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横瀬町保育所で新型コロナ
ウイルス退散を願い豆まきが
行われました。
詳細は13ページへ。

こんなときは国民健康保険の
異動手続き
（届出）
を！
勤務先が国民健康保険の資格異動の手続きをしてくれることはありません。
また、届出は、本人
または同一世帯の方のみできます。
届出をする方は本人確認書類（原則、マイナンバーカード等の写真付きのもの）
と下記の届出に
必要なものをご持参ください。
届出が必要な場合
国民健康保険に入る

国民健康保険をやめる

届出に必要なもの

・退職等で社会保険等をやめたとき
・社会保険等の扶養から外れたとき

・世帯主と対象者全員の個人番号が確認できるもの*
・健康保険の資格喪失証明書
（退職日または資格喪失日がわかる書類）
・扶養から外れた日がわかる証明書 等

・転出するとき

・世帯主と対象者全員の個人番号が確認できるもの*
・対象者の国民健康保険証

・就職等で社会保険等に入ったとき
・社会保険等の被扶養者になったとき

・世帯主と対象者全員の個人番号が確認できるもの*
・新たに加入した健康保険証
・対象者の国民健康保険証

・世帯主と対象者全員の個人番号が確認できるもの*
・修学のため転出（住所を異動）
するとき ・
「在学証明書」
または「学生証」
・対象者の国民健康保険証

その他

＊「個人番号が確認できるもの」
とは、マイナンバーカード、マイナンバー入りの住民票等を指します。

資格異動後に医療機関等を受診する際は、必ず「新しい保険証」を提示してください。
＊療養中の方で、国民健康保険から他の健康保険へ変わったり、逆に他の健康保険から国民健康保険へ加入した際には、診
察券だけではなく、必ず「新しい保険証」を併せて提示し、保険証が変わったことを医療機関へ申し出てください。

問・届出 いきいき町民課（1階1番窓口） ☎︎25-0115

マイナンバーカードQRコード付き交付申請書の送付について
マイナンバーカードを取得していない方に対し、国がマイナンバーカードQRコード付き交付申請書を令
和2年12月末から令和3年3月末にかけて順次発送しています。
ただし、次の方は送付されませんので、
ご注意願います。
●75歳以上の方
●国外転入者、令和2年中に出生等、令和2年中にQRコード付き申請書が添付された個人番号通知書また
は通知カードの送付を受けた方
●中長期在留者等、地方出入国在留管理局において、マイナンバーカードの交付申請等について周知が行
われている方
マイナンバーカードの申請は、本人の意思によるため任意ですが、今回送付される申請書を使い、郵送
やスマートフォンなどにより、
ご自宅からマイナンバーカードの申請ができます。
この機会にぜひマイナン
バーカードを申請してみてください。
マイナポイント事業
3月までにマイナンバーカードを申請すると上限5,000円分のポイントをもらうことができます。
カード受
取後、マイナポイントの申込みを行い、9月末までにチャージまたはお買い物が対象です。
健康保険証として
3月から医療機関・薬局などで、順次マイナンバーカードの健康保険証利用が可能になります。
問いきいき町民課（1階1番窓口） ☎︎25-0115

広報よこぜ
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引越しの際は、住所の異動手続きを忘れずに！
住所の異動届（転入届・転出届・転居届など）は、国民健康保険、国民年金、選挙人名簿への
登録などにつながる大切な手続きです。
手続・届出期間

届出に必要なもの

転入（町外→町内）
転入した日から14日以内

・本人確認書類*

転出（町内→町外）
転出前または転出先に
住み始めてから14日以内

・本人確認書類*
・印鑑
・国民健康保険証（被保険者）
・印鑑登録証（登録者）

転居（町内→町内）
転居した日から14日以内

・本人確認書類*
・印鑑
・国民健康保険証（被保険者） ・後期高齢者医療保険証（被保険者）
・こども医療費受給資格証（受給者）

・印鑑

・前住所地の市区町村発行の転出証明書

・後期高齢者医療保険証（被保険者）
・こども医療費受給資格証（受給者）

※「本人確認書類」
とはマイナンバーカード、運転免許証など。

注 意■代理人が手続きする場合には、委任状などが必要になることがあるので、あらかじめお問い合わせください。
■「マイナンバーカード」、
「住民基本台帳カード」および「在留カード」の住所は最新にする必要があります。
住所が変わった場合には、新住所の市区町村窓口で手続きをお願いします。

問・申請 いきいき町民課（1階1番窓口） ☎︎25-0115

3/28（日）休日窓口を開設します
引越し等の手続きで多くの方が役場を利用されるため、休日に開庁し、転入・転出に関わる窓口業務を行
います。
日時 3/28（日）9：00～16:00
主な取扱業務
転入・転出などの届出、住民票等証明書発行業務、印鑑登録、マイナンバーカードの交付、国民健康保険
の資格取得・喪失の手続き
●次の業務はお取り扱いできません
町税に係る証明書発行、転入届のうち転出地市区町村でマイナンバーカード等を利用した転出の届出を
する場合
問いきいき町民課（1階1番窓口） ☎︎25-0115

国民健康保険・後期高齢者医療被保険者に対する
傷病手当金の支給について
新型コロナウイルス感染症に感染
（疑いを含む）
したことによる療養のために４日以上仕事に就くことが
できず、
勤務先から十分な給与等が受けられなかった国民健康保険被保険者や後期高齢者医療被保険者
の方は、
傷病手当金の支給を受けることができます。
申請に当たっては、
療養期間や療養開始前の給与額などについて、
医療機関や勤務先事業主の証明が
必要になります。
詳しくは、
電話等でご相談ください。
問・申請先 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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住宅環境改善および空き家活用促進補助金

～補助金を使って住みやすい家にしませんか～
住宅環境改善および空き家活用促進補助金を活用してリフォーム工事を実施した方の工事
内容や感想を紹介します。今後リフォームを予定している方は参考にしてみてください。

今回ご紹介するリフォームは築34年の住宅にお住まいの A さんご夫婦。

ご興味が
ありましたら
ご相談ください !

Q1 リフォームの内容

費用総額:3,058,000円

工事内容:浴室の改修、
断熱窓に交換、高効率給湯機に交換
補助費用:276,000円
（リフォーム補助金 100,000円+省エネ改修補助金 176,000円）

Q2 リフォームを考えたきっかけ

Before
工事前
タイル張りの在
来工法の浴室。
タイルの掃除が
大 変 だったり、
特に冬場は浴室
が寒くヒートショックが心配でした。

Aさん：家を建てた住宅メーカーに、浴室と窓の相談をし
たのがきっかけです。特に浴室は断熱材が施工されてお
らず、冬場とても寒くてヒートショックが心配でした。

Q3 リフォームをしてみての実感
Aさん：特に浴室の改修は満足しています。浴室や脱衣所
に暖房を付けたことで、冬場は暖かくヒートショックの心
配はなくなりました。
コロナで温泉に行くことが出来なく
なったのですが、今は、大きくなった浴槽で温泉気分を楽

After
工事後

しめています。また、居室等を断熱窓に交換したことで、
冬の室温は2～３度高くなったと感じています。

Q4 補助金については
Aさん：住宅メーカーから補助金の制度を教えていただき
ました。補助金額が思いのほか高額で驚いています。

浴室はユニット
バスに変更。浴
室と脱衣所に暖
房を設置。また
浴室の床には冷
たさを感じづらい素材を使用。冬の浴室の
寒さを解消。快適なお風呂に。

町では建物の内外装、
トイレ、台所などのリフォームや太陽光発電システム、蓄電システム設置に
対しても補助を行っております。
リフォームなどを検討されている方は、ぜひご活用ください。
問振興課（1階5番窓口） ☎︎25-0114

「ブコーさんのうららか農園」利用者の募集
町では、農業に従事したことのない方が野菜や花等を栽培することで、農業に対する理解を深めると
ともに、農業体験を通じて地域間の交流機会を増やしていただくため、
「ブコーさんのうららか農園」を
開設しています。
令和3年度も、次のとおり新たな利用者を募集しますので、希望される方はお申し込みください。
募集区画

2区画（希望者多数の場合は抽選となります。）

利用期間

令和3年4月1日
（木）〜令和4年3月31日
（木）
まで

利用料

1区画当たり3,000円（年額）

申込期間

3/1（月）～15日
（月）
まで
問振興課（1階5番窓口） ☎︎25-0114
広報よこぜ
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有害鳥獣被害対策について

～「里山の守り人」武甲猟友会を紹介します～

ご興味が
ありましたら

ご相談ください !
近年増加する有害鳥獣による農作物被害や家屋被害等を防ぐため、地元猟友会「武甲猟友会」の
皆さまに捕獲作業のご協力をいただいています。
黄色とオレンジ色の帽子とベストを着用し、事故防止に細心の注意を払って活動していますので、皆さんのご理
解とご協力をお願いします。
また、武甲猟友会は新規会員を募集しております。
ご興味のある方は振興課までご連絡ください。
有害鳥獣捕獲を実施する方への補助
有害鳥獣捕獲を行うには、狩猟免許を取得する必要があります。町では狩猟免許取得に係る経費等について補
助を行っております。
①狩猟免許取得補助金
狩猟免許の取得に係る経費の一部を補助します。
※有害鳥獣捕獲事業に従事する者に限る
・第一種、第二種の狩猟免許を取得した場合 8,000円
・わなの狩猟免許を取得した場合 5,000円
②有害鳥獣捕獲事業従事者補助金
有害鳥獣捕獲事業の従事者に狩猟者登録等に必要な
武甲猟友会の皆さん
経費の一部を補助します。
・第一種銃猟狩猟者登録 10,000円
皆さまが大切に育てた農作物を有害鳥獣から守る
・第二種銃猟狩猟者登録 5,000円
ため、武甲猟友会として活動しています。役場からの
・わな狩猟者登録 6,000円
捕獲依頼や住民からの被害の相談にも対応してい
ます。猟友会にご興味がある方はご相談ください。
武甲猟友会会長 楮本 佳司さん
問振興課（1階5番窓口） ☎︎25-0114

小規模事業者登録制度のご案内
町では、町内事業者の受注機会の拡大を図るため、町が発注する小規模な修繕や物品の納入等の契約
について、小規模事業者を対象に登録制度を設けています。
対象となる契約
内容が軽易で、履行の確保が容易であると認められる契約で、その金額が1件80万円以下のもの
登録できる方
町内に主たる事業所を有する小規模事業者で、次のいずれにも
「該当しない」方
(1)成年被後見人若しくは被保佐人または破産者で復権を得ない方
(2)町建設工事等競争入札参加資格者名簿に登録されている方
(3)希望業種を履行するために必要な資格、許可等を有しない方
(4)町税を滞納している方
登録申請方法
登録申請書（町ホームページからもダウンロードできます）に町税完納証明書と許認可証等の写し
（許認
可、免許等が必要な業種の場合）を添えて申請してください。
問振興課（1階5番窓口） ☎︎25-0114

町役場本庁舎で
公衆無線LAN（Wi-Fi）
サービスを
ご利用できます
横瀬町の市外局番は
（ 0494）です

来庁者の利便性向上、町民サービスの向上、災害時における活用などを図
るため、本庁舎内に公衆無線LANを整備しました。
無線LAN機能を搭載したパソコンやスマートフォン等の機器をお持ちいた
だければ、無料でインターネットに接続することができます。接続に関する情
報に関しましては、本庁舎1階マンボウ掲示板をご確認ください。
広報よこぜ
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下水道を利用できる区域が広がります！
町では、生活環境の改善や公共用水域の水質保全等のため、下水道事業を進めており、4月1日
（木）
から公共下水道を利用できる区域が広がりますのでお知らせします。
横瀬町特定環境保全公共下水道
令和3年4月1日（木）供用開始区域図

川東13区地内

公共下水道を利用するためには、町に登録している下水道排水設備指定工事店による排水設備工事が
必要です。工事については、指定工事店までご相談ください。
また、町では排水設備設置費助成金として、工事費用の一部を助成しています。下水道供用開始区域内
にお住まいの皆さまは、公共下水道への接続をお願いします。
設置義務者
改造工事の区分
助成金額
改造工事費と50万円の
生活保護法による生活
くみ取り便所または既設浄化槽からの改造工事
扶助受給者の方
いずれか少ない金額
供用開始後1年以内
50,000円
くみ取り便所からの
供用開始後2年以内
30,000円
改造工事
供用開始後3年以内
20,000円
上記以外の方
既設浄化槽からの改造工事
供用開始後1年以内
50,000円
大型合併浄化槽からの
改造工事費と50万円の
供用開始後1年以内
改造工事
いずれか少ない金額
※供用開始…公共下水道に接続できるようになった日
供用開始区域関連図書の縦覧
場所 役場 建設課
期間 令和3年3月31日
（水）
まで
時間 8：30～17:15 ※土・日・祝日を除く
問建設課（2階9番窓口） ☎25-0117

ホストタウン宣言の
パネルを展示しました

指定工事店一覧

東京2020パラリンピック
聖火リレートーチが横瀬町にやってきます

町は令和３年7月～８月にかけて開催される東
京オリンピック・パラ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のホスト
タウンに決定しました。
これに伴いアンドラ公国と町の「ホストタウン
宣言」のパネルを
町 民 会 館ホワイ
エ、役場1階に展示
しました 。近くに
お立ちよりの際に
ご覧ください。
広報よこぜ

町では、東京2020パラリンピック聖火リ
レーの「埼玉のパラリンピック聖火」の元と
なる火をおこすことが決まっています。これ
に因んで東京2020パラリンピック聖火リレー
のトーチを展示します。実物を間近に見られ
る貴重な機会です。桜ピンクと呼ばれる美し
い輝きを、ぜひご覧ください。
日時 3/29（月）8：30～17：15 場所 役場１階ロビー
問まち経営課

☎︎25-0112

※パラリンピックトーチに直接触れることはできませんが、写真撮影は可能です。
※新型コロナウイルス感染症の状況等により、変更等の可能性があります。変更
等がある場合、町ホームページ及び防災無線にてお知らせします。
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スポーツ安全保険に加入しませんか！
スポーツ活動や文化活動、ボランティア活動などを行っている団体の方におすすめの、公益財団法人スポーツ安
全協会が取りまとめている保険です。協会では、2021年度の加入受付を3月1日
（月）から開始します。
対象 スポーツ活動や文化活動などを行う4名以上の団体
団体管理下での活動中（国内）やその往復中の事故など

対象となる事故の範囲

掛金（1人あたり年額） 中学生以下の団体・高校生以上の文化活動

800円

中学生以下で個人活動も対象

1,450円

スポーツ活動、子供の指導（高校生以上64歳以下）

1,850円

スポーツ活動、子供の指導（65歳以上）

1,200円

危険度の高いスポーツ活動（全年齢）

11,000円

補償内容

傷害保険、対人および対物賠償責任保険、突然死葬祭費用保険

保険期間

令和3年4月1日
（木）から令和4年3月31日
（木）
まで
※前年度加入保険の継続には再度のお申込みが必要です。保険内容等をご確認のうえ申込みください。

申込み方法

郵便局で払込後、払込受付証明書・加入依頼書を埼玉県支部へ郵送
※加入申込書等は、教育委員会に用意してあります
※「スポ安ねっと」は協会ホームページをご覧ください

問 教育委員会（2階6番窓口） ☎25-0118 ／（公財）
スポーツ安全協会埼玉県支部

☎048-779-9580

スポーツ少年団員を募集しています！
町スポーツ少年団では、
スポーツを通じて、子どもたちの心と体の健康な成長を助け、それぞれがもつ無限の
可能性を開発するとともに、仲間と力を合わせることの喜びを感じてもらうための活動に取り組んでいます。
町内には、5つの単位団が活動しております。小・中学生のみなさんの入団をお待ちしています！
単位団名

代表者

練習日程

横瀬剣道
横瀬武甲（軟式野球） 逸見 和秀 毎週土・日曜日、祝日8:00～13:00（試合等により延長有）
櫻井 善雄
毎週日曜日 13:00～16:00
横瀬ソフトテニス
横瀬
毎週火・木・日曜日
浅見 幹雄
18:30～20:20（火・木） 9:00～12:00（日）
ミニバスケットボール
嶌﨑

横瀬サッカー

正昭

毎週火・金曜日 19:00～21:00

毎週土曜日 13:00～16:00
毎週日曜日 8:30～12:00

八木原宏明

練習場所
中学校体育館内剣道場
町民グラウンドほか
中学校テニスコートほか
スポーツ交流館
（横瀬小学校体育館）
町民グラウンドおよび
小学校第２グラウンド

問教育委員会（2階6番窓口） ☎25-0118

役場庁舎隣接地の土地を寄附していただきました
令和2年12月14日
（月）付けで、下記の土地を寄附していただきました。
ご厚意に感謝するとともに町が実施す
る公共事業等で有効に活用させていただきます。
寄附者である田中優美子様のご挨拶と土地の詳細を掲載させていただきます。
この度、横瀬町役場と地続きの土地を町に寄附させていただくことになりました故・田中二二江の娘でござい
ます。
寄附にあたり、
この場をお借りして町民の皆さまに一言御礼を申し上げたく存じます。
2011年の暮れ、
この土地にありました私の実家は火災に遭い、全焼してしまいました。その節は消防団をはじ
め横瀬町の皆さまには多大なご協力とご厚意を賜り、感謝に堪えません。
このことから母は生前、町民の皆様へ
の感謝の識しに土地を寄附したいと申しており、当時の町長様にもご了承いただいていた次第です。諸事情によ
り遅くなりましたが、横瀬町の財産として町民の益になるようご活用いただけますと幸甚に存じます。
寄附いただいた土地の詳細
・住所

①横瀬町大字横瀬4548番地4

・地積

①328㎡

②横瀬町大字横瀬4548番地8

②104㎡

横瀬町の市外局番は
（︎0494）です
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マッチングサービスで知り合った
人からの怪しい誘いに注意
問秩父市消費生活センター ☎25-5200

インターネットを利用して需要と供給の適合を仲介するマッチングサービスで、知り合った相手がきっ
かけで、消費者トラブルになったという相談が寄せられています。
有料サイトへ誘導され高額なポイント代金を支払うよう仕向けられた、競馬ツールのほか、投資、
オンラ
インカジノの広告、
自己啓発セミナーや情報商材などによる儲け話から、高額な商品等を契約させられた
ケースがあります。
トラブルになった場合、解約や返金を求めようにも相手との連絡（SNS上のやり取り）が途絶えた、氏名
や住所、電話番号などが分からないことから、解決が非常に困難になる場合があります。
初めから勧誘が目的で、恋愛感情や友人関係を続けたいと思う気持ちを利用するようなケースもあり、
サービスの利用には冷静かつ慎重さが求められます。

【消費者へのアドバイス】
①マッチングサービスで知り合った人から、金銭の支払いを伴うような誘い、商品・サービス等の勧誘を
された時は、慎重な判断が必要です。不要だ、少しでも怪しいと思うような勧誘は断りましょう。
②借金をするように促された場合は、きっぱりと断りましょう。
③契約時の状況や契約内容によっては、
クーリング・オフや解約できるケースがあります。少しでも疑問
に思ったらすぐに相談しましょう。
困った時には、お近くの消費生活センター等にご相談ください。消費生活センターの電話番号は、全国共通「188」
です。

第5次総合振興計画後期基本計画および横瀬町地方創生総合戦略の実績報告について
町は、共に令和元年度に終了した、第5次総合振興
計画後期基本計画（後期計画）および地方創生総合戦
略（総合戦略）について、実績報告をとりまとめ、結果を
ホームページに掲載しました。後期計画に定められた7
つの分野および総合戦略に定められた4つの基本戦略
について、達成度は次のとおりです。後期計画および総
合戦略の結果を踏まえ、令和2年度から開始した第6次
総合振興計画前期計画および第2期地方創生総合戦略
に定められた目標の達成のため、各種施策を積極的に
推進してまいります。実績報告の詳細は町ホームページ
をご覧ください。

第5次総合振興計画
後期基本計画

分野
1 生活環境
2 生活基盤

達成状況
達成
達成

3 保健・福祉・医療

やや達成

4 教育・文化

やや達成

5 産業・経済

概ね達成

6 協働・交流

一部未達成

7 行政経営

概ね達成

地方創生総合戦略

基本戦略
達成状況
1 横瀬の強みを活
一部未達成
かした産業づくり
2 住みたくなる訪
れたくなるまちづ
達成
くり
3 横瀬っ子を増や
一部未達成
す環境づくり
4 未来を見据えた
住みよい地域づく 概ね達成
り

問まち経営課（2階8番窓口） ☎25-0112

みずほ銀行における公金の窓口収納終了のお知らせ
みずほ銀行窓口での、町が発行する各種税金や保険料、および使用料・手数料、
その他公金にかかる納付書の
取り扱いが令和3年3月31日をもって終了します。
つきましては、納入通知書の裏面等に指定の納付場所として記載されている場合でも、令和3年4月以降、みず
ほ銀行の窓口では、納付書による公金の収納ができませんので、
ご注意ください。
なお、口座振替については、今後も引き続きご利用いただけます。
納付書による納付をご希望の場合には、下記の金融機関をご利用ください。
【納付書による窓口納付が利用可能な金融機関（令和3年4月1日以降）
】
●武蔵野銀行 ●埼玉りそな銀行 ●りそな銀行 ●ちちぶ農協 ●足利銀行 ●東和銀行
●埼玉縣信用金庫 ●中央労働金庫 ●埼玉信用組合 ●ゆうちょ銀行（関東および山梨県内の郵便局に限る）
問税務会計課 会計グループ（1階4番窓口） ☎25-0113
広報よこぜ
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ワクチン接種にむけて
秩父地域一体で準備を進めています
横瀬町長

1つだけですので、仮に一市四町が別々にワクチン接種
を進めるとなると、医療資源の最適配分が難しくなります
し、様々なムダが生じてしまいます。
また、例えば、住所は
横瀬町だが仕事は皆野町、
というような方が、横瀬町でも
皆野町でも秩父市でもワクチン接種が受けられるように
するというのは、住民に大きなメリットがあると考えます。
ワクチン接種は大きな会場にきていただいてワクチン接
種する集団接種と、通いなれたお医者さんなどから接種
を受ける個別接種の二本立てで準備を進めています。
秩父地域のこの進め方、市町村を越えて地域一体での
新型コロナウイルスワクチン接種は、全国でもあまり例が
ないとのことで、
テレビなどで大きく取り上げられました。
前にもこのコーナーで書きましたが、当たり前のように連
携できること、実はとても価値があることで、
まさに秩父
地域の強みだと思っています。具体的なスケジュールな
どは現時点でまだご案内できないのですが、
しっかり連
携して進めていきたいと思います。

よしなり

富田 能成

何かと制約の多い緊急事態宣言下、町民の皆様におか
れましては、新型コロナウイルス感染拡大防止のご協力、
誠にありがとうございます。
コロナに関しては、引き続き
留意が必要な状況は続いていますが、
春の訪れとともに、
少しづつ明るい兆しも見えてきていると感じます。今回
は、新型コロナウイルスワクチン接種にむけての準備の
話です。
秩父地域では、
一市四町
（秩父市、
横瀬町、
皆野町、
長瀞
町、小鹿野町）
と秩父郡市医師会との間で「感染拡大に向
けた取り組みに関する覚書」を1月14日に締結しました。
ワクチン接種は、秩父地域一体で進める方向で準備を進
めています。
ワクチン接種を実際に担っていただくことに
なる秩父郡市医師会（医療の専門団体）は、秩父郡市で

●●●●●

よこらぼの採択事業

●●●●●

第7回審査会（1/29）答申に基づき4件採択（提案数5件）
となりました。
事業名・提案者

概要

提案者：株式会社AZOO
採択
事業名：Withコロナ時代のための宿泊業・観光業向け
No.87
Eメールマーケティングセミナー

町の観光業・宿泊業に携わる方を対象にオンラインでの
マーケティングセミナーを開催する。

提案者：KYCコンサルティング株式会社

採択
事業名：自治体によるコンプライアンスデータチェックの
No.88
取り組み
提案者：中学生オンライン健診

採択
（産婦人科・小児科オンライン）
No.89 事業名：スマホで健診@横瀬中学校
提案者：UNIVERSITY of CREATIVITY

採択
事業名：
「創造性特区」実現を目指した
No.90
「創造性のマネジメント」共同研究

町の業務の中で、提案者が提供するコンプライアンス
データベースを活用して取引先等のコンプライアンス状
況の確認等を行うことで、自治体におけるコンプライアン
スチェックの必要性と効果を検証するもの。
横瀬中学校の生徒に「中学生オンライン健診」
（スマート
フォンなどを使った、オンラインで中学生が小児科医や産
婦人科医に相談できる場）
を提供する。
これまでになかったモノやコトを生み出すチカラ
（創造性）
を個人レベルと社会全体レベルの両方の観点から、大きく
する法則をみつける研究と、社会実装する活動を行う。

問まち経営課（2階8番窓口） ☎︎25-0112

■入札結果
開札日

1/8

担当課
建設課

開札日

工事等の名称
横瀬町内交通安全対策工事

（単位：円）

入札方法
指名

予定価格
2,786,300

落札（決定）金額
2,387,000

1/27

担当課
工事等の名称
議会事務局 横瀬町役場議場設備機器更新等業務委託

（単位：円）

入札方法
指名

予定価格
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
㈱工建

落札（決定）金額
6,479,000

落札（決定）
者
㈱会議録センター

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
こころの健康相談（★）

日時 3/2（火）10:00～12:00
内容 心の健康に関して臨床心理士による相談を行います（要予約）。

言語リハビリ教室（★）

日時 3/10（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 3/17（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 3/22（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（★）

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、3月は中止とします。

☆印のついている事業は、総合福祉センターで実施します。
※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

いきいきと暮らそう！
横瀬からリモートで腰痛・肩こりをなくそう！
！
（よこらぼ採択N0.83）

４週間のシニア体験者募集
必要なのは、
ご自身のスマートフォンかタブレット端末だけ。65歳以上のシニアで、LINEを少しでも使え
る人なら、
どなたでも無料で参加できます。
内容 スマートフォンのLINEア
プリで、1日3分程度の腰痛や肩
こり、首の不調をセルフケアでき
る体操を、
リモートでガイドしま
す。転倒予防に役に立つコース
もあります。
NHKでおなじみの東大病院の
整形外科医、松平浩先生の監修
した体操をガイドしていきます。

問・申込 まち経営課（2階8番窓口） ☎︎25-0112
※応募時に運営会社より、年齢、居住状況を伺います。
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介護予防教室参加者募集のお知らせ
●体操教室のびのびコース
外出が億劫になり、家で過ごす時間が多い、立ち座りなどの動作が大変になったなど気になることはありませ
んか？体操教室のびのびコースは、かわせみいきいき体操（座位バージョン）を中心とした筋力アップ教室です。
送迎を行いますので、一人での外出が難しい方にも安心してご参加いただけます。
対象 65歳以上で、包括支援センター独自のチェックシートで該当となる方
定員 10名（先着順）
日程 6か月1クール 年2クール 毎週火曜日 ①4月～9月 ②10月～3月 ※1クールのみ参加可能
時間 10:30～13:00
会場 総合福祉センター 1階 機能回復訓練室
持ち物 上履き
（かかとのある物）、水分補給用の飲み物、
タオル
その他 昼食代600円が必要となります

●体操教室ゆうゆうコース
筋力の低下が気になる、転ぶのが怖い、物忘れが増えたなど気になることはありませんか？体操教室ゆうゆう
コースは転倒予防や認知症予防を中心とした教室です。
対象 65歳以上の方で、他の体操教室に参加されていない方
定員 15名（先着順）
日程 第2・4木曜日
時間 10:30～12:00
会場 総合福祉センター 1階 機能回復訓練室
持ち物 上履き
（かかとのある物）、水分補給用の飲み物、
タオル
申込み期間 3/8（月）～26（金）
※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・申込 地域包括支援センター
（1階3番窓口） ☎︎25-0281

今月の記事担当：萩原

問健康づくり課（1階3番窓口） ☎︎25-0116
地域包括支援センター（1階3番窓口） ☎︎25-0281 ／ 子育て支援課（1階2番窓口） ☎︎25-0110

横瀬町の市外局番は
（ 0494）です
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こんにちは 保健師です

代

30

３月１日から８日は﹁女性の健康習慣﹂
です︒

20

厚生労働省では︑女性が生涯を通じて健康で明るく︑充

10

実した日々を自立して過ごすことを総合的に支援する活

動を行っています︒

﹁更年期障害﹂
について

●更年期障害とは・・・

閉経︵１年間月経がない状態︶前後︑ 年間を更年期と

呼びます︒卵巣から分泌される女性ホルモンは︑ 〜

でピー クを 迎 え︑ 代に入ったころから 急 激に下 がりま

す︒
これに伴い︑さまざまな身 体 的︑精 神 的 症 状が現れて

くるのが更年期障害です︒

●症状

更年期症状は︑多岐にわたりますが︑おもな症状は次の

ようなものです︒

ほてり︑
のぼせ︑発汗︑冷え︑めまい︑耳鳴り︑頭痛︑動悸︑

息切れ︑イライラ︑不安感︑不眠︑抑うつ︑無気力︑肩こり︑

腰痛︑関節痛︑疲労感︑皮膚症状︵乾燥︑かゆみ︑湿疹等︶︑

頻尿︑尿失禁︑膀胱炎等さまざまな症状があります︒

●自己判断せず受診を

生理不順になってきていて︑前述のような症状がある場

合に︑安 易に﹁更 年 期 だから﹂と片 付けてしまうのはやめ

ましょう︒更年期症状は︑身体的︑精神的にさまざまな症

状が現れることから︑他の病気を見逃してしまうこともあ

ります︒まずは︑かかりつけ医に相談しましょう︒

40

!

入学祝い金の申請を受け付けます
小学校等入学祝い金支給事業は、小学校等に入学する際に、入学時における家庭の経済
的負担の軽減と児童等の健全育成を目的として実施しています。

子育て応援
番

●支給対象者
町内に住所があり、引き続き居住する方で、次のいずれにも該当する方
◆小学校等に入学する児童等を養育している方
◆申請日において町税に滞納がない方
●申請方法
令和３年４月に小学校等に入学する児童等がいる保護者の方には、個別に申請書が送付されますので、受
付期間内に子育て支援課へご提出ください。
●持参するもの
◆小学校等入学祝い金支給申請書 ◆印鑑
●受付期間
3/1（月）～31（水）平日8：30～17：15〔※土・日曜日・祝日を除く。火・木曜日の窓口延長はありません。〕
●祝い金の額 児童等１人につき 町観光協会の商品券１万円分
●その他
申請日時点で町税に滞納がある場合は支給することができませんので、ご注意ください。
申請時、支給要件に該当しているか確認するため多少時間がかかる場合があります。時間に余裕をもって
お越しください。
対象になると思われる児童等の保護者で申請書が送付されていない方は、ご連絡ください。
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!

23回

●第

［ お疲れ様］

➡
QRコードを読み込むと動画で
手話を確認できます。

右手拳の小指側で左腕を
2回たたきます。

次に、顔の前で右手を斜め
に構えて少し前へ出し、同
時に頭を下げます。
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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

子育て

ふれあい
コーナー

令和３年度安全安心
支援ボランティア紹介式のお知らせ

鬼は外！
！福は内！
！
2/2（火）横瀬町保育所で新型コロナウイルス退散を
願って、
節分の豆まきが行われました。
突然、目の前に現れた大きな鬼に向かって、みんなで
「鬼は外！福は内！」
と豆まきをしました。
ちょっと怖かった
けど、鬼退治ができました。みんなにとって良い年になり
ますように。

学校応援団「安全安心支援ボランティア」
として児童生徒
の登下校の見守りをはじめ、学校の教育活動に対するご理
解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
令和3年度の学校教育活動のスタートにあたり、小学校
児童への安全安心支援ボランティア紹介式を下記のとおり
実施します。
登録者をはじめ、学校応援団支援ボランティアとしてご協
力いただける方は、
ご多用の折りとは存じますが、
ご参加く
ださいますようお願いします。
日時 4/8（木） 11：00
会場 小学校
日程 11:00 諸連絡・打合せ
（図書室）
11:30 児童への紹介式
（校庭）
紹介式終了後、児童の下校を見守りながら一緒に
帰宅していただきます。
その他
・学校応援団のベスト、帽子等をご着用ください。お持ちで
ない方には当日配付いたします。
・令和３年度用の登録用紙を提出されてない方は、お手数
ですが、当日ご記入願います。
・中止となる場合がありますので、
ご了承ください。

教育委員会定例会の
開催のお知らせ

3/23（火）14:00

日時

場所

役場3階 301会議室

※傍聴を希望される方は、3/22（月）
までに電話で教育委員会へご連絡ください。
問教育委員会（2階6番窓口） ☎25-0118

子育て家庭をサポートします
地域子育て支援センター
（保育所）
事業名

日

時

内

総合福祉センター

容

赤ちゃんくらす

●

（令和2年11月～令和3年2月生）3日
（水）

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

6、13、27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

1歳6か月児健診
11日（木）
ことばのはぐくみ相談（要予約）
16日（火）
●赤ちゃんくらす
（令和２年7月～10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
18日（木）
●ちびっこなんでも相談室
●1歳6か月児健診
25日（木）
●
●

問子育て支援課（1階2番窓口）
☎︎25-0110
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3

月

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）
小鹿野町子育て支援センター 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）29日
（月）

問児童館

☎︎22-2072

月曜・祝日休館 問公民館 ☎︎22-2267

たく今年、記念号『文芸横瀬』第40号の発刊を迎えることがで
きました。

◆髙田

創刊号発刊から現在に至るまで多くの皆さまの意欲的な創
作活動とご尽力に支えられ、
『文芸横瀬』の発刊が継続できま
したことを大変感謝申し上げます。

哲郎 選

また、本記念誌発刊に際して、
ご寄稿いただきました小石川
邦二氏、
また諸先生方には、心から感謝申し上げますとともに、
これからもご指導のほど、
よろしくお願い申し上げます。

歌
短
◆新井

信子 選

畑には雪の残れど太き根を張りし白菜緑葉保つ

ひたすらに恩師の訃報の悲しかり慕い学びし二十六年

今年こそ良い年願い初詣おみくじは吉明るい予感

新年の仕事始めは大根に落葉の布団厚くかけやる

島田

月曜・年末年始休館 問町立図書館 ☎︎22-2267

推薦
図書

マスクをとったら
いりやまさとし 作●講談社
マスクをとったらな にした
い？およぎたーい！さけびたー
い！いっしょにたべたい！あそび
たーい！動物たちといっしょに、
子どもたちがおもいっきりあそ
べる絵本です。ほかにも、芥川賞・直木賞受賞作品、本屋大
賞ノミネート作品など多数そろえています。

●3月特設コーナー●

「渋沢栄一」特集

2021年の大河ドラマ「晴天を衝け」の主人公でもあり、
2024年に改刷される新1万円札の顔になる、
「渋沢栄一」
を特集します。

斉藤

小泉

浅見

邦子

悦子

タミ

斎藤トシ子

あき

イヨ

物置に白菜二束漬け込まん明日出す短歌考えながら

町田

由江

中川美也子

鯉甲

町田

八木原千恵

八木原優子

危うさに見守る果希ちゃんはお誕生日一︑二歩あゆみて尻餅をつく

岸岡

孝全

毎年、多くの会員の皆さまから作品をお寄せいただき、めで

横田賭司楼

氷柱も出番なしで先細り

加藤

音

茂

柿一つ見上げる先の空の青

だんだんと冬が濃くなる青い空

知

市憲

赤岩

信子

縁有りて短歌の道に遊びたり恩師の訃報は唯に淋しき

ヨガ講座布団の中で復習し

玉井

富田師は目なこ病むとも気丈夫に短歌の指導に暇さえあらず

新井

早朝の武甲の山に手を合わせ無事に一年過ぎしを祈る

青空に凧揚げすれば子らが群れ

小石川邦二

風は変わり予報どうりの寒波来ぬおっ切り込みには七味利かせて

コロナ禍も一年経ちて冬庭に寒椿の花は今年も満開

嫌ですネー自分は良くて他人駄目

大野たかお

父は穀物を育て粉にひく農民の父を神に例えり

出産を控える日本どうするん

柳
川

●第40号
「文芸横瀬」発刊

★春休み 特別企画
春休み（3/27～4/7）に、図書館で本を借りた子（中学生以
下）は、ポイントカードにスタンプを2コ押せます！
この機会にたくさん本を読んでみてください。
★3月のナイトライブラリー 3・10・17・24・31日（各水曜日）
広報よこぜ 14 2021・3

絵手紙サ ークル

●
●

原嶋 昌子 さん

令和3年度 文化協会サークル紹介

美
術
・
工
芸
・
技
術

文
化

音
楽

舞
踊
・
ダ
ン
ス
・
体
操
・
運
動

サークル名
七宝焼サークル
武甲デジカメ写真倶楽部
横瀬書道サークル
よこぜ絵手紙サークル
パッチワーク
（午前）
パッチワーク
（午後）
横瀬陶芸会
横瀬町菊花愛好会
横瀬町盆栽山野草愛好会
パソコン同好会
ソーイング教室（午前）
ソーイング教室（午後）
茶道教室
川柳を楽しむ会
横瀬町短歌教室
横瀬若葉会
横瀬囲碁クラブ
横瀬コーラスサークル
小学唱歌と童謡を歌う会
パンカリータスフォルクローレMUSICA
オカリナサークルマザー・グース
二胡サークル 奏
よこぜシニアグリークラブ
横瀬民舞会
横瀬ヨガサークル
エンジョイダンス
ときめきストレッチ教室
スター☆キッズ
横瀬太極拳クラブ
生き生き3Bクラブ
横瀬ヨガ愛好会
骨盤ピラティスA
骨盤ピラティスB
新・体操ストレッチ
自彊術クラブ
日本スポーツウエルネス吹矢協会
フラサークルhiehie
リフレッシュ・ヨガなごみ
寺ピスサークル

横瀬町の市外局番は
（ 0494）です

開催日・時間
第2・4(水)10:00〜15:00
第2・4(木)9:30〜12:00
第 3 (土)13:00〜16:00
第1・3(土)10:00〜12:00
第1・3(木)10:00〜12:00
第1・3(木)13:00〜16:00
第3・4(金)13:30〜16:00
随時実施
随時実施
毎週 (火)9:00〜12:00
第2・4(木)10:00〜12:00
第2・4(火)13:30〜15:30
第2・4(木)18:00〜21:00
第 4 (水)14:00〜17:00
第 2 (火)13:00〜16:30
第 3 (月)12:30〜16:30
毎週 (土)13:00〜17:00
第 3 (金)19:00〜21:00
第 3 (水)13:30〜15:30
毎週 (金)18:00〜21:00
第2・4(水)13:00〜15:30
第 1 (水)17:30〜21:00 第3 (水)15:30〜21:00
第1・3(水)9:00〜12:00
毎週 (土)13:30〜15:30
毎週 (水)13:30〜15:30
第1・2・3(木)18:15〜19:45
第2・4(金)9:30〜12:00
毎週 (金)19:00〜21:00
第1・3(火)14:00〜16:00
第2・4(火)14:00〜15:30
第1・3(水)18:40〜20:50
第1・3(水)10:00〜12:00
第2・4(水)10:00〜12:00
毎週 (木)10:00〜12:00
第1・3(火)10:00〜12:00
毎週 (月・木・土)13:30〜15:30
毎週 (金)12:40〜14:50
毎週 (金)9:30〜12:00
第1・3(金)10:00〜12:00
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受講料
年2,000円
年3,000円
年10,000円
月 800円
月1,000円
月1,000円
なし
年3,000円
年1,000円
月 500円
月1,000円
月1,000円
月2,000円
月 500円
年5,000円
月2,000円
年1,000円
年10,000円
年3,000円
年3,000円
年6,000円
月2,500円
月1,000円
年8,000円
年12,000円
月2,000円
年10,000円
年10,000円
年11,000円
月1,000円
月1,000円
年8,000円
年7,200円
月2,000円
月1,000円
月1,000円
6ヶ月10,000円
月1,000円
月 700円

よこぜ 情 報 掲 示 板
参加者募集
●「ヨガ教室・社交ダンス教室」
日時 毎月1回 ヨガ：第3水曜日 10:00～11:30
社交ダンス：第2金曜日 10:00～12:00
場所 総合福祉センター
対象 おおむね60歳以上の方
定員 ヨガ：20名 社交ダンス：20名
●「男のヨガ塾」参加者募集
日時 毎月1回 第4火曜日 10:00～11:30
場所 総合福祉センター
対象 おおむね60歳以上の男性
定員 20名
問・申込 社会福祉協議会

☎22-7380

自衛官等募集
●予備自衛官補（一般）
受付締切：4/9（金）／試験期日：4/17（土）～21（水）のい
ずれか1日／応募資格：18歳以上34歳未満の者
●予備自衛官補（技能）
受付締切：4/9（金）／試験期日：4/17（土）～21（水）のい
ずれか1日／応募資格：18歳以上53歳～55歳未満の国家
免許資格保有者（保有資格により年齢上限差異あり）
●自衛官候補生
受付期間：年間を通じて行っています。／応募資格：18歳
以上33歳未満の者
※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

「よこぜふれあい大豆畑の会」会員募集
大豆・サツマイモ・ジャガイモ栽培、味噌、まんじゅうづく
り、枝豆、収穫祭（交流会）などを行います。
日程 通年
場所 根古屋地内（3区公会堂近く）
対象者 高齢者、初心者、現在約20名、今年5名募集
会費 2,000円
問・申込 よこぜふれあい大豆畑の会
小石川一儀 ☎︎090-2489-2437／横田敏郎 ☎︎090-21641072／久米カツエ ☎︎090-2748-1694

西武線沿線サミット ロゴマークデザインコンテスト作品募集
令和3年度で10周年を迎える記念にあわせ、パンフレット、
ポスター、
イベント等で使用するロゴマークを募集します。
応募期間 3/1（月）～4/16（金）
（必着） 応募資格 どなた
でも何点でも応募可。 募集内容 西武線沿線サミットの
趣旨を参考に「西武線沿線の魅力」
をイメージしたロゴマー
ク 応募方法 応募用紙・デジタルデータのロゴマークを
添付しメール提出。
※応募用紙は、西武線沿線サミット加盟自治
体からダウンロード。※他詳細については、
ホームページ等をご覧ください。
問・応募先 西武線沿線サミット実行委員会
ロゴマークデザインコンテスト係 豊島区役所 文化観光課内
☎︎03-3981-1316 FAX03-3980-5160
E-mail：A0014503@city.toshima.lg.jp

YOKOZE
information

イ ベ ント
彩の国ふれあいの森の催し
●秘境の作物「中津芋」栽培体験（植付編）
日時 4/11（日）10：00～13:00
参加費 4,000円／組（全2回分・各昼食付き）
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 4/4（日）
●豆腐作り体験
日時 4/29（木・祝）10：00～13:00
参加費 1,000円／組（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2人まで）
申込期限 4/22（木）
※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

お知らせ
ラジオ講演会のお知らせ ～コロナとわたしたちの生活～
日時 3/21（日）15:00～
講師 藤田孝典氏（NPO法人ほっとプラス理事）
横田幸弘氏（横田内科・呼吸器科クリニック院長）
放送 ちちぶエフエム
（79.0MHｚ）
※インターネット配信（FM++）
あり
問秩父地域労働者福祉協議会 ☎22-1847（月・水・金のみ）

シラコバト基金（シラコバト長寿社会福祉基金）への
御寄附のお願い
シラコバト基金は、誰もが安心して暮らせる地域社会を
実現するための基金です。
シラコバト基金は皆さまからの温かな寄附に支えられて
います。お寄せいただいた寄附金はボランティア活動の支
援や障がいのある人の生活をサポートする事業などに活用
しています。
シラコバト基金への寄附に御協力をお願いします。
問県福祉政策課048-830-3223
シラコバト基金の詳細はこちら→

募集
熊谷高等技術専門校 秩父分校
令和３年度電気設備管理科入校生追加募集
募集訓練科 電気設備管理科（1年）
募集期間 3/4（木）～18（木）
募集定員 10名程度（定員に達した場合、募集をしない場
合があります）
選考 3/23（火）
（学科、面接）
問熊谷高等技術専門校秩父分校 ☎︎22-1948
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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

社協定例相談

●身体・知的障がい児(者)について

各種相談は、新型コロナウィルス感染症拡
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

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 3/23（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 3/17（水）
・4/21（水）18:00～19:00
場所 町民会館
社会福祉協議会 ☎22-7380

●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

町定例相談

●行政相談 ※要電話予約

埼玉県定例相談

●障がい者の就労等について

日時 3/9（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

●登記相談

日時 3/18（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

☎048-780-2034
日時 第1・第3水曜日 10:00～16:00

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）

埼玉県虐待通報ダイヤル ＃7171

※相談を希望される方は、2階総務課までお越しください。

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。

秩父保健所
秩父保健所

☎22-3824

●ひきこもり専門相談 ※要電話予約

日時

3/2（火）13:30～15:45

₂₀₂₁年₃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
14日
20日
21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）

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

秩父市立病院

桜木町

小鹿野中央病院（内）

小鹿野町

☎︎75-2332

皆野病院

皆野町

☎︎23-0611
☎︎62-6300

秩父生協病院（内・小）

阿保町

☎︎23-1300

秩父市立病院

桜木町

☎︎23-0611

本間医院（内・リュ）

小鹿野町

☎︎75-0020

秩父市立病院

桜木町

☎︎23-0611

小鹿野中央病院（内）

小鹿野町

☎︎75-2332

皆野病院

皆野町

☎︎62-6300

※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
月 皆野病院
桜木町
火 秩父市立病院
和泉町
水 秩父病院
桜木町
秩父市立病院
木
皆野町
3/18 皆野病院
桜木町
金 秩父市立病院
皆野町
3/6 皆野病院
土
3/13・27 秩父市立病院 桜木町

本

☎︎23-0611

あらいクリニック
秩父市立病院
秩父病院
秩父市立病院

☎︎62-6300

3/18 南須原医院

長瀞町

☎︎66-2038

☎︎23-0611

秩父市立病院

桜木町

☎︎23-0611

☎︎62-6300
☎︎23-0611
☎︎22-3022

町

☎︎25-2711

桜木町

☎︎23-0611

和泉町

☎︎22-3022

桜木町

☎︎23-0611

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。

☎︎62-6300
☎︎23-0611

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
（2021年₁月₁日～₁月₃₁日）

人身事故件数
死者数
負傷者数
物件事故件数

◦0件（－1）
◦0人（±0）
◦0人（－3）
◦20件（＋7）

事件発生情報
（2021年₁月₁日～₁月₃₁日）

その他 ◦ 1件

《注意》
振り込め詐欺にご注意ください。

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）
小鹿野町

21日 みつはし歯科クリニック

☎︎75-0050

※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。

事故死ゼロ 299日

3月の
納税

3
今月の納期はありません

27㊏

26㊎

29㊊

11㊍・26㊎

12㊎・27㊏

11㊍・26㊎

9 ㊋・24㊌

10㊌・25㊍

10㊌・25㊍
5 ㊎・19㊎
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4 ㊍・18㊍

100歳のお祝い
若林ヨシさん（大正10年2月10日生）
と中庭ひささん
（大正10年2月11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。
数々の社会変動を経験し、長年にわたり社会に貢献さ
れてきたことに感謝するとともに、お祝いを申し上げま
す。
ご長寿おめでとうございます。いつまでもお元気で
お過ごしください。

協定を締結しました
㈱助太刀と協定を締結しました

若林ヨシさん

1/28（木）に株式会社助太刀※と
「災害時における応急
対策の協力に関する協定」を締結しました。
本協定により町と㈱助太刀が連携し、地震、暴風、豪雨
等の大規模な自然災害発生時に、支援可能な事業者と
じん そく
支援が必要な事業者の迅速なつながりにより早期の災
害復旧が期待されます。
※ ㈱助太刀
建設業に従事するあらゆる事業者を支えるアプリ
「助
太刀」を運営する会社です。

中庭ひさ さん

元プロサッカー選手・小林祐三さん
による
「夢」のオンライン授業
2/12（金）に町は、横瀬小学校5年生を対象として、昨
年までプロサッカー選手として活躍された小林祐三さ
んを講師としたオンライン授業を開催しました。現在は
関東サッカーリーグ1部に属するクリアソン新宿にて、世
界一のチームになるという新たな「夢」を目指して、現役
プレーを継続しています。小林さんは、子どもの頃から
のサッカー選手になるという夢を叶えたことに触れなが
ら、夢中になって取り組むことが夢に繋がることなどを
話されました。画面越しでも生徒たちは熱心に小林さん
の話に聞き入り、たくさんの質問が寄せられました。いつ
か、実際に小林さんに会えるといいですね！

町 の 人口と 世帯数
No.

632

2021年₂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

㈱温泉道場と協定を締結しました
2/2火）に株式会社温泉道場※と
「地方創生及び地域ブ
ランドづくりに関する包括連携協定」を締結しました。
本協定により町と㈱温泉道場が連携し、横瀬町総合福
祉センターや道の駅果樹公園あしがくぼ等の施設の機
能や利便性を高め、利用促進を図ります。
また、地域のブ
ランド力向上や移住促進でも連携し、さらなる町の活性
化を目指します。
※ ㈱温泉道場
本社を埼玉県ときがわ町に置く、
日帰り温泉の運営を
通じて地域社会と連携し、地域の活性化の実現を目指
す会社です。

計

3,167（ −2） 3,816（ −7） 3,848（ −2）

7,664（ −9）

3,356（ −2） 4,041（ −9） 4,079（ −2）

8,120（−11）

189（ ±0）

秩父郡横瀬町大字横瀬4545番地

225（ −2）

☎25-0111㈹

231（ ±0）

456（ −2）

役場開庁時間［平日8:30—17:15］／窓口延長日＝［いきいき町民課・税務会計課］毎週火・木曜日18:30まで（祝日・年末年始除く）

