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住みやすさナンバー1のまち　八潮 No.854
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● 今月の主な内容 ● ２面：新型コロナウイルスワクチンの３回目接種／子育て世帯への臨時特別給付金／３面：２月１日はフレイルの日

人口…92,1７０人（＋2３人）　　　男…4７,8５1人（＋５人）　　　女…44,３19人（＋18人）
世帯…44,５24世帯（＋３8世帯）　令和３年（2０21年）12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。

新年のあいさつ
　明けましておめでとうございます。
　旧年中は、市政の推進に対しまして、ご理解
とご協力をいただき、心より感謝申し上げます。
　本年も、新型コロナウイルス感染の拡大に
より、大きな影響を受けた、市民生活、地域
経済を守るため、引き続き、新型コロナ対策
を最優先に取り組んでまいります。
　また、本市は、１月１５日に市制施行５０周年
を迎えます。これまで先人の方々が築き上げ
てきた八潮市の更なる発展に向け、安全・安心、共生・協働の理
念のもと、全力で取り組んでまいります。
　今後も、国や県と連携し、新型コロナ対策をはじめ、子育て支
援や各種事業を計画的に展開し、「住みやすさナンバー１のまち」
を目指し、市政運営に邁進してまいりますので、皆様のより一層
のご支援ご協力をお願いいたします。
　結びに、新型コロナウイルス感染症の早期終息を願うとともに、
皆様のご健勝とご多幸を心からお祈り申し上げまして、新年のあ
いさつとさせていただきます。

　明けましておめでとうございます。
　旧年中は、本市議会に対しまして、各段のご
理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
　さて、本市議会は、昨年９月に行われた選
挙において新たに議員２１人が決まり、１２月に
は新たな体制での定例会を実施いたしました。
　現在、市では新庁舎建設に向けて基礎工事
が始まり、市議会においては、この新庁舎建
設を契機に更なる議会改革を推し進め、より
一層市民の皆様にとって開かれた議会となるよう取り組んでまい
ります。
　本年は、八潮市制施行５０周年を迎える年となります。これまで先
代の方々が築いてこられた八潮市の歴史を大切にしながら、本市
のますますの発展のため、二元代表制の一翼を担う市議会として、
議員一同気持ちを新たに、市民福祉の向上に取り組んでまいります。
　結びにあたり、本年も格別のご支援とご協力を賜りますようお
願い申し上げますとともに、皆様のご健勝とご多幸を心からご祈
念申し上げまして、新年のごあいさつとさせていただきます。

八潮市長
大山　忍

八潮市議会議長
寺原　一行

　八潮市は、昭和４７年１月１５日に市制を
施行し、令和４年１月１５日に５０周年を迎え
ます。

物企画経営課☎奮２２７

　ペットボトルを再利用して作成し
たペットボトルツリーを展示します。
ツリーは高さ約２メートルで、市内
保育施設に通っている５歳児および
障がい者福祉施設に通所している�
方々が装飾を行いました。
※展示後のペットボトルはリサイク
ルします。
実施期間　
１月１４日㈮〜３１日㈪
※点灯は午後４時〜午前０時
展示場所　
・やしお駅前公園（２基：装飾あり）
・�八潮駅北口ロータリー（１基：装
飾なし）
点灯式　
腹１月１４日㈮　午後４時頃
複やしお駅前公園

市制施行５０周年記念事業市制施行５０周年記念事業
ペットボトルツリーの展示ペットボトルツリーの展示

令和４年令和４年
１月１５日１月１５日 市制施行５０周年市制施行５０周年祝

やしお子育てほっとステーション利用者の皆さん

５０周年記念冠事業「じゃがいも栽培を親子で農業体験」参加者の皆さん５０周年記念キャッチフレーズ最優秀賞の石
いし
塚
づか
勇
つばさ
翔さん（右）



広報（2）

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.854 令和４年（２０２２年）１月1０日

子育て世帯への臨時特別給付金子育て世帯への臨時特別給付金

新型コロナウイルスワクチンの３回目接種（追加接種）

給付対象者
(令和2年中の所得が児童手当の

所得制限限度額以上の方を除く※）

児童手当受給者（0～15歳） 児童手当受給者以外の方（16～18歳）
①令和3年9月分
児童手当受給者

②令和3年9月分
児童手当受給者（公務員）  ③16～18歳の児童を養育している方

令和3年9月分の児童手当を
受給している方

令和3年9月分の児童手当を
受給している公務員の方

平成15年4月2日から
平成18年4月1日までに出生した児童を養育し

ている方（令和3年9月30日時点）

給付額 児童1人あたり１０万円

給付方法および 
給付日

申請が
不要な方

児童手当登録銀行口座など
へ令和3年12月23日振り込み
済

八潮市に令和2年度子育て世帯への臨時
特別給付金の申請をした方

↓
同申請で指定した口座に1月24日に振り
込み

八潮市で児童手当を受給していた方
↓

児童手当で指定していた口座に1月24日に振り
込み

申請が
必要な方

令和2年度子育て世帯への臨時特別給付
金を申請していない方など

↓
3月23日（必着）までに、申請書（市ホーム
ページなどで入手）に必要書類を添え
て、窓口または郵送で子育て支援課へ

↓
申請月の翌月25日に振り込み

過去に八潮市で児童手当を受給したことがな
い方など

↓
3月23日（必着）までに、申請書（市ホームページ
などで入手）に必要書類を添えて、窓口または
郵送で子育て支援課へ

↓
申請月の翌月25日に振り込み

※所得制限限度額については、市ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。

物子育て支援課☎奮２０９

　新型コロナウイルス感染症の新たな変異株（オミクロ
ン株）の流行が懸念されています。引き続き「3密」を
いずれも避け、マスクの正しい着用、手洗い・うがいな
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

物保健センター☎９９5－3381

　新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、子育て世帯を支援するため子育て世帯への臨時特別給付金として、先行給付金
（５万円）とクーポン給付分（５万円）を合わせて、対象児童１人あたり１０万円を現金で支給します。

【注意事項】
・令和4年3月31日までに出生した子は支給対象となります。八潮市で児童手当の申請手続きをした方は、本給付金の申請を新たにする必要
はありません。
・申請が必要な方で、令和3年1月1日時点の住所が八潮市にない方は、令和3年1月1日時点の住所地で課税（非課税）証明書を取得のうえ、
添付してください。
・②に該当し、申請が必要な方は、勤務先から令和3年9月分以降の児童手当が支払われていることがわかる書類を添付してください。

会　場 実施期間 実施日 受付時間
保健センター ～3月31日 月曜日～金曜日 午前8時30分～午後5時15分
やしお生涯楽習館

1月17日～3月30日
毎週月曜日

午前9時30分～11時30分
午後1時30分～4時30分

八條公民館 毎週水曜日
駅前出張所 毎週金曜日
八潮メセナ 1月18日(火)、20日(木)
※1・2回目接種の予約代行も実施しています。

●予約代行窓口
　次のとおり予約代行窓口を開設します。接種券（クーポン券）を
お持ちのうえ、会場へお越しください。祝日は実施しません。

追加接種（3回目接種）のワクチン
　令和4年2月からの3回目接種では、1・2回目に接種したワクチン
の種類にかかわらず、ファイザー社製ワクチンまたは武田／モデル
ナ社製ワクチンを使用します。
　詳しくは、接種券（クーポン券）に同封する「追加（3回目）接
種に使用するワクチンについてのお知らせ」または市ホームページ
をご覧ください。

ご自身で予約することが難しい方へ

　3回目接種は、2回目接種完了日から原則8カ月以上あけて受ける
こととなっていますが、次の方は接種間隔が短縮されました。
①医療従事者などや入院患者、高齢者施設などの入所者・従事者な
ど→6カ月に短縮。接種券（クーポン券）受理前に接種を希望する
方は、保健センターまでご連絡ください。
②65歳以上の高齢者→令和4年2月以降、7カ月に短縮。接種券（ク
ーポン券）は接種可能日前に発送。詳しくは、下表のとおりです。

2回目接種完了日から3回目接種可能日までの間隔

2回目接種日 3回目接種可能日 接種券発送
日(予定)

令和3年5月31日 1月31日～ 1月14日令和3年6月1～30日 2月1日～
令和3年7月1日 2月1日～

※2回目接種日の7カ月後の同日から
(例)2回目接種日が7月10日→2月10日以降 1月21日〜

令和3年7月14日
令和3年7月15日 2月15日～

※2回目接種日の7カ月後の同日から 1月28日〜
令和3年7月28日
令和3年7月29～31日 3月1日～

2月以降順次令和3年8月1日～ 3月1日～
※2回目接種日の7カ月後の同日から

●予約申込はがき
　予約代行窓口や市役所本庁舎などの公共施設に3回目接種の予約
申込はがきを1月17日から設置します。必要事項をご記入のうえ、
郵送または保健センター窓口へお持ちください。

接種状況（12月21日時点）
1・2回目接種通知発送数　約84,000人（12歳以上の方）
1回目接種済みの方　約72,200人（約86パーセント）
2回目接種済みの方　約71,200人（約85パーセント）

～引き続き感染防止対策を～



（3）広報 No.854 令和４年（２０２２年）１月1０日

新設小学校開校に伴う通学区域について新設小学校開校に伴う通学区域について

●フレイルという言葉をご存じですか？
　フレイルとは、加齢により筋力や認知機能、社会とのつながりな
どの心身の活力が低下している状態（虚弱）のことをいいます。多
くの人が、健康な状態からフレイルの段階を経て要介護状態に陥る
と考えられています。フレイルは、健康な状態と介護が必要な状態
のちょうど真ん中の状態です。
　フレイルは放っておくとどんどん進行してしまいます。要介護状
態になると、元の状態に戻るのは難しくなりますが、フレイルの兆
候を早期に発見し対策を行えば、健康な状態を取り戻すことができ
るといわれています。
　市では、介護を必要とする状態を未然に防ぎ、出来るだけ自立し

●こういう状態を感じている方は要注意！
　「フレイル」の状態が始まっているかもしれません！
食欲不振・栄養不足…食べる量が減った、食べ物が飲み込みにくい
�運動不足や活力低下…ほとんど運動をしない、なんだか疲れやすい
�社会参加の欠如…１人でいることが多い、あまり人と話をしない

●フレイルを予防するために～健康長寿のための３つの柱～
　フレイルを予防し、健康的な生活を送っていくためには、「栄養（食
・口

こう

腔
くう

機能）」「運動（身体活動・運動など）」「社会参加（趣味・ボ
ランティア・就労など）」の３つをバランスよく実践することが大切
です。

２月１日２月１日はフレイルのはフレイルの日日 　２月１日は「フレイルの日」として制定されています。この機会
にぜひご自身の健康状態や日々の生活を振り返ってみませんか？

物長寿介護課☎奮４０８

◎リアル野球盤ゲームとは？
　通常は卓上で行う野球盤の基本はそのままに、広い室内で動
きながら楽しめるように工夫されたゲームです。投げる、走る
という動作がないため、体力的に無理せず、高齢者でも楽しむ
ことができます。
腹２月５日㈯　午後１時～３時３０分（受付＝午後０時４０分～）
複エイトアリーナ
覆市内在住の６５歳以上の方とその同居家族
弗室内用運動靴、飲み物、タオル
払２０人（申込順）
沸無料
仏１月１４日から、窓口または電話で長寿介護課へ

出典：東京大学高齢社会総合研究機構

　新設小学校の通学区域案についてお知らせします。

　学校施設の将来に向けた望ましい配置やあり方の方向性を示すた
め、令和２年３月に八潮市学校適正配置指針・計画を策定しました。
大曽根小学校および大瀬小学校においては、今後の児童数の急増に
より、数年で教室不足となることが見込まれています。このため、
小学校を新たに建設し、令和７年度当初に開校する予定です。
　これに伴い、「八潮市立小、中学校通学区域に関する規則の一部
を改正する規則（案）」について意見を募集します。
　なお、新たな通学区域は在学生も対象となります。
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、学務課において貸し出しを行います。
募集期間　２月８日㈫（必着）まで
提出方法　「八潮市立小、中学校通学区域に関する規則の一部を改
正する規則（案）に対する意見」と明記（メールの場合は件名に）し、
住所、氏名を記入のうえ、窓口、郵送（〒３４０－０８１６中央２－１０－
１７）、ファクス（鯖９９８－０８２８）または電子メール（墳ｇａｋｕｍｕ＠
ｃｉｔｙ．ｙａｓｈｉｏ．ｌｇ．ｊｐ）で学務課へ

市
役
所
通
り

首都
高速 八潮駅

潮止橋

新中川橋

中川

つく
ばエ
クス
プレ
ス

大瀬小

大曽根小

潮止中

新設小
予定地

…新設小学校通学区域

…大曽根小学校通学区域

…大瀬小学校通学区域

ていくこと、そして自分らしく生
活していくことを目指して、介護
予防教室やフレイルチェック測定
会を開催しています。
　早いうちからフレイル予防に取
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。

　健康状態の確認、筋肉量などの測定およびフレイル予防について
の講座です。また、フレイルチェック測定会に参加したことのある
方を対象に、リピーターの日フレイルチェック測定会を行います。

フレイルチェック測定会

【初めて参加する方】
日時 場所 申し込み

① ２月２２日㈫
午後２時～４時

八潮メセナ・ア
ネックス

１月１７日～２月２１日
南部地域包括支援センター
埼玉回生病院（☎９９９－７７１７）へ

② ３月２９日㈫
午後２時～４時 八條公民館

１月１７日～３月２８日
北部地域包括支援センター
やしお寿苑（☎９３０－５１２３）へ

【令和３年３月以前に参加した方】リピーターの日
日時 場所 申し込み

③ ３月１５日㈫
午後２時～４時 エイトアリーナ １月１７日～３月１４日

窓口または電話で長寿介護課へ
－①～③共通－
受付＝午後１時４０分～
覆市内在住の６５歳以上の方
弗室内用運動靴（①は不要）、動きやす
い服装（裾をひざ下まであげられるズ

ボンなどを着用）、③は前回参加時に
配布した測定結果ファイル、筆記用
具、飲み物
払①②各２０人、③３０人（申込順）
沸無料

物学務課☎奮３７８

出典：東京大学高齢社会総合研究機構

フレイルの日イベント 
～楽しくフレイル予防リアル野球盤で健康長寿！～
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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.854 令和４年（２０２２年）１月1０日

〈主な事業〉
教育文化・コミュニティ～学びとつながりを大切にするまち～
・�９月２７日、第三者機関により、給食提供事業者の調理場などの施設
内および小中学校の配膳ホールなどを対象とする衛生検査を実施
・�１０月２０日、南部地区の児童数増加に対応するため、新設小学校建
設基本設計・実施設計業務委託を発注
健康福祉・子育て～誰もがいきいきと暮らせるまち～
・�８月５日から２７日までの間、小学校４・５年生および中学校１・２年生
の児童生徒ならびにその保護者合わせて４，０００人を対象に、「子ど
もの生活に関する調査」を実施
・�１０月２７日、埼玉県と「新型コロナウイルス感染症の自宅療養者に
係る連携事業に関する覚書」を締結
・�１１月２５日、新型コロナウイルスワクチンの３回目の接種について、
１２月の接種の対象となる２４８人に対し、通知を発送
防災・防犯・消防・救急～誰もが安全で安心して暮らせるまち～
・�１０月５日、（一社）ＡＺ－ＣＯＭ丸和・支援ネットワークと「災害時
における物資の輸送・荷役等に関する協定」を締結

産業経済・観光～地域の特性を活かしたにぎわいと活力のあるまち～
・�１１月１５日から緊急事態宣言などの影響を受けた市内事業者への支
援として、「八潮市彩の国『新しい生活様式』安心宣言飲食店プ
ラス認証店支援金」、「八潮市外出自粛等関連事業者協力支援金」、
「八潮市酒類販売事業者等協力支援金」の受付を開始
都市基盤・環境～快適でやすらぎと潤いのあるまち～
・�１０月５日、公共交通のマスタープランとなる「八潮市地域公共交
通計画」を策定

・�１１月１６日、国の準備段階調査箇所に選定された（仮称）外環八潮

市政の執行状況 　令和３年第４回市議会定例会が１１月３０日から１２月１７日まで開催され、市長が開会
初日に前定例会以降の市政の執行状況の概要について報告しました（一部抜粋。
全文については、市ホームページに記載）。 物企画経営課☎奮８８５

スマートインターチェンジの計画
的かつ効率的な準備・検討のため、
第１回準備会を開催
新公共経営～協働で経営する自主
・自律のまち～
・�１０月８日、新庁舎建設工事起工式
が行われ、工事に着手 新庁舎建設工事起工式

所得税・復興特別所得税の還付申告会などのお知らせ所得税・復興特別所得税の還付申告会などのお知らせ

◇八潮メセナ会場（2階集会室）
受付日時 受付対象者 留意事項

２月１日㈫・２日㈬
午前９時３０分～１０時３０分
午後１時～２時３０分
※�八潮メセナの開館は、午
前９時からです。

・退職などで年末調整が済んでいない方
・給与所得者で医療費控除を受ける方
・公的年金等の受給者で医療費控除を受ける方
・公的年金等の受給者かつ給与所得者である方
※ふるさと納税や住宅借入金等特別控除（令和３年入居分）などの
受け付けは行っていません。

・�今年は税理士が５人で２日間の受け付けとなりますので昨年より
混雑が予想されます。受付人数の目安は、午前午後それぞれ２５人
程度となります。また、混雑状況によっては、受け付けを早めに締
め切る場合があります。
・�八潮メセナへの問い合わせはご遠慮ください。

◇税理士による所得税還付申告の無料電話相談
　相談日の前日までに、関東信越税理士会越谷支部（☎９６２-６１３１）へ事前予約が必要です。

相談日時 相談方法 受付対象者 留意事項
２月１日㈫～１５日㈫

（土・日曜日、祝日を除く）
午前９時～１１時
午後１時～３時

電話による相談
（完全予約制）

・�退職などで年末調整が済んでいない方
・�給与所得者で医療費控除を受ける方
・�公的年金等の受給者

費用は無料ですが、相談内容な
どによっては有料になることも
あります。

対象となる方
　次の方のうち、源泉徴収票を
お持ちで、所得税等が還付にな
る方
▼退職などで年末調整が済んで
いない方
▼給与所得者や公的年金等の受
給者で医療費控除を受ける方
▼公的年金等の受給者
※公的年金等の収入金額が４００
万円以下であり、かつ、他の所
得金額が２０万円以下である場合
には、所得税等の確定申告は不
要です。ただし、各種控除を追
加する場合や還付を受けようと
する場合は、確定申告が必要で
す。

申告に必要なもの
・令和３年分の給与所得または
公的年金等の源泉徴収票(原本)
・申告者本人名義の預貯金で金
融機関名と口座番号の分かるも
の(通帳など)
・印鑑、電卓、筆記用具
・個人番号（マイナンバー）カ
ード原本と写し、または個人番
号が確認できる書類（通知カー
ドなど）と本人確認ができる書
類（運転免許証や健康保険の被
保険者証など）の原本と写し
※このほか、申告内容に応じて
必要となる書類があります。詳
しくは、市ホームページをご覧
ください。

　令和３年分の所得税等の還付申告会を開催します。申告会場で確
定申告書の作成を行い提出することができますので、必要な書類を
お持ちのうえ、お越しください。 物市民税課☎奮206

　今年も新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、受付窓口の
数を減らして実施します。このため、待ち時間が長くなる場合があ
りますのでご了承ください。なお、新型コロナウイルス感染症の感
染状況などにより、変更または中止となる場合があります。
※発熱症状（３７.５度以上）がある場合は、申告の受け付けをご遠慮
ください。

●申告会場でのお願い
　申告会場内の待合場所の密を避けるため、入口に受付番号の表示
板を設置しますので、ご自身の順番まで申告会場以外の場所での待
機にご協力ください。
※再来場時に受付番号が到来していた方は、優先的に案内しますの
で、職員に声をかけてください。

還付申告受付日程

確定申告について詳しくは、国税庁ホームページ（https://www.nta.go.jp）
をご覧になるか、越谷税務署（☎965－8111）へお問い合わせください。

確定申告と市民税・県民税申告の受け付け
　市と越谷税務署では、次のとおり、申告に関する相談および受け付けを行います。

場　所 日　　時 内　容

越谷税務署 １月１７日㈪～２月７日㈪（土・日曜日を除く）　
午前９時～午後４時 所得税等・個人

消費税・贈与税
の確定申告の
相談および受
け付け

イオンレイクタウ
ンkaze（かぜ）３階
イオンホール

２月８日㈫～３月１５日㈫（土・日曜日、祝日を除
く）　午前９時～午後４時
※平日以外でも、２月２０日㈰・２７日㈰に限り
開場します。
※最新情報は国税庁HPをご覧ください。

出
張
申
告

大曽根中公民館 ２月１６日㈬
午前９時３０分～１１時、
午後１時３０分～３時３０分
※午前の受付締切人数目安は
約７０人です。

市民税・県民税
の申告、簡易な
所得税の申告
受け付け

資料館 ２月１７日㈭
八條公民館 ２月１８日㈮
古新田公民館 ２月２１日㈪
ゆまにて ２月２２日㈫

八潮メセナ展示室
２月２４日㈭～３月１５日㈫（土・日曜日を除く）
午前９時～１１時、午後１時～４時
※２月２７日㈰は、午前９時～１１時に限り開場
します。

※会場の混雑状況により、受付時間内でも受け付けを終了する場合があります。
※申告会場となっている施設へのお問い合わせはご遠慮ください。

　市役所の職員が、電話でＡTＭ
の操作を指示するようなことは
ありません。このような詐欺に
はご注意ください。

還付金詐欺に注意！
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　中小企業者の方へ、利子補給金の申請についてお知らせします。利子補給金申請のお知らせ利子補給金申請のお知らせ
①新規創業資金融資利子補給金
　市内において、新たに事業を起こすために借り受けた資金に係
る利子額を補助します。
利子補給額
　借入資金を受けた日から３年以内で、令和３年１月１日から１２月３１
日までの支払利子額（利子が１．５パーセントを超える場合は、１．５
パーセントの額）

②八潮市工場移転資金利子補給金
　土地区画整理事業施工区域などに工場を有する中小企業者が、
市内の適合用途地域への工場移転のため借り受けた資金に係る利
子額の５０パーセントを補助します。

物商工観光課☎奮４７９

―①②共通―
仏１月２５日（必着）までに、申請書類（①商工観光課で入手また
は対象者へ郵送②商工観光課で入手）を窓口または郵送で商工観
光課へ
※�「小口資金融資」「商工業近代化資金融資」の利子補給制度の
申請期限も１月２５日（必着）までです。

利子補給額
　借入資金を受けた日から３年以内で、令和３年１月１日から１２月３１
日までの支払利子額（利子が２パーセントを超える場合は、２パー
セントの額）
※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。

案内案内
会議の開催

●八潮市廃棄物減量等推進審議
会の傍聴
腹１月１８日㈫　午後２時～
複水道部第３会議室
淵八潮市一般廃棄物処理基本計
画についてなど
払１０人（当日先着順）
物環境リサイクル課☎奮２３４
●第３回八潮市高齢者保健福祉
推進審議会の傍聴
腹１月２０日㈭　午後１時３０分～３
時３０分
複八潮メセナ会議室
淵指定地域密着型サービス事業
所の指定更新、第７期八潮市高
齢者保健福祉計画・介護保険事
業計画の令和２年度事業報告（第
３章から第５章）について
払１０人（申込順）
仏１月１４日から１９日までに、電
話で長寿介護課（☎奮４４７）へ
●第２回八潮市地域包括支援セ
ンター運営協議会の傍聴
腹２月１日㈫　午後１時３０分～３時
複八潮メセナ会議室
淵令和３年４月から９月までの地
域包括支援センター活動状況、
指定介護予防支援一部委託届出
状況について
払１０人（申込順）

　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

仏１月１４日から３１日までに、電
話で長寿介護課（☎奮４４８）へ
●八潮市検診等に関する専門部
会の傍聴
腹２月８日㈫　午後１時３０分～２時
３０分
複保健センター　
淵令和３年度がん検診等実績報
告、令和４年度がん検診等実施
計画（案）について
払５人（当日先着順）
物健康増進課☎９９５－３３８１
●第５回八潮市地域福祉計画推
進委員会の傍聴
腹２月８日㈫　午後１時３０分～
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２月７日までに、電話で社会福
祉課（☎奮３１６）へ
●第２回八潮市下水道事業審議
会の傍聴
腹２月１４日㈪　午後２時～
複市役所議会委員会室
淵公共下水道事業の経営状況に
ついて
払５人（申込順）
仏２月１０日までに、電話で下水
道課（☎奮３４５）へ

防災行政無線を用いた全
国一斉情報伝達試験放送
　国からの地震や武力攻撃など
の緊急情報を伝達する全国瞬時
警報システム（Ｊ-ＡＬＥＲＴ）と、

市の防災行政無線の連動を確認
するため、試験放送を行います。
腹２月１６日㈬　午前１１時ごろ
淵▼防災行政無線チャイム▼こ
れは、Ｊアラートのテストです（３
回）▼こちらは、防災やしおで
す▼防災行政無線チャイム
※災害や天候などにより、試験
放送を中止する場合があります。
物危機管理防災課☎奮３０５

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２月１０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

老人福祉センターすえひろ
荘お風呂利用の一時中止

　東埼玉資源環境組合第二工場
ごみ処理施設の定期点検により、
お湯を沸かす蒸気供給が停止と
なるため、お風呂の利用を一時
中止します。
腹２月７日㈪～３月１４日㈪
※施設は開館しています。
物すえひろ荘☎９３６－９１８１

入札方式によるリサイ
クル品の売り払い
受付日時　１月１７日㈪～２８日㈮
午前９時～午後４時（土・日曜日
は除く）
複リサイクルプラザ
覆市内在住の個人で、自己搬出
可能な方

淵自転車および家具のリサイク
ル品の入札による売り払い（展
示期間中、希望価格を入札箱へ）
※１人１品で１回のみ
結果発表　２月１日㈫　午後２時
～
引渡期間　２月１日㈫～１０日㈭　
午前９時～午後４時（１日は午後２
時～）
※新型コロナウイルス感染症予
防対策として入場制限などあり
物リサイクルプラザ☎９９７－
６６９６

都市計画情報システム
を導入
　土地の地番や、地図上での検
索などにより、用途地域、建ぺい
率・容積率、防火・準防火地域、
都市計画道路などの情報を閲覧
できる都市計画情報システムを
導入しました。八潮市都市計画
情報システム（ｈｔｔｐｓ：／／oｐen-
maｐ．jｐ/ｓaiｔama-yaｓｈio/
index．ｈｔml）からご覧になれ
ます。
物都市計画課☎奮２７０

市民温水プールの利用
休止
　市民温水プールの建て替えに
向けて、２月６日から利用休止し
ます。休止中はご不便をおかけ
しますが、ご協力をお願いしま
す。
物文化スポーツセンター☎９９６
－５１２６
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No.854 令和４年（２０２２年）１月1０日

　市では、新型コロナウイルス感染症などの影響を受けた市内
農業経営者に対し、農業継続に向けた市独自の経済支援を行い
ます。

覆次のいずれかに該当する方
▼市内に住所を有する個人農業経営者で「令和２年農業販売収
入」が５０万円以上ある方▼市内に主たる事業所を有する農地所
有適格法人で「給付金申請時の直近決算の農業販売収入」が
５０万円以上ある方
支給額　５万円
仏１月１４日から２月１４日（必着）までに、申請書（都市農業課ま
たは市ホームページで入手、農業経営者には郵送）に必要書類
を添えて窓口または郵送で都市農業課へ

物都市農業課☎奮２９９

納税は安全・確実・便利な『口座振替』で延滞納税は安全・確実・便利な『口座振替』で延滞
金のリスクを減らしましょう！金のリスクを減らしましょう！

八潮市農業経営者支援給付金八潮市農業経営者支援給付金
物納税課☎奮３３０

口座振替がおすすめの理由
・確実に納期限内に納付することができます
・現金を扱わないので安全・安心です
・毎年自動的に継続されます
・�納付のために出向く必要がなく、新型コロ
ナウイルス感染症の感染リスクを減らせます
申し込み手続きは簡単
●�口座振替依頼書、通帳、届出印、納税通知書をお持ちのうえ、
市内各金融機関または納税課の窓口でお申し込みください。
口座振替依頼書は、市内各金融機関に用意しています。

●�納税課、国保年金課または駅前出張所（２月１日から）窓口で
は、キャッシュカードでの申し込みが可能です。

※�駅前出張所での申込受付時間は、午前８時３０分から午後５時１５
分までです。

通　帳

〇×銀行

体育館の休館日
　４月１日から次のとおり休館日
を設けます。
〇文化スポーツセンター…毎月
第１、第３、第５月曜日
〇エイトアリーナ…毎月第２、
第４月曜日
※月曜日が祝日の場合は、その
翌日が休館日となります。
物文化スポーツセンター☎９９６
－５１２６

７５歳以上の方へのマイ
ナンバーカード交付申
請書の再送付
　令和４年１月末頃から、マイナ
ンバーカード交付申請書が埼玉
県後期高齢者医療広域連合から
再送付されます。
覆次のすべてに該当する方
▼令和３年１０月３１日時点で７５歳
以上の方▼後期高齢者医療制度
の被保険者▼マイナンバーカー
ドを未取得の方
　マイナンバーカードの申請方
法など、詳しくは、マイナンバ
ー総合フリーダイヤル（錆
０１２０－９５－０１７８）へお問い
合わせください。
物企画経営課☎奮３１０、市民課
☎奮２１０

交通災害共済
　市町村交通災害共済は、皆さ
んの会費で運営する交通事故の
お見舞金助け合い制度です。
共済期間　４月１日～令和５年３月
３１日
覆①市内に住民登録をされてい
る方、②①の方に扶養されてい
て、修学のため市外に転出して
いる方
沸年額５００円
仏２月１日から市民課、駅前出張
所、市内郵便局または草加工業

おしらせ コーナーおしらせＨＯＴコーナー
団地内郵便局へ
物市民課☎奮２１０

ひとり親家庭などへの
給付金

　新型コロナウイルス感染症の
影響により収入が減少した子育
て世帯への給付金の申請期限が
迫っています。申請がお済みで
ない方は、お早めに申請をお願
いします。
覆▼ひとり親家庭などの方で収
入が児童扶養手当受給者と同水
準となった方▼児童手当受給者
の方で収入が非課税の方と同水
準となった方
支給額　児童１人あたり５万円
支給要件　支給には、世帯状況
や収入額などの要件があります。
詳しくは市ホームページをご覧
ください。
申請期限　２月２８日（必着）
物子育て支援課☎奮２０９

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４年３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

三井住友銀行における
窓口納付の取り扱い
　八潮市に納める市税などは、
４月１日から、三井住友銀行本・
支店の窓口で、納付書を使って
納付することができなくなりま
す。
　なお、口座振替による市税な
どの納付は、今までどおり継続
されます。
物会計課☎奮２０１

八潮市都市計画マスタ
ープラン見直しに係る
オープンハウスの実施
腹①１月１１日㈫～１４日㈮②１月１５
日㈯・１８日㈫③１月２０日㈭～２２
日㈯　午前１１時～午後３時
複①市役所１階ロビー②八潮駅
改札前③フレスポ八潮１階エス
カレーター下
淵おおむね２０年後を目標とした
まちづくりの方針を示す「都市
計画マスタープラン」の見直し
にあたり本計画の周知およびま
ちづくりに関する意見を聴くた
めのオープンハウス（パネル展
示）
物都市計画課☎奮２７０

生涯学習学校開放講座
合同作品展

腹１月２６日㈬～２月１日㈫　午前９
時～午後６時（２６日は午前１１時
から、１日は午後３時まで）
複八潮メセナ展示室
淵市内小・中学校で開催された
１２講座を受講した皆さんの作品
や写真の紹介
物社会教育課☎奮３６５

八潮市中小企業退職金
共済掛金補助制度

　市では、「中小企業退職金共
済制度」または「八潮市商工会
特定退職金共済制度」に新たに
加入した事業主に対し、掛金の
一部を補助します。
覆次のすべての要件を満たす方
▼市内に事業所を有し１年以上
事業を継続しており、かつ補助
金申請時も事業を行っている▼
従業員が５０人以下である▼補助
金交付申請時に納期が到来した

市民税を完納している
仏１月２５日までに、申請書類を
商工観光課（☎奮３３６）窓口へ
※補助期間など、詳しくは、市
ホームページをご覧ください。
※補助対象と思われる事業所に
は、申請書類などを郵送してい
ます。届いていない場合は、商
工観光課へご連絡ください。

マンションの住まいトラ
ブル・管理無料相談所
（キャラバン隊）
　マンションにお住まいの方が、
住まいに関するトラブル、管理
について相談できる無料相談所
が開設されます。当日はマンシ
ョン管理士が相談をお受けしま
す。
腹２月１０日㈭　午後６時～９時
複八潮メセナ・アネックス多目
的ホールＣ
仏電話で（一社）埼玉県マンシ
ョン管理士会（☎０４８－７１１－
９９２５）へ

募集募集
ゆまにて「フットサル大
会」参加チーム

腹２月１３日㈰　午前９時～午後５
時
複ゆまにて体育室
払８チーム（申込順）※原則成
人男子
沸１チーム５，０００円
仏１月１６日から２月６日までに、窓
口または電話でゆまにて（☎９９６�
－０１２３、〈受付＝午前９時～午
後５時〉）へ
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