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・世帯全員が市税を滞納して

に記録されている方

※浴室の改良工事、屋根のふ

築等の工事

ための修繕、模様替え、増改

持・向上、居住環境の向上の

住宅リフォーム助成事業を
行っています
で、住宅本体にかかる機能維

平成25年分の給与所得に対する年末調整の
仕方や、法定調書等の作成、提出方法について、
説明会が開催されます。
なお、対象地域の説明会に出席できない場合
は、ほかの地域の説明会に出席することも可能
です。
開催日 開催時間
会 場
対象地域
山武市成東
山武市
11/7 14時～ 文化会館
芝山町
㈭
16時 のぎくプラザ
横芝光町
大ホール
10時～
東金市
12時 東金文化会館
11/8
㈮
14時～ 小ホール
大網白里市
16時
九十九里町

会

場

午前（10時～11時30分） 午後（14時～15時30分）

10/21㈪ JA山武郡市 大網支所 JA山武郡市 蓮沼支所
10/22㈫ JA山武郡市 豊岡支所 九十九里町中央公民館
10/23㈬ 山武 あららぎ館

芝山町中央研修所

10/24㈭ 東金市中央公民館

大網白里市農村環境改善
センターいずみの里

10/25㈮ 山武市役所 3階大会議室 横芝光町文化会館 集会室
※講師＝東金税務署
（一社）東金青色申告会 ☎(52) １２８４
東金税務署個人課税第1部門 ☎(52) ３１２１
（内線44）

介護や入院などの理由で購読を続けら
れなくなる可能性があります。
また、
解約
を申し出たときに、
景品の代金や違約金
を請求されるケースもありますので、
先
の見通せる範囲で契約しましょう。
契約期間の定めがある契約は、消費
者の都合で一方的に解約できないのが
原則です。契約をする前に購読できる
か慎重に考え、必要なければきっぱり
と断ることが大切です。
また、
高額な景
品はトラブルの元になりやすいため、
受け取らないようにしましょう。
状況によっては、クーリング・オフ
等ができる場合もあります。
困ったことや不安なことがありまし
たら、ご相談ください。相談は無料で、
電話でも受け付けています。
〈市消費生活相談〉
相談日＝祝日を除く毎週㈬・㈮
10時～12時、13時～15時
会場＝市役所１階相談室
相談電話＝☎（70）
０３４４
地域づくり課市民協働推進班
☎（70）
０３４２
▼

いないこと

き替え工事、外壁の張り替え

平成26年１月から、すべての事業者が記帳および帳
簿保存が必要となります。
これから記帳をしなければならない方、ぜひ参加く
ださい。
開催日

▼ ▼

心とする市内産業の活性化お

・市内に所有し、所有者自ら

や塗装工事など

▼▼▼▼

よび本市への定住促進を図る

居住している住宅であること

▼

た め、 市 民 が 市 内 の 施 工 業

※店舗等との併用住宅・マン

の環境に悪影響を与える悪質

な犯罪行為です。

不正軽油の流通を防止する

ため「買わない」、「売らな

い」、「使わない」を合言葉

に不正軽油の販売や使用の防

佐倉県税事務所軽油引取税課

止にご協力をお願いします。

☎０４３（４８３）１１１６

軽油引取税のお知らせ

◇軽油は県内で買いましょう

軽油引取税は、軽油を購入

した販売店の所在する県の収

入になり、教育・福祉・道路

整備などに使われます。

◇ＮＯ！不正軽油宣言

不正軽油の製造・販売・使

用は、軽油引取税の脱税だけ

ではなく、県民の健康や地域

年末調整等説明会の開催

東金税務署法人課税第1部門（源泉担当）
☎（52）３１２１（内線54）

安 全 安 心 コーナー
10月11日㈮～20日㈰までの10日間は
『安全で安心なまちづくり旬間』
県警では、
「 千葉県安全で安心
なまちづくりの促進に関する条
例」の理念に基づき、県民の関心・
理解を深めるため、毎年10月11
日～20日までの「安全で安心な
まちづくり旬間」に、自治体・防
犯協会などの関係機関・団体や
事業者、防犯活動に携わるボラン
ティアの方々と協力しながら、犯
罪の起こりにくいまちづくりを
目指した活動を行います。
東金警察署では、
「 安全で安心
なまちづくり旬間」に次のような
活動を実施します。
・街頭における防犯キャンペーン
・防犯ボランティアなどによる
防犯パトロール
・防犯教室、防犯座談会、出前防
犯講話の開催
・金融機関やコンビニエンスス
トアなどにおける防犯訓練

「犯罪のない安全で安心なまちづ
くり」を実現するために、本運動へ
のご理解ご協力をお願いします。
●今月の移動交番車開設日
セブンイレブン 10/2㈬10時～11時
10/18㈮14時～
季美の森店
15時
国保大網病院 10/3㈭10時30分
～11時30分
10/9㈬14時～15
主婦の店
時、10/28㈪14時
大網店駐車場 ～15時
ケーヨーデイツー 10/16㈬14時～
15時、10/28㈪
大網永田店
10時～11時
●合同防犯パトロール
大網小学校
10/24㈭15時
大網東小学校
10/31㈭15時
東金警察署 ☎（54）０１１０

▼助成対象となるリフォーム

者に依頼して個人住宅のリ

▼注意事項

工事

フォームを行う場合に、工事

ション等の集合住宅は、個人

・着工後の工事は申請できま

せん。

・市内の施工業者が行う工事

費の一部を助成します。

住宅部分のみ対象

万円以上の

市では、住宅関連産業を中

▼助成内容＝

1

記帳開始説明会

～新聞の訪問販売トラブル･･･長期契約に気を付けて！～
新聞の訪問販売に関する相談が後を
絶ちません。
中でも、
高齢の消費者に対
する長期契約の相談が目立っていま
す。
契約期間内の中途解約を認めず、
高
額な解約料や景品代を請求するなど、
長期契約に関わるトラブルが問題と
なっています。
◇事例
両親が老人ホームに入居することに
なり、新聞を解約しようと販売店に連絡
したところ
「解約するのなら、購読期間
が残り６年半あるので、契約時に渡した
景品代を返してほしい」と言われた。長
年同じ新聞を購読してきて、３年前に５
年間の契約をしたとき、景品としてテレ
ビをもらい、さらに１年半前にその後４
年間の契約をしたときは、約５万円分の
ビールをもらったらしい。
やむを得ない事情による解約なのに、
解約に１０万円近く掛かるのは納得で
きない。
高齢の両親が高額な景品代を返
すのは困難だ。
どうしたらよいか。
〈アドバイス〉
事例のように、
長期の契約をした後に、

・「交付申請」から「交付決

助成金の支払い

「住宅リフォーム補助金交付請求書」
の
提出後、
指定の口座に振り込みます。

1

回限りであ

▼

(70)

０３５５

内容を審査し、
「住宅リフォーム補助
金交付確定通知書」
を交付します。

20

住宅につき

助成金額の確定

・

▼

ること

実績報告

％の金額（１，

▼

工事完了後、
「 住宅リフォーム補助
金実績報告書」および添付書類を提
出してください。

10

補助対象工事費（消費税は

工事完了

除く）の

▼

定」まで３週間程度かかりま

工事は、必ず「住宅リフォーム補助
金交付決定通知書」受理後に着工し
てください。

・着工した年度の年度末まで

工事着工

☎

※発着時刻は目安ですので確定はしておりません
主催
〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-2-2
東日本旅客鉄道株式会社
（東京都知事登録旅行業第2-2743号）
・ 〒299-3244 大網白里市南玉21-7
JR大網駅／増倉 ☎（72）
００５４
企画政策課政策推進班 ☎（70）
０３１５

▼

０００円未満は切り捨て）

２ ホテル⇒バス⇒道の駅⇒吹割の滝⇒沼田 ( 昼
日 食＋りんご狩り ) ⇒高崎駅 (15:00 頃 ) →電車
目 →大網駅 (18:10 頃 )

交付決定通知

す。

１ 大網駅 (9:00 頃 ) →電車→高崎駅 (12:30 頃 ) ⇒
日
目 バス⇒まいたけセンター⇒水澤観音⇒ホテル

▼

に工事が完了すること

行程

「住宅リフォーム補助金交付申請
書」および必要書類を添付して申請
してください。

20

万円

今年は市制施行を記念して３年ぶりにお座敷電車市民号
「紅葉の姉妹町中之条町・四万温泉の旅」
を企画しました。
日時＝11月17日㈰～18日㈪
参加費＝３３，
５００円
募集人数＝先着１６０人（最小催行人員 １２０人）
宿泊先＝四万温泉四万やまぐち館

※助成金の上限は

交付申請

▼

興室

「大網白里市民号」

・ 産業振興課商工観光振

書類の記入方法、対象内容等を確認
してください。

・市が実施する他の助成制度

事前相談・確認

との併用がないこと

▼

▼交付条件

市制施行記念

・市内在住で、住民基本台帳

〈助成金受け取りまでの流れ〉

