行政のお知らせ
消費税のインボイス制度の説明会およびインボイス発行事業者の登録申請
相談会を開催します

住民票の一部の写しの閲覧者を公表します
令和 3 年度に住民票の一部の写しの閲覧を許可したものを公表します。
住民基本台帳法第 11 条第 1 項によるもの…4 件
申請者 ( 委託者 )

閲覧事項の利用目的

閲覧年月日

請求に関する住民の範囲

埼玉県営繕・公園事務所

土地所有者の居所調査

令和3年6月24日

大字下忍

自衛隊埼玉地方協力本部

自衛官及び自衛官候補生等の募
集事務

令和3年7月14日

持田・長野全域

埼玉県営繕・公園事務所

土地所有者の居所調査

令和3年8月11日

大字下忍・大字持田

埼玉県営繕・公園事務所

土地所有者の居所調査

令和3年10月12日

大字渡柳

住民基本台帳法第 11 条の 2 第 1 項によるもの…21 件
申請者（委託者）

【相談会】各回 10 人（要予約）

閲覧事項の利用目的

閲覧年月日

請求に関する住民の範囲

㈱インテージリサーチ
代表取締役社長 小田切俊夫(国土交通省)

2021年度旅行・観光消費動向
調査

令和3年5月20日

大字堤根、大字樋上、大字
荒木

㈱タイム・エージェント
代表取締役 渡辺啓之(埼玉県)

令和3年度埼玉県県民満足度調
査

令和3年5月21日

桜町２丁目、壱里山町

一般社団法人中央調査社
会長 境克彦(内閣府)

農山漁村に関する世論調査

令和3年5月26日

西新町

一般社団法人中央調査社
会長 境克彦(ＮＨＫ)

受信契約状況実態調査

令和3年6月17日

富士見町２丁目、大字荒木

㈱ナレッジ・マネージメント
代表取締役 佐藤廣志(埼玉県警察本部)

令和3年埼玉県警察県民意識調
査

令和3年6月8日

忍１丁目、大字持田

㈱タイム・エージェント
代表取締役 渡辺啓之(埼玉県)

令和3年度埼玉青少年の意識と
行動調査

令和3年6月29日

城西１丁目〜５丁目

㈱サーベイリサーチセンター
代表取締役 藤澤士郎(埼玉県)

令和3年度埼玉県政世論調査

令和3年6月15日

富士見町２丁目

㈱日本リサーチセンター
代表取締役 杉原領治(NHK)

メディア利用の生活時間調査
2021

令和3年8月3日

大字持田

一般社団法人中央調査社
会長 境克彦(内閣府)

移植医療に関する世論調査

令和3年8月5日

大字酒巻

㈱サーベイリサーチセンター
代表取締役 藤澤士郎(埼玉県)

令和3年度商店経営実態調査

令和3年8月10日

駒形１丁目、大字埼玉

一般社団法人中央調査社
会長 境克彦(内閣府)

令和3年度国民生活に関する世
論調査

令和3年8月20日

藤原町２丁目

一般社団法人中央調査社
会長 境克彦(ＮＨＫ)

全国メディア意識世論調査

令和3年8月25日

門井町３丁目

一般社団法人中央調査社
会長 境克彦(内閣府)

外交に関する世論調査

令和3年8月25日

門井町１丁目

一般社団法人新情報センター
事務局長 山本恭久(内閣府)

令和3年度青少年のインター
ネット利用環境実態調査

令和3年9月14日

大字持田

一般社団法人新情報センター
事務局長 山本恭久(消費者庁)

令和3年度消費者意識調査

令和3年10月5日

大字埼玉

㈱サーベイリサーチセンター
代表取締役 藤澤士郎(内閣府)

孤独・孤立の実態把握のため
の全国調査

令和3年10月13日

大字小見

一般社団法人新情報センター
事務局長 山本恭久(お茶の水女子大学)

ゲーム障害(依存)に関する全国
サンプリング調査

令和3年10月25日

門井町１丁目

一般社団法人中央調査社
会長 境克彦(大阪商業大学)

健康と暮らしについての調査

令和3年11月11日

大字斎条

一般社団法人新情報センター
事務局長 山本恭久(国土交通省)

令和3年度大都市交通センサス
大都市圏住民調査

令和4年1月24日

行田市全域

㈱サーベイリサーチセンター
代表取締役 藤澤士郎(国立大学法人 東京大学)

暮らしと仕事に関する全国オ
ンライン調査2022春

令和4年2月2日

持田１丁目

一般社団法人中央調査社
会長 境克彦(NHK)

2022年全国放送サービス接触
動向調査

令和4年3月16日

佐間１丁目

▶問い合わせ
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市民課窓口グループ ( 内線 249)

個人事業者で消費税の課税事業者の方
消費税のインボイス制度の説明会（前半 60 分）および
インボイス発行事業者の登録申請相談会（後半 30 分）を
開催します。
▶日
時 ① 8 月 24 日㈬ ② 9 月 14 日㈬いずれも
【1 回目】午前 10 時〜 11 時 30 分
【2 回目】午後 1 時 30 分〜 3 時
▶場
所 行田税務署 2 階会議室
▶定
員 【説明会】各回 20 人（要予約）

個人事業者で消費税の免税事業者の方

消費税のインボイス制度に関する説明会を開催し
ます。
▶日
時 ① 8 月 30 日㈫ ② 9 月 15 日㈭いずれも
【1 回目】午前 10 時〜 11 時
【2 回目】午後 1 時 30 分〜 2 時 30 分
▶場
所 行田税務署 2 階会議室
▶定
員 各回 20 人
（要予約）

▶申し込み・問い合わせ
行田税務署☎ 556―2121（音声案内 2 を
選択）

優良運転者を表彰します
行田警察署および行田交通安全協会では、優良運転者の表彰を行います。これは、同協会会員が長期にわたり安全
運転に努め、交通事故防止に尽力した成果に対し、自主申告制度により表彰するものです。無事故・無違反が証明さ
れた場合に表彰が受けられます。
▶受付期間
▶表彰基準

▶資格要件
▶申請方法

▶表

彰

9 月 1 日㈭〜 30 日㈮午前 8 時 30 分〜正午および午後 1 時〜 5 時 ( 土・日曜日、祝日を除く )
①運転経験 5 年以上を有し、常に安全運転を心掛け、他の運転者の模範と認められる方
②過去 5 年間、10 年間、15 年間、20 年間、25 年間、30 年間、35 年間、40 年間、45 年間、50 年間に
分けて無事故、無違反の運転者
①同協会に入会している方
②平成 29 年 10 月以降、優良運転者として同署・同協会の表彰を受けていない方
同協会事務局 ( 行田警察署内 ) にある申請用紙および無事故・無違反
証明交付申請書に必要事項を記入の上、運転免許証、同協会会員証、
無事故・無違反証明書交付手数料 670 円、認め印を同協会事務局へ
持参してください。

受賞者には後日表彰式の期日を通知します。
※表彰式は 11 月上旬を予定
▶申請・問い合わせ 同協会事務局
（行田警察署内）☎ 555―1112

行田市民便利帳を改訂します
市では、市民の皆さんの暮らしに役立つ情報を分かりやすく提供するため市役所の各種手続きや地域の情報などを
まとめた行田市民便利帳を作成・発行しています。
このたび、行田市民便利帳を最新の情報に改訂することとなりました ( 令和 5 年 1 月配布予定 )。今回も、印刷から発
行までの経費を広告料で賄い、世帯配布をします。市の費用負担を伴わない官民協働事業として株式会社サイネック
スと協働で実施します。
事業者の皆さんへ

紙面に掲載する広告を募集しています
広告を掲載していただける事業者を募集するため、募集期間中、株式会社サイネッ
クスの営業担当者が店舗や事業所を訪問したり、ダイレクトメールを送付したりする
ことがあります。なお、広告掲載の申し込みは株式会社サイネックスにお願いします。
皆さんのご理解とご協力をよろしくお願いします。
▶募集期間
▶申し込み

10 月下旬ごろまで

株式会社サイネックス埼玉北支店☎ 525―1446【FAX】525―1447
【E メール】s-kumagaya@scinex.co.jp

▶問い合わせ 広報広聴課 ( 内線 318)

平成 30 年に発行した行田市民便利帳
2022.8

市報
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