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元旦

12月28日（木）は町県民税４期、国民
健康保険税６期、1月4日（木）は後期
高齢者医療保険料６期の納期限です。

元旦

　12月29日から1月３日まで美郷
町役場、六郷・仙南出張所、保健セ
ンターなどの各施設が休業します。
　各種証明書等が必要な方は、営
業日を確認し、お早めに請求手続
きを済ませてください。
※詳細は10、11ページをご確認く
　ださい。
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