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自動車や二輪車などの各種手続きを忘れずに
３月 31 日までに所轄機関で手続きを！

普通自動車税および軽自動車税は、毎年４月１日現在で登録名義人である所有
者（割賦販売による購入の場合は使用者）に課税されます。
※普通自動車税は 5 月 31 日、軽自動車税は 4 月 30 日が納期限です。

税
金

【自動車税トラブル防止条３カ条】
1．抹消などの手続きは、３月 31 日までに行いましょう
　自動車を譲渡したり、下取りに出したり、廃車したりした場合には、必ず所轄
　機関で 3 月 31 日までに手続きしましょう。３月 31 日までに手続きが終了し
　ない場合、自動車税が課税されます。
2．転居したら、車検証の住所変更をしましょう
　住民票を異動しても車検証の住所は変わりません。所轄機関にて登録しましょう。
　やむを得ず手続きができない場合には、普通自動車税は県中地方振興局県税部、
　軽自動車税は市役所市民部税務課にご連絡ください。
３．納税証明書は車検証と一緒に大切に保管しましょう
　自動車の継続検査（車検）を受ける際には納税証明書が必要です。
　自動車税を納めたときに交付される領収書に納税証明書がついています。
　また、リサイクル券も次回の車検時や廃車時に必要となりますので、廃車時
　まで車検証と共に大切に保管しましょう。
※登録手続きを依頼した場合には、登録済みであることを必ず確認しましょう。
問【普通自動車の登録について】東北運輸局福島運輸支局(050-5540-2015
　　　　　　　　　　　  いわき自動車検査登録事務所(050-5540-2016

【普通自動車税について】県中地方振興局県税部課税第二課(024-935-1261
【軽自動車および二輪車などの登録について】
●原動機付自転車（125cc 以下）、小型特殊自動車（農耕用トラクターなど）
市民部 税務課 (81-2119 または各行政局市民課
●軽自動車、軽二輪車（125cc 以上 250cc 以下）
福島県軽自動車協会(050-3816-1837
●二輪の小型自動車（250cc 以上）  東北運輸局福島運輸支局 (050-5540-2015

【軽自動車税について】　市民部 税務課 (81-2119

福島県保育士・保育所
支援センターのご案内

保 　
育

県では、保育士の就職支援と保育所な
どの人材確保支援のため、県保育士・
保育所支援センターを開設しています。
●事業内容
　①有資格者（保育士）であるコーディ
　　ネータを配置し、就職を希望さ
　　れる保育士や職員を募集してい
　　る保育所から寄せられた相談へ
　　の支援や、就職に向けたマッチン
　　グ支援などを行う。
　②就職を希望される保育士向けの
　　就職支援説明会を開催する。
●場所
　福島県総合社会福祉センター内　
　福島市渡利字七社宮 111 番地
　※詳しくは、福島県社会福祉協議会
　　のホームページをご覧ください。
問福島県子育て支援課
　(024-521-8205

農家民宿開宿セミナー
を開催します

講 　
演

農家民宿を開宿したい方・興味のあ
る方を対象としたセミナーを開催し
ます。農家民宿開設についての講演
および市内で農家民宿を営む方によ
る事例発表を行います。参加料は無
料ですので、興味のある方は事前に
お問い合わせください。
●日時　2 月 13 日（火）
　　　　午前 10 時～午後 3 時 30 分
●場所　市役所 １階 多目的ホール
●講師　都市農山漁村交流活性化機構
　　　　花垣 紀之さん
●テーマ
　「農家民宿開業手続きのご案内」 ほか
●申込締切　2 月 5 日（月）
問産業部 観光交流課
　(81-2136

ｰお詫びと訂正ｰ
1 月号 21 ページに掲載しました田村
市議会議員一般選挙の立候補予定者
説明会の場所に誤りがありました。
訂正してお詫びいたします。

誤：市役所多目的ホール
正：市役所 201 会議室

30 年度田村市奨学資金申し込みのご案内

経済的な理由のため、高校や大学などへの修学が困難な方に奨学資金の申し込みを受け付けます。

申
込

貸付型
（卒業後に返済が必要）

給付型
（卒業後返済なし）

受付
期間 ２月 1 日（木）～３月 23 日（金）

１月 15 日（月）～ 2 月 23 日（金）
※入学予定の方は、受験前でも期限までに申請が必要
　ですので、早めにご相談ください。

対象
学校

高等学校（県内の学校のみ）・専修学校・各種学校
高等専門学校・短期大学・大学

大学・短期大学・高等専門学校（４年生、５年生に限る）
専修学校専門課程

要件

①市内に１年以上住所を有していること。
②品行が正しく学術に優れ、健康であること。
③経済的理由により修学困難。
④国・県・他団体から同種の貸付・給付を受けていないこと。
⑤過去に市の貸付を受けたことがないこと。
⑥所得金額が基準以下であること。

①市内に 3 年以上住所を有していること。
②品行が正しく学術に優れ、健康であること。
③経済的理由により修学困難。
④国・県・他団体から同種の給付を受けていないこと。
⑤市税等の滞納がないこと。
⑥市県民税が非課税の世帯に限ります。

金額

高等学校 自宅通学 月額 15,000 円

国公立
自宅通学 月額 20,000 円自宅外通学 月額 30,000 円

専修学校
各種学校
高等専門学校
短期大学

自宅通学 月額 20,000 円 自宅外通学 月額 30,000 円自宅外通学 月額 40,000 円
一時金 300,000 円

私立
自宅通学 月額 30,000 円

大学
自宅通学 月額 30,000 円
自宅外通学 月額 50,000 円 自宅外通学 月額 40,000 円一時金 600,000 円

奨学生
の決定 田村市奨学生審査会で決定（書類審査） 田村市奨学生審査会で決定

（書類審査、作文、面接による審査）
卒業後
の返済

卒業の月の３カ月後から、貸付を受けた月数の３倍の期間
で返済する。※連帯保証人が２人必要 なし

問・申教育部 教育総務課(81-1213　 FAX 81-1228

田村市立移中学校閉校
のお知らせ

閉 　
校

田村市立移中学校が、船引中学校と
の統合により、平成 30 年 3 月をも
って閉校となり、71 年の長い歴史
に幕を閉じます。
卒業生、地域の方々をはじめ、これ
までご支援ご協力賜りました皆様
に、深甚なる敬意と感謝を申し上げ
ます。
閉校式を下記の通り執り行いますの
で、お知らせします。
●日時　３月 23 日（金）
　　　　午前 11 時 30 分
●場所　移中学校 体育館

出張！ゴルゴ塾 　　 の授業講 　
演

移中学校閉校に伴い、お笑いコンビ ＴＩＭ ゴルゴ松本さんによる講演会およ
び閉校記念イベントを開催します。

「命」など漢字を体で表現するギャグでおなじみのゴルゴ松本さんが、漢字
の話、歴史の話など笑いを交えながら、「命」「言葉」「人生」「日本人」をテ
ーマに魂のこもった熱い授業を行います。
●日時　３月 24 日（土）
　　　　・出張ゴルゴ塾！命の授業
　　　　　午後 1 時 30 分～午後 3 時
　　　　・閉校記念イベント
　　　　　午前 10 時～午後 5 時
●会場　移中学校および体育館
●参加料　無料
●その他
　各公民館より直行バスを運行します
　のでご利用ください。
　発着時刻などは市政だより３月号で
　お知らせします。
問  【講演会】
　  田村市青少年健全育成市民会議（生涯学習課）(81-1215
　 【閉校記念イベント】
　  移中学校閉校記念イベント実行委員会 菊地　(090-2794-4657

▲タレント ゴルゴ松本さん

命
【確定申告書の便利な作成方法】

所得税、消費税および贈与税の確定
申告書の作成に当たっては、国税庁
ホームページの「確定申告書等作成
コーナー」（確定申告期間中は 24
時間利用可能）が便利です。作成コ
ーナーで申告書を作成して紙に印刷
し、税務署への郵送などにより提出
することができます。自動計算機能
により計算誤りが防止でき、申告書
作成会場に出向く必要がないなど、
納税者の皆さんのご負担も軽減でき
ますので、ぜひご利用ください。

【確定申告書作成会場】
●場所　南東北総合卸センター
●期間　2月16日（金）～3月15日（木）
　※設置期間が２月 16 日からとな
　　りますのでご注意ください。
　　なお、税務署内には申告書作成
　　会場を設置していません。
●時間　午後 9 時 30 分～午後 4 時
問郡山税務署　(024-932-2041

郡山税務署からの
お知らせ

税 　
金

除雪作業にご協力を
お願いします

除 　
雪

除雪作業は、なるべく早い時間帯
に実施するように努めていますが、
除雪・積雪状況などによって、時間
帯が遅れることがありますのでご了
承ください。
通学路など歩道除雪は、地域の皆さ
んの協力が必要です。
問建設部 建設課(81-2513
　各行政局 産業建設課

田村市教育実践報告会
を開催します　

「未来を担う人づくり」を目指した教
育推進の一環として、特色ある教育実
践の内容を発表します。
●日時　２月15日（木）　午後２時開会
●会場　市文化センター　
●対象者　保護者、地域の方々、教職員
●内容
　①幼・小・中連携ステップアップ
　　事業の取り組み（船引南中学校区）
　②人権教育の取り組み
　③学力向上に向けた取り組み
　④市学校教育指導委員の研究発表
問教育部 学校教育課(81-1214

教
育


