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No.

625
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夏緑

2020.8.1発行

みどり

撮影地 : 札所八番 清泰山 西善寺

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るだけでなく、大会参加な
どでは、親子で共通の話題が増え、絆がより強まります。
興味があるスポーツがありましたら、
一度活動を見学していただき、
入団を希望する場合には、
各団体へ入団手
続きをお願いいたします。
「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。
たとえ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。特に、運動を習慣づけることにより、身のこなしも素早くなり、
とっさのときの危機回避能力が向上し
ます。
また、体力の向上は、病気に強い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。
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

横瀬ソフトテニス

櫻井

善雄 毎週日曜日 13:00～15:00

横瀬ミニバスケットボール

浅見

幹雄

横瀬サッカー

八木原宏明

毎週土・日曜日、祝日 8:00～13:00
（試合等により延長有）

町民グラウンドほか
横瀬中学校テニスコートほか

毎週火・木曜日 18:30～20:20
毎週日曜日
9:00～12:00

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

※練習日程は状況により変更する場合があります。
問横瀬町スポーツ少年団本部事務局（教育委員会内・2階6番窓口） ☎︎25-0118

スポーツ賞のお知らせ
町では、多年にわたり町のスポーツ振興に貢献された方、
または各種スポーツ大会において顕著な成績を
おさめられた方を表彰しています。
自薦・他薦は問いませんので、次に該当する方の推薦をお待ちしています。
●スポーツ功労賞

・町のスポーツ振興に寄与し、
その功績が大であること。
・同一競技に30年以上携わり、他の模範となる者であること。
・これまでに同じ表彰を受けていないこと。

●スポーツ優秀選手賞

対象期間

令和元年9月1日～令和2年8月31日

町内に在住、在勤および在学または町出身の方

対象者
受賞資格
大会

対象

一般（個人・団体）

高校生以下（個人・団体）

優勝

3位以内

6位以内

出場

埼玉県

関東・東日本

3位以内

国際

出場

全国規模

●申込期限

9/2（水）
まで
問・申込 教育委員会（2階6番窓口） ☎25-0118
広報よこぜ
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6位以内
出場

８月は特定健診受診強化月間
町では、糖尿病等の生活習慣病を予防し皆さまの健康を守るため、特定健診・特定保健指導を実施して
います。特定健診の対象者は、国民健康保険に加入している40歳から74歳までの町民の方となります。
本町の国保対象者の健診等受診率は、割合にしておよそ10人のうち6人の方が健診などを受けておら
ず、町民の皆さまの健康が心配される状況です。
そのため8月を特定健診受診強化月間と位置づけています。
特定健診は、健康状態を確認する良い機会です。
ご自身の健康のために、年に1度は健診を受けるように
しましょう。
特定健診の受診を希望する方は、いきいき町民課へご連絡ください。
集団健診受診の流れ
①窓口または電話で申し込み→②受診日を決定→③健診に使用する問診票等を受け取る→④指定された
健診日・会場で受診
※集団健診は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、お申し込みの際に受診日・会場を指定させてい
ただきます。あらかじめご了承ください。
個別健診受診の流れ
①窓口またはお電話でいきいき町民課へ申し込み→②健診に使用する問診票等を受け取る→③受診者が
健診実施医療機関へ健診を予約→④予約日に医療機関で受診
※個別健診の実施期間は7/1から3/31までの間で医療機関の開院日に限ります。
問・申込 いきいき町民課（1階1番窓口） ☎25-0115

特別定額給付金の申請はお済みですか？
特別定額給付金の申請の期限は8/13（木）
【当日消印有効】
となっています。
「記入例」を参考に、記入漏れ、必要書類の添付漏れがないようにして、返信用封筒にてお早めにご返送く
ださい。
申請がお済みでない方で、申請書がお手元にない方は、申請書の再発行をしますのでいきいき町民課ま
でご連絡ください。
申請期限（8/13（木））を過ぎると給付を受けることができませんのでご注意ください。
【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！
問いきいき町民課（1階1番窓口） ☎25-0115

マイナンバーカードを企業・団体等でまとめて申請できます！
町では、マイナンバーカードの申請希望者（町に住民登録がある方）が概ね5名以上見込まれる町内の企業
や地域団体等を対象に、
町職員が会場へ出張し、
申請受付から写真撮影、
交付までを無料で行います。
カードは後日、
本人限定受取郵便で住所地に送付しますので、
申請者は役場の窓口に行かずに作ることがで
きます。
（ただし、
申請からカード受け取りまでに1カ月程度かかります。
）
実施日時 平日の10：00から16：00まで
申込方法 所定の申込書に必要事項を記入の上、いきいき町民課へ提出してください。
（郵送、電子メール可）
後日、
申込団体等と日程や会場等を調整させていただきます。
※申込書等詳細についてはホームページに掲載しています。
また、
いきいき町民課にも申込書を用意してあり
ます。
問・申込 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
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豊かな自然と快適な生活を守る下水道のはなし

〜町の水環境を守りましょう！〜
下水道の利点について
公共下水道とは？
下水道は、家庭の生活雑排水を下水道管で集め、汚水処理施設で衛生的に処理し、
きれいな水にしてから河
川等へ放流する仕組みです。
下水道の目的は、生活環境を衛生的に改善し、公共用水域の水質を保全することにあります。
下水道の利点はどんなところ？
（１）
くみ取り等の必要がなく、設備が汚水の流れる配管部分だけになるため維持管理が簡単です。
（２）汚水が地中の下水道管を流れるため、臭いの発生が抑えられます。
（３）家庭から排出される汚水を下水処理場で処理してから河川等に放流するため、公共用水域の水質や水量
を守ることにつながります。
町の水環境を守るためには？
くみ取り便槽や単独処理浄化槽の使用は、台所・洗面所・お風呂等の生活排水が未処理のまま道路側溝や河
川等に放流されてしまうため、水質保全のためには好ましくありません。
下水道供用開始区域内にお住まいの方は、下水道の利点をご理解いただき、将来世代にきれいな水資源を
残すためにも早期に下水道への接続をお願いします。
下水道区域外の地域は？
下水道区域外の地域では、町が合併処理浄化槽の設置・維持管理を行う
「浄化槽設置管理事業」
を推進して
います。詳しくは、下記までお問い合わせください。
問建設課（2階9番窓口） ☎25-0117

しのはなし
知って ふく
得する マークの正しい意味をご存じですか？
普段の生活の中で目にするこのマーク、皆さんはこのマークの正しい名称

や意味を知っていますか？
正式な名称は「国際シンボルマーク」
といい、
「障がいのある方が利用でき
る建物、施設」
を意味します。
車いすが描かれていることから、
「車いすに乗った人だけ」が対象と認識さ
れることもありますが、本来は「すべての障がいのある方」を対象としたマー
クです。
外見からは分からない心臓やじん臓、消化器などに障がいのある方もいま
す。
駐車場などでこのマークを見かけた場合には、障がいのある方の利用にご
配慮、
ご協力をお願いします。
問健康づくり課（1階3番窓口） ☎25-0116
広報よこぜ
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住宅環境改善および空き家活用促進補助金
―住環境の改善や空き家をリフォームしませんかー
町民の住環境の向上、
クリーンエネルギーの普及および空き家の有効活用を促進するため、住宅の改修工
事等（リフォーム）や省エネルギー改修を行う方に対し、補助金を交付します。
（申請は事前申請になります）
対象となる住宅は？
①自己の居住のために使用している一戸建ての住宅および併用住宅
②次のような空き家
・工事完成後1年以内に自らが居住若しくは事業を開始する
・工事完了後1年以内に第三者の居住のために貸し出す
対象となる工事や補助金は？
補助金の種類

補助対象工事

補助金額

建物の内外装の改修（内装木質化を含む）

リフォーム
補助金

居室、浴室、玄関、台所およびトイレ等の改修
（下水道接続工事を除く）
開口部の断熱性能を高める工事

①住宅1戸につき、
リフォームに要した費用額の1/10とし、10万
円を限度とします。
②補助対象工事に加え、秩父産木材を内装の木質化に利用した
場合、1㎡あたり3,000円を加算し、20万円を限度とします。
③町の入札参加資格者・小規模事業者登録事業者による工事の
場合は、5万円を加算します。
工事費の1/5とし、20万円を限度とします。

壁・屋根・天井・床の断熱性能を高める工事
太陽光発電システムの設置

太陽電池出力1kW当たり15,000円に発電システムを構成する太
陽電池の最大出力値を乗じて得た額とし、
5万円を限度とします。

蓄電システムの設置

設置費用(消費税を除く)額の1/10とし、5万円を限度とします。

電気ヒートポンプ給湯機（エコキュート）の設置

設置費用額の1/10とし、5万円を限度とします。

省エネルギー 家庭用燃料電池コージェネレーションシステム
改修補助金 （エネファーム）の設置

設置費用額の1/10とし、5万円を限度とします。

潜熱回収型ガス給湯器（エコジョーズ）の設置

設置費用額の1/10とし、2万円を限度とします。

地中熱利用システムの設置

設置費用額の1/10とし、20万円を限度とします。

HEMS（エネルギー管理システム）の設置

設置費用額の1/10とし、1万円を限度とします。

LED照明器具・電球・蛍光管の設置

①費用の1/2とし、5,000円を限度とします。
②商品券で交付します。
※過去にLED照明補助金を受けていないこと

問・申請 振興課（1階5番窓口） ☎25-0114

みんなで一緒に 手話 を学ぼう! ●第16回
［ 台風］

➡
指を広げた両手を

横瀬町の市外局番は
（ 0494）です

QRコードを読み込むと動画で
手話を確認できます。

右上方から左下方へ下ろす
動作を繰り返します。
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協力:ちちぶ広域聴覚障害者協会
問健康づくり課（1階3番窓口）
☎25-0116

家庭用ブロック積簡易焼却炉を無料で回収します
町では、環境保全事業の一環として、家庭用ブロック積簡易焼却炉の無料回収を行っています。回収を希望
される方は次のとおりお申し込みください。
期日 8月下旬を予定（申込者には後日回収日を連絡します。
）

家庭用ブロック積簡易焼却炉

対象

条件 （１）回収日までにブロック単位に解体してあること。
（２）回収用の軽トラックが進入できる場所まで搬出してあること。
申込み 8/14（金）
までにお申し込みください。
問・申込

振興課（1階5番窓口） ☎25-0114

町長交際費を公表します
皆さんのご家庭のお付き合いと同様、町が町政
を円滑に運営する目的で、外部とお付き合いするた
めの経費があります。
これが「町長交際費」
です。
令和元年度 町長交際費 101件
合計 519,690円

項目

内容

5

26,000

祝賀会、催し等の祝い金

香料

11

87,600

香典、花輪

会費

78

371,500

賛助金

3
4
101

11,000

協賛金等

23,590

関係者への土産等

計

●●●●●

金額（円）

祝い金

贈答品

詳細は、町ホームページで公開しています。

件数

各種会議、懇親会等の会費

519,690

よこらぼ6月の採択事業

●●●●●

第1回審査会（6/3）
・第2回審査会（6/29）答申に基づき1件採択（提案件数８件）、以前条件付き採択となって
いた提案が1件採択となりました。
事業名・提案者

概要

採択 提案者：村上 啓
「寺坂棚田」の農地１つ１つの情報を、GISを用いて集約・一元化し
No.75 事業名：寺坂棚田の「見える化」調査プロジェクト 「見える化」する調査
提案者：堀江車輌電装株式会社

コロナウイルスの影響で身近にあったスポーツが規制を受ける中、

採択
事業名：ユニバーサル野球で世界に楽しみをつく 未来に向けて、屋外版ユニバーサル野球場を作り、幅広い年齢層の
No.76 ろう！
方が楽しめるかを検証する。
問まち経営課（2階8番窓口） ☎25-0112

■入札結果
入札日

6/10

担当課

（単位：円）

建設課

工事等の名称
入札方法
令和2年度横瀬町都市計画マスタープラン策
指名
定業務委託
ＬＧＷＡＮ接続系サーバー機器リース業務
指名

建設課

横瀬町役場庁舎昇降機改修工事

建設課

入札日

指名

予定価格

落札（決定）金額

非公表

6,303,000

非公表

11,451,000

—

—

落札
（決定）者
東日本総合計画㈱関東支店
ＮＴＴファイナンス㈱関東支店
入札者が２者に達せず不調につ
き落札者なし

6/23

担当課
建設課
建設課
建設課

（単位：円）

工事等の名称
入札方法
予定価格
横瀬町下水道管渠（川東汚水支線322外）実
指名
非公表
施設計業務委託
町道3234号線側溝整備工事
指名
2,671,900
町道3175号線物件調査業務委託
指名
非公表

※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）金額
12,430,000
2,640,000
1,375,000

落札
（決定）者
㈱ＮＪＳ関東事務所
㈱大場建設
旭測地設計㈱

不用品回収サービス
無許可業者に依頼しないで！

問秩父市消費生活センター ☎25-5200

引っ越し、遺品整理、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う外出自粛生活で家
庭内の片づけに時間を費やすなどし、大量の粗大ごみが出ることがあります。
処分する際、不用品回収業者に自宅まで来てもらえば手間が省ける等の利点
がある一方で、
インターネットやチラシ、巡回などで無料・格安料金での回収・処
分をうたう業者に依頼したところ、作業後に料金を加算され高額な請求をされ
た、広告に「トラックに積み放題〇千円」
とあり見積もりを依頼したところ、予想
をはるかに超えた高額料金を提示されたが断り切れなかった、解約料が高額と
いった相談が寄せられています。
事業者が家庭からの粗大ごみを回収するには、町の「一般廃棄物収集運搬
業」の許可や、町からの一般廃棄物運搬の委託が必要です。
「産業廃棄物収集運搬業」や「古物商」の許可では家庭からのごみの回収（収
集運搬）
をしてはならないとされています。
不用品回収サービスに関するトラブルは、無許可業者（一般廃棄物収集運搬
業の許可を受けていない業者）に依頼（契約）
した場合に多く見られるので、無
許可業者に依頼しないことが大切です。

【消費者へのアドバイス】

①家庭からの粗大ごみ・廃家電など
の不用品を出す場合、処理の方法
については、まずはお住まいの町
に確認しましょう。そのうえで、回収
を事 業 者 に 依 頼 する場 合 は 、必
ず「一般廃棄物収集運搬業許可」
を受けている事業者にしましょう。
②契約前に料金、作業内容、事業者
の名称・連絡先、解約料等を確認し
ましょう。
③領 収 書 や 明 細をもらっておきま
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。消費生活センターの電話番号は、全国共通「188」
です。

空き家の再生・活用をすすめていきます
横瀬町長

区長さん、民生委員さんらにご協力をいただきながら、

よしなり

富田 能成

空き家の実態調査を実施しました。その結果、町全体
で235軒の空き家が確認されました。そして、新聞各紙

町を歩くと、人の気配のない空き家が目に付くことが

でも報道されましたが、6月30日には、
日本の伝統工法

あります。全国的には、空き家は大きな社会問題にも

で建てられた古民家について、豊富な情報・再生ノウハ

なってきていて、平成30年の住宅・土地統計調査による

ウを有する（一社）古民家再生協会（埼玉支部）
と古民

と、全国で空き家は約846万戸、全住宅に占める空き家

家の活用に関する連携協定を締結しました。
これも、空

の割合（空き家率）はなんと13.55％と戸数、率ともに過

き家対策強化の一環です。
また、4月に赴任した地域お

去最高の水準にまで増えてきているとされてます。横瀬

こし協力隊の杉本諒介さんは、空き家の再生・活用を

町では、現状そこまで空き家比率は高くはないのです

テーマに活動をはじめていて、具体的に、芦ヶ久保の空

が、少しづつ増えていること、そして
（このまま何もしな

き家を再生して有効活用する準備を着々とすすめてい

いと）今後もっと増加することは間違いないだろうと考

ます。

えています。
これからの町にとって、空き家の増加を抑
制すること、再生・活用することはとても重要だと考え、

町では、空き家の利用促進をすすめるための補助金
（住宅環境改善及び空き家活用促進補助金）も設置し

今年からスタートした第六次総合振興計画の中でも、

ています。地域の安全な環境整備、良好な景観づくり、

空き家対策を重要テーマに位置付け、対応をはじめて

移住促進、町の活性化、
と様々な側面から空き家対策は

います。

町の未来を創る重要な課題ととらえ、更に対応を拡充し

まずは、現状を把握するために、約3か月間をかけて、
横瀬町の市外局番は
（ 0494）です

広報よこぜ
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健康づくり課事業のお知らせ
言語リハビリ教室（★）

日時 8/12（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。

健康相談（★）

日時 8/20（木）10:00～12:00（受付は11:30まで）
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 8/24（月）13:30～15:30
内容 心の病気を持つ方たちの社会復帰のためのグループ活動を行います。

オレンジカフェ（★）

日時 8/27（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。

ウォーキング教室

室内で実施予定でしたが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、休会と
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。

問健康づくり課（1階3番窓口） ☎25-0116

骨密度測定 日程変更のお知らせ
健康カレンダー等で骨密度測定の日程をお知らせしていますが、新型コロナウイ
日にち
受付時間
場所
ルス感染症拡大防止のため、がん検診との同時実施は行わないこととなりました。
11/4（水）13：00～14：30
今年度は、全日程、骨密度測定単独での実施となるため、右記のとおり日程を変
10：00～11：30 総合福祉
更します。予定されていた皆さまにはご迷惑をおかけしますが、
ご理解ご協力をお
12/8（火）
13：00～14：30 センター
願いいたします。
5月に検診申込書にて申込みをされた方には、10月初旬ごろに別途通知を送付し 12/14（月） 13：00～14：30
ますのでご確認ください。
問健康づくり課（1階3番窓口） ☎25-0116

広報よこぜ
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保健師です

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

こんにちは

今月の記事担当：萩原

知っておきたい﹁認知症﹂

日本では高齢者の４人に１人が認知症︑あるいはそのリスクを持ってい
ると言われています︒
普通の物忘れと認知症の違い
普通の物忘れと認知症による物忘れは違います︒例えば︑朝ご飯に何
を食べたのか思い出せないといった体験の一部を忘れるのは普通の物忘れ
ですが︑朝ご飯を食べたこと自体を忘れる場合は認知症が疑われます︒
●普通の物忘れ
・体験や出来事の一部を忘れる︒
・ヒントがあれば思い出すことができる︒
・物忘れをしている自覚がある︒
・人物や時間・場所まで分からなくなることはない︒
↓日常生活に大きな支障は出ない︒
●認知症による物忘れ
・体験や出来事をすべて忘れてしまう︒
・物忘れが頻繁に起こる︒
・物忘れをしている自覚がない︒
・人物や時間・場所まで分からなくなることがある︒
↓日常生活に支障が出る︒

認知症を疑うような行動や体調の変化に気づいたら︑早
めに医療機関を受診しましょう︒
また︑近所に住む高齢者などに︑何か変わったことや疑問
に思うことがあれば﹁声かけ﹂を行い地域で見守っていきま
しょう︒気になることがあれば︑地域包括支援センターまで
ご相談ください︒
町では︑認知症の方もそうでない方も︑仲間づくりや情報
交換︑介護のことなど︑気軽に相談できる場所として
﹁オレン
ジカフェ﹂
を開催しています︒
認 知 症 予 防に効 果 的と言われている音 楽や運 動を取り
入れた内容を実施していますので︑興味のある方はぜひご
参加ください︒

8/27（木）、9/23（水）
、10/22（木）
、11/26（木）
、12/24（木）
、
1/28（木）、2/25（木）
、3/25（木）
場所 総合福祉センター 1階 機能回復訓練室
時間 13:30～15:00

日程

!

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歳以上の方で、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 10月～3月 毎週火曜日
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 ※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歳以上の方で、他の体操教室に参加されていない方
定員 15名（先着順） 日程 10月～3月 第2・4木曜日
時間 10:30～12:00
会場 第2木曜日 総合福祉センター 2階 研修室
第4木曜日 総合福祉センター 1階 機能回復訓練室
持ち物 上履き
（かかとのあるもの）、水分補給用の飲み物、
タオル
申込期間
問・申込

8/5（水）～9/18（金）

地域包括支援センター（1階3番窓口） ☎︎25-0281

「私の療養手帳」を発行しています！
秩父圏域では、高齢者の在宅生活を支えるためのツールとして、
「私の療養手帳（「私の療養手帳」委員会、秩
父郡市医師会、
ちちぶ医療協議会発行）」を作成し、発行しています。医療や介護サービスの情報など、専門職等
が手帳を通じて共有することで、在宅生活の質の向上を目指しています。
また、“これまでの・これからの人生に関するページ”や“終末期に望む医療ケアに関するページ”など、家族や
周囲の方に伝えておきたいことを記入するページもあります。多職種が関わる療養環境にある方、一人暮らしの
高齢者など、
どなたでも利用することができます。
利用を希望される方や詳しく知りたい方は、お気軽にご相談ください。
問地域包括支援センター（1階3番窓口） ☎︎25-0281

人権標語の募集について
町では、
青少年育成横瀬町民会議、
人権教育推進協議会および教育委員会の共催による人権標語を募集します。
人権問題の理解と認識を深めるための第一歩として、人権について考え、想いを作品にしてみませんか。ぜひ、
この機会に多くの皆さまの応募をお待ちしています。
【募集標語】
●人権意識の重要性を訴えるもの
差別や偏見、高齢者、障がい者、女性、子ども、外国人、いじめや虐待問題、同和問題、戦争や平和などあらゆる
人権課題をとらえ、人権を尊重することの大切さを伝える内容の作品。
応募資格 町内の小・中学生および在住・在勤の方
応募方法 所定の用紙または任意の用紙に必要事項を記入の上、郵送・Ｅメールまたはご持参ください。
募集期間 8/1（土）～31（月）
その他 応募者全員に参加賞を、入賞者には賞状と記念品を贈呈し、特選作品は、広報よこぜ等への掲載を予定
しています。
問・応募先 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

広報よこぜ
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ひとり親家庭臨時特別給付金
新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親家庭については、子
育てに対する負担の増加や収入の減少などにより特に大きな困難が心身等に生じていることを踏まえ、
こうし
た世帯を支援するため、ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業を実施することとしました。
児童扶養手当の受給資格者の方には通知を送付しておりますので、
ご確認ください。
また、通知が届かない方で支給対象になると思われる方は、子育て支援課までご連絡をお願いします。
【基本給付】
ひとり親家庭で次のいずれかに該当する方
①令和2年6月分の児童扶養手当が支給された方（申請不要）
②公的年金等を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止された方（要申請）
③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方
と同じ水準となっている方（要申請）
給付額

1世帯

5万円（第2子以降1人につき3万円）

【追加給付】
上記、基本給付金対象の①、②に該当する方のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急
変し収入が減少した方（要申請）
給付額

1世帯

5万円

申請期間 令和2年8月3日
（月）から令和3年2月26日
（金）
問・受付窓口 子育て支援課（1階2番窓口） ☎25-0110【にっこり、ひゃくとうばん
（110番）】

埼玉県旧優生保護法一時金受付・相談窓口
専用ダイヤル ☎048-831-2777（9:00〜17:00 土日、祝日を除く）
●旧優生保護法に基づき、昭和23年9月11日から平成8年9月25日の間に優生手術を受けた方に一時金が支給さ
れます。
●対象者、手続きの確認等については、埼玉県の専用ダイヤルにお問い合わせください。
専用窓口 ☎048-831-2777 FAX048-830-4804

県担当課

E-mail a3570-12＠pref.saitama.lg.jp
埼玉県保健医療部健康長寿課

詳細はこちら→

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

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

8月

赤ちゃんくらす（令和２年４月～７月生）
5日（水）
●3歳児健診
6日（木）
●はぐくみ相談
（ことばの相談・要予約）
  
１２日（水）
●赤ちゃんくらす
（令和元年12月～令和2年3月生）
19日（水）
●赤ちゃんなんでも相談室
19日（水）
●３〜4、
9〜10か月児健診、
  BCG予防接種
20日（木）
●ちびっこなんでも相談室 27日
（木）
●

児童館
バンブーの森
さくらの森

28日（金）

●

どんぐりの森

9/4日（金）

●

ママサロン

●

横瀬児童館
5日（水）26日
（水）28日（金）
横瀬町町民会館 12日
（水）21日（金）
長瀞町多世代ふれ愛ベース長瀞
皆野町皆野総合センター

町役場
はぐくみ相談（運動の相談・要予約）
21日（金）

●

問子育て支援課（1階2番窓口） ☎︎25-0110
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7日（金）

●

問児童館

7日（金）
19日（水）

☎︎22-2072

児童扶養手当制度のご案内

子育て応援

児童扶養手当は、
父母の離婚などによって、
父や母と生計を同じくしていない18歳年度末まで
にある子どもを育てている方に支給される手当です。
受給資格者または児童が日本国内に住所

番

を有していない場合、
児童が父または母と生計を同じくしている場合、
児童が児童福祉施設に入所
している場合等は受給できません。
該当していると
思われる方は申請をお願いします。

●支給月額
（令和2年4月から）
子どもの人数

全部支給

一部支給

１人目

43,160円

43,150円～10,180円

２人目

10,190円

10,180円～5,100円

３人目以降加算額

6,110円

6,100円～3,060円

●所得による支給制限
申請者やその配偶者、
申請者と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）の所得によ
り、手当の支給に制限があります。下表の限度額以上である場合は、
その年度の手当の一部または全部の支給が制限
されます。
受給資格者等の所得制限限度額表
所得

受給資格者（本人）
全部支給
一部支給

扶養親族数

配偶者、扶養義務者、
孤児等の養育者

0人

490,000円

1,920,000円

2,360,000円

1人

870,000円

2,300,000円

2,740,000円

2人

1,250,000円

2,680,000円

3,120,000円

3人

1,630,000円

3,060,000円

3,500,000円

4人

2,010,000円

3,440,000円

3,880,000円

※上表の所得未満でも、
公的年金等を受給している場合、
支給が制限されます。
●支払期 原則、
奇数月の11日
（11日が土日・祝休日の場合、
直前の平日）
に支給をします。
●その他 児童扶養手当受給資格者の方は毎年８月に現況届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）】

児童・生徒の見守りのお願い
横瀬小・中学校は8/8（土）から23（日）
まで夏休みとなります。本年度は、新型コロナウイルス感染症の影響
による臨時休業のため、夏休みが16日間と短くなっていますが、児童・生徒にとっては開放的になり、飲酒・喫
煙・夜間徘徊など非行問題行動に巻き込まれやすい期間でもあります。そこで、町の子どもたちの健全な育成
を、地域の皆さまの温かい目で見守っていただきますようお願いします。
また、保護者の皆さまにおかれまし
ては、生活が不規則になりがちなこの期間、計画的に学習や家の仕事をさせ、有意義かつ安全な夏休みが送
れるようご指導をお願いします。
何か気になることがございましたら、学校または教育委員会へご連絡ください。
連絡先

教育委員会定例会の
開催のお知らせ
横瀬町の市外局番は
（ 0494）です

日時

横瀬小学校 ☎22-0618 FAX22-5368
横瀬中学校 ☎22-0684 FAX23-4510
教育委員会 ☎25-0118 FAX23-9349

8/25（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、8/24（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
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月曜・祝日・年末年始休館

問歴史民俗資料館 ☎24-9650

柳
川
◆髙田

哲郎 選

コロナ禍や日々の暮らしを変えにけり
玉井
市憲

大野たかお

当分はコロナばかりがネタになり 横田賭司楼

新コロナこんな地球に誰がした

孝全

加藤

音

コロナ禍に九月締切り迫り来る

知

スポーツ選手役者気取りでコメンテーター
岸岡 鯉甲

余生の日々師の影重ね時過ごす

毎日がコロナコロナで気がしける 小石川邦二

●武甲山動植物標本室を紹介します
武甲山は奥秩父山地より北方へのびる尾根の末端にある独
立峰で、石灰岩が山の北半分を占めています。
また、南部は宇遠
沢輝緑凝灰岩を主とした岩石が厚く分布しています。武甲山の
北側にある低い山地は、チャート・粘板岩を主とした岩石でつく
られ、断層に切られた複雑な地質構造をしています。
武甲山に生息する動物は、植生の多様さを反映して変化に富
んでいます。標本室には、
「生きた化石昆虫」
と呼ばれている稀
種のムカシトンボやガロアムシ、
トワダカワゲラをはじめ武甲山
に生息する多くの蝶類や蛾類、
トンボ類の標本2,500点を展示し
ています。また、哺乳類のホンシュウトガリネズミやヒメヒミズ
などの標本も展示しています。
資料館の庭では、石灰岩地に隔離分布するチチブミネバリや
武甲山の固有種のブコウマメザクラなど武甲山から移植した16
種の植物を鑑賞することができます。
また、６月から展示ホールで企画展「武甲山の自然史」
を開催
しています。写真やイラストを使った8枚のパネルで武甲山の地
質や植物などについて、分かりやすく解説しています。

横瀬
書道
サー
サ
ー
サークル

飯塚 和代 さん

月曜・年末年始休館 問町立図書館 ☎22-2267

第37回横瀬町民体育祭の
中止について
例年、町民体育祭の開催については、多くの町民

推薦
図書

りがとうございます。
町では、新型コロナウイルス感染症の感染リス
ク・感染拡大の危険が伴うと判断し、10/4（日）に開
しては、中止と決定いたしました。

からだには ふしぎ がいっぱい！からだの「どう
して？」をまなんでみよう。

町民体育祭を楽しみにされていた皆さま、
ご協力

●8月特設コーナー●

いただいている関係者の皆さまには大変申し訳あ

「アウトドア特集」

りませんが、
ご理解をいただきますようお願いいた
します。

作：エミリー・デュフレーヌ ●ブティック社
ほかにも、からだの「どうして？」がわかるえほんシリーズ
をそろえています。
★どうしてうんちがでるの？
★どうしておしっこがでるの？
★どうしてなみだがでるの？
★どうしてちがでるの？

の皆さまにご参加、
ご協力いただきまして、誠にあ

催を予定していた第37回横瀬町民体育祭につきま

どうしてねむるの？

アウトドアには絶好の季節になってきましたね。
行楽シーズンを全力で楽しめる書籍を集めました。

★8月のナイトライブラリー 5・12・19・26日
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月曜・祝日休館 問公民館 ☎22-2267

島田

惠夫 選

中川美也子

◆富田

戸を開ければ夜来の雨も晴れ上がり南天の実の赤くゆれおり

イヨ

歌
短

ゆらゆらとしだれ柳は風にゆれ川の流れとリズム合わせる

町田

あき

有り余る時間はあれどなかなかに歌に成らづに日暮れとなりぬ

由江

信子

なる場合があります。
☎22-2267

問・申込 町民会館

町田

参加費 2,000円※（全10回分・当日集金）
※「新型コロナウイルス感染症拡大防止」により日程が変更と

亡き夫が手しおにかけし牡丹花今年も見事に花咲かせたり

定員 20～25名

八木原千恵

講師 スポフレ21 爽楽健専門インストラクター

母の月一輪のバラを剪り活けて亡母の香りし清々しき朝

（全10回、いずれも木曜日）11:00～
場所 町民会館 大会議室

八木原優子

9/3・17、10/1・22、11/5・19、12/10、1/21、2/4・18

亡き祖母にかくて似てゆく母ならんか齢きて尚美しき

募集 8/4日
（火）～※定員になり次第終了します。
日時

茂

の健康管理におすすめ！安心安全、
そして効果抜群です。

赤岩

維持」する自力整体（自分でほぐし、体を整える）です。高齢者

財産と思い扱いし免許証返して稍にさみしさ残る

自力整体「爽楽健」再募集！

『爽楽健』
とは、体の不調の原因の「体のゆがみ矯正・姿勢

タミ

●健康の公民館講座

浅見

参加費 2,000円（遠足等の参加費は別途徴収）

山査子の花はロマンのピンク色ロマンス語りし友今は亡く

対象 平成29年4月2日生～平成30年4月1日生の幼児

悦子

定員 2～3歳児とその保護者 20組（先着順）

小泉

内容 工作・遠足・クリスマス・餅つき・絵本作りなど

腰伸ばし数種の野菜籠に入れ汗をぬぐえば日暮れの近し

場所 町民会館 視聴覚室・横瀬児童館ほか

邦子

日時 8/20（木）～月2回・全14回 10：30～12：00

どこからか﹁だいじょうぶだあ﹂と喜劇王また聞こえそうそんな気がする 斉藤

募集 8/1（土）～※定員になり次第終了します。

斎藤トシ子

楽しいイベントがいっぱい！ぜひ、
ご参加ください。

木の枝に鶯が美声で唄ってるまるで私を励ますように

2～3歳のお子さんを持つ子育てに奮闘中のお母さんとお

子さんが対象です。運動会、親子で工作、お餅つきや遠足など

新井

●
『ママとよい子のリトルラビット』再募集！

つばくろの雛は三密身を伸ばし土間の高みに競いて鳴けり

公民館講座・参加者募集

公民館講座を開催しました！
●特別公民館講座

●趣味の公民館講座

『英会話教室』6/25（木）スタート（10回講座）
ネイティブな英語に楽しく触れる！楽しく学ぶ！

初夏をいろどる
『紫陽花リース』
6/21（日）開催

気分も季節も鬱々とする今日このごろ・
・
・涼しげで爽やかな『紫陽花

2020年、英語に親しもう！が目標です。
バランタイン・マイケル先生はイギリス人で、
日本人
には親しみやすい、
きれいなイギリス英語をお話にな

リース』
を作りました。
皆さんそれぞれ飾るお部屋のインテリアに合わせ、
フリルの色を選

られます。第１回目は各自、
自己紹介をしましたが、か

び、
リースの配置を決め、おしゃべりをしながら、楽しい時間を過ごしま

なり英語がお得意な方もいらっしゃり大変驚きました。

した。女性陣は何といってもおしゃれと雑貨が大好きです。あとおしゃ

全10回の講座ですが、少しでも英語に親しみ、楽しい

べりも…

レッスンができればと思います。

横瀬町の市外局番は
（ 0494）です
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YOKOZE
information

イ ベ ント
埼玉県県政サポータ募集
県では皆さまの声を県政に反映させるため、
「県政サ
ポーター」
を募集しています。
あなたも、埼玉県の現在や将来について考え、県政に参
加してみませんか？
対象 満16歳以上でホームページの閲覧、Eメールの利用
が日本語でできる方※議員、首長、常勤の埼玉県職員は除く
申込 県ホームページにて
謝礼 アンケート回答で一定ポイントに達した方から抽選
で図書カードを進呈
問埼玉県広聴広報課 ☎048-830-2850

自衛官等募集（航空学生、一般曹候補生、自衛官候補生）
自衛官等候補生を募集します。
●航空学生
受付期間 7/1（水）～9/10（木）
試験期日 9/22（火）
（2次・3次試験あり）
応募資格 海：18歳以上23歳未満の男女、
空：18歳以上21歳未満の男女
●一般曹候補生
受付期間 7/1（水）～9/10（木）
試験期日 9/18（金）～20（日）の間のいずれか1日
（2次試験あり）
応募資格 18歳以上33歳未満の男女
●自衛官候補生
受付期間 年間を通じて行っております。
試験期日 8/22（土）
（予定）
募集資格 18歳以上33歳未満の男女
※受付期間・試験期日は、変更になる場合がありますので、
詳細はお問い合わせください。
問自衛隊秩父地域事務所 ☎22-6157

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 8/22（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 会社経営者×札所住職
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
●栗の木deしゃもじ作り
日時 9/6（日）10：00～12:00
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
申込期限 8/30（日）
●豆腐作り体験
日時 9/13（日）10:00～13:00
参加費 1,000円／組（昼食付き）
対象 小学生以上（小学生は保護者同伴）
定員 5組（1組2人まで） 申込期限 9/6（日）
●昔ながらの栃餅作り
（皮むき・アク抜き）
日時 9/20（日）10:00～14:00（12/13（日）餅つき編 全2回）
参加費 2,000円／人（全2回分）
対象 小学生以上（小学生は保護者同伴）
定員 15人 申込期限 9/13（日）
●木鉢（こね鉢）作り
日時 9/26（土）～27（日）9：00～16：00（２日間）
参加費 11,000円（外径40cm）
～19,000円（外径54cm）
対象 大人（20歳以上）
定員 10人（申込順）
申込期限 9/6（日）
問・申込 彩の国ふれあいの森 埼玉県森林科学館 ☎56-0026

県立熊谷高等技術専門校 秩父分校からお知らせ
技能講習の受講生募集
講習名・日
①Jw_cad（建築系）基礎
10/3（土）、10/10（土）
②介護職員向けPowerPoint2013
10/24（土）、10/31（土）
時間・受講料 ①②9:00～16:00 各2,000円
テキスト代 ①3,520円 ②2,200円
申込 9/1（火）～9/10日
（木）
まで往復はがきまたはホーム
ページにて
問熊谷高等技術専門校 秩父分校 ☎22-1948

募集
音楽レクリエーション講座 参加者募集!!
日時 ①9/4（金）13：30～15：30②10/2（金）13：30～16：00
場所 総合福祉センター2階研修室
内容 楽譜・楽器を使わずに笑顔と健康をつくる音楽レク
リエーション術が学べます。
講師 日本音楽レ・クリエーション指導協会認定講師、
ラフターヨガリーダー 野口 久恵氏
参加費 無料
対象 町内在住で2日間とも参加できる福祉活動に興味の
ある方
申込み 8/26(水)までに電話または来所にて
問・申込 横瀬町社会福祉協議会（総合福祉センター内）
☎22-7380
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お知らせ
～里親…知っていますか？～

芦ヶ久保の獅子舞 中止について
新型コロナウイルス感染症の拡大防止および参加者、関
係者の安全を最優先に考え、今年度の芦ヶ久保の獅子舞は
中止が決定となりました。
大変申し訳ございませんが、
ご理解のほどよろしくお願い
いたします。

放送大学入学生募集のお知らせ
放送大学は、10月入学生を募集しています。心理学・福
祉・経済・歴史・文学・情報・自然科学など、約300の幅広い
授業科目があり、１科目から学ぶことができます。
出願期間 第1回:8/31（月） 第2回:9/15（火）
問・資料請求 放送大学埼玉学習センター
☎048-650-2611

排水設備工事責任技術者共通試験を行います
受験資格 次のいずれかに該当する方（詳しくは受験案内
をご参照ください）
（１）高等学校の土木工学科またはこれに相当する課程を
修了して卒業した方
（２）高等学校を卒業した方で、排水設備工事等の設計また
は施工に関し、１年以上の実務経験を有する方
（３）排水設備工事等の設計または施工に関し、２年以上の
実務経験を有する方
（４）
（１）～（３）に準ずる方
試験日 11/29日
（日）
試験会場 聖学院大学（上尾市戸崎1-1）
受付期間 8/24（月）～9/30（水）必着
申込方法 郵送（詳細は受験案内を参照）
受験料 10,000円
その他 受験案内は8/24
（月）
より建設課にて配布しています。
※新型コロナウイルス感染症の影響により試験会場の変
更、中止する場合には、受験者へ個別に連絡します。
問建設課（2階9番窓口） ☎25-0117

退職金は国の制度を賢く活用しましょう
「中退共」
（中小企業退職金共済制度）は、中小企業が加
入しやすい国の退職金制度です。
特徴
１．国の制度だから安心。掛金の一部を国が助成します。
２．掛金は全額非課税、手数料もかかりません。
３．社外積立で管理も簡単。納付状況や退職金試算額を事
業主様にお知らせします。
４．パートタイマーや家族従業員も加入できます。
５．他の退職金・企業年金制度とのポータビリティも可能です。
※町には、
新規加入事業所に対する掛金助成制度があります。
問（独）勤労者退職金共済機構
中小企業退職金共済事業本部 TEL:03-6907-1234
横瀬町の市外局番は
（︎0494）です

◆さまざまな事情により、家庭で生活することができない子
どもたちが、現在、県内に 約2,000人います。
里親は、家庭で暮らせない子ども達を温かく見守り、養育
してくださる方のことです。
もっと多くの子ども達に温かい家庭の中で生活できるよ
う、県では里親を募集しています。子ども達の笑顔のために
あなたの力を貸してください。
◆「里親制度」
を理解していただくために「里親入門講座」
を開催します。
里親を必要とする子ども達の現状や里親制度、児童養護
施設での子ども達の生活の様子や実際子どもを養育してい
る里親さんのお話を聞くことができます。
里親や子どもの福祉に関心のある方など、
どなたでも参
加できます。
たくさんの方のご参加をお待ちしております。
里親入門講座
日時 9/6（日）受付13：00 講座 13：30～16：00
場所 江南総合文化会館（江南公民館）会議室Ａ・Ｂ
〒360-0107 熊谷市千代325番地1
☎︎048-536-6262
費用 無料
問・申込 埼玉県熊谷児童相談所
☎︎048-521-4152（平日8:30～18:15）
E-mail k230967@pref.saitama.lg.jp

捨てている木を商品券に！
「ちちぶ木の駅プロジェクト」
「ちちぶ木の駅プロジェクト」は、秩父の山に眠っている間
伐材などを「木の駅」に出荷して、地域商品券で買い取る制
度です。
木の駅申込方法
木の駅の説明会に参加する等、
プロジェクトの内容を確
認のうえ、出荷者申込み書兼登録証に必要事項を記入し、
振興課へ提出してください。なお、昨年までに登録がお済み
の方は、登録手続きは不要です。
木の駅概要
出荷日 9/12（土）、10/10日
（土）、11/14（土）、12/12（土）、
1/9（土）
、2/13（土）
、3/13（土）の9：00～16:00
出荷場所 秩父広域森林組合
木材センター内（寺尾2718-1）
買い取り価格 0.5㎥あたり2,000円分、1㎥あたり4,000円
分の地域商品券で買い取ります。
説明会・チェーンソー講習会
安全に作業していただくためにも、奮ってご参加ください。
日時 8/29（土）9：00開始
場所 秩父広域森林組合 木材センター会議室
（秩父市寺尾2718-1）
参加費 無料（事前申込不要）
問振興課（1階5番窓口） ☎25-0114
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経営者としての心構えから、経営計画の立て方、販売促進
の考え方などについて幅広く学習できます。
また、全5回中4
回以上出席された方には「証明書」が発行され、会社設立時
の登録免許税が半額に軽減されるなどのメリットもありま
す。ぜひ受講をご検討ください！
対象者 これから創業をお考えの方、または創業後5年未
満の方
開催日時 9/15、9/24、10/1、10/8、10/13（各日、18:00～
21:00）の全5回
会場 秩父地場産センター
受講料 1,000円
定員 20名
講師 中小企業診断士・一級販売士 田中聡子氏
問・申込 秩父商工会議所 ☎︎22-4411

がんワンストップ電話相談
働くがん患者さんの治療と仕事の両立を支援するため、
複数の専門職による相談会を開催します。相談は看護師、
医療ソーシャルワーカー、両立支援促進員等が対応します。
対象者 県内在住または在勤する就労中のがん患者の方
（休職中の方も含む。）
相談日時
8月

6日
（木）
、19日
（水）
3日
（木）
、18日
（金）

10月

5日
（月）、21日
（水）

information

お知らせ

ちちぶ創業塾開講

9月

YOKOZE

18：15～20：30
（最終受付20：00）

11月
5日
（木）
、17日
（火）
※12月以降も月2回開催予定。
費用 無料
申込み 県疾病対策課へ事前申込（電話、
メール、県ホーム
ページにて）
☎048-830-3651 E-mail a3590-06@pref.saitama.lg.jp
その他 新型コロナウイルス感染症の影響により、電話で
の相談として実施。詳細は県ホームページにて

大切な人を自死（自殺）
で亡くされた方の
「語らいのつどい」
日時 9/9（水）13：30～15：30
会場 秩父保健所
内容 同じ体験をされた方同士が、安心して語りあう場を
提供します。
対象 家族や親戚、友人、職場の同僚など身近な人を自死
（自殺）
で亡くされ、
ご自分から参加を希望する方（前日ま
でに事前申込が必要）
参加費 無料
問秩父保健所保健予防推進担当 ☎︎22-3824

道路上に張り出している樹木等の伐採についてのお願い
毎年8月は「道路ふれあい月間」です。道路を安全に利用
していただくために、道路上に張り出している樹木等の伐
採についてご理解とご協力をお願いいたします。
（１）次のような状況にある土地の所有者の方は、樹木等の
せん定をお願いいたします。
※道路に張り出した樹木の倒木等が原因で歩行者や自動
車等に事故が発生した場合には、樹木の所有者が責任を
問われることがあります。
●道路や歩道に樹木等が張り出している。
●枯れ木、折れ木等による通行への障害がある。
（またはそ
のおそれがある）
●竹林等の繁茂による通行への障害がある。
（またはその
おそれがある）
（２）作業時は通行車両、歩行者の安全確保と樹木からの転
落防止等の安全対策をお願いします。
（３）緊急の場合は、道路通行の支障となる樹木や枝などを
予告なく伐採・撤去することがありますので、
ご理解を
お願いいたします。
問町道について
建設課（2階9番窓口） ☎25-0117
国・県道について
秩父県土整備事務所管理担当・道路相談担当

☎22-3715

小島さんの身体ちょこっと相談所
日時 8/7（金）
、27（木）14:00～18:00、31（月）10:00～14:00
場所 エリア898
内容 身体に関する相談、
自宅でできる体操等の提案
対象 誰でも
（無料、当日受付のみ対応）
問まち経営課（2階8番窓口） ☎25-0112
E-mail yokozeokoshi3@gmail.com
地域おこし協力隊 小島ひとみ
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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

秩父保健所

●身体・知的障がい児(者)について

秩父保健所

町定例相談

☎22-3824

総務課（2階7番窓口） ☎25-0111

●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

日時 8/11（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 9/1（火）13:30～15:45

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 ※要電話予約

県民相談総合センター ☎048-830-7830

日時 8/20（木）13：00～16：00
場所 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。

●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

☎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

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）

横瀬町社会福祉協議会

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。

●心配ごと相談

☎22-7380

日時 8/25（火）13:00～15:00
場所 総合福祉センター

●結婚相談

中止 ※登録を希望される方は社会福祉協議会
へお問い合せください

₂₀₂₀年₈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

9日

10日
16日
23日

医師会休日診療所（内・小）
熊木町 ☎23-8561

30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）

金子医院（内）

皆野町

☎62-0039

小鹿野中央病院（内）

小鹿野町

☎75-2332

松本クリニック
（内）

日野田町

☎22-3000

秩父市立病院

桜木町

☎23-0611

皆野病院

皆野町

☎62-6300

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

☎23-0611

小鹿野中央病院（内）

小鹿野町

☎75-2332

皆野病院

皆野町

☎62-6300

健生堂医院（内・外）

東

☎22-0270

秩父市立病院

桜木町

☎23-0611

町

※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
皆野町
☎62-6300
本 町 ☎25-2711
あらいクリニック
月 皆野病院

火 秩父市立病院
水 秩父病院
秩父市立病院
木
8/6・27 皆野病院

桜木町

☎23-0611

和泉町

☎22-3022

桜木町

☎23-0611

皆野町

☎62-6300

桜木町
☎23-0611
金 秩父市立病院
8/1 皆野病院 8/8 秩父市立病院
土 8/15皆野病院 8/22秩父市立病院
8/29秩父市立病院

秩父市立病院
秩父病院
秩父市立病院

桜木町

☎23-0611

和泉町

☎22-3022

桜木町

☎23-0611

8/6近藤医院

日野田町

☎22-0043

8/27金子クリニック

山

田

☎21-7270

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

※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。

交通事故情報（ ）前年比

事件発生情報

人身事故件数
死者数
負傷者数
物件事故件数

◦12件（－4）
◦1人（±0）
◦15人（－8）
◦68件（－16）

事故死ゼロ 84日

8月の

休日在宅歯科診療当番医 応急処置

（2020年₁月₁日～₆月₃₀日）

（2020年₁月₁日～₆月₃₀日）

器物損壊 ◦
暴行 ◦
窃盗 ◦
詐欺 ◦
その他 ◦

1件
1件
2件
1件
1件

診療時間（10:00～13:00）

10日 そよ風歯科医院

太田

☎62-1149

※必ず電話で確認の上受診して
ください。

《注意》
振り込め詐欺にご注意ください。

▶町県民税

第2期

▶国民健康保険税

第2期

納税 ▶介護保険料

▶後期高齢者医療保険料

※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。

8

第2期
第2期

29㊏

28㊎

31㊊

12㊌・28㊎

17㊊・29㊏

12㊌・28㊎

10㊊・26㊌

11㊋・27㊍

11㊋・27㊍

納期限 : 8/31⺼

6㊍・24㊊

※口座振替をご利用の方は、残高をご確認ください。
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5 ㊌・22㊏

横瀬町交通指導員の委嘱
7/10（金）に横瀬町交通指導員委嘱式が役場において行われ、10名の交通指導員を委嘱しまし
た。任期は令和2年7月1日から令和4年6月30日までの2年間となります。交通指導員は交通事故の
ない安全で安心して暮らせる町の実現のために、通学路における交通指導や交通安全の普及・啓
発の活動を行っています。
交通指導員の皆さん、町の安全のためよろしくお願いします。
（敬称略）

島田 憲明

今井 敦子

新井

勝

新井 敏一

木土 昭夫

浅見 敏彦

島田 恒夫

大野

かつ ま

弘

富田

滋

大貫 久美子

た

勝間田 あさちゃん
令和元年8月27日生
幸太・茜夫妻（5区）

う！

幸せをありがと

毎日たくさんの

まち だ

あい

町田 愛ちゃん
令和元年8月6日生
貴志・スックチャイ夫妻（4区）

なが しま さく と

長島 咲翔くん
令和元年8月31日生
洋昂・友梨絵夫妻
（11区）

育ってね♥
優しくたくましく

くなーれ
身も心も美し

●「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.

625

2020年7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

3,156（ −1） 3,811（ −7） 3,867（ ＋1） 7,678（ −6）
192（ ±0）

231（ ±0）

237（ ±0）

468（ ±0）

3,348（ −1） 4,042（ −7） 4,104（ ＋1） 8,146（ −6）

秩父郡横瀬町大字横瀬4545番地

☎︎25-0111㈹

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）

