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水道料金の口座振替日と検針票が変わります

平成28年度臨時福祉給付金 障害・遺族基礎年金受給者向け給付金

　１０月１日から水道料金システムの更新に伴い、水道料金の口座

振替日と水道ご使用水量のお知らせ（検針票）が変わります。

　皆さんのご理解とご協力をお願いします。

変 更 前 変 更 後

振替日 毎月８日 毎月１５日

再振替日 毎月２２日 翌月５日

●口座振替日

　９月分の請求から、初回は１５日、再

振替は翌月５日に変更します。

●水道ご使用水量のお知らせ

　（検針票）

　１０月の検針から検針票のレイ

アウトが変わります。

変更点

・横型から縦型に変更

・お知らせする内容に前月と前

年同期の使用水量を追加表示

●問い合わせ先

　水道お客さまセンター

　　☎２５−５２１１

　監理課料金係

　　☎２５−５２１２

※振替日が土・日曜日、祝日の場合、

振替は翌営業日になります。

《今後の口座振替予定日》

９月　振替分　９月８日（木）現在のとおり
９月再振替分　９月２３日（金）　　〃
１０月　振替分　１０月１７日（月）新振替日
１０月再振替分　１１月７日（月）　　〃
１１月　振替分　１１月１５日（火）　　〃
１１月再振替分　１２月５日（月）　　〃

　消費税率引き上げによる負担を緩和する

ため、所得の少ない人に対し、臨時的な措

置として給付金を支給します。

支給対象者

　平成２８年１月１日において、観音寺市に

住民登録がされており、平成２８年度分の市

民税（均等割）が課税されていない人

　ただし、課税されている人の扶養者や専

従者、生活保護の受給者などは対象外

給付額

　支給対象者１人につき３千円（１回限り）

申請期間

　９月１３日（火）～平成２９年１月１３日（金）

　（当日消印有効）

申請方法

　申請書に必要事項を記入し、書類を添え

て、同封の返信用封筒で郵送（申請書は９

月上旬に、支給対象となる可能性がある人

に郵送します）

　申請は原則郵送ですが、

専用窓口で申請をする場

合は次のとおりです。

●申請受付専用窓口

９月１３日（火）～３０日（金）午前１０時～午後

３時（土・日曜日、祝日を除く）

●受付場所

　市役所２階エレベーターホール

支給時期

　１１月中旬以降

　支給決定者には支給決定通知書を送付し

ます。詳しくは、そちらで確認してください。

問い合わせ専用ダイヤル

☎０８７５−２３−３９８１

　「一億総活躍社会」の実現に向け、賃金引

き上げの恩恵が及びにくい所得の少ない年

金受給者を対象とした給付金を支給します。

支給対象者

　平成２８年度臨時福祉給付金支給対象者の

うち、平成２８年５月分の障害基礎年金、遺

族基礎年金等を受給している人

　ただし、高齢者向け給付金を受給した人

は対象外

給付額

　支給対象者１人につき３万円（１回限り）

社会福祉課福祉総務係　☎２３−３９３０
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萩まつり

萩原寺　９月１８日（日）、２２日（祝・木）

萩の丘公園　９月２２日（祝・木）

午前１０時～午後４時

問い合わせ先　萩まつり実行委員会事務局

　　　　　　　（商工観光課）　☎２３−３９３３

第３１回

　萩原寺会場では、約２千株の

萩の花を愛でながら、茶席や琴

の演奏、骨とう市などが楽しめ

ます。萩の丘公園会場では、大

野原小学校マーチングバンドの

演奏、ステージショーや郷土芸

能などの多彩なイベントの他、

青空市が開催されます。
▲ジャックと０

おはやし

８８４クン

▲スーパーカーや
　ヴィンテージカーの展示

　陸上競技男子棒高跳び
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 選手

　７月１８日、荻田大樹選手（観音寺市出身）

の壮行会が大野原会館で行われ、約６５０人

が活躍を願い、エールを送りました。

　予選に合わせて８月１４日に開かれたパブ

リックビューイングでは、約４００人の市民

がスティックバルーンを手に一丸となり大

きな声援を送りました。惜しくも決勝進出

とはなりませんでしたが、会場からは惜し

みない声援と拍手が送られました。

さらなる活躍を期待しています

市民会館開館記念冠事業

リオデジャネイロ
　　　　　オリンピック

2016

市民会館利用申し込みを
受け付けています

市民会館建設工事進捗状況

　受付方法や空き状況など詳しくは、問

い合わせてください。

申し込み・問い合わせ先

　市民会館準備事務所（文化振興課内）

　　　　　　　　　　　☎２３−３９３９

　午前９時～午後５時

　（土・日曜日、祝日を除く）

　現在は大ホール、小ホールの建物と舞

台の建設、多目的ホールの改修工事を進

めています。

　工事期間中は、ご迷惑をおかけします

が、ご理解とご協力をお願いします。

　　　　問い合わせ先

　　　　　文化振興課　☎２３−３９４３

　冠事業とは、平成２９年４月１日に開館する市民会館を開館

前に広くアピールすることを目的に、市内で活動している文

化芸術団体が、指定する冠称を付け実施する事業のことです。

今月の予定
●盆栽展

日時　９月１７日（土）、１８日（日）　午前９時～

場所　働く婦人の家相談室

主催　観音寺小品盆栽会

問い合わせ先　同事務局　☎０９０−５１４５−１４６１

●第２８回歌声きっ茶＆お月見コンサート

日時　９月２４日（土）　午後７時～　※有料　

場所　旧五郷小学校体育館

主催　観音寺音楽協会

問い合わせ先　同事務局　☎２５−２４３２

●四国岳風姉妹交歓吟道大会

日時　９月２５日（日）午前９時～

場所　観音寺グランドホテル

主催　日本詩吟学院香川岳風会

問い合わせ先　同事務局　☎５４−３３４０

２次募集を行っています
　詳しくは市ホームページ（くらしの情報→教育・文化→文

化・芸術）で確認または、下記へ問い合わせてください。

　受付期間　９月１２日（月）まで

　申し込み・問い合わせ先

　観音寺市民会館開館記念事業実行委員会

　（文化振興課内）☎２３−３９４３
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　マイナンバーカードを利用して、コンビニエ

ンスストアの店舗内にあるマルチコピー機から、

住民票の写しや印鑑登録証明書などの各種証明

書が取得できるようになります。

■開始時期、利用時間

平成２９年４月開始予定（具体的な日程・
利用時間等は決まり次第、広報かんおんじや

市ホームページ等でお知らせします）

■取扱店舗　

全国のセブンイレブン、ローソン、サークル

Ｋサンクス、ファミリーマート

■発行できる証明書　

住民票の写し、住民票記載事項証明書、印鑑

登録証明書、戸籍証明書（現在戸籍のみ）、戸

籍の附票の写し（現在戸籍の附票の写しのみ）

■必要な物　

マイナンバーカード（顔写真付き）

※サービスの利用には、利用者証明用電子証

明書を搭載したマイナンバーカードが必要

　住基カードは利用不可

　市民の皆さんが納付した税金は、福祉、教育、

環境、防災などの身近な行政サービスや事業を

実施する上での大切な財源です。税金を滞納す

ると、財政を圧迫し、住民サービスに支障をき

たすだけでなく、納期限内に税金を納めている

多くの市民の皆さんとの公平性を欠くことにな

ります。

日　　時　１０月１９日（水）午前９時２０分観音寺港

集合　午後４時解散予定

内　　容　四国中央市と三好市の皆さんと交流

しながら「瀬戸内国際芸術祭２０１６」

伊吹島のアート作品鑑賞や伊吹島の

歴史などを巡るツアー（希望者）

　　　　　または島内自由散策

料　　金　１，５００円（昼食代）

申込期限　９月２３日（金）午後５時必着

定　　員　各市２０人程度

　　　　　（申し込み多数の場合は抽選）

　歴史的なまち並みに残る古民家

カフェでおいしいランチやスイーツ、

ご当地クイズなど盛りだくさん。

素晴らしい出会いを見つけませんか。

日　時　１０月２３日（日）午前１０時３０分～

　　　　（午前１０時受付開始）

場　所　スペースきせる　ほか

　　　　（三好市池田町マチ２４６７番地１）

対　象　２５歳から３９歳ぐらいまでの独身男女

定　員　男性１５人　女性１５人

　　　　（申し込み多数の場合は抽選）

参加費　男性２，５００円　女性２，０００円

伊吹島会場　１０月８日（土）～１１月６日（日）

秋会期

①観音寺市実行委員会ボランティア募集
　伊吹島で芸術祭が開催される期間中、観音寺市内でボラ

ンティアスタッフとして活動してくれる人を募集します。

　作品№１６７
みかんぐみ＋
　明治大学学生

イリコ庵

※伊吹島内でボランティアを希望する人は「瀬

戸内国際芸術祭サポーターこえび隊」に登録

してください。

　こえび隊の申し込み・問い合わせ先

　特定非営利活動法人瀬戸内こえびネットワーク

　☎０８７−８１３−１７４１

　ホームページ　ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｋｏｅｂｉ．ｊｐ／

②臨時駐車場および会期中のシャトルバス
臨時駐車場

有明グラウンド

（１０月１５日（土）、１６日（日）は、秋祭りのため、

観音寺幼稚園駐車場に変更）

シャトルバス

○ＪＲ観音寺駅⇔観音寺港

○道の駅「ことひき」⇔観音寺港

　（１０月１５日㈯、１６日㈰は観音寺幼稚園駐車場発着）

問い合わせ先　商工観光課　☎２３−３９３３

活動
期間

１０月８日（土）～１１月６日（日）のうち、可能な日時
午前（８：３０～１３：００）
午後（１３：００～１７：００）

活動
内容

・ＪＲ観音寺駅構内での来場者サポート（無料送迎バス
への誘導、市内案内、アンケートの配布・回収など）

　（事前の説明会で活動内容等の資料を渡します）

条件

・平成２８年４月１日現在で満１５歳以上
　（高校生は学校を通じて募集）
・業務にあたり、観音寺市実行委員会からのボランティ

アマニュアルや連絡事項等を遵守すること

待遇等
・活動は無償、交通費や飲食費などは個人負担
・ボランティア保険が適用されます（個人負担なし）
・スタッフ用帽子を支給します

問い合
わせ先

瀬戸内国際芸術祭　観音寺市実行委員会（商工観光課内）
☎２３−３９３３　Ⓕ２３−３９５６

申し込み・問い合わせ先

　申込事業名「３市交流事業」と記載、住所、

氏名、年齢、電話番号（持っている人は携帯電

話番号）を記載し、はがきまたは、メール、フ

ァックスで申し込んでください。

　〒７６８−８６０１

　（住所記載不要）

　観音寺市企画課企画調整係

　☎２３−３９１７

　Ⓕ２３−３９２０

　ｋｉｋａｋｕｃｈｏｓｅｉ＠ｃｉｔｙ．ｋａｎｏｎｊｉ．ｌｇ．ｊｐ

申し込み　往復はがきで申し込んでください。

往信面　㊧〒７７８−８５０１

　　　　　三好市池田町シンマチ１５００番地２

　　　　　三好市地方創生推進課　宛て

　　　　㊨白紙

返信面　㊧自分の郵便番号・住所・氏名

　　　　㊨イベント名「四国まんなかｄｅ愛イベント」

　　　　　自分の郵便番号、住所、氏名（フリガナ）、

性別、年齢、携帯電話番号、職業

申込期限　１０月６日（木）必着

申し込み・問い合わせ先　

　三好市企画財政部地方創生推進課

　☎０８８３−７２−７６０７

四国まんなか交流協議会 （三好市・観音寺市・四国中央市）３市交流事業

瀬戸内国際芸術祭2016 伊吹島アートを巡る旅

四国まんなか de 愛 イベント
～うだつカフェで素敵な出会いを見つけませんか！～

■マイナンバーカードを取得するには

通知カードと一緒に送付している申請書に、

顔写真を貼り、返信用封筒に入れ、ポストに

投函してください。また、スマートフォンで

顔写真を撮影し、申請書のＱＲコードを読み

取り、オンラインでの申請も可能です。

市から交付通知書が

届いた後、市民課窓

口でカードを受け取

ってください。

※申請から交付まで、

　２カ月程度かかる場

　合があります。希望する人は、早めの申請を

お勧めします。

【申請書の再発行】

申請書の紛失や住所等に変更があった場合、

新しい申請書を渡しますので、市民課窓口ま

で取りに来てください。

■問い合わせ先　市民課　☎２３−３９２４

◆滞納整理の取り組み

　財源を確保し、納税モラルの向上を図るた

め、市では、県や三観広域行政組合と連携し、

９月から１２月までを県内一斉の「滞納整理強

化期間」と定め、滞納となっている税金につ

いて、財産の差押えを中心とした滞納整理に

集中的・積極的に取り組みます。

　納期限までに納付していない人には、督促

状や催告書により自主納付をお願いしていま

す。それでも、納付していない滞納者に対し

ては、預貯金や不動産の保有状況の調査、勤

務先や取引先への支払い状況の調査などの財

産調査を行った上で、預貯金や給与等を差し

押さえて取り立てます。

　市税の納め忘れがないかもう一度確認し、

もしあれば早急に納付してください。

各種証明書のコンビニ交付サービスに向けて

９月～12月は「滞納整理強化期間」です
許さない！滞納！　 税務課徴税係☎２３－３９２２

滞納整理の流れ

納期限を過ぎると

それでも納付がないと

完納にならないと

　勤務先への給与照会や給与等の差し押え

を積極的に行います。

納税通知書送付

督促状・催告書の送付

財産調査（本人の承諾は必要としません）

滞納処分（差押え）

取り立て・税金に充当
差押え

差押え

売却
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