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多世代ふれ愛ベース長瀞
開所しました！
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ふ れ 愛 ベ ー ス を ご 紹 介！
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ここです!
●開所時間 午前９時から午後５時まで
●休 所 日 毎週水曜日及び月末
１２月２８日～１月３日
●場
所 長瀞町大字本野上136番地11
秩父鉄道野上駅徒歩５分
☎２６－５５８５

2018年５月号 2

長瀞町多世代ふれ愛ベース長瀞の愛称が
「ふれ愛ベース」に決まりました ！
広報ながとろ平成２９年１２月号に愛称募集を掲載
したところ、３０点の応募があり、厳正に審議した結果、
「ふれ愛ベース」に決定しました。命名者は、矢那瀬出
の は ら きよし

身の野 原清 さんです。４月２日に行われた開所式にて
お披露目させていただきました。
また、町民の皆様に親しまれる場所になるよう、子
育て支援事業、高齢者介護予防事業等を実施して参り
ます。
ccccccccccccccccccccc

長瀞町多世代ふれ愛ベース長瀞の開所式
長瀞町多世代ふれ愛ベース長瀞の開所式が行われま
した。
町長をはじめ、議長、民生児童委員協議会会長、老
人クラブ連合会長など、多くの皆様にご臨席いただき、
明るいスタートとなりました。
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【４月２日】

平成２９年度長瀞町スポーツ表彰授与式
《功労賞・優秀賞個人受賞者》

平成２９年度長瀞町スポーツ賞授与式が中央公
民館で開催されました。
今年度は、功労賞１名、優秀賞２４名、奨励賞
８７名の合計１１２名が受賞されました。
式典最後には、受賞者を代表して功労賞受賞の
小島博明氏より謝辞が述べられました。

【３月１０日】

《優秀賞個人受賞者》

《奨励賞個人受賞者》

《奨励賞スポ少団体受賞者》

《奨励賞中学校団体受賞者》

「トラックの森づくり」植樹贈呈式
一般社団法人埼玉県トラック協会より、当協会が地球温暖化対策の一環として実施している「トラック
の森づくり事業」において、平成
３０年度の完成を目指す（仮称）
長瀞地区公園へ、桜・カエデ・モ
ミジの植栽を寄贈していただきま
した。
このご厚意に対し、大澤町長か
ら埼玉県トラック協会へ感謝状が
（左から大澤町長・
贈呈されました。
永井北部ブロック協議会長）
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ランドセルカバー贈呈式

防犯ブザーの寄贈

秩父地方交通安全協会から新入学児童に贈られるラン
ドセルカバーの贈呈式が秩父警察署で行われ、当町から
富田心さんと井上蓮翔くんが出席し、秩父警察署愛敬署
長からランドセルカバーが手渡されました。
【３月９日】

（前列右から富田心さん、井上蓮翔くん、弟さん、後列は保護者の方々）

袋区清流の会

一般社団法人埼玉県トラック協会秩父支
部から町内小学校の新入学児童全員に「光
るトラック型防犯ブザー」を寄贈していた
だきました。児童の安心・安全のために活
用させていただきます。

演芸大会・福祉バザー盛大に開催

袋区清流の会では、３月１８日野上コミュニ
ティ集会所で、会員と町内の見学者併せて８８名
が参加し、恒例の演芸大会と福祉バザーが開催さ
れました。また、売上金と募金で３８，５００円
が町社会福祉協議会に寄附されました。

愛の献血４０年４０７回

浅見直幸さん

本野上原区在住の浅見直幸さん（７０歳）は、昭和５３年３月初献血以来、建築業の合間をみては献血会
場に足繁く通い、３月９日に４０年４０７回を記録しました。
人を助けるための献血活動にご尽力いただきありがとうございました。
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「町への提案制度」の内容をお知らせします
 「町への提案制度」に、平成２９年度は皆さんから２１件の提案等が寄せられました。今月号で、寄せら
れた提案の一部と回答（要旨）をお知らせします。
提案…
「この町で長く楽しく過ごすため」
私は結婚して、埼玉県民となりました。初めは緑豊かで人も優しく素敵な所と思いながら、共働き
をしていました。しかし、のどかで良い面もありますが、生活圏内の交通の便が悪いこと（道が狭く
渋滞がおきる等）
、スーパーなど生活用品が近くで買いにくいこと、図書館や本屋など情報や勉強す
るスペースが少ないことを感じます。車があるため生活はできますが、高齢者などの移動手段を安価
で誰でも利用可能なサービスが必要かと思います。また、若者が長く住むためには、ちょっとした遊
び場やカフェ、雑貨屋等の楽しめる工夫があると良いと考えます。
私の就いている職業の仕事の１つに、地域活性化も含まれています。何より私の家族や自分の将来
が安心できるよう協力したいと考えます。
回答……町では、平成２８年３月に今後も活力ある長瀞町を維持するため「長瀞町人口ビジョン」及び「長
瀞町まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定し、様々な施策を展開しているところです。
２９年度は、公共交通の需用調査を実施し、町の現状や公共交通のニーズを把握し、事業展開が可
能かもふくめて検討します。
次に、
「ちょっとした遊び場」については、平成２７年度に「蓬莱島公園」（井戸地区）が完成し、
２９年度は、子どもからお年寄りまでが交流することができる施設「多世代ふれ愛ベース長瀞」（本
野上地区）を、平成３０年度には「（仮称）長瀞地区公園」(長瀞地区）も完成予定です。
その他につきましても、費用対効果や事業の内容を検討し、住みよいまちに繋がるようなまちづく
りを目指します。（企画財政課）
貴重なご意見やご提案をいただきありがとうございました。
今後も、町政の効率的な運営に役立てるため、皆さんの幅広いご意見やご提案をお寄せください。
問合せ

企画財政課企画財政担当

☎６６・３１１１

内線２２２

「８０２０よい歯のコンクール」参加者募集 ！！
第26回「８０２０よい歯のコンクール」が秩父郡市歯科医師会により行われます。
コンクール当日出席可能な参加者を募集します。
自薦、他薦は問いませんので、皆さんの参加をお待ちしています。
長生きして、豊かで健康にすごすためには、栄養に考慮した健康的な食事を自分の口から摂り、自分
の歯で噛むことが重要と言われています。その為には、健康的な歯が必要であり、８０歳で２０本、
いわゆる「８０２０運動」を提唱しています。最低２０本以上の自分の歯があればほとんどの食物を
噛み砕くことができると考えられています。
日
場
対

時
所
象

６月１７日㈰ 午前１０時から
秩父保健センター（秩父市永田町４番地１７）
８０歳以上（平成３０年４月１日現在）で、町内に在住し、自分の歯が２０本以上ある方
（当表彰を受けていない方）
申込締切 ６月７日㈭までに下記の担当窓口に直接、または電話でお申し込みください。
申込み・問合せ

健康福祉課健康担当

☎６６・３１１１

内線１３４
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がん検診を受けましょう！
町では下記のとおりがん検診を実施します。これまでなかなか受診するチャンスがなかった方も、この
機会に検診を受けましょう。
種

類

対

【個別検診】
任意の医療機関（通年）

象

自己負担額

補助額上限

【集団検診】
多世代ふれ愛ベース長瀞
料

金

日

時

胃がん検診
（問診・Ｘ線撮影）

40歳以上の方

1,000円

4,000円

大腸がん検診
（便潜血検査）

40歳以上の方

500円

1,500円

乳がん検診
（問診・Ｘ線撮影）

40歳以上の女性で
昨年度未受診の方

1,500円

6,000円

子宮頸がん検診
（問診・子宮頸部の
細胞診検査）

20歳以上の女性で
昨年度未受診の方

1,000円

4,000円

骨密度測定
（超音波測定法）

20歳以上の方

６月 ７日㈭
６月 ８日㈮
７月１２日㈭
900円 【受 付 開 始】
午後０時４５分
【番号札配布】
200円 午後０時２５分

500円

1,500円

無

肺がん・結核検診
40歳以上の方
（胸部レントゲン撮影）
喀痰細胞診

肺がん・結核検診
受診者で希望者

肝炎検査（血液検査）

40歳以上の方

歯科検診

40歳以上の方

５月２９日㈫
５月３０日㈬
５月３１日㈭
【受 付 開 始】
400円 午前８時３０分
【番号札配布】
午前８時１０分
900円

1,300円

料

８月２７日㈪
８月２８日㈫
600円 １０月３０日㈫
１０月３１日㈬
【受 付 開 始】
無 料 午後１時００分
【番号札配布】
無 料 午後０時４０分

※個別検診・集団健診および人間ドック内で、同じ検診項目を複数回受診することはできません。また、保険を適用して受けた
検診との併用もできません。
※乳がん・子宮頸がん検診は、２年に１度の検診で十分な効果があります。昨年度受診された方は、集団検診を受診できません。
また、個別検診の補助対象とはなりません。
※肝炎検査は過去に受診したことのある方は受診できません。
※集団検診の申込みをまだしていない方で、希望される方は下記へご連絡ください。また、お子さんの保育サービスを行いま
すので、１週間前までにご連絡ください。

問合せ

健康福祉課健康担当

☎６６・３１１１

内線１３４・１３５

高校生等の電車通学定期券代の一部を補助しています
町では、高校生等の保護者の経済的負担の軽減を目的とし、平成２９年４月から、秩父鉄道を利用して
高校等へ通学している方の通学定期券代の一部を補助しています。
補 助 対 象 者

・長瀞町に住民登録がある、高校生等の保護者（ただし、世帯員全員の町税に滞納が
ない方）
補 助 金 額 ・秩 父鉄道の定期券購入区間の６か月定期券代を基準とした１か月分の額の１０％
（１０円未満切り捨て）に、購入月数を乗じた額
補 助 期 間 ・秩父鉄道の通学定期券とし、高校等へ入学後３年間を限度とします。
申請に必要なもの ①申請書兼実績報告書 ②通学定期券の写し ③印鑑 ④申請者の口座番号等
※定期券を購入（更新）される方は必ず定期券のコピーをとっておいてください。
提
出
先 長瀞町教育委員会（役場3階）
そ
の
他 ・申請書兼実績報告書は、町ホームページよりダウンロードするか、町内の４駅及び
波久礼駅、または町教育委員会で配布しています。
問合せ
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教育委員会教育総務担当

☎６６・３１１１

内線３０５

平成３０年度

集合狂犬病予防注射のお知らせ

犬には、年１回の狂犬病予防注射を受けさせることが、法律で義務付けられています。今年度も次の日程で、狂犬
病予防注射を実施します。飼い主の方は、最寄りの会場で予防注射を受けさせてください。
と

き

５月１０日㈭

５月１１日㈮

場

所

時

間

上長瀞駅

午前１０時００分～１０時３０分

長瀞地区コミュニティ消防センター

午前１０時４０分～１１時１０分

長瀞駅東口広場

午前１１時２０分～１１時５０分

下山集落農業センター

午後

１時００分～

１時３０分

下袋地区コミュニティ集会所

午後

１時４０分～

２時１０分

辻区内２分団－１部消防団詰所

午後

２時２０分～

２時５０分

井戸風布地区コミュニティ集会所

午前１０時００分～１０時３０分

岩田区内消防団詰所

午前１０時４０分～１１時１０分

矢那瀬花卉集荷所

午前１１時２０分～１１時５０分

樋口地区コミュニティ集会所

午後

１時００分～

１時３０分

長瀞町役場

午後

１時４０分～

２時２０分

※時間短縮されています

〔対象〕
生後９１日以上に達した犬（生後９１日を経過した時点で受けさせてください。）
〔料金〕
・新規に登録する犬（1頭につき）
・登録済の犬（1頭につき）
注射済票
550円
登録料
3,000円 一生に一度
注射済票
550円
注射料
2,750円
注射料
2,750円
合計
3,300円
合計
6,300円
★ 各会場の時間は、移動の関係で時間の余裕がありません。時間厳守でお願いいたします。
★ 最寄の会場で受けられない場合でも、他の会場で受けられます。
★ 今回受けられない場合は、直接獣医師から予防注射を受けてください。その際、
「狂犬病予防注射済票」が発行
されますので、注射済票手数料の550円を添えて一緒に町民課環境衛生担当に提出してください。
（郡外の動
物病院が対象）
３０年度も秩父郡内の動物病院で注射を受けた場合、手数料を病院で納めて注射済票を受領してください。

問合せ

町民課環境衛生担当

☎６６・３１１１

内線１２６

長瀞町地域特産品開発事業補助金
この補助制度は、長瀞町の特産品を新たに開発し、商品化して販売ルートを確立することで、町の農業と
６次産業も含めた地場産業の活性化を図ることを目的としています。募集期間内に申請された事業を町の審
査会に諮り、選定された方に対して予算の範囲内で補助金を交付します。
１．募 集 期 間 ５月１日から８月３１日まで
２．補 助 対 象 者
○農業の６次産業化、又は農商工連携により特産品の開発を行う方。
○町内に住所を有する方、又は事業及び活動の拠点を町内に有する方。
○町内外で行われるイベントに参加して継続的に特産品をＰＲできる方。
３．審 査 会 町の審査要領に基づき、９月中に審査会を開催して採択事業を決定します。
４．対 象 事 業 地域の資源や特性を活かした特産品の開発を行う事業。
※現存する特産品の生産拡大等の事業は対象外です。
５．補助対象経費
○特産品及びそのデザインの開発並びに改良に要する経費。
○特産品の生産、流通及び販路開拓に要する経費。
○特産品の製造に必要な機械装置導入費。
６．補 助 金 額 対象経費の２分の１以内で上限が５０万円（予算の範囲内で交付します）
※本補助制度でご不明な点等ございましたら下記担当へお問い合わせください。
問合せ

産業観光課産業観光担当

☎６６・３１１１ 内線２３３ Ｂ６６・０８９４
Ｈsangyo@town.nagatoro.saitama.jp
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森林資源を活かし、秩父地域を元気にする活動に補助金を交付！
秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町の１市４町と、国、県、林業関係者で組織する「秩父地域森林林業
活性化協議会」では、秩父産木材の利用促進や普及啓発、人材育成・雇用に関する事業、さらには森林・林業に関
連するイベントへの支援を行います。
事 業 名 秩父地域森林活用等創出支援事業
対象事業 下表のとおり（平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日までに実施する事業）
対 象 者 森林組合、林業事業体、木材関係者、特定非営利活動法人、住民の組織する団体等
補助要件 ・補助金の交付が終了した後、複数年にわたり活動が継続できること
・活動内容や技術等に関する情報を広く公開すること など
応募方法 申請書を５月１４日㈪～６月２９日㈮までに、産業観光課に提出してください。様式は産業観光課にあ
ります。
（ホームページ「森の活人」からもダウンロードできます。）
交付決定 応募内容を協議会で審査し、予算の範囲内で決定します。（７月下旬予定）
問合せ

産業観光課産業観光担当

① 公共施設や民間住宅等での木材利用の推進
補助の目的

秩父産木材の利用促進及び普及啓発を図る

補助対象
経費

秩父産材の年間使用量の、材積が５立方
メートル以上または施工面積５０平方メー
トル以上
※秩父材の証明書類が必要などの各要件あり

補助率

定額

補助金
限度額

１事業者につき20万円

こんな事業
に
オススメ！

●秩父材を使った住宅の新築・リフォーム
をしたい！
●事務所の木質化をしたい！
※施工場所、事業者の地域制限なし！
他の補助金との併用も可能です！！

③ 森林・林業分野における人材育成・雇用への支援
補助の目的

秩父圏域の豊富な森林資源を活用し、特産
品化を進め、新たな森林産業の育成を図る。

☎６６・３１１１

② 新たな森林産業への支援
補助の目的

秩父圏域の豊富な森林資源を活用し、特産
品化を進め、新たな森林産業の育成を図る。

補助対象
経費

謝金、旅費、需用費、役務費、委託料、使
用料、賃借料

補助率

10／10（補助対象経費20万円以下の部分）
１／２（補助対象経費20万円を超える部分）

補助金
限度額

１事業者につき100万円

こんな事業
に
オススメ！

●秩父産材による家具、木工品等の開発を
したい！
●秩父特有の森林資源を活かした特産品の
開発をしたい！

④ 森林・林業に関連するイベントへの支援
補助の目的

秩父圏域における森林・林業の活性化やＰ
Ｒを図る。
謝金、旅費、需用費、役務費、委託料、使
用料、賃借料

補助対象
経費

謝金、旅費、需用費、役務費、委託料、使
用料、賃借料

補助対象
経費

補助率

10／10 （補助対象経費20万円以下の部分）
２／３ （補助対象経費20万円を超える部分）

補助率

定額

補助金
限度額

１事業につき100万円

補助金
限度額

１事業につき10万円

こんな事業
に
オススメ！

●従業員に資格を取得させて人材育成につ
なげたい！
●就職セミナーに出展したい！
●高等学校等で未来の担い手を育てる出前
講義を実施したい！

内線２３３

こんな事業
に
オススメ！

●地域内外で、秩父の森や木をＰＲするた
めに出展したい！
●木育イベントや林業体験などを開催して
秩父の森や木のファンを増やしたい！

※①～③の補助メニューは、継続事業と認められる場合、平成 30 年度から数えて３回までの限定となりますので
ご注意下さい。

労働保険料並びに一般拠出金の申告・納付について
平成３０年度の労働保険（労災保険・雇用保険）年度更新及び石綿健康被害救済法の一般拠出金の申告・納付は
６月１日から７月１０日までです。
申告書・納付書は５月末に発送予定です。同封の記入例を参考に、期間中お早めの手続きをお願いします。
問合せ
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コールセンター（開設期間５月３１日～７月１２日） ☎０１２０・７００・２４４
埼玉労働局労働保険徴収課 ☎０４８・６００・６２０３

問合せ 健康福祉課 ☎66・3111 健康担当134・135 福祉担当124・128 介護保険担当133 地域包括支援センター132

手話通訳者を目指し、手話技術を磨く方を募集します
手話奉仕員養成研修を修了された方へ、手話通訳者を目標に、手話技術の向上を目指します。
日 時 ６月２１日～９月６日のおおむね毎週月、木曜日 午後７時～９時（全２０回）
場 所 秩父市歴史文化伝承館ほか
定 員 ２０人
※受講審査を実施します。
（受講審査日：６月４日㈪ 午後６時４５分～ 秩父市福祉女性会館集会室・第６会議室）
対象者 手話奉仕員養成研修事業またはそれと同等の研修を修了後１年以上経過した方で、将来、手話
通訳者を目指す秩父郡市に居住または通勤・通学（中学生以上）する方。
参加費 受講費用は無料、ただし講習教材は自己負担
申込み ５月１日㈫～５月３１日㈭までに、健康福祉課へお申込みください。
内 容 都道府県単位で行われる、手話通訳者養成講習会の受講に必要な手話表現技術や基本技術を学
びます。
問合せ

健康福祉課福祉担当

☎６６・３１１１

内線１２８

「里親入門講座」を開催します
◆私たちのまわりには、さまざまな事情で家庭を離れて生活しなくてはならない子どもがいます。
そうした子どもたちを家庭で受け入れていただける里親を募集しています。
そこで、多くの皆さんに「里親制度」を理解していただくため、「里親入門講座」を開催しますので、里
親に関心のある方はぜひご参加ください。
◆里親入門講座
日 時 ５月２７日㈰ 午後１時３０分～４時（受付：午後１時～）
場 所 熊谷児童相談所
内 容 ①里親制度について ②里親さんの子育て体験談 ③質疑応答、意見交換
費 用 無料
申込み・問合せ

埼玉県熊谷児童相談所

☎０４８・５２１・４１５２

更 生 相 談

埼玉県虐待禁止条例について

身体障害者の更生援護に必要な専門的
な知識・技術についての相談及び指導を
実施しています。補装具の処方及び適合
判定、施設入所の判定、その他医療相談
を無料で受けることができます。
手足・体の障害の相談
・５月２２日㈫ 秩父福祉事務所
予約制ですので、早めに健康福祉課へ
ご連絡ください。

県内の児童、高齢者、障害者に対する虐待件数はいずれも増加
傾向にあり、虐待は後を絶たない状況にあります。
虐待をなくすためには、虐待はいかなる理由があっても禁止さ
れるものであるという認識を県民全体で共有する必要があります。
そこで、虐待の防止について基本的な事項を定めることなどに
より総合的に施策を推進するため、県では「埼玉県虐待禁止条例」
を制定し、平成３０年４月１日から施行しています。
★詳細は埼玉県ホームページ
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0601/20170711.html
をご覧ください。

問合せ

健康福祉課福祉担当
☎６６・３１１１
内線１２８

問合せ

埼玉県福祉政策課

☎０４８・８３０・３３９１

Ｂ０４８・８３０・４８０１
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お知らせ

第４１回ふれあい住宅デー

カヌー講習会開催
目

的

秩父地域（県北部）におけ
るカヌー
（カヤックも含む）
の普及
日
時 ６月１０日㈰
午前１０時２０分（集合）
～午後３時
場
所 玉淀湖
（カヌーテ艇庫集合）
主
催 秩父市カヌー協会
（長瀞カヌークラブ）
協
力 ㈲カヌーテ
参 加 費 １，
０００円
（スポーツ傷害保険料含む）
参加資格 原則として小学生以上
ただし、１８歳以下の者は
保護者同伴
募集人数 先着１５名
そ の 他 日程、参加資格等は柔軟に
対応いたします。
昼食は各自用意してください。
天候等により中止や予定の
変更があります。
１日参加できることとします。
事故等の保証は保険の範囲
内とします。
申込み・問合せ
柳澤 幸一
☎０９０・８８７４・７１４３
（午前８時～午後８時まで）
Ｈchichibuccka@yahoo.ne.jp

今年も地域住民の皆様と共にコミュ
ニケーションづくりを図るために、住
宅デーを開催します。お気軽にお越し
ください。
日 時 ６月１０日㈰
午前１０時～午後２時３０分
会 場 長瀞町役場前
内 容 包丁研ぎ、住宅なんでも相談、
ダーツ・プランター工作など
催し盛りだくさん！来場者に
は、水ヨーヨー・風船プレゼ
ント！
お楽しみ抽選会もあります！（先着
５０名様）
集まりました募金については、毎年
社会保障に使われるように、長瀞町へ
寄附しています。ご協力をお願いしま
す。
問合せ 埼玉県土建一般労働組合秩父支部
☎２１・１３６１

【日曜日】
５月１３日・２０日・２７日
６月 ３日・１０日・１７日
時 間 【水曜日】午後７時～９時
【日曜日】午前１０時～正午
場 所 【水曜日】中学校テニスコート
【日曜日】総合グラウンド
テニスコート
申込み・問合せ
長瀞町硬式テニスクラブ 堀内 和好
☎６６・１１０９
長瀞町教育委員会 生涯学習担当
☎６６・３１１１ 内線３０５

日
会

明治大学マンドリン倶楽部
コンサート
時
場

ゲ ス ト

硬式テニス教室参加者募集
長瀞町硬式テニスクラブでは、硬式
テニス教室を開催いたします。
基礎から丁寧に指導いたしますので、
初心者の方も気軽にご参加ください。
期 日 ５月９日㈬～６月１７日㈰の
毎週水・日曜日
（予備日含み全１２回）
【水曜日】
５月９日・１６日・２３日
３０日 ６月６日・１３日

チケット
販 売 所

問 合 せ

６月９日㈯
開 場 午後４時
開 演 午後５時
秩父宮記念市民会館
大ホール
山本リンダ
甲斐靖文
（明大マンドリン音楽監督）
前売り ３，５００円
当日売 ４，０００円
矢尾百貨店（５階）
トラベルサロン
☎２２・６４４５
小石川書店
☎２２・５４８６
くまざわ書店
（ウニクス秩父店２階）
☎２１・２１１１
担当者 斉籐
☎０９０・４８４９・４６０２

国土交通省からの重要なお知らせ

平成３０年工業統計調査を実施します
○平成３０年工業統計調査は、従業者４人以上の全ての製造
事業所を対象に、平成３０年６月１日時点で実施します。
○工業統計調査は、我が国における工業の実態を明らかにす
ることを目的とする政府の重要な調査で、統計法に基づく
報告義務のある基幹統計調査です。
○調査の結果は中小企業施策や地域振興など、国及び地域行
政施策のための基礎資料として利活用されます。
○調査票に御記入いただいた内容は、
統計作成の目的以外（税
の資料など）に使用することは絶対にありません。
工業統計キャラクター
コウちゃん

○調査の趣旨・必要性を御理解いただき、御回答をよろしく
お願いいたします。
問合せ
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企画財政課企画財政担当
☎６６・３１１１ 内線２２２

★タカタ製エアバックリコール未回収
車は、平成３０年５月から車検が通ら
なくなります
ー早急にリコール作業を受けてください！－
まずは検査システムで措置対象かどう
かを確認！
・検索システムパソコン用ＵＲＬ
リコール情報検索アプリ

検索

https:/www.jaspa.or.jp/user/mycar/
application/recallsearch.html
未改修の場合は、早急に販売店でリ
コール改修を実施！
国土交通省タカタ専用ダイヤル
☎０３・５５３９・０４５２
エアバックリコール特設ホームページ
Ｆhttp:/www.mlit.go.jp/jidosha/  
carinf/rcl/recallinfo_000.html

～国民年金保険料免除等の申請について～
保険料が納め忘れの状態で、万一、障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金や遺族基礎年金を
受けられない場合があります。
経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合には、保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免
除制度」や「納付猶予制度（５０歳未満）
」がありますので、秩父年金事務所または町民課で手続きをしてください。
申請書は窓口に備え付けてあります。
平成３０年度分（平成３０年７月分から平成３１年６月分まで）の免除等の受付は、平成３０年７月１日から開始
されます。
また、申請時点の２年１か月前の月分までさかのぼって申請することができます。
失業等により保険料を納付することが経済的に困難になったものの、申請を忘れていた期間がある方は、秩父年金
事務所または町民課へご相談ください。

～国 民 年 金 保 険 料 の 金 額 に つ い て～
平成３０年度の国民年金保険料額は、月額１６，３４０円です。
平成３０年度の国民年金保険料額は、国民年金法第８７条において１６，９００円とされていますが、平成１６年
度からの物価と賃金の変動に基づく平成３０年度の保険料改定率０．９６７を乗じることにより１６，３４０円となり
ました。
問合せ 秩父年金事務所 ☎２７・６５６０

忘れないで国民健康保険の手続き
就職や退職などで、保険の内容に変更はありませんか。身の回りのことで慌ただしいと思いますが、ご自身が加入さ
れている医療保険の確認も忘れないでください。
就職や退職をしたときには、国保の手続きが必要となることがあります。国保は、職場の健康保険などとは違い、加
入するときもやめるときも、本人（家族）が手続きをする必要があります。
次のような方は、役場町民課で手続きをお願いします。
（平日の手続きが困難な方は、日曜開庁日をご利用ください。
ただし、他の関係機関への照会が必要な場合、取扱えないことがあります。）

■就職した方、家族の加入している社会保険の被扶養者になった方
職場の健康保険に加入した方は、国保をやめる手続きが必要です。
手続きに必要なもの

国保の保険証、社会保険の保険証、年金手帳、印鑑、個人番号カードまたは通知カード
※通知カードを持参する場合は、本人確認のため、顔写真付きの本人確認書類（運転免許証など）が必要です。
○職場の健康保険に加入（就職）した日から国保の保険証を使うことはできません。
（新しい保険証ができるまでに
医療機関などを受診する場合は、職場から資格証明書または仮の保険証の交付を受けてください。）
○社会保険等の資格があるにもかかわらず、国保の保険証で受診してしまった場合は、町が医療費を医療機関に
支払ってしまいます。この場合、加入されていた方から町に医療費を返還していただくことがあります。

■退職した方、任意継続が終了した方

退職などをして、次の日から別の職場に就職する、家族の加入している社会保険の被扶養者になる方以外は、国保
に加入する手続きが必要です。
手続きに必要なもの

職場の健康保険をやめた証明書、年金手帳、印鑑、個人番号カードまたは通知カード、顔写真付きの本人確認書類
（運転免許証など）
※個人番号カードを持参する場合は、顔写真付きの本人確認書類は不要です。


問合せ

町民課給付担当

☎６６・３１１１

内線１２５

◆ 介護保険料の納め忘れはありませんか◆
介護保険は支え合いの制度です。介護保険料の納め忘れがないか、もう一度確認をお願いします。
介護サービスが必要となった時のために安心してサービスが利用できるよう、介護保険料の納付にご協力をお願
いします。災害等の特別な事情がなく滞納すると、滞納期間に応じて保険給付の制限を受ける場合があります。納
付が困難な場合は、そのままにせず介護保険担当までご相談ください。
問合せ

健康福祉課介護保険担当

☎６６・３１１１

内線１３３
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五十嵐元克

きょう

畦たどり春田の水路確かむる
岩 田
野村 若太
初揚羽瑠璃の向こうに飛びて消ゆ
本野上
塩谷 俊子
観光客杖つく春の音たてて
本野上
大塚 安子
空からの鳴き声響く初燕
野上下郷
林
朝子
木洩れ日に東一華の群れさきぬ
長 瀞
大澤 光久
かげろうの中に消えゆく貨車長し
本野上
加藤 豊子
兜太逝く彼岸の雪の降るよふる
長 瀞
大森 由章

瀞

こ

瀞

人のうごき
３月中の届出
人

７，２０６人（-48） 転

入

男

口

３，５２１人（-26） 転

出

２７人

女

３，６８５人（-22） 出

生

２人 （男1人・女1人）
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ほんのりと酔いたる如き秩父紅
野上下郷
山本 令子
土匂う節分草の色やさし
矢那瀬
野原
清
陽炎に家紋もゆらぐ墓前かな
本野上
渡邊 利江
セーターを脱ぎて出ずれば山笑う
本野上
塩谷 和彦

長

企画財政課企画財政担当 ☎６６・３１１１ 内線２２２

一般投稿
RRR

（長瀞上区）
「元気いっぱい！
わが家の宝です！」

花びらを紙に野点の客となり
本野上
村川 延子
花の舞ふ窓に笑顔の車椅子
本野上
島田千代子
杖つくや老の背に降る花の雨
井 戸
大澤 珠子

黒 沢 京 子 ちゃん

味よし形よし友の自慢のだいこんね

問合せ

長

応募方法
広報「ながとろ」では、毎号満
１歳～１歳半位までの赤ちゃん
を紹介しています。掲載を希望
される方は、お子さんの顔写真
にコメント（２０文字以内）を
添え、掲載したい広報発行月の
前月１日までに郵送又は直接企
画財政課（２階）までお申込み
ください。申込書は町のHPよ
りダウンロードできます。応募
が多く希望月に掲載できなかっ
た方は、順次掲載いたします。

爺ちゃんに児の摘みくれし野蒜かな

★ わが家のアイドル ★ １歳になったよ!!

66666666666666

税務課・町民課窓口
●日曜開庁日 午前９時～正午 午後１時～午後５時
５月２７日㈰
◆税務関係諸証明の交付 ◆納税 ◆住民票の交付
◆戸籍謄本・抄本の交付 ◆印鑑登録、印鑑証明書の交付
※住基ネットを利用した住民票の広域交付はできません。

５月の納税
●固定資産税（第１期分）
●軽自動車税（全期分）
納期限は５月31日㈭です。口座振替の場合は５月28日㈪
が振替日になりますので、ご利用の方は残高をご確認くだ
さい。

◆初期救急医療◆

入院の必要がなく外来で処置できると思われる帰宅可能な救急患者

休日診療所
診療時間：午前10時～午後５時

在宅当番医
診療時間：午前９時～午後６時

５月３日

近藤医院（婦・内）

日野田町 ☎22－0043

５月４日

あいおいクリニック（内）

相生町

☎26－7001

５月５日

片田医院（外・内）

下影森

☎22－1801

あらいクリニック（小・内）

秩父市本町 ☎25－2711

５月６日
５月13日
５月20日

医師会休日診療所
（内・小）
熊木町
☎23－8561

小鹿野中央病院（診療科はお問い合わせください） 小鹿野町 ☎75－2332
南須原医院（内・外）

長瀞町

☎66－2038

５月27日

小鹿野中央病院（診療科はお問い合わせください） 小鹿野町 ☎75－2332

６月３日

秩父生協病院（内・小）※小児科は午前中のみ 阿保町

☎23－1300

◆二次救急医療◆

入院治療を必要と思われる救急患者、救急車にて搬送された重症救急患者
診療時間：午前８時30分～翌日の午前８時30分

５月３日

秩父市立病院 桜木町 ☎23－0611

５月４日

秩父市立病院 桜木町 ☎23－0611

５月５日

皆野病院

皆野町 ☎62－6300

５月６日

秩父病院

和泉町 ☎22－3022

５月13日

皆野病院

皆野町 ☎62－6300

○平日、休日の救急医療体制につい
ては秩父郡市医師会ホームページ
でもご確認いただけます。
５月20日
秩父市立病院 桜木町 ☎23－0611
http://chichibu-ishikai.jp/
○医療機関の都合で変更になること
５月27日
皆野病院
皆野町 ☎62－6300
があります。
６月３日
秩父病院
和泉町 ☎22－3022
秩父消防署北分署
※午後６時以降は、必ず電話で確認のうえ受診してください。 ☎62・7119でご確認ください。

◆休日在宅歯科当番医◆

歯科の救急患者の方に対して、当番歯科医療機関で歯科診療（応急処置）を実施します。
日にち

当番歯科医療機関

所在地

５月３日㈭ 田口歯科医院

秩父市黒谷

５月４日㈮ 岩田歯科医院

秩父市中村町

電話番号
22－1118
24－6484

５月５日㈯ みつはし歯科クリニック 小鹿野町小鹿野

75－0050 診療時間は、いずれも

５月６日㈰ そよ風歯科医院

62－1149 です。

秩父市太田

午前10時～午後１時

事前に当番歯科医療機関に電話してから受診してください｡ 診療費用は通常の保険診療とな
りますので､ 保険証等をご持参ください｡

問合せ
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秩父市医療対策課

☎２２・２２７９

55

長瀞町スポーツ少年団新入団員募集 ！

55

長瀞町スポーツ少年団は、６団体で約１７０名の団員が元気に活動しています。各団新入団員を募集していますので興味
がある方は、各団代表者又は教育委員会へお問い合わせください。
種

目

野

球

団

体

連

絡

先

長瀞ジャイアンツスポーツ少年団

小島

博明

☎66･1110

空 手 道

長瀞町空手道スポーツ少年団

大沢

貴之

☎090･2333･1944

剣

修心館剣道スポーツ少年団

吉田

昇

FC長瀞スポーツ少年団

四方田美徳

道

サッカー
ミニバスケットボール
ソフトボール

芳弘

☎66･1116

長瀞ミニバスケットボールクラブスポーツ少年団 （男子）
鈴木

☎66･2570 （女子）
櫻井

☎66･1144

長瀞スターズソフトボールスポーツ少年団

☎66･3194

大野

智弘

☎66･3976

高野

☎66･2790

長瀞ジャイアンツスポーツ少年団

団 員 数 中学生 １２人 小学生 １９人
主な練習場所・時間 土・日・祝日 半日／一日 長瀞総合グラウンド
団
費 年額10,000円、父母会費 年額8,000円
主な成績 第４２回埼玉県スポーツ少年団小学生軟式野球交流大会北部ブロック予
選会第３位、日本ハム旗第１９回関東学童軟式野球大会秩父支部予選会優勝
Ｐ
Ｒ 基本・あいさつをモットーに低学年から高学年まで楽しく練習しています。そのほか、夏合宿、プロ野球
観戦、スキー教室を行っています。

長瀞ミニバスケットボールクラブスポーツ少年団（男子）

団 員 数 （男子）小学生 １３人
主な練習場所・時間 火・金曜日 第一小学校体育館 午後７時から８時３０分
入 団 費 連盟登録料、保険代
活 動 費 ３か月ごと 2,000～3,000円
主な成績 埼玉県北部新人戦大会で育成Aブロック第４位
Ｐ
Ｒ 高学年・低学年、それぞれのレベルにあわせて楽しく練習しています。コーディネーショントレーニング
を取り入れ、運動能力アップにもトライしています。

長瀞ミニバスケットボールクラブスポーツ少年団（女子）

団 員 数 中学生１５人、小学生１５人
主な練習場所・時間 月・木曜日 第一小学校体育館
午後６時３０分から８時（低学年）
午後６時３０分から８時３０分（高学年）
入 団 費 2,500円
団
費 月額1,125円（保険代を含む）など
主な成績 埼玉県北部地区スポーツ少年団決勝大会 優勝
Ｐ
Ｒ 高学年・低学年問わず、みんなで楽しく練習しています。一緒に元気に走り回りましょう。
問合せ

教育委員会生涯学習担当

☎６６・３１１１

内線３０４

求人企業合同面接会
～ 県内企業多数参加予定です。採用担当者と直接話してみましょう ～
日
場
対
そ の

時
所
象
他

６月１９日㈫
受付 正午～午後３時３０分
開催 午後１時～午後４時
大宮ソニックシティビル４階 市民ホール
平成３１年３月大学・短大・専門学校卒業見込の方、３年以内の既卒の方
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ウェブサイトに掲載。（６月上旬予定）
【埼玉県雇用対策協議会ウェブサイト】http://www.kotaikyou-saitama.ne.jp/
問合せ

埼玉県雇用対策協議会

☎０４８・６４７・４１８５
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