町

税

住民税／住民税の減免を受ける
には、所有する住宅や家財など
の総資産について、保険金など
台風や火災など災害で住宅や家財などに損害を受けたときには、
町税、県税、国税の該当する税金について、減免や納税猶予などの

で補てんされる金額を差し引い
た損害額が所有する総資産価格
（土地を除く家屋、家財の時価）

救済措置を受けられることがあります。次の機関にご相談ください。

の 10 分の３以上（損害額から

県

補てん額を引いた額÷家屋や家

税

国

税

財の時価≧ 30％）になる場合

災害で自動車が使えなくな

所得税／損害補てん金などで補

に対象となり、所得階層区分に

り、廃車処分や修理を行った場

てんされる金額を上回る損害を

より軽減されます。

合は自動車税が、また廃車後に

受け、一定の条件に当てはまる

固定資産税／損害の程度が当該

従前と同等クラス（同等クラ

人は、確定申告で「所得税法に

固定資産の価額（土地、家屋ま

ス以下含む）の自動車を購入

定める雑損控除」または「災害

たは償却資産の時価）の 10 分

する場合に自動車取得税が、一

減免法に定める所得税の軽減控

の２以上（当該資産の修理費

定の要件を満たした場合に減免

除」を受けることができます。

など÷被災資産ごとの時価≧

などの措置を受けることができ

控除を受けるためには、次の書

20％）の価値を減じた場合に

ます。個人事業税、不動産取得

類が必要です。

減免の対象となります。

税も一定の要件に該当する場合

必要書類／①罹災証明書（函南

国民健康保険税／災害により生

は、財務事務所への申請により、

町総務課で発行します）
、②損

活が著しく困難になった場合に

減免などの措置を受けられる場

害金が分かる書類、③災害など

対象となります。

合があります。

に関連してやむを得ない支出を

※各税目とも、これから納期限

問合先／自動車税について：沼津財

した金額の領収書、④保険金な

が到来する分が対象です。災害

務事務所 自動車税課（920-2019）、

どによって補てんされた金額の

にあった場合は早めにご相談く

自動車取得税について：沼津財務事

分かる書類

ださい。

務所 自動車税分室（966-0626）、

※詳しくは三島税務署へお問い

問合先／固定資産税について：函南

個人事業税について：沼津財務事

合わせください。

町税務課 資産税係（979-8108）、

務所 直税第１課（920-2030）、

問合先／三島税務署

住民税と国民健康保険税について： 不動産取得税について：沼津財務

個人課税

第一部門（987-6715）

函南町税務課 町民税係（979-8109） 事務所 直税第２課（920-2033）

フリーマーケット

お財布にも地球にも

日︵ 日 ︶

やさしいエコ︑フリー

月

14

マーケット︒お気軽に

日時／

時※雨天中止

12 11

ご来場ください︒

９時〜

場所／函南町役場東側

大駐車場

︻出店者を募集します︼

50

対象／町内在住者

募集区画／ 区画︵１

団体につき１区画︑先

着順︶

出店料／５百円︵当日

徴収︶

その他／営業目的の参

加はお断りします︒飲

27

食物の販売・配布は禁

10

止します︒

月 日︵水︶

分 以 降 に︑ 環

申込み／

８時

境 衛 生 課︵ ９ ７ ９ ︲

８１１２ ︶へ電話でお

申し込みください︒

30
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in 沼津 2010
御用邸記念公園の一角にしつら

700 円、アマチュアステージ２日
間共通 1,000 円、プロステージ各

伊豆

沼津

Japan Art Festival

修善寺虹の郷
特別優待デー

日 2,500 円、アマ・プロ全ステー
ジ２日間共通 5,000 円（全席自由）

修善寺虹の郷は、日ごろの感謝

えた竹のインスタレーション（展

９月 18 日（土）チケット発売開始

を込めて、函南町民のための特別

示空間全体を使った三次元的表

出演者（プロ）／ 11 月 20 日（土）

優待デーをご案内します。

現。空間全体が作品となる手法）

中本マリ＆ピアノトリオ、11 月

日時／ 10 月 10 日（日）９時〜

に囲まれたステージで、日本の伝

21 日（日）佐山雅弘クインテッ

16 時※最終入園時間 15 時 30 分

統芸能が華やかに演じられます。

ト “RED

料金／一律 200 円（通常：大人

日時／ 10 月 1 日（金）〜 11 月 17 日（水）

問合先／韮山時代劇場（949-8600）

ZONE”

1,000 円、子ども 500 円）

９時〜 16 時 30 分

入園方法／免許証、健康保険証など

場所／沼津御用邸記念公園

の住所が特定できるものを窓口に提

入場料／

示して現金をお支払いください。

問合先／ NPO 法人沼津観光協会

問合先／修善寺虹の郷

（964-1300）

（0558-72-7111）

In

伊豆の国

日時／ 10 月 23 日（土）

長泉

伊豆の国

リサイクル祭り

高木綾子・曽根麻矢子

フルート・チェンバロ デュオコンサート
長泉町制施行 50 周年を記念し
たコンサートです。フルートと

場所／韮山時代劇場ひだまり広場

チェンバロの優しい響きをご堪能

内容／リサイクル品無料配布（整

ください。

理券８時 30 分〜、先着 500 人）
、

日時／ 12 月 26 日（日）

フリーマーケット（雨天中止）
、

開場 13 時 30 分、開演 14 時

日 時 ／ 11 月 20 日（ 土 ）、11 月

生ごみ堆肥で野菜づくり、ペット

場所／ベルフォーレ

21 日（日）アマチュアステージ：

ボトルのフタはずし選手権、リサ

入場料／一般 2,500 円

各日開場 12 時、開演 12 時 30 分

イクル品抽選会（11 時〜、13 時

下 1,000 円（全席指定）９月 18

プロステージ：各日開場 18 時 15

30 分〜）、竹細工教室、マイバッ

日（土）チケット販売開始

分、開演 18 時 45 分

グ工作、模擬店など

その他／未就学児は入場すること

問合先／伊豆の国市クリーン課

ができません。

伊豆の国

９時〜 14 時

韮山時代劇場
ジャズフェスティバル

場所／韮山時代劇場

大ホール

入場料／アマチュアステージ各日

（949-6805）

information の行事は、変更になる場合があります。
参加される場合は必ず各市町にお問い合わせください。
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高校生以

問合先／ベルフォーレ（989-0001）

