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　竹原の旧家に伝わる江戸時代以降のお雛さま約

200組を町並み保存地区の様々な施設へ展示します。

期間中は、ライブイベントやクイズラリーなど子ど

もから大人まで楽しめるイベントも開催予定です。

　なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、

イベント内容の変更または中止となる場合がありま

す。最新の情報は、「竹原観光ナビ」をご覧ください。

日時　２月 11 日（土）から 3月 21 日（火）まで

場所　町並み保存地区一帯

料金　無料

問い合わせ

　産業振興課商工観光振興係

　☎２２-７７４５

第 17 回　たけはら町並み雛めぐり

竹原観光ナビはこちら▲

福山通運株式会社と協定を締結

　11 月 24 日、福山通運株式会社と竹原市は災

害時の物資輸送等に関する協定を締結しまし

た。災害が発生した場合、避難所への支援物資

の輸送や物資拠点施設の運営補助などを支援し

ていただきます。

問い合わせ　危機管理課　☎２２-２２８３

コメリ災害対策センターと協定を締結

　12 月 14 日、コメリ災害対策センターと竹原

市は災害時の物資の供給等に関する協定を締結

しました。平常時から相互の連絡体制を築き、

災害が発生した場合、必要な物資の調達などを

支援していただきます。

問い合わせ　危機管理課　☎２２-２２８３
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介護予防自主グループ全体会　
～『介護予防だよ！全員集合』を開催しました～

　12 月４日（日）、竹原市民館で介護予防自主グループ 52 団体が一堂に会し、『介護予防だよ！

全員集合』を開催しました。３年ぶりの開催となった全体会には、総勢 155 名が参加し、グルー

プ同士の交流を深めました。

　最初に、竹原市長が 90 歳以上の自主グループ参加者 14 名及び３年以上活動している 11 グルー

プに対し、表彰状を授与しました。最高齢の方は 96 歳で、今も坂の多い自宅からシルバーカー

を使って体操に参加されています。

　続いて行われたアトラクションでは、「ふれあいサロン郷」によるパワー全開の発表や、介護

予防に関する〇×クイズ、リハビリ専門職による頭と体のエクササイズが行われ、会場は熱気と

笑顔につつまれました。

　イベントの最後には、「いきいきサロン大王」池本代表の『介護予防だよ！全員集合』のかけ

声のもと、参加者全員でタオルを大きく掲げると、会場は一体感に包まれるとともに、参加者全

員が引き続き体操を頑張っていこうと決意を新たにしました。

　まだまだ新型コロナウイルスの影響もあり、前回に比べると参加者も少ない印象でしたが、来

年こそはより多くの皆さんにお会いしたいですね。
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令和５年竹原市交通安全標語決定！
【竹原市長賞】

　『お互いの　ゆずる心で　事故なくす』

　 中
なかずみ

住　リ
り ゆ き

祐希 さん（東野小学校６年）

【竹原警察署長賞】

　『事故ゼロで　みんなの笑顔　守ろうよ』 

　元
もとおか

岡　咲
さ や

耶 さん（中通小学校５年）

【竹原地区交通安全協会長賞】

　『点滅で　とまれるきみは　かっこいい』 

　仲
なか

　貴
たかひろ

大 さん（大乗小学校６年）

　竹原市長賞の作品は、国道４３２号の東野町交通安全懸垂塔に年間を通じて掲示します。たくさ

んのご応募ありがとうございました。

問い合わせ　危機管理課　☎２２-２２８３

おめでとうございます
秋の叙勲受章　11 月３日、秋の叙勲受章者が発表されました。

瑞宝単光章　受章

　元竹原市消防団分団長の

伊藤 武二郎さんは、約 35

年にわたり、消防活動や防

災活動に従事し、地域住民

の安全・安心を最優先に活

動してこられました。
伊
い と う

藤　武
たけじろう

二郎さん

（田万里町）

瑞宝双光章　受章

日
ひ た に

谷　博
ひろみつ

光さん

（中央）

広島県公衆衛生大会表彰
　11 月 25 日、大竹市で行われた第 63 回広島県公衆衛生大会で、竹原市から地域の公衆衛生の向上

に努めている個人及び団体が表彰されました。

問い合わせ　市民課生活環境係　☎２２-２２７９

　医療法人光仁会日谷眼科

理事長の日谷 博光さんは、

通算 50 年にわたり、広島

県立高等学校校医を務め、

地域密着の眼科医療を提供

してこられました。

【広島県環境保健協会表彰】

　地区衛生組織活動功労者

　　山
やまもと

元　　子さん

　地区衛生組織活動優良団体

　　西町自治会

【広島県医師会表彰】

　竹原市公衆衛生推進協議会

禮

▲山
やまもと

元　　子さん禮

▲左から元
もとおか

岡 咲
さ や

耶さん、中
なかずみ

住 リ
り ゆ き

祐希さん、

　仲
なか

 貴
たかひろ

大さん

れいこ

れいこ



広報たけはら　2023.1.5　6

マイナポイントの
申込みはお済みですか？

　～最大２万円分のポイントがもらえるマイナポイントキャンペーン実施中～

●対象者

　①マイナンバーカードをすでに持っている人で、マイナポイント

　　に申し込んでいない人。

　②マイナンバーカードを令和５年２月 28 日までに交付申請した人

　※過去、すでにマイナンバーカードを作成していた人も対象です。

　※マイナポイント第１弾で 5,000 円分のポイントのみ受け取ってい

　　る人も、追加で残り 15,000 円分の申込みができます。

●手続に必要なもの

・マイナンバーカード（利用者証明用電子証明書搭載のもの）

・本人名義（未成年の場合は法定代理人名義も可）のキャッシュレス

　決済サービス（事前準備が必要なものもあるため前もってご確認ください。）

・カード受取時に設定した数字４桁の暗証番号

・公金受取口座を登録する場合、口座番号がわかるもの（本人名義に限る。）

※利用者証明用電子証明書がカードに搭載されていない、または失効してしまっている、暗証番号が

　わからない、ロックがかかってしまった場合は市役所及び忠海支所で手続きできます。なお、暗証

　番号の再設定にはマイナンバーカードと本人確認書類１点が必要です。

マイナンバーカード・マイナポイントに関する
夜間・休日開庁のご案内

　マイナンバーカードの受け取りや電子証明書の更新のため、次の日程で夜間・休日を開庁しますの

でご利用ください。なお、マイナンバーカードに関する業務以外はお受けできません。

夜間開庁日時　１月 12 日（木）・26 日（木）・２月９日（木）17 時 15 分～ 19 時

休日開庁日時　１月８日（日）・29 日（日）・２月 12 日（日）９時～ 12 時

受付場所　　　市民課市民係窓口

問い合わせ　市民課市民係　☎２２-７７３４

マイナポイントの申し込みをお手伝いします
場所　市役所本庁ロビー、忠海支所（開庁時間内にお越しください）

※スマートフォン等をお持ちの場合、自宅からでも手続が可能です
詳しくはこちら▶

携帯ショップによる申請サポート
　３月下旬までの間、携帯ショップがマイナンバーカードの申請をサポートしてくれます。

対象店舗　ドコモショップ、ａｕショップ、ソフトバンクショップ　など

　次の日程で携帯電話事業者による出張申請サポートが予定されています。

実施場所　フジ竹原店　　実施者　ソフトバンク株式会社

日時　１月 13 日（金）、14 日（土）、15 日（日）　10 時～ 18 時

内容　マイナンバーカード、マイナポイントの申請サポート
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令和４年度がん検診は受診されましたか？
医療機関でのがん検診実施期間　２月 28 日（火）まで

検診名 対象者※ 自己負担額 実施医療機関 受診の流れ

大腸がん検診 40 歳以上の男女 800 円
竹原市内医療機関
県立安芸津病院 ①保健センターへ　

　申し込み

②受診票を受け取る

③医療機関を受診

乳がん検診 40 歳以上偶数年齢女性 1,500 円
かわの医院

県立安芸津病院

子宮頸がん検診 20 歳以上偶数年齢女性 1,000 円
安田病院

東広島市、三原市、呉市
内の婦人科

※ 対象者の基準日は、令和５年３月 31 日時点の年齢です。

自己負担免除者　① 75 歳以上の人

　　　　　　　　②広島県（竹原市）国民健康保険の被保険者

　　　　　　　　③生活保護世帯の人（保健センターに本人確認書類を持って申請してください。）

問い合わせ　保健センター　☎２２-７１５７

　すべてのがんにおいて、早期発見をすれば、生存率は飛躍的に高くなります。早期発見には、がん検

診しかありません。令和４年度のがん検診は２月末で終了です。まだ受診していないというあなた、検

診を申し込みましょう。

新型コロナワクチン接種はお早めに 問い合わせ　保健センター　

　　　　　　☎２２-７１５７

種類
オミクロン株対応
２価ワクチン

（ファイザー社製）

武田社ワクチン
（ノババックス）

ファイザー社
ワクチン

小児
ワクチン

乳幼児
ワクチン

対象年齢 12 歳以上

１・２回目
　12 歳以上

３～５回目
　18 歳以上

12 歳以上 ５～ 11 歳 ６ヶ月～４歳

接種回数 ３～５回目 １～５回目 １・２回目 １～３回目 １～３回目

実施場所

馬場病院
中島内科クリニック
城原胃腸科整形外科
大田整形外科おおた内科
浅野内科医院

安田病院 米田小児科医院
米田小児科医院
いのくちクリニック

米田小児科医院

　新型コロナワクチンの接種は３月末で終了予定です（令和４年 12 月現在） 。接種を希望される人

はお早めに予約・接種をご検討ください。

　接種券を紛失した場合は、再発行できますので保健センターまでご連絡ください。

現在予約受付中のワクチン一覧（令和４年 12 月現在）
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広島県と１４市町の水道事業がひとつになり
広島県水道広域連合企業団になります

令和５年４月から

※水道企業団移行に伴い、改めて手続きを行う必要はありません。

　水道事業は、人口の減少に伴い、料金収入が減少する一方で、老朽化した施設の更新や耐震化などへ

の対応が必要であり、経営環境は厳しさを増しています。

　こうした中、竹原市は水道事業の経営基盤を強化し、持続可能な水道サービスの提供を進めるため、

広島県と本市を含む 14 市町で構成される広島県水道広域連合企業団（以下、「水道企業団」）に参画し

ました。

　将来にわたって、安全・安心な水を安定して皆さんにお届けしていきます。

※水道企業団は特別地方公共団体です。

竹　原　市
水道課 下水道課

水道事業 下水道事業

広島県水道

広域連合企業団

竹原事務所

竹原市

下水道課

窓口の場所・連絡先・営業時間は
変わりません。
　現在の竹原市分庁舎 1階に水道企業団

竹原事務所を設置します。

　住所や電話番号は現在の竹原市水道課

と変わりません。

　また、現在、本庁舎１階市民課・忠海

支所で行っている水道に関する業務は継

続して行います。

水道企業団Ｑ＆Ａ

Q. 何か手続きが必要なの？
Ａ.改めて手続きを行う必要はありません。

   これまでどおりの支払方法を継続で

　　きます。

Q. 水道料金は変わるの？
Ａ .竹原市の料金設定を引き継ぎますので

　　変わりません。

Q. 下水道使用料の支払いはどうなるの？
Ａ .これまでどおり、水道料金とあわせ

　　て請求しますので、一緒にお支払い

　　いただきます。

Q. 竹原事務所の職員体制は？
　 緊急時の対応は？
Ａ .当分の間は市からの職員派遣で対応

　　します。災害や事故が起きた際には、

　　水道企業団が責任もって対応します。

指定給水装置工事事業者（以下「指定業者」）について

●　竹原市の指定業者は、水道企業団に引き継ぎ、14 市町の給水装置工事を行うことができます。

●　指定業者の指定・更新、指導監督等に係る業務は、水道企業団本部が行いますが、受付業務は、本

　　部と竹原事務所で行います。

問い合わせ　水道課　☎２２ｰ７７６８
広島県ホームページはこちら▶
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国保だより

今年度の特定健診はお済みですか？　実施期間は １月末まで です！
　特定健診は、生活習慣病の前兆となるメタボリックシンドローム（メタボ）に着目し、病気を早期

に発見するための健診です。

　メタボとは、内臓脂肪の過剰な蓄積によって血糖、脂質、血圧に軽度の異常が生じ、それらが重複

している状態です。そのまま放置すると、動脈硬化を進行させ、心臓病や糖尿病などを発症する危険

性があります。まだ受診していない人は早めに受診しましょう。

◆基準値より高いまたは低い検査値はありませんでしたか？

　　治療の必要性など、医師の指示を守ったうえで、生活習慣の見直しをすることにより、生活習慣

　病の発症を防ぐことができます。　

◆検査値は改善されましたか？

　　検査値が基準値内でも、昨年の検査値と比較して数値が悪くなっている場合は、早めに生活習慣

　を見直しましょう。

◆特定保健指導の案内が届いたら？

　　健診の結果により、指導等の対象になった人へ案内を送付します。「これ位大丈夫」と思わず、　

　指導を受けて、生活習慣の改善に役立ててください。

特定健診の受診結果はいかがでしたか？
　健診は、受診したら終わりではありません。

　①検査値を知る　②改善点に気づく　③行動する　ここまでが健診の目的です。

②改善点に気付く→③行動する

①検査値を知る

自分の検査値と比べてみましょう！

項目 数値

腹囲 男性８５ｃｍ・女性９０ｃｍ以上またはＢＭＩが２５以上

血糖 空腹時血糖１００ｍｇ／ｄｌ以上またはヘモグロビンＡ１ｃ５．６％以上

血圧 収縮期血圧１３０ｍｍＨｇ以上または拡張血圧８５ｍｍＨｇ以上

脂質 中性脂肪１５０ｍｇ／ｄｌ以上またはＨＤＬコレステロール４０ｍｇ／ｄｌ未満

国民健康保険の医療費のお知らせ
　健康や医療に対する認識を深めていただくとともに、医療費の不正請求を抑止し、医療費の適正化

を図るため、国民健康保険加入世帯の世帯主宛てに、「医療費のお知らせ」をお送りします。

●送付時期

　令和５年２月上旬（令和４年１月から 10 月診療分）

　令和５年３月上旬（令和４年 11 月から 12 月診療分）　

●お知らせ内容

　受診年月、受診者名、受診医療機関名等、入院・外来の別、日数・医療費の額（10 割分）、患者負担額

●確定申告の医療費控除に使用する場合

　「医療費のお知らせ」は確定申告の医療費控除の資料として使用することができます。ただし、医

療機関からの請求に基づき作成しており、お知らせに反映させるまで数か月を要するため、確定申告

時期までに 12 月診療分までを反映させたお知らせをお送りすることができません。

　記載されていない医療費は、領収書に基づき「医療費控除の明細書」を作成し、申告書に添付して

いただく必要がありますのでご了承ください。

問い合わせ　市民課医療年金係

　　　　　　☎２２-７７３４
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宝くじ助成金で消防団備品を整備
　令和４年度宝くじ助成金を受け、竹原市消防団が消防・防災活動で使用するヘッドライト、耐切創

手袋を整備しました。

※宝くじ助成事業は、宝くじの普及・広報を目的として行われているもので、宝くじの収入を財源と

　しています。

▲ヘッドライト及び耐切創手袋
問い合わせ　危機管理課　☎２２-２２８３

２０２３竹原市就職ガイダンス開催
日時　３月 18 日（土）13 時 30 分～ 15 時 35 分

場所　竹原市民館　第２・第３会議室

内容　対面式　個別事業説明、個別面接

　    オンライン式　事業説明、個別面接

対象　令和５・６年３月大学・短大・専修学校等新卒予定者・一般求職者・パート

　　　※令和６年３月新卒予定者は、事業説明のみです。

その他

○対面式参加希望者は、直接会場へお越しください（申込不要）。

〇オンライン式参加希望者は、竹原市ホームページから申込を行ってください。

　申込受付期間　３月２日（木）～３月９日（木）

○参加事業所は、２月下旬に市ホームページに掲載します。　　　　　　　　　　詳しくはこちら▲

問い合わせ　産業振興課商工観光振興係　☎２２-７７４５

参加事業所を募集します！
募集期間　１月 10 日（火）～２月２日（木）　　募集事業所数　15 社程度（先着順）

※詳細は市ホームページをご覧ください。
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ごみの減量を進めよう～事業系ごみの削減～ 問い合わせ　市民課生活環境係

　　　　　　☎２２-２２７９

　竹原市では、循環型社会の形成に向け、ごみの減量・再資源化を推進しています。

　事務所や商店など事業活動に伴って生じた廃棄物は、事業者自らの責任で適正に処理しなければな

らないことや、再生利用等を行い減量に努めることが法律で定められています。「簡易包装の推進」

や「食品廃棄物、古紙の資源化」に取り組み、廃棄物の発生と減量化を進めましょう。

事業系ごみを減らす取組

事業系ごみを減らすメリット

・廃棄物の減量化のために作業工程を再確認してみませんか。

・有価物として売却できるものもあります。分別を徹底し、安易に廃棄物とならないようにしましょう。

・循環型社会を構築する一員として、次世代により良い環境を引き継ぐことができます。

・社会貢献をする企業として、イメージアップにつながります。

・ごみ処理に係る経費を減らすことができます。

　12 月 13 日～ 12 月 23 日の間、市議会定例会が開催され、議案 25 件が可決されました。

　主な議案は次のとおりです。

令和４年第４回竹原市議会定例会

◆令和４年度一般会計補正予算（第６号）

　電力等価格高騰対策支援事業、竹原市庁舎移転

事業、緊急自然災害防止対策事業、出産・子育て

応援給付金給付事業等、新たに実施する事業に必

要な歳出予算等について、１億６，０７３万円を

増額するものです。

◆地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴

　う関係条例の整備に関する条例案

　地方公務員法の一部が改正されたことを踏ま

え、職員の定年年齢を国家公務員に準じて引き上

げるなど、必要な規定を整備するものです。

◆竹原市職員の給与に関する条例の一部を改正す

　る条例案

　人事院の令和４年８月８日付けの給与改定に関

する勧告等を考慮して、職員の給料月額及び勤勉

手当の支給割合を改定するものです。　

犬を飼い始めたら
　マイクロチップ情報の変更登録と狂犬病予防法に基づく犬の登録は法律で義務付けられています。

マイクロチップを装着した犬を迎え入れた際は、必ずマイクロチップ情報の変更登録を申請しましょ

う。竹原市では令和５年１月４日からマイクロチップ情報の変更登録を行うと、狂犬病予防法に基づ

く犬の登録申請を行ったとみなし、窓口での手続きが不要になります。

　マイクロチップ情報の変更登録手続きは、パソコンやスマートフォンからオンラインで行えます。

オンラインで変更登録の申請をする際は、次のものを用意してください。

●登録証明書に記載されたマイクロチップの識別番号及び暗証番号

●変更登録手数料の支払いに必要となるクレジットカードまたは二次元バーコード決済（PayPay）

登録はこちら▼　オンラインによる申請が困難な場合は下記にご相談ください。　

　犬と猫のマイクロチップ情報登録環境大臣指定登録機関　

　公益社団法人日本獣医師会　☎０３-６３８４-５３２０

問い合わせ

　市民課生活環境係　☎２２-２２７９
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税の申告準備はお早めに！
書類をそろえてスムーズな申告

問い合わせ　税務課市民税係

　　　　　　☎２２-７７３２

　税の申告に必要な書類を事前に作成しておくと、

申告にかかる時間が短縮されます。ご不明な点がご

ざいましたら、お気軽にお尋ねください。

申告受付期間

　２月 16 日（木）～３月 15 日（水）

申告に必要なもの（令和４年分）

　①マイナンバーカード（個人番号カード）または

　　通知カード（令和２年５月 25 日以降に記載内

　　容の変更をしていないもの）（通知カードの場

　　合は運転免許証等の身分証明書が併せて必要で

　　す。）

　②給与、公的年金などの源泉徴収票

　③営業、農業、不動産などの収支内訳書

　④生命保険料、地震保険料の控除証明書

　⑤国民年金保険料の控除証明書または領収書

　⑥配偶者特別控除を受ける人は配偶者の所得を明

　　らかにできるもの

　⑦年の途中に転入した人は前住地で支払った国民

　　健康保険税（料）の領収書など

　⑧障害者控除を受ける人は各種手帳、障害者控除

　　対象者認定書など

　※申告者のマイナンバー以外に、控除対象配偶者  

　　や扶養親族、事業専従者などのマイナンバーに

　　ついても記載が必要です。（申告者以外の本人

　　確認書類は不要）

　※上場株式等の配当および譲渡所得等について、

　　所得税と市・県民税で異なる課税方式を選択で

　　きます。

営業、農業、不動産などの所得がある人

　収支関係を記載した「収支内訳書」を申告書に添

付する必要があります。令和４年中の収入と支出を

経費区分ごとに分けて記載してください。

申告しなくてもよい人

　①税務署に所得税の確定申告をする人

　②給与所得のみでその給与支払報告書が市役所に

　　提出されている人（※１）

　③公的年金所得のみの人（※１）（遺族・障害年金を除く。）

　④竹原市に住む他の所得者の扶養親族等として申

　　告済みの人（※２）

　※１　各種控除を受ける場合は申告が必要です。

　※２　その人自身の所得・課税証明書が必要な場

　　　　合は申告が必要です。

▼事業別の主な償却資産の例

業種 主な例

①共通 パソコン、コピー機、応接セット、看板、舗装路面、駐車場設備など

②料理飲食業 厨房設備、冷凍冷蔵庫、カラオケセットなど

③理容・美容業 理容・美容機器、サインポールなど

④小売業 冷蔵ストッカー、陳列ケース、レジスター、エアコンなど

⑤建設業 パワーショベル、ブルドーザー、掘削機など

⑥不動産貸付業 門扉、塀、緑化施設、屋外照明設備など

⑦工場 受変電設備、旋盤、プレス機、洗浄給排水設備など

⑧太陽光発電施設
太陽光パネル（個人が設置する住宅用発電設備のうち 10kw 未満を除
く）、架台、接続ユニットなど

　償却資産とは、事業をしている個人・法人が、その事業のために用いることができる土地・家屋以

外の資産のことで、固定資産税の課税対象になります。

　令和５年１月１日現在で償却資産を所有している人は、その資産の所有状況を申告してください。

　また、昨年申告のあった人には申告のお知らせを郵送していますが、申告用紙は同封しておりませ

ん。申告用紙が必要な人は、市ホームページに申告用紙を掲載していますので、印刷してご利用くだ

さい。なお、申告した償却資産の課税標準額の合計が 150 万円に満たないときは、課税されません。

電子申告　通常の紙媒体による申告のほか、電子申告「ｅＬＴＡＸ：エルタックス」も利用できます。

申告期限　１月 31 日（火）

令和５年度償却資産の申告を！ 申告・問い合わせ　税務課資産税係　

                  ☎２２-７７３２
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一部の対象医薬品には、　　

パッケージに共通の識別　　

マークが入っています。

●「医療費控除の明細書」の添付が必要です

　領収書での医療費控除の受付はできません。医療

控除を申告する人は、「医療費控除の明細書」の記

入が必要です。

※「医療費控除の明細書」の様式は国税庁ホームペー

　ジに掲載されています。

明細書を添付する場合の注意点

①医療費の領収書は、自宅で５年間保存する必要が

　あります。

②医療保険者から交付を受けた「医療費通知」（※）

　の添付により、明細書への記入を省略できること

　があります。

※「医療費通知」は健康保険組合等が発行する「医

　療費のお知らせ」等です。次の項目が記載された

　医療費通知に限ります。

①被保険者等の氏名

②療養を受けた年月

③療養を受けた者の氏名

④療養を受けた病院・診療所・薬局等の名称

⑤被保険者等が支払った医療費の額

⑥保険者等の名称

●セルフメディケーション税制（医療費控除の特例）  

　について

　健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組

みを行う個人が、１月１日から 12 月 31 日までに自

己または自己と生計を一にする配偶者その他親族の

ために購入した「スイッチＯＴＣ医薬品」の費用に

ついて、申告を行うことで、一定の金額の所得控除

（医療費控除の特例）を受けることがでます。

特例適用時期　令和８年 12 月 31 日まで

※申告者が従来の医療費控除とどちらかを選択する

　ことになります。

※制度詳細については、厚生労働省や国税庁のホー

　ムページでご確認ください。

※「スイッチＯＴＣ医薬品」とは、医師によって処

　方される医療用医薬品から、薬局などで購入でき

　るＯＴＣ医薬品に転用された医薬品です。領収書

　等に対象商品である旨が表示されています。

医療費控除の申告にご注意ください！ 問い合わせ　税務課市民税係

　　　　　　☎２２-７７３２

　確定申告には、ご自宅からスマホでご利用いた

だける e-Tax が便利です。

申告書の作成はこちらから▶検 索確定申告

スマホ専用画面

　多くの方がスマホで見やすい専用

画面をご利用いただけます。

申告会場「竹原税務署」では！

　確定申告会場の混雑緩和のため会場への入場に

は「入場整理券」が必要です。

※「入場整理券」の配付状況に応じて、後日の来

　署をお願いすることがあります。

①入場整理券は、会場で当日配付。

② LINE から事前発行もできます。

　※国税庁 LINE 公式アカウントを友だち追加し

　　てください。

友だち追加はこちらから▶

設置期間（感染症対策として）

　１月 30 日（月）～３月 15 日（水）※土・日・祝日は除く

申告会場の開設日程

自宅で申告！

密を作らない！ 入場整理券！

受付時間　　午前８時 30 分～午後４時

相談時間　　午前９時～午後５時

スマホで確定申告 問い合わせ　竹原税務署　☎３１-１００６

※令和５年１月 20 日（金）から運用開始


