【投票できるかた】
次の全てに該当するか
た
▪平成 年７月 日以前

選挙権年齢が
歳以上に

生まれ
成 年６月に公職選挙法の一

政治に取り入れるために、平

将来を担う若い世代の声を

▪平成 年３月 日以前
に深谷市の住民基本台帳に登
録され、引き続き３カ月以上
住所を有し、選挙人名簿に登

部が改正され、選挙権年齢が
歳以上から 歳以上に引き

下げられることになりました。
今回の参議院議員通常選挙
では、深谷市で約２８００人

録されている
【投票日当日の投票】
が新たに投票できるようにな

『一票』を大切に！

ります。

とき ７月 日㈰午前７時～
午後８時
ところ 指定された場所
【開票】
ところ 深谷ビッグタートル
駄にすることなく、必ず投票

切な機会です。
『 一 票 』を 無

選挙は、政治に参加する大

※詳しくは、
市ホームページ、
しましょう。

とき ７月 日㈰午後９時～

または新聞折り込みチラシ、
などで投票所に行けないかた

発生した時には、直ちに住民

クラウドファンディングで
事業や企画を実現！
あんな事業をしたい、こん

条件
▪市の活性化につながる、か
つ社会貢献活動であると認め
られる企画である
ァ

ー

ボ

▪市指定のクラウドファンデ
フ

な物をつくりたい。そんな時
ィングサイト（ＦＡＡＶＯ）
を利用する

には『クラウドファンディン
グ』を活用してみませんか。

画に共感した人から、インタ

めに必要な経費を、事業や企

は、事業や企画を実現するた

在住の個人

▪複数名の協力者がいる市内

対象

する

▪所定の期間内に事業が終了

ーネットで少額ずつ集める資
▪所在地が深谷市にある団体

クラウドファンディングと

金調達手段です。

申込書を問い合わせ先へ。

または企業

ランプリに挑戦する市イメー
申込書は問い合わせ先のほか

昨年、深谷市地域振興財団

ジキャラクター『ふっかちゃ
市ホームページから入手でき

申し込み

ん』をみんなで応援するため
ます。

と市は協働で、ゆるキャラグ

に、巨大だるまを作るという
企画を立て、クラウドファン
ディングを利用しました。

クラウドファンディングの
利用手数料を補助します
市では、まちを活性化する
企画を実施するために、クラ
ウドファンディングを利用す
る場合、利用手数料の３分の
１（上限５万円）を補助して、
企画の実現を応援します。

公的年金制度は、将来にわ

た『ねんきん定期便』を毎年

や年金見込み額などを記載し

付状況（ ・ ・ 歳のかた

▪直近１年分の月別保険料納

▪年金保険料納付額

み額

▪加入実績に応じた年金見込

納付済み月数など）

▪年金加入期間（加入月数・

ます。

次の内容についてお知らせし

『ねんきん定期便』では、

たって年金の実質価値を守る

平成 年度の年金額は、次

額も改定されます。

誕生月に送付しています。

いるかたに、保険料納付実績

金および厚生年金に加入して

この手数料の一部を補助

ため、物価の変動に応じ年金

年金受給者の皆さまへ

② 集 客・
PR

なお、投票日に仕事や旅行

をご覧いただくか、選挙管理
は、期日前投票をご利用くだ

「 自分たちのまちは自分た
の皆さんの生命・身体・財産

資金調達の流れ

公民館などに設置するチラシ
委員会へお問い合わせくださ
さい。
期日前投票の期間や場所な

ちで守る」という郷土愛の下
を守るため、昼夜を問わず活

い。
どについては、市ホームペー
ジ、または新聞折り込みチラ
シ、公民館などに設置するチ
ラシをご覧いただくか、選挙
管理委員会へお問い合わせく

に組織されている深谷市消防
動しています。

ださい。

団の平成 年度新役員を紹介

支援者

③寄付
④資金
（手数料を
差し引く）
起案者

は、 ね ん き ん ダイ ヤ ル（ う

せは、熊谷年金事務所、また

※年金額に関するお問い合わ

で回答をお願いします。

封の『年金加入記録回答票』

し、訂正がある場合には、同

１１４４）

は、
（う０３‐６７００‐

ねんきん定期便専用ダイヤル

日本年金機構では、国民年

ねんきん定期便を送付し
ています

へ

０５７０‐０５‐１１６５）
、

容に漏れや誤りがないか確認

た際には、加入記録・記載内

『ねんきん定期便』が届い

には、
全ての期間の納付状況）

59

の通りです。
399,700円
老齢福祉年金

（ う ０ ５ ７ ０‐０ ５ ８‐５ ５

(224,500円）

ＩＰ電話・ＰＨＳからは、（う

（加算）

５）
、ＩＰ電話・ＰＨＳから

(780,100円）

０３‐６７００‐１１６５）

（基本）

2016.6. 広報ふかや 14

15 2016.6. 広報ふかや

（2級）
 780,100円

消防団活動に対する皆さん

荷第24分団長、野辺第25分団長

クラウド
ファンディング
サイト

45

1,004,600円
遺族基礎年金（子1人）

たか

うち だ

します。

むらおか

のご理解とご協力をお願いし

とみ た

①企画

35

こ いけ

し みず

28

（1級）
 975,100円

障害基礎年金

780,100円
老齢基礎年金（満額）

11

消防団員は、日ごろ各自の

べ

の

に

まち だ

いわさき

こ だま

いしざき

うち だ

たか ぎ

ほ ずみ

とみ た

くりしま

平成28年度 年金額
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深谷市消防団役員の皆さん

協働推進課（う574‐6658）
●問い合わせ
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仕事をしていますが、災害が
団長、中嶋第6分団長、橋本第7分団長、斉藤第8分団長、髙橋第9分団長、石川第10分団長、山口第11分団長、
村岡第12分団長
後列左から 小林第13分団長、内田第14分団長、石﨑第15分団長、小玉第16分団長、岩﨑第17分団長、町田
第18分団長、栗島第19分団長、冨田第20分団長、保泉第21分団長、髙木第22分団長、内田第23分団長、髙
こ ばやし
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熊谷年金事務所（う522‐5012） 保険年金課（う574‐6641） 岡部市民生活課（う585‐5496）
川本市民生活課（う583‐2783） 花園市民生活課（う584‐1121）
●問い合わせ
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１８
18

写真前列左から 堀江花園支団長、島田岡部支団長、馬場副団長、坂田団長、藤崎深谷南支団長、柿木深谷北支
団長、富田川本支団長
中央左から 山田女性分団長、杉山第1分団長、本田第2分団長、山戸第3分団長、清水第4分団長、小池第5分
ほり え

あなたの企画の実現を応援します！
国民年金からのお知らせ
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選挙管理委員会（う574‐6664）
●問い合わせ
消防総務課（う571‐0900）
●問い合わせ

7月10日㈰は参議院議員通常選挙です
深谷市消防団新役員紹介

