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募集種目 資　格 受付期間（締切日必着） 試験期日

予備自衛官補
一般 18 歳以上 34 歳未満の方

１月６日㈬～４月９日㈮ ４月 17 日㈯～ 21 日㈬
※いずれか１日を指定されます

技能 18 歳以上で国家資格等を有する方
（資格により 53 歳未満から 55 歳未満の方）

自衛官候補生
男子

18 歳以上 27 歳未満の方 年間を通して受付しています 受付時にお知らせいたします
女子

※新型コロナウイルス感染症の拡大のため、採用試験日程等を変更する場合があります。
※詳細については、お気軽にお問い合わせください。　自衛隊福島地方協力本部 郡山地域事務所　☎ 024-932-1424

自衛官等採用試験のお知らせ

郡山市あさかの学園大学
令和３年度学生（教養課程）募集 
㉄　郡山市あさかの学園大学事務局

☎ 024-924-2957

　 町では、郡山広域圏連携事業として、高齢者の
積極的な社会参加を促すとともに、人口減少社会に
おいて、高齢者が地域社会における重要な担い手と
して生涯現役で活躍できるための契機とすることを
目的とし、令和３年度教養課程の学生を下記のとお
り募集します。
⃝学科及び募集定員
　①健康・福祉　②郷土・生活　③芸術・文化 
　※各学科定員 60 名
⃝入学資格 
　令和３年４月１日現在で以下の市町村に住所を有
する 60 歳以上の方 
　郡山市、須賀川市、二本松市、田村市、本宮市、大玉村、鏡石
町、天栄村、猪苗代町、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿
町、三春町、小野町
⃝修業年限
　２年間（卒業後、専門課程に進むことができます） 
⃝授業回数
　週１回（年間 36 回） 
⃝授業料
　年額 15,000 円（その他諸費用は別途） 
 ⃝学習場所
　郡山駅前「ビッグアイ」７階　会議室等
　（郡山市駅前二丁目 11 番１号） 
⃝申し込み期間・申し込み方法
　１月 5 日㈫～１月 30 日㈯ 10 時～ 17 時
　（日・月曜日、１月 12 日㈫を除く） 
　入学願書及び返信用封筒 1 枚（宛名記入、84 円切
手貼付）をビッグアイ７階本大学事務局に提出、ま
たは郡山市ウェブサイトから電子申請
※入学願書、募集要項は町総務課、本大学事務局、郡
山市役所健康長寿課、郡山市内各行政センター、郡山
市内各公民館、郡山市総合福祉センターにあります。

税務署からのお知らせ
令和２年分確定申告について
㉄　須賀川税務署　☎ 75-2194

　令和２年分の所得税等の確定申告会場は「須賀川
市労働福祉会館（須賀川市茶畑町 65）」となります。
　なお、新型コロナウイルス感染症対策の一環とし
て、２月４日㈭より期間を拡大して開設します。
⃝開設期間
　２月４日㈭～３月 15 日㈪　※土日祝日を除く
⃝開設時間　９時～ 16 時
⃝臨時駐車場
　日本たばこ産業株式会社　中日本地方原料本部
　（須賀川市茶畑町 25-1）※開放時間８時～ 17 時
　申告書作成会場の混雑緩和のため、会場への入場
には「入場整理券」が必要です。入場整理券は会場
での当日配布と LINE による事前発行があります。
　配布方法の詳細は、別途国税庁ホームページ等に
よりお知らせします。入場整理券の配布状況に応じ
て、後日の来場をお願いすることもあります。皆様
のご理解とご協力をお願いします。
　確定申告は自宅でいつでも作成できる国
税庁ホームページの「確定申告書作成コー
ナー」が便利です。
　作成した申告書は、e-Tax でそのまま送信するか、
書面印刷し郵送で提出すれば税務署会場の混雑とも
無縁です。
　※郵送の場合、申告書等の控えと切手を貼付した
返信用封筒を同封すれば、収受印を押印した控えを
返送いたします。

【e-Tax ホームページ】
https://www.e-tax.nta.go.jp

福祉のお仕事 職員募集
㉄　町社会福祉協議会　☎ 62-6428

　鏡石町社会福祉協議会では、福祉のお仕事に従事
する人を募集しています。興味や資格をお持ちの方、
働いてみませんか？
①福祉活動専門員のお手伝い（産休育休職員の代替）
　【業務】社会福祉協議会各種福祉業務
　【資格】なくても OK ですが、社会福祉主事任用
　資格や社会福祉士資格があればなお結構です。
　【募集人員】１名
②登録ヘルパー
　【業務】在宅の要介護者、要支援者の身体、生活
　支援のお仕事
　【資格】介護職員初任者研修（ホーム
　ヘルパー２級）以上
　【募集人員】２名
　※都合のつく日、曜日、空き時間に
　合わせて勤められます。

献血にご協力ください
㉄　福祉こども課　☎ 62-2210

　県内では、輸血に必要な血液が慢性的に不足して
おり、献血によって、できるだけ多くの血液を確保
する必要があります。町では、次のとおり献血を行
いますので、町民の皆様のご協力をお願いします。
⃝日時・場所
　１月 10 日㈰ 11 時 30 分～ 16 時 00 分
　イオンスーパーセンター鏡石店
⃝献血できる方
　下記の採血基準表のとおりです。当日の問診の内
容によっては、献血をご遠慮いただく場合がありま
す。また高血圧・花粉症等で服薬している場合でも
当日の体調と、医師の診察により献血ができる場合
もありますので、お問い合わせ下さい。
⃝備　考
　複数の献血者の血液をあわせて１人の患者さんに
輸血すると、副作用の可能性が高くなることから
400ml 献血へのご協力をお願いいたします。本人
確認のため、身分証明証（運転免許証、保険証等）
の提示をお願いすることがあります。

【採血基準表】
全血献血

400ml 200ml

年齢 男性　17 歳～ 69 歳※
女性　18 歳～ 69 歳※ 16 歳～ 19 歳

体重 男女とも 50㎏以上 男性 45㎏以上
女性 40㎏以上

間隔
前回献血時より
男性は 12 週間後の同じ曜日
女性は 16 週間後の同じ曜日

前回献血時より男女とも
４週間後の同じ曜日

※ 65 歳以上の献血は、60 歳～ 64 歳の間に献血
経験がある方に限ります。
⃝その他
　今年度、県内の血液量が不足しておりますので、
積極的なご協力をお願いいたします。

「男の料理教室」開催
㉄　花みずき会　会長　稲田　☎ 62-3702

　町内在住または町内に勤務されている 60 歳以上
の男性の参加をお待ちしています。今回は恵方巻き
を作ります。
⃝日　時：２月３日㈬ 13 時 30 分～
⃝場　所：勤労青少年ホーム調理室
⃝会　費：500 円
⃝持参物：マスク、エプロン、バンダナまたは三角巾

固定資産税の各種届出について
㉄　税務町民課　☎ 62-2114

　固定資産税は、毎年１月１日に土地・家屋・償却
資産を所有している方に賦課される税金です。次の
ような方は令和３年３月１日までにお申し出くださ
い。内容によって、別途書類の追加提出が必要とな
る場合がありますので、お問い合わせください。
【令和２年中に建物を解体した方】
⃝家屋滅失届
　未登記の家屋（住宅、倉庫、作業場等）を 12 月
31 日までに取り壊した場合
【固定資産の所有者が亡くなられたご家族の方】
⃝相続人代表者届
　亡くなられた方の所有していた固定資産の相続登
記が 12 月 31 日までに完了していない場合
⃝家屋課税名義人変更届
　未登記家屋について令和３年以降の課税名義人を
変更する場合
【令和２年中に太陽光発電設備（パネル等）を設置
した土地の所有者の方】
　売電を目的として太陽光パネル等を設置した土地
の所有者の方については、令和３年度の土地評価額
に変更（自家用発電設備は除く）が生じますので、
設備を設置したことが分かる書類をお持ちください。


