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長瀞地区公園において、春の全国交通安全運動出発式を開催しました。式典には、
秩父警察署長をはじめ、秩父警察署管内の首長や各交通関係団体が出席し、たけの
こ保育園の園児が元気よく交通安全宣言を行ったほか、宝登山小動物公園の皆様に、
モルモットが一列になってハウスへと帰る「モールウェイ」を披露していただきま
した。
また、出発式後には、長瀞駅前にて、町内の交通関係団体による交通安全キャン
ペーンを実施し、交通事故ゼロを目指すことを目的に、観光客の方々へ啓発品を配
布しながら正しい交通マナーの実践を呼びかけました。
【４月６日】

令和４年５月１日発行
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未来を担う子どもたちのために、よりよい教育環境を！

～長瀞町立小中学校適正規模・適正配置基本方針及び基本計画の策定に向けて～

長瀞町では、町内小中学校の児童生徒数や出生数が減少している状況から、学校の小規模化がさらに進むこ
とを踏まえて、令和２年７月、今後の望ましい学校教育のあり方について検討頂くために、学校のあり方検討
委員会を設置しました。
検討委員会では、学校関係者、行政区長、町内保育園長や教員経験者の方などに委員となっていただき、２
年度にわたり児童生徒にとってどのような教育環境が望ましいのかを総合的に検討いただき、令和４年１月
１２日に教育長あてに答申として提出いただきました。検討委員会で行った保護者及び住民アンケート調査の
結果や答申の内容については、広報（令和３年６月号・１０月号・令和４年２月号）や町ホームページでお知
らせしました。
教育委員会では、答申の内容を十分に踏まえ、長瀞町立小中学校の適正規模・適正配置基本方針及び基本計
画の（案）を策定しました。
４月２２日㈮には、この基本方針や基本計画（案）の策定に至る経緯や内容について、小学校の保護者を対
象に説明会を行いました。

適正規模・適正配置基本方針（案）
◆ 学校規模 ◆
学校は、単に教科書等の知識や技能を習得させるだけでなく、子どもたちが集団の中で様々な考えに触れ、
協力し合い、切磋琢磨することで自らの考えを深め、協調性を育むことが重要です。
当町の子どもたちも、郷土を愛する心を大切に、一定規模の児童集団の中で多様な考えに触れ、切磋琢磨し
合うことで心身の豊かさを育んでいくことが求められています。
こうした学習環境を今後も継続して実現していくために、児童数が減少している状況の中、当町が目指す望
ましい学校規模は、小学校については、複式学級を有しない６学級を下限の学級数とします。
また、中学校については、教科担任制であることから、複数の教員が配置可能な１学年２学級以上を望まし
い学級数とします。
◆ 小学校の統合 ◆
町立小学校は２校ともに小規模校であり、第二小学校では、令和４年４月から複式学級が設置され、２年生
と３年生が教科により合同授業を受けています。
将来的には複式学級が複数設置されることが見込まれることから、複式学級を解消するためには、第一小学
校との統合が望ましいと考えます。
統合により、学年毎のクラス数が２クラスになる学年が多くなり、切磋琢磨できる環境の向上が図られます。

適正配置の基本計画
（案）
◆ 基本計画の年次目標 ◆
⑴前期計画（令和４年度～令和６年度）
令和６年４月１日に長瀞第二小学校を長瀞第一小学校に統合します。
①統合後の学校の位置は、必要な教室数や施設の規模から、今の長瀞第一小学校とします。
②統合後の施設の活用については、町が設置する（仮称）学校施設活用検討委員会により検討をしていきます。
③スケジュール

Ｒ４
統合関係
校舎活用

実施計
画策定

Ｒ５

学校統合準備委員会（仮）

Ｒ６

Ｒ７

Ｒ８

Ｒ９

Ｒ10

Ｒ11 Ｒ12

統合

学校施設活用検討委員会
（仮）

検討結果を出す時期は今後検討

⑵後期計画（令和６年度～令和１３年度）
小中一貫教育に向けた施設の検討をしていきます。
①小中学校を一体的に配置する場合の位置や設置形態について、長期的な視点で検討を進めていきます。
②統合等により廃校となった施設の活用については、町が設置する（仮称）学校施設活用検討委員会により
検討をしていきます。
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◆ 適正配置に関する留意事項 ◆
環境の変化により、児童生徒の不安や動揺が最小限になるよう、事前に交流学習などを行い、新しい環境に
スムーズに対応できるよう、児童生徒の学習面や心理面に配慮した対応を行います。
なお、通学距離が延びることで、児童生徒に大きな負担が掛からないよう、遠距離通学者には、スクールバ
ス等の交通手段について検討するとともに、通学路の安全確保については、十分配慮していきます。
また、統合にあたり、新たに保護者の経済的負担が生じないよう、学校統合準備委員会（仮称）で検討して
いきます。
◆ 住民説明会の開催 ◆
次の日程で実施します。
期

日

時間（予定）

会

場

５月１８日 ㈬

午後７時～

矢那瀬上郷集会所

５月２０日 ㈮

午後７時～

中央公民館会議室

５月２４日 ㈫

午後７時～

岩田高橋地区自治会
集会所

５月２６日 ㈭

午後７時～

樋口コミュニティ
集会所

５月２９日 ㈰

午後２時～

町役場３階大会議室

一小児童の様子

二小児童の様子

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、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、世帯員全員の町税等に滞納がない方）
※高校等…高等学校、特別支援学校（高等部）、高等専門学校（１～３年）、専修学校（高等課程）に通学し
ている生徒
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
・高校等へ入学後３年間を限度とします。
なお、事情により通学定期券を使用しなくなった場合、補助金の返還対象になりますので、担当へ連絡し、
返還手続きをしてください。
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学生証の写し ④印鑑 ⑤申請者の口座番号等
※定期券を購入（更新）した場合は速やかに申請してください。
※ＩＣカード定期券をご利用の際は、更新前の定期券データが上書きされてしまいますので、購入毎に定期
券の写しを必ずとっておいてください。
提 出 先
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、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

わくわくすることたくさん！
ふれ愛ベースへ行ってみよう！！
今年度も子育て支援事業は、わくわくする楽しいことをたくさん実施していきます。お子さんとの時間は
貴重でかけがえのないものです。その時間を共有できたら、こんな嬉しいことはありません。ふれ愛ベース
で待っていますので、ぜひお越しください。
いろんな講師の先生が来てくれました！



◆元体操のお兄さんの「ひろみちお兄さん」
令和４年３月６日㈰は「おとうさんといっしょ」を行い、
元体操のお兄さんである佐藤弘道さんが来てくださいまし
た。テレビに出演していた頃のようにパワフルで気さくな
方で、すぐに打ち解け楽しい一時を過ごせました。「さかあ
がりなんでできなくていいんだ！大切なのは鉄棒を好きで
いること。そして、さかあがりができるようになりたいなら、
すぐに鉄棒をするんじゃなくて、先ずはお父さんの身体を
手足を使って３周してみよう！次は雑巾がけ！」手首の使
い方が肝心なんだそうです。素敵なお話をたくさんいただ
きました。
◆「プロに学ぶ㊙テクニック講座」 ５回シリーズで行いました。
消防署職員、管理栄養士、写真家の先生方にたんさんの教えと興味深いお話を聞かせてもらいました。
今年度もわくわくする魅力的な事業を行いますので、ご参加ください！！
子育て支援事業は毎週火曜日です！！



毎週火曜日１０時からリズム遊びやママのコーヒータイム、絵本の読み聞かせ「ママよんで」等を行って
います。ボランティアに支えられ、とても温かな雰囲気です。リズム遊びぴよぴよ組はベビーマッサージと
年６回骨盤体操を行います。（広報くらしのメモに掲載しています。）
子育て相談を行っています！！ （要予約）

ふれ愛ベースには、子育てコンシェルジュや子育て支援員、保健師等がいます。また月２回公認心理士（臨
床心理士）山﨑淑子先生が来訪しています。どんなことでも結構なのでお気軽にご相談ください。
子育て支援で願うこと



子ども達の健やかな成長を願うことはもちろんですが、もう１つの願いは、子育てをする保護者のみなさ
んが元気で楽しく穏やかに生活することです。そして子どもの安全安心を第一に考え、どうすべきかを落ち
ついて選択できることです。でも、子育ては数学とは違い正解はありません。だから悩むのです。
相談できる人、ちょっと弱音を吐ける人は身近にいますか？ふれ愛ベースのスタッフは、いつでもみなさ
んの力になりたいと思っています。一人で頑張りすぎることなく、ちょっと息抜きのできる場所になれるよ
う心掛けています。いつでもお立ち寄りください。

問合せ

健康福祉課

福祉担当

多世代ふれ愛ベース長瀞

☎６６・３１１１

内線１３５

☎２６・５５８５
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「SAITAMA出会いサポートセンター」が出会いの機会の提供と
結婚までのサポートを行います！（会員募集のお知らせ）
平成３０年１０月にオープンした「SAITAMA出会いサポートセンター」は、令和３年７月末現在、登録
いただいている会員が８，６６３人を超え、既に結婚に向けて１１４組のカップルが当センターを卒業され
ています。

aaaaaa

aaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
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。結
婚を希望される方の出会いから交際、結婚までを相談員と結婚支援システムに
よりサポートします。
設置場所は、浦和（さいたま市浦和区）、本庄市、坂戸市の３か所。県内１０
か所以上で出張相談会も実施しています。

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
特

徴

・お手元のスマートフォンで会員の中から希望条件でお相手を選び、お見合いの申込みが可能
・ＡＩが会員の中から相性の良い相手を紹介
・センターの相談員が個別のお悩みに対応
・会員に婚活イベント・セミナーの情報を配信
・オンラインでの会員登録、お見合いも可能
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
・埼玉県内に在住、在勤、または近い将来埼玉県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

一般の方の登録料は１６，０００円（税込、２年間有効）ですが、
町内在住の方については、登録料が１１，０００円です。（税込、２年間有効）
問合せ
SAITAMA出会いサポートセンターホームページ
（Ｆhttps://www.koitama.jp、右記QR）で詳細をご確認ください。
また、ご質問やご相談がある方は、事務局（０４８・７８９・７７２１）までお問い合わせください。

結婚して新生活を始めるための費用を助成します！

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
町内で結婚生活をスタートする新婚世帯に、住居費や引越費用などの一部を助成します。

●支給対象者
令和４年１月１日から令和５年３月３１日の間に婚姻届を提出し受理され、町内在住の３９歳以下の夫婦で、
夫婦の合計所得が４００万円未満
●対象経費
令和４年４月１日から令和５年３月３１日までの結婚を機に生じる費用
・住宅の取得、賃貸、リフォーム費用、引越費用
※住宅の取得、リフォーム費用については、婚姻日より前に住宅を取得、リフォームした場合、婚姻日から起
算して１年以内に取得、リフォームしたもの
●補助金額
・夫婦ともに婚姻日（婚姻届を提出し、受理された日）において２９歳以下の場合、１世帯あたり上限６０万円
・上記以外の場合、１世帯あたり上限３０万円
●交付申請について
補助金の交付を受けるには、交付申請の手続きが必要です。
その他条件がありますので、詳細は町ホームページをご覧いただくか、健康福祉課福祉担当にお問い合わせく
ださい。
問合せ
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健康福祉課

福祉担当

☎６６・３１１１

内線１３４

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

この時期のこころの健康ためにできること
ゴールデンウィーク明けに、なんだかやる気が起きず、体調もわるくなり、仕事や学校へ行くのが億劫
になってしまう心身不調のことを五月病と呼んでいます。また、コロナ禍で仕事の形態が変わったり、日々
流れる報道に感情移入して心が落ち込みやすい状況でもあります。
五月病を自覚するきっかけは、朝の起床時に「また一日がはじまるのか･･･」という無気力感が漂い、日
常の中で意欲が低下している状態が続くことが多いとされています。
主な原因はストレスや疲労で、症状としては、疲れやすい・頭痛がする・眠れない・仕事や家事などが
以前のようにテキパキこなせないなどの身体的なものから、やる気が起きない・気分が落ち込む・何も興
味がわかない・不安や焦りがひどくなるなど、精神的なものまで様々です。
＊＊＊五月病を予防するためには？＊＊＊
１．生活リズムを整える
休日でもある程度の時間におき、生活リズムを崩さないように心がけましょう。また、睡眠の質を高
めるために２４時までには寝るようにしましょう。また、寝具をかえるなど工夫ををしてみるのもよい
かもしれません。
2．趣味を楽しむ
不安や憂鬱な気分をリセットするために、気分転換ができる趣味を持っておくといいでしょう。脳内
にある「幸せホルモン（セロトニン）」の分泌が活性化し、ストレスが緩和されます。
３．運動をする
からだを動かす時間を作ることで、緊張を和らげ心身をリラックスさせることができます。身体が重
い感覚が続くようであれば、身体を動かしてみましょう。
４．悩みを打ち明ける
程度の差はありますが、周りには同じようなストレスを抱えている方がいるので、悩みを共有してみ
ましょう。話せる相手がいない人は文章に書いてみると問題が明かになり新しい視点が見つかるかも知
れません。
５．食事について
セロトニンを生成する栄養素を含む食品であるバナナ、乳製品、大豆製品、さつまいも、いわし、白米（雑
穀入り）などの摂取をおすすめします。また、カフェインや甘いものは睡眠や内臓に悪影響を与えるた
め控えましょう。内臓の調子が悪い人は水分不足にも注意をしましょう。
（摂取目安：１．５Ｌ～２Ｌ／日）
一般的に言われている五月病という呼称は正式な病名ではありません。「適応障害」「うつ状態」と診
断されることが多い症状です。一過性のことも多いですが、症状が長引く場合は、早めに心療内科や精
神科を受診することが大切です。気になる方がいたら、声をかけ、みんなで予防をしていきましょう。

介護家族のつどいで勉強会を行います
長瀞町では、月１回介護をされている方の集まりを行い、情報交換、勉強会などを行っています。
５月は認知症をテーマに勉強会を企画しました。ご家族だけで悩まず、一緒に考えてみませんか。
日 時 ５月２４日㈫ 午前１０時３０分～１１時３０分
場 所 長瀞町役場 小会議室１
内 容 「認知症の症状と対応」
参加費 無料
対 象 長瀞町在住で介護をされている方 先着８人
＊身体介護をされている方だけでなく、見守りや声かけなど高齢者の方の生活支援をしている方
も対象です。うちは「介護」とまで言えないのでは？と迷う方も、まずはお気軽にお声がけく
ださい。
申込み ５月１７日㈫までに長瀞町地域包括支援センター（☎６６・３１１１ 内線１２８）へご連絡く
ださい。
その他 参加の際はマスクの着用と体調の確認をお願いします。新型コロナウイルス感染拡大状況により
中止になる場合もあります。御了承ください。
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令和４年度がん検診等のご案内
今年度のがん検診について、以下のとおり予定しています。
早期発見・治療が大切ですので、定期的にがん検診を受けましょう。
【個別検診】
任意の医療機関（通年）
種

類

対

補助額

象

ＡとＢの少ない方

Ａ
窓口で払った額
－以下の金額

Ｂ
上限額

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）

500円

1,500円

肺がん・結核検診
受診者で希望者

喀痰細胞診

肝炎検査（血液検査） 40歳以上の方
歯科検診

(★がついてる日のみ）

料

金

日

程

９月２７日㈫
１０月 ６日㈭
１０月 ７日㈮
400円 【受付開始】
午前８時３０分
900円

６月２９日㈬
６月３０日㈭
７月 ５日㈫
７月 ６日㈬
900円 【受付開始】
午後０時４５分

1,300円

６月２９日㈬
７月 ５日㈫
200円
【受付開始】
午後０時４５分

20歳以上の方

肺がん・結核検診
40歳以上の方
（胸部レントゲン撮影）

【集団検診】
長瀞町保健センター

40歳以上の方

無

料

★

８月３０日㈫
８月３１日㈬
600円 １０月２４日㈪★
１０月２５日㈫
★
無 料 １０月２６日㈬
【受付開始】
午後０時４５分
無 料

※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。
※個別検診の場合、保険を適用して受けたものは補助対象とはなりません。
※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
診および個別検診の補助はできません。
※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。
※集団検診は、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

更

生

相

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）
・５月２４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。
問合せ

7 広報ながとろ №709

健康福祉課 福祉担当
☎６６・３１１１
内線１３４

健康福祉課

健康担当

☎６６・３１１１

内線１３２、１３３

簡単な手話を覚えましょう【第２６回】
「 連 休 」の手話表現

水平に置いた両手を引き
寄せ、親指側を付け合わ
せる動作を

右へ移動しながら繰り返
します。

協
担

動画はこちらから

力：ちちぶ広域聴覚障害者協会
当：健康福祉課 ☎６６・３１１１

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
対象事業
対 象 者
補助要件
応募方法
交付決定

秩父地域森林活用等創出支援事業
下表のとおり（令和４年４月１日から令和５年３月３１日までに実施する事業）
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
申請書を５月９日㈪～６月１７日㈮までに、長瀞町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。）
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

秩父地域森林林業活性化協議会事務局（長瀞町産業観光課内） ☎６６・３１１１

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

新規就労者や担い手の確保、育成およ
び従業者の技能向上を図る。

② 新たな森林産業への支援
補助の目的
補助対象
経費

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。
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ＰＲ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10万円

補助金
限度額

１事業につき100万円

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２３４

こんな事業
に
オススメ！

謝金、旅費、需用費、役務費、委託料、
使用料、賃借料

●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
すのでご注意ください。
2022年５月号 8

教育長
退 任 あいさつ

前教育長 野口 清
このたび、３月 日をもちまし
て、教育長を退任いたしました。
平成 年４月に教育長を拝命し、
多くの方々に支えていただきなが
ら、２期６年間にわたって本職に
携わらせていただきました。
長瀞町が築いてきた、学校・家
庭・地域・行政が一体となり、未
来を担う子どもたちの確かな学力
と豊かな人間性を育むための教育
に従事できたことに深く感謝して
おります。
また、在任中、大過なく無事に
職務を全うできましたのも、大澤
町長様をはじめ、町職員並びに教
職員の方々、町民の皆様の温かい
ご理解とご協力のおかげであると、
改めて厚く御礼申し上げます。
今 後 は、「 一 人 一 人 が 生 き が い
を持って活躍できるまち」の実現
と、長瀞町の教育の進展を御祈念
申し上げ、退任の挨拶とさせてい
ただきます。

創造性をもち、将来を担う人材と
なるために、学校と家庭や地域社
会が連携しながら子どもの育成を
進めていけるよう努めて参る所存
です。
未来を生きる子どもたちの教
育・ 地 域 社 会 の 活 性 化 や 人 生
１００年時代の到来に向けた社会
教育の重要性は、今後さらに高ま
るものと確信しております。
町の教育 行政推進のため、全力
を尽 くして参り ますので、町民の
皆様のより一層のご理解とご協力を
賜りますようお願い申し上げます。

団長
就 任 あいさつ
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教育長
就 任 あいさつ

消防団長 𠮷川 洋
このたび、梶野前団長の後を受
け消防団長を拝命いたしました。
もとより微力ではございますが、
団員各位の協力を得ながら団長と
しての責務を全うすべく、一生懸
命頑張りますのでよろしくお願い
いたします。
私 た ち 消 防 団 は、 団 員 一 丸 と
なって町民の皆様が安心で暮らせ
る町であるよう、これからも努力
していく所存ですので、今後も皆
様方のより一層のご理解とご支援
をお願い申し上げまして、団長就
任のあいさついといたします。
なお、前団長梶野達也氏におか
れましては、昭和 年４月に団員
を拝命、平成 年４月から消防団
長に就任し、 年と長きにわたり
消防使命達成のため多大なるご尽
力をいただき、感謝申し上げます。
今後のご健康とご活躍を心からお
祈りいたします。

58

31

教育長 井深 道子
こ の た び、 野 口 清 教 育 長 が ご
勇退されました後任として、４月
１日付けで教育長を拝命しました
井 深 道 子 で ご ざ い ま す。 ど う ぞ
よろしくお願いいたします。
長瀞町教育大綱の基本理念であ
る「一人ひとりが生きがいを持っ
て活躍できる町」を実現するため、
子どもたち一人ひとりが主体性・

39 20

28

絵画をいただきました

町消防団想定火災訓練

この度、長瀞町在
住の倉林愛二郎様か

町消防団が想定火
災訓練を蓬莱島公園
付近（井戸上郷区）

ら、絵画のご寄附を
いただきました。
厚く御礼申し上げ

で実施しました。本
訓練は消防団員の技
術向上を目的に毎年

ます。ご寄附いただ
いた絵画は役場３階
ロビーに展示させて

実施しており（昨年
は新型コロナウイルス感染症の拡大を受け中止）、
本年は無線等を用いた実践的な中継訓練を行い、連
携を深めました。
【３月６日】

いただきました。

【３月２４日】

民生・児童委員協議会が道具袋を贈呈
長瀞町民
生・児童委
員協議会委
員の皆様が、
今年度入学
する児童へ
道具袋を贈
呈するため、各小学校を訪問しました。この
道具袋は、同協議会の女性委員が新入学児童
の健全育成の手助けになればと考え、手作り
で製作したものです。
【４月６日】

令和３年度スポーツ表彰
長瀞町のスポーツの発展に長きに渡り寄与していただ
いている、長瀞町ソフトボール協会の髙田満氏、皆野町
ソフトテニススポーツ少年団堀口誠氏に、長瀞町スポー
〈スポーツ功労賞受賞者〉
ツ功労賞を贈呈しました。
令和３年度は優秀賞
１２名、奨励賞４３名の
方が受賞されましたが、
新型コロナウイルスの
影響で、表彰式は中止と
なりました。

【３月２４日】

ホームステイ受け入れ家庭を募集します
国際交流基金日本語国際センター主催で行われる令和４年度埼玉県ワンナイトステイ事業が、以下の日程で実施されます。
つきましては、海外で日本語教師として働く外国人研修生を受け入れていただけるご家庭を募集します。
申込用紙は町ホームページ及び総務課窓口で配布しています。参加を希望される方は、申込用紙に必要事項をご記入の
上、下記担当までご提出ください。
また、ご不明な点等ございましたら、担当までお問い合わせください。
１．日 程
実施日（１泊２日）
実施日（オンライン）
申込期限
７月２３日㈯～２４日㈰
１０月２９日㈯～３０日㈰
１月２１日㈯～２２日㈰
１月２８日㈯～２９日㈰

７月２３日㈯
１０月２９日㈯
１月２１日㈯
１月２８日㈯

５月２０日㈮
８月３１日㈬
１２月 ２日㈮
１２月 ２日㈮

※新型コロナウイルスの感染状況によっては、オンライン形式で実施する場合があります。
※外国人研修生の参加状況によっては、お申込みいただいてもご参加いただけない場合がありますのでご了承ください。

２．応募できるご家庭 （１）
長瀞町内のご家庭（単身者の方はお申込みできません。）
（２）
研修生用の個室と寝具、食事の提供をしていただけるご家庭
（３）
家族全員で研修生を歓待していただけるご家庭
（４）
研修生の食事や宗教の習慣について、ご理解とご配慮をいただけるご家庭
３．費 用 （１）
研修生の外出時の費用（交通費、食費、入場料等）については、本人が支払います。
（２）
１泊２日で実施するホームステイの場合は、謝金として１家庭あたり５，０００円支払われます。
オンラインでの実施となった場合は、謝金の支払いはありません。
問合せ

総務課

自治振興担当

☎６６・３１１１

内線２１５

2022年５月号 10

information

く ら し の 情 報
お知らせ
町名変更５０周年記念
硬式テニス教室参加者募集

長瀞町スポーツ協会では、硬式テニ
ス教室を開催いたします。
町硬式テニスクラブの会員が指導い
たします。どの日程からでも参加可能
ですので、試しに参加してみたい方や
初回の参加が難しい方も、お気軽にお
申込みください。
期
日
【日曜日】
５月８日・１５日・２２日・２９日
６月５日・１２日
【水曜日】
５月１１日・１８日・２５日
６月１日・８日・１５日
（全１２回）
時
間
【日曜日】午前１０時～正午
【水曜日】午後７時～９時
場
所
【日曜日】総合グラウンドテニス
コート（岩田）
【水曜日】中学校テニスコート
申込み・問合せ
長瀞町硬式テニスクラブ
赤岩 利行 ☎６６・１１３１
町スポーツ協会事務局（教育委員会
生涯学習担当）
☎６６・３１１１ 内線３０５
※新型コロナウイルス感染拡大状況に
より、変更または中止となる場合が
あります。

長瀞町スポーツ少年団
新入団員募集！

長瀞町スポーツ少年団は５団体で約
１５０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、各団代表者または教
育委員会までお問い合わせください。
（野球）
■長瀞ジャイアンツスポーツ少年団
小島 博明 ☎６６・１１１０
■長瀞町空手道スポーツ少年団（空手道）
大沢 貴之
☎０９０・２３３３・１９４４
■修心館剣道スポーツ少年団（剣道）
小島 光正
☎０９０・４５２５・１５９０
■長瀞ミニバスケットボールクラブス
ポーツ少年団（ミニバスケットボール）
（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（ソフトボール）
大野 智弘
☎０９０・９６７９・５０８０
問合せ 教育委員会生涯学習担当
☎６６・３１１１
内線３０５
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 童発達支援に精通した専門職
児
を養成する講座を開催します

と き
ところ

令和４年６月～令和５年３月
秩父市役所、秩父郡市内児童
発達支援事業所ほか
定 員 各３人（受講料無料）
●理学療法士コース（全１２回）
対象者 理学療法士または同等の技能
を有する者で、秩父郡市内に
居住または通勤する者
講 師 岡田 朋子 先生
●作業療法士コース（全１２回）
対象者 作業療法士または同等の技能
を有する者で、秩父郡市内に
居住または通勤する者
講 師 川 隆太郎 先生
●言語聴覚士コース（全１２回）
対象者 言語聴覚士または同等の技能
を有する者で、秩父郡市内に
居住または通勤する者
講 師 永瀬 円 先生
申込み ５月１３日㈮までに下記へ
問合せ 健康福祉課 福祉担当
☎６６・３１１１
Ｂ６６・３５６４

自衛官採用説明会

自衛隊の概要・役割・募集種目等を
現職自衛官が詳しく説明します。
日 程 ５月１４日㈯、１５日㈰
時 間 両日とも①１０時～
②１３時～
場 所 自衛隊秩父地域事務所（秩父
市大野原４９１－１）
対 象 中学３年生以上３２歳未満の
男女とその家族
申込み ５月１３日までに電話でお申
し込みください。
（要予約）
問合せ 自衛隊秩父地域事務所
☎２２・６１５７

第４５回ふれあい住宅デー

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 令和４年６月１２日㈰
午前１０時～午後３時
会 場 長瀞町役場前
内 容 包丁研ぎ・住宅なんでも相談、
プランター工作など開催予定
で す。 来 場 者 に は、 水 ヨ ー
ヨー・風船をプレゼント。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
寄付しています。ご協力をお願いしま
す。

住宅リフォーム資金助成制度

長瀞町では、町内産業の活性化及び
町民の居住環境の向上を図るため、住
宅リフォームに係る費用の一部を助成
します。
主な助成の条件
・町内に事業所を有する業者による工事

・申請時に未着工
・工事費が２０万円以上（税別）
助成金額
・工事費の５％（千円未満切捨て・上
限額５万円）
※助成金額が例年
（一律５万円）
から変
更されていますのでご注意ください。
受付期間
・令和４年５月１６日㈪から
※ただし、助成額が予定金額に達した
場合、受付を終了します。

不正大麻・けし撲滅運動
５月１日～６月３０日は「不正大
麻・けし撲滅運動」期間です。
大麻の使用は有害で、不正栽培・所
持は犯罪です。また、
「けし」には法
律で栽培が禁止されている種類があり
ます。大麻や栽培してはいけない「け
し」を発見したら、県保健所までご連
絡ください。
問合せ 秩父保健所
☎２２・３８２４

「親子で楽しむ森のようちえん」
スペシャルオープンデー

開催日程
６月７日㈫ １０時３０分～１４時
「初夏の生き物との出会い」
７月５日㈫ １０時３０分～１４時
「夏の水と土に親しむ」入園説明会
集合場所
花の森こども園
（秩父市下吉田７１１４－３）
参加対象者
０歳児からの親子 定員１２組
参加費用
１,５００円（保険料含む) 全５回
年間パスポート５,０００円
持ち物
着替え、帽子、長靴、カッパ、タオ
ル、水筒、おにぎり（汁物と季節の
野菜のおかず付）
注意事項
事前申し込み必要
問合せ・申込先
認定NPO法人 森のECHICA花の森
こども園
☎０４９４・２６・６８２８
（平日１０時～１６時）

日
場

 タイナート2022
ス
秩父公演『ピアノ三重奏の粋』
時
所

入 場 料

チケット

問 合 せ

６月５日㈰ 午後２時開演
（１時半よりプレトーク有）
秩父宮記念市民会館大ホー
ルフォレスタ
一 般 ３，
０００円
当 日 ３，
５００円
学生
（小中高大）
２，
０００円
茶房木亭
☎２２・４３８８
秩父楽器サービス
☎２４・６７９１
郵送希望の方は下記へお問
い合わせください。
ちちぶオペラ事務局 新井
☎０９０・３３３１・３２９７

国民年金保険に加入するための手続き
日本国内に住んでいる２０歳以上６０歳未満の方で、厚生年金保険に加入していない方は、すべて国民年金の
第１号被保険者または第３号被保険者となります。
また、国民年金第１号被保険者は毎月１６，５９０円（令和４年度）、保険料を納めることが必要です。
第１号被保険者の加入の手続き

第３号被保険者（配偶者の被扶養者となる方）の手続き

○手続き窓口‥‥住所地の市区役所または町村役場

○加 入 要 件‥‥①日本国内に住んでいること
②２０歳以上６０歳未満
③厚生年金保険に加入する配偶者
の扶養であること
○手 続 き‥‥第３号被保険者は、配偶者の勤務
している事業所で手続きしてくだ
さい。

○添 付 書 類‥‥年金手帳または基礎年金番号通知
○提 出 期 限‥‥退職の翌日から１４日以内
○提

出

者‥‥ご本人または世帯主

問合せ

秩父年金事務所

☎２７・６５６０

５月は自動車税（種別割）の納期です

スマホでも納税できます！

自動車税（種別割）の納期限は５月３１日㈫です。
スマートフォン決済アプリ（PayPay、LINE Pay、PayB、au PAY、ファミペイ、楽天銀行アプリ）を使って納
付できます。また、Webサイト「埼玉県・県税クレジットカード納付サイト」を利用したクレジットカード納付やイ
ンターネットバンキング等を利用したペイジー納付、金融機関やコンビニでも納付できます。
納税通知書は、５月中旬ごろ、お手元に届く予定です。
埼玉県では、自動車税（種別割）を納期限までに納税して領収書等を協賛店で提示すると、割引などのサービスが
受けられる自動車税「納めてプラス！」キャンペーンを実施しています。
詳しくは、埼玉県ホームページをご確認ください。
※自動車税全般に関すること、住所変更・納付書紛失などの連絡、納税状況の確認などについては、自動車税コール
センターにご連絡ください。
なお、自動車税（種別割）収入額の一部は、
「彩の国みどりの基金」に積み立て、県内のみどりの保全や創出など
に活用させていただいています。
問合せ

自動車税：自動車税コールセンター
彩の国みどりの基金：県環境部みどり自然課

☎０５７０・０１２・２２９
☎０４８・８３０・３１４０

◆ 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。
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。
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。
問合せ

健康福祉課

介護保険担当

☎６６・３１１１

内線１２８

５月の納期
●固定資産税（第1期）
●軽自動車税（全期）

納期限は５月３１日㈫です。口座振替の場合は５月２６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。

問合せ

役場

☎６６・３１１１
固定資産税 税務会計課課税担当
軽自動車税 税務会計課課税担当

内線１１３
内線１１２
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清明や生き生きとして野に遊ぶ
長 瀞
大澤 光久
雛祭り桃色和菓子皿に盛る
本野上
大塚 安子
椎茸の駒打つ音や春動く
長 瀞
大森 由章
春耕や昭和平成令和生き
本野上
加藤 豊子
独裁の厚顔な嘘春愁
本野上
塩谷 和彦
錆びた椅子バス停に一つ春寒し
本野上
塩谷 俊子
と き
雪解けや瀞は静かに時刻を喰む
矢那瀬
野原
清
土筆摘むママに土産かままごとか
岩 田
野村 芳子
脇参道落とし鴉の割るくるみ
野上下郷
山本 令子
ペンペン草耳寄せて聞く母と子と
本野上
渡辺 利江
春愁や接種の微熱小半日
長 瀞
五十嵐元克

※新会員募集中

一般投稿
RRR

にこげ

和毛木々山々妖婉春つきぬ
長 瀞 艸子
富士仰ぐ盲導犬に春の風
本野上 島田千代子
行く春へ平和を告げず街が消ゆ
井 戸 大澤 珠子
今年はねオンラインでいちご狩り
おとめ
 長 瀞 乙女ようかん

★ わが家のアイドル ★１歳になったよ!!
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。

応募方法

税務会計課・町民課窓口
●日曜開庁日 ５月２９日㈰

午前９時～正午 午後１時～５時

◆税務関係諸証明の交付 ◆納税
◆戸籍謄本・抄本の交付
◆印鑑登録、印鑑証明書の交付

◆住民票の交付

問合せ

※住基ネットを利用した住民票の広域交付はできません。

企画財政課企画財政担当
☎６６・３１１１ 内線２２２

◆休日急患対応◆ 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。 ※急遽、変更がある場合があります。
秩父郡市医師会休日診療所
診療時間：午前９時～午後６時
5月１日
5月３日
5月４日
5月５日 医師会休日診療所
（内・小）
5月８日
熊木町
5月15日
☎23－8561
5月22日
5月29日
6月５日

在宅当番医療機関
救急告示医療機関※
診療時間：午前９時～午後６時
診療時間：午前８時30分～翌朝午前８時30分
大谷津医院（内・小）
阿保町
☎22－6329
秩父市立病院 桜木町 ☎23－0611
あいおいクリニック（内・消内） 相生町
☎26－7001
秩父市立病院 桜木町 ☎23－0611
長瀞医新クリニック（内）
長瀞町
☎66－1000
秩父病院
和泉町 ☎22－3022
荒舩医院（内・外）
横瀬町
☎24－0160
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
秩父市立病院 桜木町 ☎23－0611
秩父生協病院（内）
阿保町
☎23－1300
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
秩父市立病院 桜木町 ☎23－0611
健生堂医院（外・内）
東 町
☎22－0270
皆野病院
皆野町 ☎62－6300
本間医院（内・リュ）
小鹿野町 ☎75－0020
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事があります。午後６時以降からは電話で確認の上、受診してください。

平日夜間小児初期急患対応
午後７時30分～10時（祝日は行いません）

平日夜間急患対応

救急電話相談

午後６時以降は必ず電話で確認の上、受診してください。 必ず電話で確認のうえ、受診してください。 ２４時間３６５日で実施しています。
月曜日

皆野病院

皆野町 ☎62－6300

あらいクリニック

本 町 ☎25－2711

火曜日

秩父市立病院

桜木町 ☎23－0611

秩父市立病院

桜木町 ☎23－0611

水曜日

秩父病院

和泉町 ☎22－3022

秩父病院

和泉町 ☎22－3022

木曜日

秩父市立病院
5/12 皆野病院

桜木町 ☎23－0611 秩父市立病院
皆野町 ☎62－6300 5/12 南須原医院

桜木町 ☎23－0611
長瀞町 ☎66－2038

金曜日

秩父市立病院

桜木町 ☎23－0611

桜木町 ☎23－0611

土曜日

5/7日皆野病院、14日秩父市立病院、21日皆野病院、28日秩父市立病院、6/4日皆野病院

秩父市立病院

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、携帯電話の場合
☎＃7119（シャープ7119番）
※ダイヤル回線、ＩＰ電話、ＰＨＳの場合
☎048－824－4199

〇受診の際、お薬手帳をお持ちの方は持参してください。〇平日、休日の救急医療体制については秩父郡市医師会ＨＰでもご確認いただけます。 Ｆhttps://chichibu-ishikai.jp/

◆休日在宅歯科当番医◆

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。
診療時間：午前10時～午後１時
事前に当番歯科医療機関に電話
５月３日㈫ 野上歯科医院
長瀞町 ☎66－3418 してから受診してください｡ 診
５月４日㈬

萩原歯科医院

大野原

☎24－9669 療費用は通常の保険診療となり

５月５日㈭

平沼歯科医院

上

☎22－0790 ださい。

問合せ

人のうごき

町

ますので､ 保険証等をご持参く

秩父市地域医療対策課

☎２２・２２７９

令和４年4月１日現在

３月中の届出
人

２，８９１戸（+ 5） 出

生

１人（男０人・女１人）

男

口

６，７２２人（-16） 世帯数
３，２９０人（- 3） 転

入

１６人 死

亡

９人（男4人・女５人）

女

３，４３２人（-13） 転

出

２４人

13 広報ながとろ №709

地 域 お こ し 協 力 隊 活 動 レ ポート

777

777

地域おこし協力隊とは、大都市圏に住んでいた方が、地方に移住し、地域の活性化を図るとともにその
地での自立定住を目指す取り組みです。協力隊員の紹介、活動内容等をご紹介していきます。
きたざき

あやこ

vol.15 （担当） 北﨑

史子さん

長瀞町のみなさん、こんにちは！地域おこし協力隊の北﨑（きたざき）です。
長瀞町に移住をしてきて２度目の春を迎えました。春生まれのわたしは元々この季
節が大好きなのですが、長瀞町に移住をしてから町の至るところで目にする桜の美し
さや新緑の鮮やかな山々を感じ、ますます春を迎えるのが好きになってきています。
あと、ビックリしたのが長瀞で採れたお野菜のおいしさ。嬉しいことに土付きのお
野菜をいただく機会があるのですが、新鮮さはもちろんのこと、お野菜そのものの味
の「濃さ」は自分の中で衝撃的だったことの一つです。
そんなまだまだ長瀞生活驚きの連続ばかりのひよっこ移住者の
わたしですが、今年度は仲間と一緒に考案したドリンクやスイー
ツの販売や、観光を軸とした人との交流スペース作りなど新しく長瀞で始めてみたい
ことがたくさんあります。今はまだ未確定なことも多くその準備段階なのですが、い
ずれ長瀞町のみなさんに自分の活動をご報告できる日がきたらいいな～と思っていま
す。
そして引き続き、長瀞内外の地域の人と一緒に「地域観光ラボ」というコミュニ
ティーで精力的に活動や発信を続けていきたいと思っています。ご興味ある方がい
らっしゃいましたら、是非ご参加くださいね。お待ちしてます！

「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、令和３年度は皆さんから４６件の提案等が寄せられました。今月号では、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
回答

企画財政課

回覧物が回ってきたとき、次の家庭に早く回すようにしているため、家族全員が内容を確認す
る余裕がありません。そこで、町が発行している回覧物については、データ化し、町ホームペー
ジに掲載してはいかがでしょうか。
町からの回覧物をインターネット上で確認できる場を設けることは、情報をより正確に、また
広く住民の方々へ周知できる方法として、大変有効であると存じます。今後、関係課と調整を
行い、町ホームページからも回覧物の情報を皆様にご覧いただけるよう進めて参ります。

その後、６月配布分の回覧物からは町ホームページでもご覧いただけるようになり、皆様のご提案が、町の業
務改善につながりました！
問合せ

企画財政課企画財政担当
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今月のいいとこ長瀞
「長瀞町の

疫病退散の民俗行事

がスキ！」

町内には、疫病退散、厄除けの絵馬やたくさんの民俗行事があります。（Ｏ・Ｍさん）
「編集者コメント」

町内には疫病退散、厄除けのための絵馬やたくさんの民俗行事があります。
武野上神社の
「赤痢退散祝絵馬」
は明治３０年夏に本野上で流行した赤痢の全快
を祝い地元の氏子たちが奉納したものです。多数の旦那衆が祝杯をあげる一方で
白旗を掲げて赤痢の悪病たちが退散している姿を描いています。
風布の回り念仏
（風布区）
、小坂の厄除け念仏
（小坂区）
、宮沢繭初穂光明寺の厄
除け念仏
（宮沢区）
の３つの
「回り念仏
（町指定文化財）
」
は、疫病厄除け祈願を目的

武野上神社の赤痢退散祝奉納額（絵馬）

かね

とした念仏行事です。集まった人たちが円座を組み、中央に置かれた鉦と太鼓を
打ち鳴らしその音に合わせて、数珠を回します。
ふさ

は、集落への疫病や魔物の侵入を防ぐため、地区の境に穴の開いたワラ
「塞ぎ」
小坂の厄除け念仏（小坂区公会堂）
ジまたは護符の札を付けた竹を設置する行事で、特に上長瀞区では縦５ｍ、横
１.２ｍもある特大ワラジを設置します。また、上長瀞区、長瀞上区では、１０人が荒川に並び、１０回連続の
せん ご

り

しょう じ ん

と併せて
「お精進
（町指定文化財）
」
と呼ばれています。
水かけを１０回行う
「千垢離」
昔から行われてきた疫病退散や厄除けの民俗行事を大切に守り、現在の新型コロナ禍にも十分な対策を心がけ
ましょう。

人々を守る民俗行事があるのは、長瀞町のいいとこ！
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