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● 今月の主な内容 ● ２面：水害からの避難／３面：後期高齢者医療保険料の改定／４面：子育て世帯生活支援特別給付金

人口…92,036人（−6人）　　　男…4７,７59人（＋23人）　　　女…44,2７７人（−29人）
世帯…44,７18世帯（＋55世帯）　令和４年（2022年）5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。

　５月２８日㈯、フレスポ八潮イベント広場で、
「やしお枝豆ヌーヴォー祭」が開催されました。
八潮産採れたての枝豆や、枝豆加工品の販売
などが行われ、多くの来場者でにぎわいました。
　６月１９日㈰には、「やしお枝豆大感謝祭」が
行われます。ぜひお越しください。

物都市農業課☎奮２９９

やしお枝豆大感謝祭
腹６月１９日㈰　午後３時～７時
複フレスポ八潮１階駐車場（つくばエク
スプレス八潮駅北口）
淵八潮産枝豆の販売、枝豆関連加工品販売、市内農産物即売会、
商工会特産品推奨品即売会など
物やしお枝豆まつり実行委員会（八潮市商工会）☎９９６－１９２６

やしおの枝豆
　枝豆は未成熟の大豆を収穫したもので、広く親しまれている
夏野菜の一つです。主に「青豆」、「茶豆」
に分類され、市内でも数種類の品種が
栽培されています。ビタミンＡ、ビタミ
ンＢ１、ビタミンＣや良質なたんぱく質
を多く含み、栄養価の高い野菜です。

やしお枝豆ヌーヴォー祭

新型コロナウイルスワクチンの４回目接種についてお知らせします。 物保健センター☎９９５－３３８１
接種対象者　３回目接種を受け、次の①または②に該当する方
①６０歳以上の方
②１８歳から５９歳までの基礎疾患がある方、その他重症化リスク
が高いと医師が認める方（該当する範囲は、市ホームページを
ご覧ください）
※②に該当し接種を希望する方は、電子申請・届出サービス、コールセンタ
ーまたは保健センター窓口で接種券（クーポン券）の発行申請が必要です。
接種可能日　�３回目接種日の５カ月後の同日（同日がない場合は、翌月の１日）

から
接種券の発送　�２月１５日までに３回目接種を受けた６０歳以上の方には発送済み。

今後も３回目接種日に応じて順次発送。
ワクチンの種類　ファイザー社製または武田／モデルナ社製

接種券（クーポン券）が届いたら、予約ができます。

予約はこちらから
・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
※保健センターでは、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、ご利用く
ださい。

新型コロナウイルスワクチン接種

電子申請・
届出サービス

八潮市専用
予約サイト

イベント会場の様子

八潮の枝豆「解禁宣言」
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水害からの避難

木造住宅耐震診断 
・耐震改修補助金

〈対象となる建物〉
　昭和５６年５月３１日以前に建てられた木造
在来工法の２階建て以下の一戸建て住宅ま
たは、併用住宅（延べ面積の２分の１以上が
住宅のもの）
〈補助額〉
■耐震診断
耐震診断に要した費用の２分の１に相当する
額（上限５万円）
■耐震改修
①耐震改修工事に要した費用の２３パーセン
トに相当する額（上限２５万円）
②補助金対象者が６５歳以上であり、耐震改
修工事に要した費用が３０万円を超える場合
には、①に１５万円を加算

　梅雨の末期は梅雨前線の停滞などにより、集中豪雨が発生しやすい時期となります。一度発生すると、道路冠水や低い土地での浸水、
河川の増水やはん濫など、水害が発生する危険性が高まります。水害から身を守るための安全な避難について考えてみましょう。

物危機管理防災課☎奮３３９

　河川の増水やはん濫は、地震などと異なり、時間の経過によりそ
の危険度は変化します。洪水発生の危険性が高まった際は、市から、
５段階の「警戒レベル」（右図参照）により、避難などを呼びかけま
す。

木造住宅耐震診断・耐震改修補助金などの支援制度
　住宅の耐震化の支援として、無料簡易耐震診断や補助金交付制度があります。また、地震被害によるブロック塀等の倒壊を防止するため
の補助金や地震などの災害に強く、防犯や景観面にも優れている生垣の設置奨励金も実施しています。

物開発建築課☎奮４６８、（生垣設置奨励金）公園みどり課☎奮３２１

危険ブロック塀等撤去 
改修補助金

〈対象となる危険ブロック塀等〉
　公道に面した高さが１．２メートルを超え
るコンクリートブロック造または組

そ

積
せき

造
ぞう

の
塀で地震により倒壊するおそれがあると認
められるもの
〈補助額〉
■撤去工事…撤去工事費用の２分の１または
１万円／メートルのいずれか少ない額（上
限１０万円）
■改修工事…改修工事費用の２分の１または
２万円／メートルのいずれか少ない額（上
限２０万円）

生垣設置奨励金
〈対象となる生垣〉
　高さ０．９メートル以上、延長３メートル以
上などの生垣で道路（幅員４メートル以上、
私道を含む）に面しているもの
〈奨励額〉
１メートルあたり２,０００円（上限３万円）

　必ずしも避難所に行くことだけが避難ではありません。自宅の２
階以上や親類・知人宅など、浸水が想定される深さよりも高い場所
で安全を確保することもできます。ただし、これらの方法により安
全が確保できない場合には、避難所への避難をお願いします。
　災害が発生またはその危険性が高まった際、市では避難情報を発
令し、避難所を開設します。開設を行う避難所については、市ホー
ムページおよびやしお840メール配信サービスでお知らせします。
　なお、避難所として指定されていない市内公共施設（八潮メセナ、
文化スポーツセンター、やしお生涯楽習館、ゆまにて、エイトアリ
ーナ、リサイクルプラザ、老人福祉センターすえひろ荘など）には
避難することができません。

　自宅やその周辺において、「どの程度、浸水のリス
クが想定されるか」については、洪水地震ハザードマ
ップにより確認することができます。お手元にない場
合は危機管理防災課で配布しています。また、市ホー
ムページからダウンロードできます。

ハザードマップ
２次元コード 災害発生の危険度

警戒
レベル

心構えを
高める

避難行動を
確認

危険な場所
から

高齢者等
は避難

全員避難

危険な場所
から

警戒レベル５は
既に災害が発生・切迫している状況です

出典：政府広報オンライン

５段階の「警戒レベル」

低

高

無料簡易耐震診断
市による

簡易な無料診断

補助金交付制度

詳細な耐震診断
（耐震診断補助）

耐震改修工事
（耐震改修補助）

地震に強い家

もっと詳しく
知りたい

昭和56年5月31日
以前に建築された
もの

総合評価1.0未満
であるもの

総合評価1.0以上
になるよう補強

耐震診断・耐震改修の流れ

　詳しくは、パンフレット（開発建築課または公園みどり課で配布）または市ホームペ
ージをご覧ください。
※補助金、奨励金を申請する方は、工事などの着手前に必ず相談をしてください。

地域の浸水リスクを知る

時間の経過により危険度は変化する

状況に応じた避難先の決定
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　令和３年度の情報公開制度・個人情報保護制度の実施状況につい
てお知らせします。

　後期高齢者医療保険料は、今後２年間の費用と収入を見込んで２年ごとに見直しされています。令和４年度から、次のとおり後期高齢者医
療保険料が改定されましたのでお知らせします。

　保険料の年間上限額は、６４万円から６６万円に、均等割額は４１，７００
円から４４，１７０円、所得割率は７．９６パーセントから８．３８パーセントに
引き上げられました。

後期高齢者医療保険料の改定

均等割額軽減割合 令和３年度

７割軽減 １2，5１０円/年

5割軽減 2０，８5０円/年

2割軽減 ３３，３６０円/年

＜保険料の計算方法＞

＜均等割額の軽減＞

所得段階 内　容 介護保険料年額

第１段階
・生活保護を受給している方
・�世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所
得金額＋課税年金収入額が８０万円以下の
方等

１７，６４０円
(基準額×０．３０)

第2段階
・�世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所
得金額＋課税年金収入額が８０万円超１2０万
円以下の方

2９，４００円
(基準額×０．5０)

第３段階
・�世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所
得金額＋課税年金収入額が１2０万円を超え
る方

４１，１６０円
(基準額×０．７０)

第４段階
・�世帯の誰かに住民税が課税されているが、
本人は住民税非課税で、前年の合計所得金
額＋課税年金収入額が８０万円以下の方

52，９2０円
(基準額×０．９０)

第5段階
・�世帯の誰かに住民税が課税されているが、
本人は住民税非課税で、前年の合計所得金
額＋課税年金収入額が８０万円を超える方

5８，８００円
(基準額)

第６段階 ・�本人が住民税課税で、前年の合計所得金額
が１2０万円未満の方

７０，5６０円
(基準額×１．2０)

第７段階 ・�本人が住民税課税で、前年の合計所得金額
が１2０万円以上2１０万円未満の方

７６，４４０円
(基準額×１．３０)

第８段階 ・�本人が住民税課税で、前年の合計所得金額
が2１０万円以上３2０万円未満の方

８８，2００円
(基準額×１．5０)

第９段階 ・�本人が住民税課税で、前年の合計所得金額
が３2０万円以上４００万円未満の方

９９，９６０円
(基準額×１．７０)

第１０段階 ・�本人が住民税課税で、前年の合計所得金額
が４００万円以上5００万円未満の方

１０5，８４０円
(基準額×１．８０)

第１１段階 ・�本人が住民税課税で、前年の合計所得金額
が5００万円以上６００万円未満の方

１１１，７2０円
(基準額×１．９０)

第１2段階 ・�本人が住民税課税で、前年の合計所得金額
が６００万円以上の方

１１７，６００円
(基準額×2．０)

情報公開制度の実施状況（表１）
　情報公開制度は、市が持っている情報を市民の皆さんの求めに応
じて公開するものです。
請求　�市内に在住・在勤・在学の方または市内に事務所・事業所を

有する個人および法人その他の団体の方が情報の公開を請求
する場合

申出　�「請求」以外の方が情報の公開を求める場合や公文書公開条
例施行日（平成６年４月１日）前に市が作成・取得した情報の
公開を求める場合

個人情報保護制度の実施状況（表２）
　個人情報保護制度は、「本人の請求に応じてその自己情報を開示

表１　請求・申出の受付件数および処理件数

区　分 受付件数 処理件数
公　開　決　定 非公開

決　定
取り下げ
など公　　開 部分公開

請　求 ３６件 ３5件 2１件 １１件 ３件 １件

申　出 2７件 25件 １６件 ６件 ３件 2件

合　計 ６３件 ６０件 ３７件 １７件 ６件 ３件

　保険料率の改定に伴い、以下のとおり均等割額の軽減後の保険料
も変更されます。

令和４年度

１３，25０円/年

22，０８０円/年

３5，３３０円/年
＝

年間保険料
[ 上限 66万円 ]

均等割額

44,170 円 ＋

所得割額

（前年の総所得金額等
　－基礎控除額 43万円 ） × 

所得割率
8.38%

　介護保険制度は介護が必要な状態にある高齢者とその家族を社会
全体で支える社会保険制度です。 物長寿介護課☎奮４４３

物国保年金課☎奮834、埼玉県後期高齢者医療広域連合☎048－833－3120

物総務人事課☎奮２３０

＜介護保険のしくみ＞

＜６５歳以上の方の介護保険料の算定の方法＞
　６5歳以上の方の介護保険料は、介護サービス費用がまかなえるよ
うに算出された「基準額」をもとに決まります。

　介護保険は、国・県・市
が負担する「公費」と、皆
さんが納める「介護保険料」
を財源として運営していま
す。この制度は、それぞれ
が負担しあい、社会全体で
制度を支えるしくみになっ
ています。

〇基準額の決まり方

　市では、この介護保険料の「基準額」をもとに、本人と世帯の住
民税の課税状況や所得に応じた負担になるように、１2段階に分けて
設定しています（右表参照）。
※４０歳から６４歳までの方の介護保険料は、加入している医療保険の

表２　開示受付件数および処理件数
区　　分 受付件数 処理件数 開　　示 部分開示 不開示 取り下げ

など

開示請求 ３９件 ３９件 2６件 １2件 １件 ０件

※訂正・利用停止請求はありませんでした。

情報公開制度・個人情報保護制度

算定方式を基本として決められています。
※災害などの特別な事情がある場合、保険料が減免される可能性が
ありますので、事前にご相談ください。

・訂正・利用を停止すること」「市が保有している個人情報を適正
に取り扱うこと」を定めた制度です。

　請求・申出・開示請求の内容など詳しくは、市ホームページをご
覧ください。

＜介護保険料表＞
◎介護保険料の個別通知書は、６月中旬に郵送します。

介護保険制度のお知らせ

八潮市で必要な
介護サービスの
総費用

６5歳以上の方の
負担分2３％

八潮市に住む
６5歳以上の
方の人数

八潮市の
保険料の基準額
5８，８００円
（年額）

× ÷ =
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令和３年度 下半期財政状況の公表令和３年度 下半期財政状況の公表
物財政課☎奮３０６

166億5,786万3千円 178億7,375万6千円
170億9,331万5千円(102.6%)

115億2,189万円
89億7,802万8千円(77.9%)

33億5,120万円
5億2,100万円(15.5%)

20億8,981万2千円
20億8,981万3千円(100%)

20億6,983万9千円
15億9,555万5千円(77.1%)

18億3,500万円
21億390万8千円(114.7%)

15億9,287万7千円
12億9,607万1千円(81.4%)

7億8,633万2千円
7億8,369万7千円(99.7%)

4億1,216万8千円
4億9,604万4千円(120.3%)

11億3,848万円
13億4,765万5千円(118.4%)

市　　　税

そ　の　他そ　の　他

地方交付税

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

土　木　費

総　務　費

衛　生　費

教　育　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

市税の内訳（収入済額）
固定資産税　79億5,383万円
市民税　　　70億4,541万7千円
都市計画税　11億447万円
市たばこ税　　8億4,176万4千円
軽自動車税　　1億4,783万4千円

（　　）内の％は予算現額に対する収入率

予算現額
支出済額

（　　）内の％は予算現額に対する執行率
1億2,417万円(65.2%)

150億8,658万1千円(84.4%)

60億2,335万1千円
41億7,263万4千円(69.3%)

54億3,021万4千円
48億6,196万6千円(89.5%)

37億8,487万7千円
22億1,446万2千円(58.5%)

36億1,031万2千円
29億9,932万7千円(83.1%)
26億2,748万7千円
26億2,648万6千円(99.9%)

10億3,487万7千円
10億3,487万7千円(100%)
6億3,209万4千円
3億8,402万5千円(60.8%)
2億4,794万3千円
2億3,708万1千円(95.6%)
1億9,055万円

●一般会計の予算執行状況の内訳� 令和4年3月31日現在

●一般会計および特別会計の予算執行状況� 令和4年3月31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 41,455,461 36,305,086 87.6
33,741,609 81.4

国 民 健 康 保 険 8,898,956 8,535,693 95.9
8,350,499 93.8

稲 荷 伊 草 第 二�
土 地 区 画 整 理 事 業 261,983 391,927 149.6

210,602 80.4
鶴 ヶ 曽 根・ 二 丁 目�
土 地 区 画 整 理 事 業 195,993 158,946 81.1

37,646 19.2
大 瀬 古 新 田�
土 地 区 画 整 理 事 業 804,644 721,229 89.6

442,878 55.0
西 袋 上 馬 場�
土 地 区 画 整 理 事 業 1,015,280 889,890 87.6

680,679 67.0
八潮南部東一体型特定�
土 地 区 画 整 理 事 業 1,590,130 1,326,693 83.4

1,138,809 71.6
介 護 保 険 5,975,264 5,734,223 96.0

5,084,327 85.1
後 期 高 齢 者 医 療 1,080,461 1,040,173 96.3

983,597 91.0

●企業会計の予算執行状況� 令和4年3月31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� �2,221,242� 101.5

収 益 的 支 出 �1,920,442� �1,795,628� 93.5

資 本 的 収 入 �487,781� �448,678� 92.0

資 本 的 支 出 �1,319,344� �1,095,376� 83.0

<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 �2,892,432� �2,892,520� 100.0

収 益 的 支 出 �2,607,397� �2,529,489� 97.0

資 本 的 収 入 �3,815,069� �3,361,581� 88.1

資 本 的 支 出 �4,500,995� �3,982,910� 88.5

　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。

ひとり親世帯 その他世帯
①令和4年4月分児童
扶養手当受給者

②公的年金給付等受
給者

③新型コロナウイルス感染症
の影響を受けた家計急変者

④令和4年度住民税非
課税の子育て世帯（①
～③を除く）

⑤新型コロナウイルス感染症の影響を
受けた家計急変者（④を除く）

給付
対象者

令和4年4月分の児童
扶養手当を受給して
いる方（全額支給停
止者を除く）

令和4年4月分の児童
扶養手当の支給が、
公的年金給付などを
受給していることに
より、全額支給停止
となっている方

新型コロナウイルス感染症の
影響を受けて家計が急変する
など、収入が児童扶養手当を
受給している方と同じ水準と
なっている方

令和4年4月分の児童手
当または特別児童扶養
手当を受給している方
で、令和4年度分の住民
税均等割が非課税の方

令和4年3月31日時点で18歳未満の児童
（障がい児の場合は20歳未満）の児童を
養育する父母などで、令和4年度分の住
民税均等割が非課税または新型コロナ
ウイルス感染症の影響を受けて家計が
急変するなど、住民税均等割が非課税
相当の収入となった方

給付額 児童1人あたり　50,000円

給付方法
および
給付日

申請不要。
児童扶養手当登録銀
行口座などへ6月29
日に振り込み（「給付
金のお知らせ」6月17
日に発送）
※受給を拒否する方
のみ届け出が必要

7月1日から令和5年2月28日までに、申請書（子育て
支援課または市ホームページで入手）を、窓口また
は郵送で子育て支援課へ

↓
審査後、申請書に記載されている口座などへ申請月
の翌月25日に振り込み

申請不要。
児童手当登録銀行口座
などへ6月29日に振り
込み（「給付金のお知ら
せ」6月17日に発送）
※受給を拒否する方の
み届け出が必要

7月1日から令和5年2月28日までに、申
請書（子育て支援課または市ホームペ
ージで入手）を、窓口または郵送で子育
て支援課へ

↓
審査後、申請書に記載されている口座
などへ申請月の翌月25日に振り込み

子育て世帯生活支援特別給付金子育て世帯生活支援特別給付金 　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
の生活を支援するため、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。

物子育て支援課☎奮2０9



（5）広報 No.85９ 令和４年（２０２２年）６月1０日

人権 そ れ は人権 そ れ は 愛
無戸籍の問題について
� ～無戸籍者について知っていますか～

物社会教育課☎奮３６５、人権・男女共同参画課☎奮８１１

　戸籍とは、人の出生から死亡に至るまでの親族関係を登録公
証するもので、日本国民について編製され、日本国籍を公証す
る唯一の制度です。
　日本では子どもを出産した場合、法律に基づいた届け出を行
うことにより、その子どもが戸籍に記載される規定となってい
ます。しかしながら、何らかの理由により出生の届け出が行わ
れない場合、戸籍に記載されない無戸籍者となってしまいます。
このことにより、住民票も作成されず、教育や行政サービスが
十分に受けられない、住む場所や就労の機会を失うなど、社会
生活上のさまざまな不利益が生じ、深刻な問題となっています。
　無戸籍者となる原因の多くが、国において法改正の議論が進
められている「離婚後３００日問題」にあります。現在の民法では、
離婚後３００日以内に生まれた子どもは前夫の子と推定されます。
子が別の男性との間の子どもであっても前夫の子として戸籍に
記載されます。そのことで、前夫の子どもと推定されることを
避けるためや、ＤＶ（ドメスティックバイオレンス）などによ
り前夫に子どもの存在を知られたくないなどの理由により、出
生届の提出をためらう人がいることがわかっています。
　あなたの周りに、戸籍や住民票がなく、学校へ進学できない、
健康保険への加入ができないなどの社会生活が困難なことに悩
んでいる人はいませんか。
　全国の法務局・地方法務局およびその支局または市区町村の
戸籍窓口では、無戸籍解消のための相談を受け付けています。

八潮市住宅改修資金補助金八潮市住宅改修資金補助金

　市内に本店などのある施工業者を利用し、お住まいの住宅改
修工事をする方にその費用の一部を補助します。

物商工観光課☎奮４７９
覆次の申込資格をすべて満たしている方
▼申込日現在、市内に１年以上住民登録している方▼申込日現
在において市税の滞納のない方▼対象工事が、市で実施してい
る同様の補助制度を受けていない方▼過去に同じ住宅で、この
補助金を受けていない方

対象住宅　申込資格を満たしている方が所有し居住している個
人住宅で、市内にある住宅（集合住宅は個人の専用部分）。

対象工事
▼市内に本店など（法人における本社または個人事業主の場合
は市内に住所があること）を有する施工業者が行う、１０万円（税
別）以上のリフォーム工事▼補助金の交付が決定されてから着
工し、令和５年３月１６日までに完了する工事（すでに改修工事を
着工している方や、改修工事が完了している方は対象外）▼建
物の内外装の改修および修繕、建物の増改築など

補助金の額　１０万円（税別）以上の工事で、工事額の３０パーセ
ント（１，０００円未満切り捨て）
※上限額１０万円、予算枠に達し次第締め切り

仏６月２１日から１２月２３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
※本人または同居の親族以外の方が申請書を提出するときは、
本人の委任状が必要です。

案内案内
八潮市議会定例会の傍聴

　令和４年第２回八潮市議会定例
会を６月１７日まで開会しています。
一般質問日＝６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

会議の開催
●八潮市立保健センター運営委
員会の傍聴
腹６月２８日㈫　午後１時３０分～２

時３０分
複保健センター
淵令和３年度保健センター事業
実績報告、令和４年度保健セン
ター事業計画について
払５人（当日先着順）
物健康増進課☎９９５－３３８１
●第１回八潮市社会教育審議会
の傍聴
腹６月３０日㈭　午後２時～
複りらーと八幡多目的室２
淵令和３年度社会教育事業報告
など
払５人（当日先着順）
物社会教育課☎奮３９２
●自治基本条例検証委員会の傍
聴
腹７月６日㈬　午後２時～４時
複市役所第２応接室
淵自治基本条例の検証について

払１０人（当日先着順）
物市民協働推進課☎奮４６５
●八潮市都市計画審議会の傍聴
腹７月７日㈭　午後２時～
複やしお生涯楽習館多目的ホー
ル
淵社会資本総合整備計画事後評
価書（案）について
払５人（当日先着順）
物都市計画課☎奮２７０

緊急地震速報訓練放送
　国から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、訓練放送を行います。
腹６月１５日㈬　午前１０時ごろ
淵チャイムの音に続いて、次の
放送が流れます。「こちらは、
防災やしおです」「ただ今から
訓練放送を行います」〈緊急地
震速報チャイム音〉「緊急地震
速報。大地震です。大地震です。
これは、訓練放送です（×３回）」

「こちらは、防災やしおです」「こ
れで、訓練放送を終わります」
※災害や天候などにより、訓練
を中止する場合があります。
物危機管理防災課☎奮３０５

ガーデンコミュニティ
制度
　ガーデンコミュニティ制度は、
農地をいかした緑豊かなまちづ
くりの推進を図るため、農地の
耕作、管理などを農地所有者と
市民などが協働で行うものです。
市では、農地の耕作、管理など
のサポートを希望する農地の所
有者と、農地管理に協力する農
園サポーターの登録者を募集し
ています。
　なお、登録後、農地所有者と
農園サポーターが協定を締結す
ると、農地所有者に対して助成
制度があります。
　詳しくは、都市農業課にお問
い合わせください。
物都市農業課☎奮２９９

　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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市職員採用試験および育児休業代替市職員採用試験および育児休業代替
任期付職員採用候補者登録試験任期付職員採用候補者登録試験

親子夏野菜旬採り合戦親子夏野菜旬採り合戦物総務人事課☎奮２３８

（２）育児休業代替任期付職員採用候補者登録試験
募集職種 募集人数 受験資格など

①一般事務 10人程度
高等学校卒業以上の学歴を有し、かつ、パ
ソコン操作（文書作成や表計算処理など）
および窓口対応や電話対応などができる方

②保育士 5人程度 保育士の資格を有する方
③保健師 3人程度 保健師の資格を有する方
腹７月1６日㈯
淵作文試験
登録時期　令和４年８月1日以降　
―⑴⑵共通―� �
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　７月４日まで� �
・郵送請求　６月２７日（消印有効）まで� �
　封筒の表面に⑴は「採用試験受験案内請求」⑵は「登録試験
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� �
　６月13日から７月４日（消印有効）までに、郵送で総務人事課
人事担当へ
※詳しくは、受験案内をご覧ください。

（１）市職員採用試験
募集職種 募集人数 受験資格など
①�精神保健
福祉士 1人 精神保健福祉士の資格を有し、昭和5７年４

月２日以降に生まれた方
②建築技師 1人 大学、短期大学、専修学校、高校を卒業し

た方で、昭和5７年４月２日以降に生まれた方③土木技師 3人
第１次試験
腹７月1６日㈯
淵①教養試験、論文試験および性格特性検査②③専門試験、論
文試験および性格特性検査
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
採用時期　令和４年10月1日以降

夏休み宿題大作戦！夏休み宿題大作戦！
①�自由研究のテーマにしてみよ
う「発電の仕組みと原発事故
・未来のエネルギーは」
腹７月２９日㈮　午後２時～４時
覆小学校5年生～中学生
②筆で字を書いてみよう（書道）
腹７月31日㈰　午前９時30分～11
時30分
覆小学校3～６年生
③�読書感想文の書き方（低学年
・中学年・高学年の部）
腹８月3日㈬～5日㈮　午前９時30
分～11時30分　

覆小学生（3日間すべて参加で
きる方）
④オリジナル貯金箱を作ろう
腹８月６日㈯・７日㈰　午前９時30
分～正午
覆小学生
沸1，000円（材料代）
⑤�楽しく好きなものを描いてみ
よう（絵）

腹８月1７日㈬・1８日㈭　午前９時
30分～11時30分
覆小学生

―共通―
払①～③⑤各10人④各15人（申し込み多数の場合、抽選）
複やしお生涯楽習館
仏チラシ（市内公共施設、（福）社会福祉協議会または市ホーム
ページで入手）をご覧のうえ、７月5日（必着）までに、往復はが
きでやしお生涯楽習館（〒３４０－０８０２鶴ケ曽根４２0－２）へ

物やしお生涯楽習館
☎99４-１０００

腹７月９日㈯　午前９時農園集合（小雨決行）
複やしお駅前公園西側農園（茜町1－２－5付近）
覆市内在住・在勤で小学生以下を含む親子
淵旬の地場野菜の収穫
払２5組（1組3人まで。申し込み多数の場合、抽選）
沸1組1，000円（保険料を含む）
仏６月1７日（消印有効）までに、往復はがきで八潮市園芸協会
旬採り合戦係（都市農業課内☎奮２９９）へ※はがきの記載事項
など詳しくは、市ホームページをご覧ください。

おしらせ コーナーおしらせＨＯＴコーナー
浄化槽補助制度

覆市内の市街化調整区域に自ら
居住している既存専用住宅で、
単独浄化槽またはくみ取り便槽
を合併浄化槽に転換する方（法
人は対象外）※令和5年3月1日
までに工事を完了するもの
補助限度額および定数
▼5人槽＝４30，000円（5基）▼７
人槽＝5２3，000円（４基）▼10人
槽＝６６８，000円（1基）※申請基
数が上限に達し次第終了
　その他の浄化槽の種類など詳
しくは、市ホームページをご覧
ください。
物環境リサイクル課☎奮２３５

入札方式によるリサイ
クル品の売り払い

腹６月２0日㈪～30日㈭　午前９時
～午後４時（土・日曜日を除く）
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（希
望価格を入札箱に入れてくださ
い）※1人1品で1回のみ
結果発表　７月４日㈪　午後２時～
引渡期間　７月４日㈪～15日㈮　
午前９時～午後４時（７月４日は午
後２時～）　
物リサイクルプラザ☎９９７－
６６９６

八潮市小規模建設工事
等契約希望者登録制度
　市が発注する小規模な建設工
事（修繕を含む）のうち、少額
で内容が軽易な契約を希望する
方の登録を受け付けています。
登録期間　登録申請月の翌月1
日～令和６年６月30日
覆市内に主たる事業所（本店）
があり、市に指名競争入札参加
者資格登録をしていない個人ま
たは法人
　詳しくは、市ホームページを
ご覧ください。

物財政課☎奮４４５

優良運転者表彰の申請
覆市内在住で、令和４年７月1日
現在、優良運転者（過去5年～
50年の5年ごとの期間無事故・
無違反）に該当する方
　詳しくは、市ホームページを
ご覧になるか、草加地区交通安
全協会へお問い合わせください。
仏７月1日～２９日
物草加地区交通安全協会事務局
（草加警察署内）☎９４４－６２４１

サマージャンボ宝くじ発売
　県内の宝くじ売り場でお買い
求めください。
発売期間　７月5日㈫～８月5日㈮
抽せん日　８月1７日㈬
物（公財）埼玉県市町村振興協
会☎０４８－８２２－５００４

埼玉県内市町村職員採
用合同説明会

腹７月13日㈬　午後1時～６時
複さいたまスーパーアリーナ
※要事前予約
　詳しくは、広域連合ホームペ
ー ジ（ｈｔｔｐｓ：／／ｈｉｔｏｚｕｋｕｒｉ－ｎａ

ｖｉ．ｊｐ／ｅｖｅｎｔ／）をご覧ください。
物彩の国さいたま人づくり広域
連合☎０４８－６６４－６６８１

募集募集
八潮市青少年健全育成
審議会委員
任期　８月1日～令和６年７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歳以上の
方で、平日の昼間に開催する会
議（年２回程度）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
淵青少年の健全な育成に関する
事項についての調査、審議
払２人（書類審査により選考）
報酬　市の規定により支給
仏６月30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３６５、墳ｓｈａｋａｉｋｙｏｉｋｕ＠
ｃｉｔｙ．ｙａｓｈｉｏ．ｌｇ．ｊｐ）へ
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