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2020

ました。
今年は、
１００名（男性

名、
女性

名）
の方が成人式を迎え、 名

81

新成人の皆さんの今後のご活躍をご期待いたします。

方も参列し、
お祝いや激励の言葉をかけていました。

を行いました。横瀬中学校３年生当時の先生方や家族、町関係者の

例年同様に新成人の有志が実行委員となり、成人式の企画・運営

49

12

の新成人が式典に出席しました。

51

１月 日
（日）
、
町民会館ホールにおいて、
横瀬町成人式が開催され

新成人の皆さん、
おめでとうございます

2020
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成人式実行委員の皆さんに新成人としての抱負を寄せていただきましたので、
ご紹介します。（順不同）

方々への感謝を忘れずにこれからも大学

なところもありますが︑お世話になった

くさんの方々のお陰です︒まだまだ未熟

き たのは 家 族 や 友 人 を は じ め と し た た

本日 私 達 が 成 人 式 を 迎 え る こ と が で

実行委員長

での勉強に励み︑立派な社会人になれる
よう頑張りたいと思います︒

方々に感謝をし︑人の役に立つ大人とな

まで育ててくれた両親︑お世話になった

ち︑責 任 の あ る 行 動 を す る と と もに︑今

きました︒今後は成人としての自覚を持

本日︑無事に成人式を迎えることがで

いです︒

げ︑自分を高めて行けるように努力した

は 社 会 の一員 と し て︑よ り一層 視 野 を 広

なくてはならないと感じています︒今後

のことだけでなく︑社会全体に目を向け

遂に成 人 を 迎 え︑今 ま で 以 上に︑自 分

成 人 式 を 無 事 迎 えら れた こ と を 嬉 し
れた方々のおかげであると感謝していま

私 が あ り ま す︒今日 を一つの節 目 と し て

多くの人に支えていただいたお陰で今の

こ れま で地 域の方 々︑級 友︑先 生 な ど

く思います︒
す︒こ れ か ら は︑そ の 方 々に少 し で も 恩

引き続き精進し︑﹁成人﹂の名に恥じない
立派な人間を目指します︒

返しができるよう︑また新成人として恥
思います︒

じない人になるよう努力していきたいと

とができたのは︑これまで支えてきてく

本日︑晴れて成人の仲間入りをするこ

ます︒

れるよう日々努力をしていきたいと思い

小泉 拓美 さん
佐野 晋平 さん
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横瀬町の市外局番は
（ 0494）です

川合 一弘 さん
荻野 峻輔 さん

久古 幸汰 さん

町の話題

〜町民の生命と財産を守る〜
横瀬町消防団出初式

スマホ塾でレベルアップ！

1/12（日）
、横瀬小学校において横瀬町消防団出初式を実施し
ました。富田町長より、日ごろの活動に関する感謝の言葉と、安
全・安心な町づくりのために、なお一層の消防防災活動に万全を
期すよう訓辞がありました。

シニア世代の社会参加を応援する
「ACTIVE YOKOZE」事業の
一つ「スマホ塾」
を10月から12月にかけて全6回実施しました！
ドコモショップ秩父店様にご協力いただき、
スマホの基礎的な
知識から、
「LINE」
の使い方、
カメラの使い方などを学びました。
はじめは慣れないスマホの操作に戸惑っていた参加者も、
徐々に使い方に慣れ、参加者同士で「LINE」
を使ってやりとりした
りと楽しみながら学んでいました。
最終日には、札所７番法長寺境内をお借りして写真撮影を行
い、撮影した写真を参加者間で共有し、楽しむことができるほど、
スマホを使いこなせるようになりました。

年末大掃除を実施しました
横瀬町体育協会事業の一環として、12/22（日）に、横瀬中学校
体育館と横瀬町スポーツ交流館の大掃除を実施しました。
日ごろ、体育館を利用している体育協会専門部、
スポーツ少年
団や登録団体の皆さんが、１年間の感謝を込めて隅々まで丁寧
に清掃を行い、
これからも気持ちよく使える体育館になりました。
また、横瀬町民グラウンドについては、横瀬武甲スポーツ少年
団、サッカースポーツ少年団に清掃していただきました。

平沼敏明氏が第25回参議院議員通常選挙
に係る総務大臣表彰を受賞
12/19（木）、埼玉県庁本庁舎において横瀬町選挙管理委員会
委員長の平沼敏明氏が、第25回参議
院議員通常選挙に係る総務大臣表彰
を受賞されました。平沼氏は平成21
年11月から選挙管理委員会委員とし
て数多くの国政・地方選挙を経験し、
平成28年5月に委員長就任後は、度重
なる選挙制度の改革に対応し、投票し
やすい環境の提供、開票結果の迅速
な公表などにご尽力され、
それらの功
績により今回の受賞となりました。

新世紀記念事業「タイムカプセル埋設」に
参加された方へ

インクカートリッジの回収を
始めました

西暦2000年（平成12年）に行われた「タイムカプセル埋設事業」に参
加された方を探しています。町では令和2年1月1日に指定された住所
へ届くよう実施しましたが、現在45通が住所不明などで返送されていま
す。お心当たりの方はまち経営課までご連絡ください。
●新世紀記念事業「タイムカプセル埋設」は20年後にあてて書いた手
紙を指定された住所に届ける事業です。当時の横瀬小学校、芦ヶ久保
小学校、横瀬中学校に在学中の児童・生徒を対象に募集されました。
保管期間 令和3年1月1日
（金）
まで
※保管期間経過後の手紙は、内容確認の上破棄されます。
問まち経営課（2階8番窓口） ☎25-0112 FAX 23-9349
E-mail machikei@town.yokoze.saitama.jp

横瀬町では、
ごみ減量やリサイクル推進のために、使
用済みのインクカートリッジの回収ボックスを設置しまし
た。使用済みのインクカートリッジが出た場合は、
ゴミとし
て処分せずに、ぜひ回収ボックスをご利用ください。
収集対象 家庭でお使いのインクカートリッジであれば
メーカーを問いません。
収集場所 振興課窓口、町民会館および活性化センター
問振興課（1階5番窓口） ☎25-0114

広報よこぜ
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２３区担当窓口職員 活動報告

募集期間 2/3（月）～3/4（水）

閲覧場所 町ホームページ、横瀬町役場（2階総務課）
、芦ヶ久保出張所、町民会館

または電子メールのいずれでも可）

応募方法 住所・氏名・計画名を明記の上、総務課まで提出してください。
（様式は自由。窓口提出、郵便（消印有効）
、FAX

ん。個別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

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

●川西地区の防災訓練に参加

第3次横瀬町男女共同参画プラン
（案）

区集落センターで行われた

男女の人権が尊重され、共にいきいきと生きることができる社会の実現を目指すための計画です。

第

防災訓練に参加しました︒地区の皆
さんと一緒に水消火器を使った消火
訓練︑消火栓からの放水訓練を行い
ました︒訓練を通じて︑防災意識や
災害への備えの重要性を︑地区の皆
さんと考えるとても良い機会にな
りました︒
今後も地区の活動に参加し︑地区
の情報収集や区長の相談窓口とし
て努めてまいります︒

計画（案）に対する意見を募集します

区担当窓口制度は︑町内７地区に２名ずつ︑計 名の若手職員を配置

し︑各区長の相談窓口機能の充実︑地域情報収集および若手職員の人材
育成を目的としています︒
担当職員は︑区長からの相談や要望についての対応のほか︑区長の要請

る﹁道の駅果樹公園あしがくぼ﹂が︑

ます。

による会議や行事への出席︑毎月の広報の配布などを行っています︒

一転 し て 元 気 な 芦っ子 た ち の 集 会

普段はドライバーが多く立ち寄

ました︒

芦ヶ久 保 地 区の納 涼 祭に参 加 し

●芦っ子集まる納涼祭

今月号では令和元年度の活動状況の一部について報告します︒

●根古屋地区の道路状況を共有
区長から道路に関する相談を受
け︑建設課へ引き継ぐとともに現場
現場で︑道路の状況を確認してい

確認に同行しました︒
る と 付 近の住 民の方 か ら も お 話 を
場になりました︒

飲んで︑真夏の夕方を楽しく過ごし

には子どもが熱中︒大人も食べて︑

じゃん け ん 大 会 や ボール す くい

聞くことができ︑道路に関する心配
状況や問題点を共有することがで

事など︑今まで気づいていなかった
きました︒
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横瀬町の市外局番は
（ 0494）です

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

問総務課（2階7番窓口） ☎25-0111 FAX 23-9349

芦ヶ久保地区を見ていると︑小さ

4件

ていました︒

会議・その他行事へ
参加

今 後 も ︑区 長 と の コ ミュニ ケ ー

広報等配布

毎月１日
地区ごとに配布
2件

ションを密に取ることで︑最新の情

7件
地域清掃へ参加

あり︑そこに
﹁横瀬町らしさ﹂を感じ

祭事・納涼祭等へ参加

いからこその﹁まとまりの良さ﹂が

37件

報を収集し︑業務にもいかしていき

ました︒

相談・要望等

14

ます︒

問総務課（2階7番窓口） ☎25-0111

16

◆令和元年度の活動状況
（2019年４月〜12月末まで）

23

町県民税の申告相談
申告には、マイナンバー
（個人番号）の記載 と本人確認（番号確認および身元確認）が必要です。
（マイナンバーカード、マイナンバー通知カードは毎年確認をしておりますので必ず持参してください）

◆申告相談に必要な主なもの◆ □ お出かけ前にチェックを!(内容によってはこれ以外の書類等が必要な場合があります)
対象

□

必要書類等
マイナンバー（個人番号）に係る本人確認書類の原本またはその写し
◆マイナンバーカード
（個人番号カード）をお持ちの方

□

番号確認書類
通知カードまたはマイナンバー記載の住民票等

申告者全員

所
得
関
係

給与・年金所得者
事業（営業・農業）所得者
不動産所得者
一時所得者
障害者控除
配偶者（特別）控除、扶養控除
社会保険料控除

小規模企業共済等掛金控除
生命保険料控除
控 地震保険料控除
除
関 寄附金控除
係
医療費控除
セルフメディケーション税制

マイナンバーカードだけで、本人確認（番号確認と身元確認）ができます

◆マイナンバーカード
（個人番号カード）をお持ちでない方

＋

身元確認種類
運転免許証、保険証、障害者手帳、パスポート等

□
□
□
□
□
□
□

はんこ
（朱肉を使用するもの）
申告者本人名義の口座預貯金通帳等（所得税の還付が生じた場合の振込口座登録に必要）
税務署から
「ID･パスワード方式の届出完了通知」、
「利用者識別番号等の通知」
（届いた方）
税務署から
「確定申告のお知らせ」、
「税務署からのお知らせ」（届いた方）
前年の申告書等の控え
（前年申告をした方）
源泉徴収票（必ず原本をお持ちください）
収支内訳書、帳簿類、領収書 等
「収支内訳書」は、必ず事前に作成しておいてください。
□ 生命保険契約等の一時金または損害保険契約等の満期払戻金精算書 等
□ 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、町が交付した認定書 等
□ 配偶者・扶養親族のマイナンバー（個人番号）が分かるもの（毎年持参してください）
□ 国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料・国民年金保険料等の領収書、控除証
明書
□ 小規模企業共済等掛金証明書、領収書
□ 一般生命保険料・介護保険料・個人年金保険料の領収書、控除証明書
□ 地震保険料控除証明書、平成18年末までに契約した旧長期損害保険料支払証明書
寄附金控除の対象であることが確認できる受領書（領収書･振込票）、寄附金控除の対象であ
□ ることが確認できる書類、ふるさと納税は寄附金受領証明書 または ふるさと納税であること
が確認できる領収書（振込票）等
□ 医療費控除の明細書または医療保険者等発行の医療費通知書
□ 医療費の領収書（あらかじめ計算をしてまとめておいてください）
□ 高額医療や生命保険などから還付や補塡された金額がある場合はその金額が分かるもの
□ セルフメディケーション税制の明細書
□ 対象医薬品購入領収書、保険金などで補塡された金額が分かるもの
□ 一定の取組を行ったことを明らかにする書類

※控除対象は、平成31年1月1日〜令和元年12月31日までに支払ったものに限ります。
※源泉徴収票、控除証明書などは申告の際に原本を提出していただく場合がありますので、控を残したいときは
あらかじめコピーをおとりください（申告会場でコピーはおとりできません）。

●公的年金等を受給されている方へ
【所得税の確定申告不要制度について】

公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、公的年
金等以外の所得金額が20万円以下であるときは、所得税の確定申告書を
提出する必要はありません。
ただし、所得税の還付や確定申告書の提出が要件となっている控除(例
えば、損失の繰越)などの適用を受ける場合には、確定申告書の提出が必
要です。
また、年金から控除されていない配偶者･扶養控除、社会保険料控除、
生命保険料控除、医療費控除など各種所得控除を所得税・町県民税に反
映させて税の還付や減額などを受ける場合には、確定申告書または町県
民税申告書の提出が必要です。

●株式等に係る配当所得･譲渡所得の所得税と町県民税で
異なる課税方式の選択について

上場株式等に係る配当所得･譲渡所得については、所得税の確定申告
をすると同様な課税方式が町県民税にも適用されますが、令和2年度「町
民税･県民税 税額決定･納税通知書」、
「特別徴収税額の決定通知書」が送

問秩父税務署

達される前までに、所得税の確定申告とは別に町県民税申告を行うことに
より、所得税とは異なる課税方式（申告不要･総合課税･分離課税）を選択
することができます。

●税務署から所得税の確定申告書
（プレプリント）
が届いていた方へ
【申告書の送付対象者の見直しについて】

近年、
自宅のパソコンなどを利用して確定申告書を作成する方(e-Taxに
より申告する方)が増えたことなどから、従来の茶色い封筒に入った確定申
告の用紙は原則として税務署からお送りしておりません。確定申告の用紙
が届かなくても申告が必要な場合がありますので詳しくは税務署へご確
認ください。

●所得税の確定申告に必要な「利用者識別番号」や
「税務署からのお知らせ」
をお持ちの方は持参してください

税務署から予定納税額や利用者識別番号など申告書の作成に必要な
情報を記載した「確定申告のお知らせ」、
「税務署からのお知らせ」、
「利用
者識別番号等の通知」などが届いた方は必ず持参してください。また、自
宅のパソコンなどから既に利用者識別番号を取得済の方はお間違えのな
いよう印刷等をして申告会場にお持ちください。

☎ 22-4433（自動音声案内 2番選択）／ 税務会計課（1階4番窓口） ☎ 25-0113
広報よこぜ
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申告期間:令和2年2月17日～3月16日
令和2年
2月17日
（月）
18日
（火）
19日
（水）
20日
（木）
21日
（金）
25日
（火）
26日
（水）
27日
（木）
28日
（金）
3月1日
（日）
2日
（月）
3日
（火）
4日
（水）
5日
（木）
6日
（金）
9日
（月）
10日
（火）
11日
（水）
12日
（木）
13日
（金）
16日
（月）

対象地区
18区
19区・20区
21区・22区
1区・2区
3区・23区
4区
5区
6区
7区・8区
対象日にお越しになれない方
9区・10区
11区
12区
13区
14区
15区・17区
16区
対象日にお越しになれない方
対象日にお越しになれない方
対象日にお越しになれない方
対象日にお越しになれない方

町県民税申告相談日程
会場

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

相談時間等

●午前9時〜正午／午後1時〜4時
※土曜･日曜･祝日は除きますが、3月1日(日)は横瀬
町町民会館で受け付けます。
※混雑の状況などにより、長時間お待ちいただく
場合や時間の変更をお願いすることがありま
す。お急ぎの場合は税務署での申告が比較的ス
ムーズです。
※地区ごとに対象日を定めていますが、都合がつ
かない場合は他の日をご利用ください。
※町の申告相談会場では、町県民税の申告と所得
税の確定申告のうち、給与・年金所得の申告、医
療費控除などをお受けしています。
※不動産所得、譲渡所得（株式、土地・建物の譲渡
等）、株式等に係る配当所得、事業所得、雑損控
除(災害減免法適用)、住宅ローン控除、青色申
告、消費税などの申告は町の会場ではお受けし
ておりません。税務署での申告をお願いします。

申告相談会場でマイナンバーカードの出張受付を行います
マイナンバーカードの交付申請に必要な顔写真の無料撮影と申請の受付を申告相談会場で実施します。
受付時間 9:00～12:00（申告相談の全日程で行います）
必要なもの 通知カード、住民基本台帳カード
（お持ちの場合のみ）
、本人確認書類2点（例：運転免許証と健康保険証など）
受取方法 申請から約1カ月後、役場から通知をお送りしますので窓口でお受け取りください。
※申請時に顔写真付き本人確認書類をお持ちいただいた場合は、郵送（本人限定受取郵便）
で受け取ることができます。
問いきいき町民課（１階１番窓口） ☎25-0115
横瀬町の市外局番は
（ 0494）です

広報よこぜ

7 2020・2

健康づくり課事業のお知らせ
言語リハビリ教室（★）

日時 2/12（水）10:00～12:00
内容 失語症の方を対象に、言語聴覚士による集団リハビリを行います。

ウォーキング教室

日時 2/19（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。

一般健康相談（★）

日時 2/20（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。

ソーシャルクラブ（★）

日時 2/25（火）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 2/27（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。

☆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

成年後見制度研修会開催のお知らせ
日時

2/12（水）10:00～11:30

権利擁護などから、障がいや認知症により判定能力

会場

横瀬町町民会館

が不十分な方に対する成年後見制度の必要性が高

内容

法人後見について

まっています。

講師

NPO法人埼玉成年後見センターいきいきネット

対象

障がいや認知症により判断能力が不十分なため将来に不安

さまざまな福祉サービスの利用や日常生活支援、

そこで、障がい者等の権利を守る成年後見制度と

大会議室

を感じている人やその家族、成年後見制度に関心のある人、法人後

法人が行う後見業務について、
よりよく活用するため

見業務の実施を検討している法人等（申込不要）
☎25-0116

の研修会を開催いたします。皆さまのご参加をお待
ちしています。

問健康づくり課

!

保健師です
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こんにちは
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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

プラス から始める生活習慣病予防

今月の記事担当：原

食べ物から摂取したエネルギーは運動により消費します︒運動を

行わずに消費されなかったエネルギーは脂肪として身体に蓄積され︑

血糖値や血圧︑血中脂質を上昇させ生活習慣病の発症・重症化につ

ながります︒

身体活動とは︑
日常生活での仕事︑家事︑通勤・通学等のあらゆる

●身体活動を増やそう

活動とスポーツなどの運動を合わせたものを指します︒

10

普段の生活でこまめに身体を動かすことを意識することから始め

10

て︑
さらに今より 分︑身体を動かす時間を増やしてみましょう︒毎

日のどこかの時間帯に 分間の隙間を見つけて︑ラジオ体操やスト

プラス 分に慣れてきたら︑週に２回︑息がはずむくらいの運動を

10

レッチ︑
ウォーキングなどを取り入れましょう︒

分以上するとさらに効果的です︒

●冬こそ︑脂肪燃焼アップ！

冬は太りやすいというイメージをお持ちではありませんか？実は

冬の方が脂肪を燃やしやすいのです︒気温が下がると人間の身体は

体温を保とうとしてエネルギーを使うため代謝が上がります︒寒い

からと家に閉じこもらず︑
外に出て身体を動かしましょう︒

運動の効果は生活習慣病予防だけではありません︒体力︑筋力を

●生活習慣病予防だけじゃない

維持・向上して抵抗力が高まる︑疲れにくくなる︑血行が良くなり肩

解消︑
認知症やうつ予防など精神面への効果もあります︒

こりや冷え性が改善するなど身体面への効果だけでなく︑
ストレス

健康づくり課では︑運動に関する事業の実施や健康相談等で皆さ

まの健康づくりを支援しています︒
お気軽にご相談ください︒

！
？

30

横瀬町国民健康保険加入の方へ

臓器提供の意思表示にご協力を！
横瀬町では、国民健康保険証の裏面に
「臓器提供意思表示欄」
を設けています。
ご自身が最期を迎えたときに、
あ
なたの意思で救える命があります。
ご自身の意思を尊重するためにも、臓器提供について一度考えていただき、意思
表示のご協力をお願いします。

【臓器提供意思表示欄の記入について】

●記入はあくまでも任意です。強制ではありません。
●記入される場合は、必ずボールペンでお願いします。
●記入内容により、受けられる医療が変わることはありません。
●臓器を提供する旨の意思表示は、15歳以上の方が記入した場合のみ有効です。なお、臓器を提供しない旨の
記入は年齢にかかわらず有効となります。
●意思が変わった場合でも、記入箇所を二重線で訂正することができます。
①意思の選択（１．２．３．いずれかの番号を○で囲んでください。
）
１

私は、脳死後および心臓が停止した死後のいずれでも、移植のために臓器を提供します。

２

私は、心臓が停止した死後に限り、移植のために臓器を提供します。

３

私は、臓器を提供しません。

②提供したくない臓器の選択（①で、１か２に○をした方で、提供したくない臓器があれば×をつけてください。）
《 心臓 ・ 肺 ・ 肝臓 ・ 腎臓 ・ 膵臓 ・ 小腸 ・ 眼球 》
③「特記欄」への記入について
・皮膚や血管、骨など組織も提供したい方は、
「すべて」あるいは「皮膚」
「血管」
「骨」などと組織の提供について
記入できます。
・親族優先提供の意思表示をしたい方は、
「親族優先」
と記入できます。
④署名など
本人の署名および署名年月日を自筆で記入してください。
可能であれば、家族署名欄にご家族が確認のために署名してください。
臓器提供に関する意思表示は、健康保険証の裏面の臓器提供意思表示欄等のほかに、インターネット
（http://www.jotnw.or.jp）による意思登録や臓器提供意思表示カードなどでもすることができます。詳しく
は、公益社団法人日本臓器移植ネットワークのホームページをご覧ください。
問いきいき町民課（1階1番窓口） ☎25-0115 ／（公社）
日本臓器移植ネットワーク

☎0120-78-1069

「女性のこころとからだ・いきいきセミナー」開催のお知らせ
いつも輝く素敵な女性でいるために、
こころとからだの健康を保ちましょう。
あなたの女子力アップを応援します!
日時

3/5（木） 13：30～15：30（受付13：00から）

内容

①女性に多いこころの不調とセルフケアについて
［講師:心理&性カウンセラー 齊藤 敦子 先生］

会場

横瀬町総合福祉センター 2階 研修室

②健康レシピの紹介
定員 30名（申込み先着順）

●●●●●

問・申込

健康づくり課（1階3番窓口） ☎25-0116

よこらぼ12月の採択事業

●●●●●

審査会（12/23開催）答申に基づき 3件のうち2件が採用となりました。
事業名・提案者

事業名：ケア型

概要

親子食堂

障がいや子育てに不安がある保護者など、子育て支援が必要と思
われる方を対象として、
自宅以外の居場所を提供する。
また、一緒に
食事や学習、遊びを通して、子どもたちが健全に育つよう支援する。

採択
提案者：特定非営利活動法人
No.69
ライフアップサポート

（脳にいいアプリ）」を町民
事業名：
「脳と体の健康維持スマートフォンアプリ」
と 「脳と体の健康維持スマートフォンアプリ
へ利用してもらうことによる効果の測定及び自治体による運営の実
務課題を把握する実証を行う。

採択
「高齢者ケアサービス」による健康増進
No.70 提案者：株式会社べスプラ

問まち経営課（2階8番窓口） ☎25-0112
横瀬町の市外局番は
（ 0494）です
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「心当たりがない」
「不審」
なメールは取りあえず無視！
電子メールなどで心当たりのないメールが届いたという相談が寄せられています。
内容は、商品受注を装ったメールを不特定多数の人に送り、
メールに返信してきた人の
個人情報を聞き出し、不当な請求により商品を送り付け、代引請求するという手口になり
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不審なメールには返信をしないようにしましょう。
また、
メール文中に連絡先（電話、URL
等）の記載がある場合も、絶対にアクセスしないようにしましょう。
気になる場合は、
メール中に書かれているURLや電話番号等からではなく、自分から検
索エンジン等を使用して、企業や連絡先の真偽を確認しましょう。
連絡してしまった場合、後に不審な電話やメールが入るかもしれませんが、無視しましょ
う。
自らの電話番号やメールアドレスの変更もできます。
またクレジットカードの番号を
伝えてしまった場合は、すぐにカード会社に連絡し、
カード利用停止を依頼しましょう。
②荷物が届いた場合は、受取拒否をしましょう。

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。

令和元年度行政評価結果を公表します！
町では、行政サービスの向上や行財政運営の効率化などを図るために行政評価制度を導入しています。
この制度は、町が実施す
る事業について、経済性、妥当性、必要性を数値等から客観的に把握と評価をし、その結果を次の計画や予算などに反映させる手
法です。
本年度は、平成30年度に実施した事務事業のうち77事務事業を抽出し、総合評価（担当課所長評価）77事務事業、最終評価4事務
事業を評価しました。
このうち、最終評価した4事務事業についてその概要をお知らせします。

最終評価
担当課所

事務事業名

事業概要

評価

評価コメント

廃止

制度・方法等含めより目的に沿った事業とするため
一度廃止し、発展的な議論をする必要がある。

まち経営課

通勤費助成事業

西武鉄道を利用し遠距離通勤をしている新規学
卒者および転入者に通勤費の一部を補助する。

まち経営課

同窓会応援事業

町内で開催される20人以上が参加する同窓会
過去の実績を確認し、ふるさと納税との連携を含め
一部改善 事業実施の目的を明確にする。
の経費の一部を補助する。

まち経営課

行政評価推進事業 向上を図るため、事務事業を数値で客観的に評 一部改善 すような対象や方法等の仕組みを検討する。

効率的で質の高い行政運営および説明責任の

第6次総合振興計画の中で行政評価の目的を果た

価をし、次の計画や予算などに反映させる。

オンライン相談事業の効果をはかるため、データ
を収集・分析し、検証を行う。

子育て世帯の生活の安定と福祉の増進を図る

子育て支援 児童福祉一般事務
ため、オンライン相談事業やファミリーサポート 一部改善 ファミリーサポートセンターの制度見直しを含め定
課
事業
住自立圏での議論が必要であり、そのうえで今後の
センターの利用料助成等の事業を実施する。
方針を決定する。

総合評価（担当課所長評価）
拡大

縮小

廃止

一部改善

現状維持

合計

7事務事業

1事務事業

0事務事業

5事務事業

64事務事業

77事務事業

問まち経営課（2階8番窓口） ☎25-0112

■入札結果
入札日

12/6

担当課
工事等の名称
教育委員会 横瀬町スクールバス運行業務委託
建設課
管内検査カメラシステム

入札日

12/20

担当課
建設課
振興課

工事等の名称
13区地内川東汚水支線385-1工事
横瀬町農産物加工場施設用備品

（単位：円）

契約方法
指名
指名

予定価格
非公表
非公表

落札（決定）金額
—
1,412,950

落札（決定）
者
不調のため落札者なし
㈱アクティオ秩父営業所
（単位：円）

契約方法
指名
指名

予定価格
1,855,700
非公表

・予定価格および落札（決定）金額は税込みです。

落札（決定）金額
—
3,036,000

落札（決定）者
不落のため落札者なし
株式会社中西製作所北関東支店

問まち経営課（2階8番窓口） ☎25-0112
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記録的な暖冬と環境問題
だけでなく）世界を取り巻く気候自体が大きく変化してき

横瀬町長

よしなり

ているような印象を持ちます。

富田 能成

地球温暖化の影響は、間違いなくあるのでしょう。少な
くとも、赤道付近の海水温は上昇傾向にありますので、雨

昨年12万人を超える人に見ていただいた「あしがくぼ

を降らす雲はできやすいですし、台風も大型化しやすい、

の氷柱」。7年目を迎えた今年は、氷がなかなか形成され

とは考えられます。
これまでの四季の在り方が変わる、異

ず、観光客や関係者を落胆させています。氷柱関係者のこ

常気象が異常気象でなくなる、それだけではなく、生態系

こに至るまでの並々ならぬ努力を知っているだけに残念

が大きく損なわれる、そんな未来を心配してしまいます。
地球温暖化の原因と考えられる温室効果ガス（二酸化

極まりないのですが、原因は記録的な暖冬です。
思えば、
ここ1年は異常気象続きでした。1年前の1月か

炭素など）を削減すること、
と共に気候変動に伴う影響に

ら4月くらいにかけては、降水量が記録的に少なく、極端

柔軟に対応していくこと。
この二つが私たちにも求められ

に乾燥し、水不足が懸念されました。そして記憶に新しい

ています。世界共通の「環境問題」。
これは、対岸の火事で

秋は大型台風が立て続けに上陸、
とりわけ台風19号は2日

はありません。
「国がなんとかしてくれる」ではなく、今や

間で通常年の半年分にも相当するような650ｍｍを超え

我々自身が環境を真剣に考えて行動を起こしていかない

る雨をこの町にもたらしました。
さらにこの暖冬です。
これ

といけないのが今の時代です。心して対応していきたい

ら一つひとつの異常気象をつなぎ合わせてみると、
（日本

と思います。
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みんなで一緒に
を 学ぼう

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

１０

回と

問健康づくり課（1階3番窓口） ☎25-0116

〈良い〉
鼻先に右手こぶしを置く

手話

いつがいいですか?
〈いつ〉
両手を上下に置き、同時に親指から
順に折り、両手５指を折って握る

回﹇
● お出かけしよう﹈

〈相手に問いかける表現 どうですか?〉
右手のひらを左右に動かす（2回繰り
返す）

第

〈買う〉
右手２指の輪を前に出すと同時に左手
のひらを手前に引く
（2回繰り返す）

５月号から始まった﹁みんなで一緒に手話を学ぼう！﹂のコーナーも第
なりました︒
今月のテーマは﹁お出かけしよう﹂です︒
手話で買い物に誘ってみましょう︒

買い物に行きませんか

10

!

子育て

ふれあい
コーナー

子育て応援講座を開催しました！

12/22（日）、横瀬町町民会館において、子育て応援講座
「子育て中の気になること・心配ごとに答えます」を開催し
ました。武蔵野銀行横瀬支店永安寺支店長の教育費の話と
小児科・産婦人科オンライン相談事業でおなじみの小児科
医橋本先生の子どもの疾病についての話でした。
お話の後は、
クリスマス工作。楽しいひとときを過ごしまし
た。

楽しかったクリスマス会！
12/12（木）、児童館では、幼児のお友だちを対象にしたク
リスマス会を行いました。みんなでゲームをしたり踊ったり
して、
とても楽しいクリスマス会になりました。

「花火」

テーマ

学童保育室壁画より
「貼るのが大変だったけど、
できあがったらきれいだった
ので、
うれしかった。」

「大変だなと思ったけど、
始めたらおもしろかった」
か とう

し ゆう

加藤 心悠

ふく だ

くん

ち ひろ

福田 千紘

剣道スポーツ少年団が
「少年剣道教育奨励賞」を受賞しました
秩父剣道連盟主催の第
21回秩父剣道祭におい
て、横瀬剣道スポーツ少年
団の嶌﨑団長に「少年剣
道教育奨励賞」が伝達表彰
されました。
この賞は、少年少女の剣
道指導で地道な活動を続
けている団体に全日本剣
道連盟から贈られるもの
で、団の熱心な取り組みが評価されました。おめでとうございます。
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ちゃん

「税についての作文」で
入賞しました
秩父税務署・秩父地区納税貯蓄組合連
合会が租税教育活動の一環として取り組
んでいる、中学生の「税についての作文」
において、横瀬中学校3年・吉田 美優さ
んが秩父郡市租
税教育推進協議
会長賞に入賞し
ました。おめでと
うございます。

横瀬町母子愛育会の活動を紹介します。

子育て応援
番

横瀬町母子愛育会は、
7地区、
27班、
108名
（※令和元年度の班員数）
で活
動しています。
主な活動内容としては、町民体育祭や健康まつり等の町の事業への参
加、各地区で行われる地区別自主活動等です。地区別自主活動では、各地
区の役員を中心に、各地区工夫を凝らした子どもの楽しめるイベントを開
催しています。
子どもたちが健やかに生まれ育ち、病気・障がいがあっても、高齢になっ
ても、住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう、今後も活動していき
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）】

学校応援団支援ボランティア大募集！
横瀬町では、小・中学校の学校応援団支援ボラン
ティアによる登下校の見守り活動や長期休暇等の学
習支援活動などを通して地域で子供たちを育んでおり
ます。
これまでの多くの皆さまのご協力をいただき、誠
にありがとうございました。
新年度にご協力いただける
「学校応援団支援ボラン
ティア」を募集します。学習、環境美化、見守りなどの支
援活動を通して自分の「できること」
で学校の子供たち
との交流をしてみませんか？
ボランティアとしてご協力いただける方は、3月13日

横瀬町教育委員会定例会の
開催のお知らせ

日時

（金）
までに登録用紙の提出をお願いします。
詳しくは、町ホームページ内の教育委員会のサイト
をご覧いただくか、教育委員会担当までお問合せくだ
さい。
なお、4月以降も随時ボランティアは募集しています
ので、お気軽にお問い合わせください。
町の大切な宝である子供たちのよりよい成長のた
めに、地域の皆さまの温かいご支援とご協力をお願い
します。
問教育委員会（2階6番窓口） ☎ 25-0118

2/28（金）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、2/27（木）
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

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
●

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
4日（火）
２歳児歯科健診、3歳児健診
13日（木）
●赤ちゃんくらす
18日（火）
●3〜4か月児、
9〜10か月児健診
BCG予防接種
20日（木）
●乳幼児健康相談
27日（木）
●

容

保育所等に入っていない

22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。

町民会館
マタニティストレッチ
●ベビーマッサージ

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

児童館
どんぐりの森

7日（金）

バンブーの森

14日（金）

●
●

さくらの森

7日（金）

おはなし会

19日（水）

●
●

ママサロン
横瀬児童館
5日（水）、12日（水）
14日（金）、21日
（金）、26日（水）
長瀞町多世代ふれ愛ベース長瀞 7日（金）

●

皆野町皆野総合センター

19日（水）

秩父市子育て支援センター

28日（金）

活性化センター

横瀬町役場
はぐくみ相談 運動の相談（要予約）
7日（金）
●こどもの心の相談
（要予約）
14日（金）
●

問子育て支援課
横瀬町の市外局番は
（ 0494）です

16日（日）
16日（日）

●

2月

広報よこぜ 13 2020・2

☎25-0110

メープルの森

●

問横瀬児童館

3・10・17日（月）

☎22-2072

月曜・祝日・年末年始休館

開催しました！
●アクティブシニア健康公民館講座
シニアのための
「健康生き生き3B体操」が1/9（木）
から5回講座でスタートしました！
3B体操はボール、ベル、ベルターの3つの用具を使いなが
ら行う楽しい体操です。男性陣も、最初はちょっと恥ずかしそ
うでしたが、
元気な女性陣に負けてはいられません。
アップテンポの音楽に合わせて、気分もスカッとリフレッ
シュ！今年も笑顔で元気にがんばります。

問歴史民俗資料館 ☎24-9650

●土曜ミュージアムトーク
日 時 2/29（土）10:30～12:00
テーマ 秩父地域の巨岩信仰
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
●趣味の公民館講座
「ボタニカルワックスサシェ」

市憲

●
「公民館だより」
の発刊

令和2年度1月
『公民館だよりNo.4』
を発刊！

1月号は文化協会サークルのお知
らせ、1月から3月までの公民館講座
の参加者募集などお知らせがいっぱ
いです。
詳しくは、町民会館窓口、横瀬町役
場、芦ヶ久保出張所、横瀬町ホーム
ページでご確認ください。

哲郎 選

手を取りてワルツを踊る老いの・イブ 玉井

正夫

◆髙田

齋藤

踏台も危険物となり倉庫入り

合

大野 たかお

孝全

小石川 邦治

加藤

音

鯉甲

知

岸岡

横田 賭司楼

飼犬もよく見りゃ家族にどことなく 百

水陸車出番が来たぜ凄い雨

来る春は桜はソット咲くかしら

言わぬ先昔の恋に胸つまる

輪になって新米おにぎり会育つ

名簿廃棄秋に花散るシュレッダー

大半が古希超えているサユリスト

柳
川

『ボタニカルワックスサシェ』
をご存知ですか？
アロマオイルやハーブなどで作った新しい香りのインテリア
としても注目！そっと吊るしておくだけでお
部屋のアクセントになり、
アロマの香りに癒
されます。
日時 2/29（土）10：00～12：00
場所 町民会館 美術工芸室
講師 オリジナルハンドメイドデザイナー
MIMA
定員 25名
参加費 1,200円※当日集金
申込 2/5（水）から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

月曜・年末年始休館 問横瀬町立図書館 ☎22-2267

くものうえのハリー
—ぼくと おかあさんの たからもの—

推薦
図書

城井 文 作・絵

横瀬
書道
サー
サ
ー
サークル
若林 トミヱ さん

100万人が泣いたアニメー
ション 待望の絵本化！
「無償の
愛」
とは親が注ぐだけじゃない。
子からも注がれている。それを
再確認できる絵本です。

2月特設コーナー●心も体も ぽっかぽか
寒い季節にぴったりの「あたたかくなれる本」の特集です。

2/4（火）～2/7（金）の４日間は、蔵書点検のため臨時休館
します。
★2月のナイトライブラリー 12・19・26日
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♬

公民館講座を
●ママとよい子のリトルラビットにも

サンタクロースがやってきた！

♬ 2月の月１まちかどコンサート
寒空にほっこり♥力強いフォークソングをお届けします♪
出演 平沼えりか
日時 2/23（日）11：00ころ～
場所 あしがくぼの氷柱 おもてなし広場

待ちに待ったクリスマス、
「中郷高齢者サロン」のおじいちゃ
んとおばあちゃんたちにダンスを披露したり、
手遊びをしたりし
てとても楽しく過ごしました。サンタさんもリトルの子どもたち
に、
プレゼントを持って来てくれました。

※氷柱が閉園の場合、
「道の駅果樹公園あしがくぼ」にて開催

障がいのある方の美術展
第2回アートセッションin横瀬を開催
障がいのある方たちの美術展が、開催されます。秩父郡市内
い。
詳しくは、
広報と同時配布のパンフレットをご覧ください。

秩父発のＦＭラジオの開局に方言あれこれ笑いを誘う

小学生にミニバス教える息子にて帰りてすぐに出掛け行くなり

柿の木も伐らずば命あるものぞ思えば愛しくひと枝残す

就寝まむとしつつ小声に繰り返す﹁清姫怨霊の段﹂の触りを

小泉

新井

浅見

赤岩

若林

邦子

悦子

信子

タミ

茂

壮次

惠夫 選

二十六年目の弟妹旅行は郷土の父母の墓前の草を引きたり

斉藤

広報よこぜ 15 2020・2

◆富田

ベランダで打ち上げ花火夫と見る特等席と甘酒飲みて

横瀬町の市外局番は
（ 0494）です

あき

問一般財団法人秩父地域地場産業振興センター ☎25-0088

齋藤トシ子

無料（整理券配布）

冬の陽の短き中に豆を打つ莢の中より豆弾け飛ぶ

参加費

島田

一般

対象

ひと夏を笑いつつ咲きしひまわりがはらりはらりと散りゆきて秋

定員 300名

中川美也子

獨協大学教授/経済アナリスト 森永 卓郎 氏

講師

咲き競う数多の小菊晩秋の霜に打たれて尽れし哀れ

演題 「働き方改革が企業の未来を拓く」

イヨ

テーマ 経営者目線の『働き方改革』

町田

(一財)秩父地域地場産業振興センター 4階 大ホール

珍しく朝霧立ちし集落に秩父音頭の想い出浮かぶ

3/11（水）18:30~20:00

場所

由江

日時

町田

地場産センター産学官連携事業
森永卓郎氏講演会の開催

夜祭りに吾を迎えに子等の来て炬燵で見られる花火うれしき

問社会福祉法人昴 ART（s）さいほく
（石平・福田） ☎0493-81-4597

八木原千恵

入場無料（15日の怪談ライブのみ有料）

義姉葬送人生たどれば冬銀河再び無き世に星よ輝け

会場 あしがくぼ笑楽校（旧芦ヶ久保小学校）

八木原優子

3/12（木）～15（日）10:00～17:00

君のうたう雨の詩やさしストックの花の香甘く匂いていたり

日時

歌
短

の方の作品が展示されますので、ぜひ足を運んでみてくださ

YOKOZE

よこぜ 情 報 掲 示 板
イ ベ ント

ムクゲ自然公園からイベントのお知らせ
●幻の「秩父紅」開花＆七宝焼作品展

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）

2/9（日）～3/15（日）10：00～16：30

日時

中学生以上500円

入場料

●小さな森の音楽会～La saison de Fukujyusou Orange～
3/7（土）14：00～17：00（途中ティータイム30分あり）

日時

2,500円（tea&sweet付）

入場料

information

日時

2/15（土）18:00開演

場所 エリア898（JAちちぶ横瀬支店 旧直売所）
高校教師×広報

講師職業

●金子兜太生誕100年記念

誰でも
（参加費無料、事前予約なし）

対象

日時

2/16（日）10：30～・14：00～

企画・運営 MOSAʼS[モサーズ]

料金

一般1,000円 高校生以下500円

問まち経営課（2階8番窓口） ☎25-0112

※場所はいずれもムクゲ自然公園
問ムクゲ自然公園

第12回コーラスフェスティバル

☎62-1688

秩父ミューズパーク 梅まつり
日時

3/8（日）11:00～15:00

場所

秩父ミューズパーク 梅園および園内

2/23（日）12：00開場

場所

秩父ミューズパーク音楽堂

12:30開演

内容

秩父郡市内で活躍している公民館コーラスや一般の

コーラス団体によるコーラスの祭典

野点、綿菓子販売、売店、猿まわし、交通安全体験車「サ

内容

日時

イトくん」体験

秩父地域コーラス団体連絡協議会・秩父ミューズパー

主催

ク管理事務所

問秩父ミューズパーク管理事務所

☎25-1315

問事務局 池田

☎090-1425-4021

ジオウォーキングのお知らせ
一味違った札所めぐり
「横瀬の里を歩く」

募集
熊谷高等技術専門校 秩父分校 4月入校生 追加募集

日時

2/22（土）9：30～16：00（雨天中止）

当校では、就職に必要な知識や技能を習得していただくた

工程

横瀬駅9：30集合～札所８番西善寺～札所6番ト雲寺

めの実技を中心とした職業訓練を実施しています。
電気設備管理科（1年） 2/6（木）～2/21（金）

募集期間

介護サービス科（６ヶ月）2/14（金）～3/9（月）
募集定員 各科 若干名（詳しくはお問い合わせください）
電気設備管理科

2/27（木）
（学科、面接）

介護サービス科

3/12（木）
（面接）

選考

問熊谷高等技術専門校 秩父分校

横瀬の札所をめぐり、15万年前以降の河成段丘、約

内容

1500万年前の古秩父湾終末期の地層などを観察し、秩父盆地
の生いたちや横瀬川の変遷などを考えます。
500円（保険、資料代）

参加費

☎22-1948

当日横瀬駅前にて
（事前申し込み不要）

問NPO法人秩父まるごと博物館 小幡喜一☎090-3007-3863

彩の国ふれあいの森の催し

自衛官募集

●大人の木工体験（折りたたみ式三段ラック）

自衛官候補生（男子・女子）
受付期間

通年

募集資格

18歳以上33歳未満の男女

日時

試験期日 3/5（木）予定
締切

2/28（金）

※自衛官候補生の試験期日は、変更になる場合があります
ので、詳細はお問合せください。
問自衛隊秩父地域事務所

折りたたみ式三段ラックを杉材で制作します。
3,000円

参加費

対象

大人（20歳以上）

申込期限

3/1（日）

●そば打ち体験

応募資格 自衛官として1年以上勤務した者（自衛官候補生
の期間を含む）採用時の年齢は、退職時の階級により異な
る。
（2士で退職した場合、採用年齢が55歳未満に引き上げ）
本人の志願に基づき、選考により採用。

日時

3/22（日）10：00～13：00

内容 地元講師の説明により、奥秩父のおいしい水を使用
し手打ちそばを作ります。
3,000円（昼食付き）

参加費
対象

身分 非常勤の自衛隊員
（特別職国家公務員）

小学生以上（小学生は保護者同伴）

定員 5組（1組4人まで・申込順） 申込期限

1任期3年

問自衛隊埼玉地方協力本部 援護課

3/8（日）10：00～16：00

内容 軽くて丈夫な気軽に持ち運びが出来るとても便利な

定員 5人（申込順）

☎22-6157

予備自衛官応募

任用期間

荷～16：00西武秩父駅解散

申込

注）定員に達した場合、募集をしないこともあります。

採用

～寺坂棚田～新田橋の露頭～札所10番大慈寺～～上之台稲

☎048-831-6045

3/15（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
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
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☎56-0026

寺坂棚田オーナー制度のオーナー募集

第70回記念埼玉県美術展覧会の作品募集について

寺坂棚田では町外からも多くの方が「お米」
「野菜」作りに携

会期

5/26（火）～6/17（水）
（月曜休館）

わっています。きれいな水やお米作りに最適な環境が整って

会期中の開館時間は10：00～17：30

いるため、美味しいお米ができ、多くの方に喜ばれています。

観覧無料

オーナー会では、農機具の貸出し(有料)も行っていますので、

会場

気軽にお米作りが楽しめます。やる気のある方と交流を深め、

出品部門

地域の活性化を目指していますので、歴史ある「寺坂棚田の

※各部門規格制限があり
（詳細は開催要項参照）

保存」を目的に、ぜひ横瀬町内の方も、寺坂棚田で「お米」
「野

応募資格

菜」作りをしてみませんか。

く）

問寺坂棚田オーナー会 代表 町田修一

☎24-0402

県立近代美術館
6部門（日本画、洋画、彫刻、工芸 、書、写真）
15歳以上の県内在住、在勤、在学者（中学生を除
各部門3点まで

出品点数

大学の開放授業講座の受講生募集

出品手数料

１点につき3,000円

搬入期間

個人搬入 5/8（金）
・9（土）
・10（日）
業者搬入 5/7（木）
・9（土）
・10（日）

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

10：00～16：30

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。
募集開始
期間

2/1(土)～

対象

おおむね4月～8月

県内在住の55歳以上の方

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

（※業者搬入日のうち7日は日本画、洋画、書のみ受付13：00～
16：30）
応募方法

開催要項を確認の上、搬入期間に近代美術館へ

費用

各科目10,000円程度

直接持参（事前申込不要）

申込

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

開催要項・申込書

a0603/4-rikarento.html）の募集案内を確認の上、各大学へ直

県文化資源課または最寄りの市町村文化行政主管課、公民館、
図書館、文化会館、
シルバー人材センター等で入手できます。

接申込
問埼玉県高齢者福祉課

〈県展ホームページ〉

☎︎048-830-3263

「埼玉県美術展覧会」で検索するか以下のURLで御覧にな

お知らせ

れます。http://www.pref.saitama.lg.jp/f2216/geibunsai/
kenten.html

「卒業献血キャンペーン」
〜高等学校の今年度卒業生（予定者含）の方限定〜
今春、高校を卒業する皆さん！卒業記念に献血をしてみませ
んか？キャンペーン期間中の4月末までに、献血の申し込みを
していただくと、埼玉県限定デザインの「吸水マイクロファイ
バー傘カバー」
をプレゼントしています。
実施場所は、県内の献血ルーム（7カ所：所沢・川越・鴻巣・
越谷・大宮・川口・熊谷）
と、県内を巡行する献血バスです。
冬場から春先にかけては、風邪などで体調を崩す方が多い
こと等から、献血者が減少しがちとなっています。

ズ）を同封の上、県文化資源課芸術文化推進担当へ御請求く
ださい。
請求・照会先

埼玉県教育局市町村支援部文化資源課芸術

文化推進担当
〒330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1
☎048-830-6925

FAX 048-830-4965

寺坂棚田学校生徒募集！
寺坂棚田の美しい景色と自然豊かな棚田で古代米(黒米)づ
くりをしてみませんか。地元有志の指導員による丁寧な指導の

皆さんの温かいご協力をお願いします。
※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

郵送希望の場合は、140円切手を貼った返信用封筒（角２サイ

☎︎048-830-3635

もと、楽しく稲作体験ができる
「稲作体験教室」
と、自分で稲作
を目指す人のための「棚田オーナートライアル教室」が設けら
れています。寺坂棚田で楽しい汗を流してみませんか。

労働力調査にご協力ください

対象者 年齢制限なし
（原則、中学生以下は保護者同伴）

総務省統計局では、都道府県を通じて、毎月労働力調査を

期間

実施しています。
横瀬町では、2月から5月にかけて本調査が行われます。
この調査から得られるデータは、国や都道府県が実施する
雇用失業対策などの企画・立案をする上で重要な指標として
利用されます。
調査の対象となった世帯には県から委嘱された統計調査員
が伺いますので、
ご協力をお願いします。
問埼玉県統計課人口統計担当

☎048-830-2314

4月～11月
（年10回程度・日曜日9:00～12:00）

入校料 10,000円（収穫した黒米を生徒全員に分配）
申込・申込方法
１．学校長宛メール（E-mail : hirayoshi103@gmail.com)
２．横瀬町ブコーさん観光案内所（☎25-0450）
申込み時に氏名・郵便番号・住所・電話番号をお知らせください。
募集期間

原則11月から５月ですが、興味があったらいつで

もお問合せください。
その他 詳細については下記ホームページ参照
「寺坂棚田学校ホームページ」URL（http://www7b.biglobe.
ne.jp/~y_hiranuma/）
【寺坂棚田学校】
で検索可

横瀬町の市外局番は
（︎0494）です
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よこぜ 情 報 掲 示 板

YOKOZE
information

お知らせ
たばこは町内のお店で買いましょう

秩父税務署からのお知らせ

たばこの税金の一部は、たばこを購入した販売店の所在
する市町村の収入となって、みなさまの暮らしに役立てられ
ています。
平成30年度の横瀬町の町たばこ税収は約3,800万円で、
横瀬町の貴重な財源となっております。
たばこを購入する際は町内のお店で買いましょう。

家畜伝染病予防法に基づく定期報告について

●所得税等の申告相談について
確定申告会場 秩父税務署
まで（土曜日、
日曜日、祝日を
開設期間 2/17（月）から3/16（月）
除きます）
相談受付 8：30～16：00（提出は17:00）
まで
相談開始 9：00
※会場の混雑状況により、受付を早めに締め切ることがあります。

確定申告関係の申告期限・納期限と口座振替日

家畜の病気の発生やまん延を防ぐため、家畜などの動物を

税目
（簡略表記）

申告期限・納期限

口座振替日

所得税

3/16（月）

4/21（火）

所有する方は、家畜伝染病予防法の規定に基づき、定期報告
書の提出が義務づけられています。
報告が必要な動物

贈与税

3/16（月）

制度なし

消費税

3/31（火）

4/23（木）

牛・水牛・鹿・馬・めん羊・山羊・豚（ミニブタを含む）
・いのしし

※新規に口座振替をする場合は振替依頼書の提出が必要です。

鶏・あひる
（アイガモを含む）
・うずら・きじ・だちょう・ほろほろ

●台風19号により被害を受けられた皆様方へ
台風19号により被害を受けられた皆様方に、心からお見舞
い申し上げます。災害などにより住宅や家財になどに損害を受
けた場合には、確定申告を行うことで所得税法の雑損控除また
は災害減免法の適用を受けることができます。詳しくは秩父税
務署までお気軽にお問合せください。
（申告内容・税務相談全
般☎22-4433 自動音声案内「０」番）
●所得税および復興特別所得税の申告は、
自分で作成してお早めに！
令和元年分の所得税および復興特別所得税の確定申告の
提出期限は、3/16（月）
です。
国税庁HPの「申告書作成コーナー」
でご自宅のパソコン等か
ら作成し、I D・パスワードを利用しますとe-Taxで簡単に申告が
できます。
～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）をはじめ全ての所得
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！
秩父税務署の確定申告会場では、
「スマホコーナー」を設置
いたしますので、
ご利用ください。
税務署閉庁日の提出方法
閉庁日（土・日曜日・祝日）は、秩父税務署での相談・受付は
行っていませんが、確定申告書は郵便や信書便による送付また
は税務署の時間外収受箱への投函により提出することができ
ます。
（e-Taxを利用すれば、24時間自宅のパソコン等からいつ
でも申告できます！）
問秩父税務署 ☎22-4433（自動音声案内「2」番選択）

鳥・七面鳥
※犬・猫・うさぎ・インコ等は報告の対象となりません。
また、
ミ
ニブタは豚に、烏骨鶏（ウコッケイ）は鶏に含まれますので報
告の対象となります。
報告方法

毎年2月1日現在の飼育頭羽数等を所定の報告書

（町ホームページまたは役場振興課窓口で入手）に記入し、
毎年4月15日までに熊谷家畜保健衛生所に郵送またはFAXで
提出してください。
問・提出先

埼玉県熊谷家畜保健衛生所
〒360-0813 熊谷市円光1-8-30
☎048-521-1274 FAX048-526-1063

リサイクル伝言板

家庭で不用になった品物や必要とする品物の情報を登録し、紹介しています。
なお、登録できる品物は、無料のものに限ります。

［引取希望］ ●木製の餅つき用臼（2升）※2升より大きくても可
●ベビーベッド 柵のみで布団は不要
●チャイルドシート 新生児から使える物

2020年1月31日現在

問・申込
まち経営課（2階8番窓口） ☎25-0112

※品物の登録期間は３カ月で、
登録者は横瀬町民の方に限ります。
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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

日時 2/25（火）13:00～15:00
場所 横瀬町総合福祉センター

日時 2/20（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。

●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 2/19（水）
・3/18（水）18:00～20:00
場所 横瀬町町民会館

●障がい者の就労等について

県民相談総合センター ☎048-830-7830

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

埼玉県定例相談

秩父保健所
秩父保健所

●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

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

3/3（火）13:30～15:00

●子どもの心の健康相談 ※要電話予約

●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）

☎22-3824

●ひきこもり専門相談 ※要電話予約

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

☎25-0111

●法律相談 ※要電話予約

臨床心理士（公認心理師）相談
日時 2/28（金）14:00～16:00
医師相談
日時 3/10（火）13:30～15:00

＃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。

₂₀₂₀年₂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）

2日

在宅当番医療機関
（診療時間 9:00～18:00）

小鹿野中央病院（内） 小鹿野町

☎75-2332 近藤医院（内・小）

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

☎22-0043 皆野病院

皆野町

☎62-6300

☎25-2711 秩父病院

和泉町

☎22-3022

横瀬町 ☎24-0160 あいおいクリニック（内・消内） 相生町 ☎26-7001 秩父市立病院 桜木町
（内・小）
熊木町 ☎23-8561 小鹿野中央病院（内） 小鹿野町 ☎75-2332 石塚クリニック（内・呼） 大野原 ☎22-6122 秩父市立病院 桜木町
小鹿野中央病院（内） 小鹿野町 ☎75-2332 金子医院（内）
皆野町 ☎62-0039 秩父病院
和泉町

☎23-0611

9日
11日 医師会休日診療所 荒舩医院（内・外）
16日
23日
24日

救急告示医療機関※
（診療時間 8:30～翌日8:30）

松本クリニック
（内） 日野田町

☎22-3000 水野医院（内）

日野田町

山

町

田

☎22-3315 皆野病院

皆野町

☎23-0611
☎22-3022
☎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

皆野町
☎62-6300
皆野病院
桜木町
☎23-0611
秩父市立病院
和泉町
☎22-3022
秩父病院
桜木町
☎23-0611
秩父市立病院
桜木町
☎23-0611
秩父市立病院
2/1 秩父病院、2/8 秩父市立病院
2/15 皆野病院、2/22 秩父市立病院
土
2/29 皆野病院

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

本

町

桜木町
和泉町
桜木町
桜木町

救急電話相談

☎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
☎23-0611 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

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
☎23-0611 ください。
NTTプッシュ回線・ひかり電話・携帯電話
☎23-0611

#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～2012年₁月₃₁日）

（2019年₁月₁日～2012年₁月₃₁日）

人身事故件数
死者数
負傷者数
物件事故件数

◦26件（±0）
◦1件（+1）
◦33件（－5）
◦165件（+2）

事故死ゼロ 267日

2 月の
納税

不法侵入 ◦ 1件
窃盗 ◦11件
器物損壊 ◦ 5件
傷害・暴行 ◦ 2件
軽犯罪法違反 ◦ 2件

休日在宅歯科当番医 応急処置
23日
24日

※診療費用は通常の保険診療
診療時間（10:00～13:00）
扱いとなるため、保険証を持
小鹿野町 ☎72-7201
しまだ歯科医院
参ください。
長瀞町
☎66-3418
野上歯科医院

《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4期
第8期
第8期
第8期

納期限:3/2⺼
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 19 2020・2

※必ず電話で確認の上受診して
ください。

千島羽未さん
珠算競技大会で横瀬町長賞
秩父珠算教育連盟主催の第56回全秩父珠算競技大会
で、千島羽未さん（だるま珠算塾）が、日ごろの成果を十分
発揮し、横瀬町長賞を

日本に昔から伝わる文化を
学びました！

獲得しました。
おめでとうございま
す！
！

アクティブシニア事業の1つとして、男の礼和（れいわ）塾
を11月から12月にかけて実施しました。
令和の新しい時代が始まった中、
日本に昔から伝わる文
化を学ぶきっかけづくりとして、
「写経･坐禅」
「茶道」
「着付け」
「シュロの葉手芸」
を4回に分けて体験しました。

令和元年度
「25歳の成人式」を実施しました

男性だけでは少し参加しづらいと思われる分野をこの講
座を通して、
身近に触れたことで、新しい学びや発見があっ

1/4（土）
、昨年度に引き続き
「25歳の成人式」
を実施しま

た講座となりました。

した。今年度25歳を迎える34名が参加し、各々の近況を語

また、参加者同士の

り合いながら同郷の仲間との時間を過ごしました。

交流を深めることも

参加者からは「20歳の成人式以来の集まりで、横瀬町の

できました。

良さを改めて実感した。
」
との声がありました。
この事業は若者の町外への流出が続く中で「25歳」
とい
う時期が、同級生や恩師との
再会によって横瀬町への愛着
を再認識してもらうために適
した時期であるという考えの
もと実施しています。
問まち経営課（2階8番窓口）
☎25-0112

お ざわ ふう か

小澤 風香ちゃん
2019年2月20日生
史久・香奈夫妻（4区）

ね

元気に育って

いっぱい食べて

まち だ

、
笑顔いっぱい
なってね！
元気に大きく

いっ さ

町田 一心くん

きた がわ

な

2019年2月26日生
誠八・悠子夫妻（10区）

元気に
♥♥
大きくなってね♥

●「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.

619

2020年₁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

3,142（ −9） 3,836（ −9） 3,885（ −8）

7,721（−17）

3,335（−10） 4,068（−10） 4,126（ −8）

8,194（−18）

193（ −1）

秩父郡横瀬町大字横瀬4545番地

232（ −1）

☎25-0111㈹

お

北川 菜央ちゃん

2019年2月10日生
雄佑・久実夫妻
（10区）

241（ ±0）

473（ −1）

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）

