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KEY WORD 一般会計歳入を読み

解くカギとなる用語

【地方譲与税】国が徴収した税金を、一定の基準に

基づき市町村に譲与するお金です。

【地方交付税】全国一律の行政サービスを行えるよ

うにするために、国から交付されるお金のことです。

【国庫支出金】法令で決まっている事務や国と協力して行う

事業などに対して、国から交付されるお金のことです。

【県支出金】特定の事務や事業に必要な財源として、県が町

に交付するお金のことです。

【繰越金】決算でお金が余った場合に、翌年度の財源として

繰り越すお金のことです。

【町税】町民税、固定資産税、軽自動車税、町たば

こ税といった税金のことです。

　令和２年度一般会計と特別会計決算が、９月議会

定例会で認定されましたのでお知らせします。

　決算とは、１年間に町に入ったお金と使ったお金

を数字で表したものです。皆さんが納めた税金や国・

県からの補助金は、道路などの生活基盤の整備や健

康づくりのための介護予防体操といった福祉の充実

を図るなど、魅力あるまちづくりのために使われて

います。

令和令和２２年度年度 決算報告決算報告

特
別
会
計

◆町税◆町税

34 億 2347 万円34 億 2347 万円

（34.5%）（34.5%）

◆国・県支出金◆国・県支出金

33 億 9021 万円33 億 9021 万円

（34.2%）（34.2%）

◆地方交付税◆地方交付税

10 億 873 万円10 億 873 万円

（10.2%）（10.2%）

◆町債◆町債

6 億 9240 万円6 億 9240 万円

（7%）（7%）

◆各種交付金◆各種交付金

5 億 6425 万円5 億 6425 万円

（5.7%）（5.7%）

◆繰越金◆繰越金

4 億 3656 万円4 億 3656 万円

（4.4%）（4.4%）

◆その他◆その他

2 億 4199 万円2 億 4199 万円

（2.3%）（2.3%）

◆地方譲与税◆地方譲与税

1 億 1747 万円1 億 1747 万円

（1.2%）（1.2%）
◆寄附金◆寄附金

4944 万円4944 万円

（0.5%）（0.5%）

◆総務費◆総務費

29 億 9324 万円29 億 9324 万円

（32.6%）（32.6%）

◆民生費◆民生費

20 億 9992 万円20 億 9992 万円

（22.9%）（22.9%）

◆消防費◆消防費

9 億 321 万円9 億 321 万円

（9.8%）（9.8%）

◆教育費◆教育費

8 億 2696 万円8 億 2696 万円

（9%）（9%）

◆土木費◆土木費

7 億 3288 万円7 億 3288 万円

（8%）（8%） ◆衛生費◆衛生費

6 億 1749 万円6 億 1749 万円

（6.7%）（6.7%）

◆公債費◆公債費

6 億 369 万円6 億 369 万円

（6.6%）（6.6%）

◆農林水産業費◆農林水産業費

2 億 3658 万円2 億 3658 万円

（2.6%）（2.6%）

◆議会費◆議会費

9407 万円9407 万円

（1%）（1%）

◆災害復旧費◆災害復旧費

4225 万円4225 万円

（0.5%）（0.5%）

◆その他◆その他

2981 万円2981 万円

（0.3%）（0.3%）

　歳入は、町にどこから、いくらお金が入った

かを表すものです。令和２年度一般会計決算額

は、企業進出による固定資産税などの町税や地

方交付税、町債などが増加したこと、加えて、

特別定額給付金（１人一律 10 万円）給付事業

の実施による国庫支出金の大幅な増加により、

前年度と比較し 28 億 3070 万円（39.9％）増

の 99 億 2452 万円となりました。

　町税全体では、前年度比 0.06％増加し、歳

入に占める町税の割合は 34.5％となっており、

町税、使用料および手数料などの自主的に収入

することができる自主財源の割合は前年度より

17.3％減少し、41.8％となりました。

一般会計歳入一般会計歳入

　歳出は、町がどんなことにいくらお金を使った

かを表すものです。令和２年度一般会計決算額は、

前年度と比較して 25 億 2284 万円（37.9％）増の

91 億 8010 万円となりました。

　特別定額給付金給付事業による総務費の増や防

災行政無線再構築工事による消防費の増が主な増

加要因となっています。一方で、埼玉県中部資源

循環組合負担金などの減により衛生費が、道路改

良事業費の減により土木費が減少しています。

～主な歳出～
【総務費】

　諸計画の推進、電算システムの管理、一般的な

事務運営のための経費

◆特別定額給付金給付事業「19 億 9008 万円」 

◆パソコンや電算システムなどの情報管理事業

「9375 万円」

【民生費】

　障害者・高齢者の福祉や子育て支援などのため

の経費

◆障害者への自立支援事業「4 億 6672 万円」

◆保育園保育事業「1 億 740 万円」

【消防費】

　災害防除（災害を未然に防ぐための対策）や、

災害が発生した場合の被害を減らすための経費

◆防災無線管理事業「2 億 9961 万円」

◆災害対策事業「7369 万円」

一般会計歳出一般会計歳出

一般会計歳出

　　億　　　　　万円

前年度比
25 億2284 万円増

（37.9％）

91 801091 8010

一般会計歳入

　　億　　　　　万円

前年度比
28 億3070 万円増
（39.9％）

99 245299 2452

　

特
別
会
計
は
一
般
会
計
と
区
分
し
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特
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な
事
業
を
行
う
場
合
な
ど
に
設
け
る
こ
と
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き
る
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会　計　名 歳　　入 歳　　出 差　引　額

特別会計 

国 民 健 康 保 険 25億516万円 23億7144万円 1億3372万円

学 校 給 食 費 5485万円 5454万円 31万円

介 護 保 険 18億4751万円 17億7059万円 7692万円

後期高齢者医療 2億2975万円 2億2218万円 757万円

企業会計
(水道事業)

収 益 的 収 支 4億5360万円 4億3973万円 1387万円

資 本 的 収 支 1億7054万円 3億968万円 △1億3914万円

企業会計
(下水道事業)

収 益 的 収 支 5億545万円 4億4409万円 6136万円

資 本 的 収 支 6億5327万円 7億3324万円 △7997万円

　※企業会計の資本的収支の不足額は内部留保資金などで補てんしました。
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基金（町の貯金）

 基金は、特定の目的のために財産を維持し

たり、資金を積み立て運用するために設けら

れる町の貯金であり、町では９つの基金を設

けております。

　主なものとして、財政調整基金は年度によ

って生じる財源の不均衡を調整するための基

金です。公共施設整備基金は公共施設の整備

をするための基金です。災害救助基金は大規

模な災害発生時に町民への支援を行うための

基金です。

町債（町の借金）

　町債は、町が抱える借金のことです。施設

を新しく建てたり、長く利用できるよう大規

模な改修を行うためには、たくさんのお金が

必要となります。その負担を今の住民の方だ

けではなく、将来の住民の方と負担を分け合

い、世代間の負担の公平を図るために町債と

して調達しています。

　町債のうち、臨時財政対策債は、国の地方

交付税総額の財源不足額を代替するもので、

その元利償還金は、後年度に国から全額補て

んされます。

指標の種類 川島町
国が定める基準 県平均

早期健全化基準 財政再生基準 全体

①実質赤字比率 赤字なし 14.79 20.00 ‐

②連結実質赤字比率 赤字なし 19.79 30.00 ‐

③実質公債費比率 4.6 25.00 35.00 5.00 

④将来負担比率 29.6 350.00 ‐ 16.00 

※４つの指標のうち 1 つでも国の基準を超えると、財政再建に取

り組むこととなります。

①福祉、教育、まちづくりなどを行う一般的な会計の赤字の程度　②町のすべての会計を合わせた赤字の程度

③借入金の返済額などの負担が年収に占める割合　④借入金残高などから、将来財政を圧迫する可能性

指標について

町の財政状況は健全

　財政健全化指標は、町（地方公共団体）の

財政状況を判断するための指標です。

　令和２年度の決算に基づき算定された指標

は、いずれの指標も早期健全化基準を下回り、

健全性を示しています。

区分 川島町 経営健全化基準

水道事業会計 ー 20.0

下水道事業会計 ー 20.0

①川島町では下水道事業と水道事業のみ算定。
②資金不足が無いため「ー」表示となります。
③経営健全化基準を超えると、経営健全化計画の策定が

義務付けられます。

公営企業会計も健全

　資金不足比率とは、公営企業の資金不足額（赤

字額に相当するもの）が事業規模（料金収入など

の事業収入）に対して、どのぐらいの割合になる

かを示す指標であり、川島町の公営企業は資金不

足になっていませんので健全といえます。

町債残高の推移（百万円）

平成 30 年度平成 30 年度

6,4356,435

国が後年度に

補てん

区　分 令和２年度末現在高

財政調整基金 8億7897万円

公共施設整備基金 4億69万円

災害救助基金 2億円

育英資金貸付基金 2000万円

福祉資金貸付基金 400万円

土地開発基金 7072万円

国民健康保険特別会計財政調整基金 3億5289万円

介護保険給付費準備基金 1億4252万円

菅間一元歴史文化基金 5000万円

合 　計 21億1979万円

令和元年度令和元年度

6,1936,193

令和３年度令和３年度

6,3126,312

■臨時財政対策債臨時財政対策債

■その他の町債その他の町債

【令和２年度決算】

新型コロナウイルス感染症対策
川島町で実施した主な事業

【民生分野】【民生分野】

①新生児特別定額給付金給付事業 「560 万円」
特別定額給付金の対象外となる４月 28 日以降に出生した新生児に

対する 10 万円の給付

②ツインデミック対応予防接種助成事業 「2940 万円」
新型コロナウイルス感染症とインフルエンザの同時流行に備え、

生後６カ月から中学生および妊婦、65 歳以上の高齢者を対象にイ

ンフルエンザ予防接種費用を助成

【商工分野】【商工分野】

①新しい生活様式対応事業者応援事業 「381 万円」
「新しい生活様式」に対応した感染症対策を実施した町内中小事業

者に対して３万円の給付

②中小企業経営継続応援事業 「300 万円」
セーフネット保証などの認定を受け、一定の要件を満たした資金繰

りに窮する町内中小事業者を対象として 10 万円の給付

③おうちで食べよう応援事業 「340 万円」
町内飲食店の支援と外出自粛のお願いを兼ね、対象者に３千円分の

クーポン券を配布

④元気な買い物応援事業　「1538 万円」
売上が減少している町内事業者の支援として対象世帯に町内共通商

品券５千円分を配布

【教育分野】【教育分野】

①教育施設衛生基準向上事業 「509 万円」
避難所となる各中学校のトイレ洋式化および洗面台を自動水洗にす

るなど、衛生基準を高めることで感染症対策に配慮した環境を整備

（令和２年度：設計、令和３年度：工事を実施）

②準要保護児童・生徒臨時給付金給付事業　「438 万円」
準要保護児童・生徒の保護者に対し、経済的負担の軽減を目的に、

児童・生徒１人あたり３万円を給付

③高校生学習応援事業 「559 万円」
臨時休校により学習時間が減少している町内在住高校生を支援する

ため、１万円分の図書カードを配布

　町ではこれらのほか、町内全世帯へのマスクの配布、各公共施設における感染拡大防止のための備品や消耗

品の整備など、様々な事業を実施いたしました。今後も引き続き感染拡大防止に努めてまいります。

【問合せ】　政策推進課　政策・財政グループ　☎ 299-1752

45144514
44624462 44354435

19211921 17311731 18771877

　ここでは、新型コロナウイルス感染症に対応するため、国より交付された「地方創生臨時交付金」を充てた

令和２年度事業の一部を紹介します。また、町では令和２年度に引き続き、令和３年度も感染症対策事業を実

施しています。
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避難しない（自宅にとどまる）理由はなんですか？避難しない（自宅にとどまる）理由はなんですか？

　自宅にとどまり浸水した場合は、場所によっては２階まで浸水

し、命の危険があります。ライフライン（電気・ガス・水道）が

使用できず、復旧するには数週間かかります。また、多くの方を

一軒一軒救助するには時間がかかり、すぐに救助されるとは限り

ません。移動が困難な場合は、事前に親戚や知人、地域の方など

に支援してもらうよう検討しましょう。

避難しないことにより命の危険が高まります。
命を守る最善の行動を検討しましょう。

どこの町内緊急避難場所に避難しますか？どこの町内緊急避難場所に避難しますか？

町内の緊急避難場所は、逃げ遅れた方や町外
への避難が困難な方の避難場所です。できる
だけ広域避難を検討しましょう。

　町内の小中学校などの緊急避難場所は、浸水の恐れのな

い高層階のみの避難となり、混雑が予想されます。できる

だけ、町外の親戚や知人宅、広域避難場所への避難を検討

しましょう。

※表の「その他３か所」は、GLP、オータ、プロロジスパー

クです。

町が協定した町外の広域避難場所に避難する方に伺います町が協定した町外の広域避難場所に避難する方に伺います

どこの広域避難場所に避難しますか？どこの広域避難場所に避難しますか？

同じ避難場所に集中すると混雑します。
複数の避難場所を検討しましょう。

　町外の広域避難場所は、１か所に集中すると道路の渋滞や

駐車場が混雑することもあります。複数の避難場所を検討し

ましょう。また、町では、避難場所の混雑情報をかわべえメ

ールや町ホームページで配信します。災害情報を収集すると

ともに、避難の際は非常用持ち出しバックを持参しましょう。

町外の親戚や知人宅、職場などに避難する方に伺います町外の親戚や知人宅、職場などに避難する方に伺います

避難先の所在地を教えてください避難先の所在地を教えてください

町外の親戚や知人宅、職場やホテルなどに避
難する場合は、道路の混雑を想定し、早めに
避難しましょう。

　町外への避難では、道路の渋滞など混雑が予想されます。

なるべく混雑を避けるため避難する際は、町からの「避難

指示」を待たず、早めの避難をお願いします。

【水害対策に関する主なご意見】

◆堤防を高く強固なものにしてほしい。

◆河川敷の雑木を撤去して水の流れをよく

してほしい。

◆早急に高い盛土の避難場所の整備を望み

ます。

【調査対象】【調査対象】町内全世帯町内全世帯

【調査期間】【調査期間】７月末～８月末まで７月末～８月末まで

【調査方法】【調査方法】

①各自治会を通じて調査表を全戸に配布①各自治会を通じて調査表を全戸に配布

（郵送および WEB 回答）（郵送および WEB 回答）

②町ホームページに掲載し WEB 回答②町ホームページに掲載し WEB 回答

【回収数】【回収数】2299 世帯（回収率 35％）2299 世帯（回収率 35％）

　町では、一昨年の台風 19 号を教訓に、新たに水防体制を　町では、一昨年の台風 19 号を教訓に、新たに水防体制を

見直しするなど水害対策を進めています。大規模な水害時見直しするなど水害対策を進めています。大規模な水害時

に河川が氾らんすると、町内全域が浸水することが考えらに河川が氾らんすると、町内全域が浸水することが考えら

れ、命を守るためには町外への広域避難が重要です。れ、命を守るためには町外への広域避難が重要です。

　このため、町民の皆さんが水害時にどのような避難行動　このため、町民の皆さんが水害時にどのような避難行動

をするのかを把握するため、「水害時の避難に関する実態調をするのかを把握するため、「水害時の避難に関する実態調

査」を実施しました。査」を実施しました。

　今月は、調査の概要や主な調査結果をお知らせします。　今月は、調査の概要や主な調査結果をお知らせします。

町では、これらの調査結果をさらに詳しく分析し、今後の町では、これらの調査結果をさらに詳しく分析し、今後の

水害対策を進めていきます。水害対策を進めていきます。

町外の親戚知人宅 町内の緊急避難場所
町外の広域避難場所 避難しない（自宅にとどまる）
町外の職場・ホテル等

◆町外の◆町外の

親戚知人宅親戚知人宅

（34%）（34%）

町外避難 54％、町内避難 34％、避難しない 12％

　河川が氾らんするなど大規模な水害発生時には、町内の大

部分が３ｍ～５ｍ以上の浸水が想定されます。自宅にとどま

っての垂直避難や町内の緊急避難場所では、そこが孤立して

しまい救助を待つ状況になることが考えられます。安全な町

外への広域避難を進めましょう。◆町内の緊急避難場所◆町内の緊急避難場所

（34%）（34%）

◆町外の◆町外の

広域避難場所広域避難場所

（13%）（13%）

◆避難しない◆避難しない

（自宅にとどまる）（自宅にとどまる）

（12%）（12%）

◆町外の職場・ホテルなど◆町外の職場・ホテルなど

（7%）（7%）

埼玉県こども動物自然公園 第一プラザ坂戸１０００
ヘイワールド DSTATION坂戸店
その他

◆埼玉県こども◆埼玉県こども

動物自然公園動物自然公園

（33%）（33%）

◆第一プラザ◆第一プラザ

坂戸 1000坂戸 1000

（17%）（17%）
◆ヘイワールド◆ヘイワールド

（13%）（13%）

◆ D'STATION 坂戸店◆ D'STATION 坂戸店

（12%）（12%）

◆その他 9 か所◆その他 9 か所

（25%）（25%）

伊草小学校 中山小学校 コミュニティセンター
西中学校 旧出丸小学校 川島中学校
その他

◆その他 3 か所◆その他 3 か所

（15%）（15%）
◆伊草小学校◆伊草小学校

（22%）（22%）

◆中山小学校◆中山小学校

（17%）（17%）

◆コミュニティ◆コミュニティ

センターセンター

（14%）（14%）

◆西中学校◆西中学校

（12%）（12%）

◆旧出丸小学校◆旧出丸小学校

（10%）（10%）

◆川島中学校◆川島中学校

（10%）（10%）

【よせられた理由】

◆高齢などによる移動困難：29％

◆自宅で垂直避難する：26％

◆ペットがいるため：16％

◆避難所への不安：4％

◆感染症などへの不安：3％

◆その他：22％

川越市 東松山市 坂戸市 桶川市 鶴ヶ島市 さいたま市 その他

◆その他◆その他

（33%）（33%）

◆川越市◆川越市

（23%）（23%）

◆東松山市◆東松山市

（19%）（19%）

◆坂戸市◆坂戸市

（9%）（9%）

◆桶川市◆桶川市

（6%）（6%）

◆鶴ヶ島市◆鶴ヶ島市

（5%）（5%）

◆さいたま市◆さいたま市

（5%）（5%）

水害が発生する可能性がある場合どこに避難しますか？水害が発生する可能性がある場合どこに避難しますか？１１

２２

３３

４４

５５

【避難に関する主なご意見】

◆早めに避難所を開いてほしい。

◆防災無線で正確な避難情報がほしい。

◆町外の広域避難所の協定はありがたいが、交通渋

滞が心配。

◆町内の緊急避難所の受け入れ体制や混雑が心配。

町民の皆さんには、実態調査にご協力をいただきありがとうございました。町民の皆さんには、実態調査にご協力をいただきありがとうございました。

ご自身やご家族の命を守るため、最善の避難行動を検討し、町外への広域避難ご自身やご家族の命を守るため、最善の避難行動を検討し、町外への広域避難

を進めましょう。詳しくはホームページをご覧ください。を進めましょう。詳しくはホームページをご覧ください。

「水害時の避難に関する実態調査」
結果をお知らせします
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問合せ： 総務課　庶務・人権グループ　☎ 299-1753

川島町 50 歳の誕生日に向けて川島町 50 歳の誕生日に向けて

町制施行 50 周年記念ロゴマーク決定！町制施行 50 周年記念ロゴマーク決定！

　「町制施行 50 周年記念ロゴマーク」を募集したと

ころ、全国から 153 名、226 作品の応募がありました。

　町職員プロジェクトチームなどによる一次審査、

町制施行 50 周年記念ロゴマーク選考委員会による二

次審査後、町内小中学校の児童・生徒の投票により

採用作品を決定しました。

ロゴマーク制作者

若杉 俊一郎さん

（大分県大分市在住）

掲載の広告は、あくまでも営業広告であり、町として推薦、公認、販売促進などを行って

いるものではありません。内容についても町が責任を負うものではありません。

問合せ： 総務課　庶務・人権グループ　☎ 299-1753

町民・町民団体・企業の皆さん町民・町民団体・企業の皆さん

50 周年を一緒に盛り上げませんか！50 周年を一緒に盛り上げませんか！

　事業に「川島町町制施行 50 周年」の冠を付け、

ロゴマークを入れて、町制施行 50 周年を一緒に盛

り上げていただける町民・町民団体・企業を募集し

ます。

【冠事業には】①町ホームページなどで事業の周知

を行います。② PR グッズをお貸しします。

【対象】町内で活動する個人、団体または企業などが、

令和４年１月１日～ 12 月 31 日の間に行う事業

【申込み】冠、ロゴマークの使用開始 1 か月前までに

申請書を持参、郵送またはメールで提出。申請書

は窓口か町ホームページでダウンロードできます。

【募集期間】11 月１日～令和４年 11 月 30 日

※詳しくは、町ホームページをご覧ください。

町制施行50 周年事業町制施行50 周年事業

問合せ：政策推進課　政策・財政グループ　 ☎ 299-1752

寄附の公表

寄附の状況についてお知らせします。

貴重な寄附をありがとうございました。

皆さんのご厚意に心からお礼申し上げます。

◆一般寄附

株式会社　島村工業安全大会 2021　様

「寄附金　15 万円」

令和４年の町制施行 50 周年に向けた PR

にロゴマークを活用していきます。詳し

くはホームページをご覧ください。

　詩歌( 俳句、川柳など) に興味のある方、始めて

みようかなと思っている方を対象に、基礎基本を学

び、作品づくりを楽しみながら学ぶ、味わい深い教

室です。

【日時】12 月 18 日㈯ １月 15 日㈯ ２月 12 日㈯

　午後１時 30 分～３時

【場所】川島町役場大会議室

【講師】宮崎宣男

【対象】小学生以上（町内在住または在勤）

　俳句・短歌・川柳などに興味のある初心者

　親子での参加歓迎

【定員】先着 15 人

【持ち物】筆記用具、飲み物

【申込期間】11 月 18 日㈭から受付開始

この機会に始めませんかこの機会に始めませんか

「初めての詩歌」入門教室を開催「初めての詩歌」入門教室を開催

問合せ： 生涯学習課　生涯学習グループ　☎ 299-1711

　 問合せ：政策推進課　☎ 299-1752（商品券に関すること）　町民生活課　299-1754（申請・交付に関すること）

対象期間は 11 月末まで。お早めに申請を！

「マイナンバーカード」を申請した方へ地域商品券をプレゼント中

　行政手続きのデジタル化に必要なマイナンバーカードの普及と、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける

地域経済の回復を目的に、マイナンバーカード普及率 UP キャンペーンを実施しています。

　このキャンペーンは、５月１日㈯～ 11 月 30 日㈫までにマイナンバーカードの申請を行った方が対象です。

まだ申請がお済みでない方は、お早めに申請をお願いします。

【申請方法】

◆スマートフォンで申請

①交付申請書の QR コードを読み取る

②顔写真をスマートフォンで撮影する

③案内に沿って顔写真をアップロードして完了

◆役場窓口で申請（町民生活課）

平日の午前８時 30 分～午後５時に保険証などの本

人確認書類を持ってお越しください。

【商品券】

町内取扱店舗で利用できる 2,000 円分の商品券

※商品券はカード交付時にお渡しします。

　川島町コロナワクチンコールセンターは、10 月

29 日㈮で終了します。

　新型コロナワクチンを、まだ一度も接種していな

い方で接種を希望する方は、お早めに健康福祉課健

康増進グループまでご連絡ください。

新型コロナワクチン接種のお知らせ新型コロナワクチン接種のお知らせ

問合せ： 健康福祉課　健康増進グループ　☎ 299-1758

川島町コロナワクチン

コールセンター

終了

11 月１日㈪からは

健康福祉課

健康増進グループ

☎299-1758 へ

　11 月 13 日㈯に予定していた「第 27 回かわじま

音楽祭」は、新型コロナウイルス感染状況を考慮し、

中止となりました。観覧を楽しみにされていた皆さ

んには、申し訳ありませんが、ご了承ください。　

【問合せ】町民会館　☎ 297-1667

　11 月 14 日㈰に予定していた「第 36 回川島町駅伝

競走大会」は、関係団体との協議の結果、新型コロ

ナウイルス感染拡大防止のため、中止となりました。

※現在、代替イベントを検討中です。決定次第お知

らせします。

【問合せ】生涯学習課　☎ 299-1711

第 36 回川島町駅伝競走大会中止のお知らせ

第 27 回かわじま音楽祭中止のお知らせ

イベント中止のお知らせ
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お知らせ

　令和４年度の川島町会計年度任用職員（保育士・調

理員）を募集します。

【募集職種】①保育士 ②延長保育士 ③保育園調理員

【採用人数】① 35 人程度　②７人程度　③３人程度

【業務内容】①保育園における保育業務　②早朝・夕

方の保育園における保育業務　③保育園給食の調理

および給食業務

【必要資格】①②保育士資格など　③なし

【受付期間】11 月 1 日㈪～ 11 月 19 日㈮

【申込み】受付期間に必要書類を子育て支援課に提出

してください。

【必要書類】町指定の申込書（町ホームページから取

得できます）、必要に応じて免許状の写し

【採用方法】書類および面接による選考

【任用期間】令和４年４月１日～令和５年３月 31 日

新年度、一緒に働きませんか新年度、一緒に働きませんか

町立保育園で働く職員を募集します町立保育園で働く職員を募集します

問合せ：子育て支援課　子育て支援グループ　☎ 299-1765

11月の夕方のチャイムの放送時間は午後４時30分午後４時30分です(音楽：夕焼け小焼け)

お知らせ
　埼玉県川越都市圏まちづくり協議会（通称レイン

ボー協議会）では、出会いを求める独身の方に向け、

オンラインの婚活セミナーを開催します。

【日時】12 月 11 日㈯

　男性：午後１時～２時、女性：午後３時～４時

【内容】婚活で重要となる男女の考え方の違いやコミ

ュニケーション能力、自己 PR など、婚活スキルの

解説および質疑応答

【開催方法】Web 会議ツール「Zoom」を使用したオン

ラインで、ご自宅などから参加してください。当日

の参加方法は別途ご連絡します。

【対象】川越都市圏まちづくり協議会圏域（川越市、

坂戸市、鶴ヶ島市、川島町、毛呂山町、越生町）に

居住する 20 歳以上の独身男女、ネット接続できる

端末（パソコン、タブレットなど）をお持ちの方

【備考】端末の貸出はありません。通信料は、参加者

側の負担となります。

【定員】男性 49 名・女性 49 名（先着順）

【参加費】無料

～恋のかけはし～～恋のかけはし～

レインボー婚活オンラインセミナー開催レインボー婚活オンラインセミナー開催

問合せ： 坂戸市　政策企画課　☎ 283-2673

詳しくは子育て支援課で配布してい

る募集案内または町ホームページを

ご覧ください。

　地球温暖化対策の一環として毎年５月から 10 月に

かけて「クールビス」を実施しておりますが、働き方

改革の一環として職員の働きやすい職場環境を目指

し、11 月以降も継続してノーネクタイで業務を行い

ます。

※ 11 月～３月を試行期間として実施します。皆さ

んのご意見をお寄せください。

11 月から試行開始11 月から試行開始

職員は通年ノーネクタイで勤務します職員は通年ノーネクタイで勤務します

問合せ： 総務課　庶務・人権グループ　☎ 299-1753

【申込み】11 月８日㈪～ 12 月３日

㈮に申込み専用サイトからお申

込みください。

　 問合せ：生涯学習課　生涯学習グループ　☎ 299-1711

旧小学校で楽しい時間を

おいでよ！あかめひろば・みんなのひろばへ

　地域の方が中心となり、毎週土曜日（午前 10 時～午後４時）に、旧出丸小学校

を「あかめひろば」、旧小見野小学校を「みんなのひろば」として開放しています。

※イベントは新型コロナウイルスの感染状況により中止となる場合もあります。

11 月の毎週開催イベント11 月の毎週開催イベント

2022年(令和４年)11月３日、川島町は2022年(令和４年)11月３日、川島町は町制施行50周年町制施行50周年を迎えます。を迎えます。

「旧出丸小学校に通っていた高校生が、懐かしみを持ってひろばに

「旧出丸小学校に通っていた高校生が、懐かしみを持ってひろばに

来てくれるのを見ると、開放していてよかったなと感じます。」
来てくれるのを見ると、開放していてよかったなと感じます。」

「楽器や書き初めの練習、体育館で体を動かすなど、利用者から学校

「楽器や書き初めの練習、体育館で体を動かすなど、利用者から学校

の施設を使えてよかったという言葉をもらうと、活動にやりがいを

の施設を使えてよかったという言葉をもらうと、活動にやりがいを

感じます。」感じます。」
「ハロウィンやクリスマス等の季節ごとのイベントが盛り上がり、たくさ

「ハロウィンやクリスマス等の季節ごとのイベントが盛り上がり、たくさ

んの子どもや大人の笑顔が見れるので、スタッフ一同も充実した時間を過

んの子どもや大人の笑顔が見れるので、スタッフ一同も充実した時間を過

ごせています。」ごせています。」

◆ペーパーフィッシングで遊ぼう

（あかめひろば）

　11 月に毎週、ペーパーフィッシングを行い

ます。無料でどなたでも（先着 20 名）参加い

ただけます。たくさん釣れたら素敵な景品をプ

レゼントします。

◆くるくる竹とんぼをつくろう

（みんなのひろば）

　11 月に毎週、竹とんぼづくりを行います。

無料でどなたでも（先着 20 名）参加いただけ

ます。楽しみながら工作しましょう。

ひろばスタッフの声　ひろばスタッフの声　～利用者もスタッフもみんなが笑顔のひろばです～～利用者もスタッフもみんなが笑顔のひろばです～

＜町内・町外問わずだれでも利用OK です＞＜町内・町外問わずだれでも利用OK です＞

【受験資格】昭和 60 年４月２日以後に生まれ、保健師

の資格を有する方、または令和４年３月までに保健

師の資格を取得する見込みの方

【受験案内】町ホームページからダウンロード

【受付期間】11 月 15 日㈪～ 12 月 15 日㈬

【申込み】インターネット（電子申請）でお申込みく

ださい。電子申請できない場合はお問い合わせくだ

さい。

詳しくは町ホームページ

をご覧ください。

令和４年４月１日新規採用で令和４年４月１日新規採用で

保健師を１名募集します保健師を１名募集します

問合せ： 総務課　庶務・人権グループ　☎ 299-1753
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かわみんハウスかわみんハウス
川島町子育て支援総合センター川島町子育て支援総合センター

http://kawamin.ciao.jp/

子育て子育て
インフォメーションインフォメーション

【健康福祉課　健康増進グループ☎ 299-1758】

イベント 対象 日にち 時間 内容

乳幼児相談
生後１か月
～未就学児

11 月２日㈫
12 月２日㈭

午前９時30分～
　　10時30分受付

計測、育児相談  持母子健康手帳、バスタオル 

申健康福祉課へ電話か窓口でお申し込みください。

赤ちゃんサロン
生後１か月
～１歳未満の
乳児と保護者

12 月 14 日㈫ 午前10時～11時

ふれあい遊び、手遊び 定先着５組 持バスタオル 

申11月15日㈪から健康福祉課へ電話か窓口でお申

し込みください。 

予　要予約　　定　定員　　申　申込み　問　問合せ　　持　持ち物　【かわみんハウス☎ 297-1064】

イベント 対象 日にち 時間 内容

手形取り
乳幼児と
その保護者

11 月５日㈮
①午前10時15分～10時45分
②午前10時45分～11時15分

身長と体重を測って手形取りをします。定先着

８組（①②それぞれ）申10月29日㈮～かわみんハ

ウスへ電話、または窓口でお申し込みください。

秋の工作 ４歳以上 11 月７日㈰ 午前10時30分～11時30分

ステンドグラス風窓飾りを作りましょう。 定先

着５組 申10月31日㈰～かわみんハウスへ電話、

または窓口でお申し込みください。

親子教室
乳幼児と
その保護者

① 11 月９日㈫
② 11 月 30 日㈫

午前10時30分～11時15分

トイレットペーパーの芯でかわいいみのむしを

作ります。定先着４組（①②それぞれ） 申11月６

日㈯～かわみんハウスへ電話、または窓口でお

申し込みください。

おみせやさんで
遊ぼう

乳幼児と
その保護者

11 月 10 日㈬ 午前10時30分～11時15分

色々なお店でお買い物を楽しもう。 定先着４組 

申11月３日㈬～かわみんハウスへ電話、または

窓口でお申し込みください。

えいごで遊ぼう

①０歳～１歳半
　とその保護者
②１歳半～３歳
　とその保護者

11 月 12 日㈮
①午前10時30分～11時
②午前11時～11時30分

外国人の先生と一緒に身体を動かしながら英語

を楽しく学ぼう。 定先着５組（①②それぞれ） 

申11月２日㈫～かわみんハウスへ電話、または

窓口でお申し込みください。

子育て講座
１歳以上と
その保護者

11 月 17 日㈬ 午前10時30分～11時30分

親子でバランスボールをします。定先着５組 

持飲み物、汗拭きタオル 申10月27日㈬～かわみ

んハウスへ電話、または窓口でお申し込みくだ

さい。

ミニ運動会
乳幼児と
その保護者

11 月 19 日㈮ 午前10時30分～11時15分

親子でパラバルーンやエビカニクス玉入れなど

をして楽しもう。定先着７組 申11月12日㈮～か

わみんハウスへ電話、または窓口でお申し込み

ください。

11 ・ 12 月11 ・ 12 月ののイベントイベントをを
お知らせします！お知らせします！

※新型コロナウイルスの感染状況により中止となる場合があります。※新型コロナウイルスの感染状況により中止となる場合があります。

　かわみんハウスは予約制、川島町在住者のみの利用とします。　かわみんハウスは予約制、川島町在住者のみの利用とします。

【対象】

３歳児：平成 30 年４月２日～平成 31 年４月１日生まれ

４歳児：平成 29 年４月２日～平成 30 年４月１日生まれ

満３歳児：３歳の誕生日を迎えた幼児

【募集人数】

３歳児：50 人、４歳児：20 人、満３歳児：20 人

【入園案内書】

直接お越しいただくか、電話でご連絡ください。

【申込期間】

11 月１日㈪ 午前９時～ 11 時、午後１時～３時

※１日以降も定員になるまで受け付けます。

【問合せ】

とねがわ幼稚園　☎ 297-3000

『とねがわ幼稚園』入園児を募集します『とねがわ幼稚園』入園児を募集します
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明治大学の学生によるプレゼン！

　　まちづくりの進め方について研究結果を発表

社会教育委員による防災教育への取組
東松山市の防災について学びました

　川島町社会教育委員は、９月 30 日㈭に東松山市危機管理防災課の

内田幸雄氏をお迎えし、東日本台風災害からの復旧・復興の状況と、

その後の防災の取組についての研修会を行いました。

　質疑応答の中で、「子どものうちから防災意識を高める取組とは？」

という質問に、「災害の事例を伝え、自分の命を自分で守る力を育む

ため、一緒に避難行動を考えることが大切」と内田氏。

　今年度末には、社会教育委員のこれまでの調査研究を取りまとめ、

報告書を町ホームページなどで公表する予定です。

【問合せ】生涯学習課　☎ 299-1711

　９月 29 日㈬に、明治大学の学生による、まちづくりに

関するプレゼンテーションが行われました。これは、行政

学を専攻する明治大学「西村弥ゼミナール」が行った、ま

ちづくりの進め方に関する研究結果の報告会として実施さ

れたものです。

　学生たちは、まちづくりの評価や改善の方法について、

聞き取り調査や他の自治体の事例を参考にしながら研究を

進め、当日には約 40 名の参加者が、学生の政策提言を熱

心に聞いていました。

　町では今後、研究結果を参考に、実効性のあるまちづく

りを進めていきます。

【問合せ】政策推進課　政策・財政グループ

　☎ 299-1752

鳥羽井沼を愛する会「芋ほり大会」

　鳥羽井沼を愛する会（代表：利根川昇）が、

６月にさつま芋の苗を植え付け（紅東と紅は

るか）、鳥羽井地域の親子を招待し、芋ほり

大会を開催しました。

　子供達は、「わー大きい！」「すごく赤い！」

と収穫に大喜び、土を触る貴重な体験ができ

ました。参加人数は約 60 名で、掘った芋は

各家庭に持ち帰りました。

教育長に中
なかむらまさひろ

村正宏氏を再任

　10 月３日付で任期満了となった教育長の中村氏

を、令和３年第４回川島町議会定例会で同意を得

て再任しました。

　任期：令和３年 10 月４日～令和６年 10 月３日

　　　　　　　　 中村　正宏 氏

【経歴】昭和 55 年に県教職員となり、川島町立

中山小学校校長、川島中学校校長などを歴任。

平成 27 年 10 月から教育長に就任し、３期目。

【問合せ】教育総務課　☎ 299-1730
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おすすめ図書 『月曜日の抹茶カフェ』（単行本・221 ｐ）

青山 美智子／宝島社

　川沿いの桜並木のそばに佇む喫茶店「マーブル・カフェ」が、定休日の月曜日に、一

度だけ「抹茶カフェ」を開くことに。時代に取り残されたと感じている京都老舗和菓子

屋の元女将と自分の名字と同じ名前の京菓子を買いにきたサラリーマンなど、一杯の抹

茶から始まる、東京と京都をつなぐ 12 カ月の心癒されるストーリー。この縁は、きっ

と宝物になる――。

『母親からの小包は

なぜこんなにダサいのか』

原田 ひ香

『女子大小路の名探偵』

秦 建日子

『ぼくはイエローでホワイトで、

ちょっとブルー　２』

ブレイディみかこ

『ふしぎ駄菓子屋

銭天堂 16』

廣嶋 玲子

新着図書

図書館にに行こう
【開館】火～金曜日　　 午前９時 30 分～午後７時

　　　 土・日・祝日　 午前９時 30 分～午後５時

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、開館

時間などが変更となる場合があります。

【休館】毎週月曜日・第３日曜日 ☎ 297-6030

「中高生ＰＯＰコンテスト２０２１」

入選作品発表！　

図書館長賞　

『よるのばけもの』

川島中１年 梶
か じ の

野 十
と あ

愛 さん

　図書館長賞受賞者には、5,000 円分の本（５冊まで）

を図書館用に選んでもらいます。応募いただいた全作品

を図書館で展示しています。中高生オススメの本をぜひ

読んでみてください。

「図書館長賞」選考理由

　繊細な色鉛筆づかいで、夜空の表現や月のクレーター、

水面の表現など細かいところに工夫がある。あらすじや

キャッチコピーも引き付ける力があり、読みたい気持ち

にさせる。

ごみ収集日や分別方法の確認は、
無料のスマートフォン向けアプリが便利です。

 川島町　ごみ分別アプリ 検索検索

３５０ミニコラム
３５０ミニコラム

～～みみんなでんなでごごみをみをゼロゼロにする～にする～

問合せ　ゼロ・ウェイスト推進室　☎297-5666

③給水スポットが広がっています③給水スポットが広がっています

　日本では至るところに飲み物の自動販売機が普及していますが、近年は、環境に対する社会の変化から、

給水スポットを置く施設が広がってきています。また、民間事業者と協定を結び、公共施設などへ給水機を

設置する市町村も出てきました。“マイボトルがあたりまえ”になる日がすぐそこにきています。

②マイボトルにはメリットがいろいろ②マイボトルにはメリットがいろいろ

　このような中、手軽にできる環境貢献が「マイボトル」です。マイボトルを

使うメリットをご紹介します。

①プラスチックごみの削減

プラスチック製コップを使わず、プラスチックごみの削減になります。一つ一

つの行動が地球環境への貢献になります。

②飲み物代の節約

１本150円のペットボトルを毎日買うと年間54,000円の出費。マイボトルなら

せいぜい1杯20～40円程度なのでお金の上でも節約になります。

　海に流れ込んだり、捨てられたりしたプラスチックごみは、海洋汚染や生態

系への影響が心配されるなど、今や地球規模で解決しなければならない問題と

なっています。しかも、その８割は、私たちの生活から出たペットボトルや容

器だと言われています。

　プラスチックは自然分解しない物質。半永久的に海や川に漂い続け、食物連

鎖から有害物質が私たちの体内にも蓄積されているかもしれないのです。一刻

も早く、プラスチックごみの削減に取り組む必要があります。

①「海洋プラスチックごみ」の問題が地球規模の問題に①「海洋プラスチックごみ」の問題が地球規模の問題に

これからはこれからは『『マイボトルマイボトル』』があたりまえ！があたりまえ！

NPO法人フードバンクよしみ・かわじま開催

食品寄附の募集 → 食品無料配布
川島町社会福祉協議会から

食料品・日用品の寄附のお願い

　社協では、「フード＆ライフドライブ」を開催

し、食料品・日用品の寄附を募り、支援が必要な方

へ提供いたします。ご家庭で眠っている食料品や日

用品がございましたら、協力をお願いします。

　詳しくは社協ホームページをご覧ください。

【受付期間】11月30日㈫まで

　※土日祝は除く

　午前８時30分～午後５時15分

【受付場所】川島町社会福祉協議会

　平沼1175　川島町保健センター内

【問合せ】川島町社会福祉協議会　☎297-7111

◆ご家庭に眠っている食品を大募集

【日時】11月19日㈮ 午前11時30分～午後１時30分

【場所】コミュニティセンター（町民会館となり）

　未開封、常温保存可能、消費期限２か月以上先の

ものを提供してください。寄附してもらった食品

は、困っている方に責任を持ってお届けします。

◆暮らし応援・食品無料配布

【日時】11月27日㈯ 午後２時～４時

【場所】コミュニティセンター※なくなり次第終了

【問合せ】NPO法人フードバンクよしみ・かわじま

　代表：佐藤　☎090-8947-7986
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< お知らせ >

シルバー人材センター
入会説明会

【日時】11 月 16 日㈫午前 10 時～

【内容】就業希望者への入会案内

【場所】シルバー人材センター

【対象】60 歳以上で健康な方

【問合せ】シルバー人材センター

　☎ 297-0822

< お知らせ >

オレンジカフェ
認知症相談窓口

　専門職による、認知症や介護に関

する個別相談をお受けします。自分

や家族が認知症かもしれないとお悩

みの方、認知症について知りたい方、

お気軽にご参加ください。※両会場

とも申込不要です。

オレンジカフェ伊草
【日時】11 月 27 日㈯

　午後１時 30 分～２時 30 分

【場所】伊草公民館　旧館和室

【内容】認知症・介護に関する情報交

換、個別相談

【問合せ】社会福祉協議会地域包括支

援センター　☎ 299-5422

オレンジカフェ平成の森
【日時】11 月 14 日㈰

午後１時～２時 30 分

【場所】介護老人保健施設・平成の森

【内容】体操、脳トレ運動、マシント

レーニング、認知症セルフチェック

【参加費】100 円

【問合せ】介護老人保険施設 平成の森

　☎ 297-8808

※新型コロナウイルスの感染状況に

より中止する場合があります。町・

社会福祉協議会のホームページでお

知らせします。

私からはじめます！プラスチック汚染から地球を守る「マイボトル」、「マイバッグ」

Information Corner　イベント・講座・募集などの情報Information Corner　イベント・講座・募集などの情報

枝・草・葉は乾かしてから処分! 生ごみは水キリ!  食材は使いキリ、食べキリを徹底しましょう！

< お知らせ >

やすらぎ保健室

　地域包括支援センターの保健師が

健康のこと、生活上のお困りごとな

どの相談をお受けします。

【日時】11 月９日㈫ 午前 11 時～正午

【場所】老人福祉センターやすらぎの郷

※ 60歳未満の方は入館料がかかります

【内容】血圧測定など

【問合せ】社会福祉協議会地域包括支

援センター　☎ 299-5422

※新型コロナウイルスの感染状況に

より中止する場合があります。町・

社会福祉協議会のホームページでお

知らせします。

<お知らせ >

税を考える週間

　11 月 11 日㈭～ 11 月 17 日㈬は「税

を考える週間」です。今年は「くら

しを支える税」をテーマとして、国

民の皆さんに国民生活と税の関わり

を理解してもらうことにより、国民

各層の納税意識の向上を図ることと

しています。

<お知らせ >

「女性の人権ホットライン」
全国一斉強化週間

　さいたま地方法務局と埼玉県人権

擁護委員連合会は、夫・パートナー

からの暴力やストーカー行為など、

女性をめぐる様々な人権問題に取り

組んでいます。全国一斉「女性の人

権ホットライン」強化週間として、

通常の受付時間を延長するなど、一

人でも多くの女性からの専用相談電

話による相談を受け付けます。

【期間】11 月 12 日㈮～ 18 日㈭

【時間】午前８時 30 分～午後７時

※ただし 13 日㈯・14 日㈰は、午前

10 時～午後５時

【電話番号】0570-070-810

【相談担当】法務局職員 人権擁護委員

（秘密は厳守します。）

【問合せ】

さいたま地方法務局人権擁護課

☎ 048-859-3507

< お知らせ >

税務署主催の年末調整説明会
取りやめのお知らせ

　東松山税務署では、例年「年末調

整説明会」を開催していましたが、令

和３年以降は実施しないこととしまし

た。年末調整に関する各種情報は、国

税庁ホームページの「年末調整がよく

わかるページ」をご覧ください。

【問合せ】東松山税務署

　☎ 0493-22-0990（自動音声案内１）

※税務署でのご相談は事前予約が必

要です。

<お知らせ >

大河ドラマ「鎌倉殿の 13 人」
比企市町村推進協議会広報リレー

　令和４年放送予定の大河ドラマ「鎌

倉殿の 13 人」では比企地域にゆかり

のある武将や人物が登場します。

　比企地域９市町村では協議会を立

ち上げ、大河ドラマをきっかけとし

た地域の活性化に取り組んでおり、

その活動の一環として９市町村の歴

史や魅力をリレー方式でお伝えして

いきます。広報かわじまではホーム

ページを活用して情報を発信します

ので、ぜひご覧ください。

今月号は嵐山町につ

いてお伝えします。

【問合せ】政策推進課 

☎ 299-1752

　詳しくは国税庁ホーム

ページをご覧ください。

<お知らせ >

確定申告は自宅からスマホで！

　税務署に行かなくても、スマホと

マイナンバーカードがあれば確定申

告（e-Tax）が自宅でできます。スマ

ホで e-Tax を利用すると…

①添付書類の提出が省略可能！

②還付金の受け取りが３週間程度で！

③スマホのカメラで給与所得の源泉徴

収票を自動入力可能！（令和４年１月

から対応予定）

【問合せ】東松山税務署

　☎ 0493-22-0990

動画で見る確定申告 検索検索

< お知らせ >

11 月は児童虐待防止月間です

　あなたの電話が親子を守る

～すべての人が笑顔で暮らせる街へ～

児童相談所　虐待対応ダイヤル

　☎♯ 189

　「児童虐待かも…」と思ったらすぐ

にお電話ください。

児童相談所　相談専用ダイヤル

　☎ 0120-189-783

　出産や子育てに悩んだらこちらに

ご相談ください。

よい子の電話相談窓口

【18 歳以下（無料）】

　☎♯ 7300 または、☎ 0120-86-3192

【保護者用】☎ 048-556-0874

【Ｅメール相談】soudan@spec.ed.jp

【FAX 相談】0120-81-3192

　いじめ、不登校、学校生活などに

関する悩みを相談できます。

埼玉県虐待通報ダイヤル

　☎♯ 7171 または、☎ 048-762-7533

　虐待を受けている、または知り合

いが虐待にあっている場合、ご相談

ください。お話を伺い、適切な機関

におつなぎします。児童虐待以外に

も、障害者虐待や高齢者虐待にも対

応可能です。

その他相談窓口

川島町子育て支援課 ☎ 299-1765

川越児童相談所 ☎ 223-4152

東松山警察署 ☎ 0493-25-0110

< お知らせ >

女性に対する暴力の根絶を女性に対する暴力の根絶を

　11 月 12 日～ 25 日は「女性に対す

る暴力をなくす運動」期間です。暴

力は、性別や加害者・被害者の間柄

を問わず、決して許されるものでは

ありません。

「女性に対する暴力根

絶のためのシンボル

マーク」

～ひとりで悩まず相談を～

　外出自粛、休業による生活不安や

ストレスから、配偶者などからの DV

が増加しています。暴力を受け、悩

みを抱えているときは、ひとりで悩

まず相談してください。

～各種相談窓口～

◆川島町総務課庶務・人権グループ

☎ 299-1753 ㈪～㈮

午前８時 30 分～午後５時 15 分

※祝日、休日、年末年始を除く

◆ WithYou さいたま

埼玉県男女共同参画推進センター

☎ 048-600-3800 ㈪～㈯

午前 10 時～午後８時 30 分

※祝日、休日、年末年始、第３木

曜日を除く

◆埼玉県婦人相談センター

☎ 048-863-6060 

㈪～㈯午前９時 30 分～午後８時 30 分

㈰、㈷午前９時 30 分～午後５時

※年末年始を除く

◆ DV 相談＋（プラス）

☎ 0120-279-889（つなぐはやく）

電話、メール：24 時間

チャット：正午～午後 10 時

ホームページ :https://soudanplus.jp

< お知らせ >

11 月はケアラー月間です

　高齢、障がい、疾病などにより援

助が必要な親族などを、無償で介護、

看護、日常生活上の世話をしている

人をケアラー、18 歳未満の方はヤン

グケアラーといいます。

　埼玉県では、今年度から 11 月を「ケ

アラー月間」と定め、11 月 23 日 ( 火・

祝 ) にはケアラー・ヤングケアラー

支援について考えるフォーラムをオ

ンラインで開催します。また、社会

全体でケアラーを支えられるよう、

団体、事業者などの皆さんによる「ケ

アラー支援宣言」の募集、周知を行

います。

　この機会にケアラーや、ヤングケ

アラーについて考えてみませんか？

【問合せ】埼玉県福祉部地域包括ケア課

　☎ 048-830-3266
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< 募集 >

消防団員募集中

「あなたの力、お貸しください！」

【対象】川島町に在住・在勤・在学中

の 18 歳以上の方

【問合せ】川島消防署消防課

　☎ 297-1979

< 講座 >

普通救命講習
成人に対する救命講習

【日時】① 11 月 26 日㈮午前 10 時～正午

② 12 月 17 日㈮午前 10 時～正午

【内容】心肺蘇生法、AED 使用方法な

どの応急手当

【場所】川越地区消防局３階講堂

【対象】川島町、川越市に在住・在勤、

在学するおおむね中学生以上（再

講習も可能です）

【定員】先着 12 人

【費用】無料

【受付開始日】

　① 11 月 16 日㈫　② 12 月７日㈫

【申込み】午前 10 時から電話による

受付。ご本人または保護者の方が

お電話ください。定員になり次第

受付を終了します。

【問合せ】川越地区消防局救急課

　☎ 222-0160

※新型コロナウイルスの感染状況に

より中止となる場合があります。

川越地区消防組合のホームページ

でお知らせします。

野良猫への無責任な餌付けはダメ絶対！飼い猫は室内飼養しよう

< 募集 >

30 代・40 代でも大丈夫！
正社員になろうプロジェクト

　30代・40 代の方を正社員として積

極的に採用する県内企業 50社が参加

する合同企業説明会・面接会です。説

明会の前に就職に役立つ研修やキャリ

アカウンセリングを受けられます。

【日時】11 月 24 日㈬ 正午～午後４時

【対象】おおむね 30 代～ 40 代で県内

企業への就職を目指す方

【会場】大宮ソニックシティ地下展示場

【申込み・問合せ】

埼玉県正社員になろうプロジェク

ト事務局　☎ 0120-555-843

※事前予約が必要です。

犬のフンは持ち帰り！一人ひとりがマナーを守ってクリーンなまちへ

< 募集 >

東松山税務署
アルバイト職員の募集

【期間】令和４年１月上旬～３月末の

うち、１～３か月程度（土日祝除く）

【時間】

①午前９時～午後５時のうち昼休み

（１時間）を除く５～６時間

②午前 11 時～午後２時までの３時間

昼休みなし※確定申告相談会場のみ

【場所】東松山税務署または東松山市

民文化センター（確定申告相談会場）

【時給】

①パソコン操作補助：1,030 円

②事務補助・書類整理など：1,010 円

通勤手当は原則実費相当額を支給

（上限あり）

【募集人数】30 人程度

【申込み】面接日を決めるので、事前

に下記までお電話ください。

【問合せ】東松山税務署　総務課

　☎ 0493-22-0990（自動音声案内２）

<募集 >

「川島町お花の会」参加者募集

　あかめひろば主催の「お花の教室」

は、今後、新規定期活動サークルと

して旧出丸小学校で活動します。

【日時】毎月第２土曜日 ①午前 10 時

30 分から ②午後１時 30 分から

【講師】miho

【内容】フラワーアレジメント

　11 月：いけばな（予定）12 月：ク

リスマスアレンジ、お正月花（予定）

【費用】１回 2,500 円（お花代込み）

【問合せ・申し込み】

　☎ 090-9859-6527

　バレーボールのプレーを通して、何事にも頑張れるように、教えています。体力の向上と、スポーツの楽しさや、

チームワークの大切さを活動の目標にしています。

【活動日】土・日曜日 午前９時～正午

【場所】 伊草小学校体育館

【対象】小学校１～６年生

【問合せ】川島　和春

　☎ 090-2652-8335

　日中出られない場合は折り返し連絡します。

辰
たつみ

巳　季
き ほ

帆さん

（キャプテン）
二
にのみや

宮　連
れん

さん 深
ふかざわ

澤　千
ち の

埜さん

「バレーボールをみんなで楽

しくやってるよ！」

「僕は足が速くなって、ジャ

ンプ力も上がりました！」

「バレーボールがうまくなっ

て、他校の友達もできます！」

<お知らせ >

伊草スポーツ少年団を紹介します

Information Corner　イベント・講座・募集などの情報Information Corner　イベント・講座・募集などの情報

< お知らせ >

認知症を支える家族の交流会

【日時】11 月 18 日㈭

　午後１時 30 分～３時 30 分

【内容】認知症の勉強と交流

【対象】町内在住で、認知症の方を介

護している方や、過去に介護して

いた方※初めての方もお気軽にご

参加ください。

【場所】保健センター

【問合せ】社会福祉協議会地域包括支

援センター　☎ 299-5422

※新型コロナウイルスの感染状況に

より中止する場合があります。町・

社会福祉協議会のホームページでお

知らせします。

<お知らせ >

ストーブ周りに気をつけて！

ストーブなどの暖房器具は、燃えや

すい物から遠ざけて使いましょう。

【災害情報テレフォンサービス】

☎ 0180-994-310

※おかけ間違いにご注意ください。

<お知らせ >

11 月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」です！

～１人でも雇ったら、労働保険（労災保険・雇用保険）の

加入手続きが必要です～

　労働保険は、業務または通勤に起因して負傷などを被った労働者に対して補

償を行う「労働者災害補償保険（労災保険）」と、労働者が失業した際に生活

の安定などを図る「雇用保険」により構成される制度です。

　労働者（パート・アルバイトを含む）を一人でも雇用していれば、原則

として業種や規模などの状況に関係なく、労働保険の適用事業所となり、

事業主は労働保険の加入手続きを行い、労働保険料を納付しなければなり

ません。

【問合せ】厚生労働省　労働基準局　労働保険徴収課

　☎ 03-5253-1111
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相談 日にち 時間 場所 内容 問合せ

法律相談 11 月 10 日㈬
午前 10 時～正午
※要予約、先着４人

役場２階
第１委員会室

法律的な専門知識や判断を必要
とする問題（町主催）

総務課　自治振興グループ
☎299-1753

法律相談 11 月９日㈫
午後１時～午後４時
※要予約

川越地方庁舎
（ウェスタ川越）

法律的な専門知識や判断を必要
とする問題（県主催）

埼玉県県民相談総合センター
☎048-830-7830

人権相談 11 月 10 日㈬ 午後１時～午後３時
役場２階
第２委員会室

人権に関すること
総務課　庶務・人権グループ
☎299-1753

行政相談 11 月 10 日㈬
午後１時～午後３時
※要予約、先着４人

役場２階
第１委員会室

行政が行っている事業に関する
相談

総務課　自治振興グループ
☎299-1753

行政書士
相談

11 月 17 日㈬
午前 10 時～正午
※要予約、先着４人

役場２階
第１小会議室

法律的な専門知識や判断を必要
とする問題

総務課　自治振興グループ
☎299-1753

こころの
相談

11 月 17 日㈬
午後１時 30 分～
午後３時※要予約

コミュニティ
センター会議室

うつ症状、意欲低下、妄想や幻
聴などの精神症状を有する方や
ひきこもり、その他のご家族の
相談

健康福祉課　
健康増進グループ
☎299-1758

教育相談
学校の授業
がある日

午後１時～午後３時 かわみんハウス
いじめ、不登校などの児童・生
徒に関する相談

川島町スクーリング・サポー
トセンター☎297-6556

11月の相談 ※新型コロナウイルス感染状況により中止となる場合があります。事前にお問合せください。

編集後記

【時　間】午前10時から（旧出丸小学校は午後２時から）

【持ち物】タオル、飲み物、上履き、ダンベル

　※ダンベルの貸出しはできません

　※必ずマスクを着用してご参加ください

【問合せ】社会福祉協議会　☎297-7111

～実施の留意点～
◆複数会場への参加はお控えください。
◆受付は開始時刻の15分前からです。早い時間から

の来場はご遠慮ください。
◆新型コロナウイルスの感染状況によって開催内容

を変更・中止する場合があります。※社会福祉協
議会ホームページやHappy GYMメール（登録者のみ）
でお知らせします。

会　場（定員）会　場（定員） 開催日（曜日）開催日（曜日）

伊草公民館１階（15人）、２階（15人）８、15、22、29 ㈪

中山公民館２階（15人）
八ツ保公民館（15人）

２、９、16、30 ㈫

旧出丸小学校体育館（20人）
旧小見野小学校体育館（20人）

10、17、24 ㈬

三保谷公民館（15人） ４、11、18、25 ㈭

フラットピア川島（20人） ５、12、19、26 ㈮

ハッピー体操は筋力低下を防ぐための体操です。

11 月のハッピー体操開催日

　今月号の表紙はあか

めひろば( 旧出丸 小 学

校) の図書室で開催さ

れたファミリーコンサー

　埼玉県の救急電話相談では、埼玉県 AI 救急相談や共通ダイヤル「＃ 7119」を導入し、24 時間体制で大人や子どもの相談、

医療機関の案内をしています。急な病気やけがに関して、看護師の相談員がアドバイスを電話で行います。

埼玉県 AI 救急相談

http://www.pref.saitama.lg.jp

/a0703/aikyukyu.html共通ダイヤル共通ダイヤル＃7119＃7119 ダイヤル回線、IP電話　ダイヤル回線、IP電話　☎048-824-4199☎048-824-4199

急な病気やケガで迷ったら「♯ 7119」へお問合せください急な病気やケガで迷ったら「♯ 7119」へお問合せください

広報かわじま広告募集

　広報かわじまの各ページ下段に

掲載する広告を募集しています。

詳しくは、お問合せもしくはホー

ムページをご覧ください。

問合せ：政策推進課　秘書室　☎ 299-1751

町の災害、イベント情報は LINE@

で受けとろう！　登録はこちら→

メールでも町の情報を受けとれます！

かわべえメール　　　登録はこちら→

人口と世帯

 人口 ： 　　19,466人　　（前月比－36）
 男 ： 　　 9,963人　　（前月比－24）
 女 ： 　　 9,503人　　（前月比 －12）
 世帯数  ：     8,097世帯  （前月比－16） 

             （令和３年10月１日現在）

川島町ホームページアドレス

https://www.town.kawajima.saitama.jp

防災無線フリーダイヤル

☎0800-8000-898（携帯電話も可）

【日時】11 月 29 日㈪

　午前 10 時～ 11 時 45 分、午後１時～４時

【場所】川島町役場　１階多目的室

【主催】川島ライオンズクラブ

【内容】全血献血

※新型コロナ感染対策実施のうえで開催します。

献血のお知らせ

 日にち 病院・診療所 診療科目 所在地 電話番号

11月３日（祝・水）
こどもクリニック
いとう小児科

小児科 東松山市岩殿110-6 ☎0493-34-4145

11月３日（祝・水） 瀬川病院 内科、外科 小川町大塚30-1 ☎0493-72-0328

11月23日（祝・火） いちごクリニック 内科 東松山市東平1889-1 ☎0493-36-1115

11月23日(祝・火) 中村産婦人科 産婦人科 小川町大塚1176-1 ☎0493-72-0373

11月の休日・祝日当番医11月の休日・祝日当番医  （診療時間：午前９時～午後５時）（診療時間：午前９時～午後５時） ※事前に電話してから受診してください。

　皆さんの善意で救われる命があります。愛の献

血にぜひご協力ください。また、薬を飲んでいる

方でも献血できる場合があります。飲んでいる薬

が分かる「お薬手帳」をお持ちください。

トの様子です。演奏に合わせて手拍子などを交えて、

「楽しく温かいコンサート」でした。　　　　市ノ川
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町民カメラマンは町の紹介やPRのため、町の催しや景色などを写真撮影するボランティアです。現在14人の方が

活動しています。町民カメラマンがとらえた魅力ある川島町のその瞬間を紹介します。

【問合せ】政策推進課　秘書室　☎299-1751

【町民カメラマン】清水　芳明さん撮影　2021. ８. ４ 午後７時 30 分　 

「2021 川島夜景」　撮影場所：254 バイパス上伊草歩道橋

音楽の力でまちを元気に！音楽の力でまちを元気に！

「あかめひろばファミリーコンサート」「あかめひろばファミリーコンサート」

　10 月 16 日、出丸地区出身の山下創さんが所属す

る「エテルノ・ブラス・クインテット」を旧出丸

小学校にお迎えして、コンサートを実施しました。

　参加者は、生演奏の迫力を味わいながら、充実

したひと時を過ごすことができました。今回、素

敵な演奏をいただいた山下さんの今後のご活躍に

期待しています！
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