
平成 25 年 4 月より「広報東みよし」の入手方法が変わります。 

 

 

毎月発行しています「広報東みよし」は、これまで、自治会やアパート管理者の方を

通じて配布していたほか、希望される方にも無料で配送しておりましたが、平成 25 年

4 月より、入手（配送）方法を下記のとおり変更させていただきます。 

町民の皆様には、ご不便またご負担をおかけすることになりますが、必要経費の負担

適正化を目的とした変更となりますので、ご理解とご協力をよろしくお願いします。 

 

 

Ａ．自治会に加入されていない方は・・・ 

→ 次の 3 つのうちからお選びください。 

 

①実費をご負担いただき、お宅までお届けします。 

 送料相当額（1 回 80 円）をご負担いただき、直接ご自宅へお届けいたします。 

 専用の申請用紙（納付書）をご請求いただき、必要事項をご記入いただいた上で、2

月末日までに納付額を添えて、下記指定納付場所にてお申し込みください。 

※専用の申請用紙（納付書）は、郵送にてお届けいたしますので、下記のお問い合わせ

先にご連絡下さい。 

 

＜指定納付場所＞ 

東みよし町役場会計課（三加茂庁舎）、東みよし町役場住民課総合窓口係（三好庁舎）、

阿波銀行、徳島銀行、徳島信用金庫、四国銀行、高知銀行、四国労働金庫、阿波みよし

農協 

 

②毎月 15 日頃より、以下の公共施設・町内コンビニエンスストアにおいて無料で入手

できます。 

 東みよし町役場三加茂庁舎、東みよし町役場三好庁舎、東みよし町中央公民館、ミニ

ストップ三加茂中庄店、ローソン東みよし町昼間店、ローソン三好三加茂店 

 

③毎月 15 日頃より、東みよし町ホームページで広報誌の内容を閲覧できます。 

 

 

Ｂ．自治会に加入されている方は・・・ 

→ 各自治会を通じてお届けします。 

 自治会への加入方法については、お住まいの地域の自治会長さんにお問い合わせくだ

さい。お住まいの地域の自治会や自治会の連絡先が分からない場合は、東みよし町役場

企画課までお問い合わせください。 

 ◆お問い合わせ先 東みよし町役場企画課 0883-82-6302 

  

 

※「広報東みよし」の配布に関するお問い合わせ先 

東みよし町役場 総務課 文書配布係 

ＴＥＬ：０８８３－８２－６３０３ 

ＦＡＸ：０８８３－７６－１０１０ 



町　民　各　位
　

東みよし町長

■ 前年中の所得が給与のみで勤務先から町へ給与支払報告書が提出されている方、又は公的年金のみの方は基本的に申告の必要はありませんが、

雑損控除、医療費控除等を受けようとする方は、申告が必要です。

■ 確定申告される方は、池田税務署での申告か、申告書の郵送またはe-Taxによる申告をしてください。

■ 公的年金等の収入金額が４００万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が２０万円以下である場合には、所得税の確定申告を

する必要はありませんが、町県民税の申告は必要な場合がありますのでご注意ください。

■ 被扶養者以外で無収入の方も、収入が無い旨の申告が必要です。

■ 国民健康保険加入世帯では、加入されている被保険者すべての方の申告が必要となります。（18歳未満の学生は除く）

（注）未申告の世帯は軽減が受けられない場合がありますのでご注意ください。

下記必要書類を必ずご持参ください。

　平成2４年中（平成24年１月１日～平成24年12月31日までの間）に得た収入金額および控除金額がわかる書類等次のとおり

＜世帯員の代理で申告される方は、その世帯員の所得金額（収入金額）も調べて来てください＞

◇ 源泉徴収票  （給与 ・年金）

◇ 収支内訳書 ＜ あらかじめ計算しておいてください＞

事業所得のある方は、収支のわかる書類  （ 帳簿、領収書等　金額の確認ができる書類　）

農業所得のある方は、収支のわかる書類  （帳簿、農協発行の農産物販売明細書等，その他領収書）

◇ 印鑑

◇ 諸控除に必要な証明書・領収書  

雑損控除・・・・・・・・・・・・・・

医療費控除・・・・・・・・・・・・・支払金額の領収書 ＜名前及び病院・日付順に整理し、あらかじめ計算しておいてください＞

社会保険料控除・・・・・・・・・・支払った金額のわかる証明書、領収書

 　　                                    （国民年金保険料・国民年金基金掛金は、日本年金機構又は国民年金基金が発行した証明書類）

（後期高齢者医療保険料を、年金天引き以外で納付している方は、納付証明書または領収書）

小規模企業共済等掛金控除・・・・支払った金額のわかる証明書

生命保険会社等が発行した証明書類

損害保険会社等が発行した証明書類

寄付金控除・・・・・・・・・・・・・・領収書  

障害者控除・・・・・・・・・・・・・身体障害者手帳 ・療育手帳 ・傷痍軍人手帳

◇ 扶養等控除 ＜配偶者控除（配偶者特別控除） ・特定扶養 ・老親扶養 ・一般扶養＞

それぞれ対象者の昨年１年間の収入金額（所得金額）の判明する書類

◆ 住民税の住宅ローン控除　　

控除対象となる人・・・・・・・・・・・・・平成１１年～平成１８年末及び平成21年以降に入居し、所得税から控除しきれない住宅ローン控除額がある方

控除対象とならない人・・・平成１９年～平成２０年中の入居は該当しません。

＜該当する場合、申告書の提出は原則不要です＞

○ 特別徴収の対象となる方　 （次の要件を全て備えている方が対象となります）

① 前年中に公的年金の支払を受けていること

③ 当該年度の４月１日に６５歳以上になっていること

④ 介護保険料が年金から天引きされていること

○ 特別徴収の対象となる町県民税額

公的年金等に係る所得割額と均等割額のみが天引きになります

● 普通徴収となる方 （普通徴収と特別徴収の併用徴収を含む）

１．平成２５年６月～９月までは平成２５年４月1日現在65歳になった方

２．公的年金から天引きできない方　（上記 ①～④ のいずれかが該当しない方）

３．公的年金以外に所得のある方は、その所得に係る所得割額と均等割額

（事業所得・農業所得・不動産所得・分離課税所得等は普通徴収となり、年金分の特別徴収と二通りの納付となります）

☆

平成25年1月7日

町県民税・国民健康保険税の申告相談についてのお知らせ

　平成25年度課税分（平成2４年中）の申告相談日は、裏面日程表により実施いたします。必ず定められた日時に申告してください。

相談は指定相談日時において指定相談場所でのみ申告が受けられますのでご了承ください。（平日は全員申告会場に出ています）

川　原　義　朗
(公印　省略）

（平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約については、従前の損害保険控除が適用されます）

＜ふるさと納税については、都道府県・市区町村の発行する領収書＞

６５歳以上の方で年金特別徴収がすでに行われている方は、４月・６月・８月に２月徴収分と同額をそれぞれ年金天引きし、１０月以降で
平成２５年度年税額に基づいて調整します。

公的年金に係る町県民税を公的年金から天引きする制度（特別徴収制度）について

② 国民年金法に基づく老齢基礎年金等年額（１つの年金が）１８万円以上の年金の支払を受けていること

申告をされなかった方は、各種所得控除が認められません。また地方税法第317条の5の規定により不申告に関す
る過料を、虚偽の申告をした場合は地方税法第317条の4により罰せられます。

生命保険料控除・・・・・・・・・・・・・・

地震保険料控除・・・・・・・・・・・・・・

火災・風水害・盗難などで損害を受けたとき、その被害証明書、保険金支払があったときはその明細書



旧 ： 三加茂町

    月   日 曜  相  談  時  間  相 　　談　　 場　　 所

毛田幼稚園

西山路集会場

西光集会所

市会館

10：00～12：00 泉野生活改善センタ－

13：30～15：00 五名生活改善センタ－

白内生活改善センタ－

西庄公民館

13：30～15：00 絵堂公民館

10：00～12：00 山口生活改善センタ－

13：30～15：00 西庄地区コミュニティセンタｰ　

原生活改善センタ－　

貞広コミュニティセンタｰ

山根生活改善センタ－　

稲持多目的会場

北村会場

西中村コミュニティセンタｰ

中村一心会場

金川集会所

三庄公民館

井関集会所

西庄団地集会所

鍛冶屋敷生活改善センタ－

加茂団地集会場

古川集会所

10：00～12：00 西町生活改善センタ－　

13：30～15：00 加茂公民館

黒長谷公民館

大藤公民館

旧 ： 三好町

    月   日 曜  相  談  時  間  相 　　談　　 場　　 所

男山集会所

滝久保集会所

つづら集会所

岸上集会所

10：00～12：00 増川公民館

13：30～15：00 東山公民館

10：00～12：00 石木集会所

13：30～15：00 内野集会所

2月25日 月 10：00～12：00 ハタ法市集会所

９：30～12：00
13：30～15：00

９：30～12：00
13：30～15：00

９：30～12：00
13：30～15：00

９：30～12：00
13：30～15：00

９：30～12：00
13：30～15：00

９：30～12：00
13：30～15：00

※　東みよし町ホームページ並びにケーブルテレビデジタル１２chのデータ放送にも掲載しています。

問い合わせ先

　　ホームペ－ジにて、税金に関する疑問にお答えしています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 東みよし町税務課　(82-6304）

  地　　　　区　　　　名

加茂第1団地・加茂第2団地・金川東タウン・西中村ニュ-タウン・三加茂ハイツ

岸上

新町東・新町東第一・新町中・新町西・新町北・新町北第一

黒長谷

大藤東・大藤西・奥村東・奥村西

  地　　　　区　　　　名

葛籠

平成２５年度課税分 　町県民税・国民健康保険税 申告相談日程表

マンション丸一 ・足代山口・山口ハイツ

男山

滝久保

西町

中村南・中村北・中村中・中村東・教員団地

金川・陽明台・サニ-タウン金川

西庄団地

葵・鍛冶屋敷

原東・原中・原西

貞広北・貞広南

山根東・山根中・山根西・山根タウン

稲持東・稲持西・稲持北・滝下

内野

井関

北村東・北村中・一心会・北村西

西中村東・西中村西

角・中井

棟木・増川

五名上・五名下

白内

森清・平・新発地・引地・三枝

加茂山上・加茂山下・桑内

江口・山口・城谷・山路

高木・安広・高田

国税庁ホームページ　http://www.nta.go.jp　　　タックスアンサ－ホ－ムペ－ジ　http://www.nta.go.jp/taxanswer

10：00～12：00

足代公民館

足代公民館

10：00～12：00

10：00～12：00

13：30～15：00

岸下

石木

古川東・古川中・古川西

京伝・宮内・松岡・重田・中ノ番・光下・光東・光中・光北・ 光北住宅
土取住宅・共栄・光西・ｸﾞﾘｰﾝ ﾋ ﾙ・小川アパート・敷地東・小川谷団地
南平台・敷地西

新町・みのだニュ－タウン・メゾンオアシス・行常・行常北･行常前・行常中
行常西・金江谷・新行常住宅・菖蒲・美濃田マンション・土井
ひなたタウン

※　申告をしていないと所得証明書等が交付できない場合があります。収入がない方でも、所得の証明 を必要とする場合があり
　　 ますので、 町県民税の申告を済ませておいてください。
　　　（介護保険料や入院時食事代標準負担額の算出、保育所の入所、公営住宅入居、国民年金保険料免除の手続きなど）

柳沢

3月7日

毛田・毛田西山・木藤

西山路

西光

市・東新町・セリエタウン

泉野

2月28日

火

水

2月26日

木

三好庁舎

三好庁舎

三好庁舎

中屋・上中屋・下中屋・羽根田・ニューコーポ・東羽根田・荒・荒木アパート
アラコ－ポ・原・天 神・天神中・原ハイツ・ドリームハイツ久原・宮内コ－ポ
サンハイツ安宅・大谷マンション・きくやハイツ・円福寺・Ａ館パールハイツ
寺尾・Ｂ館パールハイツ寺尾・Ｃ館パ-ルハイツ寺尾・山田・新山田住宅
山田住宅

2月18日

3月11日 月

10：00～12：00

月

3月12日 火

13：30～15：00

金

3月1日 金

10：00～12：00

13：30～15：00

月3月4日

3月8日

金

10：00～12：00

2月21日 木

2月22日 金

10：00～12：00

13：30～15：00

2月20日 水

火

水

木

3月5日

3月6日

10：00～12：00

13：30～15：00

2月19日 火

2月15日

足代公民館

火

2月27日

足代中屋・笠栂・百々路・聖神・宮谷・伊月・台・宮ノ岡・足代ハイツ
東原・西原

末広・末広住宅・上ノ段・中ノ段・さざんかハイツ・下ノ段・ポストハイム

2月19日

2月20日 水

長手・行安・ウッデイ-ハイツ・三好ハイツ・美濃田・メゾン美濃田・小山

ハタ・法市




