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はんのう

学びの改革を目指す
GIGA スクールが始まりました

飯能市は、令和2年9月から市内全ての公立小・中学校
で 全 児 童・生徒 へ一人一 台 のLTE対応タブレット端 末
5,550台を導入しました。
「誰一人漏れのない質の高い教
育を全ての教室で実現する」ことを目指し、
「学びの改革」
への挑戦が始まりました。
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便利！マイナンバーカードでコンビニ交付サービス
マイナンバーカードがあると、市役所等の窓口へ行かなくても、コ
ンビニ等で住民票の写し等の証明書が取得できます。平日・休日問
わず、外出先や勤務先で証明書が必要になった場合でも、全国の最
寄りのコンビニ等でコンビニ交付サービスを利用できます。
取得できる証明書
住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍の全部(個人)事項証明書
戸籍の附票の写し、(非)課税・所得証明書
利用可能店舗
セブン-イレブン、ファミリーマート、ローソンほか全国
約55,000店舗のコンビニ等
利用時間
6:30～23:00
（平日・休日問わず毎日。システムメンテナンス時を除く。）

飯能市イメージキャラクター夢馬

【コンビニ交付サービス利用時の注意事項】
マイナンバーカード受け取り時に設定した4桁の
暗証番号（利用者証明用電子証明書）が必要で
す。暗証番号を再設定する際は、市役所市民課
窓口にマイナンバーカードを持参し、手続きを
してください。
❶最寄りのコンビニ等のマル
チコピー機で行政サービス
を選択。マイナンバーカー
ドを読み取り、暗証番号を
入力。

❷操作手順に従い証明書や記
載事項を選択。所定の手数
料を支払い、必要な証明書
類を取得。

各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)
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。持ち物、申請方法等の詳細は
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
10月開催分…受付中
11月開催分…10月22日(木)から受付
12月開催分…11月16日(月)から受付
※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
飯能中央
第二区
富士見
精明
双柳
加治
加治東
美杉台
南高麗
吾野
東吾野
原市場
名栗
問い合わせ

(972-3678)
(972-6784)
(972-3314)
(972-2314)
(972-9900)
(972-2313)
(974-4546)
(971-5151)
(972-2805)
(978-1211)
(978-1212)
(977-1232)
(979-1121)
市民課

申請受付日
10月
11月
12月
23日(金) 18日(水) 4日(金)
16日(金) 6日(金)
26日(月)
23日(水)
30日(月) 16日(水)
14日(水) 27日(金)
7日(水)
7日(月)
9日(月) 9日(水)
30日(金) 19日(木)
16日(月) 21日(月)
21日(水)
14日(月)
19日(月)
2日(水)
9日(金)
11日(金)
11日(水) 18日(金)

内線101

問い合わせ
情報戦略課
TEL978-5096 FAX974-6737
{it@city.hanno.lg.jp

コンビニ交付
サービス詳細

マイナンバーカードの安全性について
３つの疑問にお答えします。
マイナンバーを他人に見られたらどうなりま

Q1 すか？

見られても他人は悪用できない仕組みになっ

A ていますので、あなたのマイナンバーを使っ

て手続きをすることはできません。また、あ
なたの個人情報を調べることもできません。
●マイナンバーの利用範囲や、情報の収集・保管
などは法令で厳しく制限されています。
●個人情報を一元管理する仕組みではないので、
情報が芋づる式で漏れることはありません。
●マイナンバーを悪用した場合には厳しい罰則が
あります。
マイナンバーで預貯金額や医療履歴などのあ
Q2 らゆる情報を国から監視されますか？
監視はしていません。またできません。
A マイナンバー制度はあなたの情報を１か所に集
めて管理する仕組みではありません。手続き
を受け付ける行政職員だけが、その手続きに
必要な情報に限ってアクセスすることが許さ
れます。
なお、不正なアクセスが行われないように、
第三者機関の「個人情報保護委員会」が監視・
監督しています。
マイナンバーカードを落としたり失くしたり
Q3 したらどうすればいいですか？
まずはマイナンバー総合フリーダイヤル
A 0120-95-0178（通話料無料）へ電話し、マイナ
ンバーカードの一時利用停止を行ってくださ
い。24時間365日受け付けています。
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マイナンバーカード が 健康保険証 として
利用できるようになります
2021年3月※1からの利用開始を予定しています。利用するためには、マイナポータルでの事前申込が必要
です。健康保険証としての利用登録をすると、健康保険の加入や切り替えの手続き後に、健康保険証の
交付を待たずにマイナンバーカードで医療機関を受診できるようになるほか、マイナポータルで健診情
報や薬剤情報等が見られるようになります。
なお、マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合も、健康保険の保険者(国民健康保険、健康
保険組合、共済組合等)が変更となる場合は、加入・脱退等の手続きが必要です。
※1

医療機関・薬局によって開始時期が異なります。利用できる医療機関・薬局については、今後、厚生労働省・社会保険診療報酬支払基金のホ
ームページで公表予定です。

利用には申し込みが必要です
あらかじめ、マイナンバーカードを用意してください。
自身の端末（スマートフォン、パソコン）または市役所の窓口で申し込みができます。
❶ 自身の端末で申し込む
事前準備
●申込者本人のマイナンバーカード
※あらかじめ市区町村窓口で設定した数字４桁の暗証番号（利用者証明用電子証明書）が必要です。

●マイナンバーカード読取対応のスマートフォン／パソコンおよびICカードリーダー
●「マイナポータルAP」のインストール（スマートフォンの場合）
申し込み方法
「マイナポータル」サイトの「健康保険証利用の申込」から
申し込み手続きを行ってください。
❷ 市役所の窓口で申し込む

マイナポータル
サイト

特設ページ

保険年金課に専用のパソコンとICカードリーダーを用意しています。手続きには、マイナン
バーカードおよび設定した４桁の暗証番号(利用者証明用電子証明書)が必要です。
マイナンバー総合フリーダイヤル（無料） 0120-95-0178
問い
合わせ

※健康保険証に関することは音声ガイダンスに従って「４番⇒２番」を選択してください。
マイナンバー制度全般に関することは、音声ガイダンスに従って「3番」を選択してください。

保険年金課（申し込みに関すること）内線141・142・143
市民課（マイナンバーカードに関すること）内線101

お知らせ

お知らせ

令和２年国勢調査への回答はお済みですか
忘れずに回答をお願いします

防災行政無線による
全国一斉の情報伝達訓練を行います

国勢調査の回答は10月7日（水）までに原則、インターネット
または郵送でお願いします。国勢調査員が調査票の回収の
ために訪問することはありません。

地震や武力攻撃などの発生に備え、市内１３1か所の防災行
政無線屋外スピーカーで、全国瞬時警報システム（Jアラー
ト）の訓練放送を行います。

※調査員による調査票の回収を希望する方は、調査員または市役所庶務課へ連
絡してください。

※Jアラートは、緊急地震速報や弾道ミサイル情報などの緊急情報を、国から人工
衛星などを通じて瞬時にお伝えるシステムです。

調査書類の配布

日時 10月7日(水) 11:00ごろ
放送内容
（上りチャイム音）
「これは、Jアラートのテストです」×３回
「こちらは、防災はんのうです。」
（下りチャイム音）
問い合わせ 危機管理室 TEL 973-2723

世帯の皆さんとの接触をできる限り避けるため、調査書類
は原則、郵便受けまたはドアポストに配布しています。
問い合わせ
国勢調査コールセンター 8:00～21:00※土･日も利用できます。
0570-07-2020（IP電話の場合03-6636-9607）
国勢調査2020総合サイトhttps://www.kokusei2020.go.jp/
庶務課 内線343 · 344
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市役所 TEL042‐973‐2111（代表） FAX042‐974‐0044

新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ
新型コロナウイルス感染症に関する飯能市の相談窓口
相談内容

税・保険料・上下水道料金などに関する相談

問い合わせ・相談窓口

全般的な相談

危機管理室
内線611・612・623・624

暮らしに関する相談

地域・生活福祉課

ひとり親世帯臨時特別給付金
(その他、子育て世帯への給付金等)

子育て支援課

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。

相談内容

TEL 978‐5602

内線155・156

健康づくり支援課 TEL 974-3488

埼玉県新型コロナウイルス感染症県民サポートセンター
新型コロナウイルス感染症に関する相談に一元的に対応してい
ます。
TEL 0570‐783‐770（土・日・祝日含む24時間対応）

問い合わせ・相談窓口

税の納付

収税課

内線131～137

国民健康保険税

保険年金課

内線142・143

後期高齢者医療保険料 保険年金課

内線144・145

国民年金保険料

保険年金課

内線118・149

介護保険料

介護福祉課

内線186

保育所保育料

保育課

TEL 973‐2119

水道業務課

内線215・216

下水道課

内線202・203

上下水道料金

お知らせ

事業者の皆さんへ

応援金等の申請はお済みですか

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策のうち、下記の応援金等の申請期限は令和2年10月30日(金)です。
支給の対象となる事業者の方は忘れずに申請してください。

小規模事業者応援金

テイクアウト等導入支援補助金

支給対象者 飯能市内に主たる事業所を有する会社また
は個人事業主で、常時使用する従業員の数が以下の①ま
たは②に該当する事業者
①小売業、卸売業、サービス業 5人以下
②その他の業種
20人以下
支給条件 令和2年3月～9月のいずれかの月の売り上げ
が、前年同月と比較して20％以上減少してい
ること
給付額
10万円
申請方法 申請書類を郵送で産業振興課小規模事業者応
援金担当へ

補助対象者 飯能市内に主たる事業所を有し、緊急事態
宣言が出された4月7日以降に、新たにテイ
クアウトまたはデリバリーを始める(始め
た)飲食事業者
補助額
対象経費の10分の9(上限10万円)
申請方法 申請書類を郵送で産業振興課へ

※支給条件・申請書類など詳細は飯能市ホームページで確認してください。

※支給条件・申請書類など詳細は飯能市ホームページで確認してください。

問い合わせ

産業振興課

TEL 986‐5083

お知らせ

飯能市プレミアム付商品券販売のお知らせ
新型コロナウイルス感染症の影響により売上減少等の影
響を受けている市内事業者を支援し、市内の消費喚起と
地域経済の回復を図るため、プレミアム付商品券を販売
します。
販売額 1冊1万円(1万5,000円の商品券)
プレミアム率 50％
発行数 2万冊(1冊あたり1,000円券10枚、500円券10枚
の計20枚入り)
購入対象者 市内在住
購入限度冊数 1人2冊まで
有効期間 11月7日(土)～令和3年1月31日(日)
取扱加盟店 飯能市プレミアム付商品券特設ホームペー
ジを確認してください。
問い合わせ
飯能市プレミアム付商品券コールセンター TEL 050-3818-1373
飯能商工会議所 TEL 974-3111

■申し込み
申し込み 専用応募ハガキで郵送(応募多数の場合は抽選)
※専用応募ハガキは、プレミアム付商品券のチラシから切り取ってください。
※専用応募ハガキ付チラシは、飯能商工会議所、市役所、各地区行政センター
等で配布しています。

申込期限 10月1日(木)～16日(金)〔消印有効〕
■購入方法
当選者に購入引換券を送付しますので、期間内に購入し
てください。
引換販売期間 11月9日(月)～12月18日(金)
販売場所 市内の郵便局窓口
※11月7日（土）・8日（日）に市民会館で先行販売も行います。

■加盟店を募集しています
1次募集 10月9日(金)まで
2次募集 10月10日(土)～11月13日(金)

特設ホームページ

※1次募集で登録した加盟店は事務局が作成する加盟店一覧に掲載します。登
録方法は特設ホームページを確認してください。
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飯能市の財政指標について

財政課 内線322
「地方公共団体の財政の健全化に関する法律（財政健全化法）」による令和元年度の飯能市の財政指標を公表します。
飯能市においては、いずれの指標も基準内の数値となっていますが、今後も引き続き行財政改革に取り組み健全な財政
運営を進めていきます。
１

健全化判断比率
区分

２

（単位：％）
早期健全化 財政再生基
基準
（R1） 準（R1）

Ｒ1

Ｈ30

実質赤字比率

－

－

12.62

20.00

連結実質赤字比率

－

－

17.62

30.00

実質公債費比率

3.1

3.1

25.0

35.0

35.4

35.6

350.0

資金不足比率

区分
水道事業会計
下水道事業会計
下水道特別会計
特定環境保全公共
下水道特別会計

Ｒ1
－
－

Ｈ30
－
－

（単位：％）
経営健全化基準
20.0
20.0
20.0

－

20.0

※実質赤字比率及び連結実質赤字比率は、赤字額がないため「－」と表示しています。

※資金不足額がないため「－」と表示しています。なお、資金不足額の算出
に当たっては一般会計からの補助金等を含めています。
※下水道特別会計及び特定環境保全公共下水道特別会計は、令和元年度か
ら下水道事業として企業会計に移行しています。

実質赤字比率…一般会計等を対象とした実質赤字の標準財政規模に
対する比率
連結実質赤字比率…全会計を対象とした実質赤字（または資金不足
額）の標準財政規模に対する比率
実質公債費比率…一般会計等が負担する元利償還金および準元利償
還金の標準財政規模に対する比率
将来負担比率…一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財
政規模に対する比率
資金不足比率…公営企業ごとの資金不足額の事業規模に対する比率

早期健全化基準…財政収支が不均衡な状況その他の財政状況
が悪化した状況において、自主的かつ計画的にその財政の健
全化を図るべき基準となる数値
財政再生基準…財政収支の著しい不均衡その他の財政状況の
著しい悪化により自主的な財政の健全化を図ることが困難な
状況において、計画的にその財政の健全化を図るべき基準と
なる数値
経営健全化基準…公営企業の資金不足比率が公営企業の経営
の健全化を図るべき基準となる数値

将来負担比率

お知らせ

10月～12月は「滞納整理強化期間」です ～納期限内納付への協力をお願いします～
飯能市では、市民の皆さんから納めていただいた税金を主な財源として、福祉・教育・生活・環境・道路など、さま
ざまな事業に取り組んでいます。令和元年度の市税納付率は、現年課税分と滞納繰越分の合計で97.9％となり、過去31
年間で最高となりました。今後も納期限内納税への協力をお願いします。

■滞納整理強化期間

■納税には口座振替が便利です

飯能市では、毎年10月～12月を「滞納 令和元年度は 424 件の
整理強化期間」として、滞納処分など 差押を行いました
徴収対策の強化を進めています。期間
財産種別
件数
中、市税を滞納している方に督促状や
預貯金
244件
催告書を送付します。また、担税力が
不動産
65件
あるにもかかわらず納税に応じない場
56件
合には、法律に基づく調査のうえ、財 給与
生命保険
25件
産の差押など滞納処分を行います。
賃料・自動車
※市の税務職員（徴税吏員）には、質問や検査を行う
34件
権限や裁判所を通さずに差押を執行できる自力執
動産など
行権が与えられています。財産調査や差押などの
合計
424件
滞納処分は、本人の同意を得ずに実施します。

市税の納付には、安全で便利な口座振替の利用を
お勧めします。
手続きは金融機関または収税課窓口へ預金通帳、
通帳届出印、納税通知書を持参してください。

■徴収猶予制度が利用できます
新型コロナウイルス感染症の影響により、税金の納期限内納付
が困難な場合、徴収猶予制度があります。申請には期限や条件
がありますので、早めに相談してください。
お知らせ

※取扱金融機関
埼玉りそな銀行、りそな銀行、みずほ銀行、三井住友銀行
武蔵野銀行、東和銀行、飯能信用金庫、青梅信用金庫
埼玉縣信用金庫、西武信用金庫、中央労働金庫
いるま野農業協同組合、ゆうちょ銀行・郵便局

ペイジー口座振替受付サービス
収税課窓口では、キャッシュカードを持参するだ
けで口座振替手続きができる「ペイジー口座振替
受付サービス」が利用できます。
申込書への記入と専用端末への暗証番号を入力す
ると受付が完了します。
問い合わせ

収税課 TEL 973‐2116

お知らせ

事業主の皆さんへ

都市計画の変更案の縦覧について

給与支払報告書の電子データによる提出義務について

内容 飯能都市計画生産緑地地区の変更（市決定）
期間 10月19日（月）～11月2日（月）※土・日曜日を除く
場所 まちづくり推進課
意見書の提出について 市内在住の方または利害関係を
有する方を対象に、縦覧内容について意見書を受け付
けています。縦覧期間内にまちづくり推進課へ
問い合わせ まちづくり推進課 TEL 973‐2268

令和3年1月以後に提出する給与支払報告書について、平
成31年1月における給与所得の源泉徴収票の税務署へ提
出する枚数が100枚以上ある事業所等は、eLTAX または
光ディスク等による提出が義務付けられています。
詳しくは飯能市ホームページをご覧ください。
問い合わせ 市民税課 内線125・126

5

広報はんのう 10月１日号
市役所 ℡042‐973‐2111（代表） ℻042‐974‐0044

お知らせ

お知らせ

10月１日は「浄化槽の日」

くらしと下水道
水洗便所改造資金貸付制度について

浄化槽は、定期的に維持管理をしないと本来の機能を十分
に発揮できず、放流水が川を汚し、悪臭発生などの原因と
なります。
■浄化槽の維持管理
浄化槽の保守点検・清掃・定期水質検査は、法律で義務付
けられています。専門業者に連絡して必ず実施してください。

浄化槽やくみ取り便所から公共下水道へ切り替える方へ資
金の無利子での貸し付けを行っています。
対象工事 既設の浄化槽やくみ取り便所を撤去・改造し、
公共下水道へ切り替える工事
貸付要件 以下の①～⑤全てに該当する方
①公共下水道を使用する住宅を有すること
②市民税および固定資産税を完納していること
③自己資金のみでは工事費を一時に負担することが困
難であること
④貸付を受けた資金の償還について、
十分な支払い能力
を有すること
⑤市内に居住し、弁済能力のある確実な連帯保証人が
あること(連帯保証人は、独立生計を営み、市民税の納
税者であること）
貸付額・浄化槽からの切り替え…24万円以内
・くみ取り便所からの切り替え…48万円以内
償還方法 2年間（24回）

年１回、浄化槽の健康診断を受けましょう

※罰則(30万円以下の過料等)が適用される場合があります。

保守点検

年３～４回、浄化槽の点検、調整、消毒薬の補充
等を行います。
清掃
年１回以上、浄化槽内に生じた汚泥などの引き
抜きや、機器類の洗浄をします。
法定検査 年１回、保守点検、清掃とは別に浄化槽の機能
診断を行います。
手数料：10人漕以下(家庭用浄化槽)5,000円
検査機関 埼玉県環境検査研究協会(西部支部)
TEL049-284-2911
※飯能市合併処理浄化槽組合に入会することで、手続きなどの代行や補助金の
交付を受けられます。

問い合わせ 環境緑水課 TEL973-2125
飯能市合併処理浄化槽組合 TEL974-3441

※貸付が24万円の場合1万円×24回、
48万円の場合2万円×24回の償還になります。

問い合わせ 下水道課 TEL 973-3433
{gesui@city.hanno.lg.jp
お知らせ

お知らせ

家庭雑排水処理補助金のご案内

水道料金の支払いは口座振替が便利です

条件 ・公共下水道の処理区域外であること
・家庭雑排水(浄化槽の処理水を除く)を処理するた
めの簡易沈殿槽、吸込み槽を清掃し、費用を要し
たとき
申請期限 清掃を実施してから６か月以内
（年2回を限度とする）
補助金限度額 清掃に要した費用の2分の1以内の額
・簡易沈殿槽 (限度額2,000円)
・吸込み槽
(限度額5,000円)

水道料金の支払いには、安全で便利な口座振替の利用をお
勧めします。手続きに必要な口座振替依頼書は提出先窓口
で配布しています。記入には、使用場所、お客様番号、口座
情報等および通帳届け印が必要です。
提出先
①取扱金融機関窓口

※補助対象外：清掃に要した費用が1,000円未満の場合

②水道業務課または飯能市上下水道料金センター
(東町4-2)窓口

問い合わせ 環境緑水課 TEL973-2125
FAX971-2393 {kankyo@city.hanno.lg.jp

埼玉りそな銀行､りそな銀行､みずほ銀行､三井住友銀行
武蔵野銀行､東和銀行､埼玉懸信用金庫､飯能信用金庫
西武信用金庫､青梅信用金庫､中央労働金庫
いるま野農業協同組合､ゆうちょ銀行

※金融機関窓口に比べ、手続きに約1ヵ月長くかかる場合があります。

問い合わせ 水道業務課 TEL 973-3661
お知らせ

年金生活者支援給付金制度について
公的年金等の収入や所得額が、一定基準額以下の年金受
給者の方に対して、年金に上乗せして支給される制度で
す。なお、給付額は毎年度、物価変動に応じて改定され
ます。
■老齢
（補足的老齢）年金生活者支援給付金
対象者 以下の①～③の要件をすべて満たす方
①65歳以上で老齢基礎年金の受給者
②世帯の全員が住民税非課税
③前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計
が一定基準額以下であること(令和2年度は87万9,900円)
給付額(月額)
月額5,030円×保険料納付済期間（月数）／ 480月
ボートレース戸田開催日程

■障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者給付金
対象者 以下の①②の要件をすべて満たす方
①障害基礎年金または遺族基礎年金の受給者
②前年の所得額が462万1,000円以下
※扶養親族等の人数に応じて増額します。

給付額（月額）
・障害基礎年金2級の方：5,030円
・障害基礎年金1級の方：6,288円
・遺族基礎年金受給者：5,030円
問い合わせ
『ねんきんダイヤル』0570-05-1165（ナビダイヤル）
※050から始まる電話からは03-6700-1165

1 0/1～4、 10/15～19、 10/29～11/3、 11/6～9、 11/12～15
11/18～23、 11/27～30、 12/3～7、 12/11～14、 12/26～31
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お知らせ

家電リサイクル法ってなに？

資源循環推進課 TEL 973‐1010

「家電リサイクル法（特定家庭用機器再商品化法）」は、一般
家庭や事務所から排出された家電製品から、有用な部分や
材料をリサイクルし、廃棄物を減量するとともに、資源の
有効利用を推進することを目的とした法律です。製造業者
等(家電メーカー )にリサイクルを義務付けることにより、
廃棄物の減量と資源の有効な利用を図っています。

■対象となる家電製品（市では取り扱っていません）
エアコン

テレビ

冷蔵庫・冷凍庫

洗濯機・
衣類乾燥機

■使い終わった家電製品は小売業者
（家電小売店）
などに引き渡し、リサイクル化や収集・運搬のための料金を支払ってください
《対象家電製品の処理ルート》
郵便局でリサイクル料金を
新しい家電製品
に買い替える

いいえ

以前購入した
店が分かる

はい

いいえ

いいえ

はい

購入店に処分を依頼

以前の購入店に処分
を依頼

はい

自分で指定引取場所
へ持っていく

市内の事業所に
連絡して依頼

㈲飯能清掃センター
TEL 973‐3738
奈良商事
TEL 974‐8808

払い、指定引取場所へ搬入
㈱葵環境開発入間エコストック
TEL 04‐2932‐9980
（入間市）
久留米運送㈱入間店
TEL 04‐2935‐2157
（入間市）
㈱ナガオ リサイクルセンター
TEL 04‐2946‐5716
（所沢市）
東上通運㈱川越リサイクルセンター
TEL 049‐272‐7750
（川越市）
日本通運㈱川越事業所
TEL 049‐249‐0201
（川越市）

■家電製品を廃棄した方へ
廃家電製品が適正に小売業者から製造業者に引き渡されたか家電リサイクル券で、3年間確認することができます。
問い合わせ （一財）家電製品協会（家電リサイクル券センター）TEL 0120‐319640
お知らせ

10月はリデュース・リユース・リサイクル（3R）推進月間です
「3Ｒ」
とは、Reduce
（リデュース：発生抑制）、Reuse
（リユース：再使用）
、Recycle（リサイクル：再生利
用）の頭文字です。循環型社会形成推進基本法におい
て、有用な廃棄物は循環資源と位置付けられ、その利
用と処分に、リデュース・リユース・リサイクルの順
に取り組むことが重要とされています。

マイバッグ・マイカゴを使いましょう
「買い物時にマイバッグ・マイカゴを持参してレジ袋
を買わない」
「過剰包装を避ける」
「分別回収に協力する」
「詰め替え商品を購入する」
など環境にやさしい生活を心がけましょう。
問い合わせ

資源循環推進課 TEL 973‐1010

酒類容器等の 3Ｒに取り組みましょう
●消費者の 3Ｒ
・買物袋の持参や簡易包装の励行
・リターナブルびんなど、環境にやさしい容器を利用した
商品の優先選択
・ルールに沿った分別排出の励行や集団回収への協力
●酒類製造業者の 3Ｒ
・リターナブルびんの利用と積極的な回収
・容器の軽量化
●酒類流通業者の 3Ｒ
・レジ袋の使用削減、簡易包装の推進
・リターナブルびんの周知や消費者からの回収
・リターナブルびんなど、環境にやさしい容器を利用した
商品の取扱い
※「リターナブルびん」とは、使用後、回収・洗浄されて繰り返し再使用されるび
んです。ビールびんや一升びん、酒類業組合等が開発・導入している規格統一
びん（Ｒびん）があります。

詳しくは国税庁ホームページへ

お知らせ

お知らせ

7月の家庭ごみ量

2021年
（令和3年）
版 埼玉県民手帳を販売します

■ 7月のごみ量
7月
（t） 前年度同月
（t）前年度同月比
（t）前年度同月比率

販売期間
販売場所

1,756

1,721

35

102.03%

■年度累計
（令和2年4月～）
今年度累計
（t）前年度累計
（t） 前年度比
（t） 前年度比率
7,305

6,758

547

108.09%

■市民1人あたりのごみ量 22.2 kg
･可燃ごみ 16.1kg ･不燃ごみ 0.7kg ･粗大ごみ 0.7kg
･びん 0.5kg ･飲料缶 0.2kg ･紙類 2.2kg ･布類 0.4kg
･ペットボトル 0.2kg ･プラスチック類 1.2kg
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10月14日（水）～12月15日（火）
市役所（本庁舎3階庶務課、1階市民課）
名栗地区行政センター、
埼玉県統計相談室、県民活動総合センター
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

広報はんのう 10月１日号
市役所 ℡042‐973‐2111（代表） ℻042‐974‐0044

※詳しくは埼玉県ホームページへ

価格
規格

550円（税込）
色…黒、グレイッシュブルー
サイズ…14×9 cm
※月間予定部分は両色とも升目式です。

問い合わせ

埼玉県統計協会（埼玉県統計課内）
TEL 048‐830‐2330
庶務課 内線343・344

お知らせ

お知らせ

在宅ワーカー育成セミナー「入門コース」

教育委員を任命しました
にい の

氏名

新野 豊次 氏

任期

令和2年10月1日から4年間

問い合わせ

柔軟で多様な働き方が可能な在宅ワーカーに関するセミ
ナーを実施します。
日時 10月29日（木） 10：30～12：30
（受付10：00～）
会場 市民活動センター
講師 埼玉県キャリアセンターから派遣
定員 40人（定員になり次第締切）※託児の定員は 2人です。
費用 無料
申し込み 電話またはメールで地域活動支援課へ

とよ じ

職員課

内線331

お知らせ

新任人権擁護委員を紹介します
10月1日付けで、次の方が法務大臣から人権擁護委員に
委嘱されました。
す だ

問い合わせ

ひろし

氏名

須田 浩

任期

令和2年10月1日から3年間

問い合わせ

氏

生活安全課

※メールの場合は、氏名・住所・連絡先・託児の有無を明記してください。託
児が必要な方は、子どもの名前と年齢を明記してください。
※参加者には後日、県から就業調査を行います。そのため、県に参加者のメー
ルアドレスおよび電話番号を提供しますのでご了承ください。

地域活動支援課 TEL 973‐2626
{jiti2@city.hanno.lg.jp

募集

内線613

会計年度任用職員

臨時事務職員募集

勤務内容
お知らせ

飯能市戦没者追悼式のお知らせ
飯能市戦没者追悼式は、飯能市内の戦没者を追悼し、平
和への決意を新たにすることを目的に開催しています。
今年度は、新型コロナウイルスへの感染防止の観点から
規模を縮小して実施します。
日時 10月31日（土）13：30～
（13：00から受付）
会場 市民会館 大ホール
内容 式典
（式辞・遺族代表などの追悼の言葉）
申し込み・問い合わせ
地域・生活福祉課 TEL 986‐5081

個人市民税・県民税の課税資料の整理・確認
パソコンへの入力作業
募集人数 6人程度
応募資格 事務経験があり、パソコン操作のできる方
雇用期間 令和3年1月8日（金）から5月17日（月）まで
勤務日時 月～金曜日（祝日を除く）
10：00～16：00
（休憩12：00～13：00）
勤務場所 市役所本庁舎
報酬
月額10万665円
応募方法 11月18日(水)までに本人が履歴書（写真貼付）
を市民税課へ持参してください。
選考方法 面接
問い合わせ 市民税課 内線125・126
募集

※遺族会会員の方は、役員を通して申し込んでください。

公立保育所会計年度任用職員登録者募集

はんのう起業プラットフォームからのお知らせ

はんのう起業スクール開講
～ウィズコロナ時代の起業講座～
日時

10月7日・14日・21日・28日、11月4日の水曜日
18：30～21：00
対象 市内で起業予定・検討中の方または起業して
間もない方
開催方法 オンライン形式
※事前にZoomをダウンロード、特設会場は飯能商工会議所

定員 50人
費用 全5回4,000円（税込）
申し込み はんのう起業プラットフォーム
のホームページへ
問い合わせ 飯能商工会議所 TEL 974‐3111

■保育士（資格必要）
募集人員 2人程度
勤務内容 児童の保育（クラス担当、障害児担当等）
勤務日時 月～金曜日（週5日・土曜日交替勤務あり）
（早番・遅番勤務あり）
7：30～19：00のうち7.5時間
※異動の可能性あり
勤務場所 各公立保育所
報酬
月給17万6,130円 ※通勤手当支給、社会保険加入
雇用期間 採用日から令和3年3月31日まで ※更新の可能性あり
選考方法 書類および面接による審査
（写真貼付）
を保育課へ持参
申し込み 保育士証の写し、履歴書
■保育補助（資格不要）
募集人員 5人程度
勤務内容 早番・遅番時における保育の補助業務
勤務日時 月～土曜日 7：30～19：00のうち2～4時間
勤務場所 各公立保育所 ※異動の可能性あり
報酬
時給973円 ※通勤手当支給
雇用期間 採用日から令和3年3月31日まで ※更新の可能性あり
選考方法 書類および面接による審査
申し込み 履歴書（写真貼付）を保育課へ持参
（保育士証をお持ちの方は保育士証の写し）
問い合わせ

飯能市の火災と救急出場 ●火災件数
（令和２年８月分）

１件

保育課

●火災・救急以外の出場件数 69件

●救急車出場件数 360件（急病 261件、交通事故 22件、その他 77件）

TEL 973‐2119
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令和２年度埼玉県環境アド
バイザー募集

ト形式）ができる方
※青色ＬＥＤ付きのウエストバッグを提
供いたします。

問い合わせ 埼玉県防犯・犯
罪被害者支援担当
‐
‐

麻薬・覚せい剤乱用防止運動

会場 狭山市入曽地域交流セ
ンター
定員
人（申込順）
申し込み
月 日（金）まで
に狭山市都市計画課へ
‐
‐

希望する求職者
内容 事業所人事担当者と参
加者の個別面接会、ハ
ローワーク職員による
就職相談
持ち物 履歴書、自己ＰＲ書
等複数枚、
ハローワーク
受付票（お持ちの方）
参加事業所
か所（予定）
※詳 細 は、 埼 玉 労 働 局 ホ ー ム ペ ー ジ を 確
認してください。

問い合わせ
埼玉労働局職業安定課
‐
‐
埼玉県少子政策課
‐
‐

税務大学校
『租 税 史 料 室』
からのお知らせ
国税庁税務大学校和光校舎の
『租税史料室』は、税に関する
貴重な歴史的資料（史料）を収
集、保存および展示している
施設で、史料を広く一般に公
開（見学無料）しています。
※新型コロナウイルス感染症の拡大防止の
ため、事前予約制としています。詳しく
は、国税庁ホームページをご覧ください。

租税史料の収集への協力をお
願いします
税務行政に関する文書、図書、
写真、器具等人々の暮らしと税
との関係が感じられる史料があ
りましたら、最寄りの税務署へ
問い合わせ 税務大学校 税
務情報センター（租税史料室）
‐
‐
年末調整手続の電子化について

れらの電子データを利用し年
末調整手続を簡便化するため、
国 税 庁 が「年 末 調 整 控 除 申 告
書 作 成 用 ソ フ ト ウ ェ ア」を 無
償提供します。

※詳細は、国税庁のホームページをご覧
ください。

シルバー人材センターに登録しませんか

入会説明会を開催します

日時
月 日（火）・ 日
（水） 時〜 時 分
会場 シルバー人材センター
会議室
内容 活動内容など
対象 市内在住の 歳以上の
健康な方
定員 各日 人（申込順）
申し込み シルバー人材セン
‐
ター

30 14

40

令和２年 月以後に提出する
生命保険料控除等に係る控除
証明書等について、電子デー
タによる提供が可能です。こ

11

埼玉県行政書士会市民無料
相談会
月 日（土）
時
日時
分〜 時 分 ※予約不要
会場 市民活動センター
内容 相続・遺言等の生活の
悩み、法人設立・許認
可取得等の事業活動に
関する相談
問い合わせ 埼玉県行政書士
会飯能支部（あわた）
‐
‐

時

分）

日（木） 時〜
時（受付 時〜

月

求人企業合同面接会
日時

会場 大宮ソニックシティビ
ル Ｆ市民ホール
年 月 大 学・
対象
短大・専門学校を卒業
予定の方、概ね 年以
内の既卒の方

‐

埼玉県雇用対策

※予約不要、入退場自由。履歴書を複数
枚持参してください。

問い合わせ
協議会
‐

保育士合同就職面接会
月 日（火）
時〜
日時
時（受付 時 分）
会場 ソニックシティ地下第
・ 展示場
対象職種 保育士、保育補助等
対象者 保育分野での就職を

13

10

10

埼玉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
および助言を行う
「環 境 ア ド
バイザー」
を募集しています。
応募方法等、詳細をホームペ
ージで確認のうえ、県環境政
策課へ申し込んでください。
問い合わせ 埼玉県環境政策課
‐
‐
※Ｑ Ｒコードからホームページにアクセ
スできます。

期間
月 日（木）〜 月
日（月）
薬物乱用は、自分の人生だけ
でなく、家族など周りの人た
ちの人生まで狂わせます。
正しい知識を身につけ、薬物
乱用を根絶しましょう。
問い合わせ 埼玉県薬務課
‐
‐
狭山保健所
‐
‐

「サポカー補助金」
について

）

30
16

月は不正軽油撲滅対策
強化月間で す

「衝 突 被 害 軽 減 ブ レ ー キ」や
「ペ ダ ル 踏 み 間 違 い 急 発 進 等
抑 制 装 置」が 搭 載 さ れ た 安 全
運転サポート車の購入等を補
助 す る、 国 の「サ ポ カ ー 補 助
金」
を受け付けています。
対象 令和 年度中に満 歳
以上になる方
問い合わせ 自動車販売店等
または一般社団法人次世代自
動車振興センター
‐
‐
（

無料相談会

３

30 13

60

６
５
６
６

10

30

13

15

３

12

10

TEL
９
７
３

６

30

12

TEL
０
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８
６
０
０
６
２
０
８
10

狭山市・入間市マンション管
理基礎セミナー・無料相談会

時

内容 「納得できる大規模修繕
工事の取り組み」
ほか
月 日（土）
時〜
日時
時
※ 時〜

広報はんのう 10月１日号
市役所 ℡042‐973‐2111（代表） ℻042‐974‐0044

9

24

TEL
０
４
８
８
３
０
３
３
４
９

11

15 10

15

２

TEL
０
４
８
４
６
０
５
３
０
０

30

10

10

２
０４
２
１

16 11

10

TEL
０
４
２
９
５
３
１
１
１
１

１

11

65

TEL
０
９
０
９
８
５
９
４
９
６
９

２
９
４
０

３
６
３
３

６
５
３
５

９
６
１
８
13

TEL
０
４
８
６
４
７
４
１
８
５

８
３
０

１

８
３
０

２

30

TEL
０
４
８

２
９
４
１

７

不正軽油とは、軽油引取税の
脱税を目的として、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です。
「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がある
場合は、連絡してください。
問い合わせ 埼玉県税務課
‐
‐

18
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０
４
８

16 11

３
０
１
９
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６
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１

防犯サポー タ ー 募 集
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８
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０

８
３
０

申込要件 県内に居住する
歳以上で週に 回程度ラン
ニングやウオーキングしな
がら防犯パトロールのでき
る方、インターネットを利
用して申し込み・活動報告
（ カ月に 回のアンケー
３

TEL
FAX
９０
６３
６３
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２
７
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０
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８
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０
４
８

11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

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

月～金曜日9：00～16：00

子育て総合センター

月～金曜日9：00～15：00

市立保育所

教育相談

月～金曜日9：00～16：00

教育センター

市民相談

月～金曜日9：00～17：00

あなたのまちの
行政相談

11/4（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
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

子育て相談

※メールは随時受付

消費生活相談

市役所生活安全課

対象 18歳未満の子どもと保護者
（相談員 家庭児童相談員）
子育て支援課 TEL978‐5627
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。
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
対象 就学前の子どもの保護者 保育課 TEL973‐2119
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
生活安全課 TEL973‐2126
※内容により、専門の窓口を案内する場合があります。

生活安全課 TEL973‐2126
（相談員 行政相談委員）
消費生活センター

内線417
（相談員 消費生活相談員）

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
いじめ・体罰、子育て・しつけの相談
電話相談のみ
子どもスマイルネット 毎日10：30～18：00
TEL048‐822‐7007
（子どもの権利問題は面接）
男女、夫婦、家庭、DVなどの相談
月～金曜日10：00～17：00
市役所地域活動支援課
女性相談
〔予約制〕
（相談員 女性相談員）
地域活動支援課 TEL978‐5085
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
ボランティア相談
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
障害者就労相談
〔予約制〕月～金曜日10：00～18：00
{hanno.job@kme.biglobe.ne.jp
火、木曜日（11/3を除く）
市役所本庁舎別館
内職の紹介や内職に関する相談
内職相談
（相談員 内職相談員）
10：00～12：00、13：00～16：00 相談室3
産業振興課 TEL986‐5083
11/13・27（金）
市役所本庁舎別館
仕事の悩み、
職探し・失業、子どもの就職に関する相談
労働相談
〔予約制〕
（相談員 労働相談員）
10：00～12：00、13：00～16：00 相談室1 ※電話相談も可
産業振興課 TEL986‐5083
11/18（水）10：00～15：00
法律、人権、行政、建築、不動産相談
市民よろず相談
総合福祉センター
（相談員 弁護士等）
（8：30から整理券配布）
社会福祉協議会 TEL973‐0022
（定員あり）
暮らしの困りごと
月～金曜日9：00～17：00
市役所地域・生活福祉課
生活支援相談
地域・生活福祉課 TEL978‐5602
11/17（火）9：00～12：00
富士見地区行政センター 10/15
（木）
から申し込み
（相談内容をお知らせください）
税務相談
第1会議室
市民税課 ℡973‐2115(相談員 税理士）
〔予約制/定員6人〕 （30分程度）

家計相談
〔予約制〕

11/11･25（水）9：00～17：00 市役所地域・生活福祉課

にってい

えいご

だい

だい

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)

「オレオレ詐欺」
に注意してください
「オレオレ詐欺」は善意に付け込んだ悪質な犯罪です。子どもや孫の知人をかたっ
て助けを求められたとしても、慌てずに対応することが重要です。被害に遭わな
いためにも次のことに気を付けましょう。
■日ごろからまめに連絡を取る
家族と普段から連絡を取り合い、特殊詐
欺の対策について 話し合いをしたり、合
い言葉を決めたりしましょう。

令和２年1月以降の飯能警察署管内

振り込め詐欺

■必ず
「本人」
に連絡する
詐欺発生件数 21件
詐欺被害に遭うケースでは、本人以外が
振り込め詐欺被害金額
接触してきます。
まずは必ず
「本人」
に連絡を取りましょう。 約4,700万円 （令和2年9月8日時点）
飯能警察署 ℡ 972‐0110
飯能警察署 生活安全課
（℡972‐0110）

駿河台大学教員による法律相談
日時
会場
内容

11月7日(土) 10：30～16：20
総合福祉センター
不動産関係、公害、親族・
相続関係、賃貸借契約関係、
金銭関係、損害賠償等に関
する相談
定員 6人（申込順）
申し込み 10月27日（火）8：30～
生活安全課へ
℡973‐2126
※法律学を専門に学ぶ学生が補助業務にあたります。

10

※イベント等に参加する際は、
新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、
「身体的距離の確保」
「マスクの着用」
「手洗い・手指消毒」
への協力をお願いします。
お知らせ

お知らせ

けんこう

11月10日から16日はアルコール関連問題啓発週間です

健口体操・ごきげん体操
4

4

地域の皆さん同士で楽しく体操し、「ご近（きん）所で元
4 4
（げん）気よく」ごきげんな毎日を送りましょう！お口の
けんこう
周りの筋肉を鍛える「健口体操」も一緒に行います。
日時 10月22日（木）10：40
（受付10：20～）
※今年度から時間を変更します。

会場 市民活動センター多目的ホール
持ち物 タオル・飲み物
問い合わせ 介護福祉課 TEL 973‐3753
お知らせ

コミュニケーション講座
脳梗塞や高次脳機能障害による後遺症として起こる
「言
葉の障害」に対する講座です。言葉を発することや、飲
み込む力などを高めるために、言語聴覚士が歌やレクリ
エーションなどの言語療法を行います。
日時 11月10日（火） 13：30～14：30
会場 市民活動センター多目的ホール
対象 市内在住のおおむね65歳以上の方
内容 言語聴覚士によるリハビリテーションおよび
レクリエーション
※参加前に保健師が現病歴や機能訓練の経過等を伺います。

申し込み・問い合わせ

介護福祉課 TEL 973‐3753

お知らせ

活き活きの達人「もの忘れ予防スクール」
認知症の正しい知識と予防法について、講義と体験を交
えながら楽しく学ぶ3日間の教室です。
11/6（金）
9：30～12：00
11/13（金）
9：30～12：00
11/20（金）
9：30～12：00

基礎講座：
「今日から実践！認知症予防」
口腔講座：口から始める認知症予防
（歯科衛生士）
栄養講座：予防に良い食事、簡単レシピ紹介
（管理栄養士）
運動講座：コグニサイズで体と脳を活性化！
（理学療法士、作業療法士）

会場 ふれあい交流室なぐりえん
対象 市内在住の60歳以上の方
定員 10人
費用 無料
持ち物 筆記用具、眼鏡（必要な方）、飲み物
申し込み 地域包括支援センターいなり町へ
TEL 980‐5043

一緒に学ぶ美味しいお酒のススメ
HAPPYプログラムはんのう版
「飲酒と死亡率のJカーブ効果」という疫学調査では、毎日適量
飲酒する人は、全く飲まない人や時々飲む人に比べて心筋梗塞
などの冠動脈疾患による死亡率が低い傾向にあります。
この講座で美味しく健康にお酒をたしなむ方法、からだに美味
しいおつまみについて学びましょう。

「シニアソムリエが教えるワインのたし
なみ方」
（講師 WINE SHOP FUKASHIN
11月6日（金）
店主 加藤 満 氏）
14：00～15：30
「からだに美味しいおつまみ～栄養学の
視点から～」
（講師 健康づくり支援課管理栄養士）
か

「美味しい飲み方のススメ お酒の効用
とリスクについて」
11月27日（金）（講師 埼玉県立精神保健福祉センター
15：00～16：30 臨床心理士）
「美味しいおつまみ part 2」
（講師 健康づくり支援課管理栄養士）
「美味しい飲み方のススメ」
（講師 埼玉県立精神保健福祉センター
1月29日（金）
臨床心理士）
15：00～16：30
「からだとお酒のいい関係」
（講師 健康づくり支援課保健師）
会場
対象
定員

「話を聞くだけで100万円」などの誘いに注意！
Ｑ スマホで副業情報を検索していたら「話を聞くだけで
100万円の謝礼」
「ＳＮＳで答えるだけで簡単に儲かる」
などと書かれていたが本当だろうか。
Ａ 上記のような都合の良い儲け話はありません。
このような相談や被害事例が全国の消費生活センタ
ーに多く寄せられています。
悩んでいる人を演じるサクラに誘導され、多額のお
金を振り込ませる、約束の謝礼を受け取れないなど
の事例があります。このような誘いにのらないよう
に注意してください。
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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広報はんのう 10月１日号
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保健センター2階研修室
市内在住・在勤の方
30人（申込順） ※全3回参加できる方を優先。

申し込み

10月8日（木）から健康づくり支援課へ
TEL 974‐3488

FAX 974‐6558

{kenkozukuri@city.hanno.lg.jp
※件名「HAPPY講座申し込み」、氏名、住所、連絡先電話・メールを明記して
ください。
お知らせ

母親学級（11月コース）
日時

※3日間出席した方へ修了証を発行します。

消費生活相談Ｑ＆Ａ

と う みつる

内容

11/6(金)
妊娠中の保健、歯の保健、母と子の栄養
9：30～12：00
11/13(金)
妊婦体操、お産の経過と乗り切り方、授
9：30～12：00 乳について、産後の過ごし方
11/20(金)
赤ちゃんとのくらし、先輩ママとの交流会
9：30～12：00
会場
対象

保健センター
おおむね妊娠5か月～7か月の妊婦

定員 10人（申込順）
申し込み 子育て世代包括支援センター（保健センター
内）へ TEL 974‐7500 FAX 974‐6558

国民健康保険に加入中の方へ
けんこう大使
飯能市イメージキャラクター
夢馬
（むーま）

区分

特定健康診査・人間ドックのご案内

特定健康診査は、生活習慣病予防を目的とした健診で、1年度に1回無料で受診することができます。
また、特定健康診査の代わりに人間ドックを受検することもできます。

特定健康診査
人間ドック
40歳から74歳までの方
受検日に35歳から74歳までの方で、国民健康保険税に
（年度中に40歳になる39歳の方を含む）
滞納が無い世帯の方
令和3年3月31日まで（年度中に75歳になる方は誕生日の前日まで）

対象者
受診期間
受診場所

市指定医療機関
対象者には、4月に受診券（水色）を郵送しています
受診券など
（途中加入の方は、加入月の翌々月までに郵送）
健診項目

問診、身体測定、血圧測定、血液検査、尿検査

本人負担額
申込み

無料

保険年金課へ申し込んでください
受検票（桃色）は申込後に郵送します
医療機関により異なります
（各医療機関へ問い合わせてください）
受検料から2万3,750円を控除した額

市指定医療機関へ直接申し込んでください

※
「特定健康診査」と「人間ドック」は、1年度に1回、どちらかの受診となります。
※受診券の再発行を希望する場合は、保険年金課へ連絡してください。

【1月～3月に75歳の誕生日を迎える方へ】
特定健康診査を受診せずに後期高齢者医療に移行した場合は、誕生日の翌々月に後期高齢者医療専用の受診券を送
付します。1月から3月に75歳の誕生日を迎える方は、受診券の送付状況や医療機関の混雑状況などにより、同年度
内での受診ができない場合がありますので、誕生日の前日までに特定健康診査の受診をお願いします。
【健診結果の提供をお願いします】
特定健康診査の対象の方で、職場での健診や市指定医療機
関以外で人間ドックを受検した方は、健診結果を保険年金
課へ提出(郵送可)してください。特定健康診査を受けたと
みなし、健診結果を登録します。提供いただいた健診結果
は、統計や市の施策に活用します。
問い合わせ

保険年金課

内線142・143・197 FAX 973‐2120
{hoken@city.hanno.lg.jp

図書館 特別展
「食欲の秋！読書の秋！そして健康の秋！
～受けよう！特定健診＆特定保健指導！～」
健康をテーマに、保健師・管理栄養士が選ぶヘル
スケア関連書籍の展示・貸出を行います。
会場 図書館
日時 10/10（土）～11/8（日）
※休館日 月曜日

問い合わせ 図書館 TEL 972‐2114

お知らせ

令和2年度 がん検診・その他健診等のお知らせ
■後期
（11月～2月）集団検診（第二次募集）

■医療機関検
（健）
診

受付期間 10月7日（水）～各検診日の10日前
受付内容
（令和2年9月14日現在）

受付期間

検診日※3

会場

胃

肺

大腸

乳

美杉台地区行政センター

11/5（木） △

○

○

×

双柳地区行政センター※1

11/9（月） ×

×

×

×

加治東地区行政センター

11/18（水） △

○

○

△

加治地区行政センター

11/26（木） ×

○

○

×

保健センター（女性限定）

11/29（日） ×

×

×

×

南高麗地区行政センター

12/1（火） ×

○

○

○

12/11（金） ×

△

△

×

※1

保健センター

※1

保健センター

12/12（土） △

○

○

×

※2

1/17（日） △

○

○

×

※1・2
保健センター（女性限定）

1/23（土） ×

○

○

×

2/12（金） △

○

○

×

保健センター
保健センター

※1・2

○：空きあり

申込方法
問い合わせ

12月25日（金）必着
※定員に達した場合、受け付けを終了します。

△：残りわずか

受付内容

※1
※2
※3
※4

乳がん、子宮がん、肺がん・結核、大腸が
ん、前立腺がん、肝炎ウイルス、18歳から
39歳までの方の健康診査（胃がん検診は定
員に達したため受付終了）

胃、肺・結核、大腸、乳の4つのがん検診を午前に実施します。
追加した日程です。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、規模を縮小して実施
します。申し込みは必ず第2希望まで記入してください。
申込はがきは令和2年度版飯能市健康カレンダーに付属してい
ます。

メール予約フォーム

×：空きなし

①申込専用電話（974‐3471）※平日9：00～17：00 ②申込はがき※4 ③ファクス（974‐6558）
④メール（yoyaku@city.hanno.lg.jp）
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

「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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インフルエンザ予防接種のお知らせ
インフルエンザの流行は12月から3月とされており、ワクチンが十分な効果を維持する期間は接種後約2週間から約5か
月とされています。今年は、新型コロナウイルス感染症とインフルエンザが同時に流行することが懸念される中、こ
の冬に向けてインフルエンザワクチンの需要が高まる可能性があります。

■インフルエンザワクチン接種時期についてのお願い
今年は過去5年で最大量のワクチンの供給が予定されていますが、より必要とされる方が確実に接種できるよう、協力
をお願いします。65歳以上の方等（高齢者へのインフルエンザ予防接種助成の対象者の方）は10月1日以降早めの接種を
お願いします。その他の方は10月26日以降の接種への協力をお願いします。なお、医療従事者、基礎疾患を有する方、
妊婦、生後6か月後から小学2年生の方で接種を希望する方は、10月26日以降早めに接種してください。

■インフルエンザ予防接種への助成
・子どもへのインフルエンザ予防接種助成
助成対象期間 10月26日（月）～1月31日（日）の各医療機関の最終診療日まで
助成対象 接種日現在、飯能市に住民登録がある生後6か月から中学3年生の方
接種回数 13歳未満2回、13歳以上1回
費用 無料
持ち物 健康保険証、子ども医療費受給者証など住所・氏名・年齢の確認ができるもの、母子健康手帳
※万が一、予防接種の副反応によって健康被害が発生した場合、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済の対象となります。

・高齢者へのインフルエンザ予防接種助成
助成対象期間 10月1日（木）～1月31日（日）の各医療機関の最終診療日まで
助成対象 接種日現在、飯能市に住民登録がある①または②に該当する方
①接種当日65歳以上の方
②接種日当日60歳以上65歳未満で心臓、腎臓、呼吸器またはヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能に極度の障
害のある方（身体障害者手帳1級）
接種回数 1回
費用 1,000円（生活保護・中国残留邦人等支援受給者の方は免除）
持ち物 健康保険証、運転免許証など住所・氏名・年齢が確認できるもの
※接種対象②の方および生活保護・中国残留邦人等支援受給者の方は、事前に健康づくり支援課で手続きしてください。
※かかりつけ医が市外（埼玉県内）の方は、健康づくり支援課へ相談してください。

インフルエンザ予防接種助成対象医療機関
医療機関名
石井外科胃腸科医院
（972‐3867）
小川医院
（972‐0600）
河田小児科内科医院
（975‐3737）
小室クリニック
（972‐3061）
埼玉はんのうクリニック（973‐3311）
佐瀬病院
（973‐9191）
セントラルクリニック （974‐3251）
土屋医院
（977‐0008）
内科・胃腸科佐野医院 （971‐1811）
長嶋医院
（978‐1234）
名栗園診療所
（979‐0156）
名栗診療所
（979‐1125）
飯能医院
（972‐4029）
飯能クリニック
（974‐4171）
飯能耳鼻咽喉科医院
（973‐7993）
東吾野医療介護センター（978‐2000）

高齢者 子ども
○
○
○
○
○
○
○
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
●
○
○
○
○
○
●
○
○
○

※●印は、小学生以上のみ接種可

医療機関名
飯能整形外科病院
（975‐7575）
飯能靖和病院
（974‐2311）
飯能中央病院
（972‐6161）
はんのう内科・腎クリニック
（973‐7007）
飯能老年病センター
（974‐2500）
東飯能駅前クリニック
（974‐6633）
古川医院
（983‐0182）
細田耳鼻咽喉科医院
（972‐1441）
本町診療所
（972‐2440）
間柴医院
（983‐1660）
美杉台クリニック
（974‐5122）
水野クリニック
（972‐7137）
南高麗診療所
（972‐3807）
南飯能病院
（972‐7111）
武蔵の森病院
（983‐1221）
吉田内科胃腸科医院
（972‐8350）

高齢者 子ども
○
●
○
○
○
○
○
○
○
○
1歳以上
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

※日高市内の指定医療機関でも助成の対象になります。希望する方は、直接医療機関に問い合わせてください。

ロタウイルスワクチン定期予防接種のお知らせ
ロタウイルスワクチンが定期予防接種（公費負担）となります。ロタウイルスワクチンには、ロタリックス（1価）と
ロタテック
（5価）の2種類あり、ワクチンの種類によって接種回数と接種間隔が異なります。必ず接種前には、予診
票と同封のロタウイルス定期予防接種のお知らせを読み、医療機関の指示に従い、期間内の接種をお願いします。
対象 令和2年8月1日以降に生まれた乳児
開始時期 10月1日（木） ※対象者の方でも令和2年9月30日までに接種したものは、任意接種（自己負担）となります。

異なるワクチンの接種間隔に注意してください
令和2年10月1日（木）からワクチン接種後、別のワクチンを接種する際の間隔が変更になりました。詳しくは飯能市ホ
ームページをご覧ください。また、予防接種の際は医療機関の指示に従い、期限内の接種をお願いします。
問い合わせ
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里親になるには

特 別 な 資 格 は 不 要 で す が、
研修や面接、審査などを受け
る必要があります。児童相談
所や子育て支援課に問い合わ
せてください。
埼玉県所沢児童相談所
‐
‐

TEL

「 ふ だんの く らしの し あわせづくり」はんのうふくしの森プラン

保護を必要とする子どもた
ち が 健 や か に 育 つ た め に は、
温かい環境の中で家庭的な生
活が送れる里親家庭が増えて
いくことが社会的にも必要と
されています。今回は、実際
に里親となった市内在住のＴ
さんのお話しを紹介します。
子育て支援課
‐

TEL
９
７
８
５
６
２
７

里親制度を知っていますか？

里親制度と は

両親の病気や家庭の事情な
どさまざまな理由により家庭
で養育できない、あるいは保
護者の不適切な養育のため家
庭で暮らせない子どもたちを、
一時的または長期的に、里親
が保護者に代わって温かい愛
情と家庭的な雰囲気の中で育
てる制度を
「里親制度」
といい
ます。

「自分の運命は決まっている。変な親に育てられて、自分も
親のようになるだけだ。
」
と大声で暴れる子を前に、
「自分が虐待されたからといって、人を殴ったり、蹴飛ばし
たりが許される訳ではない。親を言い訳にしないの。
」
と叫び
返す私。
可愛いことに、窓ガラスや鏡等、当たらないように配慮し
て、一頻り暴れると
「疲れた。
」
と言い
「母ちゃん、クールダウ
ンしているの。
」
と言い、五分後には
「ごめんなさい。
」
と泣き
ながら謝る。
今こそ聞く耳を持っている貴重な時間だと思い、
「親と同じ
運命を辿る人ばかりではないのよ。努力をしてごらん、目標
を決めてね。人間は、失敗や間違いをするもの。お母さんも
人なんだから許してあげよう。
」
と語りかけた。
一生懸命に努力して、
「お母さんは不器用だったんだね。こ
れから自分が助けてあげるよ。
」って言えるくらい、
頑張ろう。
もちろん、簡単に親を許せるようにはならないだろう。時間
もかかるだろう。
私たちは、日常を家族と、当たり前のように営んでいます
が、交通事故、離婚、病気等思いもよらず、大切な宝物であ
る子どもたちを育てることができなくなってしまうことがあ
ります。また、精神的な問題で子どもの養育が出来ずに虐待
するなど、メディアでも途絶えることなく報じられています。
そのような家庭の子どもたちを余すことなく、自立に向けて
サポートするのが、施設や里親です。
我が家から巣立った里子が、休みの日に遊びに来て
「母ち
ゃんの親子丼、美味しい。
」
と、おかわりをして食べてくれる
と、この上なく嬉しいものです。自分の子も、他人の子も皆、
自分の子になっています。
里子たちには、大きな贈り物をいただいたと感謝しています。
生い立ちを言い訳にしないで、強く、たく
ましく、そして優しい子に育ってほしい、と
願います。
お知らせ

新入学児童生徒学用品費等(就学援助制度)の入学前支給について
■令和3年4月に飯能市立小学校に入学する子どもがいる
家庭
経済的な理由により就学させることが困難な保護者の方
（就学援助の要件に該当すると認定された方）に、新入学
児童学用品費等
（入学準備金）
を入学前の3月に支給します。
対象
（認定要件）
令和3年4月に飯能市立小学校に入学する子どもがいて、
①～⑦のいずれかに該当する世帯
※生活保護を受給中の方は支給対象外です（生活保護法により同等の費用が
支給されます）。

①生活保護法に基づく保護の停止または廃止の措置を
受けた世帯（令和2年4月～令和3年3月までの間）
②児童扶養手当を受給している世帯
③令和元年の所得において、世帯全員の市町村民税が
非課税または減免されている世帯
④国民年金保険料が減免されている世帯
⑤個人事業税または固定資産税が減免されている世帯
⑥国民健康保険税が減免または猶予されている世帯
⑦ ①～⑥以外で、経済的に困窮している世帯※1（生活
保護世帯に準ずる程度）
※1 通常、前年（令和元年）の収入により審査を行いますが、新型コロ
ナウイルス感染症の影響により世帯の収入が減少し、生計に急激
な変化が見られる場合は相談してください。

支給額 子ども1人につき5万1,060円
支給時期 令和3年3月中旬～下旬
※保護者の口座に直接振り込みます。なお、入学準備金の入学前支給後に、
転出などにより令和3年4月に飯能市立小学校に入学しない場合は、全額
を返還していただきます。

受付期間
申し込み

12月1日（火）～1月29日（金）
申請書と必要書類を学校教育課へ

※申請書は就学時健診の際に配布するほか、学校教育課、市内保育所・幼稚園
で配布しています。
※入学予定の小学校には提出できません。
※令和3年度就学援助制度を希望する方は、入学後に別途申請してください。
入学前支給を受けた方は、就学援助制度のうち「新入学児童生徒学用品費等」
の支給対象にはなりません。

■令和3年4月に飯能市立中学校に入学する子どものいる
家庭
令和2年度就学援助の認定を受けた方のうち、令和3年4
月に飯能市立中学校に入学する子どものいる保護者の方
に、中学校進学前の3月に新入学生徒学用品費等（入学準
備金）を支給します。
（就学援助の申請は、随時受け付け
ています。）
支給額 子ども1人につき6万円
問い合わせ

「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

学校教育課 TEL 973‐3018
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令和3年度

幼稚園・保育所の入園（所）申し込みが始まります

■市内幼稚園
①市立幼稚園

②私立幼稚園

③認定こども園
（幼稚園部分）

施設名
（所在地・電話番号）
名栗幼稚園
（上名栗2951 TEL 979‐0257）
飯能幼稚園
（山手町9‐14 TEL 973‐1332）
わかば幼稚園 （小久保146 TEL 972‐2781）
大東幼稚園
（永田530
TEL 975‐1550）
加治幼稚園
（川寺462‐2 TEL 973‐5444）
認定こども園 さゆり幼稚園 （緑町2‐5
TEL 973‐3456）
認定こども園 白鳥幼稚園
（岩沢1129 TEL 974‐2341）

入園申し込み
入園案内書・申込書の配布

10/15
（木）
～

申込受付（各園）
①11/2（月）
②③11/1（日）以降各園が指定する日
※詳しくは各園に問い合わせてください。

【幼児教育・保育の無償化について】
幼稚園に入園する方が無償化の給付を受けるには、入園申し込みの他に手続きが必要です。また、保育の必要性がある世帯が
幼稚園の預かり保育を利用する場合も、事前の申請により預かり保育料の一部が無償化されることがあります。手続き方法等
については、保育課から案内します。

■市内保育所
対象 市内在住で、家庭の事情（就労等）により日中「保育の必要性」が認められる小学校就学前の児童
申込書 10月1日
（木）
から保育課、市内各保育所
（園）
・認定こども園・小規模保育事業所、名栗地区行政センターにて配布
受付期間 11月2日（月）～18日（水） 8：30～17：15（土・日・祝日を除く）
※新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、窓口混雑緩和のため受付期間を設けます。可能な限り該当する期間内での申し込みに協力をお願いします。
※受付は先着順ではありません。受付の初日や最終日は大変混雑します（待ち時間平均1時間程度）。

① 11月2日（月）～ 市内認定こども園が第一希望の児童
（水）～ 市内私立保育園・小規模保育事業所が第一希望の児童
② 11月4日
③ 11月6日
（金）～ 市内公立保育所が第一希望の児童
受付場所 保育課
保育所等入所相談
※市内保育所（園）在籍児童は、在籍中の保育所（園）で受け付けします。ただし、
市外保育所（園）への転園希望がある場合は保育課で受け付けします。
※飯能市外の保育所を希望する場合は個別に問い合わせてください。
※マイナポータルによる電子申請も可能です。電子申請の場合でも、就労証明
書等の添付書類を保育課へ直接または郵送で提出する必要があります。

•通常、郵送での受け付けは行いませんが、新型コロナウイルス
感染症拡大防止の観点から、4月入所は郵送受付を行います。
郵送受付期限 11月18日（水）必着
※詳細は飯能市ホームページをご覧ください。

施設名
山手保育所
第二区保育所
富士見保育所
浅間保育所
市立保育所 加治保育所
加治東保育所
美杉台保育所
吾野保育所
原市場保育所
すぎのこ保育園
ぽかぽか保育園
飯能元氣保育園
私立保育園 飯能元氣保育園分園
シーザース クリーク チャイルドケア
シーザース クリーク チャイルドケア分園
Nicot飯能
認定こども園 認定こども園 さゆり幼稚園
（保育園部分） 認定こども園 白鳥幼稚園
小規模
わかば保育室 ※わかば幼稚園内
保育事業

保育所等への入所を希望し、子どもの発育・発達・
アレルギー等が心配な方は相談してください。
日時 10月26日（月）・27日（火） 9：00～11：00
会場 山手保育所
相談員 保育士、管理栄養士
申し込み 10月22日（木）までに保育課へ
TEL 973‐2119 FAX 973‐2120

所在地・電話番号
山手町19‐4
TEL 978‐8216
TEL 972‐3676
小瀬戸19‐1
双柳429‐1
TEL 972‐2112
TEL 973‐5101
双柳1185‐3
TEL 972‐2235
川寺531-4
岩沢1283‐1
TEL 974‐4547
美杉台1‐2‐1 TEL 972‐5851
長沢78‐1
TEL 978‐0004
原市場1048‐1 TEL 977‐0052
TEL 972‐5760
双柳87‐10
双柳1284‐1
TEL 974‐8300
TEL 975‐1288
永田547
永田544
TEL 975‐1288
TEL 978‐4000
双柳353‐121
川寺466‐2
TEL 978‐8448
TEL 980‐7828
南町1‐15
TEL 973‐3456
緑町2‐5
岩沢1129
TEL 974‐2341

受入年齢
満6か月から
1歳児から
1歳児から
1歳児から
1歳児から
満6か月から
満6か月から
1歳児から
満6か月から
産休明けから
産休明けから2歳児まで
産休明けから1歳児まで
1･ 2歳児
1歳児から
産休明けから2歳児まで
産休明けから
満10か月から
産休明けから

小久保146

1・2歳児

TEL 080‐8166‐8550

定員
150
60
100
100
60
100
100
45
100
60
60
30
38
56
23
60
105
90
12

【幼児教育・保育の無償化について】
3歳児～5歳児が保育所に入所（園）した場合、手続きなく保育料が無償化されます。また、保育所の入所(園)が保留の場合も、一
定の要件を満たす場合には認可外保育施設や一時預かりの利用料が無償化されます。

問い合わせ
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保育課 TEL 973‐2119

広報はんのう 10月１日号
市役所 ℡042‐973‐2111（代表） ℻042‐974‐0044

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

11/9（月）

保健センター

令和2年8月
身体計測、
育児相談
生まれの子ども 持ち物 母子健康手帳

乳児健診

11/10（火）

保健センター

令和2年6月
持ち物 母子健康手帳
生まれの子ども

個別に案内し
ています
1歳6か月児健診

11/17（火）

保健センター

平成31年4月
持ち物 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。

3歳児健診

11/24（火）

保健センター

平成29年7月
持ち物 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

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

10/9（金） 9:00～16:00

栄養相談
（予約制）

10/21（水） 9:00～16:00

※1人50分程度

11/4（水） 9:00～16:00

酒害相談会

10/16（金） 14：00～16：00 総合福祉センター

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

健康相談

10/21（水） 9:30～11:00 保健センター

メタボリックシンドローム・高血圧・脂質異常・高血糖・貧血・
骨そしょう症などの相談、血圧・体脂肪測定 対象 市内在住
の方 持ち物 健康手帳
（お持ちの方）

こころの健康相談
11/13（金） 13：15～
（予約制）

保健センター

身体計測、栄養士による個別相談

身体計測会
離乳食講習会

対象 家庭、学校、職場などでの人間関係やストレス、疲れて
いるのに眠れない等、さまざまな悩みや不安のある方、その
家族 相談員 臨床心理士 申し込み 健康づくり支援課へ

会場 保健センター

持ち物 母子健康手帳

※新型コロナウイルス感染症の感染を防止するため、居住する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 10/22（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
11/5（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
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）
℡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
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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※イベント等に参加する際は、
新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、
「身体的距離の確保」
「マスクの着用」
「手洗い・手指消毒」
への協力をお願いします。

～人と地域

誰もがかがやく健康のまち

はんのう～

歩こう、飯能。目指せ、ウオーキング人口３万人!!

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

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。

■永田山・久須美坂・横手渓谷・奥武蔵自然歩道を歩く
期日
11月3日
（火・祝） ※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→飯能観光案内所→横手台→永田山→久須美坂→武蔵横手駅→巾着田→高麗峠→市役所 ※約18㎞、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、スゴ足手帳
（お持ちの方は）
申し込み
10月30日
（金）
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

■あじさい街道を歩く
期日
11月14日
（土） ※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 吾野駅前
コース 吾野駅→たいら栗園→東吾野駅→武蔵横手駅→巾着田→高麗峠→市役所 ※約19㎞、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、スゴ足手帳
（お持ちの方は）
申し込み
11月10日
（火）
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

■第20回加治地区てくてくウオーク
期日
集合
コース

11月21日
（土） ※天候等による中止は、当日7：00以降に加治地区行政センター（℡972‐2313）へ
8：30 加治地区行政センター
加治地区行政センター→飯能河原→中央公園（食のテーマパーク見学・トイレ休憩）
→茜台大橋→美杉台公園
（昼食・
休憩）
→矢颪会館→加治橋→加治地区行政センター ※約10㎞、3時間
費用
無料
持ち物 弁当、飲み物、雨具、敷物、スゴ足手帳（お持ちの方は）
申し込み・問い合わせ 11月13日
（金）
までに加治東地区行政センターへ
℡974‐4546 ℻972‐9806 {kajih‐center@city.hanno.lg.jp

■第45回精明地区歩行ラリー
期日
集合
コース

11月23日
（月・祝） ※天候等による中止は、当日7：30以降に精明地区行政センターへ
8：15 精明地区行政センター
精明地区行政センター→飯能桜の森→加治神社（トイレ）→天覧山（トイレ）→南小畦川→精明地区行政センター
※約10㎞、3時間

費用
無料
持ち物 飲み物、筆記用具、雨具、スゴ足手帳（お持ちの方は）
申し込み・問い合わせ 11月13日
（金）
までに以下のセンターへ
精明地区行政センター ℡972‐2314 ℻972‐9804
双柳地区行政センター ℡972‐9900 ℻972‐9902
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広報はんのう 10月１日号
市役所 ℡042‐973‐2111（代表） ℻042‐974‐0044

{seimei‐center@city.hanno.lg.jp
{nami‐center@city.hanno.lg.jp

募集

募集

飯能市フィンランド協会マークデザインの募集
飯能市フィンランド協会が主催・後援する全ての事業・
イベント等に使用するマークデザインを募集します。
応募資格 どなたでも可
応募締切 11月6日（金）必着
応募方法
必要事項
（住所、氏名、年齢、電話番号、作品のイメー
ジ紹介文）を記入のうえ、作品とあわせて電子メールで
飯能市国際交流協会事務局へ
※複数作品の応募可。1作品につき1ファイル。
※ファイル形式は、JPEG、GIF、Wordファイルも可

顕彰点数
・最優秀賞
（採用作品） 1点（副賞：商品券5万円分）
・優秀賞 2点（副賞：ムーミンバレーパーク1デーパスペアチケット）
著作権等
採用作品の著作権等は飯能市フィンランド協会に帰属し
ます。詳細は協会ホームページに掲載している募集要項
を確認してください。
※飯能市フィンランド協会は、文化、教育、経済活動等の交流を通じて、フィ
ンランド共和国との友好関係を推進し、相互理解を深め、友好親善を図るこ
とを目的として設立されました。

問い合わせ

飯能市国際交流協会事務局
TEL 070‐6484‐8212 {info@hanies.org

飯能市・ブレア市姉妹都市
提携40周年記念写真展の写真募集
これまでの交流の軌跡を振り返るとともに、将来に向け
て幅広く、末永い友好関係が継続することを目的に写真
展を開催します。
募集作品 過去にブレア市との交流時に撮った景色の写
真とショートエピソード
※個人が特定できる人物の写った写真はご遠慮ください。

応募方法

必要事項
（住所、氏名、年齢、電話番号、写
真のショートエピソード）をご記入のうえ、
写真データと併せて電子メールで地域活動支
援課へ

※複数枚提出する場合、データ受信の兼ね合いから一度の送信につき1作品に
てお願いします。

募集期間

10月1日（木）～11月30日（月）

写真展 ※電子媒体でも公開予定
期間 令和3年1月26日（火）～2月3日（水）
会場 市民活動センター
問い合わせ

地域活動支援課 TEL 973‐2626
FAX 974‐6737 {jiti2@city.hanno.lg.jp

市民活動センター（丸広百貨店飯能店７階） 問い合わせ ℡978‐7551 ℻978‐7552 {minkatsu@city.hanno.lg.jp
※市役所駐車場を利用してください。丸広百貨店地下駐車場は有料です。

イベント

日

時

元気だ! 飯能!! まつりの 10/16(金)～11/1(日)
風景展
10：00～19：00

飯能市エコツーリズム

市内各所のまつりの写真や道具などを交流広場に展示

観光・エコツーリズム推進課 {eco2@city.hanno.lg.jp

秋のエコツアー 一覧
ツアー名

内 容

開催日時

内線636・637 FAX974‐6737
申し込み先・問い合わせ

①山岳ガイドのデイビッドと行く
～秋の奥武蔵初心者向けトレッ
キングツアー～

10/8・15・22・29（木）
定員 各日12人 費用 一人5,000円
8：45～14：30
申し込み 喜多川キャンピングベース（合田） ℡978‐5511
10/25（日）
{campingbase@kitagawa-cb.jp
8：35～14：30

②西川材でつくる家具Vol.7
「2WAYスツールをつくる」

10/10（土）
9：00～12：00

定員 5人 費用 一人6,000円
申し込み 西川バウム合同会社
{info＠nishikawa‐baum.jp

③キッズガイドがご案内！
田んぼの風に吹かれて
～稲刈り＆マコモダケ狩り～

10/11（日）
11：10～13：30

定員 20人 費用 大人2,500円、小学生以下1,000円
申し込み 認定こども園さゆり幼稚園
℡090‐9841‐5022 {madagascar.jun@hannousayuri.com

℡980‐7745

℻980‐7746

飯能エコツアー

▶

※飯能エコツアーは、
「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」を策定し、安心・安全に参加していただけるよう実施しています。
※申し込みの際は、氏名・連絡先・年齢・参加人数を伝えてください。
※費用にはガイド代、昼食代、保険代などが含まれますが、ツアーにより異なります。詳しくは「飯能エコツアー」で検索してください。

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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新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、
「身体的距離の確保」
「マスクの着用」
「手洗い・手指消毒」
への協力をお願いします。
※イベント等に参加する際は、
※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。

市民体育館 申し込み ℡972‐6506（9：00～21：00受付）
イベント

トレーニング
講習会

日

時

内 容

10/16（金）
19：00～21：00

トレーニング室の利用と器具の使用方法についての説明 対象 15歳以上の方
（中学生を除く） 定員 各10人（申込順） 費用 市内在住・在勤・在学の方、入間・
狭山・所沢・日高市在住の方200円 それ以外の方400円 持ち物 室内用運動靴、
運動のできる服装、タオル、マスク着用 申し込み 10/2（金）
～

10/24（土）
10：00～12：00

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）
イベント

会

場

第69回市民体育祭 市民体育館
柔道大会
サブアリーナ

日 時

11/15（日）
9：00

第12回市民シニア
飯能グリーン
12/3（木）
第16回飯能女子
カントリークラブ
ゴルフ大会

内 容

対象 市内在住・在勤・在学の方、全日本柔道連盟登録者またはスポーツ
安全保険加入者 競技内容 トーナメント・リーグ戦 競技部門 幼児、
小学生（1・2年生、3・4年生、5・6年生）、中学生（男子・女子）、高校生
有段男子、一般女子、一般男子（無段・有段） 申し込み 10/31
（土）
まで
対象 市内在住・在勤の方
（シニアは満60歳以上） 競技内容 前半9ホール
のスコアで順位決定、新ぺリア方式 定員 シニア80人、女子40人
費用 1人1万8,620円（参加費、プレイ費。当日集金） 申し込み 10/16
（金）
までにFAXで飯能市ゴルフ協会（℻972‐8050）へ
※大会名（シニアの部・女子の部別）、氏名、住所、電話番号を明記してください。

問い合わせ 飯能市ゴルフ協会℡972‐7088
対象 市内在住・在勤・在学の方 競技方法 男・女シングルス、トーナ
11/1
（日）
一般
第69回市民体育祭 市民体育館
メント・リーグ戦 競技内容 中学生の部、一般の部：1部（上級）、2部
（中
卓球大会
メインアリーナ 12/20
（日）
中学生 級）、3部（初級） 申し込み 一般の部10/13（火）、中学生の部11/20（金）まで

名栗げんきプラザ

申し込み TEL979‐1011 FAX979‐1013

{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

期

日

歴史＆地形ハイキング
発見！飯能のおもしろ歴史と
地形について

11/3（火・祝）

プラネタリウム無料公開

11/1（日）
・3（火・祝）
・
7（土）
・（
8 日）
・14（土）

内

容

対象 18歳以上 定員 20人 費用 1人2,000円（昼食付き）
申し込み 10/8（木）17：00まで【抽選】
定員 80人

時間 ①10：30～11：30 ②14：00～15：00 ※14日のみミニ
体験イベントを開催（10：00～16：00有料） 申し込み 当日窓口へ

いきいき体験活動事業①
パラスポーツ大会＆プチおやつ 11/15（日）
作り

対象 小中学校・特支の児童・生徒とその家族 定員 30人
費用 1人1,500円 申し込み 10/15（木）17：00まで【抽選】

わくわく未来事業②
11/29（日）
わくわくアウトドアクッキング♪

対象 登校に不安を抱える児童・生徒とその家族 定員 10人
費用 1人1,000円 申し込み 10/29（木）17：00まで【抽選】

親子お泊りプラン①
アツアツドラム缶ピザ作りと
プラネタリウムコンサート

対象 親子 定員 40人 費用 大人5,000円 小学生4,500円
幼児4,000円 申し込み 11/5（木）17：00まで【抽選】
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12/5（土）～6（日）

広報はんのう 10月１日号
市役所 ℡042‐973‐2111（代表） ℻042‐974‐0044

※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。

「ちふれASエルフェン埼玉」を応援しよう！
■2020プレナスなでしこリーグ2部
日程
10/4（日）14：00
10/11（日）13：00
10/17（土）14：00
10/25（日）13：00
10/31（土）14：00
11/7（土）14：00
11/15（日）13：00

第12節
（H）
第13節
第14節
（H）
第15節
第16節
（H）
第17節
第18節
（H）

※10チームがホーム＆アウェー方式で対戦し､各チーム18試合を行います。

対戦相手
オルカ鴨川FC
大和シルフィード
スフィーダ世田谷FC
バニーズ京都SC
ASハリマアルビオン
FC十文字VENTUS
FC十文字VENTUS

会 場
NACK5スタジアム大宮
大和なでしこスタジアム
川越運動公園陸上競技場
京都府立山城総合運動公園陸上競技場(太陽が丘）
川越運動公園陸上競技場
AGFフィールド
川越運動公園陸上競技場

※
（H）…ホームゲーム 試合はインターネット配信されていますので、ちふれASエルフェン埼玉公式サイトからご覧ください。
※
「ちふれＡＳエルフェン埼玉」は飯能市内に練習拠点を持ち、飯能市と地域連携協定を締結しています。

問い合わせ

スポーツ課

℡972‐6028

℻971‐2393

{taiiku@city.hanno.lg.jp

ちふれASエルフェン埼玉
公式サイト

児童センター
（総合福祉センター内） 申し込み ℡973‐0022（9：00～17：00受付｡休館日を除く) ℻973‐8941
{jido-c@hannosyakyo.or.jp

イベント

日

おもちゃの病院

時

※連名での申し込みは不可。

内 容

費用 無料（部品交換は実費） 対象 市内在住の18歳未満の児童のおも
ちゃ 受付期間 10/8（木）～26（月）まで（1人1点まで、先着8点。
）

10/28(水)

※人に害を与える危険性のある物や消毒のできない布製、紙製の物は不可。

移動図書館
「みどり号」
巡回予定
（11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

駐車場所
精明小学校

時間
10：20～11：00

11(水) さゆり幼稚園（専用駐車場）※
25(水) 東吾野地区行政センター
法光寺

11：20～12：00
14：00～14：40
15：00～15：40

飯能第二小学校
12(木)
中藤中郷自治会館
26(木)
永田台自治会館

旧南川小学校校庭

11：20～12：00
13：00～13：40
14：00～14：30
15：10～15：50

14：20～14：50

南高麗小学校

13：00～13：40

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

14：00～14：30
14：40～15：10

11：10～11：50

岩渕団地集会所

15：20～15：50

13：10～13：50

加治東小学校
6(金)
双柳小学校
20(金)
双柳地区行政センター

10：20～11：00

14：10～14：50

※10月からさゆり幼稚園の駐車時間が変更になりました。

11月

原市場地区行政センター
4(水)
原市場小学校
18(水)
金錫寺

時間
10：10～10：50

芦苅場駐車場（シルバーハウス）

10：10～10：50

13(金) 北川（スクールバス間野バス停前）
27(金) 吾野地区行政センター

駐車場所
名栗小学校

13：20～14：00
15：20～15：50

奥武蔵小学校

期日

13：20～14：00
14：10～14：40

市民体育館 毎週月曜日(23日を除く)､24日(火)
市民会館 毎週月曜日(23日を除く)､24日(火)
市民活動センター なし

南高麗・原市場福祉センター
毎週月曜日､3日(火･祝)､24日(火)

トーベ・ヤンソンあけぼの子どもの森公園
毎週月曜日(23日を除く)､24日(火)

博物館
毎週月曜日(23日を除く)､4日（水）、24日(火)

主な施設の
休館・休業日 観光案内所（国道299号）
毎週月曜日(23日を除く)､24日(火)
観光案内所（飯能駅）なし
さわらびの湯 4日（水）

総合福祉センター 3日(火･祝)､23日(月･祝)､29日(日)

図書館・こども図書館
毎週月曜日(23日を除く)､27日(金)
図書館名栗分室･富士見分室
毎週月曜日､3日(火･祝)､27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。参加する際は、
「身体的距離の確保」
「マスクの着用」
「手洗い・手指消毒」
への協力をお願いします。
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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わたしたちのまちHANNO

防災協定を締結しました

8月、
株式会社チーム関東
（飯能市川寺）
と
「災害時における無人航空機
（ドローン）
を活用した被害状況調査等に関する協定」
、
ムサシ王子コンテナー株式会社
（入間市）
と「災害時における物資提供等の協力に関する協定」を締結しました。いずれも、
防災・減災対策の更なる充実、強化を図ることを目的としています。
←大久保市長（左）
とムサシ王子コン
テナー株式会社
代表取締役社長
横溝誠司氏（右）

←株式会社チーム
関東専務取締役
関口栄成氏
（左）
と
株式会社チーム関
東会長 関口修氏
（中）
と大久保市長
（右）

※調印式当日、写真の
段ボールベッドが
飯能市に提供され
ました。

市民会館 ℡972‐3000 ℻972‐3007
〔休館日 : 月曜日（祝日の場合は翌日）

市民会館からのお知らせ
タクフェス第8弾『くちづけ』

2010年の初演以来、映画化も果たした本作の、初の埼玉(飯能)公演が決定しました。
物語は、本庄市にある架空のグループホームを舞台に、知的障がい者とその家族の日常が実話を
元に描かれています。

【出演】

金田明夫、小島藤子、松田るか、岸田タツヤ、倉田茉美、柴田理恵、かとうかず子
斉木しげる、宅間孝行 ほか
【作•演出】 宅間孝行

10/16（金）市民会館大ホール

開場15：00

開演16：00

全席指定(本編映像配信視聴券付き) 7,500円(税込)
【チケット発売】
チケットの販売については、市民会館へ問い合わせてください。

よしもとお笑いライブ in 飯能

11/23（月・祝）

公式ホームページ

市民会館大ホールにて開催予定です。

※出演者、開演時間、チケット発売等の詳細は市民会館ホームページ等で随時公表します。

各 地 区 文 化 祭
自然講座「カヤネズミの巣を見に行こう」
天覧山周辺でカヤネズミの巣を観察し、室内でカ
ヤネズミについての話を聞きます。
日時 10月24日（土） 9：15～12：00（受付9：00）
※雨天の場合は、10月31日（土）午後に延期

集合
講師

博物館
つ し ま りょういち
対馬良一氏（全国カヤネズミネットワーク）

定員
対象

8人（申込順）
小学生以上（小学生は保護者同伴）

費用 200円（保険料など）
持ち物 飲み物、雨具、帽子、長袖・長ズボン、
長靴、軍手、筆記用具
申し込み 10月7日（水）9：00か ら 電 話・FAX・ メ
ールで博物館へ
※FAX・メールの場合は、件名「自然講座」
・氏名・年齢・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

■第二地区（第二区公民館 TEL 972‐6784）
作品展示会

■精明地区（精明公民館
作品展示会

作品展示会
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TEL 972‐2314）

10/1（木）～12/28（月） 8：30～17：15
※土・日・祝日を除く

■双柳地区（双柳公民館

TEL 972‐9900）

11/14（土）・15（日） 9：00～16：00
※15日は14：00まで

■加治地区
【加治】(加治公民館 TEL 972‐2313)
作品展示会

11/13（金）～15（日） 9：00～16：00
※15日は13：00まで

【加治東】
（加治東公民館 TEL 974‐4546）
盆栽展

11/14（土）・15（日） 9：00～17：00
※15日は16：00まで

■南高麗地区（南高麗公民館 TEL 972‐2805）
作品展示等

10/21（水）～10/26（月） 9：00～16：00

※10/25（日）は、南高麗ワンデーウオークを同時開催

■吾野地区（吾野公民館
作品展示会

広報はんのう 10月１日号
市役所 ℡042‐973‐2111（代表） ℻042‐974‐0044

11/14（土）・15（日） 9：00～16：00
※15日は15：30まで

TEL 978‐1211）

10/5（月）～12/25（金） 8：30～17：15
※土・日・祝日を除く

※新型コロナウイルス感染症の影響により、上記以外の催しの中止が決定しまし
た。また、内容の一部変更や中止となる場合があります。内容・時間など詳細
については各地区行政センターだよりや飯能市ホームページをご覧ください。

博物館・市民会館連携事業
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山里に咲いた芸
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令和２年

会

場

飯能市立博物館きっとす
特別展示室

開館時間

午前９時～午後５時

休 館 日 毎週月曜日（１１月２３日除く）、

令和2年

１２月６日（日）

開場 午後１時 開演 午後１時３０分

飯能市市民会館
大ホール

１１月４日、
１１月２４日

太夫と幻の
「片瀬人形」

よ た ゆ う

山里に咲いた芸

ち

博物館・
市民会館
連携事業

さつ ま

かつて飯能の山里に説経師の親子がいました。その名は、薩摩千代太夫。
ふう び
特に、子の四代目薩摩千代太夫は、明治から昭和にかけて一世を風靡し

説経師・薩摩千代
「落合家人形芝居及び説経節関連資料」飯能市指定有形民俗文化財指定記念

説経節と

特別展 山里に咲いた芸
―説経師・薩摩千代太夫と幻の「片瀬人形」―

飯能市立博物館
きっとす特別展

飯能市市民会館主催公演

説経節は中世に起源をもつ語りの芸です。かつては説経節を語る説経師
が各地で活躍しており、素語りのほか人形芝居の伴奏として演じられて
いました。
このたび、市内虎秀の落合家に遺された説経節や人形芝居に関係する資
料群が
「落合家人形芝居及び説経節関連資料」として市の有形民俗文化財
に指定されたことを記念し、博物館および市民会館による「説経節」をテ
ーマとした特別展と公演会を開催します。
飯能の山里に咲いた芸「説経節」をお楽しみください。

－説経節－

全席指定 1,000円

た説経師・初代若松若太夫も一目置いた名人でした。
八王子車人形
本展では、山里に咲いた芸
「説経節」と「落合家人形芝居用具及び説経節
飯能市市民会館
関連資料」の世界を紹介します。
公演会
日時 10月18日(日)～12月13日(日)
山里に咲いた芸 －説経節と八王子車人形－
9:00～17:00(入館は16:30まで)
に し か わ こ りゅう
※休館日：毎週月曜日
（１１月２３日除く）、１１月４日
（水）、１１月２４日
（火）
八王子車人形の祖・初代西 川古 柳 は、阿須村（現・
会場 博物館
飯能市大字阿須）出身です。そんな飯能ゆかりの八
王子車人形芝居と説経節がコラボレーションします。
関連講座
日時 12月6日（日） 13:30（開場13:00）
開場 市民会館大ホール
①
「説経節若松派と飯能」
出演 八王子車人形西川古柳座、説経節の会
日時 11月1日（日）14:00～16:00
三代目 若松若太夫
講師 三代目 若松若太夫氏
（説経節若松派家元）
さんにんさん ば そう
しの だ づま
くず
は こ わか
②
「説経節考―親の物語から子の物語へ―」
『信太妻 葛の葉子別れの段』
演目 『三人三番叟』
お ぐりはんがん
や とり
日時 11月15日（日）14:00～16:00
『小栗判官 矢取の段』
う え だ かおる
講師 上田薫氏（日本大学教授）
入場料 全席指定1,000円
※ソーシャルディスタンスに配慮し、席の間隔を空けて開催します。
会場 市民会館会議室202
チケット販売所・発売日
定員 各回30人(申込順)
・市民会館 10月3日(土)9:00～(窓口販売のみ)
申し込み 10月8日(木)9:00～電話、FAX、メールで
10月4日(日)8:30～(電話予約可)
博物館へ
・地域活動支援課
※ＦＡＸ・メールの場合は、件名
「特別展関連講座」、参加希望日、
氏名、住所、電話番号を明記してください。
10月6日(火)9:00～(窓口販売のみ)
問い合わせ 博物館 TEL 972-1414 FAX 972-1431
問い合わせ 市民会館 TEL 972-3000 FAX 972-3007
{museum@city.hanno.lg.jp
{shimin-k@city.hanno.lg.jp
愛称：きっとす

公式
ツイッター

公式
フェイスブック

身近な自然 再発見!

キバナアキギリ

シソ科にはめずらしい

「広報はんのう」
が
スマホでみられます!

飯能市役所

夏の

終わりから秋にかけて、

マチイロ

公式
インスタグラム

124

黄色の花を咲かせる。
花の姿はちょっとサル

公式
ご当地アプリ

ビアに似ている。山地

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

是非見つけてみて下さい。今年は例年と違うことが

ＵＲＬ

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

て木々は色づいてくれるだろう。

や沢沿いで咲いているのを目にすることがあるので、
多い、でも自然はいつも通り秋には秋の花を、そし

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10月1日号
発行日／毎月1日

飯能市の人口
◦総人口
◦世帯数

No.1533

編集・発行／飯能市情報戦略課
令和 2 年 9 月 1 日現在 （

79,264 人 （－ 14） ◦男
35,450 世帯
（＋ 8） ◦女

）内は前月比

39,688 人（
0）
39,576 人（－ 14）

（撮影場所：名栗湖)
国民健康保険税
5期
今月の
3期
納 税 市県民税(普通徴収)
納付は便利な口座振替で！
納税の相談はお早めに

納期限
11月2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。

