12
No.

629

2020.12.1発行

横瀬武甲少年スポーツ少年団が「第４５回埼玉県スポーツ少年団 小学生軟式野球交流大会」に
出場し、各地区予選を突破した強豪チームとの激戦を勝ち抜き、見事準優勝となりました。

町の人事行政運営における公正性および透明性の確保を図る

ため、令和元年度における職員の任用、給与等の概要について公

表します。

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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4.介護サービスを利用したときの医療費控除について
医療との連携を十分に配慮しながら提供された介護保険サービスを利用した場合に、その自己負担
分としてかかった費用が、医療費控除の対象になります。
（ただし、利用した介護保険サービスの種類に
よって、控除の対象になるかどうかや控除の対象となる費用の範囲が異なります。）
また、高額介護サービス費として払い戻しがあった場合は、
「費用を補てんする金額」
とみなされ、控
除対象費用から高額介護サービス費を差し引いて申告する必要があります。
●医療費控除の対象（または対象外）
となる居宅サービス等
サービス名

サービス種別

（介護予防）訪問看護 （介護予防）訪問リハビリテーション
◆
（介護予防）居宅療養管理指導 ◆（介護予防）通所リハビリテーション
①
◆
（介護予防）短期入所療養介護
医療費控除の対象とな ◆
定期巡回・随時対応型訪問介護看護（一体型事業所で訪問看護を利用する場合に限ります。）
る居宅サービス
◆複合型サービス
（上記の居宅サービスを含む組み合わせにより、提供されるもの（生活援助中
心型の訪問介護の部分を除きます）に限ります。）
◆

介護保険に関する
所得税や住民税の控除について
所得税の確定申告等において、介護保険料は社会保険料控除、介護保険のサービス利用料や紙お
むつ代は医療費控除の対象となる場合があります。
また、65歳以上の方で介護保険の要介護認定を受けている方を対象として、申請により障害者控除
または特別障害者控除を受ける際に必要な「障害者控除対象者認定書」
を交付します。

1.介護保険料の控除について

◆

訪問介護（生活援助中心型を除く） ◆夜間対応型訪問介護 ◆（介護予防）訪問入浴介護
通所介護 ◆地域密着型通所介護 ◆（介護予防）認知症対応型通所介護
◆
（介護予防）小規模多機能型居宅介護 ◆（介護予防）短期入所生活介護
②
◆定期巡回・随時対応型訪問介護看護
（一体型事業所で訪問看護を利用しない場合および連携
①の居宅サービス等と
併せて利用する場合の 型事業所に限ります。）
み医療費控除の対象と ◆複合型サービス（上記、①の居宅サービスを含まない組み合わせにより、提供されるもの（生
なる居宅サービス等
活援助中心型の訪問介護の部分を除く）に限ります）
◆地域支援事業の訪問型サービス
（生活援助中心のサービスを除きます。）
◆地域支援事業の通所型サービス
（生活援助中心のサービスを除きます。）
◆
◆

訪問介護（生活援助中心型） ◆（介護予防）認知症対応型共同生活介護
特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）
◆
（介護予防）地域密着型特定施設入居者生活介護 ◆（介護予防）福祉用具貸与
③
医療費控除の対象外と ◆複合型サービス（生活援助中心の訪問介護の部分）
◆地域支援事業の訪問型サービス
なる居宅サービス等
（生活援助中心のサービスに限ります。）
◆地域支援事業の通所型サービス
（生活援助中心のサービスに限ります。）
◆地域支援事業の生活支援サービス

納めた介護保険料は、
「社会保険料控除」
として控除できます。なお、納付の方法によって確認書類が
異なります。
●普通徴収（納付書）により介護保険料を納めた方
その年の1月1日から12月31日までに支払った介護保険料が、翌年に行う確定申告において、社会保
険料控除の対象となります。
領収印のある納付書（領収書）等を申告時に提示してください。
●特別徴収（年金天引き）により介護保険料を納めた方
その年の2月・4月・6月・8月・10月・12月に年金天引きされた介護保険料が翌年に行う確定申告にお
いて、社会保険料控除の対象となります。
日本年金機構（旧社会保険庁）等の年金保険者から送付される「源泉徴収票」を申告時に提示して
ください。
（注）特別徴収の場合、年金受給者本人が保険料（掛金）を支払っているため、扶養親族とした場合でも
その方の保険料は控除対象から除かれます。

◆
◆

●医療費控除の対象となる施設サービス
施設名

医療費控除の対象

医療費控除の対象外

介護老人福祉施設【特別養護老人ホーム】 施設サービスの対価（介護費、食費および居住費）
として支払った額の2分の1に相当する金額
（地域密着型含む）
介護老人保健施設
介護療養型医療施設

①日常生活費
施設サービスの対価（介護費、食費および居住費） ②特別なサービス費用
として支払った額

介護医療院
○介護サービス事業者が発行する領収書には、
「医療費控除の対象となる医療費の額」が記載されています。
○平成29年分の確定申告から、
「医療費控除の明細書」の添付が必要となり、医療費等の領収書の添付または提示は不要となり
ました。
○明細書の記入内容の確認のため、確定申告期限から5年間、税務署から領収書の提示または提出を求める場合がありますの
で、領収書はご自宅等で保管してください。

1 は、いきいき町民課（1階1番窓口） ☎25-0115
2、3、4 は、健康づくり課（1階3番窓口） ☎25-0116
税控除の詳細については、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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領収印のある納付書（領収書）等などを紛失し納付済額の確認ができない場合は、申請により
「介護
保険料納付額確認書」を交付いたします。
窓口に来られた方の本人確認のため、運転免許証や保険証等を必ずお持ちください。
（注）本人と同世帯ではない方が「介護保険料納付額確認書」の交付申請を行う場合には、委任状が必
要となります。

2.障害者控除対象者の認定について
所得者本人または配偶者、扶養控除の対象となる親族等が障がい者である場合は、所得税や住民税
の控除を受けることができますが、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っている
方以外でも、介護保険で要介護認定（要介護１以上）の方は、心身の状況等（一定の条件に該当する場
合）により、障害者控除または特別障害者控除を受けられる場合があります。
健康づくり課で申請により審査した結果、対象となる方には「障害者控除対象者認定書」
を交付いたし
ます。

3.おむつ代にかかる費用の医療費控除について
おむつ代は、医師が発行する
「おむつ使用証明書」
とおむつ代の領収書を確定申告の際に提出する
ことで、医療費控除の対象になります。
ただし、介護認定を受けている方で、おむつ代の医療費控除を受けるのが２年目以降の場合、おむ
つ代にかかる医療費控除を受けようとするときに、
「主治医意見書」の内容を確認して一定の条件に該
当する場合には、町が発行する「主治医意見書内容確認書」により、医師が発行する「おむつ使用証明
書」に代用することができます。
広報よこぜ
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に増加となっております。また、その他国・県支出金や町債

は、総務課までご連絡ください。

などは事業確定後に収入することが多いため、年度後半に

●施工業者（請負業者） 東芝インフラシステムズ株式会社
●その他

連絡先

0494-40-0720（土日祝日を除く）

各家庭の戸別受信機等設置工事について、費用を請求されることや物品を販売することは絶対
にありませんのでご注意ください。

集中する傾向にあります。
一方、歳出においては、土木費の支出割合が低くなってい
ますが、建設工事等の事業において工期が長期のものもあ

問まち経営課 財政担当（2階8番窓口）
☎25-0112

るため、年度後半に支出が増える傾向にあります。また、横

※新しく交換した防災行政無線戸別受信機について、家の構造や町内の場所によっては、放送内容が音切
れするなど内容が聞き取れないといったお問い合わせがあります。そのような場合は、施工業者または

12

瀬小学校校舎建築事業により教育費が大幅に増加となって

令和２年度上半期

業所や工場等についても、希望により1事業者につき1台を無償貸与していますので、設置を希望する場合

財政事情 の公表

方創生臨時交付金が計上となったため、国庫支出金が大幅

月の２ 回

なお、町内に住所を有する各世帯に、1台、防災行政無線戸別受信機の設置をしておりますが、町内の事

令 和 ２ 年 度 上 半 期︵４ 月 ～ ９ 月︶の町

に対する国庫補助金や新型コロナウイルス感染症対応地

の一般 会 計 お よ び 特 別 会 計 の 財 政 事 情

ウイルス感染症緊急経済対策に伴う特別定額給付金事業

を お 知 ら せ し ま す 。こ の 財 政 事 情 の 公

訪問していないご家庭がございましたら、下記施工業者または総務課までご連絡ください。

表は、皆さんに町の財政状況を広く知っ

税（依存財源）が占めていますが、令和2年度は、新型コロナ

令和2年11月末時点で約9割程度のご家庭に下記施工業者が訪問し、取り付けを行っておりますが、
まだ

ていただくため、毎年６月と

歳入では、収入済額の大半を町税（自主財源）
と地方交付

行っています。

なります。

予 算 現 額 に 対 する収 入 総 額 の 比 率 は 5 4 . 6 ％（ 前 年

47.8％）
、支出総額の比率は43.1％（前年37.9％）
です。

今回の公表は、本年９月末日現在の数

事を進めています。令和3年2月頃を目安に、現在使用しているアナログ無線は全てデジタル無線に移行と

一般会計執行状況

値です。なお、公表した数値の詳細は、ま

広報6月号でお知らせしましたとおり、町では令和元年度より2カ年で防災行政無線のデジタル化整備工

ち経営課において閲覧できます。

防災行政無線デジタル化整備工事のお知らせ

おり、同様に年度後半に支出が予定されています。

総務課までご連絡ください。
問総務課（2階7番窓口） ☎25-0111

25歳の成人式を開催します
町では、今年度25歳になる方を対象とした交流イベントを実施します。
日時

12/29（火）14：00受付

※セレモニーは14：30～16：30を予定

場所 エリア898（都合により変更することがあります）
今年度25歳になる町内の小中学校の卒業生と現在、町にお住いの方等

対象

※お子さんなど家族の参加も可
※対象になる方で通知が来ていない方はまち経営課までご連絡ください
参加費

無料

その他

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、Zoomを活用したオンラインでの参加も可能です。
オンライン参加を希望の場合はまち経営課までご連絡ください。

問令和2年度25歳の成人式実行委員会事務局 まち経営課（2階8番窓口） ☎25-0112
E-mail：machikei@town.yokoze.saitama.jp

特別会計執行状況
区分

横瀬町の市外局番は
（ 0494）です
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歳入
予算現額

歳出

収入済額

収入割合

予算現額

支出済額

支出割合

国民健康保険

944,564

543,453

57.5

944,564

416,759

44.1

介護保険

788,895

407,815

51.7

788,895

319,225

40.5

後期高齢者医療

110,594

39,846

36.0

110,594

37,500

33.9

下水道

283,999

95,100

33.5

283,999

76,688

27.0

浄化槽設置管理事業

61,429

9,674

15.7

61,429

11,962

19.5

広報よこぜ
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「新型コロナ対策宣言の店」増えてます！

町が合併処理浄化槽を設置・維持管理します！

新型コロナウイルス感染症対策実施奨励補助金を申請していただいた町内事業者のみなさまへ、
「新型
コロナ対策宣言の店」ステッカーとフラッグを配布し店頭に掲示していただいています。事業者のみなさ
ま、新型コロナ対策をして、安心安全なお店作りを進めましょう！

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。
根古屋、苅米、芦ヶ久保の全区域
中郷、宇根、川東、川西の一部区域
※詳しくはホームページをご覧いただくか、建設課までお問い合わせください。
●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。
（いくつかの条件有り）

ヤマダイ理容所

※帰属後、町が浄化槽の維持管理を行います。
●町に月額使用料をお支払いいただく必要があります。
月額浄化槽使用料（税抜き）
【定額使用料】
人

申請期限

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

〈町ホームページ〉

1/29（金）

年度内に浄化槽の設置を完了する必要がありますので、お早めに浄化槽業務指定店（保守点検業務）への相談
をお願いします。来年度以降に設置のご予定がある場合や、当該事業の詳細については、建設課までお問い合わ

島田醤油店

《新型コロナウイルス感染症対策実施奨励補助金》
町および各業種が定める感染症拡大防止対策ガイドラインに則り、感染症拡大防止対策を3項目以上取
り組んだ場合、
「新型コロナ対策宣言の店」
として認定をし、補助金を交付しています。
対策例 ●入口等への消毒設備、体温計の設置
フラッグ
ステッカー
●施設、設備等の定期的な消毒、洗浄
●飛沫感染防止シールドの設置
●料理の個別提供 等
補助金額 一律 5 万円
詳しくは、町ホームページまたは
振興課までお問い合わせください。
このフラッグと
問振興課（1階5番窓口） ☎25-0114
ステッカーが目印 !

スマホデビューをお考えのあなたへ 高齢者のＩＴ活用を支援します！

せください。
問建設課（2階9番窓口） ☎25-0117

〜高齢者等ＩＴ機器導入支援補助金〜

■入札結果
開札日

10/14

（単位：円）

担当課

工事等の名称
入札方法
横瀬町下水道事業地方公営企業法適用支援業
建設課
指名
務委託
健康づくり課 不織布マスク
指名
総務課
災害備蓄品収納倉庫
指名

開札日

落札（決定）金額

落札（決定）者

非公表

26,895,000

朝日航洋㈱埼玉支店

非公表
非公表

1,113,750
4,180,000

予定価格
非公表

落札（決定）金額
2,420,000

10/23

担当課
建設課

開札日

予定価格

（単位：円）

工事等の名称
入札方法
令和２年度横瀬町道路台帳等更新作業業務委託
指名

10/26

担当課

㈱サイボウ
㈱サイボウ
落札（決定）者
東日本総合計画㈱関東支店
（単位：円）

入札方法

予定価格

落札（決定）金額

まち経営課 コミュニティ広場遊具修繕工事

工事等の名称

指名

2,942,940

2,651,000

㈱武甲運動具製作所

教育委員会 横瀬小中学校校務支援システム

指名

非公表

6,637,950

㈱ビジネスクリエート

※予定価格および落札（決定）金額は税込みです。

落札（決定）者

高齢者等の I T 活用を支援するため、初めてスマホやタブレット等の I T 機器を購入した方へ補助金
（最大2万円）を交付します。
対象者（次の項目のすべてに該当する方）
●令和2年度中に満60歳以上になる方 または 聴覚に障がいがある方（身体障害者手帳所持者）
●令和2年4月1日以降に、
スマートフォンやタブレット端末、パソコン等を初めて所有した方
※既にスマートフォンやタブレット端末を所有している方は対象外です。
●町公式のLINEまたはフェイスブックに登録している方 等
対象費用 令和2年4月1日以降に購入したスマートフォンやタブレット端末、パソコン等の I T 機器本体
の新規購入費用（消費税を除く1台分のみ）
補助金額 最大2万円（1人につき1回限り）
申請期限 3/31（水）※予算がなくなり次第終了です。
申請書類等 ①補助金交付申請書
②所有者氏名、購入年月日、機種、数量、金額、販売業者名が明記され、販売業者の押印が
ある証書の写し
※印鑑、本人確認ができる運転免許証等や保険証、本人の口座情報がわかるもの（補助金の振込をするた
め）等をご持参ください。
※詳しくは、健康づくり課にお問い合わせください。
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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製品トラブル

〜電気ストーブ類使用中による火災に注意〜
問秩父市消費生活センター ☎25-5200

こころいきいきセミナーを
実施しました
心の健康づくりのため、
「こころの不調とセルフケア」
をテー
マに
「こころいきいきセミナー」
を実施しました。11/9（月）に女

電気ストーブ類の事故は寒くなるこれからの時期に急増します。電気ストーブには裸火がないため火災は
発生しにくいだろうという油断や誤解があり、使用中にその場を離れたり、
ストーブ付近にある燃えやすいも
のが接触していたりして火災が発生しています。電気ストーブを使用する際は、
以下の点に注意しましょう。
※電気ストーブ類とは、電気ストーブ、
カーボンヒーター、ハロゲンヒーター、
温風機を含みます。

性編、11日
（水）に男性編の全2回、
どちらも心理＆性カウンセ
ラーの齋藤敦子先生を講師にお迎えしました。
ちょっと疲れたな、何となく元気が出ない、など
「いつもと違
う」
と感じた時、早めの対処が大切です。齋藤先生から、セル
フケアのポイントをお話しいただき、
リラクセーションや分か

【消費者へのアドバイス】
①寝るときやその場を離れるときは、必ずスイッチを切る
ようにしましょう。使用しないときは電源プラグをコンセ
ントから抜いておくことも予防につながります。
②電気ストーブには、使用中に転倒すると電源が切れる転
倒スイッチがついているものがありますが、ストーブの
周囲に物があるとうまく転倒スイッチが作動しないこと
もあります。
また、
ストーブの転倒により周囲の物が壊れ
ることや、ぶつかって人がけがをする恐れもあります。転
倒スイッチがあるとはいえ過信せず、転倒による火災に
は十分注意しましょう。

③電気ストーブの近くに布団・衣類や雑誌など燃えやすい
物があると接触して出火する危険があります。ストーブ
の回りには物を置かないようにしましょう。
④リコール対象製品を使い続けることは危険です。ご使
用中の電気ストーブがリコール対象製品かどうかは、
消費者庁「リコール情報サイト」から調べることができ
ます。もしリコール対象製品であった場合や疑わしい場
合は、その使用を直ちにやめ、
リコール情報に記載して
ある事業者連絡先に連絡し、必要な対応を取るようにし
てください。

ち合いなど実技もまじえて学びました。参加された皆さん、熱
心に聞いていました。

こんなに野菜を収穫することが
できました！
アクティブシニア事業の1つとして、
「野菜づくり体験塾」を
7月から11月にかけて、全6回実施しました。
ちちぶ農業協同組合の清川氏を講師に招き、秋冬野菜の栽
培方法についての基礎知識を学びながら、種まきから収穫ま
での実習を行いました。
最終日は、参加者同士で声を掛け合いながら、キャベツ、
ブロッコリー、秋ジャガイモ、白菜、大根、小松菜を収穫し、持
ち帰るのも一苦労するほどの収穫量に驚きと喜びで溢れてい
ました。

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。

よこらぼから生まれた
「よこぜユニバーサル野球場」がお披露目
分野で有効に活用で
横瀬町長

富田 能成

きることなどから採択
を決めました。制作に

障がいのある人もない人も共に楽しめる新しいス

かかる費用は提案者

ポーツ“ユニバーサル野球”を全国に普及させたい。

が負担し、様々なボラ

そのための、組み立て式で車で持ち運び可能な“ユニ

ンティアの 方 に 協 力

バーサル野球場”をつくりたい。
こんな提案が今年の6

をいただき、手作りの野球場が完成。
「よこぜユニバー

月に官民連携プラットフォームよこらぼに寄せられま

サル野球場」
と名づけられ、11月18日に横瀬小学校6

した。ユニバーサル野球は、簡単に言うと、昔の“野球

年生と特別支援学級の子どもたちの授業の時間でお

盤”を大きくしたような野球場（一般の野球場の1/20程

披露目がされました。

認知症サポーター養成講座を
開催しました！
！
11/20（金）、横瀬中学校2年
生の総合学習で、認知症サポー
ター養成講座を行いました。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、
認知症の基礎知識や対応方法
をクイズや脳トレを取り入れて
学びました。

旧給食調理場を解体、商品開発施設および物販施設に

度の大きさ）で、力がなくてもバットが振れ、球がころ

障がいがある人も小さなお子さんもお年寄りも誰

がる仕組みをもった提案者発案のスポーツです。提案

でも楽しめる “ユニバーサル野球”。今まで、野球をや

者は、鉄道の車両整備などを本業とする堀江車両電装

りたくてもできなかった人でも、
これなら参加できて、

株式会社さん。1968年創業、千代田区に本社がある歴

“応援する喜び”、“応援される素晴らしさ”を共有でき

史ある企業です。

ます。
この後は、清心会さんや秩父特別支援学校でも

学校給食等を作り続けた調理場は、建築から40年経過し、老朽化のため解体することになりました。

多様な人がみな自分らしく幸せに生きる“カラフル

活用いただく予定です。
この先、ゆくゆくは、わが町の
名前を冠した「よこぜユニバーサル野球場」が全国を

また、解体後は地元の農産物等を使った町の特産品等の商品開発と販売できる施設を整備します。

タウン”を目指している横瀬町として、誰もが楽しめる
“ユニバーサルスポーツ”普及には意義があること、具

巡って、いろいろな地域の人を元気にしていく…。ワク

体的に、障がい者支援をはじめとした福祉分野や教育

ワクするような話だと思いませんか？

横瀬町の市外局番は
（ 0494）です
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町民会館の裏手にある旧学校等給食調理場を解体し、新たな特産品等を生み出すための施設および特
産品等を販売できる施設を整備します。

解体

11月下旬～

施設整備

1月～3月
（予定）

特産品等について皆様と一緒に作り上げたいと思いますので、皆様からのご意見をお待ちしております。
問まち経営課（2階8番窓口） ☎25-0112

E-mail：machikei@town.yokoze.saitama.jp
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こんにちは 保健師です

生活習慣病を予防しましょう！

生活習慣病とは︑体に悪影響を及ぼす生活習慣により引き起こされる病気

で︑具体的には﹁高脂血症﹂
﹁高血圧﹂
﹁糖尿病﹂等が挙げられます︒
こうした状

態を放っておくと︑本人も気づかないうちに動脈硬化が進行し︑脳血管疾患や

心疾患等の重大な病気を引き起こす原因となります︒

元 気で長 生 き を するた めには 第一に﹁ 生 活 習 慣 病 を 予 防 すること﹂が 大

切です︒以 下のポイントに気を付 けて生 活をし︑良い生 活 習 慣を身につけま

しょう！

①バランスの良い食事をとる

﹁主食︵ごはん・パン・麺︶
﹂﹁主菜︵メインのおかず︶
﹂﹁副菜︵野菜等の小鉢︶
﹂が

そろった食事が理想的です︒野菜・海藻・きのこ類が不足してしまうことが多い

ので︑積極的に摂るよう心がけましょう︒

②運動習慣をつける

運動不足を感じている方は︑﹁いつもより１日１０００ 歩多く歩く﹂
ことを

心がけましょう︒さらに︑週２回は 分以上の運動ができるとベストです︒
スク

ワットやその場足踏み︑階段の昇降運動等︑自宅でできる運動から始めてみま

しょう︒

③飲酒は﹁適量﹂を飲む

お酒は︑日 本 酒の場 合﹁１日１ 合﹂が適 正な量と言われています︒それに加

え︑お酒を飲まない
﹁休肝日﹂を週２日設けて︑上手にお酒を楽しみましょう︒

④禁煙する

たばこの煙には︑人体に有害な化学物質が多く含まれ︑さまざまな病気の原

因になっています︒何度か禁煙に失敗した経験のある方は︑禁煙外来を受診す

ることをおすすめします︒

⑤ストレスと上手に付き合う

過 度のス ト レスは︑血 圧の急 変 動 を 来 た し︑身 体へ大 き な 影 響 を 及 ぼ し

ます︒自 分なりのストレス解 消 法を見つけて︑上 手に対 処できるようにしま

しょう︒

30

!

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

緊急通報システムを貸出しています！
「もしも」の時に、ボタンひとつで救急車を呼ぶことができます!!
町では、
ひとり暮らしの高齢者等を対象に緊急時のための緊急通報システムをお貸ししています。
緊急通報システムは、自宅内で急病や事故など緊急に救助が必要になったときに、無線発信器のボタンを押すだけ
で、直接秩父消防本部に通報できるものです。
●対象者について

町内に住所を有し、住居に固定電話を設置している高齢者等で、次の各号のいずれかに該当する方が対象となり
ます。
(１) 重度身体障がい者（障がいの程度が１級または２級）の方
(２) 65歳以上で身体上慢性的な疾患などにより、
日常生活を営む上で常時注意を要する方
(３) ひとり暮らしに不安を抱える高齢者（昼間または夜間ひとりになる方を含む）の方
※ (１)、(２) は同一居住内に通報できる親族等がいない方
●費用について

対象者(１) 、(２) に該当する方は、機器等の設置費用は町が負担しますが、使用にかかる基本料金、通話料金及び
電気料金は利用者の負担になります。
対象者 (３) に該当する方は、使用に係るすべての費用が利用者の負担となります。
●申請方法について

健康づくり課へお越しいただき、
「緊急通報システム利用申請書」
をお受け取りください。
申請書に必要事項（対象
者や親族、
ご近所の協力者の連絡先、地区の民生・児童委員の意見欄等）を記入後、健康づくり課へ提出してくださ
い。貸与が決定後、契約業者が機器の設置に伺います。

健康づくり課事業のお知らせ
言語リハビリ教室（★）

日時 12/9（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。

ウォーキング教室

日時 12/16（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 町内のウオーキングコースを歩きます。

健康相談（★）

日時 12/17（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 12/21（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 12/24（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。

☆印のついている事業は、総合福祉センターで実施します。

成年後見制度ってどんな制度? ③
成年後見制度を利用するには、まずは、申立てをする必要があります。申立ては、本人の居住地（本人が住民
登録している場所）を管轄する
「家庭裁判所」へ行います。
●申立てができる人

申立てができる人は、本人・配偶者・四親等内の親族・未成年後見人・検察官・市町村長です。
※四親等内の親族とは ①親、祖父母、子、孫、ひ孫
②兄弟姉妹、甥、姪
③おじ、おば、いとこ
④配偶者の親・子・兄弟姉妹
●申立ての諸手続き

申立てには、申立書や医師の診断書のほか、様々な書類を用意する必要があります。
また、申立手数料や登記
手数料、申立てに必要な証明書類の交付等にかかる費用なども必要です。
申立てをした後、家庭裁判所調査官などが、申立人や本人等から申立てに関する事情を確認します。
また、医
師の診断書より詳しい内容が必要なときは、家庭裁判所が指定する医師が鑑定を行う場合もあります。
●後見等の開始

家庭裁判所は、本人が必要とする支援に適した人や法人を選任し、後見人等と支援内容を決定します。
後見等開始の審判がされると、後見人等は支援を開始します。後見人等は、本人の預金通帳等の把握・管理
（財産管理）のほか、本人の生活に必要な法律行為を行う
（身上監護）など、本人を保護・支援する役割を担いま
す。身上監護については、直接的な生活介護を行うわけではなく、施設等の入退所の契約や入院等の手続きな
どに限られます。
●最後に

この成年後見制度は、判断能力が十分でない方を保護・支援するための制度です。制度を正しく理解し、公的
な制度の活用とともに、地域での見守り・支えあいも必要であると認識しておきましょう。
問地域包括支援センター（1階3番窓口） ☎25-0281

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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問健康づくり課（1階3番窓口） ☎25-0116
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知って ふくしのはなし
得する

〜放課後等子ども教室〜
令和３年度 入室申請の受付を行います！

医療費の助成を受けられることを
ご存じですか？

子育て応援
番

放課後等子ども教室は、小学校図書室を主な活動場所とし、放課後や長期休業中における児童の安全で
安心な場所を確保するとともに、さまざまな体験活動を通して豊かな人間性を育てることを目的としていま
す。令和3年度（令和3年4月～令和4年3月）放課後等子ども教室への入室を希望される方の申請を次のとお
り受け付けます。
申込方法 入室申請書に必要事項を記入し、受付期間内に提出してください。
申請書類は12/7（月）から教育委員会窓口で配付します。
受付期間 12/14（月）～1/15（金）
〔平日のみ〕8:30～17:15
受付場所 教育委員会（役場2階6番窓口）
入室対象児童 令和3年度に小学校に通学する1･2年生で、開室日に毎日通室し、時間内に保護者が迎えに
来られる方（但し、定員に余裕がある場合は、3年生以上も受け入れる場合がありますので
期間中に申請をお願いします。）
活動時間 放課後（帰りの会終了後）～17:30まで（長期休業中は、8：00～17:30まで）
定員 45名
入室決定 1年生を優先に決定し、次に2年生の入室の可否を決定します。定員を超えたときは、原則的に同
学年で抽選とします。決定後、保護者あてに通知します。なお、途中での入室は、随時受け付けま
す。
（在籍児童が定数を超えた場合は、待機となります。）
費用 無料（但し、保険料800円〈予定〉の実費負担あり。）
その他 ・現在子ども教室へ入室している方も、申請が必要です。
・抽選の場合は、2/1（月）に実施します。
・保護者説明会を2/19（金）に予定しています。

町では、18歳までの子どもを養育している方、障がいのある方、ひとり親家庭
等に医療費の助成を行っています。

■対象となる方

１８歳以下（１８歳に達する日以降最初の３月３１日まで）
の子どもを養育している方

こども医療費
ひとり親家庭等医療費
（所得制限があります）

ひとり親家庭等の母子・父子、養育者家庭の子どもと
その養育者

重度心身障害者医療費
（所得制限があります）

６５歳未満で重度の心身障がい者となった方

詳細な受給要件については担当課窓口へお問合わせください。
■対象となる医療費等
医療保険が適用された後の最終的な自己負担額
（重度心身障害者医療費の対象者は、入院時の食事代が助成対象となる場合があります。）
■医療費の助成を受けている方へ
▶秩父郡市内の医療機関を受診するときは
受給資格者証、健康保険証を医療機関窓口にご提示ください。原則、医療費の窓口負担はありません。
▶医療機関の窓口で支払ったときは

教育委員会（2階6番窓口） ☎25-0118

領収書、印鑑、受給資格者証、健康保険証をご持参いただき、担当課窓口へ請求してください。
▶高額な医療費を支払ったときは
健康保険組合等から高額療養費や付加給付が支給される場合があります。こうした給付は医療費の助成

教育委員会定例会の
開催のお知らせ

額からは差し引かれます。
▶住所や加入保険が変わったとき 担当課窓口において変更の手続きをお願いします。
・受付 こども医療・ひとり親家庭等医療 子育て支援課（1階2番窓口） ☎25-0110
重度心身障害者医療 健康づくり課（1階3番窓口） ☎25-0116

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

横瀬町の市外局番は
（ 0494）です

12月

赤ちゃんくらす（令和2年8月〜11月生）
2日（水）
●３歳児健診
10日（木）
●赤ちゃんくらす
（令和２年4月〜7月生）
●赤ちゃんなんでも相談室 16日
（水）
●3〜4か月児健診、
9〜10か月健診
BCG予防接種
17日（木）
●ちびっこなんでも相談室
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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場所

役場3階 301会議室

※傍聴を希望される方は、12/21（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

健康カレンダーに掲載する広告

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）

日時 12/22（火）14:00

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）
長瀞町多世代ふれ愛ベース長瀞 4日（金）
秩父市子育て支援センター 11日（金）
皆野町皆野総合センター

問児童館

16日（水）

☎22-2072

募集

町では、
自主財源確保の一環として、全戸配付する
「令和3年度健康カレンダー」に掲載する広告を募集し
ます。
掲載場所 健康カレンダーの下段
規格 1枠につき 縦44mm×横64mm
広告基準 町内に住所を有する次の事業所
①薬局等健康に関係のある事業所
②障がい者等の福祉に関係する事業所
③介護保険サービスに関係する事業所 ④子育て支援に関係する事業所
⑤その他健康カレンダーのイメージを損なわない事業所
掲載料 25,000円
募集枠数 6枠程度（抽選）
募集期限 12/24（木）
申込方法 規定の申込書に必要事項を記入のうえ、広告内容を添えて子育て支援課へご提出ください。
その他 健康カレンダーの形状の変更等により、上記内容を変更することがあります。
子育て支援課（1階2番窓口） ☎25-0110
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〈

高齢者等への新型コロナウイルス感染症に係る
ＰＣＲ検査等費用を助成します

〈

町では、新型コロナウイルスに感染した場合に重症化リスクの高い一定の高齢者等を対象に、本人の
希望により検査を受けた場合の費用の一部を助成します。
なお、保健所による行政検査および発熱等の症状があり医師の判断で行う保険適用検査は助成対象
にはなりませんのでご注意ください。
実施期間 11/9（月）～3/31（水）
まで
対象者 検査日において町内に住所がある次のいずれかに該当する方
①65歳以上の高齢者
②基礎疾患（慢性閉塞性肺疾患、慢性腎臓病、糖尿病、高血圧、心血管疾患）
を有する者で治療
を受けている者
対象となる検査及び助成金額 下記検査のうちいずれか１回限り
PCR検査 : 20,000円上限
抗原定量検査 : 7,500円上限
申請方法
①65歳以上の方は、検査を実施したことを証明する書類の写し、領収書（原本）
、
申請者名義の口座の写
し、印鑑をお持ちになり、検査日から30日以内に子育て支援課へ申請してください。
②基礎疾患を有する方は、基礎疾患にり患している証明が必要となりますので、事前に子育て支援課へ
お薬手帳もしくは内服されている薬の説明文書を用意してご相談ください。
検査を希望される方は、事前に医療機関へ予約し、住所、年齢、
または基礎疾患が証明できるものを
持参・提示し、検査を受けてください。
問子育て支援課（1階2番窓口） ☎25-0110

みんなで一緒に 手話 を学ぼう!

20回

●第

［ 安心］

➡
QRコードを読み込むと動画で
手話を確認できます。

両手掌を上に向けて指先
を向き合わせて、

地域おこし協力隊の
みや し た はるあき

宮下 遥明
宮下
遥明 です!

胸に沿って下ろします。
この表現には「安全」の意
味もあります。

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

東京にある映像制作の会社に6年勤めた後「地元で働きた
い！」
と一念発起し、10年ぶりに秩父地域に帰ってきました！
様々な企業の映像制作を500件ほど担当し、企画から、構成、
撮影、編集まで、映像制作の全ての工程をマルチに経験してき
ましたので、町や秩父地域を
「映像の力」
で盛り上げます！
！
「動画」
「映像」
「カメラ」等で疑問や相談がありましたら、お気
軽に宮下までご相談ください！
問まち経営課（2階8番窓口） ☎25-0112

横瀬町の市外局番は
（ 0494）です
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大人の風しん抗体検査・予防接種(任意接種)について
県風しん抗体検査事業

県では、先天性風しん症候群の予防と風しん感染拡大防止のため、令和3年3月31日までの間、対象となる
方は無料で風しん抗体検査を受けられます。
ご希望の方は、県ホームページで内容をご確認のうえ
「検査申込書」
を印刷し、
「検査実施医療機関」から希
望する医療機関に事前に連絡してください。
※印刷ができない場合には、子育て支援課までお越しください。
対象者 検査日時点で県内の市町村（さいたま市、川越市、越谷市および川口市は除く。
）に住民登録がある
方で、次の①または②に該当する方。ただし、過去に風しん抗体検査を受けたことがある方、明らかに風しん
の予防接種歴がある方、風しんの既応歴がある方、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日の間に生まれた男
性を除きます。
① 妊娠を希望する16歳以上50歳未満の女性と同居の方
② 妊婦健診の結果、抗体価が低い（H I 法で32倍未満、E I A 法で8.0未満）
と判明した妊婦と同居の方

風しん予防接種費用助成事業

町では、風しんの抗体価が低い対象者に対し、風しん予防接種（任意接種）費用の助成を行っています。た
だし、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性の方は、定期接種の該当となりますので、
この事業
は対象外です。
対象者 予防接種を受けた日と助成金の申請日において町内に住所を有する方であって、風しん抗体検査
(接種日の前 1 年以内に受けた者に限る。)の結果、抗体価が低いと判断された方で、次のいずれかに該当す
る方。ただし、風しんにり患したことがある方や過去に予防接種を受けたことがある方は除きます。
① 妊娠を予定または希望している女性で16歳以上50歳未満の方とその配偶者の方
※事前に県が実施する抗体検査事業等の結果が必要です。
② 風しんの抗体価が低い妊婦の配偶者の方
助成額等 助成金の額は、風しんワクチンの区分に応じ、次のとおりの額です。ただし、予防接種に係る費用
の額が助成金の額に満たない場合は、
その実費額とします。
① 風しん単抗原ワクチン 3,000円
② 麻しん風しん混合ワクチン 5,000円
申請の手続き 予防接種を受けた日の属する年度の3月末日までに次の①～⑤の書類により、子育て支援課
へ申請してください。
① 風しん予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第 1 号)
② 風しん抗体検査結果の写し
③ 予防接種を受けたことを証明する書類(予診票の写し・接種済証等)
④ 予防接種にかかった費用を証明する書類(領収書・明細書等)
⑤ 風しんの抗体価が低い妊婦の配偶者の方は、お二人の氏名が記載された母子健康手帳の写し
問子育て支援課（1階2番窓口） ☎25-0110

妊婦特別給付金の申請受付中！
町では、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、出産や育児に不安を抱える妊婦に対し、安心
して生み育てることができるよう、妊婦特別給付金を支給しています。
支給対象者 次の①と②のいずれにも該当する方
①令和2年4月27日(以下「基準日」
という。)現在、妊娠中の方、
または基準日から令和3年3月31日までに母子
健康手帳の交付を受けた妊婦
②町内に住所を有する方
支給額 妊婦 1 人につき10万円

受付期間 3/31（水）
まで
問子育て支援課（1階2番窓口） ☎25-0110
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月曜・祝日・年末年始休館

月曜・祝日休館 問公民館 ☎22-2267

柳
川
◆髙田

哲郎 選

コロナ鬱ブルーな日々も視線上げ

月曜・年末年始休館 問町立図書館 ☎22-2267

加藤

推薦
図書

孝全

横田賭司楼

玉井

八木原千恵

タミ

八木原優子

浅見

悦子

茂

小泉

邦子

赤岩

斉藤

斎藤トシ子

あき

イヨ

島田

町田

由江

中川美也子

町田

参加費 1,200円
（当日集金）1ホール・箱つき
（当日集金）

信子

定員 16名

新井

講師 社会福祉法人清心会さやかグループ 井上 弘子 先生

11/15（日）開催
秋・・・東林寺の静かな本堂で瞑想し、
ヨガでカラダをほぐす、
究極のリラックスタイムを過ごしました。
仕事に追われ、家事に追われ、その隙間にスマホを触り、常に
情報に追われ休む時間が取れない方たちにとってはかけがえの
ない時間となりました。

「埼玉・教育ふれあい賞」
を
受賞しました
令和2年度「埼玉・教育
ふれあい賞」を横瀬中学
校と横瀬町公民館が受賞
しました。これは「彩の国

「年末役立つ、おそうじ」特集

令和2年度
『町民文化祭』が
開催されました !
10/30（金）から11/1（日）
までの3日間、町民文化祭を作品
展示を中心に開催しました。

教育週間（11/1～7）」に合

秋晴れのなか、多くの皆さまにご来館いただき、各サーク

わせて、
日々の教育活動に

ルをはじめ、町内の子どもたちや各種団体の皆さんの力作を

積極的に取り組んでいる

ご観覧いただき、楽しいひとときを過ごすことができました。

県内の学校・団体を表彰

また正面玄関エントランスでは、青空のもと、
よこぜシニア

するもので、本年度は35

グリークラブとグルーポ・パンカリータスの皆さんによる、
「月

団体が表彰されました。

１まちかどコンサート」が行われ、町内に向け
『元気』
を発信し

横瀬中学校は「よこらぼ
を通じたキャリア教育」、

横瀬町の市外局番は
（ 0494）です

●12月特設コーナー●

町田 昌子 さん

●健康の公民館講座
「寺ヨガ＆瞑想 in 東林寺」

ていただきました。
今年は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、舞台

横瀬町公民館は「幼児・児

公演の発表は中止になりましたが、多くの皆さまにご来館い

童を中心とした家庭教育支援」の取組がそれぞれ評価されま

ただき、大変励みになりました。今後も文化協会会員一同、な

した。今後もより一層の取組充実に努めてまいります。
問教育委員会（2階6番窓口） ☎25-0118

お一層、
日々の練習に取り組んでまいります。ありがとうござ
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工藤 ノリコ 著●白泉社

★12月のナイトライブラリー 2・9・16・23日
★ 年末年始休館日 12/28～1/4

☎22-2267

公民館講座を開催しました！

ノラネコぐんだん ケーキをたべる
大 人 気シリーズ 最 新 作 は、
ケーキ屋さんが舞台！マーミー
ちゃんの 活 躍 や お いしそうな
ケーキの数々も必見です。

申込 12/1(火)から
問・申込先 町民会館

●土曜ミュージアムトークオンライン
根古屋地区の地名に残る戦国の記憶講座
根古屋地区に残る
「早道場」
、
「けんむし坂」
、
「三貫目」の3つの
地名を取り上げて、戦国時代由来の地名であることを分かりや
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。
動画の内容についてご質問などございました
ら、教育委員会までお問い合わせください。
問教育委員会（2階6番窓口） ☎25-0118

横瀬
書道
サー
サ
ー
サークル

日時 12/24（木）10：00～13：00
場所 町民会館 調理実習室

古米から食って新米を古くする

過疎の町濡れた路線に浮かぶ錆

小石川邦二

市憲

新案を次々浮かぶ詐欺頭︵主犯︶

知
音

秋ナスとおっきりこみの味の良さ

大野たかお

24日はクリスマス・イブ♪手作りのケーキでパーティを…

ｐ ｃｒ 国は金出せ人も出せ

●暮しの公民館講座
「手作りクリスマスケーキ」

鯉甲

申込 12/1(火)から

岸岡

参加費 1,300円
（当日集金）

安倍辞任石破嫌いで菅総理

定員 30名

信子 選

講師 ハンドメイドデザイナーMIMA

◆新井

場所 町民会館 美術工芸室

歌
短

日時 12/20（日）10：00～・13：00～

影を踏む追って又踏む影法師道化て映るは我の我なり

素敵に新年を迎えよう♪1年の家族の幸せを願って♬

やはらかに流るる水のやう真の富をも説かん福慈の岳君

●趣味の公民館講座
「手作りおしゃれ門松」

秋霖もあがりてあおぐ朝の空雲ひとつなきどこまでも青

申込 12/1(火)から

誘われ野に出てゆかば吾亦紅音符おどりて秋を奏でる

※味噌樽持参の方は1,300円

曽孫抱く肌に伝わる暖かさ溢れんばかりの秋の夕暮れ

参加費 2,000円
（当日集金、味噌樽込、秩父大豆白光2kg使用）

暑き日日は蝉から虫の鳴き声へバトン渡して秋は清かに

定員 15名

取り込みし胡麻の葉を捥ぎ束にする単調なれど疲れる作業

講師 よこぜふれあい大豆畑の会

道の辺に野菊の花の咲き匂うやがて暮れゆく秋思いおり

場所 町民会館 調理実習室

虫の音に酷暑の夏もうすれゆきいつしか夜具を重ねる朝

てみませんか！
日時 12/17（木）
・18（金）
・19（土）10：00～ 全3回

爪先に冷たさ覚ゆ今朝の床猛暑凌ぎて彼岸となりぬ

世界にたったひとつ、
自分だけの「味噌」づくりにチャレンジし

孫の歌うピアノの音が流れくる懐かし吾の母校の校歌

●暮しの公民館講座
「味噌づくり」

宇根の地のいづこで眺めし貴船菊昭和にゆかりの花咲き継ぎぬ

公民館講座・参加者募集

問歴史民俗資料館 ☎24-9650

いました。
（寄稿：横瀬町文化協会 関口 静子）
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よこ ぜ 情 報 掲 示 板
お知らせ

w i t hコロナよろず相談受付中（事業者向け）
コロナ禍における経営上のお困りごと、
補助金関連、
コロナ
後の経営の進め方など、
中小企業診断士が相談を受け付けま
す。
相談は無料です！ぜひお気軽に何でもご相談ください。
日程 ［横瀬会場］毎週水曜日 9：30～16：30
役場3階第1委員会室
［秩父会場］毎週木曜日 9：30～16：30
秩父地場産業振興センター5階談話室
相談員 中小企業診断士 海老沼 彰 氏
対象 秩父地域の事業者・創業予定者等
費用 無料
問・申込 要事前予約
（一財）地場産業振興センター ☎25-0088

放送大学入学生募集のお知らせ
放送大学では2021年4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2/28（日）、第2回3/16（火）
問放送大学埼玉学習センター ☎048-650-2611

人権啓発イベント
「ヒューマンスクウェアオンライン
IN SAITAMA」の開催について
人権尊重社会をめざす県民運動強化週間の事業として
オンラインで人権啓発イベントを開催します。
本イベントは人権メッセージ配信や人権啓発パネル、ポ
スターのWEB展示等を通じて人権意識の向上を図ることを
目的としております。
日時 12/4（金）0：00～12/10（木）24：00（予定）
開催方法 オンライン特設サイト
テーマ インターネットによる誹謗中傷
問埼玉県人権推進課 ☎048-830-2258

部落差別の解消の推進に関する法律」は
平成28年12月16日から施行されています。
同和問題（部落差別）
とは、
日本社会の歴史的過程で形づ
くられた身分差別により、
日本国民の一部の人々が長い間、
経済的、社会的、文化的に低位の状態を強いられ，今なお日
常生活の上で様々な差別を受けるなど、我が国固有の重大
な人権問題です。
残念ながら、今なお、
こうした人々に対する差別発言、差
別待遇等の事案のほか、差別的な内容の文書が送付された
り、インターネット上で差別を助長するような内容の書込み
がなされるといった事案が発生しています。
差別や偏見に基づくこうした行為は、他人の人格や尊厳
を傷つけるものであり、決して許されないものです。部落差
別等の同和問題を正しく理解し、一人ひとりの人権が尊重
される社会の実現を目指しましょう。
問総務課 ☎25-0111

横瀬町の市外局番は
（ 0494）です

ビジネススキル向上セミナー開催（全3回）
ビジネスマナーの基礎、
コミュニケーション力アップなど
ビジネススキルにポイントを当て、就職活動に役立てるセ
ミナーを開催します。
日時 1日目 12/ 1（火）13:30～15:30
2日目 12/ 8（火）13:30～15:30
3日目 12/15（火）13:30～15:30
場所 エリア898
講師 M＆Mコンサルティング 宮前昌美氏
対象 秩父地域求職者
定員 20名
費用 無料
※筆記用具・マスクをご持参ください。
問・申込 ちちぶ雇用活性化協議会 ☎26-7691

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 1/13（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

事業主の皆さまへ 労働保険のお知らせ
労働保険料（労災保険・雇用保険）の第3期分の納期限は
2月1日です。
納付書につきましては、納期限の10日前頃に該当事務所
へ郵送します。
また、保険料納付については口座振替が便利です。
問埼玉労働局労働保険徴収課 ☎048-600-6203（FAX6223）

女性活躍支援セミナー開催（全3回）
職探しの基礎、自分らしい働き方のヒント、面接対応な
ど女性の活躍を応援するセミナーを開催します。キッズス
ペースを設けますので、子育て中の女性も参加できます。
日時 1日目 12/ 4（金）13:30～15:30
2日目 12/11（金）13:30～15:30
3日目 12/22（火）13:30～15:30
場所 影森公民館ホール
講師 道㈱ 代表取締役 自覚 真由美氏
M＆Mコンサルティング 宮前 昌美氏
ホライズン・コンサルティング㈱
代表取締役 小林 毅氏
対象 秩父地域求職者（女性に限らない）
定員 20名
費用 無料
※筆記用具・マスクをご持参ください。
保育が必要な方は事前に相談ください。
問・申込 ちちぶ雇用活性化協議会 ☎26-7691

広報よこぜ 21 2020・12

YOKOZE
information

イ ベ ント

県立小鹿野高等学校の公開講座
①オリジナルキャンドル作り
日時 1/7（木）14:00～16:00
対象 小・中学生
定員 10名程度
②葉脈標本を作ろう！
日時 1/6（水）10:00～12:00
対象 小・中学生
定員 5組程度
③国旗から見る世界
日時 1/6（水）13:00～14:00
対象 どなたでも可
定員 20名
④身近な生き物の細胞を観察しよう！
日時 1/7（木）14:00～16:00
対象 どなたでも可
定員 5組程度
各講座実施日の5日前（土日・祝日の場合は前日）
までに電
話で申込。詳細はホームページにて。
※小さいお子様の参加は保護者同伴が必要
問・申込 県立小鹿野高等学校 ☎75-0205（平日9:00〜16:30）

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 12/19（土）18:00開演
場所 エリア898
講師 webディレクター×イラストレーター
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
●天然の氷壁を見に行こう
日時 ①1/24（日）
・②1/31（日）10：00～14:00
参加費 500円（昼食付き）
対象 小学生以上（小学生は保護者同伴）
定員 各日10人（申込順）
申込期限 ①1/17（日）
・②1/24（日）
※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
あしがくぼの氷柱 ボランティアスタッフ
「あしがくぼの氷柱」のボランティアスタッフを募集します。
今年度は新型コロナウイルス感染症対策を講じたうえで、開
催します。
このイベントはボランティアスタッフによって支え
られ成り立っている事業です。ぜひ多くの方々のご協力をお
願いいたします。
ご協力いただける方は、
ブコーさん観光案
内所までお気軽にご連絡ください。12月中にボランティアス
タッフ向けに説明会を予定しております。
令和3年の氷柱開催期間 1/8（金）～2/23（祝・火）
内容 お客様の誘導、発券業務、会場内の清掃 等
※今年度は会場内でのおもてなし
（飲み物の無料配布）は
行いません。
時間
午前の部8：30～12：30ごろ／午後の部12：15～16：30ごろ
夜間の部16：00～20：30ごろ
（夜間は金土日・祝日のみ）
問横瀬町観光協会（ブコーさん観光案内所）
☎25-0450 FAX 25-5450
E-mail yokozekanko＠gmail.com

元気になるレクリエーションを学ぼう 参加者募集!!
日時 1/29
（金）
10：00～16：00
場所 総合福祉センター2階研修室
内容 地域活動や家族友人との交流に役立つレクリエー
（内容が変更される場合があります）
ションのコツが手軽に学べます。
講師 CoCoLa（カンファタブル・コミュニケーション研究所）
代表 小久保信幸 氏
参加費 昼食代500円
（当日集金）
募集人数 15名 町内在住で福祉活動に興味のある方
申込み 1/22(金)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

秩父ミューズパーク音楽堂
『スタインウェイを弾いてみよう』
世界3大ピアノと呼ばれる
「スタインウェイ」をどなたでも
気軽に演奏できる機会を設けました。
「スタインウェイ」
と
「ヤ
マハ」の２種類を舞台に設置し、弾き比べもお楽しみいただ
けます。
日時 12/21（月）～ 1/31（日）
場所 秩父ミューズパーク音楽堂
時間区分 ①９:00～9:55
②10:00～10:55
③11:00～11:55 ④13：00～13:55
⑤14:00～14:55 ⑥15:00～15:55
⑦16:00～16:55
人数 1組5名まで（演奏者、関係者含む）※時間区分内交代
なし。
料金 一般3,000円、学生2,000円（高校生まで）／1区分
55分
※連続2区分まで。中学生以下は付き添いが必要。演奏者全
員学生の場合は学生料金。
持ち物 マスク、
タオル
問・申込 12/16（水）9:00～
秩父ミューズパーク管理事務所 ☎25-1315
【注意条件】
◆利用時間は準備・片付けを含み、発表会形式やレッスン、
営利目的での使用等は不可。調律は実施しない。
◆弦楽器、打楽器の持込み伴奏は可。声楽及び管楽器の使
用禁止。
◆ホール内飲食、関係者以外ホール入場禁止。
◆キャンセル不可。音楽堂・野外ステージのガイドラインを
遵守。
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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

●行政相談

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 12/8（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

●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

●法律相談 ※要電話予約

日時 12/17（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。

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

※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

秩父保健所

●消費生活・多重債務相談について

社協定例相談

●ひきこもり専門相談 ※要電話予約

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）

町定例相談
※要電話予約

日時 1/5（火）13:30～15:45
秩父保健所 ☎22-3824

●心配ごと相談

日時 12/22（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。
※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。

●結婚相談 ※1週間前までに要電話予約

日時 12/16（水）
・1/20（水）18:00～19:00
場所 町民会館
社会福祉協議会 ☎22-7380

2020年12月 秩父郡市休日急患当番医表

6日

13日
20日
27日

医師会休日診療所（内・小）
熊木町 ☎23-8561

31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

大谷津医院（内・小）

阿保町

☎22-6329

小鹿野中央病院（内）

小鹿野町

南須原医院（内・外）
健生堂医院（内・外）

長瀞町
東町

秩父市立病院

桜木町

☎23-0611

☎75-2332

皆野病院

皆野町

☎62-6300

☎66-2038
☎22-0270

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

12/10近藤医院

日野田町

☎22-0043

☎23-0611

秩父市立病院

桜木町

☎23-0611

和泉町
水 秩父病院
桜木町
秩父市立病院
木
皆野町
12/10 皆野病院
桜木町
金 秩父市立病院
皆野町
12/5・19 皆野病院
土
12/12・26 秩父市立病院 桜木町

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

☎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。
―熱があるときの受診のしかた―
・発熱などの風邪症状があるときは、受診の前に必ず電話を。
・かかりつけ医がある方は、かかりつけ医に電話して相談して下さい。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仰いでください。

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

◦19件（－3）
◦1人（±0）
◦27人（－2）
◦127件（－9）

事故死ゼロ 207日

在宅歯科休日歯科診療当番医 応急処置
診療時間（10:00～13:00）

（2020年₁月₁日～₁₀月₃₁日）

（2020年₁月₁日～₁₀月₃₁日）

器物損壊 ◦
暴行 ◦
窃盗 ◦
詐欺 ◦
その他 ◦

2件
2件
4件
1件
3件

31日 てしがはら歯科医院 吉田久長 ☎77-2218

▶固定資産税

納税 ▶介護保険料

▶後期高齢者医療保険料
納期限 : 12/25㊎

第3期
第6期
第6期
第6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。

12月の ▶国民健康保険税

12

28㊊

26㊏

29㊋

12㊏・26㊏

14㊊・28㊊

12㊏・26㊏

10㊍・24㊍

11㊎・25㊎

11㊎・25㊎
8 ㊋・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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発達障害者就労支援センター（ジョブセンター）
について

令和2年7月10日(金)から法務局(本局・支局)における
「自
筆証書遺言書保管制度」が始まりました。
本制度は、自筆証書遺言書を作成した本人が法務局(本
局・支局)に遺言書の保管を申請できる制度です。保管制度
を利用すると、遺言書の紛失、隠匿および改ざん等を防止
することできます。
なお、従来どおり、自筆証書遺言書を自ら保管することも
できますし、公証役場における公正証書遺言を作成するこ
ともできますので、それぞれの特徴を踏まえて、
ご判断くだ
さい。
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秩父支局 ☎22-0827
（平日：8：30～17：15まで）

県では、発達障害に特化し、就労相談から職業能力評価、
就労訓練、就職活動支援、職場定着までを支援する
「発達障
害者就労支援センター（ジョブセンター）」を運営していま
す。
同センターでは、発達障害のために就労が困難な人の就
労を支援し、それぞれの得意な分野でこれまでに500人以
上が就職しています。
対象 医師の診断や障害者手帳の有無に関わらず、発達
障害の特性を持ち、その自覚がある方で企業等への一般就
労（障害者雇用枠での就労を含む）を希望している方。ただ
し、障害福祉サービスの就労移行支援を利用して訓練を受
ける際には、医師の診断および市町村による障害福祉サー
ビスの受給決定が必要です。
場所
①ジョブセンター川口
川口市西川口1-9-8 スカイコート西川口第5 2F
【交通】西川口駅西口下車徒歩3分 ☎048-299-2070
②ジョブセンター草加
草加市氷川町2101-1 シーバイオビル 3F
【交通】草加駅西口下車徒歩1分 ☎048-929-7600
③ジョブセンター川越
川越市脇田本町9-1 長谷部ビル 3F
【交通】川越駅西口下車徒歩5分 ☎049-249-8772
④ジョブセンター熊谷
熊谷市桜木町1-137 サンライズ桜木・堀口第二ビル4F・5F
【交通】熊谷駅南口下車徒歩1分 ☎048-501-8917
問各ジョブセンター

林退共は昭和57年に発足した林業界で働く方のために
国が作った退職金制度です。
●掛金は、税法上について、法人では損金、個人企業では
必要経費となります。
●掛金の一部は国が免除します。
●雇用事業主が変わっても退職金は企業間を通算して計
算されます。
問独立行政法人勤労者退職金共済機構
林業退職金共済事業本部 ☎03-6731-2889

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。

7 ㊊・19㊏

information

預けて安心！法務局における自筆証書遺言書保管制度

林業退職金共済制度（林退共）
について

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）

よこ ぜ 情 報 掲 示 板

YOKOZE

年末年始のごみの収集・処理業務
および斎場業務について

年末年始の
し尿くみ取りのご案内

年末年始における業務は、下記のとおりとなります。皆様のご協
力をお願いします。
業務区分
年末
年始
12/31（木）収集予定地 1/4（月）収集予定地区から
通常どおり収集
ごみ収集業務 区まで通常どおり収集
収集日は「ごみカレンダー」
でご確認ください。
○
12/28（月）
○
29（火）
1/4（月）から
○
30（水）
ごみの持込み
×
31（木）
9:00～12:00
持込み受付時間
13:00～16:00
火葬業務
12/31（木）
まで
1/3（日）から
霊柩車業務
12/31（木）
まで
1/4（月）から
ごみは、収集日当日の朝 8 時までに必ず出してください。
収集した後にごみを出されると、
ごみ収集場所の周辺の方にご迷惑
をおかけすることになります。お互いにルールを守って、環境美化にご
協力ください。
問秩父広域市町村圏組合業務課
☎24-8050
可燃ごみ（秩父クリーンセンター） ☎24-8050
不燃ごみ（秩父環境衛生センター） ☎23-8921
火葬（秩父斎場）
☎23-1678

年末は、
し尿くみ取りの依頼が集中し、
ご希
望に応じきれない場合がありますので、12/9
㈬までに㈲伊藤衛生社（☎ 62-0528）に直接
お申し込みください。
なお、年内のし尿、浄化槽汚泥の収集業務
は土、日曜、祝日を除く12/28㈪の12:00まで
行い、年始は1/4㈪から電話受付、収集作業
を開始します。
問振興課（1階5番窓口） ☎25-0114
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◎清流園の受入態勢について
年末12/28㈪の14:00まで、年始は1/4㈪か
ら受入。
問秩父市環境部 清流園 ☎54-0232

横瀬町の市外局番は
（ 0494）です

百歳のお祝い
新井ヨシさん（大正9年11月15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。

瑞宝双光章を受章
11/3（祝・火）、令和2年秋の叙
勲で元横瀬町消防団長の町田
恒夫さんが瑞宝双光章を受章
されました。
町田さんは、昭和44年8月に
横瀬村消防団に入団以来39年
7カ月にわたり消防活動に精励
し、防火思想の普及、団員の育成強化に努める等、地域
の火災予防に大きく貢献されました。
これらの功績が認
められ、今回の受章となりました。

横瀬町消防団特別点検を
実施しました
令和2年度横瀬町消防団特別点検を、11/8（日）横瀬小
学校第2グラウンドで実施しました。
コロナ禍で規模を縮小し、マスクを着用しての実施と
なりましたが、点検者である富田町長のもと、統率のとれ
た部隊点検、機械器具点検等が行われ、規律ある横瀬町
消防団の姿を披露しました。
これから火災の発生しやすくなる冬の季節を迎えま
す。皆さん、火の取
扱いには十分注意
しましょう。

川東老人クラブによる清掃活動が
行われました
10/3（土）、川東老人クラブの皆さんにより13区地内に
ある顕彰碑の清掃活動と、その付近のごみ拾いなどを行
いました。
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田代 紗藍ちゃん
令和元年12月7日生
舜・千鶴夫妻（9区）
やなぎ

栁

か

の

果希ちゃん

我が家に
う♥
癒しをありがと

令和元年12月21日生
正紀・英惠夫妻
（12区）

!!

ぱいに育ってね

いっ
笑顔で元気

●「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.

629

2020年11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

3,168（ ＋2） 3,820（ ＋2） 3,853（ −6）

7,673（ −4）

3,357（ ＋1） 4,047（ ±0） 4,086（ −7）

8,133（ −7）

189（ −1）

秩父郡横瀬町大字横瀬4545番地

227（ −2）

☎25-0111㈹

233（ −1）

460（ −3）

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）

