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税金

市・県民税の申告相談が始まります

令和３年度市・県民税の申告相談
を実施します。申告の必要がある方

●申告相談時に必要なもの
①印鑑（認め印で結構です）

は、受付期間中に各会場へお越しく ②本人確認書類
ださい。期間中、市役所税務課窓口
以下の⑴、⑵のどちらかを提示し
での申告相談はできません。なお、 てください。
日程表については以下のとおりです。
会場の３密を回避するため、日程
表のとおりにご来場いただき、マス

社会保険料控除証明書、医療費控
除明細書など）

※必要な書類がない場合、申告相談
を受けることができません。書類
を紛失している場合は取り寄せる

⑴マイナンバーカード
などして必ず持参してください。
⑵番号確認書類（通知カードなど） ※日 南税務署において「利用者識別
と写真付きの身分証明書（運転
番号」を事前取得された方は、番

クの着用、こまめな手指消毒など、
免許証など）
号が分かるものをお持ちください。
ご協力をお願いします。また、当日 ③収 入関係書類（源泉徴収票、支払
体調の優れない方のご来場はご遠慮
調書、収支内訳書など）
●譲渡所得がある場合
ください。
④控 除関係書類（保険料払込証明書、 土地売買など譲渡所得がある場合、
日

付

２月１日（月）
２月２日（火）
２月３日（水）
２月４日（木）
２月５日（金）
２月８日（月）
２月９日（火）
２月１０日（水）
２月１２日（金）
２月１５日（月）
２月１６日（火）
２月１７日（水）
２月１８日（木）

３月９日（火）
３月１０日（水）
３月１１日（木）
３月１２日（金）
３月１５日（月）
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午後（１時 ～３時）

会

場

郡司部、子持田、平田、
石原、内ノ畑、八ケ谷
海北、中福良、古都
市木支所
大藤、木ヤ藤、舳、築島、
上石波、下石波
夫婦浦
奈留、仲別府、古大内、
長野、堂園、烏帽子野、 上園田、下園田
西ノ園、平原、清水
上新町、中新町、下新町、 石木田、徳山、小山、白
三ケ平、三幸ケ野、田ノ野 坂、風野、片野、広野
大束支所
揚原、市ノ瀬１区、市ノ瀬２
大平、中原、高則、胡桃ケ野
区、市ノ瀬３区、市ノ瀬４区
真萱、大重野、上大矢取、
上井牟田、射馬地野、一氏
矢床、赤池
迫、黒井
宮原、宮ノ浦
都井支所
立宇津、東、岬
大納、宇戸、名谷
樋口、道場
上中園、下中園
小田代、春日、上平
永田、仲、下平
本城支所
上千野、中千野、下千野 上南、下南
口広、居城田、港、浦
上代田、下代田、遍保ケ野
西塩町、東塩町、上田口、
高松
下田口
天神
木代
寺里
桜ケ丘
西小路１区
西小路２区
上町
東上池、西上池
泉町
笠祇、田渕、谷ノ口、古川
前田、上塩
鍜治屋、大島
穂佐ケ原、松尾、七ツ橋 有明１区、有明２区
上小路
初田、羽ケ瀬
本町１丁目
本町２丁目
桂原、古竹、奴久見、越ケ谷 西下弓田、東下弓田
上郡元
西郡元
東本西方、中本西方、西
霧島、城山、小路
本西方
秋山、小城久保、下池、
鯛取、倉掛、徳間
串間
東金谷、西金谷、南金谷、
屋治、仲町、鹿谷
北金谷
東今町、西今町、南今町 地区指定なし
予備日
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市総合保健福祉センター

２月１９日（金）
２月２２日（月）
２月２４日（水）
２月２５日（木）
２月２６日（金）
３月１日（月）
３月２日（火）
３月３日（水）
３月４日（木）
３月５日（金）
３月８日（月）

午前（９時～１１時半）
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Information

Information

税務署で申告した方が良い場合があ
ります。事前に電話予約の上、税務

署へご相談ください（日南税務署☎
22 ‐ 3671）。
※事業所得の収支内訳書や医療費控
除の明細書の作成は、ご自身で済
ませてからご来場ください。
※国民健康保険・後期高齢者医療保
険の被保険者の方、所得証明書な
どが必要になる方は、遺族年金や
障害年金などの非課税所得者を含
め、所得の有無に関わらず申告が
必要となります。
確定申告については、パソコンや
スマートフォンから電子申告ができ
ます。新型コロナウイルス感染症へ
の感染リスク軽減のためにも、可能
な限りご利用ください。
また、記入済みの住民税申告書は
郵送でも受け付けております。下記
まで送付ください。
※新型コロナウイルス感染症の状況
によっては、会場が変更になる場
合があります。
・送付先
〒888‐8555
串間市大字西方5550番地
串間市役所 税務課市民税係 宛
問 税務課市民税係☎72 ‐ 1112

支

援

歯科衛生士のための
復職支援無料相談会
●日 時＝２月13日（土）午後２時～
４時

●場所＝下記の４会場からお選びく
ださい。
・日 南歯科医師会館（日南市中央通
２丁目2 ‐ 14）
・宮 崎県歯科医師会館（宮崎市清水
１丁目12番２号）
・都 城歯科医師会館（都城市八幡町
11 ‐ 3）
・延 岡市歯科医師会館（延岡市大瀬

件を満たす新生児
①令和２年４月28日から令和３年３

月31日までに生まれていること
②出生日から給付金の申請日まで継続
して串間市に住民登録があること
●申請者＝次の①、②両方の要件を
満たす方
①給付対象者の父親または母親であ
ること
②給付対象者の出生日から給付金の
申請日まで継続して串間市に住民
登録があること
●申請期限＝令和３年３月3１日
●申請方法＝
①出生届があった方へ市から申請書
をお送りします。

出生届を市が確認後、一カ月程度
町３丁目4 ‐ 5）
●対象者＝歯科衛生士の資格を有し でお手元へお届けします。令和２年
ており、歯科医療機関などへの復 11月までに出生届を提出されている
方については、令和２年12月内の発
職をお考えの方
送を予定しています。
●その他＝
・相談料無料。参加者にはパールリ ②申 請書を記入し、必要書類A・B
を添えて福祉事務所へ郵送または
ボングッズを進呈します。
持参してください。
・宮 崎会場（宮崎県歯科医師会館）
では、復職支援研修会も同時開催 A 本人確認書類の写し（運転免許
証、保険証など）
します。
・新型コロナウイルスの感染拡大状 B 振込口座が分かる書類の写し（預
金通帳、キャッシュカードなど）
況に応じて中止する場合もござい

福祉事務所こども政策係
ますので、
事前予約をお願いします。 申・問
☎72 ‐ 1123
●申込方法＝お名前・連絡先・参加
希望会場を、２月12日（金）まで

に下記問い合わせ先へご連絡くだ
さい。
問 宮崎県歯科医師会事務局
☎0985 ‐ 29 ‐ 0055
ＦＡＸ：0985 - 22 - 6551

申

請

採用試験
令和２年度
串間市病院企業職員
採用試験のお知らせ
令和２年度串間市病院企業職員採

用試験を実施します。
【令和３年４月１日採用】
新生児臨時特別給付金 ●職 種＝薬剤師１名、言語聴覚士
のお知らせ
１名、看護師１名程度
串間市は、コロナ禍において不安 ●応募期間＝１月８日（金）まで
を抱えながら出産を迎え、新たなお ●試験日程＝１月24日（日）
子さまが生まれた世帯に対し、経済
的な負担の軽減を図るとともに、お ※詳細などについては、市民病院の
子様の健やかな成長を応援するため
ホームページをご覧になるかまた
に10万円を支給します。
●給付額＝新生児１人につき10万円
●給付対象者＝次の①、②両方の要

は下記問い合わせ先までお問い合
わせください。
問 市民病院管理係☎72 ‐ 1234
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ご案内

（仮称）串間南部風力発電所
環境影響評価方法書の縦覧、
説明会の開催について
本城永田地区南東部に位置する山
地で計画している風力発電事業につ
いて、環境影響評価の調査、予測、
評価の手法などを記載した環境影響
評価方法書を縦覧し、説明会を開催
します。
●事業者＝有限会社ウィンディ
●事 業規模＝発電設備出力 最大

２万１千キロワット
●縦 覧期間＝１月21日（木）～２月
22日（月）

●縦 覧時間＝午前９時～午後５時
（土･日･祝日を除く開庁日）
●縦 覧場所＝串間市役所 総合政策
課、本城支所
●電子縦覧＝同社ウェブページ
http://windyltd.xyz
●意見提出＝方法書について、環境
保全の見地からのご意見をお持ち
の方は、縦覧場所に備え付けの意
見書に、住所・氏名・意見を日本
語でご記入の上、備え付けの意
見箱へ投函いただくか、３月８
日（月）までに下記の問い合わせ
先へ郵送（当日消印有効）くださ
い。意見書については、先のウェ
ブページからもダウンロードでき
ます。
●説明会＝串間温泉いこいの里大広
間（串間市大字本城9 8 7 番地）
・日程＝
①２月５日（金）午後６時～８時

②２月６日（土）午前10時～正午
※説明会は新型コロナウイルス感染
症の感染を防止するため、密集防
止の観点から同じ内容で２回開催
します。また、今後の感染拡大状
況に応じて開催形式などを変更す
る可能性がありますのであらかじ

めご了承ください。
問 有限会社ウィンディ 担当：梅崎
（〒８０５-００２５ 福岡県北九州市八幡
東区中尾１丁目13 ‐ 21）
☎093 - 651 - 9199
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