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人知れず︑

町を支える

消防団がいる

横瀬町消防団は、横瀬町の安全・安心を守るとても大切な団体です。現
在、本部及び第１分団から第５分団までの120名が、町長より任用され活
動しています。任務は火災や風水害における災害活動、避難誘導などの救
護活動、予防消防に伴う警戒活動など多岐にわたり、出動に備え日々訓練
に励んでおり、随時、一緒に活動する団員を募集しています。活動内容や
入団についての詳細は役場総務課までお問合せください。
問総務課（2階7番窓口） ☎25-0111

介護保険に関する所得税や
住民税の控除について
所得税の確定申告等において、介護保険料は社会保険料控除、介護保険のサービス利用料や紙お
むつ代は医療費控除の対象となる場合があります。
また、65歳以上の方で介護保険の要介護認定を受けている方を対象として、申請により障害者控除
または特別障害者控除を受ける際に必要な「障害者控除対象者認定書」
を交付します。

1.介護保険料の控除について
納めた介護保険料は、健康保険や年金保険料と同様に、
「社会保険料控除」
として控除できます。なお、納
付の方法によって確認書類が異なります。
●普通徴収（納付書）により介護保険料を納めた方
その年の1月1日から12月31日までに支払った介護保険料が、翌年に行う確定申告において、社会保険料
控除の対象となります。
領収印のある納付書等を申告時に提示してください。
●特別徴収（年金天引き）により介護保険料を納めた方
その年の2月・4月・6月・8月・10月・12月に年金天引きされた介護保険料が翌年に行う確定申告において、
社会保険料控除の対象となります。
日本年金機構（旧社会保険庁）等の年金保険者から送付される
「源泉徴収票」
で確認できますので、そちら
を申告時に提示してください。
（注）特別徴収の場合、年金受給者本人が保険料（掛金）を支払っているため、扶養控除した場合でもその保
険料は控除対象から除かれます。
決定通知書などを紛失し納付済額の確認ができない場合は、申請により
「介護保険料納付額確認書」を交
付いたします。
窓口に来られた方の本人確認のため、運転免許証や保険証等を必ずお持ちください。
（注）本人と同世帯ではない方が「介護保険料納付額確認書」の交付申請を行う場合には、委任状が必要とな
ります。
「介護保険料納付額確認書」の交付申請は、いきいき町民課（1階1番窓口） ☎25-0115 へ

2.障害者控除対象者の認定について
所得者本人または配偶者、扶養控除の対象となる親族等が障害者である場合は、所得税や住民税の控除
を受けることができますが、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っている方以外でも、
介護保険で要介護認定（要介護１以上）の方は、心身の状況等（一定の条件に該当する場合）により、障害者
控除または特別障害者控除を受けられる場合があります。
健康づくり課で申請により審査した結果、
対象となる方には
「障害者控除対象者認定書」
を交付いたします。

3.おむつ代にかかる費用の医療費控除について
おむつ代は、医師が発行する
「おむつ使用証明書」
とおむつ代の領収書を税の申告の際に提出することに
より、医療費控除の対象になります。
ただし、介護認定を受けている方で、おむつ代の医療費控除を受けるのが２年目以降の場合、おむつ代に
かかる医療費控除を受けようとするときに、
「主治医意見書」の内容を確認して一定の条件に該当する場合
には、町が発行する
「主治医意見書内容確認書」により、医師が発行する
「おむつ使用証明書」に代用すること
ができます。
広報よこぜ
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4.介護サービスを利用したときの医療費控除について
医療との連携を十分に配慮しながら提供された介護保険サービスを利用した場合に、その自己負担分と
してかかった費用が、医療費控除の対象になります。
（ただし、利用した介護保険サービスの種類によって、
控除の対象になるかどうかや控除の対象となる費用の範囲が異なります。）
また、高額介護サービス費として払い戻しがあった場合は、
「費用を補てんする金額」
とみなされますので、
控除対象費用から高額介護サービス費を差し引いて申告する必要があります。

●医療費控除の対象（または対象外）
となる居宅サービス等
サービス種別
（介護予防）訪問看護 （介護予防）訪問リハビリテーション
（介護予防）居宅療養管理指導 ◆（介護予防）通所リハビリテーション
◆
（介護予防）短期入所療養介護
◆定期巡回・随時対応型訪問介護看護
（一体型事業所で訪問看護を利用する場合に限ります。）
◆複合型サービス
（上記の居宅サービスを含む組み合わせにより、提供されるもの（生活援助中
心型の訪問介護の部分を除きます）に限ります。）
◆

①
医療費控除の
対象となる
居宅サービス

◆

◆

訪問介護（生活援助中心型を除く） ◆夜間対応型訪問介護 ◆（介護予防）訪問入浴介護
通所介護 ◆地域密着型通所介護 ◆（介護予防）認知症対応型通所介護
◆
（介護予防）小規模多機能型居宅介護 ◆（介護予防）短期入所生活介護
②
◆定期巡回・随時対応型訪問介護看護
（一体型事業所で訪問看護を利用しない場合および連携
①の居宅サービス等と
型事業所に限ります。）
併せて利用する場合の ◆
複合型サービス（上記、①の居宅サービスを含まない組み合わせにより、提供されるもの（生
み医療費控除の対象と
活援助中心型の訪問介護の部分を除く）に限ります）
なる居宅サービス等
◆地域支援事業の訪問型サービス
（生活援助中心のサービスを除きます。）
◆地域支援事業の通所型サービス
（生活援助中心のサービスを除きます。）
◆地域支援事業の生活支援サービス
◆
◆

訪問介護（生活援助中心型） ◆（介護予防）認知症対応型共同生活介護
特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）
◆
（介護予防）地域密着型特定施設入居者生活介護 ◆（介護予防）福祉用具貸与
◆複合型サービス
（生活援助中心の訪問介護の部分）
◆地域支援事業の訪問型サービス
（生活援助中心のサービスに限ります。）
◆地域支援事業の通所型サービス
（生活援助中心のサービスに限ります。）
◆地域支援事業の生活支援サービス
◆
◆

③
医療費控除の
対象外となる
居宅サービス等

●医療費控除の対象となる施設サービス
施設名

医療費控除の対象

医療費控除の対象外

介護老人福祉施設【特別養護老人ホーム】 施設サービスの対価（介護費、食費および居住費） ①日常生活費
（地域密着型含む）
として支払った額の2分の1に相当する金額
②特別なサービス費用
介護老人保健施設

施設サービスの対価（介護費、食費および居住費） ①日常生活費
として支払った額
②特別なサービス費用

介護療養型医療施設

施設サービスの対価（介護費、食費および居住費） ①日常生活費
として支払った額
②特別なサービス費用

介護医療院

施設サービスの対価（介護費、食費および居住費） ①日常生活費
として支払った額
②特別なサービス費用

○介護サービス事業者が発行する領収書には、
「医療費控除の対象となる医療費の額」が記載されています。
○平成29年分の確定申告から、
「医療費控除の明細書」の添付が必要となり、医療費等の領収書の添付または提示は不要となりまし
た。※令和元年（2019年）分の確定申告までは、明細書の添付に代えて、領収書の添付または提示によることもできます。
○明細書の記入内容の確認のため、確定申告期限から5年間、税務署から領収書の提示または提出を求める場合がありますので、領
収書はご自宅等で保管してください。

2、3、4 は、健康づくり課（1階3番窓口） ☎25-0116 へ
税控除の詳細については、税務会計課（1階4番窓口） ☎25-0113 へ
横瀬町の市外局番は
（ 0494）です
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問 総務課
（2階7番窓口）
☎ 25-0111

広報よこぜ

4 2019・12

横瀬町の市外局番は
（︎0494）です
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ますが、建設工事等の事業において工期が長期のものもあ

まち経営課（2階8番窓口）
☎25-0112

るため、年度後半に支出が増える傾向にあります。

区分
国民健康保険

歳入
予算現額

令和元年度上半期

一方、歳出においては、土木費の支出割合が低くなってい

財政事情 の公表

令 和 元 年 度 上 半 期（４ 月 ～ ９ 月）の町

集中する傾向にあります。

の一般 会 計 お よ び 特 別 会 計 の 財 政 事 情

どは、事業確定後に収入することが多いため、年度後半に

12

月の２ 回

た分の収入となります。それに対し、国・県支出金や町債な

を お 知 ら せ し ま す 。こ の 財 政 事 情 の 公

交付時期は、年度内に分散されているため、時期が到来し

表は、皆さんに町の財政状況を広く知っ

税（依存財源）が占めています。町税の納期や地方交付税の

ていただくため、毎年６月と

歳入では、収入済額の大半を町税（自主財源）
と地方交付

行っています。

50.6％）、支出総額の比率は37.9％（前年38.0％）
です。

今回の公表は、本年９月末日現在の数

予 算 現 額 に 対 する収 入 総 額 の 比 率 は 4 7 . 8 ％（ 前 年

値です。なお、公表した数値の詳細は、ま

ち経営課において閲覧できます。

一般会計執行状況

歳出

収入済額

収入割合

予算現額

支出済額

支出割合

1,003,500

502,191

50.0

1,003,500

376,492

37.5

介護保険

817,462

405,685

49.6

817,462

341,942

41.8

後期高齢者医療

115,556

37,614

32.6

115,556

33,679

29.1

下水道

286,126

94,672

33.1

286,126

77,121

27.0

浄化槽設置管理事業

56,931

9,149

16.1

56,931

12,566

22.1
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国民年金保険料は口座振替がお得です！
国民年金保険料の納付には、口座振替がご利用になれます。
口座振替には、当月分保険料を当月末に振替納付することによる、
月々50円割引される
「早割制度」や、現金
納付よりも割引額が多い「6か月前納」
、
「1年前納」
、
「2年前納」
もあり、大変お得です。
口座振替をご希望の方は、納付書または年金手帳、通帳、金融機関届出印を持参のうえ、
ご希望の金融機関
または秩父年金事務所・横瀬町役場へお申し出ください。
なお、口座振替納付申出書は、秩父年金事務所、役場いきいき町民課窓口に用意してあります。
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

「マイナンバーカード」
でますます便利に！申請はお早めに
マイナンバーカードは、マイナンバー(個人番号)を証明する書類や、本人確認の際の身分証明書として利用
でき、今後、
その利活用範囲がさらに拡充される予定です。
利用拡大の開始時期が近づくと、
カードの交付申請が混みあい、
申請から交付まで通常よりも日数がかかるこ
とが予想されますので、早めの申請をお願いします。
●健康保険証として利用可能に
令和3年3月からは、マイナンバーカードの健康保険証利用の仕組みの本格運用が開始され、令和４年度中
には概ねすべての医療機関で利用できる予定です。
●マイナポイント
国では消費活性化策として「マイナポイント制度」を令和2年度実施に向け検討しています。
これは民間の
キャッシュレス決済手段に一定額を前払い等した人に、国がポイントを上乗せして付与するというもので、
この
ポイントでお買い物ができます。
（別途、
インターネットでのマイキー I Dの設定が必要です。
）
●カードの申請方法
カードの交付申請方法は、郵送、パソコン、
スマートフォン、
まちなかの証明写真機などで申請ができます。詳
しくは地方公共団体情報システム機構（ J - L I S）のホームページに掲載されていますのでご確認ください。
また、町では12月から窓口延長日
（毎週火・木曜日18：30まで）についても、マイナンバーカードの申請受付・
交付を行っていますのでご利用ください。
問・受付 いきいき町民課（1階1番窓口） ☎25-0115

第40回駅伝競走大会にご協力をお願いします
日時 12/15（日）
スタート9:30

競技終了 11:30（予定）

交通規制時間 9：00～12：00（予定）

※コースになる道路付近では、大変な混雑が予想されるほか、車輌等の交通規制により、通行止め、徐行や一時
お待ちいただく場合があります。
※町内外から多数のチームが参加しますので、選手が通過する際には、温かいお声かけをお願いします。

問横瀬町駅伝競走大会事務局
（教育委員会内・2階6番窓口） ☎25-0118

横瀬町の市外局番は
（ 0494）です
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人権

「みんなちがってみんないい！」
●

横瀬小学校人権教室●

人権擁護委員横瀬部会では、10/24(木)に横瀬小学校4年生（60名）
を対象に人権教室を実施しました。
人権擁護委員による寸劇「へび」を題材に、何気なく使ってしまう差別的な言葉や、劇を見て感じたこと、考え
たことについて話し合いました。
また、金子みすゞの詩「私と小鳥と鈴と」を通してお互いの個性や特性を認め
尊重し合うことの大切さを考えたり、身近なことをテーマにした人権クイズに挑戦して、児童たちは楽しみなが
ら人権についての理解を深めました。

「人権標語表彰式・人権教育映画鑑賞会」を開催しました
11/3（日）
、町民会館において、人権標語表彰式と人権教育映画鑑賞会を開催しました。
表彰式では、今年度8月に募集をした「人権標語」のなかから、特選作品として選ばれた方にご登壇いただき
ました。小学生へは教育長より、中学生へは町長より賞状と記念品が授与されました。
映画鑑賞会では、
「あん（出演：樹木希林・永瀬正敏 ほか）
」
を上映しました。映画を通して、幸せに生きること・
自分らしく生きること、人とのつながり・心の交流などを考える、
よい機会となりました。

人権標語の選考結果について
青少年育成横瀬町民会議、横瀬町人権教育推進協議会、横瀬町教育委員会の共催による
「人権標語」を募集
したところ、809人の方から1,120作品の応募をいただきました。
ありがとうございました。
厳正な審査の結果、特選10作品、入選18作品が選ばれました。おめでとうございました。
特選作品
どうしたの？ だいじょうぶ？ そのひとことが うれしいよ

井伊澪梛さん［横小１］

自分がされていやなこと 私はしない させないよ

富田瑠花さん［横小２］

がまんせず 心のなやみ はなそうよ

大橋 結さん［横小３］

さしのべた あなたのその手が 命づな

横田瑚都さん［横小４］

心と言葉で「ごめんなさい」 やさしく笑顔で「ありがとう」

八宮そらさん
［横小 ５］

一歩踏み出すその前に 一歩さがってゆずり合い

浅賀蒼生さん［横小６］

みんな違って当たり前 それがあなたの個性だよ

楮本にこさん［横中１］

咲かせよう 思いやりの種 満開に

関口未梨さん［横中２］

手と手と手 繋いだ先には 友がいる

福田真子さん［横中３］

あなたと私はちがうけど 命のかがやき変わらない

八宮智美さん［一般］

広報よこぜ
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冬の交通事故防止運動が始まります
12/1（日）から14（土）
までの14日間、埼玉県内において交通事故防止の徹底を図ることを目的に「冬の交通安
全防止運動」が実施されます。
◆スローガン

「人も車も自転車も 安心・安全

埼玉県」

◆埼玉県重点目標
・飲酒運転の根絶および路上寝込み等による交通事故防止
・子どもと高齢者の交通事故防止
・夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗車中の交通事故防止

問総務課（2階7番窓口） ☎25-0111

横瀬町消防団特別点検を実施しました
令和元年度横瀬町消防団特別点検を、11/10（日）
横瀬小学校第２グラウンドで実施しました。
点検者である富田町長のもと、平沼団長以下107
名の団員が参加し、部隊点検、機械器具点検、ポンプ
操法競技会、放水演習等を行い、日ごろの訓練の成
果を存分に披露しました。
これから火災の発生しやすくなる冬の季節を迎え
ます。皆さん、火の取扱いには十分注意しましょう。

診療情報提供事業にご協力ください！
横瀬町では、国民健康保険で実施している特定健康診査の受診率向上に取り組んでいます。
受診率向上対策の一つとして、12月から診療情報提供事業を実施します。
診療情報提供事業は、本年度中に埼玉県内のかかりつけ医において血液検査や尿検査を受けている方で、
特定健診を受診しなかった国保加入者の方からかかりつけ医を通じて検査結果を提供いただくものです。
対象の方には、町から事業のご案内を送付させていただきますので、情報提供にご協力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

25歳の成人式を開催します
町では、今年度25歳になる方を対象とした交流イベントを実施します。
日時

1/4（土）13:00から受付

※セレモニーは13：30～16：30を予定

場所

横瀬中学校体育館（都合により変更することがあります）

対象

今年度25歳になる横瀬小学校、芦ヶ久保小学校、横瀬中学校の卒業生と現在、横瀬町にお住まいの方等
※お子さんなど家族の参加も可
※対象になる方で通知が来ていない方はまち経営課までご連絡ください

参加費

無料
問令和元年度25歳の成人式実行委員会事務局（まち経営課内） ☎25-0112
E-mail：machikei@town.yokoze.saitama.jp

横瀬町の市外局番は
（︎0494）です
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「秩父人形サミ
ット」の開催
12/8（日）、秩父地域に受け継がれる人形芝居保存会の3団体が
一堂に会し、それぞれに伝わる人形芝居を上演します。第一幕は
横瀬町の人形芝居、第二幕は秩父市白久の串人形芝居、第三幕は
皆野町の出牛浄瑠璃人形を上演します。
この機会に、秩父に伝わ
る伝統芸能に触れてみてはいかがでしょうか。皆さまお誘いあわ
せのうえ、
ご来場ください。
日時

12/8（日）開場12:00～

開演13:00～

会場 皆野町文化会館 ホール
問皆野町教育委員会 ☎62-4563

無料

入場料

募集！
「第３回子育て応援講座」参加者募集！
町では、下記のとおり
「子育て応援講座」
を開催します。子育てのヒントになる講座です。是非、
ご参加ください。
日時

12/22（日）10:00～

受付9:30～

横瀬町町民会館 和室 大会議室

場所

内容 ・テーマ：子どもにかかる
「教育費」
ってどのくらい必要？
講師：㈱武蔵野銀行 横瀬支店長

永安寺 純氏

・テーマ：冬に多い疾病の予防とその対策
小児科医の個別相談
講師：㈱Kids Public

橋本 直也氏（小児科医）

概ね1歳から就学前までの幼児及びその家族

対象者

参加費

無料

申込み 12/16（月）
までに電話にてお申し込み下さい。
問・連絡先 子育て支援課（1階2番窓口） ☎25-0110

健康カレンダーに掲載する広告の募集
町では、
自主財源確保の一環として、令和2年3月
（予定）に全戸配付する
「令和2年度横瀬町健康カレンダー」に
掲載する広告を募集します。
掲載場所

健康カレンダーの最下段

広告基準

町内に住所を有する次の事業所

規格

1枠につき 縦44mm×横64mm

①薬局等健康に関係のある事業所
②障がい者等の福祉に関係する事業所
③介護保険サービスに関係する事業所
④子育て支援に関係する事業所
⑤その他健康カレンダーのイメージを損なわない事業所
25,000円

掲載料

募集枠数

6枠程度（抽選）

募集期限

12/24（火）

申込方法

規定の申込書に必要事項を記入のうえ、広告内容を添えて子育て支援課へ提出

その他 健康カレンダーの形状の変更等により、上記内容を変更することがあります。
問子育て支援課（1階2番窓口） ☎25-0110
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第２回 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）
・作文試験・職場適応性検査】
日時

令和2年1月19日
（日）9:30～
受付 8:45～9:10

会場

教養試験 9:30～11:30

適性検査 11:40～12:00

作文試験 13:00～14:30

横瀬町役場３階

●２次試験【面接試験】１次試験の合格者に対してのみ行います。
日時

2月上旬予定

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
(情報処理含む)

若干名

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

・令和2年4月1日現在、
自動車運転免許証を取得又は取得見込みであること。
・職務内容：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
12月2日
（月）から12月25日
（水）
までの午前8時30分から午後5時15分まで（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

郵送の場合

12月25日(水)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11月25日
（月）から12月25日
（水）
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・電話番号・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。
問総務課 庶務グループ（横瀬町役場2階7番窓口） ☎25-0111（直通）
〒368-0072

秩父郡横瀬町大字横瀬4545番地

横瀬町の市外局番は
（ 0494）です
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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 12/11（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。

一般健康相談（★）

日時 12/12（木）10:00～11:30
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。

ウォーキング教室

日時 12/18（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。

ソーシャルクラブ（★）

日時 12/23（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。

オレンジカフェ（★）

日時 12/26（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。

こんにちは

保健師です

防災・減災対策で自分ができること

防災・減災対策は﹁自助︵自分の命は自分で守る︶﹂﹁共助︵地域で

助け合う︶﹂﹁公助︵行政︑公的機関が行う救助・援助︶﹂
の連携が重

保健師の視点で︑日ごろからの防災・減災対策について左記の３

問健康づくり課（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（1階2番窓口） ☎25-0110

要です︒

点をお伝えしたいと思います︒ただし︑災害が迫っているときは躊

躇せず︑まずは生き延びることを考え︑行動してください︒
１．
被災後の備え

水・食料は最低３日分︑
できれば７日分を用意しておきましょう︒

年２回の見直し・交換で備蓄しているものの無駄もなくなります︒

広報よこぜ 12 2019・12

特に食物アレルギーがある方は︑災害時に安心して食べられる食

糧を備蓄しましょう︒また︑自分のアレルギーを知ること︑そして伝

えられることが大切です︒アレルギー連絡カードの活用もおすすめ
です︒

※アレルギーに関する防災対策の詳細につきましては﹃日本小児アレ
ルギー学会﹄﹃食物アレルギーと共に生きる会﹄のホームページをご
覧いただくか︑
子育て支援課までご相談ください︒

２．
被災後の健康管理への備え

自分をはじめ家族の健康状態を把握し︑それに合わせた災害への

備えは必要です︒避難所生活では︑薬の管理や日常生活で気をつけ

ることを知っておくことが大 切です︒薬については︑何の薬か︑どの

ような時に使用する薬かがわかるようにしておきましょう︒

普段から地域の絆は︑防災・減災対策に必要不可欠です︒日ごろ

３．
地域力

ミュニケーションがあればこそ︑災害に見舞われたとき共助を実行

からお互いの顔を知っている︑会えば挨拶する︑声をかけるなどのコ
できます︒

号は横瀬町にも大きな爪痕を残していきました︒

命をも守るために︑あなたは何をしますか︒

町は町民の皆さんの安全安心のために︑防災・減災対策にも力を
入れていきます︒

今月の記事担当：渡辺

!

防災・減災対策で自分ができること︒災害から自分や大切な人の

台風
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問健康づくり課（1階3番窓口） ☎25-0116

☆印のついている事業は、総合福祉センターで実施します。

笑顔がいっぱいの健康まつり！

ました。

10/27（日）、横瀬町スポーツ交流館（横小体育館）において横瀬町健康まつりが行われ

他、保育所や介護保険事業所の作品展示コーナー、地域で活動しているシニア団体の紹
歯科健診や体力チェック、動作年齢測定、血管年齢測定など健康に関するコーナーの

介などの内容で実施しました。
また、食生活改善推進員協議会や母子愛育会にも協力いた

だき、およそ700名の方が来場され、
多くの方が楽しく過ごされていました。

大人の風しん抗体検査・予防接種(任意接種)について
内に受けた者に限る。）の結果、抗体価が低いと判断された方

●埼玉県風しん抗体検査事業
埼玉県では、先天性風しん症候群の予防と風しんの感染拡大

で、次のいずれかに該当する方。ただし、風しんにり患したことが

防止のため、令和2年3月31日までの間、対象者は無料で風しん

ある方や過去に予防接種を受けたことがある方は、除きます。

抗体検査を受けられます。

①妊娠を予定または希望している女性で16歳以上50歳未満の

ご希望の方は、埼玉県ホームページで内容をご確認のうえ
「検査申込書」を印刷し、
「検査実施医療機関」から希望する医

※事前に埼玉県が実施する抗体検査事業等の結果が必要です。

②風しんの抗体価が低い妊婦の配偶者の方

療機関に事前に連絡してください。
対象者

方とその配偶者の方

検査日時点で埼玉県内の市町村（さいたま市、川越

助成額等

助成金の額は、風しんワクチンの区分に応じ、次の

市、越谷市および川口市は除く。）に住民登録がある方で、次の

とおりの額です。ただし、予防接種に係る費用の額が助成金の

①または②に該当する方。ただし、過去に風しん抗体検査を受

額に満たない場合は、その実費額とします。

けたことがある方、明らかに風しんの予防接種歴がある方、検

①風しん単抗原ワクチン 3,000円

査で確定診断を受けた風しんの既応歴がある方、昭和37年4月

②麻しん風しん混合ワクチン 5,000円

2日から昭和54年4月1日の間に生まれた男性を除きます。

申請の手続き 予防接種を受けた日の属する年度の3月末日ま

①妊娠を希望する16歳以上50歳未満の女性と同居の方

でに次の①～⑤の書類により、横瀬町役場子育て支援課へ申請

②妊婦健診の結果、抗体価が低い（H I法で32倍未満、E I A法で

してください。

8.0未満）
と判明した妊婦と同居の方

①風しん予防接種費用助成金交付申請書兼請求書
（様式第1号）

●横瀬町風しん予防接種費用助成事業

②風しん抗体検査結果の写し

町では、風しんの抗体価が低い対象者に対し、風しん予防接種
（任意接種）費用の助成を行っています。ただし、昭和37年4月

③予防接種を受けたことを証明する書類（予診票の写し・接種
済証等）

2日から昭和54年4月1日生まれの男性の方は、定期接種の該当

④予防接種にかかった費用を証明する書類
（領収書・明細書等）

となりますので、
この事業は対象外です。

⑤風しんの抗体価が低い妊婦の配偶者の方は、お二人の氏名

対象者

予防接種を受けた日と助成金の申請日において町内

に住所を有する方であって、風しん抗体検査（接種日の前1年以

が記載された母子健康手帳の写し
問子育て支援課

☎︎25-0110

受けるのは今！ 風しんの追加的対策による
抗体検査・予防接種のクーポン券を配布中！
風しんは、成人がかかると症状が重くなることがあります。

②昭和37年4月2日から昭和47年4月1日生まれの男性

また、妊娠初期の妊婦さんに感染させてしまうと、生まれてくる

令和2年度4月上旬の発送を予定しています。

赤ちゃんの目や耳、心臓に障がいが起きることがあります。

ただし、今年度中に抗体検査および予防接種を希望される

そこで、先天性風しん症候群の予防と風しんの感染拡大防

方は、子育て支援課窓口でクーポン券を発行しますので、健康

止のため、過去に風しんの定期予防接種の機会が無かった男性

保険証などご本人が確認できる書類を持参し、申請してくださ

（昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの方）に対し、令

い。電話での申請も受け付けております。その際、氏名・生年月

和4年3月31日までの3年間に限り、無料で風しん抗体検査およ

日・住所・電話番号を確認させていただき、後日、対象者にクー

び予防接種（風しんの抗体価が低い場合に限る。）を実施してい

ポン券を郵送させていただきます。

ます。

●クーポン券の提示方法

対象者には、無料のクーポン券が発行されます。ただし、定期

クーポン券用紙の上部には、対象者の方のお名前とご住所

予防接種は、お一人１回までのため、過去に風しん予防接種を

が記載されております。
こちらは医療機関や健診機関で住所確

受けた方は、
クーポン券が届いても抗体検査や予防接種の対

認する際に必要な情報となりますので、
クーポン券部分のみ切

象となりませんのでご注意ください。

り離したり、
シールを剥がすことなく保管いただきますようお願

ご不明な点がありましたら横瀬町役場子育て支援課までお

●抗体検査・予防接種を受ける方法

問い合わせください。

クーポン券がお手元に届きましたら、
クーポン券の有効期限

●クーポン券の発行
対象者へは、2回に分けてクーポン券を発行します。
先行して今年5月に令和2年3月31日までの有効期限のクーポ

横瀬町の市外局番は
（︎0494）です

内に抗体検査（必要に応じて予防接種）を受けてください。
医療機関への予約が必要です。事前にお電話にてクーポン

①昭和47年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性
ン券を発送しています。

いします。

券の使用についてお伝えいただくようお願いします。
問子育て支援課
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☎︎25-0110

「保険金が使えます」
という住宅修理サービスの
契約トラブルに注意しましょう！
！
「無料で屋根を点検します」
と業者が訪問し、点検後に「すぐに修理が必要です。損害保険を
使って、ほぼ自己負担なしで修理ができます」などと
「保険金が使える」
と勧誘する住宅修理サー
ビスに関する相談が増えています。
保険金ですべての住宅修理ができるわけではありません。

【消費者へのアドバイス】
問秩父市消費生活センター
☎25-5200

①「無料だから」
「ついでにほかの箇所もサービスで点検する」
と言われても、必要のない点検
は安易に依頼しないよう気を付けましょう。
また、
「保険金で安く修理ができる」
「今日中に契
約するとさらに割引する」
「保険申請を代行するので、すぐに修理を」などと契約を急がされ
ても、すぐには契約せず、複数の事業者から見積もりを取るなどして、慎重に比較・検討し
ましょう。
②勧誘を受けた時点では、
「保険金が支払われる」
とは決まっていません。保険金が支払われ
るかどうかは、損害発生の原因や保険契約の内容によります。
また、保険金が支払われるとし
ても、
ごく少額の場合もありますので、契約する前に、
ご自身が加入している保険会社や代理
店に保険契約の内容確認をしましょう。
③訪問販売による契約は、法定の契約書面を受け取った日から8日以内であれば、契約を無条
件で解約できる
「クーリング・オフ」が可能ですが、慎重な対応に心がけましょう。

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。

年末始のごみ収集 ・ 処理業務および斎場について
年末年始における業務は、下記のとおりとなります。皆さまのご協力をお願いします。
業務区分

ごみ収集業務

年末

年始

12/31（火）収集予定地区まで

1/4（土）収集予定地区から

通常どおり収集

通常どおり収集

収集日は「ごみカレンダー」
でご確認ください。

ごみの持込み

12/28（土）

×

29（日）

○

30（月）

○

31（火）

×

持込み受付時間

1/6（月）から

9:00～12:00／13:00～16:00

火葬業務

12/31（火）
まで

1/3（金）から

霊柩車業務

12/31（火）
まで

1/4（土）から

ごみは、収集日当日の朝8時までに必ず出してください。
収集した後にごみを出されると、ごみ収集場所の周辺の方にご迷惑をおかけすることに
なります。
問秩父広域市町村圏組合業務課
☎23-2489
お互いにルールを守って、環境美化にご協力ください。
可燃ごみ（秩父クリーンセンター） ☎24-8050
不燃ごみ（秩父環境衛生センター）☎23-8921
火葬（秩父斎場）
☎23-1678
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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、今回は、近年において新たに指定された2つの文化財を各2
回に分けて紹介します。
（最終回）

２．新田橋の礫岩露頭（国指定天然記念物）②
新田橋の礫岩露頭（あらたばしのれきがんろとう）は、約1700万年前から約1500万年前ま
でに存在した「古秩父湾」の終焉の地を示す、角のとがった大小さまざまな「角礫岩（かくれ
きがん）
」が観察できる代表露頭です。
この角礫岩は、現在の外秩父山地の原
型となる岩体が隆起し、秩父盆地が沈降
する過程のなかで供給された、角のある
礫岩です。古秩父湾の東縁の断層運動に
よって、崖が削られて堆積した礫岩のた
め、角が立っていたり巨大なものがあっ
たりするのです。
新田橋の礫岩露頭として指定された
周辺は、都市公園ウォーターパーク・シラ
ヤマとして整備されていますが、露頭の
見学は対岸からとしており、解説看板も
設置されています。

右手人差指を立て、胸前で左右に振る。
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

協力:ちちぶ広域聴覚障害者協会
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みんなで一緒に
を 学ぼう

何ですか?

手話

〈あります〉
右手の指先をやや斜め上に向けて軽く下
ろす。

第８回 ﹇
● 話しかけよう﹈

〈お願い〉
少し頭を下げ、顔の正面で斜めに構えた
右手を少し前へ出す。

先月号に続いて今月の手話も﹁話しかけよう﹂です︒手話で会話をしてみましょう！

お願いがあります

!

横瀬町浄化槽設置管理事業について
当事業は、町が合併処理浄化槽の設置から、
その後の維持管理までを行うものです。
この事業の特徴は次のとおりです。
●対象地域は下水道計画区域を除く町内全体です。
●個人で合併処理浄化槽を設置する場合と比較し、少額で設置することができます。およそ普
通乗用車１台分のスペースがあれば設置可能で、工事は短期間で完了します。転換※の工事
には、配管費と処分費の補助金があります。
●設置後の維持管理等を町が行うため、使用者の負担が軽減されます。
●既設の合併処理浄化槽を町へ寄附し、その後町が維持管理を行う帰属制度があります。ただ
し、帰属には条件がありますので、詳しくは建設課までお問い合わせください。
●毎月定額の浄化槽使用料をご負担いただきます。
この使用料には、保守点検、清掃、法定検
査、修繕にかかる費用が含まれています。
※「転換」
とは、専用住宅の既設単独処理浄化槽または汲み取り便槽から合併処理浄化槽へ切り
替えることをいいます。
合併処理浄化槽の普及は横瀬川の水質を守ることにつながります。
ぜひこの機会に、制度の活用をご検討ください。
問建設課（2階9番窓口） ☎25-0117

よこぜまつり会場における活動及び募金の報告
●よこぜまつり実行委員会（しいたけつかみ取り）
横瀬町社会福祉協議会へ売上金21,362円を寄附していただきました。
●古布の里よこぜ
横瀬町社会福祉協議会へ作品の売上金30,000円を寄附していただきました。
●横瀬町赤十字奉仕団による募金活動
「東日本大震災義援金」募金11,775円、
「平成28年熊本地震災害義援金」募金3,145円、
「令和元年台風第15号
千葉県災害義援金」募金12,330円、
「令和元年台風第19号災害義援金」募金73,746円、
「令和元年台風第19号災
害義援金（埼玉県）
」募金32,617円をいただきました。
問横瀬町社会福祉協議会

●●●●●

☎22-7380

よこらぼ10月審査の採択事業

●●●●●

審査会（10/31開催）答申に基づき 4件のうち3件採択、1件が継続審議となりました。
事業名・提案者

概要

東京圏の職場などを離れ、横瀬町や秩父地域で余暇を楽しみつつ、テ
レワーク
（通信技術）を活用して仕事や地域活動を行う
「ワーケーショ
ン」を推進する。

採択 事業名:横瀬ワーケーションプロジェクト
No.64 提案者:働空間 出浦 洋介
事業名:地域ポータルアプリによる、
「正しい

採択
世論の可視化プロジェクト」実証実験
No.65 提案者:株式会社ドリームインキュベータ

アプリ等デジタル手法によって、住民意識調査での高回答率実現を目
指す実証実験。

採択 事業名:横瀬の自然を活用した自然保育
No.66 提案者:株式会社みんなのそだちLab

認可外保育施設を開設し
（2020年4月予定）、自然保育を主とした幼児
教育を行うとともにセミナー開催などを通じた保護者支援を行う。

問まち経営課（2階8番窓口） ☎25-0112
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自殺予防フォーラムで対話の重要性を学ぶ
横瀬町長

殺す人の方が多いのが現実です。つくづく人間は特異

よしなり

富田 能成

な生き物だと思います。精神的な孤立が、自殺の一因に
なることは、間違いないようなのですが、難しいのは、人

11月16日、秩父市民会館において、秩父地域自殺予

と人との結びつきが強ければ強いほど自殺が少ないか

防フォーラムが開催されました。講師の精神科医森川す

というと、そうでもないようで、上下関係がはっきりあって

いめい先生から、フィンランドのある地域の、精神疾患

「やらなければならない」
とか「～ねばならない」を多く

や自殺予防に向けた、対話を重視する先進的な取り組

抱える集団（地域）より、平らに「ほどほどの付き合い」を

みを教えていただきました。
「指導」や「説教」ではなくて

する集団（地域）の方が、自殺率が相対的に低くなる、
と

「対話」です。本人と医者だけの対話でなく、家族や学校

いう研究結果もあるようです。

の先生など、関係者が椅子を輪にして向き合って、対話

自殺予防は重要な社会課題です。
とりわけ、未成年者

を続けることで、いろいろな誤解や不認識が徐々に解消

が自ら命を絶つことほど、悲しいことはありません。生き

され、精神疾患の回復につながるのだそうです。
ベストセラーとなった 本「 ホ モ・デウス」によると、

ていさえすれば大概のことはなんとかなる、自ら死ぬこ
とだけはしないでほしいと願います。上下関係に基づく

2012年に、世界中で、犯罪や戦争や暴力によって殺され

説教や指導でもない、対等な関係による「対話」が、そん

た人は年間約62万人、対して、自殺した人は約80万人だ

な社会課題解決の糸口になる可能性を感じたフォーラ

そうです。今や、人間は、他者に殺される人よりも自分を

ムでした。

地域おこし協力隊に新メンバー
地域おこし協力隊は、
１１月１日から新たに１名のメン
バーが加わり、総勢７名で活躍中です。

伊奈 徹（いなとおる）さん【出身地：愛知県小牧市】
横瀬町のチャレンジするところに惹かれて、やってきま
した。活動は、これまで広告づくりをしていたこともあ
り、ふるさと納税を担当します。町外の方々にも、町を
応援してもらえるよう頑張って参ります。
問まち経営課（2階8番窓口） ☎25-0112

■入札結果
入札日

10/3

担当課
建設課
建設課
建設課
建設課

入札日

（単位：円）

工事等の名称
契約方法
横瀬町道路台帳更新作業業務委託
指名
横瀬町地籍調査業務委託
指名
横瀬町下水道管渠（川東汚水支線311外）実施
指名
設計業務委託
道の駅果樹公園あしがくぼ空調設備改修工事
指名

10/29

担当課

予定価格
非公表
非公表

落札（決定）金額
2,255,000
4,675,000

落札（決定）
者
東日本総合計画㈱関東支店
一般社団法人秩父郡市地籍調査協会

非公表

16,390,000

株式会社ＮＪＳ関東事務所

3,490,300

2,860,000

株式会社四方田電気工事

予定価格

落札（決定）金額

11,812,900

11,550,000

10,549,000

10,549,000

（単位：円）

工事等の名称
契約方法
横瀬町水質管理センター濃縮汚泥掻寄機等修
建設課
指名
繕工事
教育委員会 横瀬町立横瀬中学校無線ＬＡＮ設置工事
指名

・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
㈱前澤エンジニアリングサー
ビス関東支店
東日本電信電話㈱埼玉事業部

問まち経営課（2階8番窓口） ☎25-0112
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子育て

ふれあい

横瀬町放課後等子ども教室
令和２年度 入室申請の受付を行います！

コーナー

放課後等子ども教室は、横瀬小学校図書室を主な活動場
所とし、放課後や長期休業中における児童の安全で安心な
場所を確保するとともに、
さまざまな体験活動を通して豊か
な人間性を育てることを目的としています。令和2年度（令和
2年4月～令和3年3月）横瀬町放課後等子ども教室への入室
を希望される方の申請を次のとおり受け付けます。
申込方法 入室申請書に必要事項を記入し、受付期間内に
提出してください。申請書類は12/9（月）から教育委員会窓
口で配付します。
受付期間 12/16（月）～1/17（金）
〔平日のみ〕8：30～17：15
受付場所 教育委員会（役場２階６番窓口）
入室対象児童 令和2年度横瀬小学校に通学する1年生･2
年生で、開室日に毎日通室し、時間内に保護者が迎えに来ら
れる方（但し、定員に余裕がある場合は、3年生以上も受け入
れる場合がありますので期間中に申請をお願いします。
）
活動時間 放課後(帰りの会終了後)～17：30まで
（長期休業中は、8：00～17：30まで）
定員 45名
入室決定 1年生を優先に決定し、次に2学年の入室の可否
を決定します。定員を超えたときは、原則的に同学年で抽選
とします。決定後、保護者あてに通知します。なお、途中での
入室は、随時受け付けます。
（在籍児童が定数を超えた場合
は、待機となります。）
費用 無料(但し、保険料800円の実費負担あり)
その他
・現在子ども教室へ入室している方も、
申請が必要です。
・抽選の場合は、2/3（月）に実施します。
・保護者説明会を2/21（金）に予定しています。

「おもちつき」参加者募集
児童館と公民館では、臼と杵を使った「おもちつき」を行
います。つきたてのおもちがいっぱい食べられます。皆さま
お誘い合わせのうえご参加ください。
日時 12/26(木) 幼児：11：00～／小学生：11：30～
場所 町民会館大会議室
対象 幼児親子から小学生まで
参加費 大人：200円
2歳以上～小学生：100円（2歳未満無料）
申込み 12/2(月)～12/13(金)までに参加費を添えて児童館
に申し込んでください。
問・申込 横瀬児童館

☎22-2072

横瀬児童館ハロウィンパーティ
10/26(土)、児童館でハロウィンパーティを開催しました。
子どもたちや職員が仮装をして、おばけやしきやゲーム、バ
ルーンアートステージなどを一緒に楽しみました。

問教育委員会（2階6番窓口） ☎25-0118

「実りの秋」

テーマ

学童保育室壁画より

「カカシを作るの楽しかったよ」
あら い

しょう た

新井 翔 大

「カカシの顔を
かわいくかいたよ」
た ばた

ほのか

田端 穂香

くん
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ちゃん

チャイルドシート補助金のご案内
横瀬町ではお子さんの交通安全対策と保護者の経済的負担を軽減するため、
チャイルドシート

子育て応援

を購入された方を対象に購入費の一部を補助しています。

番

対象者

■

①町内に住所を有し、
母子健康手帳に市町村長から出生届出済証明を受けたお子さんの保護者
②申請日前８ヶ月以内にチャイルドシートを購入した方

申請に必要なもの

■

①チャイルドシートの領収書
（原則）
※購入年月日、
購入者氏名、
購入品名、
購入金額が記載されているもの
チャイルドシート代として書かれていない場合、
明細書
（レシートなど）
も持参ください。
通販などで購入される方は領収書の発行をお願いします。
②チャイルドシートの取扱説明書

■

③母子健康手帳

①チャイルドシート1台につき購入価格の2分の1以内

補助額

④購入者
（申請者）
の預金通帳

（100円未満の端数切り捨て）
の金額を補助します。

⑤印鑑

②お子さん1人につき1台、
10,000円を補助の上限とします。

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）】

横瀬小学校・中学校で認知症サポーター養成講座を開催しました！
！
横瀬小学校６年生・横瀬中学校２年生の授業に
て、認知症サポーター養成講座を行いました。介護老
人保健施設ビッラ・ベッキアの内海巨史氏を講師に
迎え、認知症の基礎知識、認知症の方の気持ちを理
解できるようなロールプレイ等を取り入れ、楽しく学
ぶことができました。
「認知症サポーター」
とは、認知症を正しく理解し、
自分のできる範囲で認知症の方やその家族を暖かく 横瀬中学校の様子
見守る応援者のことです。認知症になっても安心して
暮らせるまちづくりを目指し、
今後もより多くの方に同
様の講座を実施していきたいと思います。

横瀬小学校の様子

横瀬町教育委員会定例会・ 日時 12/19（木）教育委員会定例会14:00、総合教育会議15:00 場所 役場3階301会議室
※傍聴を希望される方は、12/18（水）
までに電話で教育委員会へお申し出ください。
横瀬町総合教育会議の開催
問教育委員会（2階6番窓口） ☎25-0118
のお知らせ

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

3歳児健診、
２歳児歯科健診
5日（木）
●赤ちゃんくらす
10日（火）
●3〜4か月児、
9〜10か月児健診
BCG予防接種
12日（木）
●赤ちゃんくらす
17日（火）
●乳幼児健康相談、
5歳児健診
19日（木）
●

保育所等に入っていない
21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：

問子育て支援課

1人当たり2,000円／1日

横瀬町の市外局番は
（ 0494）です
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☎25-0110

12

月

児童館
どんぐりの森

6日（金）

バンブーの森

13日（金）

さくらの森

20日（金）

●
●
●

メープルの森

●

2・9・16・23日（月）

おはなし会

18日（水）

●

ママサロン
横瀬児童館
4日（水）、11日（水）
13日（金）、20日（金）、25日（水）
長瀞町多世代ふれ愛ベース長瀞 6日（金）

●

皆野町皆野総合センター

問横瀬児童館

18日（水）

☎22-2072

月曜・祝日・年末年始休館

開催しました！

暮らしの公民館講座
「はじめてのチーズレッスン」

10/20（日）、
『秩父やまなみチーズ工房』の髙澤さんに『モッ
ツァレラ』
の作り方を教わりました。
チーズ選びの基本のポイントや食べ方のコツも教わり、
とて
も勉強になりました。実際に手作り体験をしてみると、酪農家さ
んのご苦労やありがたみがわかり、
スーパーでチーズを見つめ
る視線も少し変わったような気がします。

問歴史民俗資料館 ☎24-9650

●土曜ミュージアムトーク
日 時 12/21（土）10:30～12:00
テーマ 秩父地方の巨岩信仰
場 所 横瀬町歴史民俗資料館

月曜・祝日休館 問公民館 ☎22-2267

公民館講座・参加者募集
●アクティブシニア健康の公民館講座

シニアのための
「健康生き生き3B体操」

♪男女問いません。男性の方もどしどし応募してください！
日時 1/9・23 2/13・27 3/12（いずれも木曜日・全5回）
10:00～11:30
場所 町民会館・大会議室
参加費 無料
定員 20名
申込開始 12/5（木）～

◆髙田

月曜・年末年始休館 問横瀬町立図書館 ☎22-2267

推薦
図書

哲郎 選

百

かんぽ生命まだまだ続く土下座です 岸岡 鯉甲

消費税便乗値上げ見え隠れ

齋藤 正夫

合

良く出来た蕎麦は倅に宅急便

横田賭司楼

音

消費税引き上げ増える防衛費

センターの岩風呂につかり腰のばす 知

小石川邦二

玉井 市憲

与野党が改憲に舌良く廻り

格差増す税の主役は消費税

加藤 孝全

大野たかお

介護する患者に負けぬくすり飲み

温暖化山や川が怒っている

柳
川

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

［埼玉県推奨図書 小学校高学年向け絵本］

キュリオシティ ‒ぼくは、火星にいるマーカス・モートン 作
松田 素子 訳

ぼくの 名 は 、
「 キュリオ シ
ティ」今は赤い惑星‐火星‐
にいる。宇宙への人類の冒険と
探求の物語をマーカス・モート
ンの色彩豊かなイラストで描
いた絵本です。

12月特設コーナー●年末大掃除＆断捨離特集
年末の掃除は大変です。
でもそんな大掃除を少しでも楽にする
「お掃除テクニック」の本の特集です。

横瀬
書道
サー
サ
ー
サークル

★12月のナイトライブラリー ４・11・18・25日
★年末年始の休館
12月28日～1月4日
町民会館、図書館、歴史民俗資料館 年末年始の休館について
町民会館、図書館、歴史民俗資料館は、令和元年12月28日
（土）
～令和2年1月4日
（土）
まで休館となります。
このため、休館期間中に図書等を返却したい場合は、図書館入
口に設置のブックポストへお願いいたします。

大塲 征子 さん

なお、CDはブックポストではなく、開館中に図書館へ返却をお
願いいたします。
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♬
Report

10/27(日)よこぜまつり特設ステージにて、
「サヤカロッ
クハン」によりますロックコンサート披露していただきまし
た。曇天を吹き飛ばすエンディングをかざっていただき、
ありがとうございました！

出演者
募集

公民館講座を

子ども公民館講座

「子ども工場・博物館体験ツアー」

11/14
（木）
横瀬小学校の1年生から6年生の子どもたちが
「桔
梗信玄餅工場」
と
「山梨県立リニア見学センター」
のバスツアー
を体験しました。
日本で唯一時速500㎞で走行する超電導リニアについて、い
ろいろな体験をしました。
桔梗信玄餅工場では黒蜜のたっぷりかかった信玄餅をいた
だきとてもおいしかったです。
いろいろな体験ができて、
とても楽しい一日でした。

月1まちかどコンサート
30～45分程度の演奏ができる県内在住の方（グループ）
であ
れば、
どなたでも応募できます。ジャンルは問いません。詳細は
ホームページをご覧ください。
問・申込

町民会館 ☎22-2267

秋の大イベント
『町民文化祭』が

ラグビーのルールなど知らぬ吾なれど三連勝とは凄い事なり

保育の児リズムに合わせてきぱきと月齢に合わせ体力作り

初孫の結婚話進みきてうれしさ広がる八十五歳

花の名を曙草と教わりて列の後尾となりし峠路

裏庭に秋海棠の咲き盛り静かなる午後秋日の中に

倒されて秀を擡げいるコスモスを片方の垣根に添わせて起こす

行き合ひて長き日の思ひ告げたかり何処ともなく香る木犀

パラパラと土になりゆく花びらはさくらさくらかいのちふるわせ

彼岸花真赤なブーケかかたまりて花数揺らし秋の野飾る

中川美也子

島田

齋藤トシ子

斉藤

小泉

新井

浅見

赤岩

若林

邦子

悦子

信子

タミ

茂

壮次

八木原優子

八木原千恵

惠夫 選

山並みを音なく流る白雲の行くへはいづこ追いかけみたしも

イヨ

◆富田

野牡丹の葉表やさしビロードについつい触れて手に心地よし

町田

由江

広報よこぜ 21 2019・12

あき

サークルの仙台旅行今何処車窓に海や山を走らす

町田

横瀬町の市外局番は
（ 0494）です

何処からか風に吹かれて匂い来し金木犀の優しさに合う

11/1
（金）
から3
（日）
までの3日間、
町民文化祭を開催しまし
た。秋晴れのなか、3,861名の多くの方々にご来館いただき、
町民の皆さまと楽しいひとときを過ごすことができました。
作品展示では、各サークルをはじめ、横瀬町内の子ども
たちや各種団体の皆さんの1,523点もの力作が揃いまし
た。
またホールでは、月1まちかどコンサートや人権教育の
映画観賞会、演奏、体操、舞踊、
ダンスなど19組の皆さんが
舞台で日ごろの練習の成果を発表しました。
これを励みに文化協会会員一同、なお一層、日々の練習
に取り組んでまいります。ありがとうございました。
（寄稿：横瀬町文化協会 関口 静子）

歌
短

盛大に開催されました!

よこぜ 情 報 掲 示 板
1/20（月）10：00～16：00

場所

横瀬町総合福祉センター2階研修室

内容

地域活動や家族、友人との交流に活かせるレクリエー

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

ション術が手軽に学べます。

や生き方について語ります。

講師 カンファタブル・コミュニケーション研究所

日時

小久保 信幸 氏

12/14（土）18:00開演

場所 エリア898（JAちちぶ横瀬支店 旧直売所）

昼食代500円（当日集金）

参加費
対象

町内在住で福祉活動に興味のある方

講師職業

申込

1/7（火）
までに電話または来所にて

対象

問・申込 横瀬町社会福祉協議会（総合福祉センター内）
☎22-7380

放送大学入学生募集

津軽三味線／経営者

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

彩の国ふれあいの森の催し

放送大学では2020年4月入学生を募集しています。
心理学・福祉・経済・歴史・文学・情報・自然科学など、約300
の幅広い授業科目があり、１科目から学ぶことができます。
資料を無料で差し上げています。お気軽に放送大学埼玉
学習センターまでご請求ください。出願期間は、第1回が2/29
（土）
まで、第2回が3/17（火）
まで

●天然の氷壁を見に行こう
①1/26（日）②2/2（日）いずれも10：00～14:00

日時

内容 高さ約50mある天然の氷壁、氷柱や滝など、奥秩父・
中津川の冬の名所をガイドの案内により巡ります。
500円／人（昼食付き）

参加費

小学生以上（小学生は保護者同伴）

対象

問放送大学埼玉学習センター ☎048-650-2611

定員 各日10人（申込順）
申込期限

①1/19（日）
・②1/26（日）

※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

第36回「よこぜ写真コンクール」作品募集
横瀬町の四季折々の風景、動植物、郷土芸能、文化財、祭行
事などを題材とした「里山よこぜ」をPRできる作品を募集しま
す。ただし、平成29年12月以降に撮影された未発表の作品に
限ります。
募集部門
（１）ネイチャー部門・
・
・題材：自然風景や動植物など
（２）
カルチャー部門・
・
・題材：伝統文化やイベントなど
（３）
レディース部門・・・横瀬町をPRできる写真であれば題
材は自由 ※（３）は女性のみ応募可
サイズ カラープリント四ツ切（ワイド可）
またはＡ4版
賞

information

イ ベ ント

横瀬町社協主催 レクリエーション講座 参加者募集!!
日時

YOKOZE

◆推薦1点（賞状・記念品・賞金30,000円）

ホームページにてhttp://www.chichibu.ne.jp/~furemori/
問彩の国ふれあいの森 埼玉県森林科学館

☎56-0026

ミューズの会クリスマスコンサートV
日時

12/8（日）13：30開場

場所

秩父ミューズパーク音楽堂

入場料

14:00開演

1,000円

内容 ピアノ・声楽・フルート・ヴァイオリン・ハンドベル・合
唱の演奏。ゲストに東邦音楽大学准教授声楽の伊藤和弘氏
を迎え、
ソロの他に、他楽器、声楽とのコラボレーションなど
が行われる予定です。

◆特選2点（賞状・記念品・賞金10,000円）
内訳：ネイチャー部門1点、
カルチャー部門1点

募集

◆入選6点（賞状・記念品・賞金5,000円）
内訳：ネイチャー部門3点、
カルチャー部門3点

あいサポーター研修受講者募集！

◆佳作9点以内（賞状・記念品）

障がいについて理解し、
ちょっとした手助けをする
「あい

◆レディース部門特別賞1点以内

サポーター」の養成研修を開催します。

（賞状・記念品・賞金5,000円）
応募方法

作品の裏面に必要事項を明記した応募票を貼付

の上、役場振興課窓口へ持参または郵送してください。
締切

令和2年1月31日
（金）
「当日消印有効」

発表

令和2年2月末までに入賞者へ直接通知します

長瀞町役場3階大会議室

定員 50名（参加費無料）

布しています。
また、横瀬町観光Webサイトからもダウンロー
問・応募先 〒368-0072 横瀬町大字横瀬4545番地
振興課（1階5番窓口） ☎25-0114

会場

1/15（水）18:00～（90分程度）
（長瀞町大字本野上1035番地1）

※応募票兼チラシは、振興課、ブコーさん観光案内所等で配
ドできます。 URL：http://www.yokoze.org/

日時

申込

健康づくり課または秩父市社会福祉協議会へ連絡

（締切1/8まで）
問健康づくり課（1階3番窓口） ☎25-0116
秩父市社会福祉協議会 ☎22-1514
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県民向け手話講座
「手で話そう みんなで覚える手話講座

in ちちぶ」

手話は手で表す言葉です。手の動きにあわせて顔や体全
体の表情で意味を表現します。たくさんの方と手話でコミュニ
ケーションができるように、はじめての手話を学びませんか？
日時

1/20、27、2/3、10 月曜日18：30～20：30（全４回）

場所

秩父市歴史文化伝承館
秩父郡市に居住または通勤・通学する方
※18歳未満の方は保護者の同意が必要
無料

参加費

※ただしテキスト代990円のみ個人負担

あいさつ、自己紹介、基本的な対応など初心者向けの

内容

横瀬小学校では、年間6回の土曜勉強会（サタスタ）を実施
しています。4～6年生の希望者を対象として、自主課題や学
力・学習状況調査対策問題等に取り組んでいます。
横瀬町学校応援団事業の一環として、
この活動を支援して
くださる方を下記のとおり募集しています。担当の教職員も一
緒に指導にあたりますので、お気軽にお問い合わせください。

定員 40名
対象者

横瀬小学校の土曜勉強会支援ボランティア募集

日時

1/11（土）、2/22（土）9:00～11:15

会場

横瀬町立横瀬小学校 各教室

内容 自主学習、宿題、その他学習補助（個別支援）
・採点等
問教育委員会（2階6番窓口） ☎25-0118

内容です。
申込

お知らせ

1/8（水）
までに健康づくり課へ

問健康づくり課（1階3番窓口） ☎25-0116

皆野高校冬季学校公開講座

高齢者・障がい者のための青年後見無料相談会
および講演会

地域の方々を対象とした公開講座を行います。

1/18（土）9：30～10:45（大宮・熊谷・川越会場）

講演会

※越谷会場での開催はありません。
1/18（土）11：00～16:00（大宮・熊谷・川越・越谷）

相談会

※要電話予約
大宮会場

大宮ソニックシティー706号室

熊谷会場

熊谷市立商工会館

越谷会場

問・予約

12月中旬ごろ

申込方法

皆野高校ホームページで詳細確認の上、電話にて

1/16（木）17：00まで

☎048-863-7861

面談・電話とも無料（通話料は相談者負担）
埼玉県司法書士会事務局

講座により開催期間・申込期限・受講対象・定員が異

問皆野高校

研修室2・3

☎048-872-8055（予約不要 当日のみ通話可）
相談料

申込期限

なります。
また、参加費がかかる場合があります。

2階3号室

1/18（土）11：00～16：00

電話相談

I T 系・スポーツ系・アート系・簿記検定対策等

その他

埼玉司法書士会越谷総合相談センター

※要電話予約

12/25（水）～1/7（火）予定

講座内容

申し込み

講演会および相談会場

川越会場 ウェスタ川越

日時

☎048-863-7861

求人企業合同面接会
～県内企業多数参加予定
採用担当者と直接話してみましょう～
日時

1/22（水）13：00～16：00（受付12:00～15:30）

場所

大宮ソニックシティビル4F 市民ホール

対象

令和2年3月大学・短大・専門学校卒業見込みの方・3年

以内に既卒の方

人権週間 記念行事のお知らせ
12月4日（水）から10日（火）までの人権週間において、さい
たま地方法務局と埼玉県人権擁護委員連合会は、下記のとお
り記念行事を開催します。

その他

コピーもできます。
）
問埼玉県雇用対策協議会 ☎048-647-4185
http://www.kotaikyou-saitama.ne.jp

会場 さいたま市民会館おおみや
（JR大宮駅東口下車徒歩15分）
内容
13:00～14:40

令和元年度全国中学生人権作文コンテスト埼玉県大会表彰式
第二部

15:00～15:30

朝霞市立朝霞第五中学校吹奏楽部によるミニコンサート
入場料

無料

問さいたま地方法務局人権擁護課

横瀬町の市外局番は
（ 0494）です

予約不要・入退場自由・求人企業情報を来場者全員

に配布します。履歴書を複数枚お持ちください。
（当日会場で
参加企業名は当協議会ウェブサイトに1/6（月）
より掲載予定。

開催日 12月7日
（土）

第一部

☎62-2076

☎048-859-3507
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よこぜ 情 報 掲 示 板
保健所では、H I V・梅毒等の検査を無料・匿名で受けること
ができます。H I V 感染等は、ひとごとではなく
「身近な問題」
で
す。感染が不安な方は、ぜひ検査を受けましょう。
検査は予約制です。事前に電話でお申し込みください。
☎︎22-3825

不動産の所有者が亡くなられた場合、所有権の移転登記(相
続登記)が必要です。相続登記が放置されると、所有者の把握が
困難になり、
まちづくりのための公共事業が進まないなどのい
わゆる所有者不明土地問題や空き家の増加につながります。
相続登記をしないで放っておくと、誰が相続人となるのか、
そ
の調査だけで相当の時間がかかり、相続登記の手続き費用や
手数料も高額となってしまい、
相続した不動産を売りたいと思っ
た時にすぐ売ることができないなどのデメリットがあります。
また、
「法定相続情報証明制度」
をご存じですか？
「法定相続情報証明制度」は法務局に戸籍謄本等と相続関
係を一覧にした図（法定相続情報一覧図）を提出していただく
と、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付
する制度です。一覧図の写しは、戸籍の束の代わりとして、金
融機関等の各種相続手続きにお使いいただけますので、ぜひ
ご利用ください。
自分の権利を大切にするとともに、次世代の子どもたちの
ために「未来へつながる相続登記」
をしませんか。
※相続登記、法定相続情報証明制度の手続きに関する相談は
予約制です。お電話でご予約ください。
☎︎22-0827

西武鉄道を利用し、
遠距離通勤を行う若者を支援します！
若者遠距離通勤者の安定した就労を支援し、町内への定住
を促進することを目的に通勤費の一部を補助します。
若者遠距離通勤者とは、町内に住所を有し、主たる勤務地まで
西武秩父線を利用し、東飯能駅以遠へ通勤する39歳以下の方
で、次の対象要件に該当する方です。
対象要件（今年度申請をする場合）
横瀬町に転入した方…2018年4月1日以降に転入した方。
新規に就職した方…2019年4月1日以降に就職（転職）
した方。
補助対象者
①若者遠距離通勤者であって、町に定住する意思があること。
②申請日において雇用保険の適用事業所に常時雇用されて
いること。
③西武秩父線の区間を含む通勤定期券を購入し、当該通勤定
期券により通勤していること。
④町税等の滞納がないこと。
助成金額

5,000円／月
（※助成金の交付は、助成の対象とな

る期間終了後となります。
）
助成期間 最初の申請月から12か月を限度
※詳細や提出書類についてはまち経営課までご連絡ください。
問まち経営課（2階8番窓口） ☎︎25-0112

秩父看護専門学校の
「オープンキャンパス」および「一般入試」
■オープンキャンパス
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。

相続登記はお済みですか？

問さいたま地方法務局 秩父支局

information

お知らせ

12月1日は世界エイズデーです

問秩父保健所予防推進担当

YOKOZE

日時

12/14（土）13：00～15：30

内容

概要説明、校内見学、看護体験、在宅生との交流など

参加費

無料
希望する方は、前日までに電話でお申し込みくだ

申込方法

さい。
その他

学校見学も随時行っていますので、お問い合わせく
ださい。

■一般入試
令和2年度の看護学生を募集しています。次のとおり、一般
選考入試を行いますので、お申し込みお持ちしております。
●一次募集

出願期間

12/24（火）～1/15（水）

試験日 1/19（日）
●二次募集

出願期間

2/3（月）～2/19（水）

試験日 2/23（日）
●選考方法

国語Ｉ（漢文、古文除く）、英語Ｉ、小論文、面接
※一次・二次募集とも共通

問秩父看護専門学校

☎25-4696

発達障害者就労支援センター（ジョブセンター）について
埼玉県では、発達障害に特化し、就労相談から職業能力評
価、就労訓練、就職活動支援、職場定着までを支援する
「発達障
害者就労支援センター
（ジョブセンター）
」
を運営しています。
同センターでは、発達障害のために就労が困難な人の就労
を支援し、それぞれの得意な分野でこれまでに400人以上が
就職しています。
対象 医師の診断や障害者手帳の有無に関わらず、発達障害
の特性を持ち、その自覚がある方で企業等への一般就労（障
害者雇用枠での就労を含む）を希望している方。ただし、障害
福祉サービスの就労移行支援を利用して訓練を受ける際に
は、医師の診断および市町村による障害福祉サービスの受給
決定が必要です。
場所 ①ジョブセンター川口
川口本町4-1-8 川口センタービル4F
【交通】川口駅東口下車徒歩3分 ☎048-227-3400
②ジョブセンター草加
草加市氷川町2101-1 シ―バイオビル3F
【交通】草加駅西口下車徒歩1分 ☎048-929-7600
③ジョブセンター川越
川越市脇田本町9-1 長谷部ビル3F
【交通】川越駅西口下車徒歩5分 ☎049-249-8772
④ジョブセンター熊谷
熊谷市桜木町1-137 サンライズ桜木・堀口第二ビル
4F.5F
【交通】熊谷駅南口下車徒歩1分 ☎048-501-8917
問各ジョブセンター
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横瀬町の市外局番は
（︎0 4 9 4）です

各種相談
無料相談

社協定例相談

●身体・知的障がい児(者)について

横瀬町社会福祉協議会

●心配ごと相談

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

横瀬町定例相談

☎22-7380

横瀬町役場総務課

●行政相談

日時 12/24（火）13:00～15:00
場所 横瀬町総合福祉センター

日時 12/10（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

●結婚相談 ※1週間前までに要電話予約

●精神障がい者について

日時 12/18（水）
・1/15（水）18:00～20:00
場所 横瀬町町民会館

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

●法律相談 ※要電話予約

日時 12/19（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。

埼玉県定例相談
県民相談総合センター ☎048-830-7830

●障がい者の就労等について

●弁護士による出張法律相談

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

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

●消費生活・多重債務相談について

秩父保健所

●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

☎22-3824

●子どもの心の健康相談 ※要電話予約

＃7171

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。

臨床心理士（公認心理師）相談
日時 12/27（金）14:00～16:00
医師相談
日時 1/14（火）13:30～15:00

●ひきこもり専門相談

日時

1/7（火）13:30～15:00

₂₀₁₉年₁₂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）

1日

在宅当番医療機関
（診療時間 9:00～18:00）

医師会休日診療所（内・小）
小鹿野中央病院（内）
熊木町 ☎23-8561

3日
8 日 医師会休日診療所 小鹿野中央病院（内）
小鹿野中央病院（内）
15日
（内・小）
熊木町
☎23-8561
日
小鹿野中央病院（内）
22
近藤医院（内・婦）
29日
石塚クリニック
（内・呼）
あいおいクリニック
（内）
31日
長瀞医新クリニック
（内・外）

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

小鹿野町
小鹿野町

☎75-2332 皆野病院
☎75-2332 秩父病院

秩父市立病院

☎75-2332 秩父市立病院
日野田町 ☎22-0043
秩父病院
大野原 ☎22-6122
相生町 ☎26-7001
秩父市立病院
長瀞町 ☎66-1000
小鹿野町

皆野町

☎62-6300

桜木町

☎23-0611

皆野町
和泉町

☎62-6300
☎22-3022

桜木町

☎23-0611

和泉町

☎22-3022

桜木町

☎23-0611

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

12/7 秩父病院、12/14 秩父市立病院
12/21 皆野病院、12/28 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～₁₀月₃₁日︶

（2019年₁月₁日～₁₀月₃₁日）
人身事故件数
死者数
負傷者数
物件事故件数

◦22件（－1）
◦1件（+1）
◦29件（－4）
◦136件（－10）

事故死ゼロ 206日

不法侵入 ◦ 1件
窃盗 ◦10件
器物損壊 ◦ 4件
傷害・暴行 ◦ 2件
軽犯罪法違反 ◦ 1件

《注意》
振り込め詐欺にご注意ください。

▶固定資産税

12月の ▶国民健康保険税
納税

▶介護保険料
▶後期高齢者医療保険料

秩父郡市歯科医師会 応急処置
診療時間（10:00～13:00）
上 町 ☎22-0790

31日 平沼歯科医院

※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。

第3期
第6期
第6期
第6期

納期限:12/25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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大野富一氏が法務大臣表彰を受賞
11/19（火）に保護司の大野富一
氏が法務大臣表彰を受賞されま
した。

中郷スポ・レクまつりが
開催されました

大野氏は、平成12年12月に保護
司を委嘱後、19年間にわたりご尽
力されています。保護司は、法務大

10/20（日）第12回中郷スポ・レクまつりが開催されま

臣から委嘱されたボランティアで、本町の保護司は現在5

した。幼児から90歳を超える方たちで総勢300名の参加

人委嘱されており、罪を犯した人の更正の援助や、犯罪予

者で行われ、
15種目のゲームを楽しみました。

防の啓発に、中心となり活躍されています。

今年のアトラクションは横瀬小学校「かしの木合唱団」
の子供たちによる爽やかな歌声と、
フラサークルhiehie
によるフラダンス、
「松葉美保とゴスペラ・ミュウ」のゴス

ウォーターパーク・シラヤマ周辺の
河川清掃を行いました

ペラ音楽で盛り上がりました。
また、
まつりを締めくくる大ビンゴ大会も誰もが笑顔
あふれる秋のひと時を満喫しました。

11/3（日）中郷6区住民の方、つたゑシル実行委員会の

関係者のご協力に感謝するとともに、来年も大勢のご

方により、台風19号の影響によりウォーターパーク・シラヤ

参加お待ちしております。

マ周辺の護岸に漂着したゴミの清掃活動を行っていただ
きました。
当日は50名以上の
方々に参加していた
だき、１時間半程度の
短時間で様々なゴミ
が軽トラックいっぱい
に集まりました。

ち しま

る

な

千島 瑠月ちゃん

い女の子に

やんちゃで明る
なってね♥

2018年12月4日生
貴大・沙耶佳夫妻（9区）

むら こし かな

村越 叶くん
2018年12月3日生
大祐・久美子夫妻
（5区）

強く育ってね!!
元気で
たか はし る か
髙橋 瑠華ちゃん

えのない
みんなのかけが
宝ものだよ♥

2018年12月22日生
拓未・愛子夫妻（18区）

●「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.

617

2019年₁₁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

3,148（ −1） 3,840（−13） 3,892（−10）

7,732（−23）

3,343（ −1） 4,073（−14） 4,133（−11）

8,206（−25）

195（ ±0）

秩父郡横瀬町大字横瀬4545番地

233（ −1）

☎25-0111㈹

241（ −1）

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）

