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9月1日現在　【世帯数】4,665世帯
　　　　　　【総人口】11,265人【男性】5,605人【女性】5,660人
8月中の異動　出生3人/死亡16人/転入15人/転出26人
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2020（令和2年）NO.181 広報おがの／令和2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

戸籍の窓 合角ダム貯水量状況
（令和2年9月15日現在）
貯水位　315.77ｍ
貯水量　4,714,900㎥
貯水率　101.4％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。

役場の休日窓口開設日（小鹿野庁舎のみ） 土曜日の8：30～17：15（祝日を除く）

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/▲子育て支援センター/●児童館/◎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/☆おがのこども園
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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

納期は11月2日(月)です。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、事業が中止となる場合があります。

生
小鹿野町小鹿野町10月
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両神山麓花の郷「ダリア園」開園　9/1～
　今年も地元ボランティアの皆さんが丹精込めて育てたダ
リアが咲き誇っています。約350種類の色とりどりのダリアは
圧巻です。
　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、入園の際に
は、マスクの着用と検温にご協力をお願いします。
開園期間●11月3日(祝)まで
開園時間●9:00～16:30
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▲よちよち
●長寿筋トレ
■夜間開放

▲親子ふれあい遊び
■日中開放
■長寿筋トレ

▲開放
●はぐくみ相談（運動）
■介護予防
　ボランティア講座

▲開放
■日中開放

寒露

▲開放（栄養相談）
▲すくすく（栄養相談）
■ステップ体操

★図書館休館日

▲開放
●子育てこころの相談
■日中開放

▲開放
◎こころの悩み
　何でも相談
■日中開放
●バランスボール教室

▲お庭で遊ぼう
　（さつま芋掘り）
◆健康講演会
■介護予防
　ボランティア講座

▲ミニ運動会
◆バンビちゃんの会
■日中開放
◆乳がん子宮頸がん
　検診
■長寿筋トレ

▲開放
▲すくすく
　（ふれあい遊び）
■ステップ体操
●3歳児健診

▲てくてくじゃんぷ
●キッズサロン
◆オレンジカフェ「笑顔」
◎認知症相談日
◎ひきこもり相談
■介護予防
　ボランティア講座

▲開放
●長寿筋トレ
■夜間開放日
★なかよしキッズ

★図書館休館日

★図書館休館日

★図書館休館日

▲開放
●長寿筋トレ
■体組成測定
■夜間開放日

▲開放
●バランスボール教室
■日中開放
■長寿筋トレ

▲子育て講座
■ステップ体操
●お茶会・交流会

土用 霜降統計の日 国連デー

▲開放
■ヘルスアップ教室
■日中開放

▲親子のびのび体操
◎こころの悩み
　何でも相談
◎認知症相談日
■介護予防
　ボランティア講座

▲開放（発育測定）
■日中開放
◆バンビちゃんの会

▲開放
▲すくすく
　（発育相談）
■ステップ体操

▲開放
●長寿筋トレ
■夜間開放日

▲開放
●乳児健診
■日中開放
■長寿筋トレ

▲ハロウィンを
　楽しもう！
■ステップ体操

★図書館休館日

▲開放
■日中開放

▲開放
●長寿筋トレ
■夜間開放日

▲発育測定
◆バンビちゃんの会
■日中開放
■長寿筋トレ

▲開放
▲すくすく
　（発育相談）
■ステップ体操

★図書館休館日

計量記念日
彩の国教育の日

文化の日 立冬

十五夜
共同募金・法の日



小鹿野町元気回復事業小鹿野町元気回復事業
キャッシュレス決済導入支援金

交付事業のお知らせ
キャッシュレス決済導入支援金

交付事業のお知らせ
　新型コロナウイルス感染症の感染リスク低減及び消
費者の利便性向上を図るため、町内の店舗や事業所に初
めてキャッシュレス決済を導入する事業者に対し、支援金
を交付します。
対象者●小鹿野町内の店舗や事業所において、令和2年
4月1日以降に初めてキャッシュレス決済を導入した事業
者
※既にキャッシュレス決済を導入しており、新たに他の
キャッシュレス決済を追加する場合は対象となりません。
※過去にキャッシュレス決済サービスを導入したことが
ある場合でも、契約の解除等により令和2年3月31日時
点においてキャッシュレス決済を導入していなければ対
象となります。
金額●1事業者につき、一律5万円
申請方法●交付申請書に所定の書類を添付し提出
申請期間●令和3年3月1日(月）まで
問合せ・申請●両神庁舎・おもてなし課☎79-1100

キャッシュレス決済促進事業
のお知らせ

キャッシュレス決済促進事業
のお知らせ

　秩父地域1市3町（秩父市・横瀬町・皆野町・小鹿野町）
で連携し、コロナ禍における地域内消費を活性化します。
感染症予防対策の観点から直接現金の受け渡しのない
キャッシュレス決済を促進させるため、「秩父地域キャッ
シュレス決済促進事業」を行う予定です。
　また、秩父地域キャッシュレス決済促進事業とは、別日
程で小鹿野町キャッシュレス決済応援事業も行う予定で
す。
　詳細については、随時お知らせします。
問合せ●両神庁舎・おもてなし課☎79-1100

ＰＣＲ検査等にかかる諸費用の
自己負担分の一部を補助します
ＰＣＲ検査等にかかる諸費用の
自己負担分の一部を補助します

　新型コロナウイルス感染症の発症並びに重症化の防
止及びそのまん延の予防を図るため、ＰＣＲ検査及び抗原
検査を実施するための医療機関で受ける診察費用と諸
費用の自己負担分の一部を下記のとおり補助します。
対象●検査時に町民であり、かつ、医師等に新型コロナ
ウイルスの感染が疑われたため「ＰＣＲ検査又は抗原検査
が必要」と判断された人
助成金の範囲
■医療保険が適用された医師の診察費用及びＰＣＲ検査
又は抗原検査を実施するための諸費用の自己負担分
■投薬及び注射に係る費用は含まない
■令和2年４月１日～令和３年３月３１日に診察したもの
■他の福祉医療助成制度等による補助がないもの
助成額●助成額は5,000円を上限とし１人１回請求でき
ます。
申請方法●保健課の窓口もしくは、町ホームページから
申請書をダウンロードし必要書類を添付して原則、郵送
で申請してください。
申請期限●検査を受けた日の翌々月の末日又は令和3
年4月20日のうち早いほうの日まで
問合せ●保健福祉センター・保健課☎75-0135

新型コロナウイルスの影響を受け、
収入が減少した人への

給付金交付事業のお知らせ

新型コロナウイルスの影響を受け、
収入が減少した人への

給付金交付事業のお知らせ
　新型コロナウイルスの影響を受け、収入額が減少した
人へ給付金を交付します。
対象となる世帯●①～⑥のいずれにも該当する世帯
①令和元年12月31日以前から町の住民基本台帳に登
録されている人
②新型コロナウイルスの影響により、事業もしくは勤務
の停止又は減少のため、主たる生計維持者の収入額
が、令和2年2月から7月までのいずれかの月において
令和2年1月の収入額より減少し、下表の収入基準額
以下となった世帯
③令和元年所得税の確定申告書、源泉徴収票、令和2年度
分市町村民税申告書のいずれかを町に提出済みの人
④令和2年1月分までの町税、使用料等について町へ滞
納がない人
⑤生活保護を受給していない人
⑥小鹿野町暴力団排除条例に規定する暴力団もしくは暴
力団員又は暴力団と密接な関係を有する者でない人
金額●30万円（1世帯1回限り）
申請方法●交付申請書に所定の書類を添付し提出。交
付決定後に請求書を提出
申請期間●10月1日（木）～令和3年3月31日（水）まで

第２弾

世帯の人員数 主たる生計維持者の収入基準額
1人
2人
3人
4人
5人

15万円
20万円
25万円
30万円
35万円

以下、世帯の人員が1人増すごとに5万円を加算する。
問合せ・申請●保健福祉センター・福祉課☎75-4109

町内で事業を営んでいる医院・歯科医院
及び保険薬局に給付金を給付します
町内で事業を営んでいる医院・歯科医院
及び保険薬局に給付金を給付します
　町内に所在する新型コロナウイルス感染症の感染リス
クを負いながら事業運営を継続している医療機関等に
対し、医療提供を継続するために必要な費用の一部を給
付します。
対象●町内で事業を営んでいる医院・歯科医院及び保険
薬局
給付額●申請に基づき、医院・歯科医院1事業所につき
30万円、保険薬局1事業所につき10万円をそれぞれ給付
※該当事業所には個別に通知します。
問合せ●保健福祉センター･保健課☎75-0135

オンライン面会補助金
交付事業のお知らせ
オンライン面会補助金
交付事業のお知らせ

　高齢者等に入所･居住サービスを提供する介護施設等
を運営する事業所が、新型コロナウイルス感染症対策の
ためにオンライン面会を実施する経費に対し補助金を交
付します。
対象事業所●町内に所在し、介護施設等を運営する事業
所
対象経費●新型コロナウイルス感染症対策のために介
護施設等で実施するオンライン面会とし他の補助金を受
けていないもので、次の経費とする
■ハードウエア、周辺機器、通信機器の購入等、ソフトウ
　エアの使用料等
対象期間●10月1日(木)～令和3年3月31日(水)
金額●補助対象経費の額とし、50万円を上限とする
（1介護施設等1回限り）
申請方法●交付申請書に所定の書類を添付し提出。交
付決定後にオンライン面会の事業を実施した後、実績報
告書を提出
問合せ・申請●保健福祉センター・福祉課☎75-4103

国民健康保険及び後期高齢者
医療保険の被保険者に対する
傷病手当金について

国民健康保険及び後期高齢者
医療保険の被保険者に対する
傷病手当金について

　広報おがの７月号でお知らせしました、標記の国民健
康保険及び後期高齢者医療保険の被保険者に対する傷
病手当金について、下記のとおり支給期間を延長しま
す。なお、対象者や支給額等の変更はありません。
　新型コロナウイルス感染症に感染又は感染が疑われ
る場合において、就労することができず、給与の全部又
は一部を受けることができなくなった被保険者を対象
に、申請により、傷病手当金を支給します。
対象●①及び②のいずれにも該当する人
①給与の支払いを受けている被保険者
②新型コロナウイルス感染症に感染又は感染が疑われ、
４日以上就労できず、給与の全部又は一部を受けること
ができない被保険者
支給額●直近の継続した３カ月間の給与収入の合計額÷
就労日数×３分の２×支給対象日数
支給期間●令和２年１月１日～１２月３１日までの間で支給
を始めた日から最長１年６カ月まで
※療養のために連続して３日間仕事を休んだ後（待期期
間）、４日目以降の仕事を休んだ日について支給されま
す。
※詳しくは、担当までお問い合わせいただくか、町ホーム
ページでご確認ください。
問合せ●保健福祉センター・福祉課☎７５-４１０３

小鹿野町一般貸切旅客自動車運送事業者及び
一般乗用旅客自動車運送事業者

の車両維持給付金交付事業のお知らせ

小鹿野町一般貸切旅客自動車運送事業者及び
一般乗用旅客自動車運送事業者

の車両維持給付金交付事業のお知らせ
　新型コロナウイルスの影響を受けている、貸切バス事
業者及びタクシー事業者へ車両維持のための給付金を
交付します。
対象者●（1）令和2年4月1日時点において町内に本店
又は営業所を有し、令和3年度以降も町内で営業する意
思がある貸切バス事業者及びタクシー事業者、（2）令和
2年4月以降、新型コロナウイルス感染症の影響により、
前年同月比で事業収入が5割以上減少した月があるこ
と。

給付額●該当車両1台あたり、貸切バスは30万円、タク
シーは20万円
申請方法●交付申請書に所定の書類を添付し提出。交
付決定後に請求書を提出
申請様式●両神庁舎･おもてなし課で配布
問合せ･申請●両神庁舎・おもてなし課☎79-1122
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中小企業融資資金中小企業融資資金小規模事業者奨励金小規模事業者奨励金
　新型コロナウイルス感染症の影響を受けている小規
模事業者への奨励金の交付対象を拡大します。
対象者●①～③のいずれにも該当する人又は、④に該当
する人
①町内で常時使用する従業員が２０人以下（商業、サービ
ス業５人以下）の店舗、工場、事業所又は個人事業主も
しくは圃場を有し、農林産物を販売している人
②令和３年度以降も事業を営む予定であること
③前年の事業収入の月平均が５万円以上又は、前年の農
林産物の販売金額が30万円以上の販売農家で、４月
又は5月の期間、6月又は7月の期間、8月又は9月の期
間、10月又は11月の期間の事業収入が前年の月平均
額より２割以上減少した場合
④上記対象者①、②に該当する小規模事業者のうち、接
客を主とする店舗等で各業種ごとに作成された新型コ
ロナウイルス感染症拡大防止ガイドラインに基づく取
り組みを３項目以上実施している場合
金額●5万円（1事業者1回あたり）ただし、対象者③の対
象期間ごとに交付の対象となります。
申請方法●交付申請書に所定の書類を添付し提出。交
付決定後に請求書を提出
申請様式●産業振興課で配布又は町ホームページから
ダウンロード
問合せ●両神庁舎・産業振興課☎79-1101

　新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小
企業者に対し、運転資金として金融機関と連携し、低金利
で手続きの簡単な特別融資を実施中ですが、更に利子補
給補助金を交付します。
内容●借入時の2分の1の利率分を町が負担し、残り2分
の1の利率で借入してもらいますが、その負担した2分の
1分の利子分を申請により補助金として交付します。（借
入に伴う信用保証料の補助金あり）
対象●町内に店舗、工場又は事業所（法人は本社）を有す
る中小企業者
融資限度額●1,000万円
融資期間●5年以内（据置6カ月以内）
償還方法●元金均等償還
担保・連帯保証人●必要に応じて
信用保証●埼玉県信用保証協会による保証が必要
申込●借入の申し込みは、下記の取扱金融機関を通じて
産業振興課で受け付け。利子補給補助金の申請は、申請
書に所定の書類を添付し産業振興課に提出。交付決定後
に請求書を提出
取扱金融機関●埼玉りそな銀行秩父支店・小鹿野支店、
武蔵野銀行秩父支店、埼玉信用組合小鹿野支店、埼玉縣
信用金庫秩父支店、東和銀行秩父支店、足利銀行秩父支
店、商工組合中央金庫熊谷支店
問合せ●両神庁舎・産業振興課☎79-1101

新型コロナウイルス
福祉サービス事業所
給付金事業のお知らせ

新型コロナウイルス
福祉サービス事業所
給付金事業のお知らせ

　新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を講じる必
要がある中で、町民の日常生活に欠かせないサービス事
業を継続する福祉サービス事業所の運営安定化を図る
ため給付金を給付します。
対象事業所●町内に所在し、感染症拡大防止対策を実施
しながらサービス事業を継続している福祉サービス事業
所
※福祉サービス…介護保険法に規定するサービス並び
に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する
ための法律に規定するサービス
金額●10万円（1事業所1回限り）
申請方法●給付申請書に所定の書類を添付し提出。給
付決定後に請求書を提出
申請期間●10月1日（木）～令和３年３月３１日(水)まで
問合せ・申請●保健福祉センター・福祉課☎75-4103

中小企業者への資金借入利子
補給事業のお知らせ

中小企業者への資金借入利子
補給事業のお知らせ

　町では、中小企業者の負担の軽減を図るため、対象と
なる融資制度資金を借入れした場合に利子補給率（15％
以内）により利子補給金を交付しています。
　今年度においては、新型コロナウイルス感染症対策に
係る利子補給率の特例として、100％（限度額10万円）の
利子補給金を交付します。
対象者●町に住所もしくは事業所を有し、かつ、西秩父商
工会を通じ株式会社日本政策金融公庫の国民生活事業
における融資制度資金を借入れた人
利子補給率●令和２年１月１日～１２月３１日までに支払っ
た借入金に対する年利子支払額の100％
※ただし、貸付金ごとに算出した利子補給額の合計額と
し、1世帯又は1事業所について10万円を限度とする。
申請・給付方法●西秩父商工会へ交付申請書を提出（12
月21日（月）まで）。交付決定後に指定の口座へ振込（令
和3年3月予定）
問合せ●両神庁舎・おもてなし課☎79-1100

後期高齢者医療保険料の減免について後期高齢者医療保険料の減免について
　新型コロナウイルスの影響により事業収入や給与収
入等が減少した被保険者を対象に、申請により、後期高
齢者医療保険料の減免を実施します。
対象●①又は②のいずれかに該当する人
①新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計
維持者が死亡又は重篤な傷病を負った被保険者
②新型コロナウイルスの影響により、世帯の主たる生計
維持者の事業収入や給与収入等の減少が見込まれる
ほか、一定の要件に該当する被保険者
減免額●①全額免除、②減免の対象となる保険料額に、
前年の合計所得金額に応じた減免割合（２割～10割）を
かけた額

減免の対象となる保険料の範囲●令和元年度分及び令
和2年度分の後期高齢者医療保険料で、令和２年２月１日
～令和３年３月３１日の間に納期限が定められているも
の。
※詳しくは、担当までお問い合わせいただくか、町ホーム
ページでご確認ください。
問合せ●保健福祉センター・福祉課☎75-4103

国民健康保険税の減免について国民健康保険税の減免について
　新型コロナウイルスの影響による事業収入や給与収
入等の減少により、国民健康保険税の納付が困難になっ
た世帯に対し、申請により、国民健康保険税の減免を実
施します。
対象となる世帯●①又は②のいずれかに該当する世帯
①新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計
維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯
②新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主た
る生計維持者の事業収入や給与収入等の減少が見込
まれるほか、一定の要件に該当する世帯
減免額●①全額免除、②減免の対象となる保険税額に、
世帯主の前年の合計所得金額に応じた減免割合（２割～
１０割）をかけた額

減免の対象となる保険税の範囲●令和元年度分及び令
和２年度分の国民健康保険税で、令和２年２月１日～令和
３年３月３１日までの間に納期限が定められているもの。
※詳しくは、担当までお問い合わせいただくか、町ホーム
ページをご確認ください。
問合せ●小鹿野庁舎・税務課☎75-4125

介護保険料の減免について介護保険料の減免について
　新型コロナウイルスの影響による収入の減少等、一定
の要件に該当する介護保険の第１号被保険者（６５歳以
上）を対象に、申請により、介護保険料の減免を実施しま
す。
対象となる人●①又は②のいずれかに該当する人
①新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計
維持者が死亡又は重篤な傷病を負った第１号被保険
者
②新型コロナウイルスの影響により、世帯の主たる生計
維持者の事業収入等の減少が見込まれるほか、一定
の要件に該当する第１号被保険者
減免額●①全額免除、②減免の対象となる保険料額に、
前年の合計所得金額に応じた減免割合（8割～10割）を
かけた額

減免の対象となる保険料の範囲●令和元年度分及び令
和2年度分の介護保険料で、令和２年２月１日～令和３年３
月３１日の間に納期限が定められているもの。
※詳しくは、担当までお問い合わせいただくか、町ホーム
ページでご確認ください。
問合せ●保健福祉センター・福祉課☎75-4103
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基金残高と起債残高の推移

特別会計・公営企業会計

財政健全化比率

歳入

令和元年度決算令和元年度決算
　令和元年度一般会計決算の状況は、歳入総額73億565万8千円、
歳出総額68億1,727万4千円で、差引4億8,838万4千円となり、こ
のうち翌年度に繰り越すべき財源5,382万4千円を差し引いた実質
収支は、4億3,456万円の黒字決算となりました。

　町の預金となっている基金の
総額は、過疎地域自立促進特別
事業基金へ2,430万円の積立て
や各基金を運用した利子の積立
てを行った一方、衛生センター
の施設改修や、土地取得に係る
経費に対して基金の取り崩しを
行ったため、昨年度より3,609万
6千円減の33億598万8千円と
なりました。また、借入金の残高
は、合併特例債や過疎対策事業
債、緊急防災・減災事業債の増加
などにより、7,116万3千円増の
79億581万円となりました。

歳入総額 7,305,658千円
歳出総額 6,817,274千円

　歳入は、町税と地方交付税が歳入全体の59％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、法人町民税の税率改定や、固定資
産税における償却資産分の減収などの影響により、2,105万6千
円の減額。県支出金では、産地パワーアップ事業が終了した影響
により、6,656万1千円の減額。町債では、合併特例事業債や過疎
対策事業債、水道事業への出資債が減少したことにより1億
8,502万8千円の減額となりました。また、国庫支出金や地方交付
税では、台風第19号に関する補助金等の増加により、2億4,142
万2千円増額したほか、施設整備基金や土地取得基金からの基金
繰入金が増加したことなどにより、全体では1億1,225万8千円の
増額となりました。

歳出
　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、前年度と比較すると7,285万9千円の増額と
なりました。うち、扶助費は児童手当給付費の減少により719万5
千円の減額となっていますが、人件費は埼玉県知事及び参議院議
員の選挙が執行され、立会人等への手当が増加したことなどによ
り1,687万3千円の増額、公債費は教育施設整備などに借り入れ
た合併特例債の償還が順次始まっているため、6,318万1千円の
増額となっています。
　補助費等においては、町立病院や秩父広域市町村圏組合水道
事業への負担金が増加しておりますが、昨年度実施した産地パ
ワーアップ事業が終了したことにより、補助費等全体では1,110万
5千円の減額となりました。
　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
繕工事や文化センターの舞台機構改修工事を実施したほか、旧山
西省日中友好記念館をクライミング施設「クライミングパーク神
怡舘」へと改修しました。また令和元年度から２カ年継続事業とし
て、防災行政無線をデジタル化へと更新する事業なども実施して
おり、全体では、2億9,052万2千円の増額となりました。

※（　）は構成比です

町税
1,282,997千円
（17%）

町税
1,282,997千円
（17%）
繰越金
494,013千円
（7%）

繰越金
494,013千円
（7%）

諸収入等
519,441千円
（7%）

諸収入等
519,441千円
（7%）

地方交付税
3,039,643千円
（42%）

国庫支出金
450,086千円
（6%）

県支出金
373,616千円
（5%）

町債
812,407千円
（11%）

交付金・その他
333,455千円（5%）

自主
財源
（31％）

依存
財源
（69％）

款別経費

性質別経費

議会費
69,127千円（1%）
総務費
840,667千円
（12%）

民生費
1,885,472千円
（28%）

民生費
1,885,472千円
（28%）
衛生費
909,411千円
（13%）

人件費
1,180,504千円
（17%）

人件費
1,180,504千円
（17%）

扶助費
665,389千円
（10%）

扶助費
665,389千円
（10%）

公債費
780,085千円
（11%）

公債費
780,085千円
（11%）

物件費
1,356,274千円
（20%）

物件費
1,356,274千円
（20%）

補助費等
1,173,965千円
（17%）

補助費等
1,173,965千円
（17%）

普通建設事業費
729,509千円
（11%）

普通建設事業費
729,509千円
（11%）

その他
931,548千円
（14%）

農林水産業費
256,380千円
（4%）

商工費
392,923千円
（6%）

土木費
320,757千円
（5%）

消防費
511,187千円
（7%）

教育費
725,778千円
（11%）

教育費
725,778千円
（11%）

災害復旧費
73,677千円
（1%）

公債費
780,085千円
（11%）

諸支出金
51,810千円
（1%）

　令和元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。

クライミングパーク神怡舘

会計区分 収入済額 支出済額 当年度純利益（△損失）

病院事業会計

国民宿舎事業会計

公営企業会計

収益的収支
資本的収支
収益的収支
資本的収支

14億5,108万4千円
1億1,172万6千円
2億158万7千円
958万2千円

14億26万9千円
1億5,203万7千円
2億1,318万4千円

958万2千円

6,732万5千円

△1,164万1千円

会計区分 収入済額 支出済額 収支
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

14億4,801万8千円
3億49万4千円

14億8,912万6千円
2億1,850万6千円
1億1,795万2千円

13億8,951万9千円
2億9,772万6千円
14億4,337万6千円

2億783万円
1億1,602万3千円

5,849万9千円
276万8千円
4,575万円

1,067万6千円
192万9千円

保険事業勘定
サービス事業勘定

※「―」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。

平成29年度
平成30年度
令和元年度

―
―
―

―
―
―

―
―
―

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

平成29年度
平成30年度
令和元年度
国の早期健全化基準

―
―
―
15.0

―
―
―
20.0

8.0
8.0
8.2
25.0

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

26.0
30.3
29.7
350.0

将来負担
比率

　令和元年度の決算に基づく、財政健全化に
関する指標は次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、実質公債費比率は微増となりましたが、
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。
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新型コロナ対策のサービスをご活用ください新型コロナ対策のサービスをご活用ください
　国や県から新型コロナウイルス感染症拡大防止を図
るサービスが提供されています。このようなサービスを
利用して、新型コロナウイルス感染症拡大防止に取り組
みましょう。
埼玉県LINEコロナお知らせシステム（町民の皆さんへ）
　埼玉県LINE公式アカウントで新たに提供を開始した
サービスで、不特定多数の人が利用する施設や店舗な
ど、訪れた場所に新型コロナウイルス感染症の陽性者が
いたことが分かった場合、注意喚起のメッセージを配信
します。
　埼玉県LINE公式アカウント「埼玉県-新型コロナ対策
パーソナルサポート」にご登録いただき、施
設等に掲示してある専用のQRコードを、訪
問するたびにスマートフォンで読み取るこ
とで利用できます。

埼玉県LINEコロナお知らせシステム（事業者の皆さんへ）
　埼玉県LINEコロナお知らせシステム専用のQRコード
を多くの施設や店舗などで掲示いただくことで、新型コ
ロナウイルス感染症拡大防止につながります。埼玉県
ホームページのQRコード発行フォームで申請いただく
ことで、簡単にQRコードを取得できますので掲示のご協
力をお願いします。
※感染者が発生し、保健所が不特定多数の人への感染の
おそれが高いと判断した場合にメッセージが届きます。

※サービスの利用にはLINEアプリのインストールが必
要です。
※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。
新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)
　厚生労働省がサービスを提供しているアプリで、利用
者が新型コロナウイルス感染症の陽性者と接触した可
能性がある場合に通知を受けることができるものです。
感染の可能性をいち早く知ることができるので、ご活用
ください。
※サービスの利用には専用アプリのインストールが必要
です。お手持ちのスマートフォンで「接触確認アプリ」と検
索してアプリをインストールしてください。

令和３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３年度
保育所（園）＆認定こども園の入所（園）児童を募集します

　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。また、継続
の申請も同様に受け付けます。
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27年4月2日生～平成
30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(木)～30日(金)
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保育所等で10月1日
(木)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他市町村の保育所等へ入所を希望する場合は、町内
の保育所等への申し込みに準じ、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

マイナンバーカードを作りませんか？マイナンバーカードを作りませんか？
　マイナンバーカードとは、マイナンバーを記載した書
類の提出や、様々な本人確認の場面で利用できるカード
です。また、マイナンバーカードの交付を受けると、次の
サービスのご利用が可能となります。

●コンビニエンスストアで、住民票の写しや印鑑登録証
明書が発行できます。窓口の閉庁後（夜間、休日）でも、
必要なときに利用できますので、急なご利用の際にも
便利です。
　　利用可能時間6：30～23：00（年末年始などメンテ
ナンスのため休止期間を設ける場合があります。）
●9月1日より開始されている「マイナポイント」のサービ
スがご利用できます。
　　マイナンバーカードを使って申し込みを行い、選ん
だキャッシュレス決済サービス（※）でチャージやお買い
物をすると、そのサービスでご利用金額の25％分の
ポイント（一人あたり5,000円分が上限）が付与される
サービスです。

（※）ＱＲコード決済（○○
Pay）や電子マネー（交
通系のＩＣカードなど）、
クレジットカードなどのことです。

●医療機関・薬局などで、順次マイナンバーカードの健康
保険証としての利用が可能となります。（令和3年3月
開始予定です。）

　マイナポイントや健康保険証利用の申し込みは、個人
のスマートフォンやパソコンからでも出来ますが、町でも
申し込みの支援を行っていますので、小鹿野庁舎･住民
生活課窓口までお気軽にお声かけください。
　また、マイナンバーカードの作成についてもご不明な
点がありましたら、お問い合わせください。
問合せ●小鹿野庁舎･住民生活課☎75-1418

施設等に掲示されるQRコード（イメージ）

町営住宅等の入居者を募集します町営住宅等の入居者を募集します

町営住宅春日団地
募集戸数●1戸(抽選)
物件構造●木造2階建 2LDK 65.61㎡
所在地●小鹿野町小鹿野1911番地
　　　　(小鹿野小学校西約100ｍ）
家賃●所得により決定　　敷金●家賃の3カ月分
駐車場●2,500円/台(月額)
入居資格
■現に同居し、又は同居する親族がいること
■所得月額が扶養控除後15万8,000円以下であること
■自ら居住するための住宅を必要としていること
■申込者本人を含む同居世帯の全員が暴力団員でない
こと
■国・地方税を滞納していないこと

特定公共賃貸住宅松坂団地
募集戸数●1戸(抽選)
物件構造●木造2階建 3LDK 92.74㎡
所在地●小鹿野町飯田606番地(松坂信号東約50ｍ）
家賃●50,000円　　敷金●家賃の3カ月分
駐車場●2,500円/台(月額)
入居資格
■町内に住所又は勤務場所を有すること
■現に同居し、又は同居する親族がいること
■所得月額が扶養控除後15万8,000円以上であること
■自ら居住するための住宅を必要としていること
■申込者本人を含む同居世帯の全員が暴力団員でない
　こと
■国・地方税を滞納していないこと

募集期間●10月9日(金)～23日(金)　　申込＆問合せ●両神庁舎・建設課☎79-1204

町立おがの保育所
☎75-0342
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

0歳児(8か月)～2歳児

0歳児(45日)～5歳児

3歳児～5歳児

あり

あり

あり

なし

若干名

若干名

若干名

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)
月～金8:40～14:00
(春・夏・冬に長期休業あり)

施設名 対象児童 保育の必要性 募集人員 開所時間

埼玉県-新型コロナ対策パーソナルサポートへの登録はこちらからできます。⬆
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申請をお忘れなく
令和2年度分高校生等通学定期券購入費補助制度
申請をお忘れなく
令和2年度分高校生等通学定期券購入費補助制度

　公共交通機関を利用して通学する高校生等の皆さん
に、令和2年4月分からの「通学定期券」購入費用の一部
を補助しています。
　対象となる交通機関は、小鹿野町営バス、西武観光バ
ス(株)、秩父鉄道(株)及び西武鉄道(株)等が運行する各
路線です。
※高校生等とは、高等学校生、中学校卒専門学校生及び
5年制の高等専門学校生であって学年が3年生までの人
対象●町内に住所がある高校生等又は県立小鹿野高校
に通う生徒で、同種の補助制度がない市町村に住所のあ
る人
補助金額●通学定期券購入費の半額(100円未満切捨
て)とし、月額3,000円を限度とします。

申請●令和3年3月31日(水)までに小鹿野庁舎・住民生
活課 子育て包括支援室に申請してください。(土・日・祝
日を除く)
申請の際に必要なもの
■補助金交付申請書兼請求書
■学生証の写し
■通学定期券の写し(令和2年4月～令和3年3月分)
■領収書又はそれにかわるもの
■印鑑
■通帳など補助金の振込先がわかるもの(通帳等)
問合せ●小鹿野庁舎・住民生活課 子育て包括支援室
☎75-4101

３人以上の子どもがいる多子世帯を応援します！３人以上の子どもがいる多子世帯を応援します！
埼玉県３キュー子育てチケット
　多子世帯（子どもが３人以上いる世帯）の子育てを応援
するため、様々な子育てサービスが利用できる「３キュー
子育てチケット」を５万円分配布します。
対象世帯●令和２年１月１日以降に第３子以降の子どもが
生まれた世帯
※第１子、第２子とも、１８歳に達する日以後の最初の３月
３１日までの人(第３子の誕生日時点)で、養育している場
合に限ります。
対象の子育てサービス●家事ヘルパー、ベビーシッ
ター、一時預かり、親子ふれあいイベント、保育施設等に
おける実費徴収、おむつ・ミルク等の物品購入、任意予防
接種、写真館での記念撮影など
※今年度から、赤ちゃん本舗でのチケット利用、物品購入
の対象にベビーカー、チャイルドシート、ベビーチェア、
抱っこ紐、離乳食、子供服が追加されました。
※セキ薬品での物品購入にもチケットが利用できるよう
になりました。

交付額●第３子以降の子ども１人につき、５万円分のチ
ケットを交付
申請期限●第３子以降の子どもの出生年の翌年３月３１
日まで
利用方法●子育てサービスを利用した際に、チケット又
は現金で支払い
※現金で支払った場合
は、領収書とチケットを
事務局に送付し、換金
申請
問合せ●埼玉県３キュー
子育てチケット事務局
☎0120-39-3192（サ
ンキュー・彩の国）
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0607/kuponn/t
op.html　
※スマートフォンからも申請できます！

多子世帯による中古住宅取得に補助金を交付します多子世帯による中古住宅取得に補助金を交付します
　埼玉県では多子世帯（18歳未満の子が３人以上又は２
人（条件付き）の世帯）を対象に中古住宅の取得の諸経費
に対して補助を行っています。
補助金額●中古住宅　最大４０万円
補助対象住宅●中古住宅
　　　　　　　戸建住宅：床面積１００㎡以上
　　　　　　　マンション：床面積８０㎡以上又は５室以上
補助予定件数●中古住宅　140件
受付期間●令和3年3月15日(月)まで（先着順。予算件数
に達し次第、申請の受け付けを終了します。）

その他●住宅供給公社助成金について併用が可能で
す。（先着順。予定件数100件）
　補助金の対象となる中古住宅の取得に併せて、①親世
帯と同居又は近居する場合②埼玉県内のリフォーム業者
が１件20万円（税込）以上のリフォームをする場合に、上
記公社の助成金が最大10万円受けられます。
問合せ●埼玉県住宅課総務・民間住宅担当
☎048-830-5563

多子世帯向け中古住宅取得支援制度ホームページ➡

埼玉県からの
お知らせ

子育て世帯への臨時特別給付金
（公務員向け）
子育て世帯への臨時特別給付金
（公務員向け）
　臨時特別給付金(児童1人につき1万円)の支給手続き
がお済みでない公務員の人は、所属庁より配布された「子
育て世帯への臨時特別給付金申請書(請求書)」を10月
30日（金）までに住民生活課まで提出してください。
　公務員以外の人への給付金は6月15日に支給済みで
す。
問合せ●小鹿野庁舎・住民生活課　子育て包括支援室
☎75-4101

新しい防災無線の受信機を
町内の事業所へ貸与します
新しい防災無線の受信機を
町内の事業所へ貸与します

　町では、防災行政無線のデジタル化更新に伴い、新しい
防災行政無線の戸別受信機（防災ラジオ）を町内に住所を
有する事業所にも無償で貸与します。貸与を希望する場
合は、小鹿野庁舎・総務課に申請してください。
　また、新たに町内へお住まいになった人につきまして
も、新しい受信機を無償で貸与しますので、小鹿野庁舎・
総務課へお問い合わせください。
※貸与は原則1事業所につき1台です。
※各家庭への貸与も基本的に1住宅1台ですが、複数の住
宅を所有されている人は、総務課までご連絡ください。
問合せ●小鹿野庁舎・総務課☎75-1221

利用期限は12月31日まで!!
「おがニャッピーおうちでごはん券」
利用のご案内について

利用期限は12月31日まで!!
「おがニャッピーおうちでごはん券」
利用のご案内について
　令和2年6月10日時点で小鹿野町に住民票を有する町
民の皆さんへ、「おがニャッピーおうちでごはん券」を郵送
しました。
　届いた「おがニャッピーおうちでごはん券」の利用可能
店舗については、西秩父商工会ホームページにて最新情
報を確認できますのでご覧ください。
問合せ●西秩父商工会☎75-1381
又は両神庁舎･おもてなし課☎79-1100

西秩父商工会ホームページ➡

労働力調査にご協力ください労働力調査にご協力ください
　総務省では、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労働力調査を実施します。小鹿野
町では、11月から、三山間明平、楚里地区及び小鹿野上二
丁目西側中を対象に調査を行います。
　調査の対象となった世帯には統計調査員が伺いますの
でご協力をお願いします。
　調査票に記入された事項については、統計以外の目的
には使用されませんので、皆さんのご協力をお願いしま
す。
問合せ●小鹿野庁舎・総務課☎75-1223

町有林伐採を見学しよう！町有林伐採を見学しよう！
　新庁舎に使用する町有林の伐採現場やドローン等を活
用したスマート林業の見学など、木と触れあう企画です。
日時●11月14日(土)13：00～15：30
場所●藤倉寺平（町有林現場等）
申込＆問合せ●小鹿野庁舎・総務課まちづくり推進室
☎26-6581

運営事務局

対象店舗 多子世代

県・市町村

①申請書を
受け取る

②県に申請

③チケットを送付
⑤領収書とチケット
を元に換金

④サービスを利用、
チケットまたは
現金で支払い

利用方法

Let‘s Try ボルダリング～クライミングによるまちおこし～
神怡舘イベント・ハロウィン2020
　世界的なイベント「ハロウィン」を神怡舘でも行います。
　ぜひ、仮装してお出かけください。
日時●10月31日（土）13:00～18:00
場所●クライミングパーク神怡舘
特典●当日仮装してご来場のお子様にお菓子をプレゼント。仮装はお子様・大

人問いません。皆さん頑張って仮装してください。また、フェイスペイン
トのみもＯＫです。

※入口で写真を撮影し、みんなの投票で１等賞を決定します。
問合せ●クライミングパーク神怡舘☎26-7805
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ご存知ですか「行政相談週間」10月19日（月）～25日（日）ご存知ですか「行政相談週間」10月19日（月）～25日（日）
　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、関係行事を全国
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はないか」などの苦情
や要望を受け付けています。
日時●10月19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30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

住民基本台帳法に基づき   
小鹿野町住民基本台帳の閲覧者を公表します   
住民基本台帳法に基づき   
小鹿野町住民基本台帳の閲覧者を公表します   

　新型コロナウイルス感染症は、
町内の経済活動に暗い影を落と
しています。
　町としても国、県と連携して町
内経済再生に向けての取り組み
を図って参ります。

　さて、町が行っている国民宿舎両神荘などの観光関
連事業も大きな影響を受けています。今後は感染症終
息後（アフターコロナ）に向けて様々な対策を講じてい
かねばならないと存じます。
　ところで、今回の感染症で一番ダメージを受けてい
る町の観光事業は国民宿舎両神荘です。埼玉県内市
町村で経営している国民宿舎は、今は両神荘だけと
なっています。経営状況としては、令和元年度決算にお
いては約１２００万円弱の純損失を計上しています。こ
の損失は前年度の台風第１９号や暖冬による氷柱事
業の中止なども影響していると存じます。
　今後施設の老朽化の進展や、観光ニーズの多様化
が進む中で、経営環境は一層厳しくなることが予想さ
れ、今回の感染症が更に追い打ちをかける形となって
います。
　国民宿舎両神荘の事業は、町内の雇用効果や消費
効果など地域経済にある程度の効果を上げており、事
業継続はしていかねばならないと考えております。しか
し、今までと同じような形で継続して行くことは、これか
らの時代困難が予測されるところです。

　その他、町直営施設である道の駅両神温泉薬師の
湯、地域資源活用センター、両神農産物直売所も、そ
の経営状況は厳しくなっています。また、国民宿舎両神
荘の隣接地に本年７月にオープンしたクライミングパー
ク神怡舘もその経営が始まったばかりであり、コロナ禍
の中で苦戦を強いられています。
　このような状況の中で町では、株式会社地域商社の
立ち上げについて調査を進めています。基本的な考え
方としては、国民宿舎両神荘や道の駅両神温泉薬師
の湯などの機能を再編強化して、地域商社事業の中
核に据え、併せて地域内資源を活用した六次産業化を
推進したり、新たな観光需要の開拓などを民間主導で
展開して参りたいと存じます。
　地域商社の設立に当たっては、町出資ではじめ民間
出資を拡大して町の出資比率を下げて、民間主導の
運営形態に移行する考えです。
　しかし、この地域商社事業の成否のカギを握るのは、
何と言っても経営者を見つけることであり、全国募集で
探すこととしたいと思います。
　この地域商社立ち上げには幾多の困難も予想され
ますが、実現して参りたいと存じます。立ち止まっている
だけでは、衰退あるのみだと思います。町民の皆様には
ご理解ご協力を賜りたいと存じます。

小鹿野町長　森 真太郎

町の観光事業（国民宿舎両神荘など）について

こんにちは。
町長です。

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

事業名 事業場所等 契約額 落札者 履行期間
町道178号線外道路照明灯（LED化）設置工事
国保町立小鹿野中央病院屋上防水改修工事
広河原公衆便所改修工事
（仮称）小鹿野町相撲場設計業務委託
小鹿野町小中学校情報通信ネットワーク
環境整備工事
森林管理道長久保線　施設災害復旧工事
森林管理道釜の沢伊豆沢線舗装工事
犬木の不整合通路法面改修工事
日向大谷駐車場舗装工事
両神薄坂戸地内流路風倒木撤去工事
町道189号線舗装工事
小鹿野町小中学校タブレット端末導入事業
基幹系システムハードウェア更改に係る
賃貸借事業

文書管理システム更新に係る賃貸借事業

戸籍情報総合システム更改に係る賃貸借事業

固定資産税航空写真撮影業務

国土調査地籍測量委託（長留16）事業

小鹿野地内外
小鹿野地内
両神小森地内
飯田地内

小鹿野地内外

藤倉地内
般若地内
三山地内
両神薄地内
両神薄地内
小鹿野地内
小鹿野地内外

小鹿野町役場

小鹿野町役場

小鹿野町役場

小鹿野町全域

長留地内

2,136,200円
2,310,000円
1,842,500円
1,419,000円

31,350,000円

16,500,000円
6,798,000円
3,461,700円
3,410,000円
1,705,000円
1,504,800円
57,178,000円

35,904,000円

13,417,800円

9,200,400円

9,625,000円

528,000円

有限会社小鹿野電気
落合建設株式会社
小澤建築
クロサワ設計事務所
株式会社
富士通エフサス
株式会社岩崎工務店
株式会社加藤建設
株式会社田嶋造園土木
株式会社両神産業
株式会社高橋造園
有限会社ミヤテック
株式会社ナブアシスト
NECキャピタルソリュー
ション株式会社  関東支店
NECキャピタルソリュー
ション株式会社  関東支店
NECキャピタルソリュー
ション株式会社  関東支店
株式会社パスコ
さいたま支店
桂測量設計株式会社

～令和2年12月15日
～令和2年11月30日
～令和2年11月30日
～令和3年1月29日

～令和3年2月26日

～令和3年1月29日
～令和2年12月25日
～令和2年12月28日
～令和2年12月15日
～令和2年10月30日
～令和2年12月15日
～令和3年1月29日

～令和7年11月30日

～令和8年2月28日

～令和8年2月28日

～令和3年3月29日

～令和2年12月18日
▲令和2年8月25日入札分■個人又は法人の申出による閲覧

閲覧した機関名 請求事由の概要 閲覧年月日 閲覧にかかる住民の範囲

（株）タイム・エージェント

（一社）中央調査社

埼玉県が実施する「埼玉県警察県民
意識調査」のための対象者の抽出

NHK放送文化研究所が実施する
「災害に関する意識調査」のための
対象者抽出

小鹿野町両神薄下前原・新井・
前原地区在住の満20歳以上
の個人20人

小鹿野町下小鹿野地区在住の
16歳以上の個人12人

令和元年6月6日

令和元年8月5日

問合せ●小鹿野庁舎・住民生活課☎75-1418

　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/hyouka/gyousei-for
m.html
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100%

　今年度後期から、小鹿野高校の３年生の「総合的な学習の時間」（生徒自
らがテーマを決めて探究的な学びを行う時間。以下、総合学習）において、
一つの新しい試みが始まりました。その名も『小鹿野高校 株式会社』。「食
品部」、「ハッピー田舎化大作戦部」、「ビジネス部」、「イベント部」という４つ
の部門に分かれて活動を展開します。名付け親も発想を練ったのも、全て生徒自ら。先
生が準備をした決まりは「小鹿野町の地域を舞台にすること」。具体的にどんな学びを展
開するのかは、生徒たち自身の手と行動に委ねられています。そんな生徒たちの学びと
行動の軌跡を、地域おこし協力隊が密着取材を重ね、皆さんにお届けします。
　今月号では、総合学習『小鹿野高校 株式会社』の企画・まとめ役を務める「総学委員」
の委員長と副委員長へのインタビューの様子をお伝えします。

①総学委員についたきっかけと今回の総合学習へのイ
メージ
　初めは「楽しそうだなぁ」と思って委員につくことにしまし
た。今回の総合学習は、先生に指示されるのではなく、自分
たちで考えて行動して学習をつくるため、自由度が高いイ
メージをもっています。町の人と関わりをもたせてもらえる機
会が沢山あり、小鹿野町をもっと深く知ることができるチャ
ンスだと思います。積極的に、自分達から行動をしていきた
いです。
②これまでの生徒の様子について
　第２回目の授業で、生徒全員に、所属したい部について
アンケートをとりました。就職先や進学先のことと学習した

小鹿野
高校×

地域のコラボ通信 VOL.4

問合せ●小鹿野庁舎・総合政策課
　　　　(小鹿野高校魅力化プロジェクト)
　　　　☎75-1238

いことを結び付けて考え
ている人が多くて、前向
きで良いなと思いました。
③意気込み・チャレンジ
してみたいこと
 これから、皆をもっともっ
と巻き込んでいきたいと
考えています。また、「食
品部」の部長として、いっぱい美味しいものを食べるだけで
はなくて、カボスなどを使った商品開発にも積極的に取り組
んでみたいです。

①総学委員についたきっかけと今回の総合学習へのイ
メージ
　皆の前に立って引っ張りたい、そして自分の将来に生かし
たいと考えたことがきっかけです。今回の総合学習は皆で
話し合って一つのことを決めていきます。「卒業を前にした
一つの作品」のようなイメージをもっています。全員で協力
して、その作品を完成させたいと思います。
②総学委員についてみてどうか
　委員として実際に活動を始めてみると、地域に役立って
いることを実感するようになり、やりがいを感じています。ま
た、今回の学習は一人一人の責任が大きく大変な部分もあ

りますが、皆が協力してく
れたり様々な意見を言っ
てくれたりしていて、助け
てもらっています。
③チャレンジしてみた
いこと
　「ハッピー田舎化大作
戦部」の部長として、一
つには、高齢者の方 に々貢献できるような活動をしていきた
いです。そのためにも、周りの方 を々どんどん巻き込んでい
けるように頑張ります。

■生徒1：強矢千絵さん（総学委員長・食品部 部長）

■生徒2：新井  陸さん（総学副委員長・ハッピー田舎化大作戦部 部長）

すねや   ちえ

あらい       りく

県立小鹿野高等学校から町民の皆さまへ県立小鹿野高等学校から町民の皆さまへ
　本校は西秩父地域唯一の高校として昭和23年4月に
設立認可され、本年度で73年目を迎えています。地域に
愛され信頼される学校、期待に応える学校を目指し、地
域と共に歩む学校運営に取り組んでいます。県立高校へ
移管された昭和28年4月12日に新設祝賀式が開催さ
れ、この日が開校記念日に制定されました。平成15年度
には普通科から総合学科に改編され、総合学科の高校と
してスタートし、新たな開校記念日を改編に関わる日で
ある10月23日に変更しています。

「小鹿野高校南」交差点への名称変更「小鹿野高校南」交差点への名称変更
　7月16日に今まで親しみのあった原町交差点から「小鹿野高校南」交差
点に看板を付け替えて名称変更していただきました。一昨年度「～巨香郷
から未来へ～小鹿野高校地域協働プロジェクト推進委員会」（H27～30）
の提案により、原町・新井地区など地域の皆さまにご理解いただき、町と県
のご支援により実現しました。改めてお礼申し上げます。さらに「小鹿野高

校南」交差点と国道299号の「小鹿野高校前」交
差点の間（本校正門・通用門前を通る道路の主要
地方道皆野両神荒川線）を通称「小鹿野高校通り」
と呼ばせていただき、看板等設置する予定です。
よろしくお願いします。

　委員の二人の自分たちの学習に対する責任感の強さと地域への想
いが感じられるインタビューでした。さて、これからどんな学びが展開さ
れていくのか、楽しみでなりません。次号では、『小鹿野高校 株式会社』
各部門の取組により深く迫って参ります。

　昨年度は、小鹿野町と本校との包括連携協定を締結さ
せていただき、小鹿野高校魅力化プロジェクトとして町
長・教育長様をはじめ地域の方々と推進委員会を立ち上
げることができました。さらに、埼玉県立学校初のコミュ
ニティ・スクールとして地域住民代表の方々で組織する
「学校運営協議会」を設置しました。現在、学校運営に地
域の声を生かし地域の皆様の力添えをいただき、地域と
一体となって特色ある高校づくりを進めています。

小鹿野町の小鹿野高校　西秩父地域の熱望により開校小鹿野町の小鹿野高校　西秩父地域の熱望により開校
　小鹿野高校の誕生は、昭和23年終戦後の混乱期に県
立秩父農業高等学校（現秩父農工科学高等学校）小鹿野
分校として総合センターの場所にあった専売公社の建物
を借りて始まりました。西秩父地域の教育文化の中心と
し、西秩父地域の中学生が他の地域まで行かなくても、
地元小鹿野で高校教育を受け得るようにしたいとの大理
想を当時の町長をはじめ多くの方々が熱望して実現に
至ったのです。生徒が競って入学して来た状態で開校し
ました。その後、小鹿野小学校の旧校舎を借り、気骨ある
教育者と向学心に燃える生徒たちが集まり、すべてが不
備な状況下でも意気軒昴で勉学等に励んでいました。入
学志願者も増加し、県立独立校としたいとの熱望が高ま
り、西秩父1町5村（小鹿野町・三田川村・倉尾村・両神
村・吉田村・上吉田村）一致結束して県に陳情し、県立
移管運動を展開。昭和28年に県立小鹿野高等学校と
なり、現在の場所へ新校舎が建築されました。
　県立高校とするには、校地校舎にも基準があり、県
の指示に従って逐次整備を進めていきましたが、用地
確保は非常に困難でした。用地も校舎も、地元で40%
の負担を要した時代であり、町村費、有志の寄附金、保
護者の負担金等で必要な金額を調達しなければなら
ず、大変な苦労を要しました。用地は、農家の地主さん
から貴重な農地を出していただくということもあり、辛
い要求をお願いすることになりました。先祖伝来の土
地を手放すということは忍びないということでしたが、

小鹿野高校に対する強い町の懇願で承知していただい
た方もいたようです。そうした小鹿野町の多くの方々の
協力によって用地が確保され、校地の拡張も完了し校舎
や体育館ができたわけです。
　小鹿野高等学校の今日までには、幾多先人の大きな理
想と、地道な努力があり、それらの歴史を伝説の狭霧の
中に消すわけにはいきません。現在も、多くの方々から大
きな支援をいただいております。地域の方々の熱望によ
り設立された西秩父地域唯一の小鹿野高等学校です。今
後も継続して地域と一体となり、一層の魅力的な高校と
するために引き続きご支援をお願いします。

▲「小鹿野高校南」「原町」
　混在する交差点

いきけんこう

参考：昭和53年11月発行　小鹿野高等学校30周年記念誌
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障害福祉
サービス
事業所の紹介

ＶＯＬ.2

～町内にある、障害のある人が働く事業所を
　　　　　　　　　　随時紹介していきます～

障害者支援施設
ユーアイハウスおがの

  こんな事業所です
　小鹿野市街地より奥の山間にあり、地域の皆さ
んとのふれあいを大切に楽しく過ごしています。日
中活動は利用者さんの主体性に合わせて活動の
内容を選択しており、園芸・創作活動や、「かりんと
う」の製造・販売を行っていて、地元の人気商品で
す。

活動内容

かりんとう製造

園芸・創作活動

全て手作りです

夏野菜のゴーヤやなすを作っています

創作活動では塗り絵や看板作りをします

かりんとうを袋詰めします

　たくさんの種類
のかりんとうが作
れて楽しいです！
　ぜひ食べてくだ
さい！

利用者
さんの声

障害者支援施設

小鹿野町三山2213-1

施設入所　50人

生活介護　50人

短期入所　  4人

かりんとう製造・販売

園芸・創作活動

72-5011

事業所の概要

施設の種類

所 在 地

利用者定員

事 業 内 容

電 話 番 号

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！ ➡

沢田 朋輝 ･ 本　奈代子 ･ 工藤 エレナ ･ 宮本 莉帆
佐々木  均 ･ 師岡 謙一 ･ 御田 正弘 ･ 掛川 安純
新井 雅博 ･ 宇佐川 拓郎 ･ 髙山 陽平

さわだ　　ともき　　　もと　　     なよこ　　　     くどう　　　　　　　　　 みやもと　　りほ

　 ささき　　  ひとし　　もろおか  けんいち　　  おんだ　 まさひろ　　  かけがわ    あずみ　　

 あらい　 まさひろ　　  　うさがわ　   たくろう　　 たかやま　ようへい

地域おこし協力隊通信地域おこし協力隊通信 VOL.40VOL.40

　山形県にあります川西ダリヤ園に視察に
行った際に、ミニダリアを購入しました。
　自宅のベランダで小さな白い花を咲かせて
います。写真はありませんが、他の品種のダリ
アもつぼみをつけ、色鮮やかな家庭菜園になり
そうです。(新井)

　観光交流館にお越し下さったみなさまに、
少しでも歓迎の心と瑞 し々い涼を感じてくつ
ろいでいただければと思い、小鹿野町の町
木である紅葉のインテリアを飾ることにいた
しました。
　町の方のご厚意で、お庭で育てていらっ
しゃる紅葉をご提供いただき、紅葉鉢の作り
方も教えていただきました。
　紅葉の根が安定した後、観光交流館に置
く予定です。（宮本）

　〈教育〉を通した地域おこしに向けて、現在３つの
活動をさせていただいております。
　一つは、小鹿野高校魅力化プロジェクトです。９月
から、３年生の生徒さん方による「地域を舞台とした
総合学習」が本格始動致します。
　二つ目は、小中学校さんのお手伝いです。先生方
と協力をさせていただきながら、地域との更なる連
携のあり方を模索しています。
　三つ目に「大人の学校立ち上げプロジェクト」で
す。心暖まるような座談会を、文化センターを拠点に
継続して開催中です。ぜひ一度、足をお運びいただ
ければと存じます。（宇佐川）

　委託製造で小鹿野の蜂蜜を発酵
させて造った蜂蜜酒"秩父百花"が、
西武秩父駅中の「祭りの湯」等でお
取り扱い開始！蜂蜜活用と販路開拓
を頑張ります。（工藤）

地域おこし協力隊

　両神の農家さんでブルーベリー収穫のお手伝いを
させて頂きました。
　早朝と日中に収穫したものでは、糖度が違うといった
事など小鹿野に移住してから
は色 と々教えて頂く事が多く、
日々 勉強になります。
　秋口からは小鹿野産の青柚
子と青かぼすを使用して、修
業先の蒸留所でジン製造の立
ち合いをさせて頂くので一層
頑張ります。（髙山）

　先月より自宅敷地内にてキャンプ体験を始
めました。初心者からベテランの方まで薪割り
や火おこしなど体験できます。
　テント一式も貸出ししますのでご興味のある
方はご相談下さい。（佐々木）

　お盆明けにブロッコリー
の種をポットに蒔きました。
朝夕に保湿用の新聞紙を
ドキドキしながらめくりま
す。そして発芽をついに確
認！真夏日に心の中では春
が訪れます。（掛川）

　レーザーコンパス、GISや丸太自動
認識（AI）などのITツールを活用し
て、森林林業木材関連の作業効率向
上や情報の見える化に貢献できるよう
準備中です！（御田）
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　お子さんとのかかわり方に悩んでしまうことはないでしょう
か？専門の保育士等が、一緒に遊びながらお子さんに合ったか
かわり方を具体的にアドバイスしてくれる個別教室です。
日時●１０月１３日(火)10:00～12:00
予約時間●①10：00～　②11：00～
場所●児童館　　内容●遊びや相談等　　
講師●臨床発達心理士・保育士
対象●１歳６か月～就学前のお子さんと保護者
申込●予約制になりますので、１０月９日（金）までにお申し込み
ください。

　身体の使い方や発達について理学療法士が相談に応じま
す。予約制となっておりますので、事前にお申し込みください。
日時●１０月６日（火）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

　一人ひとりその人の状態に合った育児アドバイスや母乳相
談が受けられます。各市町を定期的に巡回もしています。どう
ぞお気軽にご相談ください。
日時●毎週水・金曜日10:00～12:00　13:00～15:00
※巡回日及び祝日、年末年始は除く。
場所●横瀬児童館
対象●妊婦、産婦、子育て中の人　　費用●無料
内容●助産師さんからの育児アドバイスや母乳相談
※来所順で行います。
10月の巡回日＆場所
■１０月  ２日（金）　長瀞町多世代ふれ愛ベース長瀞
■１０月  ９日（金）　秩父市子育て支援センター
　　　　　　　　 （下郷児童館内）
■１０月２１日（水）　皆野町皆野総合センター

楽しいこと
いっぱいあるよ！

情報情報
ほっと ママ

ステーション

  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

「ほっとハグくむ．．．ママサロン」「ほっとハグくむ．．．ママサロン」
　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１２日(月)９:３０～１１：３０
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９日（金）までにお申し込みください。

子育てこころの相談（予約制）子育てこころの相談（予約制）

キッズサロン（予約制）キッズサロン（予約制）

はぐくみ相談【運動】（予約制）はぐくみ相談【運動】（予約制）

　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、手洗
い・消毒・マスク着用のご協力も引き続きお願いしま
す。10月の事業も状況により変更となる場合もありま
すので、ご了承ください。不明な点はお問い合わせく
ださい。

　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、手洗
い・消毒・マスク着用のご協力も引き続きお願いしま
す。10月の事業も状況により変更となる場合もありま
すので、ご了承ください。不明な点はお問い合わせく
ださい。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、事業を中止する場合があります。

　母子手帳機能のアプリで、町の子育て情報の発
信もしています。ご利用ください。
　１歳の誕生日にお祝いの配信とおがニャッピー
缶バッジをプレゼントします。

母子手帳アプリ
「ほっと子育ておがニャプリ」
母子手帳アプリ
「ほっと子育ておがニャプリ」

●小鹿野町子育て支援センター利用対象　小鹿野町にお住まいの人●小鹿野町子育て支援センター利用対象　小鹿野町にお住まいの人

こども園より

おがのこども園
おがの保育所

情報

◀大好きな「ヘリコ
プター」の親子体
操です。ママに抱っ
こしてもらいくるく
る回ります。

　開放
日時■毎日　９：００～１６：００
場所■赤ちゃんの部屋・ホール・庭
対象■０歳～３歳のお子さんと保護者
内容■親子一緒に遊びましょう。

部屋のおもちゃで遊んだり、庭の砂場や芝生の上
で遊ぶのも楽しいです。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。

　にこにこタイム
日時■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
内容■親子体操、手遊び、大型絵本の読み聞かせ

　お庭で遊ぼう（さつま芋掘り）
日時■10月20日（火）10:00～11:30
対象■２歳～３歳のお子さんと保護者　８組
内容■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、水筒、ビニール袋

＊汚れてもよい服装でお願いします。
申込■定員になり次第終了します。

　よちよち・てくてくじゃんぷ
日時■10月7日（水）よちよち　１歳代
　　■10月１3日（火）てくてくじゃんぷ
　　　２～３歳代のお子さんと保護者
　　　両日共１０：００～１１：３０
内容■年齢に応じた遊び、子育て情報の交換
申込■前々日までにお申し込みください。

　ミニ運動会（よーいどん！・親子競技等）
日時■10月15日（木）10:00～11:30
会場■子育て支援センター･ホール
対象■0歳～3歳のお子さんと保護者　12組
内容■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！
持ち物■水筒、タオル
申込■定員になり次第終了します。

　すくすく(相談事業)
日時・内容■10:00～11:30
　　　　　①10月2日（金）発育相談(保健師)
　　　　　②10月9日（金）栄養相談（管理栄養士）
　　　　　③10月16日（金）ふれあい遊び(保育士)
対象■1歳未満のお子さんと保護者

　親子のびのび体操
日時■10月27日（火）10:00～11:30
対象■1歳半以上のお子さんと保護者
内容■親子で体操やボール、マットを使い、楽しく体を動

かして遊びます。
申込■前々日までにお申し込みください。

　ハロウィンを楽しもう！
日時■10月30日（金）10:00～11:30
対象■0歳～3歳のお子さんと保護者　10組
内容■制作やゲーム、仮装してお菓子をもらって楽しみましょう。
申込■定員になり次第終了します。

　子育て相談(電話・面談)
日時■月～金曜日　９：３０～１６：００
内容■トイレトレーニング、しつけ、食事など、子育てに対

して一人で悩んでいませんか？気軽に話してみませ
んか。電話相談☎７５-０５50

　発育測定
日時■10月1日（木）10:00～11:10
対象■１歳以上のお子さんと保護者
内容■身長体重を測定します。毎月記録できる計測カード

を用意しています。
　栄養相談
日時■10月9日（金）10:00～10:30
対象■１歳以上のお子さんと保護者
内容■離乳食や幼児食の量や調理法、栄養相談をお受け

します。

　親子ふれあい遊び
日時■10月8日（木）11:00～11:15
対象■1歳～3歳のお子さんと保護者
内容■親子遊びを紹介します。

　子育て講座「遊んで育つ子どもの体！」
　講師：岡田朋子理学療法士
　お子さんの体の使い方で気になっていることは、ありま
せんか？気軽にご相談ください。
日時■10月23日（金）９：４５～１１：４５
対象■０歳～３歳のお子さんと保護者　８組
内容■子育ての参考になるお話と楽しいふれあい遊びを

紹介します。
　　■１３：００～１５：００個別相談　小学校前のお子さんと保護者
申込■10月13日(火)までにお申し込みください。

７月８月生まれのお友達の
誕生会です。誕生カードと
冠を付けて「ハイポーズ！」▶

▲夏の壁面「ひまわり」茶色の
お花紙をクシュクシュポン！

　10月3日（土）におがのこども園・おがの保育所の運動会を開催します。今年は新型コロナウイ
ルス感染症拡大防止のため大幅に縮小して行います。残念なことではありますが、地域の皆さ
んのご来園や来年度入園対象のお子さんの参加種目の実施については見合わせていただくこ
ととなりました。ご理解ご協力をお願いします。

　こども園では、来年度3歳児として
入園対象のお子さん（平成29年4月2
日から平成30年4月1日までに生まれ
たお子さん）が、親子で登園して遊ぶ
『なかよしキッズ』を計画しています。
　新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため、10月は園庭で親子でふれ
合って遊ぶことを主としますが、子育
て中の不安や悩み等にも職員が対応
しますので遠慮なくお声がけくださ
い。

日時●10月14日（水）、22日（木）10:00～11:00
　　　雨天中止
持ち物●水筒、着替え、タオル
駐車場●こども園前駐車場
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
参加されるお子さん、保護者は朝検温し、受付で
記入をお願いします。体調が悪い場合は参加を
ご遠慮ください。保護者の人はマスクの着用をお
願いします。
問合せ●おがのこども園☎75-3292

  絵本読み聞かせ事業
　（おがのこども園・図書館連携）

おはなしひろば
（毎月2回）

　※新型コロナウイルス感染
症拡大防止のため、『おはなし
ひろば』の実施は令和2年12
月まで中止とさせていただき
ますのでご了承ください。

子育て支援 広報 おがの
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☎７５-０５５０

親子で遊びに来てね。
待っています。

応援します！

あなたの子育て

子育て支援センター
 情 報

広報 おがの 子育て支援



人権教育研修 授業改善研修

●GIGAスクール構想の実現 ― ICT 教育の推進― ●

　１人１台端末環境は、もはや令和の時代における学校の「スタンダード」であり、特別なこと
ではありません。
　これまでの我が国の１５０年に及ぶ教育実践の蓄積の上に、最先端のICT教育を取り入れ、
これまでの実践とICTとのベストミックスを図っていくことにより、これからの学校教育は劇
的に変わります。

2019年１２月の文部科学大臣メッセージより

●小鹿野未来塾 ―夢や目標に向けてチャレンジ― ●

　今年度、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため７
月１１日（土）より２カ月遅れで開始しました。講座回数は
例年より減り、英語体験講座は残念ながら来年度へ持ち
越しとなりましたが、参加者は延べ２５０人と大勢参加し、
それぞれの講座で真剣に学んでいます。保護者や教職

員の参加者が増えたのも今年度の特徴で、子どもと大人
の共学が広がっています。子どもたちが大人の応援を力
に、進んで学び目標に粘り強くチャレンジする態度を身
に付け、学ぶ楽しさを味わってくれることを願っています。

　小鹿野町の小･中学校もGIGAスクール構想に基づき
児童生徒にタブレット端末を１人１台の体制を整えて行
きます。具体的にはすでに導入しているタブレット端末と
合わせて９３０台ほどのタブレット端末を今年度中に導入

する予定です。また、タブレット端末を使った家庭学習を
想定し、インターネット環境のない家庭に対し通信環境
整備の補助制度やモバイルルータの貸し出しによる対
応も予定しております。

　夏期休業中に行っている小･中学校教職員研修会は、
新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のため８月１７
日（月）、両神ふるさと総合会館をキーステーションにし
て各学校をオンラインで結び実施しました。
　研修の内容は、国保町立小鹿野中央病院内田望院長

を講師にお招きした人権教育研修、埼玉県教育委員会
から提供された埼玉県学力学習状況調査結果の活用方
法、授業改善研修です。今回の取組は､各学校のオンラ
インの普及につながるよい機会にもなりました｡

①小鹿野町小･中学校オンライン教職員研修会

　国保町立小鹿野中央病院内田望院長からオンライン
で人権教育のご講演をいただきました。　
　医療現場における人権教育について、とてもわかりや
すく実例に結びついたお話をいただきました。患者さん
の人権を常に気遣って対応されていることがよくわかり
ました。
　「元気な時に自分の命と向き合う機会をもつことによ
り、命を見つめ直すことができ、今後の生き方を考える

きっかけとなる。」ことを教えていただきました。「『今あ
なたが最も大切にしていることは何ですか？』の問いに
ついて、それぞれの答えは違っても、考えることが大切で、
『人権とは何か』の理解にもつながっていくのではない
か。もう一度、自分の大切にしているものは何かというこ
とをそれぞれ考えていってほしい。」と、命について、人権
について、生きることについて、私たちに考えるきっかけ
を与えてくださいました。

②小鹿野町立病院内田望院長からのメッセージ

　新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う臨時休校
中の5月18日～29日に、町長が検定員となって、子ども
たちにオンラインで「おがのことだま百選」の検定を実施
しました。毎日続けて挑戦する子、ドキドキしながら一生
懸命覚えた作品を暗唱する子、心を込めて感情豊かに暗
唱する子、つっかえてしまってもあきらめず最後まで頑
張る子などさまざまな姿が見られました。
　子どもたちはあっという間に町長と身近な関係となっ
て、通話の最後には「また明日もチャレンジします！」と約
束するなど微笑ましい様子も見られました。子どもたち
のチャレンジの裏には、学校をはじめ、たくさんの保護者
の皆さんのご協力とご理解があり、大変ありがたかった
です。

　「おがのことだま百選」の作品にたくさん触れることに
より、子どもたちの心がより豊かになってくれることを
期待しています。

③小学生向け「おがのことだま百選」のオンライン検定
　―町長が検定員となって臨時休校中の子どもたちの取組を応援―

【中学生未来塾】
　町内外の講師の先生の
丁寧で熱心なご指導のも
と、93人の中学生が真剣
に学んでいます。漢検・英
検への積極的な挑戦も期
待しています。

【科学不思議講座】
　小鹿野高校の先生
と生徒の全面バック
アップにより、科学の
不思議、新たな発見に
出会え、子どもたちは
目を輝かせています。

【漢検・英検チャレンジ】
　検定合格を目指して頑
張っています。小学生も約
60人が受講しています。目
標へのチャレンジ、達成の
経験は、大きな自信と力に
なるはずです。
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教育 広報 おがの学校教育だより
問合せ●両神ふるさと総合会館・学校教育課
　　　　☎79-1201



●「英語学習コンテンツ」（動画）の配信●

小鹿野町教育委員会ホームページ➡

　一昨年度より取り組んでいる「おがの自学ノート」の表
紙第３版が完成しました。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
どもたちが「自由で主体的な学び」を身に付けることにあ

り、小学校を卒業するまでに「勉強のやり方」が身に付く
よう願っています。ノートの使い方は自由であり、子ども
たちが自分の興味や関心を追究するような取組も期待
しております。

　楽しく英語に触れる体験を通して、児童･生徒の外国語に対
する興味関心を高めることを目的に、英語学習ができる動画
を製作しました。
　この動画は小鹿野町に伝わる昔話を題材にしたもので、小
鹿野町小・中学校のALT：EvanBott、Chirs　Kuenzelや小鹿
野町在住のJames　R.Bowers（芭和洲神武）さん、おが
ニャッピーの協力で実現しました。
　動画は小鹿野町教育委員会ホームページに掲載してあり
ます。ぜひ､ご家庭でも英語に触れ楽しんでください。

高学年表紙
小鹿野小  柴﨑美帆さん

高学年裏表紙
両神小  今井大翔さん

低学年表紙
小鹿野小  加藤  翔さん

低学年裏表紙
両神小  新井詩歩さん

お知らせ

No.10

　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、絵本の紹介と絵本を1冊
プレゼントします｡
日時●１０月２９日（木）１３：００～
場所●児童館（健診会場）　※健診対象児童のみ

図書館Q&A図書館Q&A
読書週間とは何ですか？
　読書週間とは読書の楽しさや本に親しむきっかけを作
るための週間です。
　読書週間が始まったのは戦後間もない1947年（昭和
22）年、「読書の力によって、平和な文化国家を作ろう」と
いう決意のもと、第1回『読書週間』が開催されました。翌
年の第２回から、10月27日～11月9日と期間が定められ
現在に至ります。
　期間中、図書館でも次の行事を予定しています。
•特集展示
•図書館を使った調べる学習コンクール
　感想画コンクール作品の展示
•雑誌リサイクルフェア（お知らせ参照）
•雑誌付録プレゼント（お知らせ参照）

Q

A

おはなし会 プチ（赤ちゃんから3歳ぐらいまで）おはなし会 プチ（赤ちゃんから3歳ぐらいまで）ブックスタート・チャレンジ（６か月・１歳児）ブックスタート・チャレンジ（６か月・１歳児）

※今月のオススメ本はお休みです。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、休館日や事業の日程・
内容等が変更又は中止となる場合があります。ご了承ください。

雑誌リサイクルフェア＆雑誌付録プレゼント開催雑誌リサイクルフェア＆雑誌付録プレゼント開催

　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、12月まで
の間中止します。
　ご了承ください。

　今年も読書週間の時期（10月27日～11月9日）が近づいてきました。例年、
読書週間中には様々な行事を行なっています。今回はその中でも、新型コロナ
ウイルス感染症の影響で６月から延期していた雑誌リサイクルフェアと雑誌付
録プレゼントの開催が決まりましたのでお知らせします。

雑誌リサイクルフェア雑誌リサイクルフェア
　資源の有効活用を図るため、保存期限が切れた
雑誌・受け入れしなかった寄贈資料・除籍資料をお
譲りします。
日時●１１月７日（土）～８日（日）１０：００～１７：００
場所●両神ふるさと総合会館　３階
　　　ロビー及び研修室Ｄ
お願い
•1人5冊（同一雑誌はうち2冊）までです。
•資料を持ち帰りする袋は持参してください。
•資料がなくなり次第終了となります。
•新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、マ
スクの着用と手指消毒をお願いします。

雑誌付録プレゼント雑誌付録プレゼント
　雑誌付録を利用者へプレゼントします。
　希望者は図書館内にある応募用紙に図書館利
用券の番号と希望の付録の番号を記入し、応募箱
へ入れてください。
応募期間●10月27日(火)～11月8日(日)
対象●図書館利用券（カード）がある人
応募点数●1人１点まで
結果●当選者へ直接連絡します。
※希望者が多数の場合は、抽選となります。

新しい雑誌が入りました新しい雑誌が入りました
　休刊や貸出回数の少ない雑誌について見直し、新たに
６冊の雑誌が入りましたので紹介します。
購入を開始した雑誌

趣味

教育
子育て

山と渓谷
ROCKIN'ON JAPAN（ロッキンオンジャパン）
COTTONTIME（コットンタイム）
Paprika（パプリカ）
Pre-mo（プレモ）　　Baby-mo（ベビモ）

購入を停止した雑誌
　アサヒカメラ（休刊）　ピコロ（休刊）
　岳人（がくじん）　CDジャーナル
　たまごクラブ　　ひよこクラブ

●「おがの自学ノート」表紙の刷新●
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広報 おがの 教育
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）

本館
分室　

月曜日（５･１２・１９・２６日）　金曜日（１６日）
土曜日（３・１０・１７・２４・３１日）
日曜日（４・１１・１８・２５日）

図書館
だより
図書館
だより

10月の
休館日



●親子ハロウィンリース教室●

日時●10月18日(日)10:00～11:30
場所●小鹿野文化センター　　講師●坂本弘子さん
対象●小学生と保護者　　費用●1,000円（材料代）
定員●10組
申込＆問合せ●10月5日(月)から受付開始です。10月15日
(木)までに小鹿野文化センター窓口へ参加費を添えてお申し
込みください。
小鹿野文化センター・中央公民館☎75-0063

　今年度新型コロナウイルスの影響により、両神ふるさとまつ
り文化展やふる総フェスタが中止となりました。文化団体等の
発表の機会を設けるため、ふる総文化展を下記のとおり開催す
るとともに一般作品を募集します。
　皆さんのご参加をお待ちしております。
ふる総文化展について
日時●１２月１日（火）～１２月１１日（金）10:00～18:00
場所●両神ふるさと総合会館２階ロビー
一般作品募集について
出展内容●自作の絵画・工芸品・書等
締切●１１月２０日（金）まで
提出先●両神ふるさと総合会館２階両神公民館
作品点数●１人につき５点まで
※提出時に出展者・作品名記入表の記入をお願いします。
問合せ●両神ふるさと総合会館・両神公民館☎７９-１３１１

●ふる総文化展一般作品募集について●

文 芸 の 窓文 芸 の 窓
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▪▪▪第50回小鹿野町歌舞伎・郷土芸能祭は延期します▪▪▪
　第50回小鹿野町歌舞伎・郷土芸能祭は、新型コロナウイ
ルス感染症拡大防止のため、来年度に開催を延期とします。
問合せ●小鹿野文化センター・社会教育課☎75-0063

　8月2日(日)、22日(土)に家庭教育推進事業「親子で土器づくり」を開催
しました。
　初日は、小鹿野総合センターに収蔵されている町内から出土した本物
の縄文土器を見学した後、小鹿野文化センターで野焼き粘土を使って土
器を作りました。
　20日間乾燥させ、22日には両神運動場で真夏日のなか野焼きを行い
ました。火を焚いていたので、火の周りの熱さはとても厳しかったうえ、うま
く焼けずに割れてしまう土器が大半となってしまいましたが、縄文時代と同
じように焼いたことによって、土器づくりの大変さを体験することができまし
た。
　今後も、様 な々体験事業を企画していきますので、ぜひご参加ください。

問合せ◆教育委員会社会教育課☎75-0063文化財ノート
No.30

◆親子で土器づくりを開催しました

土器を乾燥させます

粘土を使って
土器づくり

野焼きで焼きました

感染症予防にこれからも取り組みましょう！感染症予防にこれからも取り組みましょう！
　新型コロナウイルス感染症は、私たちの生活を大
きく脅かしています。また、これからインフルエンザ
も心配な季節になってきました。「新しい生活様式」に
よる感染症予防のなかで一番重要なことは『手洗い』
です。「こまめな手洗い」は新型コロナウイルス感染

症だけでなく、これ
からの季節に流行するインフルエンザや感染性胃腸
炎(ノロウイルス等)の予防にも有効です。手の洗い
方やタイミングを見直し、自ら感染症予防を実践して
いきましょう。

健康講演会健康講演会 Hm1

　自粛生活では活動量が減り、不活発な状態が心配され
ます。自宅でできる運動についての講演会を開催しま
す。
日時●10月20日(火)13:30～14:30
場所●小鹿野文化センター・ホール
内容●「コロナを乗り越えるための健康づくり
　　　～運動習慣は丈夫な「ほね」をつくる～」
埼玉医科大学教授　藤田博曉先生(理学療法士)
定員●100人
申込●事前に申し込みが必要です。前日までにお申し込
みください。（先着順）

　10月1日（木）から、ロタウイルスワクチンの予防接種
が定期接種になります。
　対象は、令和2年8月1日以降に生まれたお子さんで、
ロタウイルスによる急性胃腸炎の重症化予防に効果が
あるとされています。ロタリックス（1価・2回接種）、ロタ
テック（5価・3回接種）の2種類のワクチンがありますが、
有効性は同等と考えられています。2種類とも経口（飲
む）による接種です。どちらかのワクチンを選択し、同一
のワクチンを接種してください。初回接種は出生14週6
日後までに済ませましょう。
　対象のお子さんには、新生児訪問時に予診票を配付
し、説明します。

ロタウイルスワクチンの
定期接種が始まります

がん検診を受けましょうがん検診を受けましょう Hm4

　がんは早期発見・早期治療により、生存率が高まりま
す。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、例年よ
り定員を制限して実施します。
乳がん･子宮頸がん検診
日時●10月15日(木)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●各検診30人

費用●乳がん検診1,200円、子宮頸がん検診800円　
※70歳以上は無料
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、個別がん検診の申し込みは常時受け付けていま
す。）

正しい手の洗い方
※毎回「石けん等で10秒以上もみ洗い後、流水で
15秒すすぎ」を2回することが有効です。

手洗いのタイミング
●外出から帰ってき
た時
●料理をする前
●食事の前
●咳やくしゃみ、鼻を
かんだ時
●汚れたもの(使用済
みマスク等)を捨て
た後
●共用のものを触っ
た時
●トイレを使用した後

流水でよく手をぬらした後、石けんを
つけ、手のひらをよくこすります。

手の甲をのばすように
こすります。

指先・爪の間を念入りに
こすります。

指の間を洗います。 親指と手のひらをねじり洗いします。 手首も忘れずに洗います。

・爪は短く切っておきましょう
・時計や指輪は外しておきましょう

さ
る
す
べ
り
　  

あ
か

特集

感染症予防には「こまめな手洗い」が有効です！ 手洗いの
前に
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生涯学習
コーナー 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。



Hm1

Hm1

Hm1

Hm1

Hm1

■いきいき館利用のための初回講習会
　安全に自分に合った運動をするための講習会です。
　講習日を調整しますので、必ず保健課まで予約をお願
いします。予約がない人は初回講習会を受講できません。
対象●20歳以上の町民で初めていきいき館を利用する
人
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、マ
スク
※講習会は90分程度で、個別で開催します。
※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。
※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。

■いきいき館開放日
　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●①日中開放　毎週月・木曜日（祝日は休館）
　　　　13:00～17:00
　　　②夜間開放　毎週水曜日(祝日は休館) 
　　　　17:30～21:00(最終入館20:30まで)
※１回のトレーニングは90分以内となります。
※毎回、マスク着用でお願いします。状況により、人数制
限を行う場合があります。
※初回講習を受講していない人は利用できません。

10月の
　予約が必要な教室
　  申込＆問合せ●保健課☎75-0135（直通）

乳児健診・3歳児健診乳児健診・3歳児健診
乳児健診
日時●10月29日(木)13:00～13:45
場所●児童館
該当児●［3か月健診］令和2年6月、7月生まれ　［6か月
健診］令和2年3月、4月生まれ　［9～12か月健診］令和
元年7月～9月生まれ
持ち物●母子手帳、健康診査票、体調チェック問診票、バ
スタオル

3歳児健診
日時●10月16日(金)13:00～13:45
場所●児童館
対象児●平成29年2月～5月生まれ
持ち物●母子手帳、健康診査票、体調チェック問診票、バ
スタオル・検尿・視聴覚アンケート

　各教室とも、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、参加
人数を制限、時間を短縮して実施します。また、下記教室の対象
は20歳以上の町民で全てマスクを着用し、体温測定を行います。
　前日までに予約をしていないと参加できませんの
でご注意ください。

長寿筋力アップ
トレーニング教室

バランス
ボール教室

①10/7・21(水)
②10/14・28(水)
③10/8・22(木)
④10/15・29(木)
10/１９（月）・
22(木)（いずれか
１日の参加）

15:00～16:00

19:00～20:00

10:00～11:00

児童館

いきいき館

児童館

いきいき館

各回15人
運動のできる服装、
飲み物、バスタオル

各回8人
運動のできる服装、
飲み物

各回10人(3週間に1回
のみ参加可能)
体調確認シート、運動の
できる服装、飲み物、
タオル

筋力トレーニング等
（トレーニング機器
は使いません。）

大小のボールを使
用する運動

ステップ体操

10/2（金）
10/9（金）
10/16（金）
10/23（金）
10/30（金）

①9:30～10:30
②11:00～12:00
③14:30～15:30

いきいき館
ストレッチ体操、筋力
トレーニング、ステッ
プ体操

高精度
体組成計測定日 10/21(水) 18:00～20:00 いきいき館 10人 高精度体組成測定、

結果説明

ヘルスアップ
教室

10/26(月) 13:30～15:00 8人
高精度体組成測定
と骨密度測定、結果
説明

開催日 時間 場所 定員　持ち物 内容

Hm1

　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。
日時●10月23日(金）10：00～11：30
場所●児童館
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）・軽い運動など
※参加費として100円をいただきます。10月21日
（水）までにお申し込みください。

『お茶会・交流会』に
参加してみませんか？
『お茶会・交流会』に
参加してみませんか？

簡単な筋力体操で一緒に健康づくりをしませんか？
　介護予防ボランティアとは、地域の身近な場所で
「おがのこじか筋力体操」の普及をサポートしていた
だく皆さんです。養成講座を卒業されるとこじかクラ
ブ会員となり、地域へのこじか筋力体操を普及する
活動を行います。会員数は現在１０６人となり、各集会
所等にて活動を行っています。
　体操は手首や足首におもりをつけてゆっくり上下
するだけ、年齢に関係なく誰でもできるように工夫さ
れた体操です。体操を経験された人から「足が軽く
なった」「階段の昇降が楽になった」と喜ばれていま
す。
　自身の健康と住んでいる地域を健康にするため
に、ぜひ一緒にこじか筋力体操で健康づくりを行いま
しょう。
日程●10月6日、13日、20日、27日、11月10日、17
日　全６回　※いずれも火曜日
時間●14:00～16:00
場所●いきいき館
対象●40歳以上の町民　※募集人数は20人程度
とします。
料金●無料
申込●前日までに電話でお申し込みください。
※新型コロナウイルス感染症感染状況により、中止
になることがあります。

第６回介護予防ボランティア
（こじかクラブ）養成講座開催
第６回介護予防ボランティア
（こじかクラブ）養成講座開催

Hm1

　音楽で認知症を予防する介護予防教室です。
日時●10月1日(木)、15日(木)13：30～14：30
場所●小鹿野文化センター･大会議室
対象●65歳以上の人

バンビちゃんの会バンビちゃんの会

　認知症の人や家族が気軽に出かけられ、地域の皆
さんとの交流を深めるカフェです。
日時●10月13日(火)13：30～14：30
場所●小鹿野文化センター･大会議室
※飲食を提供しないので、水分補給のため各自飲み
物をご持参ください。

オレンジカフェ「笑顔」オレンジカフェ「笑顔」

※以下については、新型コロナウイルス感染症拡大
防止のため、マスクを着用し時間短縮で実施します。
また、最初に体調確認シートにご記入いただきます。

いきいき館トレーニング利用者（夜間）

　いきいき館の夜間開放に通い始めて５年になり
ます。続けて運動することで、体の調子も良くな
り、肩や膝の痛みも改善されました。体組成計測
定の結果で、筋肉の左右差が見られましたが、意
識をして運動（筋トレ）をしたことで左右差も無く
なりました。これからも元気でいられるように、運
動を続けていきたいと思います。
（冨田義治さん）

私たち
頑張って
います

私たち
頑張って
います

保健・福祉 広報 おがの
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　10月になりました。暑
かった夏でしたが、のど元
過ぎればなんとやら。あっと
いうまに時間は過ぎていき
ますね。私たちも歳をとるは
ずです。
　ということで、今回は年

齢の話。皆様は年齢を聞かれて戸惑ったことはないで
すか？
　かく言う私も最近では気にならなくなりましたが、医
師になりたての若いころは年齢を気にしていました。ま
だ経験も浅く「この若造」と思われるのが嫌だったので
しょう。知識でカバーしたいという思いが働いていまし
た。一方で、こちらから相手に年齢をたずねることもあり
ます。もちろん失礼にならないように、その状況は考えて
いるつもりです。でも、年齢を聞いても聞かれても、いろ
んな意味で勘ぐってしまうことがありますよね。たとえば
若いのか老けて見えるのか差し置いて、「そんな年齢に
は見えないね」だとか「意外に若いのにがんばってるの
ね」とか…。
　さて、先日、高知県西南端に浮かぶ島「沖の島」の漁
師さんから電話がありました。20年前その島に赴任して
以来の仲で、今でも数か月おきに電話で連絡を取り
合っています。その漁師さんが「今、内田先生の恩師が
来ちょるけん代わるね」と。電話に出られたのは、なんと
私の中学1年の担任だったK先生でした。今は校長先
生となり島に赴任しているとのこと。思わず、「K先生、お
いくつになりました？」とたずね、来年定年と言われたこ
とにまたまたびっくり。K先生は大学卒業後、中村中学
校（私の母校）に新卒で赴任されてきたのです。時の流
れの早さに驚くとともに、自分自身も歳をとったものだと
思ったことでした。
　これまた似たような面白い話がありました。最近よく
登場するはっちゃん。高校の先生だった彼女は、新卒
の赴任時に一番年齢が近い学生さんとは5歳ほどしか

離れていません。教え子たちの同窓会で呼ばれた際、
「見たことあるけど誰だっけ？」と言われ、同級生ではな
く先生だったことに皆で大笑いしたとのこと。確かに年
齢が近ければ、どっちが年上かわからないこともよくあ
る話です。
　認知症の患者さんの中には、ときどきご自分の年齢
がわからなくなる方がいます。90歳のSさん。歳を聞くと
「68歳です」と真剣に答えます。娘さんもあえて否定せ
ずにこにこしているだけ。もう90歳でも68歳でもどちらで
も構いません。彼女の時計は68歳で止まっています。で
も問題にならなければそれでいいですよね。大人気の
テレビ番組「笑点」で18歳と81歳の違いというお題に
対して「まだ何も知らないのが18歳、もう何も覚えてい
ないのが81歳」という回答があったのを思い出しまし
た。

重要なのは人生の長さではない。人生の深さだ。
(エマーソン：米の思想家、作家)

　最近、だんだん新しいことが覚えられなくなってきた
私（笑）ですが、まだ何も知らなかった13歳の自分から
はどれほどの深みが出てきたものか。K先生に無性に
会いたくなってきました。K先生やはっちゃん、90歳のS
さん、そして毎日出会う皆さん方から染み出す人生の
深みを感じつつ、今月も過ごしていきたいものです。

人生の年輪

問合せ●国保町立小鹿野中央病院(小鹿野町小鹿野300番地)
　　　　☎75-2332　FAX75-3313

耳鼻咽喉科外来　塩谷Ｄｒ．
耳鼻咽喉科外来　荒木Ｄｒ．
耳鼻咽喉科外来　水足Ｄｒ．

休診

最新の休診情報は、町立病院のホームページ「診療日
カレンダー」でお知らせしています。
※休日急患当番医は広報おがの31ページをご覧くだ
さい。

ドクター内田のひとりごと
思いつくまま気のむくまま 42

検索小鹿野中央病院

外来からのお知らせ外来からのお知らせ

院長　内田　望

10月5日（月）
10月6日（火）
10月8日（木）

乳腺外来　新井Ｄｒ．

変更

10月22日（木）
↓
10月29日（木）

整形外科外来　
関口Ｄｒ．→ 吉原Ｄｒ．

10月7日（水）

　町立病院では今年もインフルエンザの予防接種を下記の日程で実施します。
ご希望の人は病院にお申し込みください。
●接種時間　15:00～
●接種場所　病院外来
●受付時間は14:00～14:45までですので、受付時間内にお越しください。
●来院の際は必ずマスクを着用してください。

インフルエンザ予防接種のお知らせインフルエンザ予防接種のお知らせ
インフルエンザ予防接種日程（予定）

予防接種日程
29日（木）
30日（金）
2日（月）
5日（木）
6日（金）
13日（金）
16日（月）
17日（火）
19日（木）
20日（金）
27日（金）

30人
30人
30人
30人
30人
20人
20人
10人
10人
10人
10人

定員

10月

11月

※1　予約制ですので、必ず予約してください。
　　 （電話予約できます。☎75-2332）
※2　接種費用　4,270円
　　 公費助成による個人負担金　65歳以上の人は1,200円です。
※3　ワクチンの入荷状況により、日程・定員を変更することがあります。

　この事業は、令和2年度新型コロナウイルス感染対応
地方創生交付金を活用して整備を行ないました。
　1階に新設した面会室と2階病棟・3階病棟をネットで
繋いで入院患者さんとノートパソコン越しに対面する仕
組みです。
　対応できる人数に限りがありますので、予約制としま
す。

オンライン面会を開始しましたオンライン面会を開始しました
　利用対象は、入院患者さんのご家族のみとなっていま
すのでご了承ください。
　詳細については、☎75-2332に「オンライン面会の件」
とお問い合わせください。なお、お問い合わせについて
も、入院患者さんのご家族のみとさせていただきます。

  発熱外来
　発熱や咳など呼吸器症状等のある人は発熱外来で対
応いたします。事前にお電話（☎７５-２３３２）いただき受
診方法をご確認ください。

お子さんをお持ちの人へ
　小児については、小児科医による診察が望ましく、か
かりつけ小児医療機関や埼玉県新型コロナウイルス感
染症県民サポートセンター☎0570-783-770（24時間
受付）に電話などでご相談ください。
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相
談
員 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19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10:00～15:00
　　　（祝日・年末年始を除く）
相談員●移住支援員、地域おこし協力
隊員、町職員
場所●小鹿野町観光交流館

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13日(火)、27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。

秩父保健所の相談事業 ※要予約
▶問合せ／秩父保健所 ☎22-3824

■ひきこもり専門相談
日時●11月10日(火)13:30～
相談員●公認心理師
※相談時間は、予約の際にご確認く
ださい。

障がい者の相談窓口
相談時間／月～金曜日(祝日を除く) 9:00～17:00

■身体障がい者について
フレンドリー(カナの会)
☎26-7102　FAX62-5613
■知的障がい者・障がい児について・
障がい者の就労・生活について
秩父障がい者総合支援センター
☎21-7171　FAX24-9963
■精神障がい者について
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17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21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・不登校でお悩みのご本人、
ご家族からの相談をお受けいたしま
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１３日(火)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19日(月)、27日(火)
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。

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）

■平日夜間急患対応 ■土曜夜間急患対応

月
水

火・木・金
10月8日（木）･
　22日（木）

曜日 医療機関 電話

☎62-6300
☎22-3022
☎23-0611

☎62-6300

皆野病院
秩父病院
秩父市立病院

皆野病院

10月3日・
10日・24日
17日･31日

期日 医療機関 電話

☎23-0611
    
☎62-6300

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
☎23-3311

☎21-2330

あらいクリニック
秩父病院 
秩父市立病院
ヨコゼ診療所
秩父脳外科内科
クリニック

※必ず電話でご確認のうえ、受診してください。

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

月
水

火・木・金
10月8日（木）のみ

■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 期日

10月4日
11日
18日
25日

10月4日
11日
18日
25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

本町
小鹿野町
皆野町
相生町

☎25-2711
☎75-2332
☎62-0039
☎26-7001

あらいクリニック(小･内)
小鹿野中央病院（内）
金子医院(内)
あいおいクリニック(内･消内)

診療時間／8:30～翌日の8:30

皆野町
桜木町
桜木町
桜木町

☎62-6300
☎23-0611
☎23-0611
☎23-0611

皆野病院
秩父市立病院
秩父市立病院
秩父市立病院

※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以降は必ず電話でご確認のうえ、受診して
ください。

期日

　一般的な相談のほか、感染が
疑われる場合には、帰国者・接触
者相談センター(保健所)が紹介
されますので、ご相談ください。

☎0570-783-770
　　　（24時間受付）

※聴覚に障がいのある人をはじ
め、電話でのご相談が難しい人は、
FAXをご利用ください。（FAXに
よるご相談の場合、回答までにお
時間をいただく場合がありま
す。）
保健医療部保健医療政策課
FAX048-830-4808
秩父保健所FAX22-2798

休日急患当番医休日急患当番医

■埼玉県救急電話相談（24時間 365日対応）
●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  ☎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  ☎０１２０-５５４-２４５
※小鹿野町民のみ利用できます。

埼玉県
新型コロナウイルス感染症
県民サポートセンター

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため事業を延期又は中止する場合があります。

10月4日
11日
18日
25日

10月22日（木）
のみ

令和2年分  
年末調整等説明会中止のお知らせ
令和2年分  
年末調整等説明会中止のお知らせ

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

　新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、本年
は、説明会を開催しません。
　なお、年末調整などご不明な点等がありましたら、秩父
税務署までご連絡ください。
問合せ●秩父税務署☎22-4433（自動音声案内2番））

外国人技能実習生を
受け入れている企業のみなさまへ
外国人技能実習生を
受け入れている企業のみなさまへ
　日本で働く外国人技能実習生のみなさんが、多言語
（いろいろな国の言葉）でわかりやすい、「災害時に便利
なアプリとＷＥＢサイト」の紹介です。
　日本の気候や災害がわかると、防災につながります。
　内閣府の防災情報のページから取得できますので、ご
利用ください。
http://www.bousai.go.jp/kokusai/web/index.html

　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、申請又は予約はで
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
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災害救援ボランティア募集～個人･団体の登録を募集しています～災害救援ボランティア募集～個人･団体の登録を募集しています～

●中津峡の紅葉を見に行こう
日時　11月3日（祝）10:00～14:00
内容　「中津峡」で知られる秩父市中津川の紅
葉スポットを地元ガイドの案内により散策します。
対象　小学生以上（小学生は保護者同伴）
費用　1,000円／人（木の葉のパウチ作り体
験付き）
定員　10人（申込順）　締切　10月27日（火）
申込&問合　申し込みは電話にて受け付けし
ます。その他の催しはホームページにてご確
認ください。
彩の国ふれあいの森　埼玉県森林科学館
☎56-0026

彩の国ふれあいの森のイベント

日時　10月25日(日)9:30～12:00
場所　秩父ミューズパーク・パルテノン(大噴
水横)
内容　ノルディックウォーキングは、年齢を問
わず楽しめます。ポールを使うことで歩行姿勢
が正され、転倒防止・腰痛軽減等の効果があり
ます。
費用　500円(ポール貸出代含む)
定員　20人(申込順)
持ち物　補給水、タオルなど
※運動のできる服装でお越しください。
申込＆問合　秩父ミューズパーク管理事務所
まで電話でお申し込みください。秩父ミューズ
パーク管理事務所☎25-1315

はじめてのノルディックウォーキング

イ ベ ン ト

募  集

案  内

●介護職員向けExcel2013(応用）
日時　12月5日(土)、12日(土)9:00～16:00
費用　受講料2,000円、テキスト代2,200円
(税込)
申込＆問合　11月1日(日)～10日(火)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/

熊谷高等技術専門校秩父分校
技能講習受講生募集

※掲載しているイベント等について、今後、新
型コロナウイルス感染症拡大防止のため、開
催が延期又は中止される場合もありますので、
それぞれのお問い合わせ先にご確認ください。

●防衛大学校学生
試験期日　11月7日（土）、8日(日)2次試験あり
受付締切　10月22日（木）
応募資格　18歳以上21歳未満の高卒者(見

込含む)
●自衛官候補生(男子・女子)
試験期日　10月30日(金)～31日(土)の1日
（予定）
受付締切　10月22日(木)
応募資格　18歳以上33歳未満の男女
※受付期間・試験期日は、変更になる場合があ
りますので、詳細はお問い合わせください。
問合　自衛隊秩父地域事務所☎22-6157

自衛官募集

●ＯＳＡＭＵアート展
日時　10月3日(土)～18日(日)10:00～16:00
場所　ムクゲ自然公園･森の美術館（入館無料）
●オーロラメッセンジャー中垣哲也
　オーロラ上映会＆トークライブ
日時　10月18日(日)①11:00～12:30②
14:00～15:30③18:00～19:30
場所　ムクゲ自然公園･森のホール
費用　大人1,500円、小中高生500円(小学生
は保護者同伴)
※予約制。ご来場の際は、マスクの着用のご協
力をお願いします。
予約・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　10月19日(月)～25日(日)9:00～
17:00(最終日は15:00まで)
場所　秩父市歴史文化伝承館
種目　絵画・書・写真・彫刻・工芸
出品資格　秩父郡内に在住、在勤、在学(高校
生以上)する人
出品点数　1人２点以内　出品料　1点1,000円
搬入　10月18日(日)10:00～12:00
搬出　10月25日(日)15:00～16:00
開催要項　小鹿野文化センターで配布してい
ます。
問合　秩父美術展運営委員会事務局(秩父市
生涯学習課)☎22-0420

第67回秩父美術展開催

日時　10月15日(木)13:00～16:00(受付
12:00～15:30）
場所　大宮ソニックシティビル・市民ホール(予
約不要、入退場自由)
対象　令和3年3月大学・短大・専門学校卒業
予定の人、3年以内の既卒の人
その他　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
コピー可）参加企業は10月上旬に雇用対策協
議会HPに掲載予定。
問合　埼玉県雇用対策協議会☎048-647-4185
http://www.kotaikyou-saitama.ne.jp/

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～
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7月
２2日
30日

長留
小鹿野

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》

祝 悼祝 悼

檜澤 郁子（84）
中村 隆男（８２）

8月
8日
9日
１2日
１6日
１7日
１8日
２０日

小鹿野
小鹿野
河原沢
下小鹿野
飯田
長留
小鹿野

小鹿野
両神薄
長留

8月
12日
13日
18日

ひろと

　ほのか

  ちほ

鎌田 啓斗（幸）
宮澤 歩希華（尚也）
金子 千穂（明弘）

猪俣 昌一（８２）
中田 アサ（９７)
岩﨑 義治（１０２)
朝比奈 愛（９４)
浅見 すみ子（９５）
今井 きぬゑ（８６）
茂木 和一（８０）

祝 百歳 
　    おめでとうございます

大正９年９月１９日生　

常木きくよさん(小鹿野)

　近年、地震や台風、大雨などの自然災害による甚大な
被害が全国で発生しています。万が一、町内で大災害が
起こったときに、迅速かつ効果的に救援活動が行えるよ
う、事前の災害救援ボランティア登録制度を実施します。
皆さんのご協力をお願いします。
活動内容
　大災害時における町内での災害ボランティア活動
（災害ボランティアセンターのスタッフ、避難所の手伝い、
被災家屋の片付け等）
登録条件
　自発的な意思で災害ボランティアの活動を希望する個
人又は団体。

ご
ち
そ
う
さ
ま

スマートフォンやパソコンで、下記のURLを入力する
か二次元バーコードを読み取ると、手話を動画でご覧
いただけます。（協力　ちちぶ広域聴覚障害者協会）

簡単な手話を覚えましょう【第25回】簡単な手話を覚えましょう【第25回】

右手掌で右頰を軽くたた
きます。この表現には「美
味しい」という意味もあり
ます。

次に、左手甲に右手小指側
を直角に乗せ、右手を上げ
ながら頭を下げます。この
表現には「ありがとう」とい
う意味もあります。

https://shuwa-chichibu.sakura.ne.jp/video/gc.php
対象　新型コロナウイルスの影響を受けてい
る中小企業・個人事業主等で①国の家賃支援

給付金の給付決定を受けている②昨年の月平
均売上が15万円以上の両方に該当する人
補助率　支払家賃の15分の1の6カ月分（上
限20万円又は30万円）
申請期限　令和3年2月15日（月）
問合　埼玉県中小企業等支援相談窓口
☎0570-000-678（平日・休日とも9：00～18：00）

埼玉県中小企業・個人事業主等
家賃支援金

　埼玉弁護士会では、法の日週間（10月1日～
7日）を記念し、弁護士による無料電話法律相
談会を開催します。
日時　10月3日(土)13:00～16:00
※通話料については相談者の負担となります。
☎048-839-8775(相談日のみ通話可能)

法の日週間記念無料電話法律相談会

　『ハロウィンジャンボ宝くじ』と『ハロウィン
ジャンボミニ』が同時発売されます。
　発売期間は、9月23日（水）～10月20日(火)
までです。
※この宝くじの収益金は、市町村の明るいま
ちづくりや環境対策、高齢化対策など地域住
民の福祉向上のために使われます。

ハロウィンジャンボ宝くじ発売

　労働保険料(労災保険・雇用保険)の第2期分
の納期限は11月2日（月）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

事業主の皆さんへ　
労働保険のお知らせ

日時　11月13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
※前日までに申し込みが必要です。
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」

　麻薬・覚醒剤・大麻などの薬物乱用は、健康
を害する大変危険なもので、自分の人生だけ
でなく、家族など周りの人たちの人生までも狂
わせてしまいます。
　薬物乱用は1回でも「ダメ。ゼッタイ。」薬物
でお困りの人は、ご相談ください。
問合　埼玉県秩父保健所☎22-3824
埼玉県薬務課☎048-830-3633

麻薬・覚醒剤乱用防止運動
10月1日～11月30日

　満15歳以上の人（未成年の場合は、親権者の承諾が必
要です）
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、当面の間、
町内に在住、在勤、在学の人のみ対象とします。
申込方法
　所定の申請用紙を小鹿野町社会福祉協議会へ提出し
てください。（用紙は小鹿野町社会福祉協議会のホーム
ページからもダウンロードできます）
保険の加入
　活動の際は、ボランティア活動保険に加入します。
問合せ●小鹿野町社会福祉協議会☎75-4181

小鹿野

フォトニュース
小鹿野

フォトニュース

　皆さんのお陰により、
9月10日に来館2，000
人達成できました。該当
者には、名水毘沙門水
を贈呈させていただき
ました。
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