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新 年 の ご あ い さ つ

横瀬町長

富田 能成

新年明けましておめでとうございます︒

町 民の皆 様におかれましては︑清々し く 新 年 をお 迎 えのこととお 慶び申 し 上 げ
ます ︒

昨年は︑
新型コロナウイルス感染症が世界中で猛威を振るい︑
人々の生活を脅かし続

けた１年として︑
歴史に刻まれるような年となりました︒町は︑
４月にホームページも

刷新し︑
色彩豊かな美しい風景の中に多様な幸せがある町〝カラフルタウン〟を目指す

第６次横瀬町総合振興計画をスタートさせました︒一 方で︑多くの事業やイベントで

計画変更を余儀なくされ︑
感染症対策︵経済対策なども含む︶
が最優先課題となりま
した︒

各 種 感 染 防 止 策︑
生 活 支 援 策︑
環境整備など︑
初めて遭遇するケースに素早くかつ

柔軟に対応することが求められ続けた１年︑
終わってみると実行に移した感染症対策

事 業は︑ 事 業にも上りました︒小さな自 治 体としては︑異 例ともいえるこの数の新

規事業を実施し︑
大きな事故なく１年乗り越えられたのは︑
三密を避けるなどの感染

拡大防止の協力︑
地域での助け合い︑
冷静な対応など︑
様々な面でご協力いただいた町

民の皆様のおかげです︒あらためて御礼申し上げます︒困難な年だったゆえに︑
支えあ

い︑
助け合いを大切にしてきた当町の良いところが顕在化した︑
あらためて振り返って
みると︑
そんな年だったとも感じます︒

今年は︑
引き続き感染症の影響には留意が必要で︑
困難な状況での新年スタートに

なりますが︑
横瀬小学校の新校舎建設開始︑
自宅から目的地まで利用できる予約型

︵デマンド︶乗り合い交 通の導 入︵ブコーさん号からの切り変 え︶等 多 様な事 業 展 開を

予定しています︒困難な状況だからこそ︑
前を向いて︑
〝ピンチ〟を〝チャンス〟
に変えて

いきたいと思います︒人口減少が続く未来を変えるため︑
当町は︑
現状でよしとせず︑

様々な﹁チャレンジ
︵挑戦︶﹂を続けてきました︒今年も︑
より良い町をつくるため︑
果敢

にチャレンジ
︵挑戦︶
してまいりたいと存じます︒本年もよろしくお願い申し上げます︒
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新年あけましておめでとうございます︒

皆様方におかれましては︑
ご清祥にて輝かしい新春を迎えられたこととお慶びを申
し上げます︒

常日頃より横瀬町議会に︑
ご理解とご協力をいただいておりますことに感謝と御礼
を申し上げます︒

さて︑昨年を振り返ってみますと﹁新型コロナウイルス感染症﹂により様々な変化と

危機を感じた １年でありました︒行事やイベントの中止はもとより︑
緊急事態宣言や

外出自粛などにより﹁かつての日常﹂は失われ︑
マスクの着用・三密を避けるなど︑
不自
由な生活を送られていると思います︒

そんなコロナ禍の中でも明るい話題もございました︒野球のスポーツ少年団﹁横瀬武

甲﹂が県大会で準優勝いたしました︒北部ブロック予選会の優勝並びに県大会の決勝ま

で進んだことは︑ 年ぶりの快挙でございます︒暗い話題が多かった２０２０年ではござ

いましたが︑
子供たちの頑張り︑
活躍は明るい希望であると同時に我々も元気に頑張

らなければいけないという叱咤激励をいただいたような気持ちになりました︒今後の
更なる活躍を期待するところでございます︒

りますようお願い申し上げ︑
年頭のご挨拶といたします︒

展に尽力をしてまいる所存でありますので︑町民皆様には︑
より一層のお力添えを賜

結びに︑
町民皆様から期待される議会運営を心掛け︑
議員一致団結し︑
横瀬町の発

もと︑
より良い校舎を適切な価格でと議会全体で注視してまいります︒

また︑
本年より︑
小学校の校舎新築工事が始まります︒
﹁子どもは町の宝﹂の思いの

ド感をもって対応してまいりました︒

ルス感染防止策・生活支援策等を審議するなど︑
町民皆様の生活を一番に考え︑
スピー

議会といたしましては︑
昨年は︑
お盆の８月 日に臨時会を開催し︑
新型コロナウイ

13
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横瀬町の市外局番は
（ 0494）です
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２
０
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横瀬町議会議長

内藤 純夫

会計年度任用職員とは、地方公務員法第22条の2第1項の規定に基づき任用される非常勤職員です。会計年度任用職員は、1会計
年度内（4月１日から翌年3月31日まで）
を任期とします。勤務形態によりフルタイム会計年度任用職員とパートタイム会計年度任用
職員として任用されます。
地方公務員法が適用されることから、地方公務員法第16条に規定する欠格条項に該当しない方が受験することができます。
主な仕事の内容

勤務場所

必要な資格

その他特記事項

窓口業務（住民票等の交付、公金の収納
芦ヶ久保出張所
事務）および一般的な行政事務
徴収・収税業務、窓口業務等

税務会計課

マイナンバ ーカード申請（出 張申請 含
む）等補助および住民異動届等に関する いきいき町民課
事務、窓口業務等
いきいき町民課および
特定健康診査等の事務補助
健診等実施会場
保健業務等の事務補助、窓口業務等

地域包括支援センター業務
健康づくり課

勤 務日は 指 定した
日
・介護支援専門員または社会福祉士の
資格
・普通自動車運転免許
・基本的なパソコン操作(主にWord・Excel
の文書作成や表計算処理等)ができる。
・福祉や介護に関心のある方
・普通自動車運転免許
・基本的なパソコン操作(主にWord・Excel
の文書作成や表計算処理等)ができる。
・普通自動車運転免許
・基本的なパソコン操作
（主にWord・Excelの文書作成や表計算
処理等）ができる。

要介護認定における認定調査および調査
票作成、介護保険事務補助、窓口業務等

母子保健業務の事務補助、窓口業務

主に母子保健業務全般

・普通自動車運転免許
・基 本 的 な パソコン操 作 ( 主 にW o r d・
Excelの文書作成や表計算処理等)がで
きる。

子育て支援課
（子育て世代包括支援セン ・保健師の資格
ター）
・普通自動車運転免許
・基本的なパソコン操作（主にWord・
Excelの文書作成や表計算処理等）がで
きる方

保育業務（クラス担任含む）
横瀬町保育所

・保育士の資格
・普通自動車運転免許

児童・幼児親子への遊びの指導等

横瀬児童館

・保育士、教員免許のいずれかの資格

児童の保育等

・資格は要しないが、保育士、社会福祉
士、教員免許のいずれかの資格や放課
横瀬児童館（学童保育室）
後児童健全育成事業の従事経験があれ
ば尚可

保育業務

農業委員会事務、企業支援対策事務、窓
振興課
口業務等
地籍調査業務の事務補助

学校教育（人事・学事・指導）業務

・普通自動車運転免許
・基 本 的 な パソコン操 作 ( 主 にW o r d・
Excelの文書作成や表計算処理等)がで
きる。

建設課

・小学校又は中学校教員免許（公立小中
学校の校長経験者）
・基本的なパソコン操作
（主にWord・Excel
の文書作成や表計算処理等）
ができる。
・基本的なパソコン操作
（主にWord・Excel
の文書作成や表計算処理等）
ができる。

教育委員会

学校事務の補助（会計処理、電話応対、校
横瀬小学校
務の補助業務）
広報よこぜ
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令和3年度
１．
募集職種と勤務形態等
募集
番号

担当課

職種

①

総務課 一般事務員

②

税務
一般事務員
会計課

③
④

いきいき
町民課

⑤

⑥

健
康
づ
く
り
課

⑨
⑩

子
育
て
支
援
課

募集
人員
2

保育所

勤務
日数
週2～3
日

勤務形態
曜日

勤務の時間

8：30～17：15（7時間45分）

週の
勤務時間
19時間30分

1

週4日

1

週4日

8：30～16：30（7時間）

1

年40日

9：00～16：00（6時間）

一般事務員

1

週3日

9：00～15：00（5時間）

15時間

介護支援専門員または社
会福祉士

1

週5日

9：00～15：00（5時間）

25時間

2

週3日

9：00～15：00（5時間）

15時間

1

週5日

9：00～12：00（3時間）

15時間

1

週3日

9：30～16：30（6時間）

18時間

1

週5日

9：00～17：00（7時間）

35時間

3

週5日
週3～5
日

月～土

7：30～18：30のうち7時間45分

38時間45分
15時間〜
25時間

4/1〜3/31

一般事務員
一般事務員

4/19〜
12/24

一般事務員

4/1〜3/31

保健師
保健師

保育士

31時間
28時間

4/1〜3/31

4/1〜9/30

保育士

⑪
⑫

任用
期間

介護認定調査員

⑦

⑧

会計年度任用職員募集

4/1〜3/31

8

7：30～18：30のうち5時間
7：30～11：30／14:30～18:30
（4時間）
9：00～17：00のうち6時間
・学校授業日12：45～18：45
・学校休業日等7：30～18：45
のうち6時間
・学校授業日12：45～18：45
・学校休業日等7：30～18：45
のうち5時間
・学校授業日12：45～18：45
・学校休業日等7：30～18：45
のうち4時間

⑬

保育士

2

週5日

月～金

⑭

児童厚生員

4

週4日

月～金

⑮

学童保育室児童指導員

3

週4日

2

週5日

3

週4日

1

週5日

8：30～16：30（7時間）

35時間

1

週3日

9：00～17：00（7時間）

21時間

2

週3日

8：30～17：15（7時間45分）

23時間15分

1

週5日

8：20～16：05（7時間）

35時間

⑯

児童館

学童保育室児童指導員
学童保育室児童指導員

⑰
⑱

振興課 一般事務員

⑲

建設課 一般事務員

⑳
㉑

4/1〜3/31

教
育
委
員
会

学校教育指導員
学校事務員（兼スクール
サポートスタッフ）

横瀬町の市外局番は
（︎0494）です

4/1〜3/31
4/1〜3/31

4/1〜3/31
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20時間
24時間
24時間

25時間
16時間

主な仕事の内容

勤務場所

必要な資格

その他特記事項
学校長期休業期間
は7：55～17：45の
うち7時間45分
学校長期休業期間
は7：55～17：45の
うち7時間45分

学級担任の補助、放課後等子ども教室指導
員、校務の補助業務
放課後子ども教室、長期休業中の子ども教
横瀬小学校
室の指導員
特別支援学級の支援、校務の補助業務
小学校学習指導員
中学校学習指導員
学校事務の補助（会計処理、電話応対、校
務の補助業務）
横瀬中学校
特別支援学級の運営支援
生徒・保護者からの相談業務、学級の運営
支援
町民会館業務の事務補助、窓口業務
横瀬町町民会館
図書館業務の事務補助、図書カウンター業
横瀬町立図書館
務
歴史民俗資料館業務の事務補助、窓口業
務
横瀬町歴史民俗資料館
一般事務補助、所蔵品資料整理事務

学校給食の配送業務、給食業務の補助

横瀬町学校給食調理場

・教員免許
・教員免許
・基本的なパソコン操作
（主にWord・Excel
の文書作成や表計算処理等）
ができる。

・普通自動車運転免許
・基本的なパソコン操作
（主にWord・Excel 月曜休館日
の文書作成や表計算処理等）
ができる。

・普通自動車運転免許（ただし、中型車 学校長期休業中勤
務なし
（8t）が運転できる方）

３.受験の手続きおよび受付期間
（1）提出書類 ・会計年度任用職員受験申込書(必ず自書し、所定の位置に写真1枚を貼付すること）
写真は、上半身脱帽正面向き、3カ月以内に撮影したもの、サイズは縦4cm×横3cmです。
・資格、免許の写し
（普通自動車運転免許の写しは除く）
（2）申込書の配布 各担当窓口および町ホームページ
（3）提出先 応募する職種の各担当課（郵送も可）
（4）受付期間 令和3年1月7日
（木）～29日
（金） 8：30～17：15（土・日曜日、祝日を除く。なお、町民会館は祝日、
月曜日を除
く）※郵送の場合は、1月29日
（金）必着です。
※提出された応募書類は一切お返ししません。提出書類により取得した個人情報は採用試験の目的以外には使用しませ
ん。
４.給料・報酬等
会計年度任用職員の給料・報酬は給与条例に基づき、
フルタイム会計年度任用職員(1週間の勤務時間が38時間45分)に
は給料（月額）が、パートタイム会計年度任用職員(1週間の勤務時間が38時間45分未満)には勤務時間に応じて日額または
時間額による報酬が支給されます。
また、任用6月以上かつ週15時間30分以上の勤務の場合は期末手当が支給されます。
なお、給料・報酬額は変動する場合があります。
５.休暇・福利厚生
（1）年次有給休暇、特別休暇等あり ※日数等は勤務形態により異なります。
（2）健康診断、
ストレスチェックあり ※勤務形態により異なります。
６.社会保険等の加入
健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険等の加入あり ※勤務形態により異なります。
問各担当課
その他会計年度任用職員制度全般
については総務課
広報よこぜ
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１．
募集職種と勤務形態等
募集
番号

担当課

㉒

学級支援員（兼放課後等
子ども 教 室 指 導 員 兼 ス
クールサポートスタッフ）

㉓

放課後等子ども教室
指導員

㉔

特別支援学級支援員

㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚

教
育
委
員
会

任用
期間

職種

募集
人員

勤務形態

勤務
日数

曜日

勤務の時間

週の
勤務時間

2

週5日

8：20～16：05（7時間）

35時間

3

週5日

13：40～17：40（4時間）

20時間

4/8〜3/25

1

週5日

8：20～13：20（5時間）

25時間

学習指導員
学習指導員
4/1〜3/31
学校事務員（兼スクール
サポートスタッフ）
学級支援員
4/8〜3/25
さわやか相談員
（兼学級支援員）
一般事務員

1
1

週5日
週5日

8：20～13：20（5時間）
8：20～13：20（5時間）

25時間
25時間

1

週5日

8：20～16：05（7時間）

35時間

1

週5日

8：20～16：05（7時間）

35時間

1

週5日

8：40～16：25（7時間）

35時間

4

週4日

8：30～17：15（7時間45分）

31時間

4/1〜3/31

㉛

図書館事務員

2

週3日

8：45～17：15（7時間30分）

22時間30分

㉜

一般事務員

2

週3日

8：30～16：45（7時間30分）

22時間30分

㉝

一般事務員

1

週2日

9：00～12：00（3時間）

6時間

㉞

一般事務員

1

週2日

12：45～16：45（4時間）

8時間

㉟

学校給食配送車運転手

2

週5日
（隔週勤
務）

10：00～15：30（4時間30分）

11時間15分

4/1〜3/31

2.試験日等
担当課および電話番号
募集番号と職種
総務課
☎︎25-0111 ①一般事務員

試験日
2/5（金）13:30～

☎︎25-0113 ②一般事務員

2月上旬※日時については
別途通知します。

税務会計課

2/4（木）
※具体的な面接時間につ
いては別途通知します。

いきいき町民課 ☎25-0115 ③④一般事務員

健康づくり課

子育て支援課

⑤一般事務員
☎25-0116 ⑥介護支援専門員または社会福祉士
⑦介護認定調査員
☎25-0110

⑧一般事務員
⑨⑩保健師

2/8（月）
※具体的な面接時間につ
いては別途通知します。

試験科目

場所

横瀬町役場
3階会議室

2/8（月）10:00～

振興課

☎25-0114 ⑱一般事務員

建設課

☎25-0117 ⑲一般事務員

書 類 選 考 および
2月上旬※日時については
面接試験を行い 横瀬町保育所
別途通知します。
ます。
2/1（月）、2/2（火）
横瀬児童館
13:00～順次
※選考結果は後
日受 験 者 に通 知
2/5（金）10:00～
します。
2/9（火）9:00〜

⑳学校教育指導員
㉕㉖学習指導員
㉑㉗学校事務員
☎25-0118 ㉒㉔㉘学級支援員
㉓放課後子ども教室指導員
㉙さわやか相談員
㉟学校給食配送車運転手

2/12（金）9:30〜
※具体的な面接時間につ
いては別途通知します。

⑪～⑬保育士
横瀬児童館

教育委員会

横瀬町
町民会館

☎22-2072

☎22-2267

⑭児童厚生員
⑮～⑰学童保育室児童指導員

㉚㉜㉝㉞一般事務員
㉛図書館事務員

横瀬町の市外局番は
（︎0494）です
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横瀬町役場
3階会議室

秩父いってんべぇウオーキング２Ｄａｙｓ
第17回目を迎える本大会は、2つの新コースに加え、長瀞コースをリニューアルしました。子どもから大
人まで楽しめる１市４町の特徴を活かした企画が盛りだくさん！皆さまのご参加をお待ちしております。
開催日 4/10㊏・11㊐（雨天決行） コース概要 各コースの詳細はお問い合わせください。
参加費 事前申込 1,500円（2日間） 当日申込 1,000円（1日ごと）
※未就学児、秩父地域在住・在学の高校生以下は無料。大会記念品贈呈。対象は事前申込者のみ。
※秩父地域1市4町在住の方は開催地特別料金として、事前申込（インターネット・直接申込のみ）に限り
1,000円とします。
申込方法 インターネット・電話・郵便・直接
※インターネットおよび電話申込は、大会開催が確定する3月上旬（予定）以降に参加費をお支払
いいただきます。
（推奨）
※募集要項は、市役所、吉田・大滝・荒川各総合支所、各町役場等公共施設においてあり ます。
事前申込期限 3/19㈮
1日目
（4/10㊏）
①アニメの舞台地めぐり・横瀬ファミリーコース
（5㎞）
受付・スタート●横瀬小学校 10:00〜11:00

2日目（4/11㊐）
⑤芝桜と武甲山のふもと・山歩きコース
（7km）New!
受付・スタート●秩父市役所前広場 10:00〜11:00

②江戸巡礼古道を辿り、今昔の聖地を巡るコース
（10km）New!
●
受付・スタート 秩父市役所前広場 10：00〜11：00

⑥新旧の橋くらべ・清流と秩父街なかコース
（10㎞）
●
受付・スタート 秩父市役所前広場 10:00〜11:00

③歌舞伎のまち・小鹿野伝統芸能コース
（18㎞）
受付・スタート●小鹿野小学校 9：30〜10：30

⑦荒川しだれ桜・浦山ダム内部見学コース
（19㎞）
受付・スタート●三峰口駅前 9：30〜10：30

※スタート会場まで秩父市役所前広場よりバスを運行
（バス運賃お一人様500 円）

⑧花の長瀞・ジオパークみどころ発見コース
（22Km）New!
受付・スタート●多世代ふれ愛ベース長瀞（上長瀞駅徒歩5分）
9：00〜10：00

④俳句の里・皆野吟行コース
（28㎞）
●
受付・スタート 皆野町役場 8：30〜9：30

＊ゴールはすべて秩父市役所前広場となります。

十分な感染症対策を行った上で大会を開催しますが、社会情勢により内容を変更、中止とする場合
があります。
ご理解とご協力をお願いします。
問秩父市観光課

☎25-5209

わくわくポイントを増やすチャンス！

秩父いってんべぇウオーキング２Days参加者に１ポイントプレゼント！
「秩父いってんべぇウオーキング２Days」に参加された方に、ポイントをプレゼントいたします。２日間の
うちいずれか１日の参加で１ポイント進呈いたします（２日間参加した場合も１ポイントです）
。
参加された方は、
「わくわくポイント事業ポイントカード」
と
「完歩された時に渡されるシール」
を健康づ
くり課へ持参してください。参加を確認し、
カードにスタンプを押印します。
まだカードを作られていない方
は、
この機会にぜひ参加してポイントを貯めてください！
※完歩された時に渡されるシールが無い場合は、ポイントをおつけすることができません。参加当日、
ゴー
ルで必ずシールを受け取ってください。
■ポイント付与期間：4/12（月）～23（金）、9：00～17：00（平日のみ）
問健康づくり課（1階3番窓口） ☎25-0116

あいサポーター研修受講者募集！

障がいについて理解し、
ちょっとした手助けをする
「あいサポーター」の養成研修を開催します。
日時 1/18（月）14:00～（90分程度）
会場 秩父市歴史文化伝承館 1階 研修室
定員 20名（参加費無料）
申込 1/12（火）
までに健康づくり課または秩父市社会福祉協議会へ連絡
問健康づくり課（1階3番窓口） ☎25-0116 ／ 秩父市社会福祉協議会
広報よこぜ
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1

！
8 金 あしがくぼの氷柱オープン！

今回は、特別イベントとして、
「伝統芸能×プロジェクションマッピング」を予約制で行います。
ダイナミックで
幻想的な世界をお楽しみください。
新型コロナウイルス感染症対策のため土・日・休日は時間帯により事前予約となりますのでご注意ください。
マスクの着用など感染予防対策へのご協力をお願いします。
あしがくぼの氷柱HP
会場はとても寒く、足元の悪い高低差もあります。暖かい服装でお出かけください。
▼
1/8（金）～2/23（火・祝）9:00～16:00（情勢により変更となる場合もあります）
※金曜～日曜・祝日9:00～20:00（入場19:30まで）
ライトアップ18：00～20：00
環境整備協力金 300円（中学生以上）
期間

特別イベント 伝統芸能×プロジェクションマッピング開催日
（事前にチケット購入が必要）
入場料 各500円（大人子供同一料金、未就学児無料）
チケット購入フォーム
1/30（土）武甲山御嶽神社里宮太々神楽保存会
▼
1/31（日）苅米太鼓會
2/6（土）宇根社中
2/7（日）芦ヶ久保獅子舞保存会
各19:30開場
※氷柱会場は西武秩父線芦ケ久保駅から徒歩10分。公共交通機関をご利用ください。
問横瀬町ブコーさん観光案内所

☎25-0450

E-mail yokozekanko＠gmail.com

「人権標語表彰式・人権教育映画鑑賞会」を開催しました
12/20（日）
、町民会館において、人権標語表彰式と人権教育映画鑑賞会
が開催され、人権標語特選作品として選ばれた方に賞状と記念品が授与さ
れました。
映画鑑賞会では、老いと家族の絆を描いた作品、
「長いお別れ」
を上映し
ました。
「人権標語の選考結果について」
青少年育成町民会議、人権教育推進協議会、教育委員会の共催による
「人権標語」
を募集したところ、739人の
方から1,035作品の応募をいただき、厳正な審査の結果、特選10作品、入選21作品が選ばれました。
特選作品
だれだって ひとりひとりが たからもの

小川名羽詩さん
［横小１年］

ぜったいしないよ させないよ 仲間外れやぼう力を！

本峯 綸晟さん
［横小２年］

悪口は 言わない聞かない 言わせない

武藤 叶多さん
［横小３年］

思いやり 笑顔でとどく 君の声

岡崎 梨花さん
［横小４年］

思いやり 明るい未来へ 架ける橋

小泉 陽菜さん
［横小５年］

大丈夫？ やさしい声かけ 救いの手

千島 羽未さん
［横小６年］

コトバはね 誰かの人生 変えるもの

久永 夏美さん
［横中１年］

個性を生かし作る未来 私らしく あなたらしく

楮本 にこさん
［横中２年］

匿名で 油断してない？ 言葉遣い

小室 珠涼さん
［横中３年］

コロナでも 心と心は いつも密

島野 真一さん
［一般］

問教育委員会（2階6番窓口） ☎25-0118
横瀬町の市外局番は
（︎0494）です
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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5回横瀬町議会臨時会が11月30日
（月）に開催されました。審議結果は次のとおりです。

●町長提出議案
議案番号

議案第50号

件名

審議結果

横瀬町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

原案可決

令和2年第6回横瀬町議会定例会が、12月11日
（金）から14日
（月）にかけて開催されました。審議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

議案第51号

横瀬町議会議員及び横瀬町長の選挙における選挙運動の公営に関する条例

原案可決

議案第52号

横瀬町国民健康保険税条例の一部を改正する条例

原案可決

議案第53号

横瀬町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正
する条例

原案可決

議案第54号

令和２年度横瀬町一般会計補正予算（第5号）

原案可決

議案第55号

令和２年度横瀬町国民健康保険特別会計補正予算（第3号）

原案可決

議案第56号

令和２年度横瀬町介護保険特別会計補正予算（第2号）

原案可決

議案第57号

令和２年度横瀬町後期高齢者医療特別会計補正予算（第2号）

原案可決

議案第58号

令和２年度横瀬町下水道特別会計補正予算（第2号）

原案可決

議案第59号

令和２年度横瀬町浄化槽設置管理事業特別会計補正予算（第2号）

原案可決

●議員提出議案
発議第3号

防災・減災、国土強靭化対策の継続・拡充を求める意見書について

原案可決

■入札結果
開札日

11/10

担当課
建設課
総務課
建設課
建設課
建設課
まち経営課

開札日

落札（決定）金額
6,798,000
1,870,000
10,450,000
16,280,000
21,780,000
7,909,000

落札（決定）者
㈱南建設
㈱四方田電気工事
㈱大場建設
㈱スポーツテクノ和広
㈲平沼建設
向井建築㈲

工事等の名称
横瀬町町民会館トイレ改修工事

入札方法
指名

落札（決定）金額
2,695,000

落札（決定）者
㈱キシオカ

落札（決定）金額
46,090,000
3,498,000

落札（決定）者
㈱大場建設
㈲平沼建設

（単位：円）

予定価格
2,761,000

11/20

担当課
建設課
振興課

開札日

（単位：円）

入札方法
予定価格
指名
非公表
指名
2,098,800
指名
11,086,900
指名
20,270,800
指名
22,709,500
指名
9,870,784

11/12

担当課
建設課

開札日

工事等の名称
町道3208号線外測量設計業務委託
本庁舎等ＬＡＮ回線整備工事
町道3457号線改修工事
横瀬町町民グラウンド防球ネット改修工事
14区地内川東汚水支線316工事
横瀬町旧学校給食調理場解体工事

工事等の名称
町道３１７５号線改築工事（２工区）
寺坂棚田遊歩道整備工事

（単位：円）

入札方法
予定価格
指名
47,727,900
指名
4,000,000

11/25

担当課
建設課

（単位：円）

工事等の名称
入札方法
横瀬町マンホールポンプ場非常通報装置回線切
指名
替工事

予定価格

落札（決定）金額

8,775,800

8,250,000

※予定価格および落札（決定）金額は税込みです。

落札（決定）者
㈱四方田電気工事

まち経営課（2階8番窓口） ☎25-0112
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地域で防ごう！ 高齢者虐待
〈高齢者虐待とは〉
殴る、
蹴る、
無理やり食事を口に入れる、
ベッドに縛り付けるなど、
高齢者に暴力行為を加えること。

①身体的虐待

②ネグレクト
（介護や世話の放棄・放任） 水分や食事を与えない、必要な医療・介護サービスを使わせないなど、
高齢者の養護を著しく怠ること。
怒鳴る、無視をする、嫌がらせをするなど、高齢者に心理的外傷を与える言動を行うこと。

③心理的虐待

人前で排泄行為をさせる、
おむつ交換をするなど、
高齢者にわいせつな行為をする・させること。

④性的虐待

⑤経済的虐待 日常生活に必要な金銭を使わせないなど、高齢者の預貯金や年金を本人の合意なしに使用した
り、財産を不当に処分したりすること。

〈高齢者虐待の背景（要因）〉
●高齢者

心身機能の低下による介護の必要性の増加、介護サービスの利用拒否など

●介護者

介護負担による心身のストレスや介護等に対する知識不足、介護者自身の価値観のこだわりなど

●その他

高齢者と介護者の折り合いの悪さ、協力者・相談者がいない（介護者の孤立）、生活に必要な情報が手
に入らないなど

〈地域で見守りを！〉
高齢者虐待は、叩いたり怒鳴ったりするなど、目に見えるものだけではありません。家庭や施設などの閉ざされ
た環境で発生することが多く、表面化しにくいとともに、虐待をしている人、虐待を受けている高齢者双方にその自
覚がないこともあります。
高齢者虐待は身近に起こりうる問題です。高齢者を取り巻く人々が虐待に気づき、深刻な状態になる前に相談
や支援につなげることが大切です。地域での見守りや声かけなども、虐待の予防につながります。
何か気になることがありましたら、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（1階3番窓口） ☎25-0281

認知症について心配ごとはありませんか？
加齢とともに誰でも物忘れをしやすくなり、認知症を心配される人も少なくありません。
『（家族もしくは自分の）認知症が心配』
『認知症の家族に対してどう接したらいいかわからない』
『どこの医療機
関に相談したらいいかわからない』など、
日頃から抱える不安が少しでも解消できるように、認知症初期集中支援
チーム員による相談会を開催します。
日時

1/28（木）13:30～15:00

相談担当者

場所

総合福祉センター

参加費

無料

認知症初期集中支援チーム員
（公認心理師・作業療法士・主任介護支援専門員）
までに地域包括支援センター
（1階3番窓口） ☎25-0281
問・申込 事前予約制、1/22（金）

水道管の凍結に関するお知らせ
水道管の凍結は、水道メ－タ－、水道管の保温などの凍結防止策を行うことで予防することができます。皆さんの
お宅でも適切に凍結防止策をおこなって水道管を凍結から守りましょう。
●最低気温が氷点下4度以下になる時、家を長期間留守にする場合、
またはむき出しになっている水道管は、凍結が
発生しやすくなります。
●水道管を凍らせたままにしておくと、管の破裂に繋がることがあり、凍結破損によりメーターから住宅側で漏水が
発生した場合、貴重な水が無駄に失われるだけでなく、
その分の水道料金が使用者の負担となります。
凍結破損してしまった場合は、
秩父広域市町村圏組合指定給水装置工事事業者に修繕を依頼してください。
問秩父広域市町村圏組合水道局 横瀬事務所 ☎23-4133
横瀬町の市外局番は
（ 0494）です
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国民健康保険加入の方へ
「ジェネリック医薬品」を使ってみませんか？
ジェネリック医薬品とは？
新薬（先発医薬品）の特許が切れた後に販売される、新薬と同じ有効成分、同じ効能・効果をもつ医薬品のこと
をいい、後発医薬品ともいいます。
ジェネリック医薬品は、新薬同様に薬事法に基づく厳しい試験をクリアして販売されるので、品質・有効性・安全
性は新薬と変わりませんが、開発コストが新薬よりも少ないため、薬価が安くなっています。
ジェネリック医薬品と新薬のどちらを使用するかは、患者さん自身が選択することができます。
※ジェネリック医薬品を選択することは、薬代を抑え、自己負担額の節約につながり、伸び続ける医療費の削減も
期待できます。
ジェネリック医薬品を処方してもらうには？
かかりつけの医療機関や調剤薬局などで、
「私の薬はジェネリック医薬品にかえられますか？」
とご相談いただく
か、
「ジェネリック医薬品希望カード」や｢ジェネリック医薬品希望シール｣を提示することで、
この医薬品を希望す
る意思があることを伝えることができます。
※｢ジェネリック医薬品希望シール｣はいきいき町民課窓口にて配布しています。
問いきいき町民課（1階1番窓口） ☎25-0115

～新成人の皆さんへ～

２０歳から国民年金に加入となります

◎国民年金は、年をとったときやいざというときの生活を、働いている世代みんなで支えようという考えで作られ
たしくみです。
国民年金は20歳以上60歳未満の方は加入することが義務付けられています。
◎老後のためだけのものではありません。
国民年金には、年をとったときの老齢年金のほか、障害年金や遺族年金もあります。障害年金は、病気や事故で
障害が残ったときに受け取れます。
また遺族年金は、加入者が死亡した場合、その加入者により生計を維持されていた遺族（「子のある夫か妻」や
「子」）が受け取れます。
国民年金には
「免除制度」があります
「学生納付特例制度」
●所得が少ない学生の間の保険料が猶予される制度です。
●学生本人の所得が一定額以下の場合が対象で、事前に審査があります。
●対象となる学生は、学校教育法に定める、大学・大学院・短期大学・高等学校・高等専門学校・専修学校・各種学校
（修業年限１年以上である課程）
・一部の海外大学の日本分校に在学する方。
「申請免除制度」
●収入の減少や失業等により保険料を納めることが経済的に難しいとき、保険料の全額または一部が免除される
制度です。
●本人・配偶者・世帯主の所得が一定額以下の場合が対象で、事前に審査があります。
「納付猶予制度」
●50歳未満の方（学生以外）で、働いていないなど保険料を納めることが難しいとき、保険料の納付が猶予される
制度です。
●本人・配偶者の所得が一定額以下の場合が対象で、事前に審査があります。
国民年金保険料は
「口座振替」
「クレジットカード払い」がお得です
口座振替やクレジットカード払いをすると、納付書（現金）
で納めるより割引やポイントが付いてお得です。
■口座振替「早割制度」
通常の口座振替の振替日は翌月末日ですが、早割（当月末振替）にすると、1か月あたり50円の割引があります。
※クレジットカード払いに早割制度はありません。
■口座振替・クレジットカード払い「前納」
口座振替は、前納する月
（※）から、2年度分、1年度分または6か月分の保険料をまとめて前納すると、納付書（現
金）で納めるより多くの割引があります。
クレジットカード払いの割引は、納付書(現金)払いと同じですが、
クレ
ジットカード会社独自のポイントが付く場合があります。
※2年前納、1年前納の支払いは4月分からになります。6か月前納の支払いは4月分から、
または10月分からになります。

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
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発熱したとき、どうしよう?
①かかりつけ医がいる方…
かかりつけ医に電話で相談。※医師の判断により別の医療機関を紹介される場合もあります。
②かかりつけ医がいない方…
お近くの医療機関、
または、埼玉県ホームページに掲載されている
「埼玉県指定 診療・検査医療機関」検索システ
ムで近隣の医療機関を探して電話で相談。
※「埼玉県指定 診療・検査医療機関」
とは、新型コロナウイルスとインフルエンザ両方の診療・検査を行うことがで
きる医療機関です。埼玉県が医療機関を指定し、ホームページで公表しています。ホームページが見られない
方は、
「埼玉県受診・相談センター」
（☎048-762-8026 FAX048-816-5801 月～土 9：00～17：30）
または「県民
サポートセンター」
（☎0570-783-770 24時間・土日祝日も受付）にお問い合わせください。
◀︎県感染症対策課ホームページ

◀「埼玉県指定 診療・検査医療機関」の一覧
はこちらから

問秩父郡市医師会 ☎22-0570 ／ 秩父保健所 ☎22-3824 ／ 子育て支援課 ☎25-0110

空家等に関する総合窓口設置について
町では、昨今問題になっている空家等について、昨年11月に
「横瀬町空家等対策計画」
を策定し、対
策の一つとして
「空家等に関する総合窓口」
を建設課に設置しました。
●空家等についての利活用
●空家等についての管理
●空家等に関する苦情
ほかにも空き家についての様々な相談を受けつけますので、お気軽にご相談ください。
なお、相談内容により、役場の関係課や関係事業者団体と連携しながらお答えすることになります。
回答まで日数を要する場合がありますのでご了承ください。

空家等に関する
総合窓口
▼

問建設課（2階9番窓口） ☎︎25-0117

アナログ防災行政無線放送終了のお知らせ
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終了となり、すべてデジタル無線に移行となります。
町内全世帯を対象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。
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、設置を希望する事業所の方は、総務課ま
でご連絡ください。
施工業者（請負業者） 東芝インフラシステムズ株式会社 ☎40-0720
その他 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。
※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、施工業者または総務課までご連絡ください。

問総務課（2階7番窓口） ☎25-0111

総務省による決済情報利活用の実証実験が行われます
秩父地域へ訪れる観光客や地元住民を対象とした決済情報を活用する実証実験が総務省の主導で行われます。
これはスマートフォンの専用アプリを秩父地域内で利用してもらい、
ゲーム感覚で加盟店での決済金額を入力す
ることでポイントが貯まり、ポイントを札所に納めて巡る事で特典が当たるものです。
この実証実験により、地域経済
活性化など地域の課題が解決可能であるのか検証します。
※実証期間は変更になる可能性がございます。
詳しくは事業ホームページをご確認ください。
（火）
から2/14
（日）
まで。
実施期間 1/12
問ホームページ https://data-rikatsuyo.jp/chichibu/
もしくは総務省「地域における決済情報等の利活用に係る調査」
コールセンター ☎0120-700-121
横瀬町の市外局番は
（︎0494）です
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令和３年度償却資産（固定資産税)申告書提出のお知らせ
固定資産税は、土地・家屋のほかに償却資産（事業用の資産）についても課税されます。
償却資産とは

会社や個人で工場や商店などを経営している方が、その事業のために用いることができる機

械器具・備品等をいいます。
申告が必要な方

令和3年1月1日現在、町内に償却資産を所有している方、
または町内の事業所に償却資産

を貸している方が申告していただくことになっています。
また、事業所の休廃業、解散等されている場合でもそ
の旨の申告は必要です。
申告方法

前年度に申告をされた方には12月下旬に申告用紙を郵送しましたので同封の手引きなどを参照

のうえ、申告書の提出をお願いします。
また、新たに申告が必要な方で申告書をお持ちでない場合は、税務会
計課までご連絡ください。
2/1（月）
まで

申告期間

提出場所

税務会計課

問税務会計課(1階4番窓口) ☎25-0113

新型コロナウイルス感染症の影響による固定資産税の軽減について
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して、令和3年
度課税の1年分に限り、事業用家屋および償却資産に対する固定資産税を、事業収入の減少率に応じてゼロま
たは2分の1とします。
対象となる固定資産

償却資産および事業用家屋

※土地および非事業用家屋は対象となりません。

資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人

対象者

資本または出資を有しない法人の場合、従業員1,000人以下の法人
従業員1,000人以下の個人
ただし、大企業の子会社等（下記のいずれかの要件に該当する企業）は対象となりません。
（1）同一の大規模法人（資本金の額もしくは出資金の額が1億円超の法人、資本もしくは出資を有しない法人
のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人または大法人（資本金の額または出資金の額が5億円以上
である法人等）
との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を
除きます。
）から2分の1以上の出資を受ける法人
（2）2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
要件および軽減率
令和2年2月から令和2年10月までの任意の連続する3か月間の事業収入が、
前年の同期間と比べて、
・30％以上50％未満減少している場合…2分の1
・50％以上減少している場合……………全額（税額は0円となります）
申告方法

下記の必要書類に収入が減少したことを証する書類（決算書等）を添付して提出してください。

必要書類
1

令和3年度 償却資産（固定資産税）
申告書（償却資産がある場合）

2

新型コロナウイルス感染症等に係る中小企業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税及び

都市計画税の課税標準の特例措置に関する申告書（事業収入割合、特例対象資産、誓約事項について など）
※認定経営革新等支援機関等より特例の適用要件を満たしていることの確認を受けてください。
申告期間

2/1（月）
まで

提出場所

税務会計課

問税務会計課(1階4番窓口) ☎25-0113

令和２年度 税に関する中学生の標語
秩父税務署管内国税モニター会では、秩父郡市の中学
生を対象に「税に関する標語」を募集しました。町からは、
中学校の生徒が応募した標語3点が優秀作品に選ばれま
したのでご紹介します。なお、優秀作品は1/5（火）から1/17
（日）
まで、町民会館において展示されます。

町長賞
税金は まじで大切 ガチ大事

八宮未來さん（3年）

町教育長賞
税金で コロナに負けない 社会づくり 原
秩父税務署管内国税モニター会長賞
納税で 豊かな国への 第一歩
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森尻

和哉さん（1年）
凜さん（1年）

町県民税の申告相談が始まります
令和2年分（令和2年1月～12月収入分）の町県民税の申告相談を次の日程により行います。申告が必要な方
は期間内に申告をしてください。
地区別の申告日程等の詳細は2月号に掲載予定です。
期間
2/16（火）～18（木）
2/19（金）～3/15（月）

会場
活性化センター 2階 大会議室
町民会館 2階 大会議室

受付時間
9:00～12:00
13:00～16:00

●土曜・日曜・祝日は除きますが、3/7（日）は町民会館で受け付けます。
●所得税の確定申告は秩父税務署（☎︎22-4433 自動音声案内2番選択）
でも受け付けます。
●自宅のパソコンやスマホからインターネットを利用して確定申告等が作成できるe-Tax（イータックス）をご
利用ください。詳しくは、
「確定申告書等作成コーナー」
またはe-Taxホームページをご覧ください。
問税務会計課（1階4番窓口） ☎25-0113

今年の確定申告は自宅でe-Taxをご利用ください !
多くの方が訪れる確定申告会場に出向かなくても、マイナンバーカードとICカードリーダライタまたはマイナン
バーカード対応のスマホがあれば、e-Taxを利用して申告書を提出できます。
また、事前に税務署でID・パスワード方式の手続を行えば、マイナンバーカードとICカードリーダライタ等は不要
で、e-Taxをご利用できます。
この機会に、便利なID・パスワードを取得しましょう。
納税証明書の請求はオンラインで！ ～自宅で請求、すぐ受取～
オンライン請求の手順
①自宅等で請求データを作成

自宅等のパソコンやスマートフォン、
タブレット端末で納税証明書データを作成し

ます。
②税務署窓口で本人確認後に受取り 窓口で書面により請求する場合と比べ短い時間で受け取れます。
オンライン請求のメリット
〈メリット１〉手数料が安価

１税目 １年度

１枚

370円（通常400円）

〈メリット２〉窓口での待ち時間が短縮
各種ご用件で税務署の窓口が混み合っている場合があります。ぜひオンライン請求をご利用ください。
※詳しくは、e-Taxホームページをご覧ください。
国税の納付はキャッシュレスで！ ～金融機関等へのお出かけ不要～
国税の納付については、金融機関等の窓口での現金納付のほか、多種多様な納付手段があります。
①ダイレクト納付（源泉所得税を納めている方など頻繁に納付手続をされる方にお勧め。）
②コンビニ納付（QRコード・バーコード）
③振替納税（申告所得税や消費税（個人）の確定申告書を毎年提出する必要のある方にお勧め。）
④インターネットバンキング
⑤クレジットカード納付（納付額に応じた手数料がかかります。）
窓口に出向かずに納付ができる納付手段をご利用ください。法人の納税者にはダイレクト納付を、個人の納税者
については振替納税をお願いいたします。
「2」番を選択してください。
問秩父税務署 ☎22-4433（代表） ※自動応答音声による案内がございますので、

●●●●●

よこらぼの採択事業

●●●●●

第5回審査会（11/26）答申に基づき2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：日本スペースイメージング株式会社
No.81 事業名：衛星画像を用いた農地パトロールの効率化
提案者：株式会社アミューズ

採択
事業名：Playgroundプロジェクト
No.82
〝横瀬を歩く、知る、
そして楽しむ〟

衛星画像を用いた農地パトロールの効率化手法の検
討とそのための実証試験
DistrictというGPS機能付きのラン＆ウオークアプリを活
用して、
より多くの人達が町を知り、楽しみ、同時に健康
になり、
そして再訪する循環をつくるプロジェクト

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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２０２１年はオリンピックイヤーです！
町が「アンドラ公国」
のホストタウンに決定しました!
同国との交流を行います!!
町は、令和3年7月～8月にかけて開催される東京2020オリンピック競技大会に
伴い、
ヨーロッパ西部に位置するアンドラ公国との間で、同大会を契機とした交流
計画に係る合意書を締結しました。
アンドラ公国からは、
カヌーの選手が同大会に
出場予定です。今後、同国のホストタウンとして、同選手や、関係者との交流などを
実施する予定です。
アンドラ公国選手の活躍を、町をあげて応援しましょう！
＜アンドラ公国について＞ アンドラ
（正式名称：アンドラ公国）は、
ヨーロッパ西部のピレネー山脈の中に位置し、
人口約７万７千人、面積468平方キロメートル程度の小さな国です。美しい山々に囲まれた自然豊かな環境は、秩
父地域とも共通しています。

東京2020オリンピック聖火リレートーチがやってきます！
東京2020大会開催に向けた県内の気運を醸成するため、県では東京2020オリンピック聖火
リレートーチの巡回展示実施中です。聖火リレートーチの実物を間近で見ることができる貴重
な機会ですので、桜ゴールドと呼ばれる美しい輝きを、ぜひご覧ください。
展示日 1/26（火）8:30～17:15

場所 役場1階ロビー ※写真撮影可、触れることはできません。

問まち経営課（2階8番窓口） ☎25-0112

オリンピアン直伝！走り方教室を開催します
ロンドン五輪に出場した舘野哲也選手から、走り方のコツを直接教わります。もっと早く走りたい方、健
康のため正しい走り方を身につけたい方、ぜひご参加ください。
日時 1/24（日）13:30～15:00
場所 横瀬小学校 第2グラウンド
対象 町内在住の小学校4年生以上（大人も参加可。ただし、定員を超えた場合、小、中高生を優先）
募集人数 30名（先着順）
申込期間 1/5（火）～1/21（木）
問・申込 まち経営課（2階8番窓口） ☎25-0112 もしくは右記のQRコードより

申込みフォーム▶

第37回「よこぜ写真コンクール」作品募集
町の四季折々の風景、動植物、郷土芸能、文化財、祭行事などを題材とした「里山よこぜ」をPRできる作品を募
集します。ただし、令和元年12月以降に撮影された未発表の作品に限ります。今回は新たにInstagram部門がで
きました。
【募集テーマ】 横瀬町の
「見せたい!」
「行きたい!」
写真
募集部門
①写真部門
◆賞 ・推薦1点
（賞状・記念品・賞金30,000円） ・特選2点
（賞状・記念品・賞金10,000円）
・入選4点
（賞状・記念品・賞金5,000円） ・佳作9点以内
（賞状・記念品）
◆サイズ カラープリント四ツ切
（ワイド可）
またはA4版
◆応募方法 作品の裏面に必要事項を明記した応募票を貼付の上、振興課窓口へ持参または郵送
②Instagram部門◆賞 ・優秀賞3点（賞状・記念品・賞金5,000円） ・観光協会長賞数点（賞状・記念品）
◆応募方法 （1）観光協会Instagram（@yokozekanko）
をフォロー
（2）撮影した写真に以下の2つのハッシュタグを付けて投稿してください。
#よこぜ写真コンクール #撮影ポイント
（#寺坂棚田 など）
締切 2/17（水）
「当日消印有効」
※応募票兼チラシは、振興課、
ブコーさん観光案内所等で配布しています。
また、町観光Webサイトからもダウン
ロードできます。
問〒368-0072 横瀬町大字横瀬4545番地 振興課（1階5番窓口） ☎25-0114
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宅配荷物の
「置き配」
は
利用前によく確認しましょう
問秩父市消費生活センター ☎25-5200

【消費者へのアドバイス】
通信販売で購入した荷物等を、手渡しではなく玄関先等
指定した場所に置くことで配達を完了するいわゆる
「置き
配」は、不在時にも荷物を受け取れる、配達員と対面しない
ため新型コロナウイルス感染のリスクを下げられる等の理
由から、利用が広まっています。
また、事業者側も通信販売の利用増加に伴い、不在時の
再配達が増加し社会問題化していることから、再配達削減
に向けて、
「置き配」をはじめとする様々な受取方法の活用
を進めています。
しかし、
「置き配」の利用により、直接荷物を受け取らない
ことに伴うトラブルも発生しています。利用する際は以下の
点に注意しましょう。

①通信販売の注文画面で、荷物がどのように配達される
のかよく確認しておきましょう
（配達方法の初期設定が
「置き配」になっている場合もあります）。
②「置き配」は誤配に気づきにくい、盗難・破損等も考えら
れることから、
これらのリスクも十分理解して利用する
必要があります。
③注文前に利用規約を読み、誤配や未配達の場合の連絡
先を把握し、
トラブル回避に備えましょう。
④高額な商品や貴重品など荷物を確実に受け取りたいと
きは、
「置き配」
ではなく通常の配達を利用することが有
効です。併せて、配達日時の指定や、コンビニエンス
ストアでの受け取り等により、再配達の削減にも協力
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。

町が欧州の小さな国「アンドラ公国」の
ホストタウンに決定しました
横瀬町長

よしなり

富田 能成

感につながること、小さな町として等身大のお付き合

新しい1年が幕を開けました。延期となった東京

いができること、治安面等リスクがあまりないこと、
こ

2020オリンピック・パラリンピック、今年も感染症の状

のあたりを条件に、良いお付き合いができそうな国を

況がいまだに不透明で開催できるかはまだわかりま

探しました。資金面は国が面倒見てくれて、パリの日本

せんが、オリンピックに向けて、横瀬町は「アンドラ公

大使館等の協力もあり、
アンドラオリンピック委員会と

国」のホストタウンに決定しました。

オンライン会議を実施し、横瀬町にも良い印象をもっ

「アンドラ公国」、知らない人が殆どだと思います。
ア

ていただいたようで、合意に至り、12月には、正式に内

ンドラ公国は、欧州の西部、フランスとスペインの国

閣官房にて、横瀬町がアンドラ公国のホストタウンと

境近くにあるピレネー山脈の中、山々に囲まれた468㎢

して登録されました。

（秩父市が578㎢）、人口7万7千人の本当に小さな国

秩父地域にも似た山の中の小さな国と交流できる

です。秩父郡市の人口が約10万人ですので、それより

またとないチャンス、是非活かしていきたいと思いま

も小さな国です。公用語は、カタルーニャ語（バルセロ

す。アンドラ公国は、東京オリンピックには、カヌーの

ナと同じ）ですが、スペイン語、フランス語も話せる人

女性選手1名を派遣予定とのことです。コロナ禍の状

が多いようです。

況次第ではありますが、感染症対策を万全に、そして

またとない、東京でオリンピックが開催されるこの
機会に、町の皆さん（特に子どもたち）の夢やワクワク
横瀬町の市外局番は
（ 0494）です

様々な工夫をしながら、同国と良い交流ができますよ
う準備してゆきたいと思います。
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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 1/7（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）。

ウォーキング教室

日時 1/20（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。

ソーシャルクラブ（★）

日時 1/25（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 1/28（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。

問健康づくり課（1階3番窓口） ☎25-0116

計画（案）に対する意見を募集します！
《計画の名称》
●第8期高齢者福祉計画・介護保険事業計画（案）
本町の高齢者福祉施策を総合的かつ計画的に進めるための基本となる計画
●第5期障がい者計画、第6期障がい福祉計画および第2期障がい児福祉計画（案）
本町の障がい者福祉および障がい児福祉施策を総合的かつ計画的に進めるための基本となる計画
募集期間 1/12（火）～2/10（水）
（消印有効）
●
計画（案）の閲覧場所
町ホームページ
●役場健康づくり課
●役場芦ヶ久保出張所
（1階3番窓口）
●総合福祉センター
●町民会館
●児童館
応募方法 住所、氏名を明記の上、健康づくり課へ提出してください。
（様式は自由。窓口提出、郵送、FAXまたは電子メールのいずれでも可。）
意見の取扱い 提出されたご意見を考慮し、策定の参考とさせていただきます。
住所、氏名等を公表することはありません。
個々のご意見に対する回答はいたしかねますのでご了承ください。
提出されたご意見は、町ホームページ等で公表します。
問・提出先 〒368-0072 横瀬町大字横瀬4545番地 健康づくり課（1階3番窓口）
☎25-0116 FAX21-5155 E-mail kenkou@town.yokoze.saitama.jp

６５歳以上の方へマスクを配付しました
町では、在宅生活をされている高齢者の皆さまへマスクの配付を行いました。
送付された引換ハガキを手に、多くの皆さまに配付場所までお越しいただきま
した。
コロナ禍で外出の機会も減っている中、居合わせた方とのつかの間のおしゃ
べりが楽しそうでした。
新型コロナウイルス感染予防対策として、
お出かけの際にはマスクを使用しま
しょう。
なお、ハガキが届いている方でまだ引換が出来ていない方は、健康づくり課で
配付しておりますので、早めに都合をつけて来庁してください。
問健康づくり課（1階3番窓口） ☎25-0116
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こんにちは 保健師です

ゲートキーパーを知っていますか？

新 型コロナウイルス感 染 拡 大による社 会・経 済への影 響は大き
く︑先の見通せない不安な状況は︑自殺のリスクを高めます︒
自殺は心理的に〝追い込まれた末の死〟であると考えられてお
り︑誰かが手を差し伸べることで︑防ぐことができる可能性があり
ます︒
ゲートキーパーは︑悩んでいる人に
﹁気づき﹂﹁声をかけ﹂﹁話を聞
き﹂﹁必要な支援につなげ﹂﹁見守る﹂役割を持っています︒

●気づき

元気がない︑疲れているようだ︑など﹁いつもと違う﹂と変化に気

づきましょう︒

●声かけ

﹁どうしたの？悩んでいることがあれば︑話を聞くよ﹂などと声を

かけ︑孤立させないことが大切です︒

●話を聴く

本 人の気 持 ちを尊 重し︑相 手の話 すことにじっくり耳を傾けま

す︒助言や励ましは必要なく︑うなずくだけでもいいのです︒相手の

辛い気持ちを受け止めましょう︒

●つなぐ

話を聞いたら一人で抱え込まず︑適切な相談機関につなぎます︒

どこに相談したらよいかわからない場合は︑健康づくり課へご相談

ください︒

●見守る

相 談 機 関 とつな がった 後 も ︑地 域での見 守 り を お 願いいた し

ま す︒

ゲートキーパーは特別な資格は必要ありません︒あなたの身近な

人の大切な命を守るため︑
できることから一歩踏み出してください︒

!

今月の記事担当：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

乳がん・子宮頸がん検診のお知らせ
乳がん・子宮頸がんは、わが国の女性のがんの中でも罹患する方が多いがんです。
どちらのがんも、初期の段
階では症状が出ることは少ないため、検診を受けることが必要となります。２年に１回受けることで、早期にが
んを発見することができます。
今年度、町での集団検診は新型コロナウイルス感染症対策のため、1回の受診人数を少なくし、回数を増やし
て実施をしています。受診の機会が増えていますので、受診を希望される方は、下記のとおりお申込みください。
※お申込みをされている方には、すでに個別に通知をお送りしています。
※1日の定員を超えた場合には、個別検診にて受診していただくことがあります。予めご了承ください。
乳がん検診

子宮頸がん検診

対象

30歳以上の女性で、昨年度未受診の方
（個別検診は40歳以上）

20歳以上の女性で、昨年度未受診の方

検診内容

乳房レントゲン撮影

頸部細胞診

検診料

1,000円

800円

日程

【乳・子宮頸がん検診同時（定員39名）】3/3（水）
【乳がん検診のみ（定員50名）】3/8（月）

検診会場 総合福祉センター
申込方法 お電話にて健康づくり課へお申込みください。
※次の方は検診費用が無料になります。
・満70歳（今年度中に70歳に到達する方を含む）以上の方
・満65歳以上70歳未満で後期高齢者医療制度の被保険者
・生活保護世帯の方
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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「子育てアプリ よこハグ」はじめました！
町では、令和2年12月から、妊娠・出産・育児・仕事にがんばるママやパパ、子育
て家族を応援するため、母子手帳アプリ
「子育てアプリ よこハグ」を導入し、運用
を始めました。お子さんの成長をデータや写真で記録したり、複雑な予防接種の
スケジュールを管理することもできます。登録時に郵便番号を設定することで町
からの子育て情報等も確認できますので、ぜひご活用ください。利用料は無料で
す。
ご利用方法 App Store・Google Playから
「母子モ」を検索、
またはQRコードでダウンロード

母子モ
▼

子育て支援課（1階2番窓口） ☎25-0110

育児支援家庭訪問事業を利用してみませんか？
出産後間もない時期等のお母さんの育児や家事の負担を軽減し、安定したお子さまの養育環境を整える
ため、
ちょっとしたお手伝いが必要な家庭に、保健師のほかに保育士、ヘルパー、助産師、栄養士等を派遣し
ます。
家事援助や育児・栄養指導などのお手伝いをさせていただきますので、お気軽に子育て支援課にご相談
ください。
対象家庭 育児不安や育児ストレスを感じており、育児や家事が負担になって困っている家庭
利用の流れ（例） １．保健師等が訪問をし、面談をさせていただきます。
２．一緒にどのような支援が必要か考えて、支援計画を立てます。
３．必要に応じて利用者と支援者が集まって、支援会議を開催します。
４．サービスが開始されます。
５．サービス中、相談を重ねながら必要に応じてサービスの改善をします。
６．その他、必要に応じて窓口や訪問などにより相談に応じます。
子育て支援課（1階2番窓口） ☎25-0110

チャイルドシート補助金のご案内
町ではお子さんの交通安全対策と保護者の経済的負担を軽減するため、チャイルド
シートを購入された方を対象に購入費の一部を補助しています。

子育て応援

●対象者

番

①町内に住所を有し、母子健康手帳に市町村長から出生届出済証明を受けたお子さんの保護者
②申請日前８ヶ月以内にチャイルドシートを購入した方
●申請に必要なもの
①チャイルドシートの領収書
※購入年月日、購入者氏名、購入品名、購入金額が記載されているもの
チャイルドシート代として書かれていない場合、明細書（レシートなど）も持参ください。
通販などで購入される方は領収書の発行をお願いします。
②印鑑 ③申請者の振込口座情報（通帳、キャッシュカード等） ④チャイルドシートの取扱説明書 ⑤母子健康手帳
●補助額
①チャイルドシート１台につき購入価格の２分の１以内（１００円未満の端数切り捨て）の金額を補助します。
②お子さん１人につき１台まで、
１０，
０００円を補助の上限とします。
・受付 子育て支援課（1階2番窓口） ☎25-0110
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特別児童扶養手当制度のご案内
特別児童扶養手当は、
精神または身体に一定の障がいのある20歳未満の子どもを監護する父母または養育者
（父母に代わって養育する方）
に手当を支給します。
ただし、
一定額の所得がある場合は、
支給停止となります。
対象となる方 精神または身体に一定の障がいがある20歳未満の子どもを育てている方
対象とならない場合 前記に該当する場合でも、子どもが施設に入所している場合、子どもが障がいによる公
的年金を受けることができる場合、
申請者および子どもが日本国内に住所がない場合には、手当は支給されま
せん。
●支給月額（子ども１人について）

障がいの状態
月額

１級（重度）
52,500円

●所得制限について

資格のある方は、所得にかかわらず申請できますが、申
請者（本人）やその配偶者、同居等生計を同じくしている扶
養義務者（申請者の直系血族、兄弟姉妹）の方の所得が下
表の限度額以上である場合、
手当の支給が停止となります。

扶養人数
0
1
2
3
4

２級（中度）
34,970円
申請者（本人） 配偶者・扶養義務者
4,596,000円
6,287,000円
4,976,000円
6,536,000円
5,356,000円
6,749,000円
5,736,000円
6,962,000円
6,116,000円
7,175,000円

この手当は、
申請をしなければ受けることができません。該当になると思われる方は、
まずは子育て支援課に
子育て支援課（1階2番窓口） ☎25-0110
お問い合わせください。

育英奨学資金貸付制度のご案内
町では、高等学校以上の学校に在学し、奨学金を必要と
する生徒・学生に対して、育英奨学資金を貸与します。
（保
護者が本町に2年以上居住していること、家計の基準を満
たしていること等資格要件があります。
）
令和3年4月分から貸与を希望される方は、申請書に必
要書類を添付のうえ、下記により提出してください。
申請書
類等は、教育委員会の窓口で配布します。
なお、奨学生および学資の額は、選考委員会で審査し決
定します。
詳しくは、教育委員会までお問い合わせください。
受付期間 3/1（月）～31（水）
提出先 教育委員会
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

1/26（火）15:00

貸与奨学金（学資）
月額
国・公立
高等学校
私立
国・公立
私立
大学
（短大含む） 私立医学・歯学課程
私立薬学課程
１～３学年
国・公立
４～５学年
高等専門学校
１～３学年
私立
４～５学年
高等課程
国・公立
専門課程
専修学校
高等課程
私立
専門課程

場所

1万円
2万円
2万円
3万円
8万円
5万円
1万円
2万円
2万円
3万円
1万円
2万円
2万円
3万円

役場3階 301会議室

※傍聴を希望される方は、1/25（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）

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

9、16、23、30日
未就園児とそのご家族を
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

赤ちゃんくらす（令和2年9月〜12月生）
6日（水）
●1歳6か月児健診
14日（木）
●はぐくみ相談
（ことば）要予約
19日（火）
●赤ちゃんくらす
（令和２年5月〜8月生）
●赤ちゃんなんでも相談室 20日
（水）
●ちびっこなんでも相談室 28日
（木）
●

3〜4か月児健診、9〜10か月健診
BCG予防接種 実施見合わせ

問子育て支援課（1階2番窓口）
☎25-0110
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1

月

児童館
どんぐりの森

15日（金）

バンブーの森

22日（金）

さくらの森

29日（金）

●
●
●

ママサロン

●

横瀬児童館
13日
（水）15日（金）
22日（金）
27日（水）29日（金）
秩父市子育て支援センター
8日（金）
小鹿野町子育て支援センター 20日（水）
メープルの森

●

旧芦ケ久保小学校 18日
（月）25日（月）

問児童館

☎22-2072

月曜・祝日・年末年始休館

問歴史民俗資料館 ☎24-9650

手前味噌ネギをキザンで新米を

錦秋が文化勲章季語となる

仙羽鶴節くれだった指で折る

加藤

知

岸岡

孝全

音

鯉甲

横田賭司楼

●土曜ミュージアムトークオンライン

哲郎 選

懐メロを聞くたびに母歌手は誰

小石川邦二

◆髙田

稲上げて空田に淋し案山子達

玉井

柳
川

菅が行くヒラメの列を従えて

大野たかお

市憲

人権の憲法泣いてる文化の日

●土曜ミュージアムトーク
日 時 1/23（土）10:30～12:00
場 所 町民会館 大会議室
講 師 島﨑孝志
テーマ 明治期 横瀬の移り変わり
（３）

昔の
「温かい」道具たち講座
資料館で収蔵している火鉢や湯たんぽ、
アイロンなどの資料
を取り上げて、昭和時代の人々の衣食住に欠かせなかった「温
かい」道具を分かりやすく紹介します。下記QRコード（町ホーム
ページ）
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

月曜・年末年始休館 問町立図書館 ☎22-2267

絵手紙サ ークル

●

推薦
図書

こたつ
麻生知子 著●福音館書店

●

ある家族の暮らしの中心・こたつ
での出来事を定点観測で描いたユ
ニークな絵本。
こたつのある生活の
楽しさと家族の温かさが描かれて
います。

●1月特設コーナー●
「冬のあったか」特集
小川 寿女 さん

ココロもカラダもぽっかぽかになれそうな本を集めま
した！

手話教室を実施しました

★1月のナイトライブラリー 6・13・20・27日（すべて水曜日）
★ 年末年始休館日 12/28（月）～1/4（月）

1つ「手話教室」
を11月から12月にかけて全6回実施しました。

「障がいのある人たちの作品展」
を
開催しました

シニア世代の社会参加を応援する
「ACTIVE YOKOZE」事業の
ちちぶ広域聴覚障害者協会、
ちちぶ広域手話学習会の皆さ

まにご協力いただき、あいさつや自己紹介などの基本的な手
話表現を学びました。
参加者のほとんどが初心者の方でしたが、講師やアシスタン
トの方が丁寧に教えてくれるため、1人1人が積極的に前に出て
発表をすることができ、毎回、楽しく手話を学んでいました。

11/28（土）から12/8（火）までの間、町民会館ホワイ
エにおいて「障がいのある人たちの作品展」を開催しま
した。
ホワイエには、障がいのある方の絵画や折り紙などの
力作が揃い、素晴らしい作品展となりました。
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月曜・祝日休館 問公民館 ☎22-2267

札所なる観音堂の庭隅に四季桜楚楚と咲きおり秋の陽受けて

新聞を読みつつ芋煮していたりあっと思う間匂いしてくる

鮮やかなスカーフの女達パン焼きコーヒーを沸かす幸せ

小泉

浅見

赤岩

邦子

悦子

タミ

茂

八木原優子

➡
QRコードを読み込むと動画で
手話を確認できます。

両肘を張り、両手の拳を胸
の前で向き合わせ

横瀬町の市外局番は
（ 0494）です

同時に力強く2回下ろしま
す。
この表現には「頑張る」
という意味もあります。
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協力:ちちぶ広域聴覚障害者協会
問健康づくり課（1階3番窓口）
☎25-0116

信子 選

コロナ禍に開けたる窓は肌寒く感染止まぬ秋深まりぬ

斉藤

［ 元気］

◆新井

戴きし丹精こめた野菜ゆえ感謝をしつつ無駄なく使う

齋藤トシ子

21回

●第

歌
短

霜月になりて一段と日の暮れが早まり寂しさも連れてくるなり

島田
あき

陽に透きて汚れの目立つ窓ふけば武甲山の峯すっきりと映る

中川美也子

イヨ

毎朝の近所の園児の見送りを生活リズムの指針となせり

町田

由江

信子

みんなで一緒に 手話 を学ぼう!

朝晩に血圧計る齢なり雛のよりたる腕の寒さよ

てきています！

町田

ん、3回目は秩父名物おっ切り込みうどん！包丁使いももうすっか
りお手のもの、始めは戸惑っていても、皆さんメキメキと上達し

夕食に息子の作る手打ちうどん柚子の香も添え格別の味

男子厨房にはいろう！をスローガンに今年の「男の料理塾」は
ちょっと違います！1回目はイタリアン、2回目はホッカホカの肉ま

八木原千恵

11/10（火）
、12/8（火）開催！

月見上げ淡い光りと静けさに過ぎし昔が愛おしく泣ける

シニアのための
『男の料理塾』
を

新井

●アクティブシニア公民館講座

晩秋の林の奥に実を砕くイカル来ており微かに聞こゆ

公民館講座を開催しました！

花も心も育ちますように〜人権の花運動〜
11/9（月）、秩父人権擁護委員協議会横瀬部会が小学校を
訪問し、人権の花運動を実施しました。
人権の花運動は、児童たちが協力して鉢植えや花を育てる
ことを通じて生命の尊さを感じ、優しさを体得することにより
情操をより豊かにし、人権尊重意識を高めることを目的として
実施しています。

誰でも楽しめるスポーツ
「ユニバーサル野球」を体験しました。
11/18（水）小学校、11/28（土）社会福祉法人清心会でユニ

今回人権擁護委員

バーサル野球の体験試合を実施しました。

が届けた色とりどりの

ユニバーサル野球は、障がい、性別、年齢に関係なくすべて

ビオラ約200株は、児

の人が一緒に楽しむことができる新しいスポーツです。

童たちによって花壇

今回の取組では「応援」
をテーマとし、選手が打席に立つた

などにきれいに植え

びに全力の声援が送られました。

られました。

ユニバーサル野球を通じて
「応援される喜び」
と
「応援する

宝くじ助成事業で掲示板を設置しました！

素晴らしさ」
を改めて実感する機会となりました。

区長会では、一般財団法人自治総合センターが実施してい
る
「令和2年度宝くじ助成事業」
を活用し、掲示板11基を設置し
ました。
この宝くじ助成事業は、地域コミュニティの健全な発展を図
るとともに、宝くじの普及広報を目的とした事業です。

試合の様子を動画で公開中 !
（町公式You Tubeチャンネル）
▶

建設業の体験学習が行われました
建設業労働災害防止協会埼玉県支部秩父分会のご協力に

町内初！福祉避難所設置・運営訓練を実施
11/18（水）、社会福祉法人清心会さやかワークセンターに
おいて、町内初の新型コロナウイルス感染症に対応した民間
福祉施設、県、町の3者合同による福祉避難所設置・運営訓練

より、横瀬小学校の４年生を対象に建設業の体験学習が行わ
れました。
当日は重機の運転や、土のうづくり体験などが行われとて
も貴重な体験となりました。

を実施しました。訓練に参加した方からは、
「とても良い体験
ができた。正確な情報の共有と日ごろの訓練の積み重ねが重
要である。
」
との意見が寄せられました。
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募集

information

イ ベ ント

熊谷高等技術専門校秩父分校令和3年度4月入校生募集
募集期間 電気設備管理科
（1年） 1/6
（水）
～1/22
（金）
介護サービス科
（6ヶ月) 1/6
（水）
～2/5
（金）
定員 各科20名
選考 電気設備管理科 1/27
（水）
（学科、
面接）
介護サービス科 2/10
（水）
（面接）
問熊谷高等技術専門校秩父分校 ☎22-1948

「SAITAMA出会いサポートセンター」会員募集！
SAITAMA出会いサポートセンターとは
県、市町村、民間企業等が一体となって運
営する結婚支援センターです。会員を随時
募集しています。
対象 次の条件に当てはまる方
●結婚を希望し、自ら婚活の意思がある20歳以上の独身
男女
●県内に在住、在勤、または近い将来県内へ移住をお考え
の方
●電話回線のあるスマートフォンをお持ちの方
費用 11,000円／2年間（町内在住の方のみ）
問・申込：SAITAMA出会いサポートセンター
☎048-789-7721
またはホームページまで

自衛官募集
●自衛官候補生
（令和3年3・4月入隊）
受付期間 ①1/14
（木） ②2/8
（月） ③3/1
（月）
試験期日 ①1/22
（金）
・23
（土）
のいずれか1日
②2/14
（日）
・15
（月）
のいずれか1日
③3/4
（木）
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

お知らせ
求人企業合同面接会
日程 １/19
（火）
場所 大宮ソニックシティビル4Ｆ 市民ホール
受付 12:00～15:30
開催 13:00～16:00
対象 2021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、求人企業情報を来場者全員
に配布。履歴書を複数枚お持ちください。
（当日会場でコピー
もできます）
参加企業名は当協議会ホームページに掲載
（1月初旬予定）
問県雇用対策協議会 ☎048-647-4185
横瀬町の市外局番は
（ 0494）です

YOKOZE

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 1/16（土）18:00開演
場所 エリア898
講師 プレゼンエバンジェリスト×建具職人
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
●みそ作り体験
日時 2/21（日）10：00～13：00
内容 県産大豆を使用した「みそ」作り体験。
参加費 2,000円／人（昼食付き）
対象 小学生以上（小学生は保護者同伴）
定員 10人
申込期限 2/14（日）
問・申込 彩の国ふれあいの森 埼玉県森林科学館 ☎56-0026

花の森こども園の催し
●0歳児からのママと楽しむ森のようちえん
日程 1/13（水）10:30～14:00 「冬をまるごと遊ぶ」
場所 花の森こども園（秩父市下吉田7114-3）
対象 ０歳児からの親子
定員 12組
参加費 1,500円(保険料含む)
持物 おにぎり、水筒、着替え、帽子、長靴、
カッパ、
タオル
注意事項 事前申し込み必要
●ベビーマッサージ講座
日程 1/19(火)、2/16（火）
、3/16日(火) 11：00～14:00
場所 多世代交流カフェゆいっこ
（秩父市下吉田3809）
対象 生後1ヵ月～10ヵ月くらいの赤ちゃんとママ
参加費 1,300円
持物 バスタオル・赤ちゃんの飲み物（ミルクなど）
●はらいっぱい食堂
日程 1/8・22・29、2/5、12・26、3/5・26
すべて金曜日 17：00～19：00
場所 多世代交流カフェゆいっこ
（秩父市下吉田3809）
対象 多世代交流型こども食堂、
どなたでも大歓迎
参加費 大人500円～（ドネーション制）
、
こども無料
問・申込 認定NPO法人 森のECHICA花の森こども園
☎26-6827（平日10：00～16:00）
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秩父農工科学高等学校演劇部第41回自主公演
日時 2/7（日） 場所 秩父宮記念市民会館
演目 （1）
「ダブリンの鐘つきカビ人間」
後藤ひろひと/作 コイケユタカ/潤色
（2）
「空が落ちてくる」 コイケユタカ/作
開場・開演 昼の部 開場10：30 開演11:00（終演13：40）
  夜の部 開場15：30 開園16:00（終演18：40）
入場料 前売り・電話予約500円／当日700円
駐車場:秩父宮記念市民会館 ほか
問秩父農工科学高等学校演劇部 ☎22-3017（夜間 24-0889 小池）

1月10日は
「110番の日」
埼玉県警察では、毎年1月10日を
「110番の日」
とし、広く県
民に110番を正しく利用していただくための広報活動を行っ
ています。
こんな時はすぐ 110番
▶︎交通事故や泥棒、不審な人を目撃した、人の悲鳴を聞いたなど
こんな時は
＃9110
▶緊急時以外の事件・事故や、警察に対する意見・要望など
こんなときは ＃8103 ▶性犯罪被害など
言葉が話せない方等が事件や事故にあったとき、通報す
るためのファックス110番やメール110番を開設しています。
メール110番：http : //saitama110.jp/
FAX110番：FAX番号 0120-264-110
問秩父警察署 地域課 ☎︎24-0110（内線291）

information

お知らせ
養蜂振興法に基づく蜜蜂飼育届について
ミツバチを飼育する方は、養蜂振興法の規定に基づき、
蜜蜂飼育届の提出が義務づけられています。
届出の内容に変更がある場合は、変更した日から１ヶ月
以内に蜜蜂飼育変更届の提出が必要です。
届出対象者 趣味でミツバチを飼育する場合を含む、すべ
ての飼育者。ただし、花粉交配に必要な群数を一定期間の
み飼育し、ハチミツやミツバチ等を販売しない場合は届出
が不要です。
届出方法 1月1日現在の飼育状況等を所定の届出書（熊
谷家畜保健衛生所のホームページまたは振興課窓口で入
手）に記入し、1月末日までに熊谷家畜保健衛生所に直接ま
たは郵送で提出してください。
問熊谷家畜保健衛生所 ☎048-521-1274
振興課（1階5番窓口） ☎25-0114

埼玉県きのこ共進会の開催について
展示：1/29（金）15:00予定
販売：1/30（土）9:00～（出品されたきのこ等の販売あり）
場所 道の駅 果樹公園あしがくぼ
問秩父農林振興センター林業部 ☎25-1312

日時

人材確保・人材育成セミナー開催（全3回）

秩父消防本部からのお知らせ
3/1（月）から
「Net119緊急通報システム」の運用を開始し
ます。
このシステムを利用することにより、聴覚や発話に障
がいがあり音声による通話が困難な人が、
スマートフォンや
携帯電話のインターネット機能を使って119番通報すること
が可能になります。
ご利用には事前の登録が必要となりま
す。詳しくは秩父消防本部ホームページをご覧ください。
問秩父消防本部指令課 ☎︎21-0119 FAX21-0124

交通事故被害者のご家族への援護金について

1日目  1/12（火）13:30～15:30 講師 酒井美重子氏
2日目  1/19（火）13:30～15:30 講師 村井 健一氏
3日目  1/26（火）13:30～15:30 講師 小野
純氏
場所 秩父地場産センター 5階
対象 秩父地域事業主および従業員、創業希望者
定員 20名
費用 無料 ※筆記用具・マスク持参
問ちちぶ雇用活性化協議会 ☎26-7691

日時

経営力強化セミナー開催（全4回）

県交通安全対策協議会では、埼玉県内在住の交通遺児
等を対象に、援護金を給付しています。
給付対象者 県内に在住する乳幼児並びに小・中・高等学
校及び各種学校等に在学する平成14年4月2日以降に生ま
れた子どもで、下表に掲げる世帯に属する者。
給付対象の子どもの人数
1人
2人
3人
4人
5人以上

YOKOZE

同居世帯の総所得額
2,740,000円以下
3,120,000円以下
3,500,000円以下
3,880,000円以下
4,260,000円以下

給付額 子ども１人につき10万円
給付時期 5月上旬（4月末までに給付決定通知書を送付予定）
申込期限 1/29（金）
まで
申請書類 各市町村、学校等で配布
提出先 みずほ信託銀行浦和支店に郵送または持参
〒330-9301さいたま市浦和区高砂2-6-18
問県県民生活部防犯・交通安全課 ☎︎048-830-2958

1日目  1/ 7（木）13:30～15:30 講師  横田 秀珠氏
2日目  1/14（木）13:30～15:30 講師  金村 秀一氏
3日目  1/21（木）13:30～15:30 講師  田原 ひとみ氏
4日目  1/28（木）13:30～15:30 講師  永友 一朗氏
場所 秩父地場産センター 5階
対象 秩父地域事業主および従業員、創業希望者
定員 20名
費用 無料 ※筆記用具・マスク持参
問ちちぶ雇用活性化協議会 ☎26-7691

日時

調理師の方は調理師業務従事者届を出しましょう！
対象 県内の飲食店や給食施設などで就業している調理師
方法 令和2年12月31日現在の氏名、免許番号、従事する施
設名等を令和3年1月15日（金）までに指定様式にて県調理
師会へ提出
問一般社団法人埼玉県調理師会 ☎048-862-6443
または 埼玉県健康長寿課 ☎048-830-3585
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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

●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 1/12（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 1/21（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

秩父保健所

●ひきこもり専門相談 ※要電話予約

●障がい者の就労等について

日時 1/5（火）13:30～15:45
秩父保健所 ☎22-3824

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

埼玉県虐待通報ダイヤル ＃7171

●消費生活・多重債務相談について

社協定例相談

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。

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

●心配ごと相談

日時 1/26（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

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

日時 1/20（水）
・2/17（水）18:00～19:00
場所 町民会館
社会福祉協議会 ☎22-7380

₂₀₂₁年₁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）

在宅当番医療機関
（診療時間 9:00～18:00）
金子クリニック
（内・消内）
山 田
1日
金子医院（内）
皆野町
小鹿野町
2 日 医師会休日診療所（内・小）熊木町 ☎23-8561 小鹿野中央病院（内）
あらいクリニック
（小・内）
本 町
3日
荒舩医院（内）
横瀬町
小鹿野中央病院（内）
小鹿野町
10日
長瀞医新クリニック
（内・外）
長瀞町
11日
（内・消内）
相生町
17日 医師会休日診療所（内・小） あいおいクリニック
熊木町 ☎23-8561
小鹿野中央病院（内）
小鹿野町
24日

31日

石塚クリニック
（内・呼）

大野原

☎21-7270
☎62-0039
☎75-2332
☎25-2711
☎24-0160
☎75-2332
☎66-1000
☎26-7001

救急告示医療機関※
（診療時間 8:30～翌日8:30）
秩父病院

和泉町

☎22-3022

秩父市立病院

桜木町

☎23-0611

皆野病院

皆野町

☎62-6300

秩父市立病院
皆野病院
秩父市立病院

桜木町
皆野町
桜木町

☎23-0611
☎62-6300
☎23-0611

☎75-2332

秩父市立病院

桜木町

☎23-0611

☎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
皆野町
☎62-6300
本 町 ☎25-2711
あらいクリニック
月 皆野病院
桜木町
☎23-0611
桜木町 ☎23-0611
秩父市立病院
火 秩父市立病院
和泉町
☎22-3022
和泉町 ☎22-3022
秩父病院
水 秩父病院
桜木町
☎23-0611
桜木町 ☎23-0611
秩父市立病院
秩父市立病院
木
皆野町
☎62-6300 1/7 石塚クリニック 大野原 ☎22-6122
1/7 皆野病院
桜木町
☎23-0611
桜木町 ☎23-0611
秩父市立病院
金 秩父市立病院

1/9 秩父市立病院 桜木町
土
1/16・23・30 皆野病院 皆野町

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

ダイヤル回線・IP電話・PHS

☎23-0611
☎62-6300

☎048-824-4199

※急遽変更がある場合があります。 ※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ください。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
（2020年₁月₁日～₁₁月₃₀日）

（2020年₁月₁日～₁₁月₃₀日）

人身事故件数
死者数
負傷者数
物件事故件数

◦20件（－2）
◦1人（±0）
◦28人（－1）
◦140件（－9）

事故死ゼロ 237日

1 月の
納税

器物損壊 ◦
暴行 ◦
窃盗 ◦
詐欺 ◦
その他 ◦

2件
2件
4件
1件
3件

《注意》
振り込め詐欺にご注意ください。

▶町県民税
▶国民健康保険税
▶介護保険料
▶後期高齢者医療保険料
納期限 : 2/1⺼

第4期
第7期
第7期
第7期

在宅歯科休日歯科診療当番医 応急処置
1日
2日
3日
11日

※診療費用は通常の保険診療
診療時間（10:00～13:00）
扱いとなるため、保険証を持
野坂町 ☎24-4182
参ください。
長瀞町 ☎66-3418
※必ず電話で確認の上受診して
大野原 ☎24-9669
ください。
上 町 ☎22-0790

並木歯科医院
野上歯科医院
萩原歯科医院
平沼歯科医院

1

29㊎

28㊍

30㊏

15㊎・28㊍

16㊏・29㊎

15㊎・28㊍

13㊌・26㊋

14㊍・27㊌

14㊍・27㊌
8 ㊎・23㊏

※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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7 ㊍・22㊎

「よこらぼ」が
第12回協働まちづくり
表彰優秀賞を受賞しました！！
町の官民連携プラットフォーム「よこらぼ」が、一般
社団法人日本経営協会が主催する「自治体総合フェ
ア」における特別企画「第12回協働まちづくり表彰」の
優秀賞を受賞しました。12/4にオンラインで事例発表
会が行われ、富田能成町長が登壇し、よこらぼの紹介
と、ディスカッションに参加しました。ディスカッション
では、地域にあるもの
を大切にしながら、民
間の力をフル活用して
いる点などについて評
価を頂きました。

シラコバト賞の受賞
11/14（土）、埼玉会館において、シラコバト賞の表彰
式が行われました。
町では、古布の里よこぜ（団体）が、多年にわたる郷土
を知り、郷土を想う活動によって住みよい地域づくりに
貢献され、その功績が認められての受賞となりました。

平沼進氏が
「令和２年度埼玉県社会福祉大会」
大会会長表彰を受賞

こ

く

ぼ

ほ の か

小久保 穂香ちゃん
令和2年1月15日生
拓哉・亜紀夫妻
（6区）

りがとう♥

毎日幸せをあ

●「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。電子メールでも受け付けています。

11/11（水）、埼玉会館において
「令和2年度埼玉県社会
福祉大会」が開催され、町民生委員・児童委員の平沼進
氏が、大会会長表彰を受賞されました。
表彰状は、民生委員・児童委員として11年以上在職さ
れた方に送られるもので、平沼進氏は、平成19年12月か
ら、1 3 年以上 の 長
きにわたり多方面
での地域活動を通
して、社 会 福 祉 の
保持増進に尽力さ
れ、その功績により
今回の受賞となり
ました。

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.

630

2020年₁₂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

3,170（ ＋2） 3,823（ ＋3） 3,854（ ＋1）

7,677（ ＋4）

3,359（ ＋2） 4,050（ ＋3） 4,086（ ±0）

8,136（ ＋3）

189（ ±0）

秩父郡横瀬町大字横瀬4545番地

227（ ±0）

☎︎25-0111㈹

232（ −1）

459（ −1）

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）

