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サッカー

　練習日：木・土・日曜日
　練習場所：明和中・西小学校校庭または河川敷

野　球

　練習日：木・土・日曜日
　練習場所：西小学校校庭

｜ 2021－73

バレーボール

　練習日：水・金曜日
　練習場所：東小学校体育館

剣　道

　練習日：水・土曜日
　練習場所：明和中学校武道場
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レスリング

　練習日：火・木・土曜日
　練習場所：明和中学校武道場・東西小学校体育館

スイミング

　練習日：土曜日
　練習場所：B＆ G 海洋センター

バスケットボール

　練習日：木・土曜日
　練習場所：東西小学校体育館

｜ 2021－75

ソフトボール

　練習日：日曜日
　練習場所：東小学校校庭

空　手

　練習日：水・土曜日（第２土曜日は休み）
　練習場所：明和中学校武道場

陸　上

　練習日：火曜日
　練習場所：ふるさとの広場
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接種にあたっての注意

　予約分のワクチンを用意していますので、焦らずに来場してください。

・３密を避けるため、予約時間の来場に協力をお願いします

・予診票は自宅で事前に記入する（ボールペン使用）

・接種当日は、肩がすぐに出る服装（Tシャツ・半袖等）

　次のことに協力をお願いします。また、不明な点等は健康こども課まで問

い合わせてください。

　「測定した体温」と「署名」の記入も忘れずに記入してください。

　接種は、利き腕ではない肩に注射します。

・接種券、予診票、本人確認証、主治医許可証（お持ちのかた）をお忘れなく

接種にあたっての注意

　予約分のワクチンを用意していますので、焦らずに来場してください。

・３密を避けるため、予約時間の来場に協力をお願いします

・予診票は自宅で事前に記入する（ボールペン使用）

・接種当日は、肩がすぐに出る服装（Tシャツ・半袖等）

　次のことに協力をお願いします。また、不明な点等は健康こども課まで問　次のことに協力をお願いします。また、不明な点等は健康こども課まで問

い合わせてください。

　「測定した体温」と「署名」の記入も忘れずに記入してください。

　接種は、利き腕ではない肩に注射します。

・接種券、予診票、本人確認証、主治医許可証（お持ちのかた）をお忘れなく

接種回数 ２回接種接種回数

接種日程 水・木・土・日曜日 接種会場 中央公民館

接種費用 無料接種回数 ２回接種２回接種接種回数 ２回接種 接種費用 無料無料無料

①接種券

②予診票（２回分）

③コロナワクチンの接種券が届いた方へ（町からのお知らせ）

④ワクチン接種の流れ

⑤新型コロナワクチンの説明書（ファイザー）

⑥新型コロナワクチン接種のお知らせ

⑦医師会からのお知らせ

問　健康こども課健康づくり係

①接種券

同封物の確認

　町では中央公民館で行っています、新型コロナウイルスワク
チン接種について、１６歳以上のかたへ接種券を発送しました。
　接種券が届きましたら、内容を確認の上、接種予約をお願い
します。なお、中学生以下のかたへは別途送付します。

ワクチン接種は強制ではありません。接種
による、感染症予防効果と副反応リスクを理
解し、自らの意思で受けることに同意した場
合に限ります。

⑤新型コロナワクチンの説明書（ファイザー）

ワクチンの供給量不足に伴い、新規予約の受付けを一時停止しています（７月５日 現在）。

｜ 2021－77

中央公民館貸館停止のお知らせ

　現在中央公民館では、新型コロナウイルスワクチンの集団接種会場として利用しています。今
後の接種体制を強化させるため、集団接種が終了するまでの間、中央公民館の貸出を全日停止し
ます。貸出の再開が決まりましたら、改めて町ホームページ等でお知らせしますので、皆さんの
ご理解・協力をお願いします。

　届いた接種券は接種日まで大切に保管してください。接種券を紛失等の再発行は、接種日ま
でに健康こども課へ問い合わせてください。

ワクチン接種「キャンセル待ち接種」の登録者募集について

町のコールセンター

☎０５７０－０３５－２０２ （土曜・日曜日、祝日を除く）
９：００～１７：００

接種の予約・キャンセル・変更

※役場の代表番号から接種予約・キャンセル等はできませんので、注意してください。

接種の予約・キャンセル・変更については町のコールセンターまたは LINE アプリからお願い

します。回線が混みあい繋がりにくい場合がありますので、時間をあけてから再度、電話等をし

てください。

　ワクチン接種は予約制ですが、体調不良等によるキャンセルが発生する場合

があります。貴重なワクチンを有効活用するため「キャンセル待ち接種」の登
録者を募集します。

　会場等でキャンセルが発生した場合、町から登録者本人へ連絡します。登録

者本人と連絡が取れない場合には、次の登録者へ連絡します。

連絡時間の目安　【午前の部】１０：００～１１：００

　　　　　　　　【午後の部】１４：００～１５：００

※接種の日程については、接種券と同封した「③コロナワクチンの接種券が届いた方へ（町

からのお知らせ）」の裏面を確認にしてください。キャンセル分の接種希望日は選べません。

対　象　１６歳以上で町発行の接種券があるかた

登録方法　町のコールセンター（☎０５７０－０３５－２０２）へ電話で申し込む。

　ワクチン接種は予約制ですが、体調不良等によるキャンセルが発生する場合

LINE アプリ「群馬県デジタル窓口」

　LINE アプリを起動し、左記の QR コードから「群馬県デジタル窓口」を

友だち追加し、トーク画面から予約をしてください。詳しい操作方法は、接

種券と同封した「④ワクチン接種の流れ」の裏面を確認してください。

※１回目を予約すると連動して２回目（４週間後）が予約されますので、２回目の操作は必要ありません。
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問　産業環境課商工係　内線１２４問　中央公民館（☎８４－４４９１）

　明和町失業者支援給付金は、新型コロナウイルス感
染症の影響により、会社都合で解雇・雇止めされ離職
を余儀なくされた町内在住の労働者を応援するため支
給します。
対　象　①～⑤すべてに該当するかた
①町内在住のかた（令和３年４月１日から申請日まで）
②令和３年４月１日以降に会社都合で解雇・雇止めさ
れ、離職後も会社等から支援を受けていないかた
③離職日以前に３か月以上同じ会社に勤めていたかた
④求職活動を行っているが申請日においても再就職の
見込みがないかた　⑤生活保護を受給していないかつ
暴力団関係者でないかた

　町では、令和４年１月９日（日）に行われる成人式
の実行委員を募集します。

▶申込期限 8月27日（金）

対　象 平成１３年４月２日から平成１４年４月１日
生まれで、本町に住民登録または本町出身で本人より
申し出のあったかた
内　容　式典の検討・協議等
募集人数　１５人程度

申込方法　中央公民館に直接または電話で申し込む。

　施設サービス（特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療
養型医療施設等）や短期入所サービスを利用するときに、一定の要
件を満たしたかたを対象に食費と居住費を軽減します。利用する月
に「介護保険負担限度額認定証」の交付申請をしてください。
　すでにお持ちのかたも再度申請が必要です。この軽減措置は原則と
して申請月分からが対象となります。
　次の表のとおり、８月利用分から赤字の部分が変更となりますの
で、注意してください。

問　介護福祉課介護保険係　内線１５５

利用者
負担段階 対　　象

第１段階
世帯全員（世帯
分離をしている
配偶者を含む）
が住民税非課税

老齢福祉年金受給者、生活保護受給者    かつ、預貯金等の合計が１，０００万円以下
   （夫婦は２，０００万円）

第２段階 合計額※が年額８０万円以下のかた かつ、預貯金等の合計が６５０万円以下
（夫婦は１，６５０万円）

第３段階① 合計額※が年額８０万円超１２０万円以下のかた かつ、預貯金等の合計が５５０万円以下
（夫婦は１，５５０万円）

第３段階② 合計額※が年額１２０万円超のかた かつ、預貯金等の合計が５００万円以下
（夫婦は１，５００万円）

【持参するもの】
○介護保険負担限度額認定申請書
（介護福祉課にあります）
○本人と配偶者の個人番号カード等のマイナン
バーがわかるもの、預貯金通帳の写し（投資信
託・有価証券等がある場合は証券会社や銀行口
座残高の写し）
○代理申請するかたの身分証明書

※本人の年金収入額とその他の合計所得金額です。

▶申請期限 令和4年3月31日（木）
給付金　５万円（１人１回限り）
申請方法　産業環境課へ直接申し込む。

｜ 2021－79

問問　健康こども課こども支援係　内線１７２ 問　健康こども課こども支援係　内線１７２

▶申請期限 令和4年2月28日（月）

　児童扶養手当・特別児童扶養手当を受給しているか
たは、毎年８月中に現況届の提出が必要になります。
通知が届きましたら、健康こども課へ必ず提出してく
ださい。
対　象 児童扶養手当・特別児童扶養手当の受給者

問　住民保険課保険年金係　内線１４４

対　象
①公的年金等の受給により、令和 3年 4月分の児童
扶養手当を受給していないかた
②児童扶養手当の認定要件を満たすかたで、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たひと
り親世帯のかた

給付額　児童 1人当たり一律 5万円
※１８歳に達する日以後の最初の 3月３１日までの
児童（一定の障害がある児童は２０歳未満）
申請方法　健康こども課へ直接申し込む。

　次の保険証等は７月３１日で有効期限が終了します（更新が必要な場合は手続きをしてください）。

名　称 対　　象 更新時期・方法

福祉医療費受給資格者証 ひとり親家庭で資格者証をお持ちのかた
対象のかたに通知を郵送しますので、７月１５日
（木）から３０日（金）までに住民保険課へ申請
してください。

限度額適用認定証
限度額適用・標準負担額減額認定証

国民健康保険に加入しているかた 継続して認定証が必要なかたは、８月以降に申請
してください。

高齢受給者証 ７０歳以上で国民健康保険に加入してい
るかた ７月中に新しい受給者証を郵送します。

後期高齢者医療被保険者証
○７５歳以上のかた
○６５歳以上で障がいがあり、後期高齢
者医療制度に加入しているかた

７月中に新しい被保険者証を郵送します。※

※限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証の認定区分が令和２年度と同一のかたは、新しい認
定証を同封します。

▶提出期限 8月31日（火）

　低所得のひとり親世帯に対し、
子育て世帯生活支援特別給付金を
支給します。
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　国民年金保険料を未納した場合、将
来の老齢基礎年金や障害・死亡等不測
の事態が発生したときに障害基礎年金
や遺族基礎年金を受け取ることができ
ない場合があります。
　経済的な理由により、保険料を納め
ることができない場合、本人、配偶者
および世帯主それぞれの前年所得が一
定の金額以下の場合や失業等の理由が
ある場合、申請により全額免除または
一部免除を受けることができます。
例）７月に申請する場合
令和元年６月までさかのぼれます。
※令和３年７月から令和４年６月（令
和３年度分）までの免除申請ができ、
過去２年分まで申請ができます。
対　象 国民年金１号被保険者

問合せ先　住民保険課保険年金係

　明和町国土強靱化地域計画（案）に
対する意見（パブリックコメント）を
募集します。
　町では、大規模災害が発生しても被
害を最小限に抑え、迅速に復旧・復興
できる、強さとしなやかさを備えた、
災害に強いまちづくりを推進するため
に ｢明和町国土強靱化地域計画｣ を策
定します。
　町民のかたの考えを反映させるた
め、意見を募集します。資料について、
町ホームページまたは総務課窓口で公
開しています。

募集期間
７月１９日（月）～８月１３日（金）
提出方法
　様式に記入の上、総
務課へ持参・郵送・Ｆ
ＡＸおよび電子メール
で提出。
※町ホームページに掲載している様式
または任意の様式で提出してください。
問合せ先　総務課危機管理係

　町では、障害者（児）の地域生活基
盤の整備促進を図るため、保健セン
ター移転後の跡地施設を活用し、賃貸
借契約による障害児通所支援（放課後
等デイサービス）事業所を公募します。
公募概要
①募集事業者
　放課後等デイサービスを町指定の賃
貸物件にて運営する事業者
②事業所の規模　定員１０人以上
③募集数　１事業所
④事業所開設予定期限
令和４年４月１日（金）まで
⑤その他　放課後等デイサービスに加
えて追加事業の提案も対象
賃貸物件の概要
明和町新里１０７番地１
（町保健センター移転後の跡地施設）
申込期間
７月１２日（月）～８月６日（金）
申込方法　申請書類（公募申請書、提
案書式、収支計算書等）を介護福祉課
へ直接申し込む。
※詳しくは、町ホームページを確認し
てください。
申込・問合せ先　介護福祉課福祉係

　日本赤十字社が行う災害救護や国際
救援等の活動は、赤十字会員からの赤
十字活動資金（寄付）により支えられ
ています。本年度も赤十字活動資金へ
の協力をお願いします。
問合せ先 介護福祉課福祉係

　B＆ G海洋センターでは、カヌー体
験会を行います。
と　き ８月９日（月）
９：００～１１：００（事前申し込み不要）
ところ B ＆ G 海洋センター
※一般遊泳はできません。
内　容　カヌー・ＳＵＰ（スタンドアッ
プパドルボート）体験、水辺の安全教室
※水着・帽子を持参してください。
費　用 大人　　　　３００円
　　　　高校生　　　２００円
　　　　中学生以下　１００円
問合せ先　B ＆ G海洋センター
（☎８４－５５１１）※月曜は休館日

　県営住宅の入居者を募集します。詳
しい所在地・間取り・募集戸数・家賃
等は、募集案内または県住宅供給公社
ホームページで確認してください。
対　象　現在住宅に困っているかた
（収入制限等の要件あり、連帯保証人
が不要）
申込期間　８月1日（日）～１５日（日）
※随時募集している団地もあります。
申込方法　所定の申込用紙に必要事項
を記入の上、県住宅供給公社へ郵送
※入居申込者多数の場合は、公開抽選
になります。当選後、入居資格審査が
承認され次第個別に案内します。
申込用紙・募集案内配布場所
町都市建設課、県住宅供給公社、県民
センター、県土木事務所、県保健福祉
事務所等
※住宅供給公社は、土曜日も配布します。
申込・問合せ先
県住宅供給公社
（☎０２７－２２３－５８１１）
（FAX０２７－２２３－９８０８）

国民年金保険料の
免除制度

免除承認後の免除額と保険料
（令和３年度の月額保険料）

免除額 保険料
全額免除 16,610 円 0 円
４分の３免除 12,460 円 4,150 円※
半額免除 8,300 円 8,310 円※
４分の１免除 4,150 円 12,460 円※
※免除が承認された場合でも保険料を納めて
いない期間は、未納扱いとなります。

明和町国土強靱化地域計画
（案）に対する意見募集

カヌー体験会
参加者募集

障害児通所支援
事業者の公募

県営住宅募集

赤十字活動資金
協力のお願い

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。

｜ 2021－711

①在宅重度心身障害者（児）
対　象 在宅で生活される重度心身障
害者（身体障害者手帳１級および療育
手帳 A1、A2または A重のかた）
持参するもの　療育手帳、身体障害者
手帳、本人名義の通帳、印鑑
申請期限　７月３０日（金）
②特定医療費（指定難病）受給者等
対　象 次のいずれかに該当するかた
○特定医療費（指定難病）受給者
○小児慢性特定疾病受給者
○ストーマ（人工肛門・人口膀胱）装
着者
○人工透析療法対象者
持参するもの　医療受給者証もしくは
身体障害者手帳、本人名義の通帳、印鑑
申請期限　８月３１日（火）
※介護保険法または障害者総合支援法
の施設入所者等は対象外です。
①②共通
申請・問合せ先 介護福祉課福祉係

　介護保険サービスを利用しているか
たに、８月１日から使用する介護保険
負担割合証を７月下旬に郵送します。
介護サービスを利用するには、本人ま
たは６５歳以上（同一世帯のかた）の
所得に応じて、サービス費用の１割か
ら３割の負担となります。負担割合証
は、自身の負担割合を示す大切なもの
ですので、介護保険被保険者証と一緒
に保管し、ケアマネージャーやサービ
ス事業所に提示してください。
問合せ先　介護福祉課介護保険係

　農業委員会では、８
月から町内の全ての農
地を対象に農地利用状
況調査（農地パトロー
ル）を実施します。

　このため、農業委員・推進委員が各
農地へ立ち入り調査をし、農地の状況
により話を伺う場合もありますので、
ご理解・協力をお願いします。
　遊休農地は不法投棄や病害虫の発
生、有害鳥獣の隠れ場所になる等、近
隣の農地や住民に大変な迷惑がかかり
ます。農地をお持ちのかたは適正な管
理をお願いします。
問合せ先　農業委員会（産業環境課内）

　交通ルールの遵守と正しい交通マ
ナーの習慣を身に付け、安全で安心な
町づくりを推進しましょう。
運動期間　７月１１日（日）～２０日（火）
運動重点
〇子どもと高齢者の交通事故防止
〇自転車の安全利用の推進
〇飲酒運転の根絶
問合せ先 総務課危機管理係

　飼い主のかたは、責任をもってルー
ル、マナーを守りましょう。
※繁殖を望まない場合には、避妊断種
手術を受けてください。飼い犬および
飼い猫については、避妊および断種手
術の補助金制度があります。手術を受

ける前に産業環境課へ問い合わせてく
ださい。
飼い犬
　係留義務がありますので、必ずつな
いで飼うようにしましょう。また散歩
の際には、リード等を必ずつけて、近
所迷惑にならないようフンをしたら必
ず片付けてください。事故等にあわな
いようにするとともに毎年の狂犬病予
防注射を必ず受けてください。
飼い猫
　屋外では、事故や病気、フン尿やい
たずら等によりトラブルに発展する恐
れがありますので、猫はなるべく室内
で飼うようにお願いします。
野良猫
　エサやりをすることで、周辺住民と
のトラブルにつながります。野良猫に
餌付けをしているかたは、飼い主とし
て責任をもって飼いましょう。
問合せ先　
産業環境課環境保全係

　７月は全国で展開する「社会を明る
くする運動」強調月間です。
　この運動はすべての国民が犯罪の防
止と罪や非行を犯した人たちの更生に
ついて理解を深め、それぞれの立場で
力を合わせることで、犯罪や非行のな
い安全で安心な明るい社会を築こうと
する運動です。皆さんの協力をお願い
します。
問合せ先　介護福祉課福祉係

　町では、毎年行っている「プレミア
ム商品券」を発行します。購入者が多
くの店舗で商品券を使用できるように
町内の取扱店を募集します。
対　象　町内の店舗
申込方法　町商工会へ直接申し込む。
（７月３１日（土）までに申し込んだ
場合は、商品券販売時のチラシに掲載）
申込・問合せ先　明和町商工会
（☎８４－３１３０）

見舞金の支給について

犬・猫の
飼い方について

農地の利用状況を調査

夏の県民交通安全運動

プレミアム商品券
取扱店募集

介護保険負担割合証の
交付について

社会を明るくする運動

交通ルールを守って
つながる笑顔

群馬県・群馬県警察・群馬県交通安全協会
主唱 群馬県交通対策協議会
（事務局　群馬県県土整備部道路管理課交通安全対策室）

夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏ののののののののの夏夏夏の夏夏夏の夏夏夏の夏夏夏ののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののの県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動県民交通安全運動のの県民交通安全運動県民交通安全運動
日 火

自
転
車
も

　
　止ま
っ
て
よ
く
見
て

　
　
　
　
　
　
　
　交差
点

自
転
車
も

　
　止ま
っ
て
よ
く
見
て

　
　
　
　
　
　
　
　交差
点

年間
スローガン
年間

スローガン

ヘ
ル
メ
ッ
ト

　
　かぶ
ろ
う
未
来
を

　
　
　
　
　
　
　守る
た
め

ヘ
ル
メ
ッ
ト

　
　かぶ
ろ
う
未
来
を

　
　
　
　
　
　
　守る
た
め

サブ
スローガン
サブ

スローガン

●子供と高齢者の交通事故防止
●自転車の安全利用の推進　
●飲酒運転の根絶

令和元年度ＪＡ共済群馬県小・中学生交通安全ポスターコンクール入賞作品
東吾妻町立太田小学校（入賞当時二年生）　堀田 梓 さん の作品

　農業委員会では、８
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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。

株式会社日本キャンパックから寄贈
　6 月３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

学校の１年生に首かけ式の「涼感

ワーククーラー」を寄贈していただ

きました。

　有効に活用させていただきます。

群馬県人権擁護委員連合会長表彰 
　6月１６日、前橋地方法務局太田
支局において、人権擁護委員の山野
井洋子さん（梅原）が平成２９年１
月から現在までの委員活動の功績を
認められ、群馬県人権擁護委員連合
会長表彰を受賞されました。

　町社会福祉協議会と群馬トヨタ自動車
株式会社がチョイソコめいわ・楽ラク
シーのＰＲとして会員拡大イベント「全
国お土産マルシェｉｎ明和」を開催します。
　北海道等の限定
のお菓子やグルメ、
他では買えない
ＪＡＬグッズを用
意しています。
と　き
７月２５日（日）
１０：００～１４：００
ところ 町社会福祉会館
内　容　トヨタマルシェ、ＪＡＬグッズ
コーナー等

問合せ先
町社会福祉協議会
（☎８４－４０１３）

国お土産マルシェｉｎ明和」を開催します。

　ロビーふれあいコ
ンサートを役場庁舎
ロビー（１Ｆ）で
１２：１５から開催
します。

開催日程

※内容等変更になる場合があります。
問合せ先　総務課

と　き 内容・出演者
第
14
回

7/28
（水）   

フルート、ヴァイオリン、ピアノ
西河 由季、中村 遥、宮崎 麻衣

第
15
回

8/27
（金）   

声楽
多田 暁美

　７月号の広報めいわに折り込みました「川俣駅東口に建設中の医
療施設と町の保健センターの複合施設の名称募集」のチラシに総数
５４０件とたくさんの応募をありがとうございました。
　応募いただいた素晴らしい名称の中、厳選なる選考の結果「明和
メディカルセンタービル」に決定しました。その名のとおり、地域
の皆さんの健康を守り育む拠点となるように、施設づくりを進めて
いきます。現在「明和メディカルセンタービル」は、１１月１日（月）
の開業を目指し建築工事中です。
問合せ先　健康こども課または株式会社邑楽館林まちづくり

明和町の新たなシンボルの
　　　　　　　　　名前が決定しました !

川俣駅東口　医療・保健センター複合施設の名称

「明和メディカルセンタービル」
ベストネーミング賞（採用名称）
本澤　佑喜さん（梅原）
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　６月２５日、川俣地区でスマート農業推進協
議会員等が集まり、生産者が導入した自動田植
え機の実演会が行われました。
　また、今後の農業営農体系について話し合い
見学したかたは「町のスマート農業の先駆けと
なる」と話していました。

　６月１４日、東小学校５年生の教室で、
はみがき大会が行われました。
　歯ブラシとデンタルフロスの正しい使
い方や歯みがきクイズなどで歯みがきの
大切さなどを学んでいました。
　児童は「正しい磨き方を教えてもらっ
たので実践したい」と話していました。

　６月９日、ふれあいセンターポプラでは、松
尾初美さんによる指導で有酸素運動を活用した
脳の活性化教室が行われました。
　参加したかたは「これからの人生を楽しむた
め皆さんと運動しながら、健康維持ができて楽
しい」と話していました。
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都市建設課
令和２年度　単独公共　町道２－
１９０号線道路改良工事
場　所　　南大島地内
業　者　　荒井建設㈱
当初契約額　　７４８万円
変更後契約額　７９２万円
変更理由
当初設計よりも詳細調査の結果、下層
路盤等の数量が増加したため増額

令和２年度　単独公共　町道２－
２７９号外３線道路概略設計業務委託
場　所　　新里地内
業　者　　三陽技術コンサルタンツ㈱
当初契約額　　１７０万５千円
変更後契約額　１２５万４千円
変更理由
当初中間打合せを標準回数である 5
回を予定していたが、メール等で打合
せを行い 2回で済んだため減額

令和２年度　単独公共　町道２－
２９１号線道路改良工事
場　所　　新里地内
業　者　　㈲明石工業
当初契約額　　４０７万円
変更後契約額　４２５万７千円
変更理由
詳細調査の結果、排水構造物の数量が
増加したため増額

令和２年度　明和町公共下水道事業　
枝線管渠築造工事（３２－１６－２工区）
場　所　　大佐貫地内
業　者　　㈲司建設
当初契約額　　１，４０８万円
変更後契約額　１，３４３万１千円
変更理由
推進延長等の減少に伴う減額

令和２年度　明和町公共下水道事業　
枝線管渠築造工事（３２－４－３工区）
場　所　　千津井地内
業　者　　荒井建設㈱

当初契約額　　１，７６０万円
変更後契約額　１，９６３万５千円
変更理由
推進工法の変更に伴う増額

令和２年度　明和町公共下水道事業　
マンホールポンプ修正設計等業務委託
場　所　　矢島外１地内
業　者　　㈱アイ・ディー・エー
当初契約額　　５２６万９千円
変更後契約額　６８４万２千円
変更理由
推進工法の追加に伴う増額

令和２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　　㈲キムケン
当初契約額　　７６８万９千円
変更後契約額　９１６万３千円
変更理由
役場庁舎周辺の高中木を伐採、強剪定
等による増額

令和２年度　単独公共　町営住宅新田
団地駐車場整備工事
場　所　　南大島地内
業　者　　㈲明石工業
当初契約額　　１８４万８千円
変更後契約額　２３７万６千円
変更理由
新田団地西側空地の除草作業、単管パ
イプ柵設置等による増額

令和２年度　都市構造再編集中支援事
業　明和町総合的交通ネットワーク検
証策定業務委託
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　　２７５万円
変更後契約額　１２４万３千円
変更理由
新型コロナウィルス感染症拡大により
交通量調査を次年度へ見送ったことに
よる減額

学校教育課
令和２年度　単独公共　明和町立明和
中学校テニスコート改修工事
場　所　　新里地内
業　者　　荒井建設㈱
当初契約額　　２４２万円
変更後契約額　２５５万２千円
変更理由
シングルス対応のサービスサイドライ
ンの追加および荒木田土搬入に伴いテ
ニスコート外周ネットフェンスの一部
を撤去新設したことによる増額

令和２年度　単独公共　明和町立明和
こども園駐車場整備工事
場　所　　南大島地内
業　者　　㈲司建設
当初契約額　　７０１万８千円
変更後契約額　８１６万２千円
変更理由
駐車場利用に伴う外構工事の追加によ
る増額

明和町土地開発公社
令和２年度　明和東部工業団地造成事
業　周辺道路測量設計委託
場　所　　斗合田地内
業　者　　㈱アイ・ディー・エー
当初契約額　　１，３７３万９千円
変更後契約額　　  ３７１万８千円
変更理由
用地交渉の結果、事業用地の確定がで
きないため主な測量業務を削除したこ
とによる減額

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　２，８３１万４千円
変更理由
分譲計画に合わせて造成計画を変更し
たことによる増額

都市建設課 当初契約額　　１，７６０万円 学校教育課
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　町の入札結果を次のとおり、お知ら
せします。　　
※予定・落札価格は税抜き金額です。

明和町土地開発公社　　６月３日執行
令和３年度　
明和東部工業団地造成事業　
南区画造成設計業務委託
場　所　　千津井外地内
予定価格　４２，８００千円
落札価格　２９，８００千円
業　者　　㈱アイ・ディー・エー

都市建設課　　　　　６月２２日執行
令和３年度　
明和町公共下水道事業　
枝線管渠築造工事
（３３－１５－１工区）
場　所　　矢島地内
予定価格　１３，８９０千円
落札価格　１３，３００千円
業　者　　㈲司建設

令和２年度繰越事業　単独公共　
町道３－２８１号線　道路改良工事
場　所　　大輪地内
予定価格　３，５３０千円
落札価格　３，４００千円
業　者　　㈲明石工業

生涯学習課
明和町 B&G海洋センター
空調用チラーユニット更新工事
場　所　　新里地内
予定価格　４，０００千円
落札価格　３，８００千円
業　者　　㈲浜野管工設備

都市建設課
令和元年度繰越事業　社会資本整備総
合交付金　町道３－４０３号線道路改
良工事
場　所　　入ヶ谷地内
業　者　　㈲司建設
当初契約額　　１，６８３万円
変更後契約額　１，８２１万６千円
変更理由
排水構造物や路盤工の増工による増額

令和元年度繰越事業　社会資本整備総
合交付金　町道３－４０５号線道路改
良工事
場　所　　入ヶ谷地内
業　者　　㈲明石工業
当初契約額　　１，８３４万８千円
変更後契約額　１，９９７万６千円
変更理由
残土を矢島集客施設区域に搬入するた
めの土質および土壌試験を追加および
湧水の発生に伴う水替工の増工による
増額

令和元年度繰越事業　単独公共　町道
２－２９４号線道路改良工事
場　所　　新里地内
業　者　　㈲明石工業
当初契約額　　１，７６０万円
変更後契約額　１，８５９万円
変更理由
全面通行止めに伴い、沿線居住者用の
仮設駐車場を整備したことによる増額

令和２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　　３５２万円
変更後契約額　３７１万８千円
変更理由
間詰コンクリートの増工による増額

令和元年度繰越事業　社会資本整備総
合交付金　町道３－４０５号線舗装新
設工事
場　所　　入ヶ谷・矢島地内
業　者　　㈱徳川組
当初契約額　　１，８３７万円
変更後契約額　１，９４０万４千円
変更理由
歩道部の不陸整正工の増工による増額

令和２年度　単独公共　町道６０号外
６街路樹維持管理業務委託
場　所　　大輪外１地内
業　者　　㈱新栄造園
当初契約額　　３９０万５千円
変更後契約額　３１１万３千円
変更理由
当初設計よりも詳細な調査の結果、高
木剪定作業を行う必要がなくなったた
め減額

令和２年度　単独公共　町道５５号線
舗装補修工事
場　所　　上江黒地内
業　者　　荒井建設㈱
当初契約額　　１，３０９万円
変更後契約額　１，２０５万６千円
変更理由
当初設計よりも詳細調査の結果、路面
切削等の数量が減少したため減額

令和２年度　単独公共　明和第三工業
団地内調整池浚渫業務委託
場　所　　大輪地内
業　者　　㈲司建設
当初契約額　　４１８万円
変更後契約額　４８７万３千円
変更理由
当初設計よりも詳細調査の結果、掘削
面積が増加したため増額

　町の入札結果を次のとおり、お知ら 　令和２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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たのしい読み聞かせ
と　き　７月１７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「くつした どろぼう」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。

青少年読書感想文全国コンクールの課題図書に
ついては、数に限りがあり利用が集中するため、
次の貸出規則となります。

図書館映画サロン
と　き ７月２５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６２分）
　「ミッキーマウス　ミッキーの消防隊」
【一般向け映画】　１３：３０～（上映時間１２９分）
　「スパイダーマン　ファー ･フロム ･ホーム」○対象学年の課題図書の中から 1人１冊

○貸出期間は 1週間
○児童・生徒本人の利用カードのみでの貸出
○貸出中の課題図書の予約、貸出の延長は不可

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。
新型コロナウイルス感染症対策を実施しています。

　多くのかたに利用してもらうため、返却期限は
必ず守ってください。

『そのときが くるくる』
すずきみえ／作
くすはら順子／絵

『どこからきたの？
 　　　おべんとう』
鈴木まもる／作・絵

図書館が表彰されました
文部科学大臣より、令和３年度子供の読書活動
優秀実践図書館として表彰されました。

図書館が表彰されました

○対象学年の課題図書の中から 1人１冊
○貸出期間は 1週間
○児童・生徒本人の利用カードのみでの貸出
○貸出中の課題図書の予約、貸出の延長は不可

　多くのかたに利用してもらうため、返却期限は

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。

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）
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●人権・行政・心配ごと相談
　※８月はお休みです。

● 人口 11,022 人
前月比 ±０ 人
前年比 － 195 人
男性 5,547 人
女性 5,475 人

● 世帯 4,303 世帯
前月比 ＋ 11 世帯
前年比 － 33 世帯

　（令和 3年６月 1日現在）

７月　・固定資産税第２期納期限
　　　・国民健康保険税（普徴）第１期納期限
　　　・後期高齢者医療保険料（普徴）第１期納期限
　　　・介護保険料（普徴）第１期納期限
　　　※８月２日（月）納期

有名家具店の公式サイトだと思い、ソファが
約 2万円と安くなっていたので購入した。受注
メールが届かないので、改めてサイトを確認し
たところ、ＵＲＬが公式サイトと違っており、
偽サイトだと気付いた。
（７０歳代　男性）

有名企業の公式サイトだと
思ったら模倣サイトだった
～ 事例～  

※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）

「独立行政法人国民生活センター　
見守り新鮮情報　第 389 号より」

今月の表紙
　明和スポーツ少年団
は１０団体あり、その
中の剣友会では精神力
や社会のルールなどを
学んでいます。
　精神統一している姿
は凜としていました。

●無料法律相談
と　き　８月１１日（水）１３：００～１６：００
ところ　役場
対　象　明和町民
担　当　群馬弁護士会所属の弁護士
受付期間　８月１日（日）から先着６人
住民保険課へ申し込みください（事前予約が必要）。

～ ひとこと助言 ～  
有名企業等の公式サイトによく似た模倣サイ

トで商品を注文し、代金を支払ってしまったと
いう相談が寄せられています。
　模倣サイトでは、日本語などが明らかにおか
しいものもありますが、最近では見分けがつか
ないほどよく似ているものもあります。販売価
格が大幅に値引きされている場合などは、模倣
サイトの可能性が高く、注意が必要です。
　模倣サイトでクレジットカード決済をしたこ
とに気付いたときは、すぐにクレジットカード
会社に連絡をしましょう。
　困ったときは、すぐに消費生活センター等に
ご相談ください。（消費者ホットライン１８８）
●海外事業者とのトラブルについては、国民生
活センターで、ウェブフォームにて相談を受け
付けています。
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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。

川田耳鼻咽喉科
☎ 72－3314

加藤医院
☎ 89－1031

田沼内科医院
☎ 88－7522

井上整形外科医院
☎ 82－1131

－
さくま内科胃腸科
☎ 55－2500

神尾内科医院
☎ 75－1288

ふじの木整形・内科
☎ 91－4070

－
おうら病院
☎ 88－5678

藤原医院
☎ 88－7797

しんじよう整形外科
☎ 55－3623

－
須田内科医院
☎ 63－1414

たけい小児科※
☎ 76－2525

慶友整形外科病院
☎ 49－9000

川村耳鼻咽喉科
☎ 72－1337

はまだクリニック
☎ 80－1100

こやなぎ小児科※
☎ 80－2220

富士クリニック
☎ 20－1971

－
県西在宅クリニック館林

☎ 55－3818
うえの医院
☎ 72－3330

海宝病院
☎ 74－0811

－
たなか医院
☎ 62－2881

堀越医院
☎ 73－4151

岡田整形外科
☎ 72－3163

－
蜂谷病院
☎ 63－0888

益田小児科※
☎ 62－5535

川島脳神経外科医院
☎ 75－5511

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。

  ◆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。
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2021－7    ｜ 20

田植えをする児童たち

１０年後２０年後の自分は何をしていますか？

　私の将来の夢はスタイリストになる
ことです。流行のファッションアイテ
ムなどで多くの人を喜ばせたいです。

将来の夢 将来の夢 未来の私
　未来の私はパティシエールをやって
いると思います。そして、誰かを笑顔
にできる物を作っていてほしいです。

　僕の夢はエンジニアになることで
す。理由は、幅の広い仕事に就き、よ
り多く社会に貢献できるからです。
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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。
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６月１０日、西小学校の３年生
が総合的な学習の時間に、給食セ
ンター北側の齋藤雅万さんの田ん
ぼで田植えの体験をしました。
　初めての田植え体験をした児童
は「米作りはこんなに大変なんだ
と分かった」「農家のかたたちは暑
くても一生懸命、おいしいお米を
作るために、大事に育ててくれて
いることが分かった」と話してい
ました。　


