
内  国税庁では、国民の皆様に租税の意義

や役割、税務行政に対する知識と理解

を深めていただくため、1年を通じて租

税に関する啓発活動を行っていますが、

毎年、11月11日から17日までを 「税

を考える週間」 として、集中的に様々な

広報広聴活動を実施しております。

本年は 「これからの社会に向かって」

をテーマとして、国税庁が新しく取り組

んでいる事項などを紹介し、税に対す

る理解を深めていただくことを目的と

しております。

なお、本年も新型コロナウイルスの感染

状況等によって、各種行事内容が変更

となる場合があります。

●諏訪税務署管内の行事予定

テレビ放送（ＬＣＶ-ＴＶ）

「クイズ！税金ゼミナール2022」

放送日時

「税を考える週間」中に複数回放送

主催

諏訪税務署管内納税関係団体連絡協

議会

●税務署長納税表彰式

開催日11月16日㈬

会場　諏訪税務署	3階会議室

主催　諏訪税務署

問 	諏訪税務署　☎52-1390（代表）

自動音声案内の「２」をお選びください。

時 	11月9日㈬～15日㈫

内 	「お出かけは　マスク戸締り　火の用心」

秋は空気が乾燥し火災が発生しやすい

時季となります。次の 「いのちを守る

10のポイント」 を参考に普段の生活の

中で火災予防を実践してください。

●いのちを守る10のポイント

【4つの習慣】

寝たばこは絶対にしない、させない。

ストーブの周りに、燃えやすいものを置かない。

こんろを使うときは、火のそばを離れない。

コンセントはほこりを清掃し、不必要な

プラグは抜く。

【6つの対策】

火災の発生を防ぐために安全装置の付

いたストーブやこんろを使用する。

火災の早期発見のために、住宅用火災

警報器を定期的に点検する。

寝具や衣類及びカーテンからの火災を

防ぐために、防炎品を使用する。

火災を小さいうちに消すために、住宅

用消火器を設置する。

お年寄りや身体の不自由な人は、避難

経路と避難方法を常に確保する。

防火防災訓練への参加により、地域ぐ

るみの協力体制をつくる。

問  消防課	消防係	☎72-2101（内線677）

内 	中小企業退職金共済制度（「中退共制

度」）は、中小企業退職金共済法に基づ

き設けられた中小企業のための国の退

職金制度です。	中退共制度を利用すれ

ば、安全・確実・有利で、しかも管理が

簡単な退職金制度が手軽に作れます。

○中退共制度なら・・・

・掛金の一部を国が助成。

・掛金は全額非課税。手数料も不要

・社外積立型なので、管理が簡単

・パートタイマーさんも加入

問  （独）勤労者退職金共済機構中小企業退

職金共済事業本部	☎03-6907-1234

i 税を考える週間i 秋の全国火災予防運動i ご存じですか？ 「中退共」 の
退職金制度

情報ネットワーク

時：日時 所：場所 内：内容 講：講師 対：対象 定：定員 ￥：料金 持：持ち物 申：申込方法 問：問い合わせ

広

　告

Event＆Lectures

イベント・講座

i AI乗合オンデマンド交通
｢のらざあ」講習会

時 	12月6日㈫、13日㈫、20日㈫

※上記のうち1日

【「のらざあ」のアプリのインストールと予約】

10時30分～12時30分

【「のらざあ」に乗ってみる】

13時30分～15時30分

所 	ワークラボ八ヶ岳

内  AI乗合オンデマンド交通 「のらざあ」 のア

プリのダウンロード、インストールと使い

方を学び、実際に予約して利用する講座

対 	茅野市在住の方で、3日間のうち1日

参加できる方

定 	各講座6名

￥ 	受講料無料（乗車料金は自分で負担）

持 	スマートフォン

申 	10月24日㈪～11月25日㈮までに電

話でお申し込みください。

問 	企画課　行革・デジタル係

☎72-2101（内線155、156）

＜茅野原稿データ＞

内  ゆずります

ロックミシン/ホームベーカリー/鏡台/

電子ピアノ

ゆずってください

七五三男児５才	羽織袴/整理ダンス/

草刈り機/ドラム式洗濯機

※	最新の情報はお問い合わせください。

※すでに交渉が成立している場合がありま

す。ご了承ください。

問 	茅野環境館　☎82-0040

ゆずりあおう
～不用品を活用し

　　あいましょう～

25

情報ネットワーク

広

　告

情報ネットワーク
要点のみを掲載しています。

詳しい内容は、各担当課・各施設・ホームページなどで

ご確認ください。

内  諏訪税務署では、一般的なご相談（制度

や法令等の解釈・適用についてのご相

談や手続案内など）を含め、直接、税務

署で相談を希望される方につきまして

は、事前予約によりお受けしています。

事前予約は、相談の前日までにお電話

でお申し込みください。

なお、以下の国税に関するご相談のう

ち、個別具体的なご相談につきまして

は、曜日を限定して受け付けいたします。

【源泉所得税に関する相談】

…毎週火曜日

【印紙税などの間接諸税に関する相談】

…毎週水曜日

【相続税・贈与税及び譲渡所得に関す

る相談】

…毎週木曜日

また、国税に関する一般的なご相談に

ついては、「国税局電話相談センター」

をぜひご利用ください。

問 	【相談の事前予約の方法】

諏訪税務署の代表電話52-1390にお

かけいただき、音声案内が流れました

ら 「2」 を選択してください。

【電話相談センターのご利用方法】

諏訪税務署の代表電話52-1390にお

かけいただき、音声案内に従ってご相談

内容に応じた番号を選択してください。

内 	個人事業税は、個人で製造業・請負業・

物品販売業・不動産貸付業・医業など

の事業を行っている方に課税される県

の税金です。

後期分の納付書を11月中旬に発送し

ますので、お手元に届きましたら、納期

限までに納めてください。

金融機関・県税事務所窓口での納付の

ほか、ペイジー納付並びに30万円以下

の納付額の場合はコンビニエンスストア

及びスマートフォン決済アプリ 「ＰａｙＰａ

ｙ」「ＬＩＮＥＰａｙ」がご利用いただけます。

また、新型コロナウイルスの影響によ

り、納税が困難な方につきまして、納税

の猶予制度が設けられています。原則、

納期限までの申請となりますので、お

早めにご相談ください。

問 	【課税についての問い合わせ先】

長野県南信県税事務所（伊那合同庁舎内）

☎0265-76-6807

【納税の猶予についての問い合わせ先】

長野県南信県税事務所諏訪事務所

（諏訪合同庁舎内）	☎57-2906

【納税の猶予制度について

（県ホームページ）】

時 	11月8日㈫、10日㈭、11日㈮

いずれも14時から約2時間

13時30分から受付開始

所 	8日㈫：諏訪市文化センター

10日㈭：岡谷市カノラホール

11日㈮：茅野市民館

内 	諏訪法人会および諏訪税務署の共催に

よる、年末調整説明会

対 	給与等の支払いをしている事業者等

定  各会場100名（定員になり次第締め切り）

※	出席者へは、法人会刊行の 「令和4年度わ

かりやすい年末調整実務ポイント」 を無料

配布いたします。有料の冊子 「年末調整の

しかた（2,200円）」の販売もございます。

申 	電話、ＦＡＸ、法人会のホームページか

ら申し込み

①諏訪法人会のホームページ

（QRコード）

②☎53－7810（諏訪法人会）

③ＦＡＸ57－0185（諏訪法人会）

問 	一般社団法人　諏訪法人会　

☎53-7810

i 諏訪税務署における相談の
事前予約

i 個人事業税（後期分）の納期
限は11月30日㈬です

i 令和４年分 源泉所得税
「年末調整説明会」 を開催します

Information

お知らせ
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ご家庭の廃棄物を有料で回収します
問　美サイクルセンター

　　 ☎72-2905

市内の廃棄物の不法投棄や野積みを減少させるため、日頃処理が難しい廃棄物の回収を行います。

と　き	 12月3日（土）

	 9時から11時まで（雨天決行）

ところ	 茅野市運動公園　第2駐車場（広場野球場前）

主　催	 美サイクル茅野（美化推進部会）

※	当日は会場の渋滞が予想されますので、運動公園内を一方通

行にします。係員の指示に従って移動してください。（右図参照）

回収品目、処理単価については下記のとおりです。

（金額は内税です）

ビニールシート（農業用） 1kg 70円

農業用マルチ 1kg 60円

ブルーシート 1kg 70円

ガラスくずおよび陶磁器くず 1kg 70円

石こうボード 1kg 120円

廃プラスチック 1kg 70円

建築廃材（木くず） 1kg 50円

紙くず（ふすま、クロス等） 1kg 70円

繊維くず 1kg 70円

ゴムくず 1kg 70円

網戸 1kg 60円

アルミサッシ（ガラス付き） 1kg 60円

断熱材（グラスウール） 1kg 350円

サイディング 1kg 70円

なみ板（樹脂製） 1kg 70円

畳 1枚 1,500円

ブロック（コンクリート製） 1kg 60円

コンクリート塊 1kg 60円

ボイラー 1kg 10円

ポリバス 1kg 110円

ノ
ー
マ
ル
・

ス
タ
ッ
ド
レ
ス

ホイル付

小・中タイヤ（普通車） 1本 700円

大タイヤ（小・中型トラック） 1本 1,100円

特大タイヤ（19.5インチ～大型車） 1本 1,900円

ホイル無

小・中タイヤ（普通車） 1本 600円

大タイヤ（小・中型トラック） 1本 1,000円

特大タイヤ（19.5インチ～大型車） 1本 1,500円

ス
パ
イ
ク

ホイル付

小・中タイヤ（普通車） 1本 1,300円

大タイヤ（小・中型トラック） 1本 1,500円

特大タイヤ（19.5インチ～大型車） 1本 2,200円

ホイル無

小・中タイヤ（普通車） 1本 900円

大タイヤ（小・中型トラック） 1本 1,100円

特大タイヤ（19.5インチ～大型車） 1本 1,800円

一輪車タイヤ（ホイル付き） 1本 600円

一輪車タイヤ（ホイル無し） 1本 400円

消火器（20型まで） 1本 1,300円

消火器（50型） 1本 45,00円

太陽熱温水器（屋根おき） 1個 5,000円～20,000円

便器　（陶器） 1台 2,000円〜

便器　（プラスチック） 1台 2,500円〜

バッテリー（鉛バッテリー以外のもの） 1台 150円

その他（品目によってはお受けできない物があります） 応相談

バイク 1台 500円

スクーター 1台 500円

鉄類 - 無料

ホーローバス - 無料

草刈り機（農業用） - 無料

農機具（耕運機） 1台 1,000円

農機具（トレーラー） 1台 500円

農機具（コンバイン） 1台 1,000円

テレビ15型以下 1台 2,600円～3,900円

テレビ16～21型以下 1台 3,700円～4,500円

テレビ22型以上 1台 4,100円～4,900円

冷蔵庫170㍑以下 1台 5,300円～6,900円

冷蔵庫171㍑～250㍑以下 1台 6,400円～7,500円

冷蔵庫251㍑以上 1台 6,900円～8,000円

洗濯機 1台 3,700円～4,500円

衣類乾燥機 1台 3,500円～4,300円

エアコン 1台 2,500円～3,500円

エアコン（ヤンマー製） 1台 11,000円

※	例年、持ち込まれる際に、混載（さまざまな種類を混ぜて載せている）が多く、降ろすのに手間取ってしまうことがあ

ります。なるべく同系統に整理して持ち込みをお願いします。

注）	◇	火薬、農薬、ペット砂（ねこ砂）などはお引き取りできません。また、アスベスト（石綿）やアスベスト含有建材（吹

きつけやスレート板など疑わしいものを含む）は持ち込まないでください。

	 ◇冷蔵庫の中身やファンヒーターの灯油、タイヤの泥等は取り除いてから持ち込んでください。

	 ◇会計済みの廃棄物をお返しすることはできません。

建築廃材類

タイヤ類

その他

機械類

農機具

家電製品

※お帰りは諏訪中央病院方向へお願いします

※家電リサイクル法対象品目
（テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機、エアコン）は運
搬料を含む。業務用エアコン・業務用冷蔵庫は、取扱い対象外。
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募集内容	 男女共同参画とロゴマークに似合う、親しみのあ

る愛称

性別に関係なく、誰もが学校や職場、家庭の中で

いきいきと生きる男女共同参画社会の実現を目

指す取組みを、よりPRしていくためのロゴマーク

の愛称

応募資格	 茅野市に在住、在勤、在学の小学生以上の方

応募規定	 愛称は、他のキャラクターやロゴマークに使われ

ていなく、他のコンテスト等に応募していない、自

作の未発表のものに限ります。一人何点でも応募

できますが、1枚の用紙には1点のみとします。

応募方法	 応募用紙に記入しご提出ください。応募用紙は、

茅野市ホームページからダウンロードできるほか、

商工課、生涯学習課、家庭教育センター等の施設

にあります。郵送、ファックス、Eメールによる応

募も受付します。

記入事項	 ①応募愛称、②郵便番号、③住所、④氏名（ふり

がな）、⑤年齢、⑥職業または学校名・学年、⑦電

話番号

※	ファックスで応募いただく際は、受信状況の確認のため、

商工課まで電話してください。

応募先	 男女共同参画推進会議事務局

【商工課（茅野市役所5階）】

☎72-2101（内線434）

FAX72-4255

E-mail　shoko@city.chino.lg.jp

【生涯学習課（茅野市役所4階）】

☎72-2101（内線633）

FAX82-0237

E-mail　shogaigakushu@city.chino.lg.jp

応募期限	 12月28日㈬（当日消印有効）

選考等	 採用1点を決定し、記念品を贈呈します。

また、ご応募いただいた方に参加賞を贈呈します。

その他	 ・ 	入賞した愛称は、茅野市のホームページ、広報

等において公表します。また、男女共同参画啓

発事業に使用します。

・	受賞者の氏名、学校名、学年を報道機関等に情

報提供することがあります。愛称の応募をもっ

て承諾を得たものとします。

主催	 茅野市男女共同参画推進会議

茅野市男女共同参画推進大会実行委員会

問　商工課　商業労政係

☎72-2101（内線434）茅野市男女共同参画ロゴマークの愛称募集

i 茅野市空き家なんでも相談会i 第260回　ほろ酔い勉強会

時 	11月17日㈭

14時～16時（1組30分程度）

所 	茅野市役所　議会棟1階　大会議室

内 	空き家のことを気軽に相談できる無料

相談会を開催します。

対 	空き家相談者

定 	9組

持 	空き家物件情報

※	Web会議システムでの参加を希望され

る方は別途ご相談ください。

※	申込時に空き家物件情報（住所等）を

あらかじめ確認します。

申  11月4日㈮までにお申し込みください。

問 	都市計画課住宅係

☎72-2101（内線538）

時 	11月16日㈬

14時～16時（開場は13時30分）

所 	諏訪中央病院　講堂

内  「運動不足解消・フレイル予防トレーニング」

「運動しなきゃ！」 と思うよりも 「今、

動いてないな」 と気づくことが大事！

一緒に体を動かしてみましょう！

講 	木村匡宏さん（子どもからトップアス

リートまでの競技をサポートするMTX

ACADEMY	チーフトレーナー）

￥ 	無料

申 	お電話または申込フォーム

（QRコード）にてお申し込

みください。

問 	諏訪中央病院総務課広報調整係

☎72-1000（内線1557）

i 令和４年度　人権講演会

時 	11月19日㈯　14時～15時30分

所 	諏訪市文化センター　ホール

内 	共生社会とは何か、障がいとは何かを

パラリンピック出場過程で学んだ独自

の視点による講演

講 	馬島　誠さん（2010バンクーバパラリ

ンピック　アイススレッジホッケー（パラ

アイスホッケー）銀メダリスト）

定 	200名（要事前申込・先着順）

※定員になり次第締め切り

￥ 	無料

申  10月3日からお電話または

申込フォーム（QRコード）に

てお申し込みください。

問 	諏訪市社会福祉課　社会係　

☎52-4141（内線231・236）
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