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INFORMATION

電気工事業･管工事業/埼玉県知事（般-29）第45897号

三芳町上富1552

☎（049）258-0470（代）　FAX（049）258-9828

快適空間の創造　　エアコンのことなら！

詳しくは

お気軽にお問い合わせください

三芳町北永井394-2

建築物･貯水槽清掃業登録

☎049-257-2658

㈱アゼル

で埼玉アゼル 検　索

J-ALERT での
緊急地震速報訓練

6月17日㈬

地震の発生時に備え、緊急地震速報訓練
を実施します。

 ■ 訓練で行う内容
町の防災行政無線から、一斉に次の放送
がされます。

10：00 ごろ

➊�（チャイム音）「こちらは防災みよし
です。ただ今から訓練放送を行います」

➋�（緊急地震速報チャイム音）「緊急地
震速報。大地震です。大地震です。こ
れは訓練放送です。」× 3回
�➌�「これで訓練放送を終わります。」（チャ
イム音）

問  自治安心課
　 防災・交通安全担当
　 内 265 ～ 267

※ 事前に三芳町地域コミュニティメール、
町ツイッター、町ＨＰでも周知します。

はかりの定期検査
（集合検査）

取引・証明に使用する「はかり」には 2
年に 1 回の定期検査が義務付けられて
います。
▶日程：7/6 ㈪
▶時間：10:00 ～正午 /13:00 ～ 15:00
▶場所：役場第 1 駐車場
▶ 対象：ひょう量が 250kg 以下の機械

式のはかり
▶ 持ち物：❶検査を受けるはかり❷手数

料❸計量器定期検査申請書
※ 電気式はかり、ひょう量が 250kg を

超えるものは、別途巡回検査を実施。
※ 当日検査ができない場合は、埼玉県計

量検定所（☎ 048-652-2171）まで
問 観光産業課商工観光担当内 214・215

生活になくてはならない「水」は限りあ
る大切な資源です。町では、安心・安全
なおいしい水をお届けしています。これ
を機に水のことを考えてみませんか。
問 上下水道課水道施設担当
　☎ 274-1014

6/1 ～ 7は水道週間

水道台帳作成のため、上下水道課が委託
した調査員が、ご家庭・事務所に設置し
ている給水装置（止水栓・水道メーター・
貯水槽）の位置確認のため現地にうかが
うことがあります。
 ■請求行為は絶対行いません
調査員は、腕章・上下水道課発行の身分
証明書を携帯しています。委託調査員は
物品の販売・料
金の請求行為は
行いません。
▶委託業者：
東日本総合計画㈱
▶調査期間：
6/15 ㈪～
10/15 ㈭
問 上下水道課
水道施設担当
☎ 274-1014

止水栓・水道メーター
貯水槽現地調査

飲み水を

未来につな
ごう

ぼくたちで

本人通知制度は、事前に登録することで、
住民票の写しや戸籍の謄抄本などを代理
人や第三者に交付した場合に登録者本人
にお知らせするものです。
これにより、不正請求の早期発見、委任
状偽造や不必要な身元調査の防止にもつ
ながります。ぜひ制度をご利用ください。
※ 国や自治体からの請求等、通知の対象

とならない請求があります。
 ▼ 登録できる人
・三芳町に住民登録のある人
・三芳町に本籍がある人
 ▼ 手続きに必要なもの
・本人通知登録申請書
・ 本人確認書類
　 （運転免許証・パスポート・マイナン

バーカード等）
※登録申請は本人に限ります。
※出張所でも申請できます。
 ▼ 通知内容
・証明書の交付年月日
・交付した証明書の種類及び通数
・交付請求者の種別（代理人・第三者の別）
問  住民課住民担当内 142 ～ 144

便利な本人通知制度を
ご利用しませんか

夏休みだけ、学童保育室を利用する人の
申し込みを受け付けています。
▶ 申込み：6/10 ㈬までに申し込み書類
（下記窓口・各学童保育室・各保育所
で入手）を下記窓口へ提出。

問          こども支援課保育担当内 253 ～ 255

学童保育室
夏休み利用申込み

子どもの情報はこちら！
三芳町の子育て

三芳町役場�☎ 049(258)0019（代表）
〒354-8555三芳町大字藤久保 1100 ｰ 1

お知らせ
「募集」「イベント」「お知らせ」など
暮らしに役立つ情報をお届けします。

新型コロナウイルス感染
症等の影響により国税を
一時的に納付することが
できない場合、税務署に

申告すれば納付を猶予することができま
す。詳しくは国税庁ホームページをご覧
ください。
問 川越税務署徴収部門☎ 235-9411

新型コロナウイルス
に伴う国税猶予

ご存知ですか？
国民年金の任意加入制度

様々な事情により、家族と暮らすことの
できない子どもたちを温かく見守り育て
てくれる里親を募集しています。
▶ 日時：7/11 ㈯ 14:00 ～ 16:00
▶場所：ウェスタ川越 1階多目的ホール D
▶ 対象：埼玉県在住者。
▶ 定員：50 人（先着順）
▶ 申込み：下記へ電話申し込み。
問 川越児童相談所里親推進担当
　☎ 223-4152

里親入門講座

3 桁の電話番号でつながる消費者ホット
ライン 188（局番なし）は、専門の相
談員がお近くの消費生活相談窓口を案内
し、トラブル解決を支援します。
問  消費者庁地方協力課
　消費者ホットライン担当
　☎ 03-3507-9190

消費者ホットライン188

6 月 30 日㈫の納期限は次のとおりで
す。納期限内に納付してください。
■町県民税（第 1 期）

納期限にご注意

消費生活相
談は

188に電話

先月号に掲載した「みよし大崎ジュニア
ハンドボール教室」の記事に誤りがあり
ました。お詫びして訂正いたします。
正…対象：小学校低学年男女・高学年男女
誤…対象：小学校低学年男子・高学年男女
問 総合体育館☎ 258-0311

みよし大崎
ジュニアハンドボール教室訂正

老齢基礎年金は、20 歳から 60 歳にな
るまでの 40 年間保険料を納めなければ、
満額の年金を受け取ることができませ
ん。国民年金保険料の納め忘れなどによ
り、保険料の納付済み期間が 40 年間に
満たない場合は、60 歳から 65 歳になる
までの間に国民年金に任意加入して満額
の年金に近づけることができます。なお、
平成 29 年 8 月から、老齢基礎年金を受
給するためには、保険料の納付済期間や
保険料の免除期間等が 10 年以上と変わ
りましたが、この要件を満たしていない
場合は、受給権取得を目指して 70 歳に
なるまで任意加入することができます。
また、海外に在住する日本国籍の人も国
民年金に任意加入することができます。

 付加年金保険料（月々 400 円）  
 を納めて年金を増やす

第 1 号被保険者（および任意加入被保険
者）の人は、ご希望により利用できます。
月々の定額保険料に付加保険料（400
円）をプラスして納めると、老齢基礎年
金に付加年金が上乗せされて受け取るこ
とができます。受け取る付加年金は、定
額のため物価などによってスライド（増
額・減額）しません。２年間受け取ると、
納めた保険料と同額になるため大変お得
です。詳しくは、お近くの年金事務所ま
たは、下記までお問い合わせください。
問 住民課保険年金担当内 156

6/23 ㈫・24 ㈬に予定していた令和
2 年度第 1 回防火管理講習は新型コロ
ナウイルス感染拡大防止のため中止し
ます。
問 入間東部地区事務組合消防本部
　予防課査察指導係☎ 261-6007

甲種新規および乙種
防火管理講習中止


