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令和3年4月1日採用 飯能市職員採用試験のお知らせ
試験の申込受付
インターネットによる電子申請を行ったうえで、書類
を郵送してください。
電子申請 ７月8日(水)９：00～20日(月)12：00
７月22日(水)必着
郵送

問い合わせ 職員課 内線331・332

飯能市は「発展都市」への飛躍のため、
「市民サービス日本一」
「女性
と子どもにやさしいまちづくり」
「飯能市に住んでみたい、住ん
でよかった、住み続けたいと思っていただくまちづくり」を進め
ています。今、自ら考え、明るく元気に行動し、気遣い、気配り、
思いやりの心を持ち、一緒に汗をかける
「人財」を求めています。

第一次試験の日程
面接試験
筆記試験

７月30日(木)～８月２日(日)
９月20日（日）

※試験内容などの詳細については、試験案内をご覧ください。

試験案内の配布
飯能市ホームページでダウンロードできます。
また職員課窓口（市役所本庁舎３階）でも配布し
ます。
※今回の試験に申し込んだ人は、職種にかかわらず、令和２年度中に飯能市が
実施する他の職員採用試験に申し込むことはできません。
※学芸員、技術職については、採用日までに専門課程を修了または卒業でき
なかった人は、採用資格を失います。
※学芸員、保健師、保育士については、現に免許または資格を有する人を除
いて、採用日までに各免許等を取得できなかった人は採用資格を失います。

募集職種および採用予定人数
事務職／採用予定

20人

総合職として、福祉、税務、教育、文化、市民生活、環境、
産業など、市民サービスの現場を幅広く経験し、政策の立案
と実現を担います。

受験資格
学校教育法に基づく高等学校または大学等を令和3年3
月までに卒業見込みの人または卒業した人で次の要件
を満たす人
・大学卒：平成2年4月2日以後に生まれた人
・短大卒：平成4年4月2日以後に生まれた人
・高校卒：平成6年4月2日以後に生まれた人

技術職（建築）／採用予定

２人

１人

施設の設計から完成までに関わるほか、既存施設の修繕・耐
震化および建築確認事務などを担当し、まちづくりの現場に
おいて中心的な役割を担います。

飯能市立博物館等において、展覧会に関する企画展示、民俗
資料の収集・保管、教育活動、調査研究等の業務に従事します。
なお、必要に応じて博物館以外の部署等に配属されることが
あります。

受験資格
学校教育法に基づく高等学校または大学等で建築に関
する課程を修了または令和3年3月までに修了見込みで、
平成2年4月2日以後に生まれた人

学芸員(民俗）／採用予定

受験資格
学校教育法に基づく大学又は大学院において民俗学を
専攻し、博物館法第5条に定める学芸員の資格を有する
人又は令和3年3月までに取得見込みの人で、平成2年4
月2日以後に生まれた人
技術職
（土木）／採用予定

２人

市道や橋りょう、上下水道などの設計、工事監督、維持管理
などを担当し、まちづくりの現場において中心的な役割を担
います。

受験資格
平成2年4月2日以後生まれで、次のいずれかの要件に合
致する人
１：学校教育法に基づく高等学校または大学等で土木に
関する課程を修了または令和3年3月までに修了見込
みの人
２：1級または2級土木施工管理技術検定に合格している人

保健師／採用予定

２人

母子保健および成人保健業務、地域における介護予防事業な
どを経験しながら、福祉や健康づくりなどの行政分野におい
て、中心的な役割を担います。

受験資格
保健師免許を有する人または令和3年3月までに保健師
免許を取得見込みで、平成5年4月2日以後に生まれた人
保育士／採用予定

５人

保育所または障害児通園施設で保育業務や地域の子育て支援
事業などを経験しながら、福祉や教育など子どもに関わる行
政分野において、中心的な役割を担います。幼稚園教諭免許
を取得している人は、幼稚園に配属されることもあります。

受験資格
保育士免許を有する人または令和3年3月までに保育士
免許を取得見込みで、平成7年４月２日以後に生まれた人
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新型コロナウイルス感染症対策に関する情報
市民の皆様には、国が示す新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐ「新しい生活様式」を日常生活に取り入れるなど、感
染拡大を予防するための行動に努めていただくようご協力をお願いします。
また、市内の飲食店や商業施設などでは、感染症の拡大防止対策として臨時休業や営業時間の短縮などを余儀なくされ、
地域経済に大きな打撃を受けていることから、飯能市では、
「緊急経済対策」を実施します。市民の皆様にも地域経済の
回復へのご協力をお願いします。

「新しい生活様式」の実践例
（1）
一人ひとりの基本的感染対策
感染防止の3つの基本:「身体的距離の確保」
「マスクの着用」
「手洗い」
□人との間隔は、できるだけ2m
（最低1m）空ける。
□遊びにいく際は、屋内より屋外を選ぶ。
□会話をする際は、可能な限り真正面を避ける。
□外出時、屋内にいるときや会話をするときは、症状がなくてもマスクを着用
□家に帰ったらまず手や顔を洗う。できるだけすぐに着替える、シャワーを浴びる。
□手洗いは30秒程度かけて水と石けんで丁寧に洗う。
（手指消毒薬の使用も有効）

マスク着用

適度な間隔

※高齢者や持病のあるような重症化リスクの高い人と会う際には、体調管理をより厳重にする。

（2）
日常生活を営む上での基本的生活様式
□こまめに手洗い・手指消毒
□咳エチケットの徹底
□こまめに換気
□身体的距離の確保
手洗い・消毒
3密回避
換気
□
「3密」
の回避（密集・密接・密閉）
□毎朝の体温測定、健康チェック。発熱または風邪の症状がある場合は無理せず自宅で療養

体温測定

（3）
日常生活の各場面別の生活様式
【買い物】
□通販も利用
□1人または少人数ですいた時間に
□電子決済の利用

【公共交通機関の利用】
□会話は控えめに
□混んでいる時間帯は避ける
□徒歩や自転車利用も併用する

【食事】

電子決済

□持ち帰りや出前、デリバリーも利用
□屋外空間で気持ちよく
□大皿は避けて、料理は個々に

【冠婚葬祭などの親族行事】
□多人数での会食は避ける
□発熱や風邪の症状がある場合は
参加しない

テイクアウト・デリバリー

【娯楽、スポーツ等】
□公園はすいた時間、場所を選ぶ
□筋トレやヨガは自宅で動画を活用
□ジョギングは1人または少人数で

（4）
働き方の新しいスタイル
□テレワークやローテーション勤務
□時差通勤でゆったりと
□会議はオンライン

※詳しくは、飯能市ホームページまたは厚生労働省ホームページ
をご覧ください。
テレワーク

熱中症を予防しよう！
「新しい生活様式」
を取り入れた熱中症予防行動のポイント
今年の夏は感染防止の3つの基本である①身体的距離の確保、
②マスクの着用、③手洗いや、3密（密集、密接、密閉）を避
けつつ、熱中症対策を心掛けましょう。
①暑さを避けましょう
換気をしながらエアコンを使用しましょう。暑い日や時間
帯は無理をせず、涼しい服装で過ごしましょう。梅雨明け
など急に暑くなった日は特に注意が必要です。
②適宜マスクを外しましょう
マスク着用時は激しい運動や作業を避け、屋外で人と十分
な距離
（2メートル以上）を確保できるときは、なるべくマ
スクを外して過ごしましょう。
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③こまめな水分補給
のどが渇く前にこまめに水分補給しましょう。
④日頃から健康管理をしましょう
体温測定、健康チェックをし、体調が悪い時は涼しい環境
で無理せず自宅などで静養しましょう。
⑤暑さに備えた体づくりをしましょう
暑くなり始めの時期から、
「やや暑い環境」で「ややきつい」
と感じる運動を毎日30分程度行いましょう。
高齢者、子ども、障害者の方は、熱中症になりやすいので十
分注意しましょう。密集、密接、密閉を避けつつ周囲の方々
からも積極的な声かけをお願いします。

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金等を活用した

「緊急経済対策」を実施します
飯能市では市民生活や地域経済を支えるための補正予算を編成し、6月10日に緊急経済対策補正予算が成立しました。
次のとおり生活支援、事業者支援等に係る緊急経済対策を実施します。
区分

施策

施策の概要

手続き等

問い合わせ

住居確保給付 生活困窮者自立支援法による生活支援制度です。 地域・生活福祉課に相談窓口 地域・生活福祉課
金支給事業
支給額 家賃相当額を家主に支給
を開設しています。該当する 内線158
対象 休業等に伴う収入減少により、離職、廃業、 と思われる方は相談してくだ
これらと同等の状況のため、経済的に困窮し住 さい。
居を喪失、または喪失の恐れがある方
子育て世帯へ 国施策の給付金に市独自で追加支給し、子育て 対象の方へ6月中旬に案内通 子育て支援課
の臨時特別給 世帯を支援します。
知を郵送しました。
内線155
付金支給事業 支給額 子ども1人当たり1万円
市独自の追加支給は7月中旬
対象 6月中旬以降に子育て世帯への臨時特別給 を予定しています。
付金（国施策）が支給された方
ひとり親等へ 市独自事業として、ひとり親等世帯を支援しま 対象の方へ6月中旬に案内通
の臨時支援金 す。
知を郵送しました。
支給事業
支給額 子ども1人当たり3万円
6月下旬に支給しました。
対象 児童扶養手当を受給している方
赤ちゃんスマ
イルクーポン
券臨時支援券
支給事業

生活支援

本年4月1日以降に生まれた子どもがいる世帯を 対象の方へ出生届時に通常支
支援します。
給分と追加分を合わせて支給
支給額 通常年間1人当たり5万円分支給のとこ します。
※4月～6月に生まれた子どもがいる
ろ、対象児1人当たり2万円分を増額
対象 令和2年4月1日～令和2年12月31日に生ま 世帯へは郵送（簡易書留）します。
れた子どもがいる世帯

要支援認定者 筋力向上・ストレッチ用ボールの配布により運 手続き等は必要ありません。 介護福祉課
等への運動機 動の機会を確保し、介護予防を推進します。
対象の方へ7月上旬に運動用 内線176
会確保事業
対象 要支援1、要支援2、総合事業認定者
具等を郵送します。
奨学生への臨 市奨学金貸与現役学生を支援します。
対象の方へ6月中旬に申請書 教育総務課
時支援金支給 支給額 高校生1人当たり3万円、大学生1人当た を郵送しました。
内線731
事業
り5万円
支給は、申請書受け付け後2
対象 市奨学金を貸与されている現役の高校生、 週間程度を予定しています。
大学生等
家庭学習臨時 就学援助認定世帯の家庭学習を支援します。
支援金支給事 支給額 児童生徒1人当たり1万円
業
対象 就学援助（準要保護者）令和2年度当初認定
世帯

対象の方へ6月中旬に申請書 学校教育課
を郵送しました。
内線724
支給は、申請書受付日により
7月下旬から8月上旬を予定し
ています。

水道基本料金 水道料金の基本料金2か月分を免除します。
免除事業
なお、使用水量に応じた料金の免除はありませ
ん。また、下水道使用料の免除はありません。
対象 全水道使用者

手続き等は必要ありません。 水道業務課
7月、8月の検針をもとに基本 内線215
料金（2か月分）を免除します。
検針票の請求予定額には基本
料金も含まれ記載されます
が、8月または9月の請求で免
除します。

お知らせ

ひとり親世帯臨時特別給付金の給付について
子育てと仕事を一人で担うひとり親世帯を対象に、新型コロナウイルス感染症の影響による子育て負担の増加や収入
の減少に対しての支援を行います。 ※国による給付事業です。
■児童扶養手当受給世帯等への給付
（基本給付）
■収入が減少した
児童扶養手当受給世帯等への給付
（追加給付）
支給対象者
支給対象者 左記①②の支給対象者のうち、
①令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けている方
新型コロナウイルス感染症の影
②公的年金給付等により児童扶養手当の支給を受けていない方
※児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方に限る
響を受けて家計が急変し、収入
が減少した方
③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、直近
給付額 1世帯5万円
の収入が、児童扶養手当の対象となる水準に下がった方
申請方法 児童扶養手当の現況届出時（8月）に
給付額 1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円
※対象の方へは、個別に通知します。
併せて、申請受け付け予定です。
申請方法 ①の対象者は申請不要
問い合わせ 子育て支援課 内線155･156
②③の対象者は要申請 ※申請方法等の詳細は飯能市ホームペ
ージに掲載します。
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区分

施策

施策の概要

手続き等

問い合わせ

地域公共交通 地方創生、観光はんのうを支える観光関連事業 対象の事業者へ6月中旬に申 生活安全課交通政策室
応援事業
者を応援します。
請書を郵送しました。
内線611
補助額 系統数、登録台数により定額補助
支給は申請書受け付け後2週
対象 路線バス事業者、タクシー事業者
間程度を予定しています。
がんばる商店 現行のがんばる商店街等応援補助金制度の拡充 商店街等による自主事業に対 産業振興課
街等応援事業 により事業者発意による事業を応援します。
する補助金です。
内線652
補助金に該当する事業を立案
する際に相談してください。

事業者
支援

テイクアウト テイクアウトや宅配を始めるに当たり必要とな 詳細は飯能市ホームページを
等導入支援事 る経費（広告宣伝費、消耗品費等）を支援します。 ご覧ください。申請書等は飯
業
補助額 対象経費の10分の9（上限10万円）
能市ホームページからダウン
対象 テイクアウト、宅配を始めた、または始 ロードできます。また、産業
める飲食事業者
振興課、各地区行政センター、
飯能商工会議所でも配布して
小規模事業者 売り上げが減少した小規模事業者を応援します。
います。
応援金給付事 補助額 10万円
対象者 売り上げが20％以上減少した小規模事
業
※詳 細 は5ペ ー ジ 業者
（従業員20人以下
（小売業・卸売業・サービ
下部をご覧くだ ス業は5人以下）
）
さい。

小口融資資金 市融資制度活用による利子補給
（併せて限度額を
利子補給事業 2,000万円に拡充）
補助額 借入後1年間の利子を全額補助
対象 「埼玉県新型コロナウイルス感染症対応資
金」で無利子とならない小・中規模事業者（個人
事業主を除く）
がんばる観光 地方創生、観光はんのうを支える観光関連事業 6月中旬に制度案内を開始し 観光・エコツーリズム
関連事業者応 者を応援します。
ました。
推進課
援事業
補助額 収容人数、営業形態、資本金等により 支給は申請書受付後2週間程 内線635
定額補助
度を予定しています。
対象 宿泊施設、大規模飲食店事業者
学校給食関連 学校給食用食材納入業者等が安定的に事業継続 対象の事業者へ6月中旬に制 教育総務課
事業者体制維 できるよう学校休業中の体制維持等に必要な取 度案内を開始しました。
内線731
持支援事業
り組みを支援します。
支給は申請書受け付け後2週
補助額 3万円
間程度を予定しています。
対象 市立小･中学校に給食食材等を納入してい
る事業者

離職者･
学生等
支援

観 光・ ハイ キ 市内在住または在学の学生等を雇用し、ハイキ 委託事業として市内事業者が 観光・エコツーリズム
ング道整備等 ングコースの点検、清掃、軽微な整備を実施し 雇用します。
推進課
による雇用創 ます。
就労を希望する方は観光・エ 内線633
出事業
コツーリズム推進課へ。
森林利活用に 学生等を雇用し、西川広域森林組合と連携し森 委託、補助事業として西川広 森林づくり推進課
よる雇用創出 林・林業に関わる調査、林道の清掃、林地残材 域森林組合が雇用します。
内線603
事業
の搬出などの業務を実施します。
就労を希望する方は森林づく
り推進課へ。

お知らせ

小規模事業者応援金の給付について
新型コロナウイルス感染症の影響により売り上げが減少 申請書類
している市内小規模事業者の事業の継続を支援するため、
①申請書兼請求書（裏面の誓約書にも要記入）
一律10万円の応援金を給付します。
②2019年分の確定申告書の写し
支給対象者 飯能市内に主たる事業所を有する会社また
＜法人＞法人税申告書と法人事業概況説明書の写し
は個人事業主で、常時使用する従業員の数
＜個人事業主＞確定申告書Ｂ
（第一表）と青色申告決
が以下の①または②に該当する事業者
算書（または収支内訳書（白色申告の方））の写し
①小売業、卸売業、サービス業 5人以下
③売上減少を証明する書類（帳簿の写し等、売り上げの
②その他の業種
20人以下
減少が確認できる書類）
支給条件 令和2年3月～令和2年9月のいずれかの月の売
④振込先金融機関口座が分かる通帳の写し（銀行名・支
り上げが、前年同月と比較して20％以上減少
店名・口座名義・口座番号が確認できるページ）
していること
⑤個人事業主の場合は本人確認書類
（運転免許証や個人
※条件について詳しくは、飯能市ホームページで確認して
番号カード表面のコピー等）
ください。
申請方法 申請書類を郵送で産業振興課小規模事業者応
給付額 10万円
援金担当へ
申請期間 10月30日（金）
まで
※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、郵送によ
る提出をお願いします｡

問い合わせ
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広報はんのう ７月１日号
市役所 ℡042‐973‐2111
（代表） ℻042‐974‐0044

産業振興課

内線652

お知らせ

お知らせ

新型コロナウイルス感染症に関する飯能市の相談窓口

特別定額給付金の申請期限は８月７日です

相談内容
全般的な相談

5月上旬に申請書を飯能市から世帯主あてに郵送してい
ます。申請書が届いていない場合は連絡してください。
給付対象者 基準日（令和2年4月27日）に、飯能市の住民

暮らしに関する相談
特別定額給付金
子育て世帯への給付金等
健康に関する相談
※感染が疑われる場合は、
県民サポー
トセンターを案内します。

問い合わせ・相談窓口
危機管理室
内線611・612・623・624
地域・生活福祉課 ℡978-5602
特別定額給付金コールセンター
内線362・363
子育て支援課 内線155・156
健康づくり支援課
℡974-3488

基本台帳に記録されている方
給付額 給付対象者1人につき10万円
申請方法 郵送またはオンライン
※やむを得ない場合に限り窓口でも申請を受け付けます。

申請期限

税・保険料・上下水道料金などに関する相談
相談内容
税の納付
国民健康保険税
後期高齢者医療保険料
国民年金保険料
介護保険料
保育所保育料
上下水道料金

問い合わせ・相談窓口
収税課
内線131～137
保険年金課 内線142・143
保険年金課 内線144・145
保険年金課 内線118・149
介護福祉課 内線186
保育課
℡973‐2119
水道業務課 内線215・216
下水道課
内線202・203

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
一般的な相談のほか、感染が疑われる場合には専門外来に
つなぐ帰国者・接触者相談センターを紹介するなど新型コ
ロナウイルス感染症に関する相談に一元的に対応していま
す。
℡0570‐783‐770（土・日・祝日含む24時間対応）
お知らせ

電話やオンラインによる診療が利用できます
飯能市内には、新型コロナウイルスの感染予防のため、電
話やオンラインによる診療を行っている医療機関がありま
す。実施している医療機関は飯能市ホームページに掲載し
ています。
お知らせ

「発熱外来PCRセンター」が設置されました
新型コロナウイルス感染症に対する地域の感染拡大防止対
策として、飯能地区医師会により
「発熱外来PCRセンター」
が設置され、PCR検査を実施しています。
「発熱外来PCRセンター」は、かかりつけ医（飯能地区医師
会内の医療機関）の紹介により受診できますので、かかり
つけ医に相談してください。
※希望すればどなたでも検査を受けられるものではありません。かかりつ
け医がPCR検査の必要があると認める場合のみ紹介されます。
※「発熱外来PCRセンター」の場所は非公表ですので、ご承知おきください。

実施期間 令和2年10月31日（土）
まで
（予定）
実施日時 月～土曜日 14：00～18：00
※曜日により異なります。

問い合わせ 健康づくり支援課

℡974‐3488

お知らせ

新型コロナウイルス感染症に関連して
－不当な差別や偏見をなくしましょう－
新型コロナウイルス感染症に関連して、感染者・濃厚接触
者、医療従事者等に対する誤解や偏見に基づく差別を行う
ことは許されません。
公的機関の提供する正確な情報を入手し、冷静な行動に努
めましょう。
さまざまな人権問題に関する相談は
みんなの人権110番 ℡0570‐003‐110

令和2年8月7日（金）
（郵送の場合は消印有効）
※期限を過ぎた申請は、受け付けできません。

給付方法

給付対象者の属する世帯の世帯主（申請者）
の
本人名義の金融機関口座へ振り込み
※金融機関口座がない場合など、やむを得ない場合に限
り給付日を指定した上で、現金給付を行います。なお、
一定期間を要します。

問い合わせ

特別定額給付金コールセンター
内線362・363

お知らせ

給付金サギに注意してください
飯能市や総務省が以下を行うことはありません
●現金自動預払機（ATM）の操作をお願いすること
●受給にあたり、手数料の振込みを求めること
●メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求め
ること
政府機関や自治体等を装った偽サイトに
注意してください
ホームページのアドレスの末尾に見慣れない末尾文字が
あるなど、不審に思った場合は安易にアクセスせずに、
本物のサイトのURLを確認してください。
消費生活相談Ｑ＆Ａ

新型コロナウイルスに関連した消費者トラブル
Ｑ スポーツクラブの会員だが、クラブが休業している
のに、休会費を請求されている。退会しようとした
ところ、契約期間満了前の解約には違約金がかかる
といわれた。支払わなくてはいけないか。
Ｑ 結婚式を挙げる予定だったが延期することにした。
結婚式場に申し出ると、延滞料として十数万円、キ
ャンセルすると契約金の30％を解約料として請求す
るといわれた。支払わなくてはいけないか。
Ａ 今回の事態は、消費者に落ち度がある訳ではない
一方で、事業者に過失がある訳ではありません。解
約料や違約金等については約款に従うことが原則で
すが、店舗や業界団体で解約料を実費相当分にする
など柔軟な対応をしているところもあります。事業
者と話し合う、業界団体の相談窓口に問い合わせる
などしてみましょう。
困った時には、飯能市消費生活センター（内線417）へ
相談してください。
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お知らせ

お知らせ

地区行政センターでマイナンバーカードの
申請を受け付けます（予約制）

通知カードの廃止について

マイナンバーカードの申請用の顔写真を無料で
撮影し、申請手続きを行います。なお、本事業
の申し込み者多数につき、7月28日～30日まで、
富士見地区行政センターにて、追加開催します。持ち物、
申請方法等の詳細は、広報はんのう6月1日号または飯能
市ホームページで確認してください。
予約申し込み 電話で希望する会場へ
7月開催分…受付中 ※富士見は、7月6日（月）から受付
8月開催分…7月21日（火）
から受付
9月開催分…8月24日（月）
から受付

取り扱いが以下のとおりになりますので、注意してくだ

※受付時間9：00～17：00（土･日･祝日を除く）
※予約状況により希望する日程で予約できない場合があります。

会場・申請受付日

※申請受付時間10：00～15：00（12：00～13：00を除く）

会場/申し込み先

7月

申請受付日
8月

飯能中央
（972‐3678）
第二区（972‐6784）
富士見（972‐3314）

28日（火）
29日（水）
30日（木）
7日
（火）
16日（木）

さい。

■通知カードの廃止後の取り扱いについて
以下の①②の手続きを行うことはできません。
①通知カードの住所、氏名等記載事項変更の手続き
②通知カードの再交付申請

■通知カード廃止後のマイナンバー確認方法
マイナンバーカード(個人番号カード)を所持していない
方は次の①～③の方法で確認できます。
①マイナンバーカードの取得

9月
17日（木）
10日（木）
29日（火）

精明（972‐2314）
双柳（972‐9900）
加治（972‐2313）
15日（火）
加治東（974‐4546）
24日（木）
美杉台（971‐5151）
27日（木）
南高麗（972‐2805）
25日（火）
吾野（978‐1211）
20日（木）
東吾野（978‐1212）
8日（火）
原市場（977‐1232）
9日（木）
名栗（979‐1121）
14日（火）
問い合わせ 市民課 内線101
お知らせ

初回交付に限り、無料で作成することができます。
申請から交付まで1か月から1か月半程度かかります。
②マイナンバーが記載された「住民票の写し」または
「住民票記載事項証明書」の取得
市民課または飯能駅サービスコーナー、各地区行政
センターで、マイナンバー入りの「住民票の写し」ま
たは「住民票記載事項証明書」を取得してください。
③記載事項(住所、氏名等)が住民票の記載事項と一致
している通知カード

■新たにマイナンバーが付番される方へ
新生児等、新たにマイナンバーが付番される方には、
「個
人番号通知書」を郵送します。個人番号通知書にはマイ
ナンバー、氏名、生年月日、個人番号通知書の発行日等
が記載されています。
※「個人番号通知書」はマイナンバーを通知するもので、マイナンバーを証明す

「本人通知制度」の申し込み受け付けについて
本人通知制度とは…
事前登録した方に対し、住民票の写し等を代理人や第三
者に交付した際に、交付した事実をお知らせします。住
民票の写し等の不正取得による個人のプライバシーの侵
害を防ぐための制度です。
登録対象者
飯能市に住民登録や本籍のある方、または過去にあった方
通知の対象となる証明書
•住民票の写し、住民票記載事項証明書（いずれも本籍
が記載されたもの）
•戸籍の謄本・抄本、戸籍記載事項証明書
•戸籍の附票の写し
※除かれた住民票、戸籍、戸籍の附票も含みます。
※請求する機関や理由により、通知の対象とならない場合もあります。

通知内容
•交付年月日
•交付した証明書の種類および通数
•交付請求者の種別
（代理人または第三者の別）
登録手続き
本人確認書類
（運転免許証等）
を持参し市民課へ
※各地区行政センター
（富士見を除く）
、飯能駅サービスコーナー窓口でも登録
できます。
※同居の親族については、委任状不要で申し込みが可能です。

問い合わせ 市民課
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マイナンバーの通知カードが5月25日に廃止されました。

内線104

広報はんのう ７月１日号
市役所 ℡042‐973‐2111
（代表） ℻042‐974‐0044

る書類としては使用できません。マイナンバーを証明する書類が必要な場合
は、マイナンバーカードの提示またはマイナンバー入りの住民票の写しもし
くは住民票記載事項証明書が必要です。

問い合わせ

市民課

内線101

募集

埼玉西部消防組合職員を募集します
募集案内および受験申込書は7月1日（水）から消防局総務
課、各消防署および分署で配布しています。
※埼玉西部消防組合ホームページからもダウンロードできます。

受付

8月5日（水）～7日（金）
8：30～17：15に消防局総務課
へ

募集職種
採用人数
提出書類
試験日

消防士
28人程度
受験申込書、卒業証明書または卒業見込証明
書、成績証明書
9月20日（日）※第1次

※受験資格等の詳細は募集案内を確認してください。

問い合わせ

埼玉西部消防局総務課
TEL 04‐2929‐9120 FAX 04‐2929‐9127

お知らせ

介護保険に関するお知らせ
■保険料の納付について

■新型コロナウイルス感染症に係る介護保険料の減免

65歳以上の被保険者の方へ
「介護保険料額決定通知書」

新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主た

または
「介護保険料納付通知書」を7月中に送付します。

る生計維持者の収入が減少した場合は、介護保険料を

納付方法（納付方法は選択できません。）

減免できる場合がありますので相談してください。

•年金からの天引き
（特別徴収）

※その他の理由で収入が著しく減少した場合や災害により著しい損害を受

年金の年額が18万円以上の方が対象。年6回徴収し
ます。
また、年額18万円以上で①～④にいずれかに該当す
る方は、納付書で納付する場合があります。なお、
随時特別徴収に切り替わります。

けた場合など、特別な事情があると認められる場合も、減免を受けられ
る場合がありますので相談してください。

■介護保険負担限度額の更新について
現在、7月31日までの有効期限の介護保険負担限度額
認定証をお持ちの方には、更新のお知らせを送付します
ので、引き続き認定証が必要な方は申請してください。

①年度途中で65歳になった方

なお、認定要件は本人および世帯全員（世帯分離して

②他の市区町村から転入した方

いる配偶者を含む）が市民税非課税者で、預貯金等の

③保険料の所得段階が変更になった方
④令和2年4月1日時点で年金を受給していない方等
•口座振替または納付書（普通徴収）

合計額が単身者は1,000万円以下
（配偶者がいる場合は
2,000万円以下）の方です。
また、8月からの利用者負担段階は、昨年度と異なる

年金の年額が18万円未満の方が対象

場合があります。

＜介護保険料の口座振替について＞
介護保険料を納付書で納めている（普通徴収）場合、

■介護保険負担割合証について

口座振替が便利です。飯能市取扱金融機関（市内の

要支援・要介護認定を受けている方全員に、利用者負

金融機関など）
で申し込んでください。

担割合（1割、2割または3割）が記載された「介護保険負

※介護保険料が未納の場合、介護サービスを受ける際に、利用者負担割合
の引き上げ等があります。

問い合わせ 介護福祉課

TEL 973‐2118

FAX 986‐5073

担割合証（桃色）
」を7月中に送付します。

{kaigo@city.hanno.lg.jp

お知らせ

都市計画変更の原案の縦覧・公聴会のお知らせ
飯能市が変更する次の都市計画の案を作成するにあたり、

意見書の提出（公聴会で意見を述べることの申し出）

住民の皆さんから意見をいただくため、都市計画変更の

期間

7月28日（火）～8月18日（火）

原案の縦覧および公聴会を行います。

対象

飯能市に住所を有する個人および法人

提出方法

対象となる都市計画

意見書の提出期間内にまちづくり推進課へ持
参または郵送（必着）※意見書は縦覧場所で配布。

飯能都市計画道路
（阿須小久保線）の変更

※縦覧、持参での意見書の提出は土日、祝日を除く8：30～17：15にお願いします。

飯能都市計画地区計画
（双柳南部地区）
の変更

公聴会

都市計画変更の原案の縦覧
期間 7月28日（火）
～8月11日（火）8：30～17：15
場所 まちづくり推進課
（市役所本庁舎2階）
区画整理課
（土地区画整理事務所）

日時

8月30日（日）10：00～

会場

双柳地区行政センター集会室

※公述希望者が多い場合は、公述人を選定することがあります。
（1人おおむね
10分以内）
また、公述の申し出がない場合は、公聴会は中止となります。
※傍聴を希望する場合は、8月21日（金）～28日（金）までにまちづくり推進課へ
連絡。

問い合わせ まちづくり推進課 TEL 973‐2268

飯能市の火災と救急出場 ●火災件数
（令和２年５月分）

２件

●火災・救急以外の出場件数 50件

●救急車出場件数 268件（急病 181件、交通事故 24件、その他 63件）
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児童扶養手当・特別児童扶養手当について
児童扶養手当

特別児童扶養手当

児童扶養手当は、ひとり親家庭などの生活の安定や子育
てを支援するために支給される手当です。
支給対象 離婚や、死亡などによってひとり親として子
どもを育てている方、父または母に一定の障
害があり、家庭で子どもを育てている方等

特別児童扶養手当は、精神、身体に一定の障害がある子
どもを育てている方に支給される手当です。
支給対象

精神または身体に一定の障害がある子どもを
育てている方

対象児童年齢

対象児童年齢 18歳になった年の年度末まで

20歳になるまで

（一定の障害がある子どもは、20歳になるまで）

特別児童扶養手当所得状況届を提出してください
児童扶養手当現況届を提出してください
対象者へ8月上旬に必要書類を送付しますので、必要事
項を記入し必ず提出してください。現況届は受給者の
前年の所得状況や児童の養育状況などを調査し、引き
続き手当てを受給できるかを確認するためのものです。
※児童扶養手当現況届の提出がない場合、11月以降の手当てが受け取れな
くなります。

対象者へ8月上旬に必要書類を送付しますので、必要
事項を記入し必ず提出してください。所得状況届は受
給者の前年の所得状況などを確認し、引き続き手当て
を受給できるかを確認するためのものです。
※特別児童扶養手当所得状況届の提出がない場合、8月以降の手当てが受け
取れなくなります。

※児童扶養手当および特別児童扶養手当について、支給対象の詳細・支給額・支給方法等は、子育て支援課または飯能市ホームページで
確認できます。

問い合わせ 子育て支援課

内線156

お知らせ

お知らせ

公立保育所夏季保育補助登録者募集
（資格不要）
募集人数
勤務内容
勤務場所
勤務日
勤務時間

9人程度
保育所における保育の補助業務
各公立保育所
月～土曜日
7：30～19：00のうち5時間程度（途中休憩あり）

※勤務日・時間は保育所と調整

報酬
時給958円 ※通勤手当あり
雇用期間 採用日から10月31日までの間で20日間程度
申し込み 履歴書
（写真貼付）
を保育課へ持参
問い合わせ 保育課 TEL 973‐2119

４月の家庭ごみ量
■ 4月のごみ量
1,724

1,623

101

106.22%

今年度累計
（t）前年度累計
（t） 前年度比
（t） 前年度比率
1,623

101

106.22%

■市民1人あたりのごみ量 21.8 kg
･可燃ごみ 14.9kg ･不燃ごみ 0.8kg ･粗大ごみ 0.7kg
･びん 0.5kg ･飲料缶 0.1kg ･紙類 2.6kg ･布類 0.7kg
･ペットボトル 0.2kg ･プラスチック類 1.3kg
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に困難な場合、保険料が免除（全額または一部）または納
付が猶予される制度です。
※制度についての詳細は保険年金課または所沢年金事務所へ。日本年金機構ホ
ームページにも掲載しています。
※申請日から2年1か月分遡った免除申請もできます（納付済みの期間を除く）。
※学生の方は利用できません。学生納付特例制度を利用してください。

受け付け・問い合わせ
保険年金課 内線118・149 FAX 973‐2120

お知らせ

前年度同月
（t）前年度同月比
（t）前年度同月比率

■年度累計
（令和2年4月～）
1,724

7月1日から令和2年度分（令和2年7月～令和3年6月）の国
民年金保険料の免除等の申請を受け付けます。
収入の減少や失業等により保険料を納めることが経済的

{hoken@city.hanno.lg.jp
日本年金機構所沢年金事務所 TEL 04‐2998‐0170

お知らせ

4月
（t）

令和2年度の国民年金保険料免除・納付猶予の
申請が始まります

広報はんのう ７月１日号
市役所 ℡042‐973‐2111
（代表） ℻042‐974‐0044

証明書等コンビニ交付サービスの
一時利用停止のお知らせ
メンテナンス作業のため、全国的に証明書等コンビニ交
付サービスは利用できません。
利用停止日時

7月23日（木）～26日（日）まで
6：30～23：00
（終日）

※証明書等コンビニ交付サービスとは、マイナンバーカードを使い、全国のコ
ンビニエンスストア等で住民票の写し等の証明書が取得できるサービスです。
詳細は飯能市ホームページをご覧ください。

問い合わせ

情報戦略課

内線353

保険年金課

内線142･143（国民健康保険担当） 144･145（後期高齢者医療担当） 146･147（医療給付担当）
FAX 973‐2120 {hoken@city.hanno.lg.jp

後期高齢者医療保険に加入の方へ
後期高齢者医療被保険者証を送付します
8月1日から後期高齢者医療保険の被保険者証が更新され緑色に変わります
（有効期限
被保険者証は7月中に簡易書留で郵送します。

令和3年7月31日まで）
。新しい

※有効期限の過ぎた被保険者証は市役所
（保険年金課）
、飯能駅サービスコーナー、各地区行政センター（富士見を除く）へ返却するか、記載内容がわからないように裁
断するなど、自身の責任で処分してください。

窓口負担
（自己負担）
割合の見直し
医療機関等の窓口で支払う自己負担割合も前年の所得をもとに見直されます。
負担割合は、新しい被保険者証に記載していますので確認してください。
（Ａ）
世帯の被保険者の課税所得145万円未満…1割負担
（Ｂ）
世帯の被保険者の課税所得145万円以上…3割負担
（Ｂ）
の方で以下に当てはまる場合は、申請により1割負担となります。
令和元年（平成31年）中の収入の合計額

（Ｂ）の方で

世帯の被保険者が
1人の場合
世帯の被保険者が
2人以上の場合

窓口負担割合

383万円未満
383万円以上で、世帯内に70～74歳の方（被保険者以外）
1割負担
がいる場合、両者の合計収入額が520万円未満
520万円未満

※申請に必要なもの…後期高齢者医療基準収入額適用申請書
（該当する方に郵送します）
、後期高齢者医療被保険者証、印鑑、世帯員全員の所得がわかるもの
（令和
2年1月2日以降に飯能市に転入した方のみ）
※住所異動等により世帯構成が変わった場合は、その都度負担割合の判定を行います。

保険料の納付について
被保険者の方に、令和2年度の
「保険料額決定通知書」また
は
「納入通知書」
を7月中に郵送します。なお、後期高齢者
医療の令和2･3年度の保険料率は右の表のとおりです。
後期高齢者医療の保険料率は2年ごとに見直されます。

令和元年度

令和2･3年度

均等割額

41,700円

41,700円
（変更なし）

所得割率

7.86％

7.96％

保険料の賦課限度額 62万円

64万円

新型コロナウイルス感染症に係る保険料の減免について
【保険料の減免対象となる方】

■全額免除 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯
の方
■一部を減額 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方
一部減額の具体的な要件 ①～③のすべてに該当
①事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た本年の収入のいずれかが、令和元年に比べて10分の3以上減
少する見込みであること
②令和元年の所得の合計額が1000万円以下であること
③収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和元年の所得の合計額が400万円以下であること

傷病手当金について
給与等の支払いを受けている後期高齢者医療の被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等があり感
染が疑われ、その療養のため労務に服することができず、給与の全部または一部の支払を受けることができなかった
場合、傷病手当金制度が利用できる場合があります。
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国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入の皆さんへ
国民健康保険に加入の方へ
8月1日から国民健康保険の被保険者証を更新します
（有効期限 令和3年7月31日まで）
。新しい被保険者証は7月
中に簡易書留で郵送します。
※有効期限の過ぎた被保険者証は市役所(保険年金課)、飯能駅サービスコーナー、各地区行政センター (富士見を除く)へ返却するか、記載内容がわからないように裁
断するなど、自身の責任で処分してください。

70～74歳の方へ

自己負担割合が
記載されます！

8月から被保険証が変わります

8月1日から被保険者証と高齢受給者証が1枚になった
「被保険者証兼高齢受給者証」に変わります。
有効期限や氏名のほか、自己負担割合( 2割または3割)が記載されます。

けんこう大使
飯能市イメージキャラクター

「夢馬(むーま)」

限度額適用認定証の申請について
下記の医療保険加入者に「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。
医療機関の窓口で提示すると、同月内に支払う金額が自己負担限度額までになります。
窓口での負担が軽減されますので、入院等で高額な医療費がかかる場合は、事前に交付申請をしてください。

国民健康保険加入の方
対象者

・70歳未満の方
・70歳～74歳の低所得者Ⅰ･Ⅱの方および現役並み所得者Ⅰ･Ⅱの方
※住民税非課税の方は、入院時の食事代もあわせて減額となります。
※70歳から74歳の一般の方および現役並み所得者Ⅲの方は、被保険者証兼高齢受給者証の提示で自己負担限度額までの負担となりますので、限度額
適用認定証は必要ありません。

申請手続き 保険年金課へ。すでに限度額適用認定証を所持し、8月以降も必要な方は更新手続きが必要です。
申請期間 7月27日（月）～8月31日（月）まで（8月からの限度額適用認定証）※申請した月から有効
申請に必要なもの

対象の方の国民健康保険被保険者証、世帯主および対象者のマイナンバーがわかるもの
手続きする方の本人確認書類（同一世帯以外の方が手続きする場合は委任状）

後期高齢者医療保険加入の方
後期高齢者医療保険加入者で低所得
者Ⅰ・Ⅱの方および現役並みⅠ・Ⅱ
の方
※適用区分が低所得者Ⅰ・Ⅱの方は入院時の食事
代もあわせて減額となります。一般および現役
並み所得者Ⅲの方は、後期高齢者医療被保険証
のみで自己負担限度額までの負担となりますの
で、限度額適用認定証は必要ありません。

適用区分

対象者

現役並み
所得者

現役並み所得者Ⅲ

住民税課税所得
（690万円以上）

現役並み所得者Ⅱ

住民税課税所得
（380万円以上）

現役並み所得者Ⅰ

住民税課税所得
（145万円以上）

一般
低所得者Ⅱ

住民税非課税世帯

低所得者Ⅰ

住民税非課税世帯
＜年金収入80万円以下等＞

申請手続き 保険年金課へ。すでに令和2年7月31日有効期限の認定証を所持し、令和2年度も引き続き対象の方には、
新しい認定証を7月中に郵送します。更新手続きは必要ありません。
申請に必要なもの 後期高齢者医療被保険者証、本人確認書類（同一世帯以外の方が手続きする場合は委任状）

ジェネリック医薬品を使ってみませんか
■ジェネリック医薬品とは
先発医薬品の特許期間が過ぎたあと先発医薬品と同じ有効成分で製造した薬のことです。
安全性は先発医薬品と同等ですが、先発医薬品に比べて開発費を抑えられるため安価で、医療費の自己負担を
軽減することができます。希望する方は医師または薬剤師に相談してください。
■ジェネリック医薬品希望シールの使い方
健康保険証にシールを貼ることで、薬局の窓口でジェネリック医薬品が処方されます（医師の判断等の理由で
処方できない場合もあります）。
※飯能市ではジェネリック医薬品を利用しやすくするため、国民健康保険被保険者証にジェネリック医薬品希望シールを同封して郵送しています。また
保険年金課､保健センター、総合福祉センター窓口等でも配布しています。
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広報はんのう ７月１日号
市役所 ℡042‐973‐2111（代表） ℻042‐974‐0044

固定資産税の減額措置について
家屋の改修工事を行い、次の要件を満たした場合には、当該家屋に係る固定資産税を減額します。
いずれの場合も申告書の提出
（マイナンバーが確認できる書類を持参）が必要です。
なお、1戸につき、同一の減額措置の適用は1回です。
①バリアフリー改修

②熱損失防止
（省エネ）改修

③耐震改修

対象家屋 築10年以上経過した住宅で令和4年3月 平成20年1月1日以前に所在する 昭和57年1月1日以前に所在する
31日までに改修が完了した住宅
（賃貸 住宅で、令和4年3月31日までに 住宅で、令和4年3月31日までに
を除く）
改修が完了した住宅
（賃貸を除く） 改修が完了した住宅
改修工事 廊下の拡幅、階段のこう配緩和、浴室・ 現行の省エネ基準に適合した窓 現行の耐震基準に適合した改修
内容
トイレの改良、手すりの設置、屋内の （必須）・床・天井・壁の改修工 工事
段差解消、引き戸への取り替え、床表 事
面の滑り止め化
要件

改修工事の費用が50万円超

・改修工事費の自己負担額が50万円超（補助金などを除く）
・改修後の住宅床面積が50㎡以上280㎡以下
※①の場合：65歳以上の方、要介護認定等を受けている方、障害のある方のいずれかが居住している住宅

減額内容 家屋に係る翌年度の固定資産税を3分の 家屋に係る翌年度の固定資産税 家屋に係る翌年度の固定資産税
を2分の1減額
（120㎡限度）
1減額
（100㎡限度）
を3分の1減額（120㎡限度）
※改修で長期優良住宅となった場合は3分の2
減額（120㎡限度）

※改修で長期優良住宅となった場合は3分の2
減額（120㎡限度）

申告方法 期限 原則工事完了後3か月以内に、下記の必要書類を持参して資産税課へ申告してください。
必要書類 固定資産税減額申告書、改修費用・内容のわかるもの
（改修工事の明細書の写しや領収書の写し等）
※①の場合：工事施工前後の写真、65歳以上の方は住民票の写し、要介護認定等を受けている方は介護保険被保険者証の写し、障害のある方は障害
者手帳等の写しを提出してください。
※②③の場合：建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人等の発行した証明書、改修で長期優良住宅となった
場合は、認定通知書の写しも併せて提出してください。
（認定は改修工事前に受ける必要があります）
※①②の場合で国・地方公共団体の補助金を受けている方は、交付決定通知の写し等も提出してください。
※①②は併せて申告ができます。

問い合わせ

資産税課 TEL 973‐2113 FAX 986‐5084

{sisanzei@city.hanno.lg.jp

お知らせ

くらしと下水道
宅地内の排水設備を適切に維持管理してください
水洗便所、台所、ふろ場などから排出される家庭汚水を

維持管理は所有者が行ってください。

側溝

飯能市が宅地内の排水設備などに関して点検・清掃など
を業者に依頼することはありません。電話や訪問による

接続ます

接続ます 接続ます

排水設備（個人が管理する部分）

雨水ます

不審な営業に注意

マンホール

排除するために、個人の宅地内に設置される排水管や維
持管理用のますなどを
「排水設備」
といいます。
紙・布くず、油類などの異物を流すと、故障の原因や設
備の寿命を縮めることにつながります。
宅地内の「最終ます」までの排水設備は個人所有のため、

最終ます
下水道管
公共下水道
（市が管理する部分）

不審な営業には注意してください。
問い合わせ 下水道課 TEL 973‐3433 FAX 973‐3651

ボートレース戸田開催日程

7/8～13､ 7/17～20､ 7/23～27､ 8/2～7､ 8/11～16､ 8/21～24､
9/2～6､ 9/17～22､ 9/25～28
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事業者が様々な手続きを進め

内線２８３

現させるため、阿須山中公共
ているところです。

管財課

「阿須山中」
用地とは、飯能
用 地 の 利 活 用 方 策 に つ い て、

阿須山中土地有効活用事業について

市と飯能市土地開発公社が大
月

こうした中、令和
日 に、「加 治 丘 陵 の 自 然 を

年

「飯 能 市 市 有 資 産 に 関 す る 民
間事業者提案制度」を活用し、

字阿須地内に所有する公共用
地
（地目‥山林）
のことを言い

地方創生の観点から広く民間

て に、「飯 能 市 阿 須 山 中 土 地

川順子氏）」から、飯能市長宛

長谷

飯能市では、飯能市土地開
事業者からの提案を求め、有

自然公園に限定することなく、 考 え る 会・ 飯 能（代 表

発公社が先行取得した阿須山

らの提案の中から、最優秀提

ご理解いただくため、今まで

本市では、本事業に対して

質問書が提出されました。

案事業を選定し、阿須山中土

の経緯、本事業に関する基本

これにより、民間事業者か

撤 回 を 求 め る 署 名 と と も に、

有 効 活 用 事 業」の 中 止 と 白 紙

中の公共用地約

年度から

令和 年度の土地開発公社の
解散に向け、平成

買い戻しているところです。
地有効活用事業として実施し

億円をかけて

阿須山中公共用地の利活用

的な考え方などを加えて質問

こととしており、飯能市議会

し後 年間のうちに検討する

然公園としながらも、買い戻

ること、青少年の健全育成を

世界に通用する選手を育成す

ーを通じてこの飯能の地から

最優秀提案事業は、サッカ

ージ、市役所本庁舎、各地区

きましては、飯能市ホームペ

なお、回答した内容等につ

本創生会議人口減少問題分科

その建設費用と将来にわたる

ウ ン ド を 建 設 す る と と も に、

ことができます。

書に回答しました。

に お い て も、 様 々 な ご 意 見、

方策については、暫定的に自

ていくこととしました。

の 年間で約

ました。

について、 効な土地利用を図ることとし

ます。

５

図ることを目的としています。 行政センターで閲覧いただく
そのために、選手育成の場と

会 に お い て、「消 滅 可 能 性 都

事業の安定継続に必要な財源

年 月１日に
国勢調査が実施されます
国勢調査とは
日本に住むすべての人、世帯
を対象とする国の重要な統計
調査で、人口や世帯の実態を
明らかにするため、５年ごと
に実施します。
国勢調査から得られるさまざ
まな統計は、国や地方公共団
体の政治・行政で広く利用さ
れ、民間企業や研究機関など
でも経営や研究などの基礎デ
ータとして幅広い用途に利用
されています。
総務省、埼玉県、飯能市

７月は虐待ゼロ推進月間！

法務局における自筆証書
遺言書保管制度

月 日（金）から法務局によ
る「自筆証書遺言書保管制度」
が始まります。自筆証書遺言
書を作成した本人が法務局
（本局 支局）に遺言書の保管
を申請することができる制度
です。この制度により遺言書
の紛失、隠匿および改ざん等
を防止します。
なお、自筆証書遺言書の自ら
の保管、公証役場における公
正証書遺言の作成もできます。
詳しくは、さいたま地方法務
局ホームページで確認できま
す。
問い合わせ
さいたま地方法務局供託課
‐
‐

分〜）

月の間に実施

時〜正午
（受付 時

月〜

日高特別支援学校 学校体験

日時

対象 本校への就学・転学を
検討している新小１または
学 齢 児 童 生 徒（就 学 前 に つ
いては、年長児のみ）
内容 学校体験説明、体験授
業、個別相談
申し込み
月 日（月）まで
に通学区域内の教育委員会
または本校へ
問い合わせ
埼玉県立日高特別支援学校
‐
‐

50

２

ご提案等をいただいていまし
た。

市」の 一 つ に 位 置 付 け ら れ ま

を事業者自らが生み出し確保

して必要となるサッカーグラ

し た。 こ の た め、
「消 滅 可 能

するための手段として太陽光

月、日

性都市」
から脱却し、
「発展可

発電事業を実施するものです。

虐待を発見した、虐待を受け
ている、虐待をしてしまった
などの場合は、「埼玉県虐待通
報ダイヤル♯
」に 電
話してください。
（ Ｉ Ｐ 電 話 を ご 利 用 の 方、 都
県境にお住まいの方などは
‐
‐
へ）
★詳細は埼玉県
ホームページを
ご覧ください。

９

27

年

能性都市」
へ、そして
「発展都

現在は、事業の実施に向け、

10

７

飯能市は平成

市」へ と 向 か い 地 方 創 生 を 実

広報はんのう ７月１日号
市役所 ℡042‐973‐2111（代表） ℻042‐974‐0044
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･

９

１

２
０
２
０

※詳細は、総務省「国勢調査２０２０
キャンペーンサイト」をご覧ください。

７

TEL
０
４
８
８
５
１
１
０
０
０
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TEL
０
４
２
９
８
５
４
３
９
１

５

10

７
１
７
１

７
５
３
３

20

26

国勢調査２０２０

０
４
８
７
６
２

17
ha
24

４

10

10

8 月の相談

※費用は無料、秘密は厳守します。

相談

日時

場所

相談内容・問い合わせなど

育児相談

月～金曜日13：30～17：00

対象 心身の発達に心配がある乳幼児の保護者
つぼみ園（芦苅場570‐4） つぼみ園 ℡･℻971‐5522（相談員 児童発達支援管理責
任者）{tsubomi@city.hanno.lg.jp ※来園の際は要予約

家庭児童相談

月～金曜日8：30～17：15

市役所子育て支援課

対象 18歳未満の子どもと保護者
子育て支援課 TEL978‐5627
（相談員 家庭児童相談員）

児童相談所全国共通
ダイヤル189

24時間受付

電話相談のみ

児童虐待かもと思ったら℡189（いちはやく）※通話料無料
付近の児童相談所につながります。

月～金曜日9：00～16：00

子育て総合センター

対象 18歳未満の子どもの保護者
子育て総合センター ℡978‐8415

月～金曜日9：00～15：00

市立保育所

対象 就学前の子どもの保護者

教育センター

対象 就学前から中学3年生の子どもと保護者
教育センター TEL973‐1400
（相談員 教育相談員）
{soudan@city.hanno.lg.jp

市役所生活安全課

生活安全課 TEL973‐2126

子育て相談

保育課 TEL973‐2119

教育相談

月～金曜日9：00～16：00

市民相談

月～金曜日9：00～17：00

あなたのまちの
行政相談

8/5（水）
市役所本庁舎別館
10：00～12：00 13：00～15：00 相談室3 ※電話相談も可

生活安全課 TEL973‐2126
（相談員 行政相談委員）

消費生活相談

月～金曜日
市役所市民相談室
10：00～12：00 13：00～16：00 ※電話相談も可

消費生活センター

人権擁護委員による
なんでも相談

8/26（水）
市役所本庁舎別館 相談
生活安全課
10:00～12:00 13:00～15:00 室3 ※電話相談も可

家計相談
〔予約制〕

8/12・26
（水）9：00～17：00

※メールは随時受付

※内容により、専門の窓口を案内する場合があります。

内線417（相談員 消費生活相談員）

℡973‐2126（相談員 人権擁護委員）

市役所地域・生活福祉課

収入減や債務支払いなど家計の悩みごと
地域・生活福祉課 TEL978‐5602

子どもスマイルネット 毎日10：30～18：00

電話相談のみ

いじめ・体罰、子育て・しつけの相談
TEL048‐822‐7007
（子どもの権利問題は面接）

女性相談
〔予約制〕

月～金曜日10：00～17：00

市役所地域活動支援課

男女、夫婦、家庭、DVなどの相談
地域活動支援課 TEL978‐5085
（相談員 女性相談員）

ボランティア相談

月～金曜日9：00～17：00

総合福祉センター

社会福祉協議会 TEL973‐0022

障害者就労相談
〔予約制〕月～金曜日10：00～18：00

障害者就労支援センター TEL･FAX971‐2020
障害者就労支援センター
{hanno.job@kme.biglobe.ne.jp

内職相談

火、木曜日
市役所本庁舎別館
10：00～12：00、13：00～16：00 相談室3

内職の紹介や内職に関する相談
産業振興課 TEL986‐5083
（相談員 内職相談員）

労働相談
〔予約制〕

8/14・28
（金）
市役所本庁舎別館
10：00～12：00、13：00～16：00 相談室1 ※電話相談も可

仕事の悩み、職探し・失業、子どもの就職に関する相談
（相談員 労働相談員）
産業振興課 TEL986‐5083

市民よろず相談
（定員あり）

8/19（水）10：00～15：00
（8：30から整理券配布）

生活支援相談

月～金曜日9：00～17：00
にってい

えいご

だい

だい

総合福祉センター

法律、人権、行政、建築、不動産相談
社会福祉協議会 TEL973‐0022
（相談員 弁護士等）

市役所地域・生活福祉課

暮らしのなかの困りごと
地域・生活福祉課 TEL978‐5602

もくようび

ご

だい

もくようび

日程 英語 第1・第3木曜日、スペイン語 第4木曜日
Date : English 1st & 3rd Thursday of every month /Spanish 4th Thursday of every month
じかん
かいじょう
し や く し ょ ほんちょうしゃべっかん かい
がいこくじんそうだん よ や く せ い
外国人相談(予約制) 時間 9：00～12：00 会場 市役所本 庁 舎 別館1階
: 9：00～12：00 Place : Hanno City Hall
（Annex 1st.ﬂoor）
Consultation for foreigners Time
そうだんないよう ぎょうせい
にちじょうせいかつ
そうだん
相談内容 行政サービス、日常生活の相談
(Reservation system)
Consultation content: Administrative services/Life consultation
よ や く ほうほう
よやく
予約方法 メールによる予約 jiti2@city.hanno.lg.jp
Reservation：By E-mail(jiti2@city.hanno.lg.jp)

給付金詐欺にご注意ください
「新型コロナウイルス感染症」
の対策に乗じた詐
欺の電話がかかってくることが予想されます。
「詐欺の犯人と話さない」
「詐欺の犯人に電話しな
い」
ことが最大の防犯対策です。
１ 給付金に関して
「ATMに行って」
「暗証番号
を教えて」
「手数料を振り込んで」
などの電話
やメールは詐欺です
２ 不審な電話やメールが来た場合は、対応す
ることなく警察に連絡してください。
飯能警察署 生活安全課（℡972‐0110）

令和２年1月以降の飯能警察署管内

振り込め詐欺
詐欺発生件数
9件
振り込め詐欺被害金額

約2,500万円 （令和2年5月11日時点の数字です）
飯能警察署

℡ 972‐0110

広報

はんのう 有料広告募集

毎月3万部発行！各世帯に配布！
サイズは4種類
（1～4号）
価格は1～3万円（1月あたり）
詳しくは情報戦略課
（内線352）
または飯能市ホームページをご覧ください。
※このサイズは１号
（10,000円）
です。
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お知らせ

お知らせ

成年後見制度相談会

栄養学セミナー

日時
会場

7月17日
（金） ①13：30 ②14：30
地域包括支援センターいなり町

③15：30

対象

市内在住のおおむね65歳以上の認知症や、障害等
で判断能力が不十分な方の財産管理等で困ってい
る方、その家族、関係者等

定員 3人
（申込順）
相談員 社会福祉士
（埼玉県社会福祉士会権利擁護セン
ター
「ぱあとなあ埼玉」）※相談の秘密は守られます。
申し込み 7月10日（金）までに地域包括支援センター
いなり町（TEL 980‐5043）へ

～高血圧について知ろう！いつものご飯にひと工夫～
保健師、管理栄養士が病態に応じた基礎知識と栄養管理
をお伝えします。※新型コロナウイルス感染予防のため、試食はありません。
日時
会場

7月20日（月） 9：30～12：00（受付9：00～）
保健センター

対象
定員
費用

市内在住・在勤の20歳以上の方
12人（申込順）
無料

申し込み

7月13日（月）までに健康づくり支援課（保健セ
ンター内）へ TEL 974‐3488 FAX 974‐6558
{kenkozukuri@city.hanno.lg.jp

お知らせ

ヘルスアップ運動教室 7月コース
運動は、生活習慣病をはじめ肩こり・腰痛などの症状に
も効果的です。身体を動かし、自分に合った運動方法を
見つけましょう。
（全6回）
日時 7月22日、8月26日、9月23日、10月28日、11月25日
12月23日の水曜日 13：30～15：30
（受付13：00～）
会場 総合福祉センター3階大会議室
定員 20人
（申込順）
対象 市内在住のおおむね40歳以上75歳以下で、
6回参加できる方
内容 健康運動指導士による運動の実技
保健師による健康講話

お知らせ

「にこにこランチ教室」
親子でできる簡単なクッキングと食育ミニ講座です。
日時 8月7日（金）10：00～13：00
（受付9：30）
会場 保健センター
対象 3歳～就学前の子どもと保護者
定員 8組 ※初めて受講する方優先（応募多数の場合抽選）
費用 大人200円 子ども100円（調理実習代）
申し込み 7月16日（木）
～29日（水）の間に健康づくり支
援課（保健センター内）へ
問い合わせ 健康づくり支援課（保健センター内）
TEL 974‐3488 FAX 974‐6558
{kenkozukuri@city.hanno.lg.jp

※初回・最終回のみ体組成計測定を実施

申し込み

健康づくり支援課（保健センター内）へ
TEL 974‐3488 FAX 974‐6558
{kenkozukuri@city.hanno.lg.jp

お知らせ

蚊を介する感染症に注意してください！
蚊に刺されない！
ましょう。海外へ行く方は、現地の流行状況を調べ、蚊
に刺されない準備をしましょう。

蚊を増やさない！
家の周りに蚊の発生しやすい水たまりができないよう、
植木鉢や側溝などの掃除をしましょう。
問い合わせ
蚊媒介の感染症について
埼玉県保健医療政策課 TEL 048‐830‐3557

15

献血にご協力ください
日時 8月6日（木） 9：30～16：00
会場 市役所本庁舎正面玄関
持ち物 献血カードまたは本人確認
書類（運転免許証など）
問い合わせ

屋外ではできるだけ肌を出さず、虫よけ剤などを使用し

蚊の防除について
埼玉県生活衛生課

お知らせ

TEL 048‐830‐3606

広報はんのう ７月１日号
市役所 ℡042‐973‐2111（代表） ℻042‐974‐0044

埼玉県赤十字血液センター
TEL 048‐684‐1511

健診･相談･セミナーなど 健康づくり支援課 {kenkozukuri@city.hanno.lg.jp
（保健センター内）
TEL974-3488 FAX974‐6558 （保健センター名栗分室）TEL979‐1100
期日

受付

会場

持ち物・内容・申し込み

対象

2か月児相談

8/3（月）

保健センター

令和2年5月
母子健康手帳
生まれの子ども •身体計測、
育児相談

乳児健診

8/4（火）

保健センター

令和2年3月
母子健康手帳
生まれの子ども

1歳6か月児健診

8/18（火） 個別に案内し 保健センター
ています

3歳児健診

8/25（火）

平成31年1月
母子健康手帳
生まれの子ども ※歯科健診があります。歯を磨いてきてください。

保健センター

平成29年4月
母子健康手帳
生まれの子ども ※歯科健診があります。歯を磨いてきてください。

保健センター

平成30年1月、
2月
生まれの子ども 母子健康手帳、仕上げ用歯ブラシ、タオル
※歯科健診、フッ素塗布があります。歯を磨いてきて
（既 に 受 診 さ れ ください。
た方は除きます）

2歳児歯科検診

8/28（金）

乳幼児相談

7/9（木）
加治東地区行政センター 小学校入学前の 母子健康手帳
10：00～11：00 吾野地区行政センター 子ども
•身体計測、育児相談
7/15（水）

栄養相談
（予約制）

7/9（木）

9：00～16：00

保健センター

対象 高血圧、脂質異常、高血糖、貧血、骨そしょう症、痛風、
腎臓病などの食事療法が必要な方、予防（肥満解消、骨そしょう
症予防なども含む）
したい方 申し込み 健康づくり支援課へ

※1人50分程度

7/15（水） 9：00～16：00

酒害相談会

7/17（金） 14：00～16：00 総合福祉センター

健康相談

メタボリックシンドローム・高血圧・脂質異常・高血糖・貧血・
7/31（金） 10：00～11：00 保健センター名栗分室 骨そしょう症などの相談、血圧・体脂肪測定 対象 市内在住

対象 身近な人のお酒の問題で悩んでいる方、お酒をやめたい
けどやめられない方等 申し込み 健康づくり支援課へ

の方

うつ病体験者と家
8/24(月)
族の集い

14:00～15:30 保健センター

•健康手帳
（お持ちの方）

対象 精神科・心療内科等で気分障害と診断を受けた方、その
家族 申し込み 健康づくり支援課へ

身体計測・栄養士による個別相談（試食は8月から再開します） 会場 保健センター 持ち物 母子健康手帳

身体計測会
離乳食講習会

※新型コロナウイルス感染症の感染を防止するため、お住いの地区で実施日を分けています。日程を確認のうえ参加してください。

日時 7/16
（木）10：00～11：00 対象 精明・美杉台・南高麗・原市場・名栗地区在住の小学校入学前の子ども
8/6（木）10：00～11：00 対象 飯能・加治・吾野・東吾野地区在住の小学校入学前の子ども

※新型コロナウイルス感染症の影響により、
一部の相談・健診等を中止していますが、
悩みや心配ごとなどの相談は健康づくり支援課で受け付けています。

救急相談
24時間
365日対応

ＡＩ相談

チャット形式で相談内容をもとに、緊急度の判定を行います。
※スマートフォン等で利用できます。

大人・子ども

電話相談

子ども

救急医療機関

共通

♯7119／℡048‐824‐4199

※急なけがや病気の際に、家庭での対処方法や受診の必要性について、看護師が電話で相談に応じます。

#8000／℡048‐833‐7911

事前に電話等で確認してから受診してください。

小児救急 埼玉医科大学病院
急患診療 埼玉医科大学総合医療センター

℡049-276-1199・1465
℡049-228-3595

毛呂山町大字毛呂本郷38
川越市大字鴨田1981

内科･小児科 9：00～11：30、13：30～15：30受付
（診療12：00、16：00まで） ℡042-971-0177
小久保291
歯科
9：00～11：30受付（診療12：00まで）
℡042-973-4114（飯能日高消防署）
夜間診療 内科・小児科 20：00～21：45受付
（診療22：00まで）
℡042-971-0177

休祝日診療

飯能中央病院
佐瀬病院
飯能整形外科病院

℡042-972-6161
稲荷町12-7
℡042-972-6164
（小児予防接種10：00～12：00）
栄町11‐2
℡042-973‐9191
℡042-975‐7575

救急医療情報センター ℡048‐824‐4199
休日夜間病院案内

℡04-2922-9292

東町12‐2

内科、小児科、外科、整形外科、リウマチ科、脳神経外科、耳鼻科、
皮膚科、形成外科、泌尿器科、婦人科、消化器内科、消化器外科、
神経内科、循環器内科、リハビリテーション科、放射線科
内科、外科、整形外科
整形外科、内科、皮膚科、形成外科、放射線科、リウマチ科、アレ
ルギー科、リハビリテーション科、麻酔科、血管外科、消化器外科、
神経内科、婦人科

救急車を呼ぶほどではないが、かかりつけ医師がいない方や診療してくれる病院が分か
らない方に、診療できる病院
（歯科、精神科以外）
をご案内します。
（24時間電話受付。医
療相談は受け付けません）
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「学びとＨＡＮＮＯ」出前講座
～あなたの学びをサポートします～

■暮らし・コミュニティの出前講座

市民の皆さんが主催する学習会などに、市の職員が講師
として出向き、行政の取り組みや暮らしに役立つ情報な
どについて、説明するものです。
詳しくはパンフレットをご覧ください。
※パンフレットは、各地区行政センター、生涯学習課で配布するほか、飯能市
ホームページからダウンロードできます。
※利用対象は10人以上のグループです。
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐため、実施を断わる場合があり
ます。

申し込み・問い合わせ

生涯学習課 TEL 973‐3681

（カッコ内は担当部署）
出前講座メニュー
★は今年度新たに追加された講座です

■まちづくり・行政の出前講座
飯能市総合振興計画について
（企画調整課）
飯能市行政改革大綱について
（企画調整課）
マイナンバー制度について （企画調整課）
飯能市ご当地アプリ活用講座 市民活用編★
（情報戦略課）
飯能市ご当地アプリ活用講座 商店活用編★
（情報戦略課）
飯能市公共施設等マネジメントについて
（管財課）
公共交通について（生活安全課 交通政策室）
エコツーリズムについて
（観光・エコツーリズム推進課）
情報公開制度と個人情報保護制度
（庶務課）
都市計画制度とまちづくり
（まちづくり推進課）
空き家等対策について（まちづくり推進課）
飯能市の財政状況（財政課）
議会のしくみ（議会総務課） ※会場 議場

■環境の出前講座
飯能市の環境について（環境緑水課）
飯能市森林整備計画について
（森林づくり推進課）
森林の管理について（森林づくり推進課）
飯能市の農業振興について（農業振興課）
鳥獣被害対策について（農業振興課 鳥獣被害対策室）
ごみ減量・リサイクルについて
（資源循環推進課）
飯能市の水道について（水道業務課・水道工務課）

■保健・福祉の出前講座
はんのうふくしの森プランについて
（地域・生活福祉課）
生活保護制度の概要（地域・生活福祉課）
障害福祉制度の概要（障害者福祉課）
介護保険のしくみとその利用
（介護福祉課）
一般高齢者サービスについて
（介護福祉課）
介護予防って何だろう？
（介護福祉課）
飯能市の健康づくりの推進について
（健康づくり支援課）
生活習慣病とは（健康づくり支援課）
楽しく食事をする秘訣とは？
（健康づくり支援課）
こころの健康づくりについて
（健康づくり支援課）
感染症を予防しよう★（健康づくり支援課）
飯能市の子育て支援について
（子育て支援課 子育て総合センター）
児童虐待防止の取組について
（子育て支援課 子育て総合センター）
国民年金のしくみ（保険年金課）
国民健康保険制度について
（保険年金課）
後期高齢者医療制度について
（保険年金課）

戸籍の基礎知識
（市民課）
住民基本台帳制度の基礎知識
（市民課）
固定資産税の解説
（資産税課）
市民税の解説
（市民税課）
自治会活動について
（地域活動支援課）
飯能市の男女共同参画の推進について
（地域活動支援課）
ＤＶ（ドメスティックバイオレンス）について
（地域活動支援課）
デートＤＶについて
（地域活動支援課）
地区行政センターの利用について
（富士見地区行政センター）

■安全・安心の出前講座
土砂災害について
（危機管理室）
地震について
（危機管理室）
自然災害に備える
（危機管理室・博物館）
交通安全教室
（生活安全課）
消費生活教室
（生活安全課）
防犯のまちづくり講座
（生活安全課）
耐震診断・改修のすすめ
（建築課）

■教育・文化・スポーツの出前講座
指定文化財などからわかる飯能の歴史
（生涯学習課）
幻の飯能焼
（生涯学習課）
古代高麗郡について
（生涯学習課）
飯能の縄文時代
（生涯学習課）
地域の歴史探訪
（生涯学習課）
周知の埋蔵文化財包蔵地（遺跡）の取り扱いと手続き
（生涯学習課）
飯能の民家建築
（生涯学習課）
飯能の獅子舞
（生涯学習課）
Let’
s try『Enjoy Hockey』
（スポーツ課）
市立図書館を楽しもう
（図書館） ※会場 市立図書館
図書館利用の達人になる
（図書館）
データベースの使い方
（図書館） ※会場 市立図書館
本の世界を楽しもう
（こども図書館）
入間川の筏流し
（博物館）
飯能の水力発電
（博物館）
江戸時代の家族
（博物館）
飯能のまちの歴史
（博物館）
荻野吟子の親友、田中かく
（博物館）
西川林業の道具
（博物館）
民具に親しむ
（博物館）
飯能戦争について
（博物館）
飯能の「山上の霊地」
（博物館）
飯能の災害史
（博物館）
武蔵野鉄道の開通
（博物館）
飯能の歴史
（博物館）
吾野の歴史
（博物館）
天覧山・多峯主山の植物
（博物館）
「きっとす」活用法★
（博物館） ※会場 博物館
日記が語る 江戸時代のくらし★
（博物館）
※その他、オーダーメイドの出前講座の相談にも応じます。

17

広報はんのう ７月１日号
市役所 ℡042‐973‐2111（代表） ℻042‐974‐0044

「手話通訳者の配置や車いすの介助などの配慮」について記載のない事業
に、障害のある方で参加を希望する場合は、事前にお問い合わせください。
info@city.hanno.lg.jp）
（TEL973‐2111（代表） FAX974‐0044

募集

お知らせ

「家庭の日」
ポスターコンクール作品募集
家族のふれあい、地域の暮らしをテーマとしたポスター
を募集します。
応募資格 市内在住・在学の小・中学生
テーマ
【小学生の部】家族みんなで楽しく過ごしているところ
（食事、スポーツ、お出かけ、家事など）
【中学生の部】家族のふれあい、いたわりあい、団らん
などを題材とした「家庭の日」の啓発に役
立つもの
応募作品の規格
B4、A3、B3、4つ切り、8つ切り、いずれかの画用紙ま
たはケント紙を使用。描画材料は自由。

交響曲第九番演奏会《合唱付》
公演中止のお知らせ
12月に開催を予定していた「交響曲第九番演奏会《合唱
付》」は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のた
め、開催を中止します。
問い合わせ 市民会館 TEL 972‐3000

お知らせ

飯能市民プール休業のお知らせ
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、令和
2年度の飯能市民プールを休業します。
問い合わせ

応募方法
【市内の学校の在学者】在学する学校へ提出。

スポーツ課 TEL 972‐6028
{taiiku@city.hanno.lg.jp

【市外の学校の在学者】
作品の裏にタイトル、住所、氏名、年齢、学校名、学年、
連絡先の電話番号を記入のうえ、生涯学習課へ郵送。
〒357‐8501 飯能市双柳1‐1 飯能市教育委員会生涯学習課
※作品の応募は1人1作品
（未発表のもの）

応募期限 8月28日（金）
※優秀な作品は、
「飯能市少年の主張大会」
（11月22日（日）
開催、新型コロナウイ
ルス感染症の感染拡大状況などにより、中止または延期の場合あり）で表彰
する予定です。また、県のポスターコンクールへ出品します。

問い合わせ 生涯学習課 TEL 973‐3681

募集

荒川図画コンクール作品募集
河川美化、愛護の意識や河川への意識を啓発することを
目的に荒川の風景画を募集します。入賞者には応募作品
をスタンドにして贈呈します。
対象 小学生
応募期間 7月1日（水）
～9月15日（火）
題材 荒川流域の川やダムの風景

募集

「第17回飯能市少年の主張大会」作文募集
青少年が未来に向けて考えること（希望・提案）、日常生
活や学校生活の中で感じていること、大人に訴えたいこ
となどをテーマとした作文を募集します。
テーマ（例）
【小学生の部】家族、友達、夢
【中学生・高校生の部】
地球（環境、平和、国際協力など）、社会（ボランティア、
福祉、社会問題など）、学校（友達、部活、少年非行など）
、
将来への夢
応募規格 400字詰め原稿用紙4枚以内で、5分間程度で
発表できる内容（パソコンで作成したものも
可）。
応募資格 市内在住・在学の小学4～6年生、中学生、
高校生
応募締切 9月4日（金）
応募方法

※申し込み方法等詳細は、荒川上流河川事務所ホームページの｢令和2年度荒川
図画コンクール」
をご覧ください。

市内の学校の在学生は在学校へ
市外の学校の在学者は生涯学習課へ持参また
は郵送。
作品の裏に、タイトル、氏名、年齢、学校名、
学年、住所、電話番号を記入してください。
応募は1人1作品です。

問い合わせ 荒川図画コンクール実行委員会事務局
（荒川上流河川事務所調査課）
TEL 049‐246‐6360

※一次審査を通過した作品の応募者は、11月22日
（日）開催予定の第17回飯能市
少年の主張大会で発表していただきます。
（中止または延期の場合あり）

問い合わせ

生涯学習課 TEL 973‐3681

「手話通訳者の配置や車いすの介助などの配慮」について記載のない事業
に、障害のある方で参加を希望する場合は、事前にお問い合わせください。
info@city.hanno.lg.jp）
（TEL973‐2111（代表） FAX974‐0044
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お知らせ

ホールでグランドピアノを弾いてみませんか
市民会館の所有するスタインウェイ・アンド・サンズ社の「コンサートグランドピアノ
に弾いていただけます。

D‐274」をホールの舞台で自由

日時 8/5
（水）
・20
（木）
・28
（金）
、9/2
（水）
・10
（木）
・18
（金） ①9：00～9：55、②10：00～10：55、③11：00～11：55、④13：30
～14：25、⑤14：30～15：25、⑥15：30～16：25 会場 市民会館小ホール 対象 中学生以上のピアノ演奏家・愛好家・
学習者の方で、一人で1時間程度の弾き込みができる方（中級者以上。未成年の方は保護者の同意が必要です。）
定員 各日6組
（申込順） 費用 1区分（55分）当たり1人1,000円（追加1人につき500円。追加は3人まで可）
申し込み 所定の申込書（市民会館にあります。また、飯能市ホームページからダウンロードできます）に必要事項を
記入のうえ、費用を添えて7/5（日）9：00から市民会館へ
問い合わせ 市民会館 TEL 972‐3000
お知らせ

お知らせ

自然観察会
「さとやまの小さな生きもの観察会」

夏休み子ども歴史教室「きっとす」
ふしぎ発見！

夏は虫たちが活発になる季節。昆虫とクモを中心に、草
原や田んぼの周りで見られる小さな生き物を観察します。

「資料を探せ！」ゲームで展示室を探検しながらたくさん
の「ふしぎ・すてき」を見つけ、オリジナルキャプション

日時

（説明板）作りに挑戦しましょう！

対象

8月2日
（日）9：00～12：30（受付8：45）
※雨天の場合8月8日（土）
に延期

※作ったキャプションは展示室に掲示予定です。

小学生

日時
会場

※小学4年生以下は保護者同伴

集合 博物館
コース 博物館→天覧入りの谷津田→博物館
お お い し あきら

講師

大石章氏（自然観察指導員）
し ま だ じゅん い ち

嶋田順一氏（東京蜘蛛談話会会員）
定員
15人
（先着順）
費用
200円
（保険料ほか）
持ち物 長袖・長ズボン（黒色は避ける）、山歩きに適し
た靴、帽子、飲み物、雨具、筆記用具、虫とり
網、虫かご（お持ちの方）

8月20日（木） 9：30～12：00（受付9：00）
博物館

対象 小学生
定員 10人(先着順)
費用 無料
持ち物 水筒 ※マスクの着用をお願いします。
申し込み

※メール、FAXには件名「子ども歴史教室」、参加者氏名・学校名・学年・住所・
電話番号を記載してください。

問い合わせ

※メール・FAXには、件名「自然観察会」、参加者氏名、学校名、学年、住所、
電話番号を記載してください。

問い合わせ

博物館 TEL 972‐1414 FAX 972‐1431
{museum@city.hanno.lg.jp

博物館

TEL 972‐1414 FAX 972‐1431

{museum@city.hanno.lg.jp

※マスクの着用をお願いします。

申し込み 7月8日
（水）9：00からメール、FAX、電話で博
物館へ

7月9日（木）9：00からメール、FAX、電話で博
物館へ

サマージャンボ宝くじ １等５億円
サマージャンボミニ １等１,０００万円
発売期間

7月14日（火）
～8月14日（金）

抽せん日

8月21日（金）

※この宝くじの収益金は市町村の明るく住みよい
まちづくりに使われます。
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広報はんのう ７月１日号
市役所 ℡042‐973‐2111（代表） ℻042‐974‐0044

レジ袋有料化 2020年7月1日スタート
～レジ袋削減にご協力ください～
プラスチックは、成形しやすく、軽くて丈夫で密閉性も高いため、あらゆる分野で
私たちの生活に役立っています。
一方で、海洋プラスチックごみ問題、地球温暖化などの課題もあります。私たちは、プラスチックの
過剰な使用を抑制し、賢く利用していく必要があります。
このような状況を踏まえ、7月1日より全国でレジ袋の有料化が始まります。
レジ袋有料化をきっかけに自身のライフスタイルを見つめ直し、プラスチックを賢く使う工夫をしてみましょう。
対象となる買い物袋
有料化の対象となるのは、購入した商品を持ち運ぶために用いる、持ち手のついた
プラスチック製買物袋です。

プラスチック製買物袋

本制度の対象

紙袋

布の袋

本制度の対象外

レジ袋有料化に関する問い合わせ
受付時間 9：00～18：15
（土・日・祝日を除く）
消費者向け TEL 0570‐080180
事業者向け

TEL 0570‐000930

～人と地域

はんのう～

誰もがかがやく健康のまち

持ち手のない袋

レジ袋有料化について
（経済産業省HP）

歩こう、飯能。目指せ、ウオーキング人口３万人!!
子どもから高齢者まで、幅広い年代で取り組める健康づくりとして
ウオーキングを推奨しています。楽しみながらウオーキングの輪を大きくしていきましょう！

■天覧山の水辺と美杉台を歩く
期日
8月9日
（日） ※天候等による中止は、当日8：00以降にASA飯能中央へ
集合
10：00 市役所西側駐車場
コース 市役所→中山西交差点→天覧山谷津田→中央公園→美杉台公園→矢颪→市役所 ※約10㎞、3.5時間
費用
200円
（保険代、マップ代等。当日集金）
持ち物 弁当、飲み物、雨具、日傘、スゴ足手帳
（お持ちの方）
申し込み 8月5日（水）
までにASA飯能中央へ ℡972‐4701 ℻974‐2190 {sakuzimu@hanno.jp ※当日参加可
問い合わせ 恩田 ℡090‐2205‐8073

■武蔵台、横手台から吾妻峡を歩く
期日
8月19日
（水） ※天候等による中止は、当日8：00以降にASA飯能中央へ
集合
10：00 市役所西側駐車場
コース 市役所→中居→観光案内所→横手台→吾妻峡→飯能河原→市役所 ※約13㎞、4時間
費用
200円
（保険代、マップ代等。当日集金）
持ち物 弁当、飲み物、雨具、日傘、スゴ足手帳
（お持ちの方）
申し込み 8月15日
（土）までにASA飯能中央へ ℡972‐4701 ℻974‐2190 {sakuzimu@hanno.jp
問い合わせ 恩田 ℡090‐2205‐8073

※当日参加可

変更・中止などの最新情報は
飯能市ホームページから確認してください
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※費用の記載がないイベントは無料。申し込みの記載がないイベントは参加自由です。参加対象者は、市内在住の方です。

ＮＰＯ法人飯能市スポーツ協会 申し込み ℡972‐1300 ℻972‐9322（火～土曜日9：00～17：00受付。祝日を除く）
イベント

会

初心者剣道教室
（全4回）
親子カヌー
体験教室

場

市民体育館

内 容

対象 市内在住・在勤・在学の方

8/25
（火）～28（金）
18：00～21：00

会

対象 小学生と保護者
（先着順） 定員 15組
持ち物 着替え、飲み物

場

美杉台公園
美杉台公園

第
回市民体育祭

美杉台公園

定員 20人

費用 1人800円
（保

険料等、当日集金） 申し込み 8/1
（土）～15（土）
まで

8/1（土）
9：30～12：00
（カヌー工房）
（受付9:00～）

阿須運動公園

69

時

名栗湖

イベント

サッカー
大会

日

費用 1人1,000円

申し込み 7/18（土）
まで

内 容

【一般の部】日時 9/13・20・27・10/4の日曜日
飯能サッカー協会所属チーム

9：00～

対象 16歳以上で市内在住・在勤の方、

競技内容 トーナメント戦（70分試合）

【シニアの部
（40歳以上）】日時 10/11・18・25の日曜日
市内在住・在勤の方、飯能サッカー協会所属チーム
【シニアの部
（50歳以上）
】日時 11/1・8の日曜日
住・在勤の方、飯能サッカー協会所属チーム

9：00～

対象 10/11時点で40歳以上の

競技内容 トーナメント戦
（40分試合）

9：00～

対象 11/1時点で50歳以上の市内在

競技内容 トーナメント戦（40分試合）

費用 1チーム2,000円（代表者会議で集金） 申し込み 8/7（金）まで

代表者会議 8/23
（日）19：00～市民体育館

9/6（日）男子ダブルス予選・本戦、9/13
（日）ベテラン男子・女子ダブルス予選・本戦
9/20
（日）一般男子シングルス2部予選・本戦、9/27（日）一般男子シングルス1部／女子シング

硬式テニス大
阿須運動公園
会

ルス予選・本戦、10/4
（日）ベテラン男子シングルス予選・本戦
対象 市内在住・在勤・在学の中学生以上の方
（男子ベテランは昭和50年12月31日以前生まれ）
競技内容 予選：リーグ戦、本戦：トーナメント戦

費用 ダブルス1組2,000円、シングル1人

1,000円 ※学生は半額 ※電話申込の方は必ず、申込書控えの受領および飯能市硬式テニス連盟のホー
ムページで連絡事項を事前に確認してください。 申し込み 7/1
（水）
～8/8（土）

名栗げんきプラザ

申し込み ℡979-1011

℻979‐1013

{naguri@tokyu-com.co.jp

※申し込みは、電話、ファクス、Ｅメールで、参加イベント名、参加者氏名（性別）、学年および年齢、居住市町村、連絡の取れる電話番号、
キャンセル待ち希望の有無、本イベントをどこで知ったかを連絡してください。

イベント

日

時

7月～8月の土・日・祝日
プラネタリウム投影

※8/1（土）～16（日）の期間は毎日

10：30～11：30
14：00～15：00

内 容

定員 各回200人

申し込み 当日窓口へ

7月～8月の土・日・祝日

お手軽体験特別クラフト
竹の水鉄砲作り

※7/21（火）～8/31
（月）の期間は毎日 費用 1個400円

親子防災キャンプ

9/5
（土）～6（日）
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費用 中学生以下無料、高校生370円、大人730円

※まいたまパスを利用の場合、高校生200円、大人500円に割引

申し込み 当日窓口へ

15：00～

広報はんのう ７月１日号
市役所 ℡042‐973‐2111（代表） ℻042‐974‐0044

対象 親子（3歳以上） 定員 40人
4,500円、小学生1人4,000円

費用 大人1人5,000円、小学生1人

申し込み 8/6（木）17：00まで
【抽選】

※費用の記載がないイベントは無料。申し込みの記載がないイベントは参加自由です。

旬の野菜を食べよう ! 今日からできるもう 1 品 副菜レシピ

～ゴーヤのツナサラダ～

1人分 75kcal 塩分 0.9 g

材料 <4 人分 >
ゴーヤ（にがうり）1本
玉ねぎ

1個

ツナ水煮缶

1缶

マヨネーズ

大さじ1

酢

大さじ1

砂糖

小さじ2

塩

小さじ1/2

コショウ

夏が旬のゴーヤを使ったレシピです。ゴーヤに含まれるビタミンCは加
熱しても壊れにくく、炒め物にも最適です。抗酸化作用が強いビタミンC
は皮膚や細胞のコラーゲン合成に必須な栄養素です！ゴーヤの苦み成
分は水に溶けやすいものと油に溶けやすいものの両方があるため、苦
手な方は水にさらしたり、油で炒めたりすると苦みが抑えられます。

作り方
1、ゴーヤは縦半分に切り、ワタを取り除き、2mm幅にスライスする。
玉ねぎは縦半分に切り、繊維にそって薄くスライスし、水にさらし
ておく。
2、鍋にお湯を沸かし、ゴーヤを1～2分程度茹で、流水で冷やす。
3、ボウルにマヨネーズ、酢、砂糖を混ぜる。1の玉ねぎと2のゴーヤを、
水気をよく絞ってからボウルに加える。さらにツナ水煮缶を汁ごと
加えてよく混ぜ合わせる。最後に塩、コショウで味を調えて出来上
がり。

問い合わせ 健康づくり支援課 ℡974‐3488
協力 飯能市食生活改善推進員協議会

少々

移動図書館「みどり号」巡回予定
（8月） ℡972‐2114 FAX972‐2118

※荒天で巡回中止の場合があります。

図書館・こども図書館から離れた地域へ、約2,500冊の図書を巡回しています。図書の貸し出し・返却、利用者登録や本
のリクエストもできます。また、図書館・こども図書館で借りた図書も返却できます。

期日

19(水)

駐車場所

時間

駐車場所

時間

精明小学校

10:20～11:00

名栗小学校

10：10～10：50

さゆり幼稚園（専用駐車場）

11:30～12:10

原市場地区行政センター

11：20～12：00

東吾野地区行政センター

14:00～14:40

5(水)
原市場小学校
26(水)
金錫寺

13：00～13：40
14：00～14：30

法光寺

15:00～15:40

飯能第二小学校

13：20～14：00

芦苅場駐車場（シルバーハウス）

15：10～15：50

14：20～14：50

南高麗小学校

13：00～13：40

20(木) 中藤中郷自治会館

21(金)

期日

（ぬくもり福祉会たんぽぽ）
6(木) 落合駐車場
27(木) 美杉台地区行政センター

14：00～14：30

永田台自治会館

15：20～15：50

奥武蔵小学校

10：10～10：50

北川（スクールバス間野バス停前）

11：10～11：50

岩渕団地集会所

15：20～15：50

吾野地区行政センター

13：10～13：50

加治東小学校

10：20～11：00

旧南川小学校校庭

14：10～14：50

臨時休診日のお知らせ

7(金)
双柳小学校
28(金)
双柳地区行政センター

14：40～15：10

13：20～14：00
14：10～14：40

南高麗診療所(℡972-3807) 8月5日(水)～7日(金)
名 栗 診 療 所(℡979-1125) 8月17日(月)～21日(金)

市民体育館 毎週月曜日(10日を除く)､11日(火)
市民会館 毎週月曜日(10日を除く)､11日(火)
市民活動センター 19日
（水）
、
26日
（水）
、
17日
（月）
は17：00まで
8月 トーベ・ヤンソンあけぼの子どもの森公園
主な施設の 毎週月曜日(10日を除く)､11日(火)
休館・休業日 観光案内所
（国道299号）毎週月曜日(10日を除く)､11日(火)
観光案内所
（飯能駅）なし
さわらびの湯 5日（水）

南高麗・原市場福祉センター
毎週月曜日､11日(火)
総合福祉センター 10日(月･祝)､16日(日)
博物館 毎週月曜日(10日を除く)､11日(火)
図書館・こども図書館
毎週月曜日(10日を除く)､28日(金)
図書館名栗分室･富士見分室
毎週月曜日､28日(金)

広報はんのうに掲載しているイベント等について
イベント等は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に配慮して実施します。また、中止または延期となる
場合がありますので、あらかじめご承知おきください。
なお、イベント等の中止や延期については各事業の担当部署に問い合わせていただくか、飯能市ホームページ等
で確認してください。
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3億円突破！

寄附申込金額

令和元年度飯能市ふるさと納税

飯 能 市ふるさと納税では、令 和元 年度の 寄附申込 金 額

令和元年度

が 過 去 最高の 3 億 8 8 4万 9,3 7 9 円(前年度 比13 0 ％)とな
り、寄附 金 額としては 埼玉 県において第 3位となりまし
た。
飯能市では、市内等で活躍する6 5 事業者（令和2年 6月
現在 ）の 皆 様に返礼 品として地 元 特産 品を提 供いただ
いており、その 数は 約 3 0 0 品になります。いずれも飯 能

ふるさと納税寄附申込金額

基金名

寄附件数

ムーミン基金

寄附金額

9,827 件

251,158,379 円

森林文化都市基金

679 件

19,889,000 円

緑の基金

992 件

29,484,000 円

文化スポーツ振興基金

234 件

8,318,000 円

11,732 件

308,849,379 円

市の魅力が詰まった返礼品として、首都圏をはじめ全国

合

計

の寄附者から好評の声をいただいています。

■ふるさと納税返礼品取扱事業者（令和2年6月現在）
青木果樹園、(有)綵珠(あず)、AppleRoses、完熟とまとの新井園、レストラン・イーズパッション、五十嵐酒造(株)、(有)エス・ティ(鈴木園茶舗)
(株)OH、(一社)奥むさし飯能観光協会、(社福)おぶすま福祉会、釜久米菓(株)、御菓子処亀屋、(同)木紡(雑貨＆カフェkinoca）、(有)創林(木楽里)
(有)倉島木工所、(株)KOFK A、(有)小政園、小谷野果樹園、彫刻屋近正、(株)サカモト、バーベキュースポットさつき、(有)鈴木屋(夢彩菓すずき)
(株)スタジオ 鼎 (かなえ)、駿 河 屋、(株)大 野屋 清 河 園 、(株) 生 活 の 木 、空(そら)、( 有 ) 竹 むら、田 辺 製 茶、和 紙アトリエ十指 作 (としさく)
(株 )トップ・マーシ ャル、鳥 居 観 光 (株 )、トリオ 印 房 、( 有 ) 名 栗 温 泉( 大 松 閣 )、認 定 N P O 法 人名 栗 カヌー工 房 、なじま や 商 店 、肉 のす だ
西 原ファーム 、(株)パ ルオオクボ 、飯 能 開 発 (株)( 飯 能グリーンカントリークラブ )、(株)飯 能ゴルフクラブ、B e a n s B m (ビーンズビーム)
( 株 ) ビッ グ フィー ルド、( 株 ) ひより農 園 、( 株 ) F A R  E A S T、F I L H O ( フィリオ ) 、( 有 ) フォトス タ ジ オ お お の 、( 株 ) フォレスト 西 川
(株)プリンスホテル ( 久 邇 カントリー クラブ、武 蔵 丘ゴ ルフコース)、(株)プレココーポレ ーション、(株)プ ロス パ 、(株)ホテル ヘリテイジ
(株)マーキュリーズ(ブル ータープ )、マキノキ園、M A SUZU(株)、町田農園、(株)みちのくファーム、(資 )宮寺タイヤ商会、(株)ムーミン 物語
リラクゼーションサロンもみじ飯能丸広店、山下果樹園、ゆきちゃん納豆本舗、yummy stained glass、Leaf工房、ワインショップFUK ASHIN
（5 0音順）
※飯能市内在住の方からの寄附については返礼品の贈呈はしていませんので、ご了承ください。

■令和元年度ふるさと納税は、飯能市のさまざまな施策に活用しています。
・ノーラ名栗の整備

・トーベ・ヤンソンあけぼの子どもの森公園の整備

・メッツァと連携したプロモーション

・西川材の利用促進(SGEC森林認証)

・緑地保全のための自然環境調査等

・博物館特別展「飯能の名宝」開催

問い合わせ

賑わい創出課

TEL978-50 93

公式
ツイッター

など

{furusatonozei@city.hanno.lg.jp

公式
フェイスブック

身近な自然 再発見!

キバナノショウキラン
暗く湿った沢沿いに、

マチイロ

公式
インスタグラム

ニョキッと顔を出して

「広報はんのう」
が
スマホでみられます!

飯能市役所
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いるのを見つけた時は
私の顔がほころびまし

公式
ご当地アプリ

た。同じラン科だが華

住所

〒357-8501
飯能市大字双柳1番地の1

TEL
FAX

042‐973‐2111 （代表）
042‐974‐0044 ※飯能市の市外局番は「042」です

ランです。自分で栄養を作れないため根に共生して

ＵＲＬ

https://www.city.hanno.lg.jp/

場所に持って行っても育たず、枯れてしまいます。

やかなランではなく、葉緑素を持たない地味な腐生
いる菌から養分をもらって生きている。だから他の

開庁時間 8：30～17：15 （土・日曜日、祝日、年末年始を除く）

広報はんのう7月1日号
発行日／毎月1日

飯能市の人口
◦総人口
◦世帯数

固定資産税・都市計画税 2期
今月の
2期
納 税 国民健康保険税
納付は便利な口座振替で！

No.1530

編集・発行／飯能市情報戦略課
令和 2 年 6 月 1 日現在 （

（撮影場所：南高麗)

）内は前月比

79,289 人 （－ 22） ◦男 39,709 人（－ 13）
35,365 世帯
（＋ 16） ◦女 39,580 人（－ 9）

納税の相談はお早めに

納期限
7月31日

新型コロナウイルス感染症の影響により、税金の期限内納付が困
難な場合、徴収の猶予制度があります。申請には期限があります。
詳細はホームページまたは収税課（内線131～135）へ相談してくだ
さい。

皆様のおかげで大好評！
地元の魅力いっぱい

飯能市

る
ふ さと納税

■「ふるさと納税返礼品」を提供してくださる事業者を募集しています！
飯能市では、ふるさと納税返礼品として地元産商品やサービスを提供してくださる事業者を随時
募集しています。
全国に向けて、飯能市ならではの自慢の逸品をＰＲしてみませんか。
返礼品の申し込み、提供などの詳細は、賑わい創出課へ気軽にお問い合わせください。

詳しくは裏面を
チェック！

