
広報めいわ   NO.266

November
2020

⑪広報
明和



2020－11   ｜ 2

明和町の財政状況
～令和２年度上半期～

皆さんにとって大切なこ
とです。見守るつもりで
しっかりチェック！

収入済額　３８億７，７３７万円
　　( 収入率　４９．６７％）

支出済額　３２億４，７６７万円
　　　（支出率　４１．６０％）

予算額
（歳入・歳出ともに）
７８億０,６３４万円

会 計 名 予 算 額 収入済額 収入率 支出済額 支出率
後期高齢者医療特別会計 １億 1,900 万０千円 4,864 万 7 千円 40.9% 4,213 万 2 千円 35.4%
国民健康保険特別会計 12億 9,240 万０千円 4億 6,194 万 8 千円 35.7% 3 億 9,558 万 1 千円 30.6%
介 護 保 険 特 別 会 計 ９億 9,059 万 3 千円 4億 9,482 万 0 千円 50.0% 4 億 2,121 万 2 千円 42.5%
下 水 道 事 業 特 別 会 計 5億 3,300 万０千円 2億 0,390 万 8 千円 38.3% 1 億 9,699 万 4 千円 37.0%

税目 調定額 1人あたり
負担金

１世帯あたり
負担額

町 民 税 9億 0,079 万 5 千円 80,760 円 209,341 円

固定資産税 13 億 8,632 万 8 千円 124,290 円 322,177 円

合 計 22 億 8,712 万 3 千円 205,050 円 531,518 円

国民健康
保険税

加入者1人あたり
負担金

１世帯あたり
負担額

2 億 5,483 万 4 千円 95,910 円 159,971 円

会計名 借入金残高
（9月 30 日時点）

一 般 会 計 39 億 9,264 万 7 千円
下 水 道 事 業 特 別 会 計 38 億 7,249 万 0 千円
合 計 78 億 6,513 万 7 千円

　土　　地 238,772㎡ 　建　　物 45,061㎡

　基　　金　　  30 億 4,802 万 5 千円

その他：分担金および負担金、使用料および手数料、財産収入、寄附金、
　　　　諸収入

その他：議会費、労働費、農林水産業費、消防費、 諸支出金
予算額（上限） 収入済額（下段） 予算額（上限） 支出済額（下段）
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　　　　　　　問　企画財政課財政係

　皆さんに納めていただいた税金等が、どのように使われているの
かお知らせするため、条例に基づき毎年２回、予算の執行状況等を
公表しています。今回は９月３０日現在の状況です。

皆さんにとって大切なこ
とです。見守るつもりで
しっかりチェック！

　皆さんに納めていただいた税金等が、どのように使われているの

｜ 2020－113

　自身の健康に責任を持ち、軽度な身体
の不調は自分で手当すること（自主服薬）
を言います。

　セルフメディケーションを推進するため、対象となる市
販薬（スイッチＯＴＣ医薬品）の購入費用に応じて所得控
除が受けられる「セルフメディケーション税制」が令和２
年分の確定申告に適用されます。

問　健康づくり課保険年金係または税務課

申告の対象 ①～③すべてに該当するかた
①健康の維持・増進および疾病予防（特定健診・健康診断・がん検診・
予防接種等）の取り組みを行っている。
②年間（令和２年１月１日～１２月３１日まで）で対象となる市販薬
（スイッチＯＴＣ医薬品）を家族で１２,０００円を超えて購入している。
③医療費控除を受けていない。

セルフメディケーションとは…

持参するもの
〇健診の結果（写し可）や予防接種等の領収書（一定の取り組みがわかるもの）
〇対象となる市販薬（スイッチＯＴＣ医薬品）を購入したレシートや領収書等の証明書類
（対象の市販薬の商品名、金額、販売店名、購入日等の明記があるもの） 

　国税庁ホームページ「確定申告書
等作成コーナー」で所得税等の確定
申告書の作成ができ、給与や年金所
得者のかたは、スマホ専用画面でよ
り入力がしやすくなっています。
　作成した申告書をｅ－Ｔａｘで利

用する場合は、事前にマイナンバーカードまたは税
務署発行のＩＤ・パスワードが必要ですので、早め
に準備してください。

問　館林税務署（☎７２ｰ４３７３）

自宅等でラクラク確定申告
  ＩＤ・パスワード発行会のお知らせ
　コロナ禍での確定申告に便利なＩＤ・パスワード
を取得できる発行会を開催します（手続きは５分程
度）。また、ｅ－Ｔａｘでの電子申告を希望するか
たは操作方法も説明します。
と　き
１２月３日（木）・４日（金）
１０：００～１５：００
ところ 役場
持参するもの
運転免許証（写しでも可）等の本人確認ができるもの
※ＩＤ・パスワードの登録申請については、税務署
職員と対面による本人確認が必要です。そのため、
代理人による申請はできませんので注意してください。

　新型コロナウイルス感染症の感染リスクを避けるため、令和２年分の確定申告に
ついては自宅等からのｅ－Ｔａｘ・スマートフォンによる申告をおすすめします。

　上記のロゴマークがついている一部の
市販薬または領収書（レシート）に★等
が印字されているものが対象となります。

ｅ－Ｔａｘを利用しない

場合は、作成した確定申

告書を印刷して郵送等で

提出してください。

自宅等でラクラク確定申告自宅等でラクラク確定申告
  ＩＤ・パスワード発行会
　コロナ禍での確定申告に便利なＩＤ・パスワード
を取得できる発行会を開催します（手続きは５分程
度）。また、ｅ
たは操作方法も説明します。
と　き
１２月３日（木）・４日（金）
１０：００～１５：００
ところ
持参するもの
運転免許証（写しでも可）等の本人確認ができるもの
※ＩＤ・パスワードの登録申請については、税務署
職員と対面による本人確認が必要です。そのため、
代理人による申請はできませんので注意してください。

対象となる市販薬

医療費控除の特例

確定申告に関する問い合わせは、税務課まで

　新型コロナウイルス感染症の感染リスクを避けるため、令和２年分の確定申告に　新型コロナウイルス感染症の感染リスクを避けるため、令和２年分の確定申告に
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問　健康づくり課保険年金係

交通事故等にあってしまったら…
　　　　　　　　「第三者行為傷病届」の申請を！
　交通事故やスキー等の接触事故等、第三者行為による傷病等の医療費は、原則加害者が負担
するものです。第三者行為による「第三者行為傷病届」を申請することで、国民健康保険や後
期高齢者医療保険で治療費を一時的に立て替え、後から加害者へ請求します。交通事故等で保
険証を使い治療を受ける時には、必ず健康づくり課まで申請してください。

第三者行為傷病届が必要
4 4

となる場合
〇交通事故（自動車・バイク・自転車等）にあっ
　たとき
〇自損事故で運転手や同乗者が負傷したとき
〇スキー、スケート等スポーツでの衝突や接触
　事故にあったとき
〇他人の飼い犬や飼い猫に噛まれたとき等

　ケンカや犯罪行為、故
意の事故、飲酒運転、無
免許運転、原動機付き自
転車の二人乗り等の重大
な法令違反による怪我の
治療は、保険給付が制限
されます。

先に加害者から治療費
の受け取りまたは、示談
等になった場合は、立て
替えた医療費を加害者に
請求できませんので被害
者に請求することになり
ます。示談等の前には、
必ず相談してください。

先に加害者から治療費

〇交通事故（自動車・バイク・自転車等）にあっ

次の場合は、注意
4 4

してください！
　ケンカや犯罪行為、故

持参するもの
〇保険証
〇印鑑（実印）
〇交通事故証明書（自動車安全運転センターで発行）
申請方法
申請書※に必要事項を記入し、健康づくり課へ直接申請する。
※申請書（第三者行為傷病届等）については、事故により必要な申請書
が異なりますので、事前に確認してください。

①警察と健康づくり課に連絡をする。
②相手の住所・氏名・電話番号等の身元確認をする。
③医師の診察を受ける時は、第三者行為による怪我等であることを伝える。

第三者への求償行為のた
め、必要な書類を改めて提出
する場合があります。

国民健康保険・後期高齢者医療保険に
　　　　　　　　　　　加入している皆さんへ

①警察と健康づくり課に連絡をする。

交通事故等  にあった場合
4 4

は…

｜ 2020－115

　令和３年度のがん検診について、国の指針に沿った検診を実施するため、次表の赤字に変更します。
今年度クーポン券対象のかたで、検診が済んでいないかたは年度内での受診をおすすめします。

検診名 料　金 検診対象者 無料クーポン券
対象者

子宮頸がん検診 ５００円 前年度未受診の２０歳以上女性 ２０歳の女性

乳がん検診 ５００円 前年度未受診の４０歳以上女性 ４０歳の女性

大腸がん検診 ５００円 ４０歳以上のかた ４０歳のかた

肺がん検診
（喀痰検査） 無　料 ５０歳以上で喫煙指数（１日の本数×

年数）が６００以上のかた －

　安心して子育てができる町として、スマートフォン、タブレット、パソコンで使える「子育て
アプリ　Kotomo（コトモ）by 母子モ（ボシモ）」から子育て等に役立つ情報をお届けします。

で１１月２日（月）から
明和町の子育て情報をお届け！

　妊産婦や子どもの健康管理、予防接種の情報、イベント情報
等の役立つ情報が簡単に手に入ります。会員登録は無料ですの
で、事前の登録をお願いします。

※通信料が別途かかります。

アプリのダウンロードはQRコードから！

令和３年度がん検診変更のお知らせ

町でがんばる！
　子育て中のパパ・ママへ

注意事項
○無料クーポン券対象者は令和３年４月１日現在の年齢です。　
○無料クーポン券の５歳刻みの配布は来年度から行いません。

自分の将来に

かかわることです。

継続的に検診を

受けましょう！

問　健康づくり課健康づくり係

問　健康づくり課健康づくり係

アプリのダウンロードはQRコードから！

妊娠から出産、
育児までを

フルサポート！
育児
フルサポート！フルサポート！

アプリでできること
〇適切な予防接種日を自動表示
〇予防接種受け忘れ防止のお知らせ
〇地域のお知らせ
〇住まいの子育て施設を簡単検索
〇子どもの成長を簡単に記録等

予防接種モ
3

！
成長記録モ

3

！
町の育児情報モ

3

！

地域と繋がる、
　　　　　安心の子育てアプリです。
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問　中央公民館（☎８４－４４９１）問　介護福祉課介護保険係　内線１５５

　ただし、身体障害者手帳等の交付を受けているかた
は、手帳で控除が受けられますので、申請の必要はあ
りません。

※障害の等級によっては認定書による控除額が多い場
合もあります。不明な点がある場合は介護福祉課へ問
い合わせてください。

対　象 平成１２年４月２日から平成１３年４月１日
までに生まれたかたで、本町に住民登録しているかた
および本町出身で本人より申し出のあったかた。
　なお、現在町外に転出している参加希望者は、中央
公民館へ連絡してください。

▶と　き 3年1年10日（日）
　　　　　　９：３０　受付開始
　　　　　　１０：００　開式

▶ところ　日本キャンパックホール

問　住民環境課環境保全係　内線１４４

※式典に参加されるか
たは、新型コロナウイ
ルス感染症対策と体調
管理には充分注意して
ください。

廃タイヤ（１本）【ホイール付は１００円増】

軽自動車・普通車（１８インチまで） 　　２００円         

２トン車から４トン車まで・４ＷＤ 　　４５０円

廃消火器（１本）

小（赤い部分が５０センチ未満） 　　８００円

大（赤い部分が５０センチ以上）   １, １００円    

町から貸与された消火器（町の表示があるもの） 無料

対　象 町民のかた（業者の持ち込みは対象外）

▶と　き 11月23日（月）９：００～１２：００
▶ところ　役場北側駐車場

　町および町環境保健委員会では、家庭で不要になっ
た廃タイヤおよび廃消火器の有料回収を実施します。
　また、町から貸与された消火器（明和町のシールが
貼ってあるもの）は、無料にて回収しますので、処分
を希望するかたは、直接回収場所へ持参してください。

料金一覧表

　町では、令和２年１２月３１日
（死亡されている場合は死亡日）
時点で６５歳以上の要介護認定者
で、基準を満たすかたに対して、
確定申告で障害者控除を受けるこ
とができる認定書を交付します。
　認定書が必要なかたは、介護福
祉課へ申請してください。

｜ 2020－117

問　産業振興課農政係　内線１２２ 問　産業振興課農政係　内線１２２　

受診できる医療機関　館林市、邑楽郡内の医療機関
対　象　４０歳以上国保被保険者および後期高齢者
医療被保険者
費　用　無料
受診方法　事前に医療機関へ受診希望の連絡をし、
受診票裏面の「質問票」を記入してください。

▶受診期限 11月30日（月）

　生産者たちが丹精込めて育て上げた明和町の美しい
シクラメンは、農林水産大臣賞を始め数々の賞を受賞
しています。
　ぜひ直売所でお気に入りの花を見つけてください。

▶と　き 11月21日（土）～12月20日（日）
　　　　　９：００～１６：００

▶ところ　明和町シクラメン生産者直売所

▶と　き 11月27日（金）
　　　　　９：００～１１：００

▶ところ　ＪＡ明和支所

　ＪＡ明和支所と共催による、シクラメン等の季節の
花の販売やＪＡぽんぽこの出張販売、お楽しみ大抽選
会等を行います。

※各直売所でシクラ
メンを購入したかた
先着５０人にプレゼ
ントがあります。
（役場等公共施設に
あるチラシを持参し
たかたのみ）

　集団健診の日程が合わず、受診されていないかた
は、自身の健康チェックのため、医療機関での個別
健診の受診をしてください。
　なお、実施医療機関については「個別健康診査の
お知らせ」を確認してください。

健診当日に持参するもの　
４０歳以上の国保被保険者
①受診票（ピンク色）　②国保被保険者証
後期高齢者医療被保険者
①受診票（黄色）　②後期高齢者医療被保険証
健診結果について
受診した医療機関で説明を受けてください。

○原則として通院ついでに健診を受けることはでき
　ません。
○受診日時点で社会保険に（遡りを含む）加入した
　場合は、健診費用を請求する場合があります。
○新型コロナウイルス感染症の影響により令和３年
　１月に集団健診の実施を予定しています。

注意事項

問　健康づくり課保険年金係　内線１７２



2020－11   ｜ 8

　公立館林厚生病院では、平日の開扉
時刻を８時３０分とし、３密を避ける
ため、診療予約のあるかたは、予約時
間の１０分前、採血等検査のあるかた
は３０～４０分前を目安に来院してく
ださい。時間より早く来院しても受付
できません。
※入口のサーモグラフィで体温の
チェックをしています。発熱がある場
合はお声がけします。
問合せ先　公立館林厚生病院　
（☎７２－３１４０）

　１１月は「ねんきん月間」１１月
３０日（いいみらい）は「年金の日」
です。
　年金加入履歴や受け取る年金額を試
算できる「ねんきんネット」を活用し
てください。「ねんきんネット」はイ
ンターネットを通じて、いつでも自身
の年金記録を確認できるほか、将来の
年金受給見込額について、自身の年金
記録をもとに様々なパターンの試算を
することができます。
　詳しくは、日本年金機構ホームペー
ジまたは「ねんきんネット」で検索し
てください。
問合せ先　太田年金事務所
（☎４９－３７１６）

　B＆ G海洋センター
では、カヌー体験会を
行います。

と　き　１１月２３日（月）
９：００～１１：００
ところ B ＆ G海洋センター
対　象 カヌーに興味のあるかた

※事前申し込み不要。一般遊泳はでき
ません。
内　容　カヌー体験、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

　地域伝統の技を教えます。新しい年
に願いを込めて、自分で作ったしめ縄
でお正月を迎えましょう。
と　き １２月２３日（水）
９：００～１２：００
ところ 中央公民館
対　象 町内在住・在学・在勤のかた　
定　員　２０人
申込期限　１２月９日（水）
１７：００
申込方法　中央公民館へ申し込む。
費　用 ５００円（材料費）
※当日に持参してください。
申込・問合せ先　中央公民館
（☎８４－４４９１）

　ふれあいセン
タースズカケで、
音楽に合わせて
ステップを踏む、
ほっぷステップ簡
単エクササイズを
行います。

と　き １２月７日・１４日・２１日
（毎週月曜日）
１４：００～１５：００
ところ ふれあいセンタースズカケ
対　象 町内在住の５５歳以上のかた　
定　員　１５人
申込方法　ふれあいセンタースズカケ
へ申し込む。
費　用 無料
申込・問合せ先 ふれあいセンター
スズカケ（☎５０－１６０５）

　手や音楽、画像を使用して楽しみな
がら脳トレを行います。
と　き １２月９日・１６日・２３日
（毎回水曜日）のうち都合の良い１日
を選んでください。
１４：００～１５：００
ところ ふれあいセンターポプラ
対　象 町内在住の５５歳以上のかた
定　員 １回　１５人
費　用 無料
申込方法　ふれあいセンターポプラへ
申し込む。
申込・問合せ先 ふれあいセンター
ポプラ（☎５５－８７１６）

　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（１
Ｆ）で開催します。
開催日程

※内容等変更になる場合があります。
問合せ先　企画財政課　

　県から近隣自治体において、無許可
の回収業者が借用した敷地内に回収し
た家電品等を大量に置き去りにして、
トラブルになっているとの情報提供が
複数ありました。家電品等の回収業者
への引渡しや保管場所用地の貸し借り
は、不法投棄につながる可能性が高い
ため注意してください。
問合せ先　住民環境課環境保全係

違法な家電品等の
回収業者に注意カヌー体験会開催

しめ縄作り教室

公立館林厚生病院から
お知らせ

ねんきん月間・
年金の日のお知らせ

ほっぷステップ
簡単エクササイズ

と　き 内　容 出演者
第
９
回

11/30 
（月）   合　唱 ブリランテ・

イル・モンド

第
10
回

12/25
（金）   ピアノ  他 my number

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。

ポプラで脳トレ開催

｜ 2020－119

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　手帳、本人名義の通帳・
印鑑
申請期限　１１月３０日（月）
※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。
問合せ先　介護福祉課福祉係

　　　　　

　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
１２月１日（火）～１０日（木）
運動重点
○子どもと高齢者の交通事故防止
○夕暮れ時の早めのライト点灯と反射　
材等の着用促進
○飲酒運転の根絶
問合せ先　総務課安全安心係

　町教育委員会では、平和研修派遣事
業の参加者を募集します。
と　き 冬休み等の期間中（参加者各
自で計画）
ところ 広島、長崎、沖縄（半日以上
の研修）
対　象　町内在住の小・中学生、高校
生（ただし、中学生以下は、１８歳以
上の保護者等の引率が必要）

※派遣者は、参加申込書を提出したか
たの中から教育委員会が審査し、派遣
予定人数を超えた場合は抽選です。以
前に補助を受けたかたは対象外です。
内　容　平和施設等の研修
申込方法　出発２週間前までに学校教
育課へ参加申込書を提出
補助額（１人あたり）
小学生　　　２万円以内
中・高校生　４万円以内
問合せ先
学校教育課
（☎８４－３１１５）

　次の業者を下水道排水設備工事指定
店として新たに指定しました。
指定日　１０月７日
業者名　株式会社貝沢設備工業
高崎市井野町１１４１番地１
Felicita・F
（☎０２７３－６２－３７２３）
問合せ先　都市建設課

　児童虐待に関する通報や相談件数は
年々増加しており、子どもの命が奪わ
れる重大な事件も後を絶ちません。児
童虐待は社会全体で解決すべき重要な
課題です。
《虐待かなと思ったら》
　介護福祉課福祉係または児童相談所
に連絡してください。なお、児童相談
所全国共通ダイヤル「１８９（いちは
やく）」からも、児童相談所に電話が
つながります。
《児童虐待防止推進月間の標語》
１８９（いちはやく）　知らせて守る　
こどもの未来
問合せ先
東部児童相談所　
（☎５７－６１１１）

　国民年金保険料は、所得税および住
民税の申告において全額が社会保険料
控除の対象となります。社会保険料控
除を受けるための納付したことを証明
する控除証明書は日本年金機構本部か
ら送付されます。
　令和２年１月１日から９月３０日ま
での納付分は１１月上旬に、１０月１
日から１２月３１日までの納付分は、
翌年２月上旬に送付する予定です。年
末調整・確定申告まで大切に保管して
ください。
　なお、家族の国民年金保険料を納付
された場合も、本人の社会保険料控除
に加えることができますので、家族あ
てに送られた控除証明書を添付のうえ
申告してください。
問合せ先　年金加入者ダイヤル
（ナビダイヤル）
０５７０－００３－００４

　防衛省では次の
自衛官を募集して
います。

①陸上自衛隊高等工科学校生徒
（推薦・一般）
応募資格
推薦　１５歳以上１７歳未満（中学校
等卒業または見込み含む）の男子で中
学校長等がふさわしいと認め、責任を
持って推薦できるかた。
一般　１５歳以上１７歳未満の男子
（中学校等卒業または見込み含む）
申込期限
推薦　１１月３０日（月）
一般　令和 3年 1月６日（水）
②自衛官候補生
応募資格 １８歳以上３３歳未満のかた
申込期限 年間を通じて行っています。
①②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）

在宅重度心身障害者（児）
のかたに見舞金を支給

１１月は
児童虐待防止推進月間

平和研修をして
みませんか

自衛官の募集

下水道工事指定店の
指定について

冬の県民交通安全運動

社会保険料控除証明書
発行
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　１０月２８日、役場ロビーで群馬県民
の日とロビーふれあいコンサート１周年
を記念した「県民の日　記念コンサー
ト（第 8回ロビーふれあいコンサート）」
が行われました。
　来場者は「根岸弥生さんのピアノの演
奏が素敵でした」と話していました。

　使用済みのペットボトルを利用したエコペッ
トボトルツリー作成のため、町内の児童たちに
メッセージや絵を描いてもらい、ツリーは役場
ロビーに飾られました。
　ペットボトルに色付けした幼児は「上手に恐
竜が描けたよ」と話してくれました。

　１０月２８日、西部学童保育所で町社会福祉
協議会と邑楽館林農業協同組合（女性会）が、
苦手な野菜などを美味しく食べてもらうことを目
的とした、食育のイベントが行われました。
　参加した児童たちは、ピーマンの肉詰めなどをお
かわりしていました。

｜ 2020－1111

　１０月２日、令和２年度第７４回邑楽郡中体
連駅伝競走大会が館林市城沼陸上競技場周辺
コースで開催されました。コロナ禍での開催の
ため、各校とも男女１チームずつの参加となり、
明和中学校は男女とも準優勝という輝かしい成
績を修めることができました。

　１０月１３日、西小学校体育館で６年生を対
象に社会の授業の租税教室が行われました。
　税務課の職員が税金の使われ方などを説明
し、ケースに入った１億円の重さを児童に体験
してもらうと「１億円は重い」などと話してい
ました。

　１０月３１日、老人福祉センターグラウンド
でチョイソコ・ラクシー会員拡大イベントミニ
ミニＨａｌｌｏｗｅｅｎが行われました。
　参加者は様々な仮装をしながら、スタンプラ
リーやスイーツデコ・スライム作り体験などを
して楽しんでいました。

　町では、自主防災組織（行政区）へ防災倉庫
をはじめ、発電機や炊き出しセットなど防災用
品の配備を進めています。
　区独自の防災訓練を行うなど、先進的に取り
組む大佐貫の篠木区長は「地区の共助にしっか
りと活用していく」と話していました。
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図書館映画サロン

と　き １１月２２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５３分）
　「チップとデール　リスのいたずら合戦」
【一般向け映画】　１３：３０～（上映時間１０８分）
　「まく子」

たのしい読み聞かせ

と　き　１１月２１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「たこのぼうやが ついてきた」
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。

図書館特設コーナーにクリスマスに関する絵本を
集めました。この季節にぜひご覧ください。

１１月・１２月「　　　　　 の絵本」特集

『くいしんぼうの   
サンタクロース』
中川ひろたか／作
中川貴雄／絵

教育画劇

　町の入札結果を次のとおり、お知ら
せします。　

都市建設課　　　　　１０月７日執行
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
予定価格　１６，４７０千円
落札価格　１６，０００千円
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（３２－７－１工区）
場　所　　南大島地内
予定価格　１４，０３０千円
落札価格　１３，６００千円
業　者　　㈲司建設

都市建設課　　　　１０月２２日執行
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
予定価格　２，６６０千円
落札価格　２，５００千円
業　者　　三陽技術コンサルタンツ㈱

令和２年度　明和町公共下水道事業　
枝線管渠築造工事（３２－１５－５工
区 ･その 1）
場　所　　矢島地内

予定価格　１１，６７０千円
落札価格　１１，３００千円
業　者　　㈲司建設

令和２年度　単独公共　町道３－
４０６号線　道路改良工事
場　所　　大輪地内
予定価格　４，１１０千円
落札価格　３，９８０千円
業　者　　㈲司建設

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
予定価格　３，８２０千円
落札価格　３，７００千円
業　者　　㈲明石工業

※予定・落札価格は税抜き金額です。

　町の入札結果を次のとおり、お知ら

『みならいサンタ』
そのだえり／作
文溪堂

※参加される際は、マスクの着用をお願いします。　

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）

｜ 2020－1113

●無料法律相談
と　き　１２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　１２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　１２月１５日（火）１０：００～１５：００
ところ　役場

● 人口 11,154 人
前月比 － 15 人
前年比 － 105 人
男性 5,613 人
女性 5,541 人

● 世帯 4,303 世帯
前月比 － 6 世帯
前年比 ＋ 11 世帯

（令和２年１０月 1日現在）

１1月  ・固定資産税第４期納期限
　　　・国民健康保険税（普徴）第５期納期限
　　　・後期高齢者医療保険料（普徴）第５期納期限
　　　・介護保険料（普徴）第５期納期限
　　　※１１月３０日（月）納期限

障がいがある女性の携帯電話
に、知らない人から「１, ８５０万
円を譲る相手にあなたが選ばれました。手続き
をするためお金を振り込んでください」という
メールが届き、女性はその内容を信じ込み 2千
円振り込んだ。その後、追加で 1万円を要求さ
れたが手元になく「1万円を振り込まないとお
金がもらえない」とお金の管理を手伝っている
支援者の自分に相談してきた。
　　　　　　　　　　（当事者５０歳代　女性）

大金をあげる？
知らない人からのメールは無視
～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 363 号より」

今月の表紙
１０月２９日、こど
も園の園庭で、ハロ
ウィンイベントが行わ
れました。
　仮装をした園児や先
生が、歌や踊りを楽し
んでいました。

　携帯電話やスマートフォンを持っていると
様々な迷惑メール等が送られてきます。メール
の内容に従ってお金を振り込んでも大金はもら
えません。知らない人からのメールは無視する
など、家族や周りの人とよく話し合っておきま
しょう。スマートフォン等の設定で予防もでき
ます。
　家族や周りの人は、変わった様子はないかな
ど、日ごろから気を配りましょう。同様の手口
に再度だまされてしまうこともあるので、何度
も繰り返し注意をする必要もあります。

～ 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。

川田耳鼻咽喉科
☎ 72－3314

三浦医院
☎ 62－2917

金丸内科医院
☎ 88－3200

館林市夜間急病診療所
☎ 73－2313

－
館林記念病院
☎ 72－3155

竹越医院
☎ 84－3137

井上整形外科医院
☎ 82－1131

－
みづほクリニック
☎ 20－1122

小西医院
☎ 86－2261

真中医院
☎ 72－1630

川村耳鼻咽喉科
☎ 72－1337

ハートクリニック
☎ 71－8810

菅沼医院
☎ 72－9090

ふじの木整形・内科
☎ 91－4070

今村クリニック
☎ 70－2221

新井内科クリニック
☎ 20－1220

長谷川クリニック
☎ 80－3311

しんじょう整形外科
☎ 55－3623

－
まりレディスクリニック

☎ 76－7775
田沼内科医院
☎ 88－7522

富士クリニックペイン
☎ 20－1971

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

  

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。
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１０年後２０年後の自分は何をしていますか？

　私の将来の夢はパティシエです。理
由はみんながおいしいケーキを食べ
て、笑顔になってほしいからです。

将来の夢１０年後のぼく一級建ちく士
　私は将来一級建ちく士になりたいで
す。理由は、色々な人の家やスーパー
を作りたいと思ったからです。

　１０年後のぼくはプロ野球選手で
す。活躍選手になってメジャーにいっ
てがんばりたいです。
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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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　１０月１５日、東小学校の校庭で運動
会が行われ、各学年ごとの徒競走、ダン
スや鼓笛パレードなどに盛大な拍手が送
られました。
　１０月２７日・２９日・３０日、西小
学校の校庭で低・中・高学年別運動会が
行われ、徒競走や遊戯などに保護者や友
達から声援が送られました。
　応援していた保護者は「活躍している
姿が見られて嬉しい」と話していました。

東小

西小


