
午前(受付時間 ９９：：００００～～１１１１：：３３００) 午後(受付時間 １１：：００００～～４４：：００００)

33 金金 高高木木　　・・　　十十三三谷谷　　・・　　木木浦浦 茶茶屋屋　　・・　　山山ヶヶ野野金金山山

44 土土

55 日日

66 月月 古古城城 北北園園

77 火火 紫紫尾尾田田　　・・　　上上ノノタタウウンン 正正牟牟田田

88 水水 野野坂坂　　・・　　横横伏伏敷敷 岡岡村村　　・・　　崎崎山山団団地地　　・・　　夢夢見見ヶヶ丘丘

99 木木 柿柿木木　　・・　　大大住住　　・・　　床床波波

1100 金金 黒黒葛葛原原

1111 土土

1122 日日

1133 月月 小小原原　　・・　　山山住住

1144 火火 赤赤水水　　・・　　二二牟牟礼礼　　・・　　岩岩穴穴

1155 水水 馬馬渡渡 前前川川内内

1166 木木 山山ノノ口口　　・・　　丸丸山山前前団団地地

1177 金金 上上尾尾田田　　・・　　希希望望ヶヶ丘丘団団地地

２２
月月

休休 日日

令令和和５５年年度度（（令令和和４４年年分分））市市県県民民税税申申告告日日程程ににつついいてて  【【横横川川地地区区】】

申申告告会会場場：：横横川川総総合合支支所所  多多目目的的室室
※選挙、災害等、やむを得ない事情により、会場が変更になる場合があります。

◎待ち時間、混雑の緩和のため、お住まいの地域ごとに日程を指定しています。

　・ご来場の際は、マスクの着用、手指消毒、検温の実施にご協力ください。

◎来場される前にご確認ください。

　・無収入の方、障害年金などの非課税収入のみの方などは、別紙「「市市県県民民税税簡簡易易申申告告書書」」
　　で郵郵送送、、フファァッッククスス、、メメーールルでで申申告告ででききまますす。。詳細は「「申申告告書書」」の裏面をご確認ください。

月 日

　・農業所得のある方は、別紙の「「簡簡易易農農業業所所得得収収支支計計算算書書」」をあらかじめ作成してお越しください。
　・医療費の控除を受けたい方は、「「医医療療費費のの明明細細書書」」をあらかじめ作成してお越しください。

曜日

対 象 地 域

　・指定日に都合が悪い場合は、申告期間内の都合の良い日時にお越しください。
　・国分シビックセンター申告会場では、３月５日（日）を休日申告日として指定しております。

◎感染症対策にご協力ください。

休休 日日

建建 国国 記記 念念 のの 日日

　・発熱、咳などの症状がある場合は、ご来場をお控えください。

午前(受付時間 ９９：：００００～～１１１１：：３３００) 午後(受付時間 １１：：００００～～４４：：００００)

1188 土土

1199 日日

2200 月月

2211 火火 下下尾尾田田

2222 水水 上上新新町町　　・・　　下下新新町町 清清水水町町　　・・　　仲仲町町　　・・　　下下町町

2233 木木

2244 金金 旭旭　　町町　　・・　　上上植植村村

2255 土土

2266 日日

2277 月月 下下植植村村

2288 火火 向向植植村村　　・・　　大大里里 宮宮下下

11 水水

22 木木

33 金金 上上小小脇脇

44 土土

55 日日

66 月月 下下小小脇脇

77 火火

88 水水

99 木木

1100 金金

1111 土土

1122 日日

1133 月月

1144 火火

1155 水水

■■おお問問合合せせ先先  横横川川総総合合支支所所　　地地域域振振興興課課　　税税務務ググルルーーププ　　４４５５－－５５１１１１１１（（内内線線６６３３４４１１・・６６３３４４２２））

※所得税及び消費税の確定申告に関するご不明な点は、加治木税務署（0995-62-2161）までお問い合わせください。

対 象 地 域

２２
月月

月 日 曜日

川川北北　　・・　　上上向向江江　　・・　　向向江江　　・・　　二二石石田田

みみどどりり団団地地　　・・　　上上深深川川　　・・　　下下深深川川

休休　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日日

※※休休日日申申告告日日（（会会場場：：国国分分シシビビッッククセセンンタターー　　受受付付時時間間：：午午後後４４時時ままでで））

休休 日日

県県営営、、市市営営、、民民間間住住宅宅　　・・　　介介護護、、養養護護施施設設　　・・　　そそのの他他

全全日日程程でで申申告告にに来来らられれななかかっったた方方（（所所得得税税のの申申告告期期限限はは３３月月１１５５日日（（水水））でですす。。））

３３
月月

天天 皇皇 誕誕 生生 日日

休休 日日

全全日日程程でで申申告告にに来来らられれななかかっったた方方（（所所得得税税のの申申告告期期限限はは３３月月１１５５日日（（水水））でですす。。））

休休 日日



・下のフローチャートに沿って、申告が必要か確認してください。

・国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療保険に加入されている世帯の1188歳歳以以上上のの方方は無収入

　でも申告が必要です。

令令和和５５年年度度
（（令令和和４４年年分分））

市市県県民民税税申申告告ののごご案案内内

■■市市県県民民税税申申告告がが必必要要なな方方

※別添の「「令令和和５５年年度度（（令令和和４４年年分分））霧霧島島市市市市県県民民税税簡簡易易申申告告書書」」をご記入の上、下記の方法により、
　  税務課へ提出してください。
・　郵送 ：〒 899-4394　霧島市国分中央三丁目45番１号　霧島市役所 税務課 市民税グループ　宛
・　ファックス ： 0995-64-0931
・　メール ： shinkoku@city-kirishima.jp
　　印刷した申告書の該当する箇所にチェックと署名をし、用紙全体が入るように撮影した画像を添付
　　してください。

令和５年１月１日に霧島市に住所がありましたか？

スタート

次のいずれかに該当しますか？
①住宅ローン控除を初めて申告する。
②土地・建物・山林および株式等を売った譲渡所
得の申告をする。

③上場株式等に関する配当所得の申告をする。
④先物取引に関する雑所得等の申告をする。
⑤青色申告をする。
⑥雑損控除を申告をする。
＊②～④に該当する方で所得税の納付や還付、
繰越控除が発生しない場合は「いいえ」へ｡

加治木税務署が開設する申告相談会場で
確定申告をしてください。
会場：加音ホール

（姶良市加治木町木田5348-185）
日程：令和５年２月16日(木)～３月15日(水)

(土、日、祝日を除く)
受付時間：午前９時～午後４時
お問い合わせ先：加治木税務署0995-62-2161

入場には、整理券が必要です。
確定申告をすれば、市県民税申告は不要です。

収入は給与または公的年金等以外の
収入がありましたか？

令和４年１月～12月に収入はありましたか？
＊非課税所得(遺族年金・障害年金・失業給付金等)
のみの方は「いいえ」へ。

霧島市では申告できません。
令和５年１月１日に住所があった
市町村へお問い合わせください。

年末調整で出していない生命保険、
医療費控除等の追加控除を受けますか？

申告は不要です

申告が必要です
（右の申込票を記入して

来庁してください）

次のいずれかに該当しますか？
①年金などの受給資格の認定を受ける、
または免除申請をする。

②市市営営住住宅宅に入居している。
③各種申請等で所所得得（（課課税税・・非非課課税税））
証証明明書書が必要になる。

申告は不要です

簡易申告書の

提出が必要です
(郵送等申告可)※

はい いいえ

はい

はい

いいえ

はい

はい

いいえ

いいえ

はい

いいえ

いいえ

申告が必要です

電電子子申申告告ののごご案案内内

　　申申告告書書のの作作成成・・提提出出はは、、新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染拡拡大大防防止止のの観観点点かからら、、多多くくのの方方ががおお越越ししににななるる確確定定申申
告告会会場場ででははななくく、、ぜぜひひ、、ごご自自宅宅でで国国税税庁庁HHPP「「確確定定申申告告書書等等作作成成ココーーナナーー」」をを利利用用ししたたee--TTaaxx等等ををごご活活用用
くくだだささいい。。
　・　マイナンバーカード方式
　「マイナンバーカード」と「ＩＣカードリーダライタ」又は「マイナンバー読取機能を搭載したスマホ」をお持ち
の方はマイナンバーカードの電子証明を読み取って、ｅ－Ｔａｘで確定申告書等を送信できます。
　・　ＩＤ・パスワード方式
　事前に税務署で職員と対面による本人確認を行った後に発行される「ＩＤとパスワード」があれば、ｅ－Ｔａ
ｘで確定申告書等を送信できます。ＩＤ・パスワードの発行を希望される方は、事前に本人確認書類を持参
の上、税務署に行かれてください。
  ・　マイナンバーカードやＩＤ・パスワードをお持ちでない場合でも、作成した申告書を郵送又は税務署窓
口で提出できます。

　確定申告に関するご質問（申告の要否、税法関連事項等）は、確定申告電話相談センターにお問い合
わせください。税務署にお電話いただきますと、自動音声によりご案内しております。
　　　加治木税務署　0995-62-2161 (通常の通話料金となります。)
　➢ 月曜日～金曜日　8:30～17:00
　➢ 自動音声案内で「０」番を選択してください。確定申告電話相談センターへつながります。

　◆医療費の明細書
　別紙の「医療費の明細書」に記載例を参考にして支払額や保険金等を記入してください。
　医療費通知や領収書の添付は必要ありませんが、自宅等で5年間保存する必要があります。
  ※紙おむつ（大人用）の購入費用を含める場合は、「おむつ使用証明書」が必要です。

⑤⑤寄寄付付金金控控除除（（ふふるるささとと納納税税ななどど））をを受受けけるるたためめのの資資料料

　◆寄付した団体などから交付される寄付金の受領証明書等

⑥⑥申申告告者者本本人人名名義義のの通通帳帳等等、、還還付付金金のの受受取取口口座座がが分分かかるるもものの

　◆申告者本人名義の通帳やキャッシュカード（所得税の還付申告をされる方のみ）

※※申申告告のの内内容容にによよっっててはは、、記記載載ししてていいなないいももののがが必必要要ににななるる場場合合ががあありりまますす。。

　◆マイナンバーカード、又はマイナンバー通知カードと運転免許証等の顔写真付きの身分証明書

②②収収入入及及びび必必要要経経費費をを証証明明ででききるる書書類類・・領領収収書書・・帳帳簿簿等等

　◆（年金収入がある方）「公的年金等の源泉徴収票」（日本年金機構、企業年金連合会等から送付。）
　◆（給与収入がある方）「給与所得の源泉徴収票」
　◆（事業・農業・不動産業を営んでいる方）収支内訳書や肉用牛売却証明書（牛農家の方）等
　　　※農業を営んでいる方は、「簡易農業所得収支計算書」をお使いください。
　◆（その他の収入がある方）シルバー人材センターの配分金証明書、個人年金支払証明書、
　　　満期保険金の支払明細書等、その収入金額や経費が分かるもの

③③社社会会保保険険料料控控除除・・生生命命保保険険料料等等のの控控除除をを受受けけるるたためめのの資資料料

　◆前年中に支払った国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の納付済証明書
　　（１月下旬に、市役所収納課から送付。）
　◆任意継続保険料納付済証明書（保険証の発行元にお尋ねください。）
　◆国民年金控除証明書　（日本年金機構から送付。無い場合は領収書でも可。）
　◆生命保険料・地震保険料控除証明書等（加入している保険会社から送付。）

④④医医療療費費控控除除をを受受けけるるたためめのの資資料料

■■申申告告にに必必要要ななももののににつついいてて

①①ママイイナナンンババーー及及びび本本人人確確認認書書類類


