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８/5（水）横瀬小学校の放課後子ども教室で「世界の果てまで行った
気になる！？」が開催されました。この取り組みは外出しにくい今だからこ
そ、無料の世界地図やウェブ会議アプリなどの I T 技術を利用して、児童
と世界中の街の風景を合成し「旅した気分になれる」という企画です。
子ども達もとても楽しく海外旅行の雰囲気を楽しむことができました。

災害時に、危険な場所にいる人は
安全な場所に避難しましょう！
町では、台風などで災害が発生するおそれがある場合に避難所を開設します。
避難所では、可能な限り多くの方を受け入れる準備をしていますが、新型コロナウイルス感染症が収束しな
い間は、密集状態を避けるため人との適正な距離を確保する必要があります。新型コロナウイルス等感染拡
大防止を踏まえ、避難所を安心・安全に開設、運営することが求められる一方で、町民の皆さまには次のことを
ご理解いただき、万一の災害時には適切な対応をお願いします。

知っておくべきポイント
①避難とは「難」を「避」けること。
安全な場所にいる人まで避難場所に行く必要はありません。
②避難所の過密状態を防ぐため、親族・友人宅への避難についても、
あらかじめ検討しておきましょう。
③マスク、消毒液、体温計などをお持ちの場合は、
できるだけ自ら持参するようにしてください。
④避難所ではマスクの着用をお願いします。マスクがない場合は、ハンカチ等を代用し、咳などが出る場合は
咳エチケットにより袖等で口を覆うなど感染拡大防止に努めてください。
⑤豪雨時に屋外の移動は車も含めて危険です。やむをえず車中泊をする場合は、周囲が安全な場所であるこ
とを十分に確認してください。
問総務課（2階7番窓口） ☎25-0111

住民票の写し等の交付に係る「本人通知制度」について
町では、住民票の写しや戸籍謄本等を本人の代理人および第三者に交付したとき、事前登録をした方に交付し
たことを通知する
「本人通知制度」を行っています。
この制度は、住民票や戸籍の証明書が第三者に交付されたことを本人が早期に知
ることができ、万一、不正取得である疑いがあれば、交付請求書の開示請求等により
事実関係を究明するきっかけとなります。
●事前登録について
町内に住所や本籍がある方で、登録を希望する方は、いきいき町民課で申請手続
きをしてください。
必要なもの
・登録申請書（いきいき町民課窓口にあります）
・マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど官公署発行の本人確認ができる書類（お持ちでない方は、健
康保険証、年金手帳、介護保険証など２点）
・代理人の方は委任状
●登録の更新について
一度登録していただければ更新の必要はありません。ただし、事前登録者の死亡や、住民票が消除されたとき、
または、登録した住所や本籍が変更になったまま変更の手続きがされない場合は、登録が廃止になりますのでご
了承ください。
●住所や本籍に変更があったとき
転居届・転出届・婚姻届・離婚届など、住所や本籍に変更があったときは、変更手続きをしていただくことで、事前
登録は継続されます。
●通知する内容
第三者から住民票等（本籍の表示が記載されたもの）の請求があった時は、本人宛てに、交付した年月日、交付し
た証明書の種類・枚数、交付請求者の種別を通知します。
問・申請先 いきいき町民課（1階1番窓口） ☎25-0115
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不法投棄・野外焼却は犯罪です！
廃棄物の投棄や埋立て、野外焼却を行うと、周辺土壌、地下水や大気を汚染するなど、生活環境に悪影響を
およぼすため、
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の規定に基づき重く罰せられます。
（5年以下の懲役も
しくは1千万円以下の罰金、
または併科（法人に対しては行為者を罰するほか3億円以下の罰金））
河川などの公共の領域や他人の土地はもちろんのこと、
自分の所有地で行うことも禁止されています。
なお、野外焼却は、風俗習慣、宗教上必要な焼却や、農林水産業を営むために必要な焼却など一部例外が
認められているものもあります。
不法投棄・野外焼却を見かけた場合は、以下の通報・相談先に連絡してください！

廃棄物の処理方法について
●一般廃棄物（家庭ごみおよび事業系のごみ）については、秩父広域市町村圏組合の処理施設等で処理でき
ます。
（ご不明な点は、秩父広域市町村圏組合にご相談ください。）
●産業廃棄物（事業活動に伴って生じた廃棄物）については、専門の許可業者に委託して処理してください。
（ご不明な点は、埼玉県秩父環境管理事務所にご相談ください。）
※不法投棄者が不明な場合、土地所有者が処分せざるを得ない場合がありますので、
自己所有の土地を定期
的に除草するなど廃棄物を投棄されづらい、きれいな環境づくりに心がけましょう。
不法投棄・野外焼却に関する通報・相談先
■産業廃棄物の不法投棄を見つけたら▶埼玉県
「産業廃棄物不法投棄110番」

☎0120-530-384
☎23-1511
■河川、
国道、県道への不法投棄等▶埼玉県秩父県土整備事務所 ☎22-3715
■森林管理道
（林道）への不法投棄等▶埼玉県秩父農林振興センター ☎24-7211
■一般廃棄物の処理相談▶秩父広域市町村圏組合 ☎24-8050
■その他不法投棄・野外焼却に関すること▶振興課
（1階5番窓口） ☎25-0114
■産業廃棄物の処理相談、
苦情対応等▶埼玉県秩父環境管理事務所

9/1～10日は屋外広告物適正化旬間です!
国土交通省では、毎年9/1（火）～10日
（木）
を屋外広告物適正化旬間と定め、屋外広告物の適正化を推進して
います。
屋外広告物の設置は、屋外広告物法とこれに基づく埼玉県屋外広告物条例で定められた基準により、原則と
して許可が必要です。
また、設置者には、景観を損なったり通行者に危険が及ばないよう、補修や管理が義務
付けられています。
屋外広告物の設置後も、
日ごろから目視などによる点検を行い、安全性を確認するようお願いします。
また、
屋外広告物には許可期限が決まっていますので、引き続き設置を行う場合は、建設課に申請してください。
安全で美しいまちづくりのため、皆さまのご理解とご協力をお願いします。
問建設課（2階9番窓口） ☎25-0117

「観光客に関する意識・価値観調査」
に
ご協力いただきありがとうございました。
6～7月にかけて実施した「観光客に関する意識・価値観調査」に関し、多くの町民の方から貴重なご意見を頂
き、
ありがとうございました。現在集計作業を行っており、調査の結果は9月中を目途に公表予定です。頂いたご
意見は、今後の町政に活用させていただきます。
※この調査は、無作為に抽出された18歳以上（6月1日時点）の町民計3,000名を対象に、横瀬町官民連携プラッ
トフォーム
「よこらぼ」の採択案件No.65「正しい世論の可視化プロジェクト
（提案者：株式会社ドリームインキュ
ベータ）
」の一環として実施しました。
この調査では、1,000名ずつの3つのグループに分割し、
それぞれ異なる
手法で調査を行いました（調査内容は各グループとも同じです）
。各グループの回答率は以下のとおりです。
Aグループ
（紙・オンライン回答併用、
回答率向上施策あり）
：63.0%
Bグループ
（紙・オンライン回答併用、
回答率向上施策なし）
：38.2%
Cグループ
（紙回答のみ、回答率向上施策なし）
横瀬町の市外局番は
（ 0494）です
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：41.1%

ブロック塀等撤去および築造事業支援補助金
－ 地震などにより倒壊する前の撤去を －
町では、地震発生時のブロック塀等の倒壊による被害を防止し、災害に強いまちづくりの実現に向けて、倒
壊のおそれのあるブロック塀等の撤去に対して補助金を交付しています。
対象となるブロック塀は？
町道・公道に面する側の高さが1メートル以上のコンクリート、れんがまたは石材を用いて造られている塀お
よび門柱で、地震により倒壊するおそれのあるもの。
補助金額は？
危険なブロック塀等を撤去する場合
撤去する危険なブロック塀等の長さ1メートル当たり1万円で、20万円を限度。
危険なブロック塀等を撤去した後、新たに安全なブロック塀等を築造する場合
撤去を行った危険なブロック塀等の長さを限度に1メートル当たり5千円で、10万円を限度。
※補助金を受けるには事前の申請（撤去前の申請）が必要です。

老朽空き家等除却補助金
－ 老朽空き家を取り壊して、次の活用を考える －
町では、老朽空き家等の解消を図ることで、
もっと良好な生活環境の保全や安全で安心なまちづくりを推進
することを目的に、周辺の防災、衛生、景観等に悪影響をおよぼす可能性のある老朽空き家等の除却を行う方
に対して補助金を交付しています。
対象となる住宅は？ 次のすべてに該当している老朽空き家等となります。
・１年以上居住および使用していない。
・公共事業の補償の対象となっていない。
・老朽空き家等に所有権以外の権利が設定されていない。
・老朽空き家等を除却するに当たり所有者全員の同意を得ている。
・空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第2項の規定による勧告を受けていない。
補助金額は？
補助対象となる取り壊し工事に要した費用（補助対象老朽空き家等の床面積1平方メートルにつき1万円を
限度）の2分の1で、30万円を限度。
※補助金を受けるには事前の申請（家を取り壊す前の申請）が必要です。
問建設課（2階9番窓口） ☎25-0117

循環型社会形成推進地域計画に係る事後評価について
町では、当計画に基づき浄化槽設置管理事業および浄化槽設置整備事業を実施しています。平成26年から
の5年計画について、県知事より評価がありました。
平成25年度末
令和元年度末
指標
現状
目標
実績
総人口（人）
8,927
9,000
8,167
対象人口（人）
2,047
2,528
2,737
公共下水道
割合（％）
22.9
28.1
33.5
対象人口（人）
4,060
4,419
3,638
合併処理浄化槽
割合（％）
45.5
49.1
44.5
未処理（単独処理浄
対象人口（人）
2,820
2,053
1,792
割合（％）
31.6
22.8
21.9
化槽･くみ取り便槽）
【県知事評価】
平成25年度と比較して、公共下水道は10.6％上昇し、目標を達成した。一方、合併浄化槽等は1.0％減少し、
目標に達しなかったが、未処理人口は目標を達成しており、着実に汚水衛生未処理人口の解消が進んでいる。
問建設課（2階9番窓口） ☎25-0117
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3回横瀬町議会臨時会が8/13（木）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

議案第38号

議案第39号

件名

審議結果

令和2年度横瀬町一般会計補正予算（第3号）

原案可決

財産の取得について

原案可決

豊かな自然と快適な生活を守る下水道のはなし
町が合併処理浄化槽を設置・維持管理します！
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
「浄化槽設置管理事業」
を実施しています。
【事業内容】
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・修繕等の依頼や費用負担）
を行います。
※ますや配管、放流ポンプは使用者が維持管理をします。
既設の合併処理浄化槽を町へ寄付をする帰属制度があります。
（複数条件有り）
※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）
【低額使用料】
人槽

新設・転換

帰属

5人槽

3,200円

2,400円

7人槽

4,000円

2,900円

10人槽

4,800円

3,600円

【申請期限】 1/29（金）
設置の申請には、町の浄化槽業務（設置工事業務）指定店に相談していただく必要があります。
問建設課（2階9番窓口） ☎25-0117

住民説明会開催～水道料金統一（改定）
について～
水道料金統一（改定）に関する住民説明会を開催します。開催日等は次のとおりです。ぜひご参加ください。
日時

会場

定員

9 /29（火）

【秩父市】秩父歴史文化伝承館 2階ホール

70名

10/ 6（火）

【皆野町】皆野町文化会館 会議室A

40名

【長瀞町】長瀞町中央公民館 体育室兼講堂

40名

10/13（火）

【横瀬町】横瀬町町民会館（かわせみ会館）大会議室

35名

10/16（金）

【小鹿野町】小鹿野文化センター 大会議室

70名

10/ 9（金）

19:00～20:00

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、変更（中止）の場合があります。秩父広域市町村圏組合水道局
ホームページをご確認ください。
※3密を避けるため、入場者数が制限されています。参加者多数の場合は先着順とさせていただきます。
問秩父広域市町村圏組合水道局経営企画課
横瀬町の市外局番は
（ 0494）です
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☎25-5221

仮想通貨
（暗号資産）
でラクして稼げる!?

安易なアルバイト探しに注意！

問秩父市消費生活センター ☎25-5200

【消費者へのアドバイス】
新型コロナウイルスの影響で、奨学金の
返済が困難となった、生活に困窮したなど
の若者が、インターネットを介して簡単に
儲かるとした不審な副業話に手を出すとい
う消費者トラブルが発生しています。

①安易に広告を信じて資料請求をしたり、後で儲かるからと借金をして情
報商材の購入や投資をしないようにしましょう。
②「必ず儲かる」
と勧誘されても実際に利益を得られる保証はありません。
業者の話をうのみにせず、冷静に判断しましょう。
③ビジネスの仕組みや仕事の内容について十分な説明がない契約や、自
分で儲かる理由が理解できないような契約はしないようにしましょう。
④契約が成立していると、自分に契約した認識がなくても、代金を請求さ
れる場合があります。一度でもやりとりのあった業者から不審な連絡が
きた場合は、無視しないで消費生活センター等に相談しましょう。

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

“いつもと違う夏”を経験してあらためて思うこと
横瀬町長

よしなり

の会議やイベントに参加する機会が頻繁にあって、
あら

富田 能成

ためて文明の利器（テクノロジー）の恩恵を実感したの
も事実ですが、一方で、実際に人と会うこと、語らうこと

今年は、梅雨明けが8月1日と遅くて、雨ばかり降った

のありがたさがあらためて身に染みたという機会でも

7月から一気に猛暑の8月になりました。気候も極端な

あったと思います。
今年度は、
めっきり夜間と休日の公務

夏でしたが、新型コロナの影響で、各地の祭り行事やイ

（会合やイベントの出席）が減少しているのですが、そ

ベントは軒並み中止となりました。お盆の帰省や旅行を

んな中、先日、三密を避けての少人数会合ではありまし

ひかえた人も多かったのではないでしょうか。人と会う

たが、数か月ぶりに“締め（秩父締め）”をやる機会があり

機会がいつもより少ない、
日本中が“いつもと違う夏”と

ました。
これまでは、いつものことでごく普通にやってい

なりました。

た会合最後の“締め”。数か月ぶりにやってみると、同席

毎年8月の恒例行事、例えば地区の納涼祭、
ヨコゼ音

者との一体感を感じて、なんだか少々感動的で、懐かし

楽祭、菩提寺の施餓鬼行事、皆野の秩父音頭まつり、長

いような不思議な感覚になりました。
それまで当たり前

瀞の船玉まつり、芦ヶ久保の獅子舞奉納などなど、例年

だと思っていた“締め”が、
こんなにありがたいことなん

当たり前のように参加し、多くの人と交流する貴重な機

だと感じました。
コロナ禍をきっかけに、私たちの生活

会となっていたこれら行事が今年は無くなり、
（もちろ

は大きく変化していくのかもしれませんが、だからこそ

ん、
これはやむを得ないことなのですが）私自身も少々

一方で、実際に人と人とが会うことの価値があらためて

寂しい気持ちがする夏でした。

再認識されるはずだと思います。一期一会。人との出会

今回の“いつもと違う夏”は、たとえば、オンラインで
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●●●●●

よこらぼ7月の採択事業

●●●●●

第3回審査会（7/31）答申に基づき1件採択（提案件数2件）
となりました。
事業名・提案者

概要

採択 提案者：Care For（ケアフォー）サービスプロジェクト
No.77 事業名：株式会社EightLab

町職員に施術体験を行い実施後の労働生産性の向上を行うことが
できるかの実証実験を行う。

問まち経営課（2階8番窓口） ☎25-0112

介護保険制度について

～介護保険のサービスを利用するにはどうしたらいいの？～
介護保険のサービスは、
「要支援」
または「要介護」の認定を受けなければ利用することができません。
次の①から⑥の手順により、介護認定の申請手続きをしてください。
①認定を受けるために申請をします。
申請の際は、あらかじめ送付してある
「介護保険被保険者証」をご持参ください。
なお、介護保険の申請は本人以外に、次の方々が代行により申請ができます。
●家族・親族等
●民生委員・介護相談員等
●成年後見人
●地域包括支援センター
●居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設または介護保険施設
②『認定調査』
を実施します。
町から認定調査員が対象者の状態等を確認するために訪問します。
③『主治医意見書』の記載を依頼します。
町から
「かかりつけの医師（医療機関）」へ意見書の作成を依頼します。
④『介護認定審査会』において、審査判定を行います。
「認定調査」および「主治医意見書」の内容を審査します。※認定結果は、
申請日から30日程度必要です。
⑤『居宅介護支援事業所（ケアマネジャー）』
と契約する。
認定結果により、契約方法が異なります。
要支援認定の方 「介護予防サービス」が利用できます。
［要支援１・２］ 町の地域包括支援センターと契約して、
「介護予防サービス計画」
を作成してもらいます。
「介護サービス」が利用できます。
要介護認定の方
民間の居宅介護支援事業所と契約をして、介護支援専門員（ケアマネジャー）に「介護サー
［要介護１～５］
ビス計画」を作成してもらいます。

⑥『介護サービス
（介護予防サービス）』
を利用できます。
ケアマネジャーが介護度およびご本人の状態やご家族の要望等により毎月作成する
「介護（予防）サービス
計画」に基づき、サービス利用をします。
問・申請 健康づくり課（1階3番窓口） ☎︎25-0116

まちの話題
役場庁舎内のエレベーター
改修工事のお知らせ
下 記 の 期 間 、役 場 庁 舎 内 の エレ
ベーター改修工事を実施します。工事
期間中はエレベーターの利用ができ
ませんので、来庁者の皆さまにはご不
便をおかけいたしますがご理解ご協力をお願いします。
●工事期間 9/21（月）～11/8（日）
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
こころの健康相談（★）

日時 9/3（木）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）。

言語リハビリ教室（★）

日時 9/9（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。

オレンジカフェ（★）

日時 9/23（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。

ソーシャルクラブ（★）

日時 9/28（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。

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

こんにちは

保健師です

まだまだ熱中症に注意しましょう

問よこぜまつり実行委員会事務局（振興課（1階5番窓口）） ☎25-0114
健康づくり課（1階3番窓口） ☎25-0116

９ 月に入り秋の気 配が漂 う日もありますが︑まだ残 暑が

厳しく︑熱中症については引き続き注意が必要です︒

今年は感染症予防のためのマスク着用により︑例年以上に

熱中症の危険が高まっています︒感染症と熱中症︑どちらに

もかからないことが大切です︒予防のために︑以下のポイント
に注意して生活をしましょう︒
①暑い時は︑人と離れてマスクをはずしましょう

外 出 時 には 必 ずマス ク 着 用 が 必 要 で す ︒し か し 暑い 時

には︑人 と ２ ｍ 以 上の距 離 をとって適 宜マスクをは ず しま
しょう︒
②暑さを避けましょう

8 2020・9
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涼しい服装をし︑屋外では日傘や帽子を使いましょう︒日
中の暑い時間の外出は控えましょう︒
③こまめに水分補給をしましょう

のどが渇いていなくても︑水 分 を 摂 りましょう︒特にマス

ク着用時は熱がこもりやすいので︑積極的に水分を摂ってく
ださい︒
④エアコンを上手に使いましょう

熱中症の約半数は︑自宅で発症しています︒室内でも熱中

症になる危 険は十 分にありますので︑暑い日にはエアコンを

利 用しましょう︒感 染 症 予 防のため︑
エアコン使 用 時も時 々
換気をしてください︒
⑤日ごろから体調管理をしましょう

今 年は自 粛 生 活による体 力 低 下により︑熱 中 症の危 険が

高くなっています︒適 度に運 動をして︑体 力 低 下を防 止しま

ウイルス感染症拡大防止の観点から
「中止」
とさせていただきます。

！
！

しょう ︒体 調 が 悪い時 は 無 理 をせ ず ︑涼 しい場 所で休 み ま
しょう︒

10/25（日）に開催予定の第43回よこぜまつり・健康まつりについては、新型コロナ

第43回よこぜまつり・
健康まつりの
中止について

!

今月の記事担当：加藤

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

かわせみいきいき体操サポーター養成講座参加者
募集のお知らせ
かわせみいきいき体操サポーターとは、公会堂等でかわせみいきいき体操（手首や足首におもりをつけて行
う、簡単な筋力体操）を行う際に体操の説明、参加者の見守り、会場運営などを行うボランティアです。既に36名
のサポーターが誕生し、地域で活躍しています。
気負わず、
自分の健康のためにサポーターとして活動しませんか？
日程・内容・場所
対
象 健康な方で、最低5回参加できる方。
日程
内容
場所
また、終了後に、サポーターとして活
第1回 10/ 2（金） オリエンテーション
動できる方。
第2回 10/16（金） 体力測定・実技
第3回 10/23（金） 実技
時
間 9:30～12:00（受付は9:00～9:30）
総合福祉センター
第4回 10/30（金） 実技・グループワーク
持 ち 物 水分補給用の飲み物、
タオル、
機能回復訓練室
第5回 11/ 6（金） 実技・グループワーク
筆記用具
第6回 11/13（金） 体力測定
申込期間 9/7（月）～25（金）
第7回 11/20（金） 修了式
問・申込 地域包括支援センター（1階3番窓口）
☎︎25-0281

地域包括支援センターよりお知らせ
地域包括支援センターでは、介護認定を受けていない75歳の方へ、健康状態を把握することを目的とした“健
康いきいきチェックシート”を送らせていただきました。
チェックシートのご回答にご協力いただきましたことに、心よりお礼申し上げます。
皆さまからご回答いただいた結果内容から、訪問対象となられた方には、地域包括支援センターの職員が順
次訪問させていただきます。
普段なかなか相談できない介護のことや認知症のことなど、訪問した職員に遠慮なくご相談ください。
問地域包括支援センター（1階3番窓口） ☎︎25-0281

９月10日から１６日は自殺予防週間です
～聞かせてください、あなたの声を～

WHOが9月10日を
「世界自殺予防デー」
としていることに因んで、
自殺対策基本法において毎年9月10日から16日
を自殺予防週間とし、
自殺を減らすために様々な取り組みを行っています。
横瀬町では「横瀬町自殺対策計画」
を令和元年度に策定しました。
この計画は「地域で支え合い誰も自殺に追い込
まれることのない横瀬町」
の実現を基本理念とし、
自殺対策を町民の皆さんや関係機関との連携のもと、
「生きること
の包括的な支援」
を全庁的に取り組み、
総合的に推進していき自殺のリスク低減を図ることを目指しています。
自殺の背景には様々な要因が複雑に関係しており、
自殺は「追いつめられた末の死」
であると言われています。現
在、
コロナ禍で多くの方が大変な思いをされているのではないでしょうか。先が見えず将来への希望を見出しにくい
状況では自殺のリスクが高まります。
辛い気持ちは人それぞれです。
強くなろうとせず、
弱さをさらけ出していいので
す。辛い時に
「辛い」
と言える場として町の相談を利用してください。町民の皆さんの生きる力を支えるお手伝いをさ
せてください。
身近な人が悩んでいることに気づいたら、
「どうしたの？元気がないようだけど。
よかったら話して」
と声をかけ、一
緒に自殺を防ぐ仲間となってくれる人が増えることも大切です。
アドバイスや解決策を示したり、
気の利いたことを言
う必要はありません。ただ、黙ってそばにいること、
それは大変でしたね、
と気持ちに寄り添う人がいること、
自殺につ
いて誤解や偏見をなくし正しく理解することも自殺予防の一歩です。
大切な命をみんなで守りましょう。
健康づくり課では、
心と身体の健康について相談をお受けしています。
ご連絡をお待ちしています。
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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「秩父地域し尿処理事業広域化準備室」が
設置されました。
秩父圏域の人口約10万人のうち、半数以上が汲み取り式トイレおよび浄化槽を利用してい
ます。
し尿処理施設は圏域内に3施設あり、いずれの施設も汲み取り式トイレから排出される生し尿
を対象に整備されています。
近年は汲み取り式トイレの減少と浄化槽処理世帯の増加により圏域のし尿処理施設の処理効
率が低下し、人口減少の影響で全体の投入量も減少傾向にあります。平成30年度は、施設の計画
処理能力に対する圏域3施設の平均稼働率が約44％まで減少し、施設の老朽化から、維持管理費
用も増大しています。
このような現状を踏まえ、本年4月1日に「秩父地域し尿処理事業広域化準備室」が秩父市役所
内に設置されました。今後、圏域のし尿処理事業について、広域的な視点に基づき、施設更新や運
営管理など具体的な協議検討を進めてまいりますので、皆様のご理解とご協力をよろしくお願い
します。
事務局：秩父市役所歴史文化伝承館4F内 秩父地域し尿処理事業広域化準備室
☎︎26-1135（平日9：00～16：00）

新入学児童「就学時健康診断」のお知らせ
令和3年度に小学校へ入学するお子さんを対象に、下記のとおり就学時健康診断を実施します。
お子さんの就学に関してご心配、不明な点がある方は、お気軽に教育委員会までご相談ください。
健康診断日程表
※ 該当する保護者には、9月中旬までに案内
日程
10/13（火）
通知を送付いたします。通知が届かない場
受付時間 12:45〜13:00
合は教育委員会へ連絡してください。
場所
横瀬小学校
診断内容 内科、歯科、眼科、耳鼻科、視力、聴力、知能検査等
転出や住所変更等の予定がある方は、あら
令和3年度小学校入学予定の町内に在住する幼児
かじめ教育委員会に届け出てください。
対象児
（平成26年4月2日～平成27年4月1日生まれ）
問教育委員会（2階6番窓口） ☎25-0118

教育委員会定例会の
開催のお知らせ

日時

9/29（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、9/28（月）
までに電話で教育委員会へご連絡ください。
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
赤ちゃんくらす（令和2年5月〜8月生）

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

2日（水）
●1歳6か月児健診
10日（木）
●はぐくみ相談
（ことばの相談・要予約）
  
１5日（火）
●赤ちゃんくらす
（令和2年1月〜4月生）
16日（水）
赤ちゃんなんでも相談室 16日（水）
３〜4、9〜10か月児健診
BCG予防接種
17日（木）
●ちびっこなんでも相談室 17日
（木）
●3歳児健診
24日（木）
●
●

問子育て支援課（1階2番窓口）
☎︎25-0110
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9月

児童館
どんぐりの森

4日（金）

バンブーの森

11日（金）

さくらの森

18日（金）

●
●
●

ママサロン

●

横瀬児童館 2日
（水）9日（水）18日（金）
23日（水）25日
（金）30日（水）
長瀞町多世代ふれ愛ベース長瀞 4日（金）
小鹿野町子育て支援センター 16日（水）
秩父市子育て支援センター 11日（金）

問児童館

☎︎22-2072

みんなで一緒に 手話 を学ぼう! ●第17回
［ 地震］

➡

QRコードを読み込むと動画で
手話を確認できます。
協力:ちちぶ広域聴覚障害者協会

両手の掌を上に向けて並べて置き、同時に前後します。

問健康づくり課（1階3番窓口）
☎25-0116

地域おこし協力隊を紹介します!
そ し ろ だ

ち あき

十代田 千暁 さん
これまでの仕事や経験を活かし、竹細工とパンと農（業）を柱に、
住民の方の暮らしに寄り添う活動を考えています。
皆さんとワクワクを共有できるような、竹細工やパンのワーク
ショップなども予定しています。もし、町内の真竹の情報などがあり
ましたらご連絡ください。
よろしくお願いします。

■入札結果
入札日

7/8

担当課

（単位：円）

工事等の名称

入札方法

予定価格

落札（決定）金額

落札（決定）者

建設課

町道3407号線舗装修繕工事

指名

2,775,300

2,585,000

建設課

横瀬町地籍調査業務委託

指名

非公表

16,775,000

建設課

町営住宅中司団地浄化槽汚泥処分業務委託

指名

非公表

̶

指名

非公表

6,435,000

㈱ぎょうせい関東支社

指名

6,793,600

5,830,000

㈱前澤エンジニアリングサービス
関東支店

入札方法

予定価格

落札（決定）金額

指名

非公表

3,489,200

総務課
建設課

入札日

横瀬町地域防災計画改訂・国土強靭化地域計画
策定業務委託
横瀬町水質管理センターNo.2-1中間排水弁交
換及びNo.1、No.2初沈分配可動堰修繕工事

（一社）秩父郡市地籍調査協会
予定価格に達しなかったため、後
日再度入札

7/13

担当課

工事等の名称
町営住宅中司団地浄化槽汚泥処分業務委託
建設課
（再度入札）

入札日

津山建設工業㈱

（単位：円）

落札（決定）者
㈲伊藤商事

7/29

担当課
総務課
建設課
建設課
建設課

工事等の名称
小型動力消防ポンプ付普通積載車購入
13区地内川東汚水支線450工事
町道3175号線物件調査業務委託③
11区地内中郷汚水支線187舗装復旧工事

（単位：円）

入札方法
予定価格
指名
非公表
指名
4,468,200
指名
非公表
指名
4,177,800

※予定価格および落札（決定）金額は税込みです。
横瀬町の市外局番は
（ 0494）です
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落札（決定）金額
11,660,770
4,400,000
715,000
4,070,000

落札（決定）者
埼玉消防機械㈱
㈲丸塚
旭測地設計㈱
㈱大場建設

問歴史民俗資料館 ☎24-9650

コロナ禍で昼カラはまだ様子見て

中国がむせこんでいる香港茶

元々が過疎夜の街の灯も見えぬ

温暖化永久凍土沼に変え

岸岡

加藤

鯉甲

孝全

大野たかお

横田賭司楼

玉井

音

哲郎 選

何様だ三権分立アベノマジック

知

◆髙田

町内にコロナ体操鳴り響く

小石川邦二

●土曜ミュージアムトーク
日 時 9/19（土）10:30～12:00
場 所 町民会館 大会議室
講 師 横浜国立大学大学院教育学研究科
植物科学研究室 宮本 佳奈氏、後藤 良祐氏
テーマ 武甲山の自然史（1）
・日本の植物相と石灰岩
・横瀬の特殊な自然
内 容 武甲山の成り立ちや石灰岩、固有の植物などについ
て、2回に分けて解説します。次回の「武甲山の自然
史（2）
」は、11/28日
（土）に予定しています。

市憲

ご意見は無用か一強今の世は

柳
川

月曜・祝日・年末年始休館

絵手紙サ ークル

●
●

月曜・年末年始休館 問町立図書館 ☎22-2267

浅見 美寿子 さん

推薦
図書

町民文化祭

高山 羽根子 著●新潮社

展示作品出品募集

この島のできる限りの情報が、い
つか全世界の真実と接続するよう
に。世界が変貌し続けるいま、
しずか
な祈りが切実に胸にせまる感動作。
ほかにも、芥川賞W受賞作「破局」や
直木賞作品を揃えています。

♪作品展示の一般参加者を募集します。

たくさんの参加をお待ちしております。♪
場

所

申込方法

10/30(金)～11/1(日)

町民会館

●9月特設コーナー●

参加申込書（町民会館にて配付）に必要事項

「ストレス解消特集」

を記入の上、お申し込みください。
申込期限

9/18日
（金）
問町民会館

☎22-2267

首里の馬
（第163回芥川賞受賞作）

なにかと制限の多い毎日にストレスが溜まっていません
か？ 過度なストレスは心にも体にも大きな影響を与えてし
まいます。上手に付き合ってうまく発散できるといいです
ね！

★9月のナイトライブラリー 2・9・16・23・30日
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月曜・祝日休館 問公民館 ☎22-2267

梅雨に入り心重たく今日も過ぐ衣類の整理先へと見送る

家々に花咲き誇る散歩みち語り合いたき人見当たらず

香しく稔りて落ちし梅の実を散歩の友へと二粒拾う

八木原優子

八木原千恵

町田

町田

由江

イヨ

中川美也子

つまみでも作って一杯！
（おつまみ編）
●趣味の公民館講座「アラン模様風トートバッグ」

日時 9/23（水）
・30（水）13：30～16：00（2回講座）
場所 町民会館 美術工芸室
講師 ハンドメイドデザイナー M I M A
定員 25名

参加費 1,500円 ※当日集金

申込 9/3（木）から
問・申込 町民会館

☎22-2267

公民館講座を開催しました！
●趣味の公民館講座

『多肉の寄せ植え教室』 8/1（土）開催

プニプニとした触感が可愛い、人気の多肉植物の寄

せ植えです。
多肉植物は、季節とともに長く眺められるのが魅力で
す。参加の皆さんは各々、お家の中で飾る場所を創造し
ながら、
自分だけの世界を器の中に描きました。
気分も季節も鬱々とする今日このごろ・
・
・
植物を愛でながら、
この大
変な時期を心穏やかに乗り越
えましょう。

横瀬町の市外局番は
（ 0494）です
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惠夫 選

主人公を暗き天井に浮かべてた読み聞かせし母との幼き一夜

茂

第６回 講師 桜井 辰夫先生（荷車屋料理長）

◆富田

劇場のグロリオサ赤き日にタンゴが好きな人静かに逝けり

赤岩

おうちで香ばしい手作りパン

歌
短

コロナ禍に依りて新聞一面を読みて移りぬ埼玉版へ

講師 井上 弘子先生（さやかグループ）

タミ

第５回

浅見

俺が作る！ 簡単！我が家の家庭料理

弱火にて時かけ煮詰める山椒の味見の舌にピリリと旨し

第４回 講師 桜井 辰夫先生（荷車屋料理長）

悦子

秩父名物 おっ切り込みうどん

小泉

第３回 講師 横瀬そばの会

菩提寺の施餓鬼旗づくりも十二年目に見上げるもみじの露滴りぬ

ホカホカ肉まん＆かき玉トマトスープ

邦子

第２回 講師 井上 弘子先生（さやかグループ）

斉藤

簡単！野菜たっぷり創作イタリアン

何枚も縫いたるマスクは不出来でも愛着ありて付けて外出

第１回 講師 福井 克久先生（リストランテ ピノキオシェフ）

斎藤トシ子

参加費 １回600円程度

定員 16名

雨の似合う紫陽花だけが生き生きと喜ぶように雨に濡れいる

場所 町民会館・調理実習室

あき

2/9（火）
・3/25（木）

島田

10/13（火）
・11/10（火）
・12/8（火）
・1/14（木）

栗の花むせぶ野道を帰り来て匂いまつわる衣着替えり

日時

信子

男子厨房にはいろう！
『いざ！男の料理塾』
10/13日
（火）
スタート！

新井

●アクティブシニア公民館講座

楝 咲く樹上の青空斜に切りつばめは忙し花も見ず飛ぶ

公民館講座・参加者募集

よこぜ 情 報 掲 示 板

YOKOZE
information

イ ベ ント

認定NPO法人森のECHICAの催し
●0歳児からのママと楽しむ森のようちえん
日時 9/9（水）10:30～14:00「葉っぱでペタペタアート」
10/21（水）10:30～14:00
「秋の木の実でクラフト作り」
場所 花の森こども園
対象 ０歳児からの親子（定員12組）
参加費 1,500円(保険含む)
持物 おにぎり、水筒、着替え、帽子、長靴、
カッパ、
タオル
（汁物とおかず付き）
服装 長袖・長ズボン
※事前申込が必要です
問・申込 花の森こども園 ☎62-4545（平日10:00～16:00）
●ベビーマッサージ講座
日時 9/15・10/20・11/17・12/15
すべて火曜日11:00～14:00
場所 多世代交流カフェゆいっこ
対象 生後1～10ヵ月程度の赤ちゃんとママ
参加費 1,300円（ランチ・ドリンクバー付き）
持物 バスタオル・赤ちゃんの飲み物（ミルクなど）
問ゆいっこ☎26-6827（平日10:00～16:00）
●はらいっぱい食堂
日時 9/4・11・25、10/9・23・30・11/6・20・27、12/4・25
※すべて金曜日17:00～19:00
場所 多世代交流カフェゆいっこ
内容 多世代交流型こども食堂
参加費 こども無料 大人500円～（寄附制）
問ゆいっこ☎26-6827（平日10:00～16:00）

募集
自衛官等募集
自衛官等候補生を募集します。
●防衛医科大学校医学科学生
受付締切 10/7（水）
試験期日 10/24（土）
・25（日）
（2次試験あり）
応募資格 18歳以上21歳未満の高卒者（見込含む）
●防衛医科大学校看護学科学生
受付締切 10/1（木）
試験期日 10/17（土）
（2次試験あり）
応募資格 18歳以上21歳未満の高卒者（見込含む）
●自衛官候補生
受付期間 年間を通じて行っております。
次回試験期日 9/25（金）～9/30（水）の1日
（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 9/26（土）18:00開演
場所 エリア898
講師 IT猟師×店舗のない肉屋
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
※講師および開催方法は変更になる場合があります。

彩の国ふれあいの森の催し
●大人の木工体験（スツール作り）
日時 10/11（日）10：00～16：00
参加費 3,000円
対象 20歳以上
定員 5人
申込期限 10/4（日）
●「中津川写真展」作品募集
募集期間 9/1（火）～10/4（日）※当日消印有効
展示期間 10/17日
（土）～11/15（日）
内容 彩の国ふれあいの森の風景、
巨木、
渓谷、
滝、
野鳥、
野生動物などのカラー写真
（四つ切り253×305mm
またはA4サイズ）
を第一学習室に展示
※応募要項・用紙、詳細は、ホームページ参照
●昔の履物（布草履）作り
日時 10/18（日）10：00～15：00
参加費 1,000円
対象 小学生以上（小学生は保護者同伴）
定員 10人（申込順） 申込期限 10/11（日）
●奥秩父巨木探訪（ミズナラ編）
日時 10/25（日）9：00～15：30
参加費 1,500円
対象 満16歳以上 定員 10人
申込期限 10/18（日）
●奥秩父巨木探訪（カツラ編）
日時 10/31（土）10：00～15：00 参加費 1,000円
対象 小学生以上（小学生は保護者同伴）
定員 10人 申込期限 10/24（土）
問・申込 彩の国ふれあいの森 埼玉県森林科学館 ☎56-0026

求人企業合同面接会
日時 10/15（木）受付12:00～15:30 開催13:00～16:00
場所 大宮ソニックシティビル４F市民ホール
対象 2020年3月大学・短大・専門学校卒業予定の方、概ね
3年以内の既卒の方
その他 予約不要、入退場自由、求人情報を来場者全員に
配布。参加企業は10月初旬ごろホームページに掲載。
※履歴書を複数枚お持ちください。
（当日会場でもコピーで
きます。）
問埼玉県雇用対策協議会 ☎048-647-4185

10/1
（木）
～10日
（土）
まで往復はがきまたはホームページにて
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第67回 秩父美術展のお知らせ
10/19（月）～10/25（日）
9：00～17：00（最終日は15：00）
場所 秩父市歴史文化伝承館
種目 絵画・書・写真・彫刻・工芸
出品資格 秩父郡内に在住、在勤、在学（高校生以上）する
者
出品点数 １人2点以内
出品料 1点1,000円
※搬入は10/18（日）10：00～12:00、搬出は10/25（日）15：00
～16：00です。開催要項はまち経営課にて配布しています。
問秩父美術展運営委員会事務局（秩父市市民部生涯学習課）
☎︎22-0420

日時

お知らせ
アイヌの方々からの様々なご相談を受けします
受付 月曜日～金曜日
※祝日、12/29（火）～1/3（日）を除く
時間 9:00～17:00
相談無料、匿名可、秘密厳守
フリーダイヤル 0120-771-208
※本事業は（公財）人権教育啓発推進センターが、厚生労働
省生活相談充実事業により実施するものです。

公証週間期間中のイブニング相談を行います
毎年10/1（木）から10/7（水）は公証週間です。
秩父公証役場では、期間中（土・日を除く）、時間を延長し
19：00まで、イブニング相談を行います。
遺言、離婚に伴う給付契約、任意後見契約、
信託などの公
正証書の作成、
会社設立時の定款作成など公証役場での各種
契約について、
お気軽にご相談ください。
相談は無料です。
なお、
相談は予約制となりますので、
ご希望の時間にそえな
い場合があることをご了承ください。
ご予約は秩父公証役場までお願いします。
━未来への約束を、公正証書が守ります━
問秩父市野坂町1丁目20-31 西武秩父駅前MTビル1階
☎23-3788

埼玉県立秩父特別支援学校 後期学校公開
日時 10/5（月）受付9：15～ 公開9：25～11:50
場所 埼玉県立秩父特別支援学校
内容 学校概要説明、分科会（各学部別等）、施設見学、授
業参観等
対象 知的障がいあるいは肢体不自由等のあるお子さん
の教育や進路に関する悩みや不安をお持ちの保護者およ
び関係者・担任の先生等
問埼玉県立秩父特別支援学校 教頭 西
☎︎24-1361 FAX 21-1044

横瀬町の市外局番は
（︎0494）です

埼玉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
講習名 秩父11 Jw-cad（建築系）発展
日時 11/7（土）
・14（土） 9：00～16:00
受講料 2,000円（テキスト代3,520円）
申込期限 10/1（木）〜10（土）
問・申込 熊谷高等技術専門校 秩父分校 ☎︎22-1948
往復はがきまたはホームページにて

第９回ちちぶ俳句賞作品募集
秩父郡市内に在住、
在勤される俳句愛好者の優れた作品を
顕彰します。
多くの皆さんのチャレンジをお待ちしています。
応募作品 雑詠10句（未発表のもの）
応募方法 指定の応募用紙または原稿用紙に題名・住所・
氏名を記入し応募料2,000円
（定額小為替）
を同封の上送付。
応募資格
当連盟の会員、秩父郡市内に在住、在勤の俳句愛好者
応募締切 12/25（金）必着
問・申込「ちちぶ俳句賞」事務局 村田 軍司まで
〒368-0004秩父市山田1578-5 ☎︎23-8687

ちちぶ エフエム
「人生いきいき いきあうラジオ ラジオセミナー」開催
～自宅に居ながらラジオで気軽に学びませんか？～
秩父地域には介護が必要な状態になっても住み慣れた地
域で暮らせる仕組み「ちちぶ いきあいシステム」があります。
この取り組みを知っていただくよう４月よりラジオ放送をおこ
なっています。
私たちが人生の最期を迎えるにあたって今から知っておき
たい医療介護についての知識、
そして本人家族の心がまえに
ついてもお考えいただける内容で、
各専門職のゲストからお話
ししていただきます。
10月からは、
趣向を替え、
より内容の理解につながりやすい
よう、
お手元に資料を置きながら、
自宅で気軽に学んでいただ
ける
「ラジオセミナー」
として放送します。
資料については、
下記
によりご準備ください。
（資料は無くてもお聞きいただけます。
）
お楽しみ企画もありますので、
どうぞ、
皆さんお聞きください。
日時 10/1（木）から12/24（木）
までの毎週木曜日
20：00～21:00
聴取方法 ちちぶエフエムラジオ 79.0MHz、または、無料
公式アプリ
「FMプラプラ」
をダウンロード
資料配布 秩父市立病院HPよりダウンロードできます。希
望者には郵送しますので、下記問合せ先までご連絡くだい。
資料代 無料
主催 ちちぶ圏域ケア連携会議
問秩父市立病院地域医療連携室
（ちちぶ在宅医療・介護連携相談室） ☎︎25-5013
※土日祝除く
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よこぜ 情 報 掲 示 板
年金生活者支援給付金請求手続きのご案内

YOKOZE
information

9/20～26日は動物愛護週間です

年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用
し、年金を含めても所得が低い方の生活を支援するため
に、年金に上乗せして支給するものです。
●老齢（補足的老齢）年金生活者支援給付金の概要
支給要件
①65歳以上で、老齢基礎年金を受けている
②請求する方の世帯全員の市町村民税が非課税となって
いる
③前年の年金収入額とその他の所得額の合計が879,900円
以下である
給付額 5,030円を基準に、保険料納付済期間等に応じて
算出され、次の①と②の合計額となります。
①保険料納付済期間に基づく額（月額）
＝5,030円×保険料納付済期間／480月
②保険料免除期間に基づく額（月額）
＝10,856円×保険料免除期間／480月
●障害年金生活者支援給付金の概要
支給要件
①障害基礎年金を受けている
②前年の所得額が「4,621,000円+扶養親族の数×38万円」
以下である
給付額 ①障害等級2級＝5,030円（月額）
②障害等級1級＝6,288円（月額）
●遺族年金生活者支援給付金の概要
支給要件
①遺族基礎年金を受けている
②前年の所得額が「4,621,000円+扶養親族の数×38万円」
以下である
給付額 5,030円（月額）
ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合
は、5,030円を子の数で割った金額がそれぞれにお支払い
となります。
年金生活者支援給付金を受け取るには、支給要件を満た
し、年金生活者支援給付金の認定請求という手続きを行っ
ていただく必要があります。
支給要件を満たしている方には日本年金機構から請求
手続きに必要な書類を送付します。
すでに支給を受けている方で、今年度も支給要件を満た
している場合は、お手続きの必要はありません。
問ねんきんダイヤル ☎0570-05-1165
秩父年金事務所 ☎27-6560

「動物の愛護および管理に関する法律」では国民の間に
広く動物の愛護と適正な飼養についての理解と関心を深め
るため、9/20（日）～26日
（土）
までを「動物愛護週間」
と定め
ています。
●犬を飼ったら、責任をもって終生飼養しましょう。万が一、
飼うことができなくなったら新しい飼い主を捜すよう努
めましょう。
●犬の首輪に鑑札と狂犬病の予防注射済票を必ず付けま
しょう。飼い犬が迷子になったら、速やかに保健所・警察
署へ問い合わせをしましょう。
●犬の糞は放置せず持ち帰りましょう。
●犬の散歩をするときは、犬にリードを付け、放さないよう
にしましょう。
問秩父保健所 生活衛生・薬事担当 ☎22-3824

建退共済制度のお知らせ
建退共済制度は、中小企業退職金共済法に基づき建設
現場労働者の福祉増進と建設業を営む中小企業の振興を
目的として設立された退職金制度です。
加入できる事業主 建設業を営む方
対象となる労働者 建設業の現場で働く方
掛金 日額310円
国の制度ですので、安全、確実、
申込手続きは簡単です。
ま
た、経営事項審査で加点評価の対象となります。詳細は埼玉
県建退共支部
（☎048-861-5111）
までお問い合わせください。

埼玉県中小企業・個人事業主等家賃支援金
対象 新型コロナウイルスの影響を受けている中小企業・
個人事業主等で以下の両方に該当する方
①国の家賃支援給付金の給付を決定を受けている。
②昨年の月平均売上が15万円以上。
補助率 支払家賃の15分の1の6か月分（上限20万円また
は30万円）
申請期限 2/15（月）
問埼玉県中小企業等支援相談窓口
☎0570-000-678（平日・休日とも）9:00～18:00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

埼玉県定例相談

●身体・知的障がい児(者)について

町定例相談

県民相談総合センター ☎048-830-7830

総務課（2階7番窓口） ☎25-0111

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

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

●精神障がい者について

日時

日時 9/8（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

●弁護士による出張法律相談

●行政相談

●就職相談 専用受付ダイヤル

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

☎048-780-2034
第1・第3水曜日 10:00～16:00

●登記相談

日時 9/17（木）13:00～15:00
場所 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

埼玉県虐待通報ダイヤル ＃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。

●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

社協定例相談
社会福祉協議会

●消費生活・多重債務相談について

☎22-7380

●心配ごと相談

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 9/29（火）13:00～15:00
場所 総合福祉センター

●結婚相談 ※1週間前までに要電話予約

日時 9/16（水）
・10/21（水）18:00～19:00
場所 町民会館

※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₉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）

6日

13日

20日
21日
22日

医師会休日診療所（内・小）
熊木町 ☎23-8561

27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

石塚クリニック
（内・呼）

大野原

☎22-6122

大谷津医院（内・小）

阿保町

長瀞医新クリニック
（内・外）

長瀞町

小鹿野中央病院（内）

小鹿野町

秩父市立病院

桜木町

☎23-0611

☎22-6329

皆野病院

皆野町

☎62-6300

☎66-1000

秩父市立病院

桜木町

☎23-0611

☎75-2332

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
9/10 皆野病院
桜木町
☎23-0611
金 秩父市立病院
9/5 皆野病院 9/12 秩父市立病院
土
9/19 皆野病院 9/26 秩父市立病院

秩父病院
秩父市立病院
9/10南須原医院
秩父市立病院

和泉町

☎22-3022

桜木町

☎23-0611

長瀞町

☎66-2038

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

人身事故件数
死者数
負傷者数
物件事故件数

◦14件（－3）
◦1人（±0）
◦19人（－5）
◦78件（－16）

事故死ゼロ 115日

9月の
納税

休日在宅歯科診療当番医 応急処置

（2020年₁月₁日～₇月₃₁日）

（2020年₁月₁日～₇月₃₁日）

器物損壊 ◦
暴行 ◦
窃盗 ◦
詐欺 ◦
その他 ◦

2件
1件
2件
1件
2件

診療時間（10:00～13:00）

21日 田口歯科医院

黒谷

☎22-1118

※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。

▶国民健康保険税

第3期

▶介護保険料

第3期

▶後期高齢者医療保険料

第3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。

9

29㊋

28㊊

30㊌

11㊎・28㊊

12㊏・29㊋

11㊎・28㊊

9 ㊌・25㊎

10㊍・26㊏

10㊍・26㊏

納期限 : 9/30⺢

5 ㊏・19㊏

※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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4 ㊎・18㊎

令和2年国勢調査を実施します
●国勢調査は、2020年（令和2年）10月1日現在、
日本に住んでいるすべての人および世帯が対象です。
●9月中旬から、調査員がみなさまのお宅を訪問し、調査書類をお配りします。調査員は調査員証と腕章を
携帯しています。
●回答の際は、インターネットまたは郵送を積極的にご活用ください。
●国勢調査の結果は、災害時に必要な物資を備えたり、
コンビニの出店計画に利用されるなど、わたしたち
の生活の身近なところに役立てられています。
●新型コロナウイルス感染症拡大防止に配慮し、インターホン越しでの対応や郵便受けへの調査票配布も
可能です。みなさまのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

国勢調査については、
「国勢調査2020総合サイト」をご覧ください。→

マスクの使い方についてのお願い
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、正しくマスクを使いましょう。
１ つけ方
▼まず手洗いまたは手指消毒をしましょう。
▼マスクの裏表、上下を確認しましょう。
▼鼻、口、あごを確実に覆い、顔にフィットさせます。
▼ゴムひもを耳にかけましょう。
２ 使用中の注意
食事等マスクを外す際は、口に触れる面を内側に折っておきま
しょう。
そのまま机の上に置かず、ビニール袋やマスクケースなどに入
れておきましょう。マスクを替えるとより衛生的です。
●あごにかけないようにする ●自分に合ったサイズを選ぶ
●針金部分をフィットさせる ●マスクから鼻が出ないようにする
●マスクのフィルターを頻繁にさわらない

３ マスクの外し方
▼マスクを外す際は、
フィルターを手でさわらないように、
ゴム
ひも部分を持つようにしましょう。
▼マスクを外したら、
ゴムひも部分だけを持ち、蓋付きのゴミ箱
に捨てましょう。蓋なしのゴミ箱であれば、マスクをビニール
袋に入れて、口を閉じてから廃棄するのがおすすめです。
▼マスクを廃棄した後は、手にウイルスが付着している可能性も
あるため、石鹸を使ってしっかり手を洗いましょう。
アルコール
消毒などで、手指を消毒してもよいです。
※新たな感染源防止、地球の環境保全と生態系を守るために
もマスクの捨て方にはご配慮ください。環境省のマスク等の
捨て方を参考にしてください。
正しいマスクの使い方についての詳細は、町ホームページを
ご覧ください。
問子育て支援課 ☎25-0110

たか はし よう いち ろう

髙橋 陽一郎くん
令和元年9月29日生
昂平・楓夫妻（23区）

遊んで
たくさん笑って、 ！
ね
元気に育って

●「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
E-mail machikei@town.yokoze.saitama.jp

町 の 人口と 世帯数
No.

626

2020年₈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

3,159（ ＋3） 3,814（ ＋3） 3,857（－10） 7,671（ －7）
191（ －1）

231（ ±0）

237（ ±0）

468（ ±0）

3,350（ ＋2） 4,045（ ＋3） 4,094（－10） 8,139（ －7）

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）

