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協力:地域おこし協力隊のみなさんと町長、副町長

武甲山表参道の鳥居

❶石黒さん

❷恩田さん

❸小島さん

❻伊藤さん
❺村松さん

❹渡部さん

❼富田町長

❽井上副町長
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設樂 政夫

！

●空き家
「古民家」
を有効活用しよう ●
横瀬町に残る日本の伝統・文化の息づいている
「古民家」
を安心安全にて再生し、古民家ツーリズムによるま
ちづくり、地域活性化に利活用する活動が始まります。
古民家の定義
骨組みに木材を使用した木造軸組構法の建物で、建築後50年以上を
経過した建物で、かつ
①「伝統構法」
と呼ばれる建築基準法制定（昭和25年）前に多く建築され
た住宅
②「在来工法」
と呼ばれる建築基準法制定（昭和25年）後に一般的に建築
された住宅
よこらぼ採択No.57：古民家を活用したまちづくり 第１回
日時 7/28（日） 8 :00～10:00 古民家門前朝市

横瀬古民家活用体験会

10:00～12:00

古民家活用まちづくり活動（今回は清掃活動です）

13:00～15:00

古民家相談会

※参加費、出展料は無料です。※参加についての事前申し込みは不要です。
場所

古民家（町田邸） 横瀬町大字横瀬1387（苅米4区大忠院そば）
古民家再生協会埼玉

☎26-5565（浦島）

議 会 報 告

議会事務局（3階10番窓口）
☎25-0119

令和元年第3回横瀬町議会定例会が、6月12日
（水）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1号

議案第39号
議案第40号

件名

有限会社果樹公園あしがくぼの経営状況について

横瀬町介護保険条例の一部を改正する条例

了承

原案可決

令和元年度横瀬町一般会計補正予算（第１号）

原案可決

工事請負契約の締結について

原案可決

議案第41号

令和元年度横瀬町介護保険特別会計補正予算（第１号）

議案第43号

人権擁護委員候補者の推薦について

議案第42号

審議結果

横瀬町の市外局番は
（ 0494）です

広報よこぜ
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就任あいさつ

教育長

盛 夏の候、町 民の皆 様におかれまし

ては、益々ご清祥のことと存じます。

さて、この度 、富 田 町 長 より 教 育 長

を 拝 命 し ま し た 。も と よ り 微 力 の私

にとりまして、身に余る職 責でありま

す が 、横 瀬 町の未 来 を 担 う 子 ど も た

区 長の

23

ちのため、今 後の教 育の充 実をめざし

て、精一杯 努 力 してまいり ま す 。ど う

ぞよろしくお願い申し上げます。

第23区長
河野 正勝氏

日 付で第

10

区長の
異動について

区長

令和元年５月

正勝 氏

異動がありました。

新任：河野

比呂志 氏

第

退任：山本

23

武甲山御嶽神社里宮太々神楽保存会が助成金を贈呈されました
5/22（水）、横瀬町役場において、明治安田クオリティオブライフ文化財団から武
甲山御嶽神社里宮太々神楽保存会へ、助成金の目録が贈呈されました。
本文化財団では、毎年、各種助成活動を行っており、今回、当保存会が「地域の伝
統文化保存維持費用助成」事業として、衣装作成の費用の助成を受けたものです。
当保存会は、毎年4月と10月に武甲山御嶽神社里宮において神楽を奉納してい
ます。

町民会館がより便利になりました
町民会館多目的トイレに「ベ
ビーチェア」が 設 置されまし
た。また、
どんな方でも歩きや
すいようにホール内や１階フ
ロア通路に「手すり」を取り付
けました。

イメージキャラクター
防犯マグネットシート お披露目式の開催
5/7（火）
ウニクス秩父において、各市町のイメージ
キャラクターをデザインに起用した「防犯マグネット
シートお 披 露目式」
が行われ、横瀬町の
ブコーさんが参加し
ました。

クシー、秩父市営バス、皆野町営バス、小鹿野町営バス

※ブコーさん号は上記2点の提示で運賃が免除されます。

問まち経営課（2階8番窓口） ☎25-0112
広報よこぜ
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夏の交通事故防止運動が
始まります

秩父鉄道、西武観光バス、秩父タクシー協会所属のタ

24

日︵水︶までの 日間︑埼玉県内にお

利用できる公共交通機関

15

日︵月︶から

役場まち経営課にて手続きしてください。

７月

知書」
と
「穴の開いた運転免許証」、印鑑をお持ちになり

全防止運動﹂が実施されます︒

埼玉県﹂

から発行、返却される
「申請による運転免許の取り消し通

いて交通事故防止の徹底を図ることを目的に﹁夏の交通安

スローガン

﹁人も車も自転車も

安心・安全

埼玉県重点目標

●子どもと高齢者の交通事故

運転免許証返納時に警察署または運転免許センター

防止

利用券を受け取るには

●自転車の安全利用の推進

分（100円券×60枚綴り）
を1回に限り交付します。

寝 込 み 等によ る 交 通 事 故

し、
また生活移動手段の一助とするため、利用券6,000円

●飲酒運転の根絶および路上

運転免許証返納者の公共交通機関の利用機会を提供

6/1（土）、横瀬町スポーツ
交流館において、横瀬町子
ども会連絡協議会の役員の
方を対象に、AED講習会を
実施しました。
秩父消防署東分署の方
を講師に迎え、人形を用いて、AEDの使い方など緊急時の対
応について、教えていただきました。参加者は39名。皆さん、
真剣に取り組んでいただき、
「使い方を体験でき、大変勉強に
なって良かった」
とお話していました。

防止

運転免許証の自主返納者に
公共交通機関利用券を交付します

ＡＥＤ講習会を実施しました

日（日）午前７時から午後８時まで町内各投

７月 日日は
参議院議員通常選挙の
投票日

７月

21

●投票日

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

分

30

にお持ちください。

日（土）までの毎日午前８時

20

●期日前投票（投票日に投票できない方）

７月５日（金）～

その他 昼食は用意します
申込方法 住所・氏名・年齢・電話番号等を電話・faxま
たはEメールでご連絡ください。
申込締切 出店団体の募集…7/24（水）
ボランティアの募集…10/4（金）
・申込 よこぜまつり実行委員会事務局
振興課（1階5番窓口） ☎25-0114

から午 後 ８ 時まで期日 前 投 票 所（横 瀬 町 役 場）
で投 票

【ボランティアスタッフの募集】
場所 町民会館駐車場および周辺 対象 中学生以上
内容 会場設営、
ステージ準備、入込客集計など
（8:00～16:30を予定）

できます。

きない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

投票所入場券を切りはなし、裏面の
「宣誓書」に必要

※現在、企画段階のため、応募多数の場合などにより出店で

事項を記載の上、期日前投票所にお越しください。

日時 10/27（日）9:00～15:30ごろ
場所 町民会館駐車場および周辺、町民グラウンド
【出店団体の募集】
場所 ちちぶ農協横瀬支店裏駐車場
内容 会場内で販売等を行いたい団体または個人の方

【期日前投票とは】
投票日に仕事や旅行などの予定のある方が、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。

「第42回よこぜまつり」の出店・
ボランティアスタッフ

問横瀬町選挙管理委員会

21

☎25-0111

ミューズパークスポーツの森プール

お得な「プール利用カード」を発行！
！
（300枚限定販売）
ミューズパークスポーツの森プールを、横瀬町民の皆さま
に低料金でご利用いただけるように、
「プール利用カード」を
300枚限定で発行します。
●利用方法 「プール利用カード」
を１枚2,000円でご購入い
ただけます。
カードは１枚につき家族６名までご利用が可能
です。
このカードをプールのチケット販売窓口で提示し、入場
券を受け取ります。
（営業期間中は何度でも利用できます。
）
また、プール駐車場の利用料金（普通車一台500円）も、
カードを提示することにより、
プールの営業期間中は、無料と
なります。
ただし、
このカードを購入できるのは、横瀬町に住所がある
方に限ります。
●プール営業期間 7/13（土）～9/1（日）
※ミューズパークプール窓口でのカード発行はしませんの
で、必ずプール利用前にカードの発行を受けてください。な
お、発行後のカードは、盗難・紛失等の場合でも再発行はし
ません。また、昨年のカードは使用できませんのでご注意く
ださい。

●カード申込方法
このページにある
「プール利用カード発行申込書」に記入
して、本人確認ができるもの（運転免許証、健康保険証など）
を持参のうえ、購入金額2,000円を申込書に添えて、下記の申
込場所にて購入してください。
※300枚限定（売り切れ次第終了）
となりますのでお早目にお
申込みください。
申込受付期間 7/1（月）～8/23（金）
申込場所 横瀬町役場２階8番窓口 まち経営課
受付時間 8:30～17:15（※土日・祝日は除く）
●プール利用以外の優待制度
プール内レンタル器具を割引料金でご利用できます。
●循環バス
「ぐるりん号」
も便利です
秩父ミューズパークスポーツの森へは、西武秩父駅発の循
環バス
「ぐるりん号」が便利です。
※「ぐるりん号」の詳細は、西武観光バス㈱秩父営業所
（☎22-1635）へお問い合わせください。
問・申込 まち経営課（2階8番窓口） ☎25-0112

横

※申し込みの際に、申込者ご本人の運転免許証、健康保険証等の
ご本人確認ができるものをご持参ください。
横瀬町の市外局番は
（︎0494）です

広報よこぜ
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スタート!!

レゼン部
↑第一回プ
真由さん

第３回「よこぜプレゼン部」

日時 7/28（日）16:00～18:30
場所 エリア898（JAちちぶ横瀬支店 旧直売所）
プレゼンター コンドウハルキさん（中学生クリエイター）ほか
対象 誰でも
（年齢、居住の制限なし）
会費 学生無料、社会人2,000円（学生ゲストの交通費等に充てさせていただきます）
問まち経営課（2階8番窓口） ☎25-0112
企画・運営 社会課題解決実行集団
●●●●●

よこらぼ5月審査の採択事業

●●●●●

第14回審査会（5/22開催）答申に基づき 2件 採択（提案件数 5件）
事業名・提案者

概要

提案者:埼玉北部ヤクルト販売株式会社（本庄市）

横瀬中学校の生徒に「ヤクルト400LT」を継続的に飲用してもら
い、おなかの調子を整えることの重要性を教え、健康管理の意
識向上を図る。

提案者：株式会社コミュニティコム

有料の会員制で、定期的な農産物の報告レターや地元農産物
を受けとることができ、さらに農業体験や宿泊などの会員限定
のサービスを展開する。関係人口の創出や農業支援を図る。

採択
事業名:腸活プロジェクト～腸を鍛えてリア充な学校
No.58
生活を送ろう！～
採択
星野邦敏（さいたま市）
No.59 事業名：会員制の農業体験＆農家民宿プロジェクト

問まち経営課（2階8番窓口） ☎25-0112

人権擁護委員施設訪問事業
秩父人権擁護委員協議会横瀬部会は「人権擁護委員の日」の取り組みと
して、6/7(金)に『ぶこうの里デイサービスセンター』
を訪問しました。
人権擁護委員による朗読や紙芝居、音楽に合わせた全員での体操など、
皆さんが一体となって楽しいひとときを過ごしました。
参加者の皆さんからは「とても楽しかった。たくさん元気をもらえました。」
と、優しく温かい御礼の言葉をいただきました。
広報よこぜ

6 2019・7

よこらぼ採択された﹁よこぜプレゼ

ン部﹂がスタートしました︒

﹁ 第 １ 回 よ こ ぜ プ レ ゼ ン部 ＃ 起 業 ﹂

で は 高 校 生 起 業 家 の 山 口真 由 さ ん ︑

中 学 生 で﹁親 子 起 業﹂を し ている 加 藤

路 瑛 さ ん が︑第 ２ 回 は﹁カ ルチャー﹂を

テーマにｅスポーツ系学生団体を立ち

上げた高校生の保泉航輝さん＆飯塚

遼馬さん︑﹁盆栽生徒会長﹂の高校生で

あ る 副 田 優 喜 さ ん が 登 場 し プレゼ ン

を行いました︒今後も毎月１回開催さ

れますので︑どうぞご参加ください︒

口
起業家 山
左:高校生
瑛さん
業 加藤路
右:親子起

令和２年度採用 横瀬町職員採用試験
●１次試験【教養試験（高卒程度）
・職場適応性検査】
日時

９/22日(日)午前９時30分～

会場

横瀬町役場３階

●２次試験【作文試験・面接試験】１次試験の合格者に対してのみ行います。
日時

10月下旬予定

会場

横瀬町役場

●職種・採用予定人員・受験資格・職務内容
募集職種

採用予定人員

一般事務Ａ(情報処理含む)

５名程度

一般事務Ｂ（学芸員）

1名

受験資格
昭和61年4月2日から平成14年4月1日までに生まれた方
昭和61年4月2日以降に生まれた方で、学芸員の資格を有する
方、
または令和2年3月末までに資格取得見込みの方

・令和2年3月31日現在、
自動車運転免許証を取得または取得見込みであること。
・職務内容：一般事務Ａ・Ｂともに、一般行政事務に従事します。
※次のいずれかに該当する方は受験できません。
・日本国籍を有しない方

・地方公務員法第16条に規定する欠格条項に該当する方

●受付期間

7/12（金）～8/2（金）
までの8:30～17:15まで(土・日曜日、祝日を除く)

●受付方法

持参の場合: 総務課 庶務グループへ

郵送の場合:7/12（金）～8/2日
（金）
までの消印有効

●応募書類の配布について
配布期間

令和元年6/12（水）～8/2（金）
まで

配布場所

総務課窓口および町ホームページ URL：http://www.town.yokoze.saitama.jp/

配布書類

採用試験申込書および職員採用試験実施要項

・郵送を希望する場合は、封筒の表に「職員採用試験申込書請求」
と朱書きし、住所・氏名・受験職種を記載したも
のと返信用の切手120円を同封してください。
総務課（2階7番窓口） ☎25-0111

〜横瀬の水環境を守りましょう！〜

下水道のはなし 下水道、合併処理浄化槽の利用について
単独処理浄化槽や
くみ取り便槽をお使いの皆さまへ

下水道に接続しましょう！
横瀬町の下水道は、汚水を水質管理センターで衛生的に
処理し、きれいな水にしてから横瀬川へ戻しています。
下水道が利用できる地域にお住まいの方が、新たに下水

合併処理浄化槽は、洗濯、風呂、
トイレ等の生活排水を浄
化し、きれいな水にしてから放流するため、河川などの水辺
の環境を改善することができます。

道を利用するためには、下水道に接続するための排水設備

町では、単独処理浄化槽やくみ取り便槽から合併処理浄化

工事を行う必要があります。工事は町指定の「排水設備工事

槽への転換を促進するため、
「浄化槽設置管理事業」を実施

指定工事店」が行う必要がありますが、指定工事店は、町に提

しています。

出する申請書類の作成、届出なども代行してくれます。

この事業の特徴は、町が浄化槽設置工事や設置後の維持

また、浄化槽から下水道への接続工事（排水設備工事）を

管理を行うため、町民の皆さまの経済的負担が軽減される

下水道供用開始後1年以内（くみ取り便槽は、供用開始後3年

点です。また、転換の場合は、既存単独処理浄化槽やくみ取

以内）に行う場合、工事費に対して助成金を交付しています。

り便槽の処分費および配管費に対して助成金制度も利用で

今年度は、平成31年4月1日から供用開始された13区地内の

きます。
単独処理浄化槽やくみ取り便槽を使用されている方は、横

一部と17区地内の一部の地域が該当します。
下水道が利用できる地域にお住まいで未接続の方は、下

瀬の水環境を守るため、早期に合併処理浄化槽への転換を
ご検討ください。

水道への早期接続をお願いします。

建設課（2階9番窓口） ☎25-0117
横瀬町の市外局番は
（ 0494）です
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介護保険料について
介護保険料は、65歳に達した月
（誕生日が1日の方は前月）の分から、第1号被保険者として保険料の支払いが
始まります。
※40歳～65歳未満（第2号被保険者）の方は、加入している医療保険から徴収されます。
●介護保険料の納め方は、 特別徴収・普通徴収 の2種類です。
・特別徴収…年金から介護保険料が差し引かれます。
・普通徴収…納付書（または口座振替）
で納付します。
介護保険料は、特別徴収による納付が基本ですが、普通徴収で納付いただく場合があります。

～普通徴収の対象になる方～
◆年金受給者で年金が年額18万円未満の方
◆保険料額が年金の1/2を超える方
◆年度途中で、65歳になる
（なられた）方
◆年度途中で、横瀬町に転入された方

★保険料の納付は口座振替をおすすめします★
年金天引き開始までに時間がかかるため普通徴収の
方には振替口座の登録をお願いしています。
ぜひ、口座振替をご利用ください。
※届出は、指定金融機関等へ直接お申し込みください。

※特別徴収されている方も、年金の担保や差し止め、介護保険料の所得段階の変更等により普通徴収になる
場合があります。
【普通徴収の納付時期について】
保険料は4月から翌年3月までの12ヶ月分を7月から翌年2月までの8回（8期）に分けて納付をお願いします。
（※年度途中で、65歳になる
（なられた）方や転入等により資格を取得された方については、資格取得月からの
月割り計算した保険料になります。
）
※7月中旬に納付書を送付しますので、納期限までにお支払いください。
問いきいき町民課（1階1番窓口） ☎︎25-0115

後期高齢者医療制度の被保険者証が更新になります！
新しい有効期限の被保険者証
毎年8/1に被保険者証が更新となります。
新しい被保険者証は、現在お使いの被保険者証（茶色）の期限が切れる7/31までに、簡易書留で郵送されます。
7/31を過ぎても被保険者証が届かない場合は、
いきいき町民課へお問い合わせください。
なお、有効期限切れの被保険者証は、いきいき町民課窓口へ返却していただくか、
ご自分で責任をもって処分し
ていただきますようお願いします。
保険料の納付
令和元年度の保険料額決定通知書と、普通徴収の方は納付通知書を7月中旬ごろ送付します。
この保険料額
は、平成30年中の所得状況に基づいて決定されます。納付書または口座振替で納めていただく方は、7月から翌
年2月までの毎月となります。
●保険料の軽減内容は以下のとおりです。
（申請は不要です）
均等割額の軽減…世帯の所得状況に応じて均等割額が2割・5割・8割・8.5割軽減されます。
被用者保険の被扶養者であった方への軽減…所得割額はかからず、均等割額が加入後2年間に限り5割軽減
されます。
★保険料の納付は、口座振替をおすすめします★
普通徴収（納付書）
で後期高齢者医療保険料を納める方は、口座振替にすると、保険料を納め忘れる心配も
なく、役場や金融機関等へ納めに行く手間も省けます。
保険料は原則特別徴収（年金天引き）ですが、年金天引き開始までに時間がかかります。
そのため、普通徴
収の方には振替口座の登録をお願いしています。
忙しい方や、
あまり外出できない方にとても便利です！
ぜひ、口座振替をご利用ください。※届出は、指定金融機関等へ直接お申し込みください。
問いきいき町民課（1階1番窓口） ☎︎25-0115
広報よこぜ
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～国民健康保険に加入している７０歳から７４歳までの方へ～

高齢受給者証が更新になります！

現在お持ちの高齢受給者証は、7/31で有効期限が切れます。
新しい高齢受給者証は、7月中旬から下旬にかけて普通郵便で郵
送しますのでご確認ください。
◎高齢受給者証とは？
70歳の誕生日の翌月
（誕生日が1日生まれの方は誕生月）から75
歳の誕生日の前日まで、受診の際に被保険者証と一緒に医療機関
に提示するものです。
【負担割合について】
「高齢受給者証」を医療機関で提示することにより、医療機関での
自己負担割合が、一般の世帯の方は2割、一定以上の所得がある世
帯の方の場合は3割となります。
※高齢受給者証の負担割合は、世帯の所得状況等により毎年見直
しを行っています。

【注意事項】
8月から医療機関等で受診するときに、新しい
｢高齢受給者証｣を被保険者証と一緒に必ず提示
してください。
なお、誤った負担割合で受診された場合は、負
担金の調整・精算等をお願いすることがあります
のでご注意ください。
＊有効期限切れの高齢受給者証は、いきいき町
民課窓口へ返却していただくか、ご自分で責
任をもって処分していただきますようお願いし
ます。
問いきいき町民課（1階1番窓口） ☎︎25-0115

令和元年度国民健康保険税について
国民健康保険税は、国民健康保険に加入しているみなさんが納める掛け金（税金）
です。
加入者のみなさんが病気やけがをしたときの医療費、後期高齢者医療制度を支えるための費用、介護が必要に
なったときの介護費用にあてられる大切な財源となります。

●国民健康保険税の計算方法
①医療給付費分（0歳～74歳）最高限度額61万円
所得割｛前年総所得金額－基礎控除額（33万円）｝×5.5％＋資産割（固定資産税額×35.0％）
＋均等割（11,500円×被保険者数）＋平等割（１世帯あたり13,000円）
②後期高齢者支援金分（0歳～74歳) 最高限度額19万円
所得割｛前年総所得金額－基礎控除額（33万円）｝×1.4％＋均等割（8,800円×被保険者数）
③介護納付金分（40歳～64歳）最高限度額16万円
所得割｛前年総所得金額－基礎控除額（33万円）｝×1.1％＋均等割（7,000円×被保険者数）

①＋②＋③

年税額（最高限度額96万円）

世帯の合計所得が一定の基準を下回る場合に、税の軽減措置が受けられる場合があります。
税の軽減措置の判定をするためには、16歳以上の方で、収入がない方、扶養されている方または遺族年金や障害
年金のみの受給者などでも、住民税の申告をする必要があります。

●保険税の納付方法 国民健康保険税の納め方は、普通徴収・特別徴収 の2種類です。
①普通徴収・・・納付書（または口座振替）
で納付します。納付回数は7月から翌年2月までの計8回です。
納税通知書は7月中旬に世帯主宛てに送付しますので納期限までにお支払いください。
7月以降に国民健康保険に「加入する」、
「脱退する」、
「世帯主変更」、
「世帯員の異動」をした世帯には、保険税
を月割りで計算し、翌月に納税通知書でお知らせします。
※国民健康保険税は届出日からではなく、保険の資格を取得した日から計算しますので、届出が遅れた場合でも
遡って計算した国民健康保険税を納付していただくことになります。
②特別徴収・
・・次の要件すべてに該当する場合、年金から国民健康保険税が差し引かれます。
・世帯主が国民健康保険の被保険者であること。
・世帯内の国民健康保険の被保険者全員が65歳から74歳までであること。
・特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であること。
・国民健康保険税と介護保険料の合計額が年金額の2分の1以下の金額であること。
※なお、特別徴収の対象となる要件に1つでも該当しない世帯主の方については、普通徴収（納付書または口座
問税務会計課（1階4番窓口） ☎25-0113
振替）の方法により納付していただくことになります。
横瀬町の市外局番は
（︎0494）です
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【国民年金保険料免除等の申請について】

令和元年度の国民年金保険料免除等の受付が７/１から始まります!
対象となる期間は、令和元年7月分から令和2年6月分までとなります。
この制度は、経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合に、保険料の納付が免
除・猶予となる
「保険料免除制度」や「納付猶予制度（50歳未満）
」
です。
遡って申請ができる期間は、申請書を提出した日から2年1ヵ月前までになります。失業等により保険
料を納付することが経済的に困難になったものの、申請を忘れていたために未納期間を有している方
等は、いきいき町民課または秩父年金事務所へご相談ください。
問秩父年金事務所

☎27-6560 ／ いきいき町民課（1階1番窓口） ☎25-0115

（特定）健康診査・がん検診等が始まります！
申し込まれた方は、郵送された案内をよくお読みになって、受診してください。
申し込まれていない方も、
まだ間に合います。担当課へお申し込みください。
また、わくわくポイント事業の対象です。
カードを忘れずにお持ちください。

（特定）健康診査・肺がん検診・前立腺がん検診・肝炎ウイルス検診
受付時間

12:30～14:00

日程
7/12（金）、13（土）、16（火）、27（土）
7/31（水）
8/2（金）
8/20（火）
8/21（水）、29（木）、30（金）
9/4（水）、5（木）
10/8（火）

会場
総合福祉センター
コミュニティ防災センター
総合福祉センター
町民会館
コミュニティ防災センター
町民会館
芦ヶ久保活性化センター

問・申込
■（特定）健康診査
いきいき町民課（1階1番窓口）
☎25-0115
■肺がん検診・前立線がん検診
・肝炎ウイルス検診
健康づくり課（1階3番窓口）
☎25-0116

不法投棄・野外焼却は犯罪です！
廃棄物の投棄や埋め立て、野外焼却を行うと、周辺土壌、地下水や大気を汚染するなど、生活環境に悪影
響を及ぼすため、
「廃棄物の処理および清掃に関する法律」の規定に基づき重く罰せられます。
（5年以下の
懲役若しくは1千万円以下の罰金、
または併科（法人に対しては行為者を罰するほか3億円以下の罰金））
河川などの公共の領域や他人の土地はもちろんのこと、
自分の所有地で行うことも禁止されています。
なお、野外焼却は、公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない場合、一部例外が認められているものもあ
ります。
不法投棄・野外焼却を見かけた場合は、下記通報・相談先に連絡してください！
（連絡者ご自身の身に危険
が及んではいけませんので、無理のない範囲でお願いいたします。）
廃棄物の処理方法について

不法投棄・野外焼却に関する通報・相談先

●一般廃棄物（家庭ごみおよび事業系のごみ）については、
秩父広域市町村圏組合の処理施設等で処理できます。
（ご
不明な点は、秩父広域市町村圏組合にご相談ください。）
●産業廃棄物（事業活動に伴って生じた廃棄物）について
は、専門の許可業者に委託して処理してください。
（ご不明
な点は、埼玉県秩父環境管理事務所にご相談ください。）
※不法投棄者が不明な場合、土地所有者が廃棄物を処分せ
ざるを得ない場合がありますので、自己所有の土地を定期
的に除草するなど廃棄物を投棄しづらい、きれいな環境づ
くりに心がけましょう。

◆産業廃棄物の不法投棄を見つけたら
埼玉県「産業廃棄物不法投棄110番」 ☎︎0120-530-384
◆産業廃棄物の処理相談、苦情対応等
埼玉県秩父環境管理事務所 ☎︎23-1511
◆河川、国道、県道への不法投棄等
埼玉県秩父県土整備事務所 ☎︎22-3715
◆森林管理道（林道）への不法投棄等
埼玉県秩父農林振興センター ☎︎24-7211
◆一般廃棄物の処理相談
秩父広域市町村圏組合 ☎︎23-2489
◆その他不法投棄・野外焼却に関すること
問振興課（役場1階5番窓口） ☎25-0114
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みんなで参加しよう！
「埼玉県コバトン健康マイレージ」
横瀬町では「埼玉県コバトン健康マイレージ事業」に参加しています。
この事業は、
ウォーキング（歩数）
でポイントを貯め、ポイント数に応じて抽選で、賞品が当たるという楽し
く健康づくりに取り組める事業です。現在、370名程の方が申し込みをされています。
18歳以上の町民の方は、誰でも参加できますので、ぜひ、
ご自分の健康増進にお役立てください。
詳しい事業内容や申し込み
方法等、詳しくは下記担当まで
お問い合わせください。

問埼玉県コバトン健康マイレージ事務局☎0570-035810
いきいき町民課（1階1番窓口） ☎25-0115／健康づくり課（1階3番窓口） ☎25-0116

蚊を介する感染症の予防対策

～感染症流行地域へ渡航する場合には万全な対策を～
これから10月下旬ごろまでは蚊の活動期間です。
ウイルスなどの病原体に感染した人や動物の血を吸った蚊に刺されることで、
さまざまな感染症にかかる
恐れがあります。
蚊が媒介する感染症にかからないためには、住民一人ひとりが、感染症の流行地域で蚊に刺されない、
住まいの周囲に蚊を増やさない対策をすることが重要です。

感染症流行地域では、蚊に刺されないようにしましょう。

●海外へ渡航する際には、渡航前に現地での流行状況を把握しましょう。
もし蚊を媒介とする感染症の流行地域へ渡航される場合には、できる
だけ肌を露出せず、虫よけ剤を使用するなど、蚊に刺されない対策をし
ましょう。

住まいの周囲に、蚊を増やさないようにしましょう。

●蚊は、植木鉢の受け皿や屋外に放置された空き缶にたまった雨水など、
小さな水たまりで発生するので、日ごろから住まいの周囲の水たまりを
無くすように心がけましょう。
問蚊媒介の感染症に関すること 埼玉県 保健医療部 疾病対策課 感染症・新型インフルエンザ対策担当 ☎048-830-3557
蚊の防除に関すること 埼玉県 保健医療部 生活衛生課 環境衛生・ビル監視担当 ☎048-830-3606

■入札結果
入札日

5/10

担当課
まち経営課
建設課
まち経営課

入札日

5/27

担当課
総務課

教育委員会
振興課

（単位：円）

工事等の名称
契約方法
軽自動車リース
指名
町道3号線物件調査業務委託
指名
横瀬町公共施設個別施設計画策定業務委託
指名

予定価格
非公表
非公表
非公表

落札（決定）金額
1,004,400
1,706,400
12,540,000

落札（決定）者
㈱トヨタレンタリース新埼玉
旭測地設計㈱
㈱パスコさいたま支店
（単位：円）

工事等の名称

横瀬町防災行政無線デジタル化整備工事
給食用食器（菜皿・ボール）
横瀬町農産物加工場施設用備品

契約方法

予定価格

一般競争 369,589,000 317,900,000
指名
指名

非公表
非公表

・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）金額
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1,257,876
3,078,000

落札（決定）者
東芝インフラシステムズ㈱
北関東支店
㈱中西製作所北関東支店
ホシザキ北関東㈱本庄営業所

非アルコール性
主に肥満
脂肪性肝炎

食事療法、運動療法。薬 減量が最も有効な治療
は補助的に使用する。 です。

!

保健師です

断 酒 により改 善できま
す。

断酒

こんにちは

アルコール性
飲酒
脂肪性肝炎

７月 日は世界肝炎デーです！

C型肝炎

ウイルスが 陰 性 化して
注射や飲み薬。新薬の開
も、肝 が ん を 発 症 する
C 型 肝 炎ウイル
発により、8～12週の内服
ことがあります。年２回
ス に 感 染（ 血 液
で、96～99%の人が陰性
は、肝臓の検査を受けま
を介する）
化する。
しょう。

肝臓は体の中で一番大きい臓器です。栄養分を分解し蓄える、

B型肝炎

アルコールや薬を分解する、有毒物質を解毒する等、生命の維持

治療のポイント

飲 み 薬を止 めるとウイ
B 型 肝 炎ウイル
注射や飲み薬で、ウイル ルスが増殖するため、一
スに感染（血液、
生 飲 み 続 けることが 必
スの増殖を抑える。
体液を介する）
要です。

に欠かせない大切な働きをしています。

治療

肝炎はほとんど無症状で、気づかないうちに肝硬変や肝がんに

原因

移行することがあります。検診により早期発見し、早期治療を受

種類

けることで進行を防ぐことができます。

〈肝炎の種類〉

町では、 歳以上の方で肝炎ウイルス検診を受けたことがない

方を対象に、検診を実施し

ま す 。日 程 は 特 定 健 康 診

査と同時実施です（ ペー

ジを ご参 照 く ださい）。対

象 となる 方 がいる 世 帯に

は 、５ 月 に 検 診 申 込 書 を

送付しています。申込みを

さ れな かった 方 も ま だ 間

に合いますので、健 康 づく

り課・保健グループまでお

申し込みください。

◎ 検 診の結 果︑﹁要 精 密 検

査﹂と言われたら︙

埼 玉 県 では 、初 回 精 密

検 査 費や治 療 医 療 費 等の

助 成を行っています。助 成

を受けるには、条件等がご

ざいますので、詳しくは県

のホ ー ム ペー ジを ご 覧 く

ださい。

10

40

28

今月の記事担当：加藤
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

横瀬の新名物「どぶろく」ができました。埼玉県下初認定です。
をする国の「構造改革特区」に「都心近くのいなかまち
横瀬町長

よしなり

よこぜどぶろく特区」
として認定され、今年2月に酒類製

富田 能成

造免許を取得しました。

「どぶろく」は、コメと米こうじと水のみを発酵させて

私も試しにいただきましたが、香りもよく、コメのう

つくる酒です。すごく簡単にいうと、漉していない日本

まみにさわやかな酸味が乗っていて、後味もよく、なか

酒で、
うまみ成分も多く、コクのある味が特徴です。日

なかのものでした。当のそば会の皆さんが「最初からこ

本酒、
ウイスキー、
ワイン、地ビール、焼酎とお酒なら地

んなにうまくできるとは思わなかった」
というのがうな

場産でなんでもそろう秩父地域に、新しく、横瀬町産の

ずける出来栄えと思います。

こ

今回の仕込みの原料米は、横瀬町で無農薬栽培さ

どぶろく
（銘柄は「花咲山」）が加わりました。
どぶろくをつくるためには他の酒類と同様に酒類製

れたコシヒカリですが、今後は古代米を使っての仕込

造免許が必要で、
これがなかなか簡単ではないのです

みにもチャレンジされるそうです。
どぶろく
「花咲山」、

が、
「横瀬そば会」の皆さんが横瀬町の新たな特産品を

町の皆さんも是非注目してみてください。なお、この

つくろうと一念発起、まずは「よこらぼ」に提案・採択さ

「花咲山」、飲み口はいいのに、日本酒と同程度のアル

れ、官（役場）
と民（そば会）が連携して、県・国に働きか

コール度数です。飲みすぎには十分注意して楽しんで

け、そして、晴れて昨年８月、地域を限定して規制緩和

くださいませ。

広報よこぜ 12 2019・7

➡

➡
➡

パラリンピック
両手で車いすの両輪を回すしぐさを
し、両手2指の輪の手を返してつなぐ動
作を右へ3回行う。

デフリンピック

両手2指の輪を手を返して合わせる
動作を2回行う。
問健康づくり課（1階3番窓口） ☎25-0116

みんなで一緒に
を 学ぼう

両手2指の輪を返してつなぐ動作を右へ3回行う。

手話

オリンピック

第３回 ﹇
● 季節のイベント﹈

➡

オリンピック・パラリンピックまであと１年となりました︒
今月はオリンピックについて学びましょう︒
国際オリンピック委員会でオリンピックとして承認されているのは︑オリンピック
のほかに︑パラリンピック︵身体障がい者︶︑デフリンピック︵聴覚障がい者︶︑スペシャ
ルオリンピック︵知的障がい者︶があります︒手話を覚えて一緒に応援しましょう！

➡

!

協力:ちちぶ広域聴覚障害者協会

［手話奉仕員養成研修 基礎編］

手話で障がいのある方を支援する仲間を募集します
聴覚や音声、言語機能に障がいのある方の社会参加を支援する手話奉仕員の養成研修を横瀬
町と秩父市、皆野町、長瀞町、小鹿野町の１市４町合同で開催します。
期間

8/28（水）～12/9（月）の原則毎週、
月・水曜日 13:30～15:30（全25回）

会場

秩父市歴史文化伝承館ほか

対象

秩父郡市に居住または通勤・通学（中学生以上）する方で、手話奉仕員養成研修入門編に

相当する講座を修了した方
定員 40名
内容

参加費

無料 ※ただしテキスト代3,240円のみ個人負担

手話で会話をするための手話文法や聴覚障がい者の理解について学びます。
※昨年度までに開催した「手話奉仕員養成研修入門編」
も修了していることで、手話奉仕員
養成研修の全課程を修了することになります。

申込み 8/5（月）
までに健康づくり課福祉グループへ
問健康づくり課（1階3番窓口） ☎25-0116
横瀬町の市外局番は
（ 0494）です
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子育て

ふれあい

「子育て応援講座」を
開催しました!

コーナー

6/2
（日）
、
町民会館において
「子育て応援講座 旬の
野菜を使ったパパの料

よこらぼ採択事業（№４２）

理教室」
が行われました。

妊婦・ママのための
健康講座を実施しました

地元の野菜を使った
料理をパパが作っている
間、
ママとお子さんは
「工

6/15（土）、町民会館において、
「中山間地域における妊産

作教室」や「親子ヨガ教

婦の健康管理に関する研修」研究班、公立小松大学保健医

室」
に参加し、
楽しみなが

療学部教授坂本めぐみ先生、女子栄養大学栄養学部教授恩

ら待っていました。

田理恵先生をはじめ、埼玉県立大学および防衛医科大学校

パ パ が が ん ばって

教員、女子栄養大学の学生のみなさんによる
「妊婦・ママの

作った料理は、
とてもお

ための健康講座」
を実施しました。

いしかったです。

妊婦さんや授乳中のママさんを対象に手軽に作れる料

※この講座は、埼玉北

理の紹介や試食、
リラクゼーション、子育て相談が行われ、

部ヤクルト販売㈱「健康

11組のご家族に参加いただきました。

文化祭事業」
との合同企画として行われました。

参加者からは「妊娠期の食生活の大切さに改めて気づか
されました。」
「 離乳食の進め方などとても参考になりまし

私立幼稚園保育料等の
一部補助について

た。」など栄養に関するコツを学ぶことができたとの声が多
く聞かれました。

町では、子ども・子育て支援新制度に移行していない私立
幼稚園に通園している幼児がいる世帯に対し、
「私立幼稚園
就園奨励費補助金」
として、次の条件で保育料等の一部を補
助します。
補助対象世帯

また、ご家族で参加された方からは、今後もリラクゼー
ションを取り入れて、心身ともに健康的に過ごしていきたい
との声もいた
だきました。

横瀬町在住で、令和元年度町民税所得割額

の世帯合計が211,200円以下の世帯
※小学校3年生以下の兄・姉を有する2人目以降の園児につ
いては、町民税所得割額の制限がありません。
詳しくは、教育委員会にお問い合わせください。
問教育委員会（2階6番窓口） ☎25-0118

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

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

赤ちゃんくらす
2日（火）
1歳6か月児健診
2歳児歯科健診
11日（木）
●赤ちゃんくらす
16日（火）
●3〜4か月児、
9〜10か月児健診
BCG予防接種
18日（木）
●乳幼児健康相談
25日（木）
●赤ちゃんくらす
30日（火）
●はぐくみ相談
31日（水）
（ことばの相談 要予約）
●

保育所等に入っていない

27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。
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

問横瀬町保育所

問子育て支援課

児童館
どんぐりの森

5日（金）

バンブーの森

12日（金）

●
●

さくらの森

19日（金）

●

メープルの森

●

1・8・22・29日（月）

おはなし会

●

17日（水）

ママサロン
横瀬児童館
3日（水）、12日（金）、17日（水）、19日（金）
横瀬町町民会館 ２４日（水）、２６日（金）、３１日（水）

●

長瀞町多世代ふれ愛ベース長瀞 5日（金）
小鹿野町子育て支援センター 10日（水）

問横瀬児童館

☎22-1802

横瀬町教育委員会定例会の 日時 7/30（火）14:00
開催のお知らせ
場所 役場3階301会議室

☎25-0110

7月

☎22-2072

※傍聴を希望される方は、7/29（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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子育て応援

学校等でケガをしたときはご連絡を
お子さんが、保育所や幼稚園、小・中学校、高等学校
等の管理下でケガをしたときは、
日本スポーツ振興セン

窓口で自己負担金をお支払いく

ターで行っている
「災害共済給付制度」が受けられます。

ださい。
また、子育て支援課までご

この給付を受ける場合は、学校等に相談し、配布される
「医療等の状況」を医療機関等で記入を受け、学校等へ
提出してください。

番

医療機関等に掲示せずに、

連絡ください。
ただし、医療費総額5,000円未満（医療点数500点未
満）の場合は、災害共済給付制度の支給対象外になりま

災害共済給付制度の対象となるケガの治療について
は、
こども医療費やひとり親家庭等医療費などの制度を
受けることができなくなります。診察の際は、受給者証を

子育て支援課（1階2番窓口） ☎２５-０１１０

すので、
ご注意ください。
もし、支給が重複した場合には、助成した医療費を返
還していただきますので、
ご注意ください。
子育て応援【にっこり、ひゃくとうばん（110番）】

テーマ「楽しいゴールデンウィーク」

学童保育室壁画より

「犬と遊べて楽しかった」
さくら い

「芝桜、
きれいだったよ」

ゆ づき

櫻 井 結月

わかばやし

ま

い

若 林 麻衣

ちゃん

ちゃん

大堀川花壇の除草作業が行われました。
5/19（日）川西コミュニティクラブの皆さんによ
る大堀川沿いの花壇の除草作業が行われました。
当日はたくさんの方が集まり、花壇がとてもきれい
によみがえりました。
現在、花の植栽や除草等は地区の皆さんがボラ
ンティアで管理をしていただいています。今後も
このような活動を通して、町民の皆さんの自主的
な行動を元に、町民と町とがよきパートナーとして
連携するまちづくりにご協力をお願いします。

横瀬町の市外局番は
（ 0494）です
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月曜・年末年始休館 問横瀬町立図書館 ☎22-2267

小学校低学年課題図書
・魔女ののろいアメ ・スタンリーとちいさな火星人
・心ってどこにあるのでしょう？ ・もぐらはすごい
小学校中学年課題図書
・かみさまにあいたい ・季節のごちそう ハチごはん
・子ぶたのトリュフ ・そうだったのか！しゅんかん図鑑
小学校高学年課題図書
・ぼくとニケ ・かべのむこうになにがある？
・マンザナの風にのせて ・もうひとつの屋久島から
中学校課題図書
・星の旅人 ・ある晴れた夏の朝 ・サイド トラック

推薦
図書

落花
澤田瞳子・著●中央公論新社
「平将門」という男は、なぜかくも激
しく不器用なのだ！音楽に取り憑かれ、
「至誠の声」を求め旅に出た仁和寺の
僧「寛朝」荒ぶる坂東の地で出会ったの
は、古き法に背き、ならず者とそしられ
る人物だった・・・。

夏休み特設コーナー●課題図書を読もう
青少年読書感想文全国コンクール課題図書をそろえました。

臨時休館のお知らせ

7/9（火）～11（木）の3日間は蔵書点検のため臨時
休館します。
★7月のナイトライブラリー 3・17・24・31日

月曜・祝日・年末年始休館

●夏休み
「子ども１日図書館員」募集

玉井

正夫

市憲

公民館講座・参加者募集
●シニアマダムをより魅力的に
「50歳からの美肌メイク講座」
日時 7/23（火）13:30～15:30
講師 ビューティーアドバイザー
坪内 久美子
（へアーサロン アトランティス）

絵手紙サ ークル

●
●

小川 寿女 さん

資料館には、様々な石器や土器類・民具・動植物標本な
どが展示されています。
今回は、
「横瀬の人形芝居」の廻り
舞台を紹介します。まず、横瀬の人
形芝居は、安政年間に創始されたと
伝えられており、一人で一体の人形
を操る一人遣いの指人形と、豪華絢爛な装飾が施された廻
り舞台が特徴と言われています。
この廻り舞台は360度回
転可能であり、各演目において、色彩豊かな奥行きのある
背景としてだけではなく、場面の転換をより効果的に見せ
る重要な役割を担っています。資料館には、廻り舞台の模
型が展示されており、舞台の一部を見ることができます。

月曜・祝日休館 問町民会館 ☎22-2267

哲郎 選

齋藤

◆髙田

連れ添って夜桜寒し腕を組む

横田賭司楼

イチローは虹を残してバット置く

人前じゃツレアイなどといってみる

大野たかお

孝全

鯉甲

参院選弱者生きれる世を作ろう

加藤

百

夏タイヤ右往左往の春の雪

帰ろうとする息子母話題変え

岸岡

合

新時代墓じまいなどと言わないで

音

知

小石川邦二

読み書きもできない祖母の教え生き

若葉萌え山腹傷まし武甲山

柳
川

★図書館のお仕事を体験してみませんか?
日時 8/21（水）
・22（木）
１回目：10:30～12:00 ／ ２回目：13:30～15:00
定員 各回２名（定員になり次第終了）
対象 小学校１年生～６年生
内容 本の貸出と返却、本のカバーかけなどを体験。
申込 電話または図書館へ直接お申込みください。
申込期間 7/2（火）～8/16（金）

問☎24-9650

場所 町民会館 和室
参加費 300円
定員 15名（50歳以上の女性）
申込 横瀬町町民会館 ☎22-2267
締切 7/21（日）
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。
※定員になり次第受け付けを終了しますので、お早めに！
！
●子ども公民館講座
『親子でたのしむサマーセッション』in 児童館
「るるる♪みゅ～じっく」
のふたりと楽しくセッションしよう！
♪夏休みの思い出づくりに、お誘いあわせのうえ
親子で児童館に足をおはこびください。
日時 8/7（水）11:00～
出演 るるる♪みゅ～じっく
場所 横瀬児童館
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公民館講座を開催しました！

♬

●「写経＆寺ヨガ」in 札所八番西善寺

5/25（土）、札所八番西善寺で「写経＆寺ヨガ」の講座を

開催しました。
朝のすがすがしい空気の中、
「コミネモミジ」を眺めなが

♬ 7月の月１まちかどコンサート

ら、西善寺のご住職様から写経を教わり、本堂でおごそか

出演 フラサークルhiehie（文化協会サークル）
日時 7/5（金）11：00～
場所 横瀬町総合福祉センター

な空気につつまれながら、
ヨガを行いました。
次回は、紅葉で色づく秋にまた、開催します。
楽しみに、
またぜひ、
ご参加をお待ちしております。

◆富田

惠夫 選

中川美也子

歌
短

頭上よりだんご蜂らの群れる音戸別に覗くか藤の花房

イヨ

壮次

町田

若林

サワ

家近きに生えし三ツ葉を日々摘みて天ぷらよごしと有難きこと

散歩道ふと感じたる香りあり気付けば橋下にアカシアの花

赤岩

茂

由江

降り続く雨を含みし花々は一様にみな俯きている

赤岩

タミ

町田

春立ちて早も突き出る水仙の活力見れば心せかるる

浅見

信子

連休に何処に行くともあてもなく車はいつしか伊香保路に入る

二株の牡丹の花の艶やかに緑の葉陰に色を添えおり

新井

悦子

八木原千恵

山並みを水玉もように装いし山桜も今は若葉に埋もる

小泉

邦子
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初夏の庭緑の若葉も濃くなりてバラも一輪えびねも咲いて

幼子に名前を呼ばれる心地よさ若葉の小道駈けて寄りくる

斉藤

横瀬町の市外局番は
（ 0494）です

しなやかに確かめあいつつ揺れているギボウシはあなたのような白い花 八木原優子

病室で昔話を聞きながら相づちを打つ夜の長きを

あき

齋藤トシ子

5/25（土）、道の駅果樹公園あしがくぼに
て
「Ka-Zoo」による演奏をお届けしました。
初夏の芦ヶ久保に真夏のような歌声と
熱気を届けてくださいました♪

新緑の大気を深く吸い込みて吾が体内に精気を貰う

♬ Ka-Zoo（カズー）

島田

Report

郭公の声さわやかな横瀬川朝霧湧きて白さぎが舞う

出演 オカリナサークル・マザーグース
日時 7/6（土）17：00頃
場所 寺坂棚田ホタルかがり火まつり

YOKOZE

よこぜ 情 報 掲 示 板
イ ベ ント

埼玉県県民の森の催し
●森林のコンサート
7/7（日）10:00～12:00

日時

県民の森の自然の中で「オカリナ」のコンサートを行

内容

い ます。
無料

参加費

内容

山野草や樹木の花などを県民の森管理人の案内で
探索します。

問まち経営課（役場2階8番窓口） ☎25-0112

●夏夜の野生動物観察会

彩の国ふれあいの森の催し

日時

①7/27（土)

内容

夜の森で活動するムササビやニホンジカの生態を

②8/17（土)17：00～20：00

小学生以上（小学生は保護者同伴）

内容 木工工作（貯金箱等）、電動糸ノコによる型抜き体験など
申込期限

②8/14（水）

7/28（日）
、8/3（土）
、4日
（日）
、11（日）
、18（日）

日時

10：00～14：00

内容

8/11（日）9：00～15：00
中津川まるごとガイドの案内により、渓流トレッキン
グをしながら魚道を巡ります。

参加費

どを作ります。

対象

1,000円／人（木製キーホルダープレゼント）

す。
また、ヒノキ丸太をのこぎりで切り、
コースターな

参加費

小学生以上（小学生は保護者同伴）

定員 10人（申込順）

小学生以上（小学生は保護者同伴）

定員 なし

なし

●渓流散策と滝・魚道巡り

巣箱を作ったり、電動のこぎりで動物の型抜きをしま

対象

無料（一部体験は有料、受け付けは当日会場にて）

参加費

800円

参加費

●木工工作教室

内容

8/4（日）10：00～15：00

日時

①7/24(水)まで

日時

●ふれあいの森「夏まつり」

観察します。
定員 各10人（申込順）
申込

※変更の場合有
誰でも
（参加費無料、事前予約なし）

企画・運営 MOSAʼS[モサーズ]

500円

7/10（水）
まで

対象

講師職業 システムエンジニア／精密機械加工
対象

小学生以上（小学生は保護者同伴）
参加費

7/13（土）18:00開演

場所 エリア898（JAちちぶ横瀬支店 旧直売所）

7/13（土）10：00～14：00

申込

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
日時

日時

定員 各10人（申込順）

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）
や生き方について語ります。

申込 不要

●遊歩道自然散策～県民の森の四季を楽しむ～

対象

information

申込

8/4（日）
まで

●木琴を作ろう

100円～

日時

8/17（土）10：00～15：30

※申し込みは電話にて受付します。その他の催しはホーム

内容

県産のスギ材を使って、手作りの木琴を作ります。

ページにて http://www.chichibu.ne.jp/~ssinrinp/kenmori-2.

参加費

html

対象

不要（材料がなくなり次第終了）

申込

問埼玉県県民の森

☎23-8340

2,000円／人
小学生以上（小学生は保護者同伴）

定員 5人（申込順）

夏巡業 大相撲秩父場所開催

申込

8/10（土）
まで

●すかり
（背負い編み袋）作り

チケット絶賛販売中！
！ 好評に伴い増席いたしました。ぜひ
本場さながらの取り組みや巡業ならではの 1日をお見逃しな
く。握手会 8 時ごろ開催予定
日時

8/7（水）8：00会場～15：00打出し
（終了）

場所

秩父市文化体育センター

日時

8/25（日）10：00～16：00

内容

中津川まるごとガイドの指導により、背負い編み袋
（現代のナップサック）をシュロ縄で製作します。
1,500円／人

参加費
対象

＊チケット料金等詳しくは大相撲興行情報をご覧ください。
http://hamadai.com/

小学生以上（小学生は保護者同伴）

定員 10人（申込順）

申込

8/18（日）
まで

※申し込みは電話にて受け付けいたします。その他の催しは
ホームページにてhttp://www.chichibu.ne.jp/~furemori/

問大相撲秩父場所実行委員会
フリーアクセス ☎0800-800-1000（平日10:00～17:00）

問彩の国ふれあいの森

埼玉県森林科学館

☎56-0026

「サマージャンボ宝くじ」
と
「サマージャンボミニ」が７月２日
（火）から全国で２種類同時発売されます。
7/2（火）～8/2（金） ●サマージャンボ宝くじ
1等：5億円×20本 前後賞:各1億円×40本（当せん本数は発売総額600億円・20ユニットの場合）
各１枚300円

発売期間
価格

抽選日 8/14（水）

●サマージャンボミニ
1等：3,000万円×40本

※この宝くじの収益金は、市町村の明るく住み
よいまちづくりに使われます。

前後賞:各1,000万円×80本（当せん本数は発売総額240億円・8ユニットの場合）
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募集

荒川図画コンクール作品募集
河川美化、愛護の意識や河川への意識を啓発することを目
的に荒川の風景画を募集します。入賞者には応募していただ
いた絵をスタンドにして贈呈しますのでぜひご応募ください。
対象

小学生

題材

荒川流域の川やダムの風景

申込

荒川上流河川事務所ホームページ「令和元年度荒川

応募期間

自衛官募集
●一般曹候補生（男子・女子）

7/1（月）～9/17（火）

図画コンクール」をご覧ください。http://www.ktr.mlit.go.jp/

受付期間

7/1（月）～9/6（金）

試験期間

9/20（金）～22（日）の間のいずれか１日

応募資格

18歳以上33歳未満の男女

●自衛官候補生（男子・女子）

arajo/arajo_index031.html

受付期間

年間を通じ受け付け

問荒川図画コンクール実行委員会事務局
（荒川上流河川事務所計画課） ☎049-241-0380

試験期間

8/30（金）予定

募集資格

18歳以上33歳未満の男女

※自衛官候補生の試験期間は、変更になる場合がありますの

お知らせ

で、詳細はお問い合わせください。
問自衛隊秩父地域事務所

秩父看護専門学校のオープンキャンパスにご参加ください
看護・医療に少しでも興味がある方ならどなたでも参加で
きますので、
ご友人やお知り合いの方もお誘いいただき、お気
軽にお申し込みください。

県立熊谷高等技術専門校 秩父分校からお知らせ
技能講習の受講生募集
①業務に活かすドローン（基礎）

講習名

②介護職員向けExcel 2013

日時

7/28（日）
・8/19（月）
・12/14（土）13:00〜15:30

会場

秩父看護専門学校（秩父市熊木町3-9）

内容

概要説明、校内見学、看護体験、在校生との交流など

申込

各日の前日までに学校へ電話で申込・参加費無料

問秩父看護専門学校

☎︎22-6157

講習日 ①9/7（土）、8（日） ②9/21（土）、28（土）

☎25-4696

時

この運動は、犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生
について理解を深め、
それぞれの立場において力を合わせ、犯

①3,800円 ②2,000円

受講料

テキスト代 ①無料
申込

７月は“社会を明るくする運動”強調月間
・再発防止啓発月間です
～犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ～

①②9:00〜16:00

間

8/1～10日まで

②2,160円
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/

秩父広域市町村圏組合職員募集
採用予定職種（令和2年4月1日採用予定）

罪や非行のない地域社会を築こうとする全国的な運動です。

・消防職

6人程度

犯罪や非行のない地域をつくるために、一人ひとりが考え、力

・一般事務職

3人程度

を合わせ、安全で安心して暮らすことのできる明るい社会を築

・技術職（土木、電気、機械）

3人程度

きましょう。

※技術職は、民間等職務経験者の募集も合わせて行います。

問健康づくり課（1階3番窓口） ☎︎25-0116

※受験資格などは、実施要項でご確認ください。
（秩父広域市

東京大学秩父演習林公開講座「東大の森で昆虫採集」
7/25（木）10：00～26（金）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）

宿泊

川俣学生宿舎（秩父市大滝） 内容 昼間・夜間の昆虫採集

講師

秩父演習林技術職員・埼玉昆虫談話会

対象

一般（小学校４年生～大人）※小学生は保護者同伴
大人（高校生以上）5,000円／子供（中学生以下）

3,000円 ※材料費、
テキスト代、宿泊費込み
定員 15名（申込多数の場合は抽選）
申込

住所・氏名・生年月日・性別・電話番号・緊急連絡先（参

加者以外への家族等への緊急連絡先）
・講座名（東大の森で昆
虫採集）を明記して東京大学秩父演習林公開講座担当（Eメー
ル：chichibu-riyou@uf.a.u-tokyo.ac.jpまたはFAX23-9620）へ
締切

7/7（日）必着 ※詳しくはホームページhttp//www.

uf.a.u-tokyo.ac.jp/chichibu/ へ。 ☎22-0272
横瀬町の市外局番は
（︎0494）です

第1次試験 日程 9/22（日） 場所

秩父消防本部

※第1次試験合格者に第2次試験を行います。

日時

参加費

町村圏組合ホームページ http://www.c-kouiki.jp/に記載）

実施要項・申込書の配布
消防職

秩父消防本部総務課、各消防分署

一般職、技術職 秩父広域市町村圏組合事務局管理課（秩
父クリーンセンター内）、秩父広域市町村圏組合水道局経営
企画課（別所浄水場内）、各水道事務所
※いずれも、郵送による請求およびHPからのダウンロードも
可能です。
受付期間・応募先
消防職

7/25（木）〜8/16（金）

秩父消防本部総務課

一般事務職、技術職

秩父広域市町村圏組合管理課

※消防職員は本人持参のみ。その他は郵送可。いずれも期間
内必着。持参の場合は土・日曜日、祝日を除く。
問消防職…秩父消防本部総務課

☎︎21-0120

一般事務職、技術職…秩父広域市町村圏組合管理課
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☎︎23-2242

よこぜ 情 報 掲 示 板
「彩の国資源循環工場」夏休み親子見学会
日時

8/6（火）１回目9：30～12：00、2回目13：30～16:00

内容

最終処分場、彩の国資源循環工場、メガソーラー施設

（大規模太陽光発電施設）
（雨天決行）
対象

定員 各回20人
申込

7/16（火）
（消印有効）までに、希望回、子供および保護

者の住所・氏名（振り仮名）
・年齢・学年・電話番号をはがきに
記入し郵送。
（応募者多数の場合抽選）
問埼玉県環境整備センター 夏休み親子見学会係
☎048-581-4070

歴史文化伝承館 研修室2-3

対象

障がい（身体・精神）をお持ちの方、その家族

講師

社会保険労務士（年金サポート会会員）
※会場に直接お越しください。

日時

7/28（日）14:30～16:00

場所

歴史文化伝承館 研修室2-3 申込

電話もしくはFAX

問年金サポート会 ☎04-2949-1507 FAX04-2947-4015
※参加費無料、当日参加可。ただし事前に申し込みされた
方を優先します。

☎︎048-613-3952

●電子マネー詐欺相談（架空請求等）☎︎048-600-1152

「埼玉県ＡＩ救急相談」の導入について

☎︎048-600-1113

埼玉県では、急な病気やけがの際に、家庭での対処方法や

「SAITAMA出会いサポートセンター」が出会いから
結婚までのサポートを行います！
（会員募集のお知らせ）
平成30年10月にオープンした「SAITAMA出会いサポートセ
ンター」は、現在、登録いただいている会員が1,900人を超え、
すでに結婚に向けて9組のカップルが当センターを卒業され
ています。センターでは、会員を随時募集していますので、出
会いの機会をお求めの方は、SAITAMA出会いサポートセン
ターホームページ（https://www.koitama.jp ）
で詳細をご確
認ください。
また、
ご質問やご相談がある方は、事務局（☎︎048789-7721）
までお問い合わせください。

医療機関への受診の必要性について、看護師が電話で相談に
応じる埼玉県救急電話相談（＃7119）を24時間365日実施して
います。
このたび、埼玉県では、県民の不安解消や医療機関への適
正受診を更に推進するため、救急電話相談に加えて、全国初
となるA I を活用した「埼玉県A I 救急相談」を導入しましたの
で、
ご活用ください。
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0703/aikyukyu.html
問埼玉県保健医療部医療整備課

☎︎048-830-3559

防災に役立つ！イツモ防災タウンページの配布について

サービスの特徴
・お手元のスマートフォンで会員の中から希望条件でお相手
を選び、お見合いの申込みができます。

首都直下地震の発生確率は今後30年以内に70％とされて
います。地震等の災害の際、自宅で避難生活をする上で必要
な備えや避難所マップ等を分かりやすくまとめた、
「イツモ防

・ＡＩが会員の中から相性の良い相手を紹介します。

災タウンページ」を7月から皆さまの自宅や事業所にNTTタウ

・センターの相談員が個別のお悩みに対応します。

ンページに同封してお届けします。お手元において「もしも」

・会員に婚活イベント・セミナーの情報を配信します。

の災害に備えましょう！

入会条件
・結婚を希望し、
自ら婚活の意思がある20歳以上の独身男女
・埼玉県内に在住、在勤、
または近い将来埼玉県へ移住をお考
えの方
・スマートフォンをお持ちの方
利用登録料

7/28（日）13:30～14：20

場所

相談員 社会保険労務士（年金サポート会会員）

財務省関東財務局へご相談を！
一人で悩まずに、
まずはご相談ください（無料）

●多重債務相談

障がい者年金講演会・個別相談会

個別相談会

送付先 〒369-1223大里郡寄居町大字三ケ山368

●詐欺的な投資勧誘に関する相談

information

お知らせ
講演会日時

小・中学生（保護者同伴）

YOKOZE

町民の方 10,800円（税込・2年間有効）

※10月以降については、消費増税により、利用登録料が変更と
なる場合がありますのでご注意ください。
SAITAMA出会いサポートセンターとは…
県、市町村、民間企業等がセンターと一体となって運営する結婚支援
センター。センターでは、結婚を希望される方の出会いから交際、結婚ま
でを相談員と結婚支援システムによりサポート。設置場所は、浦和（さい
たま市浦和区）、本庄市、坂戸市の3か所。不定期に出張登録・相談所も
開所（大宮、深谷、戸田、桶川、
日高、寄居）

問イツモ防災タウンページについて
埼玉県危機管理防災部危機管理課
震災予防担当 ☎︎048-830-8141
タウンページについて
NTTタウンページ㈱お客様相談センター ☎︎0120-506-309
受付時間／平日 9：00～17:00
定休日／土・日・祝日、年末年始（12月29日～1月3日）

５年以上、無事故・無違反の方を表彰します
秩父地方交通安全協会の会員で、10年以上の運

受賞資格

転免許経験を有し、過去５年以上継続して、無事故、無違反の
模範運転者
7/1（月）～9/20（金）

受付期間
表彰式

10/23（水）14：00から町民会館

必要書類

優良運転者表彰申請書、無事故・無違反証明書、

交通安全協会会員証
問秩父地方交通安全協会（秩父警察署内） ☎︎23-7044
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横瀬町の市外局番は
（︎0 4 9 4）です

各種相談
埼玉県虐待通報ダイヤル

＃7171

埼玉県定例相談

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。

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 第2・第4木曜日 9:30～12:00
場所 秩父地方庁舎1階

日時 7/9（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

●県民相談 ※前日までに要電話予約

●行政相談

●法律相談 ※要電話予約

日時 第2・第4木曜日 13:00～16:00
場所 秩父地方庁舎1階

無料相談

●身体・知的障がい児(者)について

●登記相談

日時 7/18（木）13:00～15:00
場所 横瀬町役場 第1委員会室
内容 不動産、商業、法人、相続、遺言、成年後見等
に関する登記相談

●就職相談 専用受付ダイヤル

☎048-780-2034
日時 第1・第3水曜日 10:00～16:00

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

社協定例相談
横瀬町社会福祉協議会

●精神障がい者について

●心配ごと相談

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

●特設人権相談所

☎22-7380

日時 7/11（木）13:00～16:00
場所 横瀬町役場 第1委員会室
内容 いじめ、虐待、嫌がらせ、暴力、差別などに関
する相談

日時 7/23（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

●障がい者の就労等について

秩父保健所

日時 7/17（水）
・8/21（水）18:00～20:00
場所 横瀬町町民会館

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

☎25-0111

秩父保健所

☎22-3824

●子どもの心の健康相談 ※要電話予約

医師相談
日時 7/9（火）13:30～15:00
臨床心理士（公認心理師）相談
日時 8/23（金）14:00～16:00

●消費生活・多重債務相談について

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）

₂₀₁₉年₇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）

7日
14日
15日
21日
28日

医師会休日診療所
（内・小）
熊木町
☎23-8561

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）
大谷津病院（内・小）
小鹿野中央病院（内）
小鹿野中央病院（内）

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 秩父市立病院

桜木町

☎23-0661

阿保町

☎22-6329 皆野病院

皆野町

☎62-6300

小鹿野町

☎75-2332 秩父市立病院

桜木町

☎23-0661

小鹿野町

☎75-2332 秩父病院

和泉町

☎22-3022

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

※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）

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

#7119

ダイヤル回線・IP電話・PHS

土 7/6 秩父病院、7/13 皆野病院、7/20 秩父病院、7/27 秩父市立病院

☎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～₅月₃₁日︶

（2019年₁月₁日～₅月₃₁日）
人身事故件数
死者数
負傷者数
物件事故件数

◦15件（+3）
◦1件（+1）
◦20件（－2）
◦72件（－10）

事故死ゼロ 53日

7月の
納税

窃盗 ◦3件
器物損壊 ◦2件

《注意》
振り込め詐欺に
ご注意ください。

▶固定資産税
▶国民健康保険税
▶介護保険料
▶後期高齢者医療保険料

第2期
第1期
第1期
第1期

納期限:7/31⺢
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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秩父郡市歯科医師会 初期救急医療
初期救急医療（10:00～13:00）
横瀬町 ☎25-2323
野坂町 ☎24-4182

14日 たばた歯科医院
15日 並木歯科医院

※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。

百歳のお祝い
志水 春代さん
（大正8年5月21日
生）が100歳の誕生日を迎え、富田
町長から寿詞と記念品が贈呈され
ました。おめでとうございます。

正木 宣氏が瑞宝単光章受賞
（第３２回危険業務従事者叙勲）

これからもお体を大切に、お元
気でいてください。

正木氏は昭和46年4月に秩父消防本部消防士を拝
命後、数々の要職を経て平成18年4月に秩父消防署消

小学生が田植えを行いました

防第2課長、平成19年4月には秩父消防署横瀬分署長
として、平成21年3月に退職するまで38年の長きにわ

6/14（金）横瀬小学校 5年

たり消防職員として活躍されました。

生（75名）による田植えが

この間、常に率先して住民の生命、身体および財産

行われました。なれない手

を保護するという消防の使命感に燃え、秩父地域の安

つきで、泥んこになりなが

全確保に尽力されました。

ら一生懸命苗を植えていま
した。

元秩父消防本部消防司令
正木 葊宣氏

もり た

ゆ づき

森田 悠月ちゃん
てる ぬま

ち ひろ

2018年7月15日生
和平・仁美夫妻（5区）

照沼 千空くん
2018年7月18日生
嘉人・沙弥香夫妻
（11区）

二人のもとに てありがとう♥
産まれてきてくれ
の
元気いっぱい ってね！
育
に
優しい子

あざ み

り

笑顔の似合う
ってね♥
優しい子にな

お

まえ だ

浅見 莉央ちゃん

は

な

前田 華奈ちゃん

2018年7月7日生
直輝・実花夫妻
（7区）

2018年7月8日生
勇一・由貴夫妻（16区）

れずに
ニコニコ笑顔を忘
明るく育ってね

たくさんたべて、、
たくさんあそんで!
おおきくなってね

●「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.

612

2019年₆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メール machikei@town.yokoze.saitama.jp

男

女

計

3,151（ ＋3） 3,863（－13） 3,910（ －1）

7,773（－14）

3,345（ ＋2） 4,097（－14） 4,154（ －4）

8,251（－18）

194（ －1）

秩父郡横瀬町大字横瀬4545番地

234（ －1）

244（ －3）

☎0494-25-0111㈹

478（ －4）

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）

