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ひき

みんなで火の用心
information
住宅用火災警報器の設置義務化から 10 年、
交換の時期を迎えました。
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−とぴっくす HIKI −
東秩父村

道の駅誕生！
和紙の里 リニューアルオープン

ときがわ町

都幾川の清流を満喫
「ときがわ水辺の道」

昨年10月、東秩父村和紙
の里が大きく生まれ変わり
ました。埼玉県で20番目の
道の駅として登録され､「道
の駅 和紙の里ひがしちち
ぶ」として新たにスタート
しました。
新しい和紙の里は年中無
休となり、ユネスコ無形文化遺産の「手すき和紙」をい
つでも気軽に体験できます。また、東秩父農産物直売所
も移転新築オープンし、フードコートが設置され、ウッ
ドデッキで食事ができるように
なりました。さらには観光情報
を提供する「トータルサポート
センター｣、バスターミナルも
新設され、ここを拠点に観光に
出かけることもできます。
ますます楽しめるようになっ
た東秩父村に、ぜひお越しください。

平成23年度に埼玉県
の「川のまるごと再生プ
ロジェクト」の対象とし
て都幾川が選ばれ､「都
幾川 川のまるごと再生
プロジェクト」が立ち上
げられました。その翌年
度から県･町･地域の方々
の連携による整備が始まり、昨年、町の中心を流れる都
幾川沿い約7.3kmにわたる、自然を満喫できる遊歩道
｢ときがわ水辺の道」が完成しました。
水辺の道からは、清流都幾
川沿いの自然豊かな里山の風
景や大正時代につくられた玉
川橋、列車が真上を通過す
る様子を見ることのできる
JR八高線の鉄橋
など、ときがわ
町の魅力ある風景をより楽しめるようになり
ました。
これらの見どころやウォーキングのポイ
ント等を紹介したウォーキングマップもあ
りますので、ぜひ散策に来てください。

◆問合せ先◆ 東秩父村産業建設課 TEL 0493-82-1223

◆問合せ先◆ ときがわ町建設環境課 TEL 0493-65-1521

○道の駅 和紙の里ひがしちちぶ
場所：東秩父村大字御堂441
【東秩父村和紙の里】TEL 0493-82-1468
【東秩父農産物直売所】TEL 0493-82-0753
【トータルサポートセンター】TEL 0493-81-7816

吉見町

吉見町観光スタンプラリー

自慢のふるさと名物が当たります！

吉見町では、観光施設「吉見百穴｣
や「道の駅いちごの里よしみ」等を
1つに繋ぎ、町の魅力を広く知っ
ていただくために、観光スタンプ
ラリーを開催しています。スタン
プポイントは全部で５か所あり、３か所以上のスタンプ
で応募できます。
応募された方の中から抽選で、県内生産量第1位を誇る
甘くておいしい吉見いちごが味わえる「いちご狩りペア
券」や平成27年10月に埼玉県初の中小企業庁認定ふるさ
と名物となった「吉見いちごの加工品」（苺ミルクまん、
いちごタルト、手作りいちごジャム）等の豪華賞品が当た
ります。3月に抽選を行いますので、ご応募はお早めに！

○吉見町観光スタンプラリー
スタンプポイント：町内施設全５か所
（吉見百穴、吉見観音、フレンドシップハイツよしみ、
フレサよしみ、いちごの里よしみ）
抽選月：３月、９月（年２回）
【賞品】※詳細については、お問合わせください。

滑川町

ひな祭りには「ひなちらし｣ ！

滑川農産物直売所では地元生産者こだわりの新鮮な農
産物をはじめ、6次産業推進グループ“アザレア”の取
り組みとして、地元の農産物を使用した加工食品等を販
売しています。
今年も3月のひな祭りにあわせ、
直売所限定の「ひなちらし」を販売
します。旬の「のらぼう菜」をはじ
め、地元の農産物を素材に使用した
手作りのちらし寿司で、1日に200
パック以上を売り上げ、当日は完売
するほど好評です。楽しみにしてい
る方も多く、予約販売も行います。
また、昨年11月から滑川町
産のゆずを使用したジュース
｢柚子の贅沢」を販売してい
ます。原材料には砂糖を使用
せず、はちみつとゆずのみと
いうこだわりがあり、すっき
りした味わいが特徴です。
ご家族でのひな祭りや女子会、パーティーにいかがで
しょうか。

○滑川農産物直売所
場所：滑川町大字羽尾1348-1
WEBサイト: http://www.namechoku.jp

◆問合せ先◆

吉見町地域振興課 TEL 0493-54-5027

◆問合せ先◆ 滑川農産物直売所 TEL 0493-56-2535

［2］

−とぴっくす HIKI −
川島町

春になったらお花見サイクリング

小川町

「下里さくら祭り」で
の〜んびりお花見

川に囲まれた輪中の
郷川島町の川沿いを走
れるサイクリングロー
ドには、３月下旬から
４月上旬になると花び
ら舞う桜と一面に広が
る菜の花のコラボレー
ションを楽しみに、多
くのサイクリストが訪れています。
比企自転車道沿いにある「梅ノ木地内桜づつみ」の満
開の桜の中を、あるいは入間川沿いの「釘無地内桜づ
つみ」で約100本の桜が一斉に咲き誇る中を駆け抜けて
みたり、時には自転車を止めてじっくりお花見してみ
たりと、春を満喫できます。
サイクリングでお腹が空いたら、
コースを少し外れて、川島町の
郷土料理「かわじますったて」や
｢かわじま呉汁」のお店で腹ごし
らえ、また５月上旬まで体験でき
るいちご狩り、さらには川島農 ▲かわじますったて
産物直売所で採れたて新鮮野菜
をお買物など、春だけでなく季節によって楽しみ方はさ
まざまに。
今年の春は、川島町をサイクリングしてみませんか？

○下里さくら祭り
日時：平成29年４月２日㈰午前10時〜午後２時
場所：旧下里分校(NPO法人霜里学校) 小川町大字下里824
WEBサイト: http://shimozato.jp

◆問合せ先◆ 川島町農政産業課 TEL 049-299-1760

◆問合せ先◆ NPO法人 霜里学校 TEL 0493-72-0429

嵐山町

平成23年3月に廃校となった旧下里分校。今でも古き
良き風情を残し、桜と趣ある木造校舎が印象的なこの場
所には、毎年たくさんの方が訪れています。また、アニ
メ「のんのんびより」の舞台とも言われ、最近では、流
行の“聖地巡礼”される方もいるほど。
校舎を管理するNPO
法人霜里学校は､「のん
びりお花見」をテーマに、
平成27年からさくら祭
りを開催しています。普
段は一般開放されていな
い校舎もお祭り当日は
開放します。校舎内で
は演劇や手工芸品の販売も行われ、さらに小川町の地酒、
地ビールをはじめ、町内の人気飲食店が校庭に並びます。
また、近くを流れる槻川のせせらぎが分校の桜をさら
に引き立て、周辺のお散歩も楽しめます。
新年度の始まりには美しい下里の桜の下で、ゆっくり
お花見をお楽しみください。

町制施行 50 周年記念オリジナル

東松山市

婚姻届 ･ 出生届「記念証｣ プレゼント

嵐山町では、町制施行50周年を記念して、結婚や子
育てを応援するため、オリジナルの婚姻届と出生届を作
成しました。デザインされたのは、嵐山町在住の絵本作
家“しばはら・ち”さんです。ご希望の方に町民課窓口
でお渡ししています。
また、結婚する方や赤ちゃんの誕生
のお祝いとして、ご希望の方に、提出
された婚姻届または出生届をオリジナル
のＡ４版デザイン台紙に縮小コピーし、
フレームに入れて､「嵐山町オリジナ
ル記念証」としてプレゼントします。
【記念証について】
対象者：嵐山町役場町民課窓口に婚姻届または出生届を
提出し、その場で申込みをされた方
（町外にお住まいの方も申込可)
受付時間：【平日】午前８時30分〜午後５時15分
※時間外(土･日･祝日･夜間等)に届出された場合は、届出
から１週間以内であれば町民課窓口にて受付します。

◆問合せ先◆

嵐山町町民課

TEL 0493-62-2154

サメの化石発掘体験！
化石と自然の体験館

｢太古の昔、東松山市周辺は海
だった」と聞いたら驚かれることで
くずぶくろ
しょう。葛 袋地区では、約1,500万
年前の地層からサメの歯の化石など
が数多く見つかり、昔は海だったこ
とを伝えています。
発見された化石を含む岩塊の一部
を保存し、地域振興と新たな魅力を
発信するための施設として、ばんど
う山第２公園内に「化石と自然の体
験館」が昨年４月に完成しました。
施設のデザインは、セメント材料運搬のための線路がこ
と き
え き
の場所に通っていたことから､“時間の駅舎”というテー
マで駅舎を、内部はサメの骨格をイメージした造りとなっ
ています。屋内でも化石の発掘体
験をすることができ、見つけた化
石は持ち帰ることもできます。
大昔の地球からの贈り物｢化石」
をみんなで発掘しませんか？
▼QRコード

○化石と自然の体験館
体験予約
PR動画
場所：東松山市坂東山13
時間：午前９時〜午後５時
入館料：無料
発掘体験：有料･予約制
◆問合せ先◆ 化石と自然の体験館 TEL 0493-35-3892

［3］

平成28年度消防協会比企支部
消防操法大会が開催されました

救急蘇生のためのガイドラインが改訂されました
救急心肺蘇生のガイドライン ( 実施基準 ) は 5 年毎に見直しが行わ
れており、平成 27 年に新しく ｢ガイドライン 2015｣ が日本蘇生協
議会 (JRC) から発表されました。比企広域消防本部でもガイドライン
の見直しを行い、昨年 9 月 1 日に改訂しました。

… 主な変更点 …
○胸骨圧迫のテンポについて
１分間に「少なくとも100回」から「100回から120回｣
の圧迫テンポに変更され、上限ができたことから、長時
間継続できる適切な胸骨圧迫を行いやすくなりました。
平成28年10月23日に比企広域消防本
部総合訓練場において、管内消防団13隊
が出場する消防協会比企支部消防操法大
会が行われました。各消防団の模範的な
操法の実演により、消防団員の技術の向
上と士気の高揚を図り、消防活動の充実
発展に寄与することを目的としています。
今回はときがわ消防団が優勝しました 。
順
位

１位 ときがわ消防団
２位 滑川消防団第 1 分団第 2 部
▶ときがわ消防団

３位 滑川消防団第 1 分団第 1 部

○呼吸の確認と心停止の判断
｢呼吸の確認に迷ったらすぐに胸骨圧迫をする」という項目が追加
され、傷病者を発見したときはすぐに胸骨圧迫を始めるべきとしてい
ます。人工呼吸については､「救助者が人工呼吸の訓練
を受けており、それを行う技術と意思がある場合は、胸
骨圧迫と人工呼吸を30:2の比で行う」とされ、バイス
タンダー(発見者)がスムーズに胸骨圧迫を行いやすくな
りました。
○応急手当からファーストエイドへ
応急手当がファーストエイドという呼び名に変更され、「急なケガ
や病気になった人に対しての最初の行動」を指し、止血法や体位管理
法等が含まれています。
○予防の大切さを強調
病気やけがを起こさないように予防する大切さを強調し、生活習慣
病の予防や子どもの不慮の事故、熱中症防止等にも言及しています。
比企広域消防本部ではファーストエイドの普及啓発に取り組んでい
ます。各消防署 ･ 分署にて救命講習会を定期的に行っていますので、
お気軽にお尋ねください。

◆問合せ先◆

休日 ･ 夜間に救急車を呼ぶか迷った時は、

比企広域消防本部警防課

患者等搬送事業者第 2 号認定

救急電話相談 ｢#7000｣ ｢#8000｣

休日や夜間の急な病気やケガに関して看護師の相談員
がアドバイスしますので、医療機関を受診するべきか迷っ
たときに電話相談ができます。

電話番号

大

人

＃７０００

※ダイヤル回線､ IP 電話､

北都観光
東松山市松葉町4-5-1
TEL 0493-23-7075

PHS からはこちら

048-824-4199

◇相談時間
午後６時30分〜午後10時30分(月曜日〜土曜日)
午前９時00分〜午後10時30分(日曜日､祝日､年末年始)

電話番号

子ども

＃８０００

比企広域消防本部管内に
おいて第１号認定のスマイ
ルタクシー(小川町)に続き、
第２号となる患者等搬送事
業者が認定されました。
今回の認定業者は車椅子に
乗ったまま乗り降りできる
介護タクシー事業を行って
いる｢北都観光｣です。

◎患者等搬送事業とは？
救急車を必要としない緊急性のない方の入院、
通院、転院及び社会福祉施設への送迎を行う移動
手段として、寝台車･車椅子搬送車を提供する民間
の事業者によるサービスです(有料)。
患者等搬送用自動車には、応急手当等の講習を
修了した乗務員が乗車し、応急手当に必要な資機
材を積載しています。｢救急車を呼ぶほどでもない
が、ストレッチャーや車椅子に乗ったままの状態
で病院等に行きたい｣という場合は患者等搬送事業
者をご利用ください。
なお、救急車と同等の処置は行えません。緊急
を要する場合は迷わず救急車を利用しましょう。

※ダイヤル回線､IP 電話､ひかり電話、
PHS からはこちら

048-833-7911

◇相談時間
午後７時〜翌朝午前７時（月曜日〜土曜日)
午前７時〜翌朝午前７時（日曜日､祝日､年末年始）

救急車の適正利用にご協力ください。

TEL 0493-23-2267

◆問合せ先◆ 比企広域消防本部警防課 TEL 0493-23-2267

［4］

住宅用火災警報器を設置しましょう

取付け支援実施中
比企広域消防本部では、希望される対象世帯に対し
て消防職員が住宅へお伺いし、住宅用火
災警報器取付けの支援を行っています。
①支援内容
住宅用火災警報器の取付け作業
(法令に基づき、寝室及び階段の天井又は壁)
②対象世帯
比企広域消防本部管内の住宅で、住宅用火災警報器
の取付けをすることが困難な高齢者や障がい者世帯等
③対象とする住宅用火災警報器
住宅用火災警報器は電池式(煙式･熱式)とし、電
気工事を要さないもの。
④取付け時間
【平日】午前９時30分～午後４時
⑤申し込み方法
申し込み書兼承諾書に必要事項を記入し、取付け希
望日の２週間前までに最寄りの消防署･分署の窓口
へ直接提出してください。
(受付時間：午前８時30分～午後５時15分)
⑥その他
取付け支援に、費用は一切かかりません。
住宅用火災警報器は事前に購入(準備)し、機器の種類、
設置場所等については事前にお問い合わせください。
災害等により取付けにいけない場合があります。

住宅用火災警報器の設置は、既存住宅においても全国で
義務化されています。まだ設置されてない住宅がありまし
たら、お早めの設置をお願いします。
消防庁が実際の住宅火災における被害状況を分析したと
ころ、住宅用火災警報器が設置されている場合は、設置さ
れていない場合に比べ、被害状況が概ね半減した結果とな
りました。
住警器の設置効果
(H24～H26)
死者数(人/火災100件)
焼損床面積(㎡/火災１件)
損害額(千円/火災1件)

住警器設置の有無
設置なし
設置あり
10.1
7.0
58.4
30.3
3,099
1,754

死者数は約 2/3
焼損床面積、損害額は約 1/2
▼大きな火災に至らずに済んだ事例
・寝たばこをしてしまい、ふとんから発煙し、寝室の住宅用
火災警報器が作動した。これに気付いた居住者が、ふとんを
浴槽の水に浸し、大事に至らなかった。

▲煙式

▲熱式

比企広域消防本部では、住宅用火災警報器の販売は
行っておりません。悪質な訪問販売等にご注意ください。

◆問合せ先◆

東松山斎場施設整備事業について
東松山斎場では、昭和57年の供用開始から34年が経ち、火葬炉
等の老朽化が進んでいます。
組合では、斎場施設を整備するため、学識経験者や地元自治会、
構成団体の職員等で構成する選定委員会で協議を重ね、「建築設計
業者」及び「火葬炉設備業者」をプロポーザル方式により選定いた
しました。
新斎場は、近隣の生活環境に配慮するため、最新の公害防止設備
を有する火葬炉や敷地周辺に緑地帯を設け、隣接する住宅から斎場
が見えにくい配置計画とします。

比企広域消防本部予防課 TEL 0493-23-2268

平成28年度防火ポスター展
特別賞入選作品が展示されます

（選定理由）

建築設計 ㈱ 梓設計〔品川区〕
・近接する住宅地に配慮した配置計画であること
・葬送の流れに沿った動線計画であること
・仮設建物を無くした建替え計画であること
・床面積と階高を抑制したコンパクトな計画であること
（選定理由）

火葬炉設備 富士建設工業 ㈱〔新潟市〕
・年間維持管理費、工事費が最も安価であったこと
・排ガス等の環境目標値が最も低かったこと
・提案内容が組合の基本構想･基本計画に即した具体的な内容で
あったこと
※プロポーザル方式
複数の業者から企画提案や
技術提案を提出させ、内容を
審査し、企画内容や業務能力
が最も優れた者と契約する方
式です。

◇事業スケジュール（予定）
平成29年度

基本設計･実施設計

平成30年度

建設着手

平成32年度

新斎場供用開始

［5］

○防火ポスター展特別賞入選作品展示
期間：平成29年３月１日㈬〜７日㈫
東松山市 市立図書館
滑 川 町 コミュニティセンター
嵐 山 町 ふれあい交流センター
小 川 町 リリックおがわ
吉 見 町 フレサよしみ
ときがわ町 アスピアたまがわ
東秩父村 コミュニティセンターやまなみ

◆問合せ先◆

比企広域消防本部予防課
TEL 0493-23-2268

住宅用火災警報器は､
住宅用火災警報器は、設置してから
10 年を経過すると電子部品の寿命や電
池切れ等で、火災を感知しなくなるこ
とがあり、危険ですので、お早めの交
換をおすすめします。

10 年を目安に交換しましょう

定期的に作動確認しましょう

ボタンを押す、またはひもを引いて
作動確認をします。

正常な場合は？

設置時期を調べるには…

正常をお知らせするメッ
セージや火災警報音が鳴り
ます。

火災警報器を設置した時に記入し
た｢設置年月｣、または本体に記載さ
れている｢製造年｣をご確認ください。

音が鳴らない場合は？

新しい火災警報器に交換したら…

電池が正しくセットされて
いるかをご確認ください。

本体の側面等に｢設置年月｣を記入
しましょう。

◆問合せ先◆

それでも鳴らない場合は？
｢電池切れ｣か｢機器の故障｣です｡
取扱説明書を確認して、交換
しましょう。

比企広域消防本部予防課 TEL 0493-23-2268

ヨコのカギ

①古い昔のものに魅力を感じます。
④DHAやEPAを摂取するにはこれを食

タテのカギ

※大文字・小文字の区別はありません。

編集後記

◆◇◆

年が明けてからもう１か月が経ちました。光陰矢の如し。
ルーキーの私ももうすぐ1年になります。ただ、ルーキーと
いっても見た目より結構年を食っています（ここでは見えま
せんが…）。
この１年、いろんな方と初めて顔を合わせましたが、年齢
を聞かれて答えると驚かれることが多々ありました。もう慣
れていますが、そういえば昔から年齢不相応でした。思い
返せば、大学４年の時に「願書受付はこちらです。」と案
内されたり、中学３年の入学式の日に「新入生はこっちだ
よー！」と言われたり…。
ついこの間も買い物をした時に年齢確認をされ、免許証を
出しました。そんな私はあと２か月で三十路です。
き

広報ひ き

第47号

べましょう。
⑦歌が苦手です。
⑨長い鼻、大きな耳が特徴の動物。
⑩服装などで「地味」の反対。
⑪音楽の単位、数え方。
⑬お花見に行っても「花より○○○」
な人もいます。
⑮出歩けば思わぬ幸運に。「犬も歩け
ば○○に当たる」。
⑯日本人はこれを重んじます。
⑱家の間取り「LDK」のLは？
⑳1000分の1を表す単位記号。
フルートやトランペットは何楽器？
桜より少し先に咲きます。

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、発送をもって代えさせていた
だきます。
◆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。また、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。なお、お寄せいただいたご
意見に対する個別回答はいたしません。
◆応募締切 平成29年３月１日(水）消印有効
◆応募先
〒355-0073 東松山市上野本1300－1
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
「リオデジャネイロ」
でした。
174 通応募いただき、
166 通が正解でした。
当選者への通知および
プレゼントは、発送を
もって代えさせていた
だきました。

◆◇◆

②休みの日に、たまにはどこかへ。
③髪の長い人のことを「○○毛」と呼んだりします。
⑤親や兄弟、子どもなど。同じ家に住んでいます。
⑥昔は「○○い」なんて言葉が流行ったり。
「今」を英語で？
⑧今年は酉年ですね。鶏または鶏肉のこと。
⑩食事の時は正しく持ちましょう。
⑫洗濯して落とします。
⑬寒い日には、これが入ったジャケットを。
⑭ケンブリッジ、リヴァプール、バーミンガムなど
の都市がある国。
⑮ミシンを使う時、糸を巻くための道具の 1 つ。
⑰辞書を引いて調べます。
⑱高校では物理・化学・生物・地学から選択します。
⑲一言も反論できないことを「○○の音も出ない」。

市町村別人口・世帯数

市 町 村 名 人口 ( 人 ) 総数
東松山市
89,953
滑 川 町
18,286
嵐 山 町
18,036
小 川 町
31,199
川 島 町
20,744
吉 見 町
19,745
ときがわ町
11,640
東秩父村
2,993
合
計
212,596

平成 29 年１月１日現在

男
45,221
9,356
9,008
15,485
10,560
9,912
5,858
1,503
106,903

女
世帯数（世帯）
44,732
38,551
8,930
7,251
9,028
7,656
15,714
12,973
10,184
7,993
9,833
7,675
5,782
4,712
1,490
1,090
105,693
87,901
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