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オーストラリアでの貴重な体験
中学生国際交流 海外事業

川合 颯翔
浅見 甲樹
赤岩 聖菜
新井 愛香
岸岡 弘奈
千島 星莉
平沼世理奈
町田
椛
浅見 綾香
枝松 紅葉
町田 京子
吉田 美優

横瀬中学校3年生12名と引率者2名の計14名が、オーストラリア・ブリスベンを訪問して
きました。
「海外のことをもっと知りたい」
「現地の人と英語で話してみたい」
と、それぞれの想いを
胸に、現地学校での交流やホームステイ等を体験し、異なる文化や言語、
生活習慣に触れ、
コミュニケーションの大切さなど多くのことを学んで、
無事帰国しました。
参加者

海外事業
交流日程
１日目●8/13㈫【機内泊】

横瀬町発→成田国際空港着
東京（成田）発→ゴールドコースト空港へ
（所要：
８時間５０分）

２日目●8/14㈬【ブリスベン泊】

ゴールドコースト空港着（発）→ブリスベン
着、ブリスベン市内の見学（マウントクー
サー展望台、
ローンパインコアラ保護区、
ブリスベン市庁舎など）

３日目●8/15㈭【ホームステイ】

ブリスベン近郊
ALBANY CREEK STATE HIGH
SCHOOL授業参加・学校施設見学・現地
中学生との交流

４日目●8/16㈮【ホームステイ】

ブリスベン近郊
ALBANY CREEK STATE HIGH
SCHOOL授業参加・現地中学生との交流

５日目●8/17㈯【ホームステイ】

ブリスベン近郊
各ホストファミリーとの交流

６日目●8/18㈰【ゴールドコースト泊】

ブリスベン発→ゴールドコースト着
各ホストファミリーに別れを告げ、パラダ
イスカントリーで牧場体験

７日目●8/19㈪

ゴールドコースト空港発→東京（成田）着
成田空港発→横瀬町着

川合

名は８月

颯翔

国際交流事業に参加して
派遣団団長

僕たち国際交流派遣団

日から

13

日まで︑オーストラリアのゴールド コ･ース

12

僕たちはこの１週間で︑現地の学校訪問や︑

ト︑ブリスベンに行ってきました︒

ホーム ス テ イ な ど を 通 し て 色 々 な 事 を 発 見

し︑学 ぶ こ と が でき ま し た︒現 地の学 校 では︑

休 み 時 間にお 菓 子 な ど を 食べた り︑授 業 を 受

ける時は荷物を外に置いていたりなど︑日本とは違うことに驚きま

した︒ホームステイでは︑食文化や習慣の違いなどを身をもって触れ
ることができました︒

最初に外国に行くと考えたときは緊張しましたが︑行ってみると︑

みんなが優しくて︑あまり英語をしゃべれなくてもしっかりと対応

してくれたので︑コミュニケーションをしっかりとることができて︑
仲良くなれました︒

この様な貴重な体験をすることができたのも︑横瀬町教育委員会

の皆さまをはじめ︑家族︑友人のおかげです︒心から感謝したいと思

この経験をこれからの生活に生かしていきたいです︒

います︒

平沼

世理奈

中学生国際交流事業に参加して
派遣団副団長

オーストラリアに着いたときほっとしたの

ついに来たんだ！

と同時に︑緊張とワクワクと︑色んな思いが混

ざってしまいました︒それ位︑オーストラリア

今まで習ってきたことを生かし︑英語を話したり︑ジェスチャーで

に来れたことが本当に嬉しかったです︒

伝えようとしたり︑伝えるということがとても難しかったですが︑現

地の人たちは︑とてもやさしく︑親切に私たちに教えてくれたり︑話

一週間という短い間でしたが︑学んできたことは数えきれない程

を聞こうとしてくれました︒

横瀬町の皆さま︑これまで私たちに協力してくださった皆さま︑本

あり︑本当に良い経験をすることができました︒

当にありがとうございました︒
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中 学 生 国 際 交 流︵国 内︶事 業 が ８ 月

日︵金︶
・

日︵土︶の２日間で行われ︑生徒８名と︑アメリ

カのミドルベリー大学からの留学生７名が参加
しました︒
留 学 生 は 全 員 流 暢に日 本 語 を 話 し︑生 徒 と も
す ぐに打 ち 解 け て︑日 本 語 と 英 語 を 交 え て 野 外
炊事やレクリエーションを行い︑楽しく交流しま
１ 泊 ２日 の日 程 の た
め︑入浴や就寝を共にす
るなど︑長い時間をかけ
て深い交流が行え︑２日
目のフィールドワークも
２日目の午後には︑生

スムーズに行えました︒
徒 と 留 学 生 が 互 いに 言
葉 を 教 えあって︑自 分 た
ちが取材した場所を︑生
徒は英語︑留学生は日本
語 を 使って 発 表 し ま し
た︒
とても楽しく︑有意義
な交流が行えました︒

８月 日・ 日
留学生が横瀬町内で交流活動を行いました︒

₂₈

８月 日︑公民館サークル﹁自 彊 術クラブ﹂のご厚意で︑ミド

₂₇

ルベリー大学日本校の留学生たちが健康体操﹁自彊術﹂を体験
しました︒

体操の合間に︑クラブの皆さんと留学生で会話に花が咲き︑

日には横瀬小学校を訪れ︑児童と一緒に授業を

楽しく交流が行えました︒
また︑８月

受け︑給食と教室の清掃を体験しました︒
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横瀬町の市外局番は
（ 0494）です

した︒

２日目●8/24㈯

27

23

原島 大和
南柿 伊吹
田村 春太
新井 希來
中村央太郎
新井 花菜
向井 文音
今井
幸
朝食
名栗げんきプラザ→エリア８９８
グループワーク・自由散策
昼食
発表の準備
グループごとに発表
まとめ・お別れの会
参加者

28

24
エリア８９８
→名栗げんきプラザ
昼食：野外炊事（バーベキュー）
プラネタリウム鑑賞
ヒノキの箸作り
夕食
ミーティング・明日の行動予定
打ち合わせ
入浴・歓談・就寝

令和元年度横瀬町中学生
国際交流国内事業
国内事業
交流日程

１日目●8/23㈮【げんきプラザ泊】

介護予防・日常生活支援総合事業について
横瀬町では、要支援1および要支援2の方が利用していた介護保険サービスのうち、
「介護予防訪問介護（ホームヘルプ）」
と
「介護予防通所介護（デイサービス）」を全国一律の基準に基づく介護保険サービスから町が実施する介護予防・日常生活
支援総合事業（
「総合事業」
という）の「訪問型サービス」
と
「通所型サービス」
として実施しています。
［総合事業の概要］
総合事業には、要支援認定を受けた方や「基本チェックリスト（※）」により、生活機能の低下がみられた方を対象とした「介
護予防・生活支援サービス事業」
と65歳以上のすべての方が利用できる
「一般介護予防事業」があります。
※「基本チェックリスト」
とは、25項目の日常生活の関連動作についての質問事項に回答していただくことにより、一定の基準に該当
し、生活機能の低下があると認められた方を
「事業対象者」
と判断するためのものです。

［介護予防・生活支援サービス事業のサービスを利用できる方］
●「要支援1」
、
または「要支援2」の認定を受けた方
●「基本チェックリスト」により、事業対象者と判断された方

■訪問型サービス

サービス種別

サービス内容

費用（本人負担は１割～３割）
要支援1/事業対象者（週2回まで）
自立した生活に向けて、自力では困難な生活介護
要支援2（週3回まで）
（調理・掃除・洗濯・買い物など）
訪問1（週1回） 11,720円/月
訪問介護相当サービス
身体介護（入浴・排泄・着替え・服薬管理など）
訪問2（週2回） 23,420円/月
提供時間：45分〜60分
訪問3（週3回） 37,150円/月
要支援1/事業対象者（月8回まで）
自立した生活に向けて、自力では困難な生活 要支援2（月12回まで）
1回につき 2,510円
介護（調理・掃除・洗濯・買い物など）
訪問型サービスA（基準緩和）
訪問1（週1回程度）
月4回まで
※身体介護は原則対象外です。
訪問2（週2回程度）
月8回まで
提供時間：30分〜45分
訪問3（週3回程度）
月12回まで
提供できないこと
家事援助の範囲を超えること
（草むしり・草木の手入れ・大掃除・家屋の修繕など）

（＊10月1日から単価が変更になりました。）
■通所型サービス

サービス種別

通所介護相当サービス

サービス内容
費用（本人負担は１割～３割）
心身機能の維持回復、生活機能の維持向上を目指 要支援1/事業対象者
します。体操・レクリエーション・入浴・食事（実費（週1回まで） 16,550円/月
負担）など。その他、必要に応じ運動機能向上、栄
養改善、口腔機能向上などのメニューも追加で実 要支援2
（週２回まで） 33,930円/月
施します。

閉じこもりの予防や、認知症や生活不活発病を防
ぐための体操やレクリエーションなど。
通所型サービスA（基準緩和）
※食事や入浴のサービスは含まれませんが、希望
により実費負担で利用できる事業所もあります。

要支援1/事業対象者
1回 3,320円（月4回まで）
要支援2
1回 3,400円（月8回まで）

（＊10月1日から単価が変更になりました。）
※65歳以上のすべての方が利用できる一般介護予防事業とは、地域包括支援センターが実施している体操教室などです。

問健康づくり課 介護保険担当

「健康いきいき
チェックシート」への

ご協力ありがとうございました

☎25-0116 ／ 地域包括支援センター ☎25-0281

地域包括支援センターでは、介護認定を受けていない、昭和19年4月1日〜
昭和20年3月31日生まれの方を対象に、健康状態を把握することを目的とした
“健康いきいきチェックシート”を送らせていただきました。
チェックシートのご回答にご協力いただきましたことに、心よりお礼申し上
げます。
皆さまからご回答いただいた結果内容から、訪問対象となられた方は、地域
包括支援センターの職員が順次訪問させていただいております。

問 地域包括支援センター
（健康づくり課（1階3番窓口） ☎25-0116）

普段なかなか相談できない介護のことや認知症のこと、また予防するため
にはなど、訪問した職員に遠慮なくご相談ください。
広報よこぜ
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横瀬町介護サービス利用料補助金交付制度について
この補助金は、介護保険法の規定による
「居宅サービス」、
「介護予防サービス」、
「地域密着型サービス（入所系サービ
スは除く）」、
「地域密着型介護予防サービス」、
「介護予防・日常生活支援総合事業（通所・訪問サービス）」の利用料の一
部を町が補助する制度です。

■対象となる方と補助の割合

対象者
補助の割合
本人および世帯全員が町民税非課税で老齢
利用者負担額（負担割合分）の50％
福祉年金を受給している方
本人および世帯全員が町民税非課税の方
利用者負担額（負担割合分）の25％
◎介護保険料が滞納となっている方は補助の対象となりません。

■申請に必要なもの
●サービス利用料の領収書または利用料の金額を証明する書類（原本）
●利用者本人名義の口座番号がわかるもの（通帳など）
●印鑑（認め印）
なお、
申請書は役場健康づくり課にあります。
※申請に係る時効について
介護サービス等を利用した月の翌月の1日から起算して2年以内に申請してください。
2年を超えた場合は、時効により補助金の交付ができなくなります。

ストップ！滞納

問・申請場所
健康づくり課（1階3番窓口）
☎25-0116

～１０月から１２月は町税等の滞納整理強化期間です～

税金は、私たちが安心して暮らしていくための貴重な財源

滞納整理の流れ

であり、定められた期限までに自主的に納めていただくもの

納税通知書の発送

です。

▼

ほとんどの方が期限までに納付されていますが、残念なが
ら一部の方は滞納している状況にあります。
期限内に納付いただいている方との公平性および税収入
を確保するため、横瀬町を含む県内市町村と埼玉県では「滞
納整理強化期間」を設定し、
「ストップ！滞納」を合言葉に徴収
対策を進めています。
町でも、
「納められるのに納める気がない」悪質な滞納者
に対しては、差押えの強化など、滞納の解消に向けた取組を
行ってまいります。

督促状・催告書の発送
納期限までに納付がない場合に発送します。
納付がないと延滞金が発生することもあります。
▼

財産調査
勤務先、金融機関等に財産調査を実施します。
この調査は、本人の承諾は必要ありません。
▼

差押え

期限内納付、早期納付にご協力をお願いします。

調査で判明した財産を差押えます。事前に電話や
通知で連絡することなく、執行します。
▼

～納付が困難な方は、
お早めの相談を～

取立て・公売

病気や失業など、やむを得ない事情で納付が困難な方は、
そのまま放置することなく、お早めに税務会計課へご相談く
ださい。

差押えた財産を強制的に取立て・公売し、金銭に換
えて税に充当します。

問税務会計課（1階4番窓口） ☎︎25-0113

住基ネット稼働停止のお知らせ
11/5（火）
、ネットワーク更改作業に伴い、住基ネットの稼働が停止します。
これにより、マイナンバーカードの発行や停止、マイナンバーカード等を利用した転出入、住民票の広域交付、電
子証明書の交付など、関連する手続きが行えなくなります。
ご迷惑をおかけしますが、
ご理解いただきますようお願いいたします。

問いきいき町民課（1階1番窓口） ☎25-0115
横瀬町の市外局番は
（︎0494）です

広報よこぜ
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健康づくり課事業のお知らせ
言語リハビリ教室（★）

日時 10/9（水）10:00〜12:00
内容 失語症の方を対象に、言語聴覚士による集団リハビリを行います。

ウォーキング教室

日時 10/16（水）10:00〜12:00
集合場所 うららかよこぜミュージックガーデン
内容 町内のウォーキングコースを歩きます。

健康相談（★）

日時 10/17（木）10:00〜12:00
内容 健康づくりについての相談を、保健師、管理栄養士がお受けします。
血管年齢測定も実施します。

オレンジカフェ（★）

日時 10/24（木）13:30〜15:00
内容 認知症の人やその家族、その他地域の方どなたでも、情報交換や息抜きが
できる場です。

ソーシャルクラブ（★）

日時 10/21（月）13:30〜15:30
内容 心の病気を持つ方たちの社会復帰のためのグループ活動を行います。

☆印のついている事業は、総合福祉センターで実施します。

問健康づくり課（1階3番窓口） ☎25-0116

「埼玉都民大集合～地域でつながろう～」～アクティブシニア事業～
11/1（金）開場：16:00
第Ⅰ部 17:45〜 トークセッション「埼玉の魅力と地域活動」
佐々木則夫氏（大宮アルディージャトータルアドバイザー）
第Ⅱ部 19:00〜 講演「埼玉で暮らす悠々自適の定年後」 森永卓郎氏（独協大学教授・経済アナリスト）
会場 よみうりホール（読売会館7階）
：有楽町駅前
入場料 無料
申込 専用のwebフォーム「https://saitamatomin.jp」から申し込みください。
※先着順で定員になり次第締め切り
（定員1,000名）
問埼玉都民大集会事務局（メールアドレス：saitamatomin@tsp-taiyo.co.jp）
※問い合わせはメールのみとさせていただきます。

日時

横瀬町アクティブシニア講演会
日時

12/8（日）開場：13:00

第1部 13:20〜 アクティブシニア団体 活動発表
第2部 14:00〜15:30 講演

講師 清水 国明氏
テーマ 人生100年時代 後半人生の愉しみ方
会場 横瀬町町民会館 ホール
入場料 無料（入場整理券が必要です）
※入場整理券は、10/16（水）8:30より健康づくり課、町民会館、社会福祉協議会、
芦ヶ久保出張所で配布します。
問健康づくり課（1階3番窓口） ☎25-0116 ／ 町民会館 ☎22-2267 ／ 社会福祉協議会 ☎22-7380

「ロコモ予防スポーツ実践講習会」の開催について
ちちぶ医療協議会では、昨年と同様に、
シニア世代の方が、ロコモ予防（筋力低下の予防など）を意識しながら安全
にスポーツを楽しんでいただくための講習会を、下記のとおり開催いたします。
日時 10/18（金）15：00〜17：00
会場 秩父市福祉女性会館1階 集会室
講師 渡會公治先生（帝京科学大学医学教育センター特任教授） 宮原富士子先生（NPO法人疾病管理・地域連携支援センター）
対象 バドミントン、テニス、野球等のスイングするスポーツをしているシニア世代の方
ロコモ予防に興味のあるシニア世代の方
内容 安全にスポーツを楽しむための体の使い方、
ロコモ予防につながる筋力トレーニングなどを学べます
定員 50人（先着順・参加費無料）
※当日は筆記用具等をお持ちいただき、運動のできる服装でご参加ください。
問ちちぶ医療協議会事務局 ☎22-2279
広報よこぜ
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よこらぼ

採択No.49

「横瀬町高齢者等みまもりあいシステム」を開始します！
横瀬町では、高齢者等の家族等が安心して見守りできる「高齢者等みまもりあいシ
ステム」
を開始します。

みまもりあいシステムとは？
フリーダイヤルと専用IDが印刷されたステッカーを、見守りが必要な高齢者等の衣
服や持ち物等に貼り付けて利用します。
行方不明になった際に発見者がステッカーのフリーダイヤルに電話をすると、個人
情報が守られたまま事前に登録したご家族等と連絡が取れます。

利用するためには？
社団法人セーフティネットリンケージに直接、下記の電話・FAX・ホームページにて
申し込み、その後登録をして始めていただきます。
〈申し込み連絡先〉
電話：011-572-6865（平日9〜18時）
FAX：011-572-9222（送信用チラシは横瀬町役場3番窓口まで）
URL：http://mimamori.net/
※利用開始時に必要な経費（ステッカー48枚分）2,000円は町が補助します。
年間システム利用料3,600円は申込者の自己負担となります。
詳細につきましては、地域包括支援センター（健康づくり課 1階3番窓口 ☎25-0281）にお問い合わせください。

令和元年度 ちちぶ定住自立圏事業
「秩父地域自殺予防フォーラム」開催のお知らせ
自殺の少ない地域を訪ね、そこで暮らす人たちから話を聞き、“生きやすい地域づくり”を実践
されている森川先生の講演会です。ぜひ、お越しください。
日時 11/16（土）13：30〜15：30（開場は12：45から）
会場 秩父宮記念市民会館
内容 講演会「自殺の少ない地域から学ぶ生きやすさのヒント〜フィンランドに学ぶ７つの原則〜」
講師 みどりの杜クリニック 院長 森川すいめい先生
定員 600名（当日先着順）※入場は無料です
主催 秩父地域自殺予防フォーラム実行委員会（秩父市保健センター内）
問健康づくり課（1階3番窓口） ☎25-0116

大切な人を自死（自殺）
で亡くされた方の「語らいのつどい」
日時 11/8（金）13：30〜15：30
会場 秩父保健所
参加費 無料
内容 ファシリテーターと共に、同じ体験をされた方同士が、安心して語りあう場を提供します。
対象 家族や親戚、友人、職場の同僚など身近な人を自死（自殺）で亡くされ、
ご自分から参加を希望する方（前
日までに事前申込が必要）
問秩父保健所保健予防推進担当 ☎22-3824

高齢者世帯訪問活動実施
交通事故死者数に占める高齢者の割合は約5割を占めており、高齢者に関係する交通事故の発生状況は極め
て厳しい状況で推移しています。
このため、横瀬町交通安全母の会では、高齢者の交通安全意識の高揚を図り、交通事故防止を目的とした「高
齢者世帯訪問活動」を10月から12月にかけて実施します。65歳以上の方のお宅を訪問し、交通安全啓発品やパ
ンフレットなどをお配りし、交通安全等を呼びかけます。
ご理解とご協力をお願いします。
問総務課（2階7番窓口） ☎25-0111
横瀬町の市外局番は
（ 0494）です

広報よこぜ
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モニタた「栄養相談サービス

っ
アプリを使
よこらぼ 採択No.46

『育児記録アプリを用いた介入と栄養相談による産後ケアの調査研究』
実施者：株式会社ファーストアセント
事業概要: ファーストアセントが提供するアプリ「パパっと育児＠赤ちゃん手帳」を用いて、無料の栄養相談サービスのテスト利
用をするモニターを募集します。
「パパっと育児＠赤ちゃん手帳」は、赤ちゃんの授乳などの食事や睡眠、排泄、発達などを記録する育児記録アプリで
す。記録を元に生活に関するアドバイスを提供したり、赤ちゃんの泣き声から感情を分析するサービスを提供するなど
して、育児の現場をサポートしています。
今回のプロジェクトは、育児の食事面におけるストレスを減らすことを目指し、赤ちゃんとお母さん向けに無料の栄
養相談サービスを提供いたします。
サービスを受けるためには、パパっと育児＠赤ちゃん手帳上で、お子様およびお母様の食事内容を登録し、週1回程
度の栄養相談に関してのアンケートへの回答が必要です。
アンケートの内容は、
「相談したい内容は何ですか？」などの
質問となりますので、聞きたい内容のリクエストなどが可能です。
この回答を元に、栄養士からアドバイスが受けられます。
また、
テスト利用を中止したい場合は、いつでも中止できますので、ぜひお気軽にご応募ください。
詳しくは、子育て支援課でチラシを配布しています。
ご不明な点がありましたら担当までご連絡ください。
実施期間
対象

10/1（火）から2/29（土）
まで

募集期間

実施期間中、随時受け付けております。

実施期間中、町内で2歳未満のお子様を子育て中の母親

費用

無料（通信料は、個人負担になります。）

問子育て支援課（1階2番窓口） ☎25-0110

●
「898ウィーク」
を開催します！イベント等企画者大募集！
期間

11/11（月）〜15（金）
、18（月）〜22（金）

と題して、毎日イベントを集中的に行います。テーマや詳
概要 「898ウィーク」

の19:00〜21:00ごろ予定

細は確定次第エリア898内でお知らせします。なお、エリア898はイベント、会議
等様々な用途で活用いただけます。

場所 オープン＆フレンドリースペース
「エリア898」
（横瀬町大字横瀬1926）

●●●●●

問まち経営課（2階8番窓口） ☎25-0112

よこらぼ8月審査の採択事業

●●●●●

審査会（8/28開催）答申に基づき 1件 採択（提案件数 2件）
事業名・提案者

概要

提案者:UN:LIMITED（青山学院大学公認愛好会）

採択
事業名:「D.A.N.L.O（だんろ）暖かくワクワクする学びを
No.62
子どもたちに届けたいプロジェクト」

青山学院大学の公認愛好会が、
ワクワク学べる場（学習塾）を
運営して、町の活性化を図る。
また、年に数回開催するキャン
プでは東京の学生と横瀬町の子供たちとの交流を目指す。

問まち経営課（2階8番窓口） ☎25-0112

「サッカー教室」
を
開催します

10/27（日）10:00から正午にかけて、大宮アルディージャのU-12コーチを招いて、
町民グラウンドでサッカー教室を開催します。
この教室は、大宮アルディージャのスポンサーでもある、武蔵野銀行さんのご協力
により実施しています。
よこぜまつりと同日開催ですので、祭り会場から足を伸ばし
て、子ども達が楽しく元気に、
プロのコーチから指導を受けて練習する姿を是非ご覧
ください。
基本的に横瀬町内の小中学生が対象の教室ですが、事前申込みが必要となります
ので、担当までご連絡ください。
問教育委員会（2階6番窓口） ☎25-0118
広報よこぜ
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議 会 報 告

議会事務局（3階10番窓口）
☎25-0119

令和元年第4回横瀬町議会定例会が、9月6日
（金）〜10日
（火）に開催されました。審議結果は次のとおりです。

●町長提出議案
議案番号

報告第2号

議案第44号
議案第45号
議案第46号
認定第1号
認定第2号
認定第3号
認定第4号
認定第5号
認定第6号

議案第47号
議案第48号

議案第49号

件名

横瀬町の健全化判断比率及び横瀬町の公営企業における資金不足比率について

横瀬町印鑑条例の一部を改正する条例

横瀬町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一
部を改正する条例

原案可決
原案可決
原案可決

平成30年度横瀬町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について

原案認定

平成30年度横瀬町一般会計歳入歳出決算の認定について

原案認定

平成30年度横瀬町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について

原案認定

平成30年度横瀬町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について
平成30年度横瀬町下水道特別会計歳入歳出決算の認定について

平成30年度横瀬町浄化槽設置管理事業特別会計歳入歳出決算の認定について

令和元年度横瀬町一般会計補正予算（第2号）

令和元年度横瀬町国民健康保険特別会計補正予算（第1号）

原案認定
原案認定
原案認定
原案可決
原案可決

令和元年度横瀬町介護保険特別会計補正予算（第2号）

令和元年度横瀬町後期高齢者医療特別会計補正予算（第1号）

議案第52号

令和元年度横瀬町浄化槽設置管理事業特別会計補正予算（第1号）

議案第53号

了承

横瀬町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例の一部
を改正する条例

議案第50号
議案第51号

審議結果

原案可決
原案可決

令和元年度横瀬町下水道特別会計補正予算（第1号）

原案可決
原案可決

横瀬町教育委員会委員の任命について

原案同意

10月27日(日)は参議院埼玉県選出議員補欠選挙の投票日
●投票日
10/27（日）7:00から20:00まで町内各投票所で投票できます。投票所入場券を切りはなして、表示してある投票所に
お持ちください。
なお、当日は第3投票区投票所（町民会館）付近において、
よこぜまつりも開催されており、駐車場の確保が難しい
ものと思われます。
あらかじめご承知おきください。
●期日前投票（投票日に投票できない方） 10/11（金）〜26（土）
までの毎日8：30〜20：00まで
期日前投票所（横瀬町役場）
で投票できます。投票所入場券を切りはなし、 【期日前投票とは】 投票日に仕事や旅行などの予
裏面の「宣誓書」に必要事項を記載の上、期日前投票所にお越しください。 定のある方が、投票日の前にあらかじめ投票日と
同じように投票できる制度です。
問横瀬町選挙管理委員会 ☎25-0111

住宅の建築相談・簡易耐震診断講演会を実施します
町では、秩父市、皆野町、長瀞町、小鹿野町、県および（一社）埼玉建築士会と合同で「ルール守って明るく住（ス）マ
イル（違反建築なくそう運動）
」の一環として、住宅の建築相談・簡易耐震診断、講演会を実施します。
日時

10/10（木）14：00〜16：00

場所

秩父神社 参集殿 槻の間

参加費等

無料、事前申込不要

講演内容 ・建築基準法・建築士法改正について
・防火設備の定期報告制度について
・耐震診断・住宅リフォーム等の補助制度について など
問埼玉県熊谷建築安全センター秩父駐在 建築担当 ☎22-3777
【お詫びと訂正】
広報よこぜ9月号２頁「ブロック塀等撤去及び築造事業支援補助金」について、下記のとおり誤りがありましたので、お詫びして訂正いたします。
誤 町道・公道に面する側の高さが、1.0mを超え
正 町道・公道に面する側の高さが1.0m以上で

横瀬町の市外局番は
（ 0494）です
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こんにちは

インフルエンザを予防しましょう

毎年秋から冬にかけては︑
インフルエンザの流行シーズン

です︒高熱や関節の痛みなどを伴い︑人によって重症化する

恐れもあります︒今回は︑
インフルエンザの症状や予防法を

お伝えします︒

38

●風邪とインフルエンザの違い

風邪
インフルエンザ
℃以上の発熱やせ
鼻 水 や の ど の 痛 み な き︑
のどの痛み︑全身の
症状
どの局所症状︒
倦怠感や関節の痛みな
どの全身症状︒
１月〜２月が流行の
１ 年 を 通 し ひ く こ と ピーク︒た だ し︑４ 月︑
流行の時期
があります︒
５月まで散発的に流行
することもあります︒

●インフルエンザの予防法

⑴外出後は手洗いとうがいをしましょう

インフルエンザが流行してきたら︑人込みへの外出を控えま

しょう︒帰宅後には手洗いうがいをし︑ウイルスが体内に入ら

⑵適度な湿度を保ちましょう

ないようにしましょう︒

60

空気が乾燥すると︑
ウイルスの活動が活発になります︒
室内

の湿度は 〜 ％を保ちましょう︒

十分な睡眠とバランスのよい食事を心がけ︑免疫力を高め

⑶栄養と休養を十分とりましょう

ておくことで感染しにくくなります︒

⑷予防接種を受けましょう

予防接種を受けることで︑
インフルエンザの感染や重症化

を防ぐことができます︒予防接種をしてから免疫がつくまで

に２週間程度かかるので︑
早めの接種をお勧めします︒

50

今月の記事担当：萩原
問健康づくり課 保健グループ（1階3番窓口） ☎25-0116／地域包括支援センター（1階3番窓口） ☎25-0281
子育て支援課 母子保健グループ（1階2番窓口） ☎25-0110

「一部の人だけ盛り上がっているだけでは？」
を考えてみる
は、いきなり全体が一気に盛り上がる、
というのは土台無
理な話で、①まず小さな一部が盛り上がる（熱源ができ

横瀬町長

よしなり

る）→②それが全体に少しづつ波及する
（熱が伝導する）

富田 能成

→③別の盛り上がりがポツポツとできてくる→④それで
全体が盛り上がる、
という順序が必要になります。
「一部

地域おこしや商店街の再生などに取り組んでいる全

の人だけ盛り上がっている」
というのは必ず通る段階で

国各地の人たちと交流させていただく機会が増えてきま

すし、なによりゼロの状態から①の状態にすることはと

した。そんな方々からよく聞く体験談として、地域おこし

ても価値があることですので、
ここだけとらえて批判する

活動などを始めて、特定のイベントが成功したり、やっと

のはちょっと酷な気がします。ポイントは②と③に進める

小さな盛り上がりができたところで、
「一部の人だけ盛り

かどうかで、一部の盛り上がり
（これはこれで価値あるこ

上がって・・と批判されています」
という話があります。“出

とですが）で終わるか、ホンモノの再生や創生になるの

る杭は打たれる”ではないですが、本気で取り組んでい

かの分かれ目になると考えています。

る人ほど、
この経験をしている印象です。実は、最近、自

現状のままでよしとするなら、新しい仕掛けも新しい

分の身近でも町の活性化にかかる活動に関して
「一部の

盛り上がりもいりません。でも私たちの秩父地域のよう

人だけ盛り上がっているだけでは？」
といわれることがあ

な“地方”の大半は、そんな状況にはないはずです。
「一

りました。

部」にせよ、盛り上がりができてきているとすれば、それ

地域おこしも地方創生も、目的を果たすためには、今

は確かな一歩を踏んでいるということかなと思います。

までと違う流れを作らないといけないので、新しい仕掛

そして大事なのはその先。私たちもがんばっていきたい

けによる新しい盛り上がりは必須です。その盛り上がり

と思います。
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両手人差指の指先を前に向けて交互に上下する。

みんなで一緒に
を 学ぼう

まつり

27

手話

指文字の「せ」を左から右
へ水平に動かす。

10

第６回 ﹇
● 季節のイベント﹈

5指を揃えた手のひらを下に向け、左
から右へ水平に動かす。

先月号に続いて今月の手話も季節のイベントです︒
﹁よこぜまつり﹂を学
びましょう︒
今年のよこぜまつりは 月 日︵日︶
です︒皆さま︑ぜひご来場ください︒

ぜ

よこ

!

協力:ちちぶ広域聴覚障害者協会
問健康づくり課（1階3番窓口） ☎25-0116

通信販売の定期購入トラブル
−すんなり解約できない−

問秩父市消費生活センター
☎25-5200

インターネット通販に関して、定期購入契約でも、途中で簡単に解約できるものと思ってい
たところ、実は解約に様々な条件が設けられていたり、解約可能期間に事業者と連絡が取れ
ないなどで、思うように解約できないという相談が寄せられています。
通信販売では、法律によるクーリング・オフ制度がありません。広告に表示されている返品
や解約の条件に従うことになります。
事業者は、広告に「定期購入契約である旨、支払総額、契約期間、解約条件等の主な契約内
容のすべて」を「消費者に分かりやすいように」表示する義務があります。
しかし、いまだに問
題のある表示が散見され、事業者には改善が求められます。

【消費者へのアドバイス】

①注文申し込みを確定する前に、定期購入か単品購入か、解約・返品条件はどうなってい
るかを、必ず確認しましょう。
②一方的に受取拒否や返品、支払い放棄をしても解約とはなりません。事業者と解約の合
意が必要です。
③万が一のトラブルに備えて、広告や最終申込確認画面、受注メール、納品書といった事
業者とのやり取り等の記録は残しましょう。
④電話がつながらない場合は、つながるまでかけることになりますが、念のためメールや
ファックスで解約の意思を伝えておきましょう。

困った時には、お近くの消費生活センター等にご相談ください。消費生活センターへの電話は、全国共通の電話番号
「188番」へお掛けください。
横瀬町の市外局番は
（ 0494）です
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2020年版埼玉県民手帳を販売します！
埼玉県民手帳は、1953年（昭和28年）版発売以来、半
世紀以上にわたって県民の皆さまに愛されているロン
まだ県民手帳をご存知ないという方も、
この機会に一
度使ってみませんか？ご希望の方は役場2階の総務課窓
口までお越しください。
10/11（金）～12/13（金）
まで

手帳の規格等
規格

表紙色：黒・グレイッシュブルー（2種類）

14×9cm 升目式

昨年に引き続き、西武鉄道横瀬車両基地において、
「ちちぶ車両基地酒場」が開催されます。それに伴い、

グセラー商品です。

販売期間

11/9（土）
ちちぶ車両基地酒場2019in横瀬
開催決定！－ボランティアスタッフ募集－

価格

550円（税込）

※数に限りがありますので売切の際はご容赦ください。
問総務課（2階7番窓口） ☎25-0111

当日のボランティアスタッフを募集します。
ご希望の方
は、10/18（金）
までに振興課にご連絡をお願いします。
日時

11/9（土）10:00〜17:00（時間は予定）

場所

横瀬車両基地（横瀬駅から徒歩5分）

ボランティア内容 会場準備・案内、誘導、その他
問振興課（1階5番窓口） ☎25-0114

し尿くみ取り料金の改定について
本年10月の消費税改正に伴い、本年12月1日から、
し
尿処理手数料を『18ℓあたり149円』から『18ℓあたり

ご存じですか「行政相談週間」
10/7（月）～13（日）

151円』に改定します。利用者の皆様にご負担をおかけ
しますが、
ご理解とご協力をお願いいたします。

10/7（月）から13（日）は「行政相談週間」
です。

※し尿処理手数料とは、
くみ取り便槽のし尿の処理手数

この週間は、行政相談制度を広く広報し、国民の皆さん
にこの制度を利用していただくことを目的としています。
横瀬町では、毎月第2火曜日に行政相談所を開設して
皆さんからの相談をお受けしています。
このほか、総務
省関東管区行政評価局でも相談を受け付けています。
「行政苦情110番」
☎0570-090110

料です。
●料金改定に伴う清掃券の販売方法
販売開始日 11/1（金）～
販売場所

清掃券取扱指定販売店で販売しております。

販売店については振興課までお問い合わせください。
●料金改定に伴う清掃券の交換方法
お手持ちの旧単価の清掃券は新券と交換できます。

FAX 048-600-2336

HP https://www.soumu.go.jp/hyouka/gyousei-form.
html
問総務課（2階7番窓口） ☎25-0111

その場合、差額分は現金でいただきます。
交換開始日 11/1（金）～
横瀬町役場1階振興課

交換場所

秩父市歴史文化伝承館１階生活衛生課
時間 月～金曜日
（祝日を除く）8:30～17:15
問振興課（1階5番窓口） ☎25-0114

一般国道299号正丸トンネルの防災訓練に
伴う通行止めについて

日時

10/17（木）10:30～11:30

内容 トンネル内の事故発生を想定した防災訓練を実施する
ため、正丸トンネルを1時間通行止めにします。
なお、大型車は迂回路が狭いことから通行できません。
他の迂回路をご利用ください。
問飯能県土整備事務所 道路相談担当

☎︎042-974-2057

「知っていますか？LGBT」県民講座
１．基礎編

LGBTに関する考え方や言葉の意味など
基礎的な知識について

日時

11/13（水）14:00〜16:00

会場

埼玉県熊谷地方庁舎 大会議室（熊谷市末広3-9-1）

講師 ダイビーノン代表
２．子供のLGBT編
日時

いい だ

あきる

飯田 亮瑠氏

LGBTの子供に対する配慮や
対応について

11/27（水）14:00〜16:00

会場 さいたま共済会館6階第2ホール
(さいたま市浦和区岸町7-5-14)

講師

NPO法人LGBTの家族と友人をつなぐ会
小林 りょう子氏

申込期限

１、２ともに10/15(火)まで

申込方法および申込

メールまたはファックス(受講希

望日、郵便番号、住所、氏名、電話番号、託児希望の有無、
手話通訳希望の有無を明記)で埼玉県人権推進課へ申
し込みください。
E-mail a2250-02@pref.saitama.lg.jp FAX 048-830-4718
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文化財紹介

横瀬町には、町指定文化財42件・県指定文化財5件・国指定文化財2件の合計49件の指定文化
財があります。そのなかで、今年度は、近年において新たに指定された2つの文化財を先月に続
き紹介します。

１．外秩父丸山の眺望（県指定名勝）②
丸山の山頂からは、武甲山や秩父盆地などのほか、南～南
東側の都心部を除き、丹沢、奥多摩、関東平野北部とその背景
の北アルプス、中越山地などが一望でき、
さらに、天気が良け
れば、八ヶ岳や富士山なども見ることができます。特に、秩父
盆地周辺の地質や地形を観察するうえで重要な展望地点であ
り、学術的価値が高いと評価されています。

秩父盆地周辺の主な地質および地形

丸山の眺望

●武甲山：三畳紀（さんじょうき：約2億5千万年前～約2億年前）の石灰岩体

●奥秩父の山々：中生代（ちゅうせいだい：約2億5千万年前～6,600万年前）の付加体（ふかたい：海洋プレートが
海溝で大陸プレートの下に沈み込む際に、海洋プレートの上の堆積物がはぎ取られ、陸側に付加したもの。）
●秩父盆地：新第三紀（約2,300万年前～258万年前）の海成層（海底に堆積してできた地層）
●河成段丘群：第四紀（258万年前～）の堆積物

ウォーターパーク・シラヤマをご利用ください
ウォーターパーク・シラヤマには、子ども向けの
複合遊具や筋力アップ・ストレッチを目的とした健
康遊具が設置されています。
また、新田橋の脇には、国指定天然記念物の「新
田橋の礫岩露頭」を見ることができます。
健康管理や散歩のついでにウォーターパーク・シ
ラヤマをぜひご利用ください。
問建設課（2階9番窓口） ☎︎25-0117

横瀬町消防団特別点検の実施
令和元年度横瀬町消防団特別点検を次のとおり実施しますので、
ぜひご観覧ください。
日ごろ、地域の安全・安心のために活動している消防団にご理解と
ご協力をお願いします。
日時 11/10（日）8:00〜
場所 横瀬小学校第２グラウンド
問総務課（2階7番窓口） ☎25-0111

■入札結果
入札日

8/2

担当課
建設課
建設課

建設課
建設課
教育委員会

入札日

（単位：円）

工事等の名称
契約方法
横瀬町役場庁舎エレベーター改修工事設計
指名
業務委託
令和元年度横瀬町都市計画マスタープラン
指名
策定業務委託
木ノ間沢支流改修工事
指名
11区地内中郷汚水支線１８７工事
指名
横瀬町立学校校務用パソコン等リース業務
指名

8/23

担当課
総務課
建設課

予定価格

落札（決定）金額

非公表

2,112,000

㈱新日本設計

非公表

5,225,000

東日本総合計画㈱関東支店

4,873,000
15,371,400
非公表

4,675,000
14,410,000
4,422,000

㈱大場建設
㈱大場建設
㈱ビジネスクリエート
（単位：円）

工事等の名称
契約方法
スチール製書棚
指名
17区地内中郷汚水支線263舗装復旧工事
指名

予定価格
非公表
5,379,000

・予定価格および落札（決定）金額は税込みです。
横瀬町の市外局番は
（︎0494）です

落札（決定）
者
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落札（決定）金額
1,021,900
4,994,000

落札（決定）者
東京ワックス㈱秩父営業所
㈱シマダ土木

横瀬町マイ・エンゼル支援事業のご案内
～不妊・不育でお悩みのご夫婦をサポートします～

町では、不妊・不育治療の費用だけでなく、検査のみの費用も助成しています。

【早期不妊検査費・不育症検査費助成事業】

助成内容 ご夫婦のどちらか町内に住所を有する期間の不妊検査・不育症検査に要した医療費の自己負担額（１，０００円未
満の端数が生じたときは、
これを切り捨てた額）を助成します。ただし、助成額が２万円を上回るときは、２万円を限度として助
成します。なお、特定不妊治療による助成金等の他の助成金を受けている場合は、対象となりません。
助成の対象者 以下の要件をすべて満たすご夫婦が助成の対象です。

・法律上の婚姻をしていること
（入籍後に開始した検査のみが対象となります。）
・申請日においてどちらかが横瀬町に住民登録があること
・医療保険に加入していること
・検査開始時において妻の年齢が43歳未満であること
・不育症に関しては、2回以上の流産、死産、
あるいは早期新生児死亡の既往がある方または医師が不育症と判断した方
同一のご夫婦に対して不妊検査で生涯1回、不育症検査で生涯1回

助成回数

【不妊・不育治療費助成事業】

助成内容 ご夫婦ともに町内に住所を有する期間の不妊・不育治療に要した医療費の自己負担額の2分の1を乗じた額（100円
未満の端数が生じたときは、
これを切り上げた額）を助成します。ただし、助成額が10万円を上回るときは、10万円を限度として
助成します。
助成の対象者 以下の要件をすべて満たすご夫婦が助成の対象です。

・法律上の婚姻をしていること
（入籍後に開始した治療のみが対象となります。）
・申請日において横瀬町に住民登録があること
・申請日において町税の滞納がないこと
・医療保険に加入していること
同一のご夫婦に対して不妊治療で生涯３回、不育治療で生涯３回

助成回数

※助成を受けるためには、申請が必要となります。詳細についてはお問い合わせください。
また、横瀬町ホームページにも掲載
しております。
問子育て支援課（1階2番窓口） ☎25-0110

埼玉県の不妊・不育症に関する相談窓口のご案内
県では、不妊・不育症に悩む夫婦の相談窓口として、専門医と面談形式で相談ができる窓口や助産師と電話相談ができる相
談窓口を設置しています。いずれも無料で利用できます。
どうぞ一人で悩まず、お気軽にご相談ください。
不妊や不育症の検査はどんなことをするの？どのような治療があるの？
現在行っている治療に不安がある…。 など
●面接相談【不妊専門相談センター】 専門医が面談形式で相談にお応えします！
場所

埼玉医科大学総合医療センター内（川越市）
電話で予約

予約方法

☎049-228-3674

予約受付 月曜日〜金曜日 14：00〜16：30（祝・休日、年末年始を除く）
面談日時

火曜日・金曜日 16：00〜17：30（祝・休日、年末年始を除く）

●電話相談【不妊・不育症・妊娠サポートダイヤル】 助産師が電話でお話を伺います！
☎048-799-3613

電話番号

相談日時 月曜日・金曜日 10：00〜15：00（祝・休日、年末年始を除く）
第1・第3土曜日 11：00〜15：00、16：00〜19：00（祝・休日、年末年始を除く）
その他

秩父保健所でも不妊・不育症を含む女性の健康に関する相談、不妊治療費助成事業を行っております。

問秩父保健所

☎22-3824
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保育所（園）
・認定こども園入所申込みについて
令和2年4月から、保育所（園）
・認定こども園において、保育を希望される方の保育所等入所申し込み（兼支給認定申請）を次
のとおり受け付けます。入所等を希望される方は、必ず期間内にお申し込みください。
なお、横瀬町保育所については、広報よこぜ8月号にてお知らせしておりますが、令和5年3月末に閉所を予定しております。
保育所（園）
・認定こども園に入所できる要件
子ども･子育て支援新制度では、保育所等を利用するには、施設の利用申し込みと子どもの年齢と保育の必要性に応じた認
定を受けるための申請が必要です。
認定の種類

認定区分
1号認定
2号認定
3号認定

対象となる子ども

利用できる施設

満３歳以上の教育を希望する子ども
満３歳以上の保育を必要とする子ども※
満３歳未満の保育を必要とする子ども※

幼稚園･認定こども園
保育所･認定こども園
保育所･認定こども園

※保育を必要とする事由 保護者のいずれもが、次のいずれかの事由に該当することが必要です。
①就労 ②妊娠・出産 ③疾病・障がい ④同居または長期入院している親族の介護・看護 ⑤災害復旧 ⑥求職活動 ⑦就学 ⑧虐待
やDVの恐れがあること ⑨育児休業中にすでに保育利用している子どもがいて継続利用が必要であること ⑩その他、上記に類
する状態として町長が認める場合
町内にある施設

施設名
認定区分
対象者
申請書類配布開始日
受付期間

横瀬町保育所
２･３号認定
0歳児（生後8ヶ月）～5歳児
10/15（火）
11/1（金）～25（月）
【土日祝日を除く】

受付場所

子育て支援課

問い合わせ

☎25-0110

幼保連携型認定こども園 秩父ほうしょう幼稚園
1号認定
２･３号認定
満３歳児～５歳児
0歳児（生後10ヶ月）～5歳児
10/12（土）
10/15（火）
11/1（金）
【来園できない場合は
11/1（金）～25(月)
お問い合わせください】
【土日祝日を除く】
子育て支援課
秩父ほうしょう幼稚園
秩父ほうしょう幼稚園
☎22-4343
☎25-0110

※申請書類は、子育て支援課および秩父ほうしょう幼稚園で配布しています。				
※保護者の方の都合で、町外の保育所等を希望する場合も同様の手続きが必要です。
また、対象年齢については、施設により異なりますので、
ご確認ください。
※町外の認定こども園幼稚園部門（1号認定）
を希望される場合は、直接施設へお申し込みください。
問子育て支援課（1階2番窓口） ☎25-0110

10月は里親月間です～里親制度をご存じですか？～
さまざまな事情により、家庭で生活することができない子どもたちが、現在、埼玉県内で、約1,800人います。
「里親」は、家庭で
暮らせない子どもたちを温かく見守り、養育してくださる方のことです。
埼玉県では、里親を募集しています。子どもたちの笑顔のために、あなたの力を貸してください。
◆里親入門講座
日時

12/15（日）13:30～16：00（受付：13：00～）

場所

行田市男女共同参画推進センターVIVAぎょうだ 2階学習室（行田市佐間3-23-6

内容

①里親制度の概要について②施設に入所中の子ども達について③里親さんの子育て体験談 ④質疑応答・意見交換など

費用

無料

問・申込 熊谷児童相談所

☎048-521-4152

☎048-556-9301）
Ｅ-mail k230967@pref.saitama.lg.jp

初回献血 お友達＆ご家族紹介キャンペーンについて
埼玉県では11/30（土）
まで、
「初回献血！お友達＆ご家族紹介キャンペーン」を実施します。
献血経験者の方と献血未経験者（お友達やご家族など）の方が、県内の献血ルームまたは献血バスに来て、一緒に献血を申
し込んだ際に素敵なプレゼント
（オリジナルポータブルエコバック(予定)）を差し上げます。
献血ルーム等に行ったことがないという皆さま、
この秋はお友達と一緒に献血ルーム等に来てみませんか？
プレゼントは、なくなり次第終了となります。
※献血ルームは県内に7か所あります。詳しくは、埼玉県赤十字血液センター ホームページ（https://www.bs.jrc.or.jp/ktks/
saitama/place/m1_01_00_index.html）
をご覧ください。
横瀬町の市外局番は
（︎0494）です
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問・申込 熊谷児童相談所

☎048-521-4152

子育て

ふれあい
コーナー

学校給食費の助成制度について
町では、
小中学校
（私立･特別支援学校を含む）
に
2人以上の児童・生徒が在籍する保護者に対し、2人目以降の
学校給食費の助成を行っています。
対象となる保護者 ＊以下の3点を満たしている方
1. 小中学校に２人以上子どもが在籍していること
2. 町内に住所があること
3. 学校給食費の滞納がないこと
申請時期 4月〜9月分：10月申請 ／ 10月〜3月分： 3月申請
〈注意〉町内の小中学校以外に通う兄弟がいる場合は、
在籍と
学校給食費納入状況を確認する必要があるため、
申請の際に
「在籍証明書」
の添付が必要です。
保護者へは学校を通して申
請書類をお送りします。
対象となる方で申請書が届かない場合
には、
教育委員会へご連絡ください。
問教育委員会（2階6番窓口） ☎25-0118

横瀬児童館「ハロウィンパーティ」
幼児・小学生向けのゲームやアトラクションなど、遊びが
いっぱいのイベントです。誰でも無料で参加できます。みんな
でハロウィンを楽しみましょう。
日時 10/26
（土）
10:00〜12:00
場所 横瀬児童館
料金 無料
駐車場 横瀬児童館前、
横瀬中学校講堂跡地・体育館前
※乗り合わせ等のご協力をお願いします。
内容 ◆ゲームコーナー
（11:15まで）
輪なげ、
おさかなつり、
ストラックアウト、
工作など
※景品は数に限りがあります。
◆アトラクション
お化け屋敷
（11:15まで）
、
バルーンアート
（11:20から）

子育てハッピー県営住宅 入居者募集

仮装してくると
いいことあるよ！

若い子育て世帯を支援するため、県営住宅に専用枠を設
け、
入居者を募集します。
対象者 夫婦がともに39歳以下の世帯（子どもの有無は問い
ません。
） ※収入等の各種条件があります。
募集案内・配布場所 横瀬町建設課・埼玉県住宅供給公社・埼
玉県住宅課
（第2庁舎1階）
申込方法 埼玉県住宅供給公社に郵送
申込期間 10/1
（火）
から10/21
（月）
まで
（消印有効）
入居予定日 12/23
（月）
以降
問埼玉県住宅供給公社

☎048-829-2875

仮装して来場した子どもたち
には、
小さなプレゼントがあり
ます。
ぜひ仮装して遊びに
来てください。

詳細は、
回覧のチラシや町ホーム
ページをご覧ください。
町ホームページはこちら→

問横瀬児童館

☎22-2072

テーマ「まる・さんかく・しかく」

ち しま

はるひさ

千島 玄久

か とう

むさし

加藤 武蔵

くん
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くん

学童保育室壁画より

「宇宙をイメージして
作りました」

「ロケットやだんごの
形にするのが
楽しかったです」

児童手当制度のご案内

子育て応援

児童手当は、児童を養育している方に支給される手当です。
この制度は、家庭等における
生活の安定と児童の健全な育成、資質の向上を図るためのものです。

番

●申請は、
出生や転入から15日以内に！
原則、申請した月の翌月分から支給開始とな

支給対象

ります。

※公務員の方は、職場からの支給となります。

中学校修了前までの児童を

養育している方に支給されます。

申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けら

支給時期

年3回（10月・2月・6月）にそれぞれ前月分までが支

払われます。

れなくなりますので、
ご注意ください。
年齢要件等による支給月額
年齢要件等
3歳未満（一律）
第1・2子
3歳以上
小学校修了前 第3子以降
中学生（一律）
※所得制限 限度額以上

所得限度額表
扶養親族数 限度額（万円）
0
622
1
660
2
698
3
736
4
774
※以降1人につき＋38万円

支給月額
15,000円
10,000円
15,000円
10,000円
5,000円

毎年6月の現況届や住所や名前が変わったときは早めに手続きをお願いします！

子育て支援課（1階2番窓口） ☎２５-０１１０

子育て応援【にっこり、ひゃくとうばん（110番）】

令和元年度の中学３年生・高齢者 インフルエンザ予防接種費用の助成がはじまります！
中学３年生と高齢者の方を対象にインフルエンザ予防接種費用の一部を助成します。
実施期間 10/20
（日）
〜1/31
（金）

接種費用 1,200円

対象者 ☆中学３年生
（横瀬町に住所がある方）

※以下の方は接種費用が無料となります。医療機関の窓口で

平成16年4月2日生〜平成17年4月1日生

受給証等をご提示ください。

☆高齢者
（横瀬町に住所がある方）

☆中学３年生：要保護および準要保護世帯の方

①接種日において満65歳以上の方
（誕生日の前日から対象）

☆高齢者：要保護世帯、
中国残留邦人等支援給付者の方

②60歳以上65歳未満の心臓や腎臓、呼吸器に重い病気のあ

その他 医療機関の窓口で住所と年齢の確認をいたします。

る方等で日常生活が極度に制限される程度（身体障害者

必ず健康保険証をお持ちください。

手帳1級程度）
の障がいのある方
問子育て支援課（1階2番窓口） ☎25-0110

子育て家庭をサポートします
地域子育て支援センター
（横瀬町保育所）
事業名

日

時

内

総合福祉センター

容

赤ちゃんくらす
2歳児歯科健診・3歳児健診
10日（木）
●赤ちゃんくらす
15日（火）
●3〜4か月児、
9〜10か月児健診
BCG予防接種
17日（木）
●乳幼児健康相談
24日（木）
●

平日
子育てについて、困りごと
子育て相談
（月〜金曜日） や心配ごとができたときな
※要電話予約
9：00〜17：00 どにご相談ください。
保育所園庭
開放

月
1日（火） 10

保育所等に入っていない

26日（土）
お子さんとそのご家族を
9：00〜12：00

対象に園庭を開放します。

●

横瀬町役場

対象：町内に住所があり集

平日
団保育が可能な満1歳か
一時保育事業
（月〜金曜日） ら小学校就学前の児童
※要申込
8：00〜17：15 利用料金：
1人当たり2,000円／1日

こどもの心の相談（要予約）
25日（金）

●

問子育て支援課

横瀬町教育委員会定例会の 日時 10/29（火）14:00
開催のお知らせ
場所 役場3階301会議室
横瀬町の市外局番は
（ 0494）です

☎25-0110

児童館
どんぐりの森

4日（金）

バンブーの森

11日（金）

●
●

さくらの森

18日（金）

●

メープルの森

●

7・21・28日（月）

おはなし会

16日（水）

●

ママサロン
横瀬児童館 2日（水）、9日（水）、11日（金）
18日（金）、23日（水）、30日（水）
長瀞町多世代ふれ愛ベース長瀞 4日（金）

●

皆野町皆野総合センター

16日（水）

秩父市子育て支援センター 25日（金）

問横瀬児童館

☎22-2072

※傍聴を希望される方は、10/28（月）
までに電話で教育委員会へ
お申し出ください。問教育委員会
（2階6番窓口） ☎25-0118
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月曜・祝日・年末年始休館

問歴史民俗資料館 ☎24-9650

●土曜ミュージアムトーク
日 時 10/19（土）10:30〜12:00
テーマ 明治期横瀬の移り変わり
場 所 横瀬町歴史民俗資料館

♬

月曜・祝日休館 問公民館 ☎22-2267

♬ 10月の月１まちかどコンサート
地元秩父で活動中のロックバンド、月１まちかどコンサー
ト初登場！皆さんで盛り上げましょう♪
出演 サヤカロックハン
日時 10/27（日）15:00ころ〜
場所 よこぜまつり特設ステージ
●
「人権標語表彰式・人権教育映画鑑賞会」の開催

芸術の秋です。町民会館で開催される文化祭に合わせ
て、人権教育に関連した標語の表彰式と映画の鑑賞会を開
催します。入場は無料ですので、皆さまお誘いあわせのう
え、
ご来場ください。
日時 11/3（日）開場9:30 開演10:00〜
場所 横瀬町町民会館 ホール
入場料 無料
上映作品 「あん」出演:樹木希林、永瀬正敏
問教育委員会（2階6番窓口） ☎25-0118

公民館講座を開催しました！
●楽しく学ぶ年金講座・お金塾

8月31日
（土）に、町民会館で
楽しく学ぶ年金講座「お金塾」
を開催しました。
人生100年時代と言われる
中、65歳から100歳までの生活
にどれくらいのお金が必要な
のか、資産を少しでも減らさないように、当面使用しないお金の
資産運用について資料をもとにお話しを聞きました。

月曜・年末年始休館 問横瀬町立図書館 ☎22-2267

令和を生きていくときに考えてほしいこと
－心にひびく道徳教科書の物語－

入院し生きる深さの今ここに

養老保険二重契約かんぽ生き

いやなこと考え過ぎず鰻重を

考える課題はいつも平和かな

故郷の土産は何時もドリンク剤

呼び止めてドリンク渡す宅配便

義理酒の前にリポＤ飲んでおく

百

知

加藤

齋藤

鯉甲

孝全

大野たかお

玉井

音

岸岡

合

市憲

政夫

横田賭司楼

子どもたちの道徳教科書には、悩
める現 代 人 の「生きるヒント」が 詰
まっていた。明日への一歩を踏み出
す勇気をくれる人生哲学本！全盲先
生こと、新井淑則先生（皆野中学校）
の話も掲載されています。

哲郎 選

お眷属去ってゴキブリでかい面

小石川邦二

学研プラス
（編）
・出版

◆髙田

身を削り萬人生かす武甲山

柳
川

推薦
図書

●読書の秋！
「読書感想文」
を募集します
図書館では、今年度も読書感想文集「いわざくら」を発行しま
す。お好きな本の感想文をお寄せください。応募していただい
た方には、文集と記念品を差し上げます。
対象者
横瀬町内在住の方
応募期間 10/1（火）〜11/12（火）
応募方法 1,600字以内（原稿用紙４枚分）
作品のはじめに「題名、氏名」を、最後に「書名、著者名、出版社
名」
「住所、氏名、電話番号、年齢（学生の場合は学校名および学
年）
」
を明記の上、図書館までご持参ください。

横瀬
書道
サー
サ
ー
サークル

●「リサイクルデー」
を開催します
図書館で除籍した図書や保存期間の過ぎた雑誌を皆さんに
無料でお譲りします。
日時 11/2（土）9:00〜（無くなり次第終了）
場所 図書館入口

10月特設コーナー●ハロウィン特集
10月31日はハロウィンです。
ちょっとこわい・・・でも、たのしい
絵本を集めてみました！
！

小松 順子 さん

★10月のナイトライブラリー 2・9・16・23・30日
（水）
★10月の臨時休館日 27日
（日）
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第42回よこぜまつりの開催

日時 10/27（日）9：30〜15：30ごろ
場所 横瀬町町民会館・駐車場、横瀬町町民グラウンド
内容
★騎士竜戦隊リュウソウジャーショー 午前・午後2回公演
★元気を当てようキャンペーンの福引き
★郷土芸能の上演
★秩父屋台ばやし
★健康まつり
★地元で頑張るチームをみんなで応援しまショー
★まちかどコンサート ★さくまひできコンサート
★大宮アルディージャ サッカー教室 など。
詳細は、10月に配付するチラシをご覧ください。
問よこぜまつり実行委員会事務局（役場振興課内）
☎25-0114

木木の緑色増すなかに百日紅の花咲きそめて八月に入る

岩に添い岩に咬まるる四幹の藪椿の相見るに逞し

高校野球まどろみ過ごしし幾日か顔整へむ鬚が逆立つ

オレンジの皮をちぎりて君の愛ずイチローズモルトに浮かしやりたし

夕暮にせみの鳴き声高々とおのれの短命うつたうるがに

盆近くお墓掃除は気になれど猛暑を恐れ夕方を待つ

施餓鬼旗今年もどうにか仕上げしが後は若き人らに続けて欲しき

新井

浅見

赤岩

若林

タミ

茂

壮次

八木原千恵

町田

信子

八木原優子

町田

悦子

由江

イヨ

惠夫 選

夫と子と納涼祭の役受けて不順な天気を口ぐち憂う

小泉

邦子

◆富田

亡き人の恋しかりけり盆の風遠くに上がる花火見つめる

斉藤
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歌
短

老いてこそいたわる気持ち強くなり長くもちたし夫との時間

齋藤トシ子

横瀬町の市外局番は
（ 0494）です

あき

町民会館で受け付けますので直接または電話でお申し込みく
ださい。※定員になり次第受付終了しますので、お早めに！
！
申込 横瀬町町民会館 ☎22-2267

干ばつと草ぼうぼうの畑にて定植出来ぬポットの胡瓜

「工場・博物館見学ツアー」

日時 11/14（木）埼玉県民の日
場所 埼玉県立リニア見学センター＆桔梗信玄餅工場
テーマパーク
定員 小学生 40名
※1名の申し込みでそのほか3名まで
申込できます。
※保護者ボランティアを募集します。
参加費 1,500 円
申込締切 10/31（木）

島田

●リニアモーターカー見学！時速500㎞の世界を体感！

雨の日を一日こもれば厨辺に漬けしラッキョウの匂ひこもれり

「はじめてのチーズづくり!」

日時 10/20（日）10:00〜13：00
場所 町民会館調理実習室
定員 16名
参加費 500 円 ※当日集金
申込締切 10/15（火）

中川美也子

●
「秩父やまなみチーズ工房」
の高沢 徹氏に教わります！

立秋となりて啼き初む虫の声なお啼き止まぬセミの音聞こゆ

公民館講座 参加者募集

作品展示・コンサート・文化協会舞台公演・映画観賞など、
「横瀬アートフェスティバル」にふさわしい
イベントがいっぱいです。ぜひ、お誘いあわせの上、
ご来館をお待ちしております。
問横瀬町町民会館
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☎22-2267

よこぜ 情 報 掲 示 板

information

イ ベ ント

募集
県立熊谷高等技術専門校 秩父分校技能講習の受講生募集
講習名 秩父12介護職員向けExcel 2013
講習日時 12/7（土）
、14（土）9：00〜16：00まで
受講料 2,000円
テキスト代 定価：本体2,000円＋税
申込 11/1〜10日まで 往復はがきまたはホームページで
問熊谷高等技術専門校 秩父分校 ☎22-1948
http://www.pref.saitama.lg.jp/soshiki/b0808/

お知らせ
セイフティタウン横瀬大作戦実施

横瀬クリエイティビティー・クラス2.0
「はたらクラス」
（よこらぼ採択№28）
毎月1回、町内外で働くプロフェッショナルが、自身の仕事
や生き方について語ります。
日時 10/19（土）18:00開演
場所 エリア898（JAちちぶ横瀬支店 旧直売所）
講師職業 焼き鳥屋／プランナー
対象 誰でも
（参加費無料、事前予約なし）
企画・運営 MOSAʼS[モサーズ]
問まち経営課（2階8番窓口） ☎25-0112

秩父はんじょう博開催

町では、10月〜12月までの間、秩父警察署および関係団体
の協力を得て「セイフティタウン横瀬大作戦（無事故・無違反
コンクール）」を実施します。期間中、町内で無事故・無違反を
達成した行政区を表彰します。悲惨な事故を追放し、安全で暮
らしやすい町づくり実現のため、町民の皆さんのご理解ご協
力をお願いします。
問総務課（2階7番窓口） ☎25-0111

電動キックボードの試乗会を実施します

日時

10/19（土）
・20日
（日）10：00〜16：00

場所 秩父ミューズパーク 野外ステージ周辺スカイロード
内容 ◆商工業者による展示即売会◆秩父染織の里アウト
レット◆飲食コーナー◆こども広場イベント◆野外ス
テージイベント
（芸能フェスタ・秩父市こども芸能大会・
秩父舞祭C-DANCE）
問秩父商工会議所 ☎22-4411

第23回ふれあいコンサートin秩父

日時 11/5（火）13：00〜15：00
場所 秩父自動車学校（横瀬町大字横瀬6214）
対象者 65歳以上の方
参加費 無料
概要 高齢者の短距離移動手段として期待されている次世代
モビリティ
「電動キックボード」の実証試験を行います。秩父自
動車学校内の教習コースをお借りして、高齢者でも安全にご
利用いただける電動キックボードに試乗していただき、その
後、意見交換のための座談会を行う予定です。
問・申込 まち経営課 ☎25-0112
E-mail machikei@town.yokoze.saitama.jp

東京大学秩父演習林 公開講座「樹木のボディランゲージ」
日時 10/29（火）9：30〜16：00
集合 東京大学秩父演習林事務所（秩父市日野田町1-1-49）
内容 樹木は周囲のさまざまな環境の変化に適応して姿を変
えていきます。
どのような原因があり、
どのような形になるの
か、理論と実例を紹介します。紅葉の森林を散策しながら、樹
木の形からその樹木がたどってきた来歴に思いをはせてみて
ください。なお、天候の状況により変更があります。
対象 一般（山道を歩くことがあります）
参加費 500円（保険料・資料代）
定員 20名（定員を超えた場合は抽選）
申込 住所・氏名・生年月日・性別・電話番号・メールアドレス
またはFAX番号・緊急連絡先（参加者以外への家族の氏名と
連絡先）を明記して、東京大学秩父演習林 利用促進チーム
E-mail：chichibu-riyou@uf.a.u-tokyo.ac.jp またはFAX（239620）へ
締切 10/15（火）必着
問東京大学秩父演習林事務所 ☎22-0272
http://www.uf.a.u-tokyo.ac.jp/chichibu/
横瀬町の市外局番は
（ 0494）です

YOKOZE

秩父郡市の障がい者団体とボランティアによる心温まるコ
ンサート。皆さんに感動をお届けします。
日時 10/27（日） 開場13：00 開演13：3０
場所 ミューズパーク音楽堂［入場料無料］
内容 歌や太鼓、バンド演奏

『美の山体験ハイク2019』
秩父鉄道「和銅黒谷駅」をスタートし、標高581ｍの蓑山に
登るハイキングです。山頂の美の山公園では、美の山の植物
とともだちになれる植物観察会や押し花クラフト体験、皆野高
校生によるイノシカバーガーの販売（予定）があります。参加
者にはゴールの皆野町役場で開催されている
「みんなの皆野
ふれあいまつり」
でプレゼントがあります（数に限りあり）。皆さ
まぜひご参加ください。
日時 11/3（日）雨天決行・荒天中止
9：00〜10：00 和銅黒谷駅にて受付（事前申込不要）
コース 和銅黒谷駅→美の山公園→「みんなの皆野ふれあい
まつり」会場（皆野町役場）※7㎞、高低差400ｍ、歩行時間約3時間
持ち物 昼食・飲み物
費用 無料
問埼玉県秩父環境管理事務所 ☎23-1511

第50回「秩父こもれびの庭」事業のお知らせ
小さな庭で花を咲かせるアイディア・バラの育て方・
クリスマスローズの楽しみ方
日時 11/10（日）13：00〜15：00
場所 ちちぶ銘仙館
講師 有島 薫（NHK趣味の園芸講師）
参加費 1,000円
定員 50名※但し定員になり次第締め切り
申込 10/28（月）〜31日
（木）9：00〜18：00
問神田 ☎080-1139-6834 富田 ☎090-5809-0978
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よこぜ 情 報 掲 示 板
第8回埼玉クイズ王決定戦を開催します！
クイズを通して埼玉の魅力を知っていただき、郷土埼玉へ
の関心と愛着度を高めるため、
「第8回埼玉クイズ王決定戦」
を開催いたします。
優勝チームには
「びゅう商品券10万円分」
を贈呈するほか、
上
位入賞者に県産品を中心にさまざまな賞品を用意しています。
参加費無料、参加者全員に素敵なプレゼントもございます
ので、ふるって御参加ください。
予選開催日時・会場
①12/1（日）10:00～ ②12/1日
（日）13:30～
コクーンシティ
（さいたま市） 募集期間：11/21(木)まで
③1/13（月・祝）13:30～
ウェスタ川越（川越市） 募集期間：12/26(木)まで
決勝開催日時、会場
○2/2（日）13:00～
イオンレイクタウン mori 木の広場（越谷市）
参加資格 下記の（1）および（2）
を満たす方
（1）2会場（3ラウンド）のいずれかの予選と決勝に参加できる
こと
（2）全員が小学4年生以上である3人1組のグループまたは中
学生以上の方1名以上を含む3人1組のグループ
※在勤、在住などの条件なし
応募先 埼玉県観光公式サイト
「ちょこたび埼玉」
URL https://www.pref.saitama.lg.jp/chokotabi-saitama/
問埼玉クイズ王決定戦実行委員会事務局参加者募集係（埼玉
県産業労働部観光課）埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1
☎︎048-830-3955 FAX048-830-4819

出張いきいき健康塾
急げ！脳卒中～脳卒中治療の最前線～

YOKOZE
information

お知らせ
秩父地域障害者就職面接会
日時 11/15（金）受付：12:30～
会場 秩父宮記念市民会館 2F けやきフォーラム
問ハローワーク秩父 障害者担当 ☎︎22-3215

埼玉県最低賃金の改正のお知らせ
10/1から埼玉県最低賃金は時間額926円（引き上げ額28
円）
となります。
埼玉県最低賃金は、賃金の最低限度を定めるもので、年齢
や雇用形態に関係なく、パートや学生アルバイトを含め、県内
の事業場で働くすべての労働者に適用されます。使用者も、労
働者も、賃金額が１時間あたり926円以上かどうか必ず確認し
ましょう。※一部の産業には、特定（産業別）最低賃金も適用さ
れます。
詳しくは、埼玉労働局労働基準部賃金室、
または最寄りの労
働基準監督署へお尋ねください。
問埼玉労働局労働基準部賃金室 ☎048-600-6205

第3回生涯現役サポートセミナー
あなたの経験や知識を活かして、地域活動への一歩を踏み
出しませんか？
～人生100年時代を充実させる秘訣～
日時

11/10（日）10:00～11:30

場所

埼玉県秩父地方庁舎3階大会議室（秩父市東町29-20）

内容

第1部 トーク＆ライブ フォークグループ「コスモス」
（メンバー：水野晴夫 氏、浅見典司 氏、飯塚要子 氏）

埼玉県立循環器・呼吸器病センター
脳神経センター長 脳神経外科科長 吉川雄一郎
日時 11/8（金）14:00～15:30（受付13:30～）
開場 秩父宮記念会館 けやきフォーラム
参加費 無料（事前予約制）
受付開始 10/28（月）※定員になり次第締め切り
受付時間 9:00～17:00の月～金曜日
問・申込 埼玉県立循環器・呼吸器病センター
地域医療連携室 ☎048-536-9900

第2部

講師

事業主の皆さまへ 労働保険のお知らせ
労働保険料（労災保険・雇用保険）第2期分の納期限は10/31
（木）です。納付書につきましては、納期限の10日前ごろに該
当事務所へ郵送します。

講演
NPO法人サコネット秩父 理事

無料

参加費

対象

宮下泰男氏

おおむね40代以上

定員 50名（先着順）
申込

11/4（月）までに下記担当あて電話または電子メール

でお申し込みください。
※電子メールの場合、本文に①申込みの旨 ②氏名 ③年代 ④
お住まいの市町村名を記入し送信してください。
問埼玉県秩父地域振興センター 総務・防災・県民生活担当
☎︎24-1110 E-mail t241721@pref.saitama.lg.jp

介護の仕事に興味があるシニアの皆さまへ
県では、介護の仕事を希望している60歳以上の方に対し、
研修の受講から県内介護事業所への就職までを支援していま

また、保険料納付については口座振替が便利です。申し込

す。令和元年度埼玉県高齢者等介護職員就労支援事業として

み手続については厚生労働省もしくは埼玉労働局のホーム

今秋、介護老人保健施設・なでしこの施設をお借りし、介護に

ページをご覧ください。

関する４日間の入門的研修と、それに先立つ説明会を秩父歴

問埼玉労働局労働保険徴収課
☎︎048-600-6203 FAX 048-600-6223

史文化伝承館で開催します。
説明会

10/25（金）10/30（水）10：00～12：00（いずれか１日）

入門的研修

11/7（木）
・14日
（木）
・21日
（木）
・28（木）9：00～

16：00
参加費

無料

問㈱シグマスタッフ大宮支店
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☎︎048-871-9931
横瀬町の市外局番は
（︎0 4 9 4）です

各種相談
無料相談

埼玉県定例相談

●身体・知的障がい児(者)について

横瀬町定例相談

県民相談総合センター ☎048-830-7830

横瀬町役場総務課

日時 毎月第4水曜日 13：00〜16：00
場所 秩父地方庁舎1階
※要予約、1人30分以内

日時 10/8（火）13:00〜15:00
場所 横瀬町役場 第1委員会室
内容 福祉・道路・医療・保健・年金など行政に関す
る不満や要望、疑問など

●弁護士による出張法律相談

秩父障がい者総合支援センター「フレンドリー」
身体障がい（カナの会）
：☎26-7102 FAX62-5613
知的障がい（清心会）
：☎21-7171 FAX24⊖9963
日時 月〜金曜日 9:00〜17:00

●精神障がい者について

●行政相談

●就職相談 専用受付ダイヤル

☎048-780-2034
第1・第3水曜日 10:00〜16:00

生活支援センター「アクセス」
☎24-1025 FAX24-1026
日時 月〜金曜日 9:00〜17:00

日時

●障がい者の就労等について

横瀬町社会福祉協議会

●法律相談 ※要電話予約

日時 10/17（木）13:00〜16:00
場所 横瀬町役場 第1委員会室
内容 不動産（賃貸借・販売）、家庭内の問題（夫婦・
親子）、消費問題、交通事故、民事介入暴力等
の法律相談）
その他 相談は1人30分です。

社協定例相談

●心配ごと相談

秩父障がい者就労支援センター「キャップ」
☎21-7171 FAX24⊖9963
日時 月〜金曜日 9:00〜17:00

☎22-7380

日時 10/29（火）13:00〜15:00
場所 横瀬町総合福祉センター

●結婚相談 ※1週間前までに要電話予約

●消費生活・多重債務相談について

日時 10/16（水）
・11/20（水）18:00〜20:00
場所 横瀬町町民会館

秩父市消費生活センター（秩父市役所 本庁舎2階）
☎25-5200
日時 月〜金曜日 9:00〜16:00（昼休みを除く）

埼玉県虐待通報ダイヤル

☎25-0111

秩父保健所

＃7171

秩父保健所

☎22-3824

●子どもの心の健康相談 ※要電話予約

子どもや高齢者、障がい者に対する虐待を発見した、
虐待を受けている、
虐待をしてしまったなど、
どうした
らいいかわからない場合は自分一人で抱え込まず
電話してください。24時間365日受付・対応します。

医師相談
日時 11/12（火）13:30〜15:00
臨床心理士（公認心理師）相談
日時 10/25（金）14:00〜16:00

₂₀₁₉年₁₀月 秩父郡市休日急患当番医表

休日救急対応（まずは休日診療所または在宅当番医療機関を受診してください）
秩父郡市医師会休日診療所
（診療時間 9:00～18:00）

6日
13日
14日
20日
22日
27日

在宅当番医療機関
（診療時間 9:00～18:00）

小鹿野中央病院（内）
小鹿野中央病院（内）
健生堂医院（内・外）
小鹿野中央病院（内）
本間医院（内・リュ）
関根医院（内・外）

医師会休日診療所
（内・小）
熊木町
☎23-8561

救急告示医療機関※
（診療時間 8:30～翌日8:30）

小鹿野町

☎75-2332 皆野病院

皆野町

☎62-6300

小鹿野町

☎75-2332 秩父病院

和泉町

☎22-3022

東

☎22-0270 皆野病院

皆野町

☎62-6300

小鹿野町

☎75-2332 秩父市立病院

桜木町

☎23-0611

小鹿野町

☎75-0020 秩父市立病院

桜木町

☎23-0611

日野田町

☎23-0777 皆野病院

皆野町

☎62-6300

町

平日夜間救急対応
平日夜間小児初期急患対応
18:00以降は必ず電話で確認の上受診してください （診療時間 19:30～22:00）※祝日は行いません

月
火
水
木
金

皆野病院
秩父市立病院
秩父病院
秩父市立病院
秩父市立病院

皆野町

☎62-6300

桜木町

☎23-0611

和泉町

☎22-3022

桜木町

☎23-0611

桜木町

☎23-0611

あらいクリニック
秩父市立病院
秩父病院
秩父市立病院
秩父市立病院

救急電話相談

町

☎25-2711 24時間365日で実施しています。大人や子どもの相談に対応

桜木町
和泉町

☎23-0611 して、看護師の相談員が医療機関を受診すべきかどうかなど
☎22-3022 アドバイスしますので、判断に迷ったときはお気軽にお電話

桜木町

☎23-0611

桜木町

☎23-0611

本

するとともに医療機関の案内をします。急な病気やけがに関

ください。

NTTプッシュ回線・ひかり電話・携帯電話

10/5 秩父病院、10/12 秩父市立病院
10/19 皆野病院、10/26 秩父市立病院

土

※重傷救急患者優先のた
め、軽傷と思われる場合
にはお待ちいただくこと
があります。
（18:00以降
は必ず電話で確認の上
受診してください）

#7119

ダイヤル回線・IP電話・PHS

☎048-824-4199

※受診の際、お薬手帳をお持ちの方は持参ください。
※平日、休日の救急医療体制については秩父郡市医師会のホームページでもご確認いただけます。https://chichibu-ishikai.jp/

交通事故情報（ ）前年比

事件発生情報
︵₂₀₁₉年₁月₁日〜₈月₃₁日︶

（2019年₁月₁日〜₈月₃₁日）
人身事故件数
死者数
負傷者数
物件事故件数

◦17件（+4）
◦1件（+1）
◦24件（+1）
◦109件（－6）

事故死ゼロ 145日

不法侵入 ◦1件
窃盗 ◦7件
《注意》
器物損壊 ◦2件
振り込め詐欺に 傷害・暴行 ◦1件

初期救急医療（10:00～13:00）

13日 てしがはら歯科医院 吉田久長 ☎77-2218
14日 渡邊歯科口腔外科医院 皆野町 ☎62-7777

ご注意ください。

▶町県民税

10月の ▶国民健康保険税
納税

秩父郡市歯科医師会 初期救急医療

▶介護保険料
▶後期高齢者医療保険料

第3期
第4期
第4期
第4期

納期限:10/31㊍
口座振替をご利用の方は、残高をご確認ください。
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※診療費用は通常の保険
診療扱いとなるため、
保険証を持参ください。
※必ず電話で確認の上受
診してください。

小学生スポーツ教室〜かけっこ編〜
8/31（土）
・9/7（土）の2日間、小学生スポーツ教室〜か
けっこ編〜を開催し、のべ38名の児童が参加しました。
スポーツ推進委員
が講師を務め、みんな
元気に走り方の基本

パパママは名カメラマン！

的な動きやスタートの
練習に励むことが出

9/8（日）午前10時から、横瀬児童館において、
「パパマ

来ました。

マのためのカメラ教室」
を開催しました。
フリーカメラマ
ンの持田仁氏にカメラの持ち方や撮り方のコツなど教
えていただき、
その後、持参した一眼レフ、デジカメなど

敬老会を開催しました

で、お子さんをモデルに
「ミニ撮影会」
を行いました。

ご長寿を心からお祝いし、末永いご健康を願って、
9/18(水)、町民会館において敬老会を開催しました。当日
は、令和元年度中に７５歳以上になられる方、1,451人中
300人の方にご出席いただき、ささやかではございます
がお祝いの言葉と記念品をお渡しいたしました。
アトラクションの部では、老人クラブ女性部による舞
踊、ものまね芸人「まりもちゃん」によるなりきりものまね
ショーで、会場が一体となり、楽しいひとときを過ごしてい
ました。

せき ぐち

ま

き

関口 茉希ちゃん

い好き♥
お兄ちゃんだ～
だよ!!
元気いっぱい

2018年10月20日生
昌利・安恵夫妻（11区）

お がた めい な

尾形 芽和ちゃん
2018年10月6日生
優希・千佳夫妻
（6区）

しま だ

きょうが

島田 恭雅くん
2018年10月26日生
諒士・美緒夫妻（1区）

顔にして
いつも家族を笑
くれてありがとう

いっぱい食べて
大きく育ってね

●「広報よこぜ」
では、毎号その月に誕生日を迎える
「満１歳」の赤ちゃんを紹介しています。
●掲載を希望される方は、誕生前月の5日までに、
まち経営課へ写真を添えて申請してください。
メールでも受け付けています。

問まち経営課（2階8番窓口） ☎25-0112

町 の 人口と 世帯数
No.

615

2019年₉月₁日現在
（カッコ内は前月比）

〒368-0072

世帯数
横

瀬

芦ケ久保
計

E-mail machikei@town.yokoze.saitama.jp

男

女

計

3,152（ ＋1） 3,859（ −3） 3,907（ ＋2）

7,766（ −1）

3,345（ ±0） 4,091（ −4） 4,149（ ＋1）

8,240（ −3）

193（ −1）

秩父郡横瀬町大字横瀬4545番地

232（ −1）

242（ −1）

☎0494-25-0111㈹

474（ −2）

役場開庁時間［平日8:30—17:15］／窓口延長日＝［いきいき町民課・税務会計課］毎週火・木曜日18:30まで（祝日・年末年始除く）

