
　新型コロナウイルス感染症対策として、役場申告相談会場での申告相談を一部予約制とさせていた
だきます。
　当日受付枠とは別に、オンラインで事前に予約できる事前予約枠を試験的に導入します。
　当日受付枠の人は、整理券を配付し、従来どおり番号順に受け付けします。
　※「整理券」は当日受付分を午前８時３０分から配付します。

　申告書受付　

期　日 対 象 地 域

２月１６日（木） 稲富・古川・寺内・上秋・豊木団地・稲畑

　　１７日（金） 牛洞・松山・瀬古・中之元・中之元団地

　　２０日（月）
宝来・島部・公郷・うぐいす苑・八木・天神・
南領家・北領家・大衣斐・小衣斐

　　２１日（火）
定松・鹿野・五之里・南方・郡家・上磯・下磯・
本庄・本庄西・下座倉

　　２２日（水） 黒野北区・黒野西区・黒野南区・黒野中区

　　２４日（金）
黒野東区・六里・相羽・みどりニュータウン・
相羽苑・下方・麻生

　　２７日（月） 野・西方・桜大門

　　２８日（火） 大野・古城北

３月　１日（水）
   ～１５日（水）
（土・日を除く）

地域指定なし

◎受付時間　午前９時～午後４時　※対象地域は目安です。別日にも来場可
◎場所　役場　２階　大会議室

　申告会場での感染防止対策および注意点について　

◎入場人数の制限　整理券方式およびオンライン
予約により申告会場に入場できる人数を制限しま
す。
※ 今年度より事前予約枠と当日受付枠を設定しま
す。

◎検温の実施　入場の際は、役場正面玄関のサー
モグラフィでの検温を各自で行い、３７. ５度以上
の発熱が認められる場合は、入場をお断りします。

◎マスクの着用・手指消毒　来場の際は、マスク
等を必ず着用し、入口等で手指のアルコール消毒
にご協力をお願いします。
◎少人数での来場　来場の際は、できる限り少人
数でお願いします。
◎申告会場入場時の受付票の記入　来場者の氏
名・住所・連絡先等を記入してください。

所得税の確定申告、町・県民税申告について
 申告受付期間　２月１６日（木）～３月１５日（水）（土・日・祝日を除く）
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　申告相談日時の事前予約について　

◎予約日時　２月１６日（木）～３月１５日（水）
　　　　　　午前９時～正午、午後１時～４時

（１） 予約枠は２０分単位で人数を制限して受付
します。

（２） 予約希望日の前日（前日が土・日・祝日の場合
は、直前の平日）午後４時までの予約が必要。

◎予約期間　２月６日（月）～３月１４日（火）　
予約は先着順で、定員になり次第、締切。
◎予約方法　電子申請サービス（ＬｏＧｏフォー
ム）または税務課窓口のどちらかの予約方法で予
約してください。
◦�電子申請サービス（ＬｏＧｏフォーム）での
予約（２４時間受付）

（１） スマートフォンやパソコンから次の URL
または二次元バーコードから予約フォー
ムにアクセスしてください。

（２） 予約希望日時等、必要事項を入力して予
約してください。

（３） 予約が完了すると予約確認メールが送信
されます（当日、予約確認メールを受付
にて確認しますので、提示してください）。

　※ LoGoフォームでの申請
　https://logoform.jp/form/ciUr/178532

　
※ QR コードは株式会社デンソー

ウェーブの登録商標です。

◦税務課窓口での予約
（１） 役場の開庁日に税務課窓口にて予約して

ください。
（２） 希望する日時の空き状況を確認後、職員

が予約のお手伝いをします。
◎予約のキャンセル・変更
　予約日の前日の午後４時までに予約フォーム
上、または直接税務課へ電話によりキャンセル・
変更してください。
◎予約に関する注意事項
　・ 重複予約はできません。日程等を変更される

場合は、現在の予約をキャンセル後、再度予
約してください。

　・ 重複予約された場合は、最後に登録された予
約以外は無効としますので注意してください。

◎申告相談当日の会場での受付方法
　・ 申告相談は、予約の時間帯ごとに受付された

順番で行います。
　　※�当日の予約状況等により、お待ちいただく

場合があります。
　・ 当日は申告相談の前に資料確認を行っており

ますので、予約時間帯の１０分前までに受付
をお願いします。

　・ 受付は、予約時間帯の１０分前から開始し、
終了時間の１０分前で締切ります。

　　 この時間を過ぎるとキャンセルされますので
注意してください。

　大垣税務署からのお知らせ　

◎ 確定申告は、スマホや自宅のパソコンを利用し
た e-Tax が便利です

　令和４年１月からスマホのカメラ機能を利用し
た源泉徴収票の読み取り機能や二次元バーコード
認証による「e-Tax 送信」が可能となったこと
に加え、令和５年１月以降、マイナポータル連携
対象データがさらに拡大され、また、マイナンバー
カードによる認証回数が削減される等、自宅等か
らの e-Tax を利用した申告を行うツールがより
一層充実しました。
　確定申告会場は大変混雑します。新型コロナウ
イルス感染症の感染防止の観点からも、確定申告
会場には出向かず、安心・安全な自宅からの
e-Tax を利用してください。

◎令和４年分の確定申告会場開設
◦場所　大垣市民会館　３階
　　　　（大垣市新田町１丁目２番地）
◦期間　 ２月１６日（木）～３月１５日（水）（土・

日・祝日を除く）　午前９時～午後５時
・ 昨年の申告会場（大垣市情報工房）から変更
しています。　

・ 期間中は、大垣税務署内では申告相談を行い
ません。

・ 大垣市民会館への電話による問合せはご遠慮
ください。
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・ 確定申告会場では、基本的にご自身のスマホ
で申告してください。

　 来場の際には、事前にマイナポータルアプリ
をインストールするほか、

　（１ ）源泉徴収票などの必要書類
　（ ２）スマホおよびマイナンバーカード（※） 

が必要になりますので、準備をお願いします。
　　（※ ）マイナンバーカードの発行時に設定

した次のパスワードが必要。
　 　・ 署名用電子証明書（英数字６桁～１６桁）
　 　・ 利用者証明用電子証明書（数字４桁）
・ 確定申告会場への入場には、「入場整理券」が
必要です。「入場整理券」は、確定申告会場１
階での当日配付、または、ＬＩＮＥアプリを
使ったオンラインによる事前発行の２通りで
配付します。（入場整理券の配付状況に応じ、
後日の来場をお願いする場合があります）

・ 確定申告会場では、次の新型コロナウイルス
感染症の感染防止策をしています。

　　 入場の際に検温を行い、３７. ５度以上の発熱
が認められる場合は、入場をお断りします。来
場の際は、マスクを着用し、入口等での手指ア
ルコール消毒にご協力をお願いします。来場の
際は、できる限り少人数でお願いします。

◎税理士による無料税務相談所
◦�日時　２月３日（金）～１０日（金）
　　　　（土・日を除く）
　　　　午前９時３０分～正午、午後１時～４時
◦ 場所　 イオンタウン大垣イースト棟　２階　

コミュニティホール
　　　　（大垣市三塚町丹瀬４６３番地１）
※ 要事前予約（大垣税務署個人課税部門　 

☎ ０５８４-７８-４１０４（直通））
※ 相談対象者は、小規模事業者、給与所得者お

よび年金受給者です。申告される内容、混雑
状況によっては、相談に応じることができな
い場合あり。

※ イオンタウン大垣への電話による問合せはご
遠慮ください。

◎ 公的年金を受給されている人を対象とした確定
申告説明会
◦日時　 １月３１日（火）～２月３日（金）　

午前９時～午後５時

◦場所　大垣税務署
　　　　（大垣市丸の内２丁目３０番地）
※ 要事前予約（大垣税務署個人課税部門 

☎ ０５８４-７８-４１０４（直通））
◎ 住宅ローン控除（住宅借入金等特別控除）等に

関する確定申告説明会
◦�対象者　一定の要件に当てはまる住宅を取得

または増改築し、令和４年中に入居した人
◦�日時　２月１３日（月）～１５日（水）　 

　　　午前９時～午後５時
◦�場所　大垣市民会館３階 

　　　（大垣市新田町１丁目２番地）
◦�申告に必要なもの　
・土地・家屋の登記事項証明書
・契約書等の取得金額の分かる書類の写し
・ 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
・ 住宅の取得に係る補助金額や贈与を受けた金

額が分かる書類
・給与所得等の源泉徴収票
・申告者名義の振込口座が分かる書類
・マイナンバーカード等
　 （認定長期優良住宅等を取得された人は加え

て、長期優良住宅建築等計画の認定通知書等
の写し、および住宅用家屋証明書または認定
長期優良住宅建築証明書等）

※ 要事前予約（大垣税務署個人課税部門 
☎ ０５８４-７８-４１０４（直通））

※ 住宅取得資金にかかる贈与税の申告書の添付
書類については、大垣税務署へ問合せてくだ
さい。

※ 医療費控除を受けたい人や、年末調整で控除
もれがある場合は、その控除を受けるための
書類も併せて必要。

◎申告・納付期限
　・ 申告所得税および復興特別所得税・贈与税
　　３月１５日（水）
　・ 消費税および地方消費税（個人事業者）
　　３月３１日（金）
◎振替納付日
　・ 申告所得税および復興特別所得税
　　４月２４日（月）
　・ 消費税および地方消費税（個人事業者）
　　４月２７日（木）

　・所得税、消費税、贈与税に関すること　大垣税務署　☎ ０５８４－７８－４１０１
　・町・県民税（住民税）に関すること　　税務課　☎ ３５－５３６７

問合せ先
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教育委員会のページ教育委員会のページ

◆「生きる力」を育む夢教育推進事業～アルケミストとの音楽教室～◆
　１１月１６日、１７日に、総合町民センター　ふれあい
ホールにおいて、町内の小学校４年生児童を対象に、音楽
アーティストのアルケミストによる音楽教室を３年ぶりに
実施しました。
　これは、子どもたちの生きる力を育む「夢教育推進事業」
の一環で実施されたもので、新型コロナウイルス感染拡大
防止のため、この２年間中止となっていました。
　当日は、アルケミストの歌声、ピアノの演奏やボイスパー
カッションがホールに響き渡りました。
　また、「あの空」という歌の歌唱がありました。この曲にはアルケミストから子どもたちへ、将来大
きな悲しいことがあった時、未来の自分に向かって「がんばれ！」のエールを送れるようにとの想い
が込められています。子どもたちの心には、未来の自分に向けた「がんばれ！」のタイムカプセルが
埋め込まれ、会場は子どもたちの笑顔と感動に包まれました。

◆令和５年度放課後クラブのご案内◆
　放課後クラブは、学校下校後および長期休暇中に保護者等が家庭にいない小学生の児童を対象に、
保護者等に代わって保育を行い、児童の健全育成を図ることを目的として開設・運営しています。
　申請は次のとおりです。
◎申請受付期間　２月１日（水） ～２８日（火）
　　　　　　　　午前８時３０分～午後５時１５分（土・日・祝日を除く）
　　　　　　　　※　夏休みのみの利用申請期間（予定）：５月１日（月）～３１日（水）
　　　　　　　　※　 書類の記入漏れや不備がある場合は受理できません。受付期間中は、定員に達

しても書類不備等ない限り全員書類を受理し、その後入所の判定をします。
◎募 集 人 員　大野：６０人　　北：３５人　　西 ：３５人
　　　　　　　　　中：５０人　　南：４５人　　東 ：６０人
◎対 象 児 童　 小学校１～６年生の児童で、保護者等が昼間（午前８時３０分～午後５時）に居宅

外において毎月１５日以上の日数を勤務している児童
◎開設日・時間　①平日の小学校の授業のある日：下校時～午後６時３０分
　　　　　　　　②土曜日（５人以上での開設）、夏休み等期間：午前８時～午後６時３０分
　　　　　　　　　（夏休みのみ　午前７時４５分～午後６時３０分）
◎必 要 書 類　学校教育課 窓口（役場３階）で配付のほか、町ホームページからダウンロード可。
　　　　　　　　・放課後クラブ入所申請書（様式第１号）
　　　　　　　　・放課後クラブの児童育成に欠ける事由証明（雇用・パート）
　　　　　　　　※同一世帯および同一生計をしている６５歳以下で、働いている全員の提出が必要

◎利　 用 　料
世帯全員の前年度分の町民税

利用料（月額）
８月以外 ８月

課税世帯 ６, ０００円 １０, ０００円
非課税世帯 ３, ０００円 ５, ０００円

 問合せ先  学校教育課　☎ ３５－５３７８

▲アルケミストとの音楽教室の様子
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災害時に避難の支援には申込が必要です
　近年の災害では、高齢者や障がい者が犠牲となる事例が増えたため、町では災害時の避難支援等を
実効性のあるものとするため、避難行動要支援者ごとの個別避難計画の作成を、優先度の高い要支援
者から順に進めます。
　現在、避難行動要支援者名簿に登録されている人で、生活の拠点が自宅にあり、個人情報の提供に
同意のある人を対象に、個別避難計画作成について通知しますので、この機会に個別避難計画の作成
を検討してください。
◎避難行動要支援者とは
　災害時に、本人または家族だけでは避難することが困難な人で、次にあてはまる人
　　・６５歳以上の一人暮らし
　　・６５歳以上の者のみで構成する世帯
　　・要介護認定３～５の人
　　・身体障害者手帳１級または２級の人
　　・療育手帳ＡまたはＡ１、Ａ２の人
　　・精神障害者保健福祉手帳１級の人
　　・上記以外で支援が必要と認められる人
※避難行動要支援者の情報は、本人同意のうえ、避難支援に必要な範囲で、自治会、民生委員・児童
委員、消防団、消防署、警察署等に提供されます。
◎個別避難計画とは
　自力で避難することが難しい人（避難行動要支援者）ごとに、誰がどこにどのように避難するかな
どについて記載し、地域の支援者と情報を共有することで、災害が起きた時の支援準備を進めるため
の計画です。
◎留意事項
・ 避難支援者とは、避難行動要支援者に対する普段からの見守りや災害時の安否確認、救助、避難誘

導等の支援を行う人で主に近隣住民の人を想定していますが、責任を伴うものではありません。
・ 名簿登録者（避難行動要支援者）は、個別避難計画の記入の際に、避難支援者の了承を得るように

してください。
※申込は随時受付けます。
※様式は町ホームページよりダウンロード可

 申込・問合せ先  福祉課　☎ ３５-５３６９

　１２月３日～４日、北海道立青少年体験活動支援施設ネイパル北見
で体験型イベント「ネイパル Thanks Day」が開催されました。イベ
ントでは、ボッチャや化学実験、リール作りなどさまざまな体験を紹
介。箸作りの体験コーナーでは、棒状のひのきからカンナや紙ヤスリ
を使用し、箸の形に整える作業に夢中になる親子の姿も見られ、盛り
だくさんのイベントとなりました。

ネイパル北見「Thanks day」
─ 手作り体験やゲームに夢中 ─

ところ通信
Vol. 275

北見市

災害時避難行動要支援者への個別避難計画作成のご案内
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令和４年度子育て世帯負担軽減給付金のご案内
　新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、原油価格等の高騰に直面する子育て世帯を支援するため、給
付金が支給されます。
◎給付額　支給対象者１人あたり（１世帯あたり）３万円（※子ども１人あたりの支給ではありません）
　　　　　 県では、０～１８歳までの児童を養育する県内に住所を有する支給対象の皆さんに、対象者１人あたり

１万５千円を支給します。
　　　　　さらに、本給付金の支給対象者に限り、町の独自支援として一律１万５千円を上乗せ給付します。
◎給付金の対象者と支給について
　児童手当の受給状況や養育をしている児童の生年月日等により、申請の有無や支給日等が異なります。

　　

いずれに
あてはまるか
確認してください

Ｂをご覧くださいＡをご覧ください

①：令和４年１１月分の
児童手当（本則給付）受給者

②：平成１６年４月２日～
１９年４月１日生まれの
児童（高校生等）のみの養育者

③：公務員の人で
令和４年１１月分の
児童手当（本則給付）受給者

 Ａ　①令和４年１１月分の児童手当（本則給付）受給者
支　給　日　１２月１５日（木）
　　　　　　（児童手当振込口座に支給しましたので、確認してください）

 Ｂ　②平成１６年４月２日～１９年４月１日に生まれた児童（高校生等）のみの養育者
 　　③公務員の人で令和４年１１月分の児童手当（本則給付）受給者
申請が必要です。　 １２月２０日に案内を送付しましたので、届き次第お早めに申請してください。

申�請�期�限　令和５年１月３１日（火）
申　請　先　子育て支援課
申�請�方�法　案内に印字してあるＱＲコードを読み取り、ＬｏＧｏフォームより申請してください。
　　　　　　※ ＱＲコードの読み取りができない等、電子申請ができない人は申請書を窓口まで提出してくださ

い（申請書は窓口備え付けのものを利用していただくか、町ホームページよりダウンロードして
ください）。

　　　　　　※保護者の所得が児童手当（本則給付）の支給対象となる金額と同等未満の人に限ります。
　　　　　　　申請後、本給付金の対象になるか審査を行います。
　　　　　　※審査の際、公簿等で確認できない場合は、関係書類の提出をお願いする場合があります。
支　給　日　１月１３日までの受付分→１月下旬頃に支給予定
　　　　　　１月３１日までに受付分→２月中旬頃に支給予定

◎次に該当する場合は、本給付金の支給対象外となります
・児童手当受給者や生計維持中心者が県内に住所を有さない場合
・児童手当等受給者が令和４年１１月分の特例給付を受給予定および所得上限額以上の場合
　 （高校生等のみを養育している場合は、生計維持中心者が児童手当（本則給付）の支給対象となる金額と同等以上

のとき）
・施設等入所児童を養育している場合（施設設置者等）
◎その他
・ 本給付金は、令和４年１０月３１日が基準日となり、１１月分児童手当支給予定市町村または基準日時点での居

住市町村から支給されます。
・ ＤＶ被害により児童とともに避難をしている人で、１１月分の児童手当を受給することができない人については、

本給付金を受けることができる場合がありますので、問合せてください。
・ 養子縁組の不実施等により、父母ともに児童手当（本則給付）の受給者となっている場合は、受給者ごとに本給

付金を支給します。
※本給付金について詳しくは、町ホームページをご覧ください。

 問合せ先  子育て支援課　☎ ３５-５３７０

電子・窓口：午後５時１５分まで
郵送：当日消印有効
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