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住みやすさナンバー1のまち　八潮 No.853

12月号

● 今月の主な内容 ● ２面：年末年始公共施設の閉庁・閉館／３面：新型コロナウイルスワクチン接種／４面：令和３年度上半期財政状況の公表

人口…92,1４７人（−３３人）　　　男…４７,8４６人（＋2人）　　　女…４４,３０1人（−３５人）
世帯…４４,４8６世帯（＋2３世帯）　令和３年（2０21年）11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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松之木小学校

松之木公園
所在地：緑町３－１９－１

　松之木公園は、松之木小学校の東側
にあり、園内には市の木（イチョウ）、
県の木（ケヤキ）などが配植され緑豊
かな公園です。
　また、流水施設やテニスコート、ジ
ョギングのできる走路があり多くの市
民の方に利用されています。
物公園みどり課☎奮３２１

秋空を彩る松之木公園秋空を彩る松之木公園

令和３年１１月２０日撮影令和３年１１月２０日撮影



広報（2） No.853 令和３年（２０２１年）１２月１０日

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

施設名
12月 1月

28 29 30 31 1 2 3 4
火 水 木 金 祝 日 月 火

市役所　※1 ☎９９６－２１１１
　市民課窓口 ☎奮２１０
市役所駅前出張所 ☎９９９－０８４０
文化スポーツセンター ☎９９６－５１２６ 一部業務　※2 一部業務　※2
エイトアリーナ ☎９９９－７０１１ 一部業務　※2 一部業務　※2
だいばら児童館（わんぱる） ☎９９９－０３２１
リサイクルプラザ ☎９９７－６６９６ 一部業務　※3 一部業務　※3
ゆまにて ☎９９６－０１２３
八潮市ふるさとハローワーク（ゆまにて内）☎９９８－８６０９
保健センター ☎９９５－３３８１
休日診療所 ☎９９５－３３８３
やすらぎ ☎９９７－８５５３
教育相談所 ☎９９５－００７７
コミュニティセンター ☎９３６－０５０７
八條公民館 ☎９９４－３２００
八條図書館 ☎９９４－５５００
駅前出張所図書窓口　※4 ☎９３０－７５０１
やしお生涯楽習館 ☎９９４－１０００
八潮メセナ ☎９９８－２５００
八潮メセナ・アネックス ☎９９７－３７７７
資料館 ☎９９７－６６６６
寿楽荘 ☎９９５－２８４７ 一部業務　※５
すえひろ荘 ☎９３６－９１８１ 一部業務　※５
市民温水プール〈相互利用施設（草加市）〉 ☎９３６－６８２４

●資源ごみ（ビン・カン類、紙・布類）
年内最終日 年始開始日

月曜日 地区
１2月27日（ビン・カン類）※

１月17日
１2月20日（紙・布類）

火曜日 地区 １2月21日 １月4日
水曜日 地区 １2月22日 １月５日
木曜日 地区 １2月23日 １月6日
金曜日 地区 １2月24日 １月7日

※月曜日地区について、令和３年度ごみカレンダーには１2月2７日の収集が記載
されていませんが、ビン・カン類の収集を行います。

●燃えないごみ・有害ごみ
年内最終日 年始開始日

月曜日 地区 １2月13日 １月10日
火曜日 地区 １2月14日 １月11日
水曜日 地区 １2月1５日 １月12日
木曜日 地区 １2月16日 １月13日
金曜日 地区 １2月17日 １月14日

●ペットボトル
年内最終日 年始開始日

1・3週目地区 １2月18日 １月1５日
2・4週目地区 １2月2５日 １月8日

●燃えるごみ
年内最終日 年始開始日

月曜日・木曜日 地区 １2月30日 １月6日
火曜日・金曜日 地区 １2月31日 １月4日
水曜日・土曜日 地区 １2月29日 １月５日

年末年始公共施設の閉庁・閉館などのお知らせ年末年始公共施設の閉庁・閉館などのお知らせ
　市役所などの公共施設は、次のとおり閉庁・閉館します。ご不便をおかけしますが、ご了承願います。
　 は、閉庁・閉館日

八幡図書館・公民館は改修工事のため休館中です（八條図書館・公民館で業務を行っています）。
※１　 出生・婚姻などの届け出は、市役所東側宿直室前の戸籍届出書

受付ＢＯＸへ投かんできます。
※2　窓口業務のみ行います。施設の利用はできません。
※３　 窓口業務のみ行います。粗大ごみの持ち込みおよび戸別収集は

できません。

※４　 駅前出張所図書窓口の閉館期間中は、ブックポストも利用でき
ませんので、八條図書館のブックポストをご利用ください。

※５　お風呂は利用できません。

ビン・カン類と紙・布類は、
別々の車両で収集しています。

年末年始ごみの収集日

　この時期は、ごみの量が多く、収集時間が通常と大きく
異なることがあります。当日の朝8時までに、お出しくだ
さい。 物環境リサイクル課☎奮234



（3）広報 No.853 令和３年（２０２１年）１２月１０日

　元気なうちから介護予防に取り組み、いつまでもいきいきとし
た健康長寿を目指しましょう。 物長寿介護課☎奮４４９介護予防で元気アップ！

②介護予防体操教室
腹令和4年1月18日～3月15日
（1月25日、2月22日を除く毎
週火曜日）、3月24日㈭（全8回）
⑴午前9時30分～11時⑵午後0
時30分～2時⑶午後2時30分～
4時
複保健センター
払各20人

③俺の体操教室
腹令和4年1月17日～3月28日
（1月24日、2月21日、3月21日
を除く毎週月曜日・全8回）　
午後2時～4時
複保健センター
払20人

④オーラルフレイル予防教
室
腹令和4年3月18日㈮　午後1
時30分～3時30分
複保健センター
払20人(申込順)

⑤おいしく食べよう栄養教
室
腹令和4年1月24日㈪、2月21
日㈪、3月23日㈬　午前10時
～午後0時30分
複保健センター
払各13人(申込順)

①若返るぞ！シニア体操教室
●エイトアリーナ
腹令和4年1月17日～3月14日
(2月21日を除く毎週月曜日・
全8回）　午前10時～11時30分
払100人

●コミュニティセンター
腹令和4年1月11日～3月15日（1
月25日、2月22日を除く毎週火
曜日・全8回）　午前10時～11時
30分
払24人

●八條公民館
腹令和4年1月13日～3月10日
（1月27日を除く毎週木曜日・
全8回）　午前10時～11時30分
払80人

●八潮メセナ・アネックス
腹令和4年1月12日～3月9日（2
月23日を除く毎週水曜日・全8
回）　⑴午前10時～11時30分⑵
午後1時30分～3時
払各60人
●資料館
腹令和4年1月13日～3月17日（2
月17日・24日を除く毎週木曜日
・全8回）　⑴午後1時30分～3時
⑵午後3時15分～4時45分
払各40人

●文化スポーツセンター
腹令和4年1月26日㈬、2月3日
㈭・15日㈫・21日㈪、3月2日
㈬・11日㈮・15日㈫・24日㈭
（全8回）　午前10時～11時30
分
払100人

●ゆまにて
腹令和4年1月19日～3月16日（2
月23日を除く毎週水曜日・全8
回）　⑴午後1時30分～3時⑵午
後3時15分～4時45分
払各35人

―①～⑤共通―
覆市内在住で65歳以上の方（③は男性）
淵①～③専門の指導員による運動の実技指導や自宅でできる運動
紹介と実技、運動継続のアドバイス④歯科衛生士による歯磨きの
指導、噛む力、飲み込む力など、口

こう

腔
くう

機能低下を予防するお口の
体操⑤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

弗教室により異なります。詳しくは長寿介護課へ。
沸①～④無料⑤500円(食材料費）
仏①～③12月20日（消印有効）までに、往復はがきで長寿介護課
へ▼往信裏面＝氏名（ふりがな必須）、郵便番号と住所、生年月日、
電話番号、①②は希望する会場と時間（第2希望まで記入）※申
し込み多数の場合、抽選。①～③の重複申込不可。
④⑤12月15日から、電話で長寿介護課へ

新型コロナウイルスワクチン接種出典：平成30年度鳥取県における少子化対策  等に関するアンケート調査結果より作成

物保健センター☎995-3381
●1回目・2回目の接種
　3回目接種と並行して、引き続き実施しています。
　なお、新たに12歳となられる方には、誕生月の前
月に1回目・2回目接種の接種券（クーポン券）を発
送します。
●接種証明書
　接種証明書(電子版)の交付が12月中旬頃から開始
される予定です。スマートフォン上の専用アプリで
申請すると、二次元コード付き接種証明書（電子版）
が発行されます。申請には、マイナンバーカードが
必要です。
　また、接種証明書は、海外用に加え日本国内用も
発行できるようになります。予防接種済証や接種記
録書も従来どおり利用いただけます。
　申請方法などについては、市ホームページをご覧
ください。
●接種状況（11月25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71,300人（約85パーセント）
2回目接種済みの方　約68,700人（約82パーセント）
※最新の接種状況は、市ホームページをご覧くださ
い。

2回目接種が完了した月 R3.3・4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月

3回目接種可能月 12月 R4.1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月

新型コロナウイルスワクチンの3回目接種（追加接種）について
　新型コロナウイルスワクチンを2回接種済みの方に3回目接種を開始しました。
　3回目は、2回目接種完了から8カ月以上間隔をあけて接種することになります。
●3回目接種の接種券（クーポン券）の発送
　令和3年4月末までに2回目接種が完了した方には、すでに発送しました。
　また、5月1日から30日までに2回目の接種が完了した方には12月15日、5月31日以降
に2回目接種が完了した方には、3回目接種可能日の2週間前までに順次発送する予定
です。
●3回目接種可能日

●予約方法
　接種券（クーポン券）が届きましたら、八潮市専用予約サイト（https://yashio.
hbf-rsv.jp）またはコールセンター(☎０５７０－２００－８１４)へ。また、保健センターに
予約の代行窓口を開設しています。
●2回目接種後に八潮市に転入された方
　接種券発行申請書に必要事項を記入のうえ、1回目・2回目が接種済みであることを
証明する書類（予防接種済証、接種記録書または接種証明書）の写しを添えて保健セ
ンターへ提出してください。※提出がない場合は3回目の接種券（クーポン券）を送
付できませんので、ご注意ください。

　3回目接種は、2回目の接種をした日の8カ月後の同日から可能です。8カ月後に同日が
ない場合は、その翌月の1日から接種が可能になります。
（例）令和3年6月29日に2回目を接種した方⇒令和4年3月1日

※ワクチン接種は強制ではありません。
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No.853 令和３年（２０２１年）１２月１０日

　10月31日、衆議院議員総選挙が行われました。投票率は44.45パーセントでした。
物選挙管理委員会☎奮２６４

小選挙区 比例代表
届出順

候補者氏名 市内得票数 小選挙区内得票数

三ツ林　ひろみ 16,232 111,262 

鈴木　よしひろ 11,781 72,553

田村　つとむ 4,639 31,969 

合　計 32,652 215,784 

無効票 907 5,702 

不受理・持ち
帰り 0 6 

届出順
政党名 市内得票数 県内得票数

自由民主党 10,132.000 1,057,799.000 

日本共産党 2,860.000 274,826.000 

立憲民主党 5,043.459 766,584.658 

公明党 5,579.000 431,462.000 

日本維新の会 3,273.000 331,083.000 

れいわ新選組 1,426.000 132,531.000 

社会民主党 393.000 52,441.000 

国民民主党 3,691.540 160,227.262 

ＮＨＫと裁判してる党弁護士法72条違反で 535.000 46,321.000 

合　計 32,932.999 3,253,274.920 

第49回衆議院議員総選挙開票結果

令和３年度 上半期財政状況の公表令和３年度 上半期財政状況の公表
物財政課☎奮３０６

4億9,763万6千円（68.8%）

167億2,286万3千円
97億232万5千円（58%）

77億1,545万9千円
25億9,648万8千円（33.7%）

40億8,660万円
0円（0%）

20億8,981万2千円
20億8,981万3千円（100%）

20億4,572万1千円
3億1,573万6千円（15.4%）
18億4,716万5千円

9億7,574万6千円（52.8%）
18億3,500万円

10億9,942万7千円（59.9%）
13億5,607万1千円

4億4,894万3千円（33.1%）
2億2,398万6千円

9,046万4千円（40.4%）
7億2,340万8千円

6,243万3千円（34%）

145億7,018万8千円
60億553万2千円（41.2%）

67億6,047万1千円
29億4,985万6千円（43.6%）

57億9,568万円
24億8,941万円（43%）

38億3,152万8千円
12億6,454万9千円（33%）

30億7,054万3千円
9億4,940万1千円（30.9%）

26億3,917万3千円
12億2,441万7千円（46.4%）

10億3,487万7千円
5億1,744万9千円（50%）
5億377万8千円

1億9,235万8千円（38.2%）
2億5,622万9千円
1億2,793万9千円（49.9%）
1億8,361万8千円

市　　　税

そ　の　他そ　の　他

分担金及び
負　担　金

諸　収　入

地方消費税
交　付　金

繰　入　金

県 支 出 金

繰　越　金

市　　　債

国庫支出金

民　生　費

総　務　費

土　木　費

教　育　費

衛　生　費

公　債　費

消　防　費

商　工　費

議　会　費

歳入 歳出

予算現額 収入済額・支出済額（　　）内の％は予算現額に対する収入率・執行率

市税の内訳（収入済額）
固定資産税　46億4,695万3千円
市民税　　　37億1,913万4千円
都市計画税　 7億7,942万7千円
市たばこ税　 4億1,446万4千円
軽自動車税　 1億4,234万7千円

●一般会計の予算執行状況の内訳� 令和3年9月30日現在

　手代橋の大型車規制や一方
通行とする交通規制が12月9
日から開始されることになり
ました。
　規制について、詳しくは市
ホームページをご覧ください。
※12月2日現在の情報です。

物道路治水課☎奮３71

手代橋周辺の
通行方法の変更

●一般会計および特別会計の予算執行状況� 令和3年9月30日現在
 (単位：千円、％)

区　　　　　分 予算現額
収入済額 収入率
支出済額 執行率

一 般 会 計 38,646,085 17,816,578 46.1
15,783,344 40.8

国 民 健 康 保 険 8,885,249 4,376,072 49.3
3,958,617 44.6

稲 荷 伊 草 第 二
土 地 区 画 整 理 事 業 261,983 244,221 93.2

7,641 2.9
鶴 ヶ 曽 根・ 二 丁 目
土 地 区 画 整 理 事 業 195,993 156,789 80.0

10,823 5.5
大 瀬 古 新 田
土 地 区 画 整 理 事 業 779,644 294,861 37.8

192,672 24.7
西 袋 上 馬 場
土 地 区 画 整 理 事 業 1,015,280 333,252 32.8

197,848 19.5
八潮南部東一体型特定
土 地 区 画 整 理 事 業 1,590,130 586,682 36.9

421,520 26.5
介 護 保 険 5,975,044 3,173,253 53.1

2,522,889 42.2
後 期 高 齢 者 医 療 1,087,784 414,208 38.1

322,947 29.7

●企業会計の予算執行状況� 令和3年9月30日現在

<上水道事業会計> (単位：千円、％)

区　　　　　分 予算額
収入額 収入率
支出額 執行率

収 益 的 収 入 2,189,387 1,106,549 50.5

収 益 的 支 出 1,925,904 851,257 44.2

資 本 的 収 入 547,962 51,502 9.4

資 本 的 支 出 1,319,344 345,681 26.2

<公共下水道事業会計> (単位：千円、％)

区　　　　　分 予算額
収入額 収入率
支出額 執行率

収 益 的 収 入 2,862,105 1,665,138 58.2

収 益 的 支 出 2,593,797 1,262,389 48.7

資 本 的 収 入 3,815,069 990,724 26.0

資 本 的 支 出 4,500,995 1,748,018 38.8

　市では、毎年２回、財政状況を公表しています。
これは、税金などの大切なお金がどのように使
われているのかをお知らせするものです。

※詳しくは、市ホームページをご覧ください。
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滞納市税に係る一斉催告を実施滞納市税に係る一斉催告を実施

　市では、令和３年度の市税が未納の方には１２月１日に、令和２
年度以前の市税を滞納している方には１１月２４日に、一斉に催告
書を送付しました。まだ納税がお済みでない方は、至急納付し
てください。期限までに、納付または納税相談がない場合は、
財産を調査し、差押えに着手する場合があります。
　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
があるなど、納付困難な方は、納税課へご相談ください。
※送付した催告書と行き違いに納税された場合はご容赦くださ
い。
　令和２年度の市税納税率は、近隣５市１町中で第１位でした。

物納税課☎奮３３０

物社会教育課☎奮３６５、人権・男女共同参画課☎奮８１１

人 権 そ れ は人 権 そ れ は 愛
インターネットにおける人権侵害
� ～ＳＮＳは正しく使いましょう～

　インターネットの普及により、私たちの生活はより便利にな
り、離れた場所でもコミュニケーションの輪を広げることが可
能になりましたが、一方でインターネットを悪用した行為やト
ラブルが増えています。
　特に、ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）を
通じた差別的な書き込み、特定の個人に対する誹

ひ

謗
ぼう

中傷やイン
ターネット上でのいじめなど深刻な人権侵害が少なくありませ
ん。また、新型コロナウイルス感染症などの社会不安による悪
意あるデマも散見されます。昨今、これらの行為は、社会的に
許されないものと認知され、民事事件や刑事事件にも発展して
います。
　そして、インターネットで発信した内容は、瞬く間に世界中
に広がり、消したくても消せない「デジタルタトゥー※」とし
て残り続ける危険性があります。軽い悪ふざけで発した言葉が、
インターネットを通して差別を助長し、誰かを傷つけ続けるか
もしれません。
　今一度、自分のＳＮＳの使い方を見直し、人権侵害につながる
行為は絶対にやめましょう。日頃から、インターネット上にお
いても、お互いを尊重する行動を心掛けることが大切です。
　国では、世界人権宣言が国際連合総会で採択された昭和２３年
（１９４８年）１２月１０日を記念して、毎年１２月４日から１０日までを人
権週間と定めています。
　また、埼玉県では、１２月４日から１０日まで「人権尊重社会を
めざす県民運動強調週間」として定めています。
※　�一度インターネット上に記録されたデータは容易に消去す
ることができない入れ墨（タトゥー）になぞらえた語。

案内案内
八潮市議会定例会の傍聴

　令和３年第４回八潮市議会定例
会を１２月１７日まで開会していま
す。
一般質問日＝１２月１４日㈫～１６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

　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

会議の開催
第２回八潮市都市計画マスター
プラン策定委員会の傍聴
腹１２月２７日㈪　午前１０時～
複市役所第２会議室
淵アンケート結果、全体構想（都
市づくりの目標、将来都市構造）
について
払５人（当日先着順）　
物都市計画課☎奮２７０

コンビニ交付サービス
の一時利用停止
　システムメンテナンス作業の
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１２月２９日㈬～令和４年１月３日
㈪・１２日㈬・２０日㈭・２１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

八幡公民館利用予約
　令和４年４月１日㈮にリニュー
アルオープンを予定している八
幡公民館の予約を再開します。
抽選予約　令和４年１月１日㈷～
１０日㈷
通常予約　令和４年１月１９日㈬～
窓口での予約は、令和４年１月４
日㈫～八條公民館窓口（受付＝
午前９時～午後５時）へ
※利用に当たっては、公民館利
用団体届出書の提出が必要です。
物八幡公民館☎９９５－６２１６

令和４年度学童保育所
の利用

　私立小学校などに就学（入学）
する市内在住の児童で、市内の
学童保育所の利用を希望する方
は、１２月２８日までに、保育課に
ご相談ください。
物保育課☎奮８８４

令和３年度第２回入学準
備金貸し付け（無利子）

覆次のすべてを満たす方

▼市内に住民登録があり、引き
続き１年以上在住している方▼
高校・専修学校・大学に入学す
ることが確実な方の保護者で、
入学費用の支払いが困難な方
※要連帯保証人１人（住所・所
得要件などあり）
貸付限度額　高校・専修学校＝
１５万円、大学＝２５万円
受付期間　令和４年１月５日㈬～１
月２５日㈫※合格発表前でも申請
できます。
返済方法　入学後６カ月据え置
き、修学期間終了までに返済
※そのほか、高校・専修学校・
大学に入学することが確実また
は在学中の方（本人）・市内小
中学校の児童生徒の保護者（入
学する児童生徒を含む）が借り
ることができる教育資金（無利
子）の貸し付けもあります。
物教育総務課☎奮３６１

河川などの異常水質事
故の防止
　河川や水路に油や薬品などが
流れ、魚が死んだり、水道水や
農業用水の取水に影響が出る異
常水質事故が多く発生していま
す。年末の大掃除などの際に、
不要な塗料や油、農薬などの取
り扱いは十分にご注意いただき、
決して河川や水路、側溝に流さ
ないようお願いします。事故対
応の費用は、事故原因者の負担
となります。
　もし、異常水質事故を見つけ
た場合には、速やかにご連絡く
ださい。
物県越谷環境管理事務所☎０４８
－９６６－２３１１、環境リサイク
ル課☎奮３３８



広報（6）

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

No.853 令和３年（２０２１年）１２月１０日

―①～⑨共通―
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）を、
１２月１４日から各教室の初回教室の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
※①～⑤の教室で定員に空きがあるときは、
１教室１回に限り、６００円（③④は５００円）で体
験することができます。希望される場合は、
事前にエイトアリーナ（☎９９９－７０１１）に
お問い合わせください。

冬冬ののスポーツ教室スポーツ教室

⑨キッズヘキサスロン

⑤骨盤リメイクヨガ④ダイエットエクササイズ
―①～⑤共通―
複エイトアリーナ
覆市内在住・在勤の１５歳以
上の方※中学生を除く
払３０人（申込順）

　気軽にスポーツに親しむことができるよう、年齢・体力などに応じた
スポーツ教室を行います。 物文化スポーツセンター☎９９６－５１２６

①ピラティス
　身体の「正しい姿勢」を整えるため、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。
腹令和４年１月１８日～３月８日（毎週火曜日・全
８回）　午前９時３０分～１０時３０分
沸４，０００円

⑥親子卓球（小学生＋保護者）
　ラケットの持ち方など、基礎か
ら学び、卓球を楽しみます。
腹令和４年２月５日～２月２６日（毎週
土曜日・全４回）　午後７時～８時３０分
複文化スポーツセンター講堂
覆市内在住・在学の小学生とその
保護者
払２０組（申込順）
沸３，２００円

　オリジナルグッズを使い、子どもが「走る」「跳ぶ」「投げる」の基本動作を、
楽しみながら自然に身につけることができる運動プログラムです。最後は、測定
を行います。
腹令和４年３月１２日（土曜日）　１部＝午前９時３０分～１１時３０分、２部＝午後１時～３時
複エイトアリーナ
覆１部＝市内在住・在園の４、５歳の幼児（令和３年４月２日現在）とその保護者、２
部＝市内在住・在学の小学校１～３年生
払１部：２５組、２部：５０人（申込順）
沸１部：１，０００円、２部：５００円

⑦なわとび＆マット運動
　なわとびでは長く跳び続ける跳
び方、マット運動では身体の使い
方などを身につけます。
腹令和４年１月２９日～２月１９日（２月
１２日を除く毎週土曜日・全３回）　
午前９時～１１時
複文化スポーツセンター体育室
覆市内在住・在学の小学生
払２０人（申込順）
沸１，８００円

　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。
腹令和４年１月１８日～３月８日（毎週火曜日・全
８回）　午後８時～８時４５分
沸３，２００円

　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。
腹令和４年１月２１日～３月１８日（２月１１日を除く毎
週金曜日・全８回）　午前９時３０分～１０時３０分
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。
腹令和４年１月１８日～３月８日（毎週火曜
日・全８回）　午前１０時４５分～１１時４５分
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始めます。
腹令和４年１月１８日～３月８日（毎週
火曜日・全８回）　午後７時～７時４５分
沸３，２００円

⑧ミズノスポーツ塾（跳び箱＆鉄棒）
　「跳び箱」「鉄棒」が苦手な児童・幼児向けの
教室です。楽しく苦手を克服するプログラムです。
腹令和４年３月５日（土曜日）　１部＝午前１０時～１１
時３０分、２部＝午後１時～２時３０分
複エイトアリーナ
覆１部＝市内在住・在園の４、５歳の幼児（令和３年４月
２日現在）、２部＝市内在住・在学の小学校１～３年生
払各部１５人（申込順）
沸５００円

大人向け

子ども向け

おしらせ コーナーおしらせＨＯＴコーナー
家屋調査

　家屋を新築または増改築され
た場合、固定資産税・都市計画
税が課税されます。その税額を
算出するため、市職員による「家
屋調査」を実施しています。
　年内に建てられた家屋は、令
和４年度からの課税となるため
令和３年度中に調査を行う必要
があります。調査にあたっては、
家屋の内部（間取り・設備など）
を確認させていただきますので、
ご協力をお願いします。
　また、調査を行っていない家
屋、取り壊しをした家屋があり
ましたらご連絡ください。
物資産税課☎奮４１２　

償却資産の申告
　令和４年１月１日現在、市内に
償却資産を所有している方は、
１月３１日までに申告をお願いし
ます。令和３年中に事業を廃止
した方、資産の増減のない方も
申告が必要です。
　また、インターネットを通じ
て地方税ポータルシステムを利
用した電子申告もできます。詳
しくは、ｅＬＴＡＸホームページ（ｈ
ｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｅｌｔａｘ．ｌｔａ．ｇｏ．ｊｐ）
をご覧ください。
※償却資産とは
　会社や個人で工場や商店など
を経営されている方や駐車場や
アパートなどを貸し付けている

方がその事業のために用いてい
る構築物、機械、器具および備
品など（自動車税および軽自動
車税の対象のものを除く）。
物資産税課☎奮３２９

越谷市場の利用
　八潮市を含む近隣５市１町など
で共同出資している「越谷市場」
（越谷市流通団地内）で正月用
食材の大売り出しを行います。
腹１２月２６日㈰～３０日㈭※３１日㈮
は一部店舗のみ営業
売出品　野菜・果物・水産物・
食肉・食品・雑貨ほか、食堂で
食事もできます。
物越谷市場☎９８７－３１００

募集募集
八潮市体育賞表彰候補
者の推薦
覆令和３年に、八潮市のスポー
ツ振興に貢献し、功績が顕著な
方および大会などで優秀な成績
（県大会３位以内）をおさめた方
仏令和４年１月７日までに、推薦
書（市ホームページで入手）に、
証明書類（賞状などの写し）を
添えて文化スポーツセンター
（☎９９６－５１２６）または八潮市
体育協会（☎９９７－９０９５）へ
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