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● 今月の主な内容 ● ２面：１１月は児童虐待防止月間／４面：
（仮称）外環八潮スマートインターチェンジの新規事業化が決定

ハッピーこまちゃん会
市内保育所で食育推進事業「ハッピーこまちゃん会」を行いました。
ハッピーこまちゃんと一緒に、楽しく学んでいました。
物保健センター☎９９５－３３８１

南川崎保育所

ハッピーこまちゃん会とは…
関係団体と連携して、子どもたちが種
まきから収穫までを行う事業です。子ど
もたちが小松菜をはじめとした地元野菜
を食べて、野菜を好きになってもらうこ
とを目的としています。みんなで大切に
育てた野菜は収穫後、給食で提供します。

物南川崎保育所☎９９６－９６４２

１０月１３日㈭、ハッピーこまちゃんと一緒にクイズやこまちゃん音頭を楽し
み、笑顔いっぱいの素敵な１日になりました。
また、９月に子どもたちがペットボトルプランターに種まきをして大切に
育てた小松菜は、当日に収穫して給食のみそ汁でおいしくいただきました。

こまちゃんクイズの様子

ハッピーこまちゃん会オープニング

こまちゃん音頭の様子

古新田保育所

物古新田保育所☎９９６－３５００

１０月１８日㈫、大好きなハッピーこまちゃんに会えて驚きと喜びでいっぱい
の子どもたちでしたが、
八潮市青耕会の方に種のまき方を教えてもらう時は真
剣に耳を傾けていました。土の感触を味わいながら、一人ひとり
「大きく育ち
ますように」
と願いを込め、
水やりなどのお世話も楽しんで取り組んでいます。

八潮市青耕会の皆さんとの種まきの様子

古新田保育所の皆さんとハッピーこまちゃん

小松菜の水やりの様子

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。

市の人口と世帯数

人口…92,289人（−59人）
世帯…45,074世帯（−2世帯）

男…47,906人（−40人）

令和４年（202２年）10月1日現在

女…44,383人（−19人）

彩の国

コバトン＆さいたまっち
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１１月は児童虐待防止月間
今と未来 。
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「もしかして？」ためらわないで！ １８９（いちはやく）
※一部のIP電話からはつながりません。

■相談窓口

子育てに関する悩みや質問がある方は、お気軽にご相談ください。また、地域の方から
の連絡・相談が子どもを守るとともに、子育てに悩む保護者を支援するための一歩となり
ヤングケアラーとは？
物子育て支援課☎奮８４１
ます。

・虐待が疑われる時など
市子育て支援課
☎奮８４１
草加児童相談所
☎９２０－４１５２
・乳幼児の子育ての悩みについて
やしお子育てほっとステー
☎９５１－０２２９
ション
・子育て全般、発達、こころの健康などについて
市家庭児童相談室
☎奮４７２
教育相談所
☎９９５－００７７
（不登校・いじめについて）
草加保健所
☎９２５－１５５１
☎０４８－８２２－
子どもスマイルネット
７００７

病気や障害がある家族のために、

児童虐待とは

●保護者のサイン
本来大人が担うような、家事や家族の世話・介護などの

子への暴力行為や性的行為、養育の放棄、
交流が少なく孤立している、小さい子ど
サポートを行なっている18 歳未満の子供をいいます。
無視、きょうだい間差別、子の目の前で家
もを家においたまま外出している、子育て
族に対して暴力を振るうなどが該当します。
に関して拒否的・無関心である、子育てに
しつけと称した体罰や暴言も虐待行為にあ
関して強い不安や悩みを抱えている、子ど
たります。
ものけがについて不自然な説明をする

こんなサインを
見落としていませんか？



５つのポイントを心がけながら、
子どもに向き合いましょう

保健センターで相談

☎９９５－３３８１

保健師・助産師による妊娠
連絡は匿名で行うことも可能です。連絡
●子育てに体罰や暴言を使わない
にじいろ子育て
・出産
・子育て期までの悩
者や連絡内容に関する秘密は守られます。
●子どもが親に恐怖を持つとＳＯＳを伝え
相談室
みについて
●子どものサイン
られない
乳幼児の子育ての悩みに
乳幼児相談
いつも子どもの泣き叫ぶ声や保護者の怒
●爆発寸前のイライラをクールダウン
ついて
発達の相談について
すこやか相談
鳴り声がする、不自然な傷や打撲のあとが
●親自身がＳＯＳを出そう
臨床心理士による子育て
ママのこころの
ある、衣類やからだがいつも汚れている、
●子どもの気持ちと行動を分けて考え、育
上の悩み、不安などの相談 相談
落ち着きがなく乱暴である、表情が乏しい
ちを応援
子育てへの不安などをお
子育てメンタル
・活気がない、夜遅くまで１人で家の外に
障害や病気のある家族のために
責任や負担の重さによ
持ちの方たちが集い、
自由 り
サロン（登録制）
に話し交流 が 諦めてしまっていること
いる
ヤングケアラーが日常的にしていること
ヤングケアラー

知っていますか？ヤングケアラー
家計を支えるために

幼いきょうだいの

買い物・料理・洗濯

物子育て支援課☎奮８４１

勉強や受験、進学

部活などの課外授業

自分だけの時間を持つこと

世話をしている
労働をして助けている
などの家事をしている
ヤングケアラーとは、無償で家族や友人の介護や世話をしている18歳未満の人を指します。
年齢や成長の度合いに見合わない、重い負担や責任を負うことで、疲労などが子ども自身の成長に影響を
「埼玉県ヤングケア
及ぼしたり、遅刻や欠席などの教育に対する影響も考えられます。そのほか、友達と遊ぶ時間や勉強する時
ラーチャンネル」で
間が確保できないなどの、本来守られるべき子ども自身の権利が守られていない可能性があります。
は、家族のことや、
「自分はヤングケアラーかもしれない」と感じた場合は、信頼できる相手に相談してみましょう。
進学・就職のことな
理解されること
友達と放課後に
子供らし
く
精神的なケアをしている
身体的なケアをしている
また、負担の軽減や貴重な学ぶ機会を奪わないために、身近にヤングケアラーがいると感じた場合は声が
気軽に相談すること
遊ぶこと
自由に夢を描くこと
（話し相手になる、愚痴を聞くなど）
（看病、見守り、トイレの介助など）
ど をLINEで 気 軽 に
けをするなど、ヤングケアラーの早期発見、周囲の支援が不可欠です。
相談できます。
ヤングケアラーの支援などについては、子育て支援課へご相談ください。

ヤングケアラーのための LINEチャンネル登録受付中

障がいや病気のある家族のために
ヤングケアラーが日常的にしていること

責任や負担の重さにより
ヤングケアラーが諦めてしまっていること

オンラインイベントも開催します！

お友だち登録はこちらから

元ヤングケアラーの先輩と一緒に、
ヤングケアラー同士で、楽しく話しあうオンラインイベントです。
仲間と話すことで、心が楽になったり、生活のヒントが得られます。

詳しくは LINEで配信します
幼いきょうだいの世話をし
ている

部活や勉強

料理・洗濯などの家事をし
ている

電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金

（住民税非課税世帯等への緊急支援金）
■支給対象となる世帯 
次のいずれかにあてはまる世帯主
①令和４年９月３０日において、八潮市に住民登録があり、世帯全員の
令和４年度の住民税均等割が非課税の世帯
②予期せず、令和４年１月から１２月までの家計が急変し、住民税非課
税相当の収入となった世帯（家計急変世帯）
■給付額 
１世帯当たり５万円（１世帯１回限り。①②の重複受給はできません）

八潮市役所

☎048-996-2111

腹 日時・期間

複 場所

覆 対象

気軽に相談すること

電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計
への影響が大きい低所得者世帯（住民税非課税世帯等）に対し、給付
金を給付します。
物社会福祉課☎奮２４６
■申請手続き 
①に該当する方…１１月９日に確認書を発送しました。必要事項を記
入のうえ、令和５年１月３１日（必着）までに市に返送してください。
②に該当する方…令和５年１月３１日（必着）までに申請が必要です。
※令和４年１月２日以降に八潮市に転入した世帯は、転入前の市区町
村の課税状況が確認でき次第、確認書を発送します。
※申請方法など詳しくは、市ホームページをご覧ください。
八潮市緊急支援給付金コールセンター
錆０１２０－１８７－６６６
受付日時＝月～金曜日（祝日、年末年始を除く） 午前８時３０分
～午後５時１５分

淵 内容

弗 持ち物

払 定員

沸 費用

仏 申し込み

物 問い合わせ
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１１月１１日は『介護の日』
、１１月３０日は『人生会議の日』
厚生労働省では、１１月１１日を『介護の日』
、１１月３０日を『人生会議の日』と定めています。介護や医療・ケアに関する相談窓口などにつ
物長寿介護課☎奮４４８
いてお知らせします。これを機会に、介護・在宅医療・療養について考えてみましょう。

相談窓口
●高齢期の心配ごとの相談
地域で暮らす高齢者とその家族の介護、福祉、医療などに関する、
さまざまな相談を受け付けています。
名称
東部地域包括支援センター
やしお苑
（☎998−8895）

担当地域
二丁目、木曽根、南川崎、伊勢野、八
潮１～４・６丁目

小作田、松之木、上馬場、中馬場、西
西部地域包括支援センター
袋、柳之宮、南後谷、中央１～４丁目、
ケアセンター八潮（☎994−5562）
八潮７・８丁目、緑町１・２・４丁目
南部地域包括支援センター
埼玉回生病院
（☎999−7717）
北部地域包括支援センター
やしお寿苑
（☎930−5123）

大瀬、古新田、垳、大原、大曽根、浮
塚、八潮５丁目、大瀬１～６丁目、茜町
１丁目
八條、鶴ケ曽根、伊草、新町、緑町３・
５丁目、伊草１・２丁目

●在宅医療・療養に関する相談
腹月～金曜日（祝日、年末年始を除く） 午前９時～午後５時
複在宅医療サポートセンター（草加市保健センター内）
淵本人やその家族などからの在宅医療・療養に関する相談、医療・
介護の関係者が市民に在宅療養サービスを継続して提供できるため
のサポート
物（一社）草加八潮医師会在宅医療サポートセンター☎９５９－
９９７２、鯖９５９－９９８２

在宅医療・介護連携推進事業講演会
「みんなで考える在宅医療」
腹１２月１４日㈬ 午後２時～３時３０分
複八潮メセナ集会室
覆市内在住・在勤の方
淵第１部：みんなで考える在宅医療
講師 三木誓雄さん（八潮駅前在宅クリニック）
第２部：救急車の呼び方、蘇生について
講師 米丘かづきさん（草加八潮消防局）
払８０人（申込順）
沸無料
仏１１月１５日から、電話で（一社）草加八潮医師会在宅医療サ
ポートセンター（☎９５９－９９７２）へ
み

き

ちか

お

よね おか

●認知症介護に関する相談
腹月～水・金・土曜日（祝日、年末年始を除く） 午前１０時～午後３
時
淵認知症の方や家族、高齢者の認知症介護について介護の経験者が
相談に対応
物（公社）認知症の人と家族の会埼玉県支部☎０４８－８１４－１２１０、
鯖０４８－８１４－１２１１

私と家族の安心ノート（エンディングノート）の配布

●仕事と介護の両立に関する相談
腹月・水・金曜日（祝日、年末年始を除く） 午前９時～午後４時３０
分
淵相談員による悩み相談、必要なサービスの提供窓口や役に立つ情
報の提供
物埼玉県仕事と生活の両立支援相談窓口☎０４８－８３０－４５１５

高齢者が今後について、どのような意向を持っているのか、家族
で話し合うきっかけとして「私と家族の安心ノート」
を配布しています。ぜひご活用ください。
配布場所 長寿介護課（市ホームページからもダウ
ンロード可）
覆市内在住の６５歳以上の方
沸無料

あなたの声をまちづくりに
市民の声ボックス
市民の皆さんからの市政についての意見・提案をまちづくりに生
かすため、市民の声ボックスを設置しています。
物秘書広報課☎奮３７３
①投書用紙・郵送用封筒での投書
市内の公共施設やコンビニエンスストアなどに設置している、投
書用紙に市政についての意見・提案と必須事項を記入し、次の方法
で投書してください。※設置場所は、市ホームページをご覧くださ
い。
・投書箱 市内公共施設に設置している投書箱に投書
・郵送 秘書広報課へ送付（備え付けの郵送用封筒は切手不要）
・ファクス 鯖９９５－７３６７へ送信
②電子メールでの投書
市ホームページへアクセスし、
「市民の声ボックス送信フォーム」
から送信
―①②共通―
市民の声ボックスで回答を希望する場合は、必須事項（住所、氏
名、回答方法（電子メールまたは郵送）
、電子メ
ールで回答を希望する場合はメールアドレス）を
記載してください。
※必須事項に記載されていない箇所がある場合
は、個人の特定ができないため、回答できません。

昨年度の声（投書）の内容など
令和３年度に市に寄せられた投書は４２７件（のべ５６７件）でした。
投書内容は表１のとおりで、希望のあった２９９件の投書に回答しまし
た。
また、市民の声ボックスに寄せられた意見・提案などについての
主な対応は表２のとおりです。

表１

投書内容

項目
新型コロナウイルス感染症関連全般について
学校教育・給食、学校の対応など
公共施設の整備および管理運営など
保育所、学童保育所、幼稚園などの管理運営および子育
て支援制度について
公園の管理・整備など
その他
合計

表２

件数

97
83
51
45
45
246
567

意見・提案などについての主な対応

意見・提案があった内容

意見・提案に対する対応

道路照明灯不点灯の修繕要望 速やかに道路照明灯の修繕をしました
について
子育て世帯への臨時特別給付
金10万円を現金で一括給付す 10万円を現金で一括給付しました
ることについて
公園内の施設の改修について 該当箇所の改修をしました
学校施設開放事業利用団体が 該当の団体に、路上駐車をしないように
路上駐車をしていることにつ 注意しました
いて
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新型コロナウイルスワクチン接種
●オミクロン株に対応した新型コロナウイルスワクチン
１・２回目接種（初回接種）を終えた１２歳以上の方を対象に、オ
ミクロン株に対応した新型コロナウイルスワクチン接種を実施し
ています。
令和４年１０月２１日から、接種間隔が３カ月に短縮されました。
〈使用するワクチン〉
・フ ァイザー社製オミクロン株（ＢＡ．1またはＢＡ．４-５）対応ワク
チン（１２歳以上）
・モデルナ社製オミクロン株（ＢＡ．１）対応ワクチン（１８歳以上）
※オミクロン株対応ワクチンは、オミクロン株の種類（ＢＡ．１、ＢＡ．
４-５）にかかわらず、オミクロン株成分を含むことで従来型ワク
チンを上回る効果があることや、今後の変異株に対しても有効で
ある可能性がより高いことが期待されています。そのため、接種
間隔到達時点で、接種可能なワクチンの接種をご検討ください。
※個別医療機関では、ファイザー社製のワクチンは、オミクロン
株（ＢＡ．４-５）対応ワクチンを使用していますが、国からの供給量
などに応じて、オミクロン株（ＢＡ．１）対応ワクチンに切り替わ
る可能性があります。
※集団接種会場では、当面、ファイザー社製オミクロン株（ＢＡ．１）
対応ワクチンを使用していますが、国からの供給量などに応じて、
ファイザー社製オミクロン株（ＢＡ．４-５）対応ワクチンに切り替え
る予定です。
●集団接種の実施（３～５回目接種（追加接種）
）
新型コロナウイルスワクチンの集団接種を下表のとおり実施し
ます。
実施日

実施時間

会場

使用するワクチン

11月12日㈯

午前9時～正午
11月19日㈯
保健センター
午後1時30分～4時30分
11月26日㈯

ファイザー社製
オミクロン株
（BA.1）
対応ワクチン

物保健センター☎９９５－３３８１

●１・２回目接種（初回接種）
従来型ワクチンを使用した１・２回目接種（初回接種）を、引き続
き実施しています。
※１・２回目接種（初回接種）を終えた方が、オミクロン株対応ワク
チンの接種を受けることができます。
●生後６カ月から４歳までの方への接種
生後６カ月から４歳までの方を対象に、新型コロナウイルスワクチ
ン接種を開始します。
１１月11日に接種券を発送しますので、かかりつけ医や小児科医に
ご相談のうえ、ワクチン接種についてご検討ください。
〈使用するワクチン〉
乳幼児用ファイザー社製ワクチン
※大人（１２歳以上）用のワクチンと比べ、有効成分が１０分の１とな
っています。
〈接種回数および接種間隔〉
３回（１回目接種の３週間後以降に２回目接種、２回目接種の８週間後
以降に３回目接種）
※他のワクチン（インフルエンザを除く）の接種を受ける場合は、
前後１３日空けてください。
〈予約方法〉
接種医療機関に直接申し込み
※詳しくは、接種券に同封の案内をご確認ください。
※国の新型コロナウイルス感染症の予防接種の実施期間が、令和５
年３月３１日までであることを踏まえると、令和５年１月１3日までに１回
目接種を受ける必要があります。
新型コロナウイルスワクチン接種を希望する方（乳幼児を除く）
は、八潮市専用予約サイトまたは新型コロナウイルスワクチンコ
ールセンターでご予約ください。
※ワクチン接種は、強制ではありません。
八潮市専用
コールセンター ☎０５７０－２００－８１４ 予約サイト

（仮称）外環八潮スマートインターチェンジの
物都市計画課☎奮２７２
新規事業化が決定
東京外環自動車道の休憩施設としてネクスコ東日本が八條地内で整備を進める「
（仮称）八潮パーキングエリア」に接続を計画し
ている「（仮称）外環八潮スマートインターチェンジ」について、国土交通大臣より高速自動車国道と八潮市道との連結が許可され、
令和４年９月３０日付で新規事業化が決定されました。
●（仮称）外環八潮スマートインター
チェンジ概要
（仮称）八潮パーキングエリアから東
京外環自動車道に乗り降りができるイ
ンターチェンジで、ＥＴＣを搭載したす
べての車両が２４時間利用可能です。

スマートインターチェンジ整備予定地周辺地図

市役所

一般的なスマートチェンジのイメージ図

（仮称）外環八潮スマートインター
チェンジ連結許可書伝達式
新規事業化の決定を受け、１０月２０日、国土交
通省関東地方整備局北首都国道事務所長より、
市長へ連結許可書を伝達していただきました。
市では、引き続き関係機関と連携し、（仮称）
外環八潮スマートインターチェンジの早期開通
を目指し、事業を進めていきます。

出典：国土交通省ウェブサイト
（ｈｔｔｐｓ://www.mlit.go.
jp/road/sisaku/smart_ic/）の画像を加工して作成
左から、東日本高速道路（株）さいたま工事事務所長、
八潮市長、国土交通省北首都国道事務所長

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
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ＨＯＴ
案内
会議の開催
●第２回八潮市都市計画審議会
の傍聴
腹１１月１４日㈪ 午前１０時～
複市役所第２会議室
淵草加都市計画生産緑地地区の
変更、特定生産緑地の指定、草
加都市計画土地区画整理事業の
変更、草加都市計画地区計画の
変更、八潮市都市計画マスター
プランの改定について
払５人（当日先着順）
物都市計画課☎奮２７０
●第３回八潮市自治基本条例検
証委員会の傍聴
腹１１月２４日㈭ 午前１０時～正午
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

女性に対する暴力をな
くす運動
１１月１２日 か ら２５日 ま で の２週
間は「女性に対する暴力をなく
す運動」期間です。
配偶者などからの暴力、性犯
罪、売買春、セクシュアルハラ
スメントなど女性に対する暴力
は著しく人権を侵害するもので
す。このような暴力の根底には、
女性の人権への軽視があります。
この機会に男女のあり方を見直
し、より良い男女共同参画社会
をつくっていきましょう。
※１１月２５日は「女性に対する暴
力撤廃国際日」
物人権・男女共同参画課☎奮８１１

996‑2111
FAX

995‑7367
全国一斉「女性の人権
ホットライン」強化週間

腹１１月１８日㈮～２４日㈭ 午前８
時３０分 ～ 午 後７時（１９日・２０日
および２３日は午前１０時～午後５
時）
淵女性をめぐるさまざまな人権
問題についての電話相談
専用電話 ☎０５７０－０７０－８１０
相談担当者 法務局職員、人権
擁護委員※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

八潮市特別人権相談所
開設
腹１２月８日㈭ 午前１０時～午後４
時
複市役所第２会議室
淵あらゆる場面における人権に
関する相談
相談担当者 人権擁護委員
※法務大臣から委嘱され、国民
の基本的人権が侵害されないよ
うに監視し、侵害があった場合
には、適切な処置を講ずること
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防災行政無線
テレホンサービス

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。

によって救済を図ります。
物人権・男女共同参画課☎奮８１１

２０２３年版埼玉県民手帳
の販売
腹１２月１６日㈮まで 午前９時～
午後５時
複企画経営課
※市内の一部のコンビニエンス
ストアなどでも取り扱っていま
す。詳しくは、市ホームページ
をご覧ください。
淵▼色＝ネイビー、ペールグリ
ーン（月間予定表部分升目式）
▼規格＝１４センチメートル×９
センチメートル
沸６００円（税込）
物企画経営課☎奮２３３

令和４年度コミュニティ助成事業
女性に対する暴力根絶の
ためのシンボルマーク

１２月３日～９日は『障害者週間』
物障がい福祉課☎奮４５３
「障害者週間」は、障がいや障がいのある人についての関心
と理解を深めるとともに、障がいのある人がさまざまな分野の
活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的として、障害
者基本法で定められた週間です。
私たちの生活の中では、障がいについて知らないために、結
果的に障がいのある人に不自由や不快な思いをさせてしまうこ
とがあります。障がいのある人とない人がお互いに尊重し、支
え合う「共生社会」の実現のために私たちができることを考え
てみましょう。

ヘルプマーク・ヘルプカードの配付
市では、周囲の方からの援
助が得られるよう、障がいの
ある方などに「ヘルプマーク」
や必要な支援や緊急連絡先な
どを書き込んで携帯できる
「ヘルプカード」を配付して
います。
希望の方は、障がい福祉課
窓口でお申し出ください。

令和４年（２０２2年）11月10日

市役所の電話

コーナー

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。

No.864

新田町会では、
（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、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、町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

ストップ！滞納

市民税・県民税

多くの市民が市税を早期に納付しています。
また、県と県内全市町村では、
「ストップ！滞納」を合言葉に、
徴収を強化しています。
物納税課☎奮３３０
市では、１０月から１２月までを滞納整理
強化期間として定め、財産調査や差押え
などに重点的に取り組みます。未納の方
は、早急に納付してください。
なお、特別な事情により納付困難な方
は、納税課までご相談ください。
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広報
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令和４年（２０２2年）11月10日

おしらせ
おしらせＨＯＴコーナー
コーナー
令和５・６年度入札参加
資格審査の申請受付
登録期間 令和５年４月１日～令
和７年３月３１日
淵物品等業種の入札参加資格審
査の申請受付※建設工事、設計
・調査・測量、土木施設維持管
理の申請とは別に申請が必要で
す。
仏１１月２１日から１２月１６日（消印
有効）までに、申請書類（市ホ
ームページで入手）を郵送で財
政課（☎奮４４５）へ

交通事故被害者のご家
族へ援護金を給付
覆県内在住で、平成１６年４月２日
以降に生まれた交通遺児など
給付額 子ども１人につき１０万
円※所得に応じて制限あり
給付時期 令和５年５月上旬
仏令和５年１月３１日までに、申請
書（交通防犯課または学校で入

手）を窓口または郵送でみずほ
信 託 銀 行 浦 和 支 店（ 〒３３０－
００６３さいたま市浦和区高砂２
－６－１８）へ
物埼玉県交通安全対策協議会☎
０４８－８２５－２０１１

インボイス制度説明会
越谷税務署で、事業者を対象
に消費税のインボイス制度説明
会を開催します。参加には事前
予約が必要です。
詳しくは、
国税
庁ホームページをご覧ください。
物越谷税務署☎９６５－８７６４（個
人）
、☎９６５－８１７４（法人）

募集
会計年度任用職員
募集職種 一般事務
（障がい者）
淵事務補助など
勤務時間 月〜金曜日 午前９

時〜午後４時
（休憩１時間）※応相
談
覆身体障害者手帳、療育手帳、
精神障害者保健福祉手帳などの
交付を受けている方
払若干名
仏１１月２５日（消印有効）までに、
必要書類を窓口または郵送で総
務人事課（☎奮２３１）へ
※募集条件など詳しくは、市ホ
ームページをご覧ください。

場合、抽選）
沸５，０００円（昼食代・体験料）
仏１１月１８日までに、必要事項を
記入のうえ、電子メールで埼玉
県東南部都市連絡調整会議事務
局（ 墳０００Ｓ１７７５＠ｃｉｔｙ．ｋｏｓｈｉｇａ
ｙａ．ｌｇ．ｊｐ）へ※詳しくは、ホー
ムページをご覧ください。
物埼玉県東南部都市連絡調整会
議事務局（越谷市政策課内）☎
９６３－９１１２

婚活まんまるバスツア
ー参加者

ＳＡＩＴＡＭＡ出会いサポ
ートセンター会員

腹１２月１０日 ㈯ 午 前９時３０分 吉
川美南駅集合、午後５時南越谷
駅解散
覆八潮市、草加市、越谷市、三
郷市、吉川市、松伏町に在住・
在勤の２４歳から４２歳までの独身
男女
淵婚活および５市１町圏域内の定
住促進を目的としたバスツアー
払男女各２０人（申し込み多数の

ＳＡＩＴＡＭＡ出会いサポートセ
ンターは、県の公的な結婚支援
センターです。センターでは、
会員を随時募集しています。詳
しくは、ＳＡＩＴＡＭＡ出会いサポ
ートセンターホームページをご
覧ください。
物ＳＡＩＴＡＭＡ出会いサポートセ
ンター（恋たま）事務局☎０４８
－７８９－７７２１

第１２回 「八潮朝市」 開催

ジュニアリーダー養成研修会（第１期）参加者募集

腹１１月１９日㈯ 午前１０時～午後１時
※荒天時、２０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。
物（一社）八潮市観光協会☎９５１－０３２３

腹①令和５年１月１５日㈰②２月１９日㈰ 午前９時３０分～正午③６月
を予定（全３回）
複①エイトアリーナ②りらーと八幡多目的室２③後日、参加者
へ連絡
覆市内在住の小学校５年生
淵ジュニアリーダーの意義や役割についての講義、レクリエー
ション実習など
払３０人（申込順）
仏１１月１４日から３０日までに、申込書（社会教育課または市ホー
ムページで入手）を窓口またはファクスで社会教育課（☎奮
３６５、鯖９９８－０８２８）へ

悪質商法にご用心！

ご存じですか？八潮市消費生活センター
●このようなことで困ったことはありませ
んか
・身に覚えのない荷物が届いた
・生活苦になり借金をしたが、返済に困っ
ている
・突然の来訪があり、屋根を無料で点検す
ると言われたが、強引に高額な契約を迫ら
れた
・インターネットで購入した
サプリメントが定期購入にな
っていた
●八潮市消費生活センターにご相談ください
商品や契約などで少しでも心配なことが
ありましたら、ご相談ください。専門の相
談員が状況に応じて、助言やあっせん（解
決のための事業者との交渉のお手伝い）な
どをしています。

八潮市役所

☎048-996-2111

八潮市消費生活センターは、市民のための身近な消
物商工観光課☎奮３３６
費生活相談の窓口です。

相談は無料で、電話または面談で行いま
す。秘密は厳守します。
消費生活相談
腹毎週月～金曜日（祝日、
年末年始を除く）
午前１０時～正午、午後１時～４時
複八潮市消費生活センター（市役所内）
※商工観光課で受付後、ご案内します。
覆市内在住・在勤・在学の個人、市内で活
動を行う団体
なお、身近な相談事例は、広報やしおの
「くらしの豆知識」や市ホームページに掲
載していますので、ご覧ください。

腹 日時・期間

複 場所

覆 対象

淵 内容

弗 持ち物

●令和３年度相談内訳
【相談件数】４２６件（うち、センターが事
業者と交渉し解決した件数が７７件）
【主な相談内容】
・定期購入
・賃貸住宅
・光回線
・借金・債務関係 など

出前講座実施中
八潮市消費生活センターの相談員など
が講師となり、消費生活に関する出前講
座「だまされないぞ！～消費者被害から
身を守る～」を行っています。ぜひ、ご
活用ください。
覆市内に在住・在勤・在学している５人
以上の方で構成された団体・グループ
沸無料

払 定員

沸 費用

仏 申し込み

物 問い合わせ

広報

No.864

令和４年（２０２2年）11月10日

市立保育所・市立学童保育所で働きたい方募集
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物保育課☎奮８８４

市立保育所・市立学童保育所に勤務する会計年度任用職員を募集します。保育士および看護師は都道府県知事への登録が必要です。
職種

勤務日時

賃金（月額）

▼月～金曜日 午前７時～午後７時のうち７時間４５分勤務
（１時間休憩、
シフト制
①保育士登録
あり）
②看護師登録
▼土曜日
（１カ月に１回程度） 午前８時３０分～午後０時３０分

①保育士
②看護師
③保育指導員

資格など

①２０９，１３８円
②２２３，８７２円

▼月～金曜日
（次の時間のうち最長３時間３０分）
（１）午前６時４５分～８時３０分、午後４時２５分～７時１５分（２）午前７時１５分～９時４５ 保育士資格または育児経験
分、
午後４時２５分～６時４０分
を有する方
▼土曜日
（１カ月に１回程度） 午前７時１５分～９時、
午後０時２５分～２時１０分

放課後児童支援員認定資格
▼月～金曜日 午後１時～６時３０分
（５時間３０分勤務）
④学童保育指導
研修の受講資格（保育士資
▼土曜日（１カ月に２回程度）および学校の休日（日曜日を除く） 午前８時～
格、教員免許など）を有する
員
午後６時３０分のうちシフト勤務
方
▼月～金曜日 午後１時～６時３０分
（５時間３０分勤務）
⑤学童保育補助
▼土曜日（１カ月に２回程度）および学校の休日（日曜日を除く） 午前８時～ 学童保育に興味のある方
指導員
午後６時３０分のうち７時間４５分勤務まで

７２，６１９円

１４０，８２２円

１３３，１４８円

※賃金は上限時間で勤務した場合
（地域手当含む、
令和４年１０月１日時点の賃金水準）
。
時間外勤務手当、期末手当、交通費別途支給
※①～③⑤について、
そのほかの勤務時間希望者は要相談
―共通―
雇用期間 令和５年４月１日～令和６年３月３１日
仏令和５年１月１６日（必着）までに、八潮市会計年度任用職員登録票（保育課または市ホームページで入手）に写真貼付、希望職種を記
入のうえ、希望職種の資格を有する方は資格証明書の写し（資格取得見込証明書）を添えて、窓口または郵送で保育課へ
※面接日（令和５年１月４日以降）は、後日、申込者に通知します。

③八潮市都市計画マスタープラン（素案）
本市のまちづくりの基本方針を示した「八潮市都市計画マスタ
ープラン」について、社会経済状況の変化などを踏まえて改定を
行うにあたり、意見を募集します。
物都市計画課☎奮２７０
墳ｔｏｓｈｉｋｅｉｋａｋｕ＠ｃｉｔｙ．ｙａｓｈｉｏ．ｌｇ．ｊｐ

意 見 募 集
①八潮市ダイバーシティ社会推進方針（案）
年齢や性別、民族などの属性だけでなく、表面からは見えない
価値観や性的指向などにも配慮した多様性が認められる「ダイバ
ーシティ社会」を目指して、推進方針を策定するにあたり、意見
を募集します。
物人権・男女共同参画課☎奮８１１
墳ｊｉｎｋｅｎ－ｄａｎｊｏ＠ｃｉｔｙ．ｙａｓｈｉｏ．ｌｇ．ｊｐ

公表の場所
市役所、市内公共施設、市ホームページでご覧ください。また、
各担当課で貸し出しを行います。

②第２期八潮市子ども・子育て支援事業計画見直し版（素案）
令和２年３月に策定した「第２期八潮市子ども・子育て支援事業
計画」の中間見直しを行うにあたり、意見を募集します。

意見の提出方法
①は「八潮市ダイバーシティ社会推進方針（案）に対する意見」
②は「第２期八潮市子ども・子育て支援事業計画見直し版（素案）
に対する意見」③は「八潮市都市計画マスタープラン（素案）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、ファクスまたは電子メールで各担当課へ

物子育て支援課☎奮８３９
墳ｋｏｓｏｄａｔｅ＠ｃｉｔｙ．ｙａｓｈｉｏ．ｌｇ．ｊｐ

評

短歌

評

ななも
選
物秘書広報課☎奮４２３

やしお文芸特集

沖

田をめぐる水争いもなくなりて稲すこやかに
佐藤みき子
実りに入る 
稲作には水が欠かせない。だからこそ水の
争いが各地であったものだった。しかし今は
管理されてそんなこともない。穏やかに実り
の時を迎えている。

蚊やゴキブリ蟬たちさえもこの猛暑耐えてい
鈴木宏子
るのか出番少なく 
今年の夏は猛暑が続いた。蚊やゴキブリや、
暑さが好きな蟬さえ暑すぎか、あまり声を聞
かなかった。人間だって不要不急の外出は避
けてと言われた。

落合

ころもがえ

エアコンに弱く猛暑を越えたいと夜明けの前
大山トキ子
の窓辺に立てり 
早起きし散歩の仲間と語りつつ杖をつきつつ
米寿までもと 
新井てる子
水尾 選

評

俳句

高橋きくい
ブディックの自惚れ鏡更衣 
小物売店に見つけた自惚れ鏡（自分が美し
く見える鏡）
。ちょうど更衣の季節。どれも似
合うようで買い物も楽しい。日常に見出した
軽快な一片の光が、生活をうるわしくしている。

中山靖子

井上進寿

小林榮子
木道を歩く親しさ草紅葉 
公園に出かけてみる。草紅葉の木道を歩く。
一日七千歩。高く澄んだ秋の空が爽やかで親
しめる。

したためて願ひとどけと竹飾る  宇田川敏雄
虫しぐれ耳鳴りいつか消えにけり  佐藤千里

秋うらら天の橋立波しづか 
月仰ぐ縄文の夜に見るごとく 

評

募集期間
①１２月９日（必着）まで②１１月１４日～１２月１３日（必着）③１１月
１５日～１２月１５日（必着）

（8）
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令和４年（２０２2年）11月10日

※費 用の記載がない場合は、
原則無料です。
※申し込みは、窓口または電
話で各施設、担当課へ

やしおインフォメーション
やしおインフォメーション
りらーと八幡

公民館☎９９5‒6216　 図書館☎９９5－6215　 住所中央３‒３２‒１１

催し

日時

第３8回八潮市民音楽祭

１１月２７日㈰
午前10時～午後5時

複八潮メセナホール 淵市民による音楽発表会、オペラ歌手による独唱「オペラを楽しも
う！」 払500人（当日先着順）
※「オペラを楽しもう！」開催時間＝午後１時～１時２０分

手話講座

１２月４日㈰
午後１時３０分～３時３０分

複りらーと八幡多目的室２ 覆市内在住・在勤・在学の方 淵日常に活かせる手話の基礎知
（申込順） 仏１１月１５日～
識を学ぶ 講師 小野寺勝紀さん 払２０人

クリスマスケーキ教室

１２月９日㈮
午後１時～４時

複りらーと八幡調理室 覆市内在住・在勤・在学の方 淵イチゴとチョ
コレートの切り株ケーキを作る 講師 田中手古奈さん（食育インスト
ラクター） 払８人（申し込み多数の場合、抽選） 沸１，０００円（材料費）
仏１１月１５日～２２日

１１月２７日㈰
午後３時～４時

複りらーと八幡多目的室１ 覆市内在住・在学の小学生 淵トイレットペーパーの芯と輪
ゴムで、ゴムの反発を利用した紙筒弓矢を作る 払１０人
（申込順） 仏１１月１５日～

公民館

図書館

科学あそび
「紙筒弓矢をつくろう！」

りらーと八條

お

の

でら かつ のり

た

なか

て

こ

な

公民館☎９９４‒３２００　 図書館☎９９４－５５００　 住所八條２７５３‒４６

催し

公民館

詳細

日時

詳細

複りらーと八條会議室１ 覆市内在住・在勤の方 淵和紙のちぎり
絵でカードを作る 講師 中村直子さん（和紙・ちぎり絵講師）
払１０人（申込順） 沸７００円（材料費） 仏１１月15日～

１２月７日㈬
午前１０時～正午

和紙ちぎり絵講座

なか むら なお

こ

うさぎのもちつき

図書館

図書館ツアー＆図書館体験 １２月１１日㈰
講座
午前１０時～正午

資料館

複りらーと八條多目的室 覆小学校３年生以上 淵本棚の整理・資料の返却・本の探し方な
ど図書館業務の実習。参加者には修了証を発行 払５人
（申込順） 仏１１月１５日～

☎９９７‒６６６６　 住所南後谷７６３‒５０
催し

日時

１１月２６日㈯
午後１時３０分～３時３０分

体験講座
「わら細工づくり」

複資料館学習室 覆小学生以上 淵わら細工で縁起物の亀を作
る 講師 小 林 勝さん 払２０人（申込順） 沸３００円
（材料費）
仏１１月１５日～２５日
こ ばやしまさる

１２月１７日・２４日（各土曜日・全 複資料館学習室・会議室 覆小学生以上（小学校４年生以下は保護者同伴） 淵ウサギ・桃・き
２回）
んちゃくのつるし雛を作り、古民家の季節展示
「ひなまつり」
で飾る 講師 サークル蔵
午後１時３０分～３時３０分
払２０人（申込順） 沸１，０００円（材料費） 仏１１月１５日～１２月１５日

びな

くら

体験講座
「つるし雛づくり」

長寿介護課

詳細

☎奮４48

催し

日時

詳細

家族介護教室

１２月２４日㈯
午前１０時～１１時３０分

複八潮メセナ会議室 覆市内在住で介護について学びたい方、在宅で介護をしている方
淵仕事と介護の両立のために利用できる制度や介護する際のポイント（移乗・移動など）に
ついて 払１５人（申込順） 仏１２月２３日までに、電話で南部地域包括支援センター埼玉回生
病院（☎９９９－７７１７）へ

フレイルチェック測定会

１２月２７日㈫
午後２時～４時

複ゆまにて会議室兼研修室 覆市内在住の６５歳以上の方
淵健康状態の確認、筋肉量などの測定およびフレイル予防につ
いての講座 払２０人（申込順） 仏１１月１５日から、電話で東部地
域包括支援センターやしお苑（☎９９８－８８９５）
へ

草加消防署

☎９２４‒２１１４　 住所草加市神明２‒２‒２

催し
上級救命講習会

八潮市役所

☎048-996-2111

日時

詳細
複草加消防署 覆八潮市または草加市に在住・在勤・在学の中学生以上 淵成人・小児・乳児
の救命に必要な応急手当（心肺蘇生法、ＡＥＤの取り扱い、異物除去法など） 払１０人（申し
込み多数の場合、抽選） 仏１１月１７日まで

１２月３日㈯
午後１時～６時

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
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保健センターからのお知らせ
●１１月は「乳幼児突然死症候群（ＳＩＤＳ）」の対策強化月間

けい

●子宮頸がん・乳がん検診無料クーポン券対象の方へ
１２月２０日㈫で検診が終了します。早めの受診をお願いします。

●子育てメンタルサロン
子育てに対する不安や悩みがある母親や妊婦を対象に、月１回、
グループによる交流、情報共有を行っています。
※利用には、スタッフと面接後に登録が必要になります。詳しくは、
お問い合せください。

日本では糖尿病の疑いがある人
（可能性を否定できない人を含む）
は約２，０００万人にのぼっています。糖尿病の恐さは、自覚症状がな
いまま重篤な合併症に進展することです。生活習慣の改善によって

各種検（健）診のお知らせ

乳がん検診
（集団検診）

12月３日㈯

午後１時～３時３０分

新型コロナウイルス感染予防のため、マスクの着用をお願いします。
各種検
（健）
診は時間を細分化して受け付けています。
対象

内容
定員・費用
問 診、 身 体 測 定、 血 圧 測 定、
市内在住の20～39 尿検査、血液検査（貧血検査 払各回30人（申込順）
歳の方
含む）
、診察、骨密度測定（女 沸500円
性のみ）
市内在住の20歳以
問診、骨密度測定
上の女性
市内在住の40歳以
上の女性（令和3
年度に受診した方
を除く）
市内在住の40歳以
上の方（胃がん検
診 は、 令 和3年 度
内視鏡検査を受診
した方を除く）

12月１１日㈰
胃がん（バリウム
⑴午前8時30分～⑵午前9時～
検査）
・肺がん検
⑶午前10時～⑷午前10時30分～
診
※⑴⑶男性枠⑵⑷女性枠

―共通―
複保健センター
沸八潮市国民健康保険被保険者(補助金申請書兼同意書提出※喀た
ん検査を除く)、生活保護受給世帯(受給証提示)、市民税非課税世
帯(世帯全員の非課税証明書提示)、70歳以上の方（保険証の提示）
、

すこやかカレンダー 12 月
事業名

①乳幼児相談（事前予約不要）

日時

②ママのこころの相談
（臨床心理士による相談）

12月5日㈪

午前９時３０分～１１時（１人４５分）

③すこやか相談

12月6日㈫

午後１時３０分～４時

④パパ・ママ学級
⑤離乳食（初期）教室
⑥離乳食（後期）教室

12月4日㈰ 午後１時～４時
12月14日㈬ 午前１０時３０分～正午
12月15日㈭ 午前１０時３０分～正午

腹１２月２日㈮ 午前１０時～午後０
時３０分 複保健センター調理室
覆市内在住の６４歳以下の方 淵
「おうちで冬のおもてなし料理
を作ろう」をテーマに講話と調
理実習 払１２人（申込順） 沸
５００円（食材料費）

乳房エックス線検査（多少時 払80人（申込順）
間がかかります）
沸1,740円
※希望者は、同日に「骨粗し ※「骨粗しょう症検診」
ょう症検診」を受診できます。 受診希望者は別途200円
払各回25人（申込順）
沸 胃 が ん1,200円、 肺 が
問診、胃部エックス線（バリ
ん（胸部エックス線検査
ウム）検査、胸部エックス線
300円、喀たん検査600円）
検査（必要に応じて喀 たん細
※５０歳以上の方の胃がん検
胞診検査）
診は、内視鏡検査とバリウ
ム検査の選択ができます。
かく

複保健センター
仏②③は電話④～⑦は電話または市ホームページ内から電子申請で保健センターへ
午前９時３０分～１０時３０分

健康づくりの料理教室

払50人（申込順）
沸200円

65歳以上70歳未満の一定の障がいのある方で後期高齢者医療被保険
者（保険証の提示）の方は無料
仏電話、市ホームページ内から電子申請または専用の申し込みはが
きで保健センターへ
※受診できる回数は年度内１回

12月5日㈪

保健センターの
保健
センターの催
催し

仏
物 ☎995－3381

糖尿病を発症する手前で防ぎ、定期的な健診を受けましょう。

●１１月１４日は「世界糖尿病デー」

日時
12月7日㈬ ⑴午前9時～9時20分
ヘルシーチェック ⑵午前9時25分～9時45分
健康診査
結果説明会 令和５年１月１１日㈬ 午前9時
～9時45分
12月7日㈬ 午前10時～10時30分
骨粗しょう症検診 結果説明会 令 和５年１月１１日 ㈬ 午 前10
時20分～10時30分
（初めて受診の方のみ）

（9）

：健康マイレージこまちゃんポイント対象事業

ＳＩＤＳは、何の予兆や既往歴もないまま乳幼児が死に至る原因不
明の病気で、次の３つのポイントを守ることにより発症率が低くな
るというデータがあります。
・１歳になるまでは、あおむけに寝かせましょう。
・できるだけ母乳で育てましょう。
・妊娠中や赤ちゃんのそばでの喫煙はやめましょう。

事業名

令和４年（２０２2年）11月10日

満２カ月～未就学児

対象

乳幼児の保護者・妊婦で子育て上の悩み、不安などの
相談がある方
お子さんの発育・発達やことばの遅れ、夜尿症、落ち
着きがないなどの心配がある方
妊娠５～７カ月の初妊婦および夫
５～６カ月児
9～１１カ月児

※費用の記載がない場合は、原則無料
仏１１月１４日から、窓口または電話で保健センターへ

生活習慣病予防講座

「肩や首の不調はありませ
んか？運動器から見える
健康の秘訣」
腹 １２月 ３ 日 ㈯ 午 後２ 時 ～ ４ 時
複保健センター会議室 覆市内
在住・在勤の方 淵整形外科医
師による講演会と保健師・栄養

士による健康長寿サポーター養
成講座 講師 浅 井 秀 明 さ ん
（八潮中央総合病院整形外科医
師） 払5０人（申込順・保育要
相談）
あさ

い

ひで

あき

体力づくり講座シリーズ 
「栄養講座」
腹１２月１１日㈰

午後２時～３時３０

分
（受付＝午後１時３０分～） 複保
健センター会議室 覆市内在住
・在勤の方 淵「意外に知らな
い正しい油のとり方～健康に良
い油を取り入れ、料理に活用し
よう！～」をテーマに講話とデ
モンストレーション 講師 秋
元有子さん（草加市健康食の会
・管理栄養士） 払４０人（申込順）
あき

もと ゆう

こ

（10）
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令和４年（２０２2年）11月10日

１2 月子育て情報コーナー

※掲載したイベントは、中止・変更になる場合があります。
詳しくは、各ひろばにお問い合わせください。
※内容など、詳しくは市ホームページをご覧ください。

子育てひろば
名称

やしお子育てほっとステーション
場所

日時

主な事業

①やわた
子育てひろば 保健センター
☎９９８－７４２１

月～木
午前１０時～
午後３時

▼身体測定＝応相談▼ボランティアお話し会
＝１日㈭ 午前１１時～▼クリスマスツリー作り
＝１３日㈫～ 午前１０時～、午後１時～ 払２０組
（先着順）

②はちじょう
りらーと八條
子育てひろば
（公民館）
☎９４９－６８８７

火～金
午前１０時～
午後３時

▼身体測定＝６日㈫～８日㈭ 午前１０時～（８日
㈭は午後１時３０分〜も実施）▼バルーンアート
＝９日㈮ 午前１１時～▼クリスマス飾りづくり
＝１３日㈫～１５日㈭ 午前１０時３０分～

火～金
午前１０時～
午後３時

▼身体測定＝毎週金曜日 午前１０時～▼年忘
れお楽しみ会＝毎週木曜日 午前１０時３０分～
払毎週５組（先着順）▼バルーンアート＝２１日㈬
午前１０時３０分～

月・水・木・金
午前１０時～
午後３時

▼身体測定＝１日㈭・２日㈮・５日㈪ 午前１０時～
▼クリスマス会＝７日㈬～９日㈮ 午前１１時～
▼バルーンアート＝１６日㈮ 午前１１時～

③ゆまにて
子育てひろば
☎０７０－３３５０－
１２９７

ゆまにて

④楽習館
子育てひろば
☎９９５－３０３５

やしお
生涯楽習館

⑤おおぜのもり
子育てひろば
☎９５１－３２１６

みつもり
保育園

⑥駅前
やしお子育て
子育てひろば
ほっと
☎９５１－０２８５ ステーション

●ファミリー・サポート・
センター

●ホームスタート（訪問型
支援）

腹月～土曜日（年末年始を
除く）午前９時３０分～午後４
時３０分

腹月～金曜日（年末年始を
除く）午前１０時～午後４時
覆就学前の子育て親子

覆生後おおむね６カ月から 物☎９５１－０２６９
小学校６年生までのお子さ ●駅前子どもの相談窓口
んがいる方
（子どもの発達相談）
◆入会説明会
腹３日㈯ 午後１時～２時
覆お子さんの援助を希望す
る方、援助ができる方

腹５日 ㈪ 午 前１０時 ～１１時
３０分
覆おおむね３歳未満の児童
と保護者

物☎９５１－０３１２

物☎９５１－０２８５

▼身体測定＝２２日㈭・２３日㈮ 午前１１時～、午
月～金
後２時～▼サンタのポストづくり＝１日㈭午前
午前１０時３０分～
１０時３０分からキットを配布 払１５組（先着順）
午後３時３０分
▼子どもの発達相談＝７日㈬ 午前１０時３０分～
毎日
午前１０時～
午後４時

▼身体測定＝１９日㈪～２１日㈬ 午前１０時～、午
後２時～▼お話し会＝７日・１４日・２８日（各水曜
日） 午前１１時～▼クリスマス会＝２３日㈮ 午
前１１時～

※各ひろばへのご来場は公共交通機関をご利用ください。
※年末年始の休館日：１２月２９日㈭～令和５年１月３日㈫＝①～⑥

こ ち ら

教育委員会

小中一貫教育八幡中ブロック
（八幡小学校、柳之宮小学校、
八幡中学校）研究発表会
１１月２５日、八幡中学校ブロッ
クで『「学力・体力の向上と豊
かな心を育成する小中一貫教育
の推進」～子どもたちの未来を
拓く「はつらつプラン」～』の
研究主題のもと、キャリア教育
を中心に据えた小中一貫教育の
研究授業を行います。
八幡小学校は、文章の読み取
りを生かして、自分の考えを表
現する国語の授業、柳之宮小学
校は、プログラミング教育を取
り入れた算数の授業を行います。
八幡中学校では、キャリア教
育の視点を取り入れた数学、国

840伝言板

やわた子育てひろば

語の授業や助産師による「いの
ちの授業」をはじめ、中学生が
調べた職業の魅力をオンライン
で小学生に伝える総合学習の授
業を行います。

☎048-996-2111

図書館だより
新しく入った両館所蔵の図書の一部を紹介します。
■児童書 
■一般書 
「ループ・オブ・ザ・コード」 「クジラの進化」
荻 堂顕 著
小田隆 絵 水口博也 文
「ヘルンとセツ」
「ママってすごーい！」
田渕久美子 著 クリス・ホートン 作 木坂涼 訳
おぎ どう あきら

た

プログラミング教育の様子

演習の様子

物小中一貫教育推進室☎奮３９８

腹 日時・期間

複 場所

ぶち

く

み

お

だ たかし

こ

みな くち ひろ

き

や

さか りょう

■１２月の上映会の日 
りらーと八幡 ▼児童向け＝１１日㈰・２５日㈰ 午後２時～
▼一般向け＝１０日㈯・２４日㈯ 午後２時～
りらーと八條 ▼児童向け＝４日㈰・１８日㈰ 午前１１時～
▼一般向け＝４日㈰・１１日㈰ 午後２時～
※上映内容など詳しくは、図書館ホームページをご覧ください。

軍手、
着替え、
履き替えの靴、
持っ
ている方は胴長 沸無料 物大
曽根の湿地ビオトープを守る会・
「かいぼり隊 第２弾！」募集
腹１１月２３日㈷ 午前９時～午後０ 戸髙☎０９０－２４８８－９６３２
第５回方言漢字サミット～漢字
時３０分 複大曽根ビオトープ
覆小学生以上（小学校４年生以 から生活文化を確認しよう！～
下は保護者同伴）
淵干満に合 腹１２月１１日㈰ 午後２時～４時３０
どろ たい せき
分 複垳ふれあい会館（Ｚｏｏｍ
わせ長年の泥堆積で浅くなった
かた
によるオンライン配信を併用）
池底に水路を掘る
指導者＝片
おか とも み
さ とう まさ ひろ
岡友美さん、
佐藤方博さん（認定 ※オンラインで参加する場合、
「垳」を守る会ブ
ＮＰＯ法人生態工房） 弗飲み物、 事前の登録（
長袖長ズボン、
帽子、
長靴、
マスク、 ログ参照）が必要 淵漢字の地

八潮市役所

ハロウィンツリー作り（１０月２４日）

覆 対象

■１２月・年末年始の休館日 
りらーと八幡・八條
駅前出張所図書窓口
毎週月曜日、１２月２９日㈭～令
毎週土・日曜日、１２月２９日㈭
和５年１月４日㈬
～令和５年１月３日㈫
物りらーと八幡☎９９５－６２１５、りらーと八條☎９９４－５５００

域性を考察し、身近な地名や地
域文化の意義とまちづくりを考
ささ はら ひろ ゆき
える 講師＝笹原宏之さん（早
稲田大学教授）ほか 沸無料
物八潮の地名から学ぶ会・昼間
☎０９０－４３８９－４８９５
英会話・ジュネック会員募集
腹毎週木曜日 午前９時４５分～
１１時４５分 複やしお生涯楽習館
淵英会話（初級からオンライン
も可） 沸月会費２，０００円 物ミ
ナミ☎０９０－８４３８－１２９７

淵 内容

弗 持ち物

払 定員

納期限のお知らせ
国民健康保険税

第６期

後期高齢者医療保険料 第５期
介護保険料

第６期

納期限：１１月３０日
口座振替の方は、残高
確認をお願いします。
沸 費用

仏 申し込み

物 問い合わせ

広報

法律相談コラム

くらしの豆知識 個人輸入などで購入した海外製品に注意！

☎996‑2111

★年末年始
（12 月 29 日㈭〜1 月
3 日㈫）
はお休みです。
※来庁
（館・所）
による相談は、中止や電話
での相談になる場合がありますので、事
前に各担当課へお問い合わせください。

①法 律 相 談

物秘書広報課

☎奮３７３

法律上の諸問題につい
ての相談（弁護士が対
応）
※２日前の水曜日午前９
時から電話予約

腹毎週金曜日
午後1時20分～4時
複市民相談室
払8人
（電話による事前予約制）

②税 理 士 相 談

物秘書広報課

☎奮３７３

相続税など税金全般に
ついての相談
※１１月２１日㈪午前９時
から電話予約

腹１２月５日㈪
午後1時～4時
複市民相談室
払６人
（電話による事前予約制）

③不 動 産 相 談

物秘書広報課

☎奮３７３

⑤行政書士相談

紛争のおそれのない相
続・遺言などの書類作
成および官公庁へ提出
する書類・申請書の作
成などについての相談

物秘書広報課

☎奮３７３

腹１２月１９日㈪
午後1時～4時
複市民相談室

⑬消費生活相談

☎奮３３６

物商工観光課

⑦D V 相 談

物人権・男女共同参画課☎奮８１１

⑭内 職 相 談

物商工観光課

ＤＶ被害（配偶者から
の暴力）
について電話・
面談による相談（女性
相談員が対応）

腹毎週月・金曜日
午前10時～正午 午後1時～4時
※面談の場合は要予約
☎９９６－３９５５（ＤＶ相談支援
室専用電話）

内職の求人、求職のあ
っせん、および相談（内
職相談員が対応）

☎奮２７４

腹毎週火曜日
午前10時～正午
午後1時～3時30分
複市民相談室

⑧女 性 相 談

物人権・男女共同参画課☎奮８１１

⑮若年者就職相談

物ゆまにて

夫婦関係などさまざま 腹毎週火〜木曜日
な悩みごとについて、
午前１０時１５分〜午後０時３０分
心理士やカウンセラー
午後１時３０分〜３時４５分
が心の整理をお手伝い 複駅前出張所内相談室
します
（女性限定）
払４人
（電話による事前予約制）

若年者
（おおむね40歳 腹１２月７日㈬・２１日㈬
未満、
学生など）
の就職、 午前10時～正午
転職、職業能力などに
午後1時～4時
ついての相談
（キャリア 複勤労青少年ホームゆまにて
カウンセラーが対応）
払5人
（電話による事前予約制）

⑨人 権 相 談

物人権・男女共同参画課☎奮８１１

⑯教 育 相 談

物教育相談所 ☎９９５－００７７

不当な差別や偏見、プ 腹１２月８日㈭
ライバシーの侵害など
午前１０時〜午後４時
人権に係るさまざまな 複第２会議室
悩 み に つ い て の 相 談 ※１２月は特別人権相談
（人権擁護委員が対応）

⑩心配ごと相談

物社会福祉協議会☎９９５－３６３６
腹１２月７日㈬・２１日㈬
午後１時～４時
複身体障害者福祉センターやすらぎ
☎９９８－７６１６
（心配ごと相談専用電話）
物社会福祉課

☎奮４９３

経済的な問題などの心 腹毎週月～金曜日
配ごとについての相談
午前８時３０分～午後５時１５分
（生活困窮者自立相談 複社会福祉課 ☎９４９－６３１７
支援員が対応）
（生活困窮者自立相談支援専
用電話）

⑫こころの健康相談

不眠・不安などによる
こころの病気やひきこ
もり、高齢者の認知症
などについての相談
（専門医が対応）

物保健センター☎９９５－３３８１
腹１２月５日㈪
午後1時～２時３０分
複保健センター
払２人
（電話による事前予約制）

〈広告欄〉

広告募集

☎奮３７３

えん

腹毎週月～金曜日
午前10時～正午
午後1時～4時
複消費生活センター
※受付は商工観光課

⑪生活困窮者自立相談

腹１２月１４日㈬
午後1時30分～3時30分
複市民相談室

物秘書広報課

う

悪質商法などに関する
問題や借金問題など消
費生活全般についての
相談（消費生活相談員
が対応）

④くらしの相談

日常生活の問題や国・
県・市の行政サービス
についての相談（行政
相談委員が対応）

隣地（Ｂ土地）の枝が、私（Ａ）の土地に越境してきて
困っています。越境している部分を私の方で切り取っても
よいでしょうか。
お隣から枝が越境してきている場合、現在の民法では、
回答
「竹木の所有者にその枝を切除させることができる」とさ
れています。つまり、枝の所有者に切り取るよう請求できるだけで
あり、自ら切り取ることは認められていません。したがって、質問
のケースでは、Ｂ土地（正確にはその竹木）の所有者に対し、枝を
切断するよう要求できるだけであり、Ａさん自ら切断することはで
きません。そのため、Ｂ土地の所有者が応じない、または連絡がつ
かないという場合には、裁判所に訴えを提起し、越境している枝の
切除を命じる判決を獲得し、その判決に基づいて強制執行を申し立
てるといった手続を経る必要がありました。
しかし、このような手続はあまりに迂遠であり、所有者不明土地
が社会問題化している実情には必ずしも適合しておりませんでした。
そこで、近年、この部分に関する民法が改正され、次のいずれか
に該当する場合には、Ａさん自ら枝を切除することができるように
なりました。すなわち、①竹木の所有者に枝を切除するよう催告し
たが、相当期間内に切除されないとき②竹木の所有者を知ることが
できずまたは所在を知ることができないとき③急迫の事情があると
きの３つです。実際に切除する場合、後のトラブル防止のため写真
などの資料は保管しておくべきです。枝の切除に要した費用は原則
その竹木の所有者に請求できると考えられていますので、費用の資
料も残しておくべきでしょう。この改正は、令和５年４月１日から施
行される予定です。なお、質問のケースが「枝」ではなく「根」の
場合、現在の民法でもＡさん自らが切除することができます。
物埼玉弁護士会越谷支部☎９６２－１１８８ 黒澤洋介（弁護士）

腹１２月１５日㈭
午後1時～4時
複市民相談室
払６人
（電話による事前予約制）

日常生活における心配
ごとや悩みごとについ
ての相談（心配ごと相
談員が対応）

☎奮３７３

法律相談などで多い事例とそのアドバイス

土地・建物の所有権移
転登記、相続登記など
についての相談
※１２月１日㈭午前９時か
ら電話予約

土地・建物の売買、賃貸 腹１２月１２日㈪ 午後１時〜４時
や空き家の利活用など、 １２月２６日㈪ 午前９時〜正午
不動産取引全般につい 複市民相談室
ての相談（宅地建物取
引士が対応）
物秘書広報課
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質問

個人輸入や輸入代行を利用して海外製の医薬品や健康食品などを
購入すると、正規輸入品より安く商品を購入できるため、利用する
人が増えています。
しかし、安易に個人輸入などを利用すると健康被害につながるこ
ともあり、注意が必要です。これまでにも個人輸入などで購入した
海外製品を使用し、健康被害が起きた事例が多く報告されています。
また、商品を購入した際や使用した際に何かトラブルが起きたとし
ても、自己責任で対応することとなります。
【消費者へのアドバイス】
①個人輸入や輸入代行で海外から購入した製品は、日本での安全性
や有効性が確認されていません。
②正規の流通品とは異なる劣化品や偽造品の場合があります。
③自己判断で製品を使用すると危険なことがあります。また、副作
用などが起きた時、対処方法が不明な場合もあります。
④海外製品を個人輸入や輸入代行で購入する際は、十分にリスクを
理解し、医師や薬剤師といった専門家に相談するなど、購入する必
要があるのか検討しましょう。
⑤困った時は、すぐに市や県の消費生活相談窓口に相談しましょう。
物八潮市消費生活センター（受付は商工観光課）☎奮３３６、埼玉県
消費生活支援センター川口☎０４８－２６１－０９９９

12月各種無料相談

令和４年（２０２2年）11月10日

隣地から越境してきた枝について

【事例】ＳＮＳで知り合った人から購入した海外製のダイエットゼ
リーを食べたところ、体調が悪くなった。この商品を食べて同様
に症状が出た人が他にもおり、怪しいと思い商品を調べると、血
糖値の上昇を抑える成分が含まれていることが分かった。
また、この商品について、国内で承認されていない医薬品成分
が検出されたと聞き、不安に思っている。

⑥司法書士相談

No.864

「広報やしお」へ掲載する広告を募集しています。
詳しくは、秘書広報課（☎奮４２３）へお問い合わせください。

☎９９６－０１２３

児童・生徒の言動やい
じめ・不登校に関する
ことなど教育について
の相談（専任教育相談
員が対応）

腹毎週月～金曜日
午前9時30分～正午
午後1時～4時
複教育相談所（八條小学校西隣）

⑰家庭児童相談

物子育て支援課

☎奮４７２

子どもの家庭での養育
上の心配や悩みごとに
ついての相談（家庭児
童相談員が対応）

腹毎週月～金曜日
午前9時～正午
午後1時～4時
複家庭児童相談室

⑱子育てコーディネーター

物やしお子育てほっとステーション☎９５１－０２２９

就学前のお子さんの子
育て関連情報の提供や
子育ての不安・悩みご
とを窓口または電話で
相談

腹毎週月～金曜日
午前１０時～午後４時
複やしお子育てほっとステー
ション

⑲休日・夜間納税相談

物納税課

市税・国民健康保険税
の納付についての相談

☎奮３３０

腹１２月４日㈰
午前9時～午後4時
毎週木曜日
午後5時15分～7時
複納税課
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広報

No.864

令和４年（２０２2年）11月10日

◀免震装置の見学

新庁舎工事現場見学会

新庁舎に採用する3種類
の免震装置のうち、2種類
を見学しました。

10月1日㈯、新庁舎工事現場で見学会を開催し、32人が参
加しました。建設会社から工事概要の説明を受け、実際に工
事現場を見学しました。参加者からは、
「クレーンの運転を
してみたくなった。いい庁舎が建つといい」
「重機などが大
きくてかっこよかった。操縦が難しそうだった」などの感想
が聞かれました。
内装工事中の令和５年度にも工事現場見学会を予定してい
ます。
物アセットマネジメント推進課☎奮８４５

基礎工事の見学▶
建物の土台となる基礎の
鉄筋やコンクリートの状況
を工区ごとの進捗に沿って
見学しました。

◀クレーンの見学・乗車体験
工事で使用している90トンの
クレーンによるデモンストレー
ションを見学しました。また、
実際に運転席に乗車して、運転
手の方から計器やモニターなど
について説明を聞きました。
新庁舎工事現場全体

シティセールス
ＰＲ動画配信中

やしお840メール配信中
登録はこちらから

※Facebook、
Twitterでも同時配信中

いざという時はこちらへ

やしお八つの
やしお八
つの野菜
野菜 de 健康レシピ
健康レシピ
レシピ「こまちゃんの豆腐ハンバーグ」

医療機関名・相談窓口

埼玉県新型コロナウイルス感染症
淵新型コロナウイルス感染症に
県民サポートセンター（24時間）
関する一般的な相談
☎0570-783-770

今月は、学校給食だより「ミール」から、
「こまちゃんの
豆腐ハンバーグ」をご紹介します。
物学務課☎奮366

●材料

4個分

鶏ひき肉
木綿豆腐
玉ねぎ
小松菜
塩
こしょう
片栗粉
油
しめじ
調味料
ケチャップ
ソース

200グラム
100グラム
40グラム
20グラム
ひとつまみ
ひとつまみ
大さじ2
小さじ1
40グラム
大さじ1
大さじ1

●作り方
①木綿豆腐を電子レンジで1～2分
加熱し、水切りする。
②玉ねぎと小松菜は、みじん切り
にする。
③ボ ウルに、②と鶏ひき肉、塩、
こしょうを入れて粘りが出るま
でよく混ぜる。
④③に、水切りした木綿豆腐と片
栗粉を混ぜて、丸く成型する。
⑤フライパンに油を熱し、④を並
べて中火で焼き色が付くまで焼
き、裏返して弱火で3～4分ほど
蒸し焼きにしてお皿に盛りつけ
る。
⑥フライパンにしめじを入れてし
んなりするまで炒め、調味料を
入れて煮詰め、
⑤にかけて完成。

日時・場所・内容など

救急電話相談
（24時間365日）
☎＃7119
☎048-824-4199

淵急な病気やけがについて、受
診の必要性など看護師によるア
ドバイス

埼玉県ＡＩ救急相談
https://www.pref.saitama.lg.
jp/a0703/aikyukyu.html

淵利用者が入力した内容をもと
にした、可能性のある症状や家
庭での対処法についての案内

八潮市立休日診療所
（内科・小児科）
☎995-3383（要事前連絡）

腹日曜日、祝日 午前10時～正
午、午後2時～4時 複保健セン
ター（公園側）

草加市子ども急病夜間
クリニック
☎954-6401

腹月～金曜日 午後7時30分～
10時30分 土・日曜日、祝日
午 後6時30分 ～10時30分 複 草
加市立病院内 覆0～15歳の患
者で内科系（発熱、腹痛、おう
吐など）の症状

（公財）
日本中毒情報センター
大阪中毒110番（24時間）
☎072-727-2499
〈広

淵毒物
（薬、化学薬品など）を誤
って飲んだ時の応急手当の仕方

告〉

▪広報やしおは、毎月 1 回、10日（新聞休刊日を除く）に新聞折り込みで配布しています。届いていない世帯
の方は、最寄りの公共施設、金融機関、八潮駅、一部のコンビニエンスストアなどでお受け取りになれます。
なお、次回の新聞折り込みは、12月10日㈯です。

