
324/1

3026

2 543 6 7 8

28 29 5/1

23 2421 22

16 1714 1512

3月1日現在　   【世帯数】4,652世帯
　　　　　　 　【総人口】11,175人【男性】5,549人【女性】5,626人
2月中の異動　 出生1人/死亡22人/転入17人/転出13人
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2021（令和3年）NO.187 広報おがの／令和3年4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3年3月15日現在）
貯水位　327.78ｍ
貯水量　10,127,500㎥
貯水率　98.8％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）

非洪水期：10月～6月
総貯水量：10,250,000㎥

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/●けんこう交流館（旧児童館）/◎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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国民健康保険税　随時期

今月の納税今月の納税

4月30日(金)までに納めて
ください。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、事業が中止となる場合があります。
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小鹿野町小鹿野町4月
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クライミングタウン小鹿野でのワーケーション・二地域居住誘客
のためのモニターツアー事業　2/17～2/23
　観光地に滞在しながら働くワーケーション、二地域居住誘客
のためのモニターツアーを開催。小鹿野町の認知度を高める
ため、観光大使である平山ユージ氏にご協力いただき、クライ
ミングパーク神怡舘でのボルダリング講習会のほか、里山ハイ
キングや二子山でのロッククライミング見学を行いました。
　参加者は平山ユージ氏の指導を受けながら、クライミング
パーク神怡舘でのボルダリングを楽しんでいました。
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小鹿野庁舎の機能が両神庁舎へ移転します！　2
令和3年度予算　  　　　　　　　　　　　　  3
小鹿野庁舎の機能が両神庁舎へ移転します！　2
令和3年度予算　  　　　　　　　　　　　　  3

C
O
N
T
E
N
T
S

広報おがの

44
2021
187号

月

花と
歌舞伎と
名水のまち

▲開放
●長寿筋トレ
■夜間開放

▲発育測定・栄養相談
◆バンビちゃんの会
■日中開放
■長寿筋トレ

■日中開放
■長寿筋トレ

▲開放▲開放
■日中開放

▲開放
■日中開放

花まつり晴明

みどりの月間 土用

▲開放
▲すくすく
　（発育相談・計測）
■ステップ体操

▲開放
▲すくすく（開放）
■ステップ体操
◎こころの悩み
　何でも相談

★図書館休館日

★図書館休館日

▲開放
■日中開放

▲開放
●子育てこころの相談
◎こころの悩み
　何でも相談

▲ふれあい遊び
●バランスボール教室
■日中開放
■長寿筋トレ

▲開放
▲すくすく（離乳食
　相談）
●はぐくみ相談（運動）
■ステップ体操

▲開放
◆オレンジカフェ
　「笑顔」
◎認知症相談日

▲開放
▲お庭で遊ぼう
　（種芋植え）
●長寿筋トレ
■夜間開放

★図書館休館日

▲開放
★郷土料理ボラン
　ティア
◎ひきこもり相談
■日中開放
■骨密度・体組成計測定

▲開放
▲お庭で遊ぼう
◎認知症相談日

▲開放
●産後ママの
　ストレッチ教室
●長寿筋トレ
■夜間開放

★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
■夜間開放
■体組成計測定

▲開放
●乳児健診
■日中開放
■長寿筋トレ
◆バンビちゃんの会

▲開放
▲すくすく（ふれあい
　遊び）
■ステップ体操
●交流会

▲こいのぼり作り
■ステップ体操
●バランスボール教室

春の全国交通
安全運動

世界保健デー

こどもの日
端午・立夏

メーデー
八十八夜

世界赤十字デー

▲開放
■日中開放
■長寿筋トレ

▲開放
▲すくすく（発育相談
　・計測）
■ステップ体操

みどりの日憲法記念日

穀雨 子ども読書の日

昭和の日



令和３年度

一般会計予算
令和３年度

一般会計予算
　小鹿野町役場庁舎建設に伴い、令和３年５月６日（木）より小鹿野庁舎の機能が両神庁舎
へ移転します。町民の皆さんには大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力いただきます
ようよろしくお願いします。

令和３年
４月３０日（金）まで
令和３年
４月３０日（金）まで

令和３年
5月6日（木）から
令和３年
5月6日（木）から

【小鹿野庁舎】
・総務課・まちづくり推進室
・住民生活課・税務課
・会計課・総合政策課
・議会事務局

【両神庁舎】
・おもてなし課・産業振興課
・建設課

【両神庁舎】
・総務課・まちづくり推進室
・住民生活課・税務課
・会計課・総合政策課
・議会事務局・おもてなし課
・産業振興課・建設課

●両神庁舎移転後も各課の
　電話番号は変わりません。

役場組織

役場窓口業務

■両神振興会館会議室の貸し出しについて
　令和3年4月より両神振興会館会議室の貸し出しを中止しますが、小鹿野文化センター、両
神ふるさと総合会館で、引き続き会議室を貸し出します。ご利用の際は、そちらへお問い合わせ
ください。町民の皆さんにはご不便をおかけしますが、ご理解ご協力いただきますようよろしく
お願いします。
問合せ●小鹿野文化センター☎75-0063　両神ふるさと総合会館☎79-1311

■住民サービス窓口業務の主体は両神庁舎へ移転します。（住民生活課・税務課・会計課）
■窓口業務の一部(証明書発行業務)を保健福祉センター内福祉課で行います。

保健福祉センター内福祉課での窓口業務

※戸籍の届出、住所異動、マイナンバー、原付等の
登録・廃車、公図写等は、両神庁舎で行います。
※窓口業務、小鹿野庁舎機能の移転について不明
な点がありましたら、右記までご連絡ください。

【戸籍、住民基本台帳に関する事項】
・戸籍(謄本･抄本)の発行　
・戸籍の附票の発行
・身分証明書の発行
・住民票の写しの発行　
・印鑑登録証明書の発行

【税に関する事項】
・所得課税証明書の発行
・非課税証明書の発行・納税証明書の発行
・車検用納税証明書の発行
・滞納のない証明書の発行
・公租公課証明書の発行
・国保税納付証明書の発行(申告用)
・納税等収納業務

■戸籍、住基に関する事項　 •住民生活課　　  ☎７５-１４１８
■税に関する事項　　　  　 •税務課　　　　  ☎７５-４１２５
■機能の移転に関する事項　•まちづくり推進室☎26-6581

　本町の財政は、たいへん厳しい状況にありますが、町民が希
望をもって住み続けられるよう、人口減少対策をはじめ、町が
抱える課題に挑み、「文化の香り高く将来に躍動するまち」の実
現に向け、令和3年度の予算を編成してまいりました。令和3年
度一般会計予算は、78億2千5百万円、前年度比較3億8千6百
万円の増となり、町議会3月定例会で可決されました。

総額 78億2千5百万円（前年度比5.2％増）

主な新規事業等
人口減少にまけない　小さくても輝き続けるまち
・結婚新生活支援事業費（新婚世帯が新居を構える費用の一
部を補助）

・子育て支援金給付事業費（第１子及び第２子の出産に対して
５万円、第３子以降の出産に対して５０万円支給）
・通学費助成事業費（町内から町外の高校及び町外から小鹿
野高校へ通学する生徒の通学定期代を補助）

・関係人口創出推進事業費（社団法人等と連携し、ワ―ケー
ション・テレワークの推進）

・移住就業支援金事業費（ＵＩターンでの就業者や移住してテ
レワークをする人に対して助成金を交付）

・移住促進事業費（移住相談窓口の運営、関係人口・交流人口
の拡大）

本町の自然や特性を活かした地域経済の創生
・地域商社事業費（観光事業活性化に向けた取り組みを行う
地域商社の設立）

・みどりの村関連施設管理運営費（農業資料館をプレーパー
ク事業などで利用できる施設へと改修）

・遊休農地解消総合対策事業費（遊休農地解消に向け、新規
作物導入やしゃくし菜栽培参入に対し補助金を交付）

・県費単独土地改良事業費（農道三島線舗装工事、用水水位
計の更新、自動転倒堰の設置等）

・企業支援事業費（町内事業者のうち水道使用量大口利用者
に対する水道料金の一部補助の実施）

すべての世代に配慮された社会保障の充実
・プレーパーク事業費（プレーパーク事業を行う団体及び指
導者育成のための支援等）

・社会福祉事務費（地域移動販売事業への補助等）
・集落支援総合対策事業費（ひきこもり者に対する支援や健康
長寿の魅力ある地域づくり支援のための集落支援員の設置）

・健康増進プログラム推進事業費（フレイル対策として生活
習慣病等の重症化予防及び相談指導等の実施）

・予防接種費（風疹感染拡大防止のための抗体保有検査や予
防接種の実施）

・秩父荘管理費（老朽化した屋根の改修工事の実施）

その他の事業
・庁舎整備事業費（新庁舎建設工事及び既存庁舎の解体工事
等）

・公式ご当地キャラクター事業費（おがニャッピーのテーマソ
ングＰＶ作成及びラインスタンプ作成等）

かがやく未来へ　おがの人づくり
・学校教育支援事業費（ＧＩＧＡスクール構想の推進、ＩＣＴ支援
員などによる学校教育支援）

・中学生国際交流事業費（海外交流及び派遣先の調査検討並
びにＷＥＢでのリモート交流の実施）

・学校給食センター運営費（老朽化した配膳用食器及び食缶
の更新等）

・歌舞伎のまちづくり事業費（小鹿野歌舞伎で使用するかつ
らの保管庫兼補修作業場の整備等）

・体育館維持管理費（三田川体育館屋根改修工事の実施）
・文化センター施設整備費（舞台吊物の改修工事の実施）
・ふるさと総合会館維持管理費（空調設備更新工事の実施等）

快適で安心して暮らせる環境の整備
・防火水槽等新設費（小鹿野地内へ防火水槽を１基新設）
・消防施設維持管理費（第５支団第２分団の詰所建設に向けた
用地の測量、購入及び設計業務の実施等）

・衛生センターし尿処理費（衛生センター施設管理を民間事
業者へ委託及びし尿処理事業の広域化の検討等）

・地域公共交通確保対策費（民間事業者の乗合タクシー運行
経費に対する補助）

・町単独道路整備事業費（腰之根地区にある町道１１７号線の
拡幅事業の実施等）

・道路橋梁災害復旧費（令和元年度発生の台風第１９号により
被災した町道７０４号線の災害復旧工事の実施）

　以上が、令和3年度予算の主な新規事業等です。
　町民ファーストの政治信条のもと、町の多岐にわたる事業には
果敢にチャレンジし、迅速かつにこやかに、また効率よく諸課題に挑
んでいきたいと存じます。
　今後とも、温かいご支援とご協力を賜りますよう、心からお願い
申し上げます。

小鹿野町長　森　真太郎

小鹿野庁舎機能の移転について小鹿野庁舎機能の移転について
お知らせ

※業務内容や窓口の混雑状況によっては、お待ちいただく
場合があります。
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Pick Up!Pick Up!
町 政Pick Up!Pick Up!



　町では、店舗・住宅・併用住宅をリフォーム(改修工事)
する場合、その経費の一部を助成していますが、今年度
から次のとおり変更した部分がありますので、申請の際
にはご注意ください。
  ①申請方法
■変更前　申請を随時受付
　⬇
■変更後　年度内の申請を全て、次の受付期間内で受付
受付期間●5月6日(木)から5月31日(月)の平日
注意事項
■原則として、書類が全て揃っていることが確認できた
申請書類から受け付けます。
■予算額に到達しなかった場合には、第2回以降の申請
受付期間を設けます。
■受付期間内で申請件数が予算額を上回った場合は、交
付金額を予算と件数で按分等をする場合があります。
■受付期間の締め切り後、審査を通過した人には、順次、
決定通知の発送を行いますので、通知を受け取った後

に工事着手をお願いします。
■郵送での申請書類の提出はできません。
■休日の申請の受け付けは行いません。
   ②再助成までの年数
■変更前　助成を受けた年度の翌年度から起算して3年
後に再申請可能
　⬇
■変更後　毎年度1回の申請が可能
※対象者、対象工事、助成額については昨年度からの変
更はありません。
※制度の詳細については、町ホームページでご確認くだ
さい。
申込＆問合せ●両神庁舎・産業振興課へ
申請してください。
※申請は本人又はその家族に限ります。
両神庁舎・産業振興課☎79-1101

店舗・住宅リフォーム資金を助成します店舗・住宅リフォーム資金を助成します

　町では、木質バイオマスストーブ又は木質バイオマス
ボイラー(以下、「木質バイオマスストーブ等」という。)を
設置する場合、予算の範囲内においてその経費の一部を
補助します。
　この事業は、木質バイオマスエネルギーの利活用を推
進することにより、地球温暖化の防止を図るとともに、林
業及び木材産業の活性化に寄与することを目的としま
す。
　設置を検討している人は、ぜひご活用ください。
対象者●次に掲げる全ての要件を満たす人です。
①町内に住所を有する人又は有することとなる人、町内
に事業所を有する事業者で薪ストーブ等を自ら居住す
る町内の住宅又は事業所(店舗及び併用住宅を含む)
に設置する人
②補助金の申請時に納期限の到来した町税を滞納して
いない人(個人設置の場合は、世帯員全員)
③町で実施している他の補助制度を受けていない人
対象設備●補助の対象となる木質バイオマスストーブ等
は、以下の要件を満たすものです。
①購入及び設置に要する経費が3万円以上のもの
②中古品、自作品、リース品でなく、未使用品であるもの
③建築基準法等関連法規に基づいて設置されるもの
④排気ダクトを備え付けた固定式のもの

対象経費●木質バイオマスストーブ等の本体、煙突及び
付属品の購入・取付工事並びに窓枠工事に係る経費(消
費税及び地方消費税を除く)
補助金額●補助対象経費の3分の1以内とし、10万円を
限度とします。(千円未満の端数切り捨て)
申込＆問合せ●申請書を両神庁舎・産業振興課に提出し
てください。なお、申請書は産業振興課にあります。ま
た、町ホームページからダウンロードもできます。
両神庁舎・産業振興課☎79-1101
※工事等着工前に必ず申請してください。申請は本人又
はその家族に限ります。
※薪割り機の貸し出し、ストーブ販売店及び薪販売店等
につきましては、産業振興課までお問い合わせくださ
い。

木質バイオマスストーブ等設置費の一部を補助します木質バイオマスストーブ等設置費の一部を補助します

薪割り機

歳入 歳出

起債残高

特別会計・事業会計

使途の明確化が必要な財源の充当

基金残高

一般会計
歳入

(単位:千円)

一般会計
歳出

(単位:千円)

地方交付税
2,730,000
35%

町税　
1,118,200
14%

繰入金　
935,532
12%

町債
972,400
12%

国庫支出金
770,324
10%

県支出金
364,478
5%

使用料及び手数料
190,489
2%

諸収入  
139,591
2% その他

603,986
8%

民生費
1,956,060
25%

総務費
1,636,624
21%衛生費

907,434
12%

公債費
845,834
11%

教育費
764,931
10%

消防費
353,990
5%

商工費
344,952
4%

土木費　
270,608
3%

農林水産業費　
260,133
3%

議会費　
69,234
1% その他

415,200
5%

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
病院事業会計
国民宿舎事業会計

1,417,818
292,265
1,687,822
154,000
1,564,194
227,393

1,345,090
282,698
1,692,756
145,000
1,611,952
243,335

5.4
3.4

△ 0.3
6.2

△ 3.0
△ 6.6

会計名 令和３年度予算（千円） 令和２年度予算（千円） 前年度比(%)

●入湯税300万円は、観光費へ充当します。
●消費税率改定に伴う地方消費税交付金の増額分11,200万円は、社会保障4経費その他の
　社会保障施策に要する経費に充当します。

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

3,233 3,290 3,277 3,245 3,200 3,103

1,846
2,407

2,944
3,509 3,630 3,4291,609

1,273 1,000
755

1,005 1,374
6,688 6,970 7,221 7,509

7,835 7,906

(単位：百万円) (単位：百万円)

Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 R1 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 R1
■臨時財政対策債　■合併特例債　■その他 ■財政調整基金　■減債基金　■その他

1,281
1,445 1,342 1,346 1,351 1,317

750
801 802 871 875 881249
248 251

782

1,116 1,108

2,280
2,494 2,395

2,999
3,342 3,306
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有害鳥獣防護柵等設置費補助金の上限を5万円から10万円に引き上げます有害鳥獣防護柵等設置費補助金の上限を5万円から10万円に引き上げます
　町では、農作物を有害鳥獣から守るために設置する電
気柵や防護柵の購入にかかる費用に補助金を交付して
いますが、農作物被害が拡大していることから、補助金額
を引き上げしました。
対象●町内に住所を有し、自ら農業を行い町内の農地に
電気柵や防護柵を設置した人
※町税を滞納している人は、補助が受けられません。
補助金額●10万円を上限とし、設置した経費の8割を補
助します。

冷房機能を伴う機器の設置工事に対する補助を実施します！冷房機能を伴う機器の設置工事に対する補助を実施します！
　町では、近年増加している熱中症の被害低減を目的と
して、町民の皆さんが冷房機能を伴う機器（以下「冷房機
器」という。）の設置工事をする場合に、その経費の一部
を助成します。この制度は、新制度となるため、申請書類
を提出する前に、産業振興課にて事業の説明を行います
のでお問い合わせください。
受付期間●5月6日(木)から6月30日(水)の平日
対象住宅（賃貸物件を含む）●申請者が入居した時点か
ら申請時点までに冷房機器を設置したことがない住宅
対象者●小鹿野町に住所があり、町税の滞納がない世
帯の世帯主
対象工事費●3万円以上の冷房機器の設置工事費
補助金額●上限を5万円とし、補助対象経費の2分の1以
内の額(千円未満の端数切捨て)

注意事項
■工事を伴わない冷房機器の設置や冷房機器の修理・
交換については助成対象となりません。
■町から検査・報告の求めがあった場合は、ご対応いた
だくことがあります。
■予算額に到達しなかった場合には第2回以降の申請受
付期間を設けます。
■受付期間内で申請件数が予算額を上回った場合は、交
付金額を予算と件数で按分等をする場合があります。
※制度の詳細については、町ホームページでご確認くだ
さい。
申込＆問合せ●両神庁舎・産業振興課へ
申請してください。
両神庁舎・産業振興課☎79-1101

　町では、昭和56年以前に建てられた木造戸建て住宅
を対象に、地震に対する強度を測るための「耐震診断」及
び耐震診断の結果、補強工事が必要となった場合の「耐
震改修」の費用に対して補助金を交付します。
対象物
■耐震診断
　町内にある一戸建ての木造住宅又は木造併用住宅(店
舗等として利用している部分の床面積が延べ面積の2分
の1未満のもの)。ただし、地階を除く階数が2以下のもの
とし、その建築時期が昭和56年5月31日以前に着工さ
れたもの。
■耐震改修
　耐震診断の結果、上部構造評価点等が1.0未満又は地
盤もしくは基礎が安全でないと診断されたもの。
対象者●耐震診断、耐震改修ともに町内に住所があり、
町税及び水道料金を滞納していない人であって、対象と
なる木造住宅に居住している住宅の所有者又はその人
の2親等以内の親族

補助金額
■耐震診断
　耐震診断に要した費用の2分の1とし、上限5万円で
す。(千円未満の端数切捨て)
■耐震改修
　耐震改修に要した費用の3分の1とし、上限20万円で
す。(千円未満の端数切捨て)
申込＆問合せ●補助制度を利用する場合には、耐震診
断、耐震改修を実施する前に必要な書類を添えて申請し
てください。この申請書は、両神庁舎・建設課及び小鹿野
庁舎・総務課に用意してあります。また、町ホームページ
からダウンロードもできます。
　なお、ご利用にあたっては、あらかじめ要綱をお読みい
ただき、内容をご承知のうえご利用ください。 
両神庁舎・建設課☎79-1204

木造住宅耐震診断及び耐震改修費を補助します木造住宅耐震診断及び耐震改修費を補助します

　町では、道路等に面した危険ブロック塀等の撤去費用
及び撤去後に新たに安全な塀等を築造する費用に対し
て補助金を交付します。
対象物
①道路等に面しているもの
②建築基準法に適合しないもの又は道路等からの高さ
が0.8ｍ以上で劣化や損傷があり、撤去する必要があ
ると町長が認めるもの
対象者●危険ブロック塀等のある敷地又はその敷地に
存する建築物の所有者及び管理者で町税の滞納がない
人

補助金額
■危険ブロック塀等の撤去
　1平方メートル当たり5千円を乗じた額と補助対象経
費の額を比較していずれか少ない額とし、上限額は10万
円です。(千円未満の端数切捨て)
■安全な塀の築造等
　1メートル当たり1万円を乗じた額と補助対象経費の
額を比較していずれか少ない額の2分の1を補助額とし、
上限額は10万円です。(千円未満の端数切捨て)
申込＆問合せ●事前に両神庁舎・建設課にお問い合わせ
のうえ、事業を実施する前に必要な書類を添えて申請し
てください。なお、申請書等は建設課で配布しています。
両神庁舎・建設課☎79-1204

危険ブロック塀等の撤去費及び築造費を補助します危険ブロック塀等の撤去費及び築造費を補助します

　令和2年4月から「第11回戦没者等の遺族に対する特
別弔慰金」の請求受付が始まっています。
対象●令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による
公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺
族年金」等を受ける人(戦没者等の妻や父母等)がいない
場合に、次の順番による先順位のご遺族1人に支給され
ます。
■戦没者等の死亡当時のご遺族で
①令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法
による弔慰金の受給権を取得した人
②戦没者等の子
③戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹

※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の
要件により、順番が入れ替わります。
④上記①から③以外の戦没者等の三親等以内の親族
(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係
を有していた人に限ります。
支給金額●25万円(5年償還の記名国債)
請求期間●令和5年3月31日まで
※請求期間が過ぎると、第11回特別弔慰金の請求がで
きませんので、ご注意ください。
問合せ●保健福祉センター・福祉課☎75-4109

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の請求を受け付けています戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の請求を受け付けています

※人件費、ハンマー等の工具、防獣アラーム、防獣ライト
は対象外です。
申請書類●補助金交付申請書、資材等購入明細書・領収
書、設置場所の状況写真
申込＆問合せ●申請書類を持参のうえ、両神庁舎・産業
振興課へ申請してください。
両神庁舎・産業振興課☎79-1101

心身障害者自動車等燃料費の給付対象者を拡大します心身障害者自動車等燃料費の給付対象者を拡大します
　在宅の心身障害者が移動に要する自動車等の運行に
伴う燃料費一部給付制度の対象者を拡大しましたので
お知らせします。

対象経費●給付申請後、給付資格認定された月以降の
燃料費
給付額●１ℓ当たり50円(自動車30ℓ/月まで、バイク5ℓ/
月まで）
申請方法●印鑑、運転免許証、車検証、障害者手帳、本人
名義の通帳をお持ちのうえ、福祉課に申請してください。
請求期限●4月から9月分については、10月8日(金)まで
に、福祉課に請求してください。
※福祉タクシー利用料金助成又は難病患者通院交通費
補助を受けている場合は対象となりません。
問合せ●保健福祉センター・福祉課☎75－4109

これまでの対象者

4月1日から新たに加わった対象者

身体障害者手帳

療育手帳
精神障害者保健福祉手帳
障害児(18歳未満)

１・２・３級
下肢・体幹障害
視覚障害
Ⓐ・Ａ・Ｂ
１級
等級は問わない

○
○
○
○
○
○※

×
×
○
○
○
○

対象区分 所有者及び運転者
等級等 本人 家族

児童発達支援
医療型児童発達支援
放課後デイサービス

問わない
問わない
問わない

－
－
○※

○
○
○

対象サービス 所有者及び運転者
等級・手帳等 本人 家族

※免許がある場合

※免許がある場合
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固定資産課税台帳等の閲覧と
縦覧のお知らせ
固定資産課税台帳等の閲覧と
縦覧のお知らせ

■令和3年度固定資産課税台帳の閲覧
　固定資産課税台帳(名寄帳)は、自己所有の資産につい
て閲覧できます。なお、借地(家)人が地(家)主から借りて
いる当該資産についても閲覧できます。5月31日（月）ま
では無料です。
■令和3年度固定資産縦覧帳簿の縦覧
記載内容
【土地】所在・地番・地目・地積・評価額
【家屋】所在地・家屋番号・種類・構造・床面積・評価額
※小鹿野町所在の土地・家屋に対して課す固定資産税の
納税者であれば、無料で縦覧できます。
期間●【閲覧】4月1日(木)～
　　　【縦覧】4月1日(木)～5月31日(月)
　　　※土・日・祝日を除く
時間●8:30～17:15
場所●小鹿野庁舎・税務課（4月1日（木）～4月30日（金））
　　　両神庁舎・税務課（5月6日（木）～）
その他●本人確認書類(運転免許証等)をご持参くださ
い。
問合せ●小鹿野庁舎・税務課☎75-4124

移動販売車の運行が
始まりました
移動販売車の運行が
始まりました

　町では、食料品等の購入が困難な地域を解消し、高齢
者をはじめとする町民の生活を守り、生活の利便性を確
保するため、移動販売事業を今年３月から行っています。
　この事業は、町の補助金を受けた事業者（とくし丸と契
約）が、希望する町内各地区を移動販売車で訪問し、食料
品等の販売を行うものです。
募集●現在は、以前から矢尾百貨店が運行している『と
くし丸』の訪問先を中心に運行中ですが、新たな訪問先
を募集中です。移動販売車の訪問を希望する地区の人や
内容を聞きたい人等は、福祉課までお問い合わせくださ
い。（後日移動販売事業者からご連絡します。）
申込・問合せ●保健福祉センター・福祉課☎75-4109

訪問希望も
募集中！

　町民の生涯学習活動の発表の場として、小鹿野文化セ
ンターエントランス及び小鹿野総合センターの一部施設
を、町民ギャラリーとして無料で貸し出しています。
対象施設
①小鹿野総合センター　ギャラリー、エントランス、展示
室、会議室
②小鹿野文化センター　エントランス
※小鹿野文化センターの使用状況により制限がありま
す。
対象者　
①団体…主たる構成員が町内在住・在勤者で代表者が
町内在住者の団体
②個人…町内在住・在勤者

町民ギャラリーについて町民ギャラリーについて

町営住宅北扶桑ヶ原団地
募集戸数●1戸(抽選)
物件構造●木造2階建2LDK69.55㎡
所在地●小鹿野町下小鹿野2126番地1(信濃石信号西
約300ｍ）
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)
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2LDK65.61㎡
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3LDK92.74㎡
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●4月5日(月)～16日(金)
申込＆問合せ●両神庁舎・建設課☎79-1204

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

期間●最長１４日間
時間●9:00～17:00
申込＆問合せ●小鹿野文化センター・社会教育課
☎75-0063

小鹿野春まつりの開催中止について小鹿野春まつりの開催中止について
　４月１６日（金）、１７日（土）に予定されていた小鹿野春まつりは、新型コロナウイルス感染症
拡大防止のため開催が中止となりました。
問合せ●両神庁舎・おもてなし課☎79-1100

介護保険料の納付方法について介護保険料の納付方法について
　介護保険は、公費と40歳以上の皆
さんに納めていただく保険料を財源
に運営しています。介護が必要に
なったとき、誰もがサービスを利用
できるように、保険料は必ず納めま
しょう。
■40歳から64歳の人
　加入している医療保険の保険料か
ら、「介護分」として介護保険料が徴
収されます。
■65歳以上の人
　65歳になった月（65歳の誕生日の
前日の属する月）の分から納めます。
　納付方法は、受給している年金の
額によって次の2通りに分かれ、個人
で納付方法を選ぶことはできません。

普通徴収　年金が、年額18万円未満の人（月額15,000円未満の人）
　送付された納付書により介護保険料を納付します。毎年7月にお知らせします。
※口座振替でも納付が可能です。ただし、所定の手続きをする必要があります。

特別徴収　年金が、年額18万円以上の人（月額15,000円以上の人）
　年金の定期払いの際に、介護保険料が徴収されます。ただし、4月、6月、8月
は前年度所得が確定していないため、その年の2月と同額の保険料が徴収さ
れます。（これを「仮徴収」といいます。）新たに、納付方法が普通徴収から特別
徴収へ変更になる人については、4月、6月にお知らせします。
※年金が年額18万円以上の人でも、年度の途中で65歳になられた人や他の
市区町村から転入された人は一時的に普通徴収となります。

期別 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期
月   　7月      8月      9月      10月    11月    12月     1月       2月

月   　4月      6月      8月     10月    12月    2月 
徴収 仮徴収 本徴収

問合せ●保健福祉センター・福祉課☎75-4103
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手話で障がい者を支援する仲間を募集します手話で障がい者を支援する仲間を募集します
　聴覚や音声、言語機能に障がいのある人の社会参加
を支援する手話奉仕員の養成講座を開催します。
日時●6月1日(火)～8月31日(火)
おおむね毎週火、金曜日18:30～20:30(全25回)
場所●秩父市歴史文化伝承館ほか
内容●基礎編(表情豊かに具体的に、主語をわかりやす
く、繰り返しの表現ほか)
※講座中に手話通訳者等による情報保障は原則として
ありません。

対象●秩父郡市内に居住又は通勤・通学(中学生以上)す
る人で、過去に手話奉仕員養成研修入門課程を修了して
いる人
費用●受講費用は無料、ただしテキスト代3,300円のみ
個人負担
定員●10人
申込＆問合せ●5月17日(月)までにお申し込みくださ
い。
保健福祉センター・福祉課☎75-4109　FAX75-4710

秩父地域し尿処理事業広域化基本計画（案）に関する住民説明会の開催について秩父地域し尿処理事業広域化基本計画（案）に関する住民説明会の開催について
　秩父圏域のし尿処理事業について、
広域的な施設更新や運営管理など基
本計画（案）に関する住民説明会を開
催します。開催日等は次のとおりです
ので、ぜひご参加ください。いずれの
会場でも参加することができます。
小鹿野町会場
日時●4月23日(金)18:00～19:00
会場●小鹿野文化センター・大会議
室
定員●70人
内容●秩父地域し尿処理事業広域化
基本計画（案）の説明及び質疑応答
対象●小鹿野町住民及び秩父圏域
住民

秩父地域し尿処理事業広域化基本計画（案）に対するご意見を募集します秩父地域し尿処理事業広域化基本計画（案）に対するご意見を募集します
　秩父市環境部し尿処理事業広域化準備室では、「秩父
地域し尿処理事業広域化基本計画」の策定を進めていま
す。計画をよりよいものにするために、町民の皆さんのご
意見を募集します。
意見の募集期間●4月12日(月)～5月12日(水)
策定概要●秩父圏域のし尿処理事業の広域化による処
理の安定を図るための、秩父地域し尿処理事業広域化基
本計画の策定
提出方法●任意の意見記入用紙に氏名（法人・団体など
の場合は名称、代表者の氏名）・住所・年齢・電話番号・意
見を記入し、郵送・持参・FAX・メールをするか、町ホーム
ページ内の「お問い合わせ」フォームから送信してくださ
い。なお、送信する際の件名は「秩父地域し尿処理事業広
域化基本計画（案）に対する意見」としてください。
計画案の公表方法
・町ホームページへの掲載
　トップ画面＞町政情報＞広聴・広報・統計＞パブリックコ
　メントの募集・結果
・小鹿野庁舎（4/12～4/30）、両神庁舎、衛生センター
　内での閲覧

その他
・意見は、日本語に限ります。
・電話などの口頭によるご意見の受け付けやご意見に
対する個別の回答は行いません。
・いただいたご意見は、計画策定の参考とさせていただ
き、ご意見の概要や町の考え方は、町ホームページ等
により公表します。
・公表内容からは、個人情報を除きます。
・ご意見をまとめるため、必要に応じて抜粋や要約を行
うことがあります。
応募&問合せ●秩父市役所環境部・し尿処理事業広域化
準備室
〒368-8686秩父市熊木町8-15
☎26-1135　FAX22-2309
メールshinyoukoiki@chichibu.lg.jp
小鹿野町衛生センター
〒368-0104小鹿野町伊豆沢10
☎75-0352　FAX75-1846
メールeise@town.ogano.lg.jp

各市町会場 日時 会場・定員
4月19日(月)
18:00～19:00
4月22日(木)
18:00～19:00
4月27日(火)
18:00～19:00
4月28日(水)
18:00～19:00

秩父市　秩父市歴史伝承館・2階ホール
定員　70人
横瀬町　横瀬町町民会館・ホール
定員　70人
皆野町　皆野文化会館・会議室A
定員　40人
長瀞町　長瀞町役場・3階大会議室
定員　30人

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、変更(中止)の場合があります。
ホームページでご確認ください。
※三密を避けるため、参加者多数の場合は先着順とさせていただきます。ご
了承ください。なお、マスクの着用・消毒等感染防止にご協力をお願いします。
問合せ●秩父地域し尿処理事業広域化準備室☎26-1135
　　　　小鹿野町衛生センター☎75-0352

狂犬病予防注射のお知らせ狂犬病予防注射のお知らせ

福祉3計画（案）に関する意見公募（パブリックコメント）の
実施結果について

福祉3計画（案）に関する意見公募（パブリックコメント）の
実施結果について

　狂犬病予防注射は、毎年1回行うことが法律で義務付
けられています。狂犬病は、発症すると治療法がなく致死
率がほぼ100％の恐ろしい病気です。
　予防注射の目的は、愛犬への予防はもちろんですが、
人への感染防止にもなります。集合狂犬病注射又は動物
病院で必ず注射をしましょう。
集合狂犬病注射
費用●１頭につき3,500円(注射2,950円 注射済票手数
料550円)
※集合狂犬病注射の会場で新規登録を併せて行う場合
は、1頭につき6,500円です。
(登録手数料3,000円　注射料2,950円　注射済票交付
手数料550円)
お願い
■注射を受ける際は、送付したハガキをお持ちください。
■つり銭のないようお願いします。
※移動時間の影響等により多少前後することがあります
のでご了承ください。また、注射はどこの会場でも受けら
れます。
飼い主の皆さんへ
■鑑札・注射済票は犬に装着してください。
■綱や鎖でつなぐか、柵や檻など囲いの中で飼いましょ
う。
■散歩は綱をつけてください。フンの始末は必ず行って
ください。
■犬門票シールの全配布はしませんので、希望のある人
は、会場又は小鹿野庁舎（4月30日まで。以降両神庁
舎）でお申し出ください。
犬の死亡、飼い主の住所変更等
　犬が死亡したときや飼い主の住所が変わった時は、住
民生活課へご連絡ください。
問合せ●小鹿野庁舎･住民生活課☎75-4170

　町では、福祉3計画（案）について、意見公募（パブリック
コメント）を実施しましたが、その結果及び意見に対する
考え方を町ホームページで公表しています。いただいた
ご意見を参考にして、進めてまいります。
意見公募（パブリックコメント）の実施結果
募集期間●令和2年12月7日(月)～令和3年1月6日(水)
計画名称及び意見数
■第2期小鹿野町地域福祉計画（案）　3件（1人）
■第8期小鹿野町総合保健福祉計画（案）　3件（1人）
■第4次小鹿野町障害者計画及び第6期小鹿野町障害
福祉計画・第2期小鹿野町障害児福祉計画（案）　8件（3
人）

令和3年度
集合狂犬病予防注射日程

4/20
（火）

4/21
（水）

4/22
（木）

宗吾神社
長若生活改善センター
日本武神社
伊豆沢集会所
泉田会館
信濃石会館
役場小鹿野庁舎裏
大富集会所
倉尾出張所
新井会館
龍頭神社入口
納宮休憩所
三ヶ原集会所
間明平運動場
三田川小学校プール脇
煤川僻地保健福祉館
旧大谷分校
小森諏訪神社
下薄農民センター(両神2区)
出原大谷橋
日蔭集会所
上薄生活改善センター
役場両神庁舎前

10:00～10:20
10:30～10:50
11:00～11:10
11:30～11:40
13:10～13:30
13:40～14:00
14:10～15:00
10:00～10:20
10:30～10:50
11:10～11:40
13:10～13:20
13:30～13:40
13:50～14:00
14:10～14:20
14:30～14:50
10:00～10:10
10:20～10:30
10:40～11:10
11:20～11:40
13:10～13:20
13:30～13:40
13:50～14:00
14:10～14:50

※詳細については、4月1日(木)から4月30日(金)までの
間、町ホームページほか次の各庁舎で閲覧することがで
きます。
・小鹿野庁舎町政情報コーナー
・両神庁舎おもてなし課窓口
・町立図書館(両神ふるさと総合会館)
・保健福祉センター窓口
問合せ●保健福祉センター・福祉課☎75-4109
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　新型コロナウイルス感染症の拡
大により、日本国内では３密を避ける
新しい生活様式や飲食店の営業時
間の短縮、マスクの着用・手指消毒
の徹底などの感染予防対策が講じ
られ、感染拡大もある程度抑えるこ
とができました。町民の皆様には感

染予防に多くの協力をいただいていることに感謝を申
し上げる次第でございます。
　ところで、この感染症の拡大により全国的に見ると
仕事などのやり方も大きく変化してきております。家に
居ながら仕事をするテレワーク（リモートワーク）や、パ
ソコン上での会議（Web会議など）が普及し、今はそ
れが当たり前のような社会環境が整備されつつありま
す。
　今後、新型コロナウイルス感染症のワクチン接種や
薬が開発されるなどして、感染拡大もおさまってくると
存じます。そうした中であっても、今回普及したテレワー
クのような働き方はきっと社会に定着してくるものと考
えます。
　特に、首都圏にあるホワイトカラーの仕事の多くは、
テレワークがニューノーマルになるものと思います。わ
ざわざ通勤電車に乗って毎日会社に行かなくても仕事
ができることが証明され、更に社会のデジタル化が進
めば、その流れは加速化されるものと存じます。

　２月下旬になりますが、町では国（観光庁）の補助事
業を導入して、SNSのフォロワーを多く抱えるなど一定
の選考のもと、観光地（地方）に滞在しながら働く「ワー
ケーション」や二地域居住誘客のためのモニターツ
アーを開催いたしました。
　コロナ禍にありながら首都圏を中心に定員を超える
多くの若い人からこのモニターツアーに申し込みがあ
り、関心の高さを伺い知ることができました。このツアー
に参加された方は宿泊場所やみどりの村若者センター
などでテレワークをしたり、休みにはハイキングなどそれ
ぞれ自分にあった過ごし方をされていました。
　当町は、首都圏に位置しながら豊かな自然や祭礼、
文化などに恵まれ、また、ワーケーションなどに利用でき
る空き公共施設なども多くあります。
　恵まれた環境のもと、落ち着いた雰囲気で創造的な
仕事ができ、また、仕事を離れてリフレッシュもできる場
所がたくさんあれば、ワーケーションとしての適地として
町を売り出すことができるものと存じます。
　今後も、グローバリゼーションの世界で新たな感染症
の流行がいつ来るかもしれませんし、首都直下型地震
も心配される中、当町は地震、台風などの自然災害の
被害も比較的少ないところです。
　ウィズコロナの時代には、きっと地方が見直されるも
のと思います。

小鹿野町長　森 真太郎

ウィズコロナの時代に向けて
こんにちは。
町長です。 小鹿野

高校×
地域のコラボ通信 VOL.10 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

　国民健康保険、後期高齢者医療制度の被保険者は、交
通事故やケンカなど、第三者（加害者）から傷害を受け、
医療機関で被保険者証を使用して受診する場合、一時的
に保険者が立て替えた後に加害者へ請求することになり
ますので、「第三者の行為による被害届」等を福祉課に提
出してください。

　加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてし
まうと、加害者へ請求できない場合がありますので、示談
の前にご相談ください。
問合せ●保健福祉センター・福祉課☎75-4103

第三者行為(交通事故等)で医療機関を受診するときは届け出が必要です第三者行為(交通事故等)で医療機関を受診するときは届け出が必要です

　先月号でお伝えしましたとおり、令和2年度「埼玉県
キャリア教育実践アワード」において、小鹿野高校の総合
学習「株式会社小鹿野高校」の取組が受賞されました。そ
のことを受け、2月18日に、「総学委員会」を担っていた代
表生徒3人と、浅見校長先生、霞先生（学年主任）が、受賞

の報告のため森町長のもとへ訪れました。今月号では、
生徒3人が学習の報告として森町長に伝えた言葉を中心
に、当日の様子をお伝えします。

小鹿野高校総合学習の取組「株式会社小鹿野高校」
埼玉県キャリア教育実践アワード  最優秀賞を受賞につき
代表生徒と先生方が、森町長へ報告会を実施

①私は、グルメ部料理開発課に所属をして学習・活動をし
ました。料理の開発をするにあたって、地域の方にお世話に
なりました。私たちが考えた案の実現のために、地域の方が
全面的にサポートをしてくださりました。小鹿野町に住む
方々の温かさを感じました。
②私は、小鹿野町の倉尾地区で生まれ育ちました。小学

①私は、イベント部の小鹿野魅力課に所属し、学習・活動
をしました。お祭りやイベントについて、たくさんのことを町
の方々から教えていただきました。町の皆さんのご協力が
なければ、私たちもここまで深く学ぶことはできなかったと
思っています。
②私は、小学校１年生の時に小鹿野町へ引っ越してきまし
た。道ですれ違う時などに、町の方々が挨拶をしてくださっ

①私は、ハッピー田舎化大作戦部サイクリング課に所属を
していました。学習活動を通して、小鹿野町の地形や道の
特徴について学ぶことができました。また、ロードマップを
作成することを通して、どうしたら、町の方々が快適にサイ
クリングを楽しんだり、町外の方に訪れてもらったりできる
のかについて考えました。そして、町の方 と々関わりをもた
せていただいたり、知らなかった景色に気づいたりと、小鹿
野町の新しい面を知ることができました。
②私は、山村留学で小鹿野高校へ入学をしました。親元

■強矢千絵さん
すねや　 ちえ

■小松愛梨さん
こまつ  あいり

■新井  陸さん
あらい    りく

※①は、学習を通して、地域に出てどんなことを感じたか　②は、（卒業にあたって）小鹿野町への思いと、今後に向けて

校まで、毎日バスで通っていました。町の方々があいさつや
世間話をよくしてくださったことを覚えています。振り返ると、
この地で生まれ育って良かったと思っています。卒業後は、
愛知県に引っ越し、作業療法士になるために４年間学んで
きます。またぜひ、生まれ育った小鹿野町に戻って来たいと
思っています。

たことを覚えています。また、現在のアルバイト先では、町
の方から話しかけてくださることがあり、その度に嬉しく
思っています。人情深い町だと感じています。また、小鹿野
高校での学びを通して、地域について学ぶことに興味をも
つこととなりました。卒業後は進学し、地域や外国の異文
化理解について、さらに学んできます。そして、将来はそれ
を生かした仕事に就ければと思っています。

を離れ須﨑旅館さんに下宿をさせていただきました。寂し
い時もありましたが、仲間と一緒に過ごすことができたこと
は貴重な経験となりました。小鹿野町に来ると、挨拶が日
常的で、人の優しさや温かさを感じました。また、住民の
方々が、町の一人ひとりに意識を向けられているように感
じました。小鹿野町で、色々な方 と々お話しをすることがで
きてよかったです。今後は、車の整備士になるために、テク
ニカルカレッジへと進みます。整備士の１級の資格をとるこ
とが目標です。

　次月号では、小鹿野高校を日頃から応援してくださっている町の方々の声をお届けします。

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 落札額 落札者 履行期間
小鹿野町営バス運行業務委託 小鹿野町及び秩父市 139,155,500円 秩父鉄道観光バス株式会社 ～令和8年3月31日

▲令和3年2月18日決定分

秩父広域市町村圏組合水道局からのお知らせ秩父広域市町村圏組合水道局からのお知らせ
　４月１日から水道局吉田事務所と小鹿野事務所が統合
し、「西秩父事務所」として秩父市吉田地区と小鹿野町の
水道業務を行います。西秩父事務所の位置は、旧小鹿野
事務所（小鹿野浄水場内）となり、電話番号（☎75-0043）
の変更はありません。

問合せ●秩父広域市町村圏組合水道局・経営企画課　
　　　　☎25-5221
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　一部メディアでも取り上げられましたが、観光庁

が公募した「誘客多角化等のための魅力的なコンテ

ンツ造成」実証事業に、町が応募した「クライミング

タウン小鹿野でのワーケーション・二地域居住誘客

のためのモニターツアー事業」が採択され、2月17日

～2月23日の間、実施されました。弊社近畿日本ツー

リストが町内外の事業者と連携し、委託を受けて、そ

の事業に協力させていただきました。

　参加者は、テレワークやワーケーション・二地域居

住に関心の高いユーザーを多く持つ事業者と連携

して募りました。

　この事業の目的の一つに、withコロナの状況下、

団体ツアーだけではなく、テレワークやワーケーショ

ン・二地域居住を誘客していく中で、小鹿野町では

登山や里山ハイキング、ボルダリングやロッククライ

ミングを体験いただくことができ、それらに適した町

であることを広く発信していく、ということがありまし

た。

　新型コロナウイルス感染症対策マニュアルの作

成にあたっては、観光庁事務局と何度もやり取りを

して認可を受けました。しかし、それらを実施の際に

100％できたかというと、反省点もあります。

　3泊4日を2回の日程では、クライミングパーク神怡

舘での、観光大使平山ユージ氏によるボルダリング

講習や二子山でのロッククライミングデモンスト

レーション見学、里山見学（役場の若手職員さんに

大活躍いただきました）、みどりの村でのテレワーク、

尾ノ内氷柱見学

等体験いただき

ました。

　参加者には発

信力の高いユー

ザーを選考（60

人の募集に対し、

109人の応募）

させていただき、

その後の小鹿野

町の発信にも期

待しています。

　ある地域商社

社長の言葉で、私も同意見なのですが、誘客には、

情報発信やプロモーションが大切であることは言う

までもありません。が、それだけで良いというわけで

もありません。それと平行して、受入環境の整備も推

し進めていかなくてはなりません。お金だけではな

く、知恵と汗を出して。

　今回の事業では、地域活性化にありがちな、その

場限りのイベントであったり、情報発信のみに重き

を置いた活動に終わらせることなく、参加者のご意

見を参考に、受入環境の整備をしていかなくてはな

らないと感じています。

　話は変わりますが、私が小鹿野町の観光振興の最

重点課題と考える学生団体誘客のため、その体験メ

ニューの一つとして、「ウォークラリー」を企画立ち上

げしました。班ごとに町内を歩いて巡り、途中途中の

課題（クイズ）をクリアしていくゲームです。

　弊社熊谷支店の社員が、実際に町を何度か訪れ、

歩き、安全なルートを設定し、課題も考えました。町

を訪れた学生が、町のことを理解いただく内容とし

ていると同時に、商店街で食事をとったり、お土産を

買ったり、消費もしていただくことを目的としていま

す。そのため、「ちょこっともてなし隊」様が作成され

た、力作「おがの散策まちなかマップ」を活用させて

いただく予定です。

　これも受入環境整備の一つと考えています。

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 情報発信のみで終わらせず、受入環境整備も
（観光庁誘客多角化事業を振り返って） 久々の小鹿野町

地域おこし企業人

高金からのひとこと
地域おこし企業人

高金からのひとこと

　昨年10月より、武蔵野銀行から出向しまちづくり

推進室にてお仕事をさせていただいております高

金（たかがね）と申します。

　久々に小鹿野町へやってまいりました。というのも、

もう10年以上前になりますが銀行の秩父支店に在

籍していたことがあり、小鹿野町も営業で回ってい

たことがあったのです。久々に来てみますと皆野秩

父バイパスが蒔田までつながっていたり、道路も当

時とは随分変わったなという印象を受けました。ま

た当時訪問していたお客様にご挨拶にまいりました

ところ、私のことを覚えていてくださった方もいらっ

しゃいまして、大変うれしく思いました。

　さて、今後、地域おこし企業人としてのお仕事をさ

せていただくことになりますが、銀行員ならではの

色を出していければと思っております。特に武蔵野

銀行は埼玉県に本店のある唯一の地方銀行で、県

内の多方面に様々なネットワークを有しております。

また千葉銀行ともアライアンスを組んでおります。そ

ういった強みをフルに活用し、小鹿野町の地域振興

に貢献できればと考えております。

　早速といっては何ですが、昨年12月にやっていた

「秩父黄金かぼす」のクラウドファンディングを銀行

内のニュースにて紹介させていただきました。何箱

か購入させていただき、銀行内にも配らせていただ

きました。銀行でもクラウドファンディングで黄金か

ぼすを購入したという行員もおりましたし、また千葉

銀行にも持参して紹介させていただいたとのことで

す。結果的にクラウドファンディングは目標を見事達

成したということでしたが、私も銀行の力を借りなが

ら多少なりともお力になれたかな、と感じております。

この「秩父黄金かぼす」、私もいただきましたが、独

特の甘酸っぱさがあっていろんな料理に合います

ね！

　また私は海外業務などを行っている市場国際部

という部署に在籍していたこともございます。武蔵

野銀行はシンガポールに駐在員事務所を持ってお

りまして、そちらの方にも「秩父黄金かぼす」を紹介

できないかな、とも思っております。そのほかタイや

香港にも武蔵野銀行の行員がおりますので小鹿野

町の様々な特産品を、武蔵野銀行を通じて海外へ販

路拡大できたら！なんていう夢も密かに持っており

ます。

　今後も小鹿野町の地域活性化に貢献できますよ

う、業務に邁進していく所存でございますので、よろ

しくお願い申し上げます。
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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
　　　　クライミングパーク神怡舘☎26-7805

「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！ ➡

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

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.46VOL.46

　「小鹿野町を少しでも好きになっていただきた
い」をキーワードに民泊を計画して、やっと受け入
れの準備が整ってきました。キャンプもできる民泊
施設なのでキャンプを始めたい方から
自分で薪を割ってお風呂に入るなどの
体験も可能です。バイクツーリングや
キャンプ、山登りのベースはもちろん、
小鹿野が好き！になってもらえるような
施設に育てて行きたいと思っています。
(佐々木)

　蜂蜜酒醸造所の工事が進んでおりま
す。また、酒類製造免許の申請中です。
2021年中の設立を目指しております。
(工藤)

地域おこし協力隊

　小鹿野中学校の３年生の放課後教
室（うさゼミナール）を担当させていた
だきました。小鹿野中学校の生徒さん
は、とても熱心に取り組んでいました。ま
た、先生方にも、サポートをしていただき
ました。「おがの発大人の学校」の授業
も、３月からスタートしています。こちら
も、皆さんで一緒につくっていくことが
できましたら、と願っております。引き続
き、よろしくお願いいたします。(宇佐川)

　江南クレーン教習所にて、機体質量3トン未満
の小型車両系建設機械の免許を取得してまいり
ました。ダリア園での作業時に必要な資格です。
主に、ユンボの使用をするのですが、元々ユンボ
とは商品名の名称で、正式には“油圧ショベル”
や“バックホー”という名称が正しいらしいです。
(新井)

　久しぶりの『四季の
道』を家族で歩きまし
た。四季の移り変わり
が楽しみです。(本)

　デジタルDIYのクラウドサービスを
使ってジムニーの内装木質化にチャレン
ジ。『欲しいものは自分でデザインして
作ってみる』が素人でもできる時代に
なってきました。（御田）

　昨年度は大変お世話になりありがとうございまし
た。今年度もどうぞよろしくお願いいたします。東京
の地域活性化センターの職員さん向けの研修会
「養成塾」にて、地域おこし協力隊の活動について
zoom講義をさせていただきました。今後、協力隊担
当になる可能性の高い職員さんへ、協力隊として・
移住者としての思いや悩みなどを正直に発表する
ことで、隊員への理解を深めたり町と隊員のすれ違
いを回避する狙いで開催されました。沢山のありが
たい反響をいただき、本音でお話しさせていただけ
てよかったと感じました。(宮本)

　福島県立ふたば未来学園様へ、両神地区
の農家さんと一緒にオンライン講義を行いま
した。コロナの影響で農業分野も大変な状
況ではございますが、画面越しに製造技術を
実践しながら、次第に上達していく生徒さん
たちの姿を拝見していて今だからこそできる
事もあるんだと感じました。ウェブ配信なども
活かして、小鹿野地域に貢献できる様に引き
続き努めてまいります。(髙山)

Let‘s Try ボルダリング～クライミングによるまちおこし～ VOL.20

新型コロナウイルス感染症予防対策等のため営業時間を短縮しています新型コロナウイルス感染症予防対策等のため営業時間を短縮しています

問合せ●クライミングパーク神怡舘☎26-7805

　神怡舘では、引き続き感染症予防並びに効果的な施設運営を行うため、
営業時間を短縮して営業しています。お間違いないようご案内します。
●営業時間のご案内　平日：15:00 ～ 21:00　休日：10:00 ～ 18:00

　令和２年度に実施した文化財保存修理事業のご紹介
第一弾です。
【①諏訪森記念館（小森の歌舞伎舞台）】
　「諏訪森記念館(小森の歌舞伎舞台)」（平成30年3月
23日町指定有形民俗文化財）は、小森諏訪神社境内に
昭和28年に建てられました。毎年10月第2土曜日の小森
諏訪神社例大祭では、小森祭りと文化を守る会と地域の
子ども歌舞伎の上演舞台となります。
　近年、屋根や外壁材の杉板に痛みが生じたり漆喰の一
部が剥落した箇所があったりしていたため、保存修理が行
われました。令和2年度総経費1,506,494円。
【②羽黒神社（宗吾神社）の舞殿】
　「羽黒神社（宗吾神社）の舞殿」（平成2年11月26日町
指定有形民俗文化財）の麦藁葺屋根一面の葺替え事業
を行いました。

問合せ◆教育委員会社会教育課☎75-0063文化財ノート
No.36 ◆令和2年度文化財保存事業報告①

　昔は多くの家
の屋根は麦藁で
葺かれていました
が、現在では町
内に2軒しか残っ
ていません。植物
を用いた屋根材
では茅が有名で
す。茅には油分が含まれるため、雨をはじきやすく長持ち
をします。しかし、麦藁には油分が少ないため、茅で葺くよ
り頻繁な葺替えが必要です。しかも、小麦の生産農家が
減っているうえ、背の低い品種に移り変わり、コンバイン等
の機械で刈り取るため、根元より高い位置で刈ることにな
り、麦藁材として使える長さは短くなってしまい、屋根材と
して使えない場合が多くなっています。
　今回の葺替え事業でも、背の高い麦の品種を作ってい
る町内農家に材料提供のご協力いただき、ようやく一面
の葺替えができました。
　今後も貴重な文化財である麦藁葺屋根を維持していく
ため、町民の皆さんのご協力が必要になりますので、よろ
しくお願いします。令和2年度総経費759,000円。
　このほかの事業については、来月号以降にご紹介しま
す。

今まで以上の
ご愛顧よろしく
お願いします！

羽黒神社(宗吾神社)の舞殿の葺替え作業

小森諏訪森記念館

小鹿野用水の取水時間を守りましょう小鹿野用水の取水時間を守りましょう
　小鹿野用水地区では、まもなく田植えの時期を迎えます。
　取水時間を守り、大切な用水を無駄なく、効率よく利
用しましょう。
■上流地区（上飯田地区から信濃石暗渠入口まで）
取水時間●偶数日の正午から翌朝の６時まで
■下流地区（信濃石暗渠入口から奈倉まで）
取水時間●奇数日の朝６時から翌日の正午まで
※下流地区は、流量が少なく、困っています。取水の際は、
田から水があふれ出したり、掛け流しにならないように注
意してください。

刈り払った草を流さないでください
　用水路沿いで刈り払った草や木の枝が水路に詰まって
トラブルが発生しています。
【刈草が水路に落ちないようにちょっとした工夫を!!】
■刈払機の刃先を用水路から外側に向かって動かす。又
は用水路と平行に動かす。
■水際の草を少し残し、刈草は水際から離して置く。
問合せ●両神庁舎・産業振興課☎79-1101
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おがのこども園

おがの保育所

日時●4月28日（水）10:00～11:30　　
場所●けんこう交流館（旧児童館）
内容●肩こり解消ストレッチ、腰のゆがみ引き締め体操の実践、個
別相談等
講師●なごみ整体院　あん摩・マッサージ・指圧師　鎌田昌子氏
対象●産後5カ月までの母親
定員●5人
申込●4月23日(金)までにお申し込みください。

楽しいこと
いっぱいあるよ！

▲「ひなまつりバージョン」ねんねアート

※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。

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

産後ママのストレッチ教室（予約制）産後ママのストレッチ教室（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●4月20日(火)10:00～12:00　　
場所●けんこう交流館（旧児童館）　
内容●訪問やオンラインでの相談も可能です。
講師●臨床心理士
申込●4月16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）

　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、手
洗い・手指消毒・マスク着用のご協力を引き続きお
願いします。4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・手指消毒・マスク着用のご協力を引き続きお
願いします。4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。

　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。

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

◀
お
内
裏
様
と
お
ひ
な
様
に
変
身
！

▲自分で作ったおひな様を持って「はいポーズ！」

▶
み
ん
な
で「
は
い
ポ
ー
ズ
！
」

　開放
日時■毎日　９：００～１６：００
場所■赤ちゃんの部屋・ホール・庭
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。

対象■０歳～３歳のお子さんと保護者

　にこにこタイム
日時■毎日　１１：３０～１１：４５　１６：００～１６：１５
内容■親子体操、手遊び、大型絵本の読み聞かせ
対象■０歳～３歳のお子さんと保護者

　お庭で遊ぼう
日時■4月27日（火）10:00～11:30
内容■春の心地よい気候の中で砂場や芝生、草花で遊び

ましょう。
対象■0歳～3歳のお子さんと保護者　6組
持ち物■着替え、タオル、ビニール袋、水筒
申込■定員になり次第終了します。

　お庭で遊ぼう（種芋植え）
日時■4月14日（水）10:00～11:30
内容■畑で種芋植えを行います。自然の大好きな親子は

ぜひご一緒に！
対象■1歳半～3歳のお子さんと保護者　６組
持ち物■着替え、タオル、ビニール袋、水筒、長靴、軍手
申込■定員になり次第終了します。

　すくすく
日時・内容■10:00～11:30
　　　　　①4月2日（金）開放
　　　　　②4月9日（金）発育相談・計測(保健師)
　　　　　③4月16日（金）離乳食相談(管理栄養士)
　　　　　④4月23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
※4月30日（金）すくすくお休み（こいのぼり作りのため）

　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、子育てに関

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

 こいのぼり作り
日時■4月30日（金）10:00～11:30
内容■10:00から順次制作を行います。どんなこいのぼり

ができるかな？お楽しみに。
対象■0歳～3歳のお子さんと保護者　10組
申込■定員になり次第終了します。

　発育測定・栄養相談
日時■4月8日(木)10:00～11:30
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。
　　　同室にて離乳食や幼児食の量や調理法、栄養相談

もお受けしています。
対象■1歳以上のお子さんと保護者

　親子ふれあい遊び
日時■4月15日（木）10:00～11:30
内容■親子体操やふれあえる親子遊びを紹介します。
対象■1歳～3歳のお子さんと保護者

おがのこども園
おがの保育所

情報

　令和3年度は3～5歳児105人の子どもた
ちが、遊びや生活を通し友達や先生といろい
ろな体験をしながら園生活を楽しみます。年
長児は太鼓（秩父屋
台囃子）にも取り組
んでいきます。

期日●毎月「広報おがの」にてお知らせします。
　　　おがのこども園ホームページにも掲載します。
場所●おがのこども園・遊戯室
対象●町内在住の幼児から小学校低学年（親子）
※新型コロナウイルス感染症等の状況により中止となる場合があります。
ご不明な点はお問い合わせください。
問合せ●おがのこども園☎75‐3292
　　　　https://www.town.ogano.lg.jp/kodomoen/

めざす子ども像（教育・保育目標）
●やる気のある子　●思いやりのある子　
●よく考える子

　妊娠中・産後・子育て中の人を対象に『オンライン子育て相談』
を始めました。保健師や管理栄養士との個別相談となります。
相談日●平日の8:30～17:00　
申込●メール又は電話でお申し込みください。
☎75-4101　メールkosodate@town.ogano.lg.jp
※相談の日程を調整後、メールアドレスに相談日の案内をお送り
します。詳しい実施方法については、町ホームページでご確認く
ださい。

オンライン子育て相談（予約制）を
始めました
オンライン子育て相談（予約制）を
始めました

  子育て支援事業
　（絵本読み聞かせ等・図書館連携） おはなしひろば（毎月１回）

　からだの使い方や発達について理学療法士が個別相談に応じ
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●4月16日(金)9:40～15:10
場所●けんこう交流館（旧児童館）
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

はぐくみ相談【運動】（予約制）はぐくみ相談【運動】（予約制）

保育目標
●あかるく元気な子
●やさしい子　●よく遊べる子
　おがの保育所では、家庭的で温
かい雰囲気のなかで子どもたちが
のびのびと遊び、生活しています。

　「おがのこども園」を会場に読み聞かせ事業『おはなしひろば』を実施
します。
　令和3年度は5月から実施を予定しています。大勢の皆さんのご参加
をお待ちしています。

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



　小学生の読書活動を支援するため、資料をコンテ
ナに入れ学校へ出張し、低・高学年別に貸出を行って
います。子どもたちの「あんな本、こんな本を持ってき
て！」というリクエストも受け付けています。

●町花　節分草栽培教室●

日時●５月11日（火）13:30～15:30
場所●両神ふるさと総合会館・１階研修室Ｂ・Ｃ
内容●小鹿野町の花である節分草の種まき・栽培方法
を学びます。
講師●今井太喜男さん
費用●1,000円(材料代)　　定員●10人
持ち物●汚れてもいい服装、ゴム手袋、シャベル、筆記用具
申込●4月5日（月）から受付開始です。4月19日（月）ま
でに両神公民館（☎79－1311）へお申し込みください。

●毛糸屋さんの編み物教室（初心者向け）●

日時●5月26日、6月2日、9日、23日（水）
14:00～16:00
場所●両神ふるさと総合会館・研修室Ａ
内容●かぎ針編みで小物を作ります。経験者向けについ
ては9月以降に行います。　　　
講師●大野しげ子さん
費用●2,000円程度（毛糸代）　　定員●10人
持ち物●かぎ針、筆記用具
申込●4月5日（月）から受付開始です。4月19日（月）ま
でに両神公民館（☎79-1311）へお申し込みください。

●さくら草展示会●

　町内の愛好家が丹精込めて育てたさくら草です。是
非、ご覧ください。
日時●4月30日(金)～5月5日(水)9：00～17：00(30日
は正午から)
会場●小鹿野文化センター玄関

出張図書館事業
（長若小・三田川小・両神小）
出張図書館事業
（長若小・三田川小・両神小）

　赤ちゃんの頃から絵本に
親しみ、親子でふれあいな
がら読み聞かせを楽しんで
もらうために実施していま
す。乳幼児健診の会場で図
書館職員が、絵本の紹介や
読み聞かせの後に、絵本を１冊プレゼントしています。

ブックスタート（６か月児）
ブックスチャレンジ（１・２歳児）
ブックスタート（６か月児）
ブックスチャレンジ（１・２歳児）

　赤ちゃんから小学生低学年ぐらいまでの子どもた
ちを対象に実施しています。（昨年度はコロナウイル
ス感染症のため中止）赤ちゃん向けの「プチ」は、子育
て支援センターが会場で、３歳か
ら小学校低学年ぐらいまでの「お
はなしひろば」は、おがのこども園
が会場です。

読み聞かせ事業（おはなし会プチ・おはなしひろば
子育て支援センター・おがのこども園連携事業）
読み聞かせ事業（おはなし会プチ・おはなしひろば
子育て支援センター・おがのこども園連携事業）

　夏休みの自由研究や毎日の学習の中で疑問に思っ
たこと、わからないことなどの調べもの相談（レファレ
ンス）を実施しています。
　また、学校の調べ学習の支援として、調べ方や、図
鑑・百科事典の使い方の指導、資料の団体貸出も行っ
ています。図書館にない資
料は、県立図書館や他の公
共図書館から借り受けるこ
ともできます。子どもたちだ
けでなく大人もぜひ利用し
てください。

調べ学習支援調べ学習支援

　図書館では、時期ごとに子ども向けの講座を実施し
ています。夏休みには、両神公民館と共催で、子ども
たちの宿題お助け講座を、読書週間中には、小学生の
子どもたちに図書館の仕事（貸出や返却、本のカバー
かけ、飾りの作成など）を体験してもらう講座などを実
施しています。

子ども向け講座子ども向け講座

　今年度も、調べる学習・読書感想画コンクールを実
施します。興味を持って応募してくれる子どもたちが
年々増えてきています。
　調べる方法やまとめ方、感
想画の描き方などコンクール
向けの教室を予定しています。
　コンクールに挑戦してみよ
うと思った子どもたちはぜひ
参加してください。

調べる学習地域コンクール・
読書感想画コンクール
調べる学習地域コンクール・
読書感想画コンクール

　4月23日は『子ども読書の日』です。図書館では、子どもたちの読書活動を推進していくためにさま
ざまな取り組みを行っています。昨年度は新型コロナウイルス感染症の影響で思うように活動できま
せんでしたが、今年度は感染症対策を行いながら実施していきます。

図書館の子ども向け読書活動推進事業
「いっしょに よもう、いっぱい よもう」  第63回こどもの読書週間（4月23日～5月12日）

図書館の子ども向け読書活動推進事業
「いっしょに よもう、いっぱい よもう」  第63回こどもの読書週間（4月23日～5月12日）

※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。

ブックススタート＆チャレンジ（６か月児・１歳児）ブックススタート＆チャレンジ（６か月児・１歳児）
　絵本を通して、親子がふれあう時間をつくり、読み聞か
せの楽しさを知ってもらう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●4月22日（木）13:30～　　
場所●けんこう交流館（旧児童館）（健診会場）　
※健診対象児童のみ

　小鹿野町に関する様々な分野についての講座を行うこ
とにより、町民の生活に刺激を与え個々の生活をときめ
かせることを目的として連続講座を開催します。
場所●小鹿野文化センター
対象●小鹿野ときめき生活推進大学の内容に興味をお
持ちの人

定員●40人
費用●無料(教材費等がかかる場合があります。)
申込＆問合せ●4月5日(月)から4月23日(金)までに電話
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

令和3年度小鹿野ときめき生活推進大学受講生募集

日時回 内容 講師

１

２

３

４
５

６

７

８

9

9

5月23日(日)13：30

6月2７日(日)13：30

8月2２日(日)13：30

9月25日(土)13：30
10月23日(土)13：30

11月13日(土)13：30

12月18日(土)13：30

1月22日(土)13：30

2月19日(土)13：30

未定

「開講式」
小鹿野の偉人「森玄黄斎」
「しょうせんラプソディ」
「来園者数2万人のダリア園ができるまで」
両神山麓花の郷ダリア園
小鹿野の四季・山里の記憶から

椛と楓の物語

「手話でつながる・つなげる
～聞こえない人と共に歩む～」

趣味の演芸～落語のススメ～
大谷藤子小説「須崎屋」モデル
須﨑旅館女将奮闘物語
内田の小鹿野に来た理由（わけ）
自分の人生について考えてみよう
「閉講式」

埼玉県地方史研究会　山本正実

造形作家　田島昭泉
小鹿野町おもてなし課
地域おこし協力隊　新井雅博
イラストレーター　黒沢和義
もみじい　加藤佳英
ちちぶ広域手話学習会
副会長　小池久美子
ちちぶ広域聴覚障害者協会
飯塚明美（手話指導）
セニョール栗原君
須﨑旅館
女将　須﨑真紀子
国保町立小鹿野中央病院
院長　内田  望

もみじ  かえで
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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）

生涯学習
コーナー町立図書館

町立図書館分室　
月曜日（5・12・19・26日）　金曜日（16日）
土曜日（3・10・17・24日）　日曜日（4・11・18・25日）
祝日（29日）　休校日（19日）

図書館・生涯学習 広報 おがの図書館
だより
図書館
だより

4月の
休館日



　新しい年度が始まりまし
た。別れと出会いのこの季
節、不安と期待の入り混じっ
た複雑な心境になりますね。
そんな思いを桜の花や新緑
が慰めてくれます。病院もス

タッフの入れ替わりがありましたが、今までと同じように
運営しておりますのでよろしくお願いします。
　さて、年末年始に私は異常なほどの肩こりに悩まさ
れました。どっちを向いても首が痛く、毎日シップを貼り
ましたが少し気持ちいいだけでコリは解消されません。
鎮痛薬を飲んでも一時的な効果だけでした。困って理
学療法士に相談し少し診てもらったところ、腰を触りな
がらどうも姿勢が悪いのではというではありませんか。
肩なのに腰？確かに私は最近姿勢が悪い。特に座る姿
勢。浅く腰掛けて無意識に足を投げ出し、知らない間
に足を組んでいます。家では椅子に座りながらあぐらを
かいていることもよくありました。ですので以後は姿勢を
意識し、ときどき理学療法士にチェックしてもらい、気が
付けば最近ではすっかり肩こりが解消されています。
ちょっとしたことでこんなにも変わるものかと驚き、感謝
したことです。痛みが出て姿勢を正す。気づきとはそうい
うことなのかもしれません。というか、もっと早く気づけよ
という感じですが…。
　ということで姿勢の話になりましたので、今回は生き
る姿勢について書いてみます。半年ほど前のある新聞
に、ALSという難病を患っている方の話が載っていまし
た。徐々に体が動かなくなって寝たきりの状態、身の回
りの全てにおいて誰かの手助けがないと過ごせませ
ん。でも現在では視線で入力できるパソコンを使って

仕事や交友関係が広がり、前向きに生きていられると
いうのです。もちろんそこに至るまでには、私たちには想
像もできないほどの苦しみと葛藤があり、揺れ動いてい
たことでしょう。家族に迷惑をかけてしまうことが申し訳
なく、死にたいと思ったことも数知れず、「生きている事
自体、罪な気がして泣き続けていた」とありました。そん
な中、介護してくれた学生さんに対して「この経験が将
来役立つだろうな」と、役に立っていることに小さな喜
びを見つけ、24時間のヘルパーを入れて家族に迷惑が
掛からなくなったことで前向きに考えられるようになっ
たというのです。この方の生きる姿勢に背筋が伸びま
す。

•一人ひとりに天の使命があり、その天命を楽しんで
　生きることが、処世上の第一要件である。
•死ぬときに残す教訓が大事なのではなく、生きてい
　る時の行動が大事なのだ。

(いずれも渋沢栄一の言葉)

　多くの方々の人生に寄り添う仕事をしていると、どの
ような状態であれ生きている事には何かしらの意味が
あると思わされます。もちろん、天国に旅立った人はもう
意味がないということではありません。でも、今生きてい
るということは周りの人に何かしらの影響を与えられる
存在なのです。
　誰もいない病院の廊下で背中を伸ばして歩きなが
ら、自分の生きる姿勢について考えてみました。新緑の
新たな息吹を感じる中で、今一度自分の人生の姿勢を
問うてみませんか？

生きる姿勢　～今日も背筋を伸ばして～

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

ドクター内田のひとりごと
思いつくまま気のむくまま 48

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

休診
　発熱や咳など呼吸器症状等のある人は、午後２時から４時までの
間、発熱外来で対応します。必ず、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時間対応）に電話などでご相談ください。

  4月6日（火）　耳鼻咽喉科　荒木Ｄr. 
  4月13日（火）　耳鼻咽喉科　荒木Ｄr.

発熱外来

■平日夜間急患対応 ■土曜夜間急患対応

月
水

火・木・金
4月8日(木)
のみ

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

4月3日・
17日
10日･24日
   
   

期日 医療機関 電話

☎62-6300

☎23-0611

    

    

皆野病院

秩父市立病院

■平日夜間小児初期救急対応
曜日 医療機関

☎25-2711
☎22-3022
☎23-0611

☎22-0043

あらいクリニック
秩父病院 
秩父市立病院

※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
4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

4月4日
11日
18日
25日
29日

4月4日
11日
18日
25日
29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

皆野町
小鹿野町
相生町
小鹿野町
長瀞町

☎62-0039
☎75-2332
☎26-7001
☎75-2332
☎66-1000

金子医院（内）
小鹿野中央病院（内）
あいおいクリニック(内･消内)
小鹿野中央病院（内）
長瀞医新クリニック(内･外)

診療時間／8:30～翌日の8:30

※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、秩父郡市医師会ホームページ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

桜木町

皆野町
桜木町

☎23-0611

☎62-6300
☎23-0611

秩父市立病院

皆野病院 
秩父市立病院 

■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

休日急患当番医休日急患当番医

発熱したとき、どうしよう？発熱したとき、どうしよう？
①かかりつけ医がいる人
●かかりつけ医に電話で相談　※医師の判断により別
の医療機関を紹介される場合もあります。
②かかりつけ医がいない人
●お近くの医療機関又は埼玉県ホームページに掲載さ
れている「埼玉県指定診療・検査医療機関」検索シス
テムで、近隣の医療機関を探して電話で相談
※「埼玉県指定診療・検査医療機関」とは、新型コロナウ
イルス感染症とインフルエンザ両方の診療・検査を行う
ことができる医療機関です。埼玉県が医療機関を指定し
ホームページで公表しています。

　ホームページが見られない人は【埼玉県受診・相談セ
ンター】☎048-762-8026　FAX048-816-5801へご
連絡ください。
問合せ●秩父郡市医師会☎２２-０５７０
　　　　秩父保健所☎２２-３８２４　
　　　　保健福祉センター・保健課☎７５-０１３５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。※休日急患当番医は次ページをご覧ください。

4月4日
11日
18日
25日
29日

■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にて受け付けています。

　☎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。

電話

【医師３人が交代しました】
副院長の黒沢正喜先生、内科医の中村香代子先生、平田まりの先生が
他院へ赴任し、新たに、内科医の植木愛先生、津野桃里先生、萩原拓哉
先生が着任しました。

近藤医院

22 広報 おがの　4月号 23広報 おがの　4月号

町立病院だより・医療 広報 おがの
町 立 病 院 だ よ り



チャレンジデー参加報告方法チャレンジデー参加報告方法

お知らせ
　保健課が主催する、健診や教室、講演会等は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。マスク着用でご参加ください。
また、当日は入口で体調確認や検温を実施しています。

　生活習慣病(高血圧、糖尿病等)は、気づかぬうちに様々な合併症を引き起こします。予防するため
には、定期的に健診を受け、早期発見・治療をすることが大切です。また、がんは死因のトップですが、
５つのがん(胃がん、大腸がん、肺がん、乳がん、子宮頸がん)は、早期発見・治療することにより、死亡
率が低下することが証明されています。自分の健康管理のため、１年に1回健(検)診を受けましょう。

定期的に健(検)診を受けましょう定期的に健(検)診を受けましょう特集

高齢者肺炎球菌ワクチン～肺炎球菌による肺炎を予防しよう～高齢者肺炎球菌ワクチン～肺炎球菌による肺炎を予防しよう～

日時●4月22日(木)13:00～13:45
場所●けんこう交流館（旧児童館）
該当児●［3か月児］令和2年12月、令和3年1月生まれ
［6か月児］令和2年9月、10月生まれ［12か月児］令和2
年3月、4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

乳児健診乳児健診
　いきいきおがの健康マイレージは、特定健診(人間ドッ
ク、職場健診も含む）やがん検診を受け、さらに健康づく
りに取り組むとマイルが貯まります。一定のマイルが貯
まると賞品と交換ができます。ぜひご参加ください。
実施期間●4月1日(木)～令和4年3月31日(木)
対象●20歳以上の町民
カードの配布●保健課窓口、各健康教室で配付します。
※カードは一人1枚です。

いきいきおがの健康
マイレージ２０２１
いきいきおがの健康
マイレージ２０２１

　郷土料理を自分たちで学び、それを基に現代の健康問
題に合わせた郷土料理を考えます。ぜひご参加くださ
い。
日時●4月26日（月）10:00～11:30
場所●両神ふるさと総合会館2階・視聴覚室
内容●町の郷土料理を調べ、新しい郷土料理を考える。
他の教室で講師として郷土料理を伝える。
定員●10人
持ち物●筆記用具
申込●前日までにお申し込みください。

郷土料理伝承ボランティアの
メンバーを募集します！
郷土料理伝承ボランティアの
メンバーを募集します！

　厚生労働省より、ワクチンの製造が一時停止したこと
により、出荷量の調整が行われるとの通知がありました。
国の方針で、供給が安定するまでの間、4回接種のうち、
1期初回1回目及び2回目の接種を優先して実施します。
ただし、定期接種が受けられる年齢の上限が近づいてい
る場合には、期間内に接種するようお願いします。

日本脳炎ワクチン不足のお知らせ日本脳炎ワクチン不足のお知らせ

　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します。
日時●4月23日(金）10：00～11：30
場所●けんこう交流館（旧児童館）
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●お話し会・軽い運動など
※4月21日（水）までにお申し込みください。

『交流会』に参加してみませんか？『交流会』に参加してみませんか？
　音楽や運動で認知症を予防する介護予防教室です。
日時●4月8日(木)、22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

　高齢者肺炎球菌ワクチンは、予防接種法に基づく定期
予防接種です。対象年齢は下記のとおりです。対象とな
る条件を確認のうえ、接種してください。
接種対象者●①②のどちらかに該当し、過去に1度も接
種したことがない人
①4月2日～令和4年4月1日までに65歳・70歳・75歳・
80歳・85歳・90歳・95歳・100歳になる人
②60歳以上65歳未満の人で、心臓、腎臓又は呼吸器の
機能低下により自己身辺の日常生活が極度に制限さ
れる程度の障害を有する人及びヒト免疫不全ウイルス

の免疫機能低下により日常生活がほとんど不可能な
程度の障害を有する人
接種期間●4月1日(木)～令和4年3月31日(木)
費用●1,500円
申込●【①のうち70歳以上及び②に該当する人】事前に
保健課に申し込みが必要
【①のうち65歳の人】申し込み不要（予診票を郵送します。）
その他●町では、70歳以上の任意接種制度もあります。
詳細は保健課までお問い合わせください。

生活習慣病予防の健診

小鹿野町国民健康保険
加入の人（右記①又は
②のどちらかを選択）

社会保険(協会けんぽ、
土建国保、共済組合等)
加入の人

後期高齢者医療保険加
入の人（右記①又は②
のどちらかを選択）

実施方法等については、対象
者へ個別通知します。
詳細は、3月に毎戸配布した
お知らせをご覧ください。

人間ドック(国保町立小鹿野
中央病院実施)については、
条件により、健診費の補助が
あります。
詳細は広報5月号に掲載予定
です。
詳細は、3月に毎戸配布した
お知らせをご覧ください。

①特定健診
　(集団・個別)

②人間ドック(国保町立
　小鹿野中央病院実施)

①健康診査
　（フレイル健診）

ご加入の保険者へ、実施方法をご確認ください。

無料

無料

②人間ドック(国保町立
　小鹿野中央病院実施)

自己負担10,700円
(補助額30,000円)

自己負担10,700円
(補助額30,000円)

加入保険 健診名 健診費 その他

がん検診

35歳以上

35歳以上

20歳以上

20歳以上

35歳以上

900円

400円

1200円

800円

無料  

検診内容 対象 料金 集団がん検診 個別がん検診 人間ドック 集団特定健診

胃がん
（バリウム検査)

大腸がん
(便潜血検査)

乳がん

子宮頸がん

肺がん
(胸部レントゲン検査)

受診の可否

　　 ○

○(検診会場で
検査キット配付)

　　 ○

　　 ○
×(特定健診
会場で実施)

　　 ○

○(保健課で
検査キット配付)

　　 ○

　　 ○

　　 ×

　　 ○

　　 ○

○(追加検査)

○(追加検査)

　　 ○

　　 ×

○(健診会場で
検査キット配付)

　　 ×

　　 ×

　　 ○

がん検診は、加入保険種別に関係なく受けることができます。
詳細は3月に毎戸配布したお知らせをご覧ください。(70歳以上の人は無料です。)

Hm1

　認知症の人や家族が気軽に出かけられ、地域の皆さん
との交流を深める場です。
日時●4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」Hm1

保健・福祉 広報 おがの

24 広報 おがの　4月号 25広報 おがの　4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。



チャレンジデー参加報告方法チャレンジデー参加報告方法

■いきいき館(運動器具)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。
　必ず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。

4月の
　予約が必要な教室

　新型コロナウイルス感染症拡大状況により、各教室については
延期、中止の場合があります。参加希望する人は、保健課までご
確認ください。

長寿筋力アップ
トレーニング
教室

バランス
ボール教室

①4/7(水)・21(水)
②4/14(水)・28(水)
③4/1(木)・15(木)
④4/8(木)・22(木)

4/26(月)

 15:00～16:00

19:00～20:00

けんこう
交流館

けんこう
交流館

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、
マスク
各回8人　運動のでき
る服装、飲み物、マスク

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、マスク

ストレッチ体操、
筋力トレーニング、
ステップ体操

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

高精度体組成測定、
個別結果説明

骨密度測定と高精
度体組成測定、個別
結果説明、指導

ステップ体操

4/2(金)
4/9(金)
4/16（金）
4/23（金）
4/30日（金）

①9:30～10:30
②11:00～12:00
③14:30～15:30

いきいき館

18:00～20:00 いきいき館高精度体組成計
測定日

骨密度・高精度
体組成計測定日

4/21(水)

10:00～11:00

いきいき館13:30～15:00

10人

8人
運動のできる服装

開催日 時間 場所 定員　持ち物 内容

Hm1

申込＆問合せ●保健課☎75-0135（直通）

4/15(木)・30(金)
（どちらか1日の参加）

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、行政相談員
が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●4月19日(月)13:00～15:00
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・保健課 ☎75-0135

■物忘れなどの生活の不安・介護全般
日時●①4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。

結婚相談
▶問合せ／中央公民館 ☎75-0063

日時●4月14日(水)18:00～20:00
相談員●近藤須美子さん
　　　　髙橋　聡さん
　　　　守屋恒男さん
場所●小鹿野文化センター
※電話相談もご利用ください。

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●5月18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●4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・保健課 ☎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●4月26日(月)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●4月2日(金)、20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。

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。

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。

※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。

☎0570-783-770（24時間受付）
保健医療部保健医療政策課
FAX048-830-4808
秩父保健所FAX22-2798

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

■いきいき館開放日
　初回講習会に参加した人は、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。
※初回講習を受講していない人は利用できません。

長寿筋力アップトレーニング教室

　長寿筋力アップトレーニング教室では、生涯に通じた生活習
慣病予防を目的とした運動を行っています。主に筋トレをメイ
ンにストレッチ等も行い、楽しみながら月2回定期的に実践し
ていく教室となっています。
　ぜひ、一緒に筋トレを行い、生活習慣病予防をしましょう。

（水曜講師　加藤雪絵）

私たち
頑張って
います

私たち
頑張って
います

広報 おがの 保健・福祉
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　昨年１２月１５日に逝去された長
留の豊田有善さんに旭日単光章が
贈られました。
　豊田さんは、小鹿野町議会議員
として、平成４年１１月に当選以来、
平成１６年１０月までの３期１２年間、
広く民意の反映を図りながら高邁
な政治信念をもって地域の発展と住民福祉の向上にご
尽力されました。
　この間、各常任委員会の中枢にあって活躍するととも
に、議会副議長を歴任し、卓越した指導力をもってよく議
長を補佐し円滑な議会運営を図り、地方自治の発展伸長
に多大なる貢献をされました。

　昨年１２月２９日に逝去された小鹿
野の田嶋恒男さんに旭日単光章が
贈られました。
　田嶋さんは、小鹿野町議会議員と
して、昭和５１年１１月に当選以来、昭
和６３年１０月までの３期１２年間、広
く民意の反映を図りながら高邁な
政治信念をもって地域の発展と住民福祉の向上にご尽
力されました。
　この間、各常任委員会の中枢にあって活躍するととも
に、小鹿野町体育協会長、小鹿野町区長協議会長を歴任
し、地方自治の発展伸長や、地域活動において多大なる
貢献をされました。

祝 百歳 おめでとうございます

大正１０年２月２７日生

豊田 ワシヅさん
(小鹿野)

大正１０年３月４日生

肥圡  トリさん
(伊豆沢)

旭日単光章が贈られました
故  豊田有善さん

旭日単光章が贈られました
故  田嶋恒男さん

次に、立てた両手人差し指を前後に
向かい合わせ、同時に近付けます。
この表現には「会う」という意味が
あります。

左手甲に伏せて重ねた右手を引き
上げながら、人差し指を残して4指
を握ります。この表現には「初めて」
という意味があります。

簡単な手話を覚えましょう【第31回】簡単な手話を覚えましょう【第31回】

寄贈ありがとうございます寄贈ありがとうございます 二輪車交通安全啓発のために
ご寄附をいただきました
二輪車交通安全啓発のために
ご寄附をいただきました

寄贈ありがとうございます寄贈ありがとうございます
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1月
２7日
２7日
30日
31日
31日

両神小森
両神小森
三山
藤倉
小鹿野

ご出産おめでとうございます。
《2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。
《2月中の同意書届出・敬称略》

祝 悼祝 悼

新井 通之（８５)
田島 重良（９０）
桺原 政一（７４）
髙橋 好太郎（９１）
髙根 よね（８４）

2月
4日
7日
8日
8日
10日
11日
14日
15日
18日
22日

下小鹿野
飯田
小鹿野
両神薄
小鹿野
下小鹿野
小鹿野
日尾
長留
両神薄

般若
2月
10日

ひかり

奈良 光莉（信幸）

新井 今朝𠮷（９１)
黒田 キクヱ（９７)
髙田 チカ子（９４)
今井 好子（８３）
出浦 トモ（９４）
林 宏行（７６）
小池 綾子（８９）
勅使河原 賢（８４）
杉田 宗助（９１）
大隝 喜三男（７８）

　2月22日に株式会社イチワタ
（代表取締役　一和多富雄さん）
から小鹿野町へマスク24,000枚
を寄贈していただきました。
　いただいたマスクは小・中学校
の児童・生徒や町の福祉施設等で
活用させていただきます。

　2月12日に宮本一輝
さんから教育委員会へ
マスク2,500枚を寄贈
していただきました。
　いただいたマスクは
小・中学校を通じて児
童・生徒へ配布しました。

　3月3日に小鹿神社よりご寄附をいただきました。
　町では、いただきました寄附金をご趣旨にそって交通
安全普及啓発のために活用させていただきます。ありが
とうございました。

は
じ
め
ま
し
て

軽く握った右手拳を振りながら2指
を左へ伸ばします。この表現には
「再び」という意味があります。

次に、立てた両手人差し指を前後に
向かい合わせ、同時に近付けます。
この表現には「会う」という意味が
あります。

ま
た
会
い
ま
し
ょ
う

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） 
https://shuwa-chichibu.sakura.ne.jp/video/oht.php

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） 
https://shuwa-chichibu.sakura.ne.jp/video/cu.php
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広報おがの広告掲載の募集広報おがの広告掲載の募集 下記の要領により、広告の募集をしています。

掲載の範囲
　次の項目のいずれにも該当しないものです。
①広報の公共性、中立性及びその品位を損なう恐れの
あるもの

②風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法
律(昭和23年法律第122号）第2条に掲げる営業に
該当するもの、又はこれに類するもの

③政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の宣伝に係
るもの
④公の秩序又は善良な風俗に反するもの
⑤その他町長が広告として適当でないと認めるもの

申込者の資格
　広告を掲載できる人は、町内に住所又は事業所を有
する人です。

広告掲載料
　1区画(50mm×88mm)／5,000円
　2区画(50mm×180mm)／10,000円

掲載の方法等
■広告掲載順位は、原則として受付順とします。ただし、公
共性の高い広告については、この限りではありません。

■1カ月に掲載する広告紙面は、4区画(1区画
50mm×88mm)までとし、1申請者2区画まで使用
することができます。
■掲載場所は、「情報版ページ」の下段となります。
　(このページです。）

実寸の広告紙面（1区画）

詳しくは、お問い合わせください。
問合せ●小鹿野庁舎・総務課☎75-1221

募  集

案  内

●Word＆Excel
日時　6月19日(土）、26日(土)
9:00～16:00
費用　受講料2,000円、テキスト代2,200
円(税込)
●介護支援専門員試験準備講習(介護支援
分野)
日時　6月26日(土)、7月3日(土）、10日(土)
9:00～16:00
費用　受講料3,000円、テキスト代3,080
円（税込）
申込＆問合　5月1日(土)から10日(月)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

　賃貸住宅を退去する際の原状回復費用
に関するトラブルの相談に応じます。
日時　4月10日(土)、11日(日)
10:00～16:00
相談方法　電話相談☎048-838-1889
(当日のみ通話可)
費用　無料
問合　埼玉司法書士会事務局
☎048-863-7861

敷金(賃貸住宅)トラブル110番

●一般幹部候補生
試験期日　5月8日(土)、9日(日)　
2次・飛行要員のみ3次試験あり

受付締切　4月28日(水)
応募資格　大卒程度試験：26歳未満の大卒
(見込含む)
院卒者試験：28歳未満の修士課程修了者等
(見込含む)
●歯科・薬剤科幹部候補生
試験期日　5月8日(土)　2次試験あり
受付締切　4月28日(水)
応募資格　歯科：30歳未満の専門大卒(見
込含む)
薬剤師：28歳未満の専門大卒(見込含む)
●一般曹候補生(男子･女子)
試験期日　5月21日(金)から30日(日)の間
のいずれか1日　2次試験あり
受付締切　5月11日(火)
応募資格　18歳以上33歳未満の男女（32
歳一部条件あり）
●自衛官候補生(男子･女子)
受付期間　年間を通じて行っています。
応募資格　18歳以上33歳未満の男女（32
歳一部条件あり）
※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

●二名良日　春終夏始草輪展
　探検植物作家二名良日氏の草輪リース
展。リース制作ワークショップ開催予定。
日時　4月22日（木）～5月10日(月)10:00
～16:30
場所　Mahora稲穂山（旧ムクゲ自然公園）
費用　整備協力金500円（中学生以上）
問合　リトリートフィールドMahora稲穂山
☎62-1688

リトリートフィールドMahora稲穂山
からのお知らせ

日時　4月20日(火)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4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4月上旬に雇
用対策協議会ホームページに掲載予定。
問合　埼玉県雇用対策協議会
☎048-647-4185

求人企業合同説明会
～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～

●ウマとのふれあいコーナー
日時　5月9日(日)10：00～15：00
場所　みどりの村　子供の広場
費用　乗馬体験1人500円※申込不要
●プリザーブドフラワー・ハーバリウム教室
日時　6月20日(日)13：00～15：00
場所　みどりの村　若者センター
費用　2,500円　
定員　20人(応募多数の場合抽選)
締切　6月4日(金)必着
※剪定はさみを持参ください。
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。
みどりの村管理事務所〒368-0101秩父郡
小鹿野町下小鹿町27
☎0494-75-3441
http://www.midorino-mura.com/

みどりの村イベント

●バードウオッチング
日時　①4月10日(土)②5月8日(土)
両日とも10:00～14:00
内容　県民の森の野鳥観察会です。県民の
森内を散策し野鳥を観察します。昼食後は
バードコールを作ります。バードコールは小
鳥の鳴き声そっくりの音がします。双眼鏡を
持っている人は持参してください。
対象　小学生以上(小学生は保護者同伴)
定員　各日15人(申込順)
費用　500円　　
締切　①4月7日(水)②5月5日(祝)
●春の自然観察会(山野草など)
日時　5月3日(祝)10:00～14:00
内容　県民の森で春の自然観察会を森林

埼玉県県民の森のイベント

●奥秩父巨木探訪（ミズナラ編）
日時　5月2日(日)9:00～15:30
内容　中津川まるごとガイドの案内により、
彩の国ふれあいの森内の学習の森「タツマ

の尾根」にあるミズナラの巨木を目指し登
山します。（周遊コース約4km）
対象　高校生以上（満16歳以上）
費用　1,500円/人（保険料込み、木製キー
ホルダープレゼント）　　
定員　10人（申込順）
締切　4月25日（日）
●彩の国ふれあいの森「新緑まつり」
日時　5月4日(祝)10:00～15:00
内容　餅つき、シイタケの駒打ち、丸太切り、
木工工作などの体験のほか、とち餅、キノコ
汁、手作り木工品などの販売。
費用　無料（一部体験等は有料）
※事前申込不要
申込＆問合　電話でお申し込みください。
このほかのイベントはホームページをご覧
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

イ ベ ン ト

※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。

おがニャッピー歌舞伎PRラッピングカー完成　3/3

綜合警備保障
株式会社
ALSOKによる
不審者対応訓練
2/8(長若小学校)

　コマ作りの先生に来ていた
だき、年長さんは一緒にコマ
を作りました。
　年中さんは初めてのみそ作
りを体験しました。
　風のない寒い日には、たき
火で焼き芋を作り、みんなで
食べました。

●総合職試験(院卒者試験、大卒程度試験)
受付期間　3月26日(金)～4月5日(月)
第1次試験日　4月25日(日)
●一般職試験(大卒程度試験)
受付期間　4月2日(金)～14日(水)
第1次試験日　6月13日(日)
●一般職試験(高卒者試験、社会人試験(係
員級))

国家公務員募集

　他人に受動喫煙を生じさせないことが県
民の責務となるほか、既存特定飲食提供施
設（※）が喫煙可能室を設置するには、健康
増進法の要件に加え、従業員がいない場合
又は全ての従業員から承諾を得た場合に限
られます。
　喫煙可能室を設置した場合は、法に基づ
く届出のほか、条例に基づく届出を管轄保
健所に提出してください。
※令和２年４月１日時点で既に営業している
資本金又は出資の総額が５千万円以下、客
席面積が１００㎡以下の飲食店
問合　埼玉県健康長寿課
☎048-830-3582

4月1日から埼玉県受動喫煙
防止条例が施行されます！

受付期間　6月21日(月)～6月30日(水)
第1次試験日　9月5日(日)
申込＆問合　インターネットによりお申し込
みください。
https://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.h
tml
人事院関東事務局☎048-740-2006

ひまわり保育園よりひまわり保育園より

みそ作り

コマ作り

インストラクターの案内で行います。
対象　小学生以上(小学生は保護者同伴)
定員　30人(申込順)　　費用　500円
締切　4月28日(水)
申込＆問合　電話でお申し込みください。
このほかのイベントはホームページをご覧
ください。
埼玉県県民の森☎23-8340

30 広報 おがの　4月号 31広報 おがの　4月号

広報 おがの みんなの広場

情報版情報版

情報版 広報 おがの小鹿野

フォトニュース
小鹿野

フォトニュース
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