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住みやすさナンバー1のまち　八潮 No.852

11月号

● 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』

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。
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物保育課☎奮３１４

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

●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。

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詳しくは、市ホームページをご覧ください。

令和３年１１月１４日、埼玉県は１５０周年を迎えます。

令和４年１月１５日、八潮市は市制施行５０周年を迎えます。

埼玉県マスコット
「コバトン」

八潮市マスコット
キャラクター

ハッピーこまちゃん

小松菜の芽が出ました（１０月２０日撮影）

収穫したさつまいもを手にした古新田保育所の皆さん収穫したさつまいもを手にした古新田保育所の皆さん

収穫したさつまいも

市役所窓口カウンター
に設置

オレンジリボン・パープルリボン

八潮市制施行八潮市制施行5050周年周年
ありがとうありがとう八潮八潮　　これからもこれからも八潮八潮
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No.852 令和３年（2０2１年）１１月１０日

　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。

物商工観光課☎奮４７９

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

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

　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。

　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。

◯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。

◯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。

◯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。

新型コロナウイルス関連

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

※①〜③の併給はできません

●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。

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。

物新型コロナウイルス対策課☎奮２４６

　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。

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

物保健センター☎９９5−338１

予約はこちらから

新型コロナウイル
ス

　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

新型コロナウイルスワクチン接種



（3）広報 No.852 令和３年（2０2１年）１１月１０日

●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。

　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。

●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。

物長寿介護課☎奮４４８

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

西部地域包括支援センター
ケアセンター八潮（☎９９４－５５６２）

小作田、松之木、上馬場、中馬場、
西袋、柳之宮、南後谷、中央１～４丁
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

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

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。

サービス名称 内容など

緊急時通報システム

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配
布

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

徘徊高齢者家族支援サ
ービス

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。

①
発信装置による
位置探索システ
ム

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

② 見守りシール

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

家具転倒防止器具等取
付サービス

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

配食・安否確認サービ
ス

昼食または夕食のいずれかを自宅へ届ける
とともに、利用者の安否を確認します。
沸選択する業者によって異なります。

紙おむつの給付サービ
ス

月１回、必要とする紙おむつ１種類（決められ
た枚数分）を自宅へ届けます。
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

日常生活用具給付等サ
ービス

火災警報器、電磁調理器などを給付または
貸与します。
沸所得税課税状況により無料から全額負担
の７階層

高齢者居室等整備資金
融資制度

居室、浴室、トイレなどの増改築または改築
工事をするために必要な資金を融資しま
す。

高齢者世帯等住み替え
住宅家賃助成制度

民間賃貸住宅へ転居する高齢者に対し、転
居前後の家賃の差額を３０,０００円を限度とし
て助成します。

１１月１１日は『介護の日』、１１月３０日は『人生会議の日』

物長寿介護課☎奮４４８
　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。

高齢者在宅福祉生活支援サービス

　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

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

『介護の日』・『人生会議の日』啓発事業

相談窓口

私と家族の安心ノート（エンディングノート）の配布
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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

『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）
・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 ☎９９５－００７７
草加保健所 ☎９２５－１５５１
子どもスマイルネット 埼玉県 ☎０４８－８２２－７００７

保健センターで相談☎９９５－３３８１
保健師・助産師による妊娠・出産・子育て
期までの悩みについて にじいろ子育て相談室

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
などの相談 ママのこころの相談

子育てへの不安などをお持ちの方たち
が集い、自由に話し交流

子育てメンタルサロン
（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

里親制度のご案内�

※一部のIP電話からはつながりません。
お住まいの地域の児童相談所につながります。

児童相談所
全国共通

虐待かもと
思ったら 1 8 9

いち はや く

3桁
ダイヤル

出典：厚生労働省『ヤングケアラーについて』

〈ヤングケアラーのイメージ〉

ヤングケアラーヤングケアラー 　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

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
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生活に困ったら、１人で悩まず相談を生活に困ったら、１人で悩まず相談を

令和２年度令和２年度
八潮市ふるさと納税寄附金実績八潮市ふるさと納税寄附金実績

　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。

　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。

物社会福祉課☎奮２４５

物企画経営課☎奮８８５

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２年度ふるさと納税寄附金受領実績
寄附金の使途 件数 金額

福祉の充実 ６３件 ２，６４０，０００円
スポーツと健康増進 ３件 ４０，０００円
安全な生活環境整備 ２５件 ３２０，０００円
市民活動と産業の支援 １９件 ３１０，０００円
公園などの整備 ８件 ９０，０００円
教育の振興 ３６件 ５６０，０００円
八潮市の発展（市長におまかせ） １０７件 ２，３４０，０００円

合計 ２６１件 ６，３００，０００円

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

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

　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。

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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No.852 令和３年（2０2１年）１１月１０日

　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。

　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。

『ストップ！滞納　市民税・県民税』『ストップ！滞納　市民税・県民税』

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）

市ホームページのリニューアル市ホームページのリニューアル

　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。

物納税課☎奮３３０

物秘書広報課☎奮４２３

【令和２年度差押え実績】（延滞金のみの差押えを除く）
給与 預貯金 生命保険 不動産 所得税

還付金
自動車
など

売掛金
など

２２１件 ３９９件 １２３件 ３２件 ２５件 １件 ４８件

【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

おしらせ コーナーおしらせＨＯＴ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

令和３・４年度の入札参加
資格審査申請の追加受付

　「建設工事、設計・調査・測量、
土木施設維持管理業務」および
「物品等業種」の入札参加資格
審査について、追加で申請を受
け付けます。※それぞれ申請方

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

搬送困難者待機場所
　草加八潮消防組合では新型コ
ロナウイルス感染拡大の第６波
に備え、９月２５日から、非常用
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。
　非常用救急車は八潮消防署お
よび草加消防署に１台ずつ配置
し、救急出動が集中した際、陽
性者の搬送先医療機関の調整に
長時間を要する場合は、酸素投
与および観察を行います。
物草加八潮消防局警防課☎９２４
－０９６７

募集募集
市営住宅入居者
入居予定日　１２月中旬
覆次のすべてに該当する方
▼市に１年以上居住している方
▼入居しようとする世帯全員の
合計所得（控除後）が月額
１５万８，０００円以下の方（裁量世
帯は月額２１万４，０００円以下）▼
市税などを滞納していない方▼
現に住宅に困窮している方▼現
に同居または同居しようとする
親族がいる方（単身入居、除く）
▼暴力団員でない方
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、
６０歳以上の方などは単身入居可
募集住宅＝宮田団地１０２号室（鶴

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
しています。
　県東南部地域５市１町（草加市、
越谷市、八潮市、三郷市、吉川
市、松伏町）では、このキャン
ペーンを共同で推進しています。
参加登録期間　令和４年１月３１日
㈪まで

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

八潮市ジュニアリーダ
ー養成研修会（第１期）
参加者
腹①令和４年１月１６日㈰②２月２０
日㈰　午前９時３０分～正午③６月
中を予定（全３回）
複①②エイトリアリーナ③未定
（後日参加者へ連絡）
覆市内在住の小学校５年生
淵ジュニアリーダーの意義や役
割についての講義、レクリエー
ション実習など
弗飲み物、筆記用具、室内用靴、
タオル、運動できる服装（ズボ
ン着用）
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
ファクスで社会教育課（☎奮
３６５、鯖９９８－０８２８）へ

（仮称）八潮消防署南
分署建設基本計画の素
案についての意見

　（仮称）八潮消防署南分署の
整備を進めるにあたり、適切な
建設地、施設機能・規模などを
検討する（仮称）八潮消防署南
分署建設基本計画の素案につい
て意見を募集します。
　詳しくは、草加八潮消防組合
ホームページ（ｈｔｔｐｓ：／／ｓｏｋａ－ｙ
ａｓｈｉｏ１１９．jｐ）をご覧ください。
物草加八潮消防局企画課☎９２４
－２１１１
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