▼ ▼

に︑休日︑夜間の納付相談窓口を

町村民税の社会保険料控除対象に

としない場合で︑ほとんどの場合

介護保険料︑後期高齢者医療保険

る対象は︑町税︑国民健康保険料︑

納付に関する相談を受けたまわ

民年金保険料︶控除証明書﹂とし

年金保険料額を﹁社会保険料︵国

険者の方が１年間に納付した国民

年金機構は︑毎年 月上旬に被保

なります︵納付額の全額︶︒日本

控除額は変わりません︒しかし次

料︑公営住宅使用料︑下水道使用

開設します︒

▼

平成 年から同 年末までに入

の条件に当てはまる場合は︑前年

て皆さまにはがきでお知らせして

居された方は︑町に申告する場合

の所得税を申告すると税源移譲前

料︑保育料などです︒

得︵原稿料収入等︶があり︑平均

得金額がある③変動所得︑臨時所

退職所得金額がある②課税山林所

①課税総所得金額のほかに課税

差し押さえ︑不動産︑動産の公売

場合には︑給料︑銀行預金などの

ら財産調査を実施し︑財産がある

納付相談がない場合は︑残念なが

税︑各種負担金の納付︑または

告してください︒

に︑この控除証明書を添付して申

社等が発行する控除証明書と同様

告する場合は︑民間の生命保険会

います︒税の社会保険料控除を申

月 日までの間に納付した国
民年金保険料の額を証明する書類

ら

この証明書は︑毎年１月１日か

など滞納処分を実施することもあ

となるものです︒証明内容は︑今

りますのでご留意願います︒
厳しい状況の中生活費の一部を

す︒

節約して納付してくださる方︑納

年１月から９月

当てはまる方は同 年３月

までに住宅借入金等特別税額控除

付された国民年金保険料額と︑年

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼
所得税の住宅ローン控除に係る

日時

月

午後５時︑同月 日︵月︶午後
５時 分〜同８時

場所 役場１階税務課︵４番窓口︶

内に納付が見込まれる納付見込み
額です︒
年の途中から国民年金に加入し
た場合︑または 月１日から 月

日までの間に初めて保険料を納

付した方は︑翌年２月上旬に日本
年金機構から同様の証明書が送付

人だけではなく︑その世帯の世帯

国民年金保険料は︑被保険者本

されます︒
各種届け出は住民室︵内線１１

主及び配偶者が連帯して納付する
義務があります︒

付額の全額になります︒年末調整︑

得税等の控除対象となるのは︑納

納付できないケースが増えていま

国民年金保険料は︑所得税︑市

ご家族の国民年金保険料を一緒
年末調整︑確定申告は
﹁社会保険
料︵国民年金保険料︶控除証明書﹂ に納付した場合︑納付した方の所
限内納付をできなかった方を対象

を

１１６︑１１７︶

２︶︑住宅のことは住まい室︵同

定住促進課から

日までの間に納

付計画で毎月決まった額を納入し

確定申告︑年末調整の手続きは今

日︵日︶午前９時〜

てくださる方もいます︒ぜひご相

住宅ローン控除の適用を受けるこ

税の住宅ローン控除が適用されま

談ください︒

申告書を作成し︑同年１月１日現

能額︑居住開始年月日を正しく記

せん︒ご確認の上︑記載がない場

方はご相談ください︒

とになります︒①〜③に該当する

年税制改正で申告を不要とする

期限までに申告されない場合は︑

提出する必要があります︒

在の住所地の市区町村へ申告書を

日

課税の適用を受ける場合︱などで

額が多くなる可能性があります︒

の税率計算をするため︑税額控除

▼

年どちらか選択

▼ ▼

住宅ローン減税の効果を確保で
きるように所得税の住宅ローン控
年︑

除の控除率を引き下げる一方︑控
除期間を
できる特例措置が設けられている
ためです︒
控除額︵①②のいずれか少ない額︶
①所得税の住宅ローン控除可能額

入園説明会は来年２月17日（木）の予定です。
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年末までに入
のうち所得税において引ききれ
なかった額
に５％を乗じて得た額︵限度額

②所得税の課税総所得金額等の額

７．お問い合わせ
11

税務課から
お問い合わせは税務収納室︵内
線１２１︑１２２︶

年から同

個人の町・道民税住宅ローン控除
平成

について
居し︑所得税の住宅借入金等特別
税額控除︵以下住宅ローン控除︶
を受ける方で︑所得税から引きき
れない額がある場合︑翌年度の個
９万７千５００円︶
控除適用するには
▼年末調整で所得税の住宅ローン
控除を受けた方
給与所得者の方が個人町・道民
税の住宅ローン控除適用を受ける
には︑毎年１月ごろに配布される
﹁給与所得の源泉徴収票﹂の﹁適

６．その他
31

人町・道民税︵所得割︶から控除
される制度があります︒住宅ロー
ン控除の適用にあたって町への申
告は不要です︵初めて住宅ローン

年末までに入居

控除の適用を受ける方は確定申告
年から同

が必要です︶︒
同

12
す︒そのため各種の公的負担の期

町税︑各種使用料などを期限内

します

税の休 日 ︑夜 間 納 付 相 談 を 開 設

までと変わりません︒

記載がない場合︑個人町・道民

●短時間型 長時間型保育料を基本として保育日数と
保育時間を考慮して定めています。
●長時間型 国から示される保育所徴収基準額表を
準用し、前年分（22年）所得税額、または前年度
（22年度）町民税額と児童の年齢区分によって料
金を定めています（22年度の保育料は、国から示
される保育所徴収金基準額表の95％以内。各階層
区分を細分化して負担の軽減を図っています）。
20

し︑個人町・道民税の住宅ローン

15

載する必要があります︒

用﹂欄に住宅借入金等特別控除可

23

合はお勤め先の給与担当部署へお
問い合わせください︒
住宅ローン控除を申告する場合︑

▼確定申告される方
その確定申告をもって個人町・道
民税の住宅ローン控除を適用しま
す︒
申告上の注意

幼児センター（西４号北８番地）☎82−3400
（Fax82−4660）
12

年度まで

年に入居され

12月13日（月）から同月27日（月）まで。時間は
午前８時半から午後５時（日・祭日除く）。定員に
達していない場合は、募集期間以降も随時募集。
11

５．保育料
19

30

10

12

15

控除を受ける方は︑同
年度は町

は町への申告が必要でしたが︑こ
の制度創設に伴い︑同

年末までに入

年末まで︑ま

へ の 申 告 が 原則不要に な っ て い ま
す︒

年から同

年から同

控除対象になる方
平成
たは同

年分以降の所得税の住

年または同

しきれなかった額がある方です︒
平成

た方は個人町・道民税からの住宅

３．募集期間

入園資格 町内に居住をしている幼児で、満３歳から
同５歳までの幼児（23年４月１日現在）
募集予定
３歳児37人（定員50） ４歳児４人
（同） ５歳児８人（同）（11月1日現在）
保育年齢別の区分 ❶３歳児「19年４月２日から20
年４月１日まで生まれ」❷４歳児「18年４月２日
から19年４月１日まで生まれ」❸５歳児［17年４
月２日から18年４月１日まで生まれ］
早朝保育（午前７時半〜同９
保育内容・保育時間
時） 通常保育（午前９時〜午後１時半） 預かり
保育❶開園日（月〜金曜日） イ．午後１時半〜同
４時 ロ.午後１時半~同５時❷閉園日（土曜日、長
期休み） イ．午前９時〜午後１時半 ロ．午前８
時〜午後５時（事情によって最長午前７時半〜午後
５時まで）
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ローン控除の適用はありません︒

４．申し込み方法
２．長時間型
18

日から19年４月１日まで生まれ❻５歳児「17年４
月２日から18年４月１日まで生まれ」
早朝保育（午前７時半〜同８
保育内容・保育時間
時） 通常保育（午前８時〜午後４時） 時間外保
育（午後４時〜同６時半） 延長保育（午後６時半
〜同７時）※就労時間によって最長午前７時半〜午
後７時まで 障がい児保育（午前８時〜午後４時）
＝保育に欠ける障がい児で、健常児とともに保育す
ることが望ましく、集団保育が可能で日々通園する
ことができる特別児童扶養手当の支給対象児。入園
にあたって入園判定委員の意見を聞きます。

１．短時間型

入園を希望される方は、幼児センター所定の入園申
込書に必要事項を記入して幼児センターにお申し込
みください。22年分所得税額（22年分源泉徴収票）
または22年度町民税額を証明できる書類、その他
必要な証明書等を提出していただきます（所得税額
が確定していませんので、所得税額が分かる書類は、
後日提出）。
入園資格 小学校就学前の児童で、保護者のいずれも
が以下の用件に該当するため児童を保育することが
できないと認められる場合（保護者と別居している
場合には乳幼児の面倒を見ている者）
❶昼間に居宅外で労働することを常態である❷昼
間に居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労
働をすることが常態である❸妊娠中であるか出産後
間もない❹疾病や負傷した場合、または精神や身体
に障害がある❺長期にわたり疾病の状態にあるか、
または精神や身体に障害のある同居の親族を常時介
護している❻震災、風水害、火災、その他の災害復
旧に当たっている❼前項に類するもので町長が特に
認めたもの
募集予定（11月１日現在）
０歳児
12人（定員
12） １歳児12人（同24） ２歳児11人（同30）
３歳児若干名（同19） ４歳児若干名（同18）
５歳児若干名（同17）※定員は120人（年齢別の
定員は目安。０、１、２歳児は定員を超えた場合、
保育実施基準による選考を行って優先順位を決め、
入園を決定する場合があります）。
保育年齢別の区分 ❶０歳児「生後６カ月経過後の乳
児」❷１歳児「21年４月２日から22年４月１日ま
で生まれ」❸２歳児「20年４月２日から21年４月
１日までに生まれ」❹３歳児「19年４月２日から
20年４月１日まで生まれ」❺４歳児「18年４月２
31

21

22

21

幼児センター「ももんがの家」

宅ローン控除を受けた方で︑控除

居し︑同

25 18

15

幼児センター「ももんがの家」
では、来年度の入園希望者を募集します。
入園を希望される方は、所定の申し込み用紙に必要事項を記入の上、期日までに
お申し込みください。現在入園されている園児の場合手続きは不要です。
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10

23年度新入園児を募集します
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