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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

～横瀬の水環境を守りましょう！～
下水道・合併処理浄化槽の利用について
下水道に接続しましょう！

町の下水道は、汚水を水質管理センターで衛生的に処理し、
きれいな水にしてから横瀬川へ戻しています。
下水道が利用できる地域にお住まいの方が、新たに下水道を利用するためには、下水道に接続するため

の排水設備工事を町指定の「排水設備工事指定工事店」が行う必要があり、町に提出する申請書類の作成、
届出なども代行します。
また、浄化槽から下水道への接続工事（排水設備工事）を下水道供用開始後1年以内（くみ取り便槽は、供
用開始後3年以内）に行う場合、工事費に対して助成金を交付しています。今年度は、令和2年4月1日から供用
開始された11区地内の一部の地域が該当します。詳細は建設課までお問い合わせください。
下水道が利用できる地域にお住まいで未接続の方は、下水道への早期接続をお願いします。

単独処理浄化槽やくみ取り便槽をお使いの皆さまへ

合併処理浄化槽は、洗濯、風呂、
トイレ等の生活排水を浄化し、きれいな水にしてから放流するため、河川

などの水辺の環境を改善することができます。
町では、単独処理浄化槽やくみ取り便槽から合併処理浄化槽への転換を促進するため、下水道計画区域外
において
「浄化槽設置管理事業」を実施しています。
この事業の特徴は、町が浄化槽設置工事や設置後の維持管理を行うため、町民の皆さまの経済的負担が
軽減される点です。
また、転換の場合は、既存単独処理浄化槽やくみ取り便槽の処分費および配管費に対し
て助成金制度も利用できます。
単独処理浄化槽やくみ取り便槽を使用されている方は、町の水環境を守るため、早期に合併処理浄化槽へ
の転換をご検討ください。
問建設課（2階9番窓口） ☎25-0117

介護保険第1号被保険者(65歳以上)、
後期高齢者医療保険被保険者の保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響によって収入が下がった介護保険第1号被保険者（65歳以上）、後期高齢
者医療制度の被保険者に対し、令和2年2月1日から令和3年3月31日の保険料が減免される場合があります。詳
細については、ホームページなどをご確認いただくか、いきいき町民課へお問い合わせください。
問いきいき町民課（1階1番窓口） ☎25-0115

国民年金保険料免除等の申請について
令和2年度の国民年金保険料免除等の受付が、7月1日から始まります。
対象となる期間は、令和2年7月分から令和3年6月分までとなります。
この制度は、経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合に、保険料の納付が免除・猶予と
なる
「保険料免除制度」や「納付猶予制度（50歳未満）
」
です。
さかのぼって申請ができる期間は、申請書を提出した日から2年1ヵ月前までになります。失業等により保険
料を納付することが経済的に困難になったものの、申請を忘れていたために未納期間を有している方等は、い
きいき町民課または秩父年金事務所へご相談ください。
問秩父年金事務所

☎27-6560 ／ いきいき町民課（1階1番窓口） ☎25-0115
広報よこぜ
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令和2年度国民健康保険税について
国民健康保険税は、国民健康保険に加入しているみなさんが納める掛け金（税金）
です。
加入者のみなさんが病気やけがをしたときの医療費、後期高齢者医療制度を支えるための費用、介護が必要に
なったときの介護費用にあてられる大切な財源となります。

●国民健康保険税の計算方法
①医療給付費分（0歳～74歳）最高限度額63万円
所得割｛前年総所得金額－基礎控除額（33万円）｝×5.5％＋資産割（固定資産税額×35.0％）
＋均等割（11,500円×被保険者数）＋平等割（１世帯あたり13,000円）
②後期高齢者支援金分（0歳～74歳) 最高限度額19万円
所得割｛前年総所得金額－基礎控除額（33万円）｝×1.4％＋均等割（8,800円×被保険者数）
③介護納付金分（40歳～64歳）最高限度額17万円
所得割｛前年総所得金額－基礎控除額（33万円）｝×1.1％＋均等割（7,000円×被保険者数）

①＋②＋③

年税額（最高限度額99万円）

世帯の合計所得が一定の基準を下回る場合に、税の軽減措置が受けられる場合があります。
税の軽減措置の判定をするためには、16歳以上の方で収入がない方、扶養されている方、
または遺族年金や障
害年金のみの受給者などでも、住民税の申告をする必要があります。

●保険税の納付方法 国民健康保険税の納め方は、普通徴収・特別徴収 の2種類です。
①普通徴収・・・納付書（または口座振替）
で納付します。納付回数は7月から翌年2月までの計8回です。
納税通知書は7月中旬に世帯主宛てに送付しますので納期限までにお支払いください。
7月以降に国民健康保険に「加入する」、
「脱退する」、
「世帯主変更」、
「世帯員の異動」をした世帯には、保険税
を月割りで計算し、翌月に納税通知書でお知らせします。
※国民健康保険税は届出日からではなく、保険の資格を取得した日から計算しますので、届出が遅れた場合でも
さかのぼって計算した国民健康保険税を納付していただくことになります。
②特別徴収・・・次の要件すべて該当する場合、年金から国民健康保険税が差し引かれます。
・世帯主が国民健康保険の被保険者であること。
・世帯内の国民健康保険の被保険者全員が65歳から74歳までであること。
・特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であること。
・国民健康保険税と介護保険料の合計額が年金額の2分の1以下の金額であること。
※なお、特別徴収の対象となる要件に1つでも該当しない世帯主の方については、普通徴収（納付書または口座
振替）の方法により納付していただくことになります。

●新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により、次に該当する方は、国民健康保険税の減免申請を行うことができます。
ご自身が減免の対象となるかどうかや減免見込額、
申請に必要な書類等の詳細は、
税務会計課へお問いわ合せください。
対象となる方および減免の範囲
（１）新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、
または重篤な傷病を負った世帯の方⇒全額免除
（２）新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方で、次の①～③
すべてに該当する方⇒一部を減額
①事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見
込みであること
②前年の所得の合計額が1000万円以下であること
③収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
注：申請にあたっては、収入を証明する書類が必要となります。
減免の対象となる国民健康保険税
令和元年度分および令和2年度分の国民健康保険税であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納
期限が設定されているものが、減免の対象となります。
問税務会計課（1階4番窓口） ☎25-0113
横瀬町の市外局番は
（︎0494）です
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新型コロナウイルス感染症に関連する人権相談について
新型コロナウイルス感染症に関連して、感染者・
濃厚接触者、医療従事者等に対する誤解や偏見に
基づく差別は決してあってはなりません。
法務局の人権擁護機関では、新型コロナウイル
ス感染症に関連する不当な差別、偏見、いじめ等
の被害に遭った方からの人権相談を受け付けてい
ます。困った時は、一人で悩まず、相談窓口までご
連絡ください。

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が始まっています。給付金の申請がお済みでない方は、お早目に申請してください。申請
期限（8月13日）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。
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 8/13（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！
問いきいき町民課（1階1番窓口） ☎︎25-0115

令和3年度採用 横瀬町職員採用試験
●1次試験【教養試験（高卒程度）
・職場適応性検査】
日時 9/20(日)9:30～
会場 役場3階
●2次試験【作文試験・面接試験】 1次試験の合格者に対してのみ行います。
日時 10月下旬予定
会場 役場
募集職種

採用予定人員

一般事務（情報処理含む）

3名

受験資格

平成元年4月2日から平成15年4月1日までに生まれた方

受験資格 令和3年4月1日現在、
自動車運転免許証を取得または取得見込みであること。
職務内容 一般行政事務に従事します。
※次のいずれかに該当する方は受験できません。
・日本国籍を有しない方 ・地方公務員法第16条に規定する欠格条項に該当する方
受付期間 7/13（月）から8/3（月）
までの8：30から17：15まで（土・日曜日、祝日を除く）
受付方法 持参の場合 : 総務課 庶務グループ／郵送の場合 : 7/31（金）
までの消印有効
応募書類の配布について 配布期間 6/25(木)から8/3（月）
まで
配布場所 総務課窓口および町ホームページ
配布書類 採用試験申込書および職員採用試験実施要項
※郵送を希望する場合は、封筒の表に「職員採用試験申込書請求」
と朱書きし、住所・氏名・電話番号を記載したものと返
信用の切手120円を同封してください。
問総務課（2階7番窓口） ☎︎25-0111 〒368-0072 秩父郡横瀬町大字横瀬4545番地
広報よこぜ
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議 会 報 告

議会事務局（3階10番窓口）
☎25-0119

令和2年第2回横瀬町議会定例会が6月11日
（木）
、6月12日
（金）に開催されました。審査結果は次のとおりです。
●町長提出議案
議案番号

件名

審議結果

報告第１号

有限会社果樹公園あしがくぼの経営状況について

議案第29号

専決処分の承認を求めることについて
（横瀬町税条例等の一部を改正する条例）

原案承認

議案第31号

専決処分の承認を求めることについて
（横瀬町国民健康保険条例の一部を改正する条例）

原案承認

議案第32号

専決処分の承認を求めることについて
（横瀬町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正
する条例）

原案承認

専決処分の承認を求めることについて
（令和２年度横瀬町国民健康保険特別会計補正予算
（第1号））

原案承認

報告第２号

議案第30号

議案第33号
議案第34号
議案第35号

議案第36号

議案第37号

令和元年度横瀬町一般会計繰越明許費繰越計算書について

専決処分の承認を求めることについて
（横瀬町国民健康保険税条例の一部を改正する条例）

専決処分の承認を求めることについて
（令和２年度横瀬町一般会計補正予算（第1号））

了承
了承

原案承認

原案承認

横瀬町介護保険条例の一部を改正する条例

原案可決

埼玉県市町村総合事務組合の規約変更について

原案可決

令和２年度横瀬町一般会計補正予算（第2号）

原案可決

●陳情
議案番号

陳情第８号

件名

筆界特定に関する陳情

審議結果

意見付き不採択

住基ネット稼働停止のお知らせ
7/22（水）
・29（水）、
システム更新作業に伴い、住基ネットの稼働が停止します。
これにより、マイナンバーカードの発行や停止、マイナンバーカード等を利用した転出入、住民票の広域交付、電
子証明書の交付など、関連する手続きが行えなくなります。
ご迷惑をおかけしますが、
ご理解いただきますようお願いいたします。
問いきいき町民課（1階1番窓口） ☎25-0115

「ちちぶ安心・安全メール」をぜひご利用ください！
「ちちぶ安心・安全メール」
とは、秩父郡市内の火災情報の

●QRコードが読み込めない場合は、下

ほか、地域ごとの防災・防犯情報や感染症、熱中症に関する

記のメールアドレス宛に直接空メー

情報など、町民の皆さまが緊急に知りたい情報をメールで受

ルを送信してください。

け取ることができるシステムです。
ちちぶ定住自立圏構想事
業（※）の一環として平成25年8月から始まった制度ですが、
町が配信するメールには、既に6,685人（令和2年5月末時点）
の方が登録し、
ご利用いただいています。
万一の災害時や感染症情報など、緊急情報を手軽に入手
できますので、
まだ登録いただいていない方は、
この機会に

E-mail t-chichibu@sg-m.jp
メールを送信することで仮登録が完了し、返信されたメー
ルから本登録をすることができます。
利用者登録の方法につきましては、町ホームページにも

ぜひ登録をお願いします。

掲載しています。ホームページの検索で「安心・安全メール」

●ご利用の登録を行うためには利用者登録が必要です。

と入力すると内容が確認できます。

カメラ付携帯電話等であればバーコード読取機能からQR

※「ちちぶ定住自立圏構想」
とは、秩父郡市1市4町が協力し

コードを読み取って、登録手続きをすることができます（空

て行政サービスを行うことにより、安心して暮らせる地域

メール送信による手続き）。

をつくる政策です。1市4町が一丸となって、圏域行政サー
ビスの向上を進めています。
問総務課（2階7番窓口） ☎25-0111

横瀬町の市外局番は
（ 0494）です
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みんなで一緒に 手話 を学ぼう! ●第15回
［ 覚える］

➡
下ろしながら握ります。

右手をこめかみの横に

［ 忘れた］

➡

QRコードを読み込むと動画で
手話を確認できます。

右手拳を上げながら
五指を開きます。

こめかみの脇から

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

手話奉仕員養成研修（追加募集）
手話で障がいのある方を支援する仲間を募集します。
新型コロナウイルス感染予防のため延期した手話奉仕員養成研修の参加者を追加募集します。
期間

9/1（火）～11/17（火）の原則毎週、火・金曜日 18：30～20：30（全21回）

会場

秩父市歴史文化伝承館ほか
秩父郡市に居住または通勤・通学（中学生以上）する方

対象者

定員 20名
無料

参加費
内容

※ただしテキスト代3,300円のみ個人負担

入門課程（名前を紹介しよう、趣味について話しましょう、ほか）
※研修中の手話通訳者等による情報保障は原則ありません。

申込み 8/17（月）
までに健康づくり課へ
問健康づくり課（1階3番窓口） ☎25-0116
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スマートフォンとの
セット契約トラブルに注意！

問秩父市消費生活センター ☎25-5200

スマートフォンの契約を行った際に、光回
線や固定電話等を併せて契約すると料金が
割り引きされ、得になるなどと勧められ契約
したところ、
月々の料金が今までより高くなっ
たというトラブルが寄せられています。契約
時の事業者の説明不足または消費者の理解
不足が原因であることが見受けられます。
なお、
改正電気通信事業法では、
携帯電話の
「通信料金と端末代金の完全分離」や割引の
上限額（2万円）が新ルールとして令和元年10
月1日に施行されました。
端末代金を通信料か
ら割り引く
（いわゆる
「実質０円」
）などの料金
の分かりにくさを解消するためですが、
事業者
や契約機種・内容・タイミングなどにより、
今ま
でより料金が高くなることもあります。

【消費者へのアドバイス】

①「お得になる」
といったセールストークに惑わされずに、必要かど
うかをよく考慮して契約しましょう。不要な場合は、きっぱり断りま
しょう。
②事業者には契約前に「消費者が最低限理解すべき提供条件の概要
を説明しなければならない」
と義務付けられています。消費者も、
契約した商品・サービスは何か、それぞれの初期費用や手数料、
月
額料金、適用開始はいつか、解約条件などを必ず確認しましょう。
③電気通信サービスでは、
「初期契約解除制度」
と
「*確認措置」の2つ
の契約解除制度があります。適用される通信サービスの種類、条
件、消費者が負担すべき費用範囲、手続き方法などが異なります。
自身の契約した電気通信サービスについて、それら制度が適用
されるか、適用される場合の申し出手順など具体的なことは、契約書
面で確認しましょう。
* 確認措置は事業者によって「８日間ルール」など独自の呼び方があります。

困った時には、お近くの消費生活センター等にご相談ください。消費生活センターの電話番号は、全国共通「188」
です。

コロナ禍の3か月。
そして、
「できるだけ消費は地元で！」
横瀬町長

銀行横瀬支店さんの機動的な振込手続き協力などに

よしなり

富田 能成

助けられ、5月中に約9割の支給を完了することができ、
気が抜けない状況の中でしたが、少々ほっとしたのを

令和2年度に入り、気がつけば、はや3か月。この間
は、新型コロナウイルス関連の対応・対策が行政運営
の中心となる極めて異例の年度スタートとなりました。

覚えています（なお、
この原稿執筆時点では約98％の
支給が完了しています）
。
皆さんに届いた特別定額給付金は、町全体では、

この３か月は、特殊な状況で、時間猶予も少なく、振り

8億円ほどの大金になります。次に考えないとならない

返ってみると、初めて経験することを「走りながら考え

のは、そのお金をできるだけ地元でつかっていただく、

る」
というようなことがとにかく多かった印象です。

ということです。6月1日から発売した横瀬町地域助け合

4月30日に新型コロナウイルスに対応する政策パッ

い商品券は、
この考えに則しています。“助け合い”です

ケージ「コロナに負けない“横瀬パック”」を発表して、実

ので、商品券のプレミアム部分は、今回のコロナ禍で最

行に移してきました。
コロナ禍で経済的に大きなダメー

もダメージを受けた業種「飲食店、観光・レジャー関連」

ジを受けている人が多い状況でしたので、
とにかくス

で使用可能となっています。給付金をできるだけ早期

ピード感をもって実行してゆくことにこだわりました。
と

に支給して、それを原資に地域経済をまわす、
という良

りわけ、国による一人10万円の特別定額給付金は、大

い流れはつくれたと思います。

きなお金ですので、
できるだけ月を越えないうちに、必

まだまだ、予断を許さない状況続きますので、
しっか

要な方には届くように進めたいと考えていました。結果

り取り組んでいきたいと思いますが、
まずは皆さん、
「で

的には、町の皆さんのご協力、議会のサポート、武蔵野

きるだけ消費は地元で！」お願い致します。

横瀬町の市外局番は
（ 0494）です
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今年度の特定健康診査・がん検診等の実施について
特定健康診査・がん検診等の申込書返送にご協力をいただきありがとうございました。
今年度は、集団での健康診査等実施に際して、新型コロナウイルス感染防止対策を取って実施いたします。例
年とは違う実施方法となりますので、受診者の皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。
〈対策の内容〉
●会場入り口において検温を実施します
●健康チェック表（案内通知に同封します）を提出してください
●会場内でソーシャルディスタンスを取って席に座る、列に並ぶことにご協力ください
●マスクの着用、咳エチケットにご協力ください
●会場内でできるだけ会話をせずにお待ちください
●受診される方と職員の密接を避けるため問診票は必ず記載してお持ちください
また、受診する当日は、次のことをお守りください。
◆発熱や呼吸器症状、倦怠感がないかなど、体調を確認して受診しましょう
◆受診する本人や同居家族が、発熱などの体調不良がある場合は、無理せず受診日を変更してください
◆帰宅後は、
うがい・手洗いを十分に行いましょう
皆さまが、安全に安心して受診できるよう、
ご協力をお願いいたします。
問いきいき町民課（1階1番窓口） ☎25-0115 ／ 健康づくり課（1階3番窓口） ☎25-0116

蚊を介する感染症の予防対策
これから10月下旬ごろまでは蚊の活動期間です。
ウイルスなどの病原体に感染した人や動物の血を吸った蚊に刺されること
で、
さまざまな感染症にかかる恐れがあります。
蚊が媒介する感染症にかからないためには、住民一人ひとりが、蚊に刺さ
れない、住まいの周囲に蚊を増やさない対策をすることが重要です。
●蚊に刺されないようにしましょう。
やぶなどの蚊がいそうな場所に行くときは、
できるだけ肌を露出せず、虫よ
け剤を使用するなど、蚊に刺されない対策をしましょう。
●住まいの周囲に、蚊を増やさないようにしましょう。
蚊は、植木鉢の受け皿や屋外に放置された空き缶にたまった雨水など、小さな水たまりで発生するので、
日
ごろから住まいの周囲の水たまりを無くすように心がけましょう。
問［蚊媒介の感染症に関すること］
埼玉県 保健医療部 疾病対策課 感染症・新型インフルエンザ対策担当 ☎048-830-3557
［蚊の防除に関すること］
埼玉県 保健医療部 生活衛生課 環境衛生・ビル監視担当 ☎048-830-3606

７月は“社会を明るくする運動”強調月間・再発防止啓発月間です
～犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ～
この運動は、犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生について理解を深め、それぞれの立場において
力を合わせ、犯罪や非行のない地域社会を築くための全国的な運動で、今年で70回目を迎えます。
取り締まりを強化して、罪を犯した人を処罰することも必要なことです。
しかし、立ち直ろうと決意した人を社
会で受け入れていくことや、犯罪や非行をする人を生み出さない家庭や地域づくりをすることもまた、
とても大
切なことです。
犯罪や非行のない地域をつくるために、一人ひとりが考え、力を合わせ、安全で安心して暮らすことのできる
明るい社会を築きましょう。
問健康づくり課（1階3番窓口） ☎25-0116
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 7/8（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。

こころの健康相談（★）

日時 7/14（火）10:00～12:00
内容 心の健康に関して臨床心理士による相談を行います（要予約）。

ウォーキング教室

日時 7/15（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 7/20（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 7/22（水）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。
※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

「健康いきいきチェックシート」のご協力をお願いします
地域包括支援センターでは、介護認定を受けていない75歳以上の方を対象に“健康いきいきチェックシート”によ
る健康状態の把握をさせていただいております。
今年度は、昭和20年4月1日～昭和21年3月31日生まれの方を対象に、7月中に “健康いきいきチェックシート”を郵
送させていただきます。
チェックシートにご記入いただき、同封の返信用封筒にてご返送くださいますよう、
ご協力をお願いいたします。
問健康づくり課［地域包括支援センター］
（1階3番窓口） ☎25-0281

広報よこぜ
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保健師です

横瀬町の市外局番は
（ 0494）です

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

新型コロナウイルス×自然災害対策

新型コロナウイルスが収束する前に︑地震︑風水害が起きたらどうな
るのか︒町としても避難所での三つの密︵密閉・密集・密接︶をできる限
り避けるための対策に努めていきます︒
町民の皆さまにも平常時からの非常用持ち出し品 ※１をはじめ︑感
染症対策に必要な物の準備をお願いいたします︒

１ 通常の非常用持ち出し品のほか感染症対策に必要な物を
準備しましょう︒
●感染症対策で必要と思われる物
・マスク
︵なければタオル︑
ハンカチ等︶
・体温計
・除菌用品

※現在︑入手困難な品物もあると思います︒ない場合には代用できそう

な品物を持参してください︒

・換気︵三密対策︶
のための避難所の窓開放に備えた熱中症・防寒対策
・ビニール袋

２ 避難所での感染症対策にご協力ください︒
●避難所での検温・健康チェックにご協力ください︒

※体調がすぐれない方は︑避難所に入る前に職員に報告をお願いします︒

●手洗い︑咳エチケット

基本的な感染予防対策をしましょう︒

※断水等の影響がない場合︑頻繁に手洗いするとともに︑咳エチケット等の

町は︑町民の皆さまが必要時に安全安心な避難所生活を送っていた
だけるよう総務課と保健師が連携して避難所感染症対策を講じてい
ます︒少しでも感染リスクを軽減するため︑今一度町民の皆さまも防災
への備えのご協力をお願いします︒

※１ 通常の災害時の非常用持ち出し品については︑総務課が７月に各世帯に
回覧する﹁防災に関する備えは大丈夫ですか︒もう一度災害に対する意識を！﹂
を参考にしてください︒

今月の記事担当：渡辺

!

月曜・祝日・年末年始休館

問歴史民俗資料館 ☎24-9650

待ち侘びちゃいないが
届かぬ布マスク

新コロナ相談先がパンクする

大野たかお

横田賭司楼

玉井 市憲

哲郎 選

新コロナマスクが日々の必需品

加藤 孝全

◆髙田

介護食残すことなく肥ゆる母

岸岡 鯉甲

柳
川

経済かコロナか選択のサイを振る

知
音

相談はみんなを育て我育つ

遺書出ても済んでいますヨネエ御殿 小石川邦二

●土曜ミュージアムトーク
日 時 7/18（土）10:30～12:00
テーマ 秩父地域の巨岩信仰 その3
場 所 横瀬町歴史民俗資料館

武甲山山頂の巨岩信仰跡（昭和53年撮影）

絵手紙サ ークル

●

月曜・年末年始休館 問町立図書館 ☎22-2267

推薦
図書

けんけん ぱっ
（幼児向けえほん）
にご まりこ 作 ●福音館書店

●

どうぶつたちの楽しいえほ
んです。

田中 珠子 さん

●夏休み特設コーナー●

「課題図書を読もう！
！」

青少年読書感想文全国コンクール課題図書をそろえました。

小学校低学年課題図書
●山のちょうじょうの木のてっぺん ●おれ、
よびだしになる
●タヌキのきょうしつ ●ながーい5ふん みじかい5ふん

令和2年度敬老会の
中止について
例年、敬老会の開催については、多くの皆さまにご参
加、
ご協力いただき誠にありがとうございます。
町では、高齢者が一堂に会して式典やイベントを行うこ
とは、新型コロナウイルス感染症の感染リスク・感染拡
大の危険性から、極めて困難な状況であり、参加される
皆さまの健康・安全面を最優先に考え、9月に開催を予
定していた令和2年度敬老会については、中止とさせて
いただきます。
大変残念ではありますが、
ご理解いただきますようお
願い申し上げます。
なお、
「高齢者名簿」については、今年度も作成し配布
する予定です。

小学校中学年
●青いあいつがやってきた！
？ ●ねこと王さま
●ポリぶくろ、
1まい、すてた
●北極と南極の
「へぇ～」
くらべてわかる地球のこと
小学校高学年
●ヒロシマ 消えたかぞく ●月
（るな）
と珊瑚
●飛ぶための百歩
●風を切って走りたい！:夢をかなえるバリアフリー自転車
中学校
●天使のにもつ ●11番目の取引
●平和のバトン:広島の高校生たちが描いた8月6日の記憶

★臨時休館のお知らせ
7月7・8・9日は、蔵書点検のため臨時休館いたします。
毎年、好評を頂いている夏休み「子ども一日図書館員」
は、中止とさせていただきます。
★７月のナイトライブラリー 1・15・22・29
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月曜・祝日休館 問公民館 ☎22-2267

島田

齋藤トシ子

歳の成人式」を開催しています。

町では、次の日程で成人式を開催します。対象となる方
には11月中旬ごろに通知をいたします。
また、新成人の方で実行委員会スタッフとして式典運営
の手伝いをしていただける方を募集します。新しい門出の

5回目となる今回、
よりステップアップした「25歳成人式」

思い出に、自分たちの式典を運営してみませんか。お誘い

の開催を目指し、対象となる方の中から、式典の企画・運営

合わせの上、ぜひご応募ください。

を行っていただく実行委員会スタッフを募集します。

●成人式の日程

お誘い合わせの上、ぜひご応募ください！

日時

1/10（日） 受付 9：30

平成7年4月2日から平成8年4月1日までに生まれた

会場

町民会館ホール

町民および横瀬中学校卒業者

対象

募集人員 10名程度

会場および開催日については、後日広報等で周知いたし

横瀬町の市外局番は
（ 0494）です

平成12年4月2日から平成13年4月1日までに生ま

●実行委員会スタッフ

式典の企画・運営

問・応募先 まち経営課（2階8番窓口） ☎25-0112

開式 10：00

れた町民および横瀬中学校卒業者

7/31（金）
まで

ます。

惠夫 選

世界中鎖国強いられ経済も振り回しいるコロナウイルス

中川美也子

築し、町への愛着を深めてもらうため、平成28年度より
「25

内容

◆富田

湧き水の流れに生れし芹摘めば過ぎし昔の香に匂ひ立つ

イヨ

薄になっている地元への意識・同年代とのつながりを再構

募集期間

歌
短

誕生日娘の気遣いのプレゼント老化予防にナンプレの本

町田

成人式の開催および実行委員会スタッフ募集

20歳の成人式から5年が経ち、歳月とともに少しずつ稀

対象

あき

紅梅のかほる坂道登りつめ枝垂る老木に主を偲びぬ

由江

「25歳成人式」実行委員を募集します！

町田

「中止」
とさせていただきます。
問健康づくり課（1階3番窓口） ☎25-0116

世界中流行し悪疫とどまらず吾が趣味捨てて平癒祈りぬ

壮次

いては、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、

八木原千恵

年齢なれば癌も直ぐには育ちません生活をエンジョイせよとこの医師 故・若林

茂

７月から９月にかけて開催予定の「スマホ塾」につ

人の世に難題起これば耐え忍ぶ先代に学び平静を保つ

赤岩

アクティブシニア事業
「スマホ塾」の中止について

煮ゆるジャムぐつぐつと音をたて恵みはじめた森をうたわん野イチゴ 八木原優子

君が歌を平安神宮へ納めると説きつつ攻めくる川上晃璃

なる場合があります。

タミ

※「新型コロナウイルス感染症拡大防止」により日程の変更と

浅見

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！
！

山椒の枝ひと回り伸びたれば刺にさされつつ引き寄せ葉を摘む

※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

悦子

申込 町民会館 ☎22-2267

小泉

参加費 1,200円 ※当日集金

庭先の咲きつぐ花に語り掛け手もかけられぬのに有り難うね

定員 24名

申込 7/4（土）から

邦子

講師 オリジナルハンドメイドデザイナー MIMA

斉藤

場所 町民会館 美術工芸室

世界中蔓延やまぬウイルスに不安続きて終息まつのみ

んか？
日時 8/1（土）10：00～12:00、13：30～16：00

信子

日々成長していく変化を季節のうつろいとともに長く眺めら

れるのが魅力！ あなただけの世界を器の中に描いてみませ

新井

●趣味の公民館講座
「多肉の寄せ植え」再募集！

息災に暮せし日日は素通りに札立つ辻の前を往き来す

公民館講座・参加者募集

募集人数

10名程度

募集期間

8/31(月)まで

内容 式典の運営・受付・司会・ピアノ伴奏など
問・応募先 教育委員会（2階6番窓口） ☎25-0118
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学校等でケガをしたときはご連絡を

子育て応援

お子さんが、
保育所や幼稚園、
小・中学校、
高等学校等の管理下でケガをしたときは、

番

日本スポーツ振興センターで行っている
「災害共済給付制度」
が受けられます。
この給付を受ける場合は、
学校等に相談し、
配布される
「医療等の状況」
を医療機関等で記入を
受け、
学校等へ提出してください。

災害共済給付制度の対象となるケガの治療については、
こども医療費やひとり親家庭等医療費などの制度の対象外
となります。診察の際は、受給者証を医療機関等に掲示せずに、窓口で自己負担金をお支払いいただき、
また、子育て
支援課までご連絡ください。
ただし、
医療費総額5,000円未満
（医療点数500点未満）
の場合は、
災害共済給付制度の支給対象外になります。
もし、
支給が重複した場合には、
助成した医療費を返還していただきますので、
ご注意ください。

・受付窓口 子育て支援課（1階2番窓口） ☎２５-０１１０

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）】

7/28（火）教育委員会定例会14:00

場所

役場3階301会議室

※傍聴を希望される方は、7/27（月）
までに電話で教育委員会へお申し出ください。
問教育委員会（2階6番窓口） ☎25-0118

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

1歳6か月児健診
9日（木）
●３〜4、
9〜10か月児健診
●BCG予防接種
（要予約）
16日（木）
●

7月

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：

新型コロナ感染症の影響により、
その他の子育て支援事業について
は、未定です。

問子育て支援課（1階2番窓口）
☎25-0110

児童館
どんぐりの森

●

3日（金）31日（金）

バンブーの森

10日（金）

さくらの森

17日（金）

●
●

ママサロン

●

横瀬児童館 1日
（水）8日（水）17日（金）
22日（水）29日
（水）31日（金）
長瀞町多世代ふれ愛ベース長瀞
秩父市子育支援センター

3日（金）
10日（金）

小鹿野町子育支援センター 15日（水）

問児童館

☎22-2072

1人当たり2,000円／1日

7月は虐待ゼロ推進月間です！
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の場合は、
「埼玉県虐待通報ダイヤル＃7171」に
電話してください。
（IP電話をご利用の方、都県境にお住まいの方などは☎048-762-7533へ）
★詳細は埼玉県ホームページを御覧ください。

■入札結果
入札日

5/20

（単位：円）

担当課

工事等の名称
入札方法 予定価格
横瀬町高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画
健康づくり課
指名
非公表
策定業務委託
第５期横瀬町障がい者計画・第６期障がい福祉計
健康づくり課
指名
非公表
画・第２期障がい児福祉計画策定業務委託

入札日

落札（決定）金額
2,497,000
2,640,000

Ｎｅｘｔ−ｉ㈱さいたま支店

落札（決定）金額
2,854,720

落札（決定）者
星野総合商事㈱

5/27

担当課
総務課

工事等の名称
避難所用備品（物品購入）

落札（決定）者
㈱ジャパンインターナショナル総
合研究所

（単位：円）

入札方法 予定価格
指名
非公表

※予定価格および落札（決定）金額は税込みです。
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YOKOZE
information

イ ベ ント
〝介護の仕事に興味がある皆さまへ〟
「令和2年度埼玉県介護職員雇用推進事業等」参加者募集
介護の仕事は、人を支え社会を支える、やりがいのある仕
事です。
埼玉県では、介護の仕事に興味がある方に対し、経験の
有無等に応じて、研修の受講から県内介護施設等への就職
までを幅広く支援しています。
事業内容
（１）介護職員雇用推進事業
県内介護施設等での就職を希望している方に対し、介護
職員初任者研修の受講から就職までを支援します。
（２）介護助手の養成・確保
60歳未満で、主に短時間での働き方を希望している方に
対し、県内介護施設等で介護助手として働くための研修の
受講から就職までを支援します。
募集 現在募集中
※新型コロナウイルス感染拡大の影響により研修および説
明会の開催方法が変更になる場合がございます。
問株式会社シグマスタッフ大宮支店（受託事業者）
☎048-782-5173

熊谷高等技術専門校秩父分校 技能講習の受講生募集
講習名・日程
①業務に活かすドローン
（基礎）
9/5（土）、6（日）9：00～16:00
受講料 3,800円
②介護職員向けExcel 2013
9/19（土）、26（土）9：00～16:00
受講料2,000円（テキスト代2,200円は別途）
申込 8/1（土）～10（月）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

第2回埼玉県警察官（巡査）採用試験案内

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 7/18（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 木工家×ヒューマンアーキテクト
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
●間伐体験と小枝のミニ花台作り
日時 8/2（日）10:00～15:00
参加費 1,000円／組
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 7/26（日）
まで
●秩父鉱山探訪
日時 8/8（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 8/1（土）
まで
●渓流散策と魚道巡り
日時 8/10（月・祝）9：00～15:00 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（申込順）
申込 8/3（月）
まで
●木琴を作ろう
日時 8/23（日）10：00～15:30
参加費 2,000円／人
対象 小学生以上（小学生は保護者同伴）
定員 5人（申込順）
申込 8/16（日）
※電話申込。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
荒川図画コンクール作品募集

受付期間 8/6（木）～8/25（火）
第1次試験 試験日 9/20（日） 合格発表 10/12（月）
第2次試験 身体検査 10/17（土）～10/18（日）
人物試験 体力検査 11月下旬で日程調整中
最終合格発表 12/23（水）
問・申込 インターネットによる申込みですが、秩父警察署警務
課（☎24-0110）
までお問い合わせください。
※新型コロナウイルス感染症の拡大により日程が変更され
る場合があります。詳しくは埼玉県警察ホームページ、埼玉
県警察採用センター公式SNS（Twitter、LINE、Facebook）
を
ご確認ください。

小学生
応募期間 7/1（水）～9/15（火）
荒川流域の川やダムの風景
荒川上流河川事務所HP
「令和2年度荒川図画コンクー
ル」
から ※詳細はホームページにてご確認ください。
問荒川図画コンクール実行委員会事務局
（荒川上流河川事務所調査課） ☎049-246-6360

対象
題材
申込

と

き

感動の瞬間Ⓡin ちちぶ」第5回写真コンテスト作品募集
秩父地域内で撮影された、
感動的な瞬間の写真を募集します。
期間 7/7（火）～8/7（金）
応募サイズ 2Ｌサイズ（1MB以上のもの）
応募方法 応募用紙に必要事項を記入の上、郵送。
※詳細は商工会議所ホームページ、窓口配布のチラシを確認

問・申込 秩父商工会議所（〒368-0046 秩父市宮側町1-7）
☎22-4411
横瀬町の市外局番は
（ 0494）です
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指定難病・小児慢性特定疾病
医療受給者証の有効期間の延長について

YOKOZE
information

募集

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、令和2年3月
1日から令和3年2月28日までの間に有効期間が満了する
方について、現在お持ちの受給者証の有効期間が自動で1
年間延長されます。詳細については、県からのお知らせや
ホームページなどをご確認ください。
問指定難病:県疾病対策課 ☎︎048-830-3562
小児慢性特定疾病:県健康長寿課 ☎︎048-830-3561

5年以上、無事故・無違反の方を表彰します。
受賞資格 秩父地方交通安全協会の会員で、10年以上の
運転免許経験を有し、過去5年以上継続して、無事故・無違
反の模範運転者
受付・締切り・表彰式
・受付期間：7/1（水）～8/28（金）
まで
・表彰式：9/27（日）14:00 横瀬町町民会館
※新型コロナウイルス等の影響により変更となる場合があります。

必要書類 ・優良運転者表彰申請書
・無事故・無違反証明書
・交通安全協会会員証
問・必要書類受取・提出場所
秩父地方交通安全協会（秩父警察署内） ☎23-7044

はかりの定期検査のお知らせ
取引・証明に使用する「計量器（はかり）」は、2年に1度
の定期検査を受けることが法律により義務づけられてい
ます。町では、ひょう量250kg以下の機械式はかりを対象と
した集合検査が9/8（火）に、電気式はかりおよびひょう量
250kgを超える機械式はかりを対象とした巡回検査が9月
上旬から11月下旬（詳細が決まり次第、順次お知らせしま
す）に実施されます。
前回受検された方には、すでに事前調査の通知をお送り
していますので、振興課へ必ず調査票をご提出ください。
また、取引・証明にはかりを使用しているのに通知のなかっ
た方、新たにはかりを取引・証明に使用するようになった方
は、7/27（月）
までに振興課へ必ずご連絡ください。
【定期検査が必要な「はかり」の一例】
●量目を表記した商品の売買に使用するもの
●原材料の購入や製品の販売出荷のために使用するもの
●農作物や食材（コーヒー豆や手打ち麺など）のはかり売り
に使用するもの
●病院・薬局等で薬の調剤用に使用するもの
●学校・幼稚園等で法に定められた健康診断（体重測定）に
使用するもの
●宅配便の荷受の際に使用するもの 等
問振興課（1階5番窓口） ☎︎25-0114

秩父広域市町村圏組合職員募集
採用予定職種（令和3年度採用）
●消防職員 3人程度
※受験資格などは、実施要項でご確認ください。
（秩父広域市町村圏組合ホームページに記載）
第1次試験
日程 9/20（日）
会場 秩父消防本部
※第1次試験合格者に第2次試験を行います。
実施要項・申込書の配布
秩父消防本部総務課、各消防分署
※郵送による請求も可能です。ホームページからのダウン
ロードも可。
受付期間 7/20（月）～8/14（金）
応募先 秩父消防本部総務課
※本人持参に限ります。
（土・日曜日を除く）
問秩父消防本部総務課 ☎︎21-0120

秩父看護専門学校の学校説明会
秩父看護専門学校は、約80年間に渡り多くの看護師等を
輩出し、その卒業生達は勤務先の病院等で高い評価を得て
います。教育理念は、看護師として必要な知識・技術の修得
だけでなく、地域社会に貢献できる能力と豊かな人間性を備
えることです。実習やボランティア活動も盛んに行い、様々な
場面での判断力・問題解決力を身に付けた質の高い看護師
を育成しています。秩父看護専門学校では、今年も学校説明
会を行います。看護・医療に少しでも興味がある方なら、
どな
たでも参加できます。お気軽にお申し込みください。
日時 7/18（土）
・8/7（金）13:00～14:30
会場 秩父看護専門学校：秩父市熊木町3-9
内容 概要説明、校内見学など
参加費 無料
申込 事前に電話で、学校へ申し込みください。
問秩父看護専門学校 ☎25-4696

預けて安心！法務局における自筆証書遺言書保管制度
本年7/10（金）から法務局における
「自筆証書遺言書保管
制度」が始まります。
本制度は、
自筆証書遺言書を作成した本人が法務局に遺
言書の保管を申請することができる制度です。保管制度を
利用すると、遺言書の紛失、改ざん等を防止することができ
ます。詳しい手続きは、さいたま地方法務局ホームページ
をご覧ください。
問さいたま地方法務局（供託課） ☎048-851-1000
平日8:30～17:15まで
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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 7/14（火）13:00～15:00
場所 役場 2階201会議室
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

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

●登記相談

県民相談総合センター ☎048-830-7830

日時 7/16（木）13:00～15:00
場所 役場 2階201会議室
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

●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

☎048-780-2034
第1・第3水曜日 10:00～16:00

●消費生活・多重債務相談について

●特設人権相談所

今年度は中止となります。
※相談を希望するされる方は4ページに掲載されて
いる各種相談窓口までご連絡ください。

社協定例相談

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）

横瀬町社会福祉協議会

●心配ごと相談

☎22-7380

埼玉県虐待通報ダイヤル ＃7171

日時 7/28（火）13:00～15:00
場所 総合福祉センター

※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。

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。

●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₇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）

5日

12日
19日
23日
24日

医師会休日診療所（内・小）
熊木町 ☎23-8561

26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

関根医院（内・外）

日野田町

☎23-0777

長瀞医新クリニック
（内・外）

長瀞町

☎66-1000

大谷津医院（内・小）

阿保町

☎22-6329

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

皆野病院

皆野町

☎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）

平日夜間急患対応
平日夜間小児初期急患対応
救急電話相談
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 24時間365日で実施しています。大人や子どもの相談に対
あらいクリニック
月 皆野病院
桜木町
☎23-0611
桜木町 ☎23-0611 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
秩父市立病院
火 秩父市立病院
和泉町
☎22-3022
水 秩父病院
桜木町
☎23-0611
秩父市立病院
木
皆野町
☎62-6300
7/9 皆野病院
桜木町
☎23-0611
金 秩父市立病院
7/4 皆野病院、7/11 秩父市立病院
土
7/18皆野病院、7/25秩父市立病院

秩父病院
秩父市立病院

和泉町

☎22-3022

桜木町

☎23-0611

7/9石塚クリニック

大野原

☎22-6122

秩父市立病院

桜木町

☎23-0611

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

◦8件（－8）
◦1人（±0）
◦10人（－13）
◦59件（－15）

事故死ゼロ 54日

7月の

診療時間（10:00～13:00）

（2020年₁月₁日～₅月₃₁日）

（2020年₁月₁日～₅月₃₁日）

人身事故件数
死者数
負傷者数
物件事故件数

在宅歯科休日歯科診療当番医 応急処置

器物損壊 ◦
暴行 ◦
窃盗 ◦
詐欺 ◦

1件
1件
2件
1件

24日 しまだ歯科医院

小鹿野町 ☎72-7201

※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。

▶固定資産税

第2期

▶国民健康保険税

第1期

納税 ▶介護保険料

▶後期高齢者医療保険料

第1期

※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。

7

第1期

29㊌

28㊋

30㊍

11㊏・28㊋

13㊊・29㊌

11㊏・28㊋

9 ㊍・25㊏

10㊎・27㊊

10㊎・27㊊

納期限 : 7/31㊎

6㊊・20㊊

※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 15 2020・7

4 ㊏・18㊏

武甲岳人会の
武甲山魅力アップ整備

たか はし いっ しん

髙橋 壱心くん

武甲岳人会の皆さまに昨年の台風19号の影響により

令和元年7月15日生
良太・香夫妻
（8区）

損壊のあった武甲山登山道の修繕や簡易橋の設置など

これからも てすごそうね！
いっぱいわらっ

をしていただきました。
武甲岳人会は長きにわたり、
倒木を利用した階段整備

●「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。

など、
歩きやすく安心して楽しめる登山道の整備を行って
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。

武甲山山頂トイレは、雨水を貯めて利用する方式と

問まち経営課（2階8番窓口） ☎25-0112
E-mail machikei@town.yokoze.saitama.jp

なっていますので武甲山を登山される皆さまも、登山を
楽しみながら自分の体力に合わせて、ペットボトルを用
いた不動滝からの水のくみ上げにご協力をお願いいた
します。

熱中症に気を付けて！
6/17（水）に横瀬小学校１年生全員に熱中
症対策グッズとして、首を冷却するスカーフ
を配付しました。
このスカーフを有効的に活用して、熱中症
を予防し、
楽しい夏にしてください。

楽しく歩いて ポイントを貯めよう！
「埼玉県コバトン健康マイレージ」
町では「埼玉県コバトン健康マイレージ事業」に参加しています。
この事業は、手軽な運動「ウォーキング」
しながら、歩いた歩数でポイントを貯めて、ポイント
数に応じて抽選で、賞品が当たるという楽しく健康づくりに取り組める事業です。
現在、380名程の方が参加されています。
18歳以上の町民の方は、
誰でも参加できますので、
ぜひ、
ご自分の健康増進にお役立てください。
詳しい事業内容や申し込み方法等、詳しくは下記担当までお問い合わせください。

問埼玉県コバトン健康マイレージ事務局 ☎0570-035810
いきいき町民課（1階1番窓口） ☎25-0115 ／ 健康づくり課（1階3番窓口） ☎25-0116

町 の 人口と 世帯数
No.

624

2020年₆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

男

女

計

3,157（ −2） 3,818（−10） 3,866（−10） 7,684（−20）
192（ ±0）

231（ ±0）

237（ −1）

468（ −1）

3,349（ −2） 4,049（−10） 4,103（−11） 8,152（−21）

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）

