狂犬病予防注射の
接種期限が延長されました
新型コロナウイルス感染症
の影響を踏まえ︑今年度も狂
犬病予防注射の接種期限が
月 日 まで延長されました︒
まだ予防注射を受けさせて
いない場合は︑期限内にお近
くの動物病院で予防注射を受
けさせた後︑注射済票の交付
を受けてください︒
・９６９

河川などの異常水質事故
防止にご協力を
河川や水路に油
や薬品などが流れ︑
魚が死んだり︑水

介護事業所の開設事業者

直接︑
douro2@city.yoshi-

クタウン４ ２ｰ ２ｰ )

内容 ①事務の補助作業 書(類
整理など ②)相談者のパソコン
操作補助

︑ファクスま
kawa.saitama.jp
たは郵送 当
( 日 消 印 有 効 で)道
路公園課へ

高齢者が要介護状態となっ
ても可能な限り住み慣れた地
人程度

報酬 ①時給 円②時給 円
除く )

農業用水路へごみを捨てないで！

お知らせ

署へ☎ ・８１１２ (

申込・問合せ 電話で越谷税務

募集人数

域で安心して暮らし続けるこ
名
※称は決定後︑市ホームペー
ジおよび広報でお知らせします︒

日

・９

とができるよう︑地域密着型
道路公園課☎

８１４︑ 共通

令和４年１月
市内を流れる農業用水路は︑
要な生 産 基 盤であ り ︑日 常 的

米などの農作物を作るための重

推進課へ 要(電話予約 )
募集要領設置場所 市民参加
に農家の方々が掃除などの点検

事前相談は市民参加
※

推進課︑おあしす︑市民活動
を行い︑利用しています︒

旭地区センター︑総合体育館
り ︑ 農 作 物の生 産 力の低 下 に

だけでなく︑水の流れが悪くな

にやめま

ので︑
絶対

られま す

は ︑罰 せ

した 場 合

不法投棄

もつ な が

申込・問合せ 所定の用紙 募(
集要領に同封︑市ホームページ
ります︒

水路へのごみ捨ては環境汚染

サポートセンター お(あしす内 ︑)
視聴覚ライブラリー︑各公民館︑

まで

募集期間

みらいステップアップ
助成金 応募団体

問合せ

サービス事業者 小(規模多機能
型居宅介護︑認知症対応型共
同生活介護 を)募集します︒
詳しくは市ホームページで

長寿支援課☎
・５

月 日 まで

ご確認ください︒
募集期間
問合せ
１１９︑ 共通

大場川に架かる新橋の名称
都市計画道路越谷吉川線の
大場川に架かる新橋の建設が
進んでいます︒
そこで︑地域の皆さんに定
着し︑親しまれるように新橋
の名称を募集します︒

)

で入手可 を)直接︑市民参加推
進課へ☎ ・９６８５︑ 共通
越谷税務署非常勤職員 ア(ルバイト

提出物 応募用紙 道(路公園課︑
おあしす︑中央公民館︑各市
民サービスセンター︑総合体
勤務期間・時間
分 〜 午 後５

しょう︒
問合せ 農政課☎ ・９４８３︑
環境課☎ ・９６９６︑ 共通

生きる社会 を｣実現するため︑
県・市町村はもちろん県民総
ぐるみで取り組む運動です︒
改めて考えてみましょう︒

・１

・２２５５︑庶務課☎

・

月 日から 日は北朝鮮
人権侵害問題啓発週間です

９４５８︑ 共通

・

この機会に︑人権について

時は見落としを原因とする交

問合せ
ト点灯をお願いします︒

ています︒不要な塗料や油︑農

危機管理課☎

アイヌの方々のための電話相談

となります︒この週間を機に

決には 拉
｢ 致は許さない と
｣い
う一人ひとりの声が大きな力

北朝鮮による拉致問題の解

全国のアイヌの方々のための電

拉致問題への関心と認識を深

０７２︑ 共通

県人権推進課☎

通事故が多発する時間帯です︒

日没が早い季節です︒薄暮

月 日 まで
冬の交通事故防止運動

イクタウンｋａｚｅ 越(谷市レイ

時 ３(〜７時間勤務 )
場 所 越 谷 税 務 署 ︑ イオンレ

・ 午 前８時

月 上 旬 から３月 下 旬 ま で の

令 和４年１

育館に設置の他︑市ホームペ

までに

〜

日

ージで入手可 に①名称②名称
)
の理由③住所︑氏名︑
電話番号
月

を明記したもの
提出方法
提出物を備え付けの応募箱︑

異常水質事故を見つけた場
・２３１１にご

合には︑速やかに越谷環境管
理事務所☎
連絡ください︒
多子世帯向け中古住宅取得支援

埼玉県では︑多子世帯 (歳
未満の子が３人以上または２人

で反射材を活用しましょう︒

自動車や自転車は早めのライ

条(件付き の)世帯 を)対象に住
宅取得の諸経費に対して補助を

問合せ

道水や農業用水の取水に影響が

薬などの取り扱いは十分にご

行っています︒詳しくは左記ま

出る異常水質事故が多く発生し

注意いただき︑決して河川や

でお問い合わせください︒

また︑歩行者は明るい服装

水 路 ︑ 側溝に流さないようお
問合せ

県住宅課総務・民間

願いします︒事故対応の費用は

住宅担当☎ ・５５６３

話相談を行っています︒日常生活

めましょう︒
・９４５

でお困りのことなど︑お気軽に

庶務課☎

越谷市場 歳｢末大売出し ｣

問合せ

８︑ 共通
(︑ 月 日〜１

ご相談ください︒ ※
匿名でも構
いません︒秘密は厳守します︒

〜

会をめざす県民運動強調週間です

人｢権尊重社会をめざす県民

運動 は
｣ す
｢ べての県民がお互
いの人権を尊重しながら共に

売出し

問合せ

越谷総合食品地方卸売

ンター☎ ・３１００

㈱埼玉県東部流通セ

内容 正月用食材 野(菜︑果物︑
水産物︑食肉︑雑貨など の)大

市場 越(谷市流通団地３ ２ｰ １ｰ )

場所

月 日 〜 日
日時

日時

982

30

you2@city.yoshikawa.saitama.

環境課☎

982

16
月３日除く 午)前９時〜午後５時
電話番号 ０１２０・ ・

１８０２

208

月４日から 日は人権尊重社

771

問合せ

990

100

960

26

982

965

10

03､ 共通
募集人数:2人 報酬:日額6,600円

員募集｣)で都市計画課へ☎982･99
号､市内在住･在勤･在学年数を明記したもの

aitama.jp(件名｢都市計画審議会委
字以上800字以内･様式自由)と住所､氏名､生年月日､電話番

toshikei2@city.yoshikawa.s

事故原因者の負担となります︒

830

12

※ 月 日 は一部の店舗の
み営業します︒

29

問合せ
公
(財 人
) 権教育啓発
推進センター☎ ・５７７７・

12

03

８︑ 共通

50

に提出物を直接､郵送､ファクスまた
提出物:｢防災･減災の観点を踏まえた､吉

12
広報よしかわ2021.12
広報よしかわ2021.12

13

14

10

31 12

987

12

12

27

28

令和4年1月14日 (消印有効)まで
会議に出席できる方(他の審議会などの委員を二つ以上務め

資格:20歳以上の市内

982
14

940

982 048

12

982

982

12

12

jpで環境課へ☎982･9696､ 共通
募集人数:若干名 報酬:日額6,600円

は
川市の今後の都市づくりについて｣をテーマとした作文(400
調査審議

に1年以上在住･在勤･在学する方で､年2回程度平日に開催の
ている方は不可)
都市計画に関する事項の

ている方は不可) 提出物:応募動機(400字程度･様式自由)と
会委員

から2年間
任期:令和4年2月28日

12

都市計画審議会委員

提出物を直接､郵送または
住所､氏名､年齢､電話番号を明記したもの

982

18
問合せ:生涯学習課☎984･3563､ 共通

31

人権それは愛 インターネットにおける人権侵害
―SNSは正しく使いましょう―

966

983

任期:令和4年2月から2年間 資格:20歳以上の市内に在住･

kank
会議に出席できる方(他の審議会などの委員を二つ以上務め
廃棄物減量等推進審議

申込･問合せ
応募資格などの詳細
募集項目

12月24日 午後5時(必着)までに
在勤･在学する方または学識経験のある方で､平日に開催の

インターネットの普及により､私たちの生活はより便利
になり､離れた場所でもコミュニケーションの輪を広げる
ことが可能になりましたが､一方でインターネットを悪用
した行為やトラブルが増えています｡
特に､SNS(ソーシャル･ネットワーキング･サービス)を
通じた差別的な書き込み､特定の個人に対する誹謗中傷
やインターネット上でのいじめなど深刻な人権侵害が少
なくありません｡また､新型コロナウイルス感染症などの
社会不安による悪意あるデマも散見されます｡昨今､これ
らの行為は､社会的に許されないものと認知され､民事
事件や刑事事件にも発展しています｡
そして､インターネットで発信した内容は､瞬く間に世
界中に広がり､消したくても消せない｢デジタルタトゥー
※｣として残り続ける危険性があります｡軽い悪ふざけで
発した言葉が､インターネットを通して差別を助長し､誰
かを傷つけ続けるかもしれません｡今一度､自分のＳＮＳの
使い方を見直し､人権侵害につながる行為は絶対にやめ
ましょう｡日頃から､インターネット上においても､お互い
を尊重する行動を心掛けることが大切です｡
国では､世界人権宣言が国際連合総会で採択された昭
和23年(1948年)12月10日を記念して､毎年12月4日か
ら10日までを人権週間と定めています｡
また､埼玉県では､12月4日から10日まで｢人権尊重社
会をめざす県民運動強調週間｣として定めています｡
※一度ウェブ上に記録されたデータは容易に消去するこ
とができない入れ墨(タトゥー)になぞらえた語｡

くらしの情報
○費用の記載がないものは､すべて無料です｡
○郵送先は特に記載がない場合､〒342−8501(住所不要)です。
○ファクスは、 共通と記載されている場合､市役所共通 981･5392です。
○参加時はマスク着用の上､主催者の指示に従ってください｡

