
町のうごき
（令和4年8月1日）（前月比）

人口…11,294（＋ 2）
世帯… 5,349（＋ 3）

男性… 5,302（± 0）
女性… 5,992（＋ 2）

小規模企業共済制度のご案内
問 （独）中小企業基盤整備機構　☎050-5541-7171（共済相談室）

廃業や退職時に備えて、小規模企業の
経営者や役員の方のために、国がつくっ
た安心でお得な退職金の積立制度です。
掛金は全額所得控除の対象で、経営者

の退職金として受け取れるので、税制メ
リットがあります。
ご加入は商工会、金融機関などで。詳

しくは「小規模共済」で検索。

ハロウィンジャンボ宝くじ発売
～１等・前後賞合わせて５億円！～

◆発売期間：９月21日㊌～10月21日㊎
◆価格：１枚300円
◆抽せん日：10月28日㊎
この宝くじの収益金は市町村の明るいま
ちづくりや環境対策、高齢化対策など地域
住民の福祉向上のために使われます。
最寄りの宝くじ売
り場で購入してくだ
さい。パソコンやス
マホからもネット購
入できます。

10月6日㊍ 出張年金相談の日

年金に関する様々なことを相談できる出
張年金相談を開催します。相談は事前予約
制ですので、和歌山西年金事務所へ相談
内容をお伝えいただき予約してください。
■日時　10月６日㊍
　　　　10時～15時（最終受付14時）
■場所　湯浅町役場１階　多目的室
■予約電話番号　073-447-1660
（和歌山西年金事務所 お客様相談室）

事業承継のご相談をお受けします
問 和歌山県事業承継・引継ぎ支援センター　☎ 073-499-5221

和歌山県事業承継・引継ぎ支援セン
ターは、国が設置する公的な相談窓口で
す。円滑な事業のバトンタッチをサポー
トし、スムーズな承継を支援します。
「後継者がいない」「いい人があれば譲
りたい」「私が引継ぎできる事業はないか」
「親族に承継したい」「従業員に承継した
い」「新分野への進出を検討したい」などの
ご相談があれば、お気軽にお電話くださ
い。相談は無料。秘密は厳守します。

・各コース申込人数が少ない場合は中止となります。　・CPD、CPDSの申請が可能です。

令和４年度作業主任者技能講習　受講者募集
問 職業訓練法人　中紀技能訓練協会　電話 0738-63-1500

令和４年度 潜在保育士再就職支援研修会

保育士として再就職をお考えの方を対
象にした研修会を実施します。
【紀北会場】
■日時　10月12日㊌、10月13日㊍
　　　　９時55分～15時30分
■会場　和歌山ビック愛９階　会議室C
【紀南会場】
■日時　10月20日㊍、10月21日㊎
　　　　９時55分～15時30分
■会場　田辺市民総合センター４階　会議室
■受講料　無料
■申込方法　所定の申込用紙に記入のう
え、10月５日㊌までにＦＡＸ、郵送ま
たはQRコードにてお申込みください。
■お問合せ
［紀北会場］
県福祉人材センター
「ハートワーク」
電話 073ｰ435ｰ5211
FAX 073ｰ435ｰ5209

［紀南会場］
紀南福祉人材バンク
電話 0739ｰ26ｰ4918
FAX 0739ｰ26ｰ2928

講 習 名 足場の組立て等
特別教育

地山の掘削及び土止め
支保工作業主任者技能研修 石綿作業主任者技能講習

開講日時 10月26日㊌、27日㊍
18時～

11月７日㊊、８日㊋、９日㊌、
10日㊍、11日㊎18時～

12月１日㊍、２日㊎
初日：9時20分 ２日目：９時30分～

実施場所 職業訓練法人 中紀技能訓練協会（日高郡日高町荊木310　中紀地域職業訓練センター内）

料 金
受講料：7,000円
テキスト代：1,000円
※会員外は協力金1,500円必要

受講料：16,000円(講習時間
の一部免除により減額あり)
テキスト代：3,000円
※会員外は別途協力金3,000円必要

受講料：8,000円
テキスト代：2,900円
※会員外は別途協力金3,000円必要

講習時間 ６時間 18時間 11時間
（修了試験含む。同技能講習規定に基づく一部免除あり）

受講資格要件 満18歳以上 原則として３年以上の実務
経験が必要 なし

申込締切 10月12日㊌ 10月25日㊋ 11月17日㊍

紀北開場
申込QRコード

紀南開場
申込QRコード

「湯浅町暮らしのガイドブック」はお手元に届きましたか？
問 政策企画課秘書広報係（15番窓口）　☎ 63-2552

湯浅町暮らしのガイドブックを、令和
４年８月より町内全世帯へ順次配付して
おります。
日々の暮らしに役立つ情報を掲載して
いますので、ぜひご活用ください。
まだお手元に届いていない世帯がござい

ましたら、政策企画課までご連絡ください。

Web版は
こちらから

広告 町収入の一部とするため有料広告を掲載しています

16令和４年９月

おしらせ 問＝問合せ　申＝申し込み

国民年金基金のご案内
問 全国国民年金基金和歌山支部　☎ 0120-65-4192

国民年金基金は、国民年金に上乗せし
て加入し、税金優遇を受けながら基金を
積立て、老後により充実した年金を受け
取ることができる公的な年金です。
①掛金が全額「社会保険料控除」で、受け取
る年金も「公的年金等控除」の対象です。

②受け取る年金は、終身が基本で一生変
動しません。

③万一の時はご遺族に一時金が支払われ
ます。（遺族補償のないＢ型も選択可）
④掛金は、加入時の年齢で一定。お休み
や増減もできます。

［加入できる方］
①国民年金の第１号被保険者（免除の方
などを除く）

②国民年金の任意加入者（60歳～65歳
未満の方や海外在住の方）

ご存じですか？建退共制度
問 建退共和歌山県支部　☎ 073-436-1327

建退共制度とは、建設現場労働者の福
祉の増進と建設業を営む中小企業の振興
を目的として設立された退職金制度です。
■加入できる事業主　建設業を営む方
■対象となる労働者　建設業の現場で働く方
■掛金　日額320円
■特徴
・国の制度で安全・確実・申込み手続が
簡単

・掛金の一部を国が助成
・法人は損金、個人事業主は必要経費
として扱われ、税法上全額非課税と
なる　など
詳しくは、建退共ホームページをご覧

ください。

防衛省・自衛隊からのお知らせ　令和４年度各種目自衛官の募集

受験料：無料［併願可能］
各種相談会も行っています。詳細については、問合せ先まで連絡ください。
問合せ先：防衛省自衛隊和歌山地方協力本部　有田募集案内所　〒649-0316　和歌山県有田市宮崎町106-2
　　　　ＴＥＬ：0737-82-6631　E-MAIL：wakayama.pco-arita@rct.gsdf.mod.go.jp

募集種目 資　格 受付期間 試験期日 入隊・入校
時　　期 試験会場

自衛官候補生
18歳以上33歳未満の者
（32歳の者は、採用予定月の末日
現在、33歳に達していない者）

年間を通じて
各試験日10日前まで
９月15日㊍

９月25日㊐

令和５年
３月中旬～
４月上旬

県民文化会館（和歌山市）

第２回
一般曹候補生

18歳以上33歳未満の者
（32歳の者は、採用予定月の末日
現在、33歳に達していない者）

７月１日㊎～９月５日㊊
９月16日㊎～
18日㊐

いずれか１日

16日 紀南文化会館（田辺市）
17日18日 県民文化会館
（和歌山市）

航空学生
海　18歳以上23歳未満の者
空　18歳以上21歳未満の者
（高卒者及び見込み含む）

７月１日㊎～９月８日㊍ ９月19日㊊ 和歌山地方協力本部
（和歌山市）

防衛大学校学生
（一　般）

18歳以上21歳未満の者
（高卒者及び見込み含む） ７月１日㊎～10月26日㊌ 11月５日㊏、

６日㊐
令和５年
４月上旬

和歌山英数学館（和歌山市）

防衛医科大学校
医学科学生

18歳以上21歳未満の者
（高卒者及び見込み含む） ７月１日㊎～10月12日㊌ 10月22日㊏ 和歌山県ＪＡビル（和歌山市）

防衛医科大学校
看護学科学生

18歳以上21歳未満の者
（高卒者及び見込み含む） ７月１日㊎～10月５日㊌ 10月15日㊏ 和歌山県ＪＡビル（和歌山市）

10月17日～23日は行政相談週間
問 総務課総務係（16番窓口）　☎ 64-1108

総務省では、毎年10月中の一週間を
「行政相談週間」と定め、行政相談制度
の周知と利用促進に努めています。
期間中の相談所は次のとおりです。行

政についてご相談のある方はお立ち寄り
ください。
相談は無料で、秘密は堅く守られます。

■日時　10月19日㊌　13時30分～15時
■場所　湯浅えき蔵１階 観光交流センター
■相談員（総務大臣委嘱）
成
なり

田
た

 誠
せい

治
じ

 氏
土
と

岐
ぎ

 重
しげ

晴
はる

 氏
■相談例
年金・医療保険・道路・
登記手続きについて等

行政相談
マスコット

「キクーン」
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