

腹 日時・期間

複 場所

覆 対象

※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。

■１２月・年末年始の休館日 
八條図書館 毎週月曜日 １２月２９日㈬～令和４年１月４日㈫
駅前出張所図書窓口 毎週土・日曜日、１２月２９日㈬～令和４年１月３日㈪
※八幡図書館は改修工事のため、令和４年３月３１日まで休館
物八條図書館☎９９４－５５００、八幡図書館☎９９５－６２１５

石井☎０９０－２５６５－６９１８
晩秋の中川・八条で野鳥を探し
ましょう！
腹１１月２３日㈷ 午前９時～正午
複八潮団地バス停 覆小学生以
上 淵親水公園～中川水門、土
手で樹林の鳥や水鳥の群れを観
つな ふじ とし ろう
察 講師＝綱藤敏郎さん 弗筆
記用具、あれば双眼鏡 沸保険
代１００円 物埼玉県生態系保護
協会草加・八潮支部・菅☎０４８－
９４２－００３６

淵 内容

弗 持ち物

払 定員

８４０伝言板の掲載について
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

沸 費用

仏 申し込み

物 問い合わせ

広報

法律相談コラム

くらしの豆知識 心当たりのない「当選」にご注意！

★年末年始（12 月 29 日㈬〜1 月 3 日㈪）はお休みです。
※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１２月６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

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）

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１２月１３日㈪
午後１時〜４時
１２月２７日㈪
午前９時〜正午
複市民相談室
物秘書広報課

☎奮３７３

腹１２月８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１２月２０日㈪
午後1時～4時
複市民相談室

物秘書広報課

☎奮３７３

腹１２月１６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）

法律相談などで多い事例とそのアドバイス

私の母は現在一人暮らしです。母は高齢で認知症が疑われ
ており、今後も自分で財産管理をしていけるか心配です。
母が安心して暮らしていけるようにするために、法律にはどのよう
な制度が用意されているのか教えてください。
質問者の母が認知症のため、判断能力が欠けているのが
回答
通常の状態となり、財産管理能力を喪失している場合、家
庭裁判所に成年後見開始の審判の申し立てをして成年後見人を選任
してもらうことが考えられます。成年後見人の役割は、本人の意思
を尊重し、かつ本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら、必要
な代理行為を行うとともに、本人の財産を適正に管理していくこと
です。具体的には、本人のために診療・介護・福祉サービスなどの
利用契約を結ぶことや、本人の預貯金の出し入れや不動産の管理な
どを行うことが主な仕事となります。また、本人が行った契約など
の法律行為について、成年後見人は、日用品の購入、その他日常生
活に関する行為に関する例外はありますが、原則として後から取り
消すことができます。
また、質問者の母の判断能力が欠けているのが通常の状態といえ
ないまでも、それが不十分な場合には、その程度によって家庭裁判
所に申し立てをして、保佐人や補助人を選任してもらうことが考え
られます。保佐人や補助人は、本人の法律行為に同意する権限や本
人の法律行為を取消す権限、特定の法律行為について本人を代理す
る権限などを通じて、本人の保護を図っていきます。本人の判断能
力の状態については、専門の医師にご相談いただき確認されること
をお薦めします。
なお、質問者の母が契約の締結に必要な判断能力を有している場
合には、将来自己の判断能力が不十分になったときの後見事務の内
容と後見人を自ら事前の契約によって決めておく制度（任意後見制
度）や、保有する財産を信頼できる家族に託し、特定の目的に従っ
てその管理・処分を任せる仕組み（家族信託）の利用も考えられま
す。詳しくは弁護士などの専門家にご相談ください。
物埼玉県弁護士会越谷支部☎９６２－１１８８ 中村毅人（弁護士）

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
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質問

相手に連絡したり、個人情報を入力して一度でも手続きなどを行
ったりすると、送金料や手数料と称してお金を請求されたり、その
後も同じようなメールやＳＭＳが届く可能性があります。一度お金
を払ってしまうと取り戻すことは困難です。
【消費者へのアドバイス】
①応募していない宝くじや懸賞に当選することはありません。また、
賞金を受け取る手続きだと信用させ、個人情報やクレジットカード
番号を盗み取る事例もあるので気を付けましょう。
②メールなどがしつこく送られてくる場合は、メールブロックサー
ビスの利用や、メールアドレスの変更を検討しましょう。
③クレジットカード情報を伝えてしまったら、すぐにクレジットカ
ード会社に連絡し、請求の保留やカード番号の変更などを依頼しま
しょう。また、不審な請求はないか確認するようにしましょう。
④困った時は、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

１２月各種無料相談

令和３年（２０２１年）１1月10日

成年後見制度

【事例１】宝くじ３億円が当選したというメールが届いた。当選金
を送金するための手数料として、１０，０００円を請求された。その後、
同様の費用を繰り返し請求され、結局総額３５０万円支払ったが、
３億円は受け取れないままだ。
【事例２】ＳＮＳに有名人の賞金企画に当選したとメッセージが送
られてきた。受け取り手続きをしようと、クレジットカードの情
報や個人情報を登録した。その後、海外のサイトから会員登録さ
れたとメールが送られてきた。心配になってクレジットカード会
社に問い合わせると毎月５，０００円の月会費が請求されていると言
われた。どうしたらよいか。

⑦D V 相 談

No.852

⑨人 権 相 談

腹毎週火〜木曜日
午前１０時１５分〜午後０時３０分
午後１時３０分〜３時４５分
複駅前出張所内相談室
払４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１２月１日㈬・１５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１２月９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１２月１日㈬・１５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１２月６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１２月１６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１２月５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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イチオシヤシオシ

いきいき やしお 写真館

八潮のあゆみ④

筋トレ＆ウォーキング講座

令和4年1月15日に八潮市制施行50周年を迎えるこ
とを記念し、これまでの八潮市のあゆみを写真でご
紹介します。
物秘書広報課☎奮423

諏訪神社前（バス停）

昭和40年頃に撮影（当時のバス停名は役場前）

10月21日㈭、エイトアリーナで『筋トレ＆ウォーキング講座』が
行われました。講師の指導を受けながら、約４０人の参加者が熱心に
取り組む姿が見受けられました。
参加者からは、
「大変気持ちよくトレーニングできた」
「日常の生
活の中に取り入れて効果的に無理のない体力づくりをしていきた
い」などの感想が聞かれました。
物保健センター☎995-3381

令和３年撮影

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
秋の小松菜ごはん

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
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

今月は、健康づくりの料理教室のメニューから、
「秋の小
松菜ごはん」をご紹介します。 物保健センター☎995-3381
●材料 ３～４人分
米
２合
塩
小さじ３分の１
しょうゆ 大さじ１
酒
大さじ１
鶏胸肉
１００グラム
にんじん 2５グラム
ごぼう
10センチメートル
しめじ
５０グラム
小松菜
２０グラム

●作り方
①鶏胸肉はこま切れ、にんじんとごぼうはせん切り、しめ
じは小房に分けておく。
②小松菜はゆでて固くしぼり、２センチメートル程度に切
っておく。
③炊飯器に、洗った米と調味料を入れ、普通炊きの線まで
水を入れ、①を入れて炊く。
④炊きあがったら②を入れ、さっくりと混ぜて盛り付ける。

当時はこの場所
に、町役場があり
ました。その跡地
は現在、八幡図書
館・公民館になっ
ています。

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」
へ掲載する
広告を募集しています。
申し込みは



秘書広報課
（☎奮423）
へ

▪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、12月10日㈮です。

