
健康で楽しい
シルバーライフを
　市内には、元気に楽しく年を重ねていた
だくため、交流の場「高齢者ふれあいの家」
が開設されています（費用は１回１００円）。
　また、市では空き家などを活用して「高
齢者ふれあいの家」を開設する方に対し、
運営費などの助成を行っています。申請方
法など詳しくは、お問い合わせください。
　なお、長寿祝金の給付について記事を掲
載しています。対象者など詳しくは、５面
をご覧ください。 物長寿介護課☎奮４４８

ふれんど
腹毎週月曜日・金曜日　午前１０時～正午
複大曽根４５２－５

たんぽぽカフェ
腹毎週火曜日　午後１時～３時
　毎週木曜日　午前１０時～午後３時
　（祝日を除く）
複八條２８３５－１５

ふれあいの家の茶乃間
腹毎週水曜日・金曜日
　午後１時～３時
　（祝日を除く）
複中央１－５－１３

パルコカフェ
腹毎週木曜日　午後１時３０分～３時３０分
複緑町２－２５－１９

カフェしおどめ
腹毎週月曜日・水曜日　午後１時～４時
　（祝日を除く）
複�伊勢野２５７（(公社)八潮市シルバー
人材センター内）

　オミクロン株のＢＡ．５系統を中心とする感染の急拡大により、病床使用率および医療への負荷が増加したため、埼玉県におけるＢＡ．５対
策強化宣言が、令和４年９月３０日まで延長されました。改めて、基本的な感染対策の徹底をお願いします。

物新型コロナウイルス対策課☎９９５－３３８１埼玉県におけるＢＡ.５対策強化宣言の延長
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住みやすさナンバー1のまち　八潮 No.862

９月号

● 今月の主な内容 ● ２面：災害に対する事前の備え／３面：９月１０日は「下水道の日」／４面：新型コロナウイルス感染症に伴う経済支援

人口…92,306人（＋37人）　　　男…47,909人（＋16人）　　　女…44,397人（＋21人）
世帯…45,027世帯（＋74世帯）　令和４年（2022年）8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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①食料（レトルト食品など）
・水を備蓄として多めに用
意する。
②普段の食事の中で定期的
に食べる。
③食べた分を買い足し補充
する。

ローリングストック

災害に対する事前の備え
　災害は、いつ、どこで発生するか分かりません。災害による被害を最小限にするためには、「日頃の備え」「災害時の適切な判断」「落ち
着いた行動」が必要です。急な事態に慌てないよう、一人ひとりが平時より「災害に備える」といった意識をもって行動することが重要で
す。 物危機管理防災課☎奮３３９

　マイナンバーカードの取得支援およびマイナポイントの申込支援サポート窓口を開設しました。
　マイナポイントを受け取るためには、マイナンバーカードの取得申請を令和４年９月３０日までに行う必要がありますので、この機会にご活
用ください。 物�サポート窓口、マイナポイントに関すること＝企画経営課☎奮３１０��

マイナンバーカードの交付に関すること＝市民課☎奮２１０

　国の消費活性化策のひとつとして、マイナンバーカードを活
用した事業です。
　マイナンバーカードを取得した方が、自身のキャッシュレス
決済サービスを１つ選択し、申し込みすることで、最大20,000
円分のポイントを受け取ることができます（マイナ
ンバーカード取得で最大5,000円分、健康保険証とし
ての申し込みで7,500円分、公金受取口座の登録で
7,500円分のポイント）。

《地域のリスクを知ろう》
　災害から身を守るためには、自分が住む地域における災害リ
スクを知ることが重要です。「八潮市洪水地震ハザードマップ」
では、大雨により河川がはん濫した場
合に浸水が想定される範囲やその深さ、
東京湾北部地震が発生した場合の「揺
れ」により想定される被害について掲
載しています。

《災害に関する情報収集をしよう》
　災害時は、最新の情報を収集し、早めに行動することが大切
です。
・Yahoo!防災速報
　�…緊急地震速報や豪雨予報をはじめ、さまざまな
災害情報をプッシュ通知で配信

・まいたま防災（埼玉県防災アプリ）
　�…県内の災害情報や防災に関する情報をプッシュ
通知で配信

・市ホームページ、やしお840メール配信サービス
・テレビによる情報収集
・防災行政無線
　�…災害による危険が迫ったときには、防災行政無線から皆さ
んの安全を守るために必要な緊急情報を放送します。内容が
聞き取れなかった場合は、防災行政
無線テレホンサービス(錆０１２０－
８４０－２２５(無料))で、放送した内容
を聞き直すことができます（放送終
了から24時間以内）。

　水害の危険から事前に備えるため、市役所と水防災資機材倉
庫に加えて、9月から新たに八潮消防署で土のうの配布を開始
しました。希望する方は、事前に電話で八潮消防署（☎９９６－
０１１９、受付＝午前9時～午後5時）へ申し込みのうえ、お受け
取りください。

《備蓄をしよう》
　水と食料は、最低でも3日分（推奨7日分）を備蓄しておきま
しょう。7日間分を備蓄することは難しいと思われがちですが、
冷蔵庫の中のものを活用することで数日分の食料となる可能性
があります。災害が起こったときは、「冷蔵庫の中のもの→普
段買い置きしている食品→非常食」の順で食べることで、必ず
しも非常食だけで7日分を確保する必要がなくなります。
　また、「ローリングストック法」という備蓄方法もあります。

土のうの配布

●市役所サポート窓口（本庁舎１階）
腹令和5年2月2８日㈫まで（土・日曜日、祝日および年末年始を除く）
受付時間　午前８時30分～午後5時
淵案内係による申込支援サポート
手続きに必要なもの
・マイナンバーカード
・マイナンバーカードの暗証番号（数字4桁）
・通帳・キャッシュカードなど公金受取口座として登録する口座番
号がわかるもの（登録する方のみ）
・マイナポイントを付与する決済サービスのカードなど（決済サー
ビスIDおよびセキュリティコードが必要）

マイナンバーカード取得支援・マイナポイント申込支援サポート窓口を開設

マイナンバーカード取得支援サポート窓口 マイナポイント申請支援サポート窓口
●フレスポ八潮サポート窓口（１階プロムナード）
腹令和5年2月2８日㈫まで（フレスポ八潮の休業日を除く）
受付時間　午前１0時～午後８時
淵ビデオ通信機器（タブレット）によるオンライン申込支援サポート
※申し込みに必要な顔写真の撮影もできます(無料)。また、マイナ
ポイントの申込支援サポートも行っています。
手続きに必要なもの
・本人確認書類
・「 2次元コード付き交付申請書」またはマイナンバーがわかるも
の（市内在住の方はなくても手続きできます）

マイナポイントとは・・・

サポート窓口案内図 サポート窓口の様子
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○美しい自然を守る
　汚した水をそのまま川や海へ流すと、豊かで美しい自然や都市の
環境は破壊され、水利用にも大きな支障が生じます。「自然から得
たきれいな水は、ふたたび、もとの状態にして自然にかえす」こと
が、私たちの負っている義務です。下水道は、そのために欠かせな
い施設です。
○住みよい環境をつくる
　下水道の整備により、家庭や工場からの汚れた水を速やかに排除
し、悪臭やハエ・蚊の発生しにくい、衛生的で住みよい街になりま
す。

９月１０日は 『下水道の日』
～下水道のことを考えてみましょう～

　下水道の役割、正しい使い方などについて、お知らせします。
物下水道課☎奮４２２

物環境リサイクル課☎奮２８５

物長寿介護課☎奮４４８

下水道を正しく使おう

下水道の役割

　下水道はゴミ箱ではありません。流してはいけない物があります。

　「少しくらいなら・・・」と軽い気持ちで流してしまう物の中に
は下水道管を詰まらせたり、悪臭発生の原因になる物があります。
一人ひとりがルールを守って、正しく使いましょう。

下水道へ
流しては
いけないもの

・ティッシュ、
紙おむつ、ゴム
製品、タバコの
吸いがらなど水
に溶けないもの

・てんぷら油や
サラダ油の廃油

・髪の毛、野菜
くず、ゴミ

・ガソリン、
灯油、アルコ
ール類など
の鉱物油類

【犬のフン害防止について】
　犬の散歩における飼い主のマナーについて、苦情が寄せられてい
ます。散歩時のフンやおしっこを処理することは大切なマナーです。
　フンは持ち帰り、おしっこは水で流すなど、処理をしましょう。

【さくらねこＴＮＲ活動について】
　ＴＮＲ活動とは、捕獲（Ｔｒａｐ）し、不妊手術（Ｎｅｕｔｅｒ）を行い、
さくら型に耳をカットして、元の場所に戻す（Ｒｅｔｕｒｎ）という、
猫によるトラブル削減を目的とした地域住民のための活動です。捕

獲や不妊手術をするために猫を１カ所に集めエサやりをしますが、
その後フンなどを回収します。
　市では、（公財）どうぶつ基金の「さくらねこ無料不妊手術事業」
に参加し、市内のＮＰＯ団体と協力しながら、野良猫に不妊手術を
する取り組みを進めています。

９月２０日から２６日は『動物愛護週間』
～動物は愛情と責任をもって飼いましょう～

９月は世界アルツハイマー月間

　動物の愛護と適正な飼い方についての理解と関心を深めるため
『動物愛護週間』が設けられています。
　近隣とのトラブルを避けるため、動物を飼う前にその習性を良く
調べ、最期まで責任を持って面倒を見ましょう。

募集期間　１１月３０日まで
淵動物の愛護や正しい飼い方に関する知識情報などの普及啓
発ボランティア
仏県ホームページ、各保健所または県動物指導センターに設
置の募集要領をご覧ください。
物県生活衛生課☎０４８－８３０－３６１２

彩の国動物愛護推進員の募集

　認知症は正しい理解と、早期発見・治療が大切です。

世界アルツハイマー月間
　アルツハイマー病は認知症の原因疾患のおよそ半分を占める病気
です。病気の本人や家族がより良く生活できる施策の充実を目指し
て活動を行っている国際アルツハイマー協会が、「世界アルツハイ
マー月間」を提唱しました。９月２１日はアルツハイマーデーと制定
されており、世界各国でさまざまな啓発活動が行われています。

認知症
　認知症は、誰にでも起こりうる脳の病気によるものです。アルツ
ハイマー病やレビー小体型認知症、脳卒中などさまざまな原因で、
脳の細胞の働きが悪くなり、記憶力や判断力に障がいが起こり、日
常生活に支障が出ている状態が６カ月以上続くことを言います。

早期発見・治療が大切
　正常圧水頭症や慢性硬膜下血腫などの脳の病気、甲状腺ホルモン
の異常などの内科的な病気、不適切な薬の使用によって認知症の症
状が出ることがあり、早めに治療することで回復する場合がありま
す。特にアルツハイマー病は、早期であるほど薬で進行を遅らせる
ことができ、健康的な生活を長く維持することができます。
　また、症状の度合いが軽いうちに話し合いをすることで、症状が
重くなった時に本人・家族が希望する生活に向けた備えができます。

市が行う事業

●認知症検診
腹１１月３０日㈬まで
複指定の医療機関（市ホーム
ページなどをご覧ください）
覆市内に在住の６０歳（昭和３７
年４月２日～昭和３８年４月１日生
まれの方）および６５歳以上の
方（昭和３３年４月１日以前に生
まれた方）
淵医療機関に備え付けてある

「脳の健康度チェック票」に
記入し、医師の診察を受ける
弗健康保険証、お薬手帳
沸無料

●認知症サポーター養成講座
「認知症サポーター」は、認
知症について正しく理解し、
偏見を持たず、認知症の方や
家族を温かく見守り、安心し
て暮らせる地域をつくってい
くための応援者です。「生涯
学習まちづくり出前講座」に
おいて無料で受講できます。
覆市内在住・在勤・在学の５
人以上の方

●認知症安心ガイドの配布
　認知症について理解し、認
知症になってもいつまでも住
み慣れた地域で暮らせるよう
に、利用できるサービスや相
談先などをまとめた「認知症
安心ガイド」を作成しました。
　市ホームページに掲載して
いるほか、長寿介護課、地域
包括支援センターで配布して
います。

●�オレンジカフェ�  
（認知症カフェ）

　認知症の方やご家族、地域
の方や専門職の方などが、参
加・交流できる集いの場です。
詳しくは、地域包括支援セン
ターへお問い合わせください。

　かわいそうだからといった理由でエサやりをしたり、ＴＮＲ活
動と名乗っているが、フンなどの後始末をしないことは地域住民
の迷惑になります。そのような行為はやめましょう。
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令和４年度八潮市プレミアム付
商品券販売のお知らせ

八潮市農業経営者支援給付金
　市では、市内農業者に、経営の安定および生産意欲の向上を
図るため、給付金を支給します。

物都市農業課☎奮２９９
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３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業法
人で「給付金申請時の直近決算の売上」が５０万円以上ある方
支給額

年間農業販売収入（売上）額 給付額
５０万円以上５００万円未満 ５万円
５００万円以上１，０００万円未満 １０万円

１，０００万円以上 １５万円

仏９月１５日から１０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）に必要書類を添えて、窓口また
は郵送で都市農業課へ※農業経営者には申請書を郵送します。

八潮市運輸事業継続支援事業
　燃油の価格高騰が見られる中、特に大きな影響を受ける運輸
事業者に対し、事業継続を支援するため、補助金を交付します。

物商工観光課☎奮２0２
覆次のすべてに該当する市内事業者▼「一般貨物自動車運送事
業」または「特定貨物自動車運送事業」を営んでおり、市内に
本社または営業所を有していること※軽自動車の黒ナンバーや
二輪車の緑ナンバーは対象外▼令和４年５月３１日時点で埼玉運輸
支局に登録されている市内営業所などに登録のある事業用車両
を有していること
交付額　事業用車両１台につき２万円（被けん引車を除く。上限
１００万円）
仏９月１５日から１１月３０日（消印有効）までに、申請書類一式（商
工観光課または市ホームページで入手）に必要書類を添えて、
郵送で商工観光課へ
※申請にあたっては、必ず市ホームページで詳細をご確認くだ
さい。

　市では、生活者などの物価高騰による経済的負担の軽減を
図るため、４カ月分の水道料金（基本料金）を減免します。

水道料金の減免

覆給水契約者（官公署などを除く）
減免内容　８月検針分から１１月検針分までの４カ月分

対象範囲※１ 検針月 減免対象期間※２

主に市内北部の方 ８月 ６・７月分の基本料金
１０月 ８・９月分の基本料金

主に市内南部の方 ９月 ７・８月分の基本料金
１１月 ９・１０月分の基本料金

※１　お住まいの地域によって、異なる場合があります
※２　検針日によって、対象期間に差が生じる場合があります
主な口径別減免金額（税込）

基本料金（１カ月） 減免金額（４カ月）
口径１３ミリメートル ８８０円 ３，５２０円
口径２０ミリメートル １，３７５円 ５，５００円
口径２５ミリメートル １，８７０円 ７，４８０円
※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。

注意事項
・�基本水量分（０～１６立方メートル）を超える使用水量は、
減免対象外です。
・�この減免に伴う申請手続きは不要です。
・�下水道使用料は減免対象外です。
・�減免手続きについて、市役所や水道部から電話や訪問をす
ることはありません。また、銀行やコンビニのＡＴＭへ誘
導することはありません。

物�八潮市商工会☎９９６－１９２６（～９月３０日）、八潮市プレミアム
付商品券事業事務局☎050－3６１3－78９９（1０月３日～）

　新型コロナウイルス感染症および原油高・物価高に伴う経　新型コロナウイルス感染症および原油高・物価高に伴う経
済支援として、プレミアム率３０パーセントのプレミアム付商済支援として、プレミアム率３０パーセントのプレミアム付商
品券を発行、販売します。品券を発行、販売します。
　詳しくは、商品券事業事務局ホームページおよび９月２８日　詳しくは、商品券事業事務局ホームページおよび９月２８日
以降に順次市内全戸配布するチラシでご案内します。以降に順次市内全戸配布するチラシでご案内します。

取扱事業者募集中
一次受付　１０月１４日㈮まで
※一次受付で申し込み、登録された場合は、商品券引換時の取
扱事業者一覧に掲載ができます。

　新型コロナウイルスワクチン接種の９月２日現在の情報をお知ら
せします。詳細が決まり次第、市ホームページに掲載します。

商品券概要 １冊１３，０００円の商品券を１０，０００円で販売（１人３冊まで）

購入申込期間 １０月１日㈯～２１日㈮
※はがきの場合は、１０月１４日㈮（消印有効）

使用期間 １１月１２日㈯～令和５年２月１２日㈰

申込方法

①インターネット
　事務局ホームページ内の購入申込フォームに入力
②はがき
　全戸配布するチラシに付属する専用はがきに記入し、
切手を貼付し郵送
※申し込みは、１人につき①または②のいずれか１回のみ

※購入申込者が発行数を上回った場合は、市民を優先に抽選で決定

新型コロナウイルスワクチン接種

八潮市独自
新型コロナウイルス感染症に新型コロナウイルス感染症に
伴う経済支援伴う経済支援

物経営課☎奮36９

物保健センター☎９９5－338１
●5歳から11歳までの方への3回目接種（追加接種）
　５歳から１１歳までの方への３回目接種（追加接種）が開始されます。
　接種券の発送日や使用するワクチンなどについては、市ホーム
ページをご確認ください。

●オミクロン株に対応した新型コロナウイルスワクチン
　「オミクロン株対応ワクチン」の追加接種が開始されます。接
種対象者は、初回（１・２回目）接種を終えた１２歳以上の方とされ
ています。
　接種券の発送日などについては、市ホームページをご確認くだ
さい。なお、すでに３・４回目接種券をお持ちの方は、その接種券
を使用することができます。

◀�プレミアム付
商品券の見本
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屋外広告物の適正な管理に努めましょう屋外広告物の適正な管理に努めましょう
令和４年度コミュニティ助成事業令和４年度コミュニティ助成事業

　国では、全国的に９月１日から１０日を「屋外広告物適正化旬間」
として、屋外広告物の適正化に向けた普及啓発や、違反広告物
に対する国民や企業の意識啓発などを行っています。
　近年、老朽化などによる屋外広告物の落下などの事故が発生
しており、全国的に屋外広告物の安全性の確保が問題となって
います。表面はきれいな看板に見えても、内部では腐食が進み、
落下や倒壊などの事故が生じ、取り返しのつかない事態を招く
恐れがあります。屋外広告物の安全対策を推進するために、定
期的に点検し適正に管理しましょう。
　また、電柱などに貼られた住宅売買の
はり紙などは違反広告物です。市では定
期的に撤去していますが、市民ボランテ
ィア団体（現在７団体が登録）でも実施
しています。活動にご協力いただける方
は都市計画課へご連絡ください。

　伊勢野自治会では、（一財）自治総合センターが宝くじの収
入を財源に交付している助成金を受けて、自治会館のスピーカ
ーやマイクなどの備品を購入しました。
　なお、購入した備品は、自治会のコミュニティ活動事業で使
用します。

物市民協働推進課☎奮４６５

▲宝くじ「クーちゃん」マーク 物都市計画課☎奮３４６

案内案内
第３回八潮市議会定例
会の傍聴

腹９月２１日㈬まで
一般質問日＝９月１５日㈭・１６日
㈮・２０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
●第１回八潮市公園等整備推進
審議会の傍聴
腹９月２２日㈭　午前１０時３０分～
複八潮メセナ集会室
淵中川河川敷周辺公園等施設整
備計画について
払１０人（当日先着順）　
物公園みどり課☎奮３２１
●第２回八潮市自治基本条例検
証委員会の傍聴
腹９月２７日㈫　午後２時～４時
複八潮メセナ会議室
淵八潮市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３２８

第１８回市民意識調査
　まちづくりに対するニーズや
今後の市政運営の参考にするた
め実施します。
腹９月中旬～下旬
覆市全域から無作為に抽出した、
満１８歳（令和４年６月１日現在）以
上の市民３，０００人※対象の方に
は、調査票を郵送します。
物秘書広報課☎奮２２６

就業構造基本調査
　総務省統計局では、１０月１日
現在で国民の就業・不就業の実
態を調査します。対象世帯には
統計調査員が伺いますので、ご
回答をお願いします。
覆統計理論に基づき無作為に選
ばれた１５歳以上の世帯員
物企画経営課☎奮２３３

入札方式によるリサイ
クル品の売払い

腹９月２０日㈫～３０日㈮　午前９時
～午後４時（土・日曜日、祝日
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払い（希望
価格を入札箱へ）※１人１品で１
回のみ
結果発表　１０月４日㈫　午後２時
～
引渡期間　１０月４日㈫～１４日㈮
午前９時～午後４時（１０月４日は

午後２時～）
物リサイクルプラザ☎９９７－
６６９６

長寿祝金の給付
　多年にわたり社会に貢献され
た高齢者を敬愛し、長寿祝金を
給付します。
覆９月１５日現在（基準日）、市内に
住民登録している方で、令和４年
４月１日から令和５年３月３１日まで
に、満８０・８８・１００歳に達する方
※対象者には、９月１５日以降に
給付通知書を送付しますので、
ご確認ください。
物長寿介護課☎奮４４７

都市計画の変更原案に
関する閲覧
①原案の閲覧
腹９月２０日㈫～１０月４日㈫
複市都市計画課、県都市計画課、
越谷県土整備事務所
淵草加都市計画都市計画区域の
整備、開発及び保全の方針など
②公述の申し出
覆市内に住所を有する個人およ
び法人
仏１０月４日（必着）までに、公
述申出書（各閲覧場所で入手）
を窓口または郵送で市都市計画
課または県都市計画課（〒３３０
－９３０１※所在地記入不要）へ
③公聴会（②がない場合中止）
腹１１月４日㈮　午前１０時～
複りらーと八條会議室１
物市都市計画課☎奮２７０、県都
市計画課☎０４８－８３０－５３４１

●第５回八潮市都市計画マスタ
ープラン策定委員会の傍聴
腹９月３０日㈮　午前１０時～
複市役所第２会議室
淵まちづくりの実現に向けてに
ついて
払５人（当日先着順）　
物都市計画課☎奮３６８
●第１回八潮市高齢者保健福祉
推進審議会の傍聴
腹１０月１３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８期八潮市高
齢者保健福祉計画・介護保険事
業計画の令和３年度事業報告に
ついて
払１０人（申込順）
仏９月１４日から１０月１２日までに、
電話で長寿介護課（☎奮４９０）へ

日曜窓口の閉庁および
コンビニ交付サービス
の利用停止
　システム作業のため、窓口お
よびコンビニ交付を停止します。
腹日曜窓口の閉庁＝９月２５日㈰、
コンビニ交付サービス停止＝９
月２８日㈬・２９日㈭
物住民票・印鑑証明・戸籍関連、
日曜窓口＝市民課☎奮２１０、課
税（所得）証明・非課税証明関
連＝市民税課☎奮２０６

　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



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

広報（6） No.862 令和４年（2０22年）9月1０日

がん検診を定期的に受けましょうがん検診を定期的に受けましょう

　日本人の約２人に１人ががんになる時代です。八潮市の死因別死亡割合の第１位はがん（悪性新生物）で、死亡総数の約３割を占めます。
がんは早期発見・早期治療により約９割が治る（診断時から５年後に生存している人の割合）といわれています。
　がんは早期のうちは、ほとんど自覚症状がなく、がん検診の受診を控えることは、がんの発見を遅らせる可能性があります。早期発
見のため、定期的にがん検診を受けましょう。 物保健センター☎９９５－３３８１

●市のがん検診（６種類）

検診名
対象年齢

（令和５年３月
３１日時点）

自己
負担金 最終検診日

子宮頸がん
（２年に１回） ２０歳以上 １，７００円 １１月３０日
肺がん

４０歳以上

３００円 １２月１１日
大腸がん ６００円 １１月３０日
乳がん（２年に１回） １，７４０円 令和５年１月２２日
胃がん【バリウム検
査】※ １，２００円 １２月１１日
胃がん【内視鏡検査】
（２年に１回） ５０歳以上 ３，５００円 １２月２０日

前立腺がん ５０・５５・６０・６５・
７０・７５歳 １，２００円 １１月３０日

※前年度に胃内視鏡検査を受診した方は今年度受診できません。
検診の内容や申し込み方法など詳しくは、市ホームページまた
は広報やしお９面の各種検診でご確認ください。

●市の検診、実はお得です
　市の検診は、自費で検診
を受けるよりもお得に受
診できます。

●今年度、まだがん検診を
受けていない方へ
　市の検診は、委託医療機関【個別】と保健センター【集団】
の２カ所で実施しています。実施期間の後半は大変混み合います。
定員に達した際には予約ができない場合がありますので、早め
の受診をお願いします。

●安心して受診いただくために
　市で行う検診は、死亡率減少効果が科学的に証明されている
検診で、適切にがん検診の質を保ち、実施しています。
　また、がん検診を行う会場や医療機関では、換気や消毒など、
新型コロナウイルス感染症対策を実施しています。

例えば「乳がん検診の場合」

検診費用　約10,140円
市負担額
約8,400円

自己負担額
1.740円

意 見 募 集

１．募集期間　９月１７日（必着）まで
２．公表の場所　市役所、市内公共施設および市ホームページ
３．提出方法
　「八潮市個人情報保護法施行条例骨子（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（法人の場合は
所在地・法人名）を記入のうえ、窓口、郵送、ファクスまたは
電子メール（墳ｓｏｍｕｊｉｎｊｉ＠ｃｉｔｙ．ｙａｓｈｉｏ．ｌｇ．ｊｐ）で総務人事課へ

八潮市個人情報保護法施行条例骨子（案）
　市では、個人情報の保護に関する法律の改正に伴い、現行の
八潮市個人情報保護条例を廃止し、改正後の法に基づく条例の
制定を予定しています。「八潮市個人情報保護法施行条例」を
制定するにあたり意見を募集します。 物総務人事課☎奮２３０

第１１回「八潮朝市」開催第１１回「八潮朝市」開催

物（一社）八潮市観光協会☎９５１－０３２３

腹９月１７日㈯　午前１０時～午後１時
※荒天時、１８日㈰に順延
複やしお駅前公園内
淵八潮産農産物や飲食などの販売、
スタンプラリーなど
※詳しくは、（一社）八潮市観光
協会ホームページをご覧ください。
※駐車場はありませんので、公共交通機関をご利用ください。

おしらせ コーナーおしらせＨＯＴコーナー
第１回入学準備金貸し
付け（無利子）

覆次のすべてに該当する方
▼市内に住民登録があり、引き
続き１年以上在住している方▼
高校・専修学校・大学に入学す
ることが確実な方の保護者で、
入学費用の支払いが困難な方
※連帯保証人要１人（住所・所
得要件などあり）
貸付限度額　高校・専修学校＝
１５万円、大学＝２５万円
受付期間　９月２６日～１０月１４日
※合格発表前でも申請可。
返済方法　入学後６カ月据え置
き、修学期間終了までに返済
※そのほか、高校・専修学校・
大学に入学することが確実また
は在学中の方（本人）・市内小
中学校の児童生徒の保護者（入
学する児童生徒を含む）が借り
ることができる教育資金（無利

生産緑地地区の都市計
画変更案の縦覧

腹１０月７日㈮～２１日㈮
複公園みどり課
覆市内在住または利害関係のあ
る方
意見書の受付　１０月２１日（必着）
物公園みどり課☎奮４６７

巡回聴覚障害者相談
腹９月２１日㈬　午前１０時～正午
複やしお生涯楽習館セミナー室
３・４
覆聴覚障がい者、聴覚障がい者
と関わりのある方　　
淵聴覚障害者情報センターに来
所できない方のための相談。手
話通訳・要約筆記あり。
※事前予約不要
●訪問相談（要事前予約）
腹９月２１日㈬　午後１時～３時

物埼玉聴覚障害者情報センター
☎０４８－８１４－３３５３、鯖０４８－
８１４－３３５５

里親入門講座
腹１０月２２日㈯　午後２時～４時
複草加市立中央公民館
淵里親制度の説明など
払４０人（申込順）
沸無料
仏１０月１日から２０日までに、草加
児童相談所（☎９２０－４１５２）へ

ハロウィンジャンボ宝
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　９月２１日㈬～１０月２１
日㈮
抽せん日　１０月２８日㈮
物（公財）埼玉県市町村振興協
会☎０４８－８２２－５００４

子）の貸し付けもあります。
物教育総務課☎奮３６１

選挙人名簿縦覧
腹９月２７日㈫～１０月１０日㈷（土
・日曜日、祝日を含む）　午前８
時３０分～午後５時１５分
複区画整理課
淵鶴ケ曽根・二丁目および八潮
南部東一体型特定土地区画整理
審議会委員選挙人名簿縦覧
物区画整理課☎奮４６０

無料法律相談会
腹９月３０日㈮　午後１時３０分～４
時（１人３０分以内）
複越谷市中央市民会館
淵弁護士による法律相談※事前
予約制（申込順）
仏９月１６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
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