
新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス
（令和 4 年 10 月 28 日現在）　（令和 4 年 10 月 28 日現在）　

に関連するに関連する 支援内容

❖ 地域商品券を追加配布しました
19 歳から 23 歳までの若者世代を対象とした「物19 歳から 23 歳までの若者世代を対象とした「物
価高騰対応支援商品券」の追加配布を完了しました。価高騰対応支援商品券」の追加配布を完了しました。
この商品券はお手元に届き次第、すぐにご利用いた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。簡易書留の配達時に不在などで受け取れだけます。簡易書留の配達時に不在などで受け取れ
ず、郵便局の保管期間を過ぎた場合は、観光推進室ず、郵便局の保管期間を過ぎた場合は、観光推進室

（第二庁舎１階）でお受け取りください。（第二庁舎１階）でお受け取りください。
問  観光推進室  観光推進室 ☎☎ 65 65--15841584

 「差し入れパック」終了します
町では、これまで新型コロナウイルス感染症により町では、これまで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
ら食料品や衛生用品などを詰め合わせた「差し入れ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」を無料でお届けしていました。しかし、厚パック」を無料でお届けしていました。しかし、厚
生労働省による「療養期間中の外出自粛について、生労働省による「療養期間中の外出自粛について、
有症状の場合で症状軽快から 24 時間経過後または有症状の場合で症状軽快から 24 時間経過後または
無症状の場合は、食料品の買い出しなど必要最小限無症状の場合は、食料品の買い出しなど必要最小限
の外出を行うことは差し支えない」との判断から、の外出を行うことは差し支えない」との判断から、

「差し入れパック」は 10 月 31 日をもって終了する「差し入れパック」は 10 月 31 日をもって終了する
こととなりました。こととなりました。
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

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（令和響により収入が減少した場合、令和４年度分（令和
4 年 7 月から令和 5 年 6 月まで）も国民年金保険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。ご希望の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、改めて方は、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く令和 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、追納しない限りださい。※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。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

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

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   11月16日㈬ 13時30分～16時30分11月16日㈬ 13時30分～16時30分

◆寄居町中央公民館　集会室
日　時  11月15日㈫ 11月15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   11月10日㈭・17日㈭・24日㈭11月10日㈭・17日㈭・24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

プログラム   【第1部】朗読劇「元気なうちから契【第1部】朗読劇「元気なうちから契
約しよう―任意後見制度―」【第2部】パネルディ約しよう―任意後見制度―」【第2部】パネルディ
スカッション「任意後見制度のこれからスカッション「任意後見制度のこれから」」
日　時     12月10日㈯12月10日㈯  13時30分～15時30分  13時30分～15時30分

（13時受付開始）（13時受付開始）
場　所   コミュニティプラザコルソ7階ホールコミュニティプラザコルソ7階ホール
申込み   FAXまたは電話でお申し込みください。FAXまたは電話でお申し込みください。
（定員100名・11月30日必着）FAXの場合、次の（定員100名・11月30日必着）FAXの場合、次の
事項をご記入ください。①任意後見シンポジウム事項をご記入ください。①任意後見シンポジウム
参加希望 ②住所 ③氏名 ④電話番号 ⑤参加人数参加希望 ②住所 ③氏名 ④電話番号 ⑤参加人数
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

　　FAX 048　　FAX 048--864864--29212921

無料法律相談会

任意後見制度に関するシンポジウム

曲がったことが大嫌いな女絵師お市と、それを支曲がったことが大嫌いな女絵師お市と、それを支
える叔母のお柳。二人の暮らす長屋には、春本作える叔母のお柳。二人の暮らす長屋には、春本作
家のお春や、瓦版屋の長吉はじめおかしな人物が家のお春や、瓦版屋の長吉はじめおかしな人物が
出入りする。お江戸の城下では「馬が喋った」と出入りする。お江戸の城下では「馬が喋った」と
いう噂が噂を呼んで大混乱！ 長屋に暮らす庶民のいう噂が噂を呼んで大混乱！ 長屋に暮らす庶民の
井戸端会議は、秘密裏に支配をもくろむお上に立井戸端会議は、秘密裏に支配をもくろむお上に立
ち向かうことが出来るのか…。ち向かうことが出来るのか…。
日　時  12月3日㈯　18時30分開演（18時開場） 12月3日㈯　18時30分開演（18時開場）
　　　　12月4日㈰　13時開演（12時30分開場）　　　　12月4日㈰　13時開演（12時30分開場）
会　場   ときがわ町文化センターときがわ町文化センター
　　　 （アスピアたまがわ）　　　 （アスピアたまがわ）
チケット     前売券 1,200 円、当日券 1,500 円前売券 1,200 円、当日券 1,500 円
取扱店  ときがわ町商工会・シャディーサラダ ときがわ町商工会・シャディーサラダ
館都幾川店・前澤屋・ドラッグ田中・㈱三愛不動館都幾川店・前澤屋・ドラッグ田中・㈱三愛不動
産・ファミリーマート野原五明産・ファミリーマート野原五明店店
問  演劇集団「大河」水谷 演劇集団「大河」水谷  ☎☎  090090--34743474--92299229

　　佐藤 　　佐藤 ☎☎ 080 080--12541254--38033803

ときがわ町に暮らす音楽家たちのときがわ町に暮らす音楽家たちの

クリスマスプレゼントクリスマスプレゼント

日　時  12月11日 12月11日㈰　14時30分開場　15時開演㈰　14時30分開場　15時開演
場　所   ときがわ町文化センター　ホールときがわ町文化センター　ホール
　　　 （アスピアたまがわ）　　　 （アスピアたまがわ）
入場料   大人3,000円　中学生1,000円　大人3,000円　中学生1,000円　
　　　　 小学生以下無料　　　　 小学生以下無料
プログラム  クリスマスメドレー、そりすべり、く クリスマスメドレー、そりすべり、く
るみ割り人形より、星に願いを、他るみ割り人形より、星に願いを、他
出　演   Aya（フルート）、野原孝（サクソフォン）、織Aya（フルート）、野原孝（サクソフォン）、織
田準一（トランペット）、植松透（打楽器）、山口コー田準一（トランペット）、植松透（打楽器）、山口コー
イチ（ピアノ）、君塚世和（ギター）イチ（ピアノ）、君塚世和（ギター）
問  織田  織田 ☎☎ 090 090--40944094--43914391

　　　　  oripapatp@gmail.com oripapatp@gmail.com

演劇集団大河　ときがわ公演第 5 弾

元禄・馬の物言い

生涯学習課からお知らせ

クリスマスコンサート 2022

①さくっ！とわかる里親制度（埼玉県の里親制度に①さくっ！とわかる里親制度（埼玉県の里親制度に
ついての説明）、②『ありがとう、オカン』の上映（血ついての説明）、②『ありがとう、オカン』の上映（血
のつながらない里子たちと里親「オカン」との絆をのつながらない里子たちと里親「オカン」との絆を
描いたドラマの上映）を行います。費用は無料。事描いたドラマの上映）を行います。費用は無料。事
前に電話か QR コードからお申し込みください。前に電話か QR コードからお申し込みください。
日　時     12 月 4 日㈰　13 時 30 分～ 16 時12 月 4 日㈰　13 時 30 分～ 16 時
対　象   里親制度に興味のある方里親制度に興味のある方
場　所   日高市総合福祉センター高麗の郷日高市総合福祉センター高麗の郷
問   児童家庭支援センターシャローム児童家庭支援センターシャローム

　　 　　 ☎☎  042042--989989--15351535

第8回　里親制度普及講座

～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  11月29日㈫　13時～16時 11月29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 ☎☎  048048--647647--41854185

求人企業合同面接会
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