（6）2021年（令和３年）
３月７日発行

お知らせ
自動車税 ( 種別割 ) は4月1日
現在の車検証上の所有者に
課税されます

自動車の売却や廃車、住所・氏名
の変更などがあった場合は、３月31
日
（水）
までに運輸支局で車検証の変
更手続きをしてください。手続きを
しないと、使用していない自動車に
税金が課税されるなどトラブルの原
因となります。
※車検証の住所変更が間に合わない
場合は、一時的に納税通知書の送付
先を変更できます
※シから手続きできます
問
・自動車税
（種別割）
について…県自
動車税事務所
（☎027-263-4343）
、
県行政県税事務所
・登録について…関東運輸局群馬運
輸支局
（☎050-5540-2021）

問 県庁業務プロセス改革課（☎
027-226-2339）

西毛広域幹線道路の安中工
区が開通します

マイナンバー制度に便乗した
詐欺に気を付けましょう

行政機関の職員を名乗る不審な電
話や訪問に十分注意してください。
「口座番号を教えてほしい」
「マイナ
ンバーを貸してほしい」などと言っ
て個人情報を盗み出したり、金銭を
要求したりする手口が横行していま
す。
不審な電話があった場合にはすぐ
に切るようにし、訪問があっても応
じないようにしましょう。不安な場
合は相談してください。
相談先 消費者ホットライン（☎局
番なし188）
、県消費生活センター
（☎027-223-3001）

わたる包括連携協定を締結しました。世界を代表するイノベーション
カンパニーとの協定締結は、20年後の目指す姿を描いた新・群馬県

総合計画のビジョンにある新しい魅力や価値を生み出すための大きな
原動力となると考えています。

世界30の国や地域で事業を展開している同社のノウハウを生かし、

先例のないダイナミックな
取り組みの実現のため、プ
ロジェクトチームを立ち上
げて具体化を進めていきた
いと思っています。

市町村と連携し、新しい

取り組んでまいります。

国民健康保険の加入・脱退
は速やかに

群馬の宣伝部長ぐんまちゃん、宣伝部員のタ
イムマシーン３号とリポーターが県内各地を巡
り、知る人ぞ知る地域の魅力を、群馬県の魅力
として県内外に紹介します。
３月 12日／企画・群馬の伝統工芸品
３月 19日／総集編

ラジオ番組（エフエム群馬）
県の事業や施策、イベント情報など、県政に
関する情報をお届けします。

ザスパクサツ群馬試合情報

３月28日（日）

開始時刻

会場

対戦相手

午後２時

正田醤油スタジアム
群馬

ギラヴァンツ北九州

問 県庁メディアプロモーション課
☎ 027-226-2167

ＦＣ琉球

問 ザスパ ☎ 027-225-2350

群馬クレインサンダーズ試合情報
日程

開始時刻

３月 7日（日）

午後２時

３月20日（土）

午後５時

３月21日（日）

午後２時

３月24日（水）

午後７時

高崎アリーナ

青森ワッツ

午後２時

ヤマト市民
体育館前橋

アールフレンズ東京Ｚ

３月27日（土）
３月28日（日）

会場
ヤマト市民
体育館前橋

対戦相手
福島ファイヤーボンズ
越谷アルファーズ

問 群馬プロバスケットボールコミッション ☎ 027-289-9562

問 県庁労働政策課
（☎027-2263403）

プロフェッショナル人材戦略拠
点をご利用ください

新商品開発や生産性向上に積極的
に挑戦する中小企業のお手伝いをし
ます。専門の相談員に相談すること
で、必要となる人材像が明確になり
ます。またマッチング事業により専
門的な人材を確保することができます。
日 月～金曜日 午前8時30分～
午後5時15分
※祝日を除く
￥ 無料
※マッチング手数料がかかります
予約方法 ☎
予約先 県プロフェッショナル人材
戦略拠点（群馬産業技術センター内
☎027-265-5057）
他 詳しくは、県産業支援機構
（
参照）
をご覧ください
問 県庁経営支援課
（☎027-2263344）

新生活にぐんまの鉄道を
ご利用ください
県内にはＪＲ線・東武線の他、上毛電気鉄
道・上信電鉄・わたらせ渓谷鐵道が運行して
います。
鉄道による通勤・通学は渋滞の心配がなく、
歩く距離が増えるため健康的です。また車両
消毒や車内換気、混雑状況の公開など、新型
コロナウイルス感染症の対策を徹底しています。
４月からの通勤・通学に、
安全・安心なぐん
まの鉄道をぜひご利用ください。
てつどう

ツ

ル

ノ

ス

tsulunos
チャンネルで
配信中！

※

をご覧ください

定期演奏会情報

ワイグル PREF

毎週月～木曜日 午後５時50分頃

学校卒業後
（中退含む）
や離職後に
仕事に就いていない人や働くことに
不安がある人、その家族からの相談
を受け付けたり、サポートを行った
りしています。気軽にご利用くださ
い。
内 キャリアカウンセリング、セミ
ナーの受講、職業体験など
￥ 無料
予約方法 ☎
予約先
・ぐんま若者サポートステーション
（☎027-233-2330）
・東毛常設サテライト（☎027657-8222）
他 詳しくは をご覧ください

スポーツ・文化情報

フ

ぐんま情報トッピング

「ぐんま若者サポートステーシ
ョン」をご利用ください

会社を退職し、国民健康保険に加
入する際、加入の届け出が遅れると、
さかのぼって保険税を支払ったり、
医療費が全額自己負担となったりす
る場合があります。
また新たに職場の健康保険に加入
する際には国民健康保険の脱退の手
続きが必要です。脱退の届け出が遅
れたまま医療機関を受診した場合、
国民健康保険分の医療費を返還する
必要が発生したり、保険税を二重に
請求されてしまったりします。
加入・脱退は住所地の市役所・町
村役場の窓口で、速やかに手続きを
しましょう。
他
・国民健康保険税の納付は口座振替
をご利用ください

午後7時30分
午前9時30分

包括連携協定締結式（2月17日）での山本一太知事（左）と
三木谷浩史会長

・国民健康保険の加入者は年に一度
の特定健診を積極的に受けましょう
問 住所地の市役所・町村役場国民
健康保険担当課、県庁国保援護課
（☎027-226-2675）

安中工区完成イメージ

日程

毎週月～木曜日 午前８時57分頃

知事コラム

な、先進モデルとなるよう

３月14日（日）

レ

楽天との官民協働の
本格始動

ーノーマルを先導するよう

テレビ番組（群馬テレビ）

プ

の

時代の変化に対応するニュ

県広報のお知らせ

毎週金曜日
（再放送）日曜日

本 一太

群馬県と楽天株式会社は、官民共創による地方創生など、6項目に

西毛広域幹線道路の安中市下秋間
〜安中市安中（国道18号）までの約
1.9㌔㍍が3月25日
（木）
午後3時に
開通します。
西毛広域幹線道路は 前橋市、高崎
市、安中市および富岡市を結ぶ広域
的な交通を担う全長約27.8㌔㍍の
幹線道路です
問 県庁道路整備課
（☎027-2263578）
、県 安 中 土 木 事 務 所（☎
027-382-1350）

確定申告は4月15日までです

所得税の確定申告の申告期限が4
月15日
（木）
まで延長されました。
問 県内の税務署、県庁税務課（☎
027-226-2196）

山

日程

開演時刻

午後６時45分
３月20日（土）
（５時45分開場）
３月21日（日）

午後３時
（２時開場）

会場

内容

高崎芸術劇場

指揮：大井剛史
曲目：マーラー／交響
曲 第６番イ短調「悲
劇的」他

び

き

に

美喜仁桐生文化
会館

問 群馬交響楽団事務局 ☎ 027-322-4316

おお い たけ し

ぐんまの中小私鉄の新型コロナ対策動画

プレゼント
クロスワードパズルの正解者の中から抽選で、
「ぐんま一番」番組オリジナルグッズセット（手鏡・防水スマホケース）、ザスパクサツ群馬（ホーム戦（6月まで））、群馬
交響楽団オリジナルグッズ（ガーゼハンカチ）をそれぞれ５人にプレゼントします。詳しくは８ページをご覧ください

