
～いちばん身近な　地域コミュニティ～
あなたのまちの町会・自治会に加入しましょう！

町会・自治会って、どんなことをしてるの？町会・自治会って、どんなことをしてるの？

　町会・自治会は、市民の皆さんが身近な地域で交流ができるよう、さまざまな活動をしています。
　日頃から、近くに住む方たちと顔の見える関係をつくることで、普段の生活のちょっとした困りごとの解決や、事件・事
故・災害など、いざという時の助け合いにつながります。いちばん身近な地域で、安全に安心して暮らすために、あなたの
まちの町会・自治会に加入しましょう！

町会・自治会へは次のいずれかの方法で加入できます。
①お住まいの地域の町会・自治会がわかる場合は直接申し込み
②市民協働推進課へ申し込み
　市ホームページ内申し込みフォーム：右の２次元
　コードからアクセスし、必要事項を入力して送信

電子メール・郵送・ファクス：市ホームページで入手
または市内公共施設などで配布する「町会・自治
会加入申込書」を八潮市町会自治会連合会事務局
（市民協働推進課内）へ送付
墳ｓｈｉｍｉｎｋｙｏｄｏ＠ｃｉｔｙ．ｙａｓｈｉｏ．ｌｇ．ｊｐ
※②で申し込みの場合は、後日お住まいの地域の町会・自治会
から連絡がきます。

物市民協働推進課☎奮４６５

いざという時のために

安心して暮らしたい

いきいきと暮らしたい

きれいなまちに住みたい

３月から４月は加入促進月間

　防災訓練や災害時の避難所の開設など、い
ざという時に地域で助け合える体制を整えて
います。

　防犯灯の設置や管理、子どもや高齢者の見
守り活動、夜間防犯パトロールなど、安全で
安心できる地域づくりに貢献しています。

　お祭りや運動会、敬老会などの事業を行い、
地域に顔見知りをつくり、地域でいきいきと
すこやかな暮らしを育んでいます。

　清掃活動や地域の花植えなど、自分の住む
まちを美しく保ち、住みやすく快適なまちに
しています。

☎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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埼玉県八潮市中央１－２－１

令和５年
（2023年）

八潮市公式
ホームページ

住みやすさナンバー1のまち　八潮 No.868

３月号

● 今月の主な内容 ● ２面：埼玉県議会議員一般選挙／出産・子育て応援事業／３面：「多文化共生のまち　やしお」を目指して

人口…92,29５人（−４４人）　　　男…４7,9１６人（−2０人）　　　女…４４,３79人（−2４人）
世帯…４５,０9３世帯（−2４世帯）  　令和５年（2０2３年）2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.868 令和５年（２０２3年）３月1０日

期日前投票
　投票日に仕事や旅行などで投票所へ行く
ことができない方は、期日前投票をご利用
ください。

※八潮メセナ・アネックスは、駐車場・駐
輪場がありませんので、公共交通機関また
は最寄りの有料駐車場・駐輪場をご利用く
ださい。

場所 日時
八潮メセナ展示室 ４月１日㈯～８日㈯

午前８時３０分～午後８時八潮メセナ・アネックス

投票できる方
　平成１７年４月１０日以前に生まれた日本国
民で以下のいずれかの要件を満たす方
　�●令和４年１２月３０日までに、転入届をし、
引き続き市内に住所がある方
　�●令和４年１２月３１日以降、県内の他市町
村に転出し、引き続き県内に住所があっ
て「引き続き県内に住所を有する旨の証
明書」または「住民票の写し」をお持ち
になれる方、もしくは、投票管理者に対
して確認の申請を行い、確認を受けた方

投票所入場整理券（はがき）
　投票所入場整理券は３月２８日㈫から発送
予定です。
　投票所入場整理券は、貼りあわせ方式で、
はがすと１通に最大３人分印刷されています。
　投票にお出かけの際は、ご自分の投票所
入場整理券を切り取ってお持ちください。
　なお、投票所入場整理券をお持ちでない
場合は、運転免許証や保険証などで、本人
確認を行います（投票所入場整理がなくて
も投票できます）。

首都高速
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　緑町一丁目他地内の市道２２９５号線と木曽根地内の都市計画道路木曽根北線・南線の道路が完
成しました。
　両路線とも３月２０日㈪午前１０時から開通を予定しています。 物道路治水課☎奮３９３

【木曽根北線・南線】
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※�一部で交通規制が
変更になります。

【市道２２９５号線】

※�それぞれ� �
一方通行に
なります。

４月９日（日）は
埼玉県議会議員一般選挙（東第９区八潮市）の投票日です
投票時間：午前７時〜午後８時 物選挙管理委員会☎奮２６４

【給付対象者】
出産応援給付金
・令和４年４月１日以降に生まれた子どもの母
・令和４年４月１日以降に妊娠の届出を提出した妊婦
子育て応援給付金
・令和４年４月１日以降に生まれた子どもを養育している方

出産・子育て応援事業 　すべての妊婦や子育て家庭が安心して出産・子育てができるよう「出
産・子育て応援事業」を開始しました。

物保健センター☎９９５－３３８１
【事業内容】
　妊娠期から出産・子育てまで身近で相談に応じ、必要な支援につ
なぐ、「伴走型相談支援」とともに子育てにかかる費用の負担軽減
を図るための「経済的支援」を行います。
　申請方法や給付要件など、詳しくは、
市ホームページをご覧ください。

伴走型相談支援 経済的支援

妊娠７カ月頃に送付された、
「妊娠８カ月時アンケート」を回答

２【妊娠８カ月時アンケート】

新生児訪問またはこんにちは赤ちゃ
ん訪問時に申請書をお渡しします。
申請書へ必要事項を記入して、申請
してください。

３【新生児訪問・こんにちは赤ちゃん訪問】（おおむね生後４カ月まで）

１�【母子健康手帳交付】（妊娠の届出）
産科医療機関などを受診し、妊娠
の確認を受け、妊娠届出書を提出

アンケート回答
（郵送またはWeb）

訪問
（面談・アンケート記入）

面談
アンケート記入
妊婦本人

申請手続き
申請書の記入・提出

（通帳などのコピー添付）

面談
（来所またはオンライン）

希望する方など

出産応援給付金

妊婦１人につき
５万円

子育て応援給付金

子ども１人につき
５万円

申請手続き
申請書の記入・提出

（通帳などのコピー添付）
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川の駅・中川やしお花桃まつり

花桃まつり特別イベント

腹３月１８日㈯・１９日㈰　午前１０時～午後３時３０分
淵１８日㈯　開会式典、中川クルージング体験、Ｕコン
１９日㈰　花桃ウォーキング、空から花桃を見よう
１８日㈯・１９日㈰　和太鼓・キッズダンス・軽音楽、スタン
プラリー、バルーンアート、地元農産物直売、模擬店

※例年、花桃まつり特別イベントと同時開催している「水
辺の楽校特別イベント」は、中川やしお水辺の楽校が整備
工事中のため中止します。

第１７回 第29回

物（一社）八潮市観光協会☎９５１－０３２３

　中川やしおフラワーパークで「第１７回川の駅・中川やし
お花桃まつり」が開催されます。ぜひお越しください。

やしお市民まつり実行委員会
委員（団体）の募集 物市民協働推進課☎奮
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八潮市多言語サポーター募集
　市役所や学校など市内公共施設で通訳や翻訳を行う多言語
サポーターを募集します。
覆日本語・外国語ともに、日常会話以上の語学力がある１８歳
以上の方（高校生を除く）※外国籍の場合は、就労可能な在
留資格の方
淵通訳および文書などの翻訳
報酬　通訳＝２，０００円（１回）、翻訳＝１，０００円（１，２００字程度）
仏登録申請書（市内公共施設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市民協働推進課（墳
shiminkyodo@city.yashio.lg.jp）へ
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腹4月～１２月（月１～２回の会議を予定）
覆やしお市民まつり実行委員会規約（市ホ
ームページに掲載）の趣旨に賛同し、午後7
時ごろから開催される会議に出席できる市
民団体
淵会議（全体会4回程度および各部会）の出
席、開催までの準備や当日の運営など
仏4月5日までに、やしお市民まつり実行委
員会参加申込書（市民協働推進課または市
ホームページで入手）を窓口、郵送、ファ
クスまたは電子メールでやしお市民まつり
実行委員会事務局（市民協働推進課内墳
shiminkyodo@city.yashio.lg.jp）へ

主な部会 活動内容
総務 資金計画案などの作成、協賛金募金活動など

安全対策 交通規制や駐輪場の整理など
美化推進 美化活動についての助言、清掃活動など
広報記録 開催を広く周知するための活動や記録など
パレード パレードの企画、出演団体の誘導や会場整理など

ふれあい広場 ふれあいを目的としたイベントの企画、運営など
子どもまつり 子どもを対象としたイベントの企画、運営など
スポーツ広場 子どもを対象としたスポーツイベントの企画、運営など
わんぱく相撲 わんぱく相撲の企画、運営など
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1職員の給与の状況
⑴人件費の状況� （令和3年度）

歳出額（Ａ） 36,882,636千円
人件費（Ｂ） 4,644,380千円

人件費率（Ｂ）／（Ａ） 12.6パーセント
※人件費には、特別職に支給される給料、報酬な
どを含む

⑵職員給与費の状況� （令和3年度）

職員数
（Ａ）

給与費

給　料 職員手当 期末勤
勉手当 計（Ｂ）

531人 1,647,138
千円

426,593
千円

702,587
千円

2,776,318
千円

1人当たり給与費🄑／🄐
5,228千円

※職員数は、令和4年4月1日現在の人数
※職員手当には、退職手当を含まない

⑶職員の初任給の状況�（令和4年4月1日現在）

区　　分
一般行政職

八潮市 国

大学卒 188,700円 182,200円

高校卒 160,100円 150,600円

⑷職員手当の状況� （令和4年4月1日現在）
期末手当・勤勉手当（令和3年度支給割合）

期末手当 勤勉手当

6月期 1.275月分 0.95月分

12月期 1.275月分 0.95月分

計 2.55月分 1.9月分

職制上の段階、職務の
級等による加算措置 あり

退職手当（令和3年度支給割合）

自己都合 勧奨・定年

勤続20年 19.6695月分 24.586875月分

勤続25年 28.0395月分 33.27075月分

勤続35年 39.7575月分 47.70900月分

最高限度額 47.7090月分 47.70900月分

その他の
加算措置

定年前早期退職特例措置(10年)
(2～30パーセント加算)

2職員の任免および職員数に関する状況
⑴職員の採用の状況
　令和3年度は、一般事務13人（7人）、建
築技師1人（1人）、土木技師3人（1人）、保
育士2人（2人）、保健師2人（2人）、栄養士
1人（1人）。
⑵再任用の状況
　令和3年度は36人（9人）。
※（1）、（2）の（　）内は、女性職員数
⑶職員の退職の状況
　令和3年度は、定年退職9人、勧奨退職1人、
自己都合退職14人、その他7人、計31人。
⑷部門別職員数の状況と主な増減理由 
� （各年4月1日現在）

職員数 対前年
増減数令和3年 令和4年

一般行政
部　　門

議 会 7 7 0
総務・企画 141 140 △1
税 務 47 46 △1
民 生 134 132 △2
衛 生 41 51 10
労 働 6 6 0
農林水産 5 5 0
商 工 9 10 1
土 木 79 76 △3
小 計 469（20）473（20） 4

特別行政
部　　門 教 育 54（3） 58（1） 4

公営企業等
会 計 部 門

水 道 25 23 △2
下 水 道 16 15 △1
そ の 他 41 46 5
小 計 82（4） 84（1） 2

合計 605（27）615（22） 10
※�職員数は、休職者・派遣職員などを含み、特別職・
会計年度任用職員を除く
※�（　）内は、再任用短時間勤務職員で、それぞれの
計に含まない

　主な増減理由は、育休代替任期付職員の
配置分。
3職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
⑴勤務時間の概要
　職員の勤務時間は、1週間当たり38時間
45分。原則、毎週月曜日から金曜日までの、
午前8時30分から午後5時15分まで。

⑵休暇制度の概要・種類など
　年次有給休暇、病気休暇など。
⑶年次有給休暇などの取得状況
　令和3年度の一般職員の年次有給休暇の
平均取得日数は11.5日。
　また、育児休業の取得者は45人（42人）、
部分休業の取得者は16人（16人）。
※（　）内は女性職員数
⑷時間外勤務の状況
　令和3年度の一般職員の1月当たり平均時
間外勤務時間は、約12.6時間（休日勤務を
含む）。
4職員の分限および懲戒処分の状況
　令和3年度に分限処分を受けた職員総数
は39人。懲戒処分を受けた職員はなし。
5職員の服務の状況
⑴職務専念義務免除の状況
　令和3年度の承認件数は、研修を受ける
場合が417件、厚生事業に参加する場合が
645件、その他市長が定める場合が826件。
⑵営利企業等従事の許可状況
　令和3年度の許可件数1件。
6職員の研修および人事評価の状況
⑴研修の概要
　令和3年度は、全46コースに参加し、延
べ417人が修了。
⑵職員の人事評価の概要
　能力評価、業績評価を実施。
7職員の福祉および利益の保護の状況
⑴福利厚生制度の概要
　共済制度は、埼玉県市町村職員共済組合
で実施。福利厚生事業は、外部委託。その
他、互助組織として「職員互助会」を組織。
⑵公務災害の発生状況
　令和3年度の発生件数は、公務災害が2件。
8その他
　令和3年度の「勤務条件に関する措置要
求」および「不利益処分に関する不服申し
立て」はない。

人事行政の運営等の状況 　市の人事行政の運営などの状況について公表します。
物総務人事課☎奮２３８

市の財務書類を作成
　市の財政状況を分かりやすくお知らせするため、令和3年度の連結財務書類を作成しました。
　連結財務書類は財政の効率化・適正化を推進するため、平成２７年1月に総務省から示された「統一的な基準による公会計マニュアル」
に基づき、企業会計の手法を用いて決算の状況をまとめたものです。

　令和3年度決算の連結貸借対照表を簡略化すると次のようになります。

●資産の部
項目 内容 金額

有形・無形固定資産 庁舎、学校、道路、ソフトウェアなど 1,544億円�

投資その他の資産 出資金、基金など 127億円

流動資産 現金・預金など 163億円

資産合計 1,834億円

物財政課☎奮４７７

●負債・純資産の部
項目 内容 金額

負債 地方債（借入金）など 885億円

純資産
（うち当期利益）

純資産＝資産－負債
これまでの世代が負担し、支払が
済んでいる正味の資産

949億円

（35億円）

負債・純資産合計 1,834億円

（ ）
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　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。

人権 そ れ は人権 そ れ は 愛
部落差別について正しく理解しましょう

物社会教育課☎奮３６５、人権・男女共同参画課☎奮８１１

　部落差別は、日本社会の歴史的過程で作られた身分制度によ
って、長い間、経済的、社会的、文化的に低い状態に置かれる
ことを強いられ、住居、職業や結婚などで差別を受ける、我が
国固有の重大な人権問題です。
　埼玉県において、令和４年７月８日に「埼玉県部落差別の解消
の推進に関する条例」が施行されました。この条例は「全ての
県民が等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として
尊重されるものである」とし、「図書、地図その他資料の公表
または流布、結婚や就職に際しての身元調査、インターネット
を使った情報提供その他の行為により部落差別を行ってはなら
ない」など、県、県民、事業者の責務を定めています。しかし
ながら、戸籍の不正取得による身元調査や、インターネットを
使った誹謗中傷などの人権問題が後を絶ちません。
　また、部落差別をいまさら取り上げる必要はなく、そっとこ
のまま放置しておけば時間の経過とともに自然に解消する「寝
た子を起こすな」という誤った考え方では部落差別を解消する
ことができません。
　私たち一人ひとりが、部落差別を自分の問題として受け止め、
考え、行動することが大切です。差別を決して許さないという
強い気持ちを持ち、学んだことを正しく伝え、差別の無い社会
の実現に向けて行動しましょう。

旅券（パスポート）の申請手続き旅券（パスポート）の申請手続き
　３月２７日㈪から旅券（パスポート）の申請手続きが変わります。
　詳しくは、市ホームページをご覧ください。
物�駅前出張所☎９９９－０８４０、パスポートコーナー☎９３２－８０１０

申請手続きの変更
・申請時に添付する戸籍は謄本のみ受付（抄本での受付不可）
・査証欄（ビザページ）の増補の廃止
・申請書（様式）の変更
　その他、旅券発行後６カ月以内に受領せず、再度、旅券を申
請する場合の手数料が変更になります。

電子申請による更新手続き
　マイナンバーカードとお持ちのパソコンやスマートフォンを
利用して、旅券の更新の電子申請ができるようになります。電
子申請は国のマイナポータルから行います。電子申請の場合、
窓口に来ていただくのは、原則として旅券を受け取る際の１回
のみになります。
覆次のすべてに当てはまる１５歳以上の日本国籍をお持ちの方
▼八潮市に住民票がある▼有効なマイナンバーカードを持って
いる（電子証明書が付与されている）▼有効中の旅券を所持し
ており、氏名、本籍都道府県および性別に変更がない▼残りの
有効期間が１年未満になった場合または査証欄に余白がなくな
った場合
※新規の申請手続きは不可

案内案内
第１回八潮市議会定例
会の傍聴

腹３月２０日㈪まで
一般質問日＝３月１４日㈫・１６日
㈭・１７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４２人（当日先着順）
物議事調査課☎奮２７７

住民異動届などの臨時受付
腹３月２６日、４月２日（各日曜日）
午前９時～午後５時（正午～午後
１時を除く）
複市民課※駅前出張所は受け付
けしていません。

淵各種証明書の交付、住民異動
届（転入・転出など）、印鑑登録、
戸籍の届出、個人番号カードの
交付、電子証明書の更新
※他市区町村で住民基本台帳カ
ード・個人番号カードを利用し
た特例転出の手続きを前々日の
金曜日までにしていない場合は、
転入手続きに必要な転出情報の
連携がされないため、転入手続
きはできませんので、平日にご
来庁ください。
※他市区町村への照会や市民課
以外の手続きが必要となる場合
には、後日来庁していただくこ
とがあります。
物市民課☎奮２１０

固定資産の価格等の縦
覧と固定資産課税台帳
の閲覧
　令和５年度固定資産税（土地
・家屋）の納税者は、本人の土地

や家屋の価格と市内の他の土地
や家屋の価格との比較ができる
よう、次の帳簿を縦覧できます。
　あらかじめ税額を確認したい
方は、この機会をご利用くださ
い。
腹４月３日㈪～５月３１日㈬（土・
日曜日、祝日を除く）①午前８
時３０分～午後５時１５分②午前８時
３０分～午後７時
複①資産税課（縦覧・閲覧）
②駅前出張所（閲覧のみ）
淵土地価格等縦覧帳簿（所在・
地番・地目・地積・価格）、家
屋価格等縦覧帳簿（所在・家屋
番号・種類・構造・床面積・価格）
弗本人確認ができるもの（運転
免許証、健康保険証など）
※市内に固定資産をお持ちの方
で、この期間に本人の課税台帳
を閲覧する方には、課税台帳の
写しを無料でお渡しします。
物資産税課☎奮３０２

生産緑地地区追加指定受付
　生産緑地地区の追加指定の受
け付けを行います。希望する方
は、事前にお問い合わせくださ
い。

腹４月３日㈪～２８日㈮
物公園みどり課☎奮３２１

自転車の盗難が多発
　自転車の盗難が急増していま
す。市内では、令和４年に２３９件
の自転車盗難が発生しており、
令和３年と比較して１０３件も増加
しています。
　また、盗難にあっている自転
車の多くは鍵をかけていません。
　自転車の盗難は、商業施設、
集合住宅駐輪場、自宅の敷地内
や駅周辺の駐輪場で多く発生し
ていますので、自転車を使用し
ないときや短時間でも自転車か
ら離れるときは必ず鍵をかけま
しょう。ワイヤーロックなどを
利用して２重で鍵をかけると、
さらに有効です。
物交通防犯課☎奮３９７

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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ごみ収集カレンダーの配布ごみ収集カレンダーの配布

　令和５年度のごみ収集カレンダーは、市役所および市内公共
施設の窓口で配布しています。また、市ホームページにも掲載
しています。収集日および地区により種類が分かれていますの
で対応するカレンダーをご確認ください。
　この他、ごみの分別や収集日などについて、スマートフォン
アプリ「さんあ～る」からも検索・閲覧できます。詳しくは、
市ホームページをご覧ください。
※家庭ごみは、収集日の朝８時までにお出しください。

物環境リサイクル課☎奮２３５

重度心身障がい者福祉重度心身障がい者福祉
タクシー利用券の取り扱いタクシー利用券の取り扱い

　市では、重度心身障がい者福祉タクシー利用券１枚につき初
乗運賃相当額の補助をしています。
　これまで利用枚数は１回の乗車につき１枚でしたが、4月１日以
降は、料金に応じて利用券を2枚まで使用できるように変更し
ます。

【福祉タクシー券の利用枚数】

　令和4年度の利用券をお持ちの場合は、利用期限が3月31日ま
でですので、ご注意ください。
※障がい者手帳が提示された場合は１割引後の料金で計算しま
す。ただし、割引後の金額が初乗運賃相当額未満でも、つり銭
は出ません。
　詳しくは、市ホームページまたは3月下
旬頃に発送する利用券の申請案内をご確
認ください。

物障がい福祉課☎奮４５３

令和５年３月３１日まで
（うぐいす色の利用券）

１回の乗車につき、１枚
まで

令和５年４月１日から令和５年４月１日から
（クリーム色の利用券）（クリーム色の利用券）

１回の乗車につき
料金が１,000円未満� １枚まで
料金が１,000円以上� 2枚まで

新型コロナウイルス感染症対策新型コロナウイルス感染症対策

物保健センター☎99５−３３8１

3月13日以降のマスク着用の考え方
　3月13日から、マスク着用は個人の判断が基本となります。
本人の意思に反してマスクの着脱を強いることがないよう、個
人の判断を尊重しましょう。

新型コロナウイルスワクチン接種
　4月１日以降の新型コロナウイルスワクチン接種は、詳細が決
まり次第、市ホームページでお知らせします。

ご自身を感染から守るために

高齢者 妊婦
基礎疾患を
有する方

慢性肝臓病
がん
心血管疾患　など

重症化リスクの高い方が感染拡大時に混雑した場所に行くとき

周囲の方に、感染を広げないために

受診時や医療機
関・高齢者施設
などを訪問する
とき

通勤ラッシュ時
など混雑した電
車・バスに乗車
するとき

【マスク着用が効果的な場面】

児童扶養手当額の変更
　4月分から児童扶養手当の額
が変更になります。
児童扶養手当額（月額）
本体額　44,１40円
第2子加算額　１0,420円
第3子加算額　６,2５0円
※一部支給額など、詳しくはお
問い合わせください。
物子育て支援課☎奮２０９

高齢者を対象としたア
ンケート調査

　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
あたり、基礎資料とするため、
アンケート調査を実施していま
す。
　対象の方には、調査票を郵送
します。
①介護予防・日常生活圏域ニー
ズ調査
覆６５歳以上の要介護認定を受け
ていない方（一般高齢者、介護
保険の事業対象者の方または要
支援１・2の認定を受けている方）
②在宅介護実態調査
覆６５歳以上の要介護１から５の認
定を受けている方
※①の一般高齢者および②は無
作為に抽出
物長寿介護課☎奮４４７

初心者のためのパソコ
ン相談室
腹4月～令和６年3月　水曜日午
前１0時～正午および日曜日午後
１時30分～3時30分（各曜日月１回）
複やしお生涯楽習館工作室
淵初歩的なパソコン操作の相談
弗パソコン（お持ちの方のみ）
払各１0人程度（当日先着順。開
始後１時間経過しても参加者が
いない場合は中止）
※日程など詳しくは、チラシ（市
内公共施設または市ホームぺー
ジで入手）をご覧ください。
物やしお生涯楽習館☎99４−
１０００

映像ホール・多目的ホ
ール利用講習会
　やしお生涯楽習館の映像ホー
ル、多目的ホールの音響・照明
・映像機器を使用する方は、受
講が必要です。
映像ホール
腹月１回土曜日（偶数月）　新規

＝午後１時30分～（１時間30分程
度）、更新＝午後3時～（30分程
度）
多目的ホール
腹月１回土曜日（奇数月）　新規
＝午後１時30分～（2時間程度）、
更新＝午後3時30分～（30分程度）
―共通―� �
複やしお生涯楽習館� �
淵映像ホール・多目的ホールの
音響・照明・映像機器の操作説
明と確認テスト（更新の方は確
認テストのみ）� �
弗筆記用具、利用講習会修了証
（更新の方）� �
仏各回前日までに、窓口または
電話でやしお生涯楽習館（☎
99４−１０００）へ� �
※日程など詳しくは、市ホーム
ぺージをご覧になるか、お問い
合わせください。

インボイス制度説明会
　越谷税務署では、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）

無料法律相談会
腹4月１4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4月3日午前１0時から、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

おしらせ コーナーおしらせＨＯＴコーナー
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２次元コードを利用した納付が可能に２次元コードを利用した納付が可能に
物納税課☎奮２９３

物産展示ケース利用者の募集物産展示ケース利用者の募集　４月１日から市税等の納付書に２次元コードが印字されます。
ｅＬＴＡＸ（地方税共通納税システム）の「地方税お支払いサイト」
にパソコンやスマートフォンなどでアクセスし、２次元コード
が印字された納付書を使用し、市税等の納付ができるようにな
ります。
対象税目
　市県民税（普通徴収）、軽自動車税（種別割）、固定資産税・
都市計画税、国民健康保険税
※詳しくは、市ホームページをご覧ください。

大曽根小北さくら公園の開園大曽根小北さくら公園の開園
　（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、大曽根小北さくら公園のインク
ルーシブ遊具（※）や健康遊具を整備しました。

―開園式―
腹３月２５日㈯　午前９時〜（雨天時、開園式は中止。公園は午前９
時頃に開園）
複大原５８３－１
※�駐車場はありませんので、車での来園はご遠慮ください。

宝くじ看板

ゴムチップマウンドすべり台

健康遊具

※�体に障がいがある子も、ない子も一緒になって遊ぶこと
ができる遊具

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

八潮
駅

大曽根
小学校

大原

葛西用水

つく
ばエ
クス
プレ
ス

つく
ばエ
クス
プレ
ス

大曽根小
北さくら公園
大曽根小
北さくら公園

首都高速６号三郷線

首都高速６号三郷線

【市税等の納め忘れにご注意】
　今年度の市税等の納付はお済みですか。納税を後回しにす
ると、延滞金がつくリスクがあるだけでなく、納付すべき額
が累積してしまい、完納することがより困難になります。
　令和５年度分の課税は５月から順次行われます。今年度まで
に課税され、納期限の過ぎている市税等がある方は、令和５
年３月末までに必ず納付をお願いします。
　なお、収入に相当の減少があるなど、納付困難な方は、放
置せずに納税課へご相談ください。

　市役所玄関ホールの「物産展示ケース」に展示する製品を募
集します。
展示期間　４月下旬〜１１月（予定）
展示資格　市内で生産された製品または「八潮」の名のブラン
ド品で市内で販売されているもの（危険物や生ものなどは不可）
展示小間の大きさ　高さ：約３８センチメートル、幅：約４７セン
チメートル、奥行き：約２９センチメートル
払２４小間（申し込み多数の場合、抽選）
沸無料
仏４月３日から１０日まで
に、申請書（商工観光
課で入手）を窓口また
は郵送で商工観光課
（☎奮４７９）へ
※初めて申請する方は、
事前にお問い合わせく
ださい。

物公園みどり課☎奮４６７

募集募集
第２回市民活動コラボフ
ェスタ実行委員会委員
任期　４月〜令和６年３月（予定）
覆市内で市民活動（ボランティ
アや生涯学習活動など）をして
いる方（学生は要相談）
淵やしお生涯楽習館と協働でイ
ベントなどの企画・運営
仏３月１５日から４月１４日までに、
申込用紙（市内公共施設または
市ホームページで入手）を窓口、
郵送、ファクスまたは電子メー

申込書（市内公共施設または市
ホームページで入手）を文化協
会事務局窓口（りらーと八幡内
☎９９５－６２１６）へ

八潮市文化協会加盟団体
覆市内で活動するおおむね５人
以上で、社会教育に関する事業
を行うことを主たる目的とする
団体
淵市と協働で市民文化祭や書道
展、美術展覧会、市民音楽祭な
どを開催、協会に所属する加盟

ルでやしお生涯楽習館（☎９９４
－１０００、〒３４０－０８０２鶴ケ曽根
４２０－２、鯖９９４－１００４、墳ｇａｋｕ
ｓｙｕｋａｎ＠ｃｉｔｙ．ｙａｓｈｉｏ．ｌｇ．ｊｐ）へ
※詳しくは、チラシ（市内公共
施設または市ホームページで入
手）をご覧ください。

第３２回八潮市書道展出品
覆市内在住・在勤・在学の方ま
たは市内で活動する文化団体に
所属の方※１５歳以下の出品は、
保護者の同意が必要
規格　全紙以内（ただし、帖

じょう

・
巻
かん

子
す

の場合は半切以内）
払１人１点
仏４月１日から１５日までに、出品

団体の支援
沸年会費３，０００円
仏４月４日までに規約、役員およ
び会員名簿、事業報告書および
計画書（予算書・決算書含む）
を添えて文化協会事務局窓口（り
らーと八幡内☎９９５－６２１６）へ

「フリーラーニング～
みんなの楽習ひろば
～」ボランティア
腹原則毎週土曜日　午前１０時３０
分〜正午
複やしお生涯楽習館
覆小中学生の学習の指導にご協
力いただける方
淵予習、復習、学び方の学習補
助
仏窓口または電話でやしお生涯
楽習館（☎９９４－１０００）へ

おしらせ コーナーおしらせＨＯＴコーナー
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やしお生涯楽習館 ☎９９４‒１０００住所鶴ケ曽根４２０‒２

催し 日時 詳細
楽しく体験！！ヤッキーひろば
①朗読と紙芝居を楽しもう！
②おもちゃの病院

３月１８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朗読ボランテ
ィアの朗読を手本にして、紙芝居の読み聞かせを体験②壊れたおもちゃの修理　払①１０人
（当日先着順）　沸②必要に応じて部品代あり

フリーラーニング
～みんなの楽習ひろば～

原則毎週土曜日※年１１回休
み
午前１０時３０分～正午

複やしお生涯楽習館フリースペース　覆小学生～中学生　淵予習、復習、学び方の学習補助
弗教科書、問題集、筆記用具　払２０人（当日先着順）

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

公民館 第２４回八潮市華道展 ３月２５日㈯・２６日㈰
午前１０時～午後５時 複八潮メセナ・アネックス　淵文化協会加盟団体（八潮市華道連盟）による生け花の展示

図書館 バリアフリー上映会
「海角七号」

３月１８日㈯
午後２時～４時１０分

複りらーと八幡多目的室２　覆市内在住・在勤・在学の方（障がいのある方優先）　淵字幕や
音声ガイド付きの映画の上映　払１０人（当日先着順）※席の確保が必要な障がいのある方
は、３月１５日から受付（ファクス可鯖９９７-９０２１）

催し 日時 詳細

おいしく食べよう栄養教室 ４月２６日㈬
午前１０時～午後０時３０分

複保健センター栄養指導室　覆市内在住の６５歳以上の方　淵管理栄養士によるバランスの
よい食事についての講話と調理実習　払１６人（申込順）　沸５００円（食材料費）　仏３月１５日～

フレイルチェック測定会 ４月２６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　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３月１５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

☎奮４08長寿介護課

催し 日時 詳細

体験講座「縄文土器づくり」 ３月２５日㈯
午後１時３０分～３時３０分

複資料館学習室　覆小学生　淵数千年前に使われていた本物の土器を
直接観察し、縄文土器を作る　払１６人（申込順）　沸３００円（材料費）　
仏３月１４日～２３日

伝統文化おこと教室
原則毎月第１土曜日※８月は
休み
午後２時～４時

複資料館視聴覚講座室　覆小学生以上　淵日本の伝統楽器のひとつである箏
こと

にふれ、童謡
や唱歌を演奏　払７人（申込順）　沸１１，０００円（年１１回、初回は無料体験）　仏３月１４日～

資料館 ☎９９７‒6666 住所南後谷７６３‒５０

催し 日時 詳細

普通救命講習会Ⅰ ４月８日㈯
午前９時～正午

複草加消防署北分署　覆八潮市または草加市に在住・在勤・在学の中学生以上　淵成人の救
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２０人（申し込み
多数の場合、抽選）　仏３月２０日まで

☎９４４‒７３01 住所草加市清門２‒１‒４３草加消防署北分署

　市内の産業における技術者・技能者の発掘とその技術・技能の継承、後継者の育成を図るため、市では、平成１５年度から優良技術者・技能
者を表彰しています。令和４年度は、次の方を表彰しました。 物商工観光課☎奮479

 受賞者コメント
　今回の受賞にあたり、ご尽力いただきました
八潮市商工会の皆さまをはじめ、関係者の皆さ
まに、心より感謝御礼を申し上げます。今後も、
技術の向上およびその伝承に全力で取り組んで
いく所存です。

　来さんは、電解コンデンサ用アルミケースなどを製造している技術
者です。
　入社当時はアルミニウム以外の金属も取り扱っていたことから、さ
まざまな金属の特性を見分けて長年の経験と技術を持つ、来さんが先
導者となり、工場内の約１５０台のプレス機を駆使し、安定した製造技
術の工程を確立させました。

来
らい

ハトメ工業 株式会社　来
らい

　昌
まさ

伸
のぶ

さん（金属製品製造業）

 受賞者コメント
　この度は大変栄誉ある賞をいただきまして誠に
ありがとうございます。私共の会社は製造、デザ
イン、販売まですべての工程を自社で管理してい
ま す。MADE IN JAPAN、MADE IN YASHIO
のブランド価値を世界に広めることができるよう
に日々邁進していく所存です。この受賞にご尽
力くださった皆さまに心から感謝申し上げます。

　風間さんは、素材となる革を用途に応じて見極め、切り抜きから厚
さ調整、裁縫まで自ら完成させ、終始一貫した革製品の製造技術者です。
　また、首の圧迫が誘因となる気管支の不調に悩む犬を１匹でも減ら
したいという思いから、犬の気管負担を軽減するメガネハーネスを開
発しました。

株式会社 kazama　風
かざ

間
ま

　健
けん

さん（革製品製造業）

八潮市優良技術者及び技能者表彰

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
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●毎年３月２４日は「世界結核デー」
　結核は、現在でも、国内で年間約１２，７００人の新しい患者が発生し、
約１，９００人が命を落としている重大な感染症です（厚生労働省：
２０２０年結核登録者情報調査年報）。
　結核の初期症状は、風邪とよく似ています。「せきが２週間以上続
く」「たんが出る」「体がだるい」「急に体重が減る」という症状が
あれば、早めに受診しましょう。早期発見は本人の
重症化を防ぐためだけではなく、感染の拡大を防ぎ
ます。
　また、普段から、バランスの良い食事、適度な運
動、十分な睡眠、タバコは吸わないなどを心がけ、
予防に努めましょう。

複保健センター
仏①②は電話③～⑤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 4月

事業名 日時 対象
①ママのこころの相談
（臨床心理士による相談） 4月5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
②すこやか相談 4月4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
③パパ・ママ学級 4月１6日㈰	 午後１時～4時 妊娠5～７カ月の初妊婦および夫
④離乳食（初期）教室 4月１8日㈫	 午前１０時３０分～正午 5～6カ月児
⑤離乳食（後期）教室 4月１９日㈬	 午前１０時３０分～正午 ９～１１カ月児

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

保健保健センターのセンターの催催しし
健康づくりの料理教室

腹4月１3日（木）　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「賢く食べよ
う！食事の量と質」をテーマに講話と
調理実習　払１6人（申込順）　沸5００円
（食材料費）　仏3月１4日～

●３月は「自殺対策強化月間」
　自殺は個人の自由な意思や選択の結果と思われがちですが、実際
にはさまざまな要因が複雑に関係し、心理的に追い込まれた末の死
です。身近な人の変化に気づいたら、まずは耳を傾けねぎらい、支
援先につなげ、温かく見守りましょう。
　保健センターでは、月１回精神科医によるこころの相談を行って
います。ひとりで悩まずご相談ください。
相談機関など
　・こころの健康相談統一ダイヤル☎０５７０－０６４－５５６
　・�よりそいホットライン（２4時間対応）錆０１２０－２７９－３３８
　・いのちの電話錆０１２０－７８３－５５６
　・チャイルドライン（１８歳まで）錆０１２０－９９－７７７７

事業名 対象 内容 費用
①健康診査 生活保護受給世帯で

4０歳以上の方
特定健康診査
同様の検査 無料

②大腸がん検診 市内在住の4０歳以上
の方

便潜血反応検
査 6００円

③肝炎ウイルス検診
市内在住の4０歳以上
で過去に受診歴のな
い方

Ｂ・Ｃ型肝炎
ウイルス検査

１,２００円
※ただし、令和6年３
月３１日現在、4０・45
・5０・55・6０・65・
７０歳の方は無料

④前立腺がん検診
市内在住の5０・55・
6０・65・７０・７5歳 の
男性

血液（ＰＳＡ）
検査 １,２００円

※その他のがん検診（胃・肺・乳がん）、骨粗しょう症の集団検診は5月から、医
療機関で受診する子宮・乳がん、歯周疾患検診は6月から、胃がん検診内視鏡検
査は７月から実施の予定です。詳しい内容は、随時広報やしおなどでお知らせし
ます。また、4０歳から７０歳の方には、対象となる検診のお知らせ（受診券）を4
月中旬に郵送します。
―①～④共通―
腹4月１日㈯～１１月３０日㈭
複市内委託医療機関（右表）
仏①③④は電話で保健センター、②は市内委託医療機関（右表）へ※③④は個別
通知（受診券）が届いた方は、直接、医療機関に予約できます。
―②～④共通―
沸八潮市国民健康保険被保険者（補助金交付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※受診できる回数は年度内１回。
八潮市国保・後期高齢者医療被保険者は、特定健診などと同時実施ができます。

表　市内委託医療機関一覧表（50音順）
医療機関名 住　所 電　話

あい小児科クリニック＊ 八條１56７－２5 ９９6－65０１
後谷診療所 南後谷７5１ ９９5－３4２8
えばと脳神経外科・内科クリニック 緑町３－２３－２ ９９8－２２３３
軽部クリニック 大瀬１－７－１ ９９4－１２4１
小関医院 中央１－２6－１３ ９９6－９6７７
埼玉回生病院 大原455 ９９5－３３３１
埼友八潮クリニック 大瀬5－１－１5 ９54－5２6０
酒井医院＊ 鶴ケ曽根8２5－6 ９９6－84１０
さくらYashioクリニック 大瀬１－３－１３ ９９8－３９１6
佐藤医院 伊勢野１4２ ９９6－９１０8
渋谷皮フ科・内科クリニック 八潮１－２8－７ ９９９－１２３4
清水内科クリニック 中央１－8－4 ９９4－３７１１
にしかわ脳神経外科クリニック大瀬6－９－９ ９９4－２8００
広瀬病院 八條２84０－１ ９９5－6３７１
藤井クリニック 八潮２－２－8 ９９8－７5２２
宮崎内科クリニック＊ 中央4－１１－45 ９９７－6１９１
八潮駅つばめクリニック 大瀬１－１０－１２ ９９９－７8２２
八潮駅前内科こどもクリニック大瀬１－１－３ ９4０－１２００
八潮診療所 浮塚７２３ ９９6－０6２6
八潮整形外科内科 南後谷865 ９９７－０8００
八潮中央総合病院（検診専用ダイヤル）南川崎845 ９９8－8００１
注：＊の医療機関は、「③肝炎ウイルス検診」はできません。

各種検（健）診のお知らせ

納期限のお知らせ
国民健康保険税�第10期
介護保険料� 第10期

納期限：３月２７日
口座振替の方は、残高
確認をお願いします。

　イベント情報やくら
しで役立つ情報などを
YouTubeにて配信し
ています。ぜひ、ご覧く
ださい。 八潮市秘書広報課

YouTubeチャンネル
©八潮市

YouTubeで動画配信中
物秘書広報課☎奮373
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八潮スクエアダンスクラブ（会
員募集）
腹４月２１日～（毎週金曜日）　午
後６時～９時　複やしお生涯楽習
館　淵スクエアダンスの紹介と
初歩からの講習※４月２１日は無
料体験会　沸半年５， ０ ０ ０円　�

物山下☎０８０－９８６２－８０６９
健康太極拳（会員募集）
腹毎週月・木曜日　午後１時３０分
～３時　複やしお生涯楽習館　
淵楊

よう

名
めい

時
じ

太
たい

極
きょく

拳
けん

　沸入会金
１，０００円、月会費・月木各２，０００円
※無料体験あり　物ワンダフル
太極拳・久保☎０９０－５３３６－
１２６７

ひとりで悩まずＹＳＫに（会員
募集）
腹毎月第４日曜日　午後２時～４
時（定例会）　複やしお生涯楽
習館　覆精神障がい者の家族　
淵悩み、制度の利用などについ
ての交流・学習　沸年会費３，０００
円　物ＹＳＫ・髙波☎０９０－
２９１２－１９７４

八潮盆おどりの会（会員募集）
腹３月１５日、４月１９日、５月１７日（各
水曜日）　午後１時３０分～３時３０
分　複八潮メセナ練習室　淵八
潮音頭を中心に炭坑節などを踊
る　弗足袋または上履き　沸無
料　物小林☎０８０－９５０５－
３３２１

840伝言板

■一般書  
「図書館にまいこんだこどもの
大質問　司書さんもビックリ！」

こどもの大
だい

質
しつ

問
もん

編
へん

集
しゅう

部
ぶ

　編
「書

しょ

楼
ろう

弔
とむらい

堂
どう

　待
まつ

宵
よい

」
京
きょう

極
ごく

夏
なつ

彦
ひこ

　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  
「エリザとさくらのものが
たり」� 大

おお

野
の

八
や よ い

生　絵
小
こ

手
で

鞠
まり

るい　文
「ホッキョクグマのプッ
ク」� あずみ虫

むし

　作

■４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
物りらーと八幡☎９９５－６２１５、りらーと八條☎９９４－５５００

■４月の上映会の日  
りらーと八幡　▼一般向け＝８日㈯・２２日㈯　午後２時～
　　　　　　　▼児童向け＝９日㈰・２３日㈰　午後２時～
りらーと八條　▼一般向け＝１６日㈰・３０日㈰　午後２時～
　　　　　　　▼児童向け＝９日㈰・２３日㈰　午前１１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。

　２月１６日、八潮メセナで「八潮
の教育」合同報告会２０２２を開催
しました。当日は、小中一貫教
育に関する、さまざまな取り組
みについての報告がありました。
八潮市小中一貫教育八幡中ブロ
ック研究発表
　キャリア教育を中心に据えた
小中一貫教育の研究成果や授業
実践について報告がありました。
秋田県小坂町への派遣教員から
の実践報告
　全国学力・学習状況調査で成
果を上げている秋田県小坂町の
授業や校内環境から、学力が高
い理由についてふれ、八潮市の

教育への提言がありました。
プログラミング教育の研究実践
　視聴者による端末（ｃｈｒｏｍｅ
ｂｏｏｋ）の操作体験を取り入れ
ながら、プログラミング教育の
授業実践についての紹介があり
ました。
　今後も、報告内容を市内各校
で実践し、すべての児童生徒に
「学力・体力の向上と豊かな心
の育成」を推進していきます。

図図書館だより書館だより
「八潮の教育」

合同報告会２０２２

教育委員会
らこ ち

物小中一貫教育推進室☎奮３９８
小坂町との相互派遣研修時の学校視察

●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８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
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
（子どもの発達相談）
腹１７日㈪　午前１０時～１１時
３０分
覆おおむね３歳未満のお子
さんと保護者
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。

開催場所 開催日 開催時間
りらーと八幡研修室２ １日㈯、１２日㈬

午前１０時～正午 
午後２時～４時

資料館会議室・学習室 ５日㈬、１５日㈯、 
２２日㈯、２６日㈬

りらーと八條会議室２ ８日㈯、１９日㈬
やしお生涯楽習館 
多目的ホール ２９日㈷

※�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４

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▼ボランティアお話し会＝
１３日㈭　午前１１時～▼こいのぼりづくり＝１７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＝４日㈫～６日㈭　午前１０時～（６日㈭
は午後１時３０分～も実施）▼子どもの日製作＝１８
日㈫～２０日㈭　午前１０時３０分～▼ボランティア
お話し会＝２５日㈫　午前１１時～

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～▼お楽し
みお話し会（２部制）＝６日㈭　午前１０時３０分～（２
歳以上向け）、午後１時３０分～（０～１歳向け）▼こ
いのぼりづくり＝１３日・２０日・２７日（各木曜日）　
午前１０時３０分～　払毎週５組（先着順）

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＝５日㈬～７日㈮　午前１０時～▼タッ
チケア（要予約）＝１４日㈮　午前１０時～▼こいの
ぼりづくり＝１９日㈬～２１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～▼チューリップの置きかざりづくり＝１９
日㈬　午前１０時３０分からキットを配布　払１５組

（先着順）▼こいのぼりのガーランドづくり＝２５
日㈫　午前１０時３０分からキットを配布　払１５組

（先着順）

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＝１２日㈬～１４日㈮　午前１０時～、午
後２時～▼お話し会＝５日・１９日・２６日（各水曜日）　
午前１０時３０分～▼新聞紙あそび＝２５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。
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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１】冷凍オクラにラップをかけて、電子レンジでだいたい
の秒数で適当に加熱したら発火し、食品とラップが燃えた。
【事例２】インスタントコーヒーを水で溶き、電子レンジのオー
ト機能で温めていたら、庫内の側面が発煙・発火した。

質問
　娘（中学生）と会話をしていたら、娘のクラスメイトの一
人が、クラスメイト全員が入っているグループＬＩＮＥから強

制的に退会させられたとのことでした。ＬＩＮＥ上の問題は学校外の出
来事なので、学校の先生に相談するのは控えた方がよいでしょうか。

　お子さんまたは保護者から、ぜひ学校に相談してみてく
ださい。

　いじめ防止対策推進法では、学校の内外を問わず、「いじめ」が
発生した場合には学校が組織的に調査、指導しなければならないと
定めています（法２３条）。ＬＩＮＥ上の「いじめ」についても、学校が
組織的に対応することになります。
　また、この法律では、「いじめ」とは何かが規定されています。
法律上、行為の相手が傷ついた場合には、「いじめ」に当たるとし
ています（法２条）。この規定は、学校を含め周囲の人達が、いじめ
を見落としてしまい深刻な事態を招いてしまったという過去の教訓
から、いじめ問題にすぐに対応できるようにするために作られてい
ます。
　今回のケースを検討してみると、クラス内の人間関係やグループ
ＬＩＮＥから強制的に退会させられた経緯も調べる必要はありますが、
強制的に退会させられたお子さんが傷ついている可能性が高いです。
したがって、「いじめ」に該当する可能性が高いです。また、ＬＩＮＥ
上のいじめ以外に、クラス内でいじめられている可能性もあります。
　いじめの研究結果から、いじめがエスカレートしないようにする
ためには、「いじめている子」と「いじめられている子」の周囲に
いる子どもたち（傍観者）がどのように動くかが重要であるとされ
ています。いじめている子に対して、直接、注意するのはハードル
が高いと思いますので、学校の先生に相談して学校に対応してもら
うことが非常に重要になります。また、いじめられている（かもし
れない）子に声掛けをして孤立させないということも大切です。
　ＬＩＮＥ上のいじめは学校側が把握しにくいので、問題が深刻化す
る前に周囲の子どもや保護者が学校にいち早く相談することがとて
も重要です。
物埼玉弁護士会越谷支部☎９６２－１１８８　川原祐介（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電子レンジ使用中の発煙・発火事故に注意！

　事故の原因はさまざまありますが、加熱の
し過ぎが多く見られます。特に、水分が少な
い食品、高温になりやすい食品、油脂の多い
液体は短時間で加熱が進んだり、少量の食品
の加熱にオート機能を使用すると加熱しすぎ
て発煙・発火することがあります。
　ほかにも、庫内に溜まった食品カスや汚れ、電子レンジ不可の容
器などが原因で発煙・発火することがあります。
【消費者へのアドバイス】
①加熱のし過ぎに注意しましょう。使用時には必ず取扱説明書で、
適した機能や設定時間を確認しましょう。迷った場合は加熱時間を
短めに設定し、様子を見ながら加熱するようにしましょう。
②定期的にレンジ庫内や扉を清掃しましょう。
③電子レンジ不可の容器や包装、電子レンジでの加熱に適さない食
品の加熱はしないようにしましょう。
④電子レンジの近くに燃えやすい物を置かないようにしましょう。
⑤発煙・発火したときは、電子レンジを停止させて電源プラグを抜
きましょう。扉を開けて庫内に空気が入ると、炎が大きくなること
があり危険なため、開けずに煙や火が収まるのを待ちましょう。
⑥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

ＳＮＳでのいじめ

②税理士相談
相続税など税金全般に
ついての相談
※3月２０日㈪午前９時か
ら電話予約

腹４月3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４月1０日㈪　午後1時～４時
　４月２４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４月1２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４月1７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
※４月６日㈭午前９時か
ら電話予約

腹４月２０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

⑦D 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４月５日㈬・1９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４月13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４月1０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４月５日㈬・1９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４月２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
4 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、 4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
「小松菜とセロリの豚肉炒め」「小松菜とセロリの豚肉炒め」レシピ�

　今月は、健康づくりの料理教室のメニューから、「小松菜とセ
ロリの豚肉炒め」をご紹介します。

物保健センター☎９９５-３３８１
●作り方
①�豚肉は食べやすい大きさに切
り、Aで下味をつける。
②�小松菜は3センチメートルの
長さに切る。セロリは筋を取
り、茎は5ミリメートル幅、
葉は食べやすい大きさに切る。
パプリカは縦半分にし、薄切
りにする。
③�フライパンにごま油大さじ1
を入れ、セロリの茎をさっと
炒め、取り出す。
④�同じフライパンで、残りのご
ま油大さじ1、にんにく、し
ょうがを炒め、香りが出たら
肉も炒める。ある程度火が通
ったら、小松菜も炒める。パ
プリカ、セロリ（葉と茎）、
Bも加え炒め、最後に水溶き
片栗粉でとろみをつける。

●材料　4人分
豚の薄切り　　　　　300グラム
　　しょうゆ　　　　大さじ2分の1
　　酒　　　　　　　大さじ1
　　片栗粉　　　　　小さじ2
小松菜　　　　　　　200グラム
セロリ　　　　　　　200グラム
パプリカ（赤）　　　 2分の1個
にんにくのみじん切り　15グラム
しょうがのみじん切り　15グラム
　　オイスターソース　大さじ1
　　しょうゆ　　　　小さじ1
　　砂糖　　　　　　小さじ2分の1
ごま油　　　　　　　大さじ2
片栗粉　　　　　　　小さじ1
水　　　　　　　　　小さじ2

Ａ

Ｂ

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〉

　2月19日㈰、フレスポ八潮で豆まき防犯キャンペーンを開催しま
した。
　一日警察署長に就任した力士の大

だい

栄
えい

翔
しょう

関
ぜき

と剣
つるぎ

翔
しょう

関
ぜき

が子ども力士4
人らとともに、「詐欺は外、福は内」「事故はなし、福は内」の掛け
声で豆まきを行いながら、振り込め詐欺や交通事故防止を訴えまし
た。

詐
さ

欺
ぎ

は外！ 福は内！

物交通防犯課☎奮22８

　まちの価値や八潮産の製品などの信頼性を更に高め、本市の
知名度アップと地域の活性化を目指すため、市内の優れた製品
などを「八潮ブランド」として認定しています。

物商工観光課☎奮47９

令和令和
４年度４年度

「八潮かりぃ」きーCurry
　『八潮かりぃ』は新鮮な
八潮産の小松菜をパウダー
にして使用したレトルトカ
レーです。小松菜を乾燥さ
せパウダーにすることで、
生鮮な小松菜より栄養価が
高まることに着目し、開発
されました。
　本市、日本薬科大学と一
緒に取り組み、開発された
産学官連携の製品です。
住所：中央1－29－1０
　　　☎９９８－３０５０

令和4年度認定品

いきいきいきいきやしおやしお写真館写真館
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