
新たな体制で
新年度スタート！ 町職員の配置が変わりました
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健康福祉 今井晴美 坂口英夫

福　祉 坂口英夫 深田　希　吉田　傑　房野圭輔　折原大地
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環境管理 芝田雅啓 松本和彦　岩田祥敏　藤波志音

水　道 戸口孝史 原　勝巳 庶　務 小沢和義 杉澤宏人
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奥泉和彦
浅野浩志　若林弘明　片山拓哉　小野隼輔　( 兼 ) 房野瑠惟

文 化 財 石川久明　房野瑠惟
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（図書館長） 
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広域静苑組合 福
（事務局長）

島　勲 石
（事務局長補佐）

川誠二 総　務 石川誠二 新井貴美彦　荒井幹夫

派　遣 大沢昌文（越生町観光協会）　奥泉隆雄（越生町社会福祉協議会）　大澤　朋（埼玉県後期高齢者医療広域連合）
松本悠史（埼玉県企画財政部市町村課）　

退職者（令和４年３月31日付）

池田好雄（企画財政課）
松本和彦（会計課）
奥泉隆雄（健康福祉課）
皆川肇寿（まちづくり整備課）
戸口英子（子育て支援課）
吉澤達哉（まちづくり整備課）

再任用（令和４年４月1日付）

池田好雄（企画財政課）
松本和彦（まちづくり整備課）
奥泉隆雄（社会福祉協議会へ出向）
清水広美（子育て支援課）
皆川肇寿（総務課）

▲新採用職員（令和４年 4 月 1 日付）
左から金子颯杜（産業観光課）、藤波志音

（まちづくり整備課）、田島澪菜（子育て
支援課）

転入（令和４年４月1日付）

原　健史（越生町立越生小学校から学務課）

転出（令和４年３月31日付）

松浦俊太朗（学務課から飯能市立飯能西中学校）

令和４年４月１日現在
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新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス に 関 す る 支 援 事 業

●食料を支援しています
新型コロナウイルスに感染し自宅療養している
方や、陽性者の濃厚接触者として、保健所から
自宅待機を求められており、食料など生活必需
品の調達に不自由されている方を支援するため、
食料などを無料でお届けします。
あ健康福祉課　福祉担当
　う内線１１３

●傷病手当金の支給
国民健康保険被保険者の方が感染または感染が
疑われる場合に、仕事を欠勤することを余儀な
くされ、給与等の全部または一部の支払いを受
けることができなくなった場合に傷病手当金を
支給します。
あ町民課　国保年金担当
　う内線１２３

●水道料金等の相談
あ水道課　庶務担当
　う２９２-３００２

●介護保険料の減免
あ健康福祉課　高齢者介護担当
　う内線１１6

●国民健康保険税の減免
あ町民課　国保年金担当
　う内線１２３

越生町の支援事業をまとめました。
町ホームページに詳しく記載されていま
すのでご覧ください。

コロナウイルスについて聞きたい

ワクチン接種についての予約

●相談室を開設しています
新型コロナウイルスに関する相談室を開設して
います。
あ保健センター
　う２９２-５５０５

ワクチンで高熱が出た時
新型コロナウイルスワクチンを接種し、高熱が
出た場合、どうしたらいいかわからない時には
下記にご連絡をお願いいたします。
あ埼玉県新型コロナワクチン専門相談窓口
　う 0570-033-226（24時間対応）
　　　　　　　　　　　土日祝日も対応

4月 19日現在

URL www.town.ogose.saitama.jp/i/

▶越生町ホーム
　ページ
　QRコード

●越生町コロナワクチンコールセンター へ
越生町コロナワクチン接種については、越生町
コロナワクチン予約サイトまたは、越生町コロ
ナワクチンコールセンターでご予約いただけま
す。
あ越生町コロナワクチンコールセンター
　う０４８-６５８- ７７１７（平日午前 9時〜

午後5時まで）
あ越生町コロナワクチン予約サイト
��� https://jump.mrso.jp/113271/（24時間受付）

町民の方への支援

町民の方への支援

●住民税非課税世帯等に対する臨時特別
給付金
対象世帯
①令和３年１月以降の収入が減少し「住民税非課税
相当」の収入となった世帯（申請時点で住民登録
のある市区町村に申請してください）

申請期限　９月30日㈮まで

②世帯全員の令和３年度「住民税均等割が非課税」
の世帯（令和３年 12月 10日㈮時点で住民登録
のある市区町村から確認書が届きます）
※越生町では、２月 14日㈪に対象と思われる世帯
にお送りしています。

申請期限　５月15日㈰まで
支 給 額　１世帯あたり10万
あ健康福祉課　福祉担当
　う内線１１３�

10 万円の給付には
申請が必要です！
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