
新年のあいさつ
　明けましておめでとうございます。
　旧年中は、市政の推進に対しまして、ご理解
とご協力をいただき、心より感謝申し上げます。
　本年も、市民生活、地域経済を守るため、
引き続き、新型コロナ対策を最優先に取り組
んでまいります。
　また、（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したことにより、
本市を含めた周辺地域の交通利便性の向上に
よる地域産業の活性化や救急医療体制の強化などさまざまな整備
効果が期待されます。早期開通を目指し、関係機関と連携して、
全力で事業推進に取り組んでまいります。
　今後も、新型コロナ対策をはじめ、子育て支援や各種事業を計
画的に展開し、「住みやすさナンバー１のまち　八潮」を目指し、
市政運営に邁進してまいりますので、皆様のより一層のご支援ご
協力をお願いいたします。
　結びに、新型コロナウイルス感染症の早期終息を願うとともに、
皆様のご健勝とご多幸を心からお祈り申し上げまして、新年のあ
いさつとさせていただきます。

　明けましておめでとうございます。
　旧年中は、本市議会に対しまして、各段のご
理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
　さて、新型コロナウイルス感染症の終息が
見通せず社会経済活動が停滞する中、市内事
業者や市民の皆様におかれましてはさまざま
な面で大きな影響を受けていると思います。
二元代表制の一翼を担う市議会としては、皆
様の声を真摯に伺いながら、市が実施する新
型コロナ対策が効果を発揮するよう今後も協力してまいります。
　また、コロナ禍においてＩＣＴの活用が進む昨今、市民に分かり
やすく信頼される議会を目指し、議会の情報発信や議会改革のた
めの取り組みを推進するとともに、社会情勢の変化に柔軟に対応
できる議会となるよう議員一同気持ちを新たに取り組んでまいり
ます。
　結びにあたり、本年も格別のご支援とご協力を賜りますようお
願い申し上げますとともに、皆様のご健勝とご多幸を心からご祈
念申し上げまして、新年のごあいさつとさせていただきます。
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● 今月の主な内容 ● ２面：所得税・復興特別所得税の還付申告会／３面：２月１日はフレイルの日／４面：空き家を適切に管理しましょう

人口…92,319人（±0人）　　　男…47,939人（＋9人）　　　女…44,380人（−9人）
世帯…45,117世帯（＋1６世帯）  　令和４年（2022年）12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.866 令和５年（２０２3年）1月1０日

新型コロナウイルスワクチン接種 物保健センター☎９９５−３３８１

新型コロナウイルスワクチン接種をご検討ください
　新型コロナウイルスワクチン接種は、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。予防接種の実施期間は令和５年３月３１日までとされていま
すので、ワクチン接種についてご検討ください。

所得税・復興特別所得税の還付申告会などのお知らせ

対象となる方
　次の方のうち、源泉徴収票を
お持ちで、所得税等が還付にな
る方
▼退職などで年末調整が済んで
いない方
▼給与所得者や公的年金等の受
給者で医療費控除を受ける方
▼公的年金等の受給者 
※公的年金等の収入金額が400
万円以下であり、かつ、他の所得
金額が20万円以下である場合に
は、所得税等の確定申告は不要
です。ただし、各種控除を追加す
る場合や還付を受けようとする
場合は、確定申告が必要です。

申告に必要なもの
・令和4年分の給与所得または
公的年金等の源泉徴収票（原本）
・申告者本人名義の預貯金で金
融機関名と口座番号の分かるも
の（通帳など）
・印鑑、電卓、筆記用具
・個人番号（マイナンバー）カ
ードの原本と写し 、パスワー
ド、または個人番号が確認でき
る書類（通知カードなど）と本
人確認ができる書類（運転免許
証や健康保険の被保険者証な
ど）の原本と写し
※このほか、申告内容に応じて
必要となる書類があります。

　令和4年分の所得税等の還付申告会を開催します。申告会場で確
定申告書の作成を行い提出することができますので、必要な書類を
お持ちのうえ、お越しください。 物市民税課☎奮２０６

確定申告について詳しくは、国税庁ホームページをご覧になる
か、越谷税務署（☎９６５－８１１１）へお問い合わせください。

◇税理士による所得税還付申告の無料電話相談（完全予約制）� 　
相談日時 受付対象者 申し込み 留意事項

2月１日㈬～１５日㈬
（土・日曜日、祝日を除く）
午前9時～１１時
午後１時～３時

・退職などで年末調整が済んでいない方
・給与所得者で医療費控除を受ける方
・公的年金等の受給者

相談日の前日までに、電話で
関東信越税理士会越谷支部

（☎９６２－６１３１）へ
費用は無料ですが、相談内容などによっては
有料になることもあります。

　今年も新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、受付窓口の
数を減らして実施します。このため、待ち時間が長くなる場合があ
りますのでご了承ください。なお、新型コロナウイルス感染症の感
染状況などにより、変更または中止となる場合があります。
※発熱や咳など、体調が悪い場合は、ご来場をお控えください。

◇八潮メセナ会場（2階集会室）
受付日時 受付対象者 留意事項

2月１日㈬～３日㈮
午前9時３0分～１0時３0分
午後１時～2時３0分
※八潮メセナの開館は、
午前9時からです。

・退職などで年末調整が済んでいない方
・給与所得者で医療費控除を受ける方
・公的年金等の受給者で医療費控除を受ける方
・公的年金等の受給者かつ給与所得者である方
※ふるさと納税や住宅借入金等特別控除などの受け
付けは行っていません。

・申告相談を行う税理士の人数に限りがありますので、受付人数の目
安は午前午後それぞれ３0人程度となります。また、混雑状況によって
は、受け付けを早めに締め切る場合があります。
・八潮メセナへの問い合わせはご遠慮ください。

●申告会場でのお願い
　申告会場内の待合場所の密を避けるため、入口に受付番号の表示
板を設置しますので、ご自身の順番まで申告会場以外の場所での待
機にご協力ください。※再来場時に受付番号が到来していた方は、
優先的に案内しますので、職員に声をかけてください。

還付申告受付日程

確定申告と市民税・県民税申告の受け付け
場　所 日　　時 内　容

越谷税務署 １月１6日㈪～2月１５日㈬(土・日曜日、
祝日を除く）　午前9時～午後4時 所得税等・個人

消費税・贈与税
の確定申告の
相談および受
け付け

イオンレイクタウン
kaze（かぜ）
３階イオンホール

2月１6日㈭～３月１５日㈬（土・日曜日、
祝日を除く）　午前9時～午後4時
※平日以外でも、2月１9日㈰・26日㈰
に限り開場します。

りらーと八條公民館 2月１6日㈭ 午前9時３0分～１１時、
午後１時３0分～３時３0分
※午前の受付締切人数
目安は約70人です。 市民税・県民税

の申告、簡易な
所得税の申告
受け付け

資料館 2月１7日㈮
古新田公民館 2月20日㈪
大曽根中公民館 2月2１日㈫
ゆまにて 2月22日㈬

八潮メセナ展示室

2月24日㈮～３月１５日㈬(土・日曜日
を除く）　午前9時～１１時、午後１時
～4時
※2月26日㈰は、午前9時～１１時に限
り開場します。

※越谷税務署およびイオンレイクタウンの入場には「入場整理券」が必要
です。
※会場の混雑状況により、受付時間内でも受け付けを終了する場合があり
ます。
※申告会場となっている施設への問い合わせはご遠慮ください。

コールセンター
☎０５７０−２００−８１４
八潮市専用
予約サイト

物企画経営課☎奮３１０

マイナンバーカードの申請

　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コールセン
ターで予約をしてください。
　ご自身で予約することが難しい方は、保健センターの予
約代行窓口をご利用ください。
※乳幼児（生後6カ月～4歳）のワクチン接種を希望する方
は、接種医療機関に直接お申し込みください。
※ワクチン接種は、強制ではありません。

　マイナポイントの対象となるマ
イナンバーカードの申請期限が、
令和5年2月末まで延長されました。
　また、市ではマイナンバーカー
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
しています。
　詳しくは、市
ホームページを
ご覧ください。
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インフルエンザなどの冬の感染症にご注意！
　空気が乾燥する冬は、インフルエンザやノロウイルスなどの感染症が流行しやすい季節です。
　今年の冬は新型コロナウイルスと季節性インフルエンザが同時に流行する可能性があり、より多くの発熱患者が発生する恐れがあります。
　同時流行に備え、一人ひとりが意識して感染症予防に努めましょう。

物保健センター☎９９５－３３８１

●感染症にかからないためには
・感染経路を断つ
　飛まつ感染・接触感染を防ぐためには、こまめな手洗いや適切な
マスクの着用が大切です。
・免疫力を高める
　十分な睡眠とバランスの良い食事を普段からこころがけましょう。
・予防接種を受ける
　発症する可能性を減らし、発症した場合も症状が重くなることを
防ぎます。希望する場合は個別に医療機関にお問い合わせください。
※新型コロナウイルスワクチンとインフルエンザワクチンは同時接
種が可能です。

●体調がすぐれないときは無理せず休養をとりましょう
　発熱症状があるときは、まずは電話でいつも受診している「かか
りつけ医」に相談してください。
　かかりつけ医をお持ちでない方などは、埼玉県診療・検査医療機
関を検索していただくか、埼玉県受診・相談センター（☎０４８－
７６２－８０２６）をご利用ください。

●療養に備えて準備をしておきましょう
　万が一、新型コロナウイルスに感染した場合に備えて、食料品や
日用品の備蓄をしておきましょう。抗原検査キットや解熱鎮痛剤も
あらかじめ購入しておくと安心です。

●「フレイル」という言葉をご存じですか？
　フレイルとは、加齢により筋力や認知機能、社会とのつながりな
どの心身の活力が低下している状態（虚弱）のことをいいます。多
くの人が、健康な状態からフレイルの段階を経て要介護状態に陥る
と考えられています。
　フレイルは放っておくとどんどん進行してしまいます。要介護状
態になると、元の状態に戻るのは難しくなりますが、フレイルの兆
候を早期に発見し対策を行えば、健康な状態を取り戻すことができ
るといわれています。
　市では、自分らしく生活していくことを目指して、介護を必要と
する状態を未然に防ぎ、出来るだけ自立していくために、介護予防
教室やフレイルチェック測定会を開催しています。
　早いうちからフレイル予防に取り組み、いつまでもいきいきとし
た健康長寿を目指しましょう。

●こういう状態を感じている方は要注意
　「フレイル」の状態が始まっているかもしれません
食欲不振・栄養不足…食べる量が減った、食べ物が飲み込みにくい
運動不足や活力低下…ほとんど運動をしない、なんだか疲れやすい
社会参加の欠如…１人でいることが多い、あまり人と話をしない

２月１日は
「フレイルの日」

　２月１日は「フレイルの日」として制定されています。この機会にぜ
ひご自身の健康状態や日々の生活を振り返ってみませんか？

物長寿介護課☎奮４０８

出典：東京大学高齢社会総合研究機構

フレイルチェック測定会  
　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
いての講座です。
腹２月２８日㈫　午後２時～４時
複八潮メセナ・アネックス多目的ホールＢ、Ｃ
覆市内在住の６５歳以上の方
弗筆記用具、飲み物、動きやすい服装（裾を
ひざ下まであげられるズボンなどを着用）
払２０人（申込順）
沸無料
仏１月１６日から、電話で南部地域包括支援セ
ンター埼玉回生病院（☎９９９－７７１７）へ

フレイルの日イベント  
～モルック体験でフレイル予防～
◎モルックとは？
　「モルック」という木の棒を投げて、「スキットル」と呼ばれ
る１２本のピンを倒し、点数を競うフィンランド発祥のゲームで
す。走る動作がないため、体に負荷をかけずに誰でも楽しめる
スポーツとして注目されています。また、点数を考えて計算を
することで脳トレにもなります。当日は、フレイル予防のポイ
ントもお伝えします。
腹２月１１日㈷　午後２時～４時
複エイトアリーナ
覆市内在住の６５歳以上の方とその同居家族
弗室内用運動靴、飲み物、タオル
払１５人（申込順）
沸無料
仏１月１６日から、窓口または電話で長寿介護課へ

モルック（右）と
スキットル（左）

●フレイルを予防するために～健康長寿のための３つの柱～
　フレイルを予防し、健康的な生活を送っていくためには、「栄養（食
・口

こう

腔
くう

機能）」「運動（身体活動・運動など）」「社会参加（趣味・ボ
ランティア・就労など）」の３つをバランスよく実践することが大切
です。
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空き家を放置していませんか？
　空き家になると建築物の傷みが早くな
り、そのまま放置すると、さまざまな問
題が発生する可能性があります。
　市民が安全・安心して暮らせるために
も空き家を適切に管理しましょう。

八潮市空家バンクに登録する 
空き家を募集中
　空家バンクとは、空き家をお持ちの方
と空き家を買いたい、借りたいという方
をインターネットを通じて結びつけ、有
効な活用を進めていく制度です。
　市では、空家バンクに登録するための
空き家を募集しています。市内に空き家
を所有する方は、市ホームページをご覧
になるか、都市計画課へお問い合わせく
ださい。

空き家などに関する相談窓口
　市では、空き家などの所有者などが抱
えている問題について、関係する７団体
と協定を締結し、各分野の専門家に相談
できる窓口を設けています。

●主な相談内容
・�現在持っている建物や土地の相続につ
いて聞きたい

・�遠方に住んでおり、なかなか空き家に
来られないため、敷地内の除草をお願
いしたい

・�建物を解体したいが業者が分からない
など

相続に関する講座
　空き家に関連した相続や認知症の備え
など将来の悩みについて、「相続おしか
け講座」を実施しています。司法書士や
行政書士が講師となり、町会・自治会や
高齢者サロンなどでわかりやすく説明し
ます。
覆おおむね１０人以上のグループ

空き家を適切に管理しましょう空き家を適切に管理しましょう
～市民が安全・安心して暮らせる街並みを目指して～～市民が安全・安心して暮らせる街並みを目指して～

　市では、建築や不動産、法務などの団体と連携して空き家の予防対策、活用・流通対策、管理不全対策に取り組んでいます。
物都市計画課☎奮３４８

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～

・�新設小学校の建設に向け、八潮市新設小学校建設基本設計を完了
・�９月２６日から３０日までの間、小規模特認校制度を導入している八
條北小学校で、体験入学を実施
・�八潮市学校給食ビジョンの策定に向けて、パブリックコメントの
結果を踏まえて中間報告を作成
・�１０月３日から、栄養士が小学校を訪問して２学期の食育指導を実施
・�１０月２８日に、第三者機関による、給
食提供事業者の調理場などの施設内
および小中学校の配膳ホールなどを
対象とする衛生検査を実施
・�９月の「いじめ防止強化月間」にお
いて、小中学校の全学級で、いじめ
について考える授業など、「いじめ
ゼロ」へ向けた取り組みを実施

健康福祉・子育て～誰もがいきいきと暮らせるまち～

・�令和３年度の住民税非課税世帯等臨時特別給付金の受付を、９月末
で終了し、７，２４３世帯に７億２，４３０万円を給付
・�特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯等の低所得世帯へ、
１世帯あたり５万円の電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付
金を支給するため、１１月９日に７，６１６世帯に対して確認書を送付
・�１１月１７日から２１日までの間、令和５年度の保育所、認定こども園、
小規模保育施設および学童保育所の入所申込みの受付を実施

・�長寿のお祝いとして、１，２７３人の対象者に長寿祝金給付通知書を
送付し、今年度に１００歳を迎えられる１２人のうち４人の方に対して、
ご自宅などで、長寿記念品等贈呈式を実施

防災・防犯・消防・救急～誰もが安全で安心して暮らせるまち～

・�水害の危険に対して、事前に備
えるため、９月１日から新たに八
潮消防署における土のうの配布
を開始

・�１１月１０日、埼玉県知事および埼
玉県警察本部長に対して、警察
署の設置などに関する要望書を
提出

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～

・�９月１５日から、「八潮市運輸事業継続支援事業補助金」の受付を開
始し、１０月末現在、９２事業者に対し、３，２５２万円を補助

・�１１月１２日から市内の取扱事業者で利用できる「八潮市プレミアム
付商品券事業」を実施

・�９月１５日から１０月１４日までの間、「八潮市農業経営者支援給付金」
の申請があった８７件に対し、５７０万円を給付

新公共経営～協働で経営する自主・自律のまち～

・�９月１８日、令和５年４月１日採用の一般事務職、保育士、精神保健福
祉士、保健師、建築技師、土木技師および電気技師の試験を実施

市政の執行状況
　令和４年第４回市議会定例会が１２月１日から２０日まで開催され、市長が開会初日に前定例会以
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

外壁などが傷んで汚れたり、
ガラスが割れたまま放置さ
れると景観の悪化につなが
ります。

建物が傷み、屋根瓦が落下したり、雨どいが外れ
たりして通行人がけがをするおそれがあります。

樹木が繁茂して害虫が発生したり、勝手に
ゴミを捨てられてしまうことがあります。

【景観上の問題】

【防災上の問題】 【衛生上の問題】

【防犯上の問題】
施錠されていない、容易に侵入可
能な状態は、不審者の侵入や放火
の危険があります。

空き家を放置すると…

警察署設置などに関する要望書の提出

いじめについて考える授業
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利子補給金申請のお知らせ利子補給金申請のお知らせ
中川やしお水辺の楽校の整備工事中川やしお水辺の楽校の整備工事

①新規創業資金融資利子補給金
　市内において、新たに事業を起こすために借り受けた資金に
係る利子額を補助します。
②八潮市工場移転資金利子補給金
　土地区画整理事業施工区域などに工場を有する中小企業者が、
市内の適合用途地域への工場移転のため借り受けた資金に係る
利子額の５０パーセントを補助します。

　「中川やしお水辺の楽校」は国土交通省と八潮市が連携して
維持管理を行っている施設です。この度、国土交通省江戸川河
川事務所が①転落防止柵②災害体験用の水中歩行路③カヌー昇
降口の設置工事を行います。工事期間中（令和５年１月中旬～３
月末予定）は、下図の赤枠に沿ってバリケードが設置されるた
め、立ち入りができなくなります。

物商工観光課☎奮４７９

物社会福祉課☎奮８２２

―共通―
利子補給額　借入資金を受けた日から３年以内で、令和４年１月１
日から１２月３１日までの支払利子額（①利子が１．５パーセントを
超える場合は、１．５パーセントの額②利子が２パーセントを超え
る場合は、２パーセントの額）
仏１月２５日（必着）までに、申請書類（商工観光課で入手）を
窓口または郵送で商工観光課へ
※①の対象者には申請書類を郵送
※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。

物商工観光課☎奮２０２

　高齢者宅などに「民生委員」を名乗る人物から、世帯構成を
聞き出そうとする電話がかかってくる事案が発生しています。
詐欺事件につながる可能性もあるため、不審な電話や訪問には、
十分にご注意ください。

民生委員民生委員をを名乗る不審電話名乗る不審電話ににご注意！ご注意！

案内案内
会議の開催

●第２回八潮市高齢者保健福祉
推進審議会の傍聴
腹１月２６日㈭　午後１時３０分～３
時３０分
複八潮メセナ会議室
淵第９期八潮市高齢者保健福祉
計画・介護保険事業計画策定に
向けた調査などについて
払１０人（申込順）
仏１月１４日から２５日までに、電
話で長寿介護課（☎奮４４７）へ
●第３回八潮市都市計画審議会
の傍聴
腹１月３０日㈪　午後２時～
複やしお生涯楽習館多目的ホー
ル
淵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２回八潮市男女共同参画審
議会の傍聴
腹１月３１日㈫　午前１０時～１１時

３０分
複市役所第２会議室
淵第４次八潮市男女共同参画プ
ランの進捗状況に係る審議会意
見についてほか
払３人（申込順）
仏１月１６日から３０日までに、電
話で人権・男女共同参画課（☎
奮８１１）へ
●八潮市検診等に関する専門部
会の傍聴
腹１月３１日㈫　午後１時３０分～２
時３０分
複保健センター
淵令和４年度がん検診等実績報
告、令和５年度がん検診等実施
計画（案）についてほか
払５人（当日先着順）
物健康増進課☎９９５－３３８１
●第２回八潮市青少年健全育成
審議会の傍聴
腹２月７日㈫　午後２時～（受付
＝午後１時３０分～２時）
複りらーと八幡多目的室２
淵青少年健全育成事業計画（案）
についてほか
払５人（当日先着順）
物社会教育課☎奮３６５

●第２回八潮市スポーツ推進審
議会の傍聴
腹２月７日㈫　午後２時～
複八潮メセナ会議室
淵八潮市スポーツ推進計画の中
間検証についてほか
払５人（当日先着順）
物スポーツ振興課☎９９６－５１２６
●第２回八潮市公園等整備推進
審議会の傍聴
腹２月９日㈭　午後３時～
複市役所第２会議室
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回八潮市地域包括支援セ
ンター運営協議会の傍聴
腹２月１０日㈮　午後１時３０分～３
時
複やしお生涯楽習館多目的ホー
ル　
淵令和４年４月から９月までの地
域包括支援センター活動状況、
指定介護予防支援一部委託届出
状況について

払１０人（申込順）
仏１月１６日から２月９日までに、
電話で長寿介護課（☎奮４４８）へ

老人福祉センターすえ
ひろ荘お風呂利用の一
時中止
　東埼玉資源環境組合第二工場
ごみ処理施設の定期点検により、
お湯を沸かす蒸気供給が停止と
なるため、お風呂の利用を一時
中止します。
腹２月６日㈪～３月２２日㈬
※施設は開館しています。
物すえひろ荘☎９３６－９１８１

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
　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が、
３月３１日まで延長されました。
　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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スマートフォン決済アプリで納税スマートフォン決済アプリで納税

納税は安全・確実・便利な『口座振替』納税は安全・確実・便利な『口座振替』
で延滞金のリスクを減らしましょう！で延滞金のリスクを減らしましょう！

物納税課☎奮２９３

　市県民税（普通徴収）、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、
国民健康保険税は、スマートフォン決済アプリで納付できます。
ぜひご利用ください。詳しくは、市ホームページをご覧ください。

口座振替がおすすめの理由
・確実に納期限内に納付することができます
・現金を扱わないので安全・安心です
・毎年自動的に継続されます

口座振替手続き方法
●申請書での手続き
必要書類　口座振替依頼書、通帳、届出印、納税通知書
手続場所　八潮市指定の金融機関または納税課窓口

●キャッシュカードを利用した手続き
必要書類　本人確認書類、八潮市指定の金融機関で振替希望先
のキャッシュカード
手続場所　納税課、国保年金課、駅前出張所の窓口
※受付時間は、午前８時３０分から午後５時１５分までです。
※詳しくは、市ホームページをご覧ください。

※領収書は発行されません。利用明細などをご確認ください。
※納付後すぐに納税証明書が必要な方や領収書が必要な方は、
納付書裏面に記載の取扱金融機関などをご利用ください。

対象アプリ

物納税課☎奮２９３

通　帳

〇×銀行

おしらせ コーナーおしらせＨＯＴコーナー
みずほ銀行および三井
住友信託銀行における
公金の取り扱い

　八潮市に納める市税などは、
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）。
　また、三井住友信託銀行は、
３月３１日をもって八潮市収納代
理金融機関を辞退することとな
ったため、八潮市に納める市税
などの納付は、窓口・口座振替
ともにできなくなります。
物会計課☎奮２０１

交通災害共済
　市町村交通災害共済は、皆さ
んの会費で運営する交通事故の
お見舞金助け合い制度です。
共済期間　４月１日～令和６年３月
３１日
覆①市内に住民登録をしている
方、②①の方に扶養されていて、
修学のため市外に転出している
方
沸年額５００円
仏２月１日から、市民課、駅前出
張所、市内郵便局または草加工
業団地内郵便局へ
物市民課☎奮２１０

八潮市中小企業退職金
共済掛金補助制度

　市では、「中小企業退職金共
済制度」または「八潮市商工会
特定退職金共済制度」に新たに
加入した事業主に対し、掛金の
一部を補助します。
覆次のすべての要件を満たす方

全国一斉生活保護相談会
腹１月２２日㈰　午前１０時～午後４
時
淵生活保護に関する電話相談
専用電話　錆０１２０－０５２－０８８
相談担当者　司法書士
※相談は無料、秘密は厳守しま
す。
物埼玉青年司法書士協議会☎
０５０－３７０７－２８６８

募集募集
八潮市下水道事業審議
会委員

任期　令和５年４月１日～令和７年
３月３１日（２年間）
覆応募日現在、市内に１年以上
在住している方で、令和４年４月
１日現在、満１８歳以上の方
※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
淵下水道に関する事項について
の審議など
払３人（男性１人女性２人、申し
込み多数の場合、抽選）
報酬　市の規定により支給
仏２月１３日（必着）までに、申
込書（下水道課または市ホーム
ページで入手）を窓口または郵
送で下水道課（☎奮３４５）へ

農業委員会委員
任期　令和５年８月２４日～令和８
年８月２３日（３年間）

▼市内に事業所を有し１年以上
事業を継続しており、かつ補助
金申請時も事業を行っている▼
従業員が５０人以下である▼補助
金交付申請時に納期が到来した
市民税を完納している
補助期間　新規加入契約月から
２４カ月間
補助対象経費　令和４年１月（ま
たは加入月）から令和４年１２月
（または補助期間満了月）まで
に支払った掛金
補助額　従業員が５人までの事
業所は掛金の３０パーセント、６人
から５０人までの事業所は掛金の
２０パーセント（ただし、掛金は
月額５，０００円を限度として計算）
仏１月２５日までに、申請書類を
商工観光課（☎奮３３６）窓口へ
※補助対象と思われる事業所に
は、申請書類などを郵送してい
ます。届いていない場合は、商
工観光課へご連絡ください。

第４回外国人お助けボ
ランティア育成研修
腹２月１２日㈰　午後１時～４時
複越谷コミュニティセンターポ
ルティコ展示ホール
淵日本人住民と外国人住民がお
互いの立場を理解し、安心して
暮らすことのできる地域づくり
に向けて、身近な外国人と気軽
にコミュニケーションをとるコ
ツを学ぶ
仏事前予約制。詳しくは、県ホ
ームページをご覧ください。
物申し込みについて＝県多文化
共生ボランティア育成事務局☎
０４８－７６２－６２５０、事業内容
について＝県国際課☎０４８－
８３０－２７１４

応募方法　農業者や農業関係団
体などからの推薦または自薦
払１５人
※詳しくは、推薦要領、募集要
領（応募用紙とともに、都市農
業課、駅前出張所または市ホー
ムページで入手）をご覧くださ
い。
仏２月１日から３月１日までに、応
募用紙を都市農業課（☎奮２８６）
窓口へ

投票立会人候補者登録
　令和５年度（令和６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５年１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
報酬など　１７，５００円（１回）
仏１月３１日（必着）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．
ｙａｓｈｉｏ．ｌｇ．ｊｐ）へ
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図書館☎９９４－５５００ 住所八條２７５３‒４６りらーと八條
催し 日時 詳細

図書館
企画展示
「しかけ絵本～ポップアッ
プアートを楽しもう！～」

１月３１日㈫～２月１９日㈰ 複りらーと八條カウンター前　淵驚きや楽しさがつまった「しかけ絵本」の展示

催し 日時 詳細

公民館

アートフラワー教室
①２月１日・１５日②３月１日・１５日
（①②ともに各水曜日・全２回）
午後１時３０分～３時３０分

複りらーと八幡多目的室１　覆市内在住・在勤・在学の方　淵アートフラワーの製作（①カス
ミソウ②アネモネ）　講師　菱

ひし

沼
ぬま

久
ひさ

恵
え

さん（深雪アートフラワー師範）　払各回１５人（申込
順）　沸各回１，５００円（材料費）　仏１月１７日～

桃の節句かざりを作ろう！ ２月４日㈯
午後１時３０分～４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（小学生以下は
保護者同伴）　淵不老長寿や邪気払いなど、吉兆のモチーフとなってい
る「桃」と「飾り雛

ひな

」の製作　講師　高
たか

橋
はし

涼
りょう

子
こ

さんほか（サークル蔵）　
払２０人（申込順）　沸１，０００円（材料費）　仏１月１７日～

パソコン講座
２月８日～３月８日（毎週水曜日・
全５回）
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・在勤のパソコン初心者の方　淵パソコン操作の基
礎を学び、家計簿を作る　講師　籠

かご

倉
くら

正
まさ

美
み

さん　払１０人（申込順）　仏１月１７日～

えいごであそぼう！ ２月１９日㈰
午前１０時～正午

複りらーと八幡多目的室１　覆市内在住・在学の小学校１・２年生　淵歌やゲームを通じて、英
会話に親しむ　講師　ニコラス・アレンさん（英会話講師）　払１５人（申込順）　仏１月１７日～

図書館 ぬいぐるみのおとまり会

おはなし会：２月４日㈯　午後２
時３０分～３時
ぬいぐるみのお迎え：２月５日
㈰　午後１時～５時

複りらーと八幡おはなしの部屋　覆２歳～小学生（未就学児は保護者同伴）　淵おはなし会
に参加後、参加者のぬいぐるみが一晩図書館内で過ごし、その姿を写真に収め、記念に贈呈
払１０人（申込順）　仏１月１７日～

公民館☎９９５‒6216 図書館☎９９５‒621５ 住所中央３‒３２‒１１りらーと八幡

やしおインフォメーションやしおインフォメーション
※�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

八潮市会計年度任用職員の登録八潮市会計年度任用職員の登録 小・中学校臨時的任用小・中学校臨時的任用
教員、非常勤講師募集教員、非常勤講師募集
　臨時的任用教員および非常勤講師を募
集します。

物学務課☎奮４１５

職務
①小・中学校臨時的任用教員
②小・中学校非常勤講師

資格
小学校教員免許若しくは中学
校教員免許（各教科）を有する
方

勤務日時

①月～金曜日（週５日）
　１日７時間４５分
②月～金曜日のうち週１～２日
　１日４～７時間

勤務場所 市内小・中学校

職務内容

①小・中学校における病気休
暇や育児休業などで勤務する
ことができない教員の代替
②小・中学校における初任者
研修などで不在となる教員の
代替

給与 県の規定により支給

募集人数
随時募集
※東部教育事務所への登録が
必要です。

申し込み 電話で学務課へ
※任用期間については要相談

　市では会計年度任用職員の登録の募集を随時行っています。
　会計年度任用職員とは１会計年度（４月１日から翌年３月３１日）を超えない範囲で
任用される一般職の非常勤職員のことです。採用されると、地方公務員として勤
務し、地方公務員の服務に関する規定が適用されます。

物総務人事課☎奮２６９

　登録を希望する方は、「会計年度任用職員登録票」を総務人事課へ提出してく
ださい（郵送可）。
　登録票は市ホームページからダウンロードできます（郵送請求の方は、封筒の
表に「会計年度任用職員登録票請求」と朱書きし、宛名を明記した長３サイズの
返信用封筒＜８４円切手を貼付＞を同封して、総務人事課人事担当へ）。

※現在登録されている方で、令和５年４月１日以降も登録を希望する方は、新たに
登録票を提出してください。
※登録されても、面接の連絡がない場合もあります。また、登録者の中から選考
を行い任用するため、名簿登載期間中に必ずしも任用されるものではありません。
※募集する職種については、２月頃、市ホームページに掲載する予定です。

【登録・採用までの流れ】

登録票の提出 書類選考 登録 面接 採用

登録票（写真
貼付）および
必要書類を総
務人事課へ
※郵送での提
出も可

募集する職
種と条件が
合致する方
か総務人事
課で書類選
考を実施

書類選考に合
格すると台帳
に登録
※名簿登載期
間は登録受付
日から令和８
年３月３１日まで

会計年度任用
職員を必要と
している課か
ら、面接試験
の連絡があり、
各課で面接を
実施

面接に合
格すると
会計年度
任用職員
として採
用

おしらせ コーナーおしらせＨＯＴコーナー
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催し 日時 詳細
楽しく体験！！ヤッキーひろば
①カラフルなちょう（蝶）を作ろう！
②おもちゃの病院

１月２１日㈯
午後１時３０分～３時３０分

複やしお生涯楽習館展示コーナー　覆小学生および保護者同伴の幼児　淵①好きな色の布
を使ってカラフルな羽のちょう（蝶）を作る②壊れたおもちゃの修理　払①１５人（申込順）　
沸②必要に応じて部品代あり　仏①１月１５日～

市民活動応援講座
「市民活動を広めるためのＳＮＳ実
践講座」

２月１３日・２０日（各月曜日・全２
回）
午前９時３０分～１１時３０分

複やしお生涯楽習館セミナー室４　覆１８歳以上で両日受講できる方　淵インスタグラムを
利用した情報収集・発信の方法を学ぶ（初心者向け）　講師　八潮市ちゃんねる（地域情報サ
イト）　払１２人（申込順）　仏１月１５日～２月６日（受付＝午前１０時～午後５時）

やしお生涯楽習館 ☎９９４‒１０００住所鶴ケ曽根４２０‒２

催し 日時 詳細

ダイヤモンドアフタヌーンコンサート ２月１８日㈯
午後２時～３時

複八潮メセナホール　淵カジュアルなクラシックコンサート　出演　上
うえ

原
はら

雅
まさ

史
ふみ

さん（サク
ソフォン）、上

うえ

村
むら

美
み

里
さと

さん（ピアノ伴奏）　演奏曲　Ｄ．ベダール／ファンタジー、Ａ．ローゼン
ブラット／カルメンファンタジーほか　払１００人（申込順）　仏１月２８日午前９時から２月１７日
午後５時まで、八潮メセナ窓口でチケット配布

☎９９８‒２５００ 住所中央１‒１０‒１八潮メセナ

催し 日時 詳細

スポーツ指導者講習会 ２月９日㈭
午後７時～

複やしお生涯楽習館多目的ホール　覆市内在住・在勤・在学の方　淵「女性アスリートに多
い健康障害の予防法・月経周期を考慮したコンディショニング法・月経周期と運動パフォー
マンスの関連性」についての講習　講師　須

す

永
なが

美
み

歌
か

子
こ

さん（日本体育大学教授）　払１００人
（申込順）　仏１月１７日～２月３日

親子ふれあいなわとび ２月１８日㈯
午前９時～

複エイトアリーナ体育室　覆４歳から小学校低学年までの子どもとその保護者　淵親子と
び、前とび、あやとび、後ろとびなどの回数を競う　払５０組（申込順）　仏１月１７日～２月７日
（ファクス可鯖９９６-712９）

☎９９６‒５１２６ 住所八潮3‒3１文化スポーツセンター

昨年度の折り紙講座の作品

☎奮3６５

催し 日時 詳細

令和４年度生涯学習学校開放講座
合同作品展

１月２６日㈭～２月１日㈬
午前９時～午後５時（２６日㈭は
正午から、１日㈬は午後２時ま
で）

複八潮メセナ展示室　淵市内小・中学校で開催された１３講座の学習
成果（書道、折り紙、図工、絵画、パソコン、筝

そう

曲、漢詩、論語、太極拳、軽
スポーツ講座など）を作品、写真などで紹介

やしお市民大学公開講座
①やしお市民大学大学院研究発表会
②やしお市民大学自主研究発表会

①２月４日㈯
午前９時３０分～正午
②２月１８日㈯
午後１時３０分～４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市民大学大学院生による
研究成果の発表②市民大学２年生による研究成果の発表　払各回９０人（当日先着順）　物や
しお市民大学運営事務局（☎９５1－０５21）または社会教育課

社会教育課

催し 日時 詳細

普通救命講習会Ⅲ ２月４日㈯
午前９時～正午

複草加消防署西分署　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１５人（申
し込み多数の場合、抽選）　仏１月１９日まで

草加消防署西分署 ☎９２５‒3２５１ 住所草加市西町１０８‒２

催し 日時 詳細
消費生活セミナー
「専門医が教える！認知症予防のす
すめ～防ごう！認知症と消費者トラ
ブル～」

２月２日㈭
午後１時３０分～３時

複やしお生涯楽習館多目的ホール　淵認知症を原因とした消費者トラブルを未然に防ぐた
めの「認知症の予防」、消費生活センターに寄せられる「認知症に関する相談事例」について
学ぶ　講師　神

かみ

谷
や

達
たつ

司
し

さん（神谷医院院長）、消費生活相談員　払５０人（申込順）　仏１月１６日
～

☎奮33６商工観光課

催し 日時 詳細

認知症サポーター
ステップアップ講座

２月１１日㈷
午前９時３０分～１１時

複八潮メセナ集会室　覆市内在住・在勤で認知症サポーター養成講座を受講したことがあ
る方　淵認知症に関する知識をより深め、認知症サポーターとして何ができるかを考える
払８０人（申込順）　仏１月１６日～

☎奮４４８長寿介護課

資料館 ☎９９７‒６６６６ 住所南後谷７６３‒５０

催し 日時 詳細

第４８回企画展「日々を装う」
１月２１日㈯～３月１２日㈰
（展示解説会＝１月２８日㈯、３
月５日㈰　午後２時～３時）

複資料館企画展示室・併設古民家　淵装いをめぐる歴史や文化、産業について、関連資料と
ともに紹介　展示解説会　複資料館企画展示室　淵担当職員が企画展の展示解説を行う
※事前申込不要

資料館講座「八潮の御一新　―小
こ

菅
すげ

県
けん

と濵
はま

野
の

弥
や　え　もん

右衛門―」
１月２９日㈰
午後１時３０分～３時３０分

複資料館視聴覚講座室　覆１８歳以上の方　淵明治初期に八潮市域が属していた小菅県や、
触元役を担った濵野弥右衛門の取り組みを紹介　講師　資料館職員　払２０人（申込順）
仏１月１４日～２８日
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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すこやかカレンダーすこやかカレンダー 2月

事業名 日時 対象
①乳幼児相談（事前予約不要） 2月8日㈬	 午前９時３０分～１０時３０分 満2カ月～未就学児
②ママのこころの相談
（臨床心理士による相談） 2月8日㈬	 午前９時３０分～１１時（１人４５分） 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

③すこやか相談 2月2１日㈫　午後１時３０分～４時 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

④パパ・ママ学級 2月１９日㈰	 午後１時～４時 妊娠５～７カ月の初妊婦および夫
⑤離乳食（初期）教室 2月１３日㈪	 午前１０時３０分～正午 ５～６カ月児
⑥離乳食（後期）教室 2月１４日㈫	 午前１０時３０分～正午 ９～１１カ月児
⑦プレママサロン 2月１０日㈮	 午後１時３０分～３時３０分 妊婦

保健センターからのお知らせ 仏物☎995－3381
健康マイレージ
ポイント対象事業

●冬の冷え対策は万全に
　手足がかじかむ冬の冷えを経験したことはありませんか？体が冷
えることによって、血液の流れが悪くなり、頭痛、肩こり、手足や
腰などに冷えの症状が発生します。次のことを参考に、冷え対策に
努めましょう。
①主食、主菜、副菜など、バランスの良い食事を取りましょう。
②甘いもの、高脂肪のものは控えましょう。過度の糖分や脂肪は血
糖や中性脂肪を増やし、血行不良の原因
になります。
③ストレッチやマッサージ、ぬるめのお
風呂で体を温めて血行をよくしましょう。
④温かい食べ物や飲み物をとりましょう。

●冬場に多発する入浴中の事故（ヒートショック）にご用心
　ヒートショックとは、急激な温度差がもたらす健康被害のことで
す。
　暖かい部屋から寒い部屋への移動などの急激な温度変化により、
血圧が大きく変動することで、失神、心筋梗

こう

塞
そく

、不整脈、脳梗塞な
どを起こすことがあり、冬場に多く見られます。入浴時は特に注意
が必要です。
　安全に入浴するために、次の点に注意しましよう。
①入浴前に脱衣所や浴室を暖めましょう。
②温度は４１度以下、湯につかる時間は１０分までを目安にしましょう。
③浴槽から急に立ち上がらないようにしましょう。
④食後、飲酒直後の入浴はやめましょう。
⑤入浴することを家族などに声をかけておきましょう。

各種検（健）診のお知らせ 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。

事業名 日時 対象 内容 定員・費用

ヘルシーチェック
健康診査

2月１５日㈬　⑴午前９時～９時2０分
⑵午前９時2５分～９時４５分
結果説明会　３月１５日㈬　午前９時～９時４５分

市内在住の2０～
３９歳の方

問診、身体測定、血圧測定、
尿検査、血液検査（貧血検査
含む）、診察、骨密度測定（女
性のみ）

払各回３０人（申込順）
沸５００円

骨粗しょう症検診
2月１５日㈬　午前１０時～１０時３０分
結果説明会　３月１５日㈬　午前１０時2０分～１０
時３０分（初めて受診の方のみ）

市内在住の2０歳
以上の女性 問診、骨密度測定 払５０人（申込順）

沸2００円

―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、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）、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

健康づくりの料理教室　　
腹２月２２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「からだをぽかぽかに、寒さに負けない
食事とは」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）
仏１月１6日から、窓口または電話で保健セ
ンターへ

保健保健センターのセンターの催催しし
　令和４年１０月１日から３１日まで「埼玉県コバトン健康マイレージ」と「オクトーバー
・ラン＆ウォーク」のコラボ企画が行われました。
　これは県内３１自治体が参加して自治体対抗戦を行ったもので、「ウォーキングの部」

埼玉県コバトン
健康マイレージ

「「コバトンコバトン健康健康マイレージマイレージ××オクトーバー・ランオクトーバー・ラン＆＆ウォークウォーク」県内第３位」県内第３位にに！！

の累積歩数において八潮市は合計
２7２，９３5歩で県内第３位となり、表彰を受
けました。
　市では今後もウォーキングを通した健
康づくりを推進していきます。
※自治体対抗戦の結果は「埼玉県コバト
ン健康マイレージ」に掲載されています。
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銀杏句会　会員募集
腹毎月第２水曜日　午後１時３０
分～３時３０分　複やしお生涯
楽習館セミナー室　淵俳句の
投句と選句　沸月会費３，０００
円　物銀杏句会・松田☎９９５
－６７７６

ミニテニスヤシオ会員募集
腹月～金曜日（曜日は開催月
により異なる）午後６時３０分
～９時　複エイトアリーナ　
淵テニスを通して楽しく体力
作り　弗運動ができる服装、
運動靴　沸月会費１，５００円　
物ミニテニスヤシオ・石井☎
０９０－２５６５－６９１８

きもの着付け同好会 
会員募集
腹毎月第２・４火曜日　午前９時
３０分～正午　複りらーと八幡
公民館ほか　淵着物の着付け
を学ぶ　弗着物一式　沸入会
金１，５００円、月会費１，０００円　
物きもの着付け同好会・豊田
☎０８０－５５３１－１７６４

840伝言板

■一般書  
「光のとこにいてね」

一
いち

穂
ほ

ミチ　著
「栞

しおり

と嘘
うそ

の季節」
米
よね

澤
ざわ

穂
ほ

信
のぶ

　著

　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  
「ネズミのミーナ」
マシュー・フォーサイス　文と絵

青
あお

山
やま

南
みなみ

　訳
「ノラネコぐんだんうみのたび」

工
く

藤
どう

ノリコ　著

■２月の休館日  
りらーと八幡・八條　毎週月曜日
駅前出張所図書窓口　毎週土・日曜日、２３日㈷
物りらーと八幡☎９９５－６２１５、りらーと八條☎９９４－５５００

■２月の上映会の日  
りらーと八幡　▼児童向け＝１２日㈰・２６日㈰　午後２時～
　　　　　　　▼一般向け＝１１日㈷・２５日㈯　午後２時～
りらーと八條　▼児童向け＝５日㈰・１９日㈰　午後２時～
　　　　　　　▼一般向け＝１２日㈰・２６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。

　市教育委員会では、児童生徒
の発達段階に応じて、食生活に
関する正しい知識と望ましい食
習慣を身に付けることができる
ようさまざまな食育指導を行っ
ています。
　一例をあげると、栄養士が各
学校を訪問し、特別活動や家庭
科の授業中に、先生と一緒に食
に関する指導をします。
　令和４年度は、小学校２・３年
生向けに「３つの栄養について」
「カルシウムについて学ぼう」
「小松菜はかせになろう」、中学
校２・３年生向けに「健康な身体
と栄養～今の生活習慣が将来を
決める～」をテーマに、１５分～

２０分程度の時間で実施していま
す。
　また、その日の学校給食の献
立に関係するクイズを「ワンポ
イントアドバイス」として各学
校に提供し、毎日の給食の時間
に校内で放送しています。
　ワンポイントアドバイスは市
ホームページ内やしおキッズペ
ージにも掲載していますので、
ぜひご覧ください。

図図書館だより書館だより
学校給食における「食育」

教育委員会
らこ ち

栄養士学校訪問の様子

物学務課☎奮３６６

納期限のお知らせ
市県民税� 第４期
国民健康保険税�第８期
後期高齢者医療保険料� 第７期
介護保険料� 第８期

納期限：１月３１日
口座振替の方は、残高
確認をお願いします。

●ファミリー・サポート・
センター
腹月～土曜日（祝日を除く）
午前９時３０分～午後４時３０分
覆生後おおむね６カ月から
小学校６年生までのお子さ
んがいる方
◆入会説明会
腹４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
◆提供会員講習会
腹４日㈯　午後２時～４時
覆援助ができる方
物☎９５１－０３１２

●ホームスタート（訪問型
支援）
腹月～金曜日　午前１０時～
午後４時
覆就学前の子育て親子
物☎９５１－０２６９

●駅前子どもの相談窓口
（保健師・栄養士相談）
腹２０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☎９５１－０２８５

　だいばら児童館が休館中のため、
市内公共施設を利用して移動児童館
を開催しています。
　０歳から１８歳未満の児童とその保護
者が、児童館のおもちゃなどで自由
に遊ぶことができます。

開催日 時間 場所
２月１１日㈷ 午前１０時～正午 

午後２時～４時　
りらーと八條会議室２

２月２２日㈬ 資料館会議室・学習室

※�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。
月子育て情報コーナー２

子育てひろば やしお子育てほっとステーション

移動児童館　物☎９９９－０３２１

名称 場所 日時 主な事業

①やわた
子育てひろば
☎９９８－７４２１

保健センター
月～木

午前１０時～
午後３時

▼身体測定＝応相談▼図書館お話し会＝２日㈭　
午前１１時～▼おひなさまづくり＝２１日㈫～　
午前１０時～、午後１時～　払２０組（先着順）

②はちじょう
子育てひろば
☎９４９－６８８７

りらーと八條
（公民館）

火～金
午前１０時～

午後３時

▼身体測定＝１日㈬～３日㈮　午前１０時～（２日
㈭は午後１時３０分～も実施）▼栄養相談＝７日㈫　
午前１１時～▼おひなさまづくり＝１４日㈫～１６
日㈭　午前１０時３０分～

③ゆまにて
子育てひろば

☎０７０－３３５０－
１２９７

ゆまにて
火～金

午前１０時～
午後３時

▼身体測定＝毎週金曜日　午前１０時～▼親子
リトミック＝２日㈭・９日㈭　午前１０時３０分～　
払各日５組（先着順）▼栄養相談＝１６日㈭　午前
１１時～

④楽習館
子育てひろば
☎９９５－３０３５

やしお
生涯楽習館

月・水・木・金
午前１０時～

午後３時

▼身体測定＝１日㈬～３日㈮　午前１０時～▼子
どもの発達相談＝６日㈪　午前１０時～▼おひな
さまづくり＝１５日㈬～１７日㈮　午前１１時～

⑤おおぜのもり
子育てひろば
☎９５１－３２１６

みつもり 
保育園

月～金
午前１０時３０分～

午後３時３０分

▼身体測定＝２７日㈪・２８日㈫　午前１１時～、午
後２時～▼節分まめ入れづくり＝１日㈬午前１０
時３０分からキットを配布　払１５組（先着順）▼
ボランティアお話し会＝１６日㈭　午前１１時３０
分～

⑥駅前
子育てひろば
☎９５１－０２８５

やしお子育て
ほっと

ステーション

毎日
午前１０時～

午後４時

▼身体測定＝１３日㈪～１５日㈬　午前１０時～、午
後２時～▼お話し会＝１日㈬・２２日㈬　午前１１時
～▼あかみみおんがくコンサート＝８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。
※２月の休館日：２３日㈷＝①～⑤
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〈広告欄〉

「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。広告募集

くらしの 110番

【事例】近所の家で工事をしているという業者が、無料で床下を
点検してくれるというので見てもらうと、カビの除去を勧められ
た。消毒作業代の６万円を支払い、作業が終了すると、「基礎の一
部が割れていたのですぐに修理したほうがよい」と２７０万円の修
理工事を勧められた。高額なので断ったが「１８０万円まで値引き
する」などと長時間にわたって勧誘を受け、断り切れず契約して
しまった。

質問
　勤務先の上司からのセクハラに悩んでいます。どのよう
に対処したらよいでしょうか。
　職場でパワハラ・セクハラなどのハラスメントを受けた
場合に、何らかの対応を求めるためには、その事実があっ

たことを「証拠」によって明らかにすることがとても大切です。そ
のため、まずはハラスメントの事実を「記録する」ことを心がけま
しょう。
　加害者の言動について録音・録画ができれば強力な証拠となりま
す。加害者から送られてきたハラスメントに関するメールやＳＮＳな
ども重要な証拠ですので、きちんと保存しておきましょう。
　ハラスメント行為は事前に予測できないことも多く、「録音でき
なかった．．．」ということもあるかと思います。そのような時は、日
記やメモを書いたり、周りの人にメールやＳＮＳで相談するなどして、
いつ、どこで、誰から、どんな被害を受けたか、どう思ったのかを
形に残しておきましょう。信用性を高めるためには、被害を受けた
直後に、その都度、具体的に記録しておくことが大切です。
　ハラスメント行為が原因で、けがをしたり、体調を崩したりした
ときは、病院に行き、医師から診断書をもらいましょう。
　次に、同僚や上司、あるいは社内の相談窓口に相談しましょう。
ハラスメント対策のための相談窓口を設置すること、事実の調査を
行い適切な対応をとることは、すべての企業の義務となっています。
　また、相談をした労働者を企業が不利益に取り扱うことも禁止さ
れています。ハラスメントは我慢していても解決しません。周りの
協力を得ることで、問題の解決につながる可能性がありますので、
一人で悩まないでください。
　社内に相談窓口がない場合や、社内では解決できない場合は、弁
護士や労働組合に相談しましょう。弁護士や労働組合は、ハラスメ
ント被害への対応やハラスメント行為の防止を求め、企業と対等の
立場で交渉することができます。
物埼玉弁護士会越谷支部☎９６２－１１８８　若生直樹（弁護士）

回答

法律相談などで多い事例とそのアドバイス法律相談コラム突然訪問した業者による屋根や床下点検に注意！

　住宅の屋根や床下は見えにくいため状況が把握しづらく、また、
専門知識が必要なため、建築後年数が経って業者から指摘をされる
と不安になりがちです。修理の必要性や金額の根拠が明確でないま
ま高額な工事契約を結んでしまい、トラブルが発生しています。
　訪問販売による契約では、法定書面を受け取ってから８日以内で
あればクーリング・オフにより契約を解除できます。
【消費者へのアドバイス】
①業者から契約を迫られても即断せず、家族や周囲の人などに相談
しましょう。
②高額な契約をするときは、同業他社から相見積もりを取り、比較
検討しましょう。不明な点は、遠慮せず質問しましょう。
③工事の見積書や契約書は必ず受け取りましょう。
④クーリング・オフ以外にも、勧誘方法や契約内容に問題があれば
契約を取り消しできる場合があります。
⑤困った時には、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

ハラスメントへの対処法

②税理士相談
相続税など税金全般に
ついての相談
※１月２３日㈪午前９時か
ら電話予約

腹２月６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）

物秘書広報課　☎奮３７３

③不動産相談
土地・建物の売買、賃貸
や空き家の利活用など、
不動産取引全般につい
ての相談（宅地建物取
引士が対応）

腹２月１３日㈪　午後１時～4時
　２月２７日㈪　午前９時～正午
複市民相談室

物秘書広報課　☎奮３７３

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）

腹２月８日㈬
　午後１時３0分～３時３0分
複市民相談室

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

腹２月２0日㈪
　午後１時～4時
複市民相談室

物秘書広報課　☎奮３７３

⑥司法書士相談
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
※２月２日㈭午前９時か
ら電話予約

腹２月１６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）

物秘書広報課　☎奮３７３

⑦ D V 相 談
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）

物人権・男女共同参画課�☎奮８１１

⑧女 性 相 談
夫婦関係などさまざま
な悩みごとについて、
心理士やカウンセラー
が心の整理をお手伝い
します（女性限定）

腹毎週火～木曜日
　午前１0時１５分～午後0時３0分
　午後１時３0分～３時4５分
複駅前出張所内相談室
払4人（電話による事前予約制）

物人権・男女共同参画課�☎奮８１１

⑩心配ごと相談
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）

腹２月１日㈬・１５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）

物社会福祉協議会�☎９９５－３６３６

⑪生活困窮者自立相談
経済的な問題などの心
配ごとについての相談
（生活困窮者自立相談
支援員が対応）

腹毎週月～金曜日
　午前８時３0分～午後５時１５分
複社会福祉課　☎９4９－６３１７
（生活困窮者自立相談支援専
用電話）

物社会福祉課　☎奮４９３

⑨人 権 相 談
不当な差別や偏見、プ
ライバシーの侵害など
人権に係るさまざまな
悩みについての相談
（人権擁護委員が対応）

腹２月９日㈭
　午後１時～4時
複市民相談室

物人権・男女共同参画課�☎奮８１１

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）

腹２月６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）

物保健センター�☎９９５－３３８１

⑬消費生活相談
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）

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

物商工観光課　☎奮３３６

⑭内 職 相 談
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）

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

物商工観光課　☎奮２７４

⑮若年者就職相談
若年者（おおむね40歳
未満、学生など）の就職、
転職、職業能力などに
ついての相談（キャリア
カウンセラーが対応）

腹２月１日㈬・１５日㈬
　午前１0時～正午
　午後１時～4時
複勤労青少年ホームゆまにて
払５人（電話による事前予約制）

物ゆまにて　☎９９６－０１２３

⑯教 育 相 談
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）

物教育相談所� ☎９９５－００７７

⑰家庭児童相談
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

物子育て支援課　☎奮４７２

⑱子育てコーディネーター
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

物やしお子育てほっとステーション☎９５１－０２２９

⑲休日・夜間納税相談
市税・国民健康保険税
の納付についての相談

腹２月５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

物納税課　☎奮３３０

①法 律 相 談
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

物秘書広報課　☎奮３７３
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）

★相談日が祝日の場合はお休み
　です（⑱を除く）。

※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。

☎996-2111
2 月各種無料相談
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▪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、 2月10日㈮です。

医療機関名・相談窓口 日時・場所・内容など
埼玉県新型コロナウイルス感染症
県民サポートセンター（24時間）
☎0570-783-770

淵新型コロナウイルス感染症に
関する一般的な相談

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

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

いざという時はこちらへいざという時はこちらへやしおやしお八八つのつの野菜 de 健康野菜 de 健康レシピレシピ
「小松菜と桜えびの豆乳スープ」「小松菜と桜えびの豆乳スープ」レシピ�

　今月は、健康づくりの料理教室のメニューから、「小松菜
と桜えびの豆乳スープ」をご紹介します。

物保健センター☎９９５-３３８１

●作り方
①�小松菜は根を切り、よく洗って2～3センチメートルの長
さに切る。玉ねぎは薄切りにする。
②�鍋に水を入れ、玉ねぎをゆでる。色が半透明になってき
たら、桜えび、鶏がらスープの素、大豆水煮を加え、さ
らに小松菜を加える。
③�小松菜がしんなりしたら豆乳を加えて一煮立ちさせ、こ
しょうで味を調える。

●材料　４人分
小松菜� 80グラム
玉ねぎ� 2分の１個
桜えび� 5グラム
大豆水煮� 80グラム
水� 400cc 　
鶏がらスープの素� 小さじ2
豆乳（無調整）� 500㏄ 　
こしょう� 少々　　

シティセールス
ＰＲ動画配信中

やしお840メール配信中
※Facebook、Twitterでも同時配信中

登録はこちらから

〈広　告〉

いきいきいきいきやしおやしお写真館写真館

和紙ちぎり絵講座

　１2月７日㈬、りらーと八條公民館で「和紙ちぎり絵講座」が開催
され、７人が参加しました。
　はがきにデザインを写しとり、はさみで切った和紙やちぎった和
紙を使って「うさぎのもちつき」「かぶと」「鏡餅」の３つのちぎり
絵に挑戦しました。
　参加者からは、「初めてちぎり絵を作ったがとても良かった」「細か
い作業は大変だったけど楽しくできた」などの感想が聞かれました。

物りらーと八條（公民館）☎９９４－３２００
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ハッピーこまちゃんクイズハッピーこまちゃんクイズ

八潮市の人口（令和４年１２月１日現在）は何人でしょうか
①８４，０００人　②９２，３１９人　③９５，０００人
ヒント：１ページ

　クイズの正解者の中から、抽選で20人にハッピーこまちゃ
んクリアファイルとふせんのセットをプレゼントします。

物秘書広報課☎奮４２３

覆市内在住・在勤・在学の方
仏2月１0日（必着）までに、①クイズの答え②アンケートの回答③
住所④氏名⑤年齢⑥電話番号を記入のうえ、市ホームページ内応募
フォーム（2次元コードからアクセス）、窓口、郵送または電子メー
ルで秘書広報課（墳ｈｉｓｈｏｋｏｈｏ＠cｉｔｙ．ｙａｓｈｉｏ．ｌｇ．ｊｐ）へ
※応募は１人１通まで。
※当選は、ハッピーこまちゃんクリアファイルとふせん
のセットの発送をもって代えさせていただきます。
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