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晴天★
晴天
★神川レストラン
～神川町産100％のつみっこ作り～

この味で育つ

「地元産」

唯一無二の隠し味

100

晴天★
晴天
★神川レストラン
～神川町産100％のつみっこ作り～

神川町
農産物直売所
店長 吉野さん

【「つみっこ」とは】

あったかいものといえば、

神じい、なっちゃん、

期間は、神川町内で収穫された

こんにちは。

つみっこの季節だもんね。

て～！
これ全部神川町の？
いろんな食材が
そろうんだね～。

※おおよそ10月下旬～2月末頃の

説明しましょう！

「
つみっこ」じゃな。

問合せ 保健センター ☎０４９５-７７-４０４１ FAX ０４９５-７７-０５５０

神じい、
涼しくなって
きたね。
今夜はあったかいもの
が食べたいよ～。

こんにちは～！
つみっこを神川町産
食材 ％で作りたくて
来ました！

つみっこに

入れるなら

このあたり

かな？

直売所

ものを購入できます。

神川町など本庄・児玉地域の郷土料理で、
そうだよ。

昔は流通がよくなくて、

みんな身近に手に入る

食材で料理していたんだ。

団子をすくって加え、煮込んだ料理。
（他の地域では「すいとん」「団子汁」などと呼ばれる）
小麦の団子を『つみとる』ようにして鍋に入れたことから、
「つみっこ」の名がついたとも言われている。
１椀で栄養バランスがよく、美容効果、メタボ予防効果…など、
神川町
食生活改善推進員協議会
高橋さん

ふむふむ

手間いらずでお得な料理！

100

料理してみよう！
※22ページへ
続きます
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まさに地産地消じゃな。

材料調達できた！

吉野さん
ありがとう！
さっそく作って
みるね～！

無事に神川町産 100％で

がんばってねー

どんな食材が入っているの？
郷土料理ってことは、
神川町産の食材
％で作れるの？

町の食材 ％で作れるかのう。
よ～し、直売所で確かめよう！

さすが我らが
神川町じゃな！

神川町は昔から野菜作りが盛んだったから、
自宅や近所の畑でとれた作物をつみっこに
入れていたみたいだね。
だから具材は季節によって変えてもいい。
かぼちゃやナスでもいいね～。

野菜がたっぷり入った汁物に、小麦粉で作った

100

?

～そうして、 神じいとなっちゃんの 「神川町産食材 100％のつみっこ作り」 が始まった～
※「郷土料理」…町の食材を生かして昔から食べられていた料理ということじゃ。
※「地産地消」…地元の食材をその地で食べたり、消費することじゃ。
←神川町観光協会オリジナル「神じい・なっちゃんトート
バッグ(税込５００円)」お求めは経済観光課へ！
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集まれ！ 11月生まれキッズ

令和３年度 幼稚園・保育所(園)の入園・入所申請について

月生

問合せ 町民福祉課 子育て支援担当 ☎０４９５-７７-２１12 FAX０４９５-７７-2117
神川幼稚園 ☎0495-77-4188 FAX0495-77-4188

下記のあて先へメール又は郵送してください。
〇お子さんの写真(なるべくデータで）
〇お子さんの氏名・ふりがな・住所・生年月日・年齢

１号認定 （現在１号認定を受けている方は、申請不要）

〇保護者の氏名・連絡先(電話番号)

【入園資格】 幼児およびその保護者が町内に在住していること

メール photo@town.kamikawa.saitama.jp

神川幼稚園（町立） 受付 １０月２6日(月)～３0日(金) 午前１０時～午後３時
所在地 新里３６２－２

スマホで簡単送信♪

幼稚園

お誕生日を迎える町内在住で就学前のお子さんの写真を募集しています。

郵送 〒367-0292 植竹909 役場総合政策課
締切 10月9日(金)[必着] ※応募多数の場合抽選、写真は返却不可

定員 １８０人 対象 ３歳～５歳児

上記の受付期間内に申請できない方は、電話でご相談ください。入園の可否は１２月頃通知します。
受付 神川幼稚園 ☎０４９５-７７-４１８８
申請書類 １０月１日(木)～２１日（水）に神川幼稚園および町民福祉課にて配布。

保育所(園)

2・3号認定 （現在２、３号認定を受けている方も現況確認のため、申請が必要）

【入所（園）資格】 保護者が就労などにより家庭での保育ができない児童
丹荘保育所（町立） 受付 １１月４日（水） 午後３時～５時
所在地 八日市２０８

定員 １２０人
まるおか

か の ん

なかじま はく

丸岡 奏音 ちゃん
２歳 （元阿保）

青柳保育所（町立） 受付 １１月５日（木） 午後３時～５時
所在地 新里２７８７-５ 定員 １００人

中島 舶

な か お

ちゃん

３歳 （新里）

ひ な た

わ け す

中尾 日向 ちゃん
５歳 （原新田）

み こ も

分須 瑞萌 ちゃん
２歳 （原新田）

渡瀬保育園（私立） 受付 １１月６日（金） 午後３時３０分～５時
所在地 渡瀬６５９-１

定員 ３０人

上記の受付期間に申請できない方は、１１月2日（月）～30日(月)午前８時３０分～午後５時１５分（土・日・祝
日を除く）に町民福祉課または神泉総合支所地域総務課へ申請してください。
※町外の保育所等を希望される方は、利用調整が必要になるため、早めに申請してください。
※年度途中の入所・入園についても早めにご相談ください。 ※入所の可否は２月頃通知します。
受付 町民福祉課子育て支援担当 ☎０４９５-７７-２１１２ 神泉総合支所 地域総務課 ☎０２７４-５２-３２７１

⼦育て相談窓口だより

申請書類  

今月は「赤ちゃんの手の発達～物をつかむ～」です！

◎新規入所（園）の方 １０月１2日(月)より受付窓口で配布
◎継続入所（園）の方 １０月１2日(月)より保育所（園）を通じて配布
（町外の保育所等の方は、ご自宅へ郵送）
※申請には住民登録上の住所が異なっている方も含め生計が同一の方全員の個人番号カードまたは通知
カードと申請される方の本人確認書類が必要となります。

丹荘保育所建設工事について
問合せ 町民福祉課 子育て支援担当 ☎０４９５-７７-２１12 FAX０４９５-７７-2117
令和4年4月の開所を目指し、丹荘保育所建設工事の施工業者を決めるため一般競争入札を行い、９月18
日に議会の議決を経て工事請負契約を締結しました。
【施工業者】 三ツ和総合建設業協同組合 熊谷営業所

今回は、 「物をつかむ」 という手の発達についてお伝えします。 赤ち
ゃんと大人では、 「物をつかむ」 ときの手の使い方が違い、 成長に合
わせて変化していきます。
また、 この時期の赤ちゃんは言葉を話すことはできませんが、 「あー」

うつぶせになり、手

赤ちゃんの気持ちを代弁して、 赤ちゃんとの遊びをママやパパも一緒
に楽しんでください。

びです。

①5～6か月頃

上半身を起こす遊

・いないいないばあ

②7～8か月頃
指や手のひら全体で、

少しずつ、 親指から小指まで

物をつかむことができ

の５本指を使って、 握ること

るようになります。

ができるようになります。
つかんだおもちゃを口に持っていくことや、
反対の手に持ち変えることができるようにな

工事期間中は、ご迷惑をおかけしますが、安全に配慮して
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・うつぶせ遊び
と腕の力を使って

【工事期間】 令和２年９月から令和４年１月まで

5

～おすすめの遊び～

「うー」 等と声を出したり、 周りの人の声をよく聞いたり、 言葉の準備
をしています。 右記のような遊びを通じ、赤ちゃんに言葉かけをしたり、

【建設場所】 大字八日市22２番地1他

工事を進めますので、ご理解とご協力をお願いします。

問合せ 子育て相談窓口
   ☎ 0495-74-0205
FAX ０４９５- ７７-２１１７

完成イメージ

このころは、 まだしっかり握る ・ 離すな

ります。 おもちゃを 「はいどうぞ」 と言って

どの動作はできません。 握りやすいおも

渡したり、「ありがとう」 と言って受け取ったり、

ちゃを見つけてみましょう。

やりとりも楽しめます。

ママの両手で顔を隠すかわりに、タオ
ル等で顔を隠し、赤ちゃんの手でタオ
ルをとってもらっても楽しいです。
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地域の力で高齢者を見守りましょう
問合せ 地域包括支援センター ☎０４９５- ７4-1155 FAX ０４９５- ７4-1156
町では、認知症高齢者等が外出し自宅に帰れなくなってしまった場合などに、早期に発見することを目的に、
問合せ 保健センター ☎０４９５-７７-４０４１ FAX ０４９５-７７-０５５０

「見守りシール」 を交付しています。

「インフルエンザ予防接種」に対する助成を拡充します

「見守りシール」 は、 希望する高齢者等の衣服や帽子、 鞄、 靴など日頃から身に着ける物の目立つ場所に
貼ってあります。 地域でシールを貼っている方を見つけた場合は、 正面から優しく声を掛け、 何かに困って

新型コロナウイルス感染症による発熱と区別するためにも、 今年はインフルエンザ予防接種が特に推奨さ

いる様子であれば、シールに印刷されている QR コードをお持ちのスマートフォンなどで読み取ってください。

れます。 町では、 できるだけ多くの方に接種を受けていただくため、 下記の助成を行います。

専用の掲示板にアクセスされ、 保護者と連絡が取れます （発見者の個人情報を伝えずにやりとりできます）。

①65歳以上の方（昭和30年12月31日以前に生まれた方）

早期発見には、 地域の皆様のご協力が必要です。 ぜひご理解いただき、 ご協力をお願いします。
※インターネット接続に伴う通信費用がかかります。

拡充

●助成対象期間
令和2年10月1日（木）～令和3年2月27日（土）
●自己負担額

※「QRコード」は(株)デンソーウェーブの登録商標です

今年度に限り無料
※町が指定する医療機関での接種を受けた場合が対象です。

〇

※詳細は別途お送りする通知でご確認ください。

②中学3年生に該当する年齢の方（平成17年4月2日～平成18年4月1日生） 拡充
●申請期限

●助成対象期間
令和2年10月1日（木）～令和3年1月31日（日）

町民インタビュー～いきいきシニアライフ～
問合せ 地域包括支援センター ☎０４９５- ７4-1155 FAX ０４９５- ７4-1156

・現在の生活は？
体操教室に参加するようになって５年くらいになりま
す。 去年、 腰椎圧迫骨折で入院した時も体操を続け
ていて、 病院でも褒められました。 以前は、 近所の友
自分らしく元気に頑張っています！
さいとう

ともよ

斉藤 伴代さん 91歳 （熊野堂）
・今までの生活は？
長野県で生まれ、 その後、 都内に移り、 結婚。
知り合いが神川町へ移住したのをきっかけに３０
年前、 転入してきました。

・介護保険利用のきっかけは？
腰椎圧迫骨折のためベッド上での安静な生活に
より下肢の筋力が低下してしまい、 歩くことが困
難となりました。 介護保険を申請し、 転倒防止の
為自宅の中に手すりをつけました。 手すりを使う
ことで、 安心して動ける生活を送っています。
7
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達とお茶飲みをしたり、 カラオケにも行っていました。
買い物も、 友達の車で連れて行ってもらっています。
教室で習った体操を家でもしたり、 散歩も朝、 晩２回
しています。 体操教室やサロンで、 みんなに会えるこ
とが一番の楽しみです。 人との交流で笑顔が増えて、
日々を元気に楽しく過ごしています。
また、 お正月やお盆には、 子どもや孫に会えること
も楽しみの一つです。

令和3年3月15日（月）
●申請先

●助成額

保健センター

2,000円を上限とし、1人につき1回
※詳細は別途お送りする通知でご確認ください。

③上記「①」「②」以外で、加入する健康保険からの助成がない方

拡充

●申請期限

●助成対象期間

令和3年3月15日（月）

令和2年10月1日（木）～令和3年2月27日（土）

●申請先

●助成額

※ただし健康保険組合や

保健センター

2,000円を上限とし、1人につき1回

今年度は
誰でも助成対象！
共済組合等で助成制度

●必要書類

がある方は除きます

①インフルエンザ予防接種費用助成金交付申請書
※保健センターおよび役場、神泉総合支所に備付（町ホームページからダウンロードも可能）
②領収書（原本）
被接種者、医療機関、予防接種の種類、費用、領収日の5項目が明記されているもの（全てが確認でき
ない場合は「予防接種済証」または「母子健康手帳」を添付）

【感染症予防のための３つの基本】
指の間も

・これからの目標は?

念入りに

孫が結婚する日を楽しみ
に、 元気で頑張っていきた
いと思います。

人との距離は2メートルあけて

外出時や会話をする時は

手洗いは30秒

（最低1メートル）

マスク着用

水と石けんで丁寧に

※インフルエンザ予防接種につきましては、厚生労働省が示す接種時期にご協力ください。
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新型コロナウイルス感染症対策

町では、新型コロナウイルス感染症に対する町民の皆さまの不安や負担を減らし、生

中小企業者の事業継続支援

活の支援、中小企業者の支援、また、感染拡大を防止するため、町独自の支援策とし

問合せ 経済観光課 商工観光担当 ☎０４９５-７７-070３ FAX０４９５-７７-3915

●新型コロナウイルス感染症対策店舗等改装補助事業
新型コロナウイルス感染症予防のために中小企業者が行う改装工事等の費用を補助します。
補助率 税抜き工事費の２／３に相当する額（千円未満は切捨て）
補助限度額 ３０万円

て様々な取り組みを実施いたします。
ここに載せきれなかった他の支援策については、町ホームページでご確認ください。

住民生活の支援
●新生児臨時特別給付金給付事業

補助対象 令和２年４月以降に実施した合計10万円以上（消費税別）の工事および備品購入
①店内換気システム（エアコン・換気扇）の導入、改修

②手洗い場の自動手洗い器の導入

問合せ 町民福祉課 子育て支援担当 ☎０４９５-７７-2112 FAX０４９５-７７-2117
国の特別定額給付金の対象とならなかった、令和２年４月２８日～令和３年４月１日に生まれた新生児（出

③座席間の間仕切り（パーテーション）の設置

生後最初に記録された住民登録が本町であるもの）１人につき１０万円を給付します。

              ④移動に工事が必要な机やいすの配置変更
⑤窓口・カウンターの仕切りの設置

町の独自支援策の追加について

受給資格 対象となる新生児を出産した母、またはその新生児の父であって、新生児が出生した時点で本町

⑥手指消毒液用スタンドの設置

⑦ソーシャルディスタンス表示のステッカーやポスター

              に住民登録され、申請日において引き続き住民登録されている方

⑧テイクアウトシステム（オンラインショップ）導入

申請方法 ①出生届の提出日が９月２２日以前の方

※原則として町内に事業所を有する業者が施工または納品するもの。ただし、９月以前の発注分を除く。

申請に係る書類を郵送いたします。通知が届き次第手続きをお願いします。
②出生届の提出日が９月２3日以降の方

申請方法 申請書および添付書類を経済観光課へ提出してください。

出生届提出時に町民福祉課での申請手続きをお願いします。

※詳細については、ホームページをご覧ください。

  ※詳細については、町ホームページをご覧ください。

●50％のプレミアム付き商品券
神川町商工会では、新型コロナウイルス感染症による大きな影響を受け

【利用内訳】

た町内事業者への支援のため、神川町民を対象に、プレミアム付き商品券
計16,000セットを販売します。
販売価格 １セット2,000円（500円券×6枚つづり＝3,000円分）

飲食店専用券
500円
登録飲食店でのみ利用可能

※1セット3000円分のうち1500円は登録飲食店専用です。
※１人あたり５セットまでの購入となります。
購入方法 10月下旬より事前申込み（応募多数の場合は抽選）
利用期間 令和３年１月16日（土）から６月30日（水）まで
※詳しくは10月15日以降に毎戸配布される

新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が減少している事業者に対し
て一律10万円を、さらに対象融資を受けている事業者については、融資に係
る利子及び信用保証料の補助として10万円を限度に支給します。
当初８月３１日までを申請期間としていましたが、今後の新型コロナウイルス
感染症の影響を考慮し、令和３年3月１日まで申請期間の延長を行いました。
9
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問合せ 保健センター ☎０４９５-７７-４０４１ FAX ０４９５-７７-０５５０
新型コロナウイルス感染症による発熱と区別するため、今年はインフルエンザ予防接種が特に推奨されて
います。そのため、インフルエンザ予防接種の補助を拡充します。詳細は６ページをご覧ください。
対象者 ①65歳以上の方（昭和30年12月31日以前に生まれた方）

共通券
500円
登録飲食店＋その他の
登録店で利用可能

②中学3年生に該当する年齢の方（平成17年4月2日～平成18年4月1日生）
③上記「①」「②」以外で、加入する健康保険からの助成がない方

感染防止対策・災害への備え

商工会のチラシをご覧ください。

【継続受付中】神川町中小企業者等事業継続支援金

●インフルエンザ予防接種補助の拡充

申請期間
延長しました

●行政区集会所への感染防止対策物品の配布
●神川中学校トイレ洋式化・自動水洗化、手洗場の自動水栓化
●保健センターでの除菌ユニット付きエアコンの導入
●主な公園のトイレ洋式化・自動水洗化、手洗場の自動水栓化
●非常時の電源としても活用可能な公用車の購入 など
KAMIKAWA 10 月号
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令和元年度 神川町 決算のあらまし

神川町総合計画 基本５施策の歳出 主な内訳

問合せ 総合政策課 財政管理担当 ☎０４９５-７７-0701 FAX０４９５-７７-3915

１.安心できる子育てと生涯の学習を活かすまちづくり 2.安全で快適に暮らせるまちづくり
○幼稚園・各小中学校教育振興事業 1億8,299万円 ○新庁舎建設事業費            2億5,213万円
→教育施設の改修費や外国語指導助手派遣事業等

○生涯学習活動推進事業

5,734万円 ○道路新設改良事業

○丹荘保育所整備事業

されました。

→新庁舎建設の設計監理、工事費等

→社会教育施設の改修費や生涯学習講座事業等

令和元年度の一般会計と7つの特別会計および水道事業(企業会計)の各決算が令和２年9月議会で認定

2億3,384万円

→幹線道路の拡幅、舗装等

一般会計の決算概要を見ると、歳入では、町税が前年度と比較して4.3％増加、地方交付税、交付金、地方
譲与税が1.6％増加、国・県支出金が14.4％増加しましたが、町債が69.9％減少し、歳入総額59億6,867

1,355万円

万円で前年度比13.6％の減少となりました。次に、歳出では、新庁舎建設事業費が減少したこと等により、

→新丹荘保育所の設計費等

３.健康で安心に満ちたまちづくり

○障害者総合支援事業          2億1,990万円 ○産業振興事業   
→障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業費

○各種検診・予防接種事業

7,550万円

      8,417万円

4,704万円

→土地改良区事業への負担金等

歳入：59億6,867万円

5.町民と行政が協働し希望に満ちたまちづくり
→行政区への助成等

882万円

５施策をもとに具体的な事業を行っています。 こ
れらの事業により、 町の将来像として掲げている

項

目

町税

「人を育てて まちが育つ 未来につなぐ 住みよ

分担金・負担金、

い 神川」 を目指しています。

使用料・手数料、

金    額

18億3,842万円

4.3％

神川町の決算を身近に感じていただくため、令和元年度の一般会計決算を
年収552万円※の家計に置き換え、家計簿に例えてみましたので、目安として
ご覧ください。
収入のうち、家族で働いて得た収入（給与・パート収入）は、全体の約34％と
なっていて、大部分を祖父母からの支援やローンの借入れに頼っています。
支出は、光熱水費等の支出が最も多く全体の29％を占め、次に食費の支出
が多く、全体の20％を占めています。
※参考：平成30年国民生活基礎調査（世帯平均所得金額）

お父さん
地元企業サラリーマン
お母さん
近所のスーパーでパート
長男
大学生（下宿中）
祖父母
別生計の親族

人件費

11億 605万円

0.6％

6億3,019万円

2.0％

公債費

1億8,245万円

△ 14.4％

投資及び出資金、

繰越金

3億5,513万円

△ 15.7％

貸付金

地方交付税
国・県支出金

物件費、補助費
繰出金

22億7,313万円

  

1.6％

前年度比率

扶助費

繰入金
地方譲与税､交付金､

金    額

積立金

8億1,845万円

15.1％

16億2,177万円

△ 0.3％

5億9,537万円

0.3％

48万円

皆増

1億5,432万円

△ 58.7％

7億5,238万円

△ 50.9％

56億7,901万円

△ 13.4％

維持補修費、
普通建設事業費、

7億5,978万円

14.4％

町債

3億6,670万円

△ 69.9％

災害復旧事業費

合計

59億6,867万円

△ 13.6％

合計

◎歳出
町の歳入
町税

分担金・負担金
使用料・手数料
財産収入、寄附金
諸収入

世帯の収入
お父さんの給与
お母さんのパート収入

金額
170 万円
18 万円

町の歳出

食費
医療費、介護費など

公債費

借金の返済

貯金の取り崩し

17 万円

繰出金

繰越金

前年からの残金

33 万円

投資及び出資金
貸付金

国・県支出金
町債

210 万円

医療費助成や奨学金など

70 万円

ローンの借入

34 万円

合計

KAMIKAWA 10 月号

552 万円

金額

扶助費
物件費、補助費

祖父母からの支援

世帯の支出

人件費

繰入金

地方譲与税、交付金
地方交付税
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想定している家族構成

目

△ 50.8％

諸収入

町の決算を家計に例えると

項

前年度比率

1億9,306万円

財産収入、寄附金、

◎歳入

歳出：56億7,901万円

神川町では平成 30 年より新たな総合計画基本

○区長会組織等助成事業            1,228万円

→集会所改修に係る助成やコミュニティ事業への助成等

一般会計 歳入歳出 内訳

3,854万円

→満18歳までのこどもに対する医療費助成

○自治振興事業

また、各特別会計、水道事業(企業会計)については12ページをご覧ください。

→観光・商工・農林業分野における各種振興事業
（城峯公園イルミネーション整備、農業団体補助等）

○土地改良事業等支出金

→がん検診、インフルエンザ予防接種事業等

○こども医療費事業

歳出総額56億7,901万円で前年度比13.4％の減少となりました。

4.活力に満ち元気に働けるまちづくり

積立金
維持補修費
普通建設事業費
災害復旧事業費

103 万円
58 万円
76 万円

光熱水費や通信費、生活用品の購入など
長男への仕送り

150 万円
55 万円

知人・友人への貸付等

0 万円

貯金

14 万円

自宅の増改築や
車等の修理・買換えなど

69 万円

合計

525 万円

KAMIKAWA 10 月号
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令和３・４年度発注分「物品・印刷・業務委託等の競争
入札参加資格審査申請」の受付を行います
問合せ 総務課 庶務担当 ☎０４９５-７７-２１1４ FAX０４９５-７７-３９１５
令和３・４年度に神川町が発注する物品・印刷・業務委託等に係る入札に参加するには、入札参加資格審査
申請を行い、「物品等競争入札参加資格者名簿」に登載される必要があります。登載を希望する事業者は、次
のいずれかの方法により申請を行ってください。
※平成３１・３２（令和元・２）年度において名簿に登載されている事業者も再度申請が必要です。
◆児玉郡市合同受付
１回の手続きで、神川町、本庄市、美里町および上里町の４団体に申請することができます。
※児玉郡市広域市町村圏組合および本庄上里学校給食組合は、合同受付に含まれません。
●申請方法 郵送 ※会場を設けての持参による受付は行いません。

特別会計とは、特定の事業を行う場合や特定の収入に基づいた事業を行う場合、その事業に係る経理を他
の会計と区別する必要があるため、法律や条例に基づいて設置しているものです。
特別会計名
国民健康保険(事業勘定)
国民健康保険(施設勘定・診療所)
後期高齢者医療
介護保険
町営バス
観光事業
公共下水道事業

歳入額
15 億 4,766 万円
8,541 万円
1 億 3,522 万円
11 億 5,690 万円
911 万円
2,463 万円
1 億 3,740 万円

前年度比率
△ 6.7％
△ 19.5%
6.1%
3.3%
5.4％
5.1%
0.5％

歳出額
15 億 1,569 万円
8,541 万円
1 億 3,128 万円
10 億 8,637 万円
852 万円
2,368 万円
1 億 2,990 万円

前年度比率
△ 5.3％
△ 11.5％
4.5%
1.0%
1.4％
21.2％
△ 1.9％

水道事業は、地方公営企業法に基づき経理され、利用者の水道料金などで運営されています。

●受付期間 １０月２６日（月）～１１月３０日（月）（当日消印有効）
●送付先

特別会計・水道事業（企業会計）

区分
収益的収入及び支出
資本的収入及び支出

〒３６７-８５０１ 本庄市本庄３－５－３ 本庄市役所 財政課

※封筒の表に「３・４年度児玉郡市合同受付」と朱書きしてください。

収入決算額
3 億 1,634 万円
141 万円

前年度比率
△ 1.8％
△ 66.7％

歳出決算額
2 億 7,862 万円
1 億 946 万円

前年度比率
△ 1.2％
△ 10.2％

◆単独受付 神川町のみに申請を希望する事業者は、①郵送または②持参にて申請してください。
  【①郵送による申請】 ●受付期間 １２月２３日（水）～令和３年１月３１日（日）（当日消印有効）

健全化判断比率等について

●送付先 〒３６７-0292 神川町大字植竹９０９ 神川町役場 総務課
                          

※封筒の表に「３・４年度入札参加資格審査申請」と朱書きしてください。

  【②持参による申請】 ●受付期間 令和３年２月１日（月）～令和３年２月３日（水）

地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定により、令和元年度決算に基づく健全化判断比率およ
び資金不足比率について公表するものです。

●受付時間 午前９時～１１時３０分・午後１時～４時

詳しくは町のホームページをご覧ください。

                             ●受付場所 神川町役場 総務課

１ 健全化判断比率の状況

            ※書類提出のみとなります。その場で書類不備等の審査は行いません。

実質赤字比率

連結実質赤字比率

実質公債費比率

将来負担比率

赤字額なし

赤字額なし

6.6

ー

早期健全化基準

15.0

20.0

25.0

350.0

財政再生基準

20.0

30.0

35.0

令和元年度決算

◆その他 申請の手引きおよび申請書類は、町ホームページからダウンロードができます。
            また、総務課および神泉総合支所地域総務課で配布します。

中小法人・個人事業者のための持続化給付金（経済産業省）
問合せ 経済観光課 ☎０４９５-７７-0703 FAX０４９５-７７-3915 神川町商工会 ☎０４９５-７７-3181
※問合せ先で行うのは制度説明のみで、申請の代行などはできませんのでご了承ください。
内容 新型コロナ感染症拡大による営業自粛等により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継

※早期健全化基準および財政再生基準とは、 いずれも国が定める基準で、 この基準以上の場合には、 早期健全化計画や財政再生計画の作成等が
義務付けられています。

2 資金不足比率の状況

続を支え、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を給付します。
令和元年度決算

給付金 法人は200万円まで、個人事業者は100万円まで給付
※2020年１月以降、感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50％以上減少した月があること

対象者 資本金10億円以上の大企業を除く、中堅・中小企業、小規模事業者、農業者、フリーランスを含む個
           人事業者。また医療法人、農業法人、NPO法人など、会社以外の法人も対象。

農業者

申請方法 持続化給付金ホームページから電子申請

も対象です

※わからない方は下記日程で補助員が入力サポートします

【持続化給付金電子申請入力サポート】
日時 10月3日（土）～10日（土）

予約が必要

経営健全化基準

（単位 ％）

水道事業会計

公共下水道事業会計

観光事業特別会計

不足額なし

不足額なし

不足額なし

20.0

20.0

20.0

※経営健全化基準以上の場合には、 経営健全化計画の作成等が義務付けられています。

神川町の
財政運営は…

持続化給付金

（単位 ％）

この数値により、 町は健
全な財政運営を行ってい
ることがわかるのじゃ

午前９時～午後５時（最終受付午後４時）※最終日のみ午後３時まで(最終受付午後２時)
場所 上里町商工会館2F 会議室 (上里町大字七本木5591)
予約用電話番号 期間前：☎0495-33-0520（上里町商工会） 期間中：☎080-4454-5148
※必要書類等の詳細は持続化給付金ホームページまたはコールセンター☎ 0120-279-292 でご確認ください。
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ノルディックウォーキ
ング体験講座（全３回）

一般講座

「ノルディックウォーキング」は誰で
も気楽にでき、全身の９０％以上の
筋肉を使う簡単な有酸素運動です。
講師による歩き方の説明ののち、周
辺を散策する予定です。
日時 11月15・22・29日（各日曜日）
午前9時30分～11時30分
場所 Ｂ＆Ｇ海洋センター（集合）
講師 長谷部 吉成 氏
（ノルディックウォーク公認指導員）
参加費 無料

日時 10月24日（土）

比べ、老齢基礎年金の年金額が少なくなります。

※期間は前後する場合があります。

の年金額を増やすことができます。また、社会保険料控除により、所得税・住民税が軽減されます。

問合せ 中央公民館

●追納に関する注意事項

定員 先着１2名 （幼稚園～一般
どなたでも）

☎０４９５-７７-３６７１
      FAX０４９５-７７-５０６６

必ず付き添いをお願いします。
④北駐車場をご利用ください。
問合せ 神川幼稚園
☎０４９５-７７-４１８８
   FAX０４９５-７７-４１８８

日時 11月7日（土）
午前10時～11時30分
場所 多目的交流施設
講師 阿佐美 広 氏（あさ美製菓舗）
参加費 1,000円（１種類８個作成）
定員 一般 先着10名
持ち物 薄手のハンカチ、エプロン、
手拭き、マスク
申込 多目的交流施設
☎０274-52-2588
   FAX０274-52-2587

ばかりの秋刀魚 炭火焼
小川 静男

③個別に援助者はつきません。

大河ドラマに何度も使われている
「ねりきり」 の職人さんから、 その
作り方を教わってみませんか？
今回は秋にちなんだお菓子を作り
ます。

圭子

①参加者は職員室前（中門付近）
からお入りください。
②飲み物は各自でお持ちください。

季節の和菓子作り秋編

涼しさ運ぶ

持ち物 汚れてもいい
手拭きと服装、マスク
申込 多目的交流施設
☎０274-52-2588
   FAX０274-52-2587

はち切れん

期間 10月23日（金)まで
   午前９時～午後５時

束の間の

講師 池川 隆 氏
（高崎ダルマ元祖池田屋）
参加費 800円
（高さ約２０㎝のだるま）

通り雨
木村

日時 10月13日（火）
午前１０時～１１時３０分
場所 園庭（雨天の場合は中止）
受付 職員室前（中門付近）

国民年金保険料の免除期間・納付猶予期間がある方へ
国民年金保険料の免除、納付猶予、学生納付特例を受けた期間がある場合、保険料を全額納付した場合に

団体名 メルヘンクラフト

草を追ふ
新井 和子

幼稚園・保育園に入園していないお
子さんを対象に、幼稚園の庭を遊び
場として開放します。

「クラフト展」

午後1時30分～４時
場所 多目的交流施設

一般講座

神川幼稚園 園庭開放

問合せ 保険健康課 介護年金担当 ☎０４９５-７７-２１１3 FAX０４９５-７７-２１１７

公民館 今月の第一展示室

血豆残して

申込 中央公民館
☎０４９５-７７-３６７１
      FAX０４９５-７７-５０６６

幸せな日々を願い、 暖かく見守る
福だるまの絵付け。 新しい年をご自
分で描いた、 願いを込めただるま
で迎えませんか。

利き指に

定員 一般 先着15名
持ち物 運動のできる服装、飲み物、
タオル、帽子、マスク

福だるま絵付け体験

しかし、免除等の承認を受けた期間の保険料については、後から納付（追納）することにより老齢基礎年金

①追納ができるのは追納が承認された月の前10年以内の免除等期間に限られています。
②免除等の承認をされた期間のうち、原則古い期間の分から納付することとなっています。
③免除等を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、当時の保険料
額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。詳細は日本年金機構のホームページをご覧ください。
④老齢基礎年金を受給することが出来る方は、追納できません。
〇問合せ

☆熊谷年金事務所 相談予約受付専用番号

   熊谷年金事務所 048-522-5012

年金事務所の相談窓口は非常に混雑しておりますので、

   保険健康課

0495-77-2113

事前にご予約をお願いします。

   地域総務課

0274-52-3271

予約受付専用番号 ０５７０-０５-４８９０

町税の納め忘れはありませんか？
問合せ 税務課 管理担当 ☎０４９５-７７-２１16 FAX０４９５-７７-2117
町税（町県民税、固定資産税、軽自動車税）や国民健康保険税は全ての方が安心して健康に暮らすために、
重要な役割を持っています。
福祉や保険といった社会保障、ゴミ処理、教育、道路整備など、さまざまな事業を進めるうえで、基礎とな
る非常に大切な財源であり、定められた期限までに自主的に納めていただくものです。

【イベント等に関して】
新型コロナウイルス感染症の影響で、
様々なイベント等が中止または延期と
なっています。 広報の発行後にその判
断がされる場合もありますので、 ホーム
ページ等で事前に確認してからお出かけ
いただきますようお願いします。

【納期限が過ぎると】
定められた納期限までに町税の納付の確認が取れない方には、督促状や催告書を送付し、納税を促しま
す。また、滞納された町税には法令で定められた延滞金が加算されます。
町税を滞納したままの状態が続くと給与、預貯金、不動産など、財産の差押えが行われ、滞納になっている
町税に充当する「滞納処分」が実施されることになります。
【こんなときは納税相談を】

広告

神川町シルバー人材センター 会員募集

病気療養や失業、収入が大きく減少した場合など、やむを得ない家庭の事情や生活の困窮などにより、納
期限内の納税が困難な方は督促をそのままにせず、お早めにご相談ください。

60歳以上（令和２年４月現在）で就業していただ
ける方を随時募集しています。ご興味のある方は
お問合せください。
業務内容 除草、枝切り等
問合せ 神川町シルバー人材センター
☎０４95-77-1769
広告は、 広告主の責任において町が掲載したものです。
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平日に仕事等で、納付や納税相談ができない方のために、毎月第2日曜日の午前中、役場税務課の窓口を
開庁しています。お気軽にご利用ください。
【口座振替やコンビニ納付をご利用ください】
町税の納付は納め忘れのない口座振替が便利です。口座振替申込書に必要事項を記入のうえ、税務課の
窓口などでお申し込みください。
コンビニやスマホアプリ（PayB）による決済でもお納めいただけます。
KAMIKAWA 10 月号
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１０月は不正軽油撲滅対策強
化月間です

児玉郡市広域市町村圏組合
競争入札参加資格審査申請

不正軽油とは、 県の税金である
軽 油 引 取 税 の 脱 税 を 目 的 と し て、

県電子入札共同システム及び児
玉郡市合同受付には参加していま

軽油に灯油や重油などを混ぜた燃
料や、 自動車の燃料として使用さ
れる灯油や重油のことをいいます。

せ ん。 登 録 を 希 望 す る 事 業 者 は、
次のとおり申請を行ってください。
●郵送申請（締切当日消印有効）

不正軽油の製造 ・ 運搬 ・ 販売 ・
使用は悪質な脱税行為であるばか
りでなく、 公正な市場競争を阻害

期間 １１月２日（月）～３０日（月）
宛先 〒３６７-００２４
本庄市東五十子１５１-１
児玉郡市広域市町村圏組合総務課
※封筒の表に「競争入札参加資格
審査申請【申請業種（建設工事、

し、 大気汚染等環境や健康にも重
大な影響を与えることから、 県は
不正軽油の撲滅対策を推進してい
ます。
「黒煙など通常とは異なる排気ガ
スを出して走行していた」 等、 不
正軽油に関する情報をお持ちの方
は御連絡ください。
問合せ 県税務課 課税担当
☎048-830-2665
FAX０４8-830-4737

設計・調査・測量または物品・印
刷・業務委託等）】」と朱書きして
ください。
※会場を設けての持参受付は行い
ません。
申請の手引き等は、児玉郡市広域
市町村圏組合総務課で配布（ホーム
ページからもダウンロード可能）。
問合せ 児玉郡市広域市町村圏組合
総務課
☎0495-27-2241

自衛官募集
区分 ①防衛医科大学校医学科学生
②自衛官候補生
募集期限 ①10月7日（水）
②10月22日（木）
受験資格 ①18歳以上21歳未満
②18歳以上33歳未満（32歳の
者は、採用予定月の末日現在、
３３歳に達していない者）
１次試験 ①10月24日（土）・25日（日）
②１０月30日（金）・31日（土）のう
ち１日を指定
入隊時期 ①令和３年４月上旬
②令和３年３月下旬～４月上旬（こ
の他に設定する場合があります）
問合せ 自衛隊 熊谷地域事務所
☎048-522-4855

２０２１年版埼玉県民手帳
販売期間
１０月１４日（水）～１２月１５日（火）
価格 550円
サイズ 14ｃｍ×9ｃｍ
表紙 黒、グレイッシュブルー（２色
とも月間ダイアリーは升目タイプ）
販売場所 総合政策課、神泉総合支
所、県統計相談室（県庁第二庁舎1
階）、県民活動総合センター、県物
産観光館「そぴあ」、その他県内一
部の書店、ホームセンター、コンビ
ニエンスストア
問合せ 総合政策課 企画調整担当
☎0495-77-0701
FAX０４９５-７７-3915

住宅用火災警報器設置費補助
金（高齢者・障害者手帳をお持
ちの方）
消防法により、 すべての住宅に住
宅用火災警報器の設置が義務付け

  町民の皆様や団体等から寄せられ
た歳末たすけあい募金から、対象者
で支援を必要としている方々に見舞

られています。
町では、 高齢者や障害者手帳を
お持ちの方の日常生活を守るため、

金を贈呈します。
申請書 10月15日（木）から全戸配
布します。（社協ホームページから

住宅用火災警報器の設置費用の一
部を補助しています。
対象 ●７５歳以上の方だけの世帯

も入手可能）
申請方法 申請書に必要事項を記入
   し、地域の担当民生委員へ提出。
   ※詳細は申請書をご覧ください。
対象 町内に住所を有する方（施設

●身体障害者手帳の１級、２級、
           または３級をお持ちの方が
属している世帯
      ●療育手帳のⒶ、またはAをお
           持ちの方が属している世帯
      ●精神障害者手帳の１級をお
           持ちの方が属している世帯
内容 住宅用火災警報器の購入およ
び設置に直接必要な経費の３分の
２以内で、１万円を限度額とします。
また、１家あたり２器２箇所までと
します。
申請 申請書に必要書類を添付し、
町民福祉課まで提出
※居住する住宅等によっては交付要
件を満たさない場合があります。
詳しくはお問合せください。
問合せ 町民福祉課 福祉担当
☎０４９５-７７-2112
FAX０４９５-７７-2117

防災行政無線戸別受信機の
申込み期間を延長します
申込期限 10月30日（金）
申込場所 防災環境課、神泉総合支
所
問合せ 防災環境課 防災担当
☎0495-77-2124
FAX０４９５-７７-3915
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地域歳末たすけあい 見舞金
贈呈

入所者は除く）で、次の①～④の
   いずれかに該当する希望世帯（生
活保護世帯は除く）。
   ①就学援助を受けている世帯
   ②生計中心者が病気療養中または
失業中のため支援を必要として
いる世帯もしくは住宅火災等の
被災のため支援を必要としてい
る世帯
   ③７５歳以上の高齢者のみの世帯
で、昨年の総収入が１人当たり
８０万円以下で支援を必要とし
ている世帯
   ④過去に生活保護を受給し、保護
廃止になって１年未満の世帯
見舞金の額 今年度の募金額と申請
   件数を考慮し、配分検討委員会で
   決定します。
申請期間   10月16日（金）～11月
   16日（月）
問合せ 神川町社会福祉協議会
☎0495-74-1188
FAX0495-74-1156

アライグマ捕獲従事者養成研修会
特定外来生物に指定されているア
ライグマによる被害が増えています。
こうした被害を防ぐため、アライグマ
捕獲従事者養成研修会を行います。
研修会を受講した方へ修了証書を
発行します。修了証書をもって神川
町へ従事者登録をすると、従事者証
を交付します。
従事者証をお持ちの方は、法律で
定めた捕獲許可や狩猟免許（わな猟）
がなくても、箱わなを仕掛けてアラ
イグマに限り捕獲ができます。
日時 １０月２７日（火）午後１時３０
分～3時30分（受付は1時～）
場所 深谷市藤沢公民館 大会議室
深谷市人見１９６７-１
☎０４８-５７１-０３４５
内容 ①アライグマ防除に関する法
令等の概要
②アライグマの総合的被害対策
③箱わなの取り扱い
申込 10月９日（金）までに防災環境
課窓口または電話で申込
※定員を超えた場合は、人数を調
整させていただきます。
問合せ 防災環境課 環境担当
☎０４９５-７７-2124
FAX０４９５-７７-3915

埼玉県環境アドバイザー募集
県では、豊富な経験や知識を有し、
地域での環境保全活動や環境学習
等に対して指導や助言等を行う 「環
境アドバイザー」 を募集しています。
詳細を県環境政策課のホームペー
ジで確認の上、 締切までに県環境
政策課へお申込みください。
問合せ 県環境政策課
☎０４8-830-3019

広告

広告

広告

広告

広告は、 広告主の責任において町が掲載したものです。

広告は、 広告主の責任において町が掲載したものです。

広告は、 広告主の責任において町が掲載したものです。

広告は、 広告主の責任において町が掲載したものです。
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名前

図書室だより

行政区

10月27日から11月9日の2週間は、毎年「読書週間」と定められてい
る期間です。この機会にぜひ本を読んで、「読書の秋」を楽しんでみては

ゆいな

小茂田 結菜ちゃん
（涼太・由紀) 熊野堂
き

ら

と

山田 貴羅虎ちゃん
（成愛) 肥土
こうせい

宮澤 広成ちゃん
（信二・志津香) 八日市

名前

年齢

星野

福島 い

竹

68歳 前

さん

組

86歳 八 日 市

小池 ミチ子さん 78歳 新

いかがでしょうか？
  図書の貸出期間は15日間です。
―――【中央公民館】――☎0495-77-3671――――――――――
☆明け方の若者たち
☆還暦からの底力
☆極上ずぼら飯
★みてみておばけ

里

※このコーナーへは、ご希望を頂いて掲

☆暴虎の牙
柚月 裕子／著
小和田 哲男／(他)監修
★超リアル戦国武士と忍者の戦い図鑑
―――【多目的交流施設】―☎0274-50-4554――――――――
☆掟上今日子の設計図
☆さよなら願いごと
★よなかかいじゅうイビキラス

★椿井文書―日本最大級の偽文書
馬部 隆弘／著 中央公論新社／出版
ふれあいセンター／所蔵

記へお問合せください。  
   問合せ 町民福祉課 戸籍担当  
☎0495-77-2112
FAX0495-77-2117

中世の地図、城の絵図、家系図……学校の教材や
地域の町おこしに使われる歴史上の史料が全くの
偽物だとしたら、皆さんはどう思いますか？
この本は、近畿地方に数百点もの規模で存在し、
今もなお影響を及ぼしている江戸時代の偽文書
「椿井文書（つばいもんじょ）」がどのようにして作
成され、そして過去の人々に受け入れられたかが
説明された１冊です。
歴史好きな方、ぜひ手に取ってみてはいかがで
しょうか。

町民のうごき
（外国籍の方 403 人含む）
◎町の人口  令和2年9月１日現在

6,816人
６,606人
13,422人
5,741世帯

町の面積

交

通

（-1）
（-6）
（-7）

― 通 常 利 用 時 間 ―――――――――――――

47.40 ㎢

中央公民館

火～日曜日	          午前９時～午後６時

		

月 ･ 祝日 ･ 祝日翌日

情

ふれあいセンター 火～土曜日、 日 ･ 祝日

報

令和２年１月１日〜9月15日

午前９時～正午・午後１時〜午後５時

月～金曜日	          正午～午後5時

		

土 ・ 祝日		

  午前９時～正午・午後1時～午後５時

編集

日 時

場 所

教育委員会

10月29日(木)

神川町役場

午後3時

10月26日(月)
午後１時30分

KAMIKAWA 10 月号

日時 11月５日から11月26日まで
の毎週木曜日(全４回)
午前10時～12時
場所 はにぽんプラザ 活動室Ａ
講師 本庄市児玉郡広域聴覚障害者
福祉協会会員および本庄市児玉郡
広域手話通訳問題研究会会員
対象 児玉郡市内在住で、聴覚障害
者福祉活動に携わり、次のいずれ
かに該当する方
①手話通訳者養成講座を修了した
方、または同等の技術・知識を
有する方で、児玉郡市手話通訳
者として活動する意思のある方
②児玉郡市手話通訳者として活
動している方
内容 手話通訳者全国統一試験受験
のための試験対策
定員 10名
申込 10月21日（水）までに、直接
または電話で下記へ申込み。
問合せ 本庄市社会福祉協議会
☎０４９５-２２-７２７５

各種相談
名 称

心配ごと相談

神川町役場

埼玉県最低賃金の引上げ

本庄早稲田の杜ミュージアム開館

10月1日から埼玉県最低賃金は時
間額928円となります。

本庄早稲田の杜ミュージアムは、本
庄市と早稲田大学が共同で開設す

埼玉県最低賃金は、賃金の最低限
度を定めるもので、年齢や雇用形態
に関係なく、県内の事業場で働く全

るミュージアムです。市内出土の考
古資料や早稲田大学が所蔵するオ
セアニア民族造形美術品をはじめと

ての労働者に適用されます。使用者
も、労働者も、賃金額が「1時間当た
り928円以上」かどうか必ず確認し

する文化財を最新の研究成果とと
もに公開します。入館料は無料です。
子どもから大人まで楽しめるミュ
ージアムです。ぜひご来館ください。

ましょう。一部の産業には、特定（産
業別）最低賃金も適用されます。
問合せ 埼玉労働局 労働基準部
賃金室
☎048-600-6205

健康診断(集団) 申込受付
9月号でお知らせした健康診断(集
団)は、2回に分けて受け付けます。
受付 ※各期間ともに先着150名
1次 10月12日(月)～13日(火)
2次 10月14日(水)～16日(金)
※定員に達し次第、受付終了
※午前8時30分～午後5時15分
  の間に保険健康課へ電話でお
申込みください。（電話以外の
受付は行いません）
健診日 １2月1日(火)～5日(土)
申込・問合せ 保険健康課 保険担当
☎０４９５-７７-2113

と き

と こ ろ

毎月第２水曜
午後１時30分〜４時

事前予約可

総合福祉センター
いこいの郷
社会福祉協議会
☎0495-74-1188
FAX0495-74-1156

総合福祉センター
いこいの郷
午前９時〜午後４時
神川町地域包括
支援センター
なっちゃんカフェ
毎月第１水曜
☎0495-74-1155
（認知症カフェ） 午前１０時３０分〜正午
FAX0495-74-1156

物忘れ相談
（認知症相談）

毎週水曜

のは 「バイクで南北アメリカ大陸を縦断する」 という話で、
それにより私の中の旅やバイクに対する関心が非常に高まっ

相談場所

電話番号

埼玉県こころの電話

048-723-1447

精神科救急情報センター

048-723-8699

ています。 レンタルでもいいので、 年内に１回くらいはバイク

埼玉いのちの電話

に乗りたいなどと、 画策しています。 （小峰）

本庄保健所
保健センター

開館日 10月15日（木）
開館時間 午前9時～午後4時30分
※10月15日の開館日は午後3時
から7時まで一般公開。
休館日 月曜日（休日の場合は翌日）
・年末年始（12月28日～１月3日）
所在地 本庄市西富田1011
早稲田リサーチパーク・コミュニケ
ーションセンター（早稲田大学93
号館）１階
【同時開催・本庄早稲田の杜地域連
携展覧会2020】
期間 10月15日（木）～12月20日（日）
※休館日等はミュージアムと同じ。
場所 早稲田リサーチパーク・コミュニ
ケーションセンター2階 情報資料室
※感染症対策の上お越しください
問合せ 本庄早稲田の杜ミュージアム
☎０４９５-７1-6878

お気軽にご利用ください
名 称

消 費
生 活
相 談

（ハローキューキュー）

①048-645-4343
②0120-783-556
0495-22-6481
0495-77-4041

と き

と こ ろ

月･水･木･金曜日
午前９時30分〜正午
午後1時～３時30分

本庄市消費生活
センター
☎0495-25-1175

火･金曜日
午前９時30分〜正午
午後1時～３時30分

上里町消費生活
相談窓口
☎0495-35-1232

月〜金曜日
午前９時〜午後４時

埼玉県消費生活
支援センター熊谷
☎048-524-0999

消費者ホットライン
☎188(イヤヤ)の３桁でお近くの相談窓口につ
ながります。

こころの健康 電話相談窓口
広報かみかわをお読みいただきありがとうございます。 最
近は旅行記を読むことにハマっています。 現在読んでいるも

名 称
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   午前９時～午後５時

多目的交流施設

後記

各委員会

手話通訳者全国統一試験対策
講座

行 政 相 談

（-2）

（ ） 内は前月との比較

●神川町内
物件事故 129件、人身事故 15件
●児玉警察署管内
物件事故 526件、人身事故 94件

農業委員会

西尾 維新／著
大崎 梢／著
大串 ゆうじ／作

今月のオススメ本

載しております。 希望される方は、下

男
女
計
世帯数

カツセ マサヒコ／著
出口 治明／著
だれウマ／著
ささき みお／作

★ねこの小児科医ローベルト
木地 雅映子／作
★はぶらしくんです。
とよた かずひこ／作
―――【ふれあいセンター】――☎0495-77-1521―――――――

行政区

重子さん 89歳 植

小林 昌夫さん

☆一般図書 ★児童図書

曜 日
月～金
（祝日･年末年始を除く）

時 間
午前９時〜午後５時

①月～金
②土日祝日
①毎日
②毎月10日

①24時間
②午前８時〜翌日午前８時

月～金

午前８時30分〜午後５時

（祝日･年末年始を除く）

①午後５時〜翌日午前８時30分
②午前８時30分〜翌日午前８時30分

KAMIKAWA 10 月号
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子 育 て
項

新型コロナウイルス感染拡大防止策として自宅で過ごしてい

目

日

にこにこ相談日

る方向けに、神川町マスコット「神じい」「なっちゃん」、及び神川

～妊婦さんから
子育て相談～

町を題材とした作品を募集し、ホームページに掲載しました。
ご応募頂いた方の作品をご紹介します。

療
心

問合せ ： 子育て相談窓口

育
理

相
相

談
談

時

毎週水曜日
午前９時20分〜11時20分
※電話等でお申込みください。

☎ 0495-74-0205

FAX ０４９５- ７７-２１１７

場 所

内容 ・ その他

保健センター

妊娠中のことや、お子さんに関することをご相談くだ
さい。お子さんの身長・体重の計測も行っています。

お子さんの健やかな成長を応援するため理学療法士 ・ 作業療法士 ・ 言語聴覚士による相談を行っ
ています。 「言葉が遅い」 「発音が不明瞭」 「なかなか歩かない」 など発育 ・ 発達面の心配ごとが
ある方は、 子育て相談窓口へご連絡ください。

k

項

ヨーグルトさん
さくらみくさん

わかわかさん

YUNAさん

あいぱんさん

目

対

象

日

時

内容 ・ その他

３か月・６か月児
健 康 診 査

３か月児：令和２年６月～７月生まれ
６か月児：令和２年3月～4月生まれ

１０月2９日(木)
受付時間：対象者に通知

身体測定、内科診察、育児相談など

２
歯

科

3
健

康

検

児
診

平成30年5月〜7月生まれ

１０月2６日(月)
受付時間：対象者に通知

身体測定、歯科診察、育児相談、歯みが
き相談など

診

児
査

平成29年6月〜7月生まれ

11月6日(金)
受付時間：対象者に通知

身体測定、尿検査、内科診察、歯科診察、
育児相談、歯みがき相談など

歳

歳

※該当児には、案内通知を郵送します。通知が届かない場合は、上記子育て相談窓口までお問合せください。

◆全国共通救急電話相談ダイヤル(24時間365日対応)

◆救急車を呼ぶほどではないけれど

急な病気やけがに関して、相談員(看護師)が医療機関を受診
すべきかどうかなどをアドバイスします。相談者の年齢は問いま
せん。

   救急車を呼ばなくても病院等へ行くことが出来る場合、 そん

☎＃7119
ありささん

花形武男さん

えだまめさん

ちはるさん

リッキーさん

◆新型コロナウイルス感染症県民サポートセンター

☎048-824-4199（IP電話などの場合)

◆休日急患診療所（内科系疾患）[本庄市児玉郡医師会]
で比較的症状が軽く、入院の必要がない方の診療を行います。

☎0495-23-3322
※診療以外に関するお問い合わせ・電話相談はご遠慮ください。

診療日 日曜日・休日・年末年始（12/30～1/3）
平日木曜日夜間
時間
午前９時～正午、午後１時～４時、午後７時～10時
※平日木曜日夜間は、午後８時～１０時
※健康保険証を持参してください。

８月１８日(火)に埼玉土建一般労働組合本庄支

に表敬訪問を行いました。新型コロナウイルス感

部と「災害時における応急対策の協力に関する

染症対策として接触を避けるため、県庁と役場

協定」を締結しました。

とでのオンラインでの訪問です。梨は事前に発送

この協定は、災害が発生した場合において、災

したものを試食していただきました。梨生産者の

害救助法に基づく被災住宅の応急修理に関する

取組に大野知事から「やる気のある方は全力で

こと、災害応急業務について要請し行っていた

後押しするので頑張ってもらいたい」との激励の

だくものです。

☎0570-783-770（土日祝日も含め24時間受付）
FAX048-830-4808（埼玉県保健医療政策課内）
◆在宅当番医療機関（午前中のみ）

   本庄市保健センター(本庄市民文化会館となり)内で、内科系

9月1日(火)、神川･上里梨PR隊が埼玉県知事

☎0495-24-1119（24時間対応）
児玉郡市広域消防本部

※☎＃7000（大人の救急電話相談）と☎＃8000（小児救急
     電話相談）も今までどおりご利用できます。

対応時における心強い協力
し い 表 敬 訪 問 の か た ち
新 神川･上里梨PR隊・知事オンライン表敬訪問
災 害神川町×埼玉土建一般労働組合本庄支部

な時の医療機関の情報をご案内します。

月 日
10月4日(日)

医療機関名
恵 南 ク リ ニ ッ ク

☎ 0495
24-0008

10月11日(日)

したら眼科クリニック

33-8333

10月18日(日)

本庄皮膚科医院

22-3233

10月25日(日)

児玉清水クリニック

72-7543

1１月１日(日)

上

院

21-0111

1１月３日(火・祝)

鈴 木 外 科 病 院

武

病

72-1235

1１月8日(日)

関根内科外科医院

77-7667

1１月１5日(日)

はにぽんクリニック

22-3596

※当番医は変更になる場合がありますので、確認してから
おでかけください。

※夜間の診療は午後９時４５分までに受付をしてください。

広告

広告

お言葉をいただきました。
広告は、 広告主の責任において町が掲載したものです。
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かみじい、

なっちゃん

こんにちは。

こんにちは！
今日はつみっこ作りを
一緒にお願いします！

つみ っこ作 りは

①具材を切って
②煮込んで
③小麦粉を溶いて
落とし入れる
3 ステップ！

か、簡単だ…

１人当たり 190kcal、 食塩相当量 1.3 ｇ
【材料 （4 人分）】
小麦粉 （地粉） …120 ｇ
水…………………120ml
ごぼう…………… 1/4 本 （40 ｇ）
大根………………1/6 本 （120 ｇ）
人参………………1/2 本 （80 ｇ）
長ネギ…………… 1 本 （100 ｇ）
油揚げ……………1 枚
だし汁…………… 1L
酒、 しょうゆ…… 大さじ 1 と 1/2
油………………… 適量

完

とっても簡 単 よ！

【つみっこ（神川食改バージョン）
】

〜
〜
〜
〜！！
成

※前半は2～3ページを
ご覧ください。

調理室

神川町
食生活改善推進員協議会
福嶋さん 高橋さん 中里さん

●旬の食材や、おうちにある食材を入れ
て「自宅の味」を楽しんでください。
●「つみっこ」は、１椀でしっかり栄

つ く って み よ う ！ ！

養が摂れる料理です。（※下記参照）
肉類等を入れると、さらに栄養 UP ！

ゴボウはささがきにする。

あとは具材の大きさをそろ

えて切る。

アドバイス

野菜はたくさん入れた

方 が だ し（ う ま 味 ） が 出

て お い し い。 使 い き れ な

い 野 菜 は、 水 気 を し っ か

り 切 っ て 冷 凍 保 存！ 時 短

今日は、スプーンですく

えるくらいのかたさに溶い

て、スプーンで入れてみま

しょう。

③小麦粉を溶いて落としいれる

アドバイス

水が多いと柔ら

お子さんと作れる簡単レシピ

か く、 少 な く て 手

【神川】レシピ・動画公開中！【食育】

でこねるくらいの

ぐつぐつ煮込む…
おなかすいたな…

KAMIKAWA 10 月号

この冬は 「
地産地消」で
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「
郷土料理」にチャレンジ！

ぜひ作ってみてね♪

おしまい

おいしい～～！
上がります。

神川町の食材で簡単・
おいしい・すぐできる！
今夜のご飯は 「
つみっこ」
で決まり！

動画でも紹介しています！

にもなります♪

A,今回のつみっこには…【小麦の団子（ごはん）、野菜類（やさい）】が入っていました。栄養がしっかり
摂れますね。さらに、豆腐や肉類等（メインのおかず）が入ると栄養バランスはバッチリです！

切った具材をだしとともに

↑写真は１食あたりの目安量です。（自分の手を使って考えます）まずは、それぞれを少しずつでも揃えるところから始めましょう ｡ ↑

詳しい作り方は

① 具材を切る

② 煮込む

⇒ビタミン・ミネラルを多く含む

鍋 に 入 れ て、 野 菜 が 柔 ら か く

⇒たんぱく質・脂質を多く含む

も の な ら、 歯 ご た

⇒炭水化物 ( 糖質 ) を多く含む

えのある団子に仕

野菜・海藻・キノコ類

なるまで煮込みます。

肉・魚・卵・豆・豆製品

調味料を入れて味を整えます。

米などの穀類・( 芋類 )

アドバイス

やさい

ごぼうは先に少々

メインのおかず

の油と炒めると、風

食べると、自然と栄養のバランスが整います。

味が増してより美味

ごはん

「ごはん・メインのおかず・やさい」をそろえるように

しいです。

Q,つみっこだけで栄養バランスはOK？

食生活改善推進員協議会レシピ集
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日

月
9月号「くらしのカレ

及ぼす場合があります。 最新の情報につき
ましては、 町ホームページをご覧ください。

ンダー」において、30

1

B  新宿・池田・二ノ宮・新里・前組・中新里
小浜・貫井・肥土・渡瀬（本町・仲町・上町）

・ 戸籍、 住民票、
印鑑証明書の交付
・ 印鑑登録と廃止

アイコンが抜けていま

C 下阿久原・上阿久原・矢納

4

5

した。お詫びして訂正

༌ӻԁԂ

燃えるごみ…可燃 燃えないごみ…不燃 資源ごみ…資源

いたします。

6

7

金

2

10/

ごみ収集日区分け表
A  植竹・関口・四軒在家・元阿保・八日市
原新田・熊野堂・元原

日（水）の「戸籍窓口」

取扱業務

ントの開催や公共施設の利用などに影響を

くらしのカレンダー
火
水
木

【お詫びと訂正】

戸籍窓口

新型コロナウイルス感染症により、 各種イベ

戸籍窓口
～午後 7 時

A

可燃

C

可燃

8

B

土

3

可燃

9

10

♥物忘れ相談
♪にこにこ相談日

11

A 可燃 C
可燃
不燃

B 可燃
不燃

12

13

A

資源

資源

14

A

可燃

C

可燃

15

B

可燃

16

17

ɨӺӾԃӿӷԁԁӷӼӻӻӻӖӠӠ㏋ӺӾԃӿӷԁԁӷӽԃӻӿӠ
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戸籍窓口
～午後 7 時

戸籍窓口
午前 8 時半～正午
（第２日曜）

♥物忘れ相談
♪にこにこ相談日
A

18

B

可燃

C

可燃

19

B

可燃

C

不燃

20

A
粗大ごみリクエスト

21

戸籍窓口
～午後 7 時

可燃

C

可燃

22

B

可燃

23

24

♥物忘れ相談
♪にこにこ相談日

25

A 可燃 C
可燃
不燃

B 可燃
不燃

A

26

27

28

資源

B

資源

A

可燃

C

可燃

29

B

可燃

30

31

戸籍窓口
～午後 7 時

✚2歳児歯科検診
A

可燃

C

可燃

2

11/

1

♥物忘れ相談
✚ 3か月・6か月児健診
♪にこにこ相談日
B

可燃

C

A

資源

4

3

可燃

C

可燃

5

B

可燃

6

7

戸籍窓口
～午後 7 時

8

文化の日

♥物忘れ相談
♪にこにこ相談日

A 可燃 C
可燃
不燃

B 可燃
不燃

A

9

10

11

戸籍窓口
午前 8 時半～正午
（第２日曜）

資源

B

資源

戸籍窓口
～午後 7 時

✚3歳児健診
A

可燃

C

可燃

12

B

可燃

13

♥物忘れ相談
♥心配ごと・行政相談
♪にこにこ相談日
A

可燃

C

可燃

B

可燃

C

不燃

粗大ごみリクエスト

A

可燃

C

可燃

B

可燃

14

この広報紙は見やすく読み間違えにくいユニバーサルデザインフォントを使用しています。
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CALENDAR

※ご注意ください

