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国 民 年 金
納期間を有している方等は︑一度︑
市区役所・町村役場の国民年金窓
口または年金事務所へご相談くだ
さい︒

７月 日から
発売開始

◎ サマ ー ジャン ボ 宝 く

じ・サマージャンボミニ

１億円・サマージャンボ

プチ 万円は︑群馬県内

サマージャンボ宝くじ

・１等＝５億円× 本

・１等の前後賞各

・１億円× 本他多数

サマージャンボミニ

・１等＝１億円× 本

◎ たくさん当たる！サマ

ージャンボプチが新登場

この宝くじの収益は市

町村の明るく住みよいま

７月

日

ちづくりに使われます︒

●発売期間

︵木︶
︵火︶
〜８月 日

●抽選日 ８月 日
︵日︶

※昨年のサマージャンボ

日

宝くじ及びサマージャン

ボミニの時効は８月

です︒お忘れなく︒

●お問い合わせ先

︵公財︶
群馬県市町村振

興協会 ☎０２７・２９

０・１３５０
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の宝くじ売場で！
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国民年金保険料免除
等の申請について
保 険 料 が 納 め 忘 れの 状
態で︑万一︑障害や死亡と
国民年金保険料の全額免除や一

保険料の追納をお勧めします

障 害 基 礎 年 金や 遺 族 基 礎 年 金が

部免除の承認を受けた期間につい

以内であれば︑あとから保険料を

そこで︑これらの期間は︑ 年

年７月１日から開始され︑

納 め るこ と
︵ 追 納 ︶が で き ま す︒

20

いった不 慮の事 態が発 生すると︑
受けられなくなる場 合があり ま

ては︑保険料を全額納付したとき
に比べ︑将来受ける年金額が少な

す︒
経 済 的 な 理 由 等で国 民 年 金 保
くなります︒

また︑納付猶予や学生納付特例

険料を納付することが困難な場合
には︑保険料の納付が免除・猶予

の承認を受けたままで追納しなか
年金を受けるための資格期間に算

った 場 合︑その期 間については︑

民登録をしている市区役所または

入されますが︑老齢基礎年金額に

付猶予制度﹂がありますので︑住
町村役場の国民年金担当窓口で手

は反映されません︒

となる﹁保険料免除制度﹂や﹁納

続きをしてください︒
年 度の 免 除 等の 受 付 は
年６

年 ７月 分から平 成

ただし︑承認を受けた期間の翌年
度から起算して３年目以降に追納
過した年数に応じて加算額が上乗

する場合には︑当時の保険料に経

改正されて︑２年１カ月前の月分

せされます︒
くわしくは︑年金事務所へご相

まで遡及して免除申請をすること
ができるようになりました︒

・渋川年金事務所 国民年金課

談ください︒
ることが経済的に困難になったも

︵☎０２７９・２２・１６０７︶

失 業 等により 保 険 料 を 納 付 す
のの︑申請を忘れていたために未

吾妻地区
司法書士、土地家屋調査士、
行政書士、合同無料法律相談会
法定相続情報証明制度について（お知らせ）

40
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平成

10

45

20

平成
平成
を行います︒

月分までの期間を対象として審査
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☎027−224−7763

群馬司法書士会

☎0279−75−3037

前橋地方法務局中之条支局

29

また︑平成 年４月から法律が
26
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法務局では、本年５月29日
（月）
から、
「法定相続情報証明制度」が
スタートしました。
この制度は、提出された戸籍などの書類を基に、法定相続人が誰
であるのかを法務局が確認して対外的に証明するものです。法務局
に戸除籍謄本等と相続関係を一覧に表した図
（法定相続情報一覧図）
を提出していただけれは、登記官がその一覧図に認証文を付した写
しを無料で交付します。
この証明書は、相続登記はもちろんのこと、金融機関等における
預金の払戻手続などにもご利用することができ、各金融機関ごとに
行う相続手続について戸除籍謄本などを何度も出し直す必要がなく
なり非常に便利ですので、ぜひご利用ください。

群馬司法書士会では、
「司法書士の日
（８月３日）
」
に
因み、
司法書士による無料法律相談会
（登記、
相続、
多
重債務、
成年後見、
悪質商法、
他）
を行います。吾妻地
区は土地家屋調査士、
行政書士と合同で開催いたし
ます。
（土） 午前９時30分
●日 時 平成29年７月29日
〜正午
（最終受付午前11時30分まで）
●場 所 中之条町ツインプラザ
（吾妻郡中之条町伊勢町1005−1）

《お問い合わせ先》

《お問い合わせ先》

くらしの情報
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ぐんま
暮 らし相談会

︵土︶
●期日 ８月５日
●時間 午前 時 分〜
午後３時 分
●会場 東京交通会館８階
ふるさと回帰支援センタ
ー︵ 東 京 都 千 代 田 区 有 楽
町︶
●内容 県内での新たな生
活を考えている人や︑田
舎暮らしに興味がある人
などを対象とした相談会
を開催します︒市町村や
就職相談のブースを設け︑
個別相談に応じます︒
●費用 無料
●申し込み方法 当日︑直
接会場にお越しください
●申し込み・問い合わせ先
県庁地域政策課
☎０２７・２２６・２３
７１
30

商工会職員(①経営指導員研修生②事務職)採用資格試験実施のお知らせ
（木）
〜８月31日
（木）
●申込期間 平成29年７月20日
●採用人数 ①経営指導員研修生：若干名
②事務職：若干名
●試験日程 ①経営指導員研修生 ②事務職
◎第１次試験
（職場適応性検査・教養試験・小論文・専門
的知識）
（日）
◆日時 平成29年９月17日
午前９時から午後３時30分
（前橋市関根町三丁目8番地の1）
◆場所 群馬県商工連会館
※但し、事務職の試験には専門的知識はありません。
（面接試験・グループディスカッション等）
◎第２次試験
−第１次試験合格者に対して実施
（火）
◆日時 平成29年10月24日
（前橋市関根町三丁目8番地の1）
◆場所 群馬県商工連会館
●採用予定年月日 ①経営指導員研修生 ②事務職ともに、

卓球交流会
参加者募集！
ニッポンアカデミーおもて
なし専門学校高山校において、
中国より小中学生が31人来校
し、下記のとおり卓球による
親善交流会が開催されます。
どなたでも参加できますので、
お誘い合わせの上ご参加くだ
さい。
１．日時
平成29年７月28日
（金）
午後４時〜７時
２．場所
ニッポンアカデミーおもて
なし専門学校高山校
３．内容
卓球をとおして親善交流会
●お問い合わせ先
ニッポンアカデミーおもて
なし専門学校高山校
☎0279-26-3430
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平成29年７月１日

平成30年４月１日
（合格者の中から順次採用し、県内各地
の商工会に配属します。
）
※事務職に関し１名は平成29年11月１日から採用します。
但し、初任地が東部地区
（明和町・板倉町・邑楽町など）
に勤務可能な方となります。
●受験資格
①経営指導員研修生 昭和62年４月２日以後に生まれた
方で大学を卒業した方。
来春大学卒業見込者。
（簿記３級以上の資格取得者）
で
②事務職 高校卒業以上
本会の書類選考に合格した方。
●その他 詳しくは、群馬県商工会連合会のホームページ
でご確認いただくか、群馬県商工会連合会職員課
（☎027
−231−9779）
にお問い合わせください。
URL http://www.gcis.or.jp

県営住宅７月定期募集のご案内
県営住宅の定期募集は４、７月、10月、１月の年４回実施しています。今回は７月募集
のお知らせです。
●所在地・間取り・募集戸数・家賃 募集案内をご覧ください。
●入居資格 現在住宅に困窮しており、親族と入居する予定の人、または単身の高齢者や
障害のある人など。
※収入制限があります。
※詳しくは募集案内または群馬県住宅供給公社ホームページ
（http://www.gunma-jkk.
or.jp/）
をご覧ください。
（土）
〜18日
（火）
●申込期間 平成29年７月１日
（日）
●入居可能日 平成29年10月１日
●申し込み方法 所定の申込用紙を郵送
（前橋市紅雲町）
、県民センター
（群馬県庁
●申込用紙・募集案内配布場所 県住宅供給公社
２階）
、県土木事務所、市役所・町村役場
（土・日は県住宅供給公社のみで配布しています。
なお、祝日は営業していません。
）
●その他 入居者は公開抽選で選定します。
（下細井団地、下
※以下の団地については、平成28年度から随時申し込み可能としました。
郷団地室田団地、北双葉団地、立石団地、桐渕団地、上中島団地、酢の瀬団地、下磯部
団地、原市第一団地、生品団地、宝泉団地、元宿団地、織姫団地、西堤団地、川内団地、
相生第一団地、相生第二団地、高根団地、日向団地、大林団地、中野団地、田中島団地、
広瀬第一県営住宅の一部）
随時申し込みを受け付けている住宅は他にもございます。詳しくはお問い合わせください。
●お問い合わせ先 県住宅供給公社（☎027-223-5811 FAX027-223-9808）
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平成29年度自衛官等募集案内
募集種目
航空学生

一般曹候補生

自衛官
候補生

男子

女子

資

格

高卒
（見込含）
23歳未
満の者
（但し空は、18
歳以上21歳未満の者）

18歳以上27歳
未満の人

18歳以上27歳
未満の人

18歳以上27歳
未満の人

第２回
予備自衛官補

一般

18歳以上34歳
未満の人

技能

18歳以上で国家免許
資格等を有する者
（資
格により53歳未満〜
55歳未満の者）

受付期間
（締切日必着）
７月１日
〜９月８日

７月１日
〜９月８日

試

験

日

同上

７月１日
〜９月15日

合格発表
１次 10月10日

９月18日

勢多会館（前橋市）

（１次合格後に２次試験
等の連絡があります。）

太田市浜町勤労会館（太田市）
前橋市民文化会館（前橋市）
１次 ９月29日
勢多会館（前橋市）
（１次合格後に２次試験
（他の場所での受験も可能。）
相馬原駐屯地（榛東村）
等の連絡があります。）
いずれか１日を指定されます。 新町駐屯地
（高崎市）
◎沼田市中央公民館
（沼田市）
９月16日
９月17日

年間を通じて行って
９月５日〜
い ま す が、 平 成30
10月21日の間で
年３月・４月入隊に いずれか１日を指定されます。
＊新規学卒者は、９月16日以降
関する受付は
７月１日〜９月８日 に指定されます。

（男子と同じ）

試験会場

９月24日
９月25日

相馬原駐屯地（榛東村）
新町駐屯地（高崎市）
いずれかを指定されます。

合格発表は、
試験日に
お知らせします。

相馬原駐屯地（榛東村）

いずれか１日を指定されます。

新町駐屯地（高崎市）

11月10日

９月30日

※この他の試験希望又は興味のある方は、下記までお問い合わせください。

沼田地域事務所 ☎0278-23-4111
《ジカ熱・デング熱対策》

ヒトスジシマカの発生源を叩け!!
蚊の発生を減らすために、定期的に幼虫が発
生しそうな周辺の水たまりの除去・清掃をしま
しょう！
下草を刈るなど、成虫が潜む場所をなくしま
しょう！
●なぜ対策が必要？
ジカ熱やデング熱は蚊を介して感染します。
原因となるウイルスは、感染した人の血を吸っ
た蚊 ( 日本ではヒトスジシマカ ) の体内で増え、
その蚊がまた他の人の血を吸うときにウイルス
を移し、感染を広げていきます。
●ジカ熱やデング熱に感染するとどうなる？
感染しても全ての人に症状が出るわけではあ
りませんが、発熱や関節の痛み、発疹が出ると
いった症状が１週間ほど出ます。また、ジカ熱
は妊婦が感染すると小頭症などの先天性障害を
もった子どもが生まれたり、デング熱では出血
を伴うデング出血熱となり重症化することがあ
ります。
ジカ熱・デング熱に関する詳しい情報は厚生
労働省の HP をご覧ください。

自衛隊群馬地方協力本部
☎027-221-4471

平成29年度群馬県計量啓発標語の募集について
群馬県計量検定所では、広く県民の方々に正確な計量への意識を高
めていただくため、計量啓発標語を募集しています。
●テーマ ・正しい計量の大切さを呼びかける作品
・適正な計量器が使用・流通されることを促す作品
●募集規定
・自作で未発表の作品
・１人２作品まで応募可
・著作権は群馬県計量検定所に帰属します。
●賞 入選２点 ※図書カード２千円分を贈呈します。
（予定） ※入賞者には、書面で通知します
●発表 平成29年９月
●応募資格 県内に在住する人
（木）
必着
●応募期限 平成29年８月31日
●応募方法 郵送又はファックスによる
応募作品、住所、氏名、職業
（学年）
、電話番号を記入してください。
※県計量検定所ホームページで応募用紙が入手できます。
http://www.pref.gunma.jp/07/z5000001.html
●その他 入選作品は計量標語ポスターに使用されるほか、普及啓発
資料等に活用されます。

《応募先・お問い合わせ》 群馬県計量検定所 〒379−2152
前橋市下大島町81−13 ☎027−263−2436 FAX027−263−3142
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