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　農業者年金は自分が積み立てた年金保険料とその

運用実績で受け取る年金額が決まる「積立方式」です。

　このため少子高齢化時代でも加入者や受給者の人

数に左右されず、税制面での優遇措置など、農業者

だけが利用できるメリットの多い安心な制度となっ

ています。

【加入要件】

①国民年金第１号被保険者であること。

（農業者年金加入後「付加年金」の加入も必要です。）

②年間60日以上農業に従事すること。

③年齢が60歳未満であること。

【メリット】

①積立する保険料の金額は自分で設定でき、いつで

　も変更することが可能です。

②納めた保険料は、社会保険料控除の対象となり、

　節税の効果もあります。

③認定農業者であることなど一定の要件を満たす場

　合には保険料の国庫補助があります。

●問い合わせ先　

○新冠町農業委員会　　☎ 0146・47・2472

○新冠町農業協同組合　☎ 0146・47・3111

役場からのお知らせ
 － Niikappu Town Office Information －

農業者の皆さまへ「農業者年金加入」のご案内

その２

　今年も「所得税及び町民税・道民税」の確定

申告を行います。確定申告は、１年間の所得を

算出し、税額を計算するものです。

※新型コロナウイルス感染症の状況により、日

程が変更となる場合があります。

●問い合わせ先：税務課税務グループ ☎ 0146・47・2115

給与者還付申告・年金者申告日程表

町内移動申告日程表

確定申告が始まります！（３月15日まで）

受付時間

９時～ 16 時

会　場

役場 101 会議室

対象地区

本町・中央町

北星町

東町
新冠沢地区（西泊津～泉）
西新冠沢地区（大狩部～里平）
節婦町

曜　日

火・水

木・金

月
火・水
木・金

月

期　日

1月26日・27日

28日・29日

２月１日
２日・３日
４日・５日

８日

受付時間

９時 30 分～ 13 時

９時 30 分～ 15 時

９時 30 分～ 13 時

９時 30 分～ 13 時
９時 30 分～ 15 時

９時～ 16 時

９時～ 19 時
９時～ 16 時

会　場

新和生活館
東川生活センター
新栄生活センター
緑丘生活センター

節婦生活館

万世生活センター
本町多目的交流センター

役場 101 会議室

対象地区

美宇・新和・太陽・里平
東川・共栄
新栄・泉・若園
朝日・緑丘・古岸
節婦町（第１区～第４区）
節婦町（第５区～第７区）
大狩部
大富・万世・明和
本町
北星町
中央町
東町
東泊津・西泊津・高江

会場に来られなかった方
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火
水
金
月
火

水

木
金
月
水
木
金

月～金
月

期　日

２月９日
10日
12日
15日
16日

17日

18日
19日
22日
24日
25日
26日

3月1日～12日
15日

※休日申告の受付　平日に来庁することが困難な方を対象に、３月７日（日）の９時から 16 時
まで休日申告の受付を行います。会場は役場 101 会議室です。

　町では、苫小牧信用金庫と締結した「地域結婚

支援事業の連携に関する協定」に基づき、結婚を

希望する方の出会いや、きっかけづくりの一環と

して、苫小牧信用金庫が運営する「LLB 会結婚相

談所」への入会を推進しています。

■とましん LLB 会結婚相談所って？■

　苫小牧信用金庫が運営する結婚相談所で、専任

スタッフのサポートのもと、会員同士の「お見合

い」による婚活事業を行っています。

【利用の流れ】

①申込書及びプロフィールを作成し、入会手続き

　を行います。

②苫小牧信用金庫本店には専用フロアが用意され

　ており、専任のスタッフによるマッチングサー

　ビスが受けられます。

③異性のプロフィールを閲覧の上、双方が合意す

　れば実際にお見合いができます。

【申込方法】

・ＬＬＢ会事務局へ申込

・郵送による申込

・インターネットからの仮申込

・ＱＲコードからの仮申込

※申込書は産業課窓口でも配

布しています。お気軽にご相

談ください。

【登録料】

　入会時に預かり金として 10,000 円が必要とな

りますが、退会時に返金されますので、実質的な

負担額は無料となります。

【活動実績】

・会員数　男性：146 名／女性：129 名

・お見合い件数　664 件

・婚約／結婚数　 58 組

※この１年間で、お見合件数が 74 組、婚約／結

婚が８組増えています。

●問い合わせ先

　産業課産業グループ農産係

　☎ 0146・47・2183（直通）

　とましんＬＬＢ会結婚相談所事務局

　☎ 0144・56・5026（直通）

多数のカップル誕生！あなたも婚活はじめませんか？

国保診療所からのお願い
　病棟で古布を集めています。

　縦横 15 ～ 20cm 程度に切って持って来

ていただけると助かります。

　ご協力をよろしくお願いします。

●問い合わせ先

　国保診療所　☎ 0146・47・2411

★チャイルドランド★
・期　日　令和３年１月 14 日（木）　10 時～ 11 時 30 分

・内　容　『そりあそび』

・申し込み期間

　令和２年 12 月 25 日（金）～令和３年１月 12 日（火）

・定　員　10 組

★おしゃべりルーム★
・期　日　①令和３年１月28日（木）　10時～ 11時 30分

　　　　 ②令和３年２月 ４日（木）　10時～ 11時 30分

　　　　　※２グループに分けて実施します。

・内　容　①『節分制作』

　　　　　②『手形粘土』

・申し込み期間

　①令和３年１月 15 日（金）～１月 26 日（火）

　②令和３年１月 22 日（金）～２月 ２日（火）

・定　員　10 組（①・②）

●問い合わせ先：子育て支援センター ☎ 0146・47・4525

専任スタッフがサポートします！

新冠消防団員の募集
　日高中部消防組合消防署新冠支署では、

消防団員を募集しています。

　町内に居住または勤務している 18 歳以

上の男性・女性で、サラリーマン、自営業、

主婦など、職業を問わず募集しています。

●問い合わせ先：消防署新冠支署庶務係

　　　　　　　　　 ☎ 0146・47・2666


