' s Information
みとよ くらしのおしらせ

▲

法務大臣表彰

演美︵仁尾町︶

※敬称略

月 日︑地域における人権相
談や人権啓発などの人権擁護活動
に顕著な功績のあった人権擁護委
員への法務大臣表彰が行われ︑三
豊市からは次の方が受賞されまし
た︒
受賞者

辻

日時 平成 年１月 日︵日︶
午後２時開式
受付は午後１時 分から
場所 マリンウェーブ
対 象 平 成 年 ４月 ２ 日 〜 平 成
年４月１日に生まれた人
市内に住所がある人には︑ 月
中に案内はがきを送付します︒市
外在住で参加を希望する人は︑生
涯学習課までご連絡ください︒

13

30

▲ねんきん
ネットH P

月 日︵いいみらい︶は﹁年金の
日﹂です︒ねんきんネットで自分の年
金記録や将来の年金受
給見込み額を確認し︑
未来の生活設計につい
て考えてみませんか︒

月は﹁ねんきん月間﹂です

市では毎年︑日本一に輝いた個
人や団体を﹁日本一名誉賞﹂とし
て表彰しています︒
対象は︑市内在住者または市内
の職場や学校から出場するなど市
にゆかりのある人で︑平成 年
月 日以降に全国規模の競技会や
品評会で︑優勝や最優秀賞を受賞
した人です︒世界一や日本一以上
▲ の成績を収めた人も表彰していま
す︒該当する場合は︑お知らせく
ださい︒

▲

31

10

納めた国民年金保険料は
全額が社会保険料控除の対象です

▲

現在︑関東地方を中心に風しん
の届出数が大幅に増加しており︑
全国的に感染が拡大する恐れがあ
ります︒
風しんに対する免疫を持たない
女性が妊娠初期に感染した場合︑
白内障や先天性心疾患︑難聴など
の障がいを持った赤ちゃんが生ま
れる可能性があります︒
風しんの予防には︑ワクチンの
接種︵実費︶が有効です︒妊婦の
周囲の人や妊娠を希望する人は積
極的にワクチンを接種しましょう︒
ただし︑妊娠中の女性はワクチン
接種が受けられないため︑人混み
を避ける︑マスクを着用するなど
の対策を取ってください︒

風しん抗体検査ができます

対象

抗体検査では︑風しんに対する
免疫を確認できます︒

と同様の事情にある人を含む

県内在住者で︑これまでに抗体
検査︑り患歴︑２回の予防接種歴
のない人のうち︑①妊娠を希望す
る 女 性 ︑ ② ① の 配 偶 者 ※︑ ③ 風
しんの抗体価が低い妊婦の配偶者
のいずれかの人 ※事実上婚姻関係
申し込み方法

県から委託を受
けた医療機関に事
前に電話予約

このため︑ １月 １日から９月 日ま
での間に国民年金保険料を納付した人
には︑ 月上旬に日本年金機構から
﹁社会保険料︵国民年金保険料︶控除
証明書﹂が送付されます︒また︑ 月
１日から 月 日までの間に︑今年初
めて国民年金保険料を納めた人には︑
平成 年 ２月上旬に控除証明書が送付
されます︒
﹁社会保険料︵国民年金保険料︶控
除証明書﹂についての照会は︑控除証
明書のはがきに表示されている電話番
号にお問い合わせください︒
30

携帯電話用の新しい電波の利用
開始に伴い︑テレビ映像に影響が
出る可能性があります︒
月 日︵木︶以降にテレビ映
像が乱れるなどの影響が出た場合
は︑コールセンターまでご連絡く
ださい︒新しい電波による影響の
メガヘルツ
場合は︑700M Hz利用推進協
会が費用を負担し︑対策作業を行
▲ います︒費用の請求は一切ありま
せん︒作業員は﹁テレビ受信障害
対策員証﹂を携行しています︒
700MHｚ︵メガヘルツ︶テレビ
受信障害対策コールセンター

受付時間 午前９時〜午後 時
0120︵700︶012
☎050︵3786︶0700

月 日︵日︶
〜 日
︵土︶
は
﹁税を考える週間﹂です
国税庁では︑１年を通して税に
関する啓発活動を行っています︒
今年の税を考える週間のテーマは
﹁くらしを支える税﹂です︒
期間中︑国税庁ホームページや
ＳＮＳを利用した広報のほか︑ゆ
めタウン三豊におい
て︑税に関する展示
を行います︒ぜひ︑
ご覧ください︒

10
街角の年金相談センター高松︵オフィス︶
☎087︵811︶6020

問い合わせ

年金手帳︑年金証書︑相談者本人で
あることが確認できるもの
※代理人の場合は︑委任状および代理
人本人であることを確認できるもの
が必要

場所 危機管理センター
持ち物

日時

月 日︵水︶
午前 時〜午後３時

社会保険労務士による
無料年金相談

ねんきん加入者ダイヤル
☎０５７０︵００３︶００４

31

※

▲医療機関一覧

無料

子育て支援課 ☎73−3016
西讃保健所
☎25−2052

問い合わせ

11

29

問い合わせ

風しんにご注意ください！
健康

11

11
11

30

12

10 14

消費税の届け出はお済みですか？

▲

30

31

11

25

☎73−3135
生涯学習課
問い合わせ
☎73−3001

秘書課

問い合わせ

平成31年 三 豊 市 成 人 式
お知らせ

三豊市日本一名誉賞
募集

12
2018年11月
広報
広報
2018年11月

13

個人事業者で︑新たに課税事業
者︵消費税の申告・納付が必要な
人︶となる場合は︑納税地の税務
署長に﹁消費税課税事業者届出書
︵基準期間用︶﹂を提出する必要
があります︒詳しくは︑国税庁ホ
ームページをご覧ください︒

15

30

10

年末調整などの説明会を開催

15

11

国民年金保険料は︑所得税法および
地方税法上︑健康保険や厚生年金など
の社会保険料を納めた場合と同様︑社
会保険料控除としてその年の課税所得
から控除され︑税額が軽減されます︒
控除の対象となるのは︑平成 年 １月
から 月までに納められた保険料の全
額です︒過去の年度分や追納された保
険料も含まれます︒
また︑自身の保険料だけでなく︑配
偶者や家族︵子どもなど︶の負担すべ
き国民年金保険料を支払っている場合︑
その保険料も合わせて控除が受けられ
ます︒
なお︑平成 年中に納付した国民年
金保険料について︑社会保険料控除を
受けるためには︑年末調整や確定申告
を行うときに︑領収証書など保険料を
支払ったことを証明する書類の添付が
必要です︒
12

17

▲国税庁 H P

月 日︵月︶
日時
▲
︿年末調整関係事務説明会﹀
午後１時〜３時
︿軽減税率制度等説明会﹀
午後３時 分〜４時 分
場所 みとよ未来創造館
持ち物 年末調整関係書類︵事前
に送付︶
19

市民課
☎73−3005
善通寺年金事務所 ☎0877−62−1662
ねんきんネット https://www.nenkin.go.jp/n̲net

国民年金のお知らせ

11

11

問い合わせ

くらし

22

22

☎73−3008
人権課
問い合わせ
総務課

☎73−3000

10

11

11

無料で受信障害の対策をします

税務署からのお知らせ

問い合わせ

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp
☎25−2191
観音寺税務署
問い合わせ

おめでとうございます
お知らせ
新しい電波の利用でテレビの映像が乱れたら

くらし

くらし

