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花咲山が

さらに

きれいに

なりました︒

子育て世帯応援緊急支援金事業
コロナウイルス感染症の影響による小中学校等の臨時休業に伴い生じた食費等の負担に
対し、小中学生等がいる子育て世帯への経済的支援を緊急に行うため、横瀬町子育て世帯応
援緊急支援金給付事業を下記のとおり実施しております。
対象 町内に住所を有する、平成17年4月2日～平成26年4月1日生まれの小中学生等がいる世帯

新型コロナウイルス感染症に対する

“コロナに負けない”横瀬パック
国・県の支援と組み合わせて、最適な支援になるように。
横瀬らしさ、地域特性をふまえ、きめ細かく。みんなを元気に。

給付金額 １世帯につき10,000円を給付

特別定額給付金事業

※通知が届いていない場合は、子育て支援課までご連絡ください。

問子育て支援課（1階2番窓口） ☎︎25-0110

経済支援

「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」
を盛り込んだ国の補正予算が令和2年4月30日
に成立したことを受け、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計へ

準要保護世帯向け就学援助費前倒し支給
就学援助の認定を受けている準要保護世帯へ学用品費、通学用品費及び新入学児童生
徒学用品費等を5月25日
（月）に支給しました。

中小企業振興資金利子補給金事業
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている町内事業者への資金繰りを支援するため、
町独自の融資制度を借入れた際の利子の一部を補給しております。
対象者 町内に店舗、工場又は事業所（法人にあっては本社）
を有している中小企業者 など

の支援を行うため、特別定額給付金事業を実施しております。
給付対象 ・基準日
（2020年（令和2年）4月27日）において、住民基本台帳に記録されている方
・申請・受給権者は、上記の方が属する世帯の世帯主
給付額 給付対象者1人につき10万円
申請方法 郵送された記入方法をご覧ください。
申請期限 令和2年8月13日
（木）
【注意事項】
※書類に不備があった場合は、
申請書に記載のある電話番号にご連絡させていただきます。
また、必要な書
類を送付等していただくことになります。必要な書類が揃って初めて審査ができますので、場合によって
は給付が遅れることがあります。
※「特別定額給付金」
を装った詐欺にご注意ください！

利子補給金の額 借入金に対する年１％以内の利子額。ただし、利子補給前の利子額の1/2を限度。

問いきいき町民課（1階1番窓口） ☎︎25-0115

申請期限 令和3年3月31日
（水）
まで
融資条件 融資総額 2億円／資金使途 運転資金／融資限度額 1,000万円

子育て世帯への臨時特別給付金事業

融資利率 融資実行時の長期プライムレートから1％を差し引いた利率。
ただし、融資実行時の長期プライムレートが2％未満のときは、
その1/2の利率。
融資期間 5年以内／据置期間 6月以内／償還方法 元金均等分割返済
担保、連帯保証人および信用保証 取扱金融機関の判断による。
取扱金融機関 株式会社武蔵野銀行横瀬支店／株式会社武蔵野銀行秩父支店／

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援するために臨時
特別給付金を支給しております。
対象者 令和2年3月分の児童手当の受給者（3月分児童手当を含む）※特例給付の方は対象外になります。

株式会社商工組合中央金庫熊谷支店／株式会社埼玉りそな銀行秩父支店／

支給額 対象児童1人につき1万円

株式会社足利銀行秩父支店／株式会社東和銀行秩父支店／埼玉縣信用金庫秩父支店／

公務員以外の受給者の方
事前にお知らせを通知しておりますので、
ご確認ください。児童手当の登録口座に振り込みをします。特

埼玉信用組合秩父支店

問振興課（1階5番窓口） ☎25-0114

中小企業者緊急給付金事業
新型コロナウイルス感染症の影響を受けているものの、国の支援制度等を受けることがで
きない町内事業者に対し事業継続の下支えをするため、緊急に給付金を交付しております。

・支給日 令和2年6月19日
（金）
本給付を辞退する方は、令和2年6月12日
（金）
までに受給拒否の届出書を提出してください。
公務員の受給者の方
勤務先から申請書が配付されます。
申請書に必要事項を記入し、勤務先から児童手当受給の証明を受け
たうえで、子育て支援課に申請してください。
・支給日

申請を受付後、１ヶ月以内

・申請期間 令和2年6月1日
（月）～9月30日
（水）
まで

給付金額 一律10万円
給付対象者 町内に店舗、工場又は事業所(法人にあっては本社)を有している中小企業者
申請期限 令和3年1月31日まで
要件 ・中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による特定中小企業者となる要件を満たしている
こと。
・申請日時点で国の持続化給付金の交付要件を満たしていないこと。

問振興課（1階5番窓口） ☎25-0114
横瀬町の市外局番は
（︎0494）です

段の申請はありませんが、登録口座が解約等されている場合は、口座変更届の提出をお願いします。
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・受付時間 平日の8:30～17:15まで〔※土・日曜日・祝日を除く。火・木曜日の窓口延長はありません。
〕
【注意事項】
※登録口座の解約等により振り込めなかった場合や、
申請内容等に不備があった場合、支給日が遅れること
があります。
※「子育て世帯への臨時特別給付金」に関する“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。

問・受付窓口 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）］
広報よこぜ
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助け合いプレミアム付地域振興券事業

〜新型コロナウイルスの影響により町税の納税が困難な方へ〜

徴収猶予特例制度のご案内

新型コロナウイルスの影響により、事業等に係る収入に相当の減少があった方は最長１年間、町税の徴
収の猶予を受けることができます。
担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事
業の状況に応じて計画的に納付していただくことが可能です。
※町税の徴収を猶予する制度であり、税額が減免される制度ではありませんのでご注意ください。

対象となる方 以下（1）
（2）のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者（個人法人の別、規模は問わず）が対
象となります。
（1）新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間（1か月以上）において、事業等に係る
収入が前年同期に比べて概ね20％以上減少していること。

新型コロナウイルス感染症の発生により、外出の自粛や各種行事の中止などの影響を受け
ている地域経済を下支えするとともに、地域の助け合い意識の醸成を図るため、30％のプレミ
アム分の付いた地域商品券を発行しております。
販売開始日 令和2年6月1日
（月）
販売者 （一社）横瀬町観光協会

利用期間 令和2年6月1日
（月）から令和3年3月31日
（水）
まで
販売数 8,500冊

販売価格 １冊10,000円
（額面1,000円の商品券×13枚）
（内訳）10枚：商品券協賛店全店使用可（共通券）
3枚：飲食店、観光農園、宿泊業など
（専用券：プレミアム分）
販売上限 1人2冊まで ※発売後2週間を経過した後の上限はありません。

販売対象 横瀬町民

その他 詳しくは、配布したチラシをご覧ください。

問振興課（1階5番窓口） ☎︎25-0114

（2）一時に納付・納入を行うことが困難（注）
であること。
（注）
「一時に納付し、
または納入を行うことが困難」
であるかの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金状

況を考慮に入れるなど、
申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。

対象となる町税 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来するすべての町税

新型コロナウイルス感染症対策農家等支援事業

※上記のうち、既に納期限が過ぎている未納の町税についても、遡ってこの特例を利用することができます。ただし、納
付済のものは対象となりません。

新型コロナウイルス感染症の拡大防止を目的とした道の駅果樹公園あしがくぼの施設閉鎖

申請期限 （1）令和2年6月30日までに納期限が到来するもの…令和2年6月30日
（火）
まで
（2）
（1）後に納期限が到来するもの…それぞれの納期限まで
申請方法等
●所定の猶予特例申請書に必要事項を記入の上、
下記の添付資料とともに税務会計課へ提出してください。
・財産収支状況書（猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合）
・財産目録及び収支の明細書（猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合）
・収入や現預金の状況がわかる資料（会計帳簿や預金通帳の写しなど）

に伴い、収入の減少した町内の農家等登録者への支援とともに、生産意欲の減退を防ぐため、
補助金を交付しております。
対象者 町内に住所を有する道の駅への農家等の登録者
交付条件 前年同月比で収入が減収していること
補助金額 ［いちご農園］前年同月比で減収している額の5％
［その他の農家等］前年同月比で減収している額の15％
交付状況 令和2年4月分を交付済

※添付可能な資料がない場合や提出が難しい場合は、口頭によりお伺いしますので、税務会計課までご相談ください。

問振興課（1階5番窓口） ☎︎25-0114

●申請書は税務会計課窓口で配布のほか、町ホームページからもダウンロード可能です。

問税務会計課（1階4番窓口） ☎︎25-0113

令和２年度所得・課税（非課税）証明書の交付開始日のお知らせ
１．
住民税の全額が給与から差し引かれている方
（給与特別徴収）
…交付中
・個人住民税を納付書や口座振替で納めている方
（普通徴収）

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている町内の飲食店や観光農園を含む農園業者
の商品のPR、代理販売や商品の購入など、町内事業者を支援しております。
【お弁当マルシェinよこぜ】実施者 : 横瀬町、横瀬町議会、
（一社）横瀬町観光協会
実施時期 令和2年4月から実施中
【お弁当助け合い事業】実施者 : 役場職員

・公的年金から差し引かれている方
（年金特別徴収）

内容 町内の飲食店等の商品であるお弁当やパン等の購入

・収入のなかった方など

実施時期 令和2年4月から実施中

※所得証明書は、
前年中の所得を翌年度で証明します。
※同一世帯の家族以外の交付には委任状が必要です。

問税務会計課（1階4番窓口） ☎︎25-0113

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料免除等の申請について
新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、失業や事業の休廃止に至らない場合でも、所得減により失業
に準ずるような場合には、令和2年2月分以降の国民年金保険料の免除等の申請（臨時特例）が行えます。
詳細は日本年金機構ホームページをご確認いただくか、下記連絡先までお問い合わせください。

横瀬町の市外局番は
（ 0494）です

お弁当マルシェ・お弁当助け合い事業

内容 町内の飲食店や観光農園等の商品であるお弁当、いちご、
しいたけなどの代理販売

２．
上記以外の方 …6/10
（水）
以降

問秩父年金事務所

その他 有限会社果樹公園あしがくぼからも協力金が支給されます。

☎︎27-6560 ／ いきいき町民課（1階1番窓口） ☎︎25-0115
広報よこぜ

5 2020・6

問振興課（1階5番窓口） ☎︎25-0114

［国保・後期高齢］新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について
国民健康保険または後期高齢者医療制度の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、
ま
たは発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間
（一定の要件を満たした場合に限る）
、傷病手当を支給します。詳しくは、いきいき町民課までお問い合わせ
ください。

問いきいき町民課医療グループ ☎︎25-0115
広報よこぜ
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染拡大防止の努力は、
（死亡者数抑制の要因について

心しながら少しずつ再開し始める、
という段階になって

は諸説あるにせよ）、
「より多くの命を救う」
という点に

きます。未知の感染症であったこの感染症も、
これまで

関しては、はっきりと結果を出しているといってよいと

のデータ蓄積や研究によっていろいろなことがわかっ

思います。

てきました。感染は、飛沫感染と接触感染によっておこ

コロナに対する警戒は必要ですが、やみくもに恐れ

ります。簡単に空気感染するわけではなさそうです。
で

ることからは何も生まれません。正しい情報を取り込ん

すので、人との距離を保つこと、
まめに手洗いをするこ

で、正しく警戒して、
ウイズコロナ（コロナと共存）の時

とで、感染はほとんど防止できます。また、小児は成人

代を、工夫しながら、乗り越えていきましょう。

令和元年度の

ここから先は、止めていた経済活動、社会活動を用

財政事情の
公表

等のがんばりはもちろん、私たち一人一人が行った感

町 の一般 会 計 お よ び 特 別 会

なんとか、下火になっていてほしいと願っています。

計の令 和 元 年 度の財 政 事 情 を

とは、命を救うことです。
と考えると、
日本の医療関係者

お 知 ら せ し ま す ︒こ の 財 政 事

くころには、果たして宣言解除になっているでしょうか？

情 の 公 表 は ︑皆 さ ん に 町 の 財

亡者抑制ができています。感染症対策で一番大事なこ

政 状 況 を 広 く 知っていた だ く

急事態宣言下にある状況ですが、
この広報が皆様に届

12

月の２回

は桁違いに少なく、欧米とは全く異なるレベルでの死

た め ︑毎 年 ６ 月 と

います。
この原稿を書いている
（５月中旬）時点では、緊

行っています︒

の死者を出している欧米諸国に対して、日本の死者数

こ こ で 公 表 し た 数 値 は ︑本

は、
ここまで、諸々のご理解ご協力誠にありがとうござ

年 ３ 月 末 日 現 在 の も の で ︑最

また、感染拡大状況を国別で比べてみると、数万人

10

月 号に

皆様、新型コロナウイルス感染症拡大防止に関して

終 的 な 数 値 は ︑広 報

になると考えます。

問まち経営課
（2階8番窓口）
☎︎₂₅-₀₁₁₂

掲 載 予 定の決 算の公 表 でお 知

必要ですが、工夫しながらやれば、様々な活動が可能

富田 能成

らせします︒

横瀬町長

殆ど、
というデータもでてきています。引き続き警戒は

よしなり

な お ︑公 表 し た 数 値 の 詳 細

と比べて感染しにくく、万一感染しても無症状か軽症が

は ︑ま ち 経 営 課 に お い て 閲 覧

できます︒

ウイズコロナ
（コロナと共存）時代へ

防災行政無線デジタル化整備工事のお知らせ
令和元年広報9月号でお知らせしましたとおり、町では令和元年度より2カ年で防災行政無線のデジタル
化整備工事を行っています。
対象区域は町内全域ですが、令和元年度は「大字芦ヶ久保地区」を中心に工事を実施しました。令和2年
5月以降は大字芦ヶ久保地区に加え
「大字横瀬地区」を中心に工事を実施しますので、町民の皆さまのご協
力をお願いいたします。
なお、各家庭に施工業者の作業員がお伺いしますが、作業員は身分証明書を携行しています。不明な点
等がございましたら、お気軽に下記までお問い合わせください。
施工業者（請負業者） 東芝インフラシステムズ株式会社
その他

各家庭の戸別受信機等設置工事について、費用を請求されることや物品を販売することはありま

せん 。

問総務課（2階7番窓口） ☎︎25-0111

はじめまして！
す ぎ もと りょう すけ
地域おこし協力隊の 杉 本 諒 介 です!
祖母が高知県で民宿を営んでおり、自分も宿業を行ってみたいと考え、一軒家
を活用した宿開業を目指しています。
横瀬町に訪れる人が増えるように精一杯頑張ります！
空き家オーナー様や空き家情報を知っている方、いらっしゃいましたら、ぜひ
ご連絡ください。
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

広報よこぜ
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特別会計執行状況
区分

（単位：千円,％）

歳入

予算現額

歳出

収入済額

収入割合

予算現額

支出済額

支出割合

国民健康保険

956,832

906,481

94.7

956,832

778,001

81.3

介護保険

818,766

787,703

96.2

818,766

715,842

87.4

後期高齢者医療

105,558

104,383

98.9

105,558

100,997

95.7

下水道

280,295

232,424

82.9

280,295

211,610

75.5

浄化槽設置管理事業

37,869

22,761

60.1

37,869

25,127

66.4
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◆合併処理浄化槽を設置・維持管理します！◆

「児童手当現況届」の提出をお願いします

子育て応援

児童手当は、
児童を養育している方に支給される手当です。
児童手当を引き続き受けるため

番

には現況届の提出が必要です。
現況届は、
毎年６月１日における年金加入状況や子どもの養育
状況を確認し、
児童手当を引き続き受ける要件を満たすかどうか確認するための大切なものです。

町では、合併処理浄化槽の設置からその後の維持管理を行う
「横瀬町浄化槽設置
管理事業」を実施しております。
事業内容

該当になる方には通知を郵送しますので、
期間内に必ず子育て支援課まで提出してください。
提出
されない場合は、
６月以降の手当を受けられなくなりますのでご注意ください。
提出期間 6/1
（月）
～6/30
（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。
〕
※返信用封筒を同封しましたので、
郵送での提出をお願いします。

・受付窓口 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）】

小中学生の検定受検を応援します！
（横瀬町検定受検料助成金制度）
町では、小中学生の受検機会の拡大と学力向上を目的として、町内に住む小中学生が検定を受検した際、受検料
の一部を助成しています。
概要

対象となる検定 ・実用英語技能検定・日本漢字能力検定・実用数学技能検定
対象者

町内に住所のある小中学生の保護者

助成額

受検者1人につき1回あたり1,000円

●対象地域は下水道計画区域を除く町内全域となります。
●町が浄化槽本体と標準的な工事に係る費用を負担します。
※配管費や駐車場仕様（浄化槽の上に駐車する場合）に係る費用は個人負担となります。
●既設の単独処理浄化槽やくみ取り便槽からの転換の場合、配管費と処分費の補助金があります。
●町が浄化槽の維持管理（保守点検・清掃・法定検査・修繕等の依頼）
を行います。
※町が費用負担をします。
●既設の合併処理浄化槽を町へ寄附をする帰属制度があります。
（いくつかの条件有り）
※帰属後、町が浄化槽の維持管理を行います。
●町に月額使用料をお支払いいただく必要があります。

月額浄化槽使用料（税抜き）
【定額使用料】
合併処理浄化槽の普及は横瀬川の水質を守る
人槽
新設・転換
帰属
ことにつながります。
5人槽
3,200円
2,400円
ぜひこの機会に、制度の活用をご検討ください。
7人槽
4,000円
2,900円
詳しくは、町のホームページをご覧いただくか、
10人槽
4,800円
3,600円
建設課までお問い合わせください。
問建設課（2階9番窓口） ☎︎25-0117

助成回数 それぞれの検定に対し、1年度あたり1回（3種とも受検すると、1年度で計3,000円の助成）
※詳しくはホームページもしくは、教育委員会までお問い合せください。

◆生活排水処理状況について◆

問教育委員会（2階6番窓口） ☎︎25-0118

町では、下水道事業および浄化槽事業をより一層効率的に進めるにあたり、町内にお住まいの全世帯を
対象に生活排水処理状況についてアンケート調査および戸別訪問で聞き取り調査をしました。
本調査で得た情報については、国や県からの調査への報告内容とさせていただくとともに、当該事業
の普及促進および横瀬川の水質向上に活かして参ります。

教科書展示会のお知らせ
教科書展示会では、検定に合格して採択の対象となった教科書の見本が閲覧できます。
日時 6/14（日）～6/27（土）10:00～17:00
会場

秩父市歴史文化伝承館

※土・日は15:00まで

2階会議室（秩父市熊木町8-15）

処方処理

問教育委員会（2階6番窓口） ☎︎25-0118

下水道

教育委員会定例会の
開催のお知らせ

日時

6/30（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、6/29（月）
までに電話で教育委員会へお申し出ください。
問教育委員会（2階6番窓口） ☎︎25-0118

子育て家庭をサポートします
地域子育て支援センター
（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

●

横瀬町役場

保育所等に入っていない

毎週土曜日
お子さんとそのご家族を
9：00〜12：00

対象に園庭を開放します。
対象：町内に住所があり集

平日
団保育が可能な満1歳か
一時保育事業
（月〜金曜日） ら小学校就学前の児童
※要申込
8：00〜17：15 利用料金：
1人当たり2,000円／1日

横瀬町の市外局番は
（ 0494）です

３歳児健診
11日（木）
３〜4、9〜10か月児健診
●BCG予防接種
（要予約）
18日（木）
●

こどもの心の相談（要予約）
5日（金）
●運動のはぐくみ相談
（要予約）
16日（火）

6月

広報よこぜ
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30.9％

合併処理浄化槽
（個人設置）

1,344

40.3％

合併処理浄化槽
（市町村設置）

139

4.2％

単独処理浄化槽

669

20.0％

くみ取り便槽

147

4.4％

不明

8

0.2％

合計

3,338

100.0％
問建設課（2階9番窓口） ☎︎25-0117

※平成31年４月１日時点で住民登録がある世帯を対象

●

バンブーの森

●

さくらの森

●

おはなし会

●

■入札結果

ママサロン

●

活性化センター

●

問子育て支援課（1階2番窓口）
☎︎25-0110

割合

1,031

児童館
どんぐりの森

世帯数

新型コロナ感染症の影響により、
6月の日程は未定です。
児童館へお問い合わせください。

問児童館

入札日

4/24

担当課

メープルの森

●

☎︎22-2072

（単位：円）

工事等の名称

契約方法

予定価格

落札（決定）金額

振興課

河川水質・降下ばいじん調査測定業務委託

指名

非公表

1,869,120

建設課

町道3175号線改築工事（1工区）

指名

12,664,300

12,100,000

・予定価格および落札（決定）金額は税込みです。
広報よこぜ
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落札（決定）者
㈱環境管理センター
北関東技術センター
㈱大場建設

健康づくり課事業のお知らせ

大腸がん検診を受けましょう
〜役場窓口で申し込みを受け付けます〜
がんによる死亡は年間37万人を超えており、昭和56年から死亡原因
の第1位となっています。がんの部位別死亡原因で見ると、大腸がんは 日程
「男性第3位」
「女性第1位」
となっています。
がんは、できるだけ早期に発見することが重要で、早期発見できれば
6月
生活に支障なく過ごすことが可能です。年に１回、検診を受診しましょう。
7月
検診申込書にて申し込みをされている方には、問診票と検体容器を
8月
郵送いたします。まだ申し込まれていない方は、健康づくり課へお越し
いただくか、
または、お電話でお申し込みください。
9月

日程
22日
（月）～26日
（金）
13日
（月）～17日
（金）
24日
（月）～28日
（金）
14日
（月）～18日
（金）

10月
19日
（月）～23日
（金）
対象者 40歳以上の方
受付場所 健康づくり課（役場1階3番窓口）
11月
16日
（月）～20日
（金）
受付時間 8:30～16:00
12月
14日
（月）～18日
（金）
検診料金 700円（検体容器を提出する際にお支払いください）
1月
18日
（月）～22日
（金）
なお、以下の方の検診料金は無料です。
2月
15日
（月）～19日
（金）
◎満70歳（今年度中に70歳に到達する方を含む）以上の方
※配布・回収ともに平日のみ受け付けます
◎満65歳以上70歳未満で後期高齢者医療制度の被保険者
◎生活保護受給世帯の方
その他 わくわくポイント対象事業です。ポイントカードをお持ちの方は忘れずに持参してください。
問健康づくり課（1階3番窓口） ☎︎25-0116

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
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!

保健師です

今月の記事担当：原

こんにちは

今 年に入ってから新 型コロナウイルス感 染 症 予 防のため︑普 段と違
う生活リズムになっている方が多いのではないでしょうか︒咳エチケット
や３密を避ける︑不要不急の外出を控えるなど皆さんも気を遣って過
ごされていると思います︒
こんな時だからこそ︑﹁健康﹂
について考え︑ご自身の生活習慣を振り
返ってみましょう︒

生活習慣を整えましょう

生活習慣は︑食事︑運動︑睡眠・休養︑喫煙︑飲酒︑歯・口腔ケアなどを
指しています︒
ひとつひとつが重要な要素で︑それぞれの要素が関係し
あっています︒
コロナウイルスもいつか終 息します︒その時が来て以 前の生 活に戻
り︑通勤や通学︑仕事や家事︑勉強︑部活などをする生活にスムーズに
戻れるよう︑生活リズムを崩さないよう心がけましょう︒
毎日の起床・就寝の時間を一定にし︑しっかり食事をとり︑
こまめに身
体を動かし︑睡眠をしっかりとりましょう︒基本的な生活リズムが整う
ことで︑基礎体力をつくる土台ができ︑さらに適度な運動をすることで
体力がついて抵抗力もあがります︒

お口は健康の入り口です
〜６月４日から 日は歯と口の健康週間〜

生 活 習 慣の中で大 事な要 素のひとつ﹁歯と口のお 手 入れ﹂がありま
す︒歯磨きをしっかり行い︑虫歯や歯周病を予防して︑しっかり食べられ
るお口をつくりましょう︒しっかり食べられると必要な栄養がしっかり
とれます︒栄養がしっかりとれると体力や抵抗力があがり︑感染症や生
活習慣病に罹りにくくなります︒また︑歯周病予防は肺炎や生活習慣
病の予防にも深く関係しています︒歯ブラシで歯を磨き︑歯間ブラシや
フロスを使って歯と歯の間の汚れも落としましょう︒

保健師は︑町の皆さんの健康を支援します︒身体と心の健康に関す
るご相談を随時お受けしていますので︑お気軽にご相談ください︒

10

言語リハビリ教室（★）

新型コロナウイルス感染症拡大予防のため、6月は中止とします。

ウォーキング教室

日時 6/17（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。

健康相談（★）

日時 6/18（木）10:00～12:00
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 6/22（月）13:30～15:30
内容 心の病気を持つ方たちの社会復帰のためのグループ活動を行います。

オレンジカフェ（★）

新型コロナウイルス感染症拡大予防のため、6月は中止とします。

☆印のついている事業は、総合福祉センターで実施します。
※新型コロナウイルス感染症拡大予防のため、事業を中止する場合があります。

問健康づくり課（1階3番窓口）
☎︎25-0116

しのはなし
知って ふく
る 家族介護者支援手当について
す
得

家族介護者支援手当は、重度な在宅要介護者を介護する家族の経済的な負担を軽減し、在宅要介護
者の福祉の向上を目的に支給される手当です。

●支給要件

在宅要介護者が次の要件に該当する場合に在宅要介護
者と同一世帯に属する主たる家族介護者に支給します。
（１）要介護４または要介護５の認定を受けている
（２）町内に1年以上継続して居住している
（３）在宅要介護者の属する世帯員が介護保険料の滞納を
していない
（４）家族介護者と在宅要介護者の属する世帯が生活保護
を受けていない

●申請方法
窓口に申請書が用意してありますので必要事項を記入

（押印）
し、申請してください。受給資格に変更がなけれ
ば手当は継続支給します。
●手当の額
在宅要介護者１名につき、
月額5,000円
●支給の時期
毎年4月、8月および12月の3期に前月分までを支給し

ます。

問・受付窓口 健康づくり課（1階3番窓口） ☎︎25-0116

後期高齢者医療 令和2年度・3年度の保険料率が決まりました
2月18日に開かれた「令和2年第1回埼玉県後期高齢者医療広域連合議会定例会」において、新保険料率に係る条
例改正案が可決され、令和2年度および令和3年度の保険料率が次のとおり決定しました。
◆保険料率
・所得割率 7.96%
・均等割額 41,700円
・賦課限度額 640,000円

平成30年度および平成31年度
分については、所得割率7.86%、
均等割額41,700円、賦課限度額
620,000円でした。

◆保険料軽減措置について
令和2年度の保険料軽減措置については、収入額に応じ
た被保険者均等割額を7割、7.75割、5割、2割軽減します。

各個人の保険料については、所得および世帯の課税状況等に基づき算出し、決定通知を後日お手元にお届けします。
なお、均等割軽減（5割軽減、2割軽減）については、判定基準所得が次のとおり変更になりました。
令和2･3年度

平成31年度

5割軽減

33万円＋（28.5万円×被保険者数）

33万円＋（28万円×被保険者数）

2割軽減

33万円＋（52万円×被保険者数）

33万円＋（51万円×被保険者数）

問いきいき町民課（1階1番窓口） ☎︎25-0115
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月曜・祝日・年末年始休館

問歴史民俗資料館 ☎︎24-9650

月曜・祝日休館 問公民館 ☎︎22-2267

柳
川

蕎麦茹でて葱切る夜の孤老かな

公民館講座・参加者募集
●
「英会話特別教室」6/25（木）
スタート！

日時 6/25、７/9・30、8/27、9/10・24、10/8・22、11/12・26

◆髙田

（全10回・木曜日）14時～16時
場所 町民会館

哲郎 選

天ぷらか月見か迷う駅のそば

蕎麦はよし先祖を偲ぶ味があり

ボケぎみもまだまだ家は忘れない

講師 村松 あゆみ先生
バランタイン・マイケル氏（特別講師）
参加費 3,000円（10回分）※当日集金
定員 10名

申込 6/4（木）から

申込 町民会館 ☎22-2267
※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

玉井 市憲

横田賭司楼

大野たかお

音

加藤 孝全

知

小石川邦二

カンニング今ではラインで友に聞く 岸岡 鯉甲

惠夫 選

空を呼ぶ我等の畑は白き山

◆富田

激論中突如呑気なコマーシャル

歌
短

洗うたび抜けおちる髪さみしくて前髪そっと持ち上げてみる

難産で私を産んでくれた亡母に感謝の線香上げし誕生日

亡母の髪洗いし日思い出す柚子うかぶ湯に香り立つ夜

冬枯れのさびしき庭を彩るは節分草の小さき花叢

紅梅の咲けば一度は雪冠ると愛おしく見上げし主人を想う

ルート不明のコロナ感染者増え胸内のいらだち一気に高まる

挨拶を交わして暫く立ち止まるマスクの顔は誰だったかと

手の中で熱帯びてゆく野いちごを恵みはじめた森で摘み居り

膵臓癌とぞ不快な痛みの元凶の一つと聞きてむしろすっきり

巧妙に話を進めて攻めてくる川上晃瑠に吾れ負けたりき

満開の花見をせんと四月尽思う間もなく散りてしまえり

資料館では、令和元年度に横浜国立大学大学院教育学研究
科の植物科学研究室と
「武甲山の自然史」の企画展示の準備を
しました。植物科学研究室では、以前から武甲山の固有種に関
する研究を行っており、たくさんの人に武甲山の自然の貴重さ
を伝えたいという想いから、
この企画展を始めました。
展示は、小・中学生向けの8枚のパネルで、
「地質」
「石灰岩」
「横瀬の特別な自然」
「武甲山の固有種」
「固有種の紹介」
「植
物の保全活動」などについて、写真やイラストで分かりやすく
解説しています。
また、武甲山の固有種であるチチブイワザク
ラやミヤマスカシユリの開花の季節には、実物の展示も計画し
ています。
学習コーナーでは、武甲山やチチブイワザクラ、
ミヤマスカ
シユリなどの写真を見て、塗り絵やパズルをすることができま
す。ぜひ、武甲山の自然に親しんでください。
資料館は、3月14日から5月31日まで臨時休館していました
が、6月2日から開館します。なお、新型コロナウイルス感染拡大
防止のため、学習コーナーについては、当面の間は利用できま
せん。

ウイルス禍に友と逢う瀬も控えつつ春の盛りを怯えて過す

三方の辻に立てたる厄除け札は集落護らんと続く習わし

●資料館企画展を紹介します

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！
！
※「新型コロナウイルス感染症拡大防止」により日程の変更が
ある場合があります。

●
「新型コロナウイルス感染症拡大」
に伴う

公民館講座のお知らせ

横瀬
書道
サー
サ
ー
サークル

①味噌づくり…12/17（木）
・18（金）
・19（土）に延期
②紫陽花リース作り…5/10（日）から6/21（日）に変更
③健康講座『爽楽健』…延期、
日程未定
④「多肉寄せ植え」教室…5/31（日）から延期、
日程未定

斉藤

タートに変更
※「新型コロナウイルス感染症拡大」に伴い、
日程変更や延期

邦子

あき

齋藤トシ子

島田

イヨ

由江

中川美也子

町田

町田

八木原千恵

壮次

茂

タミ

悦子

信子

八木原優子

若林

赤岩

浅見

小泉

新井

⑤「ママとよい子のリトルラビット」…4月スタートから8月ス

等のご迷惑をおかけいたしております。開催日程の変更
等は「広報よこぜ」や町ホームページにてお知らせいたし

浅見 和子 さん

ます。
ご不明な点がございましたら、直接または電話で町民
会館にお問い合わせください。

みんなで一緒に 手話 を学ぼう! ●第14 回
［ 武甲山］

問町民会館 ☎︎22-2267

第35回ヨコゼ音楽祭の
中止について

本年度開催を予定しておりました「第35回ヨコゼ
音楽祭」については、実行委員一同、開催にむけ準備
を進めてまいりましたが、新型コロナウイルス感染拡

月曜・年末年始休館 問町立図書館 ☎︎22-2267

推薦
図書

東野圭吾 著 ●実業之日本社
その木に祈れば、願いが叶うと言
われる不思議な力を持つ木と番人
の青年が織り成す長編感動作です。

大防止のため、
「中止」
といたします。

➡

クスノキの番人

➡

●6月特設コーナー●

右手拳の親指側を左
手拳の親指側に付け、
（武）

左手3指を伸ばし、右手
人差し指をつけて下げ、
（甲）

協力:ちちぶ広域聴覚障害者協会
横瀬町の市外局番は
（ 0494）です

甲を上に向けた右手で左から
右へ山の形を描きます。
（山）
QRコードを読み込むと動画で手話を確認できます。

問健康づくり課（1階3番窓口） ☎︎25-0116
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「家族団らんの日」
特集
みなさん、
ご存知ですか？6/6(土)は、
「家族団らんの日」
です。
家族で過ごす機会の多いこの頃、毎日が楽しくなる書籍を特集
します。

★6月のナイトライブラリーは中止します。
広報よこぜ 12 2020・6

各種相談
無料相談

秩父保健所

●身体・知的障がい児(者)について

秩父保健所

横瀬町定例相談

☎22-3824

横瀬町役場総務課

●ひきこもり専門相談 ※要電話予約

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

●行政相談

埼玉県定例相談

●精神障がい者について

生活支援センター「アクセス」
☎24-1025 FAX24-1026
日時 月～金曜日 9:00～17:00

●法律相談

県民相談総合センター ☎048-830-7830

日時 6/18（木）13：00～16：00
場所 役場 第1委員会室 ※要電話予約
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。

●弁護士による出張法律相談

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

●障がい者の就労等について

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

●就職相談 専用受付ダイヤル

日時

●消費生活・多重債務相談について

秩父市消費生活センター（秩父市役所 本庁舎2階）
☎25-5200
日時 月～金曜日 9:00～16:00（昼休みを除く）

☎25-0111

日時 6/9（火)13:00～15:00
場所 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

公認心理師相談
日時 7/7（火）13:30～15:45

☎048-780-2034
第1・第3水曜日 10:00～16:00

社協定例相談

埼玉県虐待通報ダイヤル ＃7171

今月の社協定例相談はありません

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。

※各種相談は、新型コロナウィルス感染拡大防止のため、延期や中止、内容が変更される
場合があります。詳しくは各問合せ先にてご確認ください。

₂₀₂₀年₆月 秩父郡市休日急患当番医表

休日救急対応（まずは休日診療所または在宅当番医療機関を受診してください）
秩父郡市医師会休日診療所
（診療時間 9:00～18:00）

7日

14日
21日
28日

医師会休日診療所（内・小）
熊木町 ☎︎23-8561

在宅当番医療機関
（診療時間 9:00～18:00）

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

小鹿野中央病院（内）

小鹿野町

☎︎75-2332

本間医院（内・リュ）

小鹿野町

☎︎75-0020

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

※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）

平日夜間急患対応
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 皆野病院
火 秩父市立病院
水 秩父病院
秩父市立病院
木 6/11 皆野病院
6/25 皆野病院
金 秩父市立病院
土

皆野町

☎︎62-6300

あらいクリニック

本

町

☎︎25-2711

桜木町

☎︎23-0611

秩父市立病院

桜木町

☎︎23-0611

和泉町

☎︎22-3022

秩父病院

和泉町

☎︎22-3022

桜木町

☎︎23-0611

秩父市立病院

桜木町

☎︎23-0611

皆野町

☎︎62-6300

6/11 近藤医院

日野田町

☎︎22-0043

皆野町

☎︎62-6300

6/25 南須原医院

長瀞町

☎︎66-2038

桜木町

☎︎23-0611

秩父市立病院

桜木町

☎︎23-0611

救急電話相談

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
にお電話ください。

NTTプッシュ回線・ひかり電話・携帯電話

#7119

ダイヤル回線・IP電話・PHS

☎048-824-4199

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

※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
（2020年₁月₁日～₄月₃₀日）

（2020年₁月₁日～₄月₃₀日）

人身事故件数
死者数
負傷者数
物件事故件数

◦6件（－5）
◦1人（±0）
◦8人（－6）
◦53件（－4）

事故死ゼロ 23日

6月の
納税

器物損壊 ◦
暴行 ◦
窃盗 ◦
詐欺 ◦

1件
1件
1件
1件

在宅歯科休日歯科診療当番医 応急処置
※6月の休日歯科診療はありません。

税務署や国税局で「税のスペシャリスト」
として勤務する
税務職員
（国家公務員）
を募集します。
受験資格
1 令和2年4月1日において高等学校または中等教育学校
を卒業した日の翌日から起算して3年を経過していない者
および令和3年3月までに高等学校または中等教育学校卒
業見込みの者
2 人事院が上記１に掲げる者に準ずると認める者
試験の程度 高等学校卒業程度
申込方法等
【原則】
インターネット申込み
http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html
受付期間 6/22（月）9：00～7/1（水）[受信有効]
【インターネット申込みができない場合】
問合せ先 希望する第１次試験地を所轄する国税局
（沖縄国税事務所）
試験日 第1次試験日9/6（日）、第2次試験日10/14（水）～
10/23日
（金）のうち、第１次試験合格通知書で指定する日時
合格者発表日 第1次試験合格者 10/8（木）
最終合格者11/17（火）
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2333）
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。）

お知らせ
令和2年度埼玉県介護支援専門員実務研修受講試験
日時 10/11（日）10：00～
会場 獨協大学
試験案内
①配付期限 6/30（火）
まで※閉庁日を除く
②配付場所 役場健康づくり課（1階3番窓口）
・ 横瀬町社
会福祉協議会・埼玉県高齢者福祉課および埼玉県福祉事
務所・埼玉県社会福祉協議会（彩の国すこやかプラザ）
受験資格
ア 国家資格等を取得後、登録してからの業務が5年かつ
900日以上ある方
イ 施設等において法により必置とされる相談援助業務に
従事した期間が5年かつ900日以上ある方
※平成30年度より介護支援専門員実務研修受講試験受験資格
に変更あり

6

第1期

納期限 : 6/30㊋

※口座振替をご利用の方は、残高をご確認ください。
※混雑緩和のため、役場および芦ヶ久保出張所で納税の際は、
つり銭のないようにお願いします。
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26㊎

25㊍

27㊏

11㊍・25㊍

12㊎・26㊎

11㊍・25㊍

9 ㊋・23㊋

10㊌・24㊌

10㊌・24㊌
5㊎・19㊎

4 ㊍・18㊍

information

イ ベ ント

令和2年度税務職員 採用試験

※詳細は「試験案内」をご覧ください。

《注意》
振り込め詐欺にご注意ください。

▶町県民税

よこ ぜ 情 報 掲 示 板

YOKOZE

受付期限 6/30（火）
（当日消印有効）
受験費用 13,800円（受験手数料12,000円＋試験問題作
成手数料1,800円）
問社会福祉法人埼玉県社会福祉協議会
研修開発部ケアマネジャー業務課
☎︎048-824-3111（試験専用）FAX 048-822-1449
9：00～17：00（土・日・祝日を除く）

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

6/20（土）18:00開演

場所 エリア898

※オンライン開催の場合あり

講師 クリエイター夫婦×移住夫婦
対象

誰でも
（参加費無料、事前予約なし）

企画・運営 MOSAʼS[モサーズ]
問まち経営課（2階8番窓口） ☎︎25-0112

彩の国ふれあいの森の催し
●秘境の作物 中津芋収穫体験（昼食付き）
日時 7/5（日）10：00～13:00
参加費 2,000円／組
対象 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 6/28（日）
まで
●奥秩父巨木探訪（カツラ編）
日時 7/12（日）10:00～15:00
参加費 1,000円／人
対象 小学生以上（小学生は保護者同伴）
定員 10人
申込 7/5（日）
まで
●間伐体験と小枝のミニ花台作り
日時 7/19（日）10：00～15:00
参加費 1,000円／人
対象 小学生以上（小学生は保護者同伴）
定員 10人
申込 7/12（日）
まで
●ふれあいの森「夏まつり」
日時 7/23（木）10：00～15:00
内容 木工工作、電動糸ノコによる型抜き体験等
参加費 無料（一部体験有料、受付は当日会場にて）
●秩父鉱山探訪
日時 7/25（土）10：00～16：00
参加費 2,000円／人（小学生1,500円／人）
対象 小学生以上（小学生は保護者同伴）
定員 10人（申込順） 申込 7/18（土）
まで
※各申込は電話にて受付。新型コロナウイルス感染拡大防止対
策のため中止する場合があります。

問・申込 彩の国ふれあいの森 埼玉県森林科学館 ☎︎56-0026

募集
県立熊谷高等技術専門校秩父分校技能講習の受講生募集
①秩父05 AutoCAD（機械系）発展
②秩父06 介護職員向けWord 2013
講習日 ①8/1（土）
、8（土） ②8/15（土）、22（土）
時間 ①②9：00～16:00まで
受講料 ①②2,000円
テキスト代 ①3,168円 ②2,200円
申込 7/1（水）～7/10（金）
まで
往復はがきまたはホームページで
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、変更（中止）の
場合があります。ホームページをご確認ください。
問熊谷高等技術専門校 秩父分校 ☎︎22-1948
講習名
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横瀬町の市外局番は
（ 0494）です

生き生きシニア!! 横瀬町文化協会
『ソーイング教室（午前・午後）』
手作りマスクをいただきました！
文化協会『ソーイング教室（午前・午後）』の会員の皆
さんが自宅で215枚のマスクを手作りし町に寄贈され

今年も老人クラブ連合会から
タオルをいただきました！

ました。
富田町長からの
「まずは町内の妊産婦さんに配布した
い」の発言に、
ソーイング教室の皆さんたちは町のお役

4/20
（月）
、
横瀬町老人クラブ連合会の方々から、
タオル

に立てるならとちょっと控えめにほっこり！

（雑巾）350本が横瀬小学校と横瀬中学校に寄贈されま

「新型コロナウイルス感染症拡大」
によりサークル活動

した。
タオルの寄贈は毎年続いていて、各学校では、
この

は自粛中の皆さんですが、
自宅で元気に活動中です。

雑巾を使って毎日清掃しています。
どうもありがとうござ

ハンドメイドデザイナーMIMA先生の
「手作りマスクの

いました。

レシピ」
も町民会館や図書館の窓口にありますので、ぜ
ひ、
マスクを手作りしたい方、
お散歩の途中にお立ち寄り
ください。

やま なか れい か

山中 玲花ちゃん
令和元年6月5日生
宏之・歩美夫妻（8区）

長してね♥♡

成
笑顔ですくすく

さい とう そう た

西東 蒼太くん
まち だ

令和元年6月16日生
康太・沙紀夫妻（12区）

いっ しん

町田 一心くん
令和元年5月28日生
滉・のりか夫妻
（6区）

ってね！
♯健やかに育 な！
る
♯コロナに負け

いっぱい遊んで
♡
大きくなぁれ♥

●「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.

623

2020年₅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

3,159（＋13） 3,828（ ＋7） 3,876（ −2）

7,704（ ＋5）

3,351（＋13） 4,059（ ＋8） 4,114（ −2）

8,173（ ＋6）

192（ ±0）

秩父郡横瀬町大字横瀬4545番地

231（ ＋1）

☎25-0111㈹

238（ ±0）

469（ ＋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）

