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確定申告の内容が間違っていたら
振替納付日の前日までに預貯金残高の
確認をお願いします︒

自動車税・軽自動車税の減免申請
障害者手帳などの交付を受けている
人で︑一定の条件を満たす場合は︑本
人や家族が運転する自動車などにかか
る税金が減免になります︒
●平成 年度自動車税︵県税︶
︵金︶
〜5月 日
︵木︶
申請期間 4月1日
土・日・祝日は除きます︒
受付場所・問い合わせ

県税事務所︵高松合同庁舎内︶
出張受付
日時

4月 日
︵水︶︑ 日
︵水︶
5月 日
︵水︶の午前9時〜午後4時
受付場所・問い合わせ

※食事代、ガイド料を含む（当日集金）

集合場所 午前10時50分までに仁尾町文化会館へ
申し込み 催行2日前の木曜日午後5時までに
電話でお申し込みください。
▶申し込み・問い合わせ
市観光協会 ☎5 6−5880

応募期限 4月 日︵金︶
※郵送の場合は︑当日の消印有効です︒

﹁男女共同参画社会づくり推進協議
会﹂の委員の改選にあたり︑市民の皆
さんから公募委員を募集します︒
応募資格 市内在住で︑男女共同参画
の推進に熱意があり︑年2〜3回程度︑
平日に開催する会議に出席できる人
募集人数 3人以内
任期 平成 年3月まで︵2年間︶
報酬 4 ʼ000円/半日
応募方法 応募用紙に必要事項を記入
の上︑﹁私の考える男女共同参画﹂を
テーマに︑800字程度の小論文を添
え︑提出してください︒
※応募用紙は︑企画財政課および各支
所に置いてある他︑市ホームページ
からもダウンロードできます︒

協議会の委員を募集します

市男女共同参画推進ネットワーク会
議では︑平成 年度登録団体を︑随時
募集しています︒
ネットワーク会議は︑市内で活動し
ている団体が情報の交換や発信を行い︑
さまざまな分野へ積極的に参画の機会
を広げることにより︑男女の区別なく︑
全ての人が自分らしく輝ける社会を目
指し︑活動しています︒
対象 市内で活動している団体
︵女性団体に限りません︶
年会費 1団体 1 ʼ000円
申込書は︑市ホームページからダウ
ンロードできます︒
▼申し込み・問い合わせ
企画財政課 ☎ ･3010

登録団体を募集しています

目指せ男女共同参画社会

か ち

最新の予防安全技術が
安全運転をサポート

自の施策として︑ASV︵先進安全自
動車︶を購入する費用を補助します︒
対象 衝突被害軽減︵自動︶ブレーキ
など︑ASV装置を備えた新車を購入
する県内在住の 歳以上の人︵自ら使
用する場合に限ります︶
補助金額 3万円
詳しくは︑県ホームページをご覧く
ださい︒
▼問い合わせ 県くらし安全安心課
☎087︵832︶3230
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税額を多く申告していたとき

﹁更正の請求﹂により正しい税額に
訂正することができます︒
平成 〜 年分は︑法定申告期限か
ら5年以内に︑更正の請求書を観音寺
税務署まで提出してください︒
税額を少なく申告していたとき

﹁修正申告﹂をして正しい税額に修
正してください︒
修正申告によって新たに納める税額
には延滞税がかかるので︑できるだけ
早く修正申告書を観音寺税務署に提出
し︑納税してください︒
申告を忘れていたとき

期限内に申告することを忘れていた
ときも延滞税がかかるので︑できるだ
け早く申告書を観音寺税務署まで提出
し︑納税してください
確定申告の振替納付日

平成 年分の確定申告の振替納付日
は︑次のとおりです︒
所得税および復興特別所得税
4月 日︵水︶
個人事業者の消費税および地方消費税
4月 日︵月︶

西讃県民センター︵三豊合同庁舎内︶
平成 年度から︑減免対象の障害等
級の判定方法が一部見直されました︒
詳しくは︑県税事務所自動車税課まで
お問い合わせください︒
●平成 年度軽自動車税︵市税︶
申請期限 5月 日︵火︶
すでに減免を受けている人は︑申請
事項に変更がない限り︑再申請は不要
です︒4月初めに送付する通知をご確
認ください︒ただし︑平成 年度中に
車を買い替えた人は︑新しい車での再
申請が必要です︒
受付場所・問い合わせ 税務課
27

県では︑高齢ドライバーの交通事故
抑止を図るため︑平成 年度から県独

28

期限内に納付できなかった場合や︑
振替口座の残高不足などで振替できな
かった場合は︑法定納期限の翌日から
納付の日までの延滞税がかかります︒

場所
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毎週土曜日（8・9月は休み）午前11時〜
※所要時間は約2時間30分
利用人数 2〜10人（先着順）
料
金 中学生以上 2, 000円
小学生
1, 000円
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お徒歩でいく 仁尾なつかし味めぐり

第21回 よしづ花まつり

第25回
さぬき二ノ宮ふる里まつり
日時

春のイベント
みとよ
催し
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日時 ４月29日（金／祝）
午前９時〜午後３時
（小雨決行）
場所 高瀬茶業組合周辺
内容 茶畑ろ〜どウォーク、タケ
ノコ掘り体験、新茶摘み体験、
新茶の接待と販売、手もみ茶
実演、各種バザーなど
▶問い合わせ
高瀬茶業組合 ☎74−6011

73

（神奈川県）

4月29日（金／祝）
午前10時〜午後２時
（小雨決行）
場所 吉祥寺周辺
内容 ノスタルジックカーパレー
ド、小学生相撲大会、お釈迦
様と象のパレード、バルーンパ
フォーマンス、各種バザーなど
▶問い合わせ
三野町イベント推進協議会
よしづ花まつり実行委員会
☎ 73−6228

65

八田綾子さん

（宮城県）

80

青木春奈さん

対象 毎年4月1日現在で︑市内に引
き続き1年以上住所を有している
歳以上の人
助 成 額 1 年 に つ き 8 ʼ0 0 0 円 分
︵500円× 枚︶の利用券を交付
交付方法 対象者には3月下旬に申請
書を送付しています︒申請場所や手
続きの方法は︑同封の書類をご覧く
ださい︒
利用事業者 海上タクシーを含む市内
のタクシー業者で利用できます︒
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瀬戸内国際芸術祭2016が開幕し︑
秋の粟島会場の作品となることが決定
した﹁粟島芸術家村﹂に︑新たに若い
二人のアーティストが入村します︒旧
粟島中学校をアトリエに︑二人は4月
〜6月の3カ月間︑秋の瀬戸内国際芸
術祭に向けた作品の制作を行います︒
滞在中は︑アトリ
エでの作品制作を見
学できる他︑ワーク
▲ ショップも開催する
予定です︒秋の瀬戸
芸開催に向け︑一緒
に盛り上げていきま
しょう︒
︻入村式︼
日時 4月1日︵金︶ 午後1時〜
旧粟島中学校

▲

ڶڷۄۇھڽھۂۄێڶۀۊڻ

23

27

20

25

26

No. 5

28

広報
2016年4月

21

30

☎73−3013

産業政策課

問い合わせ

☎73−3015
福祉課
問い合わせ

税のお知らせ

税務課 ☎73−3006
観音寺税務署 ☎25−2191
県税事務所自動車税課 ☎087−806−0314
西讃県民センター ☎25−5200
問い合わせ

くらし
粟島アーティスト・イン・レジデンス
2016
催し

福祉タクシーの
申請を忘れずに
お知らせ

