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町県民税及び所得税等の申告を次の日程により各会場で受け付けます。
申告の内容は、国民健康保険料及び介護保険料・後期高齢者医療保険料の算出・軽減の判定、国民年金保険料
の免除申請、保育料の算出、町営住宅入居等でも必要となりますので、必ず申告してください。
【町県民税の申告が必要な方】
平成２７年１月１日現在、鋸南町に居住している方で、次のいずれかに該当する方
①平成２６年中に所得がなく、所得税・町県民税の申告上、誰の扶養にもなっていない方
②町外に居住する方の扶養になっている方
③平成２６年中の所得が非課税所得（主に遺族年金・障害年金・老齢福祉年金等）のみで、配偶者控除ま
たは扶養控除の対象になっていない方
④２ヶ所以上から給与を受けている方
⑤給与以外に所得のある方（営業等・農業・不動産等）
⑥平成２６年中に退職した給与所得者で、再就職していない方
⑦雑損・医療費控除等がある方
※④〜⑦に該当する方は、所得税の確定申告が必要な場合があります。
【所得税等の確定申告が必要な方】
平成２７年１月１日現在、鋸南町に居住している方で、次のいずれかに該当する方
①平成２６年中の各種所得金額の合計が配偶者控除・扶養控除・基礎控除・その他の所得控除の合計額を
超える次のような方
・事業所得（営業等・農業）
・不動産所得等のある方 ・譲渡所得のある（土地や建物などを売った）方
②給与所得や退職所得以外の所得金額の合計額が２０万円を超える方
③２ヶ所以上から給与を受けている方
④平成２６年中に退職した給与所得者で、再就職をせず、年末調整を受けなかった方
※公的年金等のみの支給を受けている方は、通常申告する必要はありませんが、日本年金機構などへ報
告した扶養人数に異動が生じた場合、自分で支払った社会保険料や国民健康保険料等がある場合、障害
者控除の追加などの場合には所得金額から控除されますので申告してください。
（※複数の公的年金等の支給を受けている方は、申告が必要な場合があります。
）
★申告に必要なもの
○印鑑（認印可）

○障害者手帳（障害者控除を受ける方のみ必要）

○申告者本人名義の振込先（口座番号等）がわかるもの（所得税が還付される方のみ必要）
○収入や経費が確認できる書類（源泉徴収票（原本）・収支明細書など）
○所得から控除できるものが確認できる書類
平成２６年中に支払った保険料等（国民年金・医療費・生命保険料・地震保険料・個人年金保険料・簡
易保険料・寄附金等）の控除証明書または領収書
※医療費控除を受ける方は、医療費の領収書を集計してお越しください。未計算の場合、申告会場では、各
自での計算をお願いしています。
☆次に該当される方は館山税務署での申告となりますのでご注意ください。
◎平成２６年中に譲渡所得・資産交換等のあった方
◎平成２６年中に新規に住宅（居住用）を取得した方、または増改築をした方で、住宅借入金等特別控除を
受けようとする方
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暮らしの情報館
※出張申告期間中（２月１６日〜２０日）は、役場本庁での受付はできません。

月

日

会

対象地区

場

受付時間

２月１６日（月） 本郷浜・中道台
２月１７日（火） 芝台・中原
２月１８日（水） 本郷上・大帷子下・大帷子上・江月
２月１９日（木） 元名・吉浜

ボランティアセンター
（すこやか脇）

９：００〜１５：００

役場３階大会議室
※土・日曜日を除く

９：００〜１６：００

２月２０日（金） 小保田・市井原・横根
２月２３日（月） 大六・中佐久間
２月２４日（火） 上佐久間・奥山・大崩
２月２５日（水） 両向・本郷
２月２６日（木） 田町・町
２月２７日（金） 竜島

※当日都合のつかない方は、
他の地区の日でも構いません。

３月 ２日（月） 内宿・仁浜・岩井袋
３月 ３日（火）
〜１６日（月）

町内全地区

◇問合せ先 税務住民課

税務収納室 ℡５５−２１１３

県と県内全市町村は、法令順守、納税者の利便性の向上、住民税の滞納を抑制するため、所得税の源泉徴収
義務がある事業主に対して、平成２８年度から個人住民税の（町民税・県民税）の特別徴収（給与天引き）を
徹底することとなりました。
特別徴収を実施していない事業主、また税理士等の関係者の皆様は、平成２８年度の個人住民税の課税から
円滑に対応できるよう準備をお願いします。
◇問合せ先 税務住民課 税務収納室 ℡５５−２１１３

月

日

会

２月２日（月）
２月３日（火）

場

南房総市千倉保健センター

南房総市千倉町瀬戸

（２階保健指導室）

２７０５−６

館山市コミュニティセンター

２月４日（水）

所 在 地

（１階第１集会室）

館山市北条７４０−１

鴨川市市民会館

鴨川市横渚

（２階会議室）

８０８−３３

受付時間
９：３０〜１２：００
１３：００〜１５：３０
（混雑する場合は、受付を
早めに締め切る場合があ
ります。
）

※小規模納税者の方の所得税及び消費税、年金受給者及び給与所得者の方の所得税の申告（土地、建物及び株
式などの譲渡所得のある場合を除く）を対象としています。
※館山税務署の申告書作成会場の開設日は、２月１６日（月）となりますので、
「税理士による無料申告相談」
をご利用ください。
※お越しいただく場合には、申告に必要な書類を持参してください。
また、平成２４年分、２５年分の確定申告書の控及び収支内訳書の控をお持ちの場合は持参してください。
◇問合せ先 館山税務署 個人課税第１部門 ℡２２−０１０１（内線４２）

２

暮らしの情報館

館山税務署では、次のとおり確定申告書の作成会場を開設します。
作成済みの還付申告書は、２月１３日（金）以前でも提出できます。
◇開設期間 ２月１６日（月）〜３月１６日（月）の平日
◇時

間

９：００〜１７：００（受付は８：３０〜）

◇場

所

館山税務署

※青色決算書及び収支内訳書の作成は、大変時間がかかりますので、ご自宅で作成
の上、お越しいただくようお願いします。
税務署の駐車場は狭いため、なるべく車でのお越しはお控えください。
◇問合せ先 館山税務署

個人課税第１部門 ℡２２−０１０１（内線４２）

は

菱川師宣記念館では、新春特別展として「めでたおもしろ江戸絵画

る

〜こいつぁ新春から縁起がいい〜」を開

催しています。日本には、古くから吉祥画という縁起の良い、おめでたい画題の絵画があり、健康・長寿・繁栄・
成功を願い、特に江戸時代には、ユーモアを加味して、さらに多くの江戸絵画が描かれました。宝船や七福神、
美人に見立てた不老長寿の仙人、おめでたい生き物たちなど、楽しい絵画ばかり。
この展覧会は、新春にちなみ「おめでたい」
「おもしろい」をモチーフに描かれた絵画を紹介し、江戸におい
てどのようなものが、なぜ「めでたい」とされて人々に愛され
てきたのか。
「おもしろい」と喜ばれてきたのか。江戸絵画の楽
しさを紹介する展覧会です。前期（２月１日まで）
・後期（２月
３日〜３月１日）で展示作品を総入れ替えします。
くによし

とよはる

おうきょ

せってい

菱川師宣、葛飾北斎、歌川国芳、歌川豊春、円山応挙、月岡雪鼎
など、この機会にしか見られない江戸の名だたる絵師たちの肉
筆画の名品が多数展示されます。ぜひご覧ください。図録も好
評販売中。

月岡 雪鼎「拳遊び図」

◇問合せ先 菱川師宣記念館 ℡５５−４０６１

安房地区公民館連絡協議会（館山市・鴨川市・南房総市・鋸南町の公民館で構成）では、ふるさと安房につ
いていろいろ学びたい人のために、各市町の特色を生かした講座を開催しています。
平成２６年度の第４回は２月１７日（火）に南房総市で開催します。三芳農村環境改善センターを会場に、
南房総市の旧石器時代から近世までと題した発掘調査成果発表のお話と、午後からは、まれに見る大集落跡と
各住居に信仰的な埋甕が確認された富浦の深名瀬畠遺跡を現地見学します。
◇開 催 日

2 月１７日（火）

◇時

間

午前【講義】１０：００〜１１：４５

◇場

所 南房総市三芳農村環境改善センター

◇講

義

テーマ「南房総市の旧石器時代から近世まで」

◇講

師

南房総市学芸員

◇そ の 他

午後【現地学習】１３：２０〜（深名瀬畠遺跡他）

近藤 匡樹氏

昼食は各自で用意、また動きやすい服装で参加ください。
社教バスを利用します。

◇申込期間 １月３０日（金）８：３０〜
◇対

象

※定員になり次第締め切らせていただきます。

鋸南町民２５名

◇申込み・問合せ先

中央公民館

℡５５−４１５１

※詳しい日程は後日参加者に送付します。
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ヘルスバレーボールは、大きなラグビーボール型のやわらか
いボールを使用した、バレーボール型のスポーツで、気軽に楽
しめます。仲間とチームを組んでぜひ参加してください。
◇日

時

ＪＡＦ（日本自動車連

3 月１日（日） 9：００〜１２：００

盟）千葉支部による交通

（受付８：４５〜）
◇場

所

安全講習会を次のとおり

Ｂ＆Ｇ海洋センター

実施します。

◇参加資格 中学生以上で鋸南町在住または在勤の方

お誘い合わせの上ご参加ください。

1 チーム 4 名〜6 名（男女不問）
◇申込方法

◇日

Ｂ＆Ｇ海洋センターへ直接申し込み、電話または

時

１３：３０〜１４：３０

Fax でお申し込みください。
◇場

※チーム名、代表者氏名、住所、電話番号、参加
者の氏名をお伝えください。
◇申込締切 2 月１５日（日） ※参加費無料

所

ボランティアセンター

◇参 加 費

無料

◇主

ＪＡＦ千葉支部

催

※ボールの貸し出しができますので、練習を希望す

鋸南町社会福祉協議会

るチームはＢ＆Ｇ海洋センターへご連絡ください。
◇申込み・問合せ先

２月１０日（火）

◇問合せ先 社会福祉協議会

Ｂ＆Ｇ海洋センター
℡５５−４４１１ Fax５５−４４５０

℡５０−１１７４

危険ドラッグを使用したことによる深刻な健康被害や第三者を巻き込んだ交通死亡事故が各地で発生してい
ます。
危険ドラッグは、店舗やインターネットサイトで「合法ハーブ」
、
「アロマ」
、
「お香」
、
「バスソルト」
、
「フレグ
ランスパウダー」などとあたかも安全なものように偽って販売されています。
これらの製品には、麻薬等の違法な物質が入っていることもあり、摂取すると意識障害、嘔吐、痙攣、呼吸困
難など有害な作用を起こすことがあります。
危険ドラッグは、大変危険です。千葉県から薬物を根絶する輪を広げましょう。
◇問合せ先 千葉県健康福祉部薬務課 ℡０４３−２２３−２６２０

味わいハイキング１１８
２月のハイキングは、旧佐久間小学校の応援歌にも歌われた名山津辺野山をハイキングします。地元の人が
朝な夕なに仰ぎみる山であり、雨乞い祈願、火消しのために祈った信仰の山でした。春の息吹を肌で感じなが
らハイキングしませんか。
◇開 催 日

２月１４日（土）

◇場

役場

所

※雨天の場合は２月１５日（日）

９：４０集合 １０：００出発

電車の方は安房勝山駅上り９：２６下り９：３４をご利用ください。
車の方は役場に止めてください。
◇参 加 費

１，５００円（昼食代、おやつ代、保険代等含む）

◇持 ち 物

飲み物、保険証、雨具

◇案 内 人

川崎 勝丸氏（千葉県山岳史研究会）

◇コ ー ス

役場発→下佐久間→津辺野山→（昼食）→林道→富楽里→下佐久間→役場着１５：００予定

◇主

催

鋸南町味わいハイキング

◇定

員

６０人

◇協

力

鋸南町

◇申込期間 ２月２日（月）〜 ※定員になり次第締め切らせていただきます。
◇申込み・問合せ先

地域振興課 まちづくり推進室

℡５５

4

１５６０

暮らしの情報館

千葉労災職業病対策連絡会では、次のとおり
佐久間ダム湖周辺の環境美化のため、テングス病枝除去

労災職業病なんでも相談会を実施します。

および清掃を行いますので、ご協力お願いします。

◇日

◇日

時

２月１日（日）８：３０〜 ※小雨決行

◇場

所

佐久間ダム湖 暁観音前集合

◇持 ち 物

時

１３：００〜１６：００
◇場

所

長柄のこぎり、長靴、作業のしやすい服装
℡５５−１１８７

石井 廣一

℡５５−８２０７

千葉市中央コミュニティセンター
６階 講習室５

※昼食、飲み物、ヘルメットは主催者側で用意します。
◇問合せ先 重田 恒久

２月２８日（土）

◇対 応 者 弁護士、労働安全衛生管理者
ソーシャルワーカー

他

※無料、予約不要、当日受付

佐久間ダム湖観光生産管理組合

◇問合せ先 千葉中央法律事務所
℡０４３−２２５−４５６７

℡５５−８１１５

県では、再就職を目指す離職者の方々を対象に県内各地で職業訓練を実施しています。
このうち、館山市内で実施している訓練で、介護職員初任者研修・介護事務科の訓練コースがこの 1 月に、
パソコン・事務技能マスター科の訓練コースが 2 月に終了します。
介護福祉業界はもとより、あらゆる企業で即戦力となる人材を育成していますので、ぜひ訓練生の採用につ
いてご検討ください。
訓練内容の詳細は、次のＵＲＬからご覧ください。
なお、求人のお申し込みやお問い合わせは、各訓練実施施設までお願いします。
○訓練実施施設
【介護職員初任者研修・介護事務科】
三幸福祉カレッジ（株式会社日本教育クリエイト）

℡０４７−４１１−３６７１

http://www.pref.chiba.lg.jp/sanjin/boshuu/2014/documents/k-kai-24.pdf
【パソコン・事務技能マスター科】
ＴＰＳキャリアカレッジ（株式会社クレビュート） ℡０４−７１５７−２５００
http://www.pref.chiba.lg.jp/sanjin/boshuu/2014/documents/k-12-4.pdf
訓練の全体の概要については次のＵＲＬからご覧ください。
http://www.pref.chiba.lg.jp/sanjin/boshuu/2014/26rishokusha.html
◇問合せ先 千葉県商工労働部産業人材課技能振興班

自衛隊の幹部候補生、予備自衛官補を募集します。

℡０４３−２２３−２７６２

■予備自衛官補
自衛隊経験のない人が、大学生、会社員などのま

■一般・技術幹部候補生

まで訓練に参加できる制度です。

部隊を指揮する幹部を養成します。

◇応募資格 １８歳以上３４歳未満の人

◇応募資格 ２２歳以上２６歳未満の人

◇受付期間 ３月２４日（火）まで

◇受付期間 ３月１日（日）〜５月１日（金）

◇試

験

◇一次試験 ５月１６日（土）
◇問合せ先 自衛隊千葉地方協力本部館山分駐所

４月１０日（金）〜１２日（日）に実
施予定。

℡２２−０３８５

５

※１３日は予備日

暮らしの情報館

千葉県税理士会館山支部では、予約制の無料税金
佐久間ダム湖周辺の環境美化のため、テングス病枝除去

相談会を開催します。
◇日

および清掃を行いますので、ご協力お願いします。

時

２月２３日（月）
、３月１７日（火）
、

◇日

時

２月１日（日）８：３０〜 ※小雨決行

４月２１日（火）

◇場

所

佐久間ダム湖 暁観音前集合

１０：００〜１５：００

◇持 ち 物

長柄のこぎり、長靴、作業のしやすい服装

※昼食、飲み物は主催者側で用意します。
◇問合せ先 重田 恒久

℡５５−１１８７

石井 廣一

℡５５−８２０７

◇場

所

千葉県税理士会館山支部

◇相談内容 税金全般に関すること
◇予約・問合せ先 千葉県税理士会館山支部
担当 田村 ℡２３−４１３２

佐久間ダム湖観光生産管理組合
℡５５−８１１５

次回は、２月４日（水）です。

〜有 料 広 告 欄 〜

◇回収場所 各地区の指定回収場所
◇回収品目 新聞・チラシ

職 員 募 集

◇時

○職 種 看護補助者（日勤のみも可）
・・若干名
○日 勤 ８：１５〜１７：１５
○夜 勤 １６：１５〜翌９：１５（月２回平均）
○給 与 １５５，０００円〜（夜勤手当別途）
○勤務地 鋸南病院（指定管理）
※その他お気軽に
医療法人財団 鋸南きさらぎ会
お問合せください。
℡０４７０−５５−２１２５
（採用担当）※土・日・祝日を除く

間 ７：００〜９：００

※収益金は学校の施設整備、児童図書の充実等に活
用されます。
地域の皆様のご理解、ご協力をお願いします。

新・中古車販売
弁護士による無料法律相談を実施します。
◇日
時 ２月２０日（金）
、３月２０日（金）
１０：００〜１４：００
◇場
所 鋸南町立中央公民館
◇相談内容 法律相談一般
※無料、予約不要
◇問合せ先 清水博司法律事務所
℡０４３−２０２−２１８５

車検

修理

鈑金塗装

車のことならなんでも！
ひぐらし自動車（日暮鈑金塗装）
℡５５−２８２６
鋸南町

ひぐらし自動車

組合員・准組合員の皆様へ
まごころ込めてお手伝い

安心と信頼の
０１２０‐０１５‐９８３
ご葬儀のこと・法事のこと・お盆のこと
お気軽にご相談下さい

年中無休 ２４時間受付
※広告は有料で掲載しています。広告費は「町報きょなん」の印刷費に使われています。

町公式ホームページのバナー広告も募集しています。詳しくは、下記へお問い合わせください。
◇問合せ先

総務企画課 企画財政室
６

℡５５−４８０１

