
●３回目接種（追加接種）がお済みでない方へ
　３回目接種（追加接種）は、皆さん自身を守るだけでなく、
家族・友人・高齢者など大切な方を守ることにもつながります。
３回目接種（追加接種）をご検討ください。ワクチン接種を希
望する方は、八潮市専用予約サイトまたはコールセンターから
ご予約ください。

●４回目接種（追加接種）の対象者の追加
　新型コロナウイルスワクチンの４回目接種（追加接種）の対
象者に、「重症化リスクが高い多くの方々に対してサービスを
提供する医療機関や高齢者施設・障がい者施設等の従事者」が
追加されました。詳しくは、市ホームページをご確認ください。

●ワクチン接種証明書のコンビニ交付の開始
　新型コロナウイルス感染症予防接種証明書のコンビニ交付が
始まりました。
＜利用日時＞
　毎日　午前６時３０分～午後１１時
＜必要なもの＞
・マイナンバーカード、暗証番号４桁
・手数料１２０円（コンビニに支払う発行手数料）
※�海外用の接種証明書を取得するためには、令和４年７月２１日以
降に保健センター窓口かアプリで海外用の接種証明書を取得
している必要があります。

※�交付できるコンビニなど詳しくは、市ホームページをご確認
ください。

※�保健センターでの窓口交付やアプリによる電子交付も引き続
き実施しています。

八潮市専用
予約サイト

コールセンター

☎０５７０－２００－８１４

新型コロナウイルスワクチン接種 物保健センター☎９９５－３３８１

　市内公園（松之木公園・どんぐり遊歩道・八
条親水公園）の流水施設およびやしお駅前公園
のミスト噴水を８月３１日まで稼働しています。
　ぜひ、涼みにお立ち寄りください。

物公園みどり課☎奮３２０

松之木公園

新型コロナウイルスの感染が再拡大しています。手洗い・こまめな換気など基本的な感染対策の徹底をお願いします。

☎048－996－2111（代表）　FAX 048－995－7367　HP https://www.city.yashio.lg.jp/　糸 hishokoho@city.yashio.lg.jp
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● 今月の主な内容 ● ２面：こども医療費、ひとり親家庭等医療費、重度心身障がい者医療費が県内全域で現物給付方式に変更／３面：支え合い・助け合いの地域づくり

人口…92,269人（＋131人）　　　男…47,893人（＋59人）　　　女…44,376人（＋72人）
世帯…44,953世帯（＋119世帯）　令和４年（2022年）7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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広報（2） No.861 令和４年（２０２２年）8月1０日

　給付方法の変更についてお知らせします。

　現物給付とは、医療機関窓口で市が発行する受給者証を提示する
ことにより、原則医療費を支払うことがなく医療サービスを受ける
ことができる仕組みのことです。
　これに対して償還払いとは、医療機関窓口で医療費を支払い、そ
の領収証などを添えて市に請求することで、その医療費相当額を助
成金として受け取る仕組みのことです。

こども医療費、ひとり親家庭等こども医療費、ひとり親家庭等
医療費、重度心身障がい者医療費が医療費、重度心身障がい者医療費が
県内全域で現物給付方式に変更県内全域で現物給付方式に変更

●対象となる医療費
　こども医療費助成制度、ひとり親家庭等医療費助成制度、重度心
身障がい者医療費助成制度

●対象者
　上記医療費助成制度の受給資格がある方※医療保険が適用される
場合に限ります。

●実施時期
　こども医療費・重度心身障がい者医療費
　→１０月から（９月中旬に新しい受給者証を発送）
　ひとり親家庭等医療費
　　→令和５年１月から（１２月下旬に新しい受給者証を発送）

◎＝当選者
候補者氏名 市内得票数 県内得票数

　宮川　なおき １35.000 １２,２7９.000 
　加来　たけよし 3,９45.000 3２4,476.000 
◎高木　まり 3,435.000 444,567.000 
　みなと　侑子 ２57.000 １5,38９.000 
◎関口　まさかず 7,60９.000 7２7,２3２.２4１ 
◎上田　きよし 4,567.000 50１,8２0.000 
　梅村　さえこ ２,58２.000 ２36,8９９.750 
　河合　ゆうすけ 3９２.000 １8,１９4.000 
◎西田　まこと 6,6１5.000 476,64２.000 
　高橋　やすし ２２8.000 ２２,6１3.000 
　堀切　笹美 １２２.000 8,588.000 
　小林　宏 １１6.000 １3,９66.000 
　さかうえ　ひとし １,１54.000 8９,6９3.000 
　池　高生 65.000 7,１78.000 
　西　みゆか １,56１.000 １２１,76９.000 

合　計 3２,783.000 3,0２１,305.９９１ 
無効票 8２１.000 67,１57.000 
不受理・持ち帰り 0.000 55.000 

政党等の名称 市内得票数 県内得票数
幸福実現党 １１3.000 ９,２04.000 
日本維新の会 4,１77.08１ 384,66１.066 
れいわ新選組 １,９１4.5１１ １63,6２９.600 
公明党 5,4１7.000 375,２50.448 
ごぼうの党 １44.6２5 １１,２8２.１46 
立憲民主党 3,003.07９ 4１１,２１7.665 
国民民主党 ２,２0９.９２0 １8１,603.９07 
参政党 １,２0１.000 ９6,１９5.１8１ 
日本第一党 １08.000 7,460.１77 
日本共産党 ２,5９8.000 ２46,２９９.458 
新党くにもり 47.000 3,5１１.000 
自由民主党 １0,２5１.780 ９68,63９.0９6 
社会民主党 604.000 77,033.308 
ＮＨＫ党 8９3.000 67,１55.580 
維新政党・新風 8１.000 6,508.000 

合　計 3２,76２.９９6 3,00９,650.63２ 
無効票 83９.000 78,375.000
不受理・持ち帰り １.000 １57.000

物�こども医療費、ひとり親家庭等医療費＝子育て支援課☎奮209
重度心身障がい者医療費＝障がい福祉課☎奮852

物選挙管理委員会☎奮264

※なお、医療機関によっては、現物給付に対応していない場合もあ
ります。

〈ひとり親家庭等医療費・重度心身障がい者医療費〉
変更前

八潮市内 償還払い八潮市外

変更後
埼玉県内 現物給付
埼玉県外 償還払い

変更前
八潮市内 現物給付
八潮市外 償還払い

変更後
埼玉県内 現物給付
埼玉県外 償還払い

〈こども医療費〉

変更前
所得制限 なし
年齢制限 なし

変更後

所得制限
前年の所得が一
定以上の場合、

支給停止

年齢制限

令和4年１0月１日
以降に65歳以上
の新規該当者は

受給対象外

参議院議員通常選挙　投・開票結果

埼玉県選挙区―届出順 比例代表―届出順

　７月１０日に行われた参議院議員通常選挙の結果についてお知らせします。

投票結果
市内 県内

投票者数（人） 33,604 3,088,5１4 
当日有権者数（人） 75,445 6,１46,07２ 
投票率（％） 44.54 50.２5 

投票結果
市内 県内

投票者数（人） 33,603 3,088,１84 
当日有権者数（人） 75,445 6,１46,07２ 
投票率（％） 44.54 50.２5 

　１０月から所得が一定以上の方および65歳以上の新規該当者は、
重度心身障がい者医療費の受給対象外となります。

●重度心身障がい者医療費の所得制限・年齢制限の導入

　今回の変更により埼玉県内全域の医療機関が現物給付の対象とな
ります。

●変更内容
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支え合い・助け合いの地域づくり
（生活支援体制整備事業）

　４０歳以上の方は、介護保険に加入し、決められた保険料を納めています。その保険料や税金が財源となり、介護が必要となった場合には、
費用の一部を負担し、介護サービスを利用することができます。なお、介護サービスを利用するには、要介護認定を受け、「介護や支援が
必要である」と認められた後、ケアプランまたは介護予防ケアプランを作成する必要があります。 物長寿介護課☎奮８４９

●生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）とは
　住民の皆さんの声を聞き、地域の人・もの・情報をつなぎ、協議
体と一緒に、「できる」「やりたい」「ほしい」という思いをかたち
にするサポートを行います。
　市では、市全域を活動範囲とする第１層生活支援コーディネータ
ーを（福）社会福祉協議会に、日常生活
圏域を活動範囲とする第２層生活支援
コーディネーターを市内４カ所の地域
包括支援センターに配置しています。

第１回　みんなで支え合う生活支援づくりフォーラム� �
〜私もできる！あなたも一緒に！みんなが主役の地域づくり〜

腹９月１５日㈭　午後１時３０分～３時
複やしお生涯楽習館多目的ホール
覆市内在住・在勤の方
淵①にこっとよりあい会の発表「地
域の防災とつながりの大切さ」②ほ
くぶ花しあい隊の発表「地域の防犯
と顔の見える関係づくり」ほか
払４０人（申込順）
仏８月１５日から９月９日までに、電話で（福）社会福祉協議会（☎
９９５－３６３６）へ

●協議体とは
　協議体は、「地域にあったらいいな！」をかたちにするために、
地域の仲間とつながり、話し合い、できることに取り組んでいく地
域づくりのチームです。
第１層協議体　市全域を対象
　市、第１層生活支援コーディネーター、第２層生活支援コーディネ
ーター、（福）社会福祉協議会、八潮市シルバー人材センター、商工
会などで構成
第２層協議体　日常生活圏域を対象
　第２層生活支援コーディネーター、地域住民などで構成

介護サービス利用の案内

　高齢者の一人暮らしや夫婦のみの世帯、認知症の高齢者が増加す
る中、日常生活の支援が必要になっても、いつまでも住み慣れた地
域で生きがいを持って暮らし続けられるような地域づくりを支援し
ています。 物長寿介護課☎奮４４８

対象者　６５歳以上の方または４０歳から６４歳までの方で特定の病気
により介護や支援が必要な状態となった方

申請
長寿介護課へ申請（地域包括支援センター、ケアマ
ネジャーなどの代行も可能）

介護認定審査会
認定調査と医師の意見書をもとに、医療、介護、福祉の専門家が
審査を行い、介護や支援の必要の有無や、必要な
度合い（要介護度）を判定

結果通知
原則として、申請から３０日以内に結果通知書および介護保険証を
郵送

要介護１〜５と認定された方
ケアプランの作成
居宅介護支援事業者に連絡し
てケアマネジャーにケアプラ
ンの作成を依頼
（居宅介護支援事業者の一覧
表は申請時に長寿介護課窓口
で配布および結果通知に同
封）

要支援１，２と認定された方
介護予防ケアプランの作成
担当する地域包括支援センタ
ーから連絡があり、担当職員
に介護予防ケアプランの作成
を依頼

サービスの利用
サービス内容を決定後、サービス事業者と契約を行い、ケアプラ
ンに基づいてサービスを利用

※サービスを利用した際には、原
則として利用料の１～３割は自己負
担となります。また、１～３割の自
己負担で利用できる金額には上限
（限度額）があります。

認定調査
市の調査員が自宅へ訪問し、
心身の状態などについての聞
き取り調査

医師による意見書の作成
市からの依頼により主治医が
意見書を作成

○要介護認定の流れ ○サービス利用の流れ（要介護認定後）

※ケアプランとは、介護サービスの種類や内容を決めた計画書のこと

昨年のフォーラムの様子

第２層協議体
～八潮の東、助け合い（サポート）を大切に～
やしおの東サポート隊（東部）
東部地域包括支援センターやしお苑☎９９8－88９５

～みんなが笑顔で集まれる場所をつくっていきたい～
にこっとよりあい会（西部）
西部地域包括支援センターケアセンター八潮☎９９4－５５６2

～困っている方を気にかけたい～
困（こま）ちゃん気にかけ隊（南部）
南部地域包括支援センター埼玉回生病院☎９９９－7717

～「柔らかい雰囲気」と「親しみやすさ」を感じてもらえる～
ほくぶ花しあい隊（北部）
北部地域包括支援センターやしお寿苑☎９３0－５12３

・第２層協議体について
　地域住民の皆さんと生活支援コーディネーターが地域の高齢者の
日常生活支援などについての話し合いや情報共有を行っています。
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《申込方法》
・歩数計で参加
申込書（市内公共施設に設置）を「埼玉県コバトン健康マイレー
ジ事務局」へ郵送してください（歩数計を受け取るときに送料
６１０円がかかります）。

・アプリで参加

学校名 講座名 日時 学習内容 定員 参加費 申込期限

潮　止
小学校

楽しい書道（漢字）
～初心者から経験者まで～

8月25日～１０月１3日（毎週木曜日・全8回）
午前１０時～正午

基本の説明、自分の名前、楷書、行書、草
書、祝儀袋の表書き、漢字作品づくり 2０人 １,5００円

8月１7日ソフト樹脂粘土で作る
ギフト&インテリア小物
～初心者でも簡単にできます～

8月25日～１０月１3日（毎週木曜日・全8回）
午後１時～3時

花びらの基本、バラの花、インテリア小
物などの作品づくり 2０人 3,０００円

すてきなかな書道で書く
俳句と百人一首

１０月2０日～１2月１5日（１１月3日・１０日を除く
毎週木曜日・全7回）
午前１０時～正午

基本の説明、自分の名前、かな（俳句・百
人一首）、かな作品づくり 2０人 １,5００円

１０月６日
～絵心のないと思っている人で
も美しく楽しく描ける～
水彩色えんぴつ画

１０月2０日～１2月１5日（１１月3日・１０日を除く
毎週木曜日・全7回）
午後１時～3時

描き方の基本、「りんご」「花」「好きな物」
の絵 2０人 2,5００円

八　幡
小学校

表計算ソフト初級及びインター
ネット活用講座

９月１5日～１０月27日（１０月１3日を除く毎週
木曜日・全６回）
午後5時3０分～7時3０分

基本操作、Wordの使い方、Excelを用い
た表作り、関数について、作品づくり １０人 無料 ９月7日

心も体もリフレッシュ
軽スポーツ講座

９月22日㈭・3０日㈮、１０月7日㈮・2１日㈮、１１
月4日㈮・１8日㈮、１2月2日㈮・９日㈮（全8回）
午後６時3０分～8時3０分　　

グラウンドゴルフ、さいかつぼーる、ミ
ニテニス、卓球、バドミントン、ボッチャ 2０人 無料 ９月１4日

松之木
小学校 誰でもできる太極拳講座

９月2日～１０月28日（９月23日を除く毎週金
曜日・全8回）　
午後６時3０分～8時3０分

「楊
よう

名
めい

時
じ

太
たい

極
きょく

拳
けん

」および「八
はち

段
だん

錦
きん

」 2０人 無料 8月24日

中　川
小学校 楽しい気功・太極拳講座

９月2日㈮・９日㈮・１６日㈮・22日㈭・3０日㈮、
１０月7日㈮・１4日㈮・2１日㈮（全8回）
午後7時～９時

気功・太極拳（部分稽古など） １０人 無料 8月24日

大　原
中学校 はじめての論語

１０月2９日㈯、１１月5日㈯・１2日㈯・2０日㈰・2６
日㈯、１2月3日㈯・１０日㈯・１7日㈯（全8回）
午前９時～１１時

論語入門、論語「為
い

政
せい

篇
へん

」①～⑦ 2０人 １,１77円
（テキスト代） １０月１7日

八　條
中学校

楽しい図工教室
8月27日～１０月22日（９月24日を除く毎週土
曜日・全8回）
午後2時～4時

紙で、カーネーション・カスミソウ・菊・
リンドウの花を作る １０人 １,０００円 8月１９日

折り紙教室
９月3日～１１月１2日（９月24日、１０月１5日・22
日を除く毎週土曜日・全8回）
午後2時～4時

お花や箱、干
え

支
と

などを折る 2０人 毎回3００円
～１,０００円 8月25日

　ウォーキングや各種検診、健康教室などに参加することでポイン
トが貯まり、一定のポイントで県農産物や八潮市特産品が当たる抽
選に参加できる「ハッピーこまちゃん健康マイレージ」の参加者を
募集しています。
　まだ参加していない方はこの機会にぜひ参加し、楽しく健康づく
りをしましょう。

参加者募集中！参加者募集中！

AppStore googleplay
　ポスター、チラシなどにこのマークがついて
いたら、健康マイレージこまちゃんポイント対
象事業です。

右の2次元コードからダウンロード、画面
の指示に従い登録手続きをしてください
（アプリには非対応機種があります。また
メールアドレスが必須です）。

　詳しくは、市ホームページをご覧ください。

物保健センター☎９９５－３３８１

全講座共通

　地域に根ざした学校づくりを目指し、地域の皆さんとコミュニケーションを図るため、次の１１講座を開設します。

生涯学習学校開放講座生涯学習学校開放講座令和４年度
物社会教育課☎奮３６５

楽しい書道（漢字）

心も体もリフレッシュ軽スポーツ講座

八潮市八潮市ハッピーこまちゃんハッピーこまちゃん健康健康マイレージマイレージ

覆市内在住・在勤・在学の方
仏各講座の申込期限までに、電話、はがき（消印有効）、電子メールまたは市ホー
ムページ内から電子申請で社会教育課（〒３４０－０８１６中央2－１０－１7、墳ｓｈａｋａｉｋ
ｙoｉｋｕ＠cｉｔｙ．ｙａｓｈｉo．lｇ．ｊｐ）へ
※折り紙教室以外の参加費は、初回に集金。
〈電話、はがき、電子メールの場合〉
希望講座名、開催学校名、氏名（ふりがな）、住所、電話番号（緊急連絡先）を連
絡または記入
〈電子申請の場合〉
市ホームページ「令和4年度生涯学習学校開放講座」から必要事項を入力し、送信
●注意事項
・�一部の講座を除いて、申込者が5人未満の場合や講師の都合などにより講座の中
止や内容、日程などを変更する場合があります。
・�申し込み多数の場合は抽選、定員に満たない場合は申し込み締め切り後でも受講
できる場合があります。
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人権 そ れ は人権 そ れ は 愛
戦争と人権について

物社会教育課☎奮３６５

　２０世紀におきた二度の世界大戦では、多くの人の尊い命が失
われるとともに、人権が踏みにじられるような出来事も多く発
生しました。このような経験から、国際社会では、人権を守る
ことが世界平和にもつながる、といった考え方が主流になって
いきました。そこで、１９４８年（昭和２３年）１２月１０日、国際連合
第３回総会において、「すべての人民とすべての国とが達成すべ
き共通の基準」として、「世界人権宣言」が採択されました。
　しかしながら、戦争や紛争は今も世界各地で起き、人権が守
られていない人々がいます。現在においても民間人が暴行・虐
殺されたとの報道があるなど、極めて重大な人権侵害行為が発
生しています。
　自分たちこそが正しいという一方的な考え方は、対立を生み
出し、争いに発展させます。考え方が違っても、相手の立場を
尊重し、思いやり、対話していくことが必要です。
　ぜひ、あらためて「平和」と「人権」の大切さを考えてみて
ください。
　埼玉県では、「すべての県民がお互いの人権を尊重しながら
共に生きる社会」の実現に向けて、「人権尊重社会をめざす県
民運動」を展開しています。

８月は「人権尊重社会をめざす県民運動強調月間」です。

都市計画などの変更案の縦覧都市計画などの変更案の縦覧

　都市計画などの変更案の縦覧および意見書の受付を行います。
物①都市計画課☎奮２７０
②③区画整理課☎奮４６３

①草加都市計画地区計画の変更案
腹８月１６日㈫～３０日㈫
複都市計画課　
覆市内在住または利害関係のある方
意見書の受付　８月３０日（必着）までに、都市計画課へ

②草加都市計画事業西袋上馬場土地区画整理事業区域の変更案
腹８月１６日㈫～３０日㈫
複区画整理課
覆市内在住または利害関係のある方
意見書の受付　８月３０日（必着）までに、区画整理課へ

③�草加都市計画事業西袋上馬場土地区画整理事業事業計画の変
更案

腹８月１６日㈫～２９日㈪（土・日曜日を含む）
複区画整理課
覆利害関係のある方
意見書の提出　９月１２日（消印有効）までに、郵送で県市街地
整備課（☎０４８－８３０－５３８１、〒３３０－９３０１さいたま市浦和区
高砂３－１５－１）へ

案内案内
会議の開催

●第１回八潮市子ども・子育て
支援審議会の傍聴
腹８月１８日㈭　午後１時３０分～
複市役所第２応接室
淵第２期八潮市子ども・子育て
支援事業計画の中間見直しにつ
いて
払５人（当日先着順）
物子育て支援課☎奮８３９
●第１回八潮市男女共同参画審
議会の傍聴
腹８月２３日㈫　午前１０時～１１時
３０分
複八潮メセナ特別会議室Ｂ
淵令和３年度の男女共同参画の
推進状況および男女共同参画の
推進に関する施策の実施状況に

ついてほか
払３人（申込順）
仏８月２２日までに、電話で人権
・男女共同参画課（☎奮８１１）へ
●第１回八潮市スポーツ推進審
議会の傍聴
腹８月２３日㈫　午後３時～
複八潮メセナ集会室
淵八潮市スポーツ推進計画の中
間検証などについて
払５人（当日先着順）
物スポーツ振興課☎９９６－５１２６
●第１回八潮市健康と福祉のま
ちづくり推進協議会の傍聴
腹８月２４日㈬　午後１時１５分～２
時３０分
複保健センター
淵食育推進計画の実施状況、健
康づくり行動計画の実施状況、
八潮市いのち支える自殺対策計
画の実施状況などについて
払５人（当日先着順）
物健康増進課☎９９５－３３８１

●第１回八潮市青少年健全育成
審議会の傍聴
腹８月２５日㈭　午前１０時～
複りらーと八幡多目的室２
淵令和３年度青少年健全育成事
業報告についてなど
払５人（当日先着順）
物社会教育課☎奮３６５
●第３回八潮市下水道事業審議
会の傍聴
腹８月３１日㈬　午後２時～
複八潮メセナ集会室
淵下水道使用料の見直しの必要
性について
払５人（申込順）
仏８月３０日までに、電話で下水
道課（☎奮３４５）へ
●第３回八潮市社会教育審議会
の傍聴
腹９月１日㈭　午後２時～
複りらーと八幡多目的室２
淵今後の視聴覚教育のあり方に
ついてなど
払５人（当日先着順）
物社会教育課☎奮３９２

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９月６日㈫・７日㈬・１４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

八潮らしい街並み景観
形成支援補助制度を活
用した住宅の一般公開
　地域に根ざした八潮らしい街
並みづくりを推進するため、「や
しお家づくりデザインマナーブ
ック」に基づく住宅の新築工事
を行う方を対象に、費用の一部
を補助する制度を実施しました。
　このたび、本制度を活用した
住宅が完成しますので、一般公
開（建物外観および敷地外構）
をします。
腹８月２６日㈮～２８日㈰
※詳しい場所については、都市
計画課にお問い合わせください。
物都市計画課☎奮３４６

広報やしお配置場所
　新たに広報やしおを配置して
いる場所をお知らせします。
複モンテールスイーツストップ
八潮店（大瀬４－１４－６）
物秘書広報課☎奮４２３

　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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障がいのある方に対する経済的支援障がいのある方に対する経済的支援

　障がいのある方を対象に障がい者手帳の等級などにより、各種経済的支援を行っています。
　なお、支援を受けるためには申請が必要です。

①在宅重度心身障がい者手当
覆身体障害者手帳１、２級、療育手帳Ⓐ、Ａおよび精神障害者保
健福祉手帳１級の方で、②③の手当などを受けていない方
※施設に入所中の方を除く
　※対象者が住民税課税の場合は支給を停止します。
淵年２回月額５，０００円を支給（障がい者手帳の新規取得または等
級変更の年齢が６５歳以上の方は、月額２，５００円を支給）
②特別障がい者手当
覆２０歳以上で身体または精神の重度の障がいにより、日常生活
で常時特別の介護を要する状態の方
　�※施設に入所中の方および継続して３カ月を超えて病院などに
入院中の方を除く
淵年４回月額２７，３００円を支給（所得制限あり）
③障がい児福祉手当

物障がい福祉課☎奮４５３

覆２０歳未満で、日常生活で特に制限のある方（身体障害者手帳
１級および２級の一部、療育手帳Ⓐ、常時介護を要する精神障が
い者など）

　�※施設に入所中の方および障がいを支給事由とする年金を受給
している方を除く
淵年４回月額１４，８５０円を支給（所得制限あり）

④特別児童扶養手当
覆精神または身体に一定の障がいのある２０歳未満の子どもを育
てている方のうち、主として生計を維持する方

　※子どもが児童福祉施設等に入所中の方を除く
淵１級＝月額５２，４００円、２級＝月額３４，９００円（所得制限あり）

※②～④を現在受給している方は、所得状況届・現況届の提出が
必要です。対象者には、案内を送付していますので、記載事項を
ご確認のうえ、９月１２日までにご提出ください。

おしらせ コーナーおしらせＨＯＴコーナー
労働力調査

　総務省では、県を通じて、毎
月「労働力調査」を実施してい
ます。この調査から得られるデ
ータは、国や都道府県が実施す
る雇用失業対策などの企画・立
案をするうえで重要な指標とし
て利用されます。
　調査の対象となった世帯には
統計調査員が伺いますので、ご
協力をお願いします。
物企画経営課☎奮２３３

就学時健康診断
　令和５年度新小学校１年生を対
象に、就学時健康診断を通学予
定校で実施します。
▼１０月１１日㈫＝八條北小学校▼
１０月１２日㈬＝大瀬小学校▼１０月
１３日㈭＝大原小学校▼１０月１４日
㈮＝大曽根小学校▼１０月１７日㈪
＝八條小学校▼１０月１８日㈫＝柳
之宮小学校▼１０月２１日㈮＝松之
木小学校▼１０月２４日㈪＝八幡小
学校▼１０月２５日㈫＝中川小学校
▼１０月２６日㈬＝潮止小学校
※対象となる児童の保護者には、
後日、個別に通知します。
※病気など、やむを得ない事情
により健康診断を受けることが
できない場合は、学務課へご連
絡ください。
物学務課☎奮３５２

下水道排水設備工事責
任技術者資格認定共通
試験

試験日　１１月２７日㈰
複聖学院大学（上尾市戸崎１－１）
沸１０，０００円

仏８月２２日～９月３０日（必着）
※受験資格や申込方法など詳し
くは、受験案内（８月２２日から下
水道課で配布）をご覧ください。
物下水道課☎奮２６２

令和５・６年度建設工事
等の入札参加資格審査
の新規・更新申請受付
登録期間　令和５年４月１日～令
和７年３月３１日
仏新規申請は９月１日から２２日ま
で、更新申請は１０月５日から１１
月１１日まで（建設工事のみ申請
する場合は１１月２５日まで）に、
郵送で必要書類を共同受付窓口
（県入札審査課）へ
※消印有効、持参不可。市の窓
口では受付を行いません。更新
申請の場合は、県電子入札共同
システムによる電子申請も必要
です。
※物品等業種（土木施設維持管
理業務を除く）の入札参加資格
審査の申請受付については、申
請方法が異なります。日程など
詳細が決まり次第後日お知らせ
します。
※詳しくは、県ホームページを
ご覧ください。
物財政課☎奮４４５

全国一斉「子どもの人
権１１０番」強化週間
　子どもをめぐるさまざまな人
権問題について、子どもたちか
らの相談をお受けします。
腹８月２６日㈮～９月１日㈭　午前８
時３０分～午後７時（土・日曜日
は午前１０時～午後５時）
電話相談　錆０１２０－００７－１１０

相談担当者　法務局職員、埼玉
県人権擁護委員連合会子ども人
権委員会委員（秘密は厳守しま
す）
物さいたま地方法務局人権擁護
課☎０４８－８５９－３５０７

がんワンストップ電話
相談

　働くがん患者の治療と仕事の
両立を支援するため、複数の専
門職による無料相談会を実施し
ます。
腹８月２５日㈭　午後６時１５分～８
時３０分（受付＝午後８時まで）
※９月以降も毎月２回実施
覆県内在住・在勤の就労中のが
ん患者（休職中の方も含む）
仏電話または電子メールで県疾
病対策課（☎０４８－８３０－３６５１、
墳a３５９０-０６@pref.saitama.
lg.jp）へ
※詳しくは、県ホームページを
ご覧ください。

マンションの住まいの
トラブル・管理無料相
談所（キャラバン隊）
腹８月１８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
相談担当者　マンション管理士
仏電話で（一社）埼玉県マンシ
ョン管理士会（☎０４８－７１１－
９９２５）へ

保育士等就職説明会
●川越会場
腹９月３日㈯　午後１時～４時
複ウェスタ川越多目的ホール
●大宮会場

腹９月１７日㈯　午後１時～４時
複ソニックシティビル地下第四
展示場・第五展示場
物県少子政策課☎０４８－８３０－
３３４９

募集募集
八潮コミュニティ活動
賞候補者
　市内で地域貢献活動を行う個
人および団体を表彰するため、
候補者を募集します（他薦のみ）。
覆市内で「心のふれあいを深め
る活動」「健やかな心身を育て
る活動」「住みよいふるさとを
つくる活動」「八潮を知り、八
潮を想う活動」のいずれかに該
当する地域貢献活動を実践して
いて、次の基準を満たす個人お
よび団体▼常時活動＝年３回以
上で４年以上８年未満継続▼定期
活動＝年１・２回程度で６年以上
１２年未満継続
※詳しくは、市内公共施設、（福）
社会福祉協議会、市民協働推進
課で配布する募集冊子をご覧く
ださい。
仏９月１日から１０月３１日までに、八
潮市コミュニティ協議会事務局
（市民協働推進課内☎奮４６５）へ
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