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期間中にキャッシュレス決済すると

マイナポイントについて
　マイナポイントは、キャッシュレス決済サービス（以下「決済
サービス」）が提供するキャッシュレス決済事業者を通じて、決
済サービスの利用時の金額に対して２５％（上限５，０００円分）
のポイントが付与されます。付与されたポイントを使って、お得
に買い物等ができます。

マ イ ナ
ポイント

期間中にキャッシュレス決済

２５％がもらえる！
（上限５，０００円分）

・マイナンバーカード
・マイナンバーカード取得時に設定した
数字４桁のパスワード（電子証明書）
・申し込みに選択するキャッシュレス決
済サービスの IDやセキュリティコード

事前に用意するもの

・マイナンバーカード
・マイナンバーカード取得時に設定した

　マイナンバーカード交
付申請書がないかたは、
住民環境課窓口または町
ホームページで手書き用
のマイナンバーカード交
付申請書と封筒がダウン
ロードできます。
※通知カードだけでは、
マイナポイントの申し込
み等はできません。

①マイナンバーカードの取得

スマートフォン

マイナンバーカード入手の手順

通知カードと一緒に送られてきた
「マイナンバーカード交付申請書」
を使用し、右記のいずれかで申請し
てください。

役場から「交付通知書（ハガキ）」が届きます。※交付通知書は、申請から約１か月ほどかかります。

「交付通知書（ハガキ）」に記載されている必要書類を持参し、住民環境課窓口でマイナンバーカードを受
け取ります。

パソコン

証明写真機 郵　便

電子証明書の有効期限は、電子証明発行の日から５回目の誕生日までです。

オモテ ウラ

１

２

３

※マイナンバーカード取得時に設定した数字４桁のパスワード（電子証明書）
は忘れないように自身で保管してください。

問　住民環境課住民係または産業振興課商工係　

マイナンバー
カードがある
かたは②から！
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９月１日（火）～

②マイナポイントの事前予約について
次のいずれかの方法・場所で予約・申し込みが可能

スマートフォン（iPhone の端末）の場合

・町役場窓口
・郵便局
・携帯会社店舗
・コンビニエンスストア
・銀行　等
※支援端末は順次設置されます。また、一部
対応していない店舗等もありますので、マイ
ナポイントホームページで確認してください。

NFC 対応機種 カードリーダー
が別途必要

スマートフォン パソコン マイナポイント手続きスポット

　操作方法等については、
マイナポイントホームページ
を確認してください。　

③マイナポイントを申し込んで取得

次のいずれかのキャッシュレス決済サービスが対象

ＩＣカード
（電子マネー）

ＱＲコード決済 クレジットカード

※ Android の場合は、【１】アプリの起動➡【３】カードの読み取り
➡【２】数字４桁の入力の操作になります。

「マイナポイント」のアプリをダウンロードして、
アプリの画面からオレンジボタン「マイナポイン
トの予約（マイキー IDの発行）」をタップします。

利用者証明電子証明書（数字４桁パスワード）を
入力します。入力後、「次へ進む」をタップします。

スマートフォンの下へマイナンバーカードをセットし、カード情報を読み取り 「パスワードの確認に成功し
ました」というメッセージが表示されたら、「発行」をタップします。

アプリ起動後

※パスワード入力を３回
連続で間違えると住民環
境課窓口で再設定を行う
必要がありますので、注
意してください。

１ ２

３

※マイナンバーカードの読み取りは、機種により異なりますので、
自身の機種を確認してから行ってください。

１ マイナポイントアプリを起動し、「マイナポイ
ントの申し込み」をタップし、マイナポイント
を付与するキャッシュレス決済サービスを選択
してください。

選択したキャッシュレス決済サービスでチャージ
や買い物をするとキャッシュレス決済サービスの
ポイントとしてマイナポイントが付与されます。

２

※申込みが可能なキャッシュレス決済サービスは、
７月より順次増えています。また、申し込み後の
キャッシュレス決済サービスの変更はできません。

９月１日（火）～令和３年３月３１日（水）の
期間中にチャージまたは買い物

上限５，０００円
２５％
金額から２０，０００円分のチャージや買い物で

（☎０１２０－９５－０１７８）※音声ガイダンスに従い「５番」を選択してください。
平日　９：３０～２０：００
土曜・日曜日、祝日　９：３０～１７：３０（１２月２９日～令和３年１月３日を除く）

（☎０１２０－９５－０１７８）※音声ガイダンスに従い「５番」を選択してください。
平日　９：３０～２０：００

マイナポイントについての問い合わせは…マイナンバー総合フリーダイヤル（無料）

＊＊＊＊

９月１日（火）～

※８月中にチャージや買い物をしてもマイナポイン
トは付与されません。マイナポイント付与のタイミ
ングは、キャッシュレス決済によって異なります。
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問　健康づくり課保険年金係　内線１７２問　健康づくり課健康づくり係　内線１７２

　限度額適用認定証は、医療費（自己負担額）が高額
になった場合に、医療機関の窓口へ提示すると支払い
を限度額までに抑えることができます。
対　象 国民健康保険被保険者で①②に該当するかた
①７０歳未満のかた
②７０歳～７４歳で住民税非課税世帯または現役並み
Ⅰ・Ⅱに該当するかた
※住民税非課税世帯のかたは「標準負担額減額認定証」
が併せて交付され、入院時にかかる食事代が減額され
ます。
※保険税に滞納のある世帯には交付できませんので、
相談してください。
持参するもの　国民健康保険被保険者証・印鑑・個人
番号（通知）カード・本人確認できるもの
申請方法　健康づくり課へ申請
※有効期限が過ぎたら再度申請が必要です。 

　町では、令和２年度も１～１５歳（中学生）のお子
さんが任意で受けたインフルエンザ予防接種に対し、
費用の一部を助成します。そこで、慢性疾患等の理由
により、館林市・邑楽郡の医療機関および羽生総合病
院以外の医療機関でインフルエンザの予防接種を希望
するかたは、印鑑を持参のうえ健康づくり課で要望書
の申請手続きをしてください。

▶申請期間 8月11日（火）～31日（月）
　　　　　　（土曜・日曜日を除く）

【国民健康保険加入】
　退職して社会保険を離脱したときは、
国民健康保険加入の手続きを行ってくだ
さい。手続きが遅れても社会保険喪失日
が国民健康保険加入日となり、保険税を
遡って納めていただくことになりますの
で、早めの届出をお願いします。
持参するもの
印鑑・社会保険離脱証明書・個人番号（通
知）カード・本人確認できるもの
※倒産や解雇、雇い止め等、非自発的に
職を失った国保被保険者（６５歳未満）
には、申請することにより国民健康保険
税の軽減が受けられる場合があります。

問　健康づくり課保険年金係　内線１７２

【国民健康保険脱退】
　社会保険に加入したときは、国民健康
保険脱退の手続きを行ってください。手
続きをしないでいると社会保険と国民健
康保険の二重加入となり、保険料税を余
分に支払うことになるので注意してくだ
さい。
持参するもの　
印鑑・被保険者証（国民健康保険・
社会保険の両方）・個人番号（通知）
カード・本人確認できるもの

加入・脱退手続きは、
加入・脱退した日から
１４日以内に本人または
家族が健康づくり課へ
届け出てください。

加入・脱退手続きは、
加入・脱退した日から
１４日以内に本人または
家族が健康づくり課へ
届け出てください。

｜ 2020－85

問　介護福祉課福祉係　内線１５3

【基本給付】
対　象　①～③のいずれかに該当するかた
①令和２年６月分の児童扶養手当が支給されるかた
②公的年金等を受給しており、令和２年６月分の児童
扶養手当の支給が全額停止されるかた
③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急
変する等、収入が児童扶養手当を受給しているかたと
同じ水準となっているかた（児童扶養手当の申請をし
ていないかたも含む）
給付額　１世帯５万円
※対象児童２人以上の場合加算があります。
申請方法　①に該当するかたは申請不要
                  ②③に該当するかたは介護福祉課へ申請

問   産業振興課   内線１２４、商工会（☎８４－３１３０）

　児童扶養手当を受給しているかたは現況届、特別児
童扶養手当を受給しているかたは所得状況届を毎年８
月に提出する必要があります。その届け出により受給
者の資格審査および所得審査を行い、手当の支給額が
決定されます。
※対象となるかたには通知してありますので、必ず介
護福祉課へ提出してください。
対　象 児童扶養手当・特別児童扶養手当の受給者

　問　介護福祉課福祉係　内線１５２

【追加給付】
対　象　基本給付の対象①または②に該当するかたの
うち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計
が急変し、収入が減少したかた
給付額　１世帯５万円
申請方法　介護福祉課へ申請
※申請方法および受付期間は、
ホームページ等でお知らせします。

　ひとり親世帯を支援するため、児童扶養手当を受給しているかた、またはひとり親世帯で収入が減少したかたに
給付金を支給します。

新型コロナウイルス感染症の影響によりイベント等が中止または延期になる場合があります。

▶と　き 8月30日（日）９：００～１２：００
※その後は平日のみ１０：００～１６：００まで販売
します。（なくなり次第終了）
▶ところ　町商工会（キャンパックホール内）

 !"#$%&’()*+,-

./01234567 !"89:

 !"#$%

567 !"89:567 !"89:

 !"#$%

&’&’()*+,- . . .&’&/(&*&0,-

 !"#$%&’()*+

対　象　町内在住・在勤のかた
販売価格　１セット１万円　※１人６セットまで
（１セット　５００円２２枚綴り、１１, ０００円分）
利用期間　９月１日（火）～令和５年２月２８日（火）
商品券取扱店　町内の飲食店、建設業、理・美容室、
コンビニエンスストア、スーパー等
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①子ども英会話教室（追加募集）
と　き　９月５日（土）～
（毎月第１土曜日）
９：００～１０：００
対　象 町内の小学１年～３年生
定　員　５人程度
申込期間　８月１１日（火）～２５日（火）
費　用　無料
②パッチワーク教室
と　き　１０月１４日（水）～
（毎月第２・第４水曜日）
１３：３０～１５：３０
対　象 町内在住・在勤のかた
定　員　２０人
申込期間　８月２６日（水）～９月
１６日（水）
費　用　初回５００円（材料費）
①②共通
ところ 中央公民館
申込方法　中央公民館へ直接申し込む。
※定員になり次第締め切ります。
申込・問合せ先
中央公民館（☎８４－４４９１）

①第２２回町民グラウンドゴルフ大会
と　き ９月６日（日）　
ところ ふるさとの広場
申込期限　８月２１日（金）
②第２２回町民パークゴルフ大会
（小学生以上）
と　き ９月１３日（日）　
ところ　ふるさとの広場
申込期限　８月２８日（金）
③第２３回町民サッカー大会
と　き ９月２０日（日）　
ところ 　利根川総合運動場
申込期限　９月６日（日）

④第２２回町民マラソンソフトボール大会
と　き ９月２０日（日）　
ところ　利根川総合運動場
申込期限　８月２８日（金）
①～④共通
対　象 町内在住・在勤・在学のかた　
費　用　無料
申込方法　社会体育館へ直接申し込む。
※定員になり次第締め切ります。
申込・問合せ先 社会体育館
（☎８４－４６２６）

　１０月下旬に明和町スポーツ選手表
彰を行います。
対　象 令和元年１０月１日～令和２
年９月３０日までに、各スポーツ競技
関東大会以上の出場で、優秀な成績を
おさめた個人、または団体。
申込方法　該当するかたは、社会体育
館へ申し込む。
申込・問合せ先　社会体育館
（☎８４－４６２６）

募集人員　消防職員（消防士・救急救
命士）男女若干名
受験資格　館林地区消防組合管内（明
和町・館林市・板倉町・千代田町・邑
楽町）　に住んでいるかたで、日本国
籍を有するかた。ただし管外に住んで
いるかたでも応募はできますが、採用
後は管内居住を条件とします。
申込期限　８月２１日（金）
（土曜・日曜日を除く）
試験日　第１次試験　（筆記）
９月２０日（日）
第２次試験　（体力・論文・面接）
１１月８日（日）予定
※第１次試験合格者が対象です。

採用予定　令和３年４月１日（木）
※受験資格の詳細および申込方法につ
いては、ホームページで確認してくだ
さい。
問合せ先　館林地区消防組合消防本部
総務課庶務係（☎７２－７２２９）

　館林衛生施設組合の職員を募集します。
職種・人員　事務員　若干名
応募資格　日本国籍があり、昭和５６
年４月２日以降に生まれたかたで高等
学校卒業（卒業見込みを含む）以上の
学歴を有しているかた
提出書類　受験申込書、履歴書、受験票
※詳細については、ホームページで確
認してください。
申込期間　９月１日（火）～３０日（水）
１７：１５必着
（土曜・日曜日、祝日を除く）
試験日　第一次試験１０月２５日（日）　
（教養試験・職場適応性検査・作文）
申込・問合せ先　館林衛生施設組合事
務局総務課総務係〒３７４－００１３　
館林市赤生田町６５－１
（☎７２－１６２４）

　防衛省では自衛官を募集しています。
①海上・航空自衛隊航空学生
対　象
海上自衛隊　１８歳以上２３歳未満
航空自衛隊　１８歳以上２１歳未満
申込期限 ９月１０日（木）
②一般曹候補生
対　象 １８歳以上３３歳未満
申込期限 ９月１０日（木）
③自衛官候補生
対　象　１８歳以上３３歳未満
※年間を通じて申込受付しています。
①～③共通
申込・問合せ先
自衛隊群馬地方協力本部
太田出張所
（☎３３－７３０５） 

消防職員募集

自衛官募集

中央公民館教室
参加者募集

体育協会の
大会参加者募集

明和町スポーツ選手
表彰

新型コロナウイルス感染症の影響によりイベント等が中止または延期になる場合があります。

館林衛生施設組合の
職員募集

｜ 2020－87

　ＮＥＴ１１９緊急通報システムは、
言語発声による緊急通報（１１９番通
報 ) が困難なかたのためのシステムで
す。スマートフォン・携帯電話のイン
ターネット接続機能を利用して、簡単
な操作で素早く 119 番通報すること
ができます。
対　象 聴覚の障がいだけではなく、
音声の発声による通報が難しいかた
申込方法　介護福祉課へ申請書を記入
し登録
費　用 無料（通信料がかかります）
申込・問合せ先　介護福祉課福祉係

　安全な血液製剤を安定供給するた
め、皆さまの温かいご協力をお待ちし
ています。（献血バスによる採血）
※骨髄バンクのドナー登録もできます。
と　き　８月２１日（金）
９：３０～１２：００
ところ　役場
問合せ先　介護福祉課福祉係

　町と社会福祉協議会では、両者が相
互に連携を図り、地域福祉の推進に向
けた各種施策を実施するため「明和町
地域福祉推進計画」を策定します。
　対象から１，０００人を無作為に抽
出し、アンケート用紙を郵送しますの
で協力をお願いします。
対　象 １８歳以上で町内在住のかた
問合せ先　介護福祉課福祉係

　令和４年４月１日から成人年齢が
２０歳から１８歳に引き下げられま
す。町では、令和４年度（令和５年１
月）以降も２０歳を対象に『二十歳の
つどい』として成人式典を開催します。
問合せ先　中央公民館　
（☎８４－４４９１）

　町では、ごみの減量化を図るため３
Ｒを推進しています。
　家庭で不要になった製品を捨てる前
に、まだ使用できるものはリユース
ショップ等を活用し、ごみの減量化に
協力してください。
　また平成２２年度よりリユース
ショップの活用推進を行っていますの
で、次の店舗も参考にしてください。
店舗名称　オフハウス館林店
館林市近藤町１７８－９６
（☎７６－９００９）
営業時間　１０：００～２０：００
（年中無休）
取扱品目　生活家電、家具、衣類、生
活雑貨、ホビー、自転車等
買取方法　店頭にて受付または電話予
約による出張買取り
問合せ先　住民環境課環境保全係

　厚生労働省は、
医師が可能である
と判断した場合に
初診から電話やオ
ンラインによる診
療を認めます。
【電話・オンライン診療の確認】
　かかりつけの医療機関での電話やオ
ンラインによる診療を行っているか確
認してください。かかりつけ医等のな
いかたは、県ホームページに掲載され
ている一覧から、最寄りの医療機関を
確認してください。

【留意点】
○医療機関で受診するよう推奨された
場合は、必ず指定の医療機関に直接か
かるようにしてください。
○新型コロナウイルス感染症が疑わ
れる場合は、県新型コロナウイルス
感染症コールセンター（☎０５７０－
０８２－８２０）に連絡し指示に従っ
てください。
○電話やオンラインによる服薬指導を
実施している薬局もあります。
※電話やオンラインによる診療では診
断や処方が困難な場合があります。
問合せ先　健康づくり課保険年金係ま
たは県庁医務課（☎０２７－２２６－
２５３５）

　ガンバルーン体操は、イスに座った
ままボールを使用して行う体操です。
と　き　スズカケ・ポプラのどちらか
選択してください。（全 5回）
スズカケ　１３：３０～１４：３０
8月３１日、9月 7日・１４日・２８
日、１０月 5日
（毎週月曜日ただし９月２１日を除く）
ポプラ　１０：００～１１：００
９月２日・9 日・１６日・２３日・
３０日（毎週水曜日）　
ところ
ふれあいセンタースズカケ・ポプラ
対　象 町内在住の５５歳以上のかた
持参するもの タオル、飲み物
定　員 ２０人
費　用 無料
申込・問合せ先
ふれあいセンタースズカケ　
（☎５０－１６０５）
ふれあいセンターポプラ
（☎５５－８７１６）

献血のお願い

ＮＥＴ１１９
緊急通報システム

リユースショップを
活用してみませんか

令和４年度以降の
成人式典について

電話・オンライン診療
について

ガンバルーン体操教室

アンケート協力の
お願い
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都市建設課
令和元年度　社会資本整備総合交付金　
谷田川大橋橋梁補修工事
場　所　　　　大輪地内
業　者　　　　荒井建設㈱
当初契約額　　７０４万円
変更後契約額　７３５万９千円
変更理由　施工性を考慮した工法に変
更したことによる増額

平成３０年度繰越事業　社会資本整備
総合交付金　町道３－４０５号外 1線
道路改良工事（分割 2号）
場　所　　　　矢島・外１地内
業　者　　　　㈱徳川組
当初契約額　　４，４５５万円
変更後契約額　４，７１６万８千円
変更理由　工種の追加による増額

平成３０年度繰越事業　社会資本整備
総合交付金　町道３－４０５号外 1線
道路改良工事（分割 3号）
場　所　　　　矢島・外１地内
業　者　　　　㈲司建設
当初契約額　　３，９３８万円
変更後契約額　４，３３１万８千円
変更理由　道路計画高さの変更が生じ、
製品が変更になったことによる増額

令和元年度　単独公共　町道２－３９３
号外 2線舗装新設工事
場　所　　　　梅原・外３地内
業　者　　　　㈲司建設
当初契約額　　１，１０１万６千円
変更後契約額　９５０万４千円
変更理由　交通誘導員の減および既存
の溝蓋の再利用による減額

令和元年度　単独公共　町道３－３９９
号外 1線舗装新設工事
場　所　　　　矢島地内
業　者　　　　荒井建設㈱
当初契約額　　６５８万８千円
変更後契約額　７１７万１，２００円
変更理由　工種の追加による増額

令和元年度　単独公共　町道２－３１６
号線舗装補修工事
場　所　　　　新里地内
業　者　　　　㈲明石工業
当初契約額　　２６４万円
変更後契約額　３６８万５千円
変更理由　工種の追加による増額

場　所　　　　矢島地内
業　者　　　　㈲司建設
当初契約額　　１，１８８万円
変更後契約額　１，２６７万２千円
変更理由　公共桝の増設による増額

学校教育課
令和２～４年度　明和町立小中学校自
家用電気工作物保守管理委託業務
場　所　　　　千津井・外２地内
業　者　　　　（一財）関東電気保安
協会群馬事業本部
当初契約額　　２４７万２，３６０円
変更後契約額　２２１万５，５１４円
変更理由　月次点検の回数減およびス
ケールメリットや長期継続契約に伴う
割引の適用による減額

令和元年度　単独公共　明和町立明和
東小学校西側駐車場整備工事
場　所　　　　千津井地内
業　者　　　　荒井建設㈱
当初契約額　　２，１２３万円
変更後契約額　２，２７９万２千円
変更理由　自由勾配側溝の設置および
ＬＥＤ外灯の設置による増額

土地開発公社
令和元年度　明和矢島地区造成事業　
造成設計業務委託
場　所　　　　矢島地内
業　者　　　　㈱アイ・ディー・エー
当初契約額　　２，１９６万７千円
変更後契約額　２，４９３万７千円
変更理由　関係機関との協議に要する
業務の追加による増額

令和元年度　明和矢島地区造成事業　
配水管布設工事設計業務委託
場　所　　　　矢島地内
業　者　　　　㈱協和設計事務所
当初契約額　　４８６万円
変更後契約額　５１３万円
変更理由　総設計延長の延伸による増額

平成３０年度　明和入ヶ谷南工業団地
造成事業　造成設計業務委託
場　所　　　　入ヶ谷地内
業　者　　　　技研コンサル㈱
当初契約額　　３，８８８万円
変更後契約額　４，８５２万７千円
変更理由　測量業務およびボーリング
調査の追加による増額

都市建設課 場　所　　　　矢島地内

令和元年度、建設工事等の変更契約（５％以上の金額契約）について公表します。
※契約額は、税込み金額です。

令和元年度　単独公共　明和町都市計
画マスタープラン改定業務委託
場　所　　　　明和町全域
業　者　　　　三陽技術コンサルタンツ㈱
当初契約額　　２５３万円
変更後契約額　１８９万２千円
変更理由　業務の一部を未実施とした
ことによる減額

平成３１年度　単独公共　ふるさとの
広場・外１箇所植栽維持管理業務委託
場　所　　　　新里・外２地内
業　者　　　　㈱東毛造園土木
当初契約額　　７８１万１，０６０円
変更後契約額　８４８万２，６００円
変更理由　枯木の撤去、草花の設置、
ストックヤードの清掃およびクビアカ
ツヤカミキリ対策の追加による増額

令和元年度　明和町公共下水道事業　
枝線管渠築造工事（３１－４－１工区・
その 1）
場　所　　　　千津井地内
業　者　　　　荒井建設㈱
当初契約額　　１，１８８万円
変更後契約額　１，４６９万６千円
変更理由　推進工法の変更による増額

令和元年度　明和町公共下水道事業　
枝線管渠築造工事（３１－１５－１工区）
場　所　　　　矢島地内
業　者　　　　㈲明石工業
当初契約額　　１，３４２万円
変更後契約額　１，８７９万９千円
変更理由　推進工法の変更による増額

令和元年度　明和町公共下水道事業　
枝線管渠築造工事（３１－１５－２工区）
場　所　　　　矢島地内
業　者　　　　㈲司建設
当初契約額　　１，１７７万円
変更後契約額　１，３９５万９千円
変更理由　公共桝の増設による増額

令和元年度　明和町公共下水道事業　
枝線管渠築造工事（３１－１５－４工区）
場　所　　　　矢島地内
業　者　　　　㈲司建設
当初契約額　　１，３５３万円
変更後契約額　１，５６９万７千円
変更理由　公共桝の増設による増額

令和元年度　明和町公共下水道事業　
枝線管渠築造工事（３１－１５－４工区・
その 2）

｜ 2020－89

都市建設課　　　　　　７月７日執行
令和２年度　単独公共　公共施設　ク
ビアカツヤカミキリ対策　植栽維持管
理業務委託
場　所　　新里・外７地内
予定価格　３，５２０千円
落札価格　１，９９０千円
業　者　　㈲キムケン

総務課　　　　　
令和２年度　ガス発電機および炊き出
しセット購入事業
場　所　　明和町役場ほか
予定価格　５，４５９千円
落札価格　４，２２９，０６０円
業　者　　赤尾商事㈱太田支店

令和２年度　避難所運営用簡易無線機
購入事業
場　所　　明和町役場
予定価格　１，８９６千円
落札価格　１，３５６千円
業　者　　トネ・アルファ㈱

令和２年度　防災用備蓄等購入事業　
場　所　　明和町役場ほか
予定価格　１２，２１６千円
落札価格　１０，１５２千円
業　者　　星野総合商事㈱

令和２年度　防災用品購入事業　
場　所　　明和町役場ほか
予定価格　７，６００千円
落札価格　６，１３４千円
業　者　　星野総合商事㈱

令和２年度　屋内用避難テント購入事業
場　所　　明和町役場
予定価格　１，１７６千円
落札価格　９４０，８００円
業　者　　㈱牧徳

土地開発公社　　　　７月２０日執行
令和２年度　明和矢島地区造成事業　
除草業務委託　
場　所　　矢島地内
予定価格　１，５００千円
落札価格　１，０００千円
業　者　　㈲モテギ

総務課
防火水槽解体工事
場　所　　南大島地内
予定価格　１，８６０千円
落札価格　１，７５０千円
業　者　　島田設備工業㈲

都市建設課
令和２年度　道路メンテナンス事業補
助事業　橋戸橋　橋梁補修工事
場　所　　矢島地内

予定価格　１０，７７０千円
落札価格　１０，５００千円
業　者　　荒井建設㈱

令和２年度　明和町公共下水道事業　
枝線管渠築造工事（３２－４－１工区）
場　所　　千津井地内
予定価格　１４，３３０千円
落札価格　１４，０００千円
業　者　　荒井建設㈱

令和２年度　明和町公共下水道事業　
枝線管渠築造工事（３２－１５－１工区）
場　所　　矢島地内
予定価格　１５，１００千円
落札価格　１４，６００千円
業　者　　㈲明石工業

令和２年度　明和町公共下水道事業　
枝線管渠築造工事（３２－１５－３工区）
場　所　　矢島地内
予定価格　１５，５００千円
落札価格　１５，０００千円
業　者　　㈲司建設

令和２年度　単独公共　間々下橋自転
車歩行者橋　予備設計業務委託
場　所　　大輪地内
予定価格　８，６６０千円
落札価格　５，４８０千円
業　者　　㈱アイ・ディー・エー

産業振興課
令和元年度　農地耕作条件改善事業　
明和６地区農道整備工事
場　所　　　　矢島地内
業　者　　　　荒井建設㈱
当初契約額　　１，１８８万円
変更後契約額　１，２６９万４千円
変更理由　アスファルト舗装面積およ
び区画線の増による増額

都市建設課
令和元年度　単独公共　町道１－１５７
号線舗装新設工事
場　所　　　　下江黒地内
業　者　　　　㈲明石工業
当初契約額　　４２６万６千円
変更後契約額　５１４万８００円
変更理由　現場周辺の舗装補修等を本
工事に併せて施行したことによる増額

令和元年度　農地耕作条件改善事業　
明和８地区【梅原】農道整備工事
場　所　　　　梅原地内
業　者　　　　㈲明石工業
当初契約額　　２，７０６万円
変更後契約額　２，９５０万２千円
変更理由　アスファルト舗装の一部を
増工して施行したことによる増額

令和元年度　農地耕作条件改善事業　
明和９地区【大輪】農道整備工事
場　所　　　　大輪地内
業　者　　　　荒井建設㈱
当初契約額　　１，４５２万円
変更後契約額　１，６４５万６千円
変更理由　アスファルト舗装の一部を
増工して施行したことによる増額

令和元年度　単独公共　町道１－１４０
号線舗装新設工事
場　所　　　　斗合田・下江黒地内

業　者　　　　㈲明石工業
当初契約額　　３０８万円
変更後契約額　４２２万４千円
変更理由　工種の追加による増額

令和元年度　単独公共　町道６３号外
３線舗装補修工事
場　所　　　　大輪地内
業　者　　　　荒井建設㈱
当初契約額　　１，２７４万４千円
変更後契約額　１，０６３万８千円
変更理由　交通誘導員の減および補修
面積の減による減額

令和元年度　社会資本整備総合交付金　
沼新田橋橋梁補修工事
場　所　　　　大輪地内
業　者　　　　荒井建設㈱
当初契約額　　３３０万円
変更後契約額　２５８万５千円
変更理由　交通誘導員の減による減額

都市建設課　　　　　　７月７日執行 令和２年度　防災用品購入事業　 予定価格　１０，７７０千円

産業振興課 令和元年度　農地耕作条件改善事業　 業　者　　　　㈲明石工業

町の入札結果を次のとおり、お知らせします。
※予定・落札価格は税抜きです。

令和元年度、建設工事等の変更契約（５％以上の金額契約）について公表します。
※契約額は、税込み金額です。
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　７月８日、和の郷で１００歳の誕生日を迎え
た寺島サツさんは、町長からの慶祝状や花束を
笑顔で受け取っていました。
　寺島さんは「まわりの皆さんからのパワーを
いただき、これからも元気で頑張りたい」と話
していました。

　「峠の釡めし」のふたに絵を描く全国
公募展「第１６回碓氷峠アートビエン
ナーレ」が、安中市の妙義山麓美術館で
７月１２日まで開催されました。
　全国約３７０点の応募の中から、新井
明さん（中谷）が大賞に選ばれ「定年後
の楽しみで絵を始めましたが、大賞は自
分でも驚いている」と話していました。　

　７月１４日、明和町と明和町商工会・館林信
用金庫の間で「地域活性化に向けた包括連携に
関する協定締結式」が行われました。
　冨塚町長は「この協定により、さらなる地域活
性化および地域経済の発展を期待したい」と話し
ていました。

大賞を受賞した
新井さんの作品

｜ 2020－811

図書館映画サロン

たのしい読み聞かせ
と　き　８月１５日（土）　１０：３０～
　毎月第３土曜日に、無料で絵本の読み聞かせや
工作等を行っています。
　今月は、絵本「オタマジャクシ つかまえた！」
等の読み聞かせを予定しています。他にもワクワ
クする絵本を用意しています。
　お子さんを連れてぜひお越しください。

　図書館職員が皆さんに読んでもらいたい、おすす
めの本を選びました。おたのしみ袋の中に「カレー
が食べたくなる本」や「イソップ物語の本」など、
さまざまなテーマに沿った本が３冊入っています。
　どんな本が入っているのかは、借りてからのお楽
しみです。ぜひ図書館へお越しください。
貸出期限　８月３０日（日）

株式会社アドバンテスト社員から寄贈
　７月１５日、株式会社アドバンテ
スト社員の皆さんから、１９０枚の
マスクを寄付していただきました。
　母子保健事業で子ども達に配布し
有効活用させていただきます。

松永諭勲さんから寄贈
　６月１９日、松永諭勲さんから、
明和町の小学生にマスク３,１００
枚を寄付していただきました。
　東西小学校に配布し有効活用さ
せていただきます。

寄付 採納

と　き 内容・出演者

第６回 8/28（金）   
ピアノ

西河由季

第７回 9/28（月）
マンドリン

ギター・マンドリン
クラブすまいる

※内容等変更になる場合があります。
問合せ先　企画財政課

と　き　８月２３日（日）
ところ　日本キャンパックホール　　
入場料　無料
【子ども向け映画】１０：３０～（上映時間６５分）
　「ミッキーマウス　ミッキーのハワイ旅行」
【一般向け映画】　１３：３０～（上映時間１１７分）
　「海よりもまだ深く」
※参加される際は、マスクの着用をお願いします。
　また、新型コロナウイルス感染症の今後の状況に
より中止となる場合があります。

町民の皆さんが音楽を気軽に楽しめ
る場として、ロビーふれあいコンサート
を１２：１５から役場庁舎ロビー（１Ｆ）
で開催します。

開催日程

子ども向けの本　３冊
（絵本・児童書が中心）

本の「おたのしみ袋」の貸出
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　災害により家屋に被害が生じた場合、被災者の生活再建・住宅再建に向けて様々な支援
を受けることになります。支援を受けるためには、町が発行する「罹

りさい
災証明書」が必要です。

　７月２２日、役場会議室で各地区
の代表が集まり、自主防災組織強化
全体研修会が行われました。
　講師の山田さんからは「防災気象
情報を活用し、災害リスクの高い地
区ほど、早めの対応が重要です」と
話がありました。

地域コミュニティの強化を！

　災害により家屋に被害が生じた場合、被災者の生活再建・住宅再建に向けて様々な支援

を受けてしまったら…を被害
災害で住まいが

家の被害状況を写真で記録しましょう！
　支援を受ける前提として、役場が家屋の被害認定調査を行いますが、建物の除去や
被害状況が分からないような修理・片付け等をしてしまうと調査が困難となります。
そのため、被災者が可能な限り被災状況を写真で撮るようにしてください。被害状況
の写真は罹災証明書以外に保険会社の損害保険を請求する際にも役に立ちます。

家の外 家の中

想定される撮影箇所
内壁・床・窓・キッチン・洗面台・トイレ・
浴室等

※浸水の場合は、浸水の深さがわかるよう
な写真（メジャー等をあてて「引き」と「寄
り」の写真を撮ると被害の大きさが分かり
やすくなります）

問　税務課

気象庁前橋地方気象台
山田勝俊さん

台風シーズン到来！！

（風水害・地震・火災等）

・カメラ・スマートフォン等でなるべく
４方向からの写真

・被災した部屋ごとの全景写真
・被害箇所の「寄り」の写真

・カメラ・スマートフォン等でなるべく ・被災した部屋ごとの全景写真

日頃からの避難場所
の確認・情報共有が

大事です！

　７月２２日、役場会議室で各地区

こちらは消費生活センターです　

明和町消費生活センター　☎８４－３２９９
月曜～金曜日　９：００～１７：００

（祝日、年末年始は休み）

｜ 2020－813

●無料法律相談
と　き　９月１０日（木）１０：００～１２：００
ところ　役場
対　象　明和町民
担　当　福島武弁護士
受付期間　９月１日（火）～８日（火）
住民環境課へ申し込みください（事前予約が必要）
●人権・行政・心配ごと相談
と　き　９月１５日（火）１０：００～１５：００
ところ　役場

● 人口 11,193 人
前月比 － 24 人
前年比 － 78 人
男性 5,628 人
女性 5,565 人

● 世帯 4,320 世帯
前月比 － 16 世帯
前年比 ＋ 45 世帯

（令和２年７月 1日現在）

８月　・町県民税（普徴）第２期納期限
　　　・国民健康保険税（普徴）第２期納期限
　　　・後期高齢者医療保険料（普徴）第２期納期限
　　　・介護保険料（普徴）第２期納期限
　　　※８月３１日（月）納期限

　格安スマホに興味を持ち、契約内容について
問い合わせたうえで申し込んだ。
「通信状態は変わらず今より利用料金が安くな
る。通話は 1回１０分以内であれば無料」との
説明だったので、今までと同じ通話方法で使っ
ていた。しかし契約後、2 か月間で 2 万 7 千
円もの高額な通話料を請求された。契約書には
「１０分以内の通話を無料にするには特定のア
プリを使用しなければいけない」と書かれてい
た。　　　　　　　　　　　（６０歳代　男性）

格安スマホ　
今までの携帯電話会社との違いを確認して！

～ 事例 ～  

「独立行政法人国民生活センター　
見守り新鮮情報　第 363 号より」

※不審に思ったら、明和町消費生活センターや
警察に相談してください。

館林警察署明和町駐在所

　☎８４－２２００

消費者ホットライン　

　１８８（いやや）

今月の表紙
　マイナンバーカード
を受け取りに来庁した
親子が、マイナポイン
トの申し込みをしてい
る様子。
　親子は「簡単に申し
込みができました」と
話していました。

　格安スマホは今までの携帯電話会社と同じ
サービスが利用できるとは限りません。サポー
ト内容や問い合わせ方法等、契約内容をよく確
認し、今までの携帯電話会社との違いを理解し
た上で契約しましょう。
　無料通話は独自のアプリを使う等、格安スマ
ホ会社により指定のサービス提供方法があり、
注意が必要です。よく確認しておきましょう。
　契約について不安に思うことやトラブルが生
じた場合は、早めに消費生活センター等に相談
してください（消費者ホットライン１８８）。

～ ひとこと助言 ～  
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変更になる場合がありますので必ず電話してから受診してください。

川村耳鼻咽喉科
☎ 72－1337

森下内科医院
☎ 73－7776

小西医院
☎ 86－2261

慶友整形外科医院
☎ 49－9000

－
こやなぎ小児科※
☎ 80－2220

おうら医院
☎ 88－5678

井上整形外科医院
☎ 82－1131

今村クリニック
☎ 70－2221

さくま内科胃腸科
☎ 55－2500

竹越医院
☎ 84－3137

ふじの木整形・内科
☎ 91－4070

板倉耳鼻咽喉科
☎ 80－4333

うえの医院
☎ 72－3330

須田内科医院
☎ 63－1414

しんじょう整形外科
☎ 55－3623

－
県西在宅クリニック館林

☎ 55－3818
田沼内科医院
☎ 88－7522

慶友整形外科医院
☎ 49－9000

救急テレホンサービス（☎ 73－5699）：受診可能病院を紹介しています。

  ◆夜間　夜間急病診療所　
  　　　　☎ 73－2313
     午後 7時～ 10時（日曜日、祝日を除く）
　　　　  内科・小児科　※要電話確認
  ◆緊急　公立館林厚生病院
  　　　　☎ 72－3140
　　　　  内科系・外科系

館林邑楽歯科保健医療センター
☎ 73－8818

午前 9時～正午（受付 11時 30分まで）

  ●診療時間は、午前９時～午後５時

  ●耳鼻科の診療時間は、午前９時～午後１時

  ●内科系の※は、小児科のみとなります。

広告面 広告面

広吿 広告内容に関する質問などについては、明和町役場企画財政課に直接お問い合わせください。

｜ 　2020－815

広告面

広告面

広告面

広告面

広告面

広告面

広告面

広告面

広告面

広告面



ワーククーラーを付けて下校する児童たち

１０年後２０年後の自分は何をしていますか？

　私の将来の夢は、水族館で働くこと
です。理由は、海の生き物が大好きだ
からです。

将来の私 二十年後の私
　私は、２０年後はパティシエになり
たいです。ケーキとかを作って、みん
なを笑顔にさせたいです。

広
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　このコーナーでは、子どもたちへの取り組みや活動
を紹介しています。

　７月６日、株式会社日本キャンパッ
クから熱中症対策として東西小学校
に通学する児童全員に首掛け式の「涼
感ワーククーラー」を寄贈していた
だきました。
　配布されたワーククーラーを下校
時に付けた児童たちは「冷たくて気
持ちいい」と帰って行きました。
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十年後の私
　ぼくは、十年後には、マンガ家にな
りたいです。理由は、絵をかく事がす
きだからです。

　また７月２０日、
東小学校に冷水器３
台が、昨年の西小学
校に引き続き寄贈さ
れました。
　有効に活用させ
ていただきます。


