INFORMATION

東京 2020 オリンピック
聖火リレートーチの展示

秋季初心者

普通救命講習Ⅰ

ソフトテニス教室日程変更

ゴールドと呼ばれる美しい輝きを、ぜひ
ご覧ください。
※写真撮影は可能ですが、触れることは
できませんのでご了承ください。

▶日程：11/7 ㈯・14 ㈯・21 ㈯・28 ㈯

ジをご覧ください。

▶時間：10:00 ～ 12:00

問 川越税務署

▶場所：運動公園テニスコート

されている年金事務所または「ねんきん
加入者ダイヤル（0570-003-004）
」へ。

※当日の体温チェックをお願いします。
問 MIYOSHI オリンピアード推進課

文化・スポーツ担当 内 433
ソフトテニス連盟役員
（19:00～21:00）

▶対象：三芳町・富士見市・ふじみ野市

大澤☎ 080-5490-2497

在住・在勤・在学の人

村山☎ 080-1200-8342

▶定員：15 人（先着順）
▶申込み：11/2 ㈪～ 11/6 ㈮ 8:30 ～

第9回入間東部地域史研究発表会

17:00 に下記に電話で申し込み。

「入間東部・祈りの歴史」

問 入間東部地区事務組合消防本部救急課

三芳町、富士見市、ふじみ野市の学芸員
が地域の歴史や研究成果をわかりやすく

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

なろうプロジェクト」合同企業説明会

新型コロナの影響により
国税の納付が困難な人へ
新型コロナウイルスの影響により、国税
を一時に納付することができない場合、
税務署に申請すれば国税の納付を猶予す
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

▶定員：1 日 4 人

▶申込み：総務課に電話・窓口で申し込み。

▼国民年金保険料控除証明書送付時期

全国共通 DV 相談窓口※内閣府 HP 参照

1/1 ～ 9/30 に保険料を納付

【DV 相談プラス】☎ 0120-279-889

10/1 ～ 12/31 に今年初めて保険料を納付

相談も可能。

2 月上旬に順次送付

【DV 相談ナビ】
☎ #8008
（短縮ダイヤル）
問 総務課人権・庶務担当 内 404・405

税務署非常勤職員募集
令和 2 年分確定申告は
の活用を
e-TAX
（電子申告）
【密を避けた確定申告にご協力ください】

確定申告事務補助を行う非常勤職員を募
集します。
▶期間：1 月上旬～ 3 月末
▶時間：9:00～17:00 のうち 3 ～ 7 時間

トフォンから国税庁ホームページ「確定

▶場所：川越税務署

申告書等作成コーナー」で申告書を作成

▶賃金：時給 950 円～

▶場 所：富士見市立ふじみ野交流セン
ター（富士見市ふじみ野東 3-7-1）
▶内容：①「戦国時代の村人の祈り」（富

し、便利な e-TAX（電子申告）による

※交通費支給（上限あり）

提出にご協力ください。

▶定員：130 人程度

マイナンバーカードと対応したスマート

▶申込み・詳細

▶日時：11/26 ㈭ 12:00 ～ 19:30

士見市）②「山岳信仰と代参講」（ふ

フォンを使用して、e-Tax（電子申告）

関東信越国税局ホームページ内の「採

▶場所：大宮ソニックシティ地下第 1展示場

じみ野市）③「農家の祈り～道具・歳

で申告すると大変便利です。

用案内」→「非常勤職員の募集」→「川

時記～」
（三芳町）

問 川越税務署

▶対 象：30 代から 40 代の人で県内企

▶定員：先着 30 人

業への正社員就職をめざす人

▶料金：無料

☎ 235-9411（自動音声「1」）

越」をご覧ください。
問 川越税務署総務課☎ 235-9441

▶申 込み：11/1 ㈰ 9:00 から富士見市

▶申込み：下記サイトから要予約。

立難波田城資料館（049-253-4664）

https://seisyainsaitama.com/

へ電話で申し込み。

問 県産業労働部雇用労働課

問 歴史民俗資料館 ☎ 258-6655

☎ 048-830-4538

快適空間の創造

11 月は災害時要援護者
名簿登録推進月間

☎ 235-9411（自動音声「1」）

令和 2 年分の確定申告は、PC やスマー

けの合同企業説明会を実施し

問 住民課保険年金担当 内 156

最寄りの相談窓口に電話がつながります。

▶日時：11/22 ㈰ 14:00 ～ 16:30

県では就職氷河期世代の人向

11 月上旬に送付

電話・メールは 24 時間受付。チャット

解説します。
（13:30 開場）

ます。

問い合わせは、控除証明書のはがきに記

▶対象：女性

▶場所：消防本部 4 階大講堂

問 MIYOSHI オリンピアード推進課

申告の際に必ず添付してください。

▶対象：小学 4 年生以上 ▶定員：50 人

タオル・水筒・マスク

「30代・40代でも大丈夫！正社員に

11:00 ～ 15:20（1 人 50 分）

明書または領収証書を、年末調整や確定

▶場所：役場 1 階住民相談室

▶持ち物：ソフトテニス用ラケット（貸

☎ 261-6673（土・日・祝日を除く）

☎ 235-9411（自動音声「1」）

みよし女性相談（予約制）
▶日時：毎月第 2・4 金曜日

▶料金：1 人 1 回 200 円（当日徴収）

▶日時：11/21 ㈯ 9:00 ～ 18:00

▶場所：三芳町役場 1 階ロビー

消費者ホットライン 188

ます。日本年金機構から送られる控除証

▶申 込み：11/9 ㈪～ 11/13 ㈮ 8:30 ～

▶展示日：11/26 ㈭ 8:30 ～ 17:15

文化・スポーツ担当 内 433

ありません。
一人で悩まずご相談ください。

▶定員：15 人（先着順）

上級救命講習

実物を間近で見られる貴重な機会。桜

告で全額が社会保険料控除の対象になり

措置やお知らせ事項は国税庁ホームペー

のとおり変更となりました。

出可）
・テニスシューズ（平底靴可）・

町を巡回します。

を添付すれば、所得税および住民税の申

間柄を問わず、暴力は許されるものでは

ソフトテニス教室の 11 月の日程が下記

▶対象：三芳町・富士見市・ふじみ野市

☎ 261-6673( 平日のみ 8:30 ～ 17:00)

ましたが、来年への期待を込め、県内市

する暴力をなくす運動」実施期間です。

全国の税務署で中止となりました。代替

▶場所：消防本部 4 階大講堂

17:00 に下記に電話で申し込み。

されます。大会と聖火リレーは延期され

会は、新型コロナウイルスの状況を鑑み、

例年 11 月に開催していた年末調整説明

問 入間東部地区事務組合消防本部救急課

チが三芳町役場本庁舎 1 階ロビーに展示

納付した国民年金保険料は、控除証明書

広報 8 月号でお知らせした秋季初心者

【変更後の 11 月の日程】

社会保険料控除証明書
～申告まで保管を～

女性に対する
暴力をなくす運動
毎年 11/12 ～ 25 の 2 週間は「女性に対

▶日時：11/29 ㈰ 9:00 ～ 12:00

在住、在勤、在学の人

東京 2020 オリンピック聖火リレートー

令和 2 年分
年末調整説明会中止

▶国税庁ホームページ

▶関東信越国税局
ホームページ

町では、災害発生時に自力避難が困難な
在宅者を地域で支援する仕組み「災害時
要援護者避難支援プラン」を進めていま
す。自力避難困難で家庭等の援助が困難
な下記の人は登録をおすすめしています。
▶対象
①要介護３～５の認定を受けている人
②身体障害者手帳
（1・2 級）
、
療育手帳
（○
A・A）
、精神障害者保健福祉手帳（1・
2 級）のいずれかを所持する人
③町の支援を受けている難病患者の人
④ 70 歳以上の独り暮らしの人、または
70 歳以上の高齢者のみの世帯
⑤日本語の理解が不十分な在住外国人
⑥その他自力避難が困難な人
※詳しくは下記へ問い合わせください。
問 自治安心課 内267 健康増進課 内187

福祉課内175または行政区役員・民生委員

エアコンのことなら！

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

広

☎（049）258-0470（代）

告
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詳しくは

広

FAX（049）258-9828

埼玉アゼル

で

検

告

索

お気軽にお問い合わせください

㈱アゼル

三芳町北永井394-2

建築物･貯水槽清掃業登録

☎049-257-2658
19

MIYOSHI

MIYOSHI

18

