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秩父ほうしょう幼稚園

いっしょに
あそぼうよ！

横瀬町保育所

横瀬町では認定こども園・保育所の募集
が始まっています。詳しくは広報よこぜ
１０月号をご確認ください。

スポーツ賞表彰式が行われました
町では、
スポーツ振興に多大な貢献をされた方およびスポーツで優秀な成績を収められた方の功績を称え、
毎年、町民体育祭の席上でスポーツ功労賞並びにスポーツ優秀選手賞を贈り、表彰しています。今年度は、新型
コロナウイルス感染拡大防止による町民体育祭中止に伴い、10/8（木）に役場内で表彰式が行われました。
【スポーツ功労賞】

【スポーツ優秀選手賞】

若林 隆三郎様
体育協会会長や社会体育指導委員長
を務めるなど、多年にわたり町のスポー
ツ振興に寄与されました。

小林 きみ子様
〈一般の部〉
第41回関東レディース
ソフトテニス選手権大会
シニア60女子の部 優勝

宮下 凌久登様
〈高校生以下の部〉
埼玉県高等学校ソフトテニス
県民総合体育大会兼新人大会
男子団体戦の部 第3位

教育委員の異動について
教育委員の浅見 進氏が、令和2年10月12日をもって任 教育委員会名簿（令和2年10月13日現在）
役職名
氏名
備考
期満了となり退任され、令和2年10月13日付けで久米真
教育長
設樂 政夫
由理氏が、新たに教育委員に任命されました。浅見 進氏
教育長職務代理者 野田
眞
におかれましては、2期8年にわたり活躍されました。あり
委員
町田 和子
がとうございました。
委員
平塚 一寛
委員
久米真由理 新任

久米真由理氏

12月1日から役場の窓口で電子マネー・クレジットカードなどが使えます
12月1日から、いきいき町民課、税務会計課の窓口で、住民票や課税証明などの交付手数料を、
電子マネーなどで支払うことができるようになります。
ぜひ、便利なキャッシュレスをご利用ください。
対象となる取扱窓口
●いきいき町民課窓口（1階1番窓口）
住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍謄抄本などの交付手数料 ※芦ヶ久保出張所では利用できません。
●税務会計課窓口（1階4番窓口）
所得（課税）証明書などの交付手数料
※町税や介護保険料、後期高齢者医療保険料などの支払いには利用できません。
利用できるキャッシュレスの種類
〈電子マネー〉交通系IC（Suica、PASMO など）楽天Edy、nanaco 、WAON、iD、QUICPay
〈コード決済〉PayPay
〈クレジットカード〉VISA、Mastercard
※12月1日からPayPayが使用できます。他の決済につきましては順次使用可能となります。
※役場窓口でのチャージ（カードへの入金）はできません。
※利用できるキャッシュレスの種類については変更となる場合があります。
※PayPayとの連携キャンペーンの対象外となります。
問いきいき町民課（1階1番窓口） ☎25-0115 ／ 税務会計課（1階4番窓口） ☎25-0113
広報よこぜ
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消防団特別点検の実施
令和2年度消防団特別点検は、新型コロナウィルス感染拡大防止のため、規模を縮小し、実施します。
日時

11/8（日）9：00～

場所

横瀬小学校第2グラウンド
問総務課（2階7番窓口） ☎25-0111

がんばれ秩父地域！最大20%戻ってくるキャンペーン
横瀬町、秩父市、皆野町、小鹿野町の1市3町では、
コロナ禍における秩父地域内消費を活性化し、感
染症予防の観点から直接現金の受渡しのない「キャッシュレス決済」を促進させるため、
「PayPay」
との
連携キャンペーンを1市3町で連携、対象地域を拡大し、開催します。
内容

地域内対象店舗で対象期間中に

PayPayを利用しキャッシュレスで決済を
すると、20%のPayPayボーナスが付与さ
れます。
対象店舗

地域内のPayPay加盟店のうち

中小規模事業者（※病院・調剤薬局・大手
チェーン店等、一部除外店舗あり）
対象期間

12/1（火）～1/31（日）

付与上限

3,000円相当／回
30,000円相当／期間

※ 1 市3町それぞれの地域で上限30,000円
までご利用できます。
問（一財）秩父地域地場産業振興センター
☎25-0088

「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」が発行されます
～年末調整・確定申告まで大切に保管を！～
国民年金保険料は、所得税および住民税の申告において全額が社会保険料控除の対象となりま
す。その年の1月1日から12月31日までに納付した保険料が対象となります。
社会保険料控除を受けるためには、納付したことを証明する書類の添付が義務付けられています。
このため、令和2年1月1日から9月30日までの間に国民年金保険料を納付された方へ、
「社会保険料
（国民年金保険料）控除証明書」を本年11月上旬に日本年金機構本部から送付する予定としていま
すので、年末調整や確定申告の際には必ずこの証明書（または、領収証書）を添付してください。
また、令和2年10月1日から12月31日までの間に今年はじめて国民年金保険料を納付された方につ
いては、翌年の2月上旬に送付する予定としています。
なお、
ご家族の国民年金保険料を納付された場合も、
ご本人の社会保険料控除に加えることができ
ますので、
ご家族あてに送られた控除証明書を添付のうえ申告してください。
「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」についてのご照会は、控除証明書のハガキに表示さ
れている電話番号にお問い合わせください。
問ねんきん加入者ダイヤル ☎0570-003-004 ／ 050から始まる電話の場合は、
（東京）☎03-6630-2525
受付時間 月～金曜日 8：30～19：00 ／ 第2土曜日 9：30～16：00
祝日
（第2土曜日を除く）、12/29～1/3はご利用いただけません。
横瀬町の市外局番は
（ 0494）です

広報よこぜ
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通販トラブル

〜正規の通販サイトと思って購入したのに…〜
問秩父市消費生活センター ☎25-5200

正規のEC（電子商取引）サイトの商号
やデザイン、商品写真等を無断でコピー
したサイトが作られ、代金支払い後、購入
者に商品が届かない、海外から偽ブラン
ド品や注文したものと全く異なる商品が
送られてきたなどの相談が多く寄せられ
ています。
「なりすましECサイト」は、一見しただ
けでは見分けがつかないこともありま
す。思わぬトラブルに巻き込まれないよ
うに、右記を参考に、少しでも不安を感じ
た場合は購入を控えてください。

【消費者へのアドバイス】
①一般に流通している価格よりも極端に値引きされている場合は注意が
必要です。模倣品または商品が届かない等のトラブルに巻き込まれる可
能性があります。
②事業者情報（名称、所在地、連絡先）が表記されているか、不審な点（⑴サ
イトURL上のブランド名（英語表記）に余計なアルファベットが入ってい
る、⑵所在地をインターネットで検索したら田畑、個人宅などになってい
る、⑶電話をかけたら呼び出し音が鳴らないなど）がないか確認しましょ
う。他の利用者の評価が参考になる場合もあります。
③日本語の表現が不自然（日本語の字体・文章表現がおかしい）な場合は、
注意しましょう。注文後に届いたメールもよく確認しましょう。
④支払い方法が銀行振込のみで、口座名義が「個人名」の場合は確認しま
しょう。支払ってしまうとお金を取り戻すことは困難です。

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。

お二人同日の100歳誕生日お祝い
横瀬町長

世界的ベストセラーとなった「ライフシフト
（リンダ・

よしなり

グラットン/アンドリュー・スコット著、日本語訳2016年

富田 能成

出版）」にこんな一節があります。

今年の10月7日は、横瀬町にとって特別な日になりま

“2007年にアメリカやカナダ、イタリア、フランスで

した。おそらく町の歴史上はじめてだと思うのですが、

生まれた子どもの50％は、少なくとも104歳まで生き

2人の方が同じ日に100歳の誕生日を迎えられました。

る見通しだ。日本の子どもにいたっては、なんと107歳

中村ひろ子さん、𠮷野ふみさん、
ともに大正9年10月7

まで生きる確率が50％ある”

日生まれです。中村さんは、関東大震災（大正12年9月

2007年生まれ、
というと今の中学1年生くらいです

1日）のことをかすかに記憶している、
とおっしゃってい

ので、
この説によると、横瀬中学校1年生の半数は107

ました。まさに激動の時代の生き証人のお二人です。

歳まで長生きする、
ということになります。にわかに信

ほんとうにおめでとうございます。

じがたいような話ですが、最先端の研究者による、そ

町では、100歳の誕生日を町長が訪問してお祝いす

れなりに信ぴょう性のある説であるようです。
どんどん

るという行事をずっとやっているのですが、なんと、今

長くなる人生、ますます「健康」や「幸せに生きること」

年度は、あと3名の方の100歳のお祝いを予定してい

が重要になるでしょう。
ご高齢の方々がより
「健康」でよ

ます。当町の100歳以上の方は、
この原稿執筆時点で7

り
「幸せ」になるために町として何ができるか、あらた

名です。20年前の平成12年は1人、10年前の平成22年

めて考えてゆきたいと感じています。
これから寒くなる

は4人、ですから、はっきりと増加傾向にあるのがわか

季節です、諸先輩方の皆さん、
どうか健康に留意され、

ります。
とても喜ばしいことだと感じます。

お元気にお過ごしください。
広報よこぜ
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町政懇談会「町民と語る会」開催
住民の皆さまと、町の将来像や地域の課題などについて、町長と直接意見交換する場として実施します。当日は町
が取り組んでいる主な事業等について町長が説明します。
なお、今回はオンラインでの同時配信も行います。参加方法等の詳細は町ホームページにてご確認ください。
よりよい町づくりのため、多くの皆さまのご参加をお待ちしております。
日時 11/24（火）
・25（水）19：00～20：30
場所 町民会館 ホール
懇談内容 ・第6次総合振興計画について
・横瀬小学校校舎整備について
・地域おこし協力隊、国際協力機構（JICA）派遣職員の紹介など
※懇談内容は変更される場合があります。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
ホールを締め切らずに開催します。暖かい服装でお出かけください。
※37.5°
以上の発熱やマスクの着用など感染予防対策をしていない場合は、参加をお断りする場合があります。
問まち経営課（2階8番窓口） ☎25-0112

みんなで一緒に 手話 を学ぼう! ●第19回
［ 逃げる］
QRコードを読み込むと動画で
手話を確認できます。

両拳を少し離して重ね
るように斜めに置き、
同時に上げます

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

■入札結果
開札日

9/9

（単位：円）

担当課

工事等の名称
横瀬町水質管理センター雑用水ユニット
建設課
修繕工事
教育委員会 横瀬町立横瀬小中学校無線ＬＡＮ等設置工事
総務課
避難所用備品

開札日

入札方法

予定価格

落札（決定）金額

落札（決定）
者

指名

2,376,000

2,200,000

指名
指名

16,904,800
非公表

16,761,800
5,448,740

東日本電信電話㈱埼玉事業部
㈱サイボウ

入札方法

予定価格

落札（決定）金額

落札（決定）者

荏原実業㈱関東支社

10/7

担当課

（単位：円）

工事等の名称

建設課

町道３１７５号線構造物詳細設計業務委託

指名

非公表

3,960,000

旭測地設計㈱

建設課

町道９号線交通安全対策工事

指名

2,744,500

2,530,000

㈱日装エスティー

指名

4,915,900

4,158,000

荏原実業㈱関東支社

指名
指名
指名
指名
指名

6,839,800
23,017,500
7,328,200
16,253,600
非公表

6,325,000
22,000,000
7,040,000
14,960,000
9,020,000

横瀬大橋下マンホールポンプ場マンホールポン
プ交換工事
建設課
町道５号線改築工事
建設課
芦ヶ久保橋長寿命化修繕工事
建設課
町道119号線舗装修繕工事
建設課
14区地内川東汚水支線321工事
まち経営課 南沢町有林搬出間伐等業務委託
建設課

※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

広報よこぜ
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㈲平沼建設
㈱大場建設
津山建設工業㈱
㈱シマダ土木
秩父広域森林組合

健康づくり課事業のお知らせ
こころの健康相談（★）

日時 11/5（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 11/11（水）10:00～12:00
内容 失語症の方を対象に、言語聴覚士による集団リハビリを行います。

ウォーキング教室

日時 11/18（水）
集合場所 旧芦ヶ久保小学校
内容 町内のウォーキングコースを歩きます。

オレンジカフェ（★）

日時 11/26（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。

ソーシャルクラブ（★）

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

☆印のついている事業は、総合福祉センターで実施します。

問健康づくり課（1階3番窓口） ☎25-0116

「今年の冬の医療機関診療体制について」秩父郡市医師会

〜熱があるときの受診のしかた〜
今年の冬は新型コロナウイルス感染症の流行もありますので、例年以上に体調管理に注意してください。
【熱があるときは
「かかりつけ医」
に電話で相談】
「かかりつけ医」
がない方は、
お近くの医療機関に電話して指示を受けてください。
普通の風邪やインフルエンザでも、新型コロナウイルス感染症の症状と区別がつかないことがあります。感染防止の観
点から、
発熱の患者さんは医療機関の中に入れない場合がありますので、
必ず電話してから受診するようにしてください。
【ご協力お願いします】
「かかりつけ医」が皆さまからの相談を断ることはありません。
診察の待ち時間や診療時間が長くなったり、受診時間や場所を指定させていただく場合もあります。各医療機関が最善
の方法を工夫して診療するためですので、
ご理解とご協力をお願いいたします。
問秩父郡市医師会

☎22-0570 ／ 健康づくり課（1階3番窓口） ☎25-0116

特別障害者手当・障害児福祉手当のご案内
〈特別障害者手当〉

支給対象者 在宅の20歳以上の重度障がい者で、
日常生活において常時特別の介護を必要とする方
支給の対象とならない方
①病院等に継続して3ヶ月を超えて入院している方
②施設等に入所している方
③本人または同居の親族の所得が一定以上ある方（限度額は扶養親族数により異なります）
支給月額 27,350円（2・5・8・11月に3ヶ月分を合算した額を支給）

〈障害児福祉手当〉

支給対象者 在宅の20歳未満の重度障がい児で、
日常生活において常時介護を必要とする方
支給の対象とならない方
①障がいを支給事由とする公的年金を受給されている方
②施設等に入所している方
③本人または同居の親族の所得が一定以上ある方（限度額は扶養親族数により異なります）
支給月額 14,880円（2・5・8・11月に3ヶ月分を合算した額を支給）
問埼玉県秩父福祉事務所

※いずれの手当も、原則、医師の診断書により認定されます。
広報よこぜ
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生活保護・地域福祉担当 ☎22-6228
健康づくり課（1階3番窓口） ☎25-0116

こんにちは 保健師です

転倒予防〜自宅の環境を見直そう〜

新型コロナウイルス感染予防のため︑外出などを自粛

したことにより︑活動量の低下が心配されています︒体を

﹁動かさない﹂状態が続くことによって︑身体や頭の働き

が低下して
﹁動けなく﹂なります︒
このような状態が進む

と︑転倒による骨折のリスクが高くなります︒

介護が必要になる原因の１つは︑転倒・転落などによ

る骨折です︒高齢になると転倒や転落による骨折は身体

機能の低下につながり︑寝たきりの大きな要因にもなり

ます︒

●転倒の多い場所

居間︑玄関︑階段︑寝室︑浴室

●転倒の原因

段差︑電気コード︑布団の隅につまずく︑滑りやすい

物を踏む︑脱げやすい履物に足を取られる 等

●転倒予防のための対策

床に物を置かないように片付ける︒

電気コードは壁に沿って配線する︒

しっかりした履物を履くようにする︒

転 倒の多 くは自 宅 内で発 生して

います︒
これからの季 節はこたつを

利用するようになり︑布団に足を取

られたり︑
コードに引っかかること

による転倒が増えます︒自宅内の環

境を見直し︑危険なところがないか

確 認してみましょう︒また︑意 識 的

に身体を動かし︑身体機能の維持を

行いましょう︒

!

今月の記事担当：萩原
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

成年後見制度ってどんな制度? ②
成年後見制度は、本人の判断能力の程度によって、３つの区分（法定後見制度）があるほか、いずれ判断能力
が衰えたときに効力が生じるもの（任意後見制度）があります。
●法定後見制度とは

法定後見制度は、
「後見」
「保佐」
「補助」の3つの区分に分かれています。
本人の判断能力の程度については、医師の
区分
本人（対象となる方）の状況
診断書（成年後見制度用）を目安として、区分ご
後見
判断能力が“全くない”場合
保佐
判断能力が“著しく不十分”な場合
とに申立てを行い、家庭裁判所が成年後見人等
補助
判断能力が“不十分”な場合
（成年後見人、保佐人、補助人）を選任します。

●成年後見人等の役割

成年後見人等は、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり
（代理権）、本人が自
分で法律行為をするときに同意を与えたり
（同意権）、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取
り消したり
（取消権）することによって、本人を支援します。
各権限の具体的な範囲については、後見・保佐・補助でそれぞれ異なります。
区分
成年後見人
保佐人
補助人

代理権
○
△
△

同意権

—
○
△

取消権
○
※△→申立てにより、付与することができる権
○
（同意権等の範囲による）
限。本人の同意が必要。

●任意後見制度とは

本人の判断能力がある間に、支援者や支援内容を本人が決めておく制度です。公証役場において任意後見契
約を結んでおき、将来、本人の判断能力が不十分になったときに、家庭裁判所へ申立てをし、認められた時点か
ら後見活動が開始される、
というものです。
問地域包括支援センター（1階3番窓口） ☎25-0281
横瀬町の市外局番は
（ 0494）です
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１１月は児童虐待防止推進月間です
虐待を受けたと思われる子どもを見つけたときや、
ご自身が出産や子育てに悩んだと
きには、児童相談所や子育て支援課に連絡してください。連絡は匿名で行うことも可能で
す。連絡者や連絡内容に関する秘密は守られます。

子育て応援
番

子どもや保護者のこんなサインを見落としていませんか？
子どもについて
●いつも子どもの泣き叫ぶ声や保護者の怒鳴り声がする
●不自然な傷や打撲のあとがある
●衣類やからだがいつも汚れている
●落ち着きがなく乱暴である
●表情が乏しい、活気がない
●夜遅くまで一人で遊んでいる

保護者について
●地域などと交流が少なく孤立している
●小さい子どもを家においたまま外出している
●子どもの養育に関して拒否的、無関心である
子どものケガについて不自然な説明をする
●子どものケガについて不自然な説明をする

児童相談所全国共通ダイヤル

１８９
（いちはやく）

あなたの1本のお電話で救われる子どもがいます。
児童虐待かもと思ったらすぐにお電話ください。

・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）】

令和３年４月入室 学童保育室入室申請について
令和3年4月から学童保育室へ入室を希望される方は、次のとおり申し込んでください。
対象

町内に住所があり、次のどれかに該当する世帯の、小学１年生から６年生までの児童。
①保護者等の労働等により昼間留守になる世帯
②保護者等の疾病等により保育ができない世帯
③上記のほか、明らかに児童の保育ができないと認められる世帯

保育時間

学校の授業日 放課後～18:30

／

学校の休業日等

7:30～18:30

定員 50名

申込方法

入室申請書に必要事項を記入し、関係書類を添えて、児童館へ提出してください。

配 布 先

児童館、保育所、子育て支援課

申込期間

11/2（月）～25（水）の平日 8:30～17:15

入室申請書類は次の場所で配布しているほか、町ホームページからもダウンロードできます。

入室決定 家庭状況等を調査のうえ入室の可否を決定し、保護者あてに通知します。
問・申込 横瀬児童館

☎22-2072

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）

総合福祉センター

事業名

日 時
内 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

11

赤ちゃんくらす（令和２年7月〜10月生）
4日（水）
●1歳6か月児健診
12日（木）
●はぐくみ相談
（運動・ことば）要予約
17日（火）
●赤ちゃんくらす
（令和２年3月〜6月生）
●赤ちゃんなんでも相談室 18日
（水）
●3〜4か月児健診、
9〜10か月健診
BCG予防接種
19日（木）
●ちびっこなんでも相談室 26日
（木）
●

問子育て支援課（1階2番窓口）
☎25-0110
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月

児童館
どんぐりの森

6日（金）

バンブーの森

13日（金）

さくらの森

20日（金）

●
●
●

ママサロン

●

横瀬児童館
4日（水）11日（水）
20日（金）
25日（水）27日（金）
長瀞町多世代ふれ愛ベース長瀞 6日（金）
秩父市子育て支援センター 13日（金）
小鹿野町子育て支援センター18日（水）

問児童館

☎22-2072

３人以上の子どもがいる多子世帯を応援します！
〈埼玉県３キュー子育てチケット〉
多子世帯（子どもが3人以上いる世帯）の子育てを応援す
るため、
「３キュー子育てチケット」を５万円分配布します。
対象世帯
令和2年1月1日以降に第3子以降の子どもが生まれた世帯
※第1子、第2子とも、18歳に達する日以後の最初の3月31日
までの方（第3子の誕生日時点）で、養育している場合に
限ります。
申請期限 第3子以降の子どもの出生年の翌年3月31日まで
交付額 第3子以降の子ども1人につき、5万円分のチケッ
トを交付
対象の子育てサービス
家事ヘルパー、ベビーシッター、ベビーカー、チャイルド
シート、抱っこ紐、離乳食、子供服、赤ちゃん本舗でのチケッ
ト利用、セキ薬品での物品購入など
利用方法 子育てサービスを利用した際に、
チケットまたは
現金で支払い
※現金で支払った場合は、領収書とチケットを事務局に送
付し、換金申請

③チケットを送付
⑤領収書とチケットを
元に換金

①申請書を
受け取る
②県に申請

④サービスを利用、
チケットまたは
現金で支払い

詳細は県HPにてご確認ください。
問県3キュー子育てチケット事務局
☎0120-39-3192
子育て支援課（1階2番窓口） ☎︎25-0110

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
横瀬町の市外局番は
（︎0494）です

日時

11/25（水）教育委員会定例会10:00

場所

役場3階301会議室

※傍聴を希望される方は、11/24（火）
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
広報よこぜ
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月曜・祝日・年末年始休館

問歴史民俗資料館 ☎24-9650

酔っ払い酔える内が華の時

きっかけは言問団子だったかも

緑陰で団子を食べる日焼け顔

加藤
孝全

大野たかお

横田賭司楼

玉井

鯉甲

哲郎 選

打ち上げの花火に祈るコロナ去れ

岸岡

音

◆髙田

老老介護認認介護我が家も医者いらず

知

柳
川

泣きさけぶミンミン蝉の終戦日

小石川邦二

市憲

辞任して惜しむ人あり貶す人

●土曜ミュージアムトーク
日 時 11/28（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 後藤 良祐氏、宮本 佳奈氏
テーマ 武甲山の自然史（2）
内 容 １ 鉱物の採掘と植生回復
鉱物の採掘には、物理的な植生破壊が伴います。採
掘の方法と植生回復への取り組みについてお話し
ます。
２ 生物の保全 ～持続可能な社会に向けて～
生物の保全の大切さと、武甲山で行われている保全
活動について最新の研究をもとにお話します。

絵手紙サ ークル

●

●土曜ミュージアムトーク オンライン

養蚕守護札講座

秩父銘仙の産地として発展した町と養蚕農家に残された養
蚕信仰を示す御札をわかりやすく紹介します。下記QRコードを
携帯電話やスマートフォンで読み取っていただくとご視聴でき
ます。

●

阿左美 美惠 さん
寄贈された養蚕守護の御札（町歴史民俗資料館蔵）

ヨコゼ音楽祭実行委員会より
お知らせ
今夏開催予定でした「第35回ヨコゼ音楽祭」は、来年に延期

問教育委員会（2階6番窓口） ☎25-0118
月曜・年末年始休館 問町立図書館 ☎22-2267

となりましたが、町民の皆さまに音楽祭の雰囲気を少しでも味
わって頂けるよ
う、町民会館に

推薦
図書

おいて過去34
回 の ポスター

恩田 陸 著●集英社
白いワンピースに、麦わら帽子。廃ビ
ルに現れる
〈少女〉の都市伝説とは？再開
発予定の地方都市を舞台にした、ファン
タジックミステリー。

の 展 示をい た
します。
また、スナッ

●11月特設コーナー●

プ写真の掲示

「秋の夜長のミステリー」特集

などもあります
ので、ぜひ足をお運びください。
期日 11/5（木）～11/11（水）

スキマワラシ

時間 9:00～17:00

場所 町民会館 ホワイエ
問ヨコゼ音楽祭実行委員会事務局（町民会館内

☎22-2267）

ミステリー初心者にオススメのライトな謎解きものから、
本格的な驚愕ミステリーものまで、幅広～くご紹介します！
あなたのお気に入りの一冊を探してみてください。

★11月のナイトライブラリー 4・11・18・25日
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月曜・祝日休館 問公民館 ☎22-2267

師は老いて短歌の情熱残し去る学びし言の葉活かし励みたし

店先で涼しさを呼ぶすず虫の可愛さのあまり孫と購う

八木原優子

八木原千恵

町田

茂

信子 選

静かなる雨にうたるるギボウシあらば真夜中の白鳥と呼びき君

赤岩

タミ

◆新井

八月は日日に炎暑の続くともそよぐ尾花に秋を感じる

浅見

悦子

秋冬のコーディネートにぴったりのトートバッグ。極太の毛糸

歌
短

炎天に花ちりばめて百日紅その名に違わぬしたたかさみす

小泉

『アラン模様のトートバッグ』作り9/23・30（水）

亡き母や姉偲びつつ畑仕事猛暑にめげず大根は芽吹く

●趣味の公民館講座

邦子

そうらくけん

お家で一人でもできるのが「爽楽健」
です。

斉藤

り、体がポカポカしてきた！などなど…

外食もドライブスルーで持ち帰り好みの食事家で楽しむ

なった！肩が上まで上がるようになった！血液の循環がよくな

斎藤トシ子

ていらっしゃる方が多いのですね…終わってみれば、体が軽く

短歌の道教え給いし師の君にコロナ禍の為お礼も言えず

いろ悩みを抱え

島田

のどこか に いろ

夏も過ぎちらほら残る朝顔の花のむらさきにしばしいやさる

皆さんお元気
そうに見えて、体

中川美也子

た。

コロナ禍も夏の酷暑も滞り秋の気配は夜明けのひととき

ス で 始 まりまし

イヨ

教室が10回コー

町田

体を整える体操

三蜜も散歩も猛暑でままならず忘れ字物忘れ拍車掛かりぬ

自分でほぐし、

信子

そうらくけん

自力整体「爽楽健」9/3（木）から

新井

●健康の公民館講座

賜わりしハンカチの木の若苗も我が家も猛暑を息災に越ゆ

公民館講座を開催しました！

でザクザク編みました。皆さん、難しいアラン模様に悪戦苦闘。宿
題や編み直しもありましたが、苦労した分、出来あがった時の嬉
しさはひとしおでした。

由江

あき

「公民館だよりVol.7」発刊
「公民館だより」VOL.7が発行されました。内容は、今年
の文化祭についてや、12月までの公民館講座の参加者募
集などお知らせがいっぱいです。
詳しくは、町民会館窓口、HPでご確認ください。
●アクティブシニア公民館講座

シニアのための
『男の料理塾』が
10/13（火）から6回講座でスタートしました！
１回目はリストランテ・ピノキオの福井シェ

フのイタリアン塾、町民会館でイタリアンのラン
チをいただきました。今年で2年目の男の料理
塾ですが、包丁使いも段取りも手際がよく、何か
少し変化が！
！お話も弾んで楽しそうでした。
2回目は11/10（火）に肉まんを作ります。

横瀬町の市外局番は
（ 0494）です
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よこぜ 情 報 掲 示 板

YOKOZE
information

イ ベ ント

シルバー人材センター会員募集
シルバー人材センターでは会員を募集しています。
シル
バー人材センターとは、高齢者（60歳以上）が働くことを通
じて生きがいを得るとともに、地域社会の活性化に貢献す
る組織です。
仕事内容は、清掃、草木の剪定、伐採・草刈、塗装、大工作
業等、皆さまの経験や知識、技能を生かすことができます。
町内在住で、60歳以上の健康で働く意欲のある方はお気軽
にご連絡ください。
問シルバー人材センター ☎25-0189

自衛官等募集（高等工科学校生徒、
自衛官候補生）
●高等工科学校生徒（推薦）
応募締切 11/30（月）
試験期日 1/10（日）、11（月）の指定された1日
応募資格 男子で中卒（見込み含む）17歳未満の成績優
秀かつ生徒会活動・部活動等で顕著な実績を修め、学校
長が推薦できる者
●高等工科学校生徒（一般）
受付 1/6（水）
試験期日 1/23（土）
（２次試験あり）
応募資格 男子で中卒（見込み含む）17歳未満の者
●自衛官候補生
応募締切 11/12（木）
試験日 12/4（金）
・5日
（土）
応募資格 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。
問自衛隊秩父地域事務所 ☎22-6157

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13 介護福祉士試験準備講習（受験直前対策）
講習日 1/8（金）、15（金）
時間 9：00～16：00まで
受講料 2,000円
テキスト代 無料
申込 12/1（火）～10日
（木）
まで
往復はがきまたはホームページで
問熊谷高等技術専門校 秩父分校 ☎22-1948

学習支援ボランティア募集
町内在住の小・中・高校生の学習支援教室で、学習を支援
していただける方を募集します。
日時 中・高生教室
毎週土曜日 13：00～15：30
小学生教室 毎週月・金曜日 16：00～19：30
対象 大学生（塾講師経験等なくても可）、社会人（教育、福
祉の仕事経験のある方を希望）
※無償ですが、交通費とボランティア保険の加入費は負担。
問・申込
（一社）
アスポート学習支援本部ボランティア
【大学生担当】皆川 【社会人担当】山浦
☎048-831-2688
E-mail shiennet-honbu-vo@pony.ocn.ne.jp

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 11/21（土）18:00開演
場所 エリア898
講師 ダンス・ヨガ講師×介護事業コンサルタント
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
※講師および開催方法は変更になる場合があります。

「アートセッション in 横瀬」
を開催
障がいのある方による作品の展示会を開催します。絵画
等の美術作品の展示、演劇等の舞台作品の発表を予定して
います。
日時 11/20（金）～11/22（日）
10：00～17：00（22日は16：00まで）
会場 あしがくぼ笑楽校（旧芦ヶ久保小学校）
その他
●参加無料、予約不要。
●新型コロナウイルス感染症の拡大状況により中止や変更
となる場合があります。
問健康づくり課（1階3番窓口） ☎25-0116

彩の国ふれあいの森の催し
●ランタン作り
日時 12/6（日）10：00～12：00
参加費 500円
対象 小学生以上（小学生は保護者同伴）
定員 5人
申込期限 11/29（日）
●木製Xʼmasツリー作り
日時 12/6（日）13：00～15：00
参加費 500円
対象 小学生以上（小学生は保護者同伴）
定員 5人
申込期限 11/29（日）
※申込みは電話にて受付いたします。詳細はホームページ
にて
問・申込 彩の国ふれあいの森 埼玉県森林科学館 ☎56-0026

募集
令和2年度「障がいのある人たちの作品展」開催
および作品募集
期日 11/28（土）～12/8（火）9：00～閉館まで（12/8（火）は
12：00）
まで
場所 町民会館 １階 ホワイエ
内容 絵や習字、写真、手工芸品など創作品の展示
作品募集 障がいのある方の作品を募集します。出展を希
望される方は、11/9（月）から11/26（木）
までに健康づくり課
へ作品をお持ちください。作品は、展示期間終了後に返却し
ます。たくさんの作品をお待ちしています。
問健康づくり課（1階3番窓口） ☎25-0116
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お知らせ

11月は
「いじめ撲滅強調月間」
です
県では11月を「いじめ撲滅強調月
間」
とし、いじめ問題の根絶に取り組
んでいます。
いじめを受けていたり、気が付いた
りしたら一人で悩まず相談・通報して
ください。

コミュニティ広場の遊具を修繕します！

●よい子の電話教育相談
（埼玉県立総合教育センター 24時間対応）
子供用（無料） ＃7300または
☎0120-86-3192
保護者用
☎048-556-0874
E-mail soudan@spec.ed.jp FAX 0120-81-3192
※E-mail、FAX相談は平日9:00～17：00
●いじめ通報窓口（埼玉県教育委員会 8：30～17:15）
小・中・高校生の「いじめ」に関する通報をWeb上で受付
※相談への返信は行いません。通報情報を学校に提供し
送信者が特定されないよう調査・対応。

●埼玉県警察少年サポートセンター
（月～金8：30～17：15／祝・休日・年末年始を除く）
☎048-861-1152
「少年用（ヤングテレホンコーナー）」
☎048-865-4152「保護者等用」
※面接は要予約。
●子どもスマイルネット
（10：30～18：00※毎日／祝日・年末年始除く）
☎048-822-7007
●社会福祉法人 埼玉いのちの電話（24時間対応）
☎048-645-4343︎
●特定非営利活動法人 さいたまチャイルドライン
（16：00～21：00）
18歳以下の子供専用（無料）
☎0120-99-7777
●埼玉県こころの電話
（埼玉県立精神保健福祉センター 平日9：00～17：00／
土・日・祝日・年末年始を除く）
心の健康や悩みに関する相談
☎048-723-1447
●子どもの人権110番（無料）
（さいたま地方法務局 平日／祝日・年末年始除く8：30
～17:15）
☎0120-007-110
●子どもの人権SOS-eメール
https://www.jinken.go.jp/kodomo
問埼玉県県民生活部青少年課

横瀬町の市外局番は
（︎0494）です

町内7つのコミュニティ広場の遊具修繕工事を行います。
工事期間中は遊具の使用ができなくなります。
ご迷惑をおかけしますが、
ご理解とご協力をお願いします。
工事期間 令和2年11月中から令和３年２月まで
工事箇所 1区、
3区、
苅米、
上宇根、
12区、
川西、
赤谷の各コミュニティ広場
問まち経営課（2階8番窓口） ☎︎25-0112

水道本管等の漏水調査のお知らせ
水道漏水の早期発見のため、
漏水調査を実施します。
調査の際には、水道局が委託した漏水調査員が、宅地内の
メーターボックスがある場所まで立ち入る場合があります。
漏
水調査員は、
水道局で発行した身分証明書を携行し、
腕章を着
用しています。
ご理解とご協力をお願いします。
調査時期 11/1（日）～3/31（水）
調査時間 宅地内 9：00～17:：00
交通量の少ない道路 9：00～17：00
交通量の多い道路
21：00～翌日3：00
調査区域 大字横瀬地内
※対象地区には回覧にて通知を行います。
委託業者 株式会社 サンスイ 北関東支店
上尾市平方4280-1 ☎︎048-783-0880
問秩父広域市町村圏組合水道局 横瀬事務所 ☎︎23-4133

11/12～25は
「女性に対する暴力をなくす運動」
実施期間です！
今年度のテーマは「性暴力を、なくそう」
です。
夫やパートナーからの暴力、性犯罪、売買春、セクシュア
ルハラスメント、ストーカー行為などの女性に対する暴力
は、その人権を著しく侵害するもので、決して許されるもの
ではありません。
期間中、女性に対する暴力根絶のための啓発活動や、ポ
スターやリーフレットを活用したキャンペーンなどが全国
各地で実施されます。
この機会に暴力に悩む女性を生み出さない、暴力を許さ
ない社会づくりに取り組みましょう。
性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター
「♯８８９１（はやくワンストップ）
」
警察の性犯罪被害相談窓口につながる全国共通番号
「＃８１０３（ハートさん）
」
問埼玉県婦人相談センター ☎︎048-863-6060
子育て支援課（1階2番窓口） ☎︎25-0110

☎048-830-2907
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よこぜ 情 報 掲 示 板
令和2年分年末調整等説明会の開催中止に伴う
お知らせについて

YOKOZE
information

全国一斉「女性の人権ホットライン」
強化週間の実施について

年末調整に関する用紙等については、例年
どおり、税務署にお越しいただくか、国税庁
ホームページでご確認ください。
問秩父税務署 ☎22-4433
※自動音声案内で「2」
を選択

重度障がい者社会支援フォーラム
日時 11/28（土）13：45～16：30（終了17：30）
場所 立教大学池袋キャンパス
（YouTube、会議システムZoomによる配信あり）
参加人数 200名（Zoom配信は80名）
※アーカイブ動画は後日視聴できます。
（要申込）
入場料 無料
問・申込 一般社団法人グリーンノート ☎048-582-2044
E-mail：contact@aitunag.com

期間 11/12（木）～11/18（水）
時間 8：30～17：00
※ ただし、11/14（土）
、11/15（日）は10：00～17：00まで
電話番号 ☎0570-070-810
相談担当者 法務局職員、人権擁護委員が対応します
（秘密は厳守します）
問さいたま地方法務局人権擁護課 ☎048-859-3507

税務署での申告・相談は事前予約が必要です
税務署での申告・相談は事前予約が必要です。
なお、1/4（月）～3/31（水）
までの期間は所得税・贈与税お
よび個人事業者の消費税の申告に関する事前予約は行い
ません。
問秩父税務署 ☎22-4433 ※自動音声案内で「2」
を選択

うんどう会 元気いっぱいがんばりました！
10/2・9（金）
、児童館の子育てサークル『バンブーの森』
『どんぐりの
森』
で、
うんどう会を開催しました。
かわいい幼児たちがハイハイレー
スや玉入れ、
ダンスなどにチャレンジしてくれました。
また、8（木）には、
『さくらの森』
と町民会館『リトルラビット』の共催
で、
「よいこのうんどう会」
を開催しました。開会式での「開会の言葉」
は、
子どもたち全員がパパやママと離れて前列に立ち、
大きな声で立
派に発表できました。
●子育てサークル
『バンブーの森』
は今年度1歳になる幼児、
『どんぐり
の森』は2歳になる幼児、
『さくらの森』は3歳になる幼児を対象にして
います。
メンバーは随時募集中です！
問児童館

☎22-2072

よこらぼ採択№80

「日焼け止めの習慣化プロジェクト」

こちらのプロジェクトは㈱Sunshine Delightによるもので、町の公共施設等に日焼け
止めを設置することによって、町に住む方々の日焼け止めに対する意識の向上を目的
としています。
日焼け止めは役場、町民会館、エリア898、
コミュニティスペースさくらんぼに設置し
ていますので、
ご自由にお使いください。
ご利用の際には製品側面の成分表示を確認していただき、
お肌に合わないときは、使用を中止し流水で洗い流してくだ
さい。
問・申込 まち経営課（2階8番窓口） ☎25-0112
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横瀬町の市外局番は
（ 0 4 9 4）です

各種相談
無料相談

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

●行政相談 ※要電話予約

県民相談総合センター ☎048-830-7830

●弁護士による出張法律相談

秩父障がい者総合支援センター「フレンドリー」
身体障がい（カナの会）
：☎26-7102 FAX62-5613
知的障がい（清心会）
：☎21-7171 FAX24⊖9963
日時 月～金曜日 9:00～17:00

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 11/10（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

●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 11/19（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

●消費生活・多重債務相談について

※相談を希望される方は2階総務課までお越しください。

総務課（2階7番窓口） ☎25-0111

社協定例相談

秩父保健所

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）

●心配ごと相談

●ひきこもり専門相談 ※要電話予約

日時 11/24（火）13:00～15:00
場所 総合福祉センター

日時 11/10（火）13:30～15:45
秩父保健所 ☎22-3824

●結婚相談 ※1週間前までに要電話予約

※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。
※マスクの着用、
アルコール消毒、体温測定など感染予防へのご協力をお願いします。

日時 11/18（水）
・12/16（水）18:00～19:00
場所 町民会館
社会福祉協議会 ☎22-7380

₂₀₂₀年₁₁月 秩父郡市休日急患当番医表

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

1日
3日
8日

15日
22日

医師会休日診療所（内・小）
熊木町 ☎23-8561

23日

29日

在宅当番医療機関
（診療時間 9:00～18:00）

救急告示医療機関※
（診療時間 8:30～翌日8:30）

金子医院（内）

皆野町

☎62-0039

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

秩父生協病院（内）

阿保町

小鹿野中央病院（内）
関根医院（内・外）
石塚クリニック
（内・呼）

秩父市立病院

桜木町

☎23-0611

☎23-1300

皆野病院

皆野町

☎62-6300

小鹿野町

☎75-2332

秩父市立病院

桜木町

☎23-0611

日野田町

☎23-0777

皆野病院

皆野町

☎62-6300

大野原

☎22-6122

秩父市立病院

桜木町

☎23-0611

※重症救急患者優先のため、軽症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

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

☎22-3022

秩父病院

和泉町

☎22-3022

☎23-0611

秩父市立病院

桜木町

☎23-0611

☎62-6300

11/ 26 ヨコゼ診療所 横瀬町 ☎23-3311

☎23-0611

秩父市立病院

和泉町
水 秩父病院
桜木町
秩父市立病院
木
皆野町
11/26 皆野病院
桜木町
金 秩父市立病院
皆野町
11/7・21 皆野病院
土
11/14・28 秩父市立病院 桜木町

桜木町

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

☎23-0611

ダイヤル回線・IP電話・PHS

☎62-6300
☎23-0611

☎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

◦16件（－3）
◦1人（±0）
◦22人（－4）
◦113件（－7）

事故死ゼロ 176日

器物損壊 ◦
暴行 ◦
窃盗 ◦
詐欺 ◦
その他 ◦

2件
1件
4件
1件
3件

診療時間（10:00～13:00）

23日 たばた歯科医院

横瀬町

☎25-2323

▶国民健康保険税
▶後期高齢者医療保険料

第5期
第5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。
※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。

11月の ▶介護保険料
納税

在宅歯科休日歯科診療当番医 応急処置

（2020年₁月₁日～₉月₃₀日）

（2020年₁月₁日～₉月₃₀日）

11

第5期

28㊏

27㊎

30㊊

13㊎・27㊎

14㊏・28㊏

13㊎・27㊎

11㊌・25㊌

12㊍・26㊍

12㊍・26㊍

納期限 : 11/30⺼

7 ㊏・21㊏

※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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6 ㊎・20㊎

百歳のお祝い
中村ひろ子さん（大正9年10月7日生）
と𠮷野ふみさん
（大正9年10月7日生）が100歳の誕生日を迎え、富田町長
から寿詞と記念品が贈呈されました。
幾多の苦難を乗り越えて、
長年にわたり社会に貢献され
てきたことに感謝いたします。
ご長寿おめでとうございま
す。
いつまでもお元気でおすごしください。

災害時における福祉避難所の
開設に関する協定を締結しました
10/1
（木）
、
医療法人健秀会
（介護老人保健施設なでしこ）
と
「災害時における福祉避難所の開設に関する協定」
を締結し
ました。
この協定は、災害発生時において高齢者や障がいのある
方など一般の避難所では生活しづらい方々が、安心して避難
できるように、
施設を使用させていただくものです。
協定締結式では、
富田町長は
「大規模な災害時の対応の際
に医療・福祉関係機関の協力が重要であり、
この協定の締結

中村ひろ子さん

により高齢者や障がいのある方等に対し、
避難所での良好な
環境が提供できるようになり、
大変心強く思います」
と感謝の

𠮷野ふみさん

意を表しました。

認知症サポーター養成講座を
開催しました！！
介護老人保健施設ビッラ・ベッキアの内海巨史氏を講
師に迎え、民生委員・児童委員の皆さまを対象に、認知
症サポーター養成講座を開催しました。
認知症とは、
どんな病気か、
どのように対応したらよい
かなど、具体例を交えながらわかりやすく講義していた
だき、
「認知症について正しく理解できた」、
「今後の活動
の参考にしていきたい」等の感想が寄せられました。
認知症サポーター養成講座の開催を考えて
いる方や興味のある方は、地域包括支援セン
ターまでご相談ください。
問地域包括支援センター
（健康づくり課内1階3番窓口） ☎25-0281

あざ み

り

の

浅見 莉乃ちゃん
令和元年11月1日生
駿・希美夫妻（4区）

●「広報よこぜ」
では、毎号その月に誕生日
を迎える「満１歳」の赤ちゃんを紹介し
ています。
●掲載を希望される方は、誕生前月の5日
までに、
まち経営課へ写真を添えて申請
してください。メールでも受け付けてい
ます。

次女ちゃん
育ってね♥
元気に大きく
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.

628

2020年₁₀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

3,166（ ＋3） 3,818（ ＋1） 3,859（ −4）

7,677（ −3）

3,356（ ＋2） 4,047（ ±0） 4,093（ −5）

8,140（ −5）

190（ −1）

秩父郡横瀬町大字横瀬4545番地

229（ −1）

☎25-0111㈹

234（ −1）

463（ −2）

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）

