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横浜小学校運動会が開催されました

６月４日(土)横浜小学校において、曇り空で少し肌寒
い中運動会が行われました。
この日のために各組一丸となって練習してきた応援合
戦では、全員が真剣な表情で取り組んでおり、終わった後
は会場全員から惜しみない拍手が送られました。
日頃の練習の成果をいかんなく発揮する児童たちの姿
に、終始観客席からも大きな声援が送られ、声援を受けた
児童たちは笑顔を浮かべていました。
今年も新型コロナウイルス感染症対策として、時間短
縮・入場制限を設けての開催となりましたが、児童たちは
全競技に笑顔で臨んでおり、寒さを感じさせないほど運
動会を楽しんでいました。

横浜小学校マラソン記録会が行われました
５月19日(木)横浜小学校グラウンドにおいて、マ
ラソン記録会が開催されました。
マラソンは低学年、中学年、高学年が男女に分かれ
計６組で行われました。
新記録を目指し快走する児童や、普段の練習通り
に落ち着いて走る児童など、各々のペースで走り、観
戦している保護者や児童たちは大きな声で応援して
いました。
今年も見事にほとんどの児童が諦めずに完走する
ことができ、走り切った児童たちは、とてもすがすが
しい表情をしていました。

町の位置…北緯41°4′50″東経141°15′7″
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横浜小学校の児童が花の植栽活動を実施しました

横浜町緑化推進委員会の事業で、横浜小学校の環境整備委員会の児童７名が小学校校門の花壇に町の緑化
推進活動として花の植え付けを行いました。
小学校校門の花壇には100本のペチュニア、50本のサルビア、100本のマリーゴールドといった様々な種類の
花が植え付けられ、色彩豊かな花壇が出来ました。
また、児童の活動とは別に、菜の花プラザの花壇にも150本のマリーゴールドを植え付けました。来年度も
花の植栽活動を行う予定です。

横浜小学校地域協働本部 田植え体験を実施！
田植え日和となった午後、横浜小学校地域協働本部（濱谷
浩二会長）による田植え体験事業が行われました。
横浜小学校近くの田んぼ（菊地勇介氏所有）に、横浜小学
校５年生児童ら28名が４班に分かれて、各班一列に横並び
となり、地域の方や保護者のサポートの中、田植えを行いま
した。
児童からは、「田植えは苦労して行われているんだなと
思った」「土にはだしで入るのは嫌だったが、田植えをして
いてすごいと思った。」などの感想が聞かれました。
今後は、植えた稲を刈る体験等を含めた横浜町の農業や
漁業に関する体験を実施予定です。

ヴァンラーレ八戸応援大使が訪問！
Ｊリーグに加盟するサッカークラブのヴァンラーレ八戸
ＦＣのホームタウン応援大使の２名が町長を訪問しました。
今年は、背番号３ 佐藤 和樹（さとうかずき）選手と、背
番号18 渡邊 龍（わたなべりょう）選手が当町の応援大使
となっており、主に観光地、特産品、地域文化等をクラブや
個人SNSなどで情報発信を行います。
佐藤選手と渡邊選手は、菜の花の開花時期に訪れ横浜町
をPRしていました。
※ホームタウン応援大使…ヴァンラーレ八戸に所属する選
手が対象となるホームタウン自治体（16市町村）の応援大
使として、地域の活動や魅力の発信、PRの実施をしてい
く活動 （※写真左 佐藤選手、右 渡邊選手）

町の面積…東西12㎞ 南北23㎞ 126.38㎢
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ふるさとクリーンウォークが行われました
６月14日(火)砂浜海岸においてふるさとクリーンウォー
クが行われました。
例年は横浜小学校のみ行っていましたが、今年は小学校
に加えて、中学校やヴァンラーレ八戸の方々も参加し、合わ
せて約230名が海岸をきれいにしました。
小学生中学生関係なく協力し合い、ヴァンラーレ八戸の
方々もすぐに児童らと打ち解け合い、仲良くたくさんのゴ
ミを回収していました。
参加した児童は「思っていたよりゴミが多くて驚いた。」
「自分の出したごみは責任をもって処理したい。」と話して
いました。

張りきる 手踊り嬢!!
横浜町南部手踊り保存会の、今年度３回目の練習が５月
26日(木)午後７時「洗心閣」で行われ、「南部甚句」や「南部
あいや節」で汗を流しました。
７月の練習日は、14日(木)、21日(木)、27日(水)の３回、
８月は４日(木)と25日(木)の２回午後７時から「洗心閣」で
す。練習風景を一度のぞいてみませんか。
現在、保存会では、踊り手・歌い手・拍子方を募集中です。
お問合せ
会 長 二木きみ子 TEL０１７５(７８)３６０４

海のきれいな我が町の海岸を歩きました!!
横浜町菜の花ウオーキングクラブは、毎月第１日曜日
に例会を行っており、６月５日は、陸奥湾を眺めながら
新町周辺の海岸を歩きました。
参加者10名のうち初めて参加したした方は「大変気持
ちが良かった」、常連の方は「いつも歩いているコースで
も、みんなと一緒に歩くのは楽しい」と感想を述べてい
ました。ウオーキング終了後のコーヒータイムは、話が
弾みコーヒーの味も格別でした。
次回は、７月３日（日）青森県スポーツレクリエーショ
ン祭に参加しますが（青森市）、一緒に歩きませんか？
お問合せ
会 長 長谷川博巳 TEL０１７５(７８)２７０１

７月は
固定資産税 第２期 後期高齢者医療保険料 第１期
介護保険料 第１期 国民健康保険税 第１期

の納期限です

町章… ｢よこはま｣の｢よ｣を図案化。大小の円は｢円満･団結･平和｣
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令和４年６月４日(土) むつマエダアリーナ

予選リーグ
横浜ＶＢＣ ２－０ 風間浦ＶＢＣ Ｘ
横浜ＶＢＣ ２－０ 苫生ＶＢＣ

決勝
横浜ＶＢＣ ２－０ 風間浦ＶＢＣ

７月３日(日)に行われる第42回全日本バレーボール
小学生大会青森県大会に出場決定

メンバー
１ 森川 稀葵 ２ 杉山 幸咲 ３ 天間 杏奈 ４ 川﨑 椿月 ５ 菊地 虹帆
６ 坂下 空桜 ７ 菊地 莉名 ８ 森川 恋芯 監督 千葉 日登志

～スポーツ大会結果～

第44回木村杯小学生バレーボール大会兼
第42回全日本バレーボール小学生大会青森県大会むつ地区予選会 優勝

第2回ふるさとわがま大第2回ふるさとわがま大
応!!応!!

横浜町ではＡＢＡ朝日放送(株)が主催する「第21回ふるさと自慢わがまちＣＭ大賞」候補作品を募集してい
ます。
応募作品の中から優秀な作品１点を選び、町代表作品としてＣＭ大賞にエントリーします。
町の魅力を発信するＣＭをつくり、今年のＣＭ大賞を狙ってみませんか？

そ の 他
・応募作品が多数の場合、作品が選ばれない可能性もございますのでご了承ください。
・制作のヒントをホームページに掲載しているのでぜひご覧ください。
http.///www.town.yokohama.lg.jp
ホーム ⇒ 行政 ⇒ 行政情報 ⇒ 第21回ふるさと自慢わがまちＣＭ大賞応募者募集について
お問合せ 横浜町役場 企画財政課

ＴＥＬ ０１７５（７８）２１１１

応募資格
20歳以上の町民又は、町内に勤務する20歳以上
の方が代表を務める団体

募集作品
横浜町の自慢や魅力、横浜町への思いなどを表
現した30秒のビデオＣＭ

応募方法
参加申込書を役場企画財政課又は、町のホーム
ページでダウンロードし、必要事項を記入のう
え、役場企画財政課へ提出してください。

提出期限
参加申込書 ７月29日（金）
作 品 ９月12日（月）
提 出 先 役場企画財政課

町章… ｢よ｣の先端 将来への限りない躍進･発展(昭和45年９月制定)
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横浜町新型コロナワクチン接種について

町の花…｢なの花｣ 町の鳥…｢浜チドリ｣ 町の木…｢つきけやき｣(昭和61年９月制定) 町の魚…｢横浜なまこ｣(平成４年12月制定)
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介護保険からのお知らせ ～令和４年度の介護保険料段階が決定致しました～

令和４年度の市町村民税、令和３年分の本人の所得及び令和４年４月１日現在の世帯構成などに
より65歳以上の方々の介護保険料段階が決定致しましたので、７月初旬に町から納入通知書を郵送
致します。

◆令和４年度の保険料段階及び介護保険料
所得段階 対象となる方 調整率 保険料(年額)

第１段階

・生活保護受給者の方
・老齢福祉年金受給者で、世帯全員が町民税非課税の方
・世帯全員が町民税非課税で前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以
下の方

基準額×0.3 23,040円

第２段階 世帯全員が町民税非課税で
前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が

80万円超
120万円以下の方 基準額×0.5 38,400円

第３段階 120万円超の方 基準額×0.7 53,760円

第４段階 世帯の誰かに町民税が課税されているが、本人は町民税非課税で
前年の課税年金収入額と合計所得額の合計が

80万円以下の方 基準額×0.9 69,120円

第５段階 80万円超の方 基準額 76,800円

第６段階

本人が町民税課税前年の合計所得額が

120万円未満の方 基準額×1.2 92,160円

第７段階 120万円以上
210万円未満の方 基準額×1.3 99,840円

第８段階 210万円以上
320万円未満の方 基準額×1.5 115,200円

第９段階 320万円以上 基準額×1.7 130,560円

保険料の納め方
特別徴収（年金が年額18万円以上の人）
・年金の定期支払い（年６回）の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。
・老齢基礎年金・厚生年金などの老齢（退職）年金と、遺族年金、障害年金が特別徴収の対象です。
特別徴収の人は
前年度から継続して特別徴収の人の保険料は、４・６・８月と10・12・２月に区分されます。４・６・
８月は前年度２月と同額の保険料を仮の保険料額として納付します（仮徴収）。10・12・２月は、６月以降
に確定する前年の所得などをもとに、本年度の保険料を算出し、そこから４・６・８月の保険料を除いて
調整された金額を10・12・２月に振り分けて納付します（本徴収）。
普通徴収（年金が年額18万円未満の人）
・送付される納付書にもとづき、介護保険料を横浜町に個別に納めます。
・横浜町が送付する納付書を持って、横浜町指定の金融機関で納付します。
普通徴収の人は
保険料の算出方法は特別徴収と同じですが、普通徴収は７月から３月まで８期に分けて納付します。
（12月除く）

※年金額が年額18万円以上の方でも、こんなときは横浜町に個別に納めます。
・年度途中で65歳になったとき
・年度途中で他の市区町村から転入したとき
・年度の初め（４月１日）時点で年金を受けていなかったとき など
※普通徴収の納付には口座振替が便利です。
・保険料の納付書
・預（貯）金通帳
・印かん（通帳の届け出印）
これらを持って横浜町指定の金融機関で手続きをしてください。

◆お問合せ 福祉課 介護グループ（菜の花にこにこセンター） ☎（７３）７７３４

町民の誓い…青い海、緑と花を愛します(昭和50年９月制定)
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町民の誓い…健康な心と体をつくります(昭和50年９月制定)


