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意 見 募 集

①八潮市国土強靱化地域計画（案）
　いかなる自然災害が発生しようとも、人命を守り、社会への被
害が致命的とならず、受けた被害から迅速に回復する「強さ」と
「しなやかさ」を備えたまちづくりを推進するための「八潮市国
土強靱化地域計画」を策定するにあたり、意見を募集します。

� 墳ｋ－ｂｏｓａｉ＠ｃｉｔｙ．ｙａｓｈｉｏ．ｌｇ．ｊｐ
物危機管理防災課☎奮３３９

②第１１次八潮市交通安全計画（案）
　関係機関や関係団体と相互に協力して交通安全対策を推進する
ため、「第１１次八潮市交通安全計画（案）」を作成しましたので、
意見を募集します。

� 墳ｋｏｔｓｕｂｏｈａｎ＠ｃｉｔｙ．ｙａｓｈｉｏ．ｌｇ．ｊｐ
物交通防犯課☎奮２８８

⑥第３期八潮市地域福祉計画（案）
　地域社会のふれあいの中で誰もがいきいきとした生活を送るこ
とができるよう、「第３期八潮市地域福祉計画」の策定にあたり、
意見を募集します。

� 墳ｓｈａｋａｉｆｕｋｕｓｈｉ＠ｃｉｔｙ．ｙａｓｈｉｏ．ｌｇ．ｊｐ
物社会福祉課☎奮３１６

⑤八潮市都市計画道路網構想（素案）
　本市の道路配置や機能などの、一定の方向性を示した都市計画
道路網構想について、社会経済情勢や環境の変化などを踏まえ、
また、最新の交通データなどを活用し、「八潮市都市計画道路網
構想（素案）」を作成しましたので、意見を募集します。

� 墳ｔｏｓｈｉｋeｉｋａｋｕ＠ｃｉｔｙ．ｙａｓｈｉｏ．ｌｇ．ｊｐ
物都市計画課☎奮２７０

④八潮市シティセールスプラン（見直し案）
　市のさらなる魅力の向上とイメージアップを図るために策定し
た「八潮市シティセールスプラン」の見直し案の策定にあたり、
意見を募集します。

� 墳ｈｉｓｈｏｋｏｈｏ＠ｃｉｔｙ．ｙａｓｈｉｏ．ｌｇ．ｊｐ
物秘書広報課☎奮４２３

③�第５次八潮市総合計画の改定および第２期八潮市まち・ひと・し
ごと創生総合戦略（案）
　第５次八潮市総合計画の基本計画について見直し、改定を行う
とともに、「第２期八潮市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を同
計画へ統合して策定するにあたり、意見を募集します。

� 墳ｍ－ｋｉｋａｋｕ＠ｃｉｔｙ．ｙａｓｈｉｏ．ｌｇ．ｊｐ
物企画経営課☎奮２２７

物総務人事課☎奮２５３

公表の場所　市役所（８４０情報資料コーナー・各担当課窓口）、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。※各計画（案）によって、市
内公共施設の設置場所が異なります。詳しくは、各担当課へお問
い合わせください。
募集期間　①〜⑤令和４年１月１１日㈫（必着）まで⑥令和４年１月１４
日㈮（必着）まで
提出方法　①は「八潮市国土強靱化地域計画（案）に対する意見」
②は「第１１次八潮市交通安全計画（案）に対する意見」③は「第
５次八潮市総合計画、第２期八潮市まち・ひと・しごと創生総合戦
略に対する意見」④は「八潮市シティセールスプラン（見直し案）
に対する意見」⑤は「八潮市都市計画道路網構想（素案）に対す
る意見」⑥は「第３期八潮市地域福祉計画（案）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

市　職　員　採　用　試　験市　職　員　採　用　試　験

募集職種 募集人数 年齢要件
①一般事務（大卒）※ ６人程度 平成７年４月２日以降に

生まれた方②一般事務（福祉）※ 若干名
③�一般事務� �
（障がい者対象） １人 昭和５７年４月２日以降に

生まれた方

④保育士 若干名 昭和６２年４月２日以降に
生まれた方

⑤精神保健福祉士 １人 昭和５７年４月２日以降に
生まれた方⑥栄養士 １人

⑦建築技師 若干名 昭和６２年４月２日以降に
生まれた方⑧土木技師 若干名

⑨保健師 若干名 昭和５７年４月２日以降に
生まれた方

・�地方公務員法第１６条に規定する欠格条項に該当する方は受験で
きません。
・�②〜⑥、⑨は資格・免許などの条件があります。そのほか各職種
の受験資格は、市ホームページまたは受験案内をご覧ください。

　幅広く人材を採用するため、一般事務（大卒・福祉）の職種で「民間型採用試験（ＳＰＩ３）」を導入します。

※「ＳＰＩ」とは、総合適性検査の略で、一般社会人として広く必
要とされる資質を測定する適性検査です。多くの企業が就職活動
における筆記試験として活用しています。①②の職種は、「従来
型公務員試験（教養試験）」または「民間型採用試験（ＳＰＩ３）」の
どちらかを選択することができます。公務員試験対策をしていな
い方や民間企業併願の方も受験しやすくなっています。

●第１次試験
腹①〜⑧令和４年１月９日㈰、⑨令和４年１月２３日㈰
淵①②は教養試験、性格特性検査および論文試験またはＳＰＩ３（基
礎能力検査、性格検査）の選択制、③〜⑥は教養試験、性格特性
検査および論文試験、⑦〜⑨は専門試験、性格特性検査および論
文試験
合格発表
　①〜⑧令和４年１月２４日ごろ⑨令和４年２月２日ごろ
●第２次試験
　第１次試験合格者の方に個別面接の日時を通知します。詳しく
は、受験案内をご確認ください。
●採用予定日
　令和４年４月１日
●受験案内・申込書の配布
　・市ホームページからダウンロード　１２月１７日まで
　・郵送請求　１２月１４日（消印有効）まで
　郵送希望の方は、封筒の表面に「採用試験受験案内請求」と朱
書きし、宛名を明記した角２サイズの返信用封筒（１４０円切手を貼
付）を同封して、�総務人事課人事担当へ
●受験申込受付
　１２月１７日（消印有効）までに、提出書類一式に、宛名を明記し
た長３サイズの返信用封筒（受験票返送用、８４円切手を貼付）を
同封して、郵送で総務人事課人事担当へ
※新型コロナウイルス感染拡大防止対策のため、原則、窓口での
受験案内・申込書の配布および受験申込受付は行いません。
※新型コロナウイルス感染症の発生状況などにより、試験が中止
または日程が変更になる場合があります。
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催し 日時 詳細

八幡 ペン習字教室 令和４年１月２２日㈯
午後１時３０分～３時

複中馬場公民館　覆市内在住・在勤・在学の方　淵日常に生かすことができるペン習字の演
習　講師　工

く

藤
どう

松
しょう

韻
いん

さん（謙慎書道会評議員）　払１５人（申込順）　仏１２月１６日～

八條 大人の塗り絵教室 令和４年１月２３日㈰
午後１時～３時

複八條公民館会議室１　覆市内在住・在勤の方　淵塗り絵の技法を学ぶ　講師　須
す

貝
がい

光
こう

一
いち

郎
ろう

さん（サクラクレパス認定大人の塗り絵講師）　払１５人（申込順）　仏令和４年１月７日～

公民館 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

☎９９4‒５５00 住所八條２７５３‒４６八條図書館
催し 日時 詳細

本の福袋 令和４年１月６日㈭～８日㈯
複八條図書館　覆幼児から一般まで　淵テーマに沿って図書館員が選
んだ２冊を福袋として貸出　払各日とも幼児向け＝５袋、児童向け＝１０
袋、一般向け＝５袋※無くなり次第終了

☎９９５‒33８１ 住所八潮８‒１０‒１保健センター
催し 日時 詳細

ゲートキーパー養成講座 令和４年１月１３日㈭
午後２時～４時

複保健センター　覆市内在住・在勤の方　淵自殺の危険を示すサインに気づき、適切な対応
を可能とするため、傾聴や声掛けなどの正しい知識を学ぶ　講師　菊

きく

池
ち

礼
れい

子
こ

さん（臨床心理
士）　払４０人（申込順）　仏１２月１５日～

健康づくりの料理教室 令和４年１月１９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「食べて身体の中からき
れいになろう（腸内環境を良くする料理）」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１２月１５日～

☎奮44８長寿介護課
催し 日時 詳細

在宅医療・介護連携講演会
「おだやかな人生の終わりかた」
～コロナ禍での「終末期医療」をあら
ためて考えてみませんか～

令和４年１月１３日㈭
午前１０時～１１時３０分

複八潮メセナ集会室　覆市内在住・在勤の方　淵コロナ禍でも「最後まで自分らしく生きて
いく」ことについて考える講演会　講師　長

なが

棟
むね

さん（草加保健所長）　払８０人（申込順）　
仏（一社）草加八潮医師会在宅医療サポートセンター（☎９５９‒９９７２）へ

認知症サポーター養成講座 令和４年１月２９日㈯
午前１０時～１１時３０分

複八潮メセナ会議室　覆市内在住・在勤・在学の小学生以上　淵認知症について正しく理解
する　払２５人（申込順）　仏１２月１５日～

催し 日時 詳細

ＮＰＯ法人設立基礎講座 令和４年１月２５日㈫
午後１時３０分～４時

複春日部地方庁舎大会議室　淵ＮＰＯ法人の設立方法、活動報告、資金調達など　払３０人
（申込順）　仏令和４年１月１４日までに、電話で、東部地域振興センター県民生活担当（☎０４８‒
７３７‒１１１０）へ

市民協働推進課 ☎奮4６５

催し 日時 詳細

普通救命講習会Ⅰ 令和４年１月８日㈯
午前９時～正午

複草加消防署北分署　覆八潮市または草加市に在住・在勤・在学の中学生以上　淵成人の救
命に必要な応急手当（心肺蘇生法、ＡＥＤの取り扱い、異物除去など）　払１０人（申し込み多
数の場合、抽選）　仏１２月２０日まで

草加消防署北分署 ☎９44‒730１ 住所草加市清門２‒１‒４３

催し 日時 詳細

花粉症の呼吸法とＯ脚矯正の運動法 令和４年１月１６日㈰
午後１時３０分～３時３０分

複やしお生涯楽習館軽運動室　覆花粉症やＯ脚に悩みのある方　淵花粉症の症状をやわら
げる呼吸法とＯ脚矯正のための運動法の体験　講師　林

はやし

義
よし

雄
お

さん（ＮＰＯ法人太極道協会）
払１０人（申込順）　仏１２月１６日～令和４年１月１０日

やしお生涯楽習館 ☎９９4‒１000 住所鶴ケ曽根４２０‒２

やしおインフォメーションやしおインフォメーション
※�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
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●ノロウイルスに注意！
　ウイルスによる感染性胃腸炎は、１年を
通して発生しますが、特に冬に流行します。
　ノロウイルスは１～２日の潜伏期間の後、
おう吐、発熱などの症状が現れ、人から人
へ感染します。ほとんどの場合、２～３日程
度で治りますが、下痢やおう吐による脱水
症状などを引き起こすことがあります。
《予防のポイント》
・流水、石けんによる手洗いをしましょう。
・食品の調理は十分な加熱をしましょう。
・調理器具は十分に洗浄消毒をしましょう。
《おう吐物や便の処理法》
　ウイルス感染した人のおう吐物や便には
大量のウイルスが含まれます。必ずマスク

とゴム手袋を着用し、静かにふき取り、ふ
き取った雑巾などはビニール袋に入れ密閉
して捨てましょう。
　また、汚染された場所や物は、家庭用塩
素系漂白剤を約２００倍に薄めた液体か熱湯
で消毒してください。

●�高齢者インフルエンザ予防接種
は令和４年１月３１日で終了

　すでに送付している受診通知書（水色の
通知）をお持ちになり、委託医療機関に確
認のうえ、接種をしてください。

●特定健診受診後の健康相談会
　特定健診を受診された方を対象に、保健
師、栄養士が個別相談を月１回実施してい

ます。
　要指導などと判定された方や生活習慣改
善を考えている方はご利用ください。
腹月１回　午前１０時～１０時３０分
複保健センター
※日程など詳しくは、市ホームページをご
覧になるか、お問い合わせください。

●�令和３年度のがん検診（個別）に
ついて

　令和３年度の乳がん、子宮頸
けい

がん、大腸
がん、前立腺がんの個別検診については終
了しました。
　なお、胃内視鏡検査の実施は１２月２０日ま
でです。お早めにお受けください。

保健センターからのお知らせ 仏
物☎995－3381

複保健センター
仏②③は電話④～⑦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すこやかカレンダーすこやかカレンダー 1月

事業名 日時 対象
①乳幼児相談（事前予約不要） １月6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） １月6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 １月１8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 １月１５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 １月２6日㈬	 午前１０時３０分～正午 ５～6カ月児
⑥離乳食（後期）教室 １月２７日㈭	 午前１０時３０分～正午 １０～１１カ月児
⑦プレママサロン １月１２日㈬　午後１時３０分～３時３０分 妊婦

各種検（健）診のお知らせ 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。

事業名 日時 対象 内容・持ち物 定員・費用

①	ヘルシーチェック
健康診査

令和４年１月２０日㈭　⑴午前９時～９時２０分
⑵午前９時２５分～９時４５分
結果説明会　令和４年２月１５日㈫　午前９
時～９時４５分

市内在住の２０
～３９歳の方

問診、身体測定、血圧測定、尿
検査、血液検査（貧血検査含む）、
診察、骨密度測定（女性のみ）

払各回３０人（申込順）
沸５００円

②骨粗しょう症検診
令和４年１月２０日㈭　午前１０時～１０時３０分
結果説明会　令和４年２月１５日㈫　午前
１０時～１０時３０分（初回の受診者のみ）

市内在住の２０
歳以上の女性

淵問診、骨密度測定
弗保険証

払１０分ごとに２０人、最後
の１０分は１０人（申込順）
沸２００円

③乳がん検診
（集団検診）

令和４年１月２２日㈯
午前９時～１１時３０分

市内在住の４０
歳以上の方（令
和２年度に受診
した方を除く）

淵乳房エックス線検査（多少時
間がかかります）
弗バスタオル、保険証

払３０分ごとに8人（申込順）
沸１,７４０円

―共通―
複保健センター
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)、生活
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)、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（保険証の提示）の方は無料
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
みはがき）で保健センターへ
※受診できる回数は年度内１回

　１２月２７日は、固定資
産税第３期、国民健康
保険税、介護保険料の
各第７期、後期高齢者
医療保険料第６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。

特定保健指導を利用しましょう特定保健指導を利用しましょう
　特定健康診査の結果、生活習慣病のリスクが高いと判定された方に、特定保健
指導の案内をお送りしています。特定保健指導は、生活習慣病（脳卒中・心筋梗

こう

塞
そく

・糖尿病など）の予防を目的に、メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）
に着目して、保健師などの専門職が生活習慣の見直しや改善をお手伝いするプロ
グラムです。ご自身の生活習慣を見直す機会ですので、ぜひご利用ください。

物国保年金課☎奮825

特定保健指導利用の流れ

保健師などの専門職と
面談を行います。

生活習慣病を予防する
ことを目指し、生活習
慣改善に取り組みます
（およそ３カ月）。

取り組みを振り返り、
今後も健康の維持・増
進に努めます。
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No.853 令和３年（２０２１年）１２月１０日

みんなで楽しいクリスマス会
腹１２月１８日㈯　午前１０時～正午　
複八潮メセナ会議室　覆中学生
まで　淵マジックショー、ひょ
うたん絵付、わなげ、駄菓子つか
みなど※持ち帰り用の食事とお
土産あり　弗持ち帰り用の袋　
沸無料　物子ども食堂ほっぺ・
木村☎０９０－８０４３－２７５９

埼玉県年金協会越谷支部 
八潮分会　会員募集
覆年金受給者および加入者　淵
グラウンドゴルフ、ウォーキン
グ、ゴルフほか９つのサークルを
通して友だちづくりと健康づく
りを図る　沸年会費２，７００円　
物会田☎９９６－２３４１
健康太極拳会員募集
腹毎週月・木曜日　午後１時３０分
～３時　複やしお生涯楽習館　
淵楊

よう

名
めい

時
じ

太
たい

極
きょく

拳
けん

　沸入会金１，０００

円、月会費月・木曜日各２，０００円
※無料体験あり　物ワンダフル
太極拳・久保　☎０９０－５３３６－
１２６７
スカウト・リーダー募集
覆年長から中学生まで　淵自然
中で野外活動など　沸入会金
５，０００円、年間登録料５，５００円、団
費・隊費月額１，５００円※活動によ
って別途徴収します。　物ボー
イスカウト八潮第１団・雨宮　☎
０９０－４７０４－３００４

840伝言板
　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

８４０伝言板の掲載について

　市では、児童生徒の学習意欲
の高揚を図るため、学校元気プ
ラスワン「みんなで学ぼうジョ
イスタ」（土曜勉強会）を開催
しています。「ジョイスタ」とは、
英語のＪｏｙ（喜び）とＳｔｕｄｙ（勉
強）を掛け合わせた言葉です。
　９月には「特別授業」として、英
語検定対策講座を企画し、これ
までで一番多い７８人の応募があ
りました。緊急事態宣言期間の
延長に伴い、集合による講座は
中止となりましたが、面接試験
対策のみオンラインで実施しま
した。オンライン講習に参加し

た児童生徒からは、「英語を話
すことは得意ではないが、ＡＬＴ
の先生ととても楽しく会話を交
わすことができ、自信が持てた」
「オンラインで緊張したが、面
接のコツや試験の雰囲気が分か
ったので、受講してよかった」
などの声をいただきました。
　１２月から２月の土曜日には、
中学３年生を対象にした「入試
対策（公立高校入試対策）教室」
を全５回実施します。会場は、
やしお生涯楽習館で、国語・数
学・理科・社会・英語の５教科
を市内の中学校の先生が指導す
る予定です。既習内容の復習か
ら応用問題まで、幅広く問題を
解くことで学力の向上を目指し、
苦手克服を目指します。
物指導課☎奮３５８

こつこつ学ぶ八潮の子！
「ジョイスタ」（土曜勉強会）

教育委員会
らこ ち

図書館だより図書館だより

■一般書  
「７．５グラムの奇跡」

砥
と

上
がみ

裕
ひろ

將
まさ

　著
「オリンピックにふれ
る」

吉
よし

田
だ

修
しゅう

一
いち

　著

　新しく入った両館所蔵の図書の一部を紹介します。
■児童書  
「なんで英語、勉強すんの？」

鳥
とり

飼
かい

玖
く

美
み

子
こ

　著
「ありがとうのうたをうたえば」
エミリー・グラヴェット　絵
マイケル・モーパーゴ　作

■１月の休館日  
八條図書館　令和４年１月１日㈷～４日㈫・１１日㈫・１７日㈪・２４日㈪・３１日㈪
駅前出張所図書窓口　令和４年１月１日㈷～３日㈪、毎週土・日曜日、１０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

■１月の上映会の日  
○八條図書館
▼児童向け＝令和４年１月９日㈰　午後２時～　
▼一般向け＝令和４年１月３０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。

子育てひろば だいばら児童館（わんぱる）☎９９９－０３２１

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・
センター
腹月～土曜日（祝日、年末
年始を除く）　午前９時３０分
～午後４時３０分
覆生後おおむね６カ月から
小学校６年生までのお子さ
んがいる方
◆入会説明会
腹１５日㈯　午後１時～２時
覆お子さんがいて援助を希

望する方、援助ができる方
●ホームスタート
腹月～金曜日（年末年始を
除く）　午前１０時～午後４時
覆就学前の子育て親子
●駅前子どもの相談窓口
（保育士相談）
腹１１日㈫　午前１０時～１１時
３０分
覆おおむね３歳未満の児童
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。

時間　午前９時～午後５時
休館日…水曜日、１日㈷～３
日㈪
▼毎週月・火・金曜日　午
前１１時３０分～＝ちゅうりっ
ぷリズム　淵体操、ふれあ
い遊びなど
▼毎週木曜日　午前１０時～
正午＝ボールプール

▼毎週土・日曜日、祝日　
午前中＝電車で遊ぼう
（小学生向けイベント）
▼毎日　午後４時～＝チャ
レンジランキング「なわと
び」
▼８日・１５日・２２日・２９日（各
土曜日）　午後２時３０分～＝
なかよしひろば

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。月子育て情報コーナー1

名称 場所 日時 主な事業
①やわた
子育てひろば
☎９９８－７４２１

保健センター
月～木
午前１０時～
午後３時

▼身体測定＝応相談▼バルーンアート＝１８日㈫　
午前１１時～▼節分豆入れづくり＝２４日㈪から　
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＝４日㈫～７日㈮　午前１０時～▼ボラ
ンティアお話し会＝１９日㈬　午前１１時～▼節分
でんでん太鼓づくり＝２５日㈫～２７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～▼豆まき
セットづくり＝木曜日　午前１１時～　払毎週５
組（先着順）▼子どもの発達相談＝１９日㈬　午前
１０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

▼身体測定＝５日㈬～７日㈮　午前１０時～　▼タ
ッチケア（要予約）＝１４日㈮　午前１０時～▼鬼の
お面づくり＝１９日㈬～２１日㈮　午前１０時～

⑤だいばら
子育てひろば
☎９９６－３８３９

だいばら
児童館

月・火・木・金
午前９時～
正午

▼身体測定＝６日㈭・７日㈮・１１日㈫　午前１０時～
▼おにのポリ袋カイト（要予約）＝２０日㈭・２１日
㈮　午前１１時～▼栄養相談＝３１日㈪　午前１１時
～

⑥おおぜのもり
子育てひろば
☎９５１－３２１６

みつもり
保育園

月～金
午前１０時３０分～
午後３時３０分

▼身体測定＝２６日㈬～２８日㈮　午前１１時～、午
後２時～▼絵馬づくり＝７日㈮　午前１０時３０分か
らキットを配布　払２０組（先着順）　▼節分まめ
入れづくり＝２０日㈭　午前１０時３０分からキット
を配布　払２０組（先着順）

⑦駅前
子育てひろば
☎９５１－０２８５

やしお子育て
ほっと

ステーション

毎日
午前１０時～
午後４時

▼身体測定＝１７日㈪～１９日㈬　午前１０時～、午
後２時～▼ボランティアお話し会＝２７日㈭　午
前１１時３０分～▼お話し会＝５日㈬・１２日㈬・２６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。
※１月の休館日：１日㈷～３日㈪＝①～⑦、１０日㈷＝①～⑥、１１日㈫＝②
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くらしの　知識豆

【事例１】停電中に、閉め切った屋内で発電機（携帯型）を使用
していたところ、そこに居た人が一酸化炭素中毒になった。
【事例２】ネットでポータブル電源を購入した。商品が届き、動
作確認のため小型のソーラーパネルを利用して充電しようとした
ところ、接続部から発煙があった。メーカーは商品を新品と交換
すると言っているが、返品・返金を希望したい。

携帯発電機やポータブル電源の事故に注意！

　災害時の備えなどにより、携帯発電機や、ポータブル電源の需要
が高まっています。一方で自然災害による停電時など、屋内で携帯
発電機を使用したことによる一酸化炭素中毒が疑われる死亡事故や、
ポータブル電源の火災事故が発生しています。
【消費者へのアドバイス】
①携帯発電機は、室内では絶対に使用しないようにしましょう。ま
た、屋外でも、換気の悪い場所・火気を使用する場所では絶対に使
用しないようにしましょう。
②携帯発電機は、排気が建物に当たり本体に逆流すると火災になる
恐れがあるので、製品ごとに定められた距離を、建物やその他の設
備から離して使用しましょう。
③ポータブル電源は、製品・販売元がはっきりしている製品を選び、
また回収・リサイクルに対応しているか確認しましょう。
④ポータブル電源の使用中の感電に注意しましょう。
⑤使用しているポータブル電源が、リコール対象製品となっていな
いか確認しましょう。
⑥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ー２６１－０９９９

質問
　子どもが学校の部活動中に熱中症になり、救急搬送され
ました。子どもには後遺障害も残りました。学校側が事故

の経緯や原因をきちんと説明してくれません。どうしたら良いでし
ょうか。

　学校の設置者に対して、事故の調査を求めることが考え
られます。

　文部科学省は、学校内で重篤な事故が発生した場合において、学
校の設置者が調査が必要であると判断した場合には、学校に速やか
に調査を実施させるとともに、その結果を保護者に説明させるとの
通知を出しています。さらに、学校の調査結果を踏まえて、学校の
設置者がさらなる調査が必要と判断した場合には、外部専門家が参
加する調査委員会を設置して詳細調査を実施するとしています。詳
細調査の結果は報告書にまとめられ、保護者に説明が行われます。
　令和元年度に学校の管理下で発生した熱中症の件数は、約５，０００
件です。特に中学生や高校生で多く発症し、体育やスポーツ活動中
に生じることが多いです。熱中症により死亡するケースもあります。
熱中症の予防に関しては、気温・湿度などの環境条件を把握し、そ
れに応じた運動・水分補給・休憩をとることや児童生徒等の健康観
察、健康管理を徹底することが重要であるとされています。詳しい
内容は、独立行政法人日本スポーツ振興センターが作成するパンフ
レットに記載されています。ぜひ読んでみて頂きたいです。
　そして、上記調査では、部活動の顧問が、熱中症予防の観点から
十分な対策を取っていたのか、そして事故後の対応が適切であった
のか、さらには学校全体として事故対応に関する体制が整備されて
いたのかなどを調査します。
　調査の話とは異なる内容になりますが、学校の対応に問題がある
か否かにかかわらず、「学校の管理下」で発生した事故に関しては、
上記日本スポーツ振興センターによる災害共済給付（医療費、障害
見舞金等）を受けることができます。部活動中の事故も「学校の管
理下」で発生した事故に当たります。
　詳しくは弁護士にご相談ください。
物埼玉県弁護士会越谷支部☎９６２－１１８８　川原祐介（弁護士）

回答

学校内の事故

法律相談などで多い事例とそのアドバイス法律相談コラム

1 月各種無料相談
☎996-2111

★１月１日㈷～３日㈪はお休みです。
★相談日が祝日の場合はお休みです（⑱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。

②不動産相談
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）

腹１月２４日㈪
　午前９時〜正午
複市民相談室

物秘書広報課　☎奮３７３

③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）

腹１月１２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

④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

腹１月１７日㈪
　午後１時〜４時
複市民相談室

物秘書広報課　☎奮３７３

⑤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

腹１月２0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）

物秘書広報課　☎奮３７３

⑥D V 相 談
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）

物人権・男女共同参画課�☎奮８１１

⑦女 性 相 談
女性が抱えるさまざま
な悩みについての相談
（女性相談員が対応）

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

⑨心配ごと相談
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）

腹１月５日㈬・１９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）

物社会福祉協議会�☎９９５－３６３６

⑩生活困窮者自立相談
経済的な問題などの心
配ごとについての相談
（生活困窮者自立相談
支援員が対応）

腹毎週月〜金曜日
　午前８時30分〜午後５時１５分
複社会福祉課　☎９４９－６3１７
（生活困窮者自立相談支援専
用電話）

物社会福祉課　☎奮４９３

⑧人 権 相 談
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１月１3日㈭
　午後１時〜４時
複市民相談室

物人権・男女共同参画課�☎奮８１１

⑪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）

腹１月１７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）

物保健センター�☎９９５－３３８１

⑫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）

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

物商工観光課　☎奮３３６

⑬内 職 相 談
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）

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

物商工観光課　☎奮２７４

⑭若年者就職相談
若年者（４0歳未満、学生
・生徒可）の就職、転職、
職業能力などについて
の相談（キャリアカウ
ンセラーが対応）

腹１月５日㈬・１９日㈬
　午前１0時〜正午
　午後１時〜４時
複勤労青少年ホームゆまにて
払５人（電話による事前予約制）

物ゆまにて　☎９９６－０１２３

⑮教 育 相 談
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）

物教育相談所� ☎９９５－００７７

⑯家庭児童相談
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

物子育て支援課　☎奮４７２

⑰子育て相談
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１月２７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）

物だいばら児童館�☎９９９－０３２１

⑱子育てコーディネーター
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

物やしお子育てほっとステーション☎９５１－０２２９

⑲休日・夜間納税相談
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

腹１月１６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

物納税課　☎奮３３０

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

物秘書広報課　☎奮３７３
腹毎週金曜日
　午後１時２0分〜４時
複市民相談室
払８人（電話による事前予約制）
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▪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、 1月10日㈷です。

申し込みは　�
秘書広報課（☎奮423）へ

「広報やしお」へ掲載する
広告を募集しています。

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
県民サポートセンター（24時間）
☎0570-783-770

淵新型コロナウイルス感染症に
関する一般的な相談

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

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

いざという時はこちらへいざという時はこちらへやしおやしお八八つのつの野菜 de 健康野菜 de 健康レシピレシピ
小松菜のスパニッシュオムレツ小松菜のスパニッシュオムレツレシピ�

　今月は、健康づくりの料理
教室のメニューから、「小松
菜のスパニッシュオムレツ」
をご紹介します。
物保健センター☎995-3381

●作り方
①�小松菜は５センチメートルく
らいに切る。じゃがいもは、
皮をむいて２～３ミリメートル
くらいの厚さの短冊切り、た
まねぎとトマトは半分に切っ
てスライスする。

②�フライパンにオリーブ油を熱
し、じゃがいも、たまねぎを
炒め、火が通ったら小松菜と
トマトを入れてさらに炒める。

③�卵を溶きほぐし、塩・こしょ
うを加え、②に流し入れて全
体を軽くまぜ合わせる。少し
固まりかけたら寄せ集め、丸
く成形して、弱火で３分焼く。

④�裏返して反対側も焼き、少し
押してみて、卵液が出なけれ
ば、出来上がり。

※今回は、直径1５センチメート
ルのフライパンを使用していま
す。

●材料　２人分
小松菜　　　100グラム（2分の1わ）
じゃがいも　150グラム（1個）
たまねぎ　　50グラム（4分の1個）
トマト　　　60グラム（2分の1個）
卵　　　　　2個
オリーブ油　大さじ2
塩　　　　　小さじ2分の1
こしょう　　少々

〈広　告〉

シティセールス
ＰＲ動画配信中

やしお840メール配信中
※Facebook、Twitterでも同時配信中

登録はこちらから

イチオシヤシオシイチオシヤシオシ

物秘書広報課☎奮423

　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。

若柳交差点（市役所通り：八潮一丁目・八潮二丁目）
　昭和51年頃に撮影

　令和3年撮影

八潮のあゆみ⑤
いきいきいきいきやしおやしお写真館写真館

　11月２7日㈯、資料館で体験講座『わら細工を作ろう』が行なわれ、1５
人が参加しました。今では貴重なものとなったわらや稲穂を使い、講
師の指導を受けながら、縁起物である亀のお正月飾りを作りました。
　参加者からは、「少し難しかったけど、丁寧に教えてもらえてよ
かった」「季節感があって楽しかった」「子どもと楽しくできてよか
った」などの感想が聞かれました。 物資料館☎９９７-６６６６

体験講座「わら細工を作ろう」

亀のわら細工亀のわら細工


