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新 年 の ご あ い さ つ

横瀬町長

富田 能成

新年明けましておめでとうございます︒

平成が終わり令和の時代の幕が開きました︒時代の大きな変わり目を実感しなが

月に関東甲信地方

ら迎える新年︑町民の皆様におかれましては︑清々しくお迎えのこととお慶び申し上
げます︒

昨年は︑
全国各地で自然災害が多発した一年でした︒とりわけ

号は︑
各地で記録的な大雨をもたらし︑
当町においても︑
初めて特別

また︑
昨年は︑
芦ヶ久保の氷柱来場者数が 万人を越えたり︑
町民文化祭の来場者

もに︑
この経験を糧にして︑
さらに災害に強い町づくりを進めてまいりたいと思います︒

被害はなかったものの︑
道路や河川などが大きな被害を受けました︒復旧を急ぐとと

警報が発令されるなど緊迫した状況下での対応を迫られました︒幸いなことに︑
人的

を直撃した台風

10

りません︒より良い未来を創るために様々なチャレンジ
︵挑戦︶
が必要です︒横瀬町は︑

ための諸施策を鋭意進めてまいります︒横瀬町は︑
まだまだ
〝このままでいい〟町ではあ

芦ヶ久保小学校裏の急傾斜地崩落対策等課題対応の他︑
この町のより良い未来を創る

本年は︑小学校校舎整備事業のほか︑既述の台風被害の復旧︑防災無線の刷新︑旧

実感します︒

組み︶官民連携プラットフォーム
﹁よこらぼ﹂
の呼び水効果が確実に出てきていることを

活用したどぶろく製造販売が始まったり︑
４年目に突入した
︵町に事業を誘致する仕

８９８﹂が新たな交流拠点として機能し始めたり︑
県内初となる構造改革特区制度を

象に残った１年でもありました︒旧ＪＡ直売所跡を模様替えしてオープンした﹁エリア

アの皆さんの活躍が目立つなど︑
当町の
﹁住民パワー﹂がいかんなく発揮されたことが印

数が過去最高を記録したり︑
防災や福祉の現場︑
公園整備など町内各所でボランティ

12

今年もチャレンジする町であり続けたいと思います︒本年もよろしくお願い申し上げ
ます︒
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新年あけましておめでとうございます︒

皆様方におかれましては︑
ご清祥にて輝かしい新春を迎えられたこととお慶びを申
し上げます︒

常日頃より横瀬町議会に関して︑
ご理解とご協力をいただいておりますことに感謝
と御礼を申し上げます︒

さて︑
昨年を振り返ってみますと平成から令和へ元号が変わり︑
新しい時代の幕開け

号は︑
甚大な被害をもたら

でもありました︒そのような中で令和元年は﹁自然災害﹂に悩まされる一年でありま

した︒秩父地方に観測史上最大の雨量を記録した台風

しました︒当町においても︑
土砂災害等により多くの方が避難をし︑
自然の恐ろしさを

再認識する事となりました︒議会といたしましても︑
今後の対策や対応課題について改

めて議論を尽くしていきたいと思っております︒

明るい話 題としましては︑
ラグビーワールドカップでの日本 代 表の大 躍 進があ りま
した︒

流行語にもなりました﹁ワンチーム﹂という言葉どおり選手が心を合わせ一体となっ

た熱い戦いを拝見し︑私自身も議会運営に際し﹁ワンチーム﹂の精神を肝に銘じて︑議

員全員でこれからの横瀬町をより良くするために鋭意努力していく所存であります︒

町に目を向けてみますと︑
二大イベントであります町民体育祭は︑
これまでに 回︑

は変わっても︑
受け継いでいくことの大切さや素晴らしさを再認識するとともに︑
今後

も町民皆様と共に︑
伝統を大事に守っていきたいと考えております︒

結びに︑
町民皆様のご期待に添える議会運営を心掛けて参りますので︑
より一層の

ご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げますとともに︑
実り多き年になりま

すようご祈念申し上げ︑
年頭のご挨拶といたします︒
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よこぜまつりは 回開催されました︒横瀬村から横瀬町︑
昭和から平成︑
令和へと時代

69
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横瀬町の市外局番は
（ 0494）です

42

０
２
０
２

横瀬町議会議長

内藤 純夫

会計年度任用職員とは、1年度内(4月1日から翌年3月31日まで)で勤務する非常勤の職員です。地方公務員法の改正により、
これま
で町の臨時職員、非常勤職員として雇用していた職が、令和2年度以降は「会計年度任用職員」
（フルタイム会計年度任用職員・パー
トタイム会計年度任用職員）
として任用されます。
休暇、福利厚生、手当の支給等が拡充されると同時に、服務規定(職務専念義務や守秘義務等)が適用されます。
地方公務員法が適用されることから、地方公務員法第16条に規定する欠格条項に該当しない方が受験することができます。
主な仕事の内容
窓口業務（住民票等の交付、公金の収納
事務）および一般的な行政事務
マイナンバーカード申請等補助および住
民異動届等に関する事務、窓口業務

勤務場所

必要な資格

その他特記事項

芦ヶ久保出張所
いきいき町民課

一般事務（保健業務等の事務補助、窓口
業務等）

・普通自動車運転免許
・基 本 的 な パソコン操 作 ( 主 にW o r d・
週1日勤務のほか、
Excelの文書作成や表計算処理等)がで
出張申請受付を年
きる。
60日程度予定
4/1～12/28の間で
指定する日

事業参加者の送迎（運転および乗降介助）

・普通自動車運転免許

マイナンバーカード出張申請補助および
窓口業務

いきいき町民課および
申請受付会場

・介護支援専門員、社会福祉士のいずれ
かの資格
・普通自動車運転免許
地域包括支援センター業務
・基本的なパソコン操作
（主にWord・Excelの文書作成や表計算
健康づくり課
処理等）ができる。
・保健師、看護師、社会福祉士、介護福祉
士、介護支援専門員のいずれかの資格
を有する方。または資格がなくても介護
関連の職に従事したことがある方など、
要介護認定における認定調査および調査
介護に関する基礎知識のある方。
票作成。
（認定調査は1日1～2件実施し、1
・普通自動車運転免許
件あたり1～2時間勤務）
・基本的なパソコン操作（主にWord・
Excelの文書作成や表計算処理等）がで
きる。
・普通自動車運転免許
・基本的なパソコン操作
主に母子保健業務の事務補助、窓口業務
（主にWord・Excelの文書作成や表計算
処理等）ができる。
子育て支援課
（子育て世代包括支援セン ・保健師または助産師の資格
ター）
・普通自動車運転免許
主に母子保健業務全般
・基本的なパソコン操作
（主にWord・Excelの文書作成や表計算
処理等）ができる方
保育業務（クラス担任含む）
横瀬町保育所

・保育士の資格
・普通自動車運転免許

児童・幼児親子への遊びの指導等

横瀬児童館

・保育士、教員免許のいずれかの資格

児童の保育等

横瀬児童館（学童保育室）

保育業務

早番遅番あり

保育業務

一般事務（農業委員会事務、電話応対およ
振興課
び窓口業務等）

一般事務（地籍調査業務の事務補助）

建設課

広報よこぜ

・保育士、社会福祉士、教員免許のいず
れかの資格または放課後児童健全育成
事業の従事経験者
・普通自動車運転免許
・基本的なパソコン操作（主にWord・
Excelの文書作成や表計算処理等）がで
きる。
・普通自動車運転免許
・基本的なパソコン操作
（主にWord・Excelの文書作成や表計算
処理等）ができる。
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イベント等で土日祝
日勤務の場合あり
勤務時間について
は 場 合 により変 更
可能

令和２年度

会計年度任用職員募集

１．
募集職種と勤務形態等
募集
番号
①
②
③

担当課

職種

任用
期間

募集
人員
2

総務課 一般事務員
一般事務員
いきいき
町民課

4/1〜3/31

一般事務員
4/1〜
12/28

勤務
日数
週2～3
日

1

週3日

1

週1日

1

週3日

勤務形態
曜日

⑤

運転業務

1

月5日

介護支援専門員または社
会福祉士

2

週5日

介護認定調査員

2

一般事務員

1

週5日

保健師または助産師

1

週3日

木曜日
必須

保育士

3

保育士

8

週5日
週3～5
日

月～土

⑫

保育士

2

週5日

⑬

児童厚生員

4名
程度

週3～5
日

児童指導員

7名
程度

週4～5
日

⑦

⑧

⑨

子
育
て
支
援
課

⑩
⑪

⑭

保育所

児童館

8：30～17：15（7時間45分）

19時間30分

8：30～16：00（6時間30分）

19時間30分
5時間
15時間

一般事務員

健
康
づ
く
り
課

週の
勤務時間

9:00～15:00（5時間）

④

⑥

勤務の時間

毎週
火曜・
第2水曜

9：00～15:00のうち2～3時間

3時間30分

9：00～16：00（6時間）

30時間

8：30～17：15の間で指定する時
間帯に勤務

15時間30分
未満

9：00～12：00（3時間）

15時間

9：30～16：30（6時間）

18時間

8：30～17：15（7時間45分）

38時間45分
15時間〜
25時間

4/1〜3/31

月～金

月～土

7：30～18：30のうち5時間
7：30～11：30／14:30～18:30
（4時間）

20時間

9:00～17:15のうち5～7時間

20時間～
35時間

・学校授業日13:30～18:30
・学校休業日等7:30～18:30
のうち4～5時間30分

16時間～
21時間30分

⑮

振興課 一般事務員

1

週5日

8：30～16：30（7時間）

35時間

⑯

建設課 一般事務員

1

週5日

9：00～16：00（6時間）

30時間

横瀬町の市外局番は
（︎0494）です

広報よこぜ
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主な仕事の内容

学校教育（人事・学事・指導）業務

勤務場所

必要な資格
・小学校又は中学校教員免許（公立小中
学校の校長経験者）
・基本的なパソコン操作
（主にWord・Excel
の文書作成や表計算処理等）
ができる。

教育委員会

学校事務の補助（会計処理、電話応対、校
務の補助業務）

・基本的なパソコン操作
（主にWord・Excel
の文書作成や表計算処理等）
ができる。
長期休業中の子ど
も教室
週5日
8:50～17:35
（7時間45分）
長期休業中の子ど
も教室
週1～2日
8:50～17:35
（7時間45分）
長期休業中は勤務
なし

学級担任の補助、放課後等子ども教室指導
員、校務の補助業務

放課後子ども教室、長期休業中の子ども教
室の指導員

その他特記事項

横瀬小学校

特別支援学級の支援、校務の補助業務
1学期中の放課後子ども教室の指導員
学校事務の補助（会計処理、電話応対、校
務の補助業務）
横瀬中学校
特別支援学級の運営支援
生徒・保護者からの相談業務、学級の運営
支援、校務の補助業務

町民会館業務の事務補助、窓口業務

・基本的なパソコン操作
（主にWord・Excel
の文書作成や表計算処理等）
ができる。
長期休業中は勤務
なし

横瀬町町民会館

図書館業務の事務補助、図書カウンター業
横瀬町立図書館
務
歴史民俗資料館業務の事務補助、窓口業
横瀬町歴史民俗資料館
務
学校給食の配送業務、給食業務の補助

横瀬町学校給食調理場

・普通自動車運転免許
・基本的なパソコン操作
（主にWord・Excel
の文書作成や表計算処理等）
ができる。

・普通自動車運転免許（ただし、中型車 長期休業中は勤務
なし
（8t）が運転できる方）

３.受験の手続きおよび受付期間
（1）提出書類 ・会計年度任用職員受験申込書(必ず自書し、所定の位置に写真1枚を貼付すること）
写真は、上半身脱帽正面向き、3カ月以内に撮影したもの、サイズは縦4cm×横3cmです。
・資格、免許の写し
（普通自動車運転免許の写しは除く）
（2）申込書の配布 各担当窓口および町ホームページ【URL http://www.town.yokoze.saitama.jp/】
（3）提出先 応募する職種の各担当課（郵送も可）
（4）受付期間 令和2年1月6日
（月）～24日
（金） 8：30～17：00（土・日曜日、祝日を除く）※郵送の場合は、1月24日
（金）必着です。
※提出された応募書類は一切お返ししません。提出書類により取得した個人情報は採用試験の目的以外には使用しません。

４.給料・報酬等

会計年度任用職員の給料・報酬は会計年度任用職員の給与条例に基づき、
フルタイム会計年度任用職員（1週間の勤務時間が38時間
45分）には給料（月額）が、パートタイム会計年度任用職員（1週間の勤務時間が38時間45分未満）には勤務時間に応じて日額または時間
額による報酬が支給されます。
また、任用6月以上かつ週15時間30分以上の勤務の場合は期末手当が支給されます。なお、給料・報酬額
は変動する場合があります。

５.休暇・福利厚生

（1）年次有給休暇、特別休暇等あり ※日数等は勤務形態により異なります。
（2）健康診断、
ストレスチェックあり ※勤務形態により異なります。

６.社会保険等の加入

健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険等の加入あり ※勤務形態により異なります。
広報よこぜ
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問各担当課
その他会計年度任用職員制度全般
については総務課

１．
募集職種と勤務形態等
募集
番号

担当課

任用
期間

職種

募集
人員

勤務形態

勤務
日数

曜日

勤務の時間

週の
勤務時間

若干
名

週3日

シフト
勤務
週3日

8：30～17：15（7時間45分）

23時間15分

⑰

学校教育指導員

⑱

学校事務員（兼スクール
サポートスタッフ）

1

週5日

8：20～16：05（7時間）

35時間

⑲

学級支援員（兼放課後等 4/1〜3/31
子ども 教 室 指 導 員 兼 ス
クールサポートスタッフ）

2

週5日

8：20～16：05（7時間）

35時間

⑳

放課後等子ども教室
指導員

3

週5日

13：40～17：40（4時間）

20時間

1

週5日

8：20～13：20（5時間）

25時間

1

週5日

13：40～17：10（3時間30分）

17時間30分

1

週5日

8：20～16：05（7時間）

35時間

1

週5日

8：40～15：55（6時間30分）

32時間30分

1

週5日

8：40～16：25（7時間）

35時間

若干
名

週4日

8:30～17:15（7時間45分）

31時間

1

週2日

9:00～17:15（7時間15分）

14時間30分

8:45～17:15（7時間30分）

22時間30分

8:30～16:45（7時間30分）

22時間30分

10:00～15:30（4時間30分）

11時間15分

㉑
㉒
㉓

教
育
委
員
会

㉔
㉕

特別支援学級支援員

4/6〜3/26

放課後等子ども教室
4/1〜7/22
指導員
学校事務員（兼スクール
サポートスタッフ）
学級支援員
さわやか相談員
（兼学級支援員）

火 ～日
曜日のう
ち週4日
土・日曜
日の 週 2
日

㉖

一般事務員

㉗

一般事務員

㉘

一般事務員

2

週3日

㉙

一般事務員

2

週3日

㉚

学校給食配送車運転手

2

週5日
（隔週勤
務）

4/1〜3/31

火 ～日
曜日のう
ち週3日

2.試験日等
担当課および電話番号
募集番号と職種
総務課
☎︎25-0111 ①一般事務員
いきいき町民課 ☎25-0115 ②③一般事務員
健康づくり課

④一般事務員 ⑤運転業務
⑦介護認定調査員

☎25-0110

児童館
振興課
建設課

☎22-2072
☎25-0114
☎25-0117

☎25-0118

⑧一般事務員 ⑨保健師または助産師
⑩⑪⑫保育士
⑬児童厚生員 ⑭児童指導員
⑮一般事務員
⑯一般事務員
⑰学校教育指導員
⑱㉓学校事務員
㉖㉗㉘㉙一般事務員
⑲㉑㉔学級支援員
⑳㉒放課後等子ども教室指導員
㉕さわやか相談員
㉚学校給食配送車運転手

横瀬町の市外局番は
（︎0494）です

広報よこぜ

試験科目

1/28（火）9:00〜
1/29（水）
・30（木）13:00〜
2/3（月）
・4日
（火）
1/31（金）10:00〜
2/19（水）13:30〜
2/6（木）9:00〜
※具体的な面接時間につ
いては別途通知します。
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場所

横瀬町役場
3階会議室

2月下旬

☎25-0116 ⑥介護支援専門員または社会福祉士

子育て支援課

教育委員会

試験日
1/31（金）13:30〜
2/3（月）14:00〜

書 類 選 考 および
面接試験を行い 横瀬町保育所
ます。
横瀬児童館
※選考結果は後
日受 験 者 に通 知
します。

横瀬町役場
3階会議室

議 会 報 告

議会事務局（3階10番窓口）
☎︎25-0119

令和元年第5回横瀬町議会定例会が、12月11日
（水）から12月12日
（木）にかけて開催されました。
審議結果は次のとおりです。
●町長提出議案
議案番号

議案第54号

件名

原案承認

横瀬町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

原案可決

議案第55号

専決処分の承認を求めることについて
（令和元年度横瀬町一般会計補正予算（第3号））

議案第57号

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する
法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例

議案第56号

議案第58号

議案第59号
議案第60号
議案第61号
議案第62号
議案第63号
議案第64号
議案第65号
議案第66号
議案第67号
議案第68号

審議結果

専決処分の承認を求めることについて
（横瀬町農地等災害復旧事業分担金徴収条例）

原案承認
原案可決

横瀬町褒賞条例の一部を改正する条例

原案否決

横瀬町家庭的保育事業等の設備及び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

横瀬町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例

横瀬町放課後児童健全育成事業の設備及び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

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

令和元年度横瀬町国民健康保険特別会計補正予算（第2号）

原案可決

令和元年度横瀬町一般会計補正予算（第4号）

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3号）

原案可決

令和元年度横瀬町後期高齢者医療特別会計補正予算（第2号）

原案可決

令和元年度横瀬町下水道特別会計補正予算（第2号）

原案可決

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2号）

原案可決

●陳情審査
議案番号

陳情第 8 号

件名

筆界特定に関する陳情

審議結果

委員会付託

●議員提出議案
議案番号

発議第 3 号

件名

審議結果

横瀬小学校校舎整備事業特別委員会の設置について

原案可決

横瀬町育英奨学資金貸付制度のご案内
町では、高等学校以上の学校に在学し、奨学金を必要とす
る生徒・学生に対して、育英奨学資金を貸与します。
（保護者
が町に2年以上居住していること、家計の基準を満たしてい
ること等資格要件があります。
）
令和2年4月分から貸与を希望される方は、申請書に必要
書類を添付のうえ、下記により提出してください。申請書類

貸与奨学金（学資）
月額
高等学校
大学
（短大含む）

等は、教育委員会の窓口で配布します。
なお、奨学生および学資の額は、選考委員会で審査し決
定します。

高等専門学校

詳しくは、教育委員会までお問い合わせください。
受付期間 3/2（月）〜31（火）
提出先 横瀬町教育委員会

専修学校

問教育委員会（2階6番窓口） ☎︎25-0118

国・公立
私立
国・公立
私立
私立医学・歯学課程
私立薬学課程
１～３学年
国・公立
４～５学年
１～３学年
私立
４～５学年
高等課程
国・公立
専門課程
私立

広報よこぜ
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1万円
2万円
2万円
3万円
8万円
5万円
1万円
2万円
2万円
3万円
1万円
2万円

高等課程

2万円

専門課程

3万円

事業資金の借入に対する利子補給のご案内
町では、対象資金を利用した事業主に対し、
以下の2つの制度により利子補給を行います。
種類
対象資金
補助対象者

中小企業融資制度資金
借入利子補給金
創業資金借入利子
補給金

補助額

日本政策金融公庫の国民生 町内に事業所を有する中 前年の年間利子支払額の20%以
活事業における事業資金
小企業者・小規模事業者
内（1事業主につき上限10万円）

埼玉県制度融資資金および
日本政策金融公庫が実施す 町内で創業後2年未満の個 前年の年間利子支払額の全額（1
る融資制度資金のうち、創業 人または法人
事業主につき上限20万円）
者を対象とするもの

・借入資金ごと
（借換えした場合も含む）に申請が必要です。
・昨年度利子補給を受けた方で今年度も対象と思われる方には振興課から手続き案内を送付します。
また、一部の方
を除き、昨年中に新規借入（借換）
された方には、秩父商工会議所から手続き案内が送付されます。
※案内送付の有無にかかわらず、対象資金の利子を償還中の補助対象者は利子補給の対象となります。該当する方で
利子補給を受けていない方は、お問い合わせください。
問振興課（1階5番窓口） ☎︎25-0114

「家庭教育講演会」を開催します
子どもたちを取り巻く環境は、時代とともに日々変化しています。子どもたちの健やかな成長のために、親には何
ができるのか、
また地域とどのように関わっていけると良いのかなど、家庭・地域での子育てや教育について、改めて
見つめ直してみませんか。
日時

2/22（土）受付開始13：30〜

場所

横瀬町町民会館 ホール

開会14：00〜

閉会（予定）〜16：00

講師 レモンさん（山本シュウ氏 : バリバラ〜障害者情報バラエティ〜進行役）
問教育委員会（2階6番窓口） ☎︎25-0118

町県民税の申告相談が始まります
令和元年分（平成31年1月～令和元年12月収入分）の町県民税の申告相談を次の日程により行います。申告が必要な方は
期間内に申告を済ませてください。地区別の申告日程などの詳細は2月号に掲載予定です。
期間
2月17日
（月）〜2月19日
（水）
2月20日
（木）〜3月16日
（月）

場所
横瀬町活性化センター 2階 大会議室
横瀬町町民会館 2階 大会議室

時間
9:00〜12:00
13:00〜16:00

●土曜・日曜・祝日は除きますが、3月1日
（日）のみ横瀬町町民会館で受け付けます。
●所得税の確定申告は秩父税務署（☎︎22-4433 自動音声案内2番選択）
でも受け付けます。
また自宅からネットを利用して確定申告ができるe-Tax（イータックス）国税電子申告・納税システムもご利用ください。
詳しくは、e-Taxホームページ https://www.e-tax.nta.go.jpをご覧ください。
問税務会計課（1階4番窓口） ☎︎25-0113

令和２年度償却資産（固定資産税)申告書提出のお知らせ
固定資産税は、土地・家屋のほかに償却資産（事業用の資産）についても課税されます。
償却資産とは 会社や個人で工場や商店などを経営している方が、その事業のために用いることができる機械器具・備品等
をいいます。
申告が必要な方

令和2年1月1日現在、町内に償却資産を所有している方、
または町内の事業所に償却資産を貸している方

が申告していただくことになっています。
また、事業所の休廃業、解散等されている場合でもその旨の申告は必要です。
申告方法

前年度に申告をされた方には12月下旬に申告用紙を郵送しましたので同封の手引きなどを参照のうえ、申告書

の提出をお願いします。
また、新たに申告が必要な方で申告書をお持ちでない場合は、税務会計課までご連絡ください。
申告期間 1/31（金）
まで
提出場所 税務会計課
問税務会計課（1階4番窓口） ☎︎25-0113

横瀬町の市外局番は
（ 0494）です

広報よこぜ
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計画（案）に対する意見を募集します！

募集！

●第6次横瀬町総合振興計画
（案）

長期的な展望に基き、
まちづくりの将来目標を示すとともに、町政を総合的かつ計画的に運営するため

の、最も基本となる計画
募集期間

1/10（金）〜2/7（金）

●第3次健康よこぜ21プラン
（健康増進計画・食育推進計画）
（案）
町民の皆さんの健康の維持・増進および食育を推進するための計画

募集期間

1/22（水）〜2/20（木）

●横瀬町自殺対策計画
（案）

本町の自殺の特徴を踏まえ、今後の自殺対策の取組を推進するための計画

募集期間

1/22（水）〜2/20（木）

●横瀬町教育振興基本計画
（素案）

令和2年度から令和5年度までの4年間にわたる町の教育行政全般に関する基本となる計画
募集期間

1/14（火）〜2/14（金）

●横瀬町子ども・子育て支援事業計画
（案）

教育・保育環境の整備や地域における子ども・子育て支援事業を推進するための計画
募集期間

1/16日
（木）〜2/14（金）

■計画案の閲覧場所
●町ホームページ（http://www.town.yokoze.saitama.jp/）
●計画担当課窓口（まち経営課、健康づくり課、教育委員会、子育て支援課）
●芦ヶ久保出張所

●総合福祉センター ●町民会館

●児童館

●保育所

■応募方法
住所、氏名、計画名を明記の上、各計画の担当課へ提出してください。
（様式は自由。窓口提出、郵便（消印有効）、
FAXまたは電子メールのいずれでも可）
■意見の取扱い
提出されたご意見を考慮し、策定の参考とさせていただきます。
住所、氏名等を公表することはありません。
個々のご意見に対する回答はいたしかねますのでご了承ください。
提出されたご意見は、町ホームページ等で公表します。

・提出先 〒368-0072 横瀬町横瀬4545番地
●第6次横瀬町総合振興計画（案）
まち経営課（2階8番窓口） ☎25-0112

FAX 23-9349

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

●第3次健康よこぜ21プラン
（健康増進計画・食育推進計画）
（案）／●横瀬町自殺対策計画（案）
健康づくり課（1階3番窓口） ☎25-0116 FAX 21-5155 E-mail kenkou@town.yokoze.saitama.jp
●横瀬町教育振興基本計画（素案）
教育委員会（2階6番窓口） ☎25-0118
●横瀬町子ども・子育て支援事業計画（案）
子育て支援課（1階2番窓口） ☎25-0110

FAX 23-9349

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

FAX 21-5155
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E-mail kosodate@town.yokoze.saitama.jp

秩父いってんべぇウオーキング２Ｄａｙｓ
第16回目を迎える本大会は、新たに2つのコースをリニューアル！子どもから大人まで楽しめる全8コースをご用意しました。
1市4町の特徴を活かした企画も盛りだくさん！皆さまのご参加をお待ちしております。
期日 ４月11日
（土）
・12日
（日） 雨天決行
コース概要
1日目（４月11日）
①アニメの舞台地めぐり・横瀬ファミリーコース
（5㎞）
受付時間●10:00〜11:00 受付・スタート●横瀬小学校

2日目（４月12日）
⑤芝桜と武甲山のふもと・山歩きコース
（5km）New!
●
受付時間 10:00〜11:00 受付・スタート●秩父市役所前広場

②江戸巡礼古道を辿り、今昔の聖地を巡るコース
（10km）New!
●
●
受付時間 10：00〜11：00 受付・スタート 秩父市役所前広場

⑥新旧の橋くらべ・清流と秩父街なかコース
（10㎞）
●
受付時間 10:00〜11:00 受付・スタート●秩父市役所前広場

③歌舞伎のまち・小鹿野伝統芸能コース
（18㎞）
受付時間●9：30〜10：30 受付・スタート●小鹿野小学校

⑦荒川しだれ桜・浦山ダム内部見学コース
（19㎞）
●
受付時間 9：30〜10：30 受付・スタート●三峰口駅前

※スタート会場まで秩父市役所前広場よりバスを運行
（バス運賃500円）

⑧地質学発祥の地・長瀞ジオウオークコース
（22Km）
●
受付時間 9：00〜10：00 受付・スタート●長瀞駅

④俳句の里・皆野吟行コース
（28㎞）
●
受付時間 8：30〜9：30 受付・スタート●皆野町役場

＊ゴールはすべて秩父市役所前広場となります。

参加費 事前申込1,500円（2日間参加可）※当日申込（1,000円）は一日単位
事前申込期限 3/20（金）
※未就学児は無料。※事前申込者には、大会当日記念品の贈呈。
※秩父地域（1市4町）在住・在学の方は開催地特別料金として、事前申し込みに限り1,000円とします。
（直接申込・インターネット申込のみ）
詳しくは、市役所や各総合支所、各町役場等公共施設で配布する
「募集要項」をご覧いただくか、秩父市観光課までお問い合わせくだ
さい。問・申込先 秩父市役所観光課 ☎︎25-5209

わくわくポイントを増やすチャンス！

秩父いってんべぇウオーキング２Days参加者に１ポイントプレゼント！
「秩父いってんべぇウオーキング２Days」に参加された方に、ポイントをプレゼントいたします。2日間のうちいずれか1日
の参加で１ポイント進呈いたします
（2日間参加した場合も1ポイントです）
。
参加された方は、
「わくわくポイント事業ポイントカード」
と
「いってんべぇウオーキング完歩証」
を健康づくり課の窓口へ持
参してください。参加したことを確認の上、
カードにスタンプを押印します。
まだカードを作られていない方は、
この機会にぜ
ひ参加してポイントを貯めてください！
※「いってんべぇウオーキング完歩証」が無い場合は、ポイントをおつけすることができません。
参加当日、
ゴールで必ず完歩証を受け取ってください。

■ポイント付与期間：4/13（月）～24日
（金）
、9：00～17：00（平日のみ）

問健康づくり課（1階3番窓口） ☎︎25-0116

「あしがくぼの氷柱」開催！
今年で7回目を迎える
「あしがくぼの氷柱」が1月5日からオープンします。
この時期にしか見ることができない氷柱に、
ご近所お誘い合わせて、お越しください。

ボランティアスタッフ受付中！
（本紙１1月号参照）

人気のライトアップは、金・土・日曜日と祝日に開催します。
今年度の氷柱は会場内にてキラキラ光る
「ライティングロード書き初め展」
を開催します。皆さんの素敵な作品を募集し
ています。詳しくは横瀬町ブコーさん観光案内所、役場振興課までお問合せください。

問（一社）横瀬町観光協会
（横瀬町ブコーさん観光案内所）
観賞時間 月〜木曜日 9:00〜16:00 ／ 金・土・日曜・祝日 9:00〜20:00（ライトアップ 日没〜20:00） ☎︎25-0450 FAX 25-5450
環境整備協力金 300円
（中学生以上）
E-mail
yokozekanko＠gmail.com
氷柱会場 芦ヶ久保駅から徒歩10分 または 道の駅果樹公園あしがくぼ第2駐車場から徒歩10分

期間 １/5（日）〜2/24（月）

※駐車場の収容台数が少ないため、公共交通機関をご利用ください。
※会場内は滑りやすく足元の悪い場所があるため、歩きやすく、暖かい服装でお越しください。

令和2年 あしがくぼの氷柱

令和2年 あしがくぼの氷柱

期間中（1/5～2/24）1回限り有効（1名まで）

期間中（1/5～2/24）1回限り有効（1名まで）

※この券をチケット発券所にご持参の上、入園券と引き換えてください。
※この券の複製・コピーによる使用はできません。

横瀬町の市外局番は
（ 0494）です

振興課（1階5番窓口）
☎︎25-0114

※この券をチケット発券所にご持参の上、入園券と引き換えてください。
※この券の複製・コピーによる使用はできません。

広報よこぜ 11 2020・1

開催しました！町の話題

「障がいのある人たちの作品展」が
開催されました。

農業体験塾でこんなに野菜が取れました！

12/6（金）～12/13（金）
までの間、横瀬町町民会館ホワイエに
おいて
「障がいのある人たちの作品展」が開催されました。
ホワイエには、障がいのある方の絵画や手芸などの力作が揃
い、素晴らしい作品展となりました。

シニア世代の社会参加を応援する
「ACTIVE YOKOZE」事業の
一つ「農業体験塾」
を6月から11月にかけて全6回実施しました！
ちちぶ農業協同組合の清川氏を講師として招き、身近な野菜
の栽培方法について基礎的な知識を学んだ後、町の「ブコーさ
んうららか農園」
で、種まきから収穫までを行いました。実際に野
菜作りをすることにより、農業の楽しさや知識を深めることがで
きました。
最終日には、参加者同士で声をかけあい、楽しみながら、ブ
ロッコリー、白菜、大根、
ジャガイモ、キャベツを収穫し、持ち帰る
のも一苦労するほどの収穫量に、驚きと喜びが溢れていました。

横瀬町アクティブシニア講演会を
開催しました！
12/8（日）町民会館ホールにおいて、
タレントの清水国明さん
を講師に招き、
「人生100年時代 ～後半人生の愉しみ方～」
と題
した講演会と活動中のアクティブシニア３団体（（公社）横瀬町
シルバー人材センター、横瀬絵手紙サークル、横瀬町田んぼの
会）による活動発表を開催しました。
自然と共に生きる自身
の経験などから、シニアの
充実したセカンドライフの
提案などをお話され、お越
しになられた大勢のお客
様が、新しい視点や考え方
に気づくことができた講演
会となりました。

第４０回横瀬町駅伝競走大会を開催しました。
12/15（日）、第40回横瀬
町駅伝競走大会を町民グ
ラウンド周辺コースで開催
しました。
風も穏やかな晴天の下、
62チームの各参加選手は、
日頃の練習の成果を十分
に発揮していました。
大東文化大学陸上競技
部の選手にも一緒に走っていただき、大会に華を添えていただ
きました。
各部門の優勝チームは次のとおりです。
第1部 一般・高校の部 飯能南高等学校
第2部 中学男子の部 秩父第一中学校Ｂ
第3部 女子の部
秩父第一中学校
第4部 壮年の部
ミューズパーク走友会
第5部 奨励の部
横瀬中学校男子バスケ部Ｓ

健康づくり料理教室を開催しました！
12/2（月）、横瀬町食生活改善推進員主催の料理教室を開催
し、30名の方が参加しました。今回の料理教室では、
「生活習慣
病予防」
をテーマとし、減塩・野菜たっぷりを意識した料理を作り
ました。
調理実習の後は、
食改会員による生活習慣病予防講座を行い、
メタボリックシンドロームや、
自分にとって適切な食事量のことな
どを学びました。
食改では、
この他にも、さまざまな料理教室を開催したり、配
食サービスなどボラ
ンティア活動への協
力を行っています。
新規会員も募集して
いますので、興味の
ある方は、事務局・
健康づくり課までご
連絡ください。

宇根地区にチチブベニシダレザクラ
宇根若（会員90名）は、町のパワーアップ助成事業を活用して
11/17（日）、12/1（日）に町指定天然記念物のチチブベニシダレ
ザクラの苗木を宇根地区に30本植栽しました。当日は天候に恵
まれ、会員が協力し合って汗を流しました。花の見ごろはずっと
先になりますが、地
元町民や観光客の
皆さまに楽しんでい
ただけることを望ん
でいます。
（記事提
供 会長 平沼宏一）
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横瀬町民生委員児童委員の紹介
令和元年12月1日付けで全国一斉に民生委員・児童委員の改選が行われ、町では27名の方々が厚生労働大臣から
委嘱されました。
民生委員・児童委員は、民生委員法に基づいて厚生労働大臣から委嘱された非常勤の地方公務員で、社会福祉の
増進のために、地域住民の立場から生活や福祉全般に関する相談・援助活動を行っています。
これから地域の皆さんの身近な相談相手として、
また、町の協力者としてご支援いただく皆さんをご紹介します。
◎会長 〇副会長 【敬称略】

◎坂本光雄［12区-1］ ○新井里治［1・2区］ ○武藤節子［14区］

松嶌君子［5区-2］

守屋和美［6区-1］

町田淸子［11区-2］ 黒沢敏雄［12区-2］

平田令子［3区］

芳村京子［4区］

町田和敬［5区-1］

平沼進［6区-2］

清水竹子［7・8区］

海野昌子［9・10区］

江原寛［11区-1］

島田まさ江［13区］

遠田美子［15区］

浅見時枝［20区］

赤岩保彦［21区］

井出二三男［22区］

今回の改選により 名の方が退任され
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【敬称略】

区担当

区担当

区担当

区担当

区担当

区担当

区担当

区担当

区担当
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区担当

横瀬町の市外局番は
（︎0494）です

区担当

区担当

22 21 19 18 16 16 12 11 11 9 7 6 4 3
10 8

ました。長い間ありがとうございました。

信江 第

岸岡佐知代 第

成子 第 ・ 区担当

第

今井

正

長島

利夫 第 ・ 区担当

大橋

黒澤

祥明 第

小泉千恵子 第

町田

第

長谷川理加 第

幸

忠夫 第

田代

信子 第

由子 第

猪野

島田恭子［主任］

新井

冨田康子［主任］

竹子 第

河原幸則［23区］

浅見

浅見敦［19区］

赤岩まゆみ 第

町田悦子［18区］

浅見

加藤静江［17区］

落合美惠子［16区-1］ 髙𣘺昌子［16区-2］

～新成人の皆さんへ～２０歳から国民年金に加入となります
◎国民年金は、年をとったときやいざというときの生活を、働いている世代みんなで支えようという考え
で作られたしくみです。
国民年金は20歳以上60歳未満の方は加入することが義務付けられています。
◎老後のためだけのものではありません。
国民年金には、年をとったときの老齢年金のほか、障害年金や遺族年金もあります。
障害年金は、病気や事故で障害が残ったときに受け取れます。
また遺族年金は、加入者が死亡した場合、その加入者により生計を維持されていた遺族（「子のある夫
か妻」や「子」
）が受け取れます。

国民年金には「免除制度」があります

「申請免除制度」

「学生納付特例制度」
●所得が少ない学生の間の保険料が猶予される

●収入の減少や失業等により保険料を納めることが経済的に難しいとき、保
険料の全額または一部が免除される制度です。

制度です。
●学生本人の所得が一定額以下の場合が対象で、

●本人・配偶者・世帯主の所得が一定額以下の場合が対象で、事前に審査が
あります。

事前に審査があります。
●対象となる学生は、学校教育法に定める、大学・
大学院・短期大学・高等学校・高等専門学校・
専修学校・各種学校
（修行年限１年以上である課
程）
・一部の海外大学の日本分校に在学する方。
問秩父年金事務所

「納付猶予制度」
●50歳未満の方（学生以外）
で、働いていないなど保険料を納めることが難し
いとき、保険料の納付が猶予される制度です。
●本人・配偶者の所得が一定額以下の場合が対象で、
事前に審査があります。

☎︎27-6560／いきいき町民課（1階1番窓口） ☎︎25-0115

事業者健診の結果提供にご協力ください！
横瀬町では、国民健康保険特定健診の受診率の向上を図る取り組みを行っています。
事業者健診は、事業者が従業員に対して実施する定期健康診断のことを指し、
この健診結果を町に提供いた
だくことで特定健診を受けたことと同等とされ、受診率の向上につなげることができます。
事業の対象となる方は、
「国民健康保険加入中」
で今年度中に事業者健診を受診した「40歳以上の方」
です。
事業者健診結果の提供にご協力いただける方、
また、国民健康保険加入中の従業員の方がお勤めの事業所
等につきましては、いきいき町民課までご連絡ください。
問いきいき町民課（1階1番窓口） ☎︎25-0115

横瀬町国民健康保険加入の方へ
「ジェネリック医薬品」を使ってみませんか？
ジェネリック医薬品を処方してもらうには？

ジェネリック医薬品とは？
新薬（先発医薬品）の特許が切れた後に販売される、新薬と

かかりつけの医療機関や調剤薬局などで、
「私の薬はジェネ

同じ有効成分、同じ効能・効果をもつ医薬品のことをいい、後

リック医薬品にかえられますか？」
とご相談いただくか、
「ジェ

発医薬品ともいいます。

ネリック医薬品希望カード」や｢ジェネリック医薬品希望シー

ジェネリック医薬品は、新薬同様に薬事法に基づく厳しい

ル｣を提示することで、
この医薬品を希望する意思があること

試験をクリアして販売されるので、品質・有効性・安全性は新

を伝えることができます。

薬と変わりませんが、開発コストが新薬よりも少ないため、薬

※｢ジェネリック医薬品希望シール｣は、いきいき町民課窓口
にて配布しています。

価が安くなっています。
ジェネリック医薬品と新薬のどちらを使用するかは、患者さ

問いきいき町民課（1階1番窓口） ☎︎25-0115

ん自身が選択することができます。
※ジェネリック医薬品を選択することは、薬代を抑え、自己負
担額の節約につながり、伸び続ける医療費の削減も期待で
きます。
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健康づくり課事業のお知らせ
こころの健康相談（★）

日時 1/14（火）10:00～12:00
内容 心の健康に関して臨床心理士による相談を行います（要予約）。

ウォーキング教室

日時 1/15（水）10:00～12:00 集合場所：活性化センター
内容 町内のウォーキングコースを歩きます。

オレンジカフェ（★）

日時 1/23（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 1/27（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。

日時 1/31（金）13:00～16:00／2/21（金）13:00～16:00（受付は12:30から）
ゲートキーパー養成講座（★） 内容 ゲートキーパーの役割について、講義とロールプレイで学びます。
2日間1コースの講座です（要申込）。
☆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

認知症について心配ごとはありませんか？
加齢とともに誰でも物忘れをしやすくなり、認知症を心配
される人も少なくありません。
『（家族もしくは自分の）認知症が心配』
『認知症の家族に
対してどう接したらいいかわからない』
『どこの医療機関に
相談したらいいかわからない』など、日ごろから抱える不安
が少しでも解消できるように、認知症初期集中支援チーム
員による相談会を開催します。

日時 1/23（木）13:30～15:00
場所 横瀬町総合福祉センター
参加費 無料
相談担当者 認知症初期集中支援チーム員
(つむぎ診療所 公認心理士)
なお、時間に限りがありますので、事前予約制とします。
申し込み・お問い合わせにつきましては、1/17（金）
までに
地域包括支援センターへご連絡ください。

問地域包括支援センター（1階3番窓口） ☎︎25-0281

こんにちは
保健師です
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ちちぶお茶のみ体操
︵ひじまる体操︶
で
身体の中からぽかぽかに

新たな年を迎えましたが︑
まだまだ冬は始まったばかり︒冬はこれ

今月の記事担当：村越

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
横瀬町の市外局番は
（ 0494）です

からさらに︑寒さを増していきます︒そんな寒い毎日︑みなさんは身

体を縮こめ︑筋肉が凝り固まっていませんか？また日ごろから︑肩こ

りをお持ちの方も多いのではないでしょうか︒そんな凝り固まってし

まった筋肉には︑座りながらでも︑
テレビを見ながらでも手軽にでき︑

体も温まる
﹃ひじまる体操﹄
がおすすめです︒

ひじまる体操は︑大きな丸を描くように肘を動かし 絵(参照 ︑肩
) 甲
骨周辺や頚椎から背中の筋肉を動かす運動です︒頚椎から肩甲骨に

骨を回すことで僧帽筋の血行が良くなります︒
そのため︑体も温める

かけて︑僧帽筋という肩こりにもつながる筋肉が広がっており︑肩甲

この
﹃ひじまる体 操﹄は︑ちちぶお茶のみ体 操の一つです︒みなさ

ことができます︒

んも︑
一人でテレビを見ながら︑またご家族と︑ご近所の方と︑ぜひ

実践してみてください︒身体を中から温めて︑寒い冬を乗り切りま

しょう！
※前回し、後ろ回しをしたら両手を下ろして
運動の効果を確認しましょう。
※反対側も同じ様に行います。

!

害獣の駆除を事業者に依頼するときの注意点
ハクビシンやアライグマ、ハチなどの害獣・害虫駆除を専門の事業者に依頼することが
あります。
しかし、インターネットを利用して専門業者に依頼したところ、
「高額な金額を要求され
た」
「キャンセルに応じてくれない」
「ついでに屋根工事を契約させられた」などの相談が
増えています。
問秩父市消費生活センター
☎︎25-5200

【消費者へのアドバイス】
①複数社から見積もりをとり、サービス内容や料金を十分に検討しましよう。
また、見積もりを取るのに料金が発生するのかも確認しましょう。
②広告の表示や電話で説明された料金を鵜呑みにしないようにしましょう。
現場の状況に応じて料金が変わるのか、追加料金が発生する可能性があるのか、キャン
セル料や保証はどうなっているかなど、契約前に確認しましょう。
③契約を急がされたり、
自身が焦っていても安易に契約しないようにしましょう。
契約内容やサービス内容に納得できない場合や不要な勧誘はきっぱり断りましょう。
④訪問販売で契約した場合は、
クーリング・オフができる場合があります。

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。

協力:ちちぶ広域聴覚障害者協会

秩父の小学生のための６週間バイオリンレッスン

約6週間の短期レッスンです。楽器はレンタル。参加資格は「バイオリンやってみたい」の

好奇心。
レッスン最後は発表会コンサートで演奏を披露します。
対象 横瀬町および秩父市の小学4～6年生
期間 2/1（土）初回～3/22（日）発表会
会場 Area898

定員 最大20名

内容 レッスン全6回＋発表会

参加費 無料

申込 1/20（月）20:00までにホームぺージにて申し込み https://violin-project.org/lesson/
※1/7（火）に体験会を実施します。詳しくはホームページまで
広報よこぜ 16 2020・1

みんなで一緒に
を 学ぼう

問健康づくり課（1階3番窓口） ☎︎25-0116

手話

指を上に向けてつまんだ両手
５指を上へ上げながら開く。

第９回 ﹇
● 新年のごあいさつ﹈

おめでとう

みなさま︑あけましておめでとうございます︒
年が明け２０２０年になりました︒
手話で新年のあいさつを学びましょう︒

明けまして
両手人差指を左右から引き
寄せて上下に置く。

!

地方創生担当大臣が公式視察で来町
横瀬町長

よしなり

富田 能成

の2日間の日程で、14日が埼玉県の横瀬町と川口市、16日
が鹿児島県の自治体が視察対象となっていました。地域

去る12月14日の土曜日、北村誠吾地方創生担当大臣

における“意欲ある取り組み”の実践例として、わが町が選

（内閣府特命担当大臣）が公式視察で来町されました。

ばれたことは、素直に嬉しいことですし、小さなわが町が、

先方の希望に沿うかたちで、道の駅果樹公園あしがくぼ、

地方創生の取り組みを積み重ねていくことで、実際に注目

どぶろく製造の花咲山醸造所、及びJAちちぶ横瀬支店旧

されるようになってきているのは、
とても勇気づけられる

直売所を再活用したコミュニティスペース「エリア898」を

思いがします。

視察していただきました。初めてお会いした北村大臣は、

国の施策としての地方創生は、都市化（アーバニゼー

（ものものしい警護体制のなかでも）とても気さくな方

ション、都市への一極集中）
という流れに抗って、地方にヒ

で、道の駅でたくさん買い物していただいたり、私の説明

トの流れを呼び込むことを目指す、
というある意味とても

も熱心に聞いてくださり、町としては貴重な機会となりま

難易度の高い施策だと思います。それでも、国が後押しを

した。

してくれる地方創生、
しっかり取り組んで積み重ねができ

この公式視察の意図は、
「地域における“意欲ある取り

た自治体には成功する“チャンス”があります。わが町はそ

組み”やニーズなどを把握し、今後の地方創生に関する取

の“チャンス”を活かすためにチャレンジ（挑戦）を続けて

り組みに活かす」
ということだそうです。12月14日と16日

ゆきたいと思います。がんばっていきましょう！

●●●●●

よこらぼ11月の採択事業

●●●●●

審査会（11/28開催）答申に基づき 1件のうち1件採択、条件付採択が1件採用となりました。
事業名・提案者

概要

採択 事業名:横瀬町・バイオリンプロジェクト
No.67 提案者:合同会社グローバルキッズ

小学生がバイオリンのプロ奏者から約1ヶ月間の指導を受け、発表会で
演奏を披露する短期集中プログラムを通じて子供たちの集中力・問題
解決力等を育むプロジェクト

採択 事業名:株式会社ファームフェス
No.68 提案者:Hatagoプロジェクト

企業版ふるさと納税を活用して集めた資金を元に、空き家をリノベー
ションして、格安の長期滞在施設を作ることにより、横瀬町のファンや観
光客を移住・定住に繋げるきっかけづくりを行う。

問まち経営課（2階8番窓口） ☎︎25-0112

横瀬町教育委員会定例会の
開催のお知らせ

日時

1/28（火）教育委員会定例会14:00

場所

役場3階301会議室

※傍聴を希望される方は、1/27（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

■入札結果
入札日

11/7

（単位：円）

担当課
工事等の名称
契約方法
まち経営課 軽自動車リース
指名
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

入札日

11/29

担当課
建設課
建設課

予定価格
非公表

落札（決定）金額
1,290,036

4,775,100

4,290,000

（単位：円）

工事等の名称
町道３２０８号線外改築工事
横瀬町水質管理センター汚泥脱水機修繕工事

契約方法
指名
指名

予定価格
9,995,700
7,657,100

・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
㈲三恵モーター
古河産機システムズ㈱
コントラクタ本部

落札（決定）金額
—
7,480,000

落札（決定）
者
不落のためなし
石垣メンテナンス㈱

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

第28期埼玉県青少年相談員募集

コーナー

横瀬町では、青少年相談員を募集しています。
地域の子どもたちの「お兄さん・お姉さん」
となって、
一緒に活動してみませんか。
青少年相談員とは

地域の子どもたちの相談・話し相手や遊

び相手となって、子どもたちの健やかな成長を助けるために活
動する青年ボランティアです。埼玉県知事の委嘱を受け、居住
市町村などで野外活動やイベント企画等の活動を行います。

楽しかったね！おたんじょう会
11/26（火）横瀬児童館で、10・11・12月生まれのお友だち
を、みんなでお祝いしました。

応募資格
１．年齢満18歳（高校生は除く）以上36歳以下の方
２．原則として居住・通勤・通学している県内市町村で活動に
参加できる方
任期

2年間（第28期：令和2年4月1日～令和4年3月31日）

※令和2年4月1日以降も、随時、
申込可。
※任期は令和4年3月31日まで。
応募方法

青少年相談員申込カード等の提出が必要です。

また、青少年相談員の活動を聞いてみたい・見てみたいという
方のほか、相談員活動の体験をしてみたいという方のご相談
も受付けています。
まずは、お気軽にお問合せください。
問教育委員会（2階6番窓口） ☎︎ 25-0118

「どんぐり

テーマ

ころころ」
学童保育室壁画より

「どんぐりを作るのも絵を
書くのも全部楽しかった」

「どんぐりをのりで
貼るのが楽しかった」
いしざか

る

ち しま

い

石坂 瑠惟

そう た

千島 蒼大

くん

くん

横子連かるた大会開催
11月24日
（日）
横子連主催、
横瀬町かるた大会が行われました。
総勢91名の子供たちが、
各地区で高、
中、
低学年チームにわかれ、
熱戦を繰り広げました。
毎年、
本大会で使用するのは
〝彩の国21世紀郷土かるた〟
で、
埼玉県の歴史や、
自然を学びながら、
楽しむことができます。
〝かるた〟
は、
集中力と瞬発力の勝負です。
静まりかえった館内に、
読み手の声が響き渡ると同時に、
〝ハイ！〟
と子供たちの手が札に届きます。
そのスピードたるや、
目を見張るものがありました。本年度も、高学年の
優勝チーム（宇根②）、準優勝チーム（宇根①）は3月に狭山市で行われる
県大会への出場が予定されていますので、参加されるみなさん、精一杯頑
張ってください。
［寄稿:横瀬町こども会連絡協議会会長 富田 豊様］
優勝チーム●高学年：宇根②チーム／中学年：山びこ①チーム／低学年：川西①チーム
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特別児童扶養手当制度のご案内

子育て応援

特別児童扶養手当は、精神または身体に一定の障がいの

番

ある20歳未満の子どもを監護する父母または養育者（父母に
代わって養育する方）に手当を支給します。ただし、一定額の
所得がある場合は、
支給停止となります。
対象となる方

精神または身体に一定の障がいがある20歳

未満の子どもを育てている方
前記に該当する場合でも、子どもが施

対象とならない場合

育児支援家庭訪問事業を
利用してみませんか？

設に入所している場合、子どもが障がいによる公的年金を受

出産後間もないお母さんの育児や家事の負担を軽減

けることができる場合、申請者および子どもが日本国内に住

し、安定したお子さまの養育環境を整えるため、
ちょっとし

所がない場合には、
手当は支給されません。

たお手伝いが必要な家庭に、保健師のほかに保育士、ヘ

支給月額
（子ども１人について）

ルパー、
助産師、
栄養士等を派遣します。

障がいの状態

1級
（重度）

2級
（中度）

月額

52,200円

34,770円

家事援助や育児・栄養指導などのお手伝いをさせて
いただきますので、お気軽に子育て支援課にご相談く
ださい。
対象家庭 育児不安や育児ストレスを感じており、育児や

●所得制限について
資格のある方は、
所得にかかわらず申請できますが、
申請者
（本人）やその配偶者、同居等生計を同じくしている扶養義務
者（申請者の直系血族、兄弟姉妹）の方の所得が下表の限度
額以上である場合、
手当の支給が停止となります。
扶養人数

申請者
（本人）

配偶者・扶養義務者

0

4,596,000円

6,287,000円

1

4,976,000円

6,536,000円

2

5,356,000円

6,749,000円

3

5,736,000円

6,962,000円

4

6,116,000円

7,175,000円

家事が負担になって困っている家庭。
利用の流れ
（例）
１．
保健師等が訪問をし、
面談をさせていただきます。
２．
一緒にどのような支援が必要か考えて、支援計画を立
てます。
３．必要に応じて利用者と支援者が集まって、支援会議を
開催します。
４．
サービスが開始されます。
５．サービス中、相談を重ねながら必要に応じてサービス
の改善をします。
６．その他、必要に応じて窓口や訪問などにより相談に応

※この手当は、
申請をしなければ受けることができません。

じます。

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５年生米づくり感謝の会
横瀬小学校5年生が総合的な学習の時間で育て、収穫で
きた米を使った給食が12/5（木）の給食で小・中学校全学
級に提供されました。当日は、米づくりを指導してくださっ
た名人の皆さん、町長、教育長も招待し、感謝の気持ちを
もっておいしくいただきました。

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）

総合福祉センター

事業名

日 時
内 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

保育所等に入っていない
25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：

赤ちゃんくらす
7日（火）
1歳6ヶ月児健診、
２歳児歯科健診
9日（木）
●3〜4か月児、
9〜10か月児健診
BCG予防接種
16日（木）
●赤ちゃんくらす
21日（火）
●ことばのはぐくみ相談
（要予約）
22日（水）
●乳幼児健康相談
23日（木）
●
●

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

1月

児童館
どんぐりの森

10日（金）

●

バンブーの森

17日（金）

さくらの森

24日（金）

●
●

メープルの森

●

6・20・27日（月）

おはなし会

15日（水）

●

ママサロン
横瀬児童館 10日（金）、15日（水）、17日（金）
22日（水）、29日（水）、31日（金）
小鹿野町子育て支援センター 8日（水）

●

秩父市子育て支援センター

問横瀬児童館

24日（金）

☎︎22-2072

月曜・祝日・年末年始休館

問歴史民俗資料館 ☎︎24-9650

●資料館常設展示を紹介します

開催しました！

趣味の公民館講座
「しめ縄づくり」12/14（土）

町民会館で28名の皆さんが2020年の新しい年を、
自分らしく華や
かに迎えるために、
しめ縄飾りを手作りしました。
町民会館の美術工芸室は、
満員御礼！
おそらく、横瀬町のお家の玄関には、
この素敵なお正月のリースが
たくさん飾られ、
新年に花を添えていることでしょう。
健康の公民館講座

「写経＆寺ヨガin札所八番 西善寺」11/30（土）

普段明るい雰囲気の場所でヨガをやっている人は、厳かな
西善寺の本堂の凛とした空気
感に驚いたと思います。加え
て、真っ赤な「コミネモミジ」
は、
ちょうど見ごろで本当にき
れいでした。自分だけの静か
な贅沢な時間を過ごすことが
でき、心がホッとするひととき
でした。

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、
「地機（じばた）
」について紹介します。
横瀬町では、古くから養蚕業が盛んに行われており、かつては
秩父織物産地の一翼を担い、絹織物に関する産業が主なもので
した。秩父地域で生産されていた太織（ふとり）は、その後、
「秩
父銘仙（めいせん）」
として知られるようになり、大正から昭和初
期にかけては、特に女性の間で親しまれてきました。
展示している地機は、江戸時代から明治中期ごろまで主流と
されていた織機で、現存する織機の中でも珍しいものと言われ
ています。今年度、秩父市内にある工房の方の協力により、糸張
りの修復作業を行い、当時の機織りの様子を再現しています。
実際に動かすこともできる貴重な織機です。

老いの恋不整脈胸高鳴りて

横田賭司楼

加藤 孝全

哲郎 選

ガラケーでしぶとく泳ぐネットの世

玉井 市憲

◆髙田

子供らはネットで遊び色白に

齋藤 正夫

柳
川

落款を印しただけでも上品く見え

小石川邦二

推薦
図書

罪の轍（つみのわだち）
奥田英朗 著
昭和39年の東京オリンピックの前
年に起きた男児誘拐事件。昭和の世
界にタイムスリップして、刑事たちの
執念の捜査や容疑者の孤独を綿密
な心理描写とリアリティで描く長編
ミステリー。

岸岡 鯉甲

カタカナ語聞く度辞書で追いかける

百

大臣はメロンとカニで票を買う

夢じゃないつれは百才わしゃ九十九

知

合

公民館ソバ打ち道場に変身し

大野たかお

音

また辞任選挙で責任取らせよう

月曜・年末年始休館 問横瀬町立図書館 ☎︎22-2267

1月特設コーナー●２０１９ 横瀬町立図書館ベストリーダー
絵手紙サ ークル

●

2019年1月から12月の「一般書」
「児童書」の貸出ベスト20の特
設コーナーです。

●

町田 菊江 さん

★１月のナイトライブラリー 8・15・22・29日
★１月は、5日
（日）から開館します。
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♬

公民館講座を

♬ 1月の月１まちかどコンサート
新年から癒し＆まったりをテーマに、お届けします♪
出演 はづるこ
日時 1/21（火）11：30～
場所 町民会館 ホワイエ
アクティブシニア公民館講座

「ボイストレーニング教室」

令和2年2月 文化協会サークル
『よこぜシニアグリークラブ』
新生スタート！
！
6月にスタートした
「シニアボイストレーニング教室」
が12/17
（火）をもって終了しました。文化祭の月1まちかどコンサート
では、若々しい歌声を横瀬町の皆さんにご披露し楽しんでいた
だきました。
そして新年を迎え2月に、文化協会のサークル『よこぜシニア
グリークラブ』
として新し
くスタートします。講師
は、引き続き『るるる♪
みゅ～じっく』
のお二人で
す。大勢の皆さんの参加
者を募集しています！

月曜・祝日休館 問公民館 ☎︎22-2267

公民館講座・参加者募集
●アクティブシニアの公民館講座

『男の料理塾！』２月４日
（火）
スタート！

みどり児の欠伸をしたり指しゃぶり飽かず見ている老いたる吾は

月毎に行かねばならぬ院の庭千日草の花ざかりなり

ハーネスを外し盲導犬の役を終ふ老犬は尾をふり余生を遊ぶ

前山の麓の紅葉朝毎に自づ見つめて気の晴晴とせり

少年達三十余人の合唱団拳りて歌うすがた頼もし

大勢の人等と共に見入りたり泥濁りの水ダム湖に溢るる

未だ寒き土中にありて革命の花咲かせんとするクロッカス君

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

荘次

八木原優子

惠夫 選

玉葱を植える手を止め家に入り新天皇のパレードを拝す

中川美也子

◆富田

秋晴れの雲なき空にそびえ立ち武甲の峯のいともさやけし

イヨ

歌
短

風害と水害つづく列島は大きな力に抗えず在る

町田
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あき

文化祭紳士は揃いて初席に抹茶の味をそれぞれ語る

由江

横瀬町の市外局番は
（ 0494）です

町田

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

亡き父の顔さえ知らぬ我が胸に出で来し写真確と抱けり

世界にひとつだけ、
あなただけのオリジナルアクセサリーを創っ
てみませんか？
日時 1/25（土）13：30～16：00
場所 町民会館 美術工芸室
講師 七宝焼サークル
（横瀬町文化協会）
定員 20名
参加費 700円※当日集金
申込 1/5（日）から

八木原千恵

●趣味の公民館講座
「七宝焼教室」

この一歩積み木積むよに重なりて意気地となりて吾を支える

期日 2/4（火）
・12（水）
・20（木）
、3/3（火）10：00～
場所 町民会館・調理実習室
参加費 1回600円程度
定員 16名
内容
第１回 講師 赤岩 卓先生（赤岩輪店）
立浪部屋のちゃんこ鍋
第２回 講師 福井 勝久先生（リストランテ ピノキオシェフ）
季節のパスタと魚料理 ほか
第３回 講師 桜井 辰夫先生（荷車屋料理長）
お家で作れるデミグラスソースのハンバーグステーキ
季節の付合せ添え ほか
第４回 講師 井上 弘子先生（さやかグループ）
くるみパンと調理パン ほか

YOKOZE

よこぜ 情 報 掲 示 板
劇団いきあい公演「地域包括ケアシステムが支える
ある地域の物語～緩和ケア編～」
「劇団いきあい」は、
「ちちぶ版地域包括ケアシステム
（愛称：
ちちぶいきあいシステム）」が生んだ、医療福祉等の多職種メ
ンバーによる素人劇団。誰もが人生の最期まで住み慣れたこ

information

イ ベ ント
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）
1/18（土）18:00開演

の地域で暮らし続けられるような地域づくりの取り組みを分

日時

かりやすくお伝えするよう活動し、
これまでに5作を上演。今回

場所 エリア898（JAちちぶ横瀬支店 旧直売所）

は、あなたの尊厳ある人生の最期を自分らしく終うためにはど

講師職業

うしたらいいかを一緒に考えるため、専門職がそれぞれの立

対象

場でどのように支えていけるのかを紹介する単独公演です。

企画・運営 MOSAʼS[モサーズ]

日時

1/19（日）13：30開場

14：00開演

15:30終了予定

場所

市民会館大ホール フォレスタ

内容

劇中では、
「緩和ケア」や「医療用の麻薬」についての講

義や解説もあり、
皆さまに正しい知識をお知らせする内容です。
無料

入場料

主催 ちちぶ圏域ケア連携会議

商工会議所×コンサルタント

誰でも
（参加費無料、事前予約なし）

問まち経営課（2階8番窓口） ☎︎25-0112

株式会社みんなのそだちLab
セミナーの開催について
（よこらぼ採択No.66）
講師は絵本作家で有名な上甲知子さんです。

問市立病院地域医療連携室（ちちぶ在宅医療・介護連携相談室）
☎︎25-5013（土日祝除く）

2/1（土）昼の部13:00〜14:30

日時

㈱みんなのそだちLabへ事前申込

参加方法

埼玉県きのこ共進会の開催
きのこの生産技術の改善、品質の向上及び消費拡大を図る

夜の部17:30〜19:30

場所 タテノイト
（横瀬1263-4）
問㈱みんなのそだちLab
E-mail tatenoito.yokoze@gmail.com

ため、埼玉県きのこ振興会主催による、
「埼玉県きのこ共進会」
を開催します。審査翌日には、埼玉県産の安心・安全な肉厚の
しいたけなどを一般の方にPRするため、出品されたきのこの
展示・販売を行います。
日時

道の駅「果樹公園あしがくぼ」

2/9（日）

場所

問・申込 まち経営課（役場2階8窓口） ☎︎25-0112

彩の国ふれあいの森の催し
●みそ作り体験

筒井康隆／原作 コイケユタカ／脚色
開場10：30

開演11：00

終演13:40

開場16：00

開演16：30

終演19:10

内容 県産大豆を使用した「みそ」作り体験

問秩父農工科学高等学校演劇部
夜間・小池豊 ☎︎24-0889

小学生以上（小学生は保護者同伴）

対象

定員 10人（申込順）

☎︎22-3017

2/16（日）

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

ちちぶオペラの出演者たちが、ワークショップ形式のコン
サートでオペラの楽しさを伝えます。

☎︎56-0026

里山のおしごと体験イベント～冬編～
薪割・腐葉土づくり・樹液の仕掛け・きこりしごとを体験しま

日時

2/23（日）13:30開場

場所

秩父宮記念市民会館大ホールフォレスタ

出演

歌（薗田真木子、富田駿愛 ほか）

日時

歌とお話（高橋薫）
、ピアノ
（鈴木啓三）

参加費

14:00開演

せんか。山里案内人が冬の山の散策ご一緒します。
1/19（日）10:00〜15:00［悪天候の場合1/26（日）へ延期］
大人2,000円 中学生1,000円 小学生500円
小学生以下無料

大人（高校生から）1,000円

昼食代込・子どものみの参加は不可

子ども
（中学生まで）500円 ※4歳以下無料
問木亭

申込期限

※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

子どものオペラ教室「オペラのできるまで！」

入場料

2,000円／人（昼食付き）

参加費

前売および電話予約 500円 当日 700円

入場料

2/23（日）10：00〜13：00

日時

②群青フェイク コイケユタカ／作
夜の部

無料

合、抽選）
まで。見学はどなたでもできます。

秩父宮記念市民会館

昼の部

参加費

1/16（木）17:00まで

作業工程上、参加者は①②ともに3名（応募多数の場

その他

☎︎25-1312

演目 ①時をかける少女

時間

②13:30〜15:30

小学校4年生以上〜大学生

申込期限

秩父農工科学高等学校演劇部第40回自主公演
日時

1/25（土）①10:00〜12:00

対象

販売：1/25（土）9：00〜
問埼玉県秩父農林振興センター林業部

日時

場所 エリア898（JAちちぶ横瀬支店旧直売所）

展示：1/24（金）15：30頃〜（審査終了後）

場所

３Dプリンタを使ってみよう。

☎︎22-4388／ちちぶオペラ
（新井）☎︎090-3331-3297

場所

ムクゲ自然公園

問・予約先 NPO法人和の里みや ☎︎62-1688
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事前予約制

募集

1月10日は「110番の日」
埼玉県警察では、毎年1/10を「110番の日」
と設定し、広く県
民に110番を正しく利用していただくための広報活動を行って
います。

緊急時以外の事件・事故などで相談したいことや、警察に対
しての意見・要望のご相談は局番なしで「＃9110」をダイヤル
（プッシュ）
してください。
性犯罪被害のご相談は局番なしで「＃8103」
（ハートさん）を
ダイヤル（プッシュ）
してください。
また、埼玉県警察では、言葉が話せない方等が事件や事故に
あったとき、警察へ緊急通報するためのファックス110番や
メール110番を開設しています
0120-264-110
☎︎24-0110（内線291）

県ホームページ（URL：http//www.pref.saitama.lg.jp/

a0603/4-rikarento.html）の募集案内を確認のうえ、各大学へ
直接申込
問県高齢者福祉課

れます。なお、
う回は名栗方面へ（山伏峠）お願いします。
8:30～12:00

問奥むさし駅伝競走大会実行委員会事務局
☎042-972-6028

あいサポーター研修受講者募集！
障がいについて理解し、
ちょっとした手助けをする「あいサ
2/13（木）13:30～（90分程度）
秩 父 市 歴 史 文 化 伝 承 館 1階 研 修 室（秩 父 市 熊 木 町

会場
8-15）

健康づくり課または秩父市社会福祉協議会へ連絡（締

申込

切2/6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

秩父地酒コンシェルジュ養成講座（導入編）
秩父の地酒類について学びたい成人

対象者

「ゲートキーパー養成講座」開催のお知らせ

実施日時

自殺を考えている人は何らかのサインを出していることが
多いと言われています。ゲートキーパーとは、そのSOSのサイ
ンに気づき、声をかけ、必要な支援につなぎ、見守る人のこと
です。
あなたの大切な人の命を守るため、
ゲートキーパーにな
りませんか。

2/25㈫、3/3㈫、3/10㈫、3/17㈫ 10:00～15:00

定員 20人（応募者多数の場合抽選）
受講料

3,800円

その他

酒類を扱いますので自家用車利用の受講はご遠慮く

ださい。
申込期間

1/8（水）～1/31（金）

申込方法 メールまたは往復ハガキ

1/31（金）13：00～16：00

問・申込 埼玉県立熊谷高等技術専門校秩父分校
〒368-0035 秩父市上町3-21-7
☎︎22-1948 FAX 21-1035
Email t2219481@pref.saitama.lg.jp

2/21（金）13：00～16：00
受付はいずれも12：30からです。
※2日間で1コースの研修会です。
研修室

内容 自殺を考えている人の心理、
ゲートキーパーの役割等

お知らせ

NPO法人日本傾聴ボランティア協会職員

講師

定員 25名（先着順）
問・申込 健康づくり課（1階3番窓口） ☎︎25-0116

あなたの老後は大丈夫？
今から始める賢いライフプラン
日時

2/7（金）18：30～

場所

秩父宮記念市民会館けやきフォーラムA・B

参加費

無料

定員 50名

問秩父地域労働者福祉協議会
☎︎22-1847（月・火・金のみ）
横瀬町の市外局番は
（︎0494）です

☎︎048-830-3263

定員 50名（参加費無料）

は、第１８回奥むさし駅伝競走大会のため交通規制が実施さ

横瀬町総合福祉センター ２階

各科目10,000円程度

日時

1/26（日）国道299号（正丸トンネル入口～飯能市内まで）

会場

費用
申込

ポーター」の養成研修を開催します。

http://saitama110.jp/

交通規制のお知らせ

日時

県内在住の55歳以上の方

おおむね4月～8月
場所 県内20大学、都内1大学 科目:経済政策、社会福祉、語学など

○人の悲鳴を聞いたとき

規制時間

対象

期間

○けんかや不審な人を目撃したとき

問埼玉県秩父警察署 地域課

2/1（土）

募集期間

○交通事故や泥棒の被害にあったとき

FAX110番

55歳以上の方を対象に、21の大学が様々な分野の講座を開
放し、一般の学生と一緒に学んでいただく機会を提供します。

こんな時は、すぐに110番してください。

メール110番

大学の開放授業講座の受講生募集

暮らしを支える全国一斉
生活保護110番開催のお知らせ
埼玉青年司法書士協議会と全国青年司法書士協議会では、
生活保護に関する電話相談会を開催します。
日時

1/26（日） 10：00～16：00

☎0120-052-088（フリーダイヤル）
※相談料無料。秘密は厳守します。
担当者

埼玉青年司法書士協議会

問 ☎048-486-9473
広報よこぜ 23 2020・1

石山剛

YOKOZE

よこぜ 情 報 掲 示 板
特定（産業別）最低賃金の改正のお知らせ
令和元年10月1日から埼玉県最低賃金は時間額926円（引上
げ額28円）
となりました。更に、同年12/1から５業種の特定（産
業別）最低賃金の時間額がそれぞれ、非鉄金属製造業は944
円、電子部品等製造業は951円、輸送用機械器具製造業は961
円、光学機械器具等製造業は959円、自動車小売業は957円と
なりました。
詳しくは、埼玉労働局労働基準部賃金室（☎048-6006205）
または最寄りの労働基準監督署へお尋ねください。

お知らせ
秩父で働きたいあなたを応援します！合同就職面接会
日時

2/5（水）14：00～16:00

会場

秩父宮記念市民会館２階

対象者

①平成31年４月１日以後に郵送や電子申告などで申告書を提
出する際、
「源泉徴収票等」の添付が不要となりました。
添付が不要となる主な書類
●給与所得、退職所得および公的年金等の源泉徴収票
●上場株式配当等の支払通知書
●特定口座年間取引報告書 など
＊ご注意ください！
！
◎税務署や町の申告会場などで確定申告書を作成する場合に
は、源泉徴収票等が必要ですので、忘れずにお持ちください。
②～スマホでラクラク確定申告～
令和元年分確定申告から
（令和2年1月から）は、
スマホ専用
画面をご利用いただける方の範囲が大幅に広がります！
医療費控除やふるさと納税（寄附金控除）をはじめすべての
所得控除（配偶者控除や扶養控除など）に対応するなど、たくさ
んの方の申告が、
ますますカンタン・便利になります！
なお、
ご利用いただくためには、税務署にて I D・パスワード
の取得が必要となります。
・申告者ご本人の運転免許証などの本人確認書類が必要です。
・お手続きは、約5分で終了します。
◎ご不明の点につきましては、税務署にお気軽にお問い合わ
せください。
問秩父税務署 個人課税部門 ☎22-4433（代表）
※自動応答音声による案内がございますので、
「2」番を選択し
てください。

受付13：30～15：30
けやきフォーラム

秩父郡市内での就職を希望する一般求職者
令和2年3月大学・短大・専門学校卒業予定者
（既卒3年以内含）
令和2年3月新規高等学校卒業予定者

問ハローワーク秩父 求人係

税務署からのお知らせ

information

☎22-3215

シニア60（ロクマル）～64（ロクヨン）初回献血キャンペーン
〜60歳から64歳の方限定〜
埼玉県と埼玉県赤十字血液センターでは、3月末まで「シニ
ア60～64 初回献血キャンペーン」を実施しています。
対象は、60歳から64歳までの間に初めて献血をされる方で
す。なお、59歳までの献血経験の有無は問いません。
献血の申込みをしていただいた際に、カードルーペ等の記
念品を差し上げます!
60歳から64歳までの間に献血をしていただくと、献血可能
年齢が69歳まで延長されます。ぜひこの機会に献血をはじめ
てみませんか。
※キャンペーンはプレゼントが無くなり次第終了となります。
問埼玉県保健医療部薬務課

☎︎048-830-3635

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）の第3期分の納期限は1月
31日です。納付書につきましては、納期限の10日前ごろに該当
事業所へ郵送します。
また、保険料納付については口座振替が便利です。
申し込み
手続きについては厚生労働省もしくは埼玉県労働局のホーム
ページをご覧ください。
問埼玉県労働局労働保険徴収課
☎︎048-600-6203 FAX 048-600-6223

養蜂振興法に基づく蜜蜂飼育届について
ミツバチを飼育する方は、養蜂振興法の規定に基づき、蜜蜂
飼育届の提出が義務づけられています。
届出の内容に変更がある場合は、変更した日から1ヶ月以内
に蜜蜂飼育変更届の提出が必要です。
届出対象者 趣味でミツバチを飼育する場合を含む、すべて
の飼育者。ただし、花粉交配に必要な群数を一定期間のみ飼
育し、ハチミツやミツバチ等を販売しない場合は届出が不要
です。
届出方法 1月1日、現在の飼育状況等を所定の届出書（熊谷家
畜保健衛生所のホームページまたは役場振興課窓口で入手）
に記入し、1月末日までに熊谷家畜保健衛生所に直接または郵
送で提出してください。
問熊谷家畜保健衛生所 ☎048-521-1274
振興課（1階5番窓口） ☎25-0114
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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 1/28（火）13:00～15:00
場所 横瀬町総合福祉センター

日時 1/14（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 1/15（水）
・2/19（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

●登記相談

日時 1/16（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

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

●特設人権相談所

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

日時 1/9（木）13:00～16:00
場所 横瀬町役場 3階302会議室
内容 いじめ、虐待、嫌がらせ、暴力、差別などに関
する相談

●就職相談 専用受付ダイヤル

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）

日時

☎048-780-2034
第1・第3水曜日 10:00～16:00

埼玉県虐待通報ダイヤル

☎25-0111

秩父保健所

＃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。

秩父保健所

☎22-3824

●ひきこもり専門相談 ※要電話予約

日時

1/7（火）13:30～15:00

●子どもの心の健康相談 ※要電話予約

医師相談
日時 1/14（火）13:30～15:00

₂₀₂₀年₁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）

在宅当番医療機関
（診療時間 9:00～18:00）

救急告示医療機関※
（診療時間 8:30～翌日8:30）

金子医院（内）
皆野町 ☎︎62-0039 秩父生協病院（内・小［午前のみ］）阿保町
1日
小鹿野中央病院（内）小鹿野町
☎︎75-2332
2日
あらいクリニック（小・内） 本 町 ☎︎25-2711 南須原医院（内・外）長瀞町
3日
小鹿野中央病院（内） 小鹿野町 ☎︎75-2332 金子クリニック（内・消内） 山 田
5日
山 田
12日 医師会休日診療所 小鹿野中央病院（内） 小鹿野町 ☎︎75-2332 水野医院（内）
健生堂医院（内・外） 東 町 ☎︎22-0270 秩父生協病院（内・小［午前のみ］）阿保町
（内・小）
13日
19日 熊木町 ☎︎23-8561 小鹿野中央病院（内） 小鹿野町 ☎︎75-2332 萩原医院（内・外） 横瀬町
小鹿野中央病院（内） 小鹿野町 ☎︎75-2332 あらいクリニック（小・内） 本 町
26日

☎︎23-1300 皆野病院
秩父市立病院
☎︎66-2038 秩父病院
☎︎21-7270 秩父市立病院
☎︎22-3315 秩父病院
☎︎23-1300 皆野病院
☎︎23-3311 秩父市立病院
☎︎25-2711 皆野病院

皆野町
桜木町
和泉町
桜木町
和泉町
皆野町
桜木町
皆野町

☎︎62-6300
☎︎23-0611
☎︎22-3022
☎︎23-0611
☎︎22-3022
☎︎62-6300
☎︎23-0611
☎︎62-6300

※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）

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
土

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

1/4 皆野病院、1/11皆野病院、
1/18 秩父病院、1/25 秩父市立病院

#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～₁₁月₃₀日︶

（2019年₁月₁日～₁₁月₃₀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 ◦11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。

▶町県民税

1 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

休日在宅歯科当番医 応急処置
1日
2日
3日
12日
13日

診療時間（10:00～13:00）
上 町 ☎︎22-0594
大野原 ☎︎24-4184
上影森 ☎︎21-1881
野坂町 ☎︎24-4182
大野原 ☎︎24-9669

上町吉田歯科医院
内田歯科医院
倉林歯科クリニック
並木歯科医院
荻原歯科医院

第4期
第7期
第7期
第7期

納期限:1/31㊎
口座振替をご利用の方は、残高をご確認ください。
広報よこぜ 25 2020・1

※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。

年末ゴミ拾いキャンペーンを
実施しました
12/10（火）に（一社）横瀬町観光協会、秩父保健所管
内食品環境衛生協会横瀬支部の2団体合同で、恒例とな
りました国・県道沿いのゴミ拾いキャンペーンを実施し

横瀬小２年生が役場見学に来ました

ました。埼玉県の職員やその他多くの方にご協力いた
だき、総勢68名の参加により、およそ2時間でたくさんの
ゴミを集めていただきました。今後もきれいな横瀬町を

横瀬小学校２年生が、生活科学習「町たんけん」の一環

目指し、定期的に実施していきます。
（寄稿：
（一社）横瀬

で、役場を見学しました。町長室では、全員が町長席に座

町観光協会）

り、町長の気分を味わいました。また、町民会館や新しく
オープンしたArea898にも見学に行きました。

「秩父人形サミット」が
開催されました
12/8（日）
、皆野町文化会館において、
「第7回秩父人形
サミット」
が開催されました。
秩父地域に受け継がれる人
形芝居保存会
（
「横瀬の人形芝居」
・
「白久の串人形芝居」
・
「出牛浄瑠璃人形」）の3団体が、それぞれに伝わる人形
芝居を上演し、
多くの来場者を魅了していました。

おお の

し

の

大野 詩埜ちゃん
2019年1月13日生
隆・聖代夫妻（11区）

の優しい
にこにこ笑顔
ね♥
女の子になって

くろ さわ

ゆ

良く
お兄ちゃんと仲 た しろ りく と
いつも笑顔
田代 睦十くん
いっぱいでね 2018年12月6日生

う

黒沢 結生くん

舜・千鶴夫妻（9区）

2019年1月26日生
絢也・里菜夫妻
（11区）

物♥
パパとママの宝
ね!
元気に育って

すえ まつ さくら こ

末松 櫻 子ちゃん
2019年1月26日生
和樹・聡子夫妻（17区）

大好きだ

●「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.

618

2019年₁₂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

3,151（ ＋3） 3,845（ ＋5） 3,893（ ＋1）

7,738（ ＋6）

3,345（ ＋2） 4,078（ ＋5） 4,134（ ＋1）

8,212（ ＋6）

194（ −1）

秩父郡横瀬町大字横瀬4545番地

233（ ±0）

☎︎25-0111㈹

241（ ±0）

、

笑顔
さーちゃんのよ♥

474（ ±0）

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）

