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みとよ くらしのおしらせ
▲

▲

▲

安くて新鮮な野菜やフルーツ︑
海産物や食品︑工芸品など三豊
の魅力がいっぱいです︒ぜひお
越しください！
月 日︵日︶
日時
午前９時〜午後２時
場所 市役所本庁舎前駐車場
※軽トラ市の運営に参加してみ
ませんか︒実行委員メンバー
や当日ボランティアも募集し
ています︒

市では︑知名度向上を目的に︑
イベントや特産品など︑旬の情報
をメール配信でお届けしています︒
また︑メルマガ会員には︑みとよ
の﹁ほんまもん﹂を抽選でプレゼ
ント！ぜひ﹁みとよのほんまもん
メルマガ﹂にご登録ください︒
︻登録方法︼
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国税庁のホームページから
確定申告をしてみませんか？
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︑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︒

消費税の届け出はお済みですか？
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︒
①のＱ Ｒコードを読み込み︑登
録フォームから必要な情報を入力
してください︒もしくは︑②のメ
▲ ールアドレスへ空メールを送信し︑
返信メールから登録フォームに移
ってください︒
mitoyo̲honmamon@
yb74.asp.cuenote.jp

年末調整説明会
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月 日︵土︶
から
月 日︵金︶
は
﹁税を考える週間﹂
です

▲

月 日︵火︶
日時
午前 時〜正午
午後２時〜４時
場所 市民交流センター
※年末調整関係書類を事前にお送
りしますので︑ご来場の際には
必ずお持ちください︒
①ＱＲコード

自宅のパソコンで簡単に申告書
が作成できます︒難しい計算や電
卓も不要です︒税務署の職員を講
師に招いて次のとおり講習会を行
います︒

パソコン︵タブ
レット︶は準備し
ています︒受講希
望者は︑各日程の
前日午後5時まで
に︑税務課まで申
し込みください︒

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
﹁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︒
問い合わせ

ねんきん加入者ダイヤル
☎０５７０︵００３︶００４

問い合わせ 軽トラ市実行委員会 ☎73−3040

瀬戸内国際芸術祭参加アーテ
ィストの日比野克彦氏が伊吹島
でワークショップを初開催！伊
吹島近海の海底から引き揚げた
遺物を見て﹁これは何に使われ
ていたものだろう？﹂﹁いつの時
代のものだろう？﹂と想像しな
がら︑スケッチしたり︑その遺
物が何なのか想像したりして物
語を作りま
す︒子ども
からお年寄
りまで︑誰
もが気軽に
楽しめるワ
ークショッ
プですので︑
▲ ぜひご参加
ください︒
月 日︵土︶
日時
午後1時〜4時 分
観音寺港 午前 時集合
場所 観音寺市伊吹公民館
人︵先着順︶
定員
参加料 無料
︵往復の運賃が必要です︶
月6日︵水︶
申し込み期限
※昼食は各自ご準備ください︒
また︑帰りのフェリーは伊吹
発午後5時 分です︒

▲昨年の粟島ワークショップの様子

②メールアドレス
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月は﹁ねんきん月間﹂です
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︒詳しくは︑日本年金機構
のホームページをご覧ください︒

社会保険労務士による
無料年金相談
●日時・場所

月8日︵水︶三豊市役所西館
午前 時〜午後3時
●持っていくもの

年金手帳︑年金証書などのほか︑
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
るものが必要です︒
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税務署からのお知らせ
●問い合わせ

街角の年金相談センター高松
︵オフィス︶
☎087︵811︶6020
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☎73−3013
産業政策課
問い合わせ

☎24−9230

三豊コンシェルジュセンター

10 21

第11回 三豊発!!
さぬき軽トラ市開催
申し込み・問い合わせ

17 11

11

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

くらし

みとよのほんまもんメルマガ会員募集
「ソコソコ想像所」伊吹島ワークショップ参加者募集！

ご予約ください。１時間程度を予定しています。

29

31

募集
瀬戸内海底探査船美術館プロジェクト

募集

29

☎73−3006
税務課
申し込み・問い合わせ

11 11

30
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午後7時〜

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︑家
族︵配偶者や子など︶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︒
このため︑平成 年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︑平成 年 月1日から 月 日ま
での間に︑今年初めて国民年金保険料
を納付した人には︑平成 年２月上旬
に控除証明書が送付されます︒
29
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※地区指定はありませんので、都合の良い日程に
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午後1時30分〜
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11月22日（水） 午後1時30分〜 市民センター仁尾
（仁尾庁舎）
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お知らせ

三豊市役所西館
11月27日（月）

山本庁舎
11月20日（月） 午後1時30分〜

所
場
間
時
日
月

30

インターネットを使った確定申告講習会を開催します
くらし
市民課 ☎73−3005
善通寺年金事務所 ☎0877-62-1662
ねんきんネット http://www.nenkin.go.jp/n-net
問い合わせ

国民 年 金 の お 知 ら せ
募集
く
らし

