
新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス
（令和 4 年 9 月 22 日現在）　（令和 4 年 9 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」の簡易書留による送付「物価高騰対応支援商品券」の簡易書留による送付
は 8 月中旬までに完了しています。受け取れなかっは 8 月中旬までに完了しています。受け取れなかっ
た方の商品券は役場に返送されていますので、お早た方の商品券は役場に返送されていますので、お早
めに第二庁舎観光推進室でお受け取りください。めに第二庁舎観光推進室でお受け取りください。

取扱い加盟店を随時募集中！
問  観光推進室  観光推進室 ☎☎ 65 65--15841584

❖ 「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 65--04010401

❖  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 月に発送した令和 4 年度減免します。詳しくは、7 月に発送した令和 4 年度
納税（納入）通知書及び同封文書をご確認ください。納税（納入）通知書及び同封文書をご確認ください。
国民健康保険税　　 問  税務課  税務課 ☎☎ 65 65--08110811
介護保険料　　 問  福祉課  福祉課 ☎☎ 65 65--08130813
後期高齢者医療保険料　　 問  町民課  町民課 ☎☎ 65 65--08120812

❖ 国民年金保険料の特例免除
令和 3 年 1 月以降、新型コロナウイルス感染症の影令和 3 年 1 月以降、新型コロナウイルス感染症の影
響により収入が減少した場合、令和４年度分（令響により収入が減少した場合、令和４年度分（令  

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！

和 4 年 7 月から令和 5 年 6 月まで）も国民年金保和 4 年 7 月から令和 5 年 6 月まで）も国民年金保
険料臨時特例免除申請を受け付けています。ご希望険料臨時特例免除申請を受け付けています。ご希望
の方は、令和 3 年度以前分を申請した方でも、改めの方は、令和 3 年度以前分を申請した方でも、改め
て令和 4 年度分の申請が必要となりますのでご注意て令和 4 年度分の申請が必要となりますのでご注意
ください。※免除等期間については、追納しない限ください。※免除等期間については、追納しない限
り将来受け取る年金額が少なくなります。り将来受け取る年金額が少なくなります。
申請方法や申請書等は、日本年金機構 HP（https://申請方法や申請書等は、日本年金機構 HP（https://
www.nenkin.go.jp/）をご覧ください。www.nenkin.go.jp/）をご覧ください。
問  川越年金事務所  川越年金事務所 ☎☎ 049 049--242242--26572657
　  町民課 　  町民課 ☎☎  6565--08120812

❖ 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 65--08140814

❖ 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 65--15551555

❖ 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 65--15361536

8 月には、埼玉県から県内全域を対象に「ＢＡ５対8 月には、埼玉県から県内全域を対象に「ＢＡ５対
策強化宣言」が発出されました。改めて一人ひとり策強化宣言」が発出されました。改めて一人ひとり
が、「感染しない」「感染させない」「感染を広げない」が、「感染しない」「感染させない」「感染を広げない」
を常に意識し、感染防止に注意して慎重に行動してを常に意識し、感染防止に注意して慎重に行動して
いただくようお願いします。いただくようお願いします。

住民の方 への支援

ピンク色の「赤ソバ」花畑がおすすめ。

10～12月は夜間開園を実施予定

赤ソバ花畑が見頃です。約 50 万本のピンク色の花赤ソバ花畑が見頃です。約 50 万本のピンク色の花
が草丈を伸ばしながら成長し、花畑一面に広がりが草丈を伸ばしながら成長し、花畑一面に広がり
ます。見頃は 10 月末ごろまで。場所は運動広場、ます。見頃は 10 月末ごろまで。場所は運動広場、
中央口・南口から徒歩約 20 分です。中央口・南口から徒歩約 20 分です。
夜間イルミネーション「森のハロウィンナイト」夜間イルミネーション「森のハロウィンナイト」
を今年も開催します！ 秋の夜長に、開放的な森を今年も開催します！ 秋の夜長に、開放的な森
林の中での散策、光と音の演出を楽しんでみては。林の中での散策、光と音の演出を楽しんでみては。
詳細は公園 HP をご覧ください。【日程】10 月 21詳細は公園 HP をご覧ください。【日程】10 月 21
日㈮～ 23 日㈰、28 日㈮～ 30 日㈰予定（雨天中止）日㈮～ 23 日㈰、28 日㈮～ 30 日㈰予定（雨天中止）
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

　　　　☎☎  5757--21112111

国営武蔵丘陵森林公園

見頃のお花、夜間開園　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   10月19日㈬ 13時30分～16時30分10月19日㈬ 13時30分～16時30分

◆寄居町中央公民館　集会室
日　時  10月18日㈫ 10月18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   10月6日㈭・13日㈭・20日㈭・27日㈭10月6日㈭・13日㈭・20日㈭・27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）☎☎048048--838838--74727472
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 ☎☎ 048 048--863863--78617861

夫婦関係の悩み、婚姻費用分担、面会交流、養育夫婦関係の悩み、婚姻費用分担、面会交流、養育
費、慰謝料、相続、不動産トラブル、近隣トラブ費、慰謝料、相続、不動産トラブル、近隣トラブ
ル、交通事故、労働問題等（法律に絡むこと）なル、交通事故、労働問題等（法律に絡むこと）な
ど、ど、裁判所の調停手続きを使って市民の皆様のお裁判所の調停手続きを使って市民の皆様のお
悩みを自主的に解決しませんか。その案内を調停悩みを自主的に解決しませんか。その案内を調停
委員がさせていただきます。予約は必要ありませ委員がさせていただきます。予約は必要ありませ
ん。直接会場にお越しください。ん。直接会場にお越しください。
日　時   11月5日㈯11月5日㈯  10時～16時  10時～16時
場　所   熊谷市立商工会館（熊谷市役所前）熊谷市立商工会館（熊谷市役所前）
問  調停相談会事務局  調停相談会事務局 ☎☎ 048 048--865865--70137013

無料法律相談会

無料調停手続相談会

一般民事、家事、遺言・相続、多重債務などの問一般民事、家事、遺言・相続、多重債務などの問
題について、弁護士による無料電話法律相談会を題について、弁護士による無料電話法律相談会を
開催します。相談無料、秘密厳守、予約不要です。開催します。相談無料、秘密厳守、予約不要です。
日　時  10月1日㈯　13時～16時 10月1日㈯　13時～16時
電話相談     ☎☎ 048 048--865865--78407840 ※相談日のみ※相談日のみ
費　用  無料 ※電話代は相談者負担 無料 ※電話代は相談者負担
申込み  不要 ※当日相談専用電話へお電話ください。 不要 ※当日相談専用電話へお電話ください。
問  埼玉弁護士会法律相談センター 埼玉弁護士会法律相談センター

　　 　　 ☎☎ 048 048--710710--56665666

相続、許認可ほか暮らしの相談を受け付けます。相続、許認可ほか暮らしの相談を受け付けます。
日　時  10月15日㈯　10時～17時 10月15日㈯　10時～17時
会　場   ピオニウォーク東松山2F  フードコート前ピオニウォーク東松山2F  フードコート前
問  埼玉県行政書士会東松山支部　支部長　中野 埼玉県行政書士会東松山支部　支部長　中野

　　 　　 ☎☎ 080 080--36003600--32983298

弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、行弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、行
政書士、社会保険労務士、公認会計士、不動産鑑政書士、社会保険労務士、公認会計士、不動産鑑
定士、公証人、中小企業診断士および弁理士とい定士、公証人、中小企業診断士および弁理士とい
う11士業団体の各専門家が一堂に会し、それぞれう11士業団体の各専門家が一堂に会し、それぞれ
の専門性を活かして、県民・事業者等を対象としの専門性を活かして、県民・事業者等を対象とし
た無料相談会を開催します。相談料無料、事前申た無料相談会を開催します。相談料無料、事前申
し込み不要です。し込み不要です。
日　時  11月5日㈯　10時30分～15時30分 11月5日㈯　10時30分～15時30分
会　場   JR浦和駅西口前　浦和コルソ7階ホールJR浦和駅西口前　浦和コルソ7階ホール
問  （一社）埼玉県中小企業診断協会 （一社）埼玉県中小企業診断協会

　　   　　   ☎☎ 048 048--762762--33503350

法の日週間（10月 1日～ 7日）記念

無料電話法律相談会

行政書士制度広報月間

行政書士無料相談会

埼玉友好士業協議会

暮らしと事業のよろず相談会

成年後見制度について知りたい方、利用をお考え成年後見制度について知りたい方、利用をお考え
の方の疑問に、後見の実情に詳しい弁護士、司法の方の疑問に、後見の実情に詳しい弁護士、司法
書士、社会福祉士がお答えします。書士、社会福祉士がお答えします。
日　時  10月22日㈯　10時～16時 10月22日㈯　10時～16時
電話番号     ☎☎ 048 048--845845--31853185（当日のみ）（当日のみ）
問  埼玉県地域包括ケア課  埼玉県地域包括ケア課 ☎☎  048048--830830--32513251

　　※当日は上記へお電話ください　　※当日は上記へお電話ください

成年後見なんでも電話相談
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