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9月1日現在　【世帯数】4,697世帯
　　　　　　【総人口】11,529人【男性】5,729人【女性】5,800人
8月中の異動　出生4人/死亡13人/転入18人/転出19人
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2019（令和元年）NO.169 広報おがの／令和元年10月1日発行
編集・発行：小鹿野町役場（小鹿野庁舎・総務課）　〒368-0192秩父郡小鹿野町小鹿野89番地　
TEL0494-75-1221㈹　FAX0494-75-2819

役場の夜間休日窓口開設日（小鹿野庁舎のみ） 平日の火・木曜日19：00まで
土曜日の8：30～17：15（祝日を除く）

戸籍の窓
合角ダム貯水量状況
（令和元年9月15日現在）
貯水位　315.75ｍ
貯水量　4,707,300㎥
貯水率　101.2％各種ゴミ収集日  各世帯に配布してあるゴミカレンダーでご確認ください。

広報おがのは、行政区の皆さんのご協力で配布しています。
なお、役場窓口（小鹿野庁舎・両神庁舎）、公民館、図書館、子育て支援センターでも配布しています。

洪水期：7月～9月
総貯水量：4,650,000㎥

https://www.town.ogano.lg.jp/　ogano@town.ogano.lg.jphttps://www.town.ogano.lg.jp/　ogano@town.ogano.lg.jp

［マーク別会場案内］色文字：子育て支援センター事業/●児童館/▲子育て支援センター/◎保健福祉センター/■いきいき館/◆文化センター/★両神ふるさと総合会館/☆両神振興会館 
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▲1日開放

10月31日（木）までに
納めてください。

町県民税 　　　 第3期
国民健康保険税　第4期
介護保険料 　　第4期

今月の納税今月の納税
小 鹿 野 町小 鹿 野 町

▲子育てサークル
▲開放
●長寿筋力アップ
　トレーニング教室
■開放日

▲よちよち
■開放日

▲ふれあい遊び
■長寿筋力アップ
　トレーニング教室
■開放日

▲発育測定・誕生会
◆バンビちゃんの会
■開放日

▲焼き芋会
　(小鹿野幼稚園交流会)
■ステップ体操

▲1日開放

宗吾神社例大祭
［獅子舞］(長留)
竹平諏訪神社例大祭
［獅子舞］(両神薄)
三嶋神社例大祭
［八木節］(下小鹿野)

柏沢のちんぢんめえり
(両神薄)

▲開放
▲おはなし会(午後)
オレンジカフェ笑顔
◎認知症相談日
●ちびっこサロン
■講習会・開放日

▲ベビーマッサージ
▲開放
●特定健診
■開放日

▲開放
●子育てこころの相談
◆乳がん・子宮頸がん
　検診

▲1日開放

▲開放

▲開放
■ヘルスアップ教室

▲1日開放

▲開放
■講習会・開放日

共同募金
法の日 2 3

体育の日

土用 即位礼正殿の儀
の行われる日

▲親子のびのび体操
●乳児健診＆BCG
■長寿筋力アップ
　トレーニング教室
■開放日

◆楽しいおはなしの会

★おはなし会

▲すくすく
　(ふれあい遊び)
▲てくてくじゃんぷ
■ステップ体操
●バランスボール教室

▲すくすく(計測)
▲開放
■ステップ体操

▲運動会ごっこ
●バランスボール教室
◆バンビちゃんの会
◎こころの悩み
　何でも相談
■開放日

▲すくすく(離乳食)
▲開放
お茶会･交流会
(長寿ハウス)
●はぐくみ相談(運動)
■ステップ体操

▲1日開放

★図書館休館日
◆敬老会
(三田川・倉尾・両神)

◆敬老会
(小鹿野・長若)

奈倉妙見宮秋まつり
［女歌舞伎］(下小鹿野)

小森諏訪神社例大祭
［歌舞伎］(両神小森)

★図書館休館日

★図書館休館日 ★図書館休館日

★図書館休館日
◎健康ふれあい
　フェスティバル

両神ふるさとまつり
(国民宿舎周辺) ★図書館休館日

小鹿野ロードレース
大会

参議院議員埼玉県
選出議員補欠選挙

▲開放
■開放日

▲開放
■体組成測定
◆健康講演会
■開放日

文化の日 振替休日

霜降
国連デー

計量記念日
彩の国教育の日

立冬 秋季全国火災
予防運動

寒露

統計の日

▲ハロウィンを楽しもう
◎ひきこもり相談
■開放日

▲発育測定・誕生会
■開放日

▲すくすく(計測)
▲開放
■ステップ体操

22
▲子育てサークル
▲お庭で遊ぼう
　(さつま芋堀り)
●長寿筋力アップ
　トレーニング教室
■開放日

すくすく離乳食体験
（ひまわり保育園）
▲開放
■ステップ体操

▲子育て相談
■開放日

給食体験
(小鹿野幼稚園)
▲開放
■開放日

▲よちよち
■開放日

▲1日開放

information
子育て支援
学校教育だより
図書館・生涯学習
無料相談•医療
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小鹿野町役場庁舎建設基本構想を策定しました2
小鹿野未来塾『こども英語劇』 8/24（小鹿野文化センター）
　町内の小学生28人(3～6年生)による英語劇の発表が行われました。
限られた時間の中で練習してきた成果を存分に発揮し、会場からは子
どもたちの頑張る姿に大きな拍手が送られました。また、校長先生方を
はじめ、町長や教育長も飛び入り参加した『Big　Turnip(大きなかぶ)』
のクライマックスでは、会場全員のかけ声も加わりホール全体を大い
に沸かせました。（関連＝20ページ）

フォトニュース
みんなの広場
保健・福祉
情報版

26
28
30
32

10月2019 169号

広報

10月

2019

活生 カレンダーカレンダー

34

Urashima Taro(浦島
太郎)

Big Turnip(大きなかぶ)

Snow White(白雪姫)

王子様

How beautiful you are!
Please marry me!

白雪姫

Oh! You are my hero!
I want to marry you, too!

あなたはなんて美しいんだ！

僕と結婚してください！

あなたは私のヒーローだわ！

私もあなたと結婚したい！



役場庁舎の基本理念及び基本方針

小鹿野町役場庁舎建設基本構想を
策定しました
小鹿野町役場庁舎建設基本構想を
策定しました

　町では、小鹿野町役場庁舎検討委員会からの答申を受け、町政懇談会や住民説明会、町民主体の
ワークショップを開催し、町民の皆さんからいただいたご意見を踏まえ、役場庁舎の規模や機能、建
設場所などをまとめた「小鹿野町役場庁舎建設基本構想」を8月に策定しました。
　今月号では新しい庁舎の建設について、基本的な考え方をお知らせします。
※小鹿野町役場庁舎建設基本構想の全文は、町ホームページでご覧いただけます。

　町では、小鹿野町役場庁舎検討委員会からの答申を受け、町政懇談会や住民説明会、町民主体の
ワークショップを開催し、町民の皆さんからいただいたご意見を踏まえ、役場庁舎の規模や機能、建
設場所などをまとめた「小鹿野町役場庁舎建設基本構想」を8月に策定しました。
　今月号では新しい庁舎の建設について、基本的な考え方をお知らせします。
※小鹿野町役場庁舎建設基本構想の全文は、町ホームページでご覧いただけます。

①防災活動の中心となる防災中枢拠点とするために、防災対応スペースや防災関連資機材の備蓄、自
家発電等のバックアップ機能の強化を図ります。

②防災対策本部として、町の統括的防災活動を行うために、必要な設備や防災情報ネットワーク機能を
強化します。

基本方針１　安心安全な町民のための庁舎

①来庁者の利便性・効率性を高める窓口体制とするため、来庁者の動線に配慮した関係課所の集約を
行うなど、ワンストップサービス手法を導入します。また、町民が気軽に来庁しやすく、相談時のプラ
イバシーの確保に配慮した環境を整備します。

②安心・安全に利用できる庁舎とするために、乳幼児や幼児を同伴する来庁者に対しては、キッズス
ペース、授乳室などを設置します。

③高齢者、障害者や外国籍住民など、誰もが安全で使いやすく、また、ピクトグラム(絵文字)、色・形・大
きさなどに配慮した案内表示とするなど、ユニバーサルデザインに対応します。必要に応じて多言語
の併記を行います。

④車や自転車等での来庁の利便性を図るため、駐車場・駐輪場スペースを確保します。
⑤交流スペースなどの設置について検討します。

基本方針２　町民サービスの向上を目指した庁舎

役場庁舎の規模

　今後は、基本設計の段階でパブリックコメントを実施し、町民の皆さんのご意見・
ご提案をいただきながら、令和4年度の完成を目指し取り組んでまいります。

基本理念　町民の「安心安全」の拠点として、利用しやすく小鹿野町らしい庁舎

①町のイメージ及び魅力の向上を図るために、地元企業、観光情報、町の特産品等のＰＲを積極的に行
う情報スペースの設置を検討します。

②町の森林資源を有効活用し、林業振興に基づく地域経済の活性化と雇用の創出に繋がる役場庁舎
整備とするため、町有林の活用を検討します。

③役場庁舎整備にあたっては、町内の技術力を活かしたものとなるよう検討します。

基本方針３　ふるさとの個性を活かした小鹿野町の活性化に繋がる庁舎

①町の活性化や多様な町民活動をサポートするために、既存公共施設との連携を踏まえ、町民同士の
交流の場、集いの場の整備を検討します。

②町民、事業者及び行政の協働によるまちづくりを推進するために、町の魅力や地域活動などの総合
的な情報を積極的に発信する情報スペースの整備を検討します。

③議会機能が十分に発揮できる環境の整備を図ります。
④町民に開かれた議会を目指すために、議場及び傍聴環境の整備を図ります。
⑤温室効果ガスの削減や地球環境への負荷を軽減するために、省資源・省エネルギー施設・設備の導
入を図り、また、太陽光発電など自然エネルギーの導入について検討し、持続可能性の高い庁舎を
目指します。

⑥街並みに配慮した庁舎整備を図ります。

基本方針４　まちづくりと環境に調和した庁舎

①町民サービス向上のために、効率的かつ円滑な事務処理ができるよう執務空間の確保や情報化に
よるセキュリティ対策を行います。

②行政の組織機構や職員数の変化などに柔軟に対応できるよう配慮します。
③効率的な事務ができるよう執務空間に打合せスペースの確保を検討します。
④会議室は、需要の変化に対応するために、適正な規模・配置にするとともに間仕切り壁などで柔軟に
使えるよう検討します。

⑤良好な執務空間を維持するために、フロアごとに適正な倉庫・収納スペースを配置し、福利厚生ス
ペースについても検討します。

⑥議会閉会中の議場等の多目的な活用を図るために、会議、研修や町民活動等で利用できる環境を検
討します。

⑦庁舎維持管理のコスト削減のために、メンテナンス性の向上、ランニングコストの低減ができる資材
の採用や規格の統一化を検討します。

⑧個人や行政情報の保護・管理のために、各フロア及び夜間や閉庁時のセキュリティ対策を図ります。

基本方針５　ICTとフレキシビリティ対応を考慮した経済的で合理的な庁舎

　役場庁舎の規模は、総務省地方債同意等基準を基に
2,590.92㎡とし、ここから、第２庁舎の面積約400㎡を減
じた2,190㎡を目指します。
　なお、算定面積は、標準的に必要な諸室を基に算定し
ているため、ワークショップで出された交流機能等を付加
した場合は、面積が増えることがあります。
　役場庁舎整備にあたっては、現小鹿野庁舎に配置され
ている課に加え、おもてなし課、産業振興課、建設課、学
校教育課の集約を検討します。
　なお、両神庁舎おもてなし課の窓口業務については、
現状のとおり維持します。

役場庁舎の構造
　森林資源の有効活用、森林環境の保全に加え、林業振
興に基づく地域経済の活性化と雇用の創出に繋げていく
ため、小鹿野産木材を積極的に利用した木造庁舎とする
ことを検討します。

建設場所
　建設場所は、まちづくりの視点、役場庁舎の平面計画、
事業費等を総合的に検討し、また、地盤調査の結果も踏
まえて、小鹿野庁舎のある現在地とします。

問合せ●小鹿野庁舎・総務課
　　　　まちづくり推進室☎26-6581

Up!Pick
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　歳入は、町税と地方交付税が歳入全体の58％を占め
ており、町の主要な財源となっています。
　前年度と比較すると、町税が評価替えによる影響など
により、2,337万9千円の減額。国庫支出金では、臨時福
祉給付金事業の終了などにより、6,301万2千円の減額。
県支出金では、産地パワーアップ事業の実施などにより、
9,411万9千円の増額。また、町債では、過疎対策事業や
水道事業への出資などにより、8,369万円の増額となり、
全体では1,793万6千円の増額となりました。

歳入歳入

基金残高と起債残高の推移基金残高と起債残高の推移

財政健全化比率財政健全化比率

特別会計・公営企業会計特別会計・公営企業会計

　歳出は、義務的経費といわれる人件費、扶助費、公債費
が全体の38％を占めておりますが、前年度と比較すると
3,077万円の減額となりました。うち、人件費が職員数の
減などにより、4,017万8千円の減額、扶助費が臨時福祉
給付金事業の終了などにより、2,932万1千円の減額と
なっていますが、公債費は教育施設の整備や合併特例債
の基金分などの償還が始まったことから、3,872万9千円
の増額となっています。
　補助費においては、地域特産物の規模拡大にかかる産
地パワーアップ事業の実施により、8,884万3千円増額と
なりました。普通建設事業費においては、国庫支出金を
財源とした橋梁の修繕工事を引き続き実施したほか、公
共施設の長寿命化対策として、小鹿野文化センターの外
壁修繕や勤労者福祉会館、資源活用センターなどの屋根
改修工事、消防防災対策として消防団第5支団第3分団
の詰所新築工事、消防車両の更新、また環境対策として
公衆便所の新築工事などを行い、684万1千円の減額と
なり、全体では6,057万円の減額となりました。

歳出歳出

平成30年度決算平成30年度決算 　平成30年度一般会計決算の状況は、歳入総額71億9,340万円、
歳出総額66億9,938万7千円で、差引4億9,401万3千円となり、こ
のうち翌年度に繰り越すべき財源440万円を差し引いた実質収支
は、4億8,961万3千円の黒字決算となりました。

歳入総額  7,193,400千円
歳出総額  6,699,387千円

依存財源
(69％)

自主
財源
(31％)

町税
1,304,053千円
(18%)

繰越金
415,507千円
（6%）

諸収入等
467,596千円
（7%）

地方交付税
2,854,465千円(40%)

国庫支出金
393,842千円
(5%)

県支出金
440,177千円
(6%)

町債
997,435千円
(14%)

交付金・その他
320,325千円
（4%）

※（ ）は構成比です

款別経費

性質別経費

総務費
698,383千円
（10%）

民生費
1,863,955千円
（28%）

民生費
1,863,955千円
（28%）

人件費
1,163,631千円
（17%）

人件費
1,163,631千円
（17%）

扶助費
672,584千円
（10%）

扶助費
672,584千円
（10%）

公債費
716,904千円
（11%）

公債費
716,904千円
（11%）物件費

1,294,103千円
（19%）

物件費
1,294,103千円
（19%）

補助費等
1,185,070千円
（18%）

補助費等
1,185,070千円
（18%）

普通建設事業費
438,987千円
（7%）

普通建設事業費
438,987千円
（7%）

その他
1,228,108千円
（18%）

その他
1,228,108千円
（18%）

衛生費
922,198千円
（14%）

衛生費
922,198千円
（14%）

農林水産業費
357,958千円（5%）

商工費
263,235千円（4%）

土木費
341,995千円（5%）

消防費
400,332千円（6%）

教育費
699,453千円（11%）

公債費
716,904千円（11%）

諸支出金
364,268千円（5%）

議会費
70,706千円
（1%）

新築した第5支団
第3分団詰所

産地パワーアップ事業により
建設したハウス

　平成30年度の主な決算の内容は以上のとおりとなりました。
　交付税が減少していく中、大変厳しい財政運営ですが、住民福
祉の向上に努めるとともに、健全な財政運営に取り組んでまいり
ます。

　町の預金となっている基金の総額は、昨
年度に引き続き合併特例債を活用した「地
域振興基金」へ3億1,600万円を積立て、ま
た、過疎地域自立促進特別事業基金へ
2,800万円の積立てを行ったことにより、3
億4,316万2千円増の33億4,208万4千
円となりました。
　一方、借入金の残高は、合併特例債や過
疎対策事業債の増加などにより、3億
2,537万1千円増の78億3,464万7千円と
なりました。

　平成30年度の決算に基づく、財政健全化に関する指標は下記のとおりとなりました。
いずれの指標も国の基準以下となっています。また、全ての指標が前年度を下回って
おり、健全な財政運営となっています。

●実質赤字比率
一般会計等の赤字の程度を指標化したもの。
●連結実質赤字比率
町全体の会計の赤字の程度を指標化したもの。
●実質公債費比率
標準財政規模に対する借入金等の割合。18％を
超えると起債の許可が必要になる。
●将来負担比率
町全体の借入金や将来支払う負担等の標準財
政規模に対する割合。
●公営企業資金不足比率
公営企業の資金不足を料金収入と比較して指標
化し経営状況の深刻度を示す。

平成28年度
平成29年度
平成30年度
国の早期健全化基準

―
―
―

15.0

―
―
―

20.0

8.1
8.0
8.0

25.0

27.6
26.0
30.3

350.0

健全化判断比率 実質赤字
比率

連結実質
赤字比率

実質公債
費比率

将来負担
比率

平成28年度
平成29年度
平成30年度

―
―
―

―
―
―

―
―
―

公営企業資金不足比率 病院事業
会計

国民宿舎
事業会計

浄化槽
特別会計

※「―」は、赤字や資金不足がないことを示します。
※数値は低いほうが健全となります。

特別会計

国民健康保険特別会計
後期高齢者医療特別会計

介護保険特別会計

浄化槽設置管理等特別会計

14億9,349万5千円
3億69万5千円

14億8,564万円
2億3,663万5千円
1億2,236万7千円

14億2,360万1千円
2億9,782万6千円

14億2,218万8千円
2億2,992万5千円
1億1,881万9千円

6,989万4千円
286万9千円

6,345万2千円
671万円

354万8千円

保険事業勘定
サービス事業勘定

会計区分 収入済額 支出済額 収支

公営企業会計

病院事業会計

国民宿舎事業会計

13億3,763万3千円
7,871万4千円

2億627万1千円
3,328万5千円

13億9,335万1千円
1億953万3千円

2億2,172万3千円
3,329万7千円

△4,158万7千円

△1,326万8千円

収益的収支
資本的収支
収益的収支
資本的収支

会計区分 収入済額 支出済額 当年度純利益（△損失）
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H25 H26 H27 H28 H29 H30

63.2

23.9 22.8 24.9 23.9

30.0
33.4

2.8 2.5
2.5 2.5

7.8 11.2

7.5 7.5
8.0 8.0 8.7 8.7

13.6 12.8 14.4 13.4 13.5 13.5

66.9 69.7 72.2 75.1 78.3

財政調整基金 減債基金 その他 町債残高
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　皆様もご承知のとおり、町で
は人口減少が加速度的に進
行しています。その原因は若
者の流出に伴うものであり、そ
の結果子どもの出生数が著し
く減少しています。
　もちろん人口減少に歯止め
をかけるには、若者の定住が
一番であり、現在、町に求めら

れている大きな課題であります。
　この若者定住のための施策と併せて、町で推進して
いるのが町外からの移住者の促進であります。もちろ
んこの移住者の中には、Uターンの方も含んで考えて
います。
　町では、以前から定住促進奨励金交付事業（転入し
て２年以内の住宅取得について取得した家屋の固定
資産税相当額を条件に応じた期間、奨励金として交
付）、民間賃貸住宅家賃助成金交付事業（４５歳以下
の転入世帯などを対象に、民間賃貸住宅の家賃に対
し、月１万円の補助金を最長２年間交付）、空き家バン
ク事業など主に住む場所の確保対策を進めてまいりま
した。
　私が町長に就任してから、これまで進められてきた経
済的支援施策に併せ、ソフト面の施策を中心に事業の
充実を図っています。そのひとつが町の魅力を町外に
伝えるため、移住促進担当の地域おこし協力隊員によ
り、移住促進のための町のPR活動などを積極的に実

施しています。また、移住相談窓口を平成３０年９月より
役場庁舎に開設、相談員として総合政策課企画担当
職員、地域おこし協力隊員を配置し、平日役場庁舎開
庁時に窓口、電話及びメールでの相談受付を実施して
まいりました。主な相談内容として、住まい（民間賃貸物
件、空き家バンク物件等）の紹介、生活環境・文化等の
案内、仕事の紹介等を実施しています。
　さらに平成３１年４月より町観光交流館１階に休日相
談窓口を開設し、移住コーディネーターを配置しました。
昨年９月から今年８月末日までの相談件数は、役場窓
口と休日窓口を合わせて１７１件でした。
　また、地域おこし協力隊を中心に移住関連イベントに
も積極的に参加して町のPRを実施したり、移住情報を
集約するため町のホームページに移住ポータルサイト
を開設し、住まい、仕事、子育てなど生活に係る移住の
情報発信が電子媒体を通じ、できるようにいたしました。
　今年８月からは新たな試みとして、町営住宅松坂団
地内にある医師用住宅２棟を、お試し住宅として改修
整備いたしました。対象者は秩父地域以外に住所があ
り、町に移住を検討している人です。
　町では、このほかにもいろいろな移住施策を実施し
ていますが、移住のポイントとなるのは移住を希望され
る方に町を良く知っていただき、好きになってもらうこと
が肝要だと思います。

小鹿野町長　森 真太郎

移住促進について
こんにちは。
町長です。

小鹿野町幼保連携型認定こども園
「小鹿野町立おがのこども園」を開設します
小鹿野町幼保連携型認定こども園
「小鹿野町立おがのこども園」を開設します

障害者を対象とした
町職員・臨時職員を募集します(障害者雇用)
障害者を対象とした
町職員・臨時職員を募集します(障害者雇用)

令和2年度
保育所(園)＆認定こども園の入所(園)児童を募集します
令和2年度
保育所(園)＆認定こども園の入所(園)児童を募集します

　幼稚園は、就学前の幼児が教育を受けるための教育施
設です。保育所は、親の就労などにより保育を必要とする
子どもを預かる児童福祉施設です。認定こども園は、幼
稚園と保育所の両方の機能をあわせ持つ施設です。
　町では、町立幼稚園と町立保育所に通う3歳以上のお

子さんを幼保連携型認定こども園として「おがのこども
園」で一体的に教育・保育を実施し、幼児期の子どもの健
やかな育成に努めます。
対象児●３歳以上のお子さんが対象です。※「おがの保
育所」は、8か月以上3歳未満のお子さんが対象です。

＜※1＞1号認定は満3歳以上のお子さんで、保育を必要とせず、教育のみ希望する場合
＜※2＞2号認定は満3歳以上のお子さんで、保護者の就労や病気などの理由で、家庭において必要な保育を受けることが難しい場合
＜※3＞3号認定は満3歳未満のお子さんで、保護者の就労や病気などの理由で、家庭において必要な保育を受けることが難しい場合

現在(3施設)

令和2年4月～
(2施設)

小鹿野幼稚園
１号認定＜※1＞

おがのこども園
3歳以上のお子さん
が対象
(1号認定・2号認定)

小鹿野保育所
２号認定＜※2＞・３号認定＜※3＞

両神保育所
２号認定・３号認定

おがの保育所
8か月以上3歳未満の
お子さんが対象
(3号認定)

問合せ●小鹿野庁舎・住民生活課 子育て包括支援室☎75-4101

施設名 対象児童 募集人員 保育の必要性 開所時間
町立おがの保育所
☎75-0342（現：小鹿野保育所）

0歳児(8か月)
～2歳児
0歳児(45日)
～5歳児

3歳児～5歳児

若干名 あり

あり

あり

月～土7:30～18:30
(12/29～1/3は休み)
7:00～19:00
(1月1日以外全日開園)
月～土7:30～18:30
(12/29～1/3は休み)

若干名

140名

社会福祉法人小鹿野ひまわり保育園
☎75-3354
町立おがのこども園
☎75-3292（現：小鹿野幼稚園）

　町では、来年4月から新たに保育所(園)や認定こども園
に入園・入所を希望する児童を募集します。希望される人
は、申込書類を期間内に提出してください。
入所(園)基準●次のどちらかに該当する場合です。
■就学前の児童で家庭状況や就労等により保育の必要
性がある場合
■来年度3歳児から5歳児(平成26年4月2日生～平成
29年4月1日生)の児童で認定こども園の利用を希望す
る場合
募集期間●10月1日(火)～31日(木)
申込先●小鹿野庁舎・住民生活課
申込書類●住民生活課及び町内の各保育所(園)で10月
1日(火)より配布します。(現在町外の施設に通っている
人には送付します。)
保育料●子どもの年齢・世帯の町民税額・保育時間に
よって算定されます。

入所(園)承諾●審査を行い、入所(園)の可否を決定し、1
月末までに通知します。認定こども園については、内定
の連絡後、各園と契約を行ってください。
その他
①他市町村の保育所(園)へ入所を希望する場合は、町内
の保育所(園)への申込に準じ、住民生活課に申込書を提
出してください。
②５月以降に入所(年度途中の入所)を希望する場合は、
入所希望日(各月1日)の前々月末日までに申込書を住民
生活課に提出してください。
③来年度、町の幼稚園・保育所の統廃合がありますので
ご注意ください。
④保育所(園)・認定こども園にはそれぞれに特色があり
ます。入所(園)についてのご質問等は、住民生活課まで
お気軽にお問い合わせください。
問合せ●小鹿野庁舎・住民生活課 子育て包括支援室
　　　　☎75-4101

令和2年
4月から

受験資格●日本国籍を有し、地方公務員法第16条に規
定する欠格条項に該当しない人で、次のいずれかに該当
する人です。
①身体障害者福祉法第15条に定める身体障害者手帳(1
～6級)の交付を受けている人
②療育手帳又は知的障害者であることの判定書交付を
受けている人
③精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
■正職員
業務内容●一般事務　　募集人員●若干名
試験方法●作文及び面接試験
採用日●令和2年4月1日

■臨時職員
業務内容●作業員(草刈り・道路補修等)、一般事務補助
募集人員●若干名
給与●時給930円(規定により通勤手当を支給)
勤務時間●週30時間程度
選考方法●面接
申込＆問合せ●正職員、臨時職員ともに11月15日(金)ま
でに市販の履歴書に写真を貼り必要事項を記入のうえ、
小鹿野庁舎・総務課へ郵送又は持参してください。後日、
試験(面接)等の日時を連絡します。
小鹿野庁舎・総務課☎75-1221
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町長の見て・聞いて・話して
　第１９回の事業所訪問は、８月６日に株式会社木村機械製
作所を訪問し、木村誠司社長と木村昭彦副社長にお話を
伺いました。
　株式会社木村機械製作所は、昭和３２年（１９５７年）に川
口市で機械メ－カ－として創立し、昭和４８年（１９７３年）に現
所在地に秩父・小鹿野工場を建設されました。
　１９６０年から１９９０年代までは、コイリングマシン、フォ－
ミングマシンの設計、製造、販売を主力とされていました
が、２００２年に業態転換に着手し、機械メ－カ－から渦巻き
ばね製造へと転換され、大きな販売成果を得られたそうで
す。
　渦巻きばねは主に自動車の座席シ－トや映画館、スタジ
アム等の背もたれの可動域を維持する部分にあたるため、
安全安心への配慮が欠かせない製品とのことです。
　自動化にシステム整備された工場内では、ベテランと若
手の共同作業のもと、1日２万個もの渦巻きばねが生産さ
れています。
　自社開発の機械で製造、全品検査の一貫体制の強いポ
リシ－のもと、他社との差をつける努力を惜しまない姿勢
が、同社の強みとなっているように感じました。
　『小型戦車のメンテナンスをしていたが、手元には満足

町長の
まち·ひと·しごと
魅力発信

～ 事業所訪問  vol.19 ～

「株式会社
　　　　　木村機械製作所」

町内には、優れた技術を持った会社が多く
存在します。事業所の持つ技術や
魅力を町長自ら訪問して、目で見て、
お話を伺い、住民に情報発信する

「事業所訪問」を
連載します。

のいく機材がない中、知恵を絞って直さなければ戦えない。
それには工夫していかなければならなかった』という先代
の第二次世界大戦時の体験と教えが“軸”となり、この小鹿
野の土地の社員と共に勉強しながら技術やノウハウが受
け継がれていき、さらに現在の社員へと繋がっていますと
語るお二人の言葉に熱い思いを感じました。信頼と実績、
誠実な仕事への姿勢が親子三代に亘って歴史を支えてき
た証であると強く思う企業でした。
わが社の主力製品
　当社の渦巻きばね製品は輸出向け
７０％（ヨーロッパ５０％、東南アジア２
０％）、国内向け３０％を出荷しており、
そのうち大手自動車メ－カ－は７２％
を占めております。渦巻きばねの加工
機と加工する工法は１９８１年及び２００
８年に特許を取得しております。
ここに自信あり
　渦巻きばねの機械装置は自社で開発しているため、品
質管理、検査における、全品検査において、渦巻きばね製

品の“クレ－ムゼロ”という実
績が大手自動車メーカーか
らの信頼を受け、多数注文
を受けております。全品検
査は±５％というほぼバラつ
きのない数値で同業他社に
は出来ない管理のもと、安
心安全、良質なものを提供
しております。

主力製品の渦巻きばね

木村社長(左)と木村副社長(右)

▶
ば
ね
加
工
機
の
説
明
を
受
け
る
森
町
長

代 表 者
従業員数
創 業
所 在 地

電 話

代表取締役社長　木村誠司
８名
１９５７年
本社：川口市中青木4-3-23
秩父事業所：小鹿野町下小鹿野3330
０４９４-７５-１１１０

会社概要

リクライナー用渦巻きバネ専用機（特許取得）

ようこそ小鹿野町へ！ようこそ小鹿野町へ！

－アイシングクッキーとの出会いを教えてください。
　製菓の専門学校を卒業後、菓子職人を経て、神奈川

のスペインバルでホール主任として働いている時に

お世話になった店長さんの結婚式で、席札とプチギ

フトを組み合わせた何かを作れないかと相談を受け

たのがキッカケです。色々調べてアイシングクッキー

を知り…作ってみたら、大好評！嬉しくてもっと知りた

いと思いました！

ーそれがお仕事に繋がったんですね！ Uターン後、どの
ように始めたのでしょうか？
　現在TAKIBIYAでキャンプ用品を販売している父と

「お互い、なんか新しいことやってみようか」と話して

いたのが始まりです。最初は、カトウヤ洋品店さんに

声をかけていただき、10月のおがのライダー宿にてア

イシングクッキーを知ってもらうためお配りしました！

このイベントがきっかけで郷土芸能祭にもお声がけ

いただきました！さらにそれがきっかけで、今年1月、

尾ノ内氷柱の売店でいよいよ販売を開始しました。そ

の時は、実際に自分で販売してお客様の声を間近で

聞くことができ、いい経験となりました。地元の皆さん

にとても感謝しています！

ー地域との繋がりの中で拡がっているんですね。小鹿
野だからやりやすかったことはありますか？
　人との距離が近く親しみやすいところが好きです。

お店を開くときも「クッキー屋さんを始めたので会い

にきてね！」と声をかけさせていただいています。今年

の春まつりでは、子どもの頃からお世話になっている

ご近所の中野酒店さんで委託販売させていただきま

した！アイディアを出し合って、4耕地のクッキーを作っ

たところ、皆さんに喜んでいただいて最高の春祭りに

なりました！！

―今のやりがいを教えてください。
　今現在、オンライン受注と月に1、2度の店舗販売が

半々くらいですが、地元の人と触れあえる店頭販売が

とても楽しいので回数を増やしていきたいと考えてい

ます。私が作ったクッキーでさりげない日常もHAPPY

な気持ちで過ごしてもらえたらな～と思います！自分

がデザインしたものとお客様の求めていたものが

マッチすればすごく嬉しいし、意外とイケそうと思った

ものが売れなかったりするのも楽しみの１つでありま

す（笑）。店舗販売の時は、気軽に食べられる焼き菓子

もご用意していますので散歩のついでにでも、ぜひ気

軽にお店に来てください！

　MA.Cookie 小鹿野店
　住所：小鹿野町小鹿野1837-2 の前
　10月のスケジュール：instagramをご覧ください。
　アカウント名「ma.cookie0305」

　取材の合間、お客さんと眞子さんの会話が盛り上が

る場面に、何度も立ち合いました。事業をするうえで、

ご実家の支えがあることはもちろんプラスですが、眞

子さんの場合、それ以上に、たくさんの地域の支えを

パワーに変えられる前向きさが一番の成功要因では

ないかと感じました。新しいことを始める際は、Iターン

もUターンも地域住民も関係なく、まず小さくても1歩

踏み出す姿勢が大切なのかもしれません。大変、勉強

になりました。

問合せ●小鹿野庁舎・総合政策課☎75-1238
地域おこし協力隊　本 奈代子

　皆さん、「アイシングクッキー」をご存知でしょうか？砂糖

と卵白で作ったクリームでクッキーをデコレーションした

ものなのですが、昨年9月にUターンした坂本眞子さんは、

アイシングクッキーの職人さんです。手間と時間がかかる

クッキーだけに価格も高めですが、眞子さんの作るクッ

キーはとても可愛く人気があります。改装したての3畳くら

いの店舗にて、お話を伺いました。

第10回  移住相談員・本協力隊員の
　　　　移住者インタビュー
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投票日
10/27日

10月から12月は滞納整理強化期間です　～ストップ！滞納～10月から12月は滞納整理強化期間です　～ストップ！滞納～

参議院議員
埼玉県選出議員補欠選挙が行われます
参議院議員
埼玉県選出議員補欠選挙が行われます

第49回小鹿野ロードレース大会
交通規制のお知らせ
第49回小鹿野ロードレース大会
交通規制のお知らせ

税務課からのお知らせ税務課からのお知らせ

『今年に限り』役場業務はお休みです
10月22日(火)は「国民の祝日」です
『今年に限り』役場業務はお休みです
10月22日(火)は「国民の祝日」です

　参議院議員埼玉県選出議員補欠選挙が、10月10日
(木)に告示され、10月27日(日)投開票の日程で行われ
ます。
　選挙は、政治に参加する大切な機会です。『一票』を無
駄にすることなく、みんな揃って投票しましょう。
投票の方法
　投票日当日の7:00から20:00までに入場券に記載
されている投票所に、投票所入場券を持参して投票し
てください。なお、一部の投票所では、終了時間が早ま
りますのでご注意ください。
期日前投票
　投票日に仕事や旅行などで投票所に行けない人は、
期日前投票をご利用ください。

期間●10月11日(金)～26日(土)
時間●8:30～20:00
場所●小鹿野期日前投票所
　　　(小鹿野町役場・小鹿野庁舎１階)
※投票所入場券の裏面「宣誓書(兼投票用紙等請求書)」
を記入のうえ、期日前投票所へ持参してください。なお、
投票所入場券は、期日前投票に間に合うように発送しま
すが、届いていなくても投票は可能です。
開票
　開票は即日開票で、投票日の21:00から小鹿野文化
センターで行われます。
問合せ●小鹿野町選挙管理委員会事務局
　　　　☎75-1221(小鹿野庁舎・総務課内)

　10月20日(日)のロードレース大会当日、次のとおり交
通規制を行います。ご不便をおかけしますが、ご理解とご
協力をお願いします。
車両通行止め
■春日町スタート地点～原町交差点(9:00～12:30)
■原町交差点～和田交差点(9:30～12:10)
■役場前～小鹿野小学校前交差点(8:30～12:30)
■春日町スタート地点～小鹿野小学校入口(8:30～12:30)
車両進入禁止
■坂戸交差点～美女ヶ平交差点(10:00～11:45)
■小沢口入口交差点～甲源一刀流練武道場入口交差点(10:10～11:00)
■飯田橋入口～坂戸交差点(10:00～11:45)
車両一方通行
■大塩野交差点⇒原町交差点方向へ通行可(10:10～12:10)
■原町交差点⇒小鹿野高校正門前交差点方向へ通行可(9:30～12:10)
■美女ヶ平交差点⇒伊藤モータース前交差点方向へ通行可(10:00～12:00)
■坂戸交差点⇒中郷橋交差点方向へ通行可(10:00～11:45)
迂回路
■北町裏通り、南町裏通り
■伊豆沢入口交差点～ふるさと両神前交差点・両神小学校交差点

※このロードレース大会は「スポーツ振興くじ(toto)」の
助成を受けて開催しています。
日本スポーツ振興センターＨＰ
https://www.jpnsport.go.jp/

問合せ●小鹿野ロードレース大会事務局
　　　　☎75-0063
　　　　(小鹿野文化センター・社会教育課内)

　町税・国民健康保険税は、私たちが安心して暮らして
いくための貴重な財源であり、定められた期限(納期限)
までに自主的に納めていただくものです。
　税負担の公平性及び税収入を確保するため、県内の

全６３市町村と埼玉県では「滞納整理強化期間」を設定
し、「ストップ！滞納」を合言葉に徴収対策を進めています。
　町では、滞納者に対する差押えの強化など滞納の解
消に向けたさまざまな取組を行っています。

町税等の期限内納付にご協力を！町税等の期限内納付にご協力を！
　税金の納付が遅れるとその収納には多くの労力等を
要します。町税等の納付は期限(税目ごとに各期別に定
められた納期限)内にお願いします。
　税務課(小鹿野庁舎)では、平日の火・木曜日に19：00
まで、土曜日は8：30から17：15までの時間(祝日を除く)
に町税等の収納、税務証明の発行等の窓口業務を行っ
ています。
■納税には口座振替をご利用ください
町税等の納付には、口座振替をご利用いただくと大変便
利です。口座振替を希望する人は、取引先金融機関の窓

口へお申し込みください。(申込後、口座振替手続きには
１カ月程度を要します。)
■コンビニから町税等の納付ができます
　町税等の納付書をお持ちの人は、納期限内であれば
全国の各コンビニエンスストアから納付することができ
ます。詳しくは納税通知書をご覧ください。
■スマートフォンアプリを利用した納付ができます
　口座振替、コンビニ納付、各納付窓口に加えてスマー
トフォンアプリを利用して納付することができます。詳し
くは納税通知書をご覧ください。

　10月22日(火)は『即位礼正殿の儀の行われる日』の
ため、今年に限り「国民の祝日」となります。そのため、役
場業務については「日曜日」や他の「国民の祝日」と同様
に閉庁となります。
※住民票や戸籍、印鑑証明書及び税務関係証明書の発
行等業務は行いません。
※死亡届や出生届等の届出は、お預かりします。

滞納処分の流れ

即位礼正殿の儀とは…
　天皇陛下の御即位を公に宣明されるとともに、その
御即位を内外の代表がお祝いする儀式です。国事行為
である国の儀式として行われます。

問合せ●小鹿野庁舎・税務課☎75-4124・4125

納
税
通
知
書
発
送

滞
納

督
促
・
催
告

財
産
調
査

財
産
差
押
え対象財産は、給与・預貯金・

不動産・生命保険など多岐
にわたります。

勤務先調査

自動車の差押え

問合せ●小鹿野庁舎・総務課☎75-1221
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地域医療講演会を開催します
～人生会議を始めよう～
地域医療講演会を開催します
～人生会議を始めよう～
　「いつまでも住み慣れた地域で、自分らしく安心して暮らし
たい」とは、多くの人の願いであると思います。「人生会議」と
は、高齢や療養生活が必要になっても自分らしい生活を送るこ
とを目的に、家族や身近な支援者とともにこれからの生き方に
ついて話し合っておくものです。思いがけない病気でその後
の生き方を考え直す必要に迫られたときも、治療方法を主体
的に選択する助けになります。
　「人生会議」を実際に医療現場で取り組んでいるユニークな
医師を講師にお招きしました。この機会にぜひ人生の主人公
である自分自身について考えてみませんか？
日時●11月2日(土)10:00～11:30
場所●小鹿野文化センター・大会議室
講師●広島県　北広島町雄鹿原診療所所長　東條環樹先生

統計調査にご協力ください統計調査にご協力ください
■経済センサス‐基礎調査(総務省所管統計調査)
　全国のすべての事業所及び企業を対象に行わ
れ、小鹿野町の実施時期は10月から来年3月まで
の予定です。
　これらの調査結果は、国及び地方公共団体にお
ける行政施策の立案や、民間企業における経営計
画の策定など、社会経済の発展を支える基礎資料
として広く利用されます。
■労働力調査(総務省所管統計調査)
　国民の就業・不就業の状態を明らかにするため、
都道府県を通じて行われます。小鹿野町では、11
月から三山地区(間明平、楚里)を対象に調査を行
います。

　いずれの調査も調査対象となる世帯や事業所等
を訪問する統計調査員は、『調査員証』を携行して
います。
　調査へのご理解とご回答をよろしくお願いしま
す。
問合せ●小鹿野庁舎・総務課☎75-1221

　この週間は、行政相談制度を広く広報し、国民の皆さ
んにこの制度を利用していただくため、全国的に実施し
ています。
　町でも、総務大臣から委嘱された行政相談員が行政
相談所を開設して、皆さんからの相談をお待ちしていま
す。
　役所の仕事などについて、「分からない」「説明に納得
できない」「処理が間違っているのでないか」などの苦情
や要望を受け付けています。

特別障害者手当・障害児福祉手当のご案内特別障害者手当・障害児福祉手当のご案内

ご存知ですか
「行政相談週間」10月7日(月)～13日(日)
ご存知ですか
「行政相談週間」10月7日(月)～13日(日)

2020年版埼玉県民手帳の販売2020年版埼玉県民手帳の販売

　320。これは一体、何の数でしょ
うか。
　実は最新の世界的な研究での
頭痛の種類です。頭痛だけでこん

なに沢山あるんですね。何とアイスを食べた時の頭痛も
入っています。
　頭痛は大きく分けると「原因になる病気がある頭痛」と
「原因になる病気がない頭痛」とに分かれます。「原因にな
る病気がある頭痛」では、くも膜下出血や脳出血などが有
名かもしれません。特にくも膜下出血では「突然」「殴られ
たような」頭痛であることが多いです。また脳だけではなく
て、首や歯などの一見関係の無さそうな所に原因がある
場合もあります。他にも蓄膿(副鼻腔炎)でも頭痛を起こし
ますし、緑内障のような眼の病気でも、通院していないと
頭痛を起こすことがあります。
　一方で「原因となる病気がない頭痛」には、主に片頭
痛、緊張型頭痛があります。
　片頭痛は小学生～高校生の女性に始まることが多く、
月に何度か、動けずに寝込むような頭痛があり、吐くことも

多く、とても辛い頭痛です。日本では
毎日約60万もの人に片頭痛が出て
苦しんでいます。診断を受けていな
いことも多く、自分で市販薬を飲んで
何とか対処している人もいます。しか
し徐々に市販薬の量が増え、1カ月で100錠以上も飲む習
慣が出来てしまうような、薬物乱用に伴う頭痛を引き起こ
すことがあります。頭痛がひどいと学校や職場に行けず、行
けても集中できないという問題もあります。片頭痛には有
効な薬があるので、治療により生活が改善できます。
　次に世の中で多いのは緊張型頭痛で、夕方にかけて
痛みが増し、肩こりもあり、動くことで楽になります。この頭
痛には首のやさしいマッサージや運動が有効です。
　頭痛というのは軽く見られがちですが、本人はとても
困っていることが多いのです。今は頭痛外来という専門外
来も、大きな病院にはあります。頭痛の診療は正直難しい
です。それでも患者さんの生活を楽にするためには、我々
が適切に診断、治療しなければなりません。医者にとって
も、頭が痛い病気なのです。

頭の痛い話
小鹿野中央病院　藤田 和樹
気 になるつぶやき

【特別障害者手当】
対象●20歳以上で、日常生活において常時特別の
介護を要する在宅の重度障害者
支給内容●月額27,200円(2,5,8,11月に3カ月分
を支給)
支給対象とならない人
■本人又は同居親族の所得が一定以上ある場合
■施設等に入所している場合や病院等に継続して3
カ月を超えて入院している場合

【障害児福祉手当】
対象●20歳未満で日常生活において常時介護を要
する在宅の重度障害児
支給内容●月額14,790円(2,5,8,11月に3カ月分
を支給)
支給対象とならない人
■本人又は同居親族の所得が一定以上ある場合
■施設等に入所している場合や障害を事由とする
年金を受給している場合

町立病院医師の

日時●10月21日(月)13：00～15：00
場所●小鹿野文化センター
相談内容●福祉、道路、医療、保険、年金、税金など
※毎月第3月曜日(休日の場合は、翌平日に実施)
※開催日時や場所が変わることがありますので「広報お
がの」定期無料相談のページ(今月号は24ページ)をご
確認いただくか、お問い合わせください。
問合せ●小鹿野庁舎・総務課☎75-1223

　講師紹介
　自治医科大学卒業後、広島県のへき地医療に携わり、健康増
進・予防から在宅緩和ケアまで地域の元気を増進する地域包括
ケアに取り組む。広島大学、岡山大学の臨床教授として後進の育
成にも当たっている。2014年「第１回やぶ医者大賞」受賞。

　日常生活において常時介護を必要とする在宅の重度心身障害者に対して、
次のような制度があります。

※特別障害者手当と障害児福祉手当の申請は随時受け付けていますので、
該当すると思われる人は、お問い合わせください。

問合せ●保健福祉センター・福祉課☎75-4109
　　　　埼玉県秩父福祉事務所☎22-6228

このほか、総務省関東管区行政評価局でもご相談を受け付けています。
「行政苦情110番」
☎0570-090110　　FAX048-600-2336
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan_n/index.html

　毎年好評をいただいている埼玉県民手帳(2020年版)を販売しま
す。
販売期間●10月11日(金)～12月13日(金)
※県内の一部の書店では、令和2年2月末まで販売予定です。
販売場所●【町内】村上書店、小鹿野庁舎・総務課、両神庁舎・おもて
なし課　【町外】埼玉県統計相談室（県庁第2庁舎1階）、埼玉県県民
活動総合センター、埼玉県物産観光館「そぴあ」、その他県内一部の
書店・コンビニ等
問合せ●小鹿野庁舎・総務課☎75-1221
　　　　埼玉県統計協会☎048-830-2330

寸法●縦14㎝×横9㎝
色●黒、グレイッシュブルー
※ともに2020年版から升目式
に統一となりました。
価格●550円
※2020年版から50円値上
がりしました。
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～木とふれあい、木に学び、木と生きる～
赤ちゃんに誕生祝い品を贈る
『木育事業』が始まりました

～木とふれあい、木に学び、木と生きる～
赤ちゃんに誕生祝い品を贈る
『木育事業』が始まりました

▶誕
生
お
祝
い
品【
ち
ち
ぶ
の
幸
】

木育とは…
　子どもから大人までを対象に、木材や木製品とのふれあいを
通じて、木に対する親しみや木の文化への理解を深め、木材の
良さや利用の意義を学んでもらうための教育活動のことです。

地域おこし企業人

石塚からのひとこと
地域おこし企業人

石塚からのひとこと

地域おこし企業人　石塚 浩哉

東京都内の学校が林間学校で町内を訪れました。

　広報7月号でお知らせしましたとおり、去る7月30
日、東京都江戸川区立小岩第五中学校2学年の皆さ
ん（団長：石井千歳校長先生、生徒93名、先生9名）が、
学校行事としての林間学校で小鹿野町を訪れまし
た。
　2泊3日の行程は、1日目が長瀞でのバーベキュー
とラフティングで全員が小鹿野町内の宿泊施設に宿
泊（宿泊いただく事が重要です）しました。夜、宿舎
内でのハーバリウム制作体験。2日目から3日目にか
けて秩父エリアでの民泊体験実施。各家庭での交流
とそれぞれに体験活動を実施しました。非常に熱心
な生徒さん方で、宿泊先の民家さん方も喜んでい
らっしゃいました。
　林間学校全般の実施内容につきましては、概ね良
好で、おそらく来年もまた同様に、お越しいただける
のではないかという感触を得ました。繰り返し述べ
ますが、学生団体のメリットの一つに、「実施内容が
好評であれば、継続し安定的である」という事があり
ます。

　宿泊、体験活動、昼食とす
べてが町内で完結するのが、
町にとっての理想ではあり
ますが、2泊3日あるいはそ
れ以上の泊数で、魅力ある
プログラムを実施するため
には、秩父エリア広域での
対応が必要となります。
　今後も、私が観光振興の
一丁目一番地と考える学生
団体誘客を、町内関係各所
のご協力をいただき、出向元であります近畿日本
ツーリスト首都圏で進めていきたいと思っておりま
す。併せて私自身、小鹿野町の営業マンとして直接、
自治体や学校への営業活動も行います。
　町が目指す「観光から雇用を創り出し、外貨を稼
ぐ地域経済の柱の一つ」となるために、その一助と
なりますよう、微力ではありますが努めてまいります。VOL.4Let‘s Try ボルダリング～クライミングによるまちおこし～Let‘s Try ボルダリング～クライミングによるまちおこし～

　来年の東京オリンピック・パラリンピックまで１年をきり
ました。８月には八王子でクライミングの世界選手権が開
かれ、多くの日本人選手が大活躍し、クライミング＆ボル
ダリング人気はますます高まってきました。そして、小鹿
野町のボルダリング施設オープンまで、いよいよ半年と
なりました。
　今月号では、改修後の旧埼玉県日中友好記念館「神怡
舘」の予定平面図を紹介し、その概要を説明します。
　外観については、今とほとんど変わりません。なので、
知らない人が見たら分からないかも知れません。ただ、中
に入ってビックリ！幅約30ｍ・高さ約4.5ｍの大きなボル
ダリングウォール（壁）が立ちはだかります。ここで、利用

者には壁に立ち向かって
もらいます。左奥には、幼
児専用の壁と遊具を設置
します。ここは、無料エリア
となる予定なので、ボルダ
リングに関係なく、キッズ
スペースとしてお気軽に
ご利用ください。また、館
内には大型スクリーンを
設置し、ドローンなどで撮
影した迫力ある山の映像
などをお楽しみいただけるようにします。

　近くには国民宿舎両神荘もあります。疲
れた体を癒す温泉入浴や空腹を満たすお
食事処として併せてご利用ください。　
　生まれ変わる『神怡舘』、ぜひ、ご期待くだ
さい！
問合せ●小鹿野庁舎・総務課 
　　　　まちづくり推進室☎26-6581

入札結果のお知らせ入札結果のお知らせ ※金額は、消費税込

小鹿野町橋梁修繕工事（中郷橋工区）
小鹿野町橋梁修繕工事（大胡桃橋工区）
小鹿野町橋梁修繕工事(間日影橋工区）
町道704号線側溝整備工事
小鹿野文化センター屋根改修工事
小鹿野町消防団員用防火衣等購入事業
消防消耗資機材等購入事業
消防施設備品購入事業

両神薄地内
両神薄地内
三山地内
飯田地内
小鹿野地内
小鹿野町総務課
小鹿野町総務課
小鹿野町総務課

22,220,000円
21,175,000円
18,370,000円
3,630,000円

12,089,000円
2,860,000円
2,188,010円
1,017,500円

須田建設株式会社
株式会社山口組
株式会社富山工務所
株式会社岩崎工務店
有限会社戸田工務店
丸京商事株式会社
門平防災工業
丸京商事株式会社

～令和2年1月31日
～令和2年1月31日
～令和2年1月31日

～令和元年12月20日
～令和元年12月25日
～令和元年11月27日
～令和元年10月24日
～令和元年10月24日

事業名 事業場所等 契約額 落札者 履行期間

▲令和元年8月26日入札分

設備機械運転・保守管理及び清掃、
宿日直業務委託事業
衛生センター各種ポンプ等修繕工事
小鹿野町橋梁定期点検業務委託

レーザー光凝固装置購入事業

多項目自動血球分析装置購入事業

心電図モニター購入事業

自動視野計購入事業

国民健康保険
町立小鹿野中央病院
伊豆沢地内
小鹿野外　地内
国民健康保険
町立小鹿野中央病院
国民健康保険
町立小鹿野中央病院
国民健康保険
町立小鹿野中央病院
国民健康保険
町立小鹿野中央病院

104,339,400円

7,799,000円
10,560,000円

8,250,000円

5,940,000円

3,080,000円

5,280,000円

株式会社むさし
ビルクリーナー
株式会社カンエイメンテナンス
共和コンサルタント株式会社

株式会社平和医用商会

アルフレッサ株式会社
熊谷西支店
日本メガケア株式会社
川越事業所

株式会社平和医用商会

～令和4年9月30日

～令和2年2月28日
～令和2年2月28日

～令和元年10月31日

～令和元年10月31日

～令和元年10月31日

～令和元年10月31日

▲令和元年8月29日入札分

　町では、本年度より秩父産木材を使った木製おもちゃを、3か月児健診
時に誕生祝い品として贈呈する木育事業をスタートしました。
　対象となる乳児は、平成31年4月2日以降に出生し、3か月児健診対象
月に小鹿野町に住所を有するお子さんです。
　今回は、8月29日に6人の乳児に「木のおもちゃ」をプレゼントしました。

問合せ●両神庁舎・産業振興課☎79-1101

ボルダリングウォール
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食品ロスを出さないライフスタイル食品ロスを出さないライフスタイル

10月から浄化槽設置費分担金が変わります10月から浄化槽設置費分担金が変わります

10月から年金生活者支援給付金制度がはじまります10月から年金生活者支援給付金制度がはじまります

『もったいない』という意識を持ちましょう
「食品ロス」を減らすためのひと工夫
『もったいない』という意識を持ちましょう
「食品ロス」を減らすためのひと工夫

　埼玉県では、平成
29年度より「埼玉 
WABI SABI 大祭
典」を開催していま
す。本年は10月13
日(日)、14日(祝)に
さいたま市大宮公園
で開催されます。
　このイベントは、東
京2020オリンピッ
ク・パラリンピック競

技大会やラグビーワールドカップ2019に向けた埼玉県
文化事業として行われます。本年の事業も、盆栽、生け
花、茶道、着物、音楽、伝統芸能などの埼玉の「和」の文
化を一堂に集めて、埼玉の持つ和の文化の魅力を多く
の方に体感してもらうことで、県内各地の貴重な伝統文

問合せ◆教育委員会社会教育課☎75-0063文化財ノート
No.18

◆埼玉 WABI SABI 大祭典 2019◆

化や新しい日本の文化の魅力や価値を再認識し、将来
にわたりレガシーとして大切に継承していこうという気運
につなげることを目的としています。
　今年のプログラムでは、14日のステージに小鹿野歌舞
伎「三番叟」「口上」(小鹿野子ども歌舞伎)、「菅原伝授
手習鑑吉田社頭車引之場」(小鹿野歌舞伎保存会)が出
演します。また、体験イベントとしては両日とも隈取体験と
三味線体験が行われます。
　ラグビーワールドカップ2019、東京2020オリンピック・
パラリンピック競技大会とも世界中が注目し、多くの方が
来日するイベントです。そのため、スポーツだけのイベント
ではなく、文化事業を通じて日本文化の魅力を発信する
ことが大切とされています。
　スポーツの応援だけでなく、文化事業にもご注目くださ
い。

　食べられるにも関わらず様々な理由で捨てられてしま
う食品を、「食品ロス」と言います。日本では年間約643万
トンも発生しており、世界全体の年間食料援助量の1.8
倍に相当します。国民一人当たりで考えると、毎日お茶碗

1杯分、年間約51kgの食品を捨てている計算です。食品
ロスの約半分は家庭から出されているため、一人ひとり
が食品ロスを出さないために、『もったいない』という意
識を持ち、実践していくことが大切です。

　年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得
額が一定基準額以下の、年金受給者の生活を支援する
ために、年金に上乗せして支給されるものです。
　受け取りには請求書の提出が必要です。ご案内や事務
手続きは、日本年金機構(年金事務所)が実施します。
対象
■老齢基礎年金を受給している人
　以下の要件をすべて満たしている必要があります。
・65歳以上であること。
・世帯員全員の市町村民税が非課税となっていること。
・年金収入額とその他所得額の合計が約88万円以下で
あること。
■障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している人
　以下の要件を満たしている必要があります。
・前年の所得額が約462万円以下であること。

請求方法
■平成31年4月1日以前から年金を受給している人
　対象となる人には、日本年金機構から請求手続きのご
案内が順次届きます。同封のはがき(年金生活者支援給
付金請求書)に記入し提出してください。
■平成31年4月2日以降に年金を受給しはじめた人
　年金の請求手続きと併せて年金事務所又は市区町村
で請求手続きをしてください。

買い物編
　買い物に出かける時は、事前に冷蔵庫や食品棚を確認
しましょう。また、必要なものを必要な分だけ購入すること
を心がけましょう。すぐに食べる食品は、商品棚の手前か
ら購入することで、店舗で発生する売れ残りの削減に貢
献できます。
調理編
　賞味期限や消費期限の違いを正しく理解し、計画的に
食材や食品を使いましょう。野菜の皮や外葉なども、無駄
なく使えば栄養も取れてゴミも減ります。食べきれる量を
作って美味しく食べきりましょう。余った料理は翌日のメ
ニューにアレンジするなど、早目に食べきりましょう。

外食編
　外食時は適量を注文し、美味しく食べきりましょう。小盛
りメニューやハーフサイズ等を設定している飲食店もあ
りますので、上手に活用しましょう。埼玉県では、食品ロス
削減に取り組む飲食店等を「彩の国エコぐるめ協力店」と
して登録しています。
宴会編
　お酒が提供される宴会では、ランチと比べて約8倍も
多く食べ残しが発生しています。宴会の中で提供された
料理を楽しむ時間を設け、食べ残しや飲み残しをしないよ
う心がけましょう。埼玉県では、宴会のお開き前の15分間
を「食べきりタイム」として、提供された料理を楽しむ時間
を設けるよう呼びかけています。

第43回 両神ふるさとまつり第43回 両神ふるさとまつり
日時●11月3日(祝)9:30～15:50
場所●国民宿舎「両神荘」周辺

■ふるさと芸能披露（神楽・獅子舞ほか）
■町の特産品・味自慢コーナー
■商工祭（猿回し・ゲームコーナーほか）
■文化作品展（俳句・短歌ほか）

ふるさと音楽祭

香西かおりさん
平　浩二さん

ダリアとのコラボによる
尾ノ内渓谷紅葉まつり
ダリアとのコラボによる
尾ノ内渓谷紅葉まつり

　両神山を源流とする尾ノ内渓谷は、小鹿野町有数の緑
と滝と清流の美しい景勝地です。
　西秩父自然公園の山々が色づく頃に合わせ「尾ノ内渓
谷紅葉まつり」を開催します。
　地域の皆さんによる秋の味覚の販売やサービスを行
います。ぜひ、ご来場ください。
日時●11月10日(日)10:00～15:00(雨天決行)
場所●尾ノ内渓谷ふれあい館(河原沢地内)
問合せ●両神庁舎・産業振興課☎79-1101

問合せ●
両神ふるさとまつり
実行委員会事務局
☎79-1100
(両神庁舎・おもてなし課内)

　10月から消費税率が10％に引き上げ
られることに伴い、浄化槽設置費分担金
の額を変更します。

問合せ●小鹿野庁舎・住民生活課☎75-4170

日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内に
ご注意ください。
　日本年金機構や厚生労働省から、口座番号を聞いたり、
手数料などの金銭を求めることはありません。
　年金生活者支援給付金のご請求でお困りになったとき
は、お電話ください。
『給付金専用ダイヤル☎0570-05-4092』

問合せ●秩父年金事務所☎27-6560

■個人住宅の分担金(令和元年度)

申込＆問合せ●衛生センター
　　　　　　　☎75-0352

浄化槽の種類
標準（乗用車乗可） 人道（乗用車乗入不可）

5人槽
7人槽
10人槽

9月まで  
84,456円
97,740円

120,636円

10月から 
86,020円
99,440円

122,870円

9月まで  
57,132円
74,766円
92,124円

10月から 
58,190円
76,120円
93,830円
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※申込１０/１５（火)まで

ちびっこサロン～児童館で遊ぼう‼～ちびっこサロン～児童館で遊ぼう‼～
　親子で一緒に遊びながら、集団生活に慣れていく、月１回の
『遊び教室』です。
　遊びに来てみませんか？
日時●10月8日(火)、11月12日(火)9:30～11:30
場所●児童館
内容●リズム遊び、ふれあい遊び、トイレタイム、設定遊び、お
やつタイム
対象●1歳6か月以上で3歳までのお子さんと保護者　
※初めて参加される人はご連絡ください。
※動きやすい服装でご参加ください。

はぐくみ相談(予約制)はぐくみ相談(予約制)
　からだの使い方や発達について理学療法士が相談に応じま
す。予約制ですので事前にお申し込みください。
日時●10月18日(金)9:40～15:10
場所●児童館　　内容●個別相談
対象●からだの発達について相談したい就学前のお子さんと
保護者

10月1日(火)から
母子健康手帳アプリ「母子モ」が始まります
10月1日(火)から
母子健康手帳アプリ「母子モ」が始まります

　町では「安心して産み育てられるまちづくり」を重点目標に、
子育て中の人が健やかに安心して子育てできるよう妊娠、出
産、子育てを町全体でサポートしています。
　「母子モ」は、スマートフォンやタブレット端末、パソコンに対
応したサービスで、育児や仕事に忙しい母親や父親を助けてく
れる便利な機能が充実しています。
主なサービス　※利用料金はかかりません。
■町が発信する各種制度・サービスの案内
■妊娠期や子どもの健康データの記録・管理
■予防接種の標準接種日の自動表示、接種予定・実施管理、受
け忘れ防止アラート

■妊娠・出産・育児に関する基礎情報
やアドバイス
■子どもの成長を写真と一緒に記録
できる育児日記
■健診・教室など町からの子育て情
報のお知らせ
アクセス方法
■アプリ：App Store、Google Playで「母子モ」と検索
（対応ＯＳ：Android4.2以上、iOS9.0以上）
■Webブラウザ：https://www.mchh.jpにアクセス

子育てこころの相談(予約制）子育てこころの相談(予約制）
　子どもにイライラする、どう対応したらよいかなど子育てで
悩んでしまうことはないでしょうか？子育てしている人(父母・祖
父母等)を対象とした子育て相談です。お子さん連れでも参加
できます。
日時●10月7日(月)10:00～12:00
場所●児童館
内容●個別相談（訪問での相談も可能です。）
講師●臨床心理士　　
対象●子育てしている人
申込●10月4日(金)までにお申し込み
ください。

対象●①平成２８・２９年度生まれのお子さんと保護者②３０年度生まれのお子さんと保護者
同じ歳のお子さんをお持ちの皆さん。お友達になって一緒に活動しましょう。会員を募
集しています。

子育てサークル ①１０/９㊌、②１０/２３㊌
１０：００～１１：３０

1０/24㊍　１０：００～１１：３０親子のびのび体操
健康運動指導士：上野雅也

対象●１歳半以上のお子さんと保護者
親子で楽しく体を動かせる遊びを紹介します。

１０/３１㊍　９：４５～１１：３０ハロウィンを楽しもう
参加費：２００円

対象●０歳～3歳のお子さんと保護者
ハロウィンにちなんだ制作やゲーム、仮装をしたり、お菓子をもらって楽しみましょう。
（家からの仮装大歓迎です。）

１０/２5㊎　９：３０～１２：００
＊現地集合

すくすく離乳食体験
(ひまわり保育園)
参加費：３００円

対象●１歳未満のお子さんと保護者
ひまわり保育園見学に出かけます。離乳食の段階に応じた、素材の大きさや量、味付け
等保育園の離乳食をいただきながら、見てきましょう。※申込１０/１５（火)まで

１０/１㊋　１０：２０～１２：００ベビーマッサージ
講師：川田ひかりさん

対象●２～７か月のお子さんと保護者
歌を添えたベビーマッサージは赤ちゃんの体調を整え丈夫にし心も育てます。
【持ち物】大きめのバスタオル、オムツ、着替え等

事業名　　　　　     　　日時　　　　　　　　　　　　　　　　　対象／内容

●予約なし

お子さんの大好きな絵本を貸し出します。

月～金曜日 9：00～16：00 トイレトレーニング、しつけ、食事など子育てについて一人で悩んでいませんか？電話相
談を受け付けています。☎７５-０５５０　面接相談もできます。気軽にお話しに来ません
か？

子育て相談（電話）

10/30㊌  9：00～16：00子育て相談（面接）

事業のある日 ９：0０～１６：００絵本の貸し出し

10/3㊍
①10：0０～１１：0０
②11：1０～１１：3０

①発育測定
②誕生会

対象●0歳からのお子さんと保護者
①身長体重を測定します。毎月利用できる計測カードを用意してあります。
②誕生会を行います。誕生月のお子さんには手作り誕生カードをプレゼントします。みん
なでお祝いしましょう。

にこにこタイム
（手遊び・絵本読み聞かせ）

事業のある日　毎日
１１：30～１１：45、１6：00～１6：15

対象●０歳～３歳のお子さんと保護者
保育士の手遊びや絵本読み聞かせがあります。

ランチタイム 10月開所日
１１：３０～（水曜日以外） ランチを持参して楽しく食べましょう。

対象●０歳～３歳のお子さんと保護者
親子一緒にふれあって遊びましょう。＊午後開放は就学前のお子さんまでご利用いただ
けます。

土曜一日開放 10/5、１2、19、２6
９：００～１６：００

対象●0歳～小学生までのお子さんと保護者
庭やお部屋で小学生まで遊べます。保護者の人は、危なくないようにお互いに注意を
払って遊びましょう。小学生のお子さんだけの利用は、事前に必ず子育て支援センター
に連絡をお願いします。

ふれあい遊び 10/１0㊍　１０：００～１１：３０ 対象●１歳以上のお子さんと保護者
親子の肌と肌とのふれあいを通した遊びを楽しみましょう。
対象●０歳～３歳のお子さんと保護者
町立図書館司書による絵本紙芝居の読み聞かせ。月齢の小さいお子さんから大人まで
楽しめる絵本おはなし会です。

10/8㊋　１４：３０～１５：１０
１４：１５までにお集まりください。おはなし会

すくすく
（赤ちゃんの部屋）

毎週金曜日　
A10/4　B10/11　
C10/18
１０：００～１１：３０

対象●1歳未満のお子さんと保護者
A計測（保健師） Bふれあい遊び（保育士） C離乳食（管理栄養士） 
＊すくすく以外の日もお部屋は利用できますので、遊びに来てください。

毎日（イベントや年齢別講座日
以外）９：００～１６：００

開放赤ちゃんのお
部屋・プレイホール
（遊戯室）・園庭

●予約制です
予約受付：７月３日（月）午前１０時から開催前々日事業名　　　　　    　　日時　　　　　　　　　　　　　　　　　　  対象／内容

１０/２㊌　９：５０～１１：３０ 対象●1歳代のお子さんと保護者

１０/１１㊎　９：５０～１１：３０ 対象●２歳以上のお子さんと保護者

年齢別講座
よちよち 同年齢の親子がつどい、交流する居場所です。

年齢に応じた遊びをしたり、育児相談をお受け
します。

1０/２３㊌　１０：００～１１：３０
対象●1歳半以上のお子さんと保護者
秋の自然を感じながら、畑でさつま芋掘りをします。
【持ち物】帽子、長靴、軍手、着替え、タオル、ビニール袋、水筒

お庭で遊ぼう
（さつま芋掘り）
雨天時：ホール

１０/１７㊍　９：４５～１１：３０
対象●０歳～3歳のお子さんと保護者
子育て支援センターホールで運動会を開催します。年齢に応じたよーいドン！ハイハイ
競争、体操、親子競技等を行います。一緒に楽しみましょう！家族の応援団もお待ちして
います。【持ち物】着替え、水筒、タオル、ビニール袋等

運動会ごっこ
（子育て支援センターホール）
参加費：３００円

※申込期限に注意してください。１０月１日（火）午前１０時から開催前々日までに電話か来所でお申し込みください。

年齢別講座
てくてくじゃんぷ

『ほっとママステーション』情報『ほっとママステーション』情報『ほっとママステーション』情報『ほっとママステーション』情報 申込＆問合せ●小鹿野庁舎・住民生活課　
子育て包括支援室（ほっとママステーション）☎75-4101

タライでプール！楽しかったね。

水遊びおもちゃやバケツで
ジャー！冷たくて気持ちいい！！ ふれあい遊びで壁面作り！

コスモスのかわいい壁面
ができました。

すくすく離乳食。おかわりもして

いっぱい食べたよ！

楽し
いこと

いっぱいあるよ！

子育て支援センターの活動
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子育て支援センター

 情 報

応援します！
あなたの子育て

☎７５-０５５０

親子で遊びに来てね。待っています。



　8月24日に小学生英語体験講座として『こども英語劇』の発表会を行いました。
　ＡＬＴの音声を聞くことで全ての台詞を英語で覚えた子どもたちは、互いに助け合
い、短期間で大きく成長しました。異学年の交流や町内の学校間交流ができたことも、
子どもたちの財産になりました。
　当日は、会場に駆けつけてくださった約170人の観客の皆さんから盛大な拍手をい
ただき、子どもたち一人ひとりからは、舞台を演じきった満足感が表情にあふれ出てい
ました。終演後には、励ましと心温まる感想を大勢の皆さんからいただきました。応援
してくださった地域の皆さん、保護者の皆さんに心より感謝申し上げます。

　昨年度より取り組んでいる「おがの自学ノート」のデザ
インを刷新しました。町内の小学校から応募されたたくさ
んの作品の中から厳選した４つの作品を表紙や裏表紙に
使用し、使い方もわかりやすく記載しました。ポイントは、

子どもたちの「自由な学び」を育て、小学校を卒業するま
でに「勉強のやり方がわかる」ことを目指すために活用し
てほしいということです。また、それを支える「親子共学」
についても載せてあります。

小学生が英語劇にチャレンジ！小学生が英語劇にチャレンジ！

子どもたちの作品が表紙に！「おがの自学ノート」子どもたちの作品が表紙に！「おがの自学ノート」

少しずつ着実に力をつけています（令和元年度 学力テストの結果）少しずつ着実に力をつけています（令和元年度 学力テストの結果）

　小鹿野町の各小学校では、以前より詩や文章等
の暗唱に取り組んできました。小学校の段階で美
しい文章を暗記することは、よい言葉や文章のリ
ズム、語感などを身に付けることにつながり、大変
効果的です。教育委員会では、このたび「おがのこ
とだま百選」として、名文、名言、詩、小鹿野の民話
など百編を選び、小学生全員に配布しました。保護
者の皆さんには、「ことだま」の暗唱に取り組む子ど
もたちとたくさんのふれあいを持ち、「親子共学」
のよい機会としていただきたいと願っています。子どもたちには、自分のペースで楽
しみながら取り組んでほしいと思います。
　今後の暗唱検定などでは、地域の皆さんのご協力をお願いする場合もございます
ので、よろしくお願いします。なお、「おがのことだま百選」は、図書館にて閲覧・貸出が
可能です。

楽しく学ぶ「おがのことだま百選」スタート楽しく学ぶ「おがのことだま百選」スタート

小・中学校でサマースクールを開催小・中学校でサマースクールを開催
　町内の小・中学校で、今年もサマースクールが開催されました。暑
い時期でしたが、朝のうちの涼しい時間を利用したことで、子どもた
ちも集中して学習していました。小鹿野未来塾の講師の皆さんの協
力もあり、きめ細やかなご指導をいただくことができました。

■県平均を大きく上回る～全国学力テストの質問紙調査の結果～

■埼玉県学力テスト ■全国学力テスト

表紙：低学年（美坂伸一氏作） 表紙：中学年（田島昭泉氏作） 表紙：高学年（小菅光夫氏作）

表紙：両神小・黒沢結音さん

裏表紙：小鹿野小・加藤そらさん

表紙：両神小・新井芙優さん 裏表紙：小鹿野小・渡邊瑠菜さん

　応募してくださった
皆さんの作品は、10月
７日(月)から25日(金)
まで、両神ふるさと総
合会館2階ロビーに展
示しますので、ぜひご
覧ください。

低学年 高学年

•全体的に県平均に近づきつつあり、どの学年も着実に
学力が伸びてきています。

•小４の国語では、県平均を上回りました。

•全国学力テストでも、県平均との差が縮まりました。
•中３の国語では、ついに県平均を上回りました。

■小学生は83％（47/57項目）、中学生は75％（52/69項目）の項目が県平均を上回りました。
■家庭学習時間が増えてきています。子どもたちが、自学ノートに取り組む姿勢の表れでしょう。
■自己肯定感も高まっています。学校・家庭・地域でほめて育てていただくおかげです。
■夢や希望をもつ子どもが増えたのもうれしいことです。学習に向かう意欲にもつながります。
■人の役に立ちたい子どもが、ほぼ100％というのも、小鹿野町が誇るべきことです。

学校の授業以外に、普段どのくらいの時間勉強しますか（小6） 自分にはよいところがあると思いますか（小6）

将来の夢や希望を持っていますか（中3） 人の役に立つ人間になりたいと思いますか（中3）
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《あらすじ》本が大好きな小学生が、ゲーム好きで読書を嫌う友だちに本の楽しさを知っ
てもらおうと本の中に入り込みます。本の中で『浦島太郎』『白雪姫』『大きなかぶ』の楽し
い話を目の当たりにした小学生は、もっと本を読みたいと仲良くその場をあとにします。
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学校教育だより
問合せ●両神ふるさと総合会館・学校教育課
　　　　☎79-1201



No.2

　絵本を通して、親子がふれあい楽しい時間を過ごすた
めのお手伝いをします。当日は、絵本の読み聞かせと絵
本を1冊プレゼントします｡
日時●１０月２４日（木）１３：００～
場所●児童館（乳児健診会場）
※健診対象児童のみ

ブックスタート＆チャレンジ
(6か月児・12か月児)
ブックスタート＆チャレンジ
(6か月児・12か月児) プチ(赤ちゃんから3歳ぐらいまで)

日時●１０月８日（火）１４：３０～　１４：１５までに集合してください。
場所●子育て支援センター
内容●絵本・紙しばい・手遊び
キッズ(幼児・小学生)
日時●１０月２６日（土）１０：３０～
場所●両神ふるさと総合会館・視聴覚室
内容●絵本・紙しばい・工作

日時●10月30日(水)、11月6日(水）、13日(水)、19日(火)　　
　　　13:30～15:30
場所●小鹿野文化センター・会議室１
講師●大野しげ子さん(大野毛糸店)　
内容●かぎ針でベストを作ります。
定員●15人
費用●3,000円程度(毛糸代)
申込＆問合せ●10月1日(火)から受付開始です。
電話でお申し込みください。
小鹿野文化センター・中央公民館☎75-0063

毛糸屋さんの編み物教室

秋の寄せ植え教室

日時●10月19日(土)10:30～
場所●小鹿野文化センター・和室
対象●幼児、小学生、親子　※申込不要
問合せ●小鹿野文化センター・中央公民館
　　　　☎75-0063

楽しいおはなしの会

【第１日】
日時●11月16日(土)10:00～16:15(予定)
出演●歌舞伎サークルうぶ、小鹿野子ども歌舞伎、名士歌舞
伎、十六神楽保存会、小鹿野太鼓連合ほか
【第2日】
日時●11月17日(日)10:00～15:35(予定)
出演●小鹿野歌舞伎保存会、小鹿野中学校歌舞伎、柏沢神楽
保存会(両神小学校)、小鹿野太鼓連合、小鹿野囃子保存会、小
鹿野まつり音頭愛好会ほか
問合せ●小鹿野文化センター・社会教育課☎75-0063
※詳細は来月号に掲載します。

歌舞伎・郷土芸能祭
(第49回小鹿野町郷土芸能祭)

　入賞者に豪華賞品、参加者全員に参加賞をプレゼント
日時●10月14日(祝)9:00～
場所●小鹿野中学校校庭(雨天時：小鹿野中学校第二体育館)
種目●グラウンドゴルフ、バッコー、輪投げ、的当て等
問合せ●小鹿野文化センター・社会教育課☎75-0063

小鹿野町レクリエーション大会

日時●11月10日(日)9:00～
場所●秩父ミューズパーク(長尾根農林産物直売所)
講師●小鹿野陸上競技協会の皆さん
内容●南口→スカイロード→芝生広場(往復6㎞)　 　
費用●無料
申込＆問合せ●直接会場にお越しください。※申込不要
小鹿野文化センター・社会教育課☎75-0063

『正しく歩いて健康ライフ』ウォーキング教室

日時●10月30日(水)8:00スタート(雨天決行)
場所●ユニオンエースゴルフクラブ
定員●100人(定員になり次第締め切ります。)　　
費用●参加費2,000円、プレー費6,500円(昼食付)
申込＆問合せ●10月1日(火)から10月18日(金)までに、小鹿
野文化センターにある申込用紙に記入のうえ、窓口へお申し込
みください。
小鹿野文化センター・社会教育課☎75-0063

小鹿野町ゴルフ大会

おはなし会おはなし会

　今年の７月より小鹿野中学校内に図書館分室が移動しました。もうご覧になりましたか?
分室の本は、今までどおり貸出を行っています。また、図書館の利用券があれば中学校の
本も借りられます。中学校の本の貸出期間は2週間で2冊までです。
　開館時間は、13:30から16:30です。皆さんのご利用をお待ちしています。

日時●10月24日(木)【1組目】13:30～、【2組目】14:30～
場所●小鹿野総合センター・玄関前
講師●島田治男さん
定員●各組20人　　　　　　　　　
費用●1,500円(材料費)
持ち物●ビニール手袋、新聞紙、シャ
ベル
申込＆問合せ●10月1日(火)から受付
開始です。電話でお申し込みください。
小鹿野文化センター・中央公民館☎75-0063

日時●11月8日(金)19:00～21:00
場所●両神ふるさと総合会館・調理実習室
講師●小鹿野町管理栄養士
内容●コンビニ食材を使った簡単バランス料理を作ります。
定員●10人
費用●1,000円程度
持ち物●エプロン・三角巾・マスク
申込＆問合せ●10月7日(月)から受付開始です。電話でお申し
込みください。
両神ふるさと総合会館・両神公民館☎79-1311

男のイージークッキング
～コンビニ食材を使った簡単バランス料理～

　今年で４３回目となる両神ふるさとまつり文化展に展示する
一般作品を募集します。自作の絵画・工芸品・書等の出展を希
望される人は、10月18日(金)までに出展者・作品名を明記のう
え、両神ふるさと総合会館・両神公民館までお持ちください。皆
さんからのご出展をお待ちしています。
問合せ●両神ふるさと総合会館・両神公民館☎79-1311

第４３回両神ふるさとまつり文化展
一般作品募集

図書館Q&A図書館Q&A
　今回は、資料の貸出と返却についてです

本は何冊、CD・DVDは何本まで借りられるの？期間はどのくらいなの？

本は利用券１枚につき１０冊まで、CD・DVD・ビデオは合わせて５本まで借りられます。
貸出期間はどちらも１５日間です。返却は本館・分室・小鹿野文化センターでできます。
閉館のときは、両神ふるさと総合会館玄関左脇の返却ポストへ返却してください。
ただし、CD・DVD・ビデオは、返却ポストには入れずに直接窓口で返却をお願いします。
また、小鹿野文化センターへの返却は処理が遅れることがありますのでご了承ください。
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自然科学 歴史 美術全集 美術全集

日本文学 日本文学 分室  一般書・新着雑誌

分室  雑誌・新着本

分
室
　
児
童
書

学習スペース

中学校図書室
約１２，０００冊

町立図書館  分室
約１,２００冊

出入口

分室
紹介

図書館・生涯学習 広報 おがの
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問合せ●町立図書館
　　　　☎79-0150
　　　　町立図書館分室
　　　　☎070-1303-4095（平日13:30～16:30）

申込＆問合せ●小鹿野文化センター
　　　　　　　 ☎75-0063

図書館
だより 生涯学習

コーナー
町立図書館
町立図書館
分室　

7日(月)、15日(火)、18日(金)、21日(月)、28日(月)
5日(土)、6日(日)、12日(土)、13日(日)、14日(月)、19日(土)、
20日(日)、22日(火)、26日(土)、27日(日)、28日(月)

10月の
休館日



相
談
員

休日急患当番医休日急患当番医定期無料相談定期無料相談
行政相談
▶問合せ／総務課 ☎75-1223（直通）

＊秘密は厳守しますので、お気軽にご利用ください。

　公正・中立の立場から、行政などへ
の苦情や意見、要望を受け、その解決
や実現を促進します。
■毎月第3月曜日実施
※休日の場合は翌日
日時●10月21日(月)13:00～15:00
相談員●髙橋　稔さん
　　　　黒澤英子さん　
場所●小鹿野文化センター

移住相談
▶問合せ／総合政策課 ☎75-1238

　小鹿野町へのＵＩＪターンを希望す
る皆さんをサポートします。
■平日の移住相談窓口
日時●月～金曜日 8:30～17:15
　　　（祝日・年末年始を除く)
相談員●地域おこし協力隊員、町職員
場所●小鹿野庁舎・総合政策課
■休日の移住相談窓口
日時●土・日・祝日 10:00～19:00
相談員●移住支援員、地域おこし協
力隊員
場所●小鹿野町観光交流館
　　　(小鹿野町小鹿野314番地)

認知症に関する相談
▶問合せ／保健福祉センター ☎75-0135

■物忘れなどの生活の不安・介護全般
日時●①10月8日(火)9:00～12:00
　　　②平日(月～金)9:00～17:00
相談員●地域包括支援センター保健師
場所●保健福祉センター
②の場合、又は訪問を希望される場合は、事前
にご連絡をください。

心配ごと相談
▶問合せ／小鹿野町社会福祉協議会 ☎75-4181

　日常生活のあらゆる不安や悩みご
とのご相談に応じます。
■毎週木曜日実施(祝日は行いません)
日時●毎週木曜日 10:00～15:00
相談員●山崎登志男さん
場所●児童館
※第3木曜日は両神振興会館

秩父保健所の各種相談 ※要予約
▶問合せ／秩父保健所 ☎22-3824

■子どもの心の健康相談
相談員／臨床心理士
日時●10月25日(金)14:00～
相談員／医師
日時●11月12日(火)13:30～
■ひきこもり専門相談
相談員／公認心理師
日時●11月5日(火)13:30～
※相談時間は、予約の際にご確認く
ださい。

障害者の相談窓口
相談時間／月～金曜日(祝日を除く) 9:00～17:00

■身体障害者について
フレンドリー(カナの会)
☎26-7102　FAX62-5613
■知的障害者・障害児について・障害
者の就労・生活について
秩父障がい者総合支援センター
☎21-7171　FAX24-9963
■精神障害者について
生活支援センター アクセス
☎24-1025　FAX24-1026

消費生活・多重債務等の相談
▶問合せ／秩父市消費生活センター ☎25-5200

日時●月～金曜日 9:00～16:00
　　　(12:00～13:00を除く)
相談員●専門相談員
場所●秩父市消費生活センター
　　　(秩父市役所本庁舎2階)

法律相談
▶問合せ／総務課 ☎75-1223（直通）

■隔月(奇数月)実施
日時●11月19日(火)13:00～15:00
相談員●加藤純二さん(弁護士)
場所●小鹿野文化センター
※事前の予約は不要です。

登記・法律相談
▶問合せ／総務課 ☎75-1223（直通）

■相談内容
　相続の手続き・遺言の書き方、高齢
者の財産を保護する成年後見、クレ
ジット・サラ金の整理など
■隔月(偶数月第3水曜日)実施
日時●10月16日(水)13:00～15:00
相談員●埼玉司法書士会
　　　　秩父支部会員
場所●小鹿野文化センター
※事前の予約は不要です。

ひきこもり・こころの相談
～来所や訪問での相談～
▶問合せ／保健福祉センター ☎75-0135

■ひきこもり相談
　児童期から成人期の人を対象に、
ひきこもり・不登校でお悩みの本人、
家族からの相談をお受けします。ひ
きこもりの原因や解決策はさまざま
です。一緒に考えていきますので、ご
相談ください。
日時●10月31日(木)13:00～16:00
相談員●臨床心理士
場所●保健福祉センター
■こころの悩み何でも相談
日時●10月17日(木)13:00～16:00
相談員●臨床心理士
場所●保健福祉センター
申込●前日までに予約をしてくださ
い。予約のない場合は、中止となりま
すのでご了承ください。
※ご家族などご本人以外の相談も可
能です。
※秘密は守りますので、安心してご相
談ください。人権相談

▶問合せ／総務課 ☎75-1221

　「自分の悩みは人権侵害かも？」と
思ったら、一人で悩まず、気軽にご相
談ください。
■隔月(偶数月)実施
日時●10月16日(水)10:00～12:00
相談員●柴﨑　了さん
　　　　横田岩雄さん　
場所●両神振興会館

弁護士による法律相談　＊要予約
☎048-830-7830（県民相談総合センター）
日時／毎月第4水曜日13：00～16：00
　　　（祝日・年末年始は除く）
会場／秩父地方庁舎1階 県民相談室
　　　（秩父市東町29-20）

■みんなの人権110番　 ☎0570-003-110
■女性の人権ホットライン　☎0570-070-810
■子どもの人権110番　　☎0120-007-110
※電話は、最寄りの法務局・地方法務局に
つながります。

■休日急患対応
まずは休日診療所又は在宅当番医療機関を受診してください。

■救急告示医療機関
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。

秩父郡市医師会
休日診療所(熊木町)
診療時間／9:00～18:00

期日

10月6日
13日
14日
20日
22日
27日

10月6日
13日
14日
20日
22日
27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

小鹿野町
小鹿野町
東町
小鹿野町
小鹿野町
日野田町

☎75-2332
☎75-2332
☎22-0270
☎75-2332
☎75-0020
☎23-0777

小鹿野中央病院（内） 
小鹿野中央病院（内） 
健生堂医院（内・外）
小鹿野中央病院（内）
本間医院（内・小）
関根医院（内・外）

診療時間／8:30～翌日の8:30

皆野町
和泉町
皆野町
桜木町
桜木町
皆野町

☎62-6300
☎22-3022
☎62-6300
☎23-0611
☎23-0611
☎62-6300

皆野病院
秩父病院
皆野病院 
秩父市立病院
秩父市立病院
皆野病院 

※医療機関の都合で変更になることがあります。消防署西分署(☎72-0119)でご確認ください。
※平日、休日の救急医療体制については、秩父郡市医師会ＨＰでもご確認できます。

※18:00以降は必ず電話で確認のうえ、受診して
ください。

■休日在宅歯科当番医
　 診療時間／10:00～13:00

10月13日
14日

吉田久長
皆野町

☎77-2218
☎62-7777

てしがはら歯科医院
渡邉歯科口腔外科医院

※必ず電話で確認のうえ、受診してください。
※診療費用は通常の保険診療扱いとなりますので、保険証等を
忘れずに持参してください。

■平日夜間急患対応 ■土曜夜間急患対応

月
水

火・木・金

月
水

火・木・金

曜日 医療機関 電話

☎62-6300
☎22-3022
☎23-0611

皆野病院
秩父病院
秩父市立病院

10月5日
12日・26日

19日

期日 医療機関 電話

☎22-3022
☎23-0611
☎62-6300

秩父病院
秩父市立病院
皆野病院

■平日夜間小児初期救急対応
曜日 医療機関 電話

☎25-2711
☎22-3022
☎23-0611

あらいクリニック
秩父病院 
秩父市立病院 

※必ず電話で確認のうえ、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。 診療時間／19:30～22:00（祝日を除く）
※必ず電話で確認のうえ、受診してください。

月
水

火・木・金

期日 医療機関 所在地 電話

期日

■埼玉県救急電話相談（24時間 365日対応）
　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。急なけがや病気に関して経験豊富な看
護師が相談員となり、アドバイスしてくれますので、お
気軽に相談してください。

■埼玉県AI救急相談
　住民の不安解消や医療機関への適正受診を更に推
進するため、救急電話相談(＃7119)に加えて、ＡＩを活
用した「埼玉県ＡＩ救急相談」を導入しましたので、ご活
用ください。
　ＡＩ救急相談は、スマートフォンやパソコンから利用で
きます。
◎利用者が選択した症状について、「今すぐ救急車を呼
びましょう」や「現時点では医療機関に行く必要は無い
でしょう」といった緊急度の判定を行います。
◎症状によっては、家庭での対処法について助言しま
す。
◎スマートフォンを利用していれば、埼
玉県救急電話相談(＃7119)や119番へ
の電話が可能です。

●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

■埼玉県精神科救急情報センター
　夜間・休日において、精神疾患を有する人や、そのご
家族などからの緊急的な精神医療相談を電話で受け
付けています。

☎０４８-７２３-８６９９
受付　平日(月～金)／17:００～翌日8:30
　　　土・日・祝日／8:30～翌日8:30

■小鹿野町いつでも健康相談
　心と体のさまざまな相談に24時間体制で医師や専
門スタッフがお答えします。

☎０１２０-５５４-２４５
※小鹿野町民のみ利用できます。

検索埼玉県AI救急相談

広報 おがの 無料相談・医療 無料相談・医療 広報 おがの
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赤平川花火大会＆
とうろう流し
8/16（伊豆沢河原）

小鹿野保育所
お泊まり保育
8/23

第40回町民テニス大会　7/21

第64回町民野球大会
7/21、28
優勝／小鹿野４組

小鹿野町・川越市
いのちの水を訪ねる
上下流交流事業　8/31
(日尾河原・県営合角ダムほか)

両神神社例大祭　
9/8（両神薄）

満員御礼！！
落語家の桂米助さんと講談師
の神田松之丞さんをお招きし
て盛大に開催されました。

問合せ●小鹿野庁舎・総合政策課☎75-1238
　　　　両神庁舎・産業振興課☎79-1101
　　　　おもてなし課☎79-1100

「小鹿野町地域おこし協力隊」の活動は
Facebookページでチェック！ ➡

地域おこし協力隊

太田　誠 ･ 星　利彦 ･ 沢田 朋輝 ･ 
本　奈代子 ･ 片桐 翔太 ･ 工藤 エレナ ･ 宮本 莉帆

おおた　　 まこと　　ほし　　 としひこ　　　さわだ　　ともき

もと　　     なよこ　　　　かたぎり　しょうた　　　  くどう　　　　　　　　　 みやもと　　りほ

ダリア園にはこんなダリア
もあります。(沢田)

完熟カボスを使ったイベント
「黄金の雫祭」実行委員会の
会長に就任しました。小鹿野
と秩父市吉田を合わせてカ
ボスの出荷量は全国5位だと
か！氷柱の時期に、皆さんで
「黄金の雫サワー」を呑みま
しょう！(工藤)

ハチミツの瓶詰めをしました。(片桐)

カラスの捕獲檻
を組み立て、設置
しました。(星)

地域おこし協力隊通信地域おこし協力隊通信 VOL.28VOL.28

両神農林産物直売所の
産直宅配！発送を開始し
ました。(太田)

中学生男子ダブルス優勝
岩野匠真・浅賀景登ペア

中学生女子ダブルス優勝
岩田紅葉・出浦智佳ペア

一般男子ダブルス優勝
入沢郁夫・和田京太郎ペア

一般女子ダブルス優勝
大野萌子・豊田マリペア

ソフトテニスの部

硬式テニスの部

恒例行事『とうろう流し』は、
残念ながら今年が最後の
開催となりました。

10月6日(日)に開催される、おがのラ
イダー宿のポスターモデルをさせて
いただきました。今年で10回目とな
り、たくさんのブースが出展します。
また、観光交流館のイベント企画と内
装を担当し、Facebook『秩父おがの
観光交流館』も随時更新中！(宮本)

第33回小鹿野町民劇場
『おがの寄席』
9/6（小鹿野文化センター）

▼お楽しみ抽選会
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小鹿野

フォトニュース
小鹿野

フォトニュース
フォトニュース 広報 おがの



我が家の

天使天使

「人権尊重社会をめざす県民運動」事業

第20回
秩父郡市人権フェスティバル

「人権尊重社会をめざす県民運動」事業

第20回
秩父郡市人権フェスティバル

日時●10月18日(金)13:00～16:00
　　　(開場12:00～)
場所●横瀬町 町民会館(☎22-2267)
内容●太鼓演奏、人権作文の発表、講演会
※ロビーにおいて、手作りパンなどの販売
や人権標語の展示なども行います。
費用●無料
問合せ●小鹿野庁舎・総務課☎75-1221

下小鹿野
福島勝広さん・早織さん

奈々花(ななは）ちゃん　姉

瑛斗(えいと）くん　弟

※
ご
家
族
の
同
意
を
い
た
だ
い
た
人
の
み
掲
載
し
て
お
り
ま
す
。（
同
日
は
、届
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※
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線
の
放
送
内
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訃
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別
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お
知
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認
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き
ま
す
。　
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用
電
話
番
号
☎（
79
）1
7
6
1

8月
２日

１６日
２１日

小鹿野
三山
小鹿野

長留
両神薄

7月
２５日
２９日

栗原 芽希（浩司）
黒沢 悠斗（雅人）

いぶき

ゆうと

飯田
三山

8月
１０日
１４日

磯田　凛（真吾）
相馬 圭佑（和明）

　 りん

けいすけ

ご出産おめでとうございます。
《8月中の同意書届出（　）は保護者・敬称略》

お悔やみ申し上げます。
《8月中の同意書届出・敬称略》

7月
１８日
２７日
２９日
３０日
３１日

般若
般若
下小鹿野
小鹿野
両神薄

柴﨑 利子（６０）
加藤晋太郎（７２）
隝田マツノ（９６）
萩𠩤 照美（６８）
福田 慶子（７２）

祝 悼
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会
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秋

簡単な手話を

覚えましょう【第13回】

簡単な手話を

覚えましょう【第13回】

手話通訳者・要約筆記者を派遣します手話通訳者・要約筆記者を派遣します

町から

表彰状を贈りました
町から

表彰状を贈りました

第8回埼玉クイズ王決定戦を開催します！第8回埼玉クイズ王決定戦を開催します！

新井 妙子（９１)
新井 和子（６６)
髙橋 正一（８１)

　海洋プラスチックごみ問題は、川から海へ流れ込むものが
大きな要因となっています。買い物時は「マイバッグ」を使用し、
レジ袋のごみを減らしましょう。飲み物は「マイボトル」を使用
し、ペットボトルなどの使い捨て容器のごみを減らしましょう。
問合せ●小鹿野庁舎・住民生活課☎75-4170

プラスチックごみを減らす生活
を心掛けましょう

プラスチックごみを減らす生活
を心掛けましょう

講演会 ｢差別の無い世の中作り｣
講師 　三遊亭多歌介(落語家)

指を広げた両手を顔に近づけ、手
のひらであおぐ動作を繰り返す。

　町では、聴覚及び音声言語機能に障害のある人の社会生活でのコミュニケーショ
ンを円滑にするため、手話通訳者又は要約筆記者を派遣しています。
対象●手話通訳者又は要約筆記者の派遣を必要とする聴覚及び音声言語機能に障
害のある人
費用●無料
申込＆問合せ
■町が主催するイベント、講演会、会議等で派遣を希望される場合
　手話通訳者等派遣申請書を保健福祉センター・福祉課へ提出（FAX可）してくださ
い。なお、申請書は福祉課に用意してあります。また、町ホームページからもダウン
ロードできます。
■通院や授業参観、各種手続き等の個人の用件で派遣を希望される場合
　埼玉聴覚障害者情報センターへ直接連絡のうえ、予約をしてください。
※町への申請又は埼玉聴覚障害者情報センターへの予約は、派遣希望日の14日前
(土・日・祝日を除く)までにお願いします。
　手話通訳者等の派遣調整のため、申請や予約はできる限り早めにお願いします。
なお、政治や宗教活動、企業等の営利活動には派遣できません。
保健福祉センター・福祉課☎75-4109　FAX75-4710
埼玉聴覚障害者情報センター☎048-814-3353　FAX048-814-3354

　クイズを通して埼玉の魅力を知っていただくべく、「第
8回埼玉クイズ王決定戦」を開催します。優勝・入賞チー
ムには県産品をはじめ様々な商品を用意しています。参
加費無料で参加賞もありますので、ふるってご参加くだ
さい。
日時●①令和元年12月1日(日)10:00～、13:30～ 
　　　②令和2年1月13日(祝)13:30～
場所●①コクーンシティ(さいたま市) ②ウェスタ川越(川越市)
締切●①11月21日(木) ②12月26日(木)

決勝大会
日時●令和2年2月2日(日)13:00～
場所●イオンレイクタウン(越谷市)
申込＆問合せ●両神庁舎・おもてなし
課に置いてある応募用紙に必要事項
を記入のうえ、埼玉クイズ王決定戦実行委員会事務局
(埼玉県産業労働部観光課内)へお申し込みください。
埼玉クイズ王決定戦実行委員会事務局
☎048-830-3955

　小鹿野町社会教育
委員会委員として長
年ご尽力いただいた、
下小鹿野の髙橋昌子
さんへ町から表彰状
を贈りました。
　髙橋さんは、在任
13年4カ月もの多年
にわたり、社会教育推
進のために尽くされ
ました。

　両神山麓花の郷
『ダリア園』は、地元
ボランティアの皆さ
んにより運営され、
ダリアをひと目見よ
うと、連日、大勢の
来場者が訪れてい
ます。
　丹精込めて育てたダリアをぜひご覧
ください。
開園期間●11月3日(日)まで
開園時間●9:00～16:30
環境整備協力金●400円(中学生以上)
問合せ●両神庁舎・おもてなし課☎79-1100

『ダリア園』開園中です『ダリア園』開園中です

２人はいつも仲良し♡
２人はいつも仲良し♡

みんなの広場 広報 おがの
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日時●10月24日(木)受付13:00～13:50
※BCG接種を希望される場合は13:15までに受付してくださ
い。13:30から予診・接種を行います。
場所●児童館
該当児●[健診]平成30年9月、10月、12月、平成31年1月、3
月、4月、令和元年6月、7月生まれ〔予防接種〕平成31年3月、4
月生まれと10月23日までに12か月未満で未接種の乳児
持ち物●健診時に母子手帳と健康診査票(3か月児は子育てア
ンケート）、BCG接種を受ける人は予診票(青色)

3・6・9・12か月児健診＆ＢＣＧ予防接種

■長寿筋力アップトレーニング教室
　筋肉を鍛えることで、いつまでも若々しい体を保つことがで
きます。筋肉も含め、体を動かす機会をつくりませんか？
日時●①10月9日(水)、23日(水)14:00～15:00
　　　②10月10日(木)、24日(木)19:00～20:00
場所●①児童館　②いきいき館
対象●20歳以上の町民　　内容●筋力トレーニング等
※参加を希望される人は事前に保健課に連絡してください。

■バランスボール教室
　バランスボールの使い方を楽しく学び、日常生活に体を動か
す機会をつくりませんか？
日時●10月11日(金)、17日(木)10:00～11:30
※いずれか1日の参加で、前日までに予約が必要です。
場所●児童館
対象●20歳以上の町民　　定員●12人
持ち物●運動のできる服装、タオル、飲み物
◎疾患のある人は、事前に主治医に相談してからお申し込みく
ださい。

■高精度体組成計による測定日(予約制)
日時●10月16日(水)18:00～20:00
場所●いきいき館　　対象●20歳以上の町民　　
定員●10人　　内容●体組成測定、結果説明

ヘルスアップ事業おがの

　さまざまな活動を通じて、対人関係の向上や社会参加を目
指します。ふれあい作業所とボランティア団体よもぎの会と保
健課が共同で実施いたします。短時間の参加も可能です！興味
のある人は、気軽にお問合わせのうえ、ご参加ください。
日時●10月18日(金)10:00～13:00　　
場所●長寿ハウス
対象●精神疾患で治療中の人、人前に出るのが苦手と感じている人等
内容●お茶会(お話し会)・簡単な調理・軽い運動など
※参加費として100円をいただきます。

『お茶会・交流会』に参加してみませんか？

「みんなで延ばそう健康寿命」～自分のからだと向き合う令和～
健康ふれあいフェスティバル
第38回小鹿野町健康まつり・第35回町民輪投げ大会

「みんなで延ばそう健康寿命」～自分のからだと向き合う令和～
健康ふれあいフェスティバル
第38回小鹿野町健康まつり・第35回町民輪投げ大会

Hm2

場所●小鹿野中央病院　保健福祉センター
内容●運動の体験コーナー・CTスキャンによる内臓脂肪
測定（有料）・歯科健診・骨密度検査・健康はつらつライブ・
講演・即売コーナーなど、町民の皆さんが、楽しみながら健
康の知識が身に付き、実際に検査や測定などができるコー
ナーもあります。ご家族、ご近所お誘い合ってぜひご来場
ください。(詳しくはチラシをご覧ください。)

がん検診を受けましょうがん検診を受けましょう
　がんは早期発見・早期治療により、生存率が高まり
ます。10月はがん検診受診率50％達成に向けた集
中キャンペーン月間です。
　国民の2人に１人が“がん”になり、3人に1人が“が
ん”で亡くなっています。
　胃がんや乳がん、子宮頸がん、大腸がんは、検診で
見つかった場合、5年生存率が9割以上といわれてい
ます。自覚症状がなくても定期的な検査を受けるこ
とが大切です。

特定健診(個別健診)特定健診(個別健診)
　国民健康保険に加入している人を対象に、医療機
関で個別健診の受診が可能です。
対象●40歳から74歳の国民健康保険加入者で、令
和元年度に集団健診未受診の人、又は人間ドック受
診予定がない人
期間●令和2年3月31日(火)まで(75歳を迎える人
は誕生日の前日まで)
場所●町内の指定医療機関(直接医療機関へ予約し
てください。)
持ち物●保険証、受診券、受診票(5月に郵送した個
別通知をご確認ください。)

子宮頸がん検診子宮頸がん検診
日時●10月７日(月)12:30～14:00
場所●小鹿野文化センター
対象●20歳以上の町民
定員●60人(申込順)
費用●子宮頸がん検診800円
申込●保健課に電話でお申し込みください。
※加入医療保険は関係ありませんが、年度に１度限
りとなります。(がん検診とセットでできる人間ドック
の補助申請や、個別がん検診の申込は常時受け付け
ています。)

Hm4Hm4

インフルエンザ予防接種費助成インフルエンザ予防接種費助成
期間●10月20日(日)～令和2年1月31日(金)
※開始は医療機関ごとに異なります。
接種場所●契約医療機関
対象●65歳以上の人と中学3年生
※65歳以上の人は、地区回覧をご覧ください。中学
3年生には、個別に通知します。
費用●65歳以上の人は、自己負担金1,200円です。
中学3年生は、1回のみ全額助成します。
申込●各医療機関へ直接お申し込みください。

健康教室・健康診査コーナー 申込＆問合せ●保健課☎75-0135（直通）

　認知症の人やその家族が気軽に出かけられ、また地域の皆
さんとの交流を深めるためのカフェです。認知症に関する相談
も受けられます。
日時●10月8日(火)13:30～15:00
場所●総合ケアセンター巨香の郷　地域交流スペース　
※参加費として100円をいただきます。

Hm1オレンジカフェ『笑顔』

Hm1

Hm1

Hm1

■ヘルスアップ教室～体組成・骨密度測定～（予約制）
　あなたの筋肉や脂肪と骨の強さを調べて、健康を意識した
運動や食事について実践するきっかけにしてみませんか？
日時●10月28日(月)13:30～14:30
場所●いきいき館　　
対象●20歳以上の町民　　定員●10人
内容●高精度体組成と骨密度測定、結果説明、簡単な運動の
実技と骨粗鬆症予防食事指導

Hm1

『がん予防講演会』
　気になるがんについての最新情報を伺います。
日時●10月16日(水)13:30～15:00
場所●小鹿野文化センター・大会議室
内容●「がんの治療と予防」
講師●国保町立小鹿野中央病院　平田まりの先生
『歯科の講演会』
　歯周疾患は生活習慣病予防に深い関わりがあります。
日時●11月14日(木)13:30～15:00
場所●小鹿野文化センター・大会議室
内容●「歯周疾患予防について」
講師●しまだ歯科医院　院長　嶋田出先生

健康講演会を開催します

　音楽で認知症を予防する介護予防教室です。
日時●10月3日(木)、17日(木)13:30～15:00
場所●小鹿野文化センター　　
対象●65歳以上の人

Hm1

Hm1

バンビちゃんの会

■いきいき館利用のための初回講習会
　講習を受けていただき、安全に自分に合った運動をお勧
めします。
日時●10月8日(火)、29日(火)18:00～19:30
対象●20歳以上の町民で初めていきいき館を利用する人
申込●いきいき館☎75-4477
内容●いきいき館の利用方法（運動器具の使い方）
持ち物●運動靴、運動のできる服装、タオル、飲み物　
※疾患のある人は事前に主治医に相談後、お申し込みください。
※書類の記入がありますので、講習会の開始10分前には
来館してください。
■いきいき館夜間開放日
　初回講習会を受けた人は、受講証明書を持ってご利用ください。
日時●毎週火･水･木曜日(祝日は休館) 17:30～21:00(最
終入館20:30まで)
※10月の開放日は、1日、2日、3日、8日、9日、10日、15日、
16日、17日、23日、24日、29日、30日、31日(10日、24日は
運動教室有)

町民輪投げ大会参加者募集
　“輪投げ”はある一定の距離から的に向かってゴ
ムでできた輪を投げ、点数を競う競技です。誰で
もできると思っても、なかなか入らない！全身を使
って投げるコツもあります。中学生から高齢者ま

でどなたでも参加できます。3人1組のチームをつ
くり、優勝を目指してみませんか！一般の部・高齢
者の部の2部門で団体戦と個人戦を行います。
※事前の申込が必要です。詳細は地区回覧をご
覧ください。

～輪と和で競う健康づくり～

10/27日
9:30～13:00

保健・福祉 広報 おがの広報 おがの 保健・福祉

30 広報 おがの　10月号 31広報 おがの　10月号

保健・福祉
保健課 健康増進·地域包括担当
☎75-0135  FAX75-4710

※問合せの表記がない記事はこちらが連絡先です。



●郷土料理(おやき)体験
日時　11月10日(日)10:00～12:00
場所　みどりの村　若者センター
費用　1,000円　定員　20人(抽選)
締切　10月25日(金)必着
●そば打ち体験
日時　11月17日(日)10:00～12:00
場所　みどりの村　若者センター
費用　1,000円　定員　28人(抽選)
締切　11月1日(金)必着
申込&問合　往復はがきにて参加イ
ベント名、参加者全員の住所、氏名、
連絡先と年齢を明記のうえ、応募して
ください。
〒368-0101小鹿野町下小鹿野27
みどりの村管理事務所☎75-3441
http://www.midorino-mura.com/

みどりの村イベント

●彩の国ふれあいの森「紅葉まつり」
日時　11月3日(祝)10:00～15:00
内容　丸太切り、木工工作、木の葉の
パウチ作り体験のほか、木工品、郷土
料理などの販売　※事前申込不要
費用　無料(一部の体験は有料)
※このほかのイベントや詳細は、ふ
れあいの森HPをご覧ください。
申込&問合　いずれのイベントも電
話でお申し込みください。

彩の国ふれあいの森埼玉県森林科
学館☎56-0026
http://www.chichibu.ne.jp/̃fur
emori/

彩の国ふれあいの森のイベント

●草木染め体験
日時　10月12日(土)、13日(日)両日
とも10:00～14:00
内容　県民の森で採取した身近な植
物を使っての染め物体験です。
対象　小学生以上(小学生は保護者同伴)
費用　500円
定員　各日10人(申込順)
締切　10月9日(水)
※このほかのイベントや詳細は、県
民の森HPをご覧ください。
申込&問合　いずれのイベントも電
話でお申し込みください。
埼玉県県民の森☎23-8340
http://www.chichibu.ne.jp/̃ssi
nrinp/kenmori-2.html

埼玉県県民の森のイベント

　秩父鉄道「和銅黒谷駅」をスタート
し、標高581ｍの蓑山に登るハイキ
ングです。ゴールの皆野町役場では
「みんなの皆野ふれあいまつり」が開
催されています。山頂の美の山公園
では、美の山の植物とともだちにな
れる植物観察会や押し花クラフト体
験、皆野高校生によるイノシカバー
ガーの販売(予定)があります。ぜひ、
ご参加ください。(参加費無料、事前
申込不要)
日時　11月3日(祝)9:00～(雨天決
行・荒天中止)
場所　秩父鉄道「和銅黒谷駅」集合
(受付9:00～10:00)
コース　全長7㎞、高低差400ｍ、歩
行時間約3時間
持ち物　昼食、飲み物
問合　埼玉県秩父環境管理事務所
☎23-1511

美の山体験ハイク2019

日時　10月29日(火)9:30～16:00
集合　東京大学秩父演習林事務所
(秩父市日野田町1-1-49)
内容　樹木は周囲のさまざまな環境
の変化に適応して姿を変えていきま
す。どのような原因があり、どのよう
な形になるのか、理論と実例を紹介し
ます。紅葉の森林を散策しながら、樹
木の形からその樹木がたどってきた

来歴に思いをはせてみてください。な
お、天候の状況により変更があります。
対象　一般 ※山道を歩くことがあり
ます。
費用　500円(保険料・資料代)
定員　20人(定員を超えた場合は抽選)
締切　10月18日(金)必着
申込＆問合　住所・氏名・生年月日・性
別・電話番号・緊急連絡先(参加者以
外の家族等)を明記のうえ、メール又
はFAXでお申し込みください。
東京大学秩父演習林利用促進チーム
☎22-0272　FAX23-9620
メール chichibu-riyou@uf.a.u-tokyo.ac.jp

●教えて、釣り名人!親子で楽しむ秋
の自然体験キャンプ『イワナ・ニジマ
ス釣り、棒パン作り』
日時　10月26日(土)10:10～27日
(日)13:00(1泊2日)
場所　中津川渓流釣り場集合、大滝
げんきプラザ泊
内容　渓流釣り、星空観察、棒パン作
り体験等
対象　幼児、小・中学生とその家族50人
費用　幼児、小・中学生5,500円程度、
大人5,000円程度
※このほかのイベントや詳細は、大
滝げんきプラザHPをご覧ください。
申込&問合　10月1日(火)から電話
でお申し込みください。県立大滝げ
んきプラザ☎55-0014

大滝げんきプラザのイベント

　秩父郡市の障がい者団体とボラン
ティアによる心温まるコンサート。皆
さんに感動をお届けします。

日時　10月27日(日)13:30～(開場
13:00～)
場所　秩父ミューズパーク・音楽堂
内容　歌や太鼓・バンド演奏
費用　無料
問合　社会福祉法人 清心会さやか
☎24-9956

第23回ふれあいコンサートin秩父

(秩父市東町29-20)
内容　【第1部トーク＆ライブ】フォー
クグループ「コスモス」
【第2部講演会】NPO法人サコネット
秩父　理事　宮下泰男 氏
費用　無料
対象　おおむね40代以上
定員　50人(申込順)
申込＆問合　11月4日(月)までに下
記担当あて電話又は電子メールでお
申し込みください。
※電子メールの場合、本文に①申込
みの旨、②氏名、③年代、④お住まい
の市町村名を記入してください。
埼玉県秩父地域振興センター　総
務・防災・県民生活担当☎24-1110
メール　t241721@pref.saitama.lg.jp

～人生100年時代を充実させる秘訣～
「第3回生涯現役サポートセミナー」

●介護職員向けExcel 2013
日時　12月7日(土)、14日(土)9:00
～16:00
費用　受講料2,000円、テキスト代
2,000円＋税
申込＆問合　11月1日(金)から10日
(日)までに往復はがき又はホーム
ページでお申し込みください。
熊谷高等技術専門校秩父分校
☎22-1948
http://www.pref.saitama.lg.jp/
soshiki/b0808/

県立熊谷高等技術専門校秩父分校
技能講習の受講生募集

　埼玉県では、地域における地球温
暖化防止普及活動の担い手である
「埼玉県地球温暖化防止活動推進
員」として、令和2年4月から2年間、
活動していただける人を募集します。
申込＆問合　募集要領で応募要件等
を確認のうえ、12月2日(月)までに応
募してください。
埼玉県環境部温暖化対策課
☎048-830-3033
http://www.pref.saitama.lg.jp/
a0502/suishinin.html

「埼玉県地球温暖化防止活動推進員」
を募集します

　労働保険料(労災保険・雇用保険)
の第2期分の納期限は10月31日で
す。
　納付書は、納期限の10日前頃に該
当事業所へ郵送します。また、保険料
納付については、口座振替が便利で
す。申込手続きについて詳しくは、厚
生労働省又は埼玉労働局のホーム
ページをご覧ください。
問合　埼玉労働局労働保険徴収課
☎048-600-6203

花の森こども園「わくわく秋まつり」

日時　11月10日(日)10:30～15:00
場所　花の森こども園(皆野4081-1)
内容　炭火で棒巻きパン、自然素材
使用のワークショップなどの自然体
験。ＳＤＧsの達成に向けてワークショ
ップを行います。
費用　入場無料 ※体験内容により
費用がかかります。
定員　各体験30人～100人 ※事前
申込不要
持ち物　マイ箸、マイカップ
※汚れてもよい服装でお越しください。
問合　認定NPO法人 花の森こども
園☎62-4545(平日10:00～16:00)

秩父地域障害者就職面接会

日時　11月15日(金)
13:00～16:00(受付12:30～)

埼玉県最低賃金の改定

　令和元年10月1日から埼玉県最低
賃金は、時間額926円(引上げ額28
円)となりました。
　埼玉県最低賃金は、賃金の最低限
度を定めるもので、年齢や雇用形態
に関係なく、パートや学生アルバイト
を含め、県内の事業場で働く全ての
労働者に適用されます。
　使用者も労働者も、賃金額が1時
間当たり926円以上かどうか必ず確
認しましょう。※一部の産業には、特
定(産業別)最低賃金も適用されます。
問合　埼玉労働局労働基準部賃金
室☎048-600-6205
秩父労働基準監督署☎22-3725

事業主の皆さんへ
労働保険のお知らせ

●武蔵野美術大学「秩父つむぎ展」
　林家たい平さんと学生による作品
展です。
日時　11月5日(火)～10日(日)
10:00～16:30(入場無料)
場所　ムクゲ自然公園・森の美術館
問合　ムクゲ自然公園☎62-1688

ムクゲ自然公園からのお知らせ

日時　11月8日(金)14:00～15:30
(受付13:30～)
場所　秩父宮記念市民会館・けやき
フォーラム
講師　埼玉県立循環器・呼吸器病セ
ンター　吉川雄一郎(脳神経セン
ター長・脳神経外科科長)
費用　無料
申込＆問合　事前の予約が必要です。
10月28日(月)から電話でお申し込
みください。埼玉県立循環器・呼吸器
病センター　地域医療連携室
☎048-536-9900(平日9:00～
17:00)

急げ！脳卒中～脳卒中治療の最前線～
出張いきいき健康塾を開催します

日時　11月8日(金)13:30～15:30
場所　秩父保健所
内容　ファシリテーターと共に、同じ
体験をされた人同士が、安心して語
りあう場を提供します。(参加無料)
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人
※前日までに事前申込が必要です。
問合　秩父保健所　保健予防推進
担当☎22-3824

大切な人を自死(自殺)で亡くされた方の
「語らいのつどい」

東京大学秩父演習林公開講座
「樹木のボディランゲージ」

イ ベ ン ト

募 集

案 内
　あなたの経験や知識を活かして、
地域活動への一歩を踏み出しません
か？
日時　１１月１０日(日)10:00～11:30
場所　秩父地方庁舎3階・大会議室

場所　秩父宮記念市民会館２階・け
やきフォーラム
参加企業　10社(予定)
持ち物　ハローワークカード、履歴書
申込＆問合　ハローワーク秩父　障
害者担当☎22-3215

お詫びと訂正

　先月9月号(168号)の5ページ中「小鹿野町に移住して起業・就業する人を応援します」の
「交付対象」の項目に誤りがありました。次のとおり「交付対象」の項目すべてを訂正してお詫
び申し上げます。

※訂正の概要
　埼玉県内に在住し、東京都23区内に通勤していた人も交付対象となっていましたが、正し
くは交付対象ではありません。
問合せ●小鹿野庁舎・総合政策課☎75-1238

檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、
御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、
長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
山北町、真鶴町、清川村

東 京 都

千 葉 県

神奈川県

交付対象●次のどちらかに該当する人です。
①住民票を移す直前まで連続して5年以上、東京23区に在住している人
②住民票を移す直前まで連続して5年以上、埼玉県を除く東京圏(東京都、千葉県、神奈川
県(下記の条件不利益地域は除く))に在住し、かつ東京23区内に通勤していた人

  条件不利地域
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