
お求めは埼玉県内の宝くじ売り場で！
「ハロウィンジャンボ宝くじ」と「ハロウィンジャンボミニ」が、

9月22日㈬から全国で２種類同時発売されます。

同時発売のハロウィンジャンボミニは、１等・前後賞合わせて5,000万円！
　１等　3,000万円×20本　　前後賞各　1,000万円×40本　　１等　3,000万円×20本　　前後賞各　1,000万円×40本　※当せん本数は発売総額150億円・5ユニットの場合※当せん本数は発売総額150億円・5ユニットの場合

今年のハロウィンジャンボは、１等・前後賞合わせて５億円！
　１等　3億円×11本　　前後賞各　１億円×22本　　　１等　3億円×11本　　前後賞各　１億円×22本　　※当せん本数は発売総額330億円・11ユニットの場合※当せん本数は発売総額330億円・11ユニットの場合

この宝くじの収益金は、この宝くじの収益金は、
市町村の明るいまちづくりや環境対策、市町村の明るいまちづくりや環境対策、
高齢化対策など地域住民の福祉向上の高齢化対策など地域住民の福祉向上の
ために使われます。ために使われます。

発売期間　9月22日㈬～10月22日㈮　9月22日㈬～10月22日㈮　　発売場所　全国の宝くじ売場　全国の宝くじ売場
問問　公益財団法人埼玉県市町村振興協会　☎048-822-5004　公益財団法人埼玉県市町村振興協会　☎048-822-5004問

　令和３年社会生活基本調査
総務省統計局（埼玉県）では社会生活基本調総務省統計局（埼玉県）では社会生活基本調
査を実施します。この調査では、国民の生活査を実施します。この調査では、国民の生活
時間の使い方やさまざまな活動状況を調べ、時間の使い方やさまざまな活動状況を調べ、
社会や暮らしのための基礎資料として活用し社会や暮らしのための基礎資料として活用し
ます。調査をお願いする世帯には、10 月上ます。調査をお願いする世帯には、10 月上
旬から下旬にかけて調査員が伺い、調査票を旬から下旬にかけて調査員が伺い、調査票を
お配りしますので、ご回答をお願いします。お配りしますので、ご回答をお願いします。

調査期日     10 月 20 日現在10 月 20 日現在

回答方法      インターネット回答、もしくは  インターネット回答、もしくは
調査員が配布した調査票に記入調査員が配布した調査票に記入
いただき、調査員へ提出していいただき、調査員へ提出してい
ただきます。ただきます。

調査内容     勤務形態、1 週間の就業時間、  勤務形態、1 週間の就業時間、
趣味・娯楽活動の状況など趣味・娯楽活動の状況など

問   埼玉県統計課 ☎ 048-830-2314埼玉県統計課 ☎ 048-830-2314

　令和 4 年度
　保育所入園申請のご案内
令和 4 年度の保育園児（町外保育所を含む）令和 4 年度の保育園児（町外保育所を含む）
を次のとおり募集します。を次のとおり募集します。

資格     保護者が労働や疾病等により保育を 保護者が労働や疾病等により保育を
必要とする児童必要とする児童

書類     10 月 11 日㈪から、役場福祉課にて 10 月 11 日㈪から、役場福祉課にて
手引き・申請書を配布します。申請手引き・申請書を配布します。申請
書は、町の HP からダウンロードす書は、町の HP からダウンロードす
ることができます。ることができます。

受付     11 月 1 日㈪～ 11 月 30 日㈫の期間 11 月 1 日㈪～ 11 月 30 日㈫の期間
中、役場福祉課で受け付けます。中、役場福祉課で受け付けます。

※町外保育所を希望する方は、締切日が上記受付期間※町外保育所を希望する方は、締切日が上記受付期間
より早い場合もありますので、希望保育所のある市町より早い場合もありますので、希望保育所のある市町
村へ確認のうえ、早めに申請するようお願いします村へ確認のうえ、早めに申請するようお願いします。。

注意     ① 町外の保育所への入所を希望され ① 町外の保育所への入所を希望され
る場合も、同様の申請が必要です。る場合も、同様の申請が必要です。

　　　   ② 令和 3 年度からの継続の児童につ　　　   ② 令和 3 年度からの継続の児童につ
いては、保育所から配布される「現いては、保育所から配布される「現
況届」等の提出が必要になります。況届」等の提出が必要になります。

　　　   ③ 申請後、保育の必要性について認　　　   ③ 申請後、保育の必要性について認
定し、保育の利用の希望、保育施定し、保育の利用の希望、保育施
設等の状況により、利用できる施設等の状況により、利用できる施
設を調整します。設を調整します。

　　 　  　　 　  ※入所の決定は、申込順ではありません。

　　町内保育施設の概要

町立保育園 私立保育園 私立認定
こども園

玉川保育園 平保育園 はなぞの
保育園

ひかりの村
こども園
保育所保育所

機能部分機能部分

大字玉川大字玉川
2685-22685-2

大字西平大字西平
725725

大字瀬戸大字瀬戸
元上17-1元上17-1

大字瀬戸大字瀬戸
元上21-1元上21-1

☎65-5201☎65-5201 ☎67-0446☎67-0446 ☎65-2609☎65-2609 ☎65-1359☎65-1359

定員120人定員120人 定員60人定員60人 定員110人定員110人 定員20人定員20人

入園年齢入園年齢
生後８か月～生後８か月～

入園年齢入園年齢
生後生後

７か月位～７か月位～
入園年齢入園年齢
３歳児～３歳児～

平日開園時間平日開園時間
7時15分～19時7時15分～19時

平日平日
開園時間開園時間
7時15分7時15分

～～
19時15分19時15分

平日平日
開園時間開園時間
7時15分7時15分

～～
18時15分18時15分

土曜開園時間土曜開園時間
7時15分～12時30分7時15分～12時30分

土曜開園時間土曜開園時間
7時15分～18時15分7時15分～18時15分

（第２土曜は13時まで）（第２土曜は13時まで）

完全給食完全給食

保育料はときがわ町保育料徴収基準額表によって保育料はときがわ町保育料徴収基準額表によって
算定します算定します

問   福祉課 ☎ 65-0813福祉課 ☎ 65-0813

農業委員会委員・農地利用最適化推進委員を紹介します

任期満了に伴い、11 名の農業委員会委員が町長より任命され、6 名の農地利用最適化推進委員が農業委員任期満了に伴い、11 名の農業委員会委員が町長より任命され、6 名の農地利用最適化推進委員が農業委員
会より委嘱されました。任期は令和 6 年 7 月 31 日までの 3 年間です。会より委嘱されました。任期は令和 6 年 7 月 31 日までの 3 年間です。

問  農業委員会事務局 ☎ 65-1532 農業委員会事務局 ☎ 65-1532

農地利用最適化推進委員（担当地区）

会長会長
杉田文男杉田文男

江幡忠和江幡忠和
（玉川）（玉川）

会長職務代理者会長職務代理者
田中千博田中千博

大澤利久大澤利久
（大野、椚平）（大野、椚平）

鈴木義宏鈴木義宏

小林史典小林史典
（ 番匠、本郷、別所、（ 番匠、本郷、別所、

田中、関堀、馬場）田中、関堀、馬場）

根岸　功根岸　功

清水寬已清水寬已
（西平、雲河原）（西平、雲河原）

本尾　亮本尾　亮

中澤健一中澤健一
（田黒、五明、日影）（田黒、五明、日影）

立澤恒二立澤恒二

町田和久町田和久
（ 桃木、瀬戸元上、（ 桃木、瀬戸元上、

瀬戸元下、大附）瀬戸元下、大附）

武井貴子武井貴子 新井文彦新井文彦 山口悦男山口悦男 柴田育生柴田育生 岡野みつ子岡野みつ子

農業委員会委員

　家具転倒防止器具
　設置助成制度をご利用ください

町では、地震による家具等の転倒から皆さま町では、地震による家具等の転倒から皆さま
の命や財産を守るため、家具転倒防止器具設の命や財産を守るため、家具転倒防止器具設
置の助成を実施しています。置の助成を実施しています。

対　象     ときがわ町内にお住まいの世帯の   ときがわ町内にお住まいの世帯の
世帯主世帯主

補助額     ① 町に登録している業者に依頼   ① 町に登録している業者に依頼
し、家具転倒防止器具を設置すし、家具転倒防止器具を設置す
る費用（器具代金含む）る費用（器具代金含む）

　　　 　 ② 申請者自身による家具転倒防止　　　 　 ② 申請者自身による家具転倒防止
器具の購入費用（器具代金のみ）器具の購入費用（器具代金のみ）

　　　 　  上限 5,000 円として、上記①または　　　 　  上限 5,000 円として、上記①または
②の費用②の費用の 2 分の 1 に相当する金の 2 分の 1 に相当する金
額（100 円未満は切り捨て）額（100 円未満は切り捨て）

　　　　　   （1 申請者につき 1 年度 1 回限り）　　　　　   （1 申請者につき 1 年度 1 回限り）

申　請     助成を希望する方は、事前に下記   助成を希望する方は、事前に下記
担当までご連絡ください。担当までご連絡ください。

注　意    ・ 住宅が持家ではない場合、所有  ・ 住宅が持家ではない場合、所有
者の同意が必要となることがあ者の同意が必要となることがあ
ります。ります。

　　　　  ・ 予算額に達した時点で受付は終　　　　  ・ 予算額に達した時点で受付は終
了します。了します。

問   建設環境課   建設環境課 ☎ 65-1539☎ 65-1539
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