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住みやすさナンバー1のまち　八潮 No.857

４月号

● 今月の主な内容 ● ２面：令和４年度当初予算のお知らせ／３面：新型コロナウイルスワクチン接種／４面：高齢者在宅福祉生活支援サービス

人口…92,11０人（±０人）　　　男…4７,７８4人（−７人）　　　女…44,３2６人（＋７人）
世帯…44,５０３世帯（＋1３世帯）　令和４年（2０22年）３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。

２面へ続く

　八幡図書館・八幡公民館は４月１日にリニューアルオープンしました。大規模改修工事により館内全体が明るく開放的な空間にな
ったほか、おむつ交換コーナー、授乳室などを新設し、子育て世代の皆さんが気軽に利用していただける施設として一新しました。
また、休憩のできるフリースペースの設置やトイレのバリアフリー化により、幅広い世代の方々が利用しやすい施設になりました。
学びの場、憩いの場、集いの場として「りらーと八幡」をぜひご利用ください。
※�「りらーと」とは…read（読む）learn（学ぶ）together（一緒に）の頭文字を取った造語で、公募により選ばれた愛称のことです。

物りらーと八幡（図書館）☎９９５－６２１５、りらーと八幡（公民館）☎９９５－６２１６

りらーと八幡りらーと八幡（図書館・公民館）（図書館・公民館）リニューアルオープン！リニューアルオープン！

左から、大山市長、
市長賞受賞（愛称採
用者）の鈴

すず

木
き

愛
あい

さん
（八條中学校２年）、
教育委員会賞受賞の
馬
ば

場
ば

ひなたさん（草
加南高校２年）、井上
教育長

当初予算令和４年度

一般会計予算は、過去最高の３７７億８千万円
前年度比　５６億９千万円（1７.７パーセント）の増

大規模改修工事完成記念式典を行いました

一般書架　図書館内が明るい印象になりました。
窓辺には閲覧席があります。

児童書架　児童書コーナーが広くなりました。 多目的室２　机・椅子は固定式から可動式になり
ました。

多目的室１　壁一面に鏡を設置しています。

図書館 公民館
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� （単位：千円）

年　度

会計区分

令和4年度
予 算 額

Ａ

令和3年度
予 算 額

Ｂ

対前年度比

増 減 額
Ｃ ( Ａ－ Ｂ )

一般会計（ア） 37,780,000 32,090,000 5,690,000

特
別
会
計

国 民 健 康 保 険 8,614,685 8,571,357 43,328

稲 荷 伊 草 第 二
土地区画整理事業 54,008 261,983 △�207,975

鶴ヶ曽根・二丁目
土地区画整理事業 253,935 162,135 91,800

大 瀬 古 新 田
土地区画整理事業 735,755 640,255 95,500

西 袋 上 馬 場
土地区画整理事業 817,936 940,991 △�123,055

南部東一体型特定
土地区画整理事業 1,400,945 1,289,945 111,000

介 護 保 険 5,692,783 5,428,430 264,353

後 期 高齢者医療 1,206,615 1,049,615 157,000

計　（イ） 18,776,662 18,344,711 431,951

企
業
会
計

上 水 道 事 業 3,130,823 3,186,635 △�55,812

公 共 下水道事業 8,260,963 5,923,127 2,337,836

計　（ウ） 11,391,786 9,109,762 2,282,024

合計（�ア＋イ＋ウ�） 67,948,448 59,544,473 8,403,975

令和４年度会計別予算総括表

１ 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～
　・�新設小学校の整備（新設小学校の� �
用地取得など）� 1,506,673千円　　　　　　　　　　　　　

　・�学校施設の改修（八條小学校の大� �
規模改修工事など）� 282,021千円　　　　　　　　　　　　　

　・学校給食ビジョンの策定� �
� 7,840千円　　　　　　　　　　　　　
　・�外国人のためのくらしのガイドブ� �
ックの作成� 3,750千円　　　　　　　　　　　　　

２ 健康福祉・子育て～誰もがいきいきと暮らせるまち～
　・産後ケア事業等の実施� 8,376千円　　　　　　　　　　　　　
　・�3歳児健診における視覚検査（屈折� �
検査）の実施� 1,383千円　　　　　　　　　　　　　

　・スポーツ教室の充実� 4,818千円　　　　　　　　　　　　　
　・�認可保育所の充実（新設の私立保� �
育所1施設を含む16施設への委託� �
料など）� 1,764,875千円　　　　　　　　　　　　　

３ 防災・防犯・消防・救急～誰もが安全で安心して暮らせるまち～
　・地区防災計画の作成支援� �
� 500千円　　　　　　　　　　　　　
　・�防犯対策の推進（フェンスライト� �
の設置）� 205千円　　　　　　　　　　　　　

　・�広域消防体制（草加八潮消防組合）� �
への支援� 1,017,558千円　　　　　　　　　　　　　

４ 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～
　・�中小企業向け利子補給の充実� �
� 19,480千円　　　　　　　　　　　　　

　・�中川やしおフラワーパークの環境� �
整備� 8,344千円　　　　　　　　　　　　　

一般会計予算の主な事業
※第５次八潮市総合計画の分野別の将来目標ごとに分類したものです。

　より見やすく、親しみやすい紙面とするため、広報やしおは4月
号から全ページフルカラーになりました。
　また、4月から広報やしおの配置場所が増えましたのでお知らせ
します。
複後谷診療所（南後谷751）、えのかわ医院（緑町3－1－8)、えばと
脳神経外科・内科クリニック（緑町3－23－2－2F)、小関医院（中
央1－26－13)、埼友八潮クリニック（大瀬5－1－15）、清水内科ク

広報やしお全ページフルカラー

　令和４年度の当初予算は、新庁舎建設事業、新設小学校建設事業
をはじめ、保育所や小規模保育施設などの充実のほか、市民生活に
密着した社会資本の整備などを中心に、「第５次八潮市総合計画」で
掲げる「住みやすさナンバー１のまち　八潮」を実現するため、限
られた財源を効率的・効果的に配分した予算としました。予算の規
模や主な事業についてお知らせします。なお、市ホームページでは、
さらに詳しい内容や予算書の全ページ（PDFファイル）がご覧にな
れます。 物財政課☎奮３０６

リニック（中央1－8－4)、にしかわ脳神経外科クリニック（大瀬6
－9－9)、林眼科（中央3－18－15）、広瀬病院（八條2840－1)、藤
井クリニック（八潮2－2－8)、ふるや整形外科クリニック（緑町3
－23－2－3F)、ほり小児科（大瀬1－4－3－4F）、緑町こどもクリ
ニック（緑町3－23－2－4F）、八潮駅つばめクリニック（大瀬1－
10－12－1F、2F）、八潮診療所（浮塚723）、八潮耳鼻咽喉科クリニ
ック（中央1－8－4）、八潮病院（鶴ケ曽根1089）、八潮
まるやま眼科（大瀬5－1－15－2F）、大場商店（古新田
912－5）、ふれんど〈高齢者ふれあいの家〉（大曽根452－5）
物秘書広報課☎奮423

（１面からの続き）

５ 都市基盤・環境～快適でやすらぎと潤いのあるまち～

　・土地区画整理事業の推進� �
� 1,644,753千円　　　　　　　　　　　　　
　・�南部西地区近隣公園（大曽根小北� �
さくら公園）の整備� 192,324千円　　　　　　　　　　　　　

　・�古新田ポンプ場の増築工事� �
� 639,060千円　　　　　　　　　　　　　

　・公共下水道事業の推進� �
� 1,164,125千円　　　　　　　　　　　　　

６ 新公共経営～協働で経営する自主・自律のまち～
　・広報やしおフルカラー発行� �
� 10,897千円　　　　　　　　　　　　　
　・�自治体デジタルトランスフォーメ� �
ーション（DX）の推進� 110千円　　　　　　　　　　　　　

　・新庁舎の整備� 3,300,728千円　　　　　　　　　　　　　

スポーツ教室

草加八潮消防組合

中川やしおフラワーパーク

南部西地区近隣公園イメージ

新庁舎イメージ

八條小学校
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防災・防犯・消防・救急～誰もが安全で安心して暮らせるまち～
・�１月２６日、（福）八潮市社会福祉協議会と「災害ボランティアセンター
の設置・運営等に関する協定」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～
・�１月１４日から、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う農産物の
価格下落や変動などの影響を受けた市内農業経営者への支援とし
て、「八潮市農業経営者支援給付金」の申請受付を開始

・�１月３１日、八潮市優良技術者・技能者として１人の方を表彰すると
ともに、１製品を八潮ブランドとして認定

・�緊急経済対策による市内事業者への支援として、中小企業向け小
口資金融資等の利子補給制度において、令和３年の利子補給率を
１００パーセントに引き上げて実施

都市基盤・環境～快適でやすらぎと潤いのあるまち～
・�２月１８日、市と協定を締結した事業者との協働により、コミュニ
ティサイクルの実証実験を開始

新公共経営～協働で経営する自主・自律
のまち～
・�２月２４日、地域の発展や市民サービス
の向上を図ることを目的として「八潮
市と日本薬科大学との包括連携に関す
る協定」を締結

　新型コロナウイルスワクチン接種についてお知らせします。

12歳から17歳までの方への3回目接種（追加接種）
　新型コロナウイルスワクチンの３回目接種（追加接種）の対象年
齢が１８歳以上から１２歳以上に引き下げられました。３回目接種（追
加接種）は、２回目接種完了から６カ月後となります。接種券（クー
ポン券）については、４月１5日から順次発送します。接種券（クー
ポン券）が届き次第、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）から
予約することができます。

予約代行窓口について
　保健センターでは、引き続き予約代行窓口を開設しています。ご
自身で予約することが難しい方は、接種券（クーポン券）をお持ち
のうえ、保健センターへお越しください。

新型コロナウイルスワクチン接種
新たに八潮市に転入された方へ
　市外や海外から新たに八潮市に転入し、ワクチン接種を希望され
る方は、保健センターに申請書（保健センターまたは市ホームペー
ジから入手）の提出が必要です。※国が定めるワクチン接種の実施
期間は、令和４年９月３０日までとされています。
●１・２回目接種
覆5歳以上の方
提出書類　新型コロナワクチン新接種券発行申請書兼接種記録確認
同意書（転入者用）※前住所地の接種券（クーポン券）の原本を添
付（お持ちの方のみ）。
●３回目接種
覆２回目接種を完了した１２歳以上の方
提出書類　接種券発行申請書（新型コロナウイルス感染症）【３回目
接種用】※１・２回目の接種記録が分かるもの（予防接種済証、接種
記録書または接種証明書など）の写しを添付（お持ちの方のみ）。

物保健センター☎９９５－３３８１

４月１日から新たに使用できる区域

八條・鶴ケ曽根・南後谷・二丁目・木曽根・南川崎・大瀬・古新田・垳
のそれぞれ一部。
※公共下水道整備状況図は市ホームページをご覧ください。

　公共下水道を使用できる区域内の皆さんは、処理開始の日から１
年以内に、下水道に接続することが、条例などで義務づけられてい
ます（ただし、特別な事情がある場合は、この期間を延長すること
ができます）。
　※�下水道の接続工事は、市の指定工事店でなければできません。
必ず市の指定工事店へ依頼してください。

公共下水道に早めの接続を

市政の執行状況

受益者負担金
　４月１日から新たに公共下水道を使用できる土地については、令和
４年度受益者負担金の賦課対象となります。対象となる方には、内
容確認・納付方法などについて個別に通知します。
　なお、すでに納期が過ぎている負担金の納付がまだお済みでない
方は、すみやかに納付してください。
下水道の正しい使い方
　大切な下水道管を傷めたり、詰まらせたりしないために次のこと
を守りましょう。
・台所のゴミや油は流さない。
・水洗トイレにはトイレットペーパー以外の生活用品は流さない。
・有害な物質や危険物は絶対に流さない。
貸付・補助制度
水洗便所等
改造資金貸付

貸付金の限度額…４０万円（無利子）
返済方法…貸付を受けた翌月から毎月１万円

雨水貯留施設設置費の
補助制度

既存浄化槽（単独・合併浄化槽）の改造
補助額…８万円

市販の雨水貯留槽の設置
補助額…費用の２分の１以内（限度額２万5千円）

　公共下水道は、衛生的なまちづくりに欠かせない施設です。
　公共下水道が整備されると、清潔で快適な水洗トイレが使えるよ
うになり、蚊やハエの発生しにくい、住みよいきれいなまちになり
ます。
　令和４年４月１日現在、公共下水道を使用できる区域は約８６５ヘクタ
ール、下水道普及率は約７９パーセントになりました。

物下水道課☎奮４２２

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～
・�１月１０日、八潮メセナで、令和４年八潮
市成人式を３部に分けて開催し、合計
5８４人が参加
・�１月１８日、八潮市学校給食ビジョン策定
支援業務の委託契約を締結
・�２月３日、令和４年度から令和5年度までの小・中学校の学校給食事
業において、安全安心な学校給食品を購入するため、公募型プロ
ポーザルを実施し、２月１０日に優先交渉権者を決定
健康福祉・子育て～誰もがいきいきと暮らせるまち～
・�２月１８日、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金に係る確
認関係書類を非課税世帯７，２９３世帯に送付し、受付を開始
・�新型コロナウイルスワクチン接種について、２回の接種を終了し
た方に、１２月から３回目の追加接種を開始

　令和４年第１回市議会定例会が２月２８日から３月１８日まで開催され、
市長が開会初日に施政方針および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
〈主な事業〉

成人式

協定締結式
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太陽光発電システムなどの太陽光発電システムなどの
設置費用を補助設置費用を補助

計画の策定計画の策定

　再生可能エネルギーなどの利用促進を図り、地球温暖化防止
対策を推進するため、対象設備を設置する方に対し補助金を交
付します。令和４年度からは補助対象設備を拡充し、事業者も
対象になりました。

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の策定
　市の最上位計画である「第５次八潮市総合計画」における基
本計画について、社会経済状況の変化等に的確に対応していく
ため、一部改定しました。
　また、「第２期八潮市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を「第
５次八潮市総合計画」に統合して策定しました。

物企画経営課☎奮２２７

覆市民または市内に事業所を有する事業者で、４月１日から令和
５年３月２０日までに交付要綱に適合する対象設備を新規に設置し
た方で、太陽光発電設備においては、特定契約を締結した方

物環境リサイクル課☎奮３３８

◆補助対象設備および補助金額
事業者用
太陽光発電設備 １件につき１５万円（３．５キロワット以上）
蓄電池 １件につき５万円（４．０キロワット以上）

住宅用

太陽光発電設備 １件につき３万円（１キロワット以上１０キ
ロワット未満）

家庭用燃料電池コージェ
ネレーションシステム（エ
ネファーム）

１件につき１万円

自然冷媒ヒートポンプ給
湯器（エコキュート） １件につき１万円

蓄電池 １件につき５万円
電気自動車充給電設備 １件につき５万円

仏令和５年３月２２日までに、所定の申請用紙（環境リサイクル課
または市ホームページで入手）に添付書類を添えて環境リサイ
クル課窓口へ（郵送不可）※予算枠に達し次第締め切り
※申請は、工事完了後に受け付けします。手続代行者による複
数の同時申請はできません（１人１件まで）。※詳しくは、市ホームページなどをご覧ください。

八潮市シティセールスプランの改定
　本市のシティセールスの方向性を示す「八潮市シティセール
スプラン」について、今後もシティセールスを推進する必要が
あることから、現プランの一部を改定し、計画期間を延長する
こととしました。

物秘書広報課☎奮４２３

第２期八潮市教育計画「はばたき」の策定
　市教育委員会では、令和４年度から令和７年度までの４年間を
計画期間とする「第２期八潮市教育計画「はばたき」」を策定し
ました。計画では、基本理念を「明日の八潮を担う人づくり」
と定め、取り組みます。

物教育総務課☎奮３６１

八潮市都市計画道路網構想の改定
　社会経済情勢や環境の変化などを踏まえ、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」の改定を行いま
した。

物都市計画課☎奮２７０

① 緊急時通報システム ② 救急医療情報キット配布 ③ 徘徊高齢者家族支援サービス

―①～⑩共通―
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。⑥⑦は７月から、本人が住民税非課税で

あることを対象要件とします。
　各種サービスには、対象要件があります。詳しい内容は、長寿
介護課へお問い合わせください。

高齢者在宅福祉生活支援サービス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

　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。緊急時にボタン
を押すと、消防署に通報が入ります。
沸機器の貸与は無料※回線使用料などは
利用者負担。

④ 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、転倒防止器具などを取り付
けします。
沸無料

⑥ �紙おむつの給付 
サービス

　月１回、必要とする紙おむ
つ１種類を決められた枚数分
自宅へ届けます。
沸無料

⑦ 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

⑧ 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～全額負担の７階層

⑨ 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。

⑩ 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３万円を限度として助成します。

　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

⑤ 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。

●発信装置による位置探索システム
　位置探知システムを活用して、徘徊高齢者の
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。
●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活
用し、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。
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人権 そ れ は人権 そ れ は 愛
えせ同和行為を排除しましょう
� ―埼葛えせ同和行為対策強化月間―

　本市を含む埼葛１２市町では、毎年４月を「埼葛えせ同和行為対
策強化月間」と定め、同和問題の正しい理解の妨げとなっている
「えせ同和行為」の排除を呼びかけています。

狂犬病予防集合注射のお知らせ狂犬病予防集合注射のお知らせ

「えせ同和行為」とは
　同和問題の解決を口実に、個人、企業、行政機関などに対して
「図書等物品購入の強要」や「寄附金・賛助金の強要」など、不
法・不当な行為や要求をすることです。
　このような行為は、要求を受けた人が被害に遭うだけでなく、
同和問題に対する誤った認識を植えつけ、新たな偏見や差別意識
を生む要因となり、同和問題解決の大きな阻害要因となる許され
ない行為です。
えせ同和行為は断固拒否しましょう
　えせ同和行為の要求に応じる必要はありません。その場しのぎ
の安易な対応は、かえって相手につけ込まれます。終始、き然と
した態度で断固拒否し、えせ同和行為を排除しましょう。
同和問題（部落差別）に関する正しい理解を深めましょう
　同和問題とは、同和地区（被差別部落）に「住んでいる」ある
いは「生まれた」ということを理由とした不合理な偏見により、
結婚や就職、日常生活などの面で差別を受け、基本的人権が侵害
されるという、日本の歴史の中で生み出され、現在もなお存在す
る我が国固有の重大な人権問題です。埼葛１２市
町では「部落差別の解消の推進に関する法律」
を踏まえ、同和問題の正しい理解が図られるよ
う、人権教育・啓発活動を推進しています。 法務省：えせ同和行

為を排除するために

物人権・男女共同参画課☎奮８１１

監査委員の選任
村
むら

川
かわ

　大
たい

志
し

　氏� （任期　令和４年４月１日～令和８年３月３１日）

教育委員会委員の任命
髙
たか

橋
はし

　洋
よう

一
いち

　氏� （任期　令和４年４月１日～令和８年３月３１日）

固定資産評価審査委員会委員の選任
坂
さか

橋
はし

　千
ち

尋
ひろ

　氏� （任期　令和４年４月１日～令和７年３月３１日）

物監査委員事務局☎奮２９４

物教育総務課☎奮３６１

物納税課☎奮３３１

　狂犬病予防注射集合接種を実施します（雨天決行）。すべて
の犬は、年１回狂犬病予防注射を受けることが義務づけられて
います。集合注射に来られない方は、動物病院で必ず予防注射
を受けさせてください。

沸３，５００円（注射料金２，９５０円、注射済票交付手数料５５０円）新規
登録の犬は、別途３，０００円の登録料が必要。
※�つり銭のないように、用意をお願いし
ます。

※�犬の登録は、狂犬病予防集合注射の会
場または環境リサイクル課で行うこと
ができます。また、登録している犬が
死亡した場合は、環境リサイクル課へ
連絡してください。

時間
実施日 午前１０時～１１時３０分 午後１時～２時３０分

４月１４日㈭ リサイクルプラザ
南側駐車場

やしお生涯楽習館
南側駐車場

４月１５日㈮ 文化スポーツセンター
駐車場 ゆまにて駐車場

４月１８日㈪ やしお駅前公園
南側スペース（＊） やしお生涯楽習館

南側駐車場４月２５日㈪ 古新田保育所西側（＊）
４月２６日㈫ 大曽根西中央公園（＊） 資料館駐車場

（＊）の注射会場には十分な駐車スペースがありませんので、車で
の来場はご遠慮ください。

物環境リサイクル課☎奮２３５

案内案内
西袋上馬場土地区画整
理審議会委員選挙

●選挙人名簿縦覧
腹４月１４日㈭～２７日㈬（土・日曜
日を含む）午前８時３０分～午後５
時１５分
複区画整理課
物区画整理課☎奮４６２

臨時休館
●八潮メセナおよび八潮メセナ
・アネックス
腹５月３日㈷～５日㈷
物八潮メセナ☎９９８－２５００
●やしお生涯楽習館
腹５月３日㈷～５日㈷

物やしお生涯楽習館☎９９４－
１０００

東京葛西用水路、八条
用水路の通水
　田植えの準備のため、通水し
ます。幼児や児童が水路に近づ
かないよう、ご注意ください。
腹４月２６日㈫　午前９時～
物都市農業課☎奮２９９

避難所（八幡公民館）と
しての使用再開
　避難所としての使用を休止し
ていた八幡公民館は、改修工事
が完了したため、災害時の指定
避難所として使用を再開しまし
た。
　今後も平時より災害に備え、
市ホームページやハザードマッ
プなどにより、防災情報の確認

をお願いします。
物危機管理防災課☎奮３０５

新型コロナウイルス総
合相談窓口専用ダイヤ
ルの終了
　新型コロナウイルス対策課が
保健センターに移転したことに
伴い、当ダイヤルは３月３１日を
もって終了しました。
　新型コロナウイルス感染症に
ついての一般的な相談は、新型

コロナウイルス感染症県民サポ
ートセンター（☎０５７０－７８３
－７７０）または新型コロナウイ
ルス対策課へお問い合わせくだ
さい。
物新型コロナウイルス対策課☎
９９５－３３８１

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６月３０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

　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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事業者向け補助制度事業者向け補助制度
　市では、商業・工業振興施策として、費用を助成するさまざま
な制度を実施しています。

【補助制度】
①展示会等出展費用補助制度
　市内の中小企業者の方が、市外の工業の展示会・見本市に出展
するための費用
②試験機関利用補助制度
　市内の中小企業者の方が、新製品・新技術の開発などのため、
試験機関の設備を使用または試験を依頼した費用
③工業活性化推進事業補助制度
　市内工業の活性化および振興を図るため、市内の工業団体が共
同で行う経営改善などの事業の実施に対する経費
④新商品開発支援事業補助制度
　個性と魅力ある個店や商店街づくりを通した商業活性化を目的
として行う新商品開発の費用

物商工観光課☎奮４７９

―①～④共通―� �
仏令和５年３月１０日までに、所定の申請用紙（商工観光課または市
ホームページで入手）などを商工観光課窓口へ（郵送不可）※予
算枠に達し次第締め切り� �
※国、地方公共団体などから同様の補助金を受ける場合は、その
補助金の額を控除した額。� �
　補助金額など、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。

【利子補給金】
令和４年度利子補給金
　新型コロナウイルス感染症による経済の低迷などに伴い、経営
に大きな影響を受けている市内事業者を支援するため、「中小企
業小口資金融資」「商工業近代化資金融資」制度を利用している
全借入者を対象に、令和４年中に支払った利子額の全額を昨年度
に引き続き補助します。

おしらせ コーナーおしらせＨＯＴコーナー
みずほ銀行における窓
口納付の取り扱い

　八潮市に納める市税などは、
令和５年４月１日から、みずほ銀
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（口座振替による市税
などの納付は、今までどおり継
続）。
物会計課☎奮２０１

協働のまちづくり推進
事業助成金

　市のまちづくりの課題に取り
組む事業に対して助成します。
覆▼市内に事務所または活動場
所を有すること▼構成員が５人
以上で、半数以上が市内に在住
・在勤・在学していることなど
の要件に該当する団体
助成額　①発足３年以上の団体
＝限度額１０万円（対象経費の３
分の２以内）※昨年度交付団体
は申請不可②発足３年未満の団
体＝限度額５万円
仏５月１０日までに申請書類（市
民協働推進課または市ホームペ
ージで入手）を市民協働推進課
（☎奮３２８）窓口へ

無料法律相談会
腹５月１０日㈫　午後１時３０分～４
時（１人３０分以内）
複草加市立中央公民館
淵弁護士による法律相談※事前
予約制（申込順）
仏４月２０日から、埼玉弁護士会
越谷支部（☎９６２－１１８８〈受
付＝月～金曜日　午前１０時～午
後４時３０分〉）へ

募集募集
八潮市社会教育審議会委員
任期　６月１日～令和６年５月３１日
（２年間）
覆令和４年４月１日現在、市内に１
年以上在住している１８歳以上で、
平日の昼間に開催する会議（年
３回程度開催予定）に出席でき
る方※市議会議員、市職員（常
勤）、公募による本市の附属機
関の委員を除く
淵社会教育事業に関する事項を
調査審議する
払３人（書類審査により選考）
報酬　市の規定により支給
仏４月２６日（必着）までに、応
募用紙（社会教育課または市ホ
ームページで入手）を、窓口、
郵送または電子メールで社会教
育課（☎奮３９２、墳ｓｈａｋａｉｋｙｏ
ｉｋｕ＠ｃｉｔｙ．ｙａｓｈｉｏ．ｌｇ．ｊｐ）へ

八潮市自治基本条例検
証委員会
任期　委嘱の日から２年間
覆令和４年４月１日現在、市内に１
年以上在住している１８歳以上で、
本市の自治の推進に関心があり、
平日の昼間に開催する会議に出
席できる方※市議会議員、市職
員、公募による本市の附属機関
の委員を除く
淵自治基本条例の検証に関する
事項の審議など（年５回程度）
払５人（書類審査により選考）
報酬　市の規定により支給
仏５月１０日（必着）までに、応
募用紙（市民協働推進課または

市ホームページで入手）に応募
動機と作文（これからのまちづ
くりと市民の役割について４００字
程度）を記入し、窓口、郵送、ファ
クスまたは電子メールで市民協
働推進課（☎奮４６５、墳ｓｈｉｍｉｎ
ｋｙｏｄｏ＠ｃｉｔｙ．ｙａｓｈｉｏ．ｌｇ．ｊｐ）へ

八潮市国際交流事業実
行委員

任期　６月上旬～令和５年３月３１日
覆国際交流に興味関心のある方
（外国籍の方も歓迎）
淵国際交流イベント（秋ごろ開
催予定）の企画・運営
仏５月１３日までに、申込用紙（市
内公共施設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、八潮
市国際交流事業実行委員会事務
局（市民協働推進課内☎奮４６５、
墳ｓｈｉｍｉｎｋｙｏｄｏ＠ｃｉｔｙ．ｙａｓｈｉｏ．
ｌｇ．ｊｐ）へ

投票立会人候補者登録
　令和４年度（令和５年３月３１日
まで）に行われる選挙の投票立
会人候補者を募集します。
　登録された方には、選挙が行
われる時に事前に都合を伺いま
す。
※登録された方すべてが、必ず
投票立会人に選任されるもので
はありません。
覆次のすべての要件を満たす方
▼令和４年４月１日現在、市内に３
カ月以上在住している１８歳から
２９歳までの日本国民の方で、引
き続き市内に在住している方▼
選挙時に八潮市の選挙人名簿に
登録されている方▼投票日の午
前７時から午後８時までの間、各

投票区の有権者の代表として投
票の公正を確保するため、投票
手続きのすべてに立ち会える方
報酬　１７，５００円（１回）
仏５月９日までに、住所、氏名、
生年月日、電話番号を記入し、
窓口、郵送、ファクスまたは電
子メールで選挙管理委員会（☎
奮２６４、墳ｓｅｎｋａｎ＠ｃｉｔｙ．ｙａｓｈ
ｉｏ．ｌｇ．ｊｐ）へ

八潮市指定地域密着型
サービス事業者（小規
模多機能型居宅介護）
　八潮市指定地域密着型サービ
ス事業者を募集します。
仏市ホームページ「令和４年度
募集八潮市指定地域密着型サー
ビス事業所開設事業者募集要
項」をご覧のうえ、令和５年３月
３１日までに、必要書類を長寿介
護課（☎奮４４７）へ

市民活動・ボランティ
ア活動情報公開一覧掲
載団体
　令和４年度版冊子に新規に掲
載する団体を募集します。
覆市内でボランティア活動、趣
味活動、市民活動、当事者活動、
ＮＰＯ活動、社会貢献活動など
をしている団体や個人、市内で
ボランティアを受け入れている
施設など
仏５月３０日までに、「市民活動・
ボランティア活動情報カード」
（やしお生涯楽習館、八潮市社
会福祉協議会または市ホームペ
ージで入手）をやしお生涯楽習
館（☎９９４－１０００）または八潮
市社会福祉協議会窓口（☎９９５
－３６３６）へ
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