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こんなときは国民健康保険の
異動手続き
（届出）
を！
届出は、本人または同一世帯の方のみできます。
勤務先が国民健康保険の資格異動の手続きをしてくれることはありません。
届出をする方は本人確認書類と下記の届出に必要なものを持参してください。
【届出は、資格の取得・喪失から14日以内にお願いします。】
届出が必要な場合
国民健康保険に入る

国民健康保険をやめる

届出に必要なもの

・退職等で社会保険等をやめたとき
・社会保険等の扶養から外れたとき

・世帯主と対象者全員の個人番号が確認できるもの*
・健康保険の資格喪失証明書
（退職日または資格喪失日がわかる書類）
・扶養から外れた日がわかる証明書 等

・横瀬町から転出するとき

・世帯主と対象者全員の個人番号が確認できるもの*
・対象者の国民健康保険証

・就職等で社会保険等に入ったとき
・社会保険等の被扶養者になったとき

・世帯主と対象者全員の個人番号が確認できるもの*
・新たに加入した健康保険証
・対象者の国民健康保険証

・世帯主と対象者全員の個人番号が確認できるもの*
・修学のため転出（住所を異動）
するとき ・
「在学証明書」
または「学生証」
・対象者の国民健康保険証

その他

＊「本人確認書類」
とは運転免許証、マイナンバーカードなど。
（原則顔写真付きのもの）
＊「個人番号が確認できるもの」
とは、マイナンバーカードまたは通知カード、マイナンバー入りの住民票を指します。

資格異動後に医療機関等を受診する際は、必ず「新しい保険証」を提示してください。
＊療養中の方で、国民健康保険から他の健康保険へ変わったり、逆に他の健康保険から国民健康保険へ加入した際には、診
察券だけではなく、必ず「新しい保険証」を併せて提示し、保険証が変わったことを医療機関へ申し出てください。

問いきいき町民課（1階1番窓口） ☎25-0115

住所の異動手続きを忘れずに！
住所の異動届（転入届・転出届・転居届など）は、国民健康保険、国民年金、選挙人名簿への
登録などにつながる大切な手続きです。
手続・届出期間

届出に必要なもの

転入（町外→横瀬）
転入した日から14日以内

・本人確認書類*
・印鑑
・マイナンバーカードまたは通知カード
・前住所地の市区町村発行の転出証明書

転出（横瀬→町外）
転出前または転出先に
住み始めてから14日以内

・本人確認書類*
・印鑑
・国民健康保険証（被保険者）
・印鑑登録証（登録者）

転居（横瀬→横瀬）
転居した日から14日以内

・本人確認書類*
・印鑑
・マイナンバーカードまたは通知カード
・国民健康保険証（被保険者） ・後期高齢者医療保険証（被保険者）
・こども医療費受給資格証（受給者）

・後期高齢者医療保険証（被保険者）
・こども医療費受給資格証（受給者）

＊「本人確認書類」
とは運転免許証、マイナンバーカードなど。
（原則顔写真付きのもの）

注意
■代理人が手続きする場合には、委任状などが必要になることがあるので、あらかじめお問い合わせください。
■「通知カード」
「マイナンバーカード」
「住民基本台帳カード」および「在留カード」の住所は最新にする必要が
あります。住所が変わった場合には、新住所の市区町村窓口で手続きをお願いします。

問・申請先 いきいき町民課（1階1番窓口） ☎25-0115
詳しくは横瀬町ホームページの手続きガイドをご覧ください！
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３月28日（土）休日窓口を開設します
引越し等の手続きで多くの方が役場を利用されるため、休日に開庁し、転入・転出に関わる窓口業務を行い
ます。
日時 3/28（土）9:00〜16:00
主な取扱業務

転入・転出などの届出、住民票等証明書発行業務、印鑑登録、マイナンバーカードの交付、国

民健康保険の資格取得・喪失の手続き
次の業務はお取り扱いできません▶︎町税に係る証明書発行、転入届のうち転出地市町村でマイナンバーカー
ド等を利用した転出の届出をした場合

問いきいき町民課（1階1番窓口） ☎25-0115

小規模事業者登録制度のご案内
町では、町内事業者の受注機会の拡大を図るため、町が発注する小規模な修繕や物品の納入等の契約につ
いて、小規模事業者を対象に登録制度を設けています。登録を希望する事業者は登録の申請をしてください。
対象となる契約

内容が軽易で、履行の確保が容易であると認められる契約で、その金額が1件80万円以下

のもの
登録できる方

中小企業基本法に規定する小規模事業者のうち、横瀬町内に主たる事業所を有する法人また

は個人事業主で、次のいずれにも
「該当しない」方
（1）成年被後見人若しくは被保佐人または破産者で復権を得ない方
（2）横瀬町建設工事等競争入札参加資格者名簿に登録されている方
（3）希望業種を履行するために必要な資格、許可等を有しない方
（4）町税を滞納している方
登録申請方法

登録申請書（町ホームページからもダウンロードできます）に町税完納証明書と許認可証等

の写し
（許認可、免許等が必要な業種の場合）を添えて申請してください。
問・申込

振興課（1階5番窓口） ☎25-0114

「ブコーさんのうららか農園」利用者の募集
町では、農業に従事したことのない方が野菜や花等を栽培することで、農業に対する理解を深めるとともに、
農業体験を通じて地域間の交流機会を増やしていただくため、
「ブコーさんのうららか農園」
を開設しています。
令和2年度も次のとおり、新たな利用者を募集しますので、希望される方はお申し込みください。
募集区画

5区画（希望者多数の場合は抽選となります。）

利用期間

令和2年4月1日から令和3年3月31日

申込期間

3/2（月）～16（月）
まで
問・申込 振興課（1階5番窓口） ☎25-0114

利用料

1区画当たり3,000円（年額）

令和２年度安全安心支援ボランティア紹介式のお知らせ
横瀬町学校応援団「安全安心支援ボランティア」
として児童生徒の登下校の見守りをはじめ、学校の教育活動
に対するご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
令和2年度の学校教育活動のスタートにあたり、横瀬小学校児童への安全安心支援ボランティア紹介式を下
記のとおり実施します。
登録者をはじめ、学校応援団支援ボランティアとしてご協力いただける方は、
ご多用の折りとは存じますが、
ご参加くださいますようお願いします。
日時 4/8（水）11:00

会場 横瀬小学校

日程 11:00 諸連絡・打合せ［図書室］

11:30 児童への紹介式［校庭］
（紹介式終了後、児童の下校を見守りな

がら一緒に帰宅していただきます）
その他 ・学校応援団のベスト、帽子等をご着用ください。お持ちでない方には当日配付いたします。
・令和２年度用の登録用紙を提出されていない方は、お手数ですが、当日ご記入願います。
問教育委員会（2階6番窓口） ☎25-0118

横瀬町の市外局番は
（︎0494）です
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スポーツ安全保険に加入しませんか！
スポーツ活動や文化活動、ボランティア活動などを行っている団体の方におすすめの、公益財団法人スポーツ安全協会
が取りまとめている保険です。協会では、2020年度の加入受付を3月1日から開始します。
なお、2019年度に加入された団体の保険期間は３月末までで、継続するには再度手続きが必要となりますのでご注意く
ださい。
必ず｢スポーツ安全保険のしおり｣または｢あらまし｣をよくお読みになり、内容をご確認ください。
対象 スポーツ活動や文化活動などを行う4名以上の団体
対象となる事故の範囲

団体管理下での活動中（国内）やその往復中の事故など

掛金（1人あたり年額） 中学生以下の団体・高校生以上の文化活動

800円

中学生以下で個人活動も対象

1,450円

スポーツ活動、子供の指導(高校生以上64歳以下)

1,850円

スポーツ活動、子供の指導(65歳以上)

1,200円

危険度の高いスポーツ活動(全年齢)

11,000円

補償内容

傷害保険、対人および対物賠償責任保険、突然死葬祭費用保険

保険期間

2020年4月1日〜2021年3月31日

※加入区分により補償金額は異なります

※4月1日以降の申込みは、加入依頼書を郵送した消印日と払込日のいずれか遅い日の翌日から有効

申込み方法

郵便局窓口で払込後、払込受付証明書を貼付した加入依頼書を埼玉県支部へ郵送（４月以降も随時受け

付けています）
※加入申込書等は、教育委員会に用意してあります ※スポ安ねっとをご利用の場合は、協会ホームページをご覧ください

問 教育委員会（2階6番窓口） ☎25-0118 ／（公財）
スポーツ安全協会埼玉県支部

☎048-779-9580

スポーツ少年団員を募集しています！
スポーツ少年団では、小・中学生のみなさんの入団をお待ちしています。
親子で一緒にスポーツ少年団活動に参加すると、子どもの成長ぶりを間近で見られます。
また大会などでは親子で
喜びや悔しい思いを共有でき、共通の話題が増え、親子の絆がより強まります。
まずは単位団の活動を見学し、
その単位団において入団手続きをしていただきますようお願いします。
「スポーツ少年団」
とは 発育発達期の子どもたちにスポーツに親しむ機会を提供し、心身ともに健全に育てることを目
的とした団体です。運動が苦手と思われるお子さんでも、計画的・継続的な活動によって基礎体力や筋力を身につける
ことができます。
また、体力の向上は健康な体づくりにもつながります。
さらには集団活動の中からチームメイトとの強
い友情が育まれ、子ども同士や大人と接する機会も多いため、社会性や礼儀も身につきます。横瀬町内では、次の6つ
の単位団がそれぞれ活動しています。
単位団名

代表者

練習日程

練習場所

横瀬柔道

町田

勝一

毎週火曜日 19:00～21:00

横瀬中学校体育館内柔道場

横瀬剣道

嶌﨑

正昭

毎週火・金曜日 19:00～21:00

横瀬中学校体育館内剣道場

横瀬武甲
（軟式野球）

逸見

和秀 毎週土・日曜日、祝日8:00～13:00（試合等により延長有）

横瀬ソフトテニス

櫻井

善雄

毎週日曜日 13:00～16:00

横瀬中学校テニスコートほか

横瀬ミニバスケットボール 浅見

幹雄

毎週火・木・日曜日
18:30～20:20（火・木） 9:00～12:00（日）

横瀬町スポーツ交流館
（横瀬小学校体育館）

毎週土曜日 13:00～16:00
毎週日曜日 8:30～12:00

町民グラウンドおよび
横瀬小学校第２グラウンド

横瀬サッカー

八木原宏明

問教育委員会（2階6番窓口） ☎25-0118
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町民グラウンドほか

姿の池 耐震化事業と

「ため池ハザードマップ」について
姿の池は、横瀬町が所有する農業用ため池です。農林水産省では、ため池の下流域に家屋等が存在し、万一の決壊の
際、人的被害を発生させるおそれが考えられるため池を
「防災重点ため池」
に選定していて、姿の池もその一つです。
現在施工中の
「姿の池耐震化工事」
は、池の耐震性能を高める工事ですが、工事区域への立ち入り規制期間が予定を超
過し、3月末までとなります。
ご迷惑をおかけしますが、
ご理解とご協力をお願いします。
また、工事後の条件で作成した姿の
池ため池ハザードマップの概要を説明します。
１．姿の池耐震化事業について
姿の池では、埼玉県が事業実施主体となり、平成30・31（令和元）年度に耐震化工事が行われています。
この工事によ
り、大きく２つの改善効果が期待されます。一つは、洪水吐け
（安全確保を目的に、池の水面を一定の高さに保つための
放流設備）の吐け口の高さを70㎝下げました。
これにより、池の水面が70㎝低下し、
その分池の水量が少なくなりますの
で、堤体（堤本体）にかかる水圧荷重を軽減させる効果があります。
もうひとつは、堤体の高さを約90㎝下げ、厚みも薄く
しました。
これにより、堤体の重量が軽くなり、
自重による堤体崩壊を防止する効果があります。
２．
「姿の池ため池ハザードマップ」
について
ため池ハザードマップとは、ため池が決壊した場合を想定して、地図上に浸水範囲や浸水時の最大水深、浸水到達時
間等を表示したものです。
地域住民の方々には、
このハザードマップを平常時から意識していただくことで、防災・減災意識を高め、災害に関す
る情報共有や災害への心構えなどに役立てていただけるほか、万一の災害発生時には、迅速かつ的確な避難行動に結
びつくと考えられます。
「姿の池ため池ハザードマップ」は、姿の池耐震化工事完了後の土地形状などから想定される浸水区域等を示してい
ます。必ずこのような浸水状況になるというわけではなく、
あくまで想定であることをご理解いただき、災害からご自身や
ご家族、近隣住民の方々等を守るための参考資料としてご活用ください。
問振興課（1階5番窓口） ☎︎25-0114
●姿の池 ため池ハザードマップは 町ホームページ
（http://www.town.yokoze.saitama.jp/soshiki/shinkou/nourin/
documents/sugatanoike_000.html）のほか、振興課の窓口でもご覧いただけます。

※イメージ図です

横瀬町の市外局番は
（︎0494）です
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下水道を利用できる区域が広がります！
町では、生活環境の改善や公共用水域の水質保全等
のため、下水道事業を進めています。
令和2年4月1日より、下水道を利用できる区域が広が

横瀬町特定環境保全公共下水道
令和2年4月1日供用開始区域図

中郷11区内

りますのでお知らせします。

大堀川

下水道を利用するためには、町に登録している指定
工事店による排水設備工事が必要です。

主要地方道熊川小川秩父線

指定工事店については、町ホームページをご覧いた
だくか建設課までお問い合わせください。
また、
以下のとおり関連図書の縦覧を行います。
［供用開始区域関連図書の縦覧］
場所 横瀬町役場 建設課（2階9番窓口）
期日 3/2(月)〜13(金) 8:30〜17:15
※土曜日、
日曜日を除く

一般国道299号

姿の池

横瀬町下水道排水設備
指定工事店一覧

西武鉄道 西武秩父線

問建設課（2階9番窓口） ☎25-0117

緊急通報システムを貸出しています！
町では、ひとり暮らしの高齢者等を対象に緊急時のために緊急通報システムをお貸ししています。

緊急通報システムは、自宅内で急病や事故など緊急に救助が必要になったときに、装置のボタンを押すだ

けで、直接消防本部に通報されるシステムです。
●対象者について

横瀬町に住所を有し、住居に電話を設置している高齢者等で、次の各号のいずれかに該当する方が対象と
なります。
（1）重度身体障害者（障害の程度が１級または２級）の方
（2）65歳以上で身体上慢性的な疾患などにより、
日常生活を営む上で常時注意を要する方
（3）ひとり暮らしに不安を抱える高齢者（昼間または夜間ひとりになる方を含む）の方
※（1）、
（2）は同一居住内に通報できる親族等がいない方
●費用について
対象者（1）、
（2）に該当する方は、装置の設置費用は町が負担します。使用にかかる基本料金、通話料金およ
び電気料金は利用者の負担になります。
対象者（3）に該当する方は、使用に係るすべての費用が利用者の負担となります。
●申請方法について
健康づくり課へお越しいただき、緊急通報システム利用申請書をお受け取りください。申請書の必要事項
（対象者や親族、
ご近所の協力者の連絡先、担当地区の民生・児童委員の意見欄等）を記入後、健康づくり課
へ提出してください。貸与が決定後、契約業者が機器の設置に伺います。

問健康づくり課（1階3番窓口） ☎25-0116
広報よこぜ
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急性期脳梗塞治療ネットワークについて
埼玉県では、埼玉県急性期脳梗塞治療ネットワーク
「SSN」の運用が平成30年1月から始まっています。
SSNとは、急性期脳梗塞治療が必要な患者さんを、救急隊の判断で秩父管内の病院を経由せず、SSN参
加医療機関に直接搬送する仕組みです。
※秩父地域の患者さんの主な搬送先は次の表のとおりです。
埼玉県急性期脳梗塞治療ネットワーク
（SSN）参加医療機関
基幹病院

埼玉県北部

深谷赤十字病院
循環器・呼吸器病センター
（埼玉医科大学国際医療センター）
（埼玉医科大学総合医療センター）
（埼玉石心会病院）
連携病院
関東脳神経外科病院
熊谷総合病院
行田総合病院
羽生総合病院

※（

）は基幹病院を後方支援する医

療機関です。
※SSNは「Saitama Stroke Network」の
略称です。

急性期脳梗塞治療とは、血栓を溶かす薬を点滴投与するt-PA治療や、
カテーテルで血栓を取り除く血栓
回収療法などを行う脳血管内治療です。いずれも発症してから治療を受けるまでの時間が短いほど、麻痺
や言語障害などの後遺症を防げる可能性が高まります。
また、SSNは急性期脳梗塞の疑いがあるすべての患者さんが対象です。少しでも疑いがあるようでした
ら、ためらわずにすぐに救急車を呼んでください（その際に発症時間を記録してください）
。
救急隊が症状を確認し、急性期脳梗塞治療が必要な場合は、SSN参加医療機関に受入要請、救急車で直
接搬送します。救急隊とSSN参加医療機関との広域連携により、患者さんを迅速・円滑に受け入れることが
できます。
急性期脳梗塞の代表的な発症のサイン
●体の片側だけがしびれる、力が入らない、動かせない
●ろれつが回らない
●とっさに言葉が出ない、相手の言うことが理解できない
●左右のどちらかにある物が見えていても認識できない
●片側の目が急に見えなくなる
●めまい、ふらつき
●激しい頭痛 など
一時的に回復したとしても、
このような症状が起きた後は、急性期脳梗塞を発症する危険性が高いで
す。早期に治療すれば、回復する可能性が高まりますので、発症のサインを放っておかないように気をつ
けてください。
問埼玉県保健医療部医療整備課

☎048-830-3559 ／ 横瀬町健康づくり課（1階3番窓口） ☎25-0116

膠原病当事者の会「花みずき会」参加者募集
膠原病とは、関節リウマチなどの自己免疫疾患です。当事者の会に参加し、病気や療養生活などの情報
交換をしてみませんか？
日時 奇数月第２木曜日
（原則）13:30～15:30

場所 秩父保健所 ２階 談話室

内容 茶話会・絵手紙作りなど
問秩父保健所保健予防推進担当 ☎22-3824

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
こころの健康相談（★）

日時 3/6（金）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）。

オレンジカフェ（★）

日時 3/10（火）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。

言語リハビリ教室（★）

日時 3/11（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。

ウォーキング教室

日時 3/18（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 3/23（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。

☆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

令和２年度のオレンジカフェ開催について
オレンジカフェとは、認知症の人やその家族、地域の方や医療・介護等の専門職など、地域の誰もが参加できる集いの
場所です。
令和２年度も今年度同様に毎月１回、下記の日程で開催します。
仲間づくり・情報交換・介護の相談など、気軽に相談できる場所です。認知症予防に効果的と言われている音楽や運動
などを取り入れて実施しますので、興味のある方はぜひ一度参加してみてください！
！
4/23（木）

7/22（水）

10/22（木）

1/28（木）

5/28（木）

8/27（木）

11/26（木）

2/25（木）

6/25（木）

9/23（水）

12/24（木）

3/25（木）

横瀬町総合福祉センター

時間

13:30～15:00

問地域包括支援センター（1階3番窓口）
☎25-0281
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保健師です
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こんにちは

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

３月１日から８日は﹁女性の健康習慣﹂です

今月の記事担当：萩原

厚生労働省では︑
女性が生涯を通じて健康で明るく︑
充実した日々

を自立して過ごすことを総合的に支援する活動を行っています︒
今回は︑
女性に多くみられる
﹁鉄欠乏性貧血﹂
についてお話します︒

●鉄欠乏性貧血とは⁝

10

貧血のなかで最も多くみられるタイプで︑鉄分が不足することで

起こる貧血です︒女性は初経から閉経までの期間のうち︑約 ％程

度が鉄欠乏性貧血状態になると言われています︒

●鉄分が不足すると⁝

血液の赤血球に含まれているヘモグロビンは︑鉄を多く含む酵素

が不足するとヘモグロビンの量が減ってしまい︑全身に酸素を届ける

で︑酸素を全身に送ったり︑二酸化炭素を肺まで運んでいます︒鉄分

怠感や動機︑
息切れ︑
食欲不振などの症状が現れます︒

ビタミンＣを多く含むため︑鉄の吸収率が

ことができなくなってしまいます︒
こうして貧血が起こると︑全身倦

貧血予防によい食材

アップします︒

①野菜︑果物︑
イモ類

正 常 な 赤 血 球 をつくるのに必 要 な 葉 酸 を 含 み

②かき︑
しじみ︑
あさり︑鮭 赤血球をつくり出すビタミンＢ を含

みます︒

③緑 黄 色 野 菜

ま す︒

④魚介類やレバー︑大豆 赤血球中のヘモグロビンが作られるとき

に必要な酵素の成分である銅を含みます︒
鉄を摂取しても銅が不

足していると︑
ヘモグロビンは正常につくられなくなります︒

⑤肉︑
魚︑
卵︑
乳製品 動物性たんぱく質と一緒に補うと鉄の吸収が

高まります︒

鉄欠乏性貧血は︑月経のほか︑無理なダイエットによる偏った食

事も関係してきます︒バランスのよい食事を心がけ︑貧血を予防し

ましょう︒

12

場所

介護予防教室参加者募集のお知らせ
〈体操教室のびのびコース〉
外出が億劫になり、家で過ごす時間が多い、立ち座りなどの動作が大変になったなど気になることは
ありませんか？体操教室のびのびコースは、かわせみいきいき体操（座位バージョン）を中心とした筋
力アップ教室です。送迎を行いますので、一人での外出が難しい方にも安心してご参加いただけます。
対象 65歳以上で、包括支援センター独自のチェックシートで該当となる方
定員 15名（先着順）
日程 6か月1クール 年2クール 毎週火曜日 ①4月〜9月 ②10月〜3月 ※１クールのみ参加可能
時間 10:30〜13:00
会場 総合福祉センター 1階 機能回復訓練室
持ち物 上履き
（かかとのある物）
、水分補給用の飲み物、
タオル
その他 昼食代600円が必要となります

〈体操教室ゆうゆうコース〉
筋力の低下が気になる、転ぶのが怖い、物忘れが増えたなど気になることはありませんか？体操教室ゆうゆう
コースは転倒予防や認知症予防を中心とした教室です。
対象 65歳以上で、ほかの体操教室に参加されていない方
定員 15名（先着順）
日程 6か月1クール 年2クール 第2・4木曜日 ①4月〜9月 ②10月〜3月 ※１クールのみ参加可能
時間 10:30〜12:00
会場 総合福祉センター 1階 機能回復訓練室
持ち物 上履き
（かかとのある物）
、水分補給用の飲み物、
タオル
申込み期間 両コース共 3/23（月）〜4/8（水）
問・申込 地域包括支援センター（1階3番窓口） ☎25-0281

３月は
「自殺対策強化月間」
です
日本では自殺で亡くなる方が３万人を超える危機的な状況が長く続いていました。国や自治体が対策を進めてい
き、徐々に自殺者数が減少し、2019年は２万人を切りましたが、楽観できない状況は続いています。
国の自殺対策の指針である「自殺総合対策大綱」において、
「自殺は、その多くが追い込まれた末の死である」
と
言っているように、自殺の背景には、
うつ病などの精神的な問題だけでなく、過労、生活困窮、介護・育児疲れ、いじ
めや孤立などの社会的な要因が複雑に関係しています。
その一方で、世界保健機構は「自殺は、その多くが防ぐことのできる社会的な問題」
と明言していて、
自殺は社会の
努力で「避けることのできる死」なのです。
社会の制度や相談・支援体制を整備したり充実することのほかに、一人ひとりが自殺に対する正しい認識を持つ
こと、
自殺による死を減らそうという意識を持つことも大切です。
悩んでいる人に気づいた時は、声をかけ心配しているというメッセージを伝え、相手の話を傾聴し、必要な支援に
つなげましょう。
健康づくり課では、
体と心の健康についてのご相談をお受けしています。
ひとりで悩まずにお気軽にご相談ください。
問健康づくり課（1階3番窓口） ☎25-0116

『地域の元気は個の元気から！』横瀬町地域活性化セミナー
「地域の元気は個の元気から！」
をテーマに地域活性化セミナーを開催します。
皆さまぜひご参加ください。
講師

黒澤 元国氏（秩父商工会議所 中小企業相談所長）

日時

3/18（水）18：00〜19：30

会場

横瀬町町民会館 大会議室（横瀬町大字横瀬2,000番地）

参加費
申込

無料

不要

問・申込

振興課（1階5番窓口） ☎25-0114

横瀬町の市外局番は
（ 0494）です
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くらしのレスキューサービスでのトラブルに注意！
〜水回りの修理、
鍵開けなどの依頼は慎重にしましょう〜
水回りの故障などに対し、インターネットなどの広告情報を見て慌てて修理を依頼して
しまいがちですが、業者の説明不足や消費者の確認不足などからトラブルになるケース
がみられます。24時間の即応サービスは確かに便利ですが、中には「高額な作業が必要」
「交換が必要」等、事実と異なることを伝え、高額な品物を売りつける業者もいます。

【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電話で申し込む際には、出張料、点検料など修繕費用の概算を確認しましょう。
②業者が点検し故障の原因が分かったら、修理費の見積もりを書面で出してもらうようにし
ましょう。
③工事内容等に納得できない場合には、すぐに工事を頼まず、別の業者からも見積もりを
もらい、比較検討してください。

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。

町政懇談会「町民と語る会」開催
現在、横瀬町が取り組んでいる主な事業等について町長が説明します。
参加する住民の皆さまと、町の将来像や地域の課題などについて、直接意見交換する場として実
施します。よりよい町づくりのため、多くの皆さまのご参加をお待ちしております。
日時 ３/23（月）19：00～20：30 場所：横瀬町町民会館 大会議室
３/24（火）19：00～20：30 場所：芦ヶ久保出張所（活性化センター）大会議室
懇談内容 ・第６次横瀬町総合振興計画について
・横瀬町小学校校舎整備について
・
Ｊ
ＩＣＡ
（ジャイカ）
について
・地域おこし協力隊（本年度採用者）
について ほか

地域おこし協力隊に
新メンバー

●●●●●

問まち経営課（2階8番窓口） ☎25-0112

嶋田 和代（しまだ かずよ） 出身地：東京都港区
横瀬町に魅了されて、
この地にやって参りました。
ワイン醸造を学んできたので、横瀬町でワイン用の葡萄栽培
をして、いずれは地元産の葡萄でのワイン造りを計画していき
ます。
果樹に向いたこの地の土壌には大いに期待していますので、
どうぞ宜しくお願い致します！

よこらぼ1月の採択事業

●●●●●

審査会（1/24開催）答申に基づき 2件のうち1件が採用となりました。
事業名・提案者

概要

事業名：移動と利用にかかる費用をゼロに近づけ、
採択
人と人がつながる
No.71 提案者：非公表
（プロジェクトの進捗状況により公表する）

みんながちょっとずつお金を出したり、自分の能力を活かしたり、
使っていない物をみんなで共有する事でタダで飛行機に乗って旅
行ができたり、乗用車の利用をタダにして新しい体験価値の研究開
発を行う。

問まち経営課（2階8番窓口） ☎25-0112
広報よこぜ 10 2020・3

よこらぼ採択No.39

川西のコミュニティスペース
「さくらんぼ」
化につながると考え、
この企画を採択し、
（資金面での支援

横瀬町長

ではなく）周知宣伝面での協力をしました。

よしなり

そして、平成30年11月に16区の県道沿い（あじ岬さんの

富田 能成

近くです）に、
コミュニティスペース
「さくらんぼ」がオープン
しました。
「さくらんぼ」の運営を主に担うのは、木土さんの

町に様々な事業や企画や人を呼び込んで活性化させる

娘さんで、保育士の資格も有する友里さんです。
「さくらん

仕組み“官民連携プラットフォーム「よこらぼ」”が、引き続

ぼ」は、
とりわけ小学生に人気のスペースとなり、皆で待ち

き好調です。スタートから3年あまりが経過し、提案件数が

合わせに使ったり、宿題したり遊んだり、小学生中心に1年

124件、
うち採択された事業は、70件を超えました。
メディア

間で延べ2,200人を超える利用があったそうです。
また、台

では頻繁に取り上げられ、2月には総務省の広報誌で紹介

風19号の夜には、不安を感じた近所の高齢者の方々など

されるなど、知名度の向上もあってか、近時は、
よこらぼが

の受け入れもしたそうです。木土さん親子が一念発起して

きっかけとなって、横瀬に移住して、事業を始める人もでて

はじめた企画「さくらんぼ」は、地域にとって大切なコミュニ

きました。また、その一方で、町内からも多くの事業提案が

ティスペースに育ってきました。

あり地域活性化につながる動きもでてきています。

資金的な支援ではなくても、町としてのちょっとした協力

川西地区の㈲サクラ住研さんの企画（よこらぼ採択No.39

（宣伝告知、人の紹介、会場の提供など）で、チャレンジを

番）はそんな事例です。同社社長の木土昭夫さんは、地元の

応援する、人の想いをカタチにする。
よこらぼは、そんな仕

空き家を活用して、子どもから大人まで、誰もが気軽に立ち

組みです。引き続き、皆さんからの「こんなことやってみた

寄れる集いの場所を整備し、
「よこぜ暮らし」の推進につな

い！」
をお待ちしています。横瀬町は、
これからもずっと
「チャ

げたいと考え、
よこらぼに応募されました。町は、地域の活性

レンジを応援する町」
でありつづけたいと思っています。

〈花〉
曲げた両手の手首をつ
け、手首を軸にして回転
させる

〈見る〉
右手２指の輪を目元から
前へ出す

〈行く〉
下に向けた右手人差
指を前へ出しながら前
方へ向ける

〈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）

明日はどうですか?
先月号に続いて
今月の手話も「お出かけしよう」です。
これから少しずつ暖かくなり
春が近づいてきます。
家族や友人を
お花見に誘ってみませんか？
〈相手に問いかける表現「どうですか?」〉
〈明日〉
協力:ちちぶ広域聴覚障害者協会
右手のひらを左・右に動かす
顔の脇に立てた右手人差
（2回繰り返す）
指を前へ出しながら倒す
問健康づくり課（1階3番窓口） ☎25-0116
横瀬町の市外局番は
（ 0494）です
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回﹇
● お出かけしよう﹈

11

みんなで一緒に手話 を 学ぼう

第

お花見に行きませんか?

!

子育て

ふれあい
コーナー

育児学級
「赤ちゃんくらす」の紹介

生後まもない赤ちゃんから参加できる育児学級です。
日々の赤ちゃ
んがいる暮らしに気軽に取り入れられるバランシングセラピー*、親
子あそび、
ストレッチ等を通じて、赤ちゃんの健やかな育ちを促し、親
子ともに“こころとからだ”のバランスを整えます。
また、参加者のみなさんと季節の行事を楽しんだり、助産師や保
健師がサポートしながら子育ての悩みをおしゃべり感覚で共有して
います。個別の相談にも応じます。
みなさん気軽に遊びに来てください。
*バランシングセラピーとは
ドイツ人小児科医と理学療法士により開発された手技です。
日本
の指圧をベースに、赤ちゃんにやさしい圧をかけ、心と身体のバラン
スを整えていきます。やさしく深い圧は赤ちゃんの発達を促し、親子
の絆を深め、健康な人生のための基礎を築きます。

日時
対象者
会場
持ち物
利用方法
費用

原則毎月第１・３火曜日10:00〜11:30（受付時間10:00〜10:15）
※日程は変更となることがありますので、広報よこぜでご確認ください。
令和２年度からは、水曜日に変更となりますのでご注意ください。
おおむね１歳までの乳児とその保護者
総合福祉センター２階
バスタオル、
オムツ
動きやすい服装でご参加ください。初回参加時のみ、電話等で子育て支援
課へお申し込みください。
無料
問子育て支援課（1階2番窓口） ☎25-0110

「あったかいよ。」

テーマ

学童保育室壁画より

「あったかい手ぶくろを
作りました。」
こいずみ

「あったかいぼうしと
ふくを作りました。」

たく み

小泉 拓海

あら い

ひなた

新井 陽向

くん
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くん

入学祝い金の申請を受け付けます

子育て応援

小学校等入学祝い金支給事業は、小学校等に入学する際に、入学時における家庭の経済的負
担の軽減と児童等の健全育成を目的として実施しています。該当者には通知しますので、受付期
間内に申請をお願いします。

番

■支給対象者
横瀬町に住所があり、
引き続き町内に居住見込みで、
次のいずれにも該当する方
●小学校等に入学する児童等を養育している方
●申請日において町税に滞納がない方
■申請方法
令和2年4月に小学校等に入学する児童等がいる保護者の方には、
個別に申請書が送付されますので、
受付期間内に子育て支援課へご提出ください。
■持参するもの
●横瀬町小学校等入学祝い金支給申請書
●印鑑
■受付期間
3/2
（月）
～31
（火）
平日の8:30～17:15
〔※土・日曜日・祝日を除く。
火・木曜日の窓口延長はありません。
〕
■祝い金の額
児童等１人につき横瀬町観光協会の商品券１万円分
■その他
町税に滞納がある場合は支給することができませんので、
ご注意ください。
申請時、
支給要件に該当しているか確認するため多少時間がかかる場合がありますので、
ご了承ください。
対象になると思われる児童等の保護者で申請書が送付されていない方は、
ご連絡ください。

子育て支援課（1階2番窓口） ☎２５-０１１０

横瀬町教育委員会定例会の
開催のお知らせ

日時

子育て応援【にっこり、ひゃくとうばん（110番）】

3/24（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、3/23（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

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

日

時

内

総合福祉センター

容

●

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

赤ちゃんくらす
3日（火）
はぐくみ相談
ことばの相談（要予約） 4日（水）
●1歳6か月児、
2歳児歯科健診
12日（木）
●赤ちゃんくらす
17日（火）
●3〜4か月児、
9〜10か月児健診
BCG予防接種
19日（木）
●乳幼児健康相談、
5歳児健診
26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。

問子育て支援課

☎25-0110

3月

児童館
どんぐりの森

●

バンブーの森

●

おはなし会

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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18日（水）

●

ママサロン
横瀬児童館

●

4日（水）、13日（金）
18日（水）、25日（水）
長瀞町多世代ふれ愛ベース長瀞 6日（金）
小鹿野町子育て支援センター 11日（水）
秩父市子育て支援センター

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：

6日（金）人形劇

さくらの森

●

27日（金）

活性化センター
メープルの森 2・9・16・23・30日（月）

●

問横瀬児童館

☎22-2072

月曜・祝日・年末年始休館

●資料館常設展示を紹介します

開催しました！

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、
「寺坂遺跡（出土品）
」について紹介します。

●趣味の公民館講座
を1/25（土）に
「七宝焼教室」
開催しました。
皆さん、
ペンダントやブローチに、
思い思いに絵を描き、
釉
薬をのせ、世界に一つだけ、
自分だけの素敵なジュエリーに
仕上がりました。
焼き上がるまで、
わくわく、
ドキドキ！
それでは、
みなさんの素晴らしい作品をご紹介します。

「寺坂遺跡」は、横瀬川とその支流曽沢川との合流点の右岸、
曽沢川の形成した河岸段丘に位置しています。
この遺跡では、
竪穴式住居跡、炉跡などの遺構が確認され、多数の土器のほ
か、磨製石斧の未完成品と製作剥片等も多量に出土しました。
石斧は緑色岩であり、石材は曽沢川の河床や遺跡に堆積する礫
層で採集できます。
これらの出土品から、縄文時代、
この地では
磨製石斧の製作地だったことがうかがえます。
また、磨製石斧の
製作地の遺跡は、全国的にみても数が少なく、非常に珍しい遺
跡です。
現在、寺坂には、埼玉県内で最大級の棚田と言われている寺
坂棚田があり、正面には
武甲山を望み、夏は“ほ
たるかがり火まつり”、秋
は“彼岸花まつり”などが
行われています。

柳
川
月曜・年末年始休館 問横瀬町立図書館 ☎22-2267

◆髙田

哲郎 選

もりかけや桜吹雪も忘れまじ

引きづられ老犬きびし散歩道

床暖に炬燵掛け展げ昼寝する

推薦
図書

食育紙芝居
だんごと だいふく なにからできてるの？
平田昌広 作／稲月ちほ 画
食育紙芝居「おいしいたべ
ものなにでできているの？」シ
リーズ全6巻、
「あたらしい防犯
安全紙芝居」シリーズ全8巻が
入荷しました。ぜひ食育や防犯
教育に活用してください。

玉井 市憲

齋藤 正夫

横田賭司楼

合

加藤 孝全

百

音

岸岡 鯉口

知

小石川邦二

コタツ囲み帰省の犬も丸くなり 大野たかお

温暖化いざこざ超えて霜の朝

ドラマより国会中継ボケ防止

同窓会名簿破棄で全員あの世

野良仕事手助けするは愛の人

無期万歳何を生きるか牢獄で

絵手紙サ ークル

●
●

武藤 節子 さん

問歴史民俗資料館 ☎24-9650

3月特設コーナー●新生活応援 特集
春は、入学や就職など新しい生活が始まる季節です。
「かわ
いい! おべんとう」
「手作り通園・通学バッグ」
「家具や収納」
と
いった楽しく新生活が始められる本の特設コーナーです。

春休み 特別企画

春休み（3/27～4/7）に、図書館で本を借りた子（中学生以下）
はポイントカードにスタンプを2コ押せます。楽しい本をたくさ
ん読んでください。ポイントカードをまだ持っていない子は、お
うちの人と一緒に図書館へきてカードをもらってください。

★３月のナイトライブラリー 4・11・18・25日
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♬

公民館講座を

Report
1/21（火）、町民会館ホワイエにて「はづるこ」の二人に
よるコンサートを行い、映画のテーマ曲や冬をテーマにし
た名曲を披露していただきました。
当日は「ちちぶエフエム」でも宣伝していただき、たくさ
んのお客さんに楽しんでいただきました。

出演者
募集

●アクティブシニア健康公民館講座
シニアのための
「男の料理塾」が2/4（火）から
4回講座でスタートしました！

１回目は赤岩輪店さんが『とり団子ちゃんこ鍋』を教えてく
ださいました。
普段、
男子厨房に入らずの男性陣も、
このときばかりは真剣
です。
最初はぎこちなかった包丁も、
もう大丈夫！
作って、食べて、皆さん大満足！この機会に奥様との会話も
増え、
潤いのある毎日を送っていただければ・
・
・
2回目は2/12（水）にリストランテ ピノキオの福井シェフの
パスタ＆魚
（いわし）
料理、
豆スープを作りました。
3回目は2/20（木）に荷車屋料理長の桜井シェフのハンバー
グステーキ＆人参のラペとかぶのポタージュを作りました。

月1まちかどコンサート

元日の朝日に遊ぶ雀二羽吾も負けじと胸を反らしぬ

激流となりし川面を見つめいる流るる物体のなきを願いつ

小泉

振付けを高齢者向きにアレンジすればリクエスト続くパプリカダンス 新井

庭先の梅の大木咲き初めて青空に映え自づ微笑む

斉藤

浅見

赤岩

邦子

悦子

信子

タミ

茂

さい。
ホームページ https://eventregist.com/e/YKZconcert
主催者・連絡先
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あき

横瀬町の市外局番は
（ 0494）です

荘次

横瀬町バイオリン・プロジェクト
☎050-5372-6144

惠夫 選

正月の料理多目に作り置き娘や孫に分けてあげたし

齋藤トシ子

事前にホームページで入場チケットをご予約くだ

◆富田

新しき年の願いは健やかに今年も畑が出来ますように

申込

島田

費用 無料
（バイオリン体験のみ有料）

冬至の夜ゆず湯に足を伸ばしつつ過ぎ来し一年を思いていたり

会場 横瀬町民会館ホール

中川美也子

日時 3/22
（日）
13:30-15:00

目標は庭に花壇を作ること庭土硬くも挑戦せんとす

詳細はホームページをご覧ください。

イヨ

んか？

町田

リン体験にも参加してみませ

七人に出会いて決りのご挨拶年の始めの散策なれば

♪5歳以上のお子様は、バイオ

由江

子で楽しめる仕掛けがたくさん

町田

…」
なんて心配はいりません。
楽器クイズや音遊びなど、
親

若き日に母にもらいしブローチを未だに旅ごと付けていくなり

とになりました。
「うちの子は聴くだけじゃ飽きちゃうかな

八木原千恵

こらぼ」のプロジェクトを通して横瀬町でも開催されるこ

絵手紙に梅の花びら紅いろが春待つ吾の心なごます

親子で聴けるバイオリン・コンサートです。0歳から入場
OK。東京で開催されている人気の親子コンサートが、
「よ

八木原優子

横瀬町 ピグマリウス コンサート

霜を浴び白く凍ていしスミレ達陽を受けはやもワルツ始める

町民会館 ☎22-2267

若林

問・申込

気の強き君にてあれば消息の気にかかれども成す術もなし

問いません。詳細はホームページをご覧ください。

歌
短

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

ごみ処理手数料が改定されます
～令和２年４月１日からごみを持ち込む際などの手数料が変わります～
秩父クリーンセンターおよび秩父環境衛生センターへごみを持ち込む際の手数料並びに会社・商店・飲食店など
で組合へご依頼いただいているごみの収集手数料を、令和２年４月１日から下記の手数料へ改定します。
この手数料は、前回の改定から25年が経過していることから、受益者負担の適正化や周辺自治体の手数料と均
衡を図り、時勢に適した手数料へ改定するものです。
なお、有料指定ごみ袋の価格（手数料）は変わりません。引き続きごみの減量化、資源化に皆さまのご協力をお願
いします。

家庭から出たごみ
の搬入
家庭系一般廃棄物
※1回あたりの手数料

仕事から出たごみ
の搬入
事業系一般廃棄物

改定前

改定後

100㎏まで400円

40㎏まで200円

100㎏を超えた時は、400円に100㎏を
超えた10㎏ごとに40円を加えた額

➡

40㎏を超えた時は、200円に40㎏を

超えた10㎏ごとに50円を加えた額

改定前

改定後

100㎏まで800円

40㎏まで600円

➡

40㎏を超えた時は、600円に40㎏を

※1回あたりの手数料

100㎏を超えた時は、800円に100㎏を
超えた10㎏ごとに80円を加えた額

事業所へのごみ
の収集

改定前

改定後

可燃ごみ、不燃ごみ別に
１口 月額2,000円

可燃ごみ、不燃ごみ別に

事業系一般廃棄物の
特別収集

➡

超えた10㎏ごとに150円を加えた額

１口 月額3,000円

※１口とは、可燃ごみ、不燃ごみ別に１回の平均排出量が15袋まで
参考:手数料一覧
持込み重量
0～40㎏
50㎏以内
60㎏以内
70㎏以内
80㎏以内
90㎏以内
100㎏以内

家庭から出たごみ
200円
250円
300円
350円
400円
450円
500円

仕事から出たごみ
600円
750円
900円
1,050円
1,200円
1,350円
1,500円

問秩父広域市町村圏組合 業務課
☎23-2489

■入札結果
入札日

1/9

担当課
振興課

入札日

工事等の名称
花咲山公園藤棚整備工事

1/23

担当課
建設課
建設課
建設課

工事等の名称
町道123号線路肩等復旧工事
白山橋橋梁等復旧工事
災害復旧工事（1災264号）

（単位：円）

契約方法
指名

予定価格
9,449,000

落札（決定）金額
9,328,000

落札（決定）者
株式会社日新テクノ

契約方法
指名
指名
指名

予定価格
非公表
9,408,300
21,133,200

落札（決定）金額
—
9,020,000
20,350,000

落札
（決定）者
不落のため落札者なし
有限会社平沼建設
株式会社大場建設

（単位：円）

・予定価格および落札（決定）金額は税込みです。

問まち経営課（2階8番窓口） ☎25-0112
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YOKOZE

よこぜ 情 報 掲 示 板
イ ベ ント

オープンガーデンよこぜ「種だんご作り」参加者募集！
オープンガーデンよこぜ部会員の皆さんと種だんご（種の
入った泥だんご）を作り、自宅の花壇にまいて花いっぱいにし
ませんか？
4/12（日）9:00〜2時間程度

開催期間

場所 ブコーさん観光案内所裏駐車場
800円

持ち物

深く大きい容器（土をこねる、持ち帰り用に使用）

定員 20名（先着順）

「よこぜふれあい大豆畑の会」会員募集
大豆・サツマイモ・ジャガイモ栽培、味噌、
まんじゅうづくり、
枝豆、収穫祭（交流会）などを行います。
通年

場所

根古谷地内（3区公会堂近く）

す。一緒に仲間づくりしませんか？

対象

おおむね60歳以上の男性

定員 20名
問・申込

第4火曜日 10：00〜11：30

皆野町水泳スポーツ少年団

☎22-7380

新団員募集

活動時期

5月〜3月

活動場所

皆野町勤労福祉センター

4歳（年中）〜12歳

対象
入団金

2,000円

参加費

1期6,000円（全3期）

受付

歴史文化伝承館

開演18：45

料金

一般3,000円 高校生1,000円 障がい者（半額）

問秩父演劇鑑賞会 ☎25-1541
矢尾トラベルサロン ☎22-6445

4/12（日）10：00〜13:00
4,000円／組（全2回分・各昼食付き※2回目は7/5）
小学生以上（小学生は保護者同伴）

対象

申込期限

3/22（日）15：00〜16:00

4/29（水）10：00〜13:00

日時

内容 手作りの木綿豆腐を作ります。
1,000円／組（昼食付き）

参加費

小学生以上（小学生は保護者同伴）

対象

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

募集
「ヨガ教室・社交ダンス教室」参加者募集
高齢者の健康づくりの一環として、年間を通して実施します。
日時

毎月1回
ヨガ：第3水曜日 10：00〜11：30
社交ダンス：第2金曜日 10：00〜12：00

場所

横瀬町総合福祉センター

対象

おおむね60歳以上の方

定員 ヨガ：25名

社交ダンス：20名

※定員になり次第締め切ります。
問・申込

横瀬町の市外局番は
（ 0494）です

4/22（水）

※申し込みは電話にて受付いたします。その他の催しは

皆野町勤労福祉センター内会議室
問皆野町水泳スポーツ少年団長 齊藤正雄
☎62-0516
http://www.webmaru.net/minanoswim/

4/5（日）

●豆腐作り体験

定員 5組（1組2人まで・申込順） 申込期限

※定員になり次第締め切ります。

横瀬町社会福祉協議会

3/28（土）開場18：30

場所

定員 5組（1組4人まで・申込順）

評だった男性限定のヨガ塾を来年度は年間を通して実施しま

横瀬町総合福祉センター

日時

参加費

アクティブシニア応援事業の一環として行い参加者から好

場所

古今亭菊之丞落語会

内容 奥秩父・中津川特産「中津芋」の栽培体験

「男のヨガ塾」参加者募集

毎月1回

問まち経営課（2階8番窓口） ☎25-0112

日時

問・申込 よこぜふれあい大豆畑の会
会長 小石川一儀 ☎090-2489-2437
副会長 横田敏郎 ☎090-2164-1072

日時

誰でも
（参加費無料、事前予約なし）

企画・運営 MOSAʼS[モサーズ]

●秘境の作物「中津芋」栽培体験（植付編）

2,000円

会費

舞台演出家×国際協力機構

彩の国ふれあいの森の催し

高齢者、初心者、現在約20名、今年5名募集

対象者

場所 エリア898（JAちちぶ横瀬支店 旧直売所）
対象

3/20（金）
までに横瀬町ブコーさん観光案内所（9:00
～17:00）へ申込
☎25-0450 FAX 25-5450
Ｅ-mail yokozekanko＠gmail.com

日程

3/21（土）18:00開演

講師職業

参加費
問・申込

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）
日時

花の種を入れたゴルフボール弱位の泥だんご作り

内容

information

広報よこぜ 17 2020・3

横瀬町社会福祉協議会

☎22-7380

YOKOZE

よこぜ 情 報 掲 示 板

information

募集

令和2年度国税専門官採用試験
国税局や税務署において、税のスペシャリストとして働く国税

2020年度（第17期生）秩父農業福祉会 野菜栽培教室

専門官（国家公務員）
を募集します。

中高年者が年間を通じて野菜作り
（約30種）
を学ぶための実

受験資格
１

平成2年4月2日～平成11年4月1日生まれの者

２

平成11年4月2日以降生まれの者で次に掲げる者

習教室です。
場所 大野原秩父市場横の圃場

（1）大学（短期大学を除く。以下同じ。
）
を卒業した者およ
び令和3年3月までに大学を卒業する見込みの者
（2）人事院が（1）に掲げる者と同等の資格があると認め
る者

【原則】
インターネット申込み

熊谷高等技術専門校秩父分校

▶︎次のアドレスへアクセスし、説明に従って入力

募集期間 3/4
（水）～18
（水） 選考 3/24（火）
（学科、面接）

3/27（金）9:00～4/8（水）[受信有効]

【インターネット申込みができない場合】郵送または持参
希望する第1次試験地に対応する国税局または
沖縄国税事務所
受付期間

4月入校生追加募集

●電気設備管理科（1年）

http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html

提出先

年会費 5,000円
申込 3/22（日）
、23（月）10：00～15:00に秩父市影森公民館へ
問黒澤 ☎︎24-7844（18:00～）

申込み方法等

受付期間

募集人数 15人

年会費を添えて

大学卒業程度

試験の程度

時間 平日14：00～16:00（年間約40回）

3/27（金）～3/30（月）※通信日付印有効

試験日 第1次試験日 6/7
（日）
第2次試験日 7/8
（水）
～17
（金）
のうち、
第1次試験

定員 若干名
※介護サービス科については3/17（火）以降お問い合わせく
ださい。
問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
注）定員に達した場合、募集をしないことがあります。

合格通知書で指定する日時
試験地
第1次試験地

高崎市、
さいたま市、新潟市、松本市ほか

お知らせ

第2次試験地 さいたま市ほか
合格者発表日 第1次試験合格者
最終合格者

6/30（火）9:00

神経難病患者家族の集い

8/18（火）9:00

問インターネット申込みに関する問合せ
人事院人材局試験課 ☎︎03-3581-5311（内線2332）
9:00～17:00（土・日曜日および祝日等の休日は除く。）
上記以外の問合せ
関東信越国税局人事第二課試験係
☎︎048-600-3111（内線2097）
8:30〜17:00（土・日曜日および祝日等の休日は除く。）

集いに参加し、生活に役立つ福祉制度について、情報を得て
みませんか？
日時 3/16（月）13:30〜15:00
場所 秩父保健所 大会議室
対象 パーキンソン病・重症筋無力症・脊髄小脳変性症などの
神経難病患者と家族
内容 ①講話：福祉制度について
講師：秩父第一病院 医療ソーシャルワーカー
根岸亜希子氏
②情報交換
※3/13（金）
までに下記までお申し込みください。
問・申込 秩父保健所保健予防推進担当 ☎︎22-3824

若者遠距離通勤助成金終了のお知らせ
町では平成28年度から4年間、西武鉄道の利用や町内への
定住を促進し、人口減少を抑制する目的から、若者の遠距離通
勤の費用を補助する制度を設けていました。
利用者の声等から実態を調査したところ、今年度末をもって
終了することとなりました。
なお、令和2年3月末日まで申請を受け付けておりますので、
対象となる方は期間内に申請いただきますようお願いします。
問まち経営課（2階8番窓口） ☎︎25-0112
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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 3/24（火）13:00～15:00
場所 横瀬町総合福祉センター

日時 3/10（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 3/18（水）
・4/15（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

●登記相談

日時 3/19（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

●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

●消費生活・多重債務相談について

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

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

●弁護士による出張法律相談

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 3/12（木）13:00～16:00
場所 横瀬町役場2階 201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

☎048-780-2034
第1・第3水曜日 10:00～16:00

日時

埼玉県虐待通報ダイヤル

☎25-0111

秩父保健所
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。

☎22-3824

●ひきこもり専門相談 ※要電話予約
3/3（火）13:30～15:00

●子どもの心の健康相談 ※要電話予約
医師相談

3/10（火）13:30～15:00

₂₀₂₀年₃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

8日

15日
20日

医師会休日診療所（内・小）
熊木町 ☎23-8561

22日
29日

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）

小鹿野中央病院（内）

小鹿野町

☎75-2332 秩父市立病院

桜木町

☎23-0611

小鹿野中央病院（内）

小鹿野町

☎75-2332 秩父病院

和泉町

☎22-3022

小鹿野中央病院（内）

小鹿野町

☎75-2332 皆野病院

皆野町

☎62-6300

本間医院（内・リュ）

小鹿野町

☎75-0020 秩父市立病院

桜木町

☎23-0611

小鹿野中央病院（内）

小鹿野町

☎75-2332 秩父市立病院

桜木町

☎23-0611

小鹿野中央病院（内）

小鹿野町

☎75-2332 秩父病院

和泉町

☎22-3022

※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

3/7 皆野病院、3/14 秩父市立病院
3/21 秩父病院、3/28 皆野病院

#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
（2020年₁月₁日～₁月₃₁日）

人身事故件数
死者数
負傷者数
物件事故件数

◦1件（－2）
◦0人（±0）
◦3人（－2）
◦13件（+3）

事故死ゼロ 298日

事件発生情報
（2020年₁月₁日～₁月₃₁日）

休日在宅歯科当番医 応急処置
※3月の歯科医師会当番医はありません。

器物損壊 ◦ 1件

《注意》
振り込め詐欺にご注意ください。

広報よこぜ 19 2020・3

〜大切な文化財を火災から守る〜
横瀬町消防団文化財防火演習
1/26
（日）
、
芦ヶ久保18区地内、
横瀬町活性化センター周辺
において文化財防火演習を実施しました。消防団員が消防

ゲートキーパー養成講座を
実施しました

車両５台を使用し、
機敏な動きで訓練にあたりました。
この演習は、1/26の「文化財防火デー」にあわせて町内の
文化財を対象に毎年実施しています。先人たちが残した貴
重な文化財を火災から守るため、火災予防にご協力をお願

1/31（金）、2/21（金）の2日間に渡り
「ゲートキーパー養

いします。

成講座」を実施しました。ゲートキーパーとは、自殺を考え
ている人が出している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。NPO法人
日本傾聴ボランティア協会の山田豊吉先生にお越しいた
だき、
自殺対策についてや相手の話を
「聴く」時の注意など
の講義のほか、悩みを話す人・悩みを聴く人となって話の
聴き方の演習を行いました。難しいテーマでしたが、皆さ
ん熱心に受講され、演習を通してゲートキーパーの役割を
知っていただく機会となりました。

たか だ

に

い

な

髙田 仁唯奈ちゃん
2019年3月19日生
明良・栄美夫妻（9区）

な
優しくしなやか
ね♥❤
女の子になって
しま だ

てね

すこやかに育っ

町 の 人口と 世帯数
No.

620

2020年₂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

3,140（ －2） 3,829（ －7） 3,883（ －2）

7,712（ －9）

3,333（ －2） 4,060（ －8） 4,124（ －2）

8,184（－10）

193（ ±0）

秩父郡横瀬町大字横瀬4545番地

231（ －1）

☎25-0111㈹

241（ ±0）

こ

2019年2月4日生
樹・麻実夫妻（3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

な

島田 來瑚ちゃん

472（ －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）

