
新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス
（令和 4 年 7 月 22 日現在）　（令和 4 年 7 月 22 日現在）　

に関連するに関連する 支援内容

❖ 地域商品券を配布しています
「物価高騰対応支援商品券」について、7 月下旬か「物価高騰対応支援商品券」について、7 月下旬か
ら簡易書留による送付を開始しました。遅くても 8ら簡易書留による送付を開始しました。遅くても 8
月下旬までには配布が完了する予定です。この商品月下旬までには配布が完了する予定です。この商品
券はお手元に届き次第、すぐにご利用いただけます。券はお手元に届き次第、すぐにご利用いただけます。

下記の取扱い加盟店が追加されました
加盟店名加盟店名 地域地域 業種・主な取扱い品等業種・主な取扱い品等

ラーメンショップラーメンショップ
玉川店玉川店

玉川玉川 飲食店飲食店

ラーメンのぼるラーメンのぼる 瀬戸瀬戸
元下元下

飲食業飲食業

オガワ水道設備オガワ水道設備 五明五明 水まわり修理、水まわり修理、
排水つまり修理排水つまり修理

取扱い加盟店を随時募集中！
問  観光推進室  観光推進室 ☎☎ 65-1584 65-1584

❖ 「差し入れパック」お届けします
町では、新型コロナウイルス感染症により自宅療養町では、新型コロナウイルス感染症により自宅療養
や自宅待機をされている方を対象に、町から食料品や自宅待機をされている方を対象に、町から食料品
や衛生用品などを詰め合わせた「差し入れパック」や衛生用品などを詰め合わせた「差し入れパック」
を無料でお届けします。※ 1 世帯につき 1 回限りのを無料でお届けします。※ 1 世帯につき 1 回限りの
お届けになります。お届けになります。
問  総務課  総務課 ☎☎ 65-0401 65-0401

❖  国民健康保険税、介護保険料、後期
高齢者医療保険料の減免

新型コロナウイルス感染症の影響により、令和 4 年新型コロナウイルス感染症の影響により、令和 4 年
中の収入が令和 3 年中の収入より 3 割以上減少する中の収入が令和 3 年中の収入より 3 割以上減少する
見込みの世帯等に対して、国が定める基準に基づき見込みの世帯等に対して、国が定める基準に基づき
減免します。詳しくは、7 月中に発送予定の令和 4減免します。詳しくは、7 月中に発送予定の令和 4
年度納税（納入）通知書及び同封文書をご確認くだ年度納税（納入）通知書及び同封文書をご確認くだ
さい。さい。  

回覧板エチケット回覧板エチケット

見る前、回す前に必ず

手洗い、手指消毒を！

国民健康保険税　　 問  税務課  税務課 ☎☎ 65-0811 65-0811
介護保険料　　 問  福祉課  福祉課 ☎☎ 65-0813 65-0813
後期高齢者医療保険料　　 問  町民課  町民課 ☎☎ 65-0812 65-0812

❖ 国民年金保険料の特例免除
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減
少し、国民年金保険料を納めることが難しくなった少し、国民年金保険料を納めることが難しくなった
方の国民年金保険料臨時特例免除申請を受け付けて方の国民年金保険料臨時特例免除申請を受け付けて
います。※令和２年度分を申請した方で、引き続きいます。※令和２年度分を申請した方で、引き続き
令和３年度分の免除を希望される場合は、再度申請令和３年度分の免除を希望される場合は、再度申請
が必要となります。が必要となります。

（日本年金機構 HP）https://www.nenkin.go.jp/（日本年金機構 HP）https://www.nenkin.go.jp/
service/kokunen/menjo/0430.htmlservice/kokunen/menjo/0430.html
問  川越年金事務所  川越年金事務所 ☎☎ 049-242-2657 049-242-2657
　  町民課 　  町民課 ☎☎  65-081265-0812

❖ 浄化槽使用料の猶予
新型コロナウイルス感染症の影響で、一時的に納付新型コロナウイルス感染症の影響で、一時的に納付
困難となった方からの相談により町が認める場合困難となった方からの相談により町が認める場合、、
浄化槽使用料の支払いを猶予します。浄化槽使用料の支払いを猶予します。
問  建設環境課 環境担当  建設環境課 環境担当 ☎☎ 65-0814 65-0814

❖ 水道料金の猶予
新型コロナウイルス感染症の影響で、一時的に納付新型コロナウイルス感染症の影響で、一時的に納付
困難となった方からの相談により町が認める場合、水困難となった方からの相談により町が認める場合、水
道料金の支払いを猶予します。道料金の支払いを猶予します。
問  水道課  水道課 ☎☎ 65-1555 65-1555

❖ 休業者・失業者へ貸付
新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業
で、生活資金にお困りの方への貸付を実施しています。で、生活資金にお困りの方への貸付を実施しています。
問  社会福祉協議会  社会福祉協議会 ☎☎ 65-1536 65-1536

新型コロナウイルスは、人から人に感染を広げる中新型コロナウイルスは、人から人に感染を広げる中
で変異を繰り返していきます。引き続き、マスクので変異を繰り返していきます。引き続き、マスクの
着用、こまめな手洗い、3 つの密の回避など、基本着用、こまめな手洗い、3 つの密の回避など、基本
的な感染防止対策の徹底をお願いします。的な感染防止対策の徹底をお願いします。

住民の方 への支援

企業（人事担当者）との面接を行います。手話通企業（人事担当者）との面接を行います。手話通
訳や要約筆記もあります。訳や要約筆記もあります。
対　象   就職を希望する障害のある方（事前にハ  就職を希望する障害のある方（事前にハ

ローワークへの登録が必要）ローワークへの登録が必要）
日　時   9月27日㈫ 13時～16時9月27日㈫ 13時～16時
会　場   ウェスタ川越　多目的ホールウェスタ川越　多目的ホール
申込み     完全予約制のため、9月1日㈭～20日㈫の完全予約制のため、9月1日㈭～20日㈫の

間に下記へお申し込みください間に下記へお申し込みください。。
問  ハローワーク川越  ハローワーク川越 ☎☎  049-242-0197049-242-0197

障害者就職面接会

夏休みは早朝開園を実施！
鮮やかなコリウスガーデンがおすすめです！
8 月 6 日～ 14 日は午前 7 時より入園できる早朝8 月 6 日～ 14 日は午前 7 時より入園できる早朝
開園を実施します。今年も 7 品種が色鮮やかな「コ開園を実施します。今年も 7 品種が色鮮やかな「コ
リウスガーデン」をお楽しみいただけます。こもリウスガーデン」をお楽しみいただけます。こも
れびの下に広がる森林公園ならではの景観をお楽れびの下に広がる森林公園ならではの景観をお楽
しみください。しみください。
開園時間   9時30分～17時9時30分～17時
入園料   高校生以上 450 円、65 歳以上 210 円、  高校生以上 450 円、65 歳以上 210 円、

中学生以下無料 中学生以下無料 
　　　　 ※駐車料金別途（普通車 650 円／ 1 日）　　　　 ※駐車料金別途（普通車 650 円／ 1 日）
問  国営武蔵丘陵森林公園　管理センター 国営武蔵丘陵森林公園　管理センター

　　　　☎☎  57-211157-2111

国営武蔵丘陵森林公園

真夏の公園のご案内
埼玉司法書士会では、次のとおり無料の法律相談埼玉司法書士会では、次のとおり無料の法律相談
会を開催します会を開催します。。

◆上柴公民館　小会議室2
日　時   8月17日㈬ 13時30分～16時30分8月17日㈬ 13時30分～16時30分

◆寄居町中央公民館　集会室
日　時  8月9日㈫ 8月9日㈫  13時30分～16時30分13時30分～16時30分

◆ウェスタ川越
日　時   8月4日㈭・18日㈭・25日㈭8月4日㈭・18日㈭・25日㈭
　※いずれも　※いずれも13時30分～16時30分13時30分～16時30分

相談方法  面談相談（1組1時間)　要予約 面談相談（1組1時間)　要予約
予約方法  総合相談センターで電話予約を受け付け 総合相談センターで電話予約を受け付け
　ます。（平日10時～16時）　ます。（平日10時～16時）☎☎048-838-7472048-838-7472
相談内容  相続、遺言、登記、債務整理、成年後見、 相続、遺言、登記、債務整理、成年後見、
　不動産の名義変更など　不動産の名義変更など
費　用  無料 無料
問  埼玉司法書士会事務局  埼玉司法書士会事務局 ☎☎ 048-863-7861 048-863-7861

無料法律相談会

～県内企業多数参加予定です。
採用担当者と直接話してみましょう～

予約不要、入退場自由。求人企業情報を来場者全予約不要、入退場自由。求人企業情報を来場者全
員に配布。履歴書を複数枚お持ちください（当日員に配布。履歴書を複数枚お持ちください（当日
会場でコピーも可）。参加企業名は会場でコピーも可）。参加企業名は開催2週間前か開催2週間前か
らら当協議会ウェブサイトに掲載。当協議会ウェブサイトに掲載。
【URL】http://www.kotaikyou-saitama.ne.jp/【URL】http://www.kotaikyou-saitama.ne.jp/
対　象  2023 年 3 月大学・短大・専門学校卒業 2023 年 3 月大学・短大・専門学校卒業
　予定の方、既卒 3 年以内の方　予定の方、既卒 3 年以内の方。。
日　時  8月30日㈫　13時～16時 8月30日㈫　13時～16時
　　　　（受付12時～15時30分）　　　　（受付12時～15時30分）
会　場   大宮ソニックシティビル 4F　市民ホール大宮ソニックシティビル 4F　市民ホール
問  埼玉県雇用対策協議会  埼玉県雇用対策協議会 ☎☎  048-647-4185048-647-4185

求人企業合同面接会

遺言、相続、贈与、登記関係、起業、借金問題、遺言、相続、贈与、登記関係、起業、借金問題、
離婚など、さまざまな悩みを抱えている女性の相離婚など、さまざまな悩みを抱えている女性の相
談に応じます。談に応じます。
日　時  9月10日㈯　10時～16時 9月10日㈯　10時～16時
電話相談     ☎☎ 048-872-8055 ※予約不要、当日のみ 048-872-8055 ※予約不要、当日のみ

通話可、相談料無料（通話料相談者負担）通話可、相談料無料（通話料相談者負担）
問  埼玉司法書士会事務局  埼玉司法書士会事務局 ☎☎ 048-863-7861 048-863-7861

女性のための女性司法書士による

無料電話相談会

水辺の生き物探しや、ミニ水族館づくりを行いま水辺の生き物探しや、ミニ水族館づくりを行いま
す。子どもの見守り、魚捕りボランティア大歓迎す。子どもの見守り、魚捕りボランティア大歓迎
です。参加費無料です。です。参加費無料です。
日　時   8月6日㈯ 9時～12時（受付8時40分開始）  8月6日㈯ 9時～12時（受付8時40分開始）

※雨天または増水時中止※雨天または増水時中止
対　象     町内在住者とその家族、子どもから大人町内在住者とその家族、子どもから大人

まで（小学3年生以下は保護者同伴）※定まで（小学3年生以下は保護者同伴）※定
員20名程度（当日会場で受付）員20名程度（当日会場で受付）

持ち物     川の中を自由に歩ける服装、着替え、帽川の中を自由に歩ける服装、着替え、帽
子、飲み物、虫よけ、マスク等感染症対子、飲み物、虫よけ、マスク等感染症対
策、あれば箱メガネ、ルーペ、図鑑など。策、あれば箱メガネ、ルーペ、図鑑など。
靴はかかとがしっかり固定でき、脱げに靴はかかとがしっかり固定でき、脱げに
くい靴（運動靴等）※サンダル、ゴムぞくい靴（運動靴等）※サンダル、ゴムぞ
うり、長靴、かかとの高い靴は危険ですうり、長靴、かかとの高い靴は危険です

問  NPOもりんど 事務局  NPOもりんど 事務局 ☎☎  65-2152（山本方）65-2152（山本方）

都幾川で川遊び　参加者募集

2021


