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　平成19年度分の、確定申告に関する税
務署窓口での相談および申告書の受付期間
は次のとおりです。
※還付申告は1月から受け付けています。
所得税▶2月18日月～3月17日月
消費税、地方消費税▶3月31日月まで
贈与税▶2月1日金～3月17日月
　申告書は自分で作成し、お早めの提出を
お願いします。なお国税庁ホームページの
「確定申告書作成コーナー」では、画面に基
づき収入金額などの必要項目を入力するこ
とによって、申告書が簡単に作成できます。
作成した申告書はそのまま税務署に提出で
きますので、ぜひご利用ください。
【納税期限のお知らせ】
所得税　3月17日月まで
消費税及び地方消費税（個人事業者）
3月31日月まで
贈与税　3月17日月まで
※「振替納税」をご利用の人は、所得税は
4月22日火、消費税および地方消費税（個
人事業者）は4月24日木が振替日です。
問 田川税務署個人課税部門　☎44-0430

　田川交通安全協会 金田・赤池・方城支部
からのお願いです。新年を迎え、飲酒の機
会が多いことと思いますが、ハンドルキー
パー運動を実施し、「飲んだら乗らない！」
「乗るなら飲まない！」「乗る人には飲ませ
ない！」の「3ない運動」を心がけてください。
一人ひとりの安全運転と、飲酒運転撲滅へ
のご協力をよろしくお願いします。
　また、田川交通安全協会の加入にも、ご
協力をお願いします。
問 田川交通安全協会　☎42-2476

　最近特に増加している「職場のいじめ、
セクシュアルハラスメント」の集中相談会
を開催します。ひとりで悩まず、ご相談く
ださい。相談無料。秘密は厳守します。
日時　1月21日月～23日水
　　　9時～17時15分（23日は20時まで）
場所　福岡県筑豊労働福祉事務所
　　　（飯塚市立岩・飯塚総合庁舎内）
問 福岡県筑豊労働福祉事務所
　 ☎ 0948-22-1149

　1月19日土は、司法書士による特別相談
を実施します。相談料は無料です。
❶日時　1月5日土10時～15時
　会場　赤池コスモス保健センター
❷日時　1月12日土10時～15時
　会場　方城福祉会館
❸日時　1月19日土10時～15時
　会場　金田社会福祉センター
問 福智町社会福祉協議会 ☎ 22-6631

【住宅用火災警報器の設置義務】
　消防法の一部改正に伴い、平成18年６月
から、新築の個人住宅と新築の共同住宅（ア
パート）にも、火災警報器の設置が義務づ
けられています。既存住宅についても、平
成21年５月31日までの間に設置しなけれ
ばなりません。この火災警報器は火災をい
ち早く感知して知らせるもので、あなたの
家族の命を守るために大変有効です。
【悪質訪問販売にご注意を】
　「住宅用火災警報器」や「消化器」を高額
な費用で売り付ける悪質な訪問販売が全国
的に発生しています。特にお年寄りのお住
まいは、十分に注意してください。
【暖房器具の点検を】
　暖房器具による火災が多発しています。
安全のための点検を行ってください。
問 田川地区消防本部予防課　☎44-6256

　福智町母子寡婦福祉会主催の生け花教室
が11月28日に行われ、14人が参加しまし
た。太田敦子先生を招き、1人1点ずつ作
品を完成させました。母子寡婦福祉会では、
今後もこのように幅広く活動していく仲間
を募集しています。興味を持たれた人はぜ
ひ、お気軽にお電話ください。
問 福智町母子寡婦福祉会
　 泉保子会長　☎22-0830

　平成19年12月10日付けで、福岡県の
産業別最低賃金（時給）が改正されました。
なお、次に該当しない業種は663円です。
百貨店、総合スーパー➡ 728円　電気機械
器具、情報通信機械器具、電子部品・デバ
イス製造業➡ 754円　自動車（新車）小売
業➡ 769円　輸送用機械器具製造業➡ 772
円　製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造
業➡ 784円
「各種商品小売業」には一部例外があります。
問 福岡労働局労働基準部賃金課
　 ☎ 092-411-4578

　給料、退職手当、報酬、不動産の使用料
などの支払者は、支払先の住所、氏名、支
払金額などを記載した法定調書を税務署に
提出することになっています。平成19年度
分の提出期限は、1月31日木です。
※法定調書の用紙は税務署窓口でお受け取
りください。国税庁ホームページ「申告・納
税手続→税務手続の案内（税目別一覧）→そ
の他（法定調書関係）」から印刷もできます。
問 田川税務署個人課税部門　☎44-0430

　方城磯釣研究会の秋季釣大会（メジナ「ク
ロ」の一匹長寸）が10月20日・21日に大
分深島一帯で開催されました。ダイワ精工
が開催している「釣り場クリーンナップ！シ
ンククリーン活動」に参加し、納

のうかん

竿を1時
間早め、各自が上礁した磯の清掃活動を実
施しました。大会結果は次のとおりです。
優勝　長野敏夫：クロ 47cm
二位　田中秀晃：クロ 40cm
他魚の部　尾崎達也：イシダイ 52cm
※魚拓にし、福智町文化祭で展示しました。
なお方城磯釣研究会では、興味のある人を
広く募集しています。ぜひご連絡ください。
問 中原純二会長　☎22-0913

日時　1月11日金9時～10時
会場　福智町役場 本庁舎
問 福智町役場福祉課福祉係　☎22-7763

日時　1月23日水9時50分～11時15分
場所　福智町方城保健センター
内容　悪質商法の手口とトラブル対処法
（被害に遭わないための対処法について）
受講料 無料（どなたでも参加できます）
問 福智町方城在宅介護支援センター
　 ☎ 22-6556

　平成20年4月から森林環境税が始まり
ます。森林環境税は、福岡県内の荒廃した
森林を再生し、健全な状態で次世代へ引き
継ぐために使われます。皆さんのご理解と
ご協力をお願いします。税額は次のとおり。
個人　年間500円（約100万円以上の収
　　　入がある人約200万人が対象。）
法人　年間1,000円～40,000円（資本金
　　　に応じて決定。約10万社が対象）
納付方法　個人の事業所得者などは住民税
の納付書により、年間4回に分けて納付。
個人の給与所得者は6月～翌年5月までの
12回に分けて給与天引き。法人は法人県民
税の申告時に納付していただきます。
問 福岡県林政課　☎092-643-3540
　 福岡県税務課　☎092-643-3063

　交通事故でお困りの人はお気軽にご相談
ください。弁護士による相談も無料です。
日時　1月21日月10時～16時
 　　（受付は15時まで・秘密厳守）
会場　田川市役所（市民課） ☎ 44-2000
問 県交通事故相談所　☎092-622-0403

　自立のためにはまず料理から。栄養や健
康のことも考えながら、食生活改善推進員
と一緒に、楽しく料理を習う「男性料理教室」
を赤池、金田、方城の3会場で開催します。
重複参加はできません。参加費は無料です。
▶コスモス保健センター、金田保健セン
ター：❶ 2月４日月、❷ 2月12日火、❸
2月18日月、❹ 2月25日月
▶方城保健センター：❶ 2月2日土、❷ 2月
９日土、❸ 2月16日土、❹ 2月23日土
時間　9時30分～12時
内容　1回目：魚料理、2回目：肉料理
　　　 3回目：焼き物、4回目：豆腐料理
持ってくるもの  エプロン、三角巾、米1合
申込期限　1月25日金
申し込み　電話でコスモス保健センターまで
問 コスモス保健センター  ☎ 28-9500

　福岡県人権擁護委員連合会事務局長など
を務める北村紀代子さんを講師に招き「男
女共同参画と女性の人権」をテーマに、講
演を行います。手話通訳、託児あり。
日時　1月19日土13時30分～
場所　中央公民館
問 ゆいネットワークふくち（香月美津子）　
　 ☎ 22-0691
問 福智町役場企画課企画係  ☎ 22-7766

日時　1月26日土13時30分～16時
場所　福岡県立大学 大講義室
内容　❶児童自立支援サークル発表「金龍
　　　　いまがわ太鼓」
　　　❷児童虐待防止講演会「虐待を受け
　　　　た子どもへの理解と対応」
参加費　無料（託児室あり）
問 田川児童相談所総務課　☎42-0499

福岡県巡回交通事故相談
福岡県交通事故相談所

補聴器相談
福智町役場福祉課福祉係

心配ごと相談
福智町社会福祉協議会

ほのぼの介護予防教室
福智町方城在宅介護支援センター

　鞍手南中学校の教師である伊藤克
広先生を講師に、12月1日、市場7区
公民館で子育て講話が行われました。
子どもを健全に育てるためのポイント
などが具体的に分かりやすく語られ、
内容の充実した講演会となりました。

市場7区公民館子育て講話

↑60人の視線を集めた伊藤先生の熱い講演。

　弁城小の全校児童が、日ごろ取り
組んでいる活動の様子を保護者に見
てもらう「弁城っ子発表会」が12月2
日に行われました。いくつもの長い詩
を暗記して朗読した児童の声は、体
育館と保護者の心に響いたようです。

弁城っ子発表会

↑みんな徐々に成果をあげている5分間走。

現役中学校教諭が熱弁

普段の様子と成果を発表

母子寡婦福祉会生け花教室
福智町母子寡婦福祉会

あすばる出前講座 inふくち
ゆいネットワークふくち

男性料理教室のご案内
コスモス保健センター

森林環境税が始まります
福岡県林政課・税務課

児童虐待防止講演会
福岡県田川児童相談所

産業別最低賃金の改正
福岡労働局労働基準部

セクハラに関しての集中相談会
福岡県筑豊労働福祉事務所

田川地区消防本部からのお知らせ
田川地区消防本部

田川交通安全協会からのお知らせ
田川交通安全協会

法定調書の提出はお早めに！
国税局・税務署

田川税務署からのお知らせ
田川税務署個人課税部門

磯釣研究会会員随時募集
方城磯釣研究会

↑手島会長から浦田町長に手渡された。

　簡易保険金田八B旅行会（手島秋
信会長・会員約40人）が、期間満了
により解散。12月10日に、残金の
25万円を地域に役立てるため、社会
福祉協議会赤い羽根募金に寄付しま
した。ありがとうございました。

赤い羽根共同募金
簡保会が社協に寄付


