information

令和４年度
募集種目
航空学生
（海・空）

一般曹候補生
（陸・海・空）

資

格

高卒（見込含）
高専３年次修了者（見込含）
海上：18歳以上23歳未満の者
航空：18歳以上21歳未満の者

18歳以上33歳未満の者

自衛官等募集案内

受付期間
（締切日必着）
７月１日～９月８日

７月１日～９月５日

試

験

日

１次
９月19日
（月・祝）
１次
９月15日（木）
～18日(日）

※いずれか１日を
指定されます。

受付時又は各自衛隊
地方協力本部のホー
ムページにてお知ら
せします。

試験会場
勢多会館
（前橋市）

合格発表
１次
10月７日

※１次合格後に２次試験
等の連絡があります。

昌賢学園まえばしホール
１次
（前橋市民文化会館）
10月３日
勢多会館
（前橋市） ※１次合格後に２次試験
太田市浜町勤労会館（太田市） 等の連絡があります。
※試験会場は指定されます。

相馬原駐屯地（榛東村）
合格発表は、試験日
新町駐屯地
（高崎市）
にお知らせします。

自衛官候補生
（陸・海・空）

18歳以上33歳未満の者

年間を通じて
行っています

防衛医科大学校
看護科学生

18歳以上21歳未満の者
高卒（見込含）

７月１日～10月５日

１次
10月15日
（土）

勢多会館
（前橋市）

１次
11月11日
（金）

防衛医科大学校
医学科学生

18歳以上21歳未満の者
高卒（見込含）

７月１日～10月12日

１次
10月22日
（土）

勢多会館
（前橋市）

１次
12月１日
（木）

※試験会場は指定されます。

防衛大学校
学生

人文・社会科学
一般

18歳以上21歳未満の者
高卒（見込含）

７月１日～10月26日

昌賢学園まえばしホール
１次試験
（前橋市民文化会館）
11月５日
（土）
及び11月６日
（日） 理工学

１次
11月24日
（木）

勢多会館
（前橋市）
＊記載事項に変更が生じる場合がございますので、お気軽にお問合せ下さい。

自衛隊群馬地方協力本部 沼田地域事務所 ☎0278－23－4111
障がいをお持ちの方のための
相談支援事業所のご案内
障がい福祉に関する相談窓口を確保するため、郡内６カ町
村では３つの事業所に相談支援事業を委託しています。仕事、
子育て、サービスの利用についてなど、どんな相談でもかま
いません。専門の相談員が対応しますので、一人で悩まずお
気軽にご相談ください。
《あがつま相談支援センターやまばと》
●場
所 吾妻郡中之条町大字西中之条240番地３
●相談時間 平日 午前８時30分〜午後５時15分まで
●電
話 ☎0279−25−8004
《大原荘相談支援事業所》
●場
所 吾妻郡中之条町大字西中之条240番地３
●相談時間 平日 午前８時30分〜午後５時00分まで
●電
話 ☎0279−26−7368
《西部相談支援センター》
●場
所 吾妻郡嬬恋村大字大前1110番地１
（嬬恋村社会福祉協議会内）
●相談時間 平日 午前８時30分〜午後５時30分まで
●電
話 ☎0279−96−1681
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マイナポイント第２弾の申し込み開始について
令和４年６月30日より、マイ
ナポイント第２弾における「健
康保険証の利用申し込み」と「公
金受取口座の登録」キャンペー
ン 分、 各7,500円 相 当 ポ イ ン ト
の申し込みが開始されました。
●申し込みに必要なもの
・マイナンバーカード
・４ケタのパスワード
（利用者
証明用電子証明書パスワー
ド）
・ポイント受取に使用する決
済サービスの ID やセキュリ
ティコード
※マイナポイントは先着順では
ありません！開始当初はシス
テムが混雑するため、慌てず
にお申し込みください。
《お問い合わせ先》 高山村役場住民課

☎0279－63－2111

県営住宅９月定期募集のご案内
●入居可能日
当選後、入居資格審査の結果、承認され次第個別に案内します。
●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
現在住宅に困っている方、世帯の収入が一定の金額以下であるこ
となど
※連帯保証人は不要です。
※単身での申し込みが可能です。
※詳しくは募集案内または県住宅供給公社ホームページ
（https://
www.gunma-jkk.or.jp/）
をご覧ください。
●申し込み期間 令和４年９月１日
（木）
〜15日
（木）
●申し込み方法 所定の申し込み用紙を県住宅供給公社へ郵送
●申し込み用紙・募集案内配布場所
県住宅供給公社
（前橋市紅雲町）
、県民センター
（群馬県庁２階）
、県
土木事務所、県保健福祉事務所、市役所・町村役場など
●その他 入居者は公開抽選で選定します。
※随時申し込みを受け付けている団地もあります。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
FAX 027－223－9808
（住宅政策課）

職業訓練
（ハロトレ）
説明会
ハローワークでは職業訓練に興味
がある方を対象に、毎月職業訓練説
明会を開催しています。
また、支給要件を満たせば、月10
万円の生活支援の給付金を受けなが
ら無料の職業訓練が受講できます。
気軽にお問い合わせください。
ラインで職業訓練のほか、面接会
やセミナーなどの情報も配信中です。
ぜひ、お友達登録をお願いします。
●説明会日程
・７月14日
（木）
・８月 ９日
（火）
・９月 ８日
（木）
LINE ID
「@jwy1392w」
●時間
午後１時30分〜２時30分
●場所
ハローワーク中之条 ２階会議室
《お問い合わせ先》
ハローワーク中之条

広報
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蜂の巣の駆除で
思わぬ高額請求

15日午後９時の星空です。
月初めの午後10時頃、月末の
午後８時頃にも同じ星空になり
ます (｢ 月 ｣ を除く )。
※14日：満月です。
※28日：たかやま星空観望会

国 民 年 金

50

の承認を受けており継続申請をし
ていない方︑または一部 免 除の承
認を受けていた方は︑６月で承認
期間が切れています︒引き続き免
除等を希望する場合には申請が必
要です︒忘れずに市役所・町村役
場の国民年金担当係へ申請の手続
きをしてください︒

○星図の説明

毎年夏の時期︑活動が活発になる蜂
の巣駆除の請求金額に関する相談が消
費生活センターに入ります︒
●トラブル事例の共通特徴
・ ネットで調べた駆除業者を電話で呼んだ︒
・ 費用面で高額でない金額を表示していた︒
・
﹁実際に見てからでないとわからない﹂
と電話で言われた︒
・詳しい作業内容や金額等の説明はな
く︑除去作業を始めた︒
・作業終了後︑想像以上の金額を請求
された︒
・巣が大きかったので︑早く駆除して
もらいたい一心だった︒
●トラブルに遭わないために
★駆除業者の紹介などを行っている自
治体もあります︒先ずはお住まいの
自治体に確認してみましょう︒
★日頃から自分での駆除方法や信頼で
きる事業者を調べておくと安心です︒
★防護服等を貸し出してくれる自治体
もあるようです︒

７月の星空

保険料の追納をお勧めします

国民年金保険料の全額免除や一
部免除の承認を受けた期間につい
ては︑保険料を全額納付したとき
に比べて︑将来受け取る年金額が
少なくなります︒
また︑納付猶予や学生納付特例
の承認を受けたままで追納しなか
った場 合︑その期間については年
金を受けるための資格期間に算入
されますが︑老齢基礎年金額には
反映されません︒
そこで︑これらの期間は︑ 年
以内であればあとから保険料を納
めること
︵追納︶
ができます︒
ただし︑
承認を受けた期間の翌年度から起
算して３年度目以降に追納する場
合には︑当時の保険料に経過した
年数に応じて加算額が上乗せされ
ます︒
くわしくは︑年金事務所へご相
談ください︒
●国民年金保険料に関する問い合
わせ先
・渋川年金事務所 国民年金課
☎０２７９・２２・１６０７
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保険料免除の申請は、
原則として毎年必要です
国民年金には︑所得が少なく保
険料を納めることが困難な場合に︑
一定の基準により保険料が免除さ
れる制度があります︒また︑ 歳
未満の方には保険料の納付が猶予
される納付猶予制度があります︒
免除や納付猶予の申請をすると︑
本 人・ 配 偶 者 及 び 世 帯 主
︵納付猶
予 では 世 帯 主 は 除 か れ ま す ︶の 前
年の 所 得 を 基 準 に 審 査 が 行 わ れ︑
承認されると所得に応じて保険料
の全部または一部が免除
︵納付猶予
では全額の納付が猶予︶
されます︒
一部免除には４分の３免除
︵４分
の１納付︶
︑半額免除
︵半 額 納 付︶
︑
４分の１免除
︵４分の３納付︶
があ
り︑所得に応じたきめ細やかな免
除の申請ができます︒
ただし︑４分の３免除︑半額免
除または４分の１免除が承認され
た場合には︑残りの保険料を納め
ないと未納と同じ扱いになります︒
保険料の免除または納付猶予の
申 請 は 原 則 として 毎 年 必 要 で す︒
ただし︑全額免除及び納付猶予に
ついては︑翌年度以降分もあらか
じめ 申 請
︵継 続 申 請︶
することがで
きます
︵失業等による理由を除く︶
︒
今まで全額免除または納付猶予

★消費者側から積極的に︑事前確認を
心がけましょう︒
★蜂の巣の大きさ・出張費や高所・斜
面等足場の状況等で費用が変わる可
能性があります︒
★巣が大きくなると駆除が困難になり︑
費 用も高 額になる傾 向があります︒
定期的な点検を行いましょう︒
★気になる点を予め質問してから来て
もらうか決めましょう︒
★予め蜂の巣周辺の写真を業者に電子
メール等で送って︑見解を聞くこと
も有効です︒
★作業前に︑作業内容と料金を確認し︑
当初の想定とかけ離れた料金の場合
は︑すぐに依頼せず︑複数社から見
積もりを取り比較検討するのもよい
でしょう︒
納得いく請求額でない場合は︑支払
わずにご相談ください︒
●全国共通消費者ホットライン＃１８８
●吾妻郡消費生活センター
☎０２７９・７５・１１６６
参考出典︶
独︶
国民生活センター見守り
新鮮情報

令和４年７月１日
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オフショット

～東広場にて～

６/18

【ゲートボール大会】
【グランドゴルフの練習】にお邪魔させていただきました。
急なお願いにもかかわらず、撮影を快く受け入れてくださった皆さん。
真剣に試合や練習をするだけではなく、人と人とのつながりをとても大切にしており、コミュニケーションの
場をつくりだすための工夫、楽しくをモットーにする姿、笑い声の響く空間に感動する１日でした。

村長杯
ゲートボール大会

グラウンドゴルフ
練習風景
広報
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地域おこし協力隊

―６月の活動―

◆毎月の地域おこし協力隊の活動内容やイベント情報をお伝えします◆

６月は、学校行事の支援活動
で村内のこども園、小学校の
「サツマイモ苗植え」小学５
年生参加の「田植え教室」に
お手伝いに行ってきました。
こども園サツマイモ苗植え

小学校サツマイモ苗植え

小学校田植え教室

たからのやま巡り 第２弾を再開します
村の施設や観光スポットなどを訪れ、
「たからのやまたかやま」を肌で感じでもらいながら、
ワークショップなどを通して村内外が繋がるような
スタンプラリーにできたらと思っています。
ご参加お待ちしています！
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