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No.

631

2021.2.1発行

新成人の皆さん︑
おめでとうございます︒
１月 日
︵日︶
︑
町民会館ホールにおいて︑
成人式が開催されました︒

今年は︑
１０２名︵男性

名︑
女性

名︶
の方が成人式を迎え︑ 名の新成人が式典に出席

52

90

３年生当時の先生方や家族︑
町関係者の方も参列し︑
お祝いや激励の言葉をかけていました︒

今 年も新 成 人の有 志が実 行 委 員となり︑成 人 式の企 画・運 営を行いました︒横 瀬 中 学 校

しました︒

50

信により別会場やご自宅からご覧いただくなど規模を縮小・工夫しての開催となりました︒

新型コロナウイルス感染症対策のため︑
来賓者の数を絞り︑
新成人の保護者はオンライン配

10

新成人の皆さんの今後のご活躍をご期待いたします︒
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成人式を迎えることがで

こ
｢ 心
｣ を正

き ︑と て も 嬉 し い 気 持 ち で
いっぱいです︒
よ
｢ よ
｣ く笑い

し ぜ｢ 全｣集中！をモットーに
今まで支えていただいた地域
の方々︑家族︑仲間たちに恩返
しができるよう日々精進して
いきます︒

昔 は﹁ ま だ 先 の こ と だ ﹂と
思っていた成人式を遂に迎え︑
とを改めて実感致しました︒

﹁ 大 人 の 仲 間 入 り ﹂と い う こ
こ れ か ら は︑成 人 と し て一層
自 分の言 動に責 任 を 持 ち︑
かって努力していきます︒

日 々 の 感 謝 を 忘 れ ず 夢に向

本日︑無 事に成 人 式 を 迎 え
ることができとても嬉しく
思いま す︒こ れま で支 えてく
ださった家族︑先生方︑地域の
方々のお陰でここまで成長
することができました︒お世
話になった方々に恩返しがで
き る よ う日 々 努 力 し 立 派 な
社会人になって行きたいと思
います︒

成 人 式 実 行 委 員の皆 さん
に新 成 人 としての抱 負 を 寄
せていただきましたので︑
ご紹
介します︒︵順不同︶

中学を卒業してから今まで

自立しこれからは︑できるだ

ての自覚を持ち一日でも早く

れたおかげです︒社会人とし

た家族や地域の皆さまに恵ま

達や環境︑今まで育ててくれ

身 長 に恵 ま れ な かった 分 ︑友

こうして成人になれたのも

町田 一斗 さん

け親に迷惑をかけないように

心がけたいと思います︒

をはじめいつも気にかけてく

とを痛感してきました︒家族

境で育ってきたのだというこ

がら自分の好きな音楽を学ん

と︑両 親に支 援 し ても らいな

れまで沢山の先生方のご指導

責任感を改めて感じます︒こ

成人を迎え︑社会人として

多くの場面で自分が温かな環

ださる町民の皆さまには感謝

できました︒今後は成長した
いと思います︒

姿を見せることで恩返しした

でいっぱ いで す ︒今 後 の 成 長
いです︒

二十歳の節目を迎えまし

た︒私はまだ学生なので家族

や 周 りの方 々に支 えら れ︑ま

だ ま だ﹁ 大 人 ﹂に は 程 遠 い で

す︒大学卒業し社会に出たと

きに︑
一人の大人︑
一社会人と

して今度は私が周りの方々を

支えていけるように頑張りた

いです︒

本日 こ の よ う な 状 況 の 中︑

無事成人式を迎えられたこと

これから新しい環境でも変

を嬉しく思います︒

わらず自分らしさを発揮し

活躍できるようにしていきた

そして︑今まで支えてくだ

いです︒

さった家族や友達に恩返しが

できるようにこれから日々精

進したいと思っています︒
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富田 有希 さん

加藤 諄也 さん

逸見 晃史 さん
もぜひ見守って頂けたら嬉し

若林 香歩 さん
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横瀬町の市外局番は
（ 0494）です

浅見 英理 さん

堀口 楓真 さん
（実行委員長）

平野 駿介 さん

予約型乗合タクシーの実証運行について【２月１日（月）開始】
2/1（月）から新しい公共交通の実証運行を開始します。
まだ、利用登録を行っていな
い方は早めの利用登録をお願いします。
運行区域 【町内全域】
と
【秩父市３か所】
（ウニクス秩父、秩父駅、秩父市立病院）
【秩父市３か所】から
【秩父市３か所】の移動は不可
対 象 者 町内に在住か在勤で、事前登録をおこなった方
利用日時 2/1（月）～3/31（水）
（日曜・祝日を除く）8:30～17:00（予約時間8:00～16:30）
利用料金 無料
利用方法 Web予約か電話予約（☎26-7731）
予約方法
①Web予約の場合

①ウニクス秩父
②秩父駅
③秩父市立病院

利用ガイド
（町ホームページ）

予約サイト

※Google Chrome推奨

②電話予約の場合

新しい移動手段の導入に伴い、現在のコミュニティバス「ブコーさん号」は3/31（水）をもって運行を終了する予定
です。
また、許認可の関係により、3/15（月）～31（水）の「ブコーさん号」の運行は無料で利用できる予定です。

問まち経営課（2階8窓口） ☎25-0112

計画（案）に対する意見を募集します！
《計画の名称》
●横瀬町生活排水処理基本計画（案）
募集期間 2/8（月）～3/9（火） 担当課

振興課

●横瀬町地域防災計画（案）
募集期間 2/8（月）～3/5（金） 担当課

総務課

計画（案）の閲覧場所

町の生活排水処理事業を計画的に進めるための基本となる計画

町の防災に係る処理すべき業務など必要事項を定めた計画

●横瀬町国土強靭化地域計画（案）
募集期間 2/12（金）～3/9（火） 担当課

総務課

町における強靭な地域づくりを推進するための指針となる計画

横瀬町生活排水処理基本計画（案）
●町ホームページ ●役場振興課●蘆ヶ久保出張所
横瀬町地域防災計画（案）および国土強靭化地域計画（案）
●町ホームページ ●役場総務課 ●蘆ヶ久保出張所 ●町民会館
応募方法 住所、氏名を明記の上、各計画担当課へ提出
※様式自由。窓口、郵送、FAX、電子メールのいずれかにより提出。
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
総務課（2階7番窓口） ☎25-0111 FAX 23-9349
振興課（1階5番窓口） ☎25-0114 FAX 23-9349

E-mail
E-mail

soumu@town.yokoze.saitama.jp
shinkou@town.yokoze.saitama.jp

ごみ収集車の火災が多発しています
12月中に、秩父市大野原や下影森地内の不燃ごみ収集を実施中に収集車両の火災が発生しま
した。
また、11月にも1件の火災が発生しています。
排出された不燃ごみの中から、中身の残ったスプレー缶やガスボンベが確認され、
これが火災
原因とみられています。
こうした事故は、付近の住民や通行人、収集員にとって大変危険なばかりでなく、皆さまのごみ
の円滑な処理にも影響が出ることとなります。
住民の皆さまには、適正な排出についてお願いしているところですが、再度ご確認をいただき、
円滑で安全なごみ収集が行えるようご協力をお願いします。
広報よこぜ
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議 会 報 告

議会事務局（3階10番窓口）
☎25-0119

令和3年第1回町議会臨時会が1月14日
（木）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

件名

議案第1号

工事請負契約の締結について

議案第3号

工事請負変更契約の締結について

議案第2号

審議結果

原案可決

工事請負変更契約の締結について

原案可決

原案可決

公職選挙法の一部改正による選挙公営制度の拡大
公職選挙法の一部改正に伴い、町では12月
議会で選挙公営に係る条例を制定しました。
こ
れは、町長選挙及び町議会議員選挙の候補者
に係る選挙運動費用の一部を町が負担するも
のです（このことを「公費負担」
といい、公費負
担する仕組みを「選挙公営制度」
といいます）。
候補者の負担を減らし、候補者間の選挙運動
の機会均等を図ることで、
より多くの人の立候
補意欲を高め、立候補しやすい環境整備を目
指すための制度です。

主な変更点
１ 新たに公費負担の対象となる費用
①選挙運動用自動車費用（自動車の借入れ、燃料、運転手雇用等）
②選挙運動用ビラ作成費
③選挙運動用ポスター作成費
２ 町議会議員選挙におけるビラ頒布を解禁
３ 町議会議員選挙に供託金制度を導入
※詳しくは、町ホームページをご覧ください。
問総務課（2階7番窓口） ☎25-0111

令和2年度行政評価結果を公表します！
町では、行政サービスの向上や行財政運営の効率化などを図るために行政評価制度を導入してい
ます。
この制度は、町が実施する事業について、経済性、妥当性、必要性を数値等から客観的に把握と
評価をし、その結果を次の計画や予算などに反映させる手法です。
本年度は、令和元年度に実施した事務事業のうち、103事務事業について総合評価を実施しました。
その中から、下記3事務事業について最終評価を行いましたので、その概要をお知らせします。詳細は、
町ホームページに掲載しています。
最終評価
担当課所

事務事業名

事業概要

評価

評価コメント

子育て支援課

・利用者ニーズは高いと考えられるため、新型コロ
夏休み中に小学生を児童館にて
ナウイルスの感染予防策を徹底し、安心・安全に利
受け入れ、児童が安全な環境で学
用できる方法を検討すること。
学校夏季休業中 習し、たくさんの友達とルールを
一部改善 ・第6次横瀬町総合振興計画「1の柱 人づくり」に
における児 童 館
守り仲良く遊び、楽しく充実した時
開館事業
位置付けられる事業であることから、基本目標・主
間を過ごすことにより、子育て支援
な指標の達成を意識した計画とすること
（例：
「地
や児童の健全育成を図る。
域子育て支援拠点事業の年間延利用者数」）。

子育て支援課

・参加者からの評価は高いものの、出張ひろばとし
て実施する必要性、意義を改めて整理し、その結果
地域子育て支援拠点事業「かわせ
に基づき、必要に応じて実施方法等を再考するこ
みひろば」の出張ひろばとして、毎
出張ひろば「メー 週月曜日に芦ヶ久保地区で「メー
と。
現状維持
プ ル の 森 」運 営
・第6次横瀬町総合振興計画「1の柱 人づくり」に
プルの森」を開催した。子育て親
事業
位置付けられる事業であることから、基本目標・主
子が気軽に利用できる交流の場と
な指標の達成を意識した計画とすること
（例：
「地
して、子育て親子の支援を行う。
域子育て支援拠点事業の年間延利用者数」）。

振興課

地域振興拠点施設の老朽化等に
伴い、必要な箇所の修繕や新たな
地域振興拠点施 交流促進を図る施設整備を行う。
一部改善
設管理事業
また、今後の施設整備を計画的に
行うため、将来に向け、基金の積
立を行う。

・利用者の満足度をより高められるよう、戦略的か
つ計画的な施設の維持管理を行うこと。
・第6次横瀬町総合振興計画「4の柱 産業づくり雇
用づくり」に位置付けられる事業であることから、基
本目標・主な指標の達成を意識した計画とすること
（例：
「道の駅総売上高」）。

総合評価（担当課所長評価）
拡大

縮小

廃止

一部改善

現状維持

合計

6事務事業

1事務事業

1事務事業

7事務事業

88事務事業

103事務事業

横瀬町の市外局番は
（ 0494）です
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問まち経営課（2階8番窓口） ☎25-0112

町県民税の申告相談
申告会場では、マイナンバー
（個人番号）の確認をしています。

（マイナンバーカード、マイナンバー通知カードは毎年確認をしておりますので必ず持参してください）

◆申告相談に必要な主なもの◆ □ お出かけ前にチェックを!(内容によってはこれ以外の書類等が必要な場合があります)
対象

□

必要書類等
マイナンバー（個人番号）に係る本人確認書類の原本またはその写し（毎年持参してください）
◆マイナンバーカードをお持ちの方

□
申告者全員

所
得
関
係

控
除
関
係

マイナンバーカードだけで、本人確認（番号確認と身元確認）ができます

◆マイナンバーカードをお持ちでない方
番号確認書類
通知カードまたはマイナンバー記載の住民票等

□
□
□
□
□
□
□

＋

身元確認種類
運転免許証、保険証、障害者手帳、パスポート等

はんこ
（朱肉を使用するもの）
申告者本人名義の口座預貯金通帳等（所得税の還付が生じたときの受領口座登録に必要）
税務署から
「ID･パスワード方式の届出完了通知」、
「利用者識別番号等の通知」
（届いた方）
税務署から
「確定申告のお知らせ」、
「税務署からのお知らせ」（届いた方）
前年の申告書等の控え
（前年申告をした方）
源泉徴収票（必ず原本をお持ちください）
給与・年金所得者
収支内訳書、帳簿類、領収書 等
事業（営業・農業）所得者
「収支内訳書」は、必ず事前に作成しておいてください。
不動産所得者
一時所得者
□ 生命保険契約等の一時金または損害保険契約等の満期払戻金精算書 等
障害者控除
□ 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、町が交付した認定書 等
配偶者（特別）控除、扶養控除 □ 配偶者・扶養親族のマイナンバー（個人番号）が分かるもの（毎年持参してください）
社会保険料控除
□ 国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料・国民年金保険料等の領収書、控除証明書
小規模企業共済等掛金控除 □ 小規模企業共済等掛金証明書、領収書
生命保険料控除
□ 一般生命保険料・介護保険料・個人年金保険料の領収書、控除証明書
地震保険料控除
□ 地震保険料控除証明書、平成18年末までに契約した旧長期損害保険料支払証明書
寄附金控除の対象であることが確認できる受領書（領収書･振込票）、寄附金控除の対象であ
寄附金控除
□ ることが確認できる書類、ふるさと納税は寄附金受領証明書 または ふるさと納税であること
が確認できる領収書（振込票）等
（あらかじめ計算をしてまとめておいてください）
□ 令和2年分医療費控除の明細書【内訳書】
医療費控除
□ 医療費の領収書または医療保険者等発行の医療費通知書
□ 高額医療や生命保険などから還付や補塡された金額がある場合はその金額が分かるもの
□ セルフメディケーション税制の明細書（あらかじめ計算をしてまとめておいてください）
セルフメディケーション税制
□ 対象医薬品購入領収書、保険金などで補塡された金額がある場合は金額が分かるもの
□ 一定の取組を行ったことを明らかにする書類
※控除対象は、令和2年1月1日〜12月31日までに支払ったものに限ります。
※源泉徴収票、控除証明書などは申告の際に原本を提出していただく場合がありますので、控を残したいものはあらかじめコピーを
おとりください（申告会場でコピーはおとりできません）
。
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申告期間:2月16日～3月15日
令和3年
2/16（火）
17（水）
18（木）
19（金）
22（月）
24（水）
25（木）
26（金）
3/1（月）
2（火）
3（水）
4（木）
5（金）
7（日）
8（月）
9（火）
10（水）
11（木）
12（金）
15（月）

町県民税申告相談日程

対象地区
会場
相談時間等
18区
活性化センター
19区・20区
2階 大会議室
21区・22区
1区・2区
●9:00〜12:00／13:00〜16:00
3区・23区
4区
※地区ごとに対象日を定めていますが、都合がつ
5区
かない場合は他の日をご利用ください。
6区
※町の申告相談会場では、町県民税の申告と所得
7区・8区
税の確定申告のうち、給与・年金所得の申告、医
9区・10区
療費控除などをお受けしています。
11区
町民会館
※不動産所得、事業所得、株式等の譲渡や配当所
12区
2階
大会議室
得、株式等の損益通算や繰越控除、土地や建物
13区
等の譲渡所得、
雑損控除(災害減免法適用)、住宅
対象日にお越しになれない方
ローン控除、青色申告、消費税 等の申告は町の
14区
会場ではお受けしておりません。税務署へご相談
15区・17区
ください。
16区
対象日にお越しになれない方
対象日にお越しになれない方
対象日にお越しになれない方
・上記期間中、税務会計課窓口では申告の受付はしておりません

●申告相談について
（お願い）

新型コロナウイルス等の感染拡大防止のため、申告相談会場ではマスクの着用と手指の消毒をお願いします。

発熱や咳等の症状があり体調がすぐれない等、感染防止のうえから適切でないと判断したときは、入場をご遠慮

いただくことがあります。会場は混雑が予想されます。状況により受付時間の短縮や日時の変更をお願いすること
があります。お急ぎの場合は、税務署での申告がスムーズです。

新型コロナウイルス等感染拡大防止のため、インターネットや郵送等による申告をお願いします。

●所得税の確定申告

新型コロナウイルス等の感染拡大防止のため、所得税の確定申告は、自宅のパソコンやスマートフォン等から

国税庁ホームページ「国税庁 確定申告書等作成コーナー」、
「e-tax 国税電子申告･納税システム」を利用した申告
書の作成、提出をお願いします。

●町県民税の申告

町県民税の申告は郵送での提出も可能です。町ホームページから申告書を印刷していただくか税務会計課へ

連絡をいただければ、郵送いたします。必要事項を記入のうえ書類を添付していただき、3/15（月）
までにご提出く
ださい。

問秩父税務署 ☎22-4433（自動応答音声案内「 2 」番選択）
税務会計課（1階4番窓口） ☎25-0113

申告相談会場でマイナンバーカードの出張受付を行います
マイナンバーカードの交付申請に必要な顔写真の無料撮影と申請の受付を申告相談会場で実施します。
受付時間 9:00～12:00（申告相談の全日程で行う予定ですが、状況により変更になる場合もありますのでご了承ください）
必要なもの 通知カード、本人確認書類（例：運転免許証や健康保険証など）
受取方法 申請から約1カ月後、
申請時に顔写真付き本人確認書類をお持ちいただいた場合は、郵送（本人限定受取郵便）
で受け取ることができます。
その他、役場から通知をお送りし、窓口での受け取りもできます。
問いきいき町民課（1階1番窓口） ☎25-0115

横瀬町の市外局番は
（ 0494）です

広報よこぜ
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未成年の子どもが
オンラインゲームで勝手に決済
問秩父市消費生活センター ☎25-5200

スマホやゲーム機器などをインターネットにつないで遊ぶオンラインゲームで、子ども
（未成年者）が保
護者に無断で決済をし、
高額請求になったという相談が寄せられています。
保護者が端末に登録したカード情報を、子どもが勝手に使用したケースが多く見られます。
また、保護者
のカードを勝手に持ち出した、保護者が設定したパスワードや暗証番号を盗み見してキャリア決済をした、
家族の財布から無断で現金を持ち出してプリペイドカードを購入し、
決済に使用したケースもあります。
カードの請求明細や、決済機能の利用通知メールがきっかけで身に覚えのない決済に気付き、家族に利
用を尋ねても、
子どもは
「知らない」
「覚えがない」
と言いがちです。
また、
初めは少額に留めていたが、
ゲーム
に夢中になり、
課金が止められなくなってしまった子や、
「お金を使った」
という意識が全くない子もいます。
日ごろから子どもと、
スマホなどの端末とゲームの利用ルール、
お金の大切さなどを話し合うことが望まれ
ます。

【消費者へのアドバイス】
①スマホ等の端末、
クレジットカード等の決済機能のあるカード類、I D、パスワード、暗証番号の管理を徹
底しましょう。
②端末へのカード情報の登録状況、キャリア決済の利用限度額の設定状況などを確認しましょう。ペアレ
ンタルコントロール、
フィルタリング機能を活用し、子どものスマホ等の機能に利用制限を設けることも
効果的です。
③事業者に「未成年者契約の取り消し」を主張し、返金を求めることも可能ですが、契約時の状況によって
は取り消せない（返金されない）、立証に時間がかかる場合もあります。
困った時には、お近くの消費生活センター等にご相談ください。消費生活センターの電話番号は、全国共通「188」
です。

２３区担当窓口職員 活動報告
23区担当窓口制度とは…各区長の相談窓口機能の充実、地域情報収集および町の若手職員の
人材育成を目的に、平成28年度より実施しています。

問総務課（2階7番窓口） ☎25-0111

スマホ塾でレベルアップ！
シニア世代の社会参加を応援する「アクティブシニアの地域デビュー支援事業」の一つである
「スマホ塾（全6回）」を11月から12月にかけて実施しました。
ドコモショップ秩父店様にご協力いただき、スマホについて基礎から学び、イン
ターネットでの検索、LINEやカメラの使い方などを学びました。
最初は、使い慣れないスマホに戸惑っていた受講者も、少しずつ操作に慣れてき
て、LINEを使ったやり取りやカメラでの撮影など、実際に体験しながら楽しんで学ぶ
ことができました。
広報よこぜ
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令和３年の横瀬町成人式
横瀬町長

リスクを極小化したうえで運営できると考えたからで
す。
これに関しては、横瀬の場合、新成人の絶対数が少
ないこと、三密の回避や消毒、検温実施、オンライン併用
などの策をとれること、などは大前提としても、それだけ
では十分ではありません。なによりも、対応を協議してい
く中で、実行委員（新成人）の皆さんがとても協力的で、
感染拡大防止に理解があったこと。主催者（町）
と新成人
がよくコミュニケーションがとれていて、信頼関係で結
ばれていたこと、
これが大きかったと思います。
この信頼
関係はまさに“横瀬ならでは”、“横瀬の誇らしいところ”、
と感じました。
新成人出席者全員にマイクが渡る恒例の“一人一言”
は、今年は消毒シートと共に。いつもとは勝手が違いまし
たが、新成人の希望に満ちた言葉には勇気づけられるよ
うな思いがしました。難しい状況ではありましたが、成人
式が開催できて良かった。頼もしい新成人の皆さん、おめ
でとうございます。皆さんに幸多かれ、
と願っています。

よしなり

富田 能成

1月7日（木）に2度目の緊急事態宣言が発令されまし
た。秩父地域においても、陽性者の確認が相次ぎ、気を
引き締めての感染症拡大防止努力が必要な状況です。
町民の皆様には今しばらくご不便をお掛けしますが、何
卒、
ご協力のほどお願い申し上げます。
さて、1月10日（日）、新成人対象者102名のうち90名
の参加で、無事に横瀬町成人式が開催されました。た
だし、式典入場者は、新成人と最小限の来賓と関係者の
み、加えて来場できない人に向けオンライン配信をする
というかたちで実施されました。
コロナ禍にある今年、横瀬町が成人式開催を決めた
のは、成人式が、新成人にとって、一生に一度の大切な
行事であるからというのはもちろんですが、感染症拡大

●●●●●

よこらぼの採択事業

●●●●●

第６回審査会（12/25）答申に基づき３件採択（提案数４件）、以前条件付き採択となっていた提案が
１件採択となりました。
事業名・提案者

概要

採択 提案者：篠原 英良（株式会社トラヴォス）
No.83 事業名：腰痛がなくなる町プロジェクト
採択 提案者：学校法人東京電機大学 松井加奈絵
No.84 事業名：データ連携による地域のスマート化促進プロジェクト
提案者：浅見 裕（ミノペン運営事務局）

採択
事業名：横瀬町を
「えんとつ町のプペル」
でジャック！
No.85
～子どもたちに明るい未来を信じ抜く体験を創り出す～
採択 提案者：株式会社助太刀
No.86 事業名：横瀬町×助太刀 災害支援プロジェクト

腰痛・首肩の痛みに悩んでいる町民に自ら取り組んでい
ただき、
自ら改善してもらい、腰痛・首肩の痛みのなくなる
町の実現を目指す。
多種多様な地域に適応可能なIT基盤を用いたデジタル
の力でまちづくりを支援する地域分析ツール、データ連携
プラットフォームを活用して町のスマート化を目指す。
全国で初の大規模な「自治体×えんとつ町のプペル」を実
現し、横瀬に住むみなさんに夢を与える機会を作る。
町と、14万超の建設事業者が利用する
「助太刀」が連携し、
災害時の復興支援を行う。

問まち経営課（2階8番窓口） ☎25-0112

■入札結果
開札日

12/9（落札決定日12/21）

担当課
建設課

開札日

工事等の名称
横瀬小学校校舎建築工事

（単位：円）

入札方法
予定価格
落札（決定）金額
一般
1,413,467,000 1,298,000,000

12/18

担当課
振興課
建設課

（単位：円）

工事等の名称
入札方法
道の駅果樹公園あしがくぼ測量設計業務委託
指名
町道９号線測量設計業務委託
指名

予定価格
非公表
非公表

※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

落札（決定）者
㈱高橋組秩父本店

落札（決定）金額
2,607,000
5,610,000

落札（決定）者
㈱南建設
秩父測量設計㈱

問まち経営課（2階8番窓口） ☎25-0112
広報よこぜ
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健康づくり課事業のお知らせ
言語リハビリ教室（★）

日時 2/10（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 2/17（水）10:00～12:00 集合場所 旧蘆ヶ久保小学校
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 2/18（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 2/22（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 2/25（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。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、事業を中止する場合があります。
問健康づくり課（1階3番窓口） ☎25-0116

足の指を１本ずつ意識して
動かす、足の体操です。

◆タオルギャザー

足の指を使ってタオルをつ
かむ体操です。足の裏の感覚
も磨けます。

簡単な体操ですので、
気軽に取り組んでみてください !

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
広報よこぜ 10 2021・2

こんにちは 保健師です

フレイル予防で元気ハツラツ！
〜２月１日は〝フレイルの日〟〜

﹁フレイル﹂という 言 葉を聞いたことがありま

すか？フレイルとは︑加齢に伴い筋力などが低下

し始め︑心身が弱ってきてストレスに対する回復

力が低 下した状 態を表 す英 語﹁ frailty
︵フレイル
ティ︶
﹂をもとにした言葉で︑２０１４年に日本老

年医学会が提唱しました︒筋トレやバランスの良

い食 事︑社 会 参 加によって︑元 気な状 態に戻れる

可 能 性があります︒高 齢 者のフレイルは︑生 活の

茶トレ︶
﹂を覚え

質を落とすだけでなく︑さまざまな合併症も引き

起こす危険があります︒

●茶トレでフレイル予防

﹁ちちぶお茶のみ体操︵通称

ていますか？茶トレは︑近所でお茶を飲みながら︑

﹁短 時 間で気 軽にできる運 動を習 慣 的に行 う﹂
こ

とを目標に作られました︒

現在は︑新型コロナウイルス感染症の感染拡大

防 止のた め 多 くの人 が 集 まりにくくなっていま

す︒茶トレは自宅で取り組める体操なので挑戦し

てみましょう！

活動的に過ごす基本は﹁立つ﹂
﹁歩く﹂力を維持

することです︒そのトレーニングのひとつ
﹁足じゃ

んけん﹂と﹁タオルギャザー﹂をご紹介します︒
この

２つの体 操は〝 踏ん張る力 〟がつくので︑立つ時や

歩く時のバランス力もアップしてふらつきや転倒

を防止します︒

◆足じゃんけん

!

介護保険制度について
（１）社会全体で支え合う仕組み
介護保険は、相互扶助の考えにたって、被保険者全員が保険料を負担し、誰もが介護が必要になったときに介護
認定を受けて、介護保険サービスが利用できる制度です。原則40歳以上の人が加入します。
介護保険の運営主体（保険者）は市町村です。介護保険の運営に必要な費用の半分は加入者の保険料で賄われ
て、残りの半分は公費（国、都道府県、市町村）が負担しています。
（２）今後の高齢化社会に向けて
今後の急速な高齢化が進むことで、介護を必要とする方の増加や、介護が長期化または重度化することで、家族
だけでは支えきれないケースなどが増加しており、大きな社会問題となってきています。
介護保険制度は、
このような状況を社会全体で支え合うことにより、介護が必要となった人も介護をする人も共に
尊厳と生きがいを持ち、住み慣れた地域でいつまでも自分らしく生きることができる体制づくりを目指しています。
（３）被保険者等について
40歳以上の人は、原則として介護保険の被保険者となります。認定を受けた被保険者は介護サービス費用の1
割、2割または3割を負担することで介護サービスを利用することができます。
介護サービス費用の自己負担分以外の費用については、保険者である市町村が審査支払機関の国民健康保険
団体連合会を通じて、サービス提供事業者へ支払います。
●65歳以上の人は、
「第1号被保険者」
といいます
介護保険料は、住所地の市町村へ納めます。
（※市町村により保険料が異なります。）
介護が必要となった原因は関係なく、認定を受けた人は介護サービスを利用できます。
65歳の誕生日の月に被保険者証を交付します。介護認定の際に必要となりますので大切に保管してください。
●40歳～64歳までの人は、
「第2号被保険者」
といいます
介護保険料は、加入している医療保険者へ納めます。
老化が原因とされる病気等（特定疾病）により、介護が必要な状態であると
「認定」を受けた人は、介護サービス
を利用できます。
なお、特定疾病以外の原因で介護が必要になった場合は、介護保険の対象となりません。
《特定疾病》
１ がん
（末期）
２ 関節リウマチ

７ 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症
およびパーキンソン病

３ 筋萎縮性側索硬化症

８ 脊髄小脳変性症

４ 後縦靭帯骨化症

９ 脊柱管狭窄症

５ 骨折を伴う骨粗しょう症

10 早老症

６ 初老期における認知症

11 多系統萎縮症

12 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および
糖尿病性網膜症
13 脳血管疾患
14 閉塞性動脈硬化症
15 慢性閉塞性肺疾患
16 両側の膝関節または股関節の著しい変形を
伴う変形性関節症

問介護保険制度は、健康づくり課（1階3番窓口） ☎︎25-0116 ／ 介護保険料は、いきいき町民課（1階1番窓口） ☎25-0115

町民オリジナルのウォーキングコースを歩きました！
健康づくり課では、10月～3月の間、
「ウォーキング塾～上級編～」
を
実施しています。
この事業は、
ウォーキング経験者の方を対象に、講
義・実技・グループワークを行い、
より専門的な知識や技術を身につけ
ていただく内容となっています。
12月のグループワークでは、オリジナルのウォーキングコースを考
えました。参加者からたくさんの意見が出され、それぞれ特色のある
3つのコースを作ることができました。
1月には、そのコースの1つである
「札所・棚田コース」を歩き、
コー
ス設定から、当日の準備、整理体操、
ウォーキングの先導等も、参加者
の皆さんが自主的に行っていました。
2・3月には「川西・川東コース」
「宇根・琴平ハイキングコース」を歩く予定です。
問健康づくり課（1階3番窓口） ☎25-0116
横瀬町の市外局番は
（︎0494）です
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児童手当制度のご案内
児童手当は、中学校修了前までの児童を養育している方に支給される手当です。この制度
は、家庭等における生活の安定と児童の健全な育成、資質の向上を図るためのものです。
●児童手当と特例給付の支給月額
児童手当

※1

税法上の扶養人数

所得制限額（万円）

0人

622

特例給付

１５，
０００円

1人

660

第１・２子

１０，
０００円

2人

698

第３子以降

１５，
０００円

3人

736

4人

774

３歳未満
３歳以上
小学校修了前

番

●所得制限限度額表

児童１人あたりの支給月額

児童の年齢

子育て応援

※2

中学生

５，
０００円

１０，
０００円

※1 受給者の所得が制限額以上の場合、特例給付となります。
※2 第３子以降とは、一般に高校卒業までの養育している児童のうち、
３番目以降をいいます。

扶養人数が１人増えるごとにつき、
３８万円
加算されます。

●支給日
年３回の２月、
６月、
１０月の１５日（１５日が休日の場合、直前の平日）にそれぞれ前月分までが支払われます。
●申請は、
出生や転入から１５日以内に！
原則、申請した月の翌月分から支給開始となります。
申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
●公務員の方へ
公務員の方は勤務先での申請となります。新たに公務員となった場合や、退職後も児童手当を受けられる場
合、勤務先と町で手続きがあります。
問子育て支援課（1階2番窓口） ☎25-0110

ひとり親世帯臨時特別給付金の申請はお済みですか？
新型コロナウイルス感染症の影響により、ひとり親家庭等世帯では収入の減少や子育ての負担が
増加していることを踏まえ、臨時特別給付金を支給しています。
本給付金の申請期限は2/26（金）までとなっています。まだ申請を行っていない方はお早めに手
続きをお願いします。
基本給付

追加給付

基本給付（再支給）

①令和２年６月分の児童扶養手当が支給
される方
①②の方に限り、新型
対
②公的年金の受給者で、令和２年６月分の コロナウイルスの影響 基本給付の支給を受けた方は再
象
児童扶養手当の支給が全額停止される方 を受けて収入が減少し 支給分も受けられます。
者
③収入が減少し、児童扶養手当を受給して た方
いる方と同じ水準となっている方

申
請

②③の方は申請が必要です。
※収入額の審査があります。

申請が必要です。

既に基本給付の支給を受けた方
は申請の必要はありません。

ひとり親世帯で②③に該当する場合、児童扶養手当の認定を受けていない方でも、申請することができます。

●支給額

基本給付 １世帯５万円、第２子以降１人につき３万円
追加給付 １世帯５万円

支給の対象になるか不明の方は厚生労働省「ひとり親世帯臨時特別給付金」コールセンターからもお問い
合わせできます。
（☎0120-400-903）
（受付時間 平日９
：
００〜１８
：
００）
問子育て支援課（1階2番窓口） ☎25-0110
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子育て

ふれあい
コーナー

楽しかったね
クリスマス会！
12/21（月）
・22（火）は、児童館で、幼児親子を対象にし
たクリスマス会を開催しました。みんなでゲームをしたり
踊ったりして、
とても楽しいクリスマス会になりました。

学校応援団支援ボランティア
大募集！
町では、小・中学校の学校応援団支援ボランティアに
よる登下校の見守り活動や長期休暇等の学習支援活動
などを通して地域で子供たちを育んでおります。
これま
で、多くの皆さまのご協力をいただき、誠にありがとうご
ざいました。
新年度にご協力いただける「学校応援団支援ボラン
ティア」を募集します。学習、環境美化、見守りなどの支援
活動を通して自分の「できること」
で学校の子供たちとの
交流をしてみませんか？
ボランティアとしてご協力いただける方は、3/12（金）
までに登録用紙の提出をお願いします。
詳しくは、町ホームページ内の教育委員会のサイトを
ご覧いただくか、教育委員会担当までお問い合わせくだ
さい。
なお、４月以降も随時ボランティアは募集していますの
で、お気軽にお問い合わせください。
町の大切な宝である子供たちのよりよい成長のため
に、地域の皆さまの温かいご支援とご協力をお願いし
ます。
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

2/26（金）14:00

日時

場所

役場3階 301会議室

※傍聴を希望される方は、2/25（木）
までに電話で教育委員会へご連絡ください。
問教育委員会（2階6番窓口） ☎25-0118

子育て家庭をサポートします
地域子育て支援センター
（保育所）
事業名

日

時

内

総合福祉センター

容

赤ちゃんくらす

●

（令和2年10月～3年1月生）

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

土曜日
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。

1人当たり2,000円／1日

横瀬町の市外局番は
（︎0494）です

3日（水）
4日（木）

3歳児健診
運動のはぐくみ相談（要予約）
16日（火）
●赤ちゃんくらす
（令和２年6月～9月生）
●赤ちゃんなんでも相談室 17日
（水）
●3〜4、
9〜10か月児健診、
BCG
25日（木）
●ちびっこなんでも相談室 25日
（木）
●
●

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：

2

月

役場
こどもの心の相談（要予約）26日（金）

●

問子育て支援課（1階2番窓口）
☎︎25-0110
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児童館
どんぐりの森

5日（金）

バンブーの森

12日（金）

さくらの森

19日（金）

●
●
●

ママサロン

●

横瀬児童館
3日（水）10日（水）
19日（金）24日（水）26日（金）
長瀞町多世代ふれ愛ベース長瀞 5日（金）
秩父市子育て支援センター 12日（金）
皆野町皆野総合センター

17日（水）

メープルの森

●

旧芦ケ久保小学校
1日（月）8日（月）15日（月）22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

寂しいなテレビに映らぬ安部批判

感染者数で都会度測れそう

手を貸して助けてくれる友がいる

大国の望み果てなく十方に

玉井

岸岡

加藤

鯉甲

横田賭司楼

知

市憲

音

孝全

●土曜ミュージアムトークオンライン

哲郎 選

自助だけでコロナ禍減れと神頼み

大野たかお

◆髙田

第三波出歩き止めておとなしく

小石川邦二

柳
川

元法相夫婦で破る法の枠

●土曜ミュージアムトーク
日 時 2/13（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）
江戸時代のアニメーション 宇根の錦写絵
江戸時代末期から明治時代にかけて、横瀬の人々の娯楽の一
つであった写絵。今回は資料館で収蔵している町指定有形民俗
文化財「宇根の錦写絵」
を紹介します。
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

推薦
図書

ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人
東野圭吾 著●光文社
謎を解くためなら手段を選ばない。
コロナの時代にとんでもないヒーロー
が現れた！コロナ禍の現代日本という
まさに今を描いたミステリー作品に
なっています。

横瀬
書道
サー
サ
ー
サークル

●2月特設コーナー●
「ねこ」特集

遠藤 米子 さん

2/22（月）は（にゃんにゃんにゃん）で猫の日です。今年
は丑年ですが、近年大ブームのかわいい猫ちゃんたちの
本特集します。

秩父生まれの
「ウッドデザイン賞」展を
開催します！

★臨時休館のお知らせ
2月2・3・4・5日は蔵書点検のため臨時休館いたします。
★2月のナイトライブラリー 10・17・24日
（各水曜日）

秩父地域森林林業活性化協議会の企画「秩父生まれの『ウッ
ドデザイン賞』展」
を、町民会館で開催します。
ウッドデザイン賞2020を受賞した、秩父中村屋さんの秩父
のカエデの樹液を使ったお菓子「ちちぶまゆ」や、
これまで秩
父地域で受賞した作品等をご紹介する企画展示です。

町民会館ホワイエギャラリー展示募集！

ホワイエに作品を展示して、
ギャラリーをひらきませんか？
町民会館ホワイエギャラリーにて、絵画・写真・書道な
どの作品を展示しませんか？

ぜひお立ち寄りください。
日時 2/2（火）～2/12（金）15:00まで
場所 町民会館1階ホワイエ
問振興課（1階5番窓口） ☎25-0114

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、公民館講座、
土曜ミュージアムトークなど、
日程の変更や中止となる場合
があります。

※写真は『横瀬書道サークル書道展』の様子です。
現在は終了しています。
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月曜・祝日休館 問公民館 ☎22-2267

茂

信子 選

赤岩

タミ

◆新井

先生の穏やかなりし御指導を受けし細事は夢寐に忘れじ

浅見

歌
短

野牡丹の命ひと日を惜しみつつ花のむらさき幾片拾う

●年末、
おしゃれで楽しい講座

「手作りおしゃれ門松＆手作りクリスマスケーキ」
12/20（日）
・12/24（木）開催 !

新しい年を自分らしく迎えるために、1年の家族の幸せを願ってかわいい門松
を作りました。

大事に寝かせて待ちます。
自分で作った味噌
でつくるお味噌汁は格別！毎 年この講座を楽
しみに待っていらっしゃる方が大勢います。

クリスマス・イブは家族で・
・
・い
ちごがいっぱいのケーキを手
作り！夜はパーティです♥

横瀬町の市外局番は
（ 0494）です

悦子

添加物無しの、手作り味噌！半年、
じっくり

小泉

12/17（木）
・18（金）
・19（土）開催！

ずっしりと曽孫は重く三ケ月目に豊かな表情家族沸き立つ

「味噌づくり」

邦子

●毎年恒例の

斉藤

信子

公民館講座を開催しました！

手入れせぬ山に倒木数多見ゆ焚き木拾いも遠き昔に

は、町民会館窓口、ホームペー
ジでご確認ください。

コロナウイルスに負けるものかと豆を打つ日の短さに追いかけられて 斎藤トシ子

知らせがいっぱいです。詳しく

あき

島田

民館講座の参加者募集などお

今日からの散歩コースはＢコース銀杏並木の木漏れ日の中

1月号は、文化祭の事や、公

中川美也子

●
「公民館だよりNO.8」発行

安静に過ごせし後は衰えし体力戻さんと日日歩みおり

（1回300円）
をご持参ください。
問・申込 町民会館 ☎22-2267

イヨ

※御朱印を希望する方は納経帳（2,000円程度）および御朱印料

町田

申込 2/2(火)から

紅葉を見上げし空を過りゆく銀色の物体光りて高し

参加費 無料（交通費・昼食代は実費）

由江

定員 15名

町田

集合場所 町民会館北側駐車場

山車なくば何故か淋しい夜の町花火で賑わす夜祭り気分

日時 2/20（土）※予備日 2/21（日）9：00～17:00

八木原千恵

コース 市街地を巡るみち 10番～19番・約10㎞（予定）

寄せ植えの葉牡丹の色濃さを増し冬枯れの庭に明るさ添えて

ポットやレストランを検索。上手に撮れた写真を
「LINE」
で送った
り、編集して自分だけのアルバムを作ろう！

八木原優子

スマホの地図アプリで札所巡り！ナビを使って、訪れたいス

寒の陽をはねかへす君はクロッカス世にあらはるる時は来にけり

「スマホで調べて札所巡り」2/20（土）開催

新井

●スマホを持って出かけよう！

ひとしきり賑やかなるは送迎車武甲の肩に陽の沈むころ

公民館講座・参加者募集
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よこぜ 情 報 掲 示 板

YOKOZE
information

イ ベ ント

埼玉県立秩父特別支援学校 作業製品展示会
日時 2/22（月）～3/1（月）8：30～17:15
場所 秩父市歴史文化伝承館
内容 作業製品・美術作品の展示・学習活動の紹介
問埼玉県立秩父特別支援学校
☎24-1361 FAX 21-1044

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）

募集
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） 2/2
（火）
～2/22
（月）
介護サービス科
（6ヶ月) 2/18
（木）
～3/8
（月）
募集定員 各科10名程度
選考 電気設備管理科 2/26
（金）
（学科、
面接）
介護サービス科 3/11
（木）
（面接）
問熊谷高等技術専門校秩父分校 22-1948
注）定員に達した場合、募集をしないことがあります。

秩父に住んで働こう！合同就職面接会
日時 2/18（木）※原則予約制
会場 秩父宮記念市民会館2階 けやきフォーラム
対象者 ●秩父郡市内での就職を希望する一般求職者
●令和3年3月大学・短大・専門学校卒業予定者
（既卒3年以内含）
●令和3年3月新規高等学校卒業予定者
問ハローワーク秩父 ☎22-3215

埼玉未来大学（前期課程）受講生募集
人生100年時代を生きるシニアのための大学「埼玉未来
大学」を開講いたします。
健康長寿を実現するプログラムや社会貢献・社会的起業
などを学ぶカリキュラムとなっており、セカンドステージの
新たな活躍の場を見つける支援をします。
学習の期間や会場、授業料等は公益財団法人いきいき
埼玉ホームページ、もしくは電話にてお問い合わせくだ
さい。
問（公財）いきいき埼玉 未来大学担当 ☎048-728-2299

日時 2/20（土）18:00開演
場所 エリア898
講師 飲食店×プロジェクトファウンダー
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
●大人の木工体験（折りたたみ式三段ラック）
日時 3/7（日）10：00～16：00
参加費 3,000円／人
対象 大人（20歳以上）
定員 5人
申込期限 2/28（日）
●そば打ち体験
日時 3/21（日）10：00～13:00
参加費 3,000円／人（昼食付き）
対象 小学生以上（小学生は保護者同伴）
定員 5組（1組4人まで）
申込期限 2/28（日）
※電話にて受付。詳細はホームページまで
問・申込 彩の国ふれあいの森 埼玉県森林科学館 ☎56-0026

みんなのオペラ教室「やねうらのミーニャ」
日時 2/21（日）開場13:30 開演14:00
場所 秩父宮記念市民会館 大ホール フォレスタ
出演 歌（薗田真木子、富田駿愛、高橋薫、
ちちぶオペラ合
唱団）ピアノ
（鈴木啓三）工作（笹久保均）
入場料 子ども
（中学生まで）500円
大人（高校生から）1,000円
※4歳以下無料
チケット 茶房木亭 ☎22-4388
秩父楽器サービス ☎24-6791
※郵送希望の方はちちぶオペラ事務局へ
問ちちぶオペラ事務局（新井） ☎090-3331-3297

秩父公園橋タイムカプセル開封式典

お知らせ
福祉の仕事地域就職相談会
～高齢者・障がい者の施設で、
地域を支える仕事をしてみませんか？～
日程 3/19
（金）
12:00～14:00
場所 秩父宮記念市民会館 2階 けやきフォーラム
参加費 無料
申込 電話またはホームページより
（完全予約制）
問・申込 社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会福祉人材センター
☎048-833-8033（月～金10:00～17:00 祝日を除く）

日時 3/20（土）13:30（受付12:45）
場所 秩父宮記念市民会館 大ホール フォレスタ
定員 100名（記念橋カードをプレゼント） 参加費 無料
申込 氏名、住所、電話番号を記載のうえ、3/5（金）
までに
FAXまたは電子メール。
問・申込 秩父県土整備事務所 道路施設担当
☎22-3715 FAX 21-1270
E-mail t223715@pref.saitama.lg.jp
※新型コロナウィルス感染拡大に伴い、式典を縮小・中止する
場合があります。
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電気自動車を充電する急速充電設備の設置届出が
必要となります
電気自動車の普及により、急速充電設備の高出力化が必
要であることから、
火災予防上の安全を確保した上で、
安心し
て充電できるように秩父広域市町村圏火災予防条例の一部
が改正されました。
主な改正内容は、
次のとおりです。
1.施行日は令和3年4月1日からです。
（既に設置、設置工事中
のものは適用されません。
）
2.急速充電設備の全出力の上限が200キロワットまで拡大さ
れました。
3.急速充電設備の位置、構造及び管理に関する基準の細目
が改正されました。
4.急速充電設備（全出力50キロワット以下のものを除く。
）は、
消防
（分）
署への設置の届出が必要です。
詳しい基準等については、
消防本部予防課へお問合せくだ
さい。
写真提供：新電元工業株式会社

町内に設置された急速充電設備

問秩父消防本部予防課

☎21-0121

最低賃金が改正されています
10/1から埼玉県最低賃金は時間額928円となりました。
埼玉県最低賃金は、県内の事業場で働く全ての労働者に適
用されます。
更に12/1から5業種の特定（産業別）最低賃金の時間額
がそれぞれ、非鉄金属製造業948円、電子部品等製造業は
954円、輸送用機械器具製造業966円、光学機械器具等製造
業963円、
自動車小売業962円となりました。
問埼玉労働局労働基準部賃金室 ☎048-600-6205

労働力調査にご協力ください
総務省統計局では、都道府県を通じて、毎月労働力調査を
実施しています。
町では、
2月から5月にかけて本調査が行われます。
この調査から得られるデータは、国や都道府県が実施する
雇用失業対策などの企画・立案をする上で重要な指標として
利用されます。
調査の対象となった世帯には県から委嘱された統計調査
員が伺いますので、
ご協力をお願いします。
問埼玉県統計課人口統計担当 ☎048-830-2314

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 3/12（金）13：30～15：30
会場 秩父保健所
内容 ファシリテーターと共に、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

秩父地域自殺予防フォーラムの視聴期間を延長します
秩父おもてなしTVチャンネル（YouTube）において期間
限定配信を実施している秩父地域自殺予防フォーラムを好
評につき視聴期間を延長します。
新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響から、心身の
不調や自殺のリスクが高まることが懸念されており、全国的
に自殺者が急増しています。
自殺予防には心の健康づくりが大切です。
うつ病に気づ
くポイントやうつ病を予防する生活習慣等わかりやすくお
話していただきました。ぜひご視聴ください。
講演 「自分を支える心の技法」
講師 名越康文先生（精神科医）
視聴期間 3/31（水）23：59まで
視聴期間中に秩父市ホームページ「秩父地域自殺予防
フォーラム」のお知らせからアクセスし視聴してください。
主催：秩父地域自殺予防フォーラム実行委員会
（秩父市保健センター内）
問健康づくり課（1階3番窓口） ☎︎25-0116

住宅用火災警報器を設置しましょう。
～電池の交換は10年が目安です～
住宅用火災警報器（以下「住警器」
という。）の設置対策に
ついては、平成23年に決定された基本方針に基づき推進し
てまいりました。住宅火災による死者数は、平成17年をピー
クに減少しており、住警器の普及が大きな要因であると考
えられます。
しかし、秩父消防管内の住警器の設置率は低く、条例適
合率は最低ランクで推移しています。一方で、住警器の作動
確認を行った世帯の約2％で住警器の故障や電池切れなど
が確認されており、設置した住警器が交換期限を迎えてお
ります。
条例で示してい
る設置個所は次の
とおりですので、
さ
らなる火災予防に
ご協力をお願いし
ます。
資料提供先：一般社団法人 日本火災報知機工業会

問秩父消防本部予防課
横瀬町の市外局番は
（︎0494）です
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☎21-0121

よこぜ 情 報 掲 示 板
所得税等の申告相談について
確定申告会場 秩父税務署
開設期間 2/10（水）～3/15（月）
（土、
日および祝日を除く）
※新型コロナウイルス感染症対策の一環として、還付申告
の申告相談を2/15（月）以前でも受け付けております。
（納
税申告書は2/16（火）から受付）
相談受付 8：30～16：00（提出は17：00）
まで
相談開始 9：00
確定申告会場への入場は「入場整理券」が必要です。入
場整理券は会場当日配付、
または、LINEでも事前発行（前々
開庁日まで）
しています。事前発行の詳細は国税庁ホーム
ページをご覧ください。なお、入場整理券の配付状況に応じ
て、後日の来署をお願いすることもあります。
確定申告会場で実施している感染症対策
◆確定申告会場で検温を実施します。37.5度以上の発熱が認めら
れる場合は、
原則として入場をお断りさせていただきます。
◆ご来場の際は、
マスクの着用、
手指消毒をお願いいたします。
◆ご来場の際は、
できる限り少人数でお越しください。
◆職員によるマスク・フェイスシールドの着用と定期的な換気・消毒
を行います。

確定申告関係の申告期限・納期限と口座振替日
税目
（簡略表記） 申告期限・納期限
口座振替日
所得税
3/15（月）
4/19（月）
贈与税
3/15（月）
制度なし
消費税
3/31（水）
4/23（金）

YOKOZE
information

お知らせ
空き店舗・空き用地等の情報を登録しませんか
町では、企業誘致や新規創業などを支援し、雇用の場の
確保と町内産業の活性化を図るため、空き店舗・空き用地
等の登録事業を行っております。登録いただいた物件につ
きましては町のホームページへ掲載するほか、埼玉県の企
業誘致担当部門への情報提供を行います。登録できる物件
には要件がありますので、詳しくはお問い合わせください。
制度概要につきましては町のホームページでもご案内し
ていますのでご覧ください。
問振興課（1階5番窓口） ☎25-0114

家具固定サポーター登録制度をご存じですか
大地震への備えとして家具等を固定しておくことは、家
族の大切な命を守るためにも重要な対策です。県では、家
具固定を促進するために「家具固定サポーター登録制度」
を実施しています。
この制度では、家具類の固定を専門家
に実施してもらいたい方に対し、相談および見積りについ
ては無償で、施工については有償で依頼できる環境を提供
し、県民の皆さまの家具固定の取組みを支援しています。
詳しくは、県ホームページをご覧ください。
問総務課（2階7番窓口） ☎25-0111

今年の確定申告は、
ご自宅でe-Taxをご利用ください！
国税庁ホームページ「申告書作成コーナー」でご自宅の
パソコン等から作成し、事前に税務署で取得したID・パス
ワードを利用しますとe-Taxで簡単に申告ができます。ま
た、納税についても、
ダイレクト納付や振替納税などをご利
用ください。
問秩父税務署 ☎22-4433（自動音声案内「 2 」番選択）

みんなで一緒に 手話 を学ぼう!

22回

●第

［ 大丈夫］

➡
QRコードを読み込むと動画で
手話を確認できます。

湾曲させた右手の指先を
左胸にあててから右胸にあ
てます。

この表現には「出来る」
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

横瀬町の市外局番は
（ 0 4 9 4）です

各種相談
無料相談

社協定例相談

●身体・知的障がい児(者)について

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

●精神障がい者について

生活支援センター「アクセス」
☎24-1025 FAX24-1026
日時 月～金曜日 9:00～17:00

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。

●心配ごと相談

日時 2/16（火）13:00～15:00
場所 総合福祉センター

●結婚相談 ※1週間前までに要電話予約

日時 2/17（水）
・３/17（水）18:00～19:00
場所 町民会館
社会福祉協議会 ☎22-7380

●行政相談

埼玉県定例相談

●障がい者の就労等について

日時 2/9（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

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

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

●消費生活・多重債務相談について

●就職相談 専用受付ダイヤル

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

●法律相談 ※要電話予約

☎048-780-2034
日時 第1・第3水曜日 10:00～16:00

日時 2/18（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。
総務課（2階7番窓口） ☎25-0111

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。

₂₀₂₁年₂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）

7日
11日
14日
21日
23日
28日

医師会休日診療所（内・小）
熊木町 ☎23-8561

在宅当番医療機関
（診療時間 9:00～18:00）
金子医院（内）
皆野町
大谷津医院（内・小）
阿保町
小鹿野中央病院（内）
小鹿野町
関根医院（内・外）
日野田町
健生堂医院（内・外）
東町
小鹿野中央病院（内）
小鹿野町

☎62-0039
☎22-6329
☎75-2332
☎23-0777
☎22-0270
☎75-2332

救急告示医療機関※
（診療時間 8:30～翌日8:30）
秩父市立病院
桜木町
☎23-0611
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
桜木町
☎23-0611
秩父市立病院
桜木町
☎23-0611
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 2/25 ヨコゼ診療所 横瀬町 ☎23-3311
2/25 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
☎62-6300
2/6・20 皆野病院 皆野町
土
☎23-0611
2/13・27 秩父市立病院 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

ダイヤル回線・IP電話・PHS

☎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～₁₂月₃₁日）

（2020年₁月₁日～₁₂月₃₁日）

人身事故件数
死者数
負傷者数
物件事故件数

◦22件（－4）
◦1人（±0）
◦30人（－3）
◦151件（－13）

事故死ゼロ 268日

2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

休日在宅歯科診療当番医 応急処置

2月の休日歯科診療はありません

《注意》
振り込め詐欺にご注意ください。

▶固定資産税
▶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 : 3/1⺼

第4期
第8期
第8期
第8期

2

26㊎

25㊍

27㊏

12㊎・25㊍

13㊏・26㊎

12㊎・25㊍

9 ㊋・23㊋

10㊌・24㊌

10㊌・24㊌
5 ㊎・19㊎

※口座振替をご利用の方は、残高をご確認ください。
広報よこぜ 19 2021・2

4 ㊍・18㊍

「25歳の成人式」を実施しました
12/29（火）、昨年度に引き続き
「25歳の成人式」を実施
しました。今年度25歳を迎える23名が参加し、各々の近
況を語り合いながら同郷の仲間との時間を過ごしまし
た。都内から帰郷した参加者からは「横瀬に戻ってきて、
横瀬が好きだなと改めて思った。
これからも住んでいき
たい。」
との声がありました。
この事業は若者の町外への流出が続く中で「25歳」
と
いう時期が、同級生や恩師との再会によって横瀬町への
愛着を再認識してもらうために適した時期であるという
考えのもと実施しています。

小松沢レジャー農園がS-GAP
農場評価の認定を受けました
12/23（水）、役場においてS-GAP実践農場評価書の
授与式が行われました。
S-GAPとは、食品安全・環境保全・労働安全に配慮し
より農家が取り組みやす
た農業生産に取組むGAP※を、
い内容とした埼玉版のもので、農業評価の判断項目が
すべて評価された農場がS-GAP実践農場評価書の授
与を受けられます。
小松沢レジャー農園は日頃からの安全管理や環境保
全が評価され、町内初の認定を受けました。
※
GAP…Good Agricultual Practice 良い農業のやり方

オリンピアン直伝！
走り方教室を開催しました
2021年、今年はオリンピック・パラリンピックイヤー
です。1月広報でお伝えしたとおり、横瀬町は、
ヨーロッ
パの小国「アンドラ公国」のホストタウンになりました。
この流れで、国からの支援をいただいて、1/24（日）に
「オリンピアン直伝！走り方教室」を開催しました。
この
教室では、2012年ロンドン五輪に出場された舘野哲也
選手を講師としてお招きし、もっと速く走るための身体
の動かし方などについて教えていただきました。参加
者の多くは小中学生で、館野選手のアドバイスを熱心
に聞きながら、自分の身体の動きを確認していました。
参加者の中から将来のアスリートが生まれるかも？！
※感染症対策を徹底した上で実施しました。
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飯野 凰心くん
令和2年2月2日生
敏行・理沙夫妻（16区）

顔に
おうちゃんの笑 す♥
で
みんなメロメロ
●「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。

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.

631

2021年₁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

3,169（ −1） 3,823（ ±0） 3,850（ −4）

7,673（ −4）

3,358（ −1） 4,050（ ±0） 4,081（ −5）

8,131（ −5）

189（ ±0）

秩父郡横瀬町大字横瀬4545番地

227（ ±0）

☎25-0111㈹

231（ −1）

458（ −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）

