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平成３０年度消防団特別点検が第一小学校で実施されました。部隊や機械器具の点検のほか、操法大会、放水演習などが行われ、
消防団の厳正な規律や日頃訓練した消防技術について町長の点検を受けました。
消防操法大会では、日頃の練習成果を発揮し第２分団第２部が優勝しました。
【１０月２８日】
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年頭のあいさつ

長瀞町議会議長

長瀞町長

光谷

大澤

新年明けましておめでとうございます。
町民の皆様には、健やかに新年をお迎えの
こととお喜び申し上げますとともに、日ごろ
から町議会に対しましてご理解とご支援を賜
り､ 厚くお礼申し上げます。
今年は４月３０日に今上天皇陛下の退位式
と５月１日に皇太子殿下が新天皇陛下に即位
し、新元号が施行されるという歴史的に大き
な変革を迎えるにあたり、新たな時代に期待
を寄せているところであります。
さて、少子高齢化社会の進行をはじめ、社
会経済情勢が大きく変化する今日、地方公共
団体を取り巻く環境は厳しさを増しておりま
す。このような状況にありながらも､ 効率的
な行政運営を進め、若者の定住促進、社会福
祉や教育の充実､ 地域産業の活性化など､ 複
雑多岐にわたる課題に対応する必要がありま
す。
私ども町議会は、皆様お一人お一人の声に
耳を傾け、町政を取り巻く環境の変化を的確
に捉えながら、議員一人ひとりがその責務を
自覚し、議会活動に邁進するとともに、魅力
ある町づくりに向けて、誠心誠意努めてまい
る所存でございます。
今後とも信頼され期待される議会を進めて
まいりますので、よりいっそうのご支援とご
協力を賜りますようお願い申し上げます。
平成３１年の年頭に当たり、新しいこの１
年が町民の皆様にとりまして、素晴しい年と
なりますよう、ご健勝とご活躍を心からご祈
念申し上げ、新年のあいさつといたします。

タキ江

新年明けましておめでとうございます。
町民の皆様には、健やかな新春をお迎えのこ
とと心からお慶び申し上げます。また、日頃よ
り町行政に対し深いご理解とご協力を賜り、心
より厚く御礼申し上げます。
平成最後となる１年、皆様いかがお過ごし
だったでしょうか。江戸時代後期以来２００年
ぶりに天皇陛下が退位され、平成は３０年とい
う歴史の幕を閉じることとなります。今後、新
しい元号に変わり、時代の流れが良い方向に
向かっていくことを期待しているところでござ
います。
今年は、ラグビーワールドカップ２０１９が
熊谷市で開催され、また、２０２０年東京五輪
まであと１年となる年でもあり、世界中から日
本が注目されることと思います。これを機に、
世界の人々にも是非とも長瀞町へ観光に来てい
ただき、自然豊かな町の良さを知っていただけ
るよう、アピールして参ります。
また、今年４月に「
（仮称）長瀞地区公園」が
オープン予定でございます。小さなお子さんか
らご家族までたくさんの人々のふれあいの場と
なるよう整備を進めて参ります。
依然として、厳しい財政状況ではありますが、
「第５次長瀞町総合振興計画」を基本指針に掲げ、
町民の皆様が長瀞町に誇りを持てるよう、また、
「住みやすい町」と思っていただけるよう、職員
一丸となって「少子高齢化・人口減少」など、
様々
な行政課題に真摯に向き合ってまいる所存でご
ざいます。今後も長瀞町の発展のため、より一
層のご指導、ご鞭撻を賜りますよう心よりお願
い申し上げます。
結びにあたり、町民お一人お一人がご健勝に
てお過ごしいただけますようご祈念申し上げ、
年頭のごあいさつといたします。
さい とう ひで お

副町長に齊藤英夫氏が就任
昨年の１２月議会定例会において、齊藤英夫氏（６１歳

本野上）が議会の同意を

受けて、副町長に選任されました。任期は、平成３１年１月１日から４年間となります。
たいら けん じ

なお、前副町長の平 健司氏は、平成２３年１月１日から平成３０年１２月３１日
までの長きにわたり、町政進展のためご尽力いただきました。
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中学生社会体験チャレンジ事業
長瀞中学校２年生が中学生社会体験チャレンジ事業を行いました。働くことの喜びや苦労、厳しさなどを体験し
ました。
役場では体験の一つとして、フェイスブックの町公式アカウントを使用し、町の魅力を発信しました。
①岩畳の魅力

恵まれた自然・美しい景色が見られる岩畳・歴史と自然から成り立っている岩畳

②岩畳商店街の魅力

趣のある町並みを感じられる商店街
体験中風景

③自然・景観の魅力

自然が教えてくれる長瀞の景観・自然があるからこそ分かる長瀞の風景

コメントは中学生が考え、写真も全て撮影しました。フェイスブックではカラーでご覧になれます。

●●●● 体験後の感想 ●●●●
久保田

 日間の職場体験で色々な課に行ってお手伝いさせてもらって、仕事のやりがいを感じ、交通安全キャ
３
ンペーンなどで、町の人との交流などができました。この体験は、将来につながる大切なものだと思う
ので忘れずに日々の生活をおくっていきたいです。

坂

 回の職場体験で様々な仕事内容を知ることができました。この体験をして思ったのは、普段何気なく
今
配られる広報ですが、作るのに沢山考えることがあるんだと知って、大変さが分かりました。なのでこ
れからはすみずみまで目を通していきたいです。

本

生活支援体制整備事業
「支え合える地域づくりのために～居場所（サロン）活動のススメ～講演会」
住民が気軽に集い、交流する居場所（サロン）は、「歩いて通う」「心が通う」「情報が通う」ことで、地域の
「つながり」「支え合い」
「健康寿命の延伸」といった効果が期待でき、これからの支え合いの地域づくりを推進する
うえで大きな役割を担っています。多くの方に「居場所（サロン）」の魅力を知っていただき、居場所づくりを推進
していくために、講座を開催します。
「サロンのお手伝いをしたい」、
「サロン活動で力を活かしたい」などをお考え
の方は、是非ご参加ください。
あなたの力を地域で活かしてみませんか？
第１回 ２月１８日㈪ 午後１時３０分～午後３時１５分 多世代ふれ愛ベース長瀞
「支え合える地域づくりのために～居場所（サロン）活動のススメ～」 講演会
講師 ご近所福祉クリエイション 主宰 酒井 保 氏
第２回 ２月２１日㈭ 午後１時３０分～午後３時３０分 多世代ふれ愛ベース長瀞
「こんな居場所（サロン）が、あったらいいな！」 定員５０名
アドバイザー 公益財団法人 さわやか福祉財団 岡野 貴代 氏
申込み １月２５日㈮までに下記へお申込みください。
問合せ
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町社会福祉協議会

☎６６・１１３９

Ｂ６６・３７２５

文

化

展

第４３回長瀞町文化展が中央公民館で開催され
ました。会場には幼稚園児、保育園児から高齢者
まで、９７６点あまりの作品が展示されました。
作品は、盆栽、陶芸、絵画、俳句、書道、写真、
切り絵、手芸、七宝焼、絵手紙など多岐にわたり、
訪れた方の目を楽しませ、３日間で約５５１名の
参観者が訪れました。
【１１月２日～４日】

平成三十年度長瀞七草寺俳句コンクール

（授賞式の様子）

平成３０年度長瀞七草寺俳句コンクール授賞
式が不動寺（撫子寺）で行われました。２４２
句の応募があり、どの句も長瀞七草寺の趣や風
情を感じさせる句となっていました。

【１１月２７日】
天賞（長瀞町長賞）
咲き満ちて羽音飛び交ふ葛の寺
地賞（長瀞七草寺霊場会長賞） もてなしに葛の香添えて遍照寺
地賞（長瀞町教育長賞）
萩寺の兜太の句碑や雲ひとつ
人賞（宝登山神社賞）
地を掴み天に抜きんず寺尾花
人賞（長瀞町観光協会長賞）
人賞（長瀞町商工会長賞）

葛寺へ標見落とし回り道
多宝寺や包むに余る夏木立

タグラグビー教室

中央公民館で、日本ラグビーフットボール協会公
認の新井さん、大村さんを講師にお招きし、タグラ
グビー教室を開催しました。
タグラグビーとは、体の接触をなくすため、普通
のラグビーからタックルを排除し、代わりに腰にタ
グをつけ、そのタグを敵チームにとられるとボール
を離さなければならないスポーツです。
参加した小学生は、元気いっぱいでタグラグビー
を楽しみました。
【１１月２４日】

町自治功労者表彰式

（左から野村滋子氏、福嶋綾子氏、大澤町長、埼玉県トラック協
会代表 野口健二氏、野口教育長）

町表彰規程に基づく自治功労者表彰式が行われま
した。
受賞者は、人権擁護委員、固定資産税評価委員、
彩の国ロードサポート団体委員、消防団員等、多年
にわたり公共の職務に精励し町政の進展に貢献をい
ただいた方、また寄付をいただいた方などで、８名
が受賞されました。
なお、消防団員については１０月２８日㈰の消防
団特別点検の際に表彰を行いました。

【１１月２１日】
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窓口で本人確認を行っています
第三者による虚偽の届出や証明書等の不正な請求を防ぐため、窓口に来た方の本人確認を行っています。
届出や請求の内容に応じて、次のような本人を確認するための書類が必要です。
戸籍の届出（婚姻や離婚など）、住民異動届（転入や転出など）、戸籍謄抄本等の交付請求、国民健康保
険に関する届出（加入の手続き、被保険者証の再交付申請など）
公的機関が発行した顔写真付の書類を１点確認します。
公的機関が発行した顔写真付の書類がない場合は、公的機関などが発行した住所・氏名・生年月日が記載
されている書類を２点以上確認します。
住民票の写し、印鑑登録証明書、税関係証明書の交付請求
公的機関が発行した顔写真付の書類又は公的機関などが発行した住所・氏名・生年月日が記載されている
書類を１点確認します。
印鑑登録申請
公的機関が発行した顔写真付の書類を１点確認します。
本人以外による代理申請や公的機関が発行した顔写真付の書類がない方の申請は、申請方法が異なります
ので、町民課住民担当にお問合わせください。
マイナンバー（個人番号）を記入する書類の提出
マイナンバー（個人番号）を記入するときの本人確認は、マイナンバー（個人番号）の確認＋身元確認 を
行うこととなっています。
❶通知カード（又はマイナンバー（個人番号）の記載された住民票）でマイナンバー（個人番号）の確認
を行う場合
 身元確認のために、公的機関が発行した顔写真付の書類を１点、公的機関が発行した顔写真付の書類が
ない場合は、公的機関などが発行した住所・氏名・生年月日が記載されている書類を２点以上確認します。
❷マイナンバー（個人番号）カードを提示した場合
マイナンバー（個人番号）確認及び身元確認を個人番号カード１点で行うことができます。
！！知らない会社から、電話でマイナンバーを聞かれることはありません。ご注意ください！！
公的機関が発行した顔写真付の書類の例
運転免許証、旅券、マイナンバー（個人番号）カード、顔写真付の住民基本台帳カード、在留カード
公的機関などが発行した住所・氏名・生年月日が記載されている書類の例
健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、顔写真付でない住民基本台帳カード
問合せ

町民課住民担当

☎６６・３１１１

内線１２６

検定受検料助成金交付制度
町では、
実用英語技能検定（英検）
・実用数学技能検定（数検）を受検した際の検定料の助成を行っています。
・対 象 者 町内に住所があり、検定を受検した小中学生の保護者
・助 成 額 各検定 １，０００円
※それぞれの検定に対し、１年度に１回の助成です。
※予算がなくなり次第、終了します。
・申請方法 教
 育委員会又は町ＨＰにある申請用紙に必要書類を添えて、２月２８日㈭までに申請してくだ
さい。
問合せ
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教育委員会教育総務担当

☎６６・３１１１

内線３０４

固定資産税でよくある質問とその答え
Ｑ１
Ａ１

土地や建物を売ったのにどうして納税通知書が来るの？
固定資産税は、１月１日現在の所有者に課税されるためです。

年の途中に土地や建物を売買した場合、買主側に固定資産税が課税されるものと思われる方もいらっしゃ
ると思います。
しかし、固定資産税は、原則として１月１日（賦課期日）現在の所有者に対して課税することになります
ので、１月２日以降に売買した場合、売主側が平成３１年度の固定資産税の納税義務者となります。
例）
所有権移転日

平成３１年度の納税義務者

平成３０年１２月２５日

買

主

平成３１年

売

主

１月１５日

※登記されていない家屋を所有権移転（売買・相続・贈与）した場合は、「未登記家屋所有権移転申告書」
を税務課へ提出していただく必要があります。（用紙は税務課にあります。）

Ｑ２ 相続があったときは、役場に届出が必要なの？
Ａ２ 「相続登記」が、お亡くなりになった年内に完了しない場合は必要です。
土地や家屋の所有者が亡くなられた場合、通常、法務局で『相続登記』をしていただく必要があります。
亡くなられてから最初に迎える１月1日までに『相続登記』が完了していれば、翌年度から新たな所有者（相
続した方）に課税することになりますので、役場へ届け出る必要はありません。
亡くなられてから最初に迎える１月１日までに『相続登記』が完了しない場合は、亡くなられた方が１月
１日の賦課期日現在も所有者のままとなってしまうので、相続人の中から、固定資産税関係の書類を受け取
る代表者を定めて、「相続人代表者指定届出書」を税務課へ提出していただく必要があります。（用紙は税務
課にあります。）
問合せ

税務課資産税担当

☎６６・３１１１

内線１１３

確 定 申 告 に つ い て の お 知 ら せ
〇医療費控除について
 医療費控除は、領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となります。「医療費控
除の明細書」の用紙は、国税庁ＨＰからダウンロードできます。
※医療費の領収書は、自宅で５年間保管する必要があります。
※平成３１年分までは、これまで通り領収書の添付または提示によることもできます。
〇いつでもどこでもスマホで申告
 平成３１年１月から、
「確定申告書等作成コーナー」では、スマートフォンでも所得税の確定申告書を
ＩＤ・パスワード方式を利用してｅ－Ｔａｘで送信することができるようになります。さらに、給与所得
者（年末調整済み）で、医療費控除又はふるさと納税などの寄附金控除を適用して申告する方は、見やす
いスマホ専用画面をご利用いただけるようにもなります。ＩＤ・パスワードをご利用いただくためには、
税務署にてＩＤ・パスワードの取得が必要となります。
※申告者ご本人の運転免許証などの本人確認書類が必要です。
※お手続きは、約５分で終了します。
問合せ

秩父税務署

☎２２・４４３３

※自動応答音声による案内後、２番を選択してください。
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～町民が主役

そして

開かれた町政を進めるために～

「町への提案制度」を実施しています！
「町への提案制度」とは、皆さんが日ごろ思っているご意見やご要望
などをお寄せいただき、まちづくりに反映させようというものです。
引き続き、皆さんの貴重なご意見、ご要望などをお寄せください。
用紙は、このページを切り取り、二つ折りにして、のりしろ各ア・イ・
ウどうしではり合わせ、切手をはらずにポストに投かんしてください。
「提案箱」は、役場１階、中央公民館、保健センターの３か所に設置し
てありますので、
直接
「提案箱」
に投かんしていただいてもかまいません。
また、ファックス、電子メールでも受付けています。
住所・氏名が記載された提案などは、直接、ご本人へ回答します。
なお、匿名による提案などは、危険箇所の修理、安全施設の設置、生
命にかかわるもの、緊急性のあるものなど、対応が必要と判断されるも
のを除いては無回答とします。
問合せ

企画財政課企画財政担当
☎66・3111 内線222
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差出有効期間
平成32年10月
31日まで

59

企画財政課内

Ｂ66・0894

町 へ の 提 案
氏名（必須）
年

齢

職

業

電話番号
メールアドレス
私の提案・
意見（必須）
内

容

※提案の内容について、広報紙・町ＨＰに掲載させていただくこともあります。  
その場合、住所・氏名は公表いたしません。

～町民が主役 そして 開かれた町政を進めるために～
町政に対するご意見・ご要望をお寄せください。

住所（必須）

掲載の可否に○印をご記入ください。

広報紙・ホームページ掲載

可

・

否
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平成３１年度奨学生を募集します（入学準備金／奨学資金）
町では、勉学意欲がありながら経済的理由により就学が困難な町民で高校・大学等に入学を予定している方、
又は現在すでに在学している方を対象に無利子で奨学金の貸与を行っています。
■入学準備金
■奨 学 資 金

高

校

300,000円（入学時）

大

学

400,000円（

〃

）

国公立高校

10,000円（月

額）

私立高校

20,000円（

〃

）

国公立大学

20,000円（

〃

）

私立大学

30,000円（

〃

）

■償 還 方 法

卒業後、１年を経過した翌月から５年以内に償還

■申込み方法

申込み期限までに、教育委員会にある申請書によりお申込みください。
申請書は１月２１日㈪から配布します。

■申込み期限

入学準備金

３月１日㈮

奨学資金

３月２９日㈮

※本募集は、平成３１年度予算成立後、速やかに事業を開始できるようにするため、予算成立前に募集の手続
きを行うものです。予算の執行は、平成３１年度予算の成立が前提であり、今後、内容等が変更になること
もありえますので、あらかじめご了承ください。
【その他の各種奨学金】
名

称

問

合

せ

埼玉県高等学校等奨学金

県教育局教育総務部財務課

☎048･830･6652

本多静六博士奨学金

県農林部森づくり課

☎048･830･4310

日本学生支援機構奨学金

日本学生支援支援機構

☎03･6743･6719

問合せ

教育委員会教育総務担当

※貸与金額、返還期間、
貸与要件などにつきま
しては、各問合せ先で
ご確認ください。

☎６６・３１１１

内線３０４

「埼玉県内市町村職員採用情報フォーラム２０１９」を開催します
これから就職活動を始める方、公務員を志望している方、民間企業と公務員で迷っている方に、公務員の仕事
の意義や魅力を知ってもらうことを目的に「埼玉県内市町村職員採用情報フォーラム２０１９」を開催します。
当日は、市町村職員による公務員の仕事紹介やトークライブ、また市町村別相談タイムで公務員の実際の仕事
や受験体験談など、現役職員の生の声を聴くことができます。
入場無料、事前申込不要となっておりますのでお気軽にお立ち寄りください。
日

時

２月１５日㈮

午後０時５５分～４時（午後０時３０分開場）

場

所

埼玉会館

内

容

第１部：公務員のリアルを語る～仕事のやりがいとは～

大ホール（さいたま市浦和区高砂３－１－４）

第２部：市町村職員によるトークライブ～６０分間ホンネトーーーク！～
第３部：市町村別相談タイム～あなたの未来をナビゲート～
定

員

１，
３００名（先着順）
問合せ

彩の国さいたま人づくり広域連合
☎０４８・６６４・６６８１

人材開発部

市町村職員担当

Ｂ０４８・６６４・６６６７

Ｇhttp://www.hitozukuri.or.jp/navi/event/s-forum.php
Ｈjinzai02@hitozukuri.or.jp
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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

平成３０年度高齢者肺炎球菌予防接種の接種期限が近づいてきました！
接種期間は平成３１年３月３１日までです。接種期間を過ぎると助成が受けられませんので、下記対象者のう
ち１月・２月・３月生まれの方は特にご注意ください。
なお、対象者については、経過措置期間が満了となるため平成３１年度以降は６５歳のみとなる見込ですので
ご了承ください。
ご不明な点がある方は、担当までお問合せください。
期

間

対 象 者
（町内在住）

平成３１年３月３１日まで
平成３０年度中に65歳､ 70歳､ 75歳､ 80歳､ 85歳､ 90歳､ 95歳､ 100歳になる方
※過去に接種した方は対象になりません（全額自己負担した場合も含む）
。

自己負担

２，５００円（生活保護世帯・中国残留邦人等は無料）

受

①健康福祉課で接種に必要な書類を受け取る
②指定医療機関に予約
③予約日に問診・接種を受ける
④自己負担金を支払う

け

方

問合せ

健康福祉課健康担当

☎６６・３１１１

内線１３４・１３５

障害のある方を対象としたＮＨＫ放送受信料の免除について
《全額免除》 ●以下の①・②両方に該当する場合に、全額免除となります。
①障害者手帳をお持ちの方がいる世帯 ②世帯構成員全員が町民税（住民税）非課税
《半額免除》 ●以下のいずれかに該当する場合に、半額免除となります。
①視覚または聴覚障害者が世帯主で受信契約者
②重度の障害者（身体１・２級、知的○Ａ・Ａ、精神１級）が世帯主で受信契約者
※詳しくは、ＮＨＫふれあいセンター、または健康福祉課福祉担当までお問合せください。
問合せ

ＮＨＫふれあいセンター
健康福祉課福祉担当

☎０５７０・０７７・０７７
☎０５０・３７８６・５００３
☎６６・３１１１ 内線１２８

休日在宅歯科当番医のお知らせ
下記の日時に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。
１月１日㈫
１月２日㈬
１月３日㈭
１月13日㈰

並木歯科医院
皆野歯科医院
しまだ歯科医院
上町吉田歯科医院

診療時間：午前10時～午後１時
野 坂 町 ☎24・4182 １月14日㈪ 内田歯科医院
大 野 原 ☎24・4184
皆 野 町 ☎62・3597 ２月10日㈰ 萩原歯科医院
大 野 原 ☎24・9669
小鹿野町 ☎72・7201 ２月11日㈪ 野上歯科医院
長 瀞 町 ☎66・3418
上
町 ☎22・0594 ※１２月でお知らせした当番から一部変更されました。ご注意ください。

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で､ 保険証等をご持参ください｡
問合せ

更

生

相

秩父市医療対策課

☎２２・２２７９

談

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
１月２１日㈪ 熊谷児童相談所
予約制ですので、早めに健康福祉課（☎６６・３１１１

内線１２８）へご連絡ください。
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information

く ら し の 情 報
お知らせ
平成３０年度長瀞町スポーツ
表彰該当者について
町では、平成３０年１月１日～１２
月３１日に開催された各種スポーツ大
会で優秀な成績を収めた町内在住者ま
たは町内団体、町出身の学生に「長瀞
町スポーツ表彰」を授与します。
表彰基準のいずれかに該当する成績
を収め、表彰を希望する個人または団
体は担当までお問合せください。
【大会の規模及び成績】
１．国際大会に出場した者
２．全国大会で３位以内に入賞した者
３．全国大会に出場した者
４．関東大会または東日本大会で６位
以内に入賞した者
５．埼玉県大会で３位以内に入賞した
者
６．県北部大会において３位以内に入
賞した者（小・中学生のみ）
７．秩父郡市大会において優勝した者
（中学生のみ）
※表彰区分は、１～２が「栄誉賞」
、
３～５が「優秀賞」、６～７が「奨
励賞」となります。
受付期間 １月４日㈮～１月２１日㈪
の土日祝日を除く 午前８
時３０分～午後５時１５分
問 合 せ 教育委員会生涯学習担当
☎６６・３１１１
内線３０５

また、埼玉県警察は、言葉が話せない
方等の緊急通報のためのＦＡＸ１１０
番やメール１１０番を開設しています。
【ＦＡＸ１１０番】
Ｂ０１２０･２６４･１１０
【メール１１０番】
Ｈhttp://saitama110.jp/
問合せ 秩父警察署地域課
☎２４･０１１０ 内線２９１

事業主の皆さんへ労働保険のお知らせ
労働保険料（労働保険・雇用保険）
の第３期分の納期限は１月３１日で
す。納付書につきましては、納付期限
の１０日前頃に該当事業書へ郵送しま
す。また、保険料納付については口座
振替が便利です。申込み手続きについ
ては厚生労働省もしくは埼玉労働局の
HPをご覧ください。
問合せ 埼玉労働局労働保険徴収課
☎０４８・６００・６２０３
Ｂ０４８・６００・６２２３

看護学校の教員に関心が
ありませんか

県では、以下のとおり看護学校の教
員に関心のある方への説明会を実施し
ます。
なお、事前申込みは不要です。
日 時 １月２６日㈯
午後１時～４時
場 所 埼玉県看護協会研修センター

内

容

問合せ

現職の看護教員が、看護学校
の現状や教員への道のり、魅
力を伝えます
県医療人材課
☎０４８・８３０・３５４３

秩父農工科学高校演劇部
自主公演開催


日
時
昼の部
夕の部
場
演

所
目

入場料
問合せ

２月３日㈰
開場 午前１０時３０分
開演 午前１１時
開場 午後４時
開演 午後４時３０分
秩父宮記念市民会館
「MIDSUMMER CAROL」
「ゼロデプス」
前売り ５００円
当 日 ７００円
演劇部 ☎２２・３０１７
夜間（小池）
☎２４・０８８９

秩父４高校合同説明会
中学２年生を対象としていますが、
どなたでも、参加できます。
日 時 ２月２日㈯
午後１時３０分～４時
場 所 秩父地場産業センター
４階 多目的大ホール
内 容 全体会
成果発表会
参加校 秩父高校
皆野高校
秩父農工科学高校
小鹿野高校

平成３１年消防団出初式
日
場
内

時
所
容

問合せ

１月１３日㈰ 午前９時
宝登山神社、岩畳
人員点呼・安全祈願後、岩畳
で放水演習
総務課自治振興担当
☎６６・３１１１
内線２１３

１月１０日は「１１０番の日」
埼玉県警察では、１１０番の正しい
利用を広報しています。
こんな時は、すぐに１１０番！
〇交通事故にあったとき
〇泥棒の被害にあったとき
〇けんかを目撃したとき
〇不審な人を目撃したとき
〇人の悲鳴を聞いたとき
緊急時以外の
〇事件事故などのご相談
〇警察に対してのご意見ご要望
局番なしで「＃9110」
〇性犯罪被害のご相談
局番なしで、
「＃8103（ハートさん）」
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スキー・スノーボード教室
町体育協会では、下記のとおり、スキー・スノーボード教室を開催しま
す。宿泊場所は、人気の一の瀬ファミリー場に隣接。ゲレンデまで徒歩
０分の好立地、着いてから帰るまで、スキー三昧間違いなし！奮ってご参
加ください。
日
場

時
所

費 用
定 員
内 容
主 催
主 管
その他

２月１６日㈯～１７日㈰ 午前６時役場出発
一の瀬スキー場 ホテルホゥルス志賀高原
☎０２６９・３４・３３５５
大人１４，
０００円、小人１１，
０００円
３０名
スキー、スノーボード講習、スキーポール練習ほかツアー
町体育協会
町スキー愛好会
レ
 ンタル用品は、個人負担になります。スノーボード講習者は、
地元スキー学校受講となります。
※２月１７日㈰は、スキー子どもの日。小学生以下は、１日券が
無料となります。

申込み・問合せ

町体育協会事務局 ☎６６・３１１１ 内線３０４
町スキー愛好会事務局又は会員 中畝 ☎６６・２８１９

～新成人の皆さんへ～

20 歳 に な っ た ら 国 民 年 金
国民年金は、年をとったとき、病気や事故で障害が残ったとき、家族の働き手が亡くなったときに、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仕組みです。
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。
２０歳になったら、忘れずに国民年金の加入手続きをしましょう。
●● 国民年金のポイント ●●
■将来の大きな支えになります
国民年金は２０歳から６０歳までの方が加入し、保険料を納める制度です。
国が責任をもって運営するため、安定していますし、年金の給付は生涯にわたって保障されます。
■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（「子のある配偶者」や「子」）が受け取れます。
●●「学生納付特例制度」と「納付猶予制度」●●
■
「学生納付特例制度」
学生の方は一般的に所得が少ないため、ご本人の所得が一定額以下の場合、国民年金保険料の納付が猶
予される制度です。
対象となる学生は、学校教育法に規定する大学、大学院、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学
校及び各種学校（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です。
■
「納付猶予制度」
学生でない５０歳未満の方で、ご本人及び配偶者の所得が一定額以下の場合に国民年金保険料の納付が
猶予される制度です。
※平成２８年６月以前の期間は、３０歳未満であった期間が対象となります。
問合せ

秩父年金事務所

☎２７・６５６０

～有料広告を掲載できます～
広報ながとろ「くらしのメモ」と町ＨＰには有料で広告を載せることができます。詳しくは町ＨＰをご
覧になるか企画財政課へお問合せください。
問合せ

企画財政課企画財政担当

☎６６・３１１１

内線２２２

フェイスブック・インスタグラムの公式アカウントを開設しています！
フェイスブック

インスタグラム

「長瀞町（Nagatoro）
」

「なが撮ろ」

今月の
介護保険料

■普通徴収（第７期）※納期限は１月３１日㈭です。
※口座振替をご利用の方は１月２８日㈪が振替日となりますので、残高をご確認
ください。
問合せ

健康福祉課介護保険担当

☎６６・３１１１

内線１３３

今月の学校給食費
１月分の学校給食費は、１月１０日㈭に口座振替となりますので、残高をご確認ください。
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いろあざ

企画財政課企画財政担当
☎６６・３１１１ 内線２２２

祭り旗降ろして村の月深む
野上下郷
山本 令子
し ぐ
眠られず時雨るる夜の長きかな
本野上
渡邊 利江
しぐれ
かえ
し ほ
時雨来る気配に返す試歩の妻
長 瀞
五十嵐元克

つま

問合せ

※新会員募集中

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。

応募方法

RRR

夢の中夫と漕ぎ出す宝舟
本野上
村川 延子
ひ や
国宝を納める古寺に冬の日矢
本野上
島田千代子
と き
冬銀河時代の流れに呑みこまれ
井 戸
大澤 珠子
初詣私の願いは何番目
長 瀞
川辺みどり

!!

一般投稿
RRR

（小坂区）
「たくさん食べて
大きくなぁ～れ！」

里山や色鮮やかに冬蜜柑
長 瀞
大澤 光久
冬はじめ無言で急ぐ人の群れ
本野上
大塚 安子
若人の足場組む音紅葉谷
長 瀞
大森 由章
ふるい さ
こさつ
つ わ
はな
古井寂ぶ古刹の庭の石蕗の花
本野上
加藤 豊子
ほお お ち ば
朴落葉手に手に嬉し児らの列
本野上
塩谷 和彦
父と子のキャッチボールや草紅葉
本野上
塩谷 俊子
こめん
はるな ふ じ
山紅葉湖面に写す榛名富士
野上下郷
林
朝子
し し
そろ
浦山の獅子や揃うて谷紅葉
矢那瀬
野原
清
駅中に昼酒少し日短し
岩 田
野村 若太

ちか

★ わが家のアイドル ★

１歳になったよ

い

染 野 依 愛 ちゃん

6666666666666

人のうごき

平成30年12月1日現在

１１月中の届出
人

７，１６１人（+13） 転

入

　４２人

男

口

３，５０５人（- 1） 転

出

１９人

女

３，６５６人（+14） 出

生

1人 （男1人・女0人）

世帯数

２，９３０戸（+23） 死

亡

　１１人 （男3人・女8人）

税務課・町民課窓口
●日曜開庁日 午前９時～正午 午後１時～５時
１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。

１月の納税
●町県民税（第４期分）
●国民健康保険税（第７期分）
納期限は１月31日㈭です。口座振替の場合は１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

金子医院（内）

１月１日
１月２日

１月20日
１月27日

☎62－0039
☎66－1000

あらいクリニック（小・内）

１月６日
１月14日

皆野町

長瀞医新クリニック（内・外・泌） 長瀞町

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

１月３日

１月13日

在宅当番医
診療時間：午前９時～午後６時

医師会休日診療所
（内・小）
熊木町
☎23－8561

２月３日

秩父市本町 ☎25－2711

秩父脳外科内科クリニック（脳外・内） 永田町

☎21－2330

伊古田小児科医院（小）

☎62－4585

皆野町

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
松本クリニック（内）

日野田町 ☎22－3000

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
健生堂医院（外・内）

東町

☎22－0270

南須原医院（内・外）

長瀞町

☎66－2038

◆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

１月１日

秩父病院

１月２日

秩父市立病院 桜木町 ☎23－0611

和泉町 ☎22－3022

１月３日

皆野病院

皆野町 ☎62－6300

１月６日

秩父病院

和泉町 ☎22－3022

１月13日

秩父病院

和泉町 ☎22－3022

○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。
１月20日
秩父市立病院 桜木町 ☎23－0611
Ｇhttp://chichibu-ishikai.jp/
１月27日
皆野病院
皆野町 ☎62－6300
○医療機関の都合で変更になること
があります。
２月３日
秩父市立病院 桜木町 ☎23－0611
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。

１月14日
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皆野病院

皆野町 ☎62－6300

町営住宅塚越団地入居者募集
塚越団地５号棟の浴室と脱衣所をリフォームしました。
●募 集 住 宅 塚越団地（大字野上下郷地内）昭和５４年度建設（２戸）
※浴室等をリフォームしていない空き家もあります。
●申込み資格 ・単身の方は年齢や要件によりお申込みができない場合があります。
・持ち家や資産がないこと。現在公的な住宅に住んでいないこと。
・町税等に滞納がないこと（連帯保証人の２人についても滞納のな
い証明書を提出していただきます）。
・世帯全員の収入の総額が、基準額を超えないこと。
・世帯全員が暴力団に関係していないこと。
●申込み方法 建設課にある申込書に、必要書類を添えて提出していただきます。
●申込み期間 １月７日㈪から１月１８日㈮
※上記期間内に申込者がいなかった場合は、随時受付けとなります。
●そ の 他 ・５号棟以外の空き家は、浴槽・風呂釜持ち込みです。
・町営住宅では、ペットは飼えません。
・申込者が募集戸数を上回った場合は、住宅に困窮する度合いの高
い方から入居予定者を決定します。選定結果は申込者全員にお知らせします。
・申込書を提出していただいてから入居までは、約１か月かかります。
・不明な点等については、担当までお問合せください。

問合せ

建設課建設担当

全国神社総代会大会表彰

☎６６・３１１１

内線２４４

qqqqqqqqq

夕暮れ時早めのライト点灯キャンペーン

全国神社総代会大会が熊本県で開催され、宝登
山神社の氏子総代を多年にわたり努められた金澤
善市氏が、全国神社総代会長から表彰されました。
金澤氏は「健康と家族の支えがあり、長く続ける
ことができた。今後も神社と氏子の仲を取り持
つこと続けて行ければと願っています。」とおっ
しゃっていました。 
【９月２６日】

qqqqqqqqq

『夕暮れ時早めのライト点灯キャンペーン』が
中野上交差点で実施され、町交通安全母の会が秩
父警察と協力し、職場体験中の中学生と一緒に、
多くのドライバーに啓発活動を行いました。
交通事故は、夕暮れ時から夜間の時間帯に多く
発生する傾向があります。車の運転中に周囲が暗
くなり始めたら、早めにライトを点灯して事故を
未然に防ぐよう努めましょう。 【１１月２１日】


（左から宝登山神社宮司 中山高明氏、金澤善一氏）

平成３０年度 中学生の「税」に関する標語の表彰

qqqqqqqqqqqqq

秩父税務署管内国税モニター会では、税に関する理解と関心を高めても
らうため、秩父郡内中学生を対象に「税に関する標語」を募集しました。
その中から長瀞中学校の生徒が応募した標語２点が優秀作品に選ばれ、表
彰されました。 
【１１月１５日】
賞 名
氏
名
標
語
【標語】
長 瀞 町 長 賞

高野

たかの

れい と

長瀞町教育長賞

くろさわ

ひろ き

黒澤

澪斗（２年） 未来への
宙輝（１年） 税金は

バトンをつなぐ

いい国つくる

消費税
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