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秋空に和太鼓の鼓動が響きわたる
四季折々の自然の中で、野外活動を楽しむことができる雀川砂防ダム公園。
今年も野外ステージで、県内各地の和太鼓愛好団体による競演「玉川もみじ太
鼓まつり」が行われます。澄みきった青空に響きわたる和太鼓の鼓動。人と自
然が織りなす幻想のメッセージは、きっと、あなたの心を魅了します。

◆問合せ先◆

日時：10月16日
（日） 10時30分〜14時30分
会場：玉川村雀川砂防ダム公園・野外ステージ
※雨天時は、玉川村文化センター
（アスピアたまがわ）
・大ホール

さいたま芸術文化祭玉川村実行委員会事務局
TEL 0493−65−1521
（内線313）

よしみコスモスまつり

シャッターチャンス!!

恒例のよしみコスモスまつりが、道の駅『いちごの里よ
しみ』北東側の耕地で開催されます。約12㌶の広大な土地
に約750万本のコスモスの花が一面に咲き誇り、コスモス
畑の中を散策することができます。
会場では、地元農産物を使用した加工食品の販売や、枝
豆狩りをすることができます。また、熱気球に乗って上空
からコスモスを眺められる催し物も予定していますので、
ぜひ、ご来場ください。

秋も深まる頃、東秩父村の各地では「獅子が舞い、ひょ
っとこがおどける」そんな伝統的なお祭りが行われます。
この伝統的なお祭りは
古いものでは約500年前
から続いているものもあ
り、一年の無病息災を願
ったり、収穫の祝いとい
ったことのようにお祭り
の起源はそれぞれあるよ
うですが、笛や太鼓の音
に合せ、躍動感にあふれ
た舞を見せてくれます。
最近では多くの写真愛好
家たちに親しまれており、
絶好の被写体となっている
ようです。ぜひカメラ持参
でお出掛けください。

◆問合せ先◆ 東秩父村観光協会 TEL 0493−82−1223
日時：10月15日
（土）
・16日
（日） 両日ともに10時〜15時

◆問合せ先◆ 吉見町産業振興課 TEL 0493−54−1511

滑川まつり
同時開催！まつりの秋
鳩山町では11月３日、３つのお祭りが同時に行われます。
町内の生産団体や商工会、協賛団体のお店約40店が出店
し、地元産の食材を使った食品の買い物を楽しめたり、 会
場中央の特設ステージでは子供向けのショーなどさまざま
な催しが行われる「はとやま祭」
。
健康に関する相談や体力測定が受けられ、また、健康食
品の試食などができる「健康まつり」。
地域にまつわる民話の朗読を始め、ふるさとを題材にし
た懐しい童謡の合唱や
演奏が行われる「ふる
さとの民話・童謡まつ
り」
。
とそれぞれ開催され、
たくさんの方が訪れに
ぎわいます。ぜひ、お
越しください。

◆問合せ先◆ 鳩山町役場 TEL 049−296−1211
（代表）

滑川町で最も大きなイベントの１つとして、多くの町民
が楽しみにしている滑川まつりが11月３日
（祝）
総合運動公
園を主会場に開催され
ます。
当日は、各種団体に
よる模擬店や個人店が
多数出店し、地元農家
でこの秋とれたお米、
野菜、くだものの即売
会なども行われます。
また、小、中学生による発表や地元有志による数々の演技
も披露されます。
同時に中央公民館では文化祭、保健センタ―では健康フ
ェスティバル、図書館では図書舘まつり、すぐ近くの国営
武蔵丘陵森林公園では菊まつりが開催されますので、ぜひ、
お出かけください。

日時：平成17年11月３日
（祝） 10時〜15時
場所：滑川町総合運動公園
◆問合せ先◆ 滑川町産業振興課 TEL 0493−56−6906
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みんなきらめけ!

ハッピー体操

東松山市では、楽
しみながら継続でき
る高齢者の介護予防
を目的とした体操、
「みんなきらめけ！
ハッピー体操」を埼
玉県立大学と共同で
考案しました。

ときがわトレッキングコース
都幾川村西平地区のイ
ンフォメーションセンタ
ー(慈光寺入口バス停)を
起点に、慈光寺、霊山院
を抜け、大野地区を経て、
標高876メートルの堂平
山頂に至る「ときがわト
レッキングコース」
。

このハッピー体操は、元気な動けるからだつくりを実践
するために、ストレッチ体操、筋肉トレーニング、リズム
体操の３つで構成されています。指導には、約６か月の養
成研修を修了した、60歳以上の市民のボランティアが「き
らめけサポーター」
として地域に伺い、普及に努めています。
また、この体操を分かりやすく説明したテキストも販売
しています。詳しくはお問合せください。

全長約7.5㎞、所要時間は片道
およそ３時間。起伏に富んだ山道
と、各所に設けられた素晴らしい
眺望ポイントが自慢です。休憩施
設やトイレが整備されたこのコー
スで、本格的な秋を迎える都幾川
路を楽しんでみませんか。

◆問合せ先◆ 東松山市高齢介護課
TEL 0493−23−2221（内線131・132）

◆問合せ先◆
都幾川村地域振興室
（都幾川村建具会館内）
TEL 0493−67−0014

嵐山町のお土産 嵐山ゆずカステラ

にぎわっています 小川はつらつ朝市
小川町を盛り上げようと始まった小川駅前商店会・三愛
会の主催による「小川はつらつ朝市」も８月で4年目に入り
ました。役場前広場で毎月第三土曜の午前９時から開催さ
れ、1,000人を超える人出で賑わっています。焼きそば、
団子、から揚げといった軽食から、衣料品、雑貨、鉢花な
ど扱う商品は多岐にわたり、約40店が自慢の逸品を出品。
また、コンサートなどのイベントもご用意し、皆さんのお
越しをお待ちしています。

◆問合せ先◆ 小川はつらつ朝市実行委員会事務局

自然の宝庫である嵐山には、人との結びつきが深い里山
が今も多く残っています。そして、山々の木々が色づきは
じめる季節には、たわわに実をつけた ゆず畑 が多く見
受けられ、里山はゆずの香りにやさしくつつまれます。
ゆずカステラは、こうした嵐山の郷里を思わせる懐かし
い香りをカステラにと
じ込め、嵐山町と地元
企業が地産池消を合言
葉に町の特産品として
共同開発したものです。
原料には、地元産のゆ
ず、こだわり卵。また、
小麦粉は県内産を使用
するなど皆様に安心し
ていただけるものを吟
味しました。
お求め先
■嵐山町観光協会観光案内所（アイプラザ内）
■ＪＡ埼玉中央嵐山農産物直売所
□価格 １パック
380円（税込）
化粧箱入り
1,050円（税込）

◆問合せ先◆ 嵐山町産業振興課商工観光係

TEL 0493−74−0971

TEL 0493−62−2150

待ち遠しい白鳥訪れ
川島町では、冬の訪れとともにコハクチョウが訪れます。昨季は、12月下旬
から３月上旬にかけて八幡住宅団地付近の越辺川で優雅に泳ぐ姿をみることが
できました。多いときには38羽にもなり、休日にはコハクチョウを見ようと町
内外から多くの人でにぎわいました。
数年前から、有志のかたたちによって朝夕の餌付けもされるようになり、訪
れるコハクチョウの数は年々増えています。今年もコハクチョウの美しい姿が、
私たちの心を癒してくれるでしょう。

◆問合せ先◆ 川島町農政商工課 TEL 049−297−1811（内線322）
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−住宅用火災警報器の設置が義務づけられます−
住宅火災による死者が急増中！
亡くなられた方の約 70％が逃げ遅れによるものです。
住宅火災の死者数を低減するため、新築住宅では平成

18年 6 月 1 日（全国一斉）、既存住宅は平成

20年 6 月 1 日（比企広域消防本部管内）から一般住宅に「住宅用火災警報器」の設置が義務づけられま
す。住宅用火災警報器はあなたや家族の命を守る大切な機器です。お早めの設置をお願いします。

火災警報器の必要性

火災警報器の取り付け方

住宅火災による死者数は、建物火災による死者数の約 9 割
を占め、住宅はホテル・旅館、百貨店などよりも火災発生時
には5倍程度死者が発生しやすい状況となっています。
［出典：平成16年度版消防白書］
火災で亡くなられた方の多 住宅以外の建物火災
による死者数
くは何らかの理由による
163人（13.5％）
「逃げ遅れ」であり、住宅火
建物火災による
死者数1
死者数 ,204人
,204
災による死者の約 7 割を占
めています。つまり、
「火事
に早めに気づけば、多くの
場合は亡くならずにすんだ
住宅火災による死者数
のではないか」ということ
1,041人（86.5％）
が考えられます。
その他
そこで、万が一の火災を 出火後再進入
248人（23.8％）
知らせてくれる火災警報器 25人（2.4％）
住宅火災による
の普及促進が不可欠です。
死者数1
死者数 ,041人
,041
日本に先駆けて火災警報器
を設置義務化したアメリカ
とイギリスでは住宅火災に
よる死者数の低減に大きな 着衣着火
逃げ遅れ
56人（5.4％）
効果を果たしています。
712人（68.4％）

火災警報器は、天井や壁に取り付けることができます。詳
しくは取扱店へ相談したり、取扱説明書をよく読んで、正し
い位置に取り付けましょう。

火災警報器の種類
煙

現在市販されている火災警報器は、
大きく分けると
「煙」に反応するタイプ
（煙式）と「熱」に反応するタイプ（熱式）
の2種類があります。
熱

悪質業者にご注意を！
「煙式」は火災を早期に発見するため
に有効な方式です。寝室や階段に設置
します。
「熱式」は調理などで煙や水蒸気が発
生する台所などに適した方式です。
電源のタイプ（乾電池タイプと配線タイプ）

電源のタイプは乾電池タイプと家庭用電源の配線タイプ
（100Ｖタイプ）の2通りがあります。
乾電池

AV１
００V

消火器の悪質訪問販売についてご存
知の方も多いと思います。これは「消
防署の方から来ました。家庭には消火
器を設置しなければなりません。
」
と消
火器を売りつける「かたり商法」と呼
ばれるものです。
本来一般住宅に消火器の設置義務はないにもかかわら
ずこのような悪質訪問販売が多発しているのですから、
義務化された火災警報器ではこの手の悪質商法が多発す
ることが予想されます。
あたかも消防職員のような服装や言動で訪問し、誘惑
する業者がいます。市町村や消防署、消防団員が火災警
報器などを売り歩くことはありません。また、特定の業
者に販売を委託することもありません。業者の服装や言
葉などにごまかされないように気をつけましょう。
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火災警報器の取付場所
火災警報器の基本的な取り付け場所は、少なくとも寝室と、寝室が２階などの場合は
階段にも設置が必要とされています。 (寝室が１階だけの場合は、階段や廊下への設置義
務はありません。)取り付け位置は原則として天井または壁に設置、階段も同様に取り付けます。ま
ず寝室として使用する部屋、避難経路となる廊下や階段に設置し、必要に応じて他の部屋にも設置
するとさらに安心です。

義務設置（煙式）

義務設置（煙式）

２階建て等で１階以外に寝室がある場合に
は、階段の天井部分に設置が必要です。
（傾
斜地の２階建て住宅等で２階部分からも地
上に直接出られる場合は階段部分の設置は
不要です）

居間

寝室には警報
器を取り付け
る必要があり
ます。

寝室

階段

子供部屋

風呂

台所

努力義務（熱式）

義務設置（煙式）
子供部屋でお子さんが勉
強や遊ぶだけでなく、寝
る部屋としてもお使いに
なられる場合には設置が
必要です。

台所には設置義務はありません。
ただし、東京都など設置を義務づ
けしている自治体もあります。な
お、台所は煙式ではなく熱式の感
知器を設置してください。

火災警報器の購入先
火災警報器は、消火器などとともにホームセン
ターなどでも取り扱っています。なお、火災警報
器の品質を保証するものに、日
本消防検定協会の鑑定がありま
す。火災警報器購入の目安とし
てつぎのようなＮＳマークが付
いているものを選びましょう。

そのほか火災警報器取扱店などに関しては、比企広域消防本部予
防課、最寄りの消防署、または下記「住宅火災警報器相談室」へお
気軽にご相談ください。
●住宅用火災警報器相談室
≪フリーダイヤル≫ 0120−565−911
受付時間：月曜から金曜までの午前９時から午後５時（土､日及び祝祭日は休み）

●比企広域消防本部予防課
TEL 0493−23−2268
●川越地区消防局川島消防署
TEL 049−297−1891
●西入間広域消防本部鳩山分署 TEL 049−296−0119
★比企広域消防本部HPにも詳しく掲載されています。
http://www.hiki−saitama.jp/119

［ 5 ］

もっと助かるべき命を救いたい!!
−応急手当としてAEDを用いた
電気ショック
（除細動）
が使用可能に！−
「運動中の突然死」こんな言葉を耳にしたことはありませんか？
その中の原因の一つに、心室細動という心臓が震るえ正常に機能出
来ない病態があります。運動中に限らず、いつ、どこで起こるかわ
からないこの心室細動での突然死を少しでも減らすため、AED（自
動体外式除細動器）による除細動（電気ショック）が一般の方々に、
使用することが認められました。
※ 細動＝心臓が不規則に震えること

心肺停止状態には、心臓が停止している
状態もあれば、心臓が不規則に震るえ、血
液を全身に送ることが出来ない状態（心室
細動）もあります。この心室細動状態は、
心臓に電気を与えることによって正常な状
態に戻せる可能性があります。このような
ときAED自体が今電気ショックが必要かを
自動解析し、音声によりどうすればよいか
を教えてくれ、必要な場合にはボタンを押
すと通電します。AEDが解析し通電が必
要でない場合はボタンを押しても電気は流
れないしくみになっており、安全性は十分
確保されています。
操作は電源を入れ、通電パットを張り、
周囲の物に触れていないかを確認し、ボタ
ンを押すだけです。したがって一般の方で
も講習を受ければ確実に扱うことが出来ま
す。

Automated＝自動
E x t e r n a l＝体外式
Defibrillator＝除細動器の略称
誰でも不規則に震える心臓に
電気ショックを与え、心臓本来
のリズムに戻すことの出来る機
器のことです。

ＡＥＤを用いた救命講習会を行います
これまでも、周りで人が倒れた時、救急車を呼び到着するまでの間、近くに居合わせた人に人工呼吸や心臓マッサージ
といった応急手当を行うことで尊い命を救ってもらいたいことから、救命講習会を開催してきましたが、このＡＥＤ導入
に伴い、ＡＥＤの講習を含む救命講習会を開始します。
心停止した人に対しては、早期に心肺蘇生法とＡＥＤを用いた電気ショック（除細動）を行うことが、救命率アップに
つながります。
いざという時、慌てず安全確実にＡＥＤが使用できるよう、講習を受けてあなたの大切な人の命を救いましょう。

救
命
の
連
鎖
早い119番通報

早い応急処置
早い応急処置

早い救急処置

早い医療処置

おちついて、はっきり
と119番に通報する

救急車到着前の早い心
救急車到着前の早い心
肺蘇生と早い除細動
肺蘇生と早い除細動

救急救命士等の行う高
度な救急処置

医療機関における医療
処置

講習会の開催についてはお近くの消防本部、消防署へ
お問合せください。

比 企 広 域 消 防 本 部 警 防 課 TEL 0493−23−2267
川越地区消防局川島消防署 TEL 049−297−1891
西入間広域消防組合鳩山分署 TEL 049−296−0119

［ 6 ］

視聴覚ライブラリーNEWS
視聴覚ライブラリー
NEWS
16ミリ映写機操作の資格を取りませんか？

新着教材案内

比企広域市町村圏組合視聴覚ライブラリーでは視聴覚教
材を学校・社会教育関係者、団体に無料で貸し出しを行っ
ています。
所有教材の８割が16ﾐﾘ映画フィルムですが、16ミリ映写
機を操作するには資格が必要となります。そのための操作
技術講習会を行います。

当視聴覚ライブラリーでは、今回新たに視聴覚教材とし
て16ﾐﾘ映画フィルム３本とビデオソフト６本を購入いたし
ました。社会問題を取り扱ったものから娯楽的な作品まで
多種にわたる教材を取りそろえております。地域での集会
や映画鑑賞会、子ども会等でぜひ、ご活用ください。

日時：平成17年10月28日
（金）
９時30分〜16時30分
場所：東松山市総合会館３階
第３会議室
対象：比企広域圏内学校及び
社会教育関係者
（18歳以上）
（地域自治会・子供会等の
関係者の方も受講できます）
費用：無料
定員：20名
（先着順）
◆希望される方は、10月17日（月）
までに比企広域視聴覚
ライブラリーへお申し込みください。
※講習修了者には修了証を発行します。
なお、この修了証は比企広域視聴覚ライブラリーでのみ利用可能な
ものです。他の視聴覚ライブラリーではご利用になれませんのでご
注意ください。

タイトル

家庭生活

『こらッ！』のおじいちゃん
≪対象：小学生〜高齢者≫【ﾋﾞﾃﾞｵ】

地域社会

心のキャッチボール
≪対象：小学生〜一般≫【ﾋﾞﾃﾞｵ】

人権教育

旅立ちの日に
≪対象：一般≫【ﾋﾞﾃﾞｵ】

人権教育

われら交通安全ボランティア
≪対象：高齢者≫【ﾋﾞﾃﾞｵ】

交通安全

父との約束 -我が家の交通安全
≪対象：小学生〜一般≫【ﾋﾞﾃﾞｵ】

交通安全

10＋１ぴきのかえる
≪対象：幼児〜小学生≫【ﾌｨﾙﾑ】

情操教育

ごめんね、ミーちゃん
≪対象：幼児〜小学生≫【ﾌｨﾙﾑ】

情操教育

天狗の羽うちわ
≪対象：幼児〜小学生≫【ﾌｨﾙﾑ】

情操教育

お申込み・お問合せ：比企広域視聴覚ライブラリー

霊きゅう自動車の料金が
一部変更になります

5,200円

東松山市

5,200円

滑 川 町

5,200円

滑 川 町

5,200円

嵐 山 町

6,000円

嵐 山 町

6,000円

小 川 町

7,400円

小 川 町

7,400円

都幾川村

7,800円

玉 川 村

6,900円

ときがわ町

6,900円

川 島 町

6,900円

川 島 町

6,900円

吉 見 町

5,600円

吉 見 町

5,600円

東秩父村

9,000円

東秩父村

9,000円

TEL 0493−23−9331

火災予防フェア&防火ポスター展を開催します

東松山斎場霊きゅう自動車の利用料金の一部が改正さ
れます。これは、来年２月に都幾川村と玉川村が合併す
ることによるものです。
東松山市

ジャンル

五井先生と太郎
≪対象：中学生〜一般≫【ﾋﾞﾃﾞｵ】

比企広域消防本部では秋季全国火災予防運動として火災
予防フェアを実施します。住民の皆様の火災予防に対する
意識の高揚を高めるためにもぜひともお越しください。
また、管内の小学４年生を
対象に火災予防ポスターを募
集し、この中から優秀な作品
を展示する防火ポスター展も
開催されます。

◆火災予防フェア◆
日時：平成17年度11月12日
（土） 13時〜16時
場所：イトーヨーカドー 東松山店
内容：幼年消防クラブ出演
音楽隊演奏・消防車両展示・地震体験・応急手当
消防相談
（住宅用防災機器展示）

斎場からのお願い
東松山斎場では、職員への「お
清め」や「志」などの心づけは一
切不要です。葬祭業者の方々にも、
ご利用に対して心づけは不要の説
明をお願いしています。皆さまの
ご理解もよろしくお願いします。

◆防火ポスター展◆
東松山会場
展示期間：平成17年11月9日
（水）
〜15日
（火）
場
所：イトーヨーカドー 東松山店
小川会場
展示期間：平成17年11月3日
（祝）
〜6日
（日）
場
所：埼玉伝統工芸会館

［ 7 ］

ふるさと物産フェアを開催します
今年も11月４〜６日の３日間にわたり、東
松山市を中心に多くのウォーカーたちが集う
「日本スリーデーマーチ」が開催されます。こ
の会場内に管内関係市町村の推薦を受けた団
体による比企地域の特産品等の展示・即売コ
ーナーを設けて『比企ふるさと物産フェア』を
行います。ウォーキングを満喫するとともに、
ぜひ、会場にお立ち寄りください。

「春夏秋冬」
「朝昼夕」折々の比企広域管内での表情を写真に写して送
ってください。
お送りいただいた写真は、比企広域市町村圏組合ホームページ上で紹
介させていただいております。
住所・氏名・電話番号・撮影場所・一口コメント（任意）を記入の上、
送付してください。
掲載時に匿名もしくはペンネームを希望の方はその旨を明記してくだ
さい。なお、お送りいただいた写真は返却いたしません。
−送付方法−
写真の郵送、またはメール（ファイル形式は｢.jpg｣か｢.gif｣、写真1枚
のファイルサイズは最低200キロバイト、かつ添付ファイルの合計が
１メガ以下）のどちらでも構いません。
なお、比企広域市町村圏組合は作品の取扱いについて、以下の権利
を有することとなりますので、ご了承の上応募してください。
●比企広域市町村圏組合の発行する刊行物への掲載及びインターネッ
トなどの電子メディアでの使用。
●比企広域市町村圏組合の企画する、組合の宣伝・広告のため第三者
が発行する印刷物
〒355−0017 東松山市松葉町1−2−3
比企広域市町村圏組合 振興課 E−Mail：shinko@hiki-saitama.jp

タテのカギ

ヨコのカギ

①宮里、福原…今、女子スポーツ界は○○
ちゃんが大活躍
②下関の旧称
③贈り物として便利なプリぺイドカードの
通称 ○○カード
⑤昆虫の王様といえば
⑥「手のひらを太陽に」のサビ♪ミミズだ
って、○○○だってー♪
⑦「欠席」「不履行」「棄権」などの意味の
英単語
⑧話題のIT社長の名
（迷）
言『○○○○の範
囲内です』
⑫五つの道が交差しているところのこと
⑮アメリカの作家デリンジャーの著書「○
○麦畑でつかまえて」
⑯恩義を重視 何を立てる？

①ベストセラー「電車男」は何系オタク青
年の物語？
③おしゃべりなこと 何が軽い？
④ココアやチョコレートなどの原料
⑦お尻の部分
⑧野外・現地撮影の略称
⑨おばあさんは祖母 おじいさんは？
⑩乗り物に乗らずに歩くこと
⑪オフィスの暖房を抑えて省エネを ○○
○○・ビズ
⑬「明日天気になぁれ」 ○○×2坊主
⑭姫路城は通称何城？
⑰「暇」=ひま 他の読み方では？
⑱床の一部を四角く切って設けた炉

アルファベットに入る文字を並べ替えて、キーワードを完成させてください。正解され
た方の中から抽選で10名様にプレゼントをお送りします。当選発表は、次号25号で行います。
◆応募方法：ハガキにクロスワードパズルの答えと、住所・氏名・電話番号を明記（当選
された際、商品発送時必要なため）してご応募ください。本誌に関するご意
見やご感想などもございましたら、あわせてお寄せください。
◆応募締切：平成17年10月31日
（月）消印有効
◆応 募 先：〒355−0017 東松山市松葉町1−2−3
比企広域市町村圏組合 総務課「ブレイくろすわーどタイム」係
前回の答えは「サクラヅツミ」でした。151通応募いただき、84通の正解をいただきました。
◆当選者：小野川里江様
（吉見町） 権田由果様
（滑川町） 志村悦子様
（小川町） 杉山千津子様
（小川町） 岩附千代子様
（小川町）
持田芳重様
（東松山市） 宮田洋一様
（東松山市） 小林紀子様
（川島町） 和田栄子様
（嵐山町） 大野和江様
（川島町）

ていく・いっと・いーじー
ー編集後記ー
ガソリンの価格高騰が止まらない。こんなに高くなるのはあ
の湾岸戦争時以来だそうだ。私の記憶では今年の春から徐々に
値が上がり始め、一旦落ち着きかけたものの、ここへきて一気
に上昇。以前は樋口一葉で足りていたのに、さらに、野口英世
が必要となり、今ではそれでも足りないくらい。私のように通
勤距離が長いとほぼ週一回ペースでの給油となるため、それは
それは痛いどころの話ではないのである。一日も早く値が下が
ってくれることを願いたいものだ。まだ２年しか乗っていない
マイカーを手放すのは惜しく、燃費のいいセカンドカー購入な
んてムリな話だし…。

広報ひき

第24号

市町村別人口・世帯数
市町村別人口・世帯数
市町村名
東松山市
滑 川 町
嵐 山 町
小 川 町
都幾川村
玉 川 村
川 島 町
吉 見 町
鳩 山 町
東秩父村
合
計

人口（人）総数
90,507
15,264
19,385
36,352
8,044
5,690
23,220
22,722
16,287
3,904
241,375

男
45,664
7,801
9,581
18,067
4,070
2,868
11,764
11,410
8,066
1,933
121,224

平成17年９月１日現在
女
世帯数（世帯）
33,955
44,843
5,398
7,463
6,867
9,804
12,607
18,285
2,566
3,974
1,948
2,822
7,284
11,456
7,216
11,312
5,518
8,221
1,122
1,971
84,481
120,151
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TEL 0493 −23−9331 FAX 0493−23−9332 ホームページ http://www.hiki-saitama.jp
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