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事業主の皆さんへ　　　　　　　　　
労働保険のお知らせ　　　　　　
　労働保険料(労災保険・雇⽤保
険)の第２期分の納期限は10⽉31
⽇㈬。
納付書は納期限の10⽇前頃に該当
事業所へ郵送します。
また、保険料納付については⼝座
振替が便利です。申し込み⼿続き
については厚⽣労働省もしくは埼
⽟労働局のホームページをご覧く
ださい。
問合せ　埼⽟労働局労働保険徴収課
　☎048-600-6203

県北総合相談センター　　　　
出張法律相談会（無料）
　⽇常⽣活での悩みやトラブルを
司法書⼠が相談に応じて法的解決
へ導きます。
場所・日時
○寄居町中央公⺠館　集会場
　10⽉16⽇㈫
　　午後１時30分〜４時30分
○深谷市男⼥共同参画推進センター
（Ｌフォルテ・アリオ深谷３階）
ハナミズキＢ 
　10⽉18⽇㈭
　　午後１時30分〜４時30分
相談⽅法　
　面談(１組１時間)　要予約
予約電話　048-838-7472
相談内容　 相続、遺⾔、登記、
　　債務整理、成年後⾒、
　　不動産の名義変更など
相談料　無料
問合せ　埼⽟司法書⼠会
　☎048-863-7861

ご存知ですか「行政相談週間」
　10⽉15⽇㈪〜21⽇㈰
　町では、総務⼤臣委嘱の⾏政相
談委員が、毎⽉、⾏政相談を⾏っ
ています。役場等の⾏政について
「分からない」「説明に納得でき
ない」等の苦情や要望を下記の⽇
程で受け付けます。
日時　毎⽉第２水曜⽇　
　　　※10⽉10⽇㈬　
　　　午後１時30分〜４時
場所　総合福祉センター“いこいの郷”
問合せ　総務課　庶務担当
　☎0495-77-2114
総務省関東管区⾏政評価局でも相
談を受け付けています。
⾏政苦情110番　☎0570-090110
インターネット　
https://www.soumu.go.jp/hyouka/
gyousei-form.html

求⼈企業合同面接会
　県内企業多数参加予定です。
日時　10⽉10⽇㈬
　　受付　正午〜午後３時30分
　　開催　午後１時〜４時
場所　⼤宮ソニックシティビル
　　　４Ｆ市⺠ホール
対象　2019年３⽉⼤学院・⼤学・ 
　短⼤・専門学校を卒業予定の 
　⽅、卒業後３年以内の⽅。
その他　⼊場無料、予約不要、⼊退 
　場⾃由。
　履歴書を複数お持ちください。
　参加企業名は埼⽟県雇⽤対策協
　議会ホームページに掲載。
問合せ　埼⽟県雇⽤対策協議会
　☎048-647-4185

自衛官募集[平成30年度]
⾃衛官候補⽣採⽤試験(11⽉)
受験資格　18歳以上27歳未満の⽅
試験日　11⽉２⽇㈮〜５⽇㈪
　　　　　[指定された⽇]
受付期間　10⽉29⽇㈪まで
　※⼊隊時期　冬(11-12⽉)陸海空男⼦のみ

　　　　　　　 春(3.4⽉)陸海空男⼥

問合せ　⾃衛隊埼⽟地⽅協⼒本部
　　　　熊谷事務所
　☎048-522-4855

麻薬・覚醒剤乱用防止運動
　[10月１日～11月30日]　
　薬物乱⽤は１回でも「ダメ。ゼッ
タイ。」正しい知識を⾝につけ、薬
物乱⽤を根絶しましょう。薬物でお
困りの⽅は、ご相談ください。
問合せ　本庄保健所
　☎0495-22-6481

東京都市圏
パーソントリップ調査
　埼⽟県では、⼈の１⽇の動きを
把握し、暮らしやすい都市づくり
の検討を進めるため、10⽉から11
⽉にかけて「東京都市圏パーソン
トリップ調査」を実施します。対
象となったご家庭には、調査の依
頼状を郵送いたしますので、お⼿
元に届きましたら、ご協⼒をお願
いします
問合せ　埼⽟県都市整備部
　都市計画課
　☎048-830-5337

映画「たった⼀度の歌」で
本庄・児⽟地域の魅力発見
日時　10⽉27⽇㈯
　　　午後３時〜４時30分
場所　ウニクスLive(ウニクス上⾥)
内容　
・「たった⼀度の歌」のプロデュ
　ーサーによる映画製作エピソー
　ド講演
・農業合唱団「ナレッジ・ステー
　ブル・シンガーズ」による劇中
　化の演奏
・NPO法⼈「彩の国地域活性化協会」
　の活動発表
定員　50名　　費用　無料
申込み　10⽉22⽇㈪までに電話
問合せ　埼⽟県北部地域
　　　　振興センター本庄事務所
　☎0495-24-1110

暴力団排除活動にご協力ください
　暴⼒団等に関する問題解決は毅然
とした対応と早期相談が⼤切です。
暴⼒団排除活動の基本理念
　○暴⼒団を活⽤しない
　○暴⼒団を恐れない
　○暴⼒団に⾦を出さない
　○暴⼒団と交際しない
問合せ　
　児⽟警察署
　☎0495-72-0110
　埼⽟県暴⼒追放・
　薬物乱⽤防止センター
　☎048-834-2140

行政書士無料相談会
日時　10⽉21⽇㈰
　　　午前10時〜午後３時30分
場所　児⽟商⼯まつり
　　　相談ブース設置
相談⽅法　面談
内容　許可・認可等の⼿続き
法⼈設立・権利義務・事実証明
電⼦申請、暮らしの相談
問合せ　埼⽟県⾏政書⼠会
　☎048-833-0900

深谷⼤里看護専門学校
入学試験の出願受付
　深谷⼤⾥看護専門学校では、社
会⼈⼊試・推薦⼊試の出願を受け
付けます。
受付期間　10⽉９⽇㈫〜23⽇㈫
受験日　11⽉２⽇㈮
問合せ　深谷⼤⾥看護専門学校
　☎048-587-1370

神川町議会議員定数

　９⽉14⽇㈮、平成30年第３回
神川町議会定例会で、議員提案
の神川町議会議員の定数を定め
る条例の⼀部改正が賛成多数で
可決されました。地域住⺠の声
や近隣市町の状況に加え、財政
の負担軽減など考慮し提案可決
されました。
問合せ　議会事務局　
　☎ 0495-77-0707

広告

広告は、広告主の責任において町が掲載したものです。

新⼯場 2019 年 １⽉完成予定 
⽇本ピグメント株式会社は"⾊"の専業メー⼒

⼀として、1925 年（⼤正 14 年）に創業以来、
主にプラスチックの着⾊分野において、⽇常⽣
活のあらゆる場⾯で"豊かな⾊彩とゆとり"を提
供している会社です。ピグメントとは着⾊に⽤
いる材料で⽔や油に不溶なものの総称です。東
京都千代⽥区に本社をおき、埼⽟県深⾕市、⼤
阪府柏原市、埼⽟県熊⾕市、愛知県⽝⼭市、奈
良県⼤和郡⼭市の国内計５⼯場に加え、国外に
計８⼯場を稼働しています。 

現在、埼⽟県深⾕市の埼⽟川本⼯場で⽣産中
の⾼分散型液体分散体を増産するため、児⽟⼯
業団地内に新⼯場を建設中です。 

新⼯場の⽣産品 
⾼分散型液体分散体 
○テレビ、スマートフォン、パソコン、カーナ
ビ等の液晶ディスプレイに使⽤する三原⾊

新⼯場 2018 年 ９⽉完成予定 
株式会社久保⽥鐵⼯所は、1938 年（昭和 13

年）に創⽴された、⾃動⾞部品を製造するマツ
ダ株式会社の⼀次サプライヤーです。広島県広
島市に本社・⼯場の他、広島県東広島市、島根
県、群⾺県、タイ、神川町熊野堂の計６⼯場が
稼働中です。 

現在、神川町熊野堂の関東⼯場で⽣産中のド
ライブシャフトを増産するため、児⽟⼯業団地
内に新⼯場を建設しています。

新⼯場の⽣産品 
⾃動⾞⽤ドライブシャフト 
○エンジンの回転をタイヤに伝える軸の部品

新⼯場操業開始 2019 年 1 ⽉予定 
（元原 200-25） 

ホームページ URL：http://www.pigment.co.jp

(株)久保田鐵工所 
新⼯場（児⽟⼯業団地内）稼働に伴い 

従業員募集中 
（詳細は、当社ホームページを御参照下さい） 

久保⽥鐵⼯所 検索 
 

問合せ (株)久保⽥鐵⼯所 
本社採⽤担当：乗⽯（のりいし） 
TEL：082-893-1121

広告

広告は、広告主の責任において町が掲載したものです。

14名→12名　２名減

〒375-0015　藤岡市中栗須35番地２
☎０２７４－２４－４３１２

http://www.kobayashi-law.com/

債務整理、自己破産、過払金請求、相続、遺言、成年後見、
離婚、土地建物賃貸借・売買、交通事故、労働問題、刑事事件、
会社取引問題、契約問題、特許、商標、意匠、著作権、その他

さまざまな問題のご相談に応じます。

小林法律事務所
群馬弁護士会所属　弁護士　小　林　智　昭

広告

広告は、広告主の責任において町が掲載したものです。

児⽟郡市広域市町村圏組合
職員採用試験　[平成30年度]　　　
⼀般事務職員　１名程度
受験資格
　平成４年４⽉２⽇から平成13年
４⽉１⽇までに⽣まれた⽅
試験⽅法・試験日
　１次試験　教養(⾼卒程度)・作文試験
 　　　　⽇程　11⽉25⽇㈰
　２次試験　集団討論面接
　３次試験　個⼈面接試験
応募書類の配布
児⽟郡市広域市町村圏組合で配布
⼜は郵送請求
封筒の表に「職員採⽤試験申込書請求」と朱書きし、

返信⽤封筒(A4版が⼊る角形２号封筒に140円切⼿

を貼付、宛名記⼊)を同封してください。

配布期間　10⽉１⽇㈪〜23⽇㈫
申込⽅法　持参⼜は郵送
受付期間　10⽉17⽇㈬〜23⽇㈫
※その他詳細は応募書類をご覧ください

応募書類請求・申込・問合せ
〒367-0024 本庄市東五十⼦151-1
（小山川クリーンセンター）
　児⽟郡市広域市町村圏組合
　総務課管理係
　☎0495-27-2241
　午前８時30分〜午後５時15分
　（土・⽇・祝⽇を除く）

パブリックコメント(⼀般意⾒募集)
　町では、現在「第2次総合計画」
(対象期間2027年まで)を策定しており、皆
さんのご意⾒を募集しています。
期　間　10⽉20⽇㈯まで
閲覧場所　総合政策課、神泉総合⽀所、
　　　　中央公⺠館、ふれあいセンター、
　　　　　町ホームページ
問合せ　総合政策課　☎0495-77-0701

有限会社

サイグン

〒367－0244
埼玉県児玉郡神川町八日市 189-5

TEL/FAX 0495-74-0030
携帯 090-9016-9929

メールアドレス　saigunyane@gmail.com

厚生労働大臣認定1級かわらぶき技能士
（一社）全瓦連合認定 瓦屋根工事技士
（一社）全瓦連合認定 瓦屋根診断技士

総合屋根・外装工事一式請負 広告

広告は、広告主の責任において町が掲載したものです。


