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訓大田原地域職業訓練センター 黒黒羽庁舎 生生涯学習センター 体県立県北体育館湯湯津上庁舎

湯

選挙人名簿の閲覧状況の公表
　平成 29年 1月４日～ 12月 28 日までの選挙人名簿の閲覧状況について、公職選挙法第 28条の４第７項お
よび公職選挙法施行規則第３条の４の規定により、下記のとおり公表します。
問選挙管理委員会事務局　　　　（９８）３７６７

閲覧年月日
閲覧申出者の氏名

（法人の場合は、その名称、代表
者又は管理人の氏名）

法人の場合は、主たる
事務所の所在地 利用目的の概要 閲覧に係る選挙人の範囲

１ 2月 21日 一般社団法人　新情報センター
事務局長　平谷伸次

東京都渋谷区
恵比寿 1-19-15 統計調査のため 第 10,16,17,18,21 投票区　

98人

２ 6月 14 日 一般社団法人　新情報センター
事務局長　平谷伸次

東京都渋谷区
恵比寿 1-19-15 統計調査のため 第 23,24 投票区　50人

３ 9月 14日 一般社団法人　共同通信社
社長　福山正喜

東京都港区
東新橋 1-7-1 世論調査のため 第 8,19 投票区　24人

４ 9月 26日
株式会社
サーベイリサーチセンター
広島事務所長　原田一臣

広島県広島市中区
立町 2-29 学術調査のため 第 25,26 投票区　

110 人

５ 9月 27日 早稲田大学文学学術院
教授　田辺俊介

東京都新宿区
戸山 1-24-1 学術調査のため 全投票区　150 人

6 9月 28日 一般社団法人　新情報センター
事務局長　平谷伸次

東京都渋谷区
恵比寿 1-19-15 統計調査のため 第 5投票区　50人

7 11 月 9日 読売新聞東京本社編集局
世論調査部長　鳥山忠志

東京都千代田区
大手町 1-7-1 世論調査のため 第 7投票区　30人

8 11 月 20,2122,24,27,29,30 日
日本共産党秋山ゆきこ後援会
代表　菊池文夫

栃木県大田原市
末広 1-4-31 政治活動のため 第 6,7,9 投票区　

全選挙人

9 11 月 28日 一般社団法人　中央調査社　
会長　大室真生

東京都中央区
銀座 6-16-12 世論調査のため 第 6投票区　21人

10 12 月 5日
公益財団法人　
明るい選挙推進協会　
会長　佐々木毅

東京都千代田区
一番町 13-3 統計調査のため 第 40投票区　17人

11 12 月 25 日 朝日新聞東京本社　
世論調査部長　前田直人

東京都中央区
築地 5-3-2 世論調査のため 第 19投票区　7人

第 28投票区　7人

マイナンバーカード申請用顔写真の無料撮影サービスを行います
　マイナンバーカードは身分証にもなる顔写真付きのカードで、コンビニで①住民票の写し②印鑑登録証明書
③所得証明書④住民税決定証明書を取得することができるなど、とても便利なカードです。
　カードの申請には顔写真の添付が必要ですが、このたび希望される方に『申請用顔写真の撮影サービス』を、
無料で実施いたします。この機会を利用して、マイナンバーカードを作りましょう！

●日時および場所…２月 14日（水）～３月 15日（木）（※土日を除く。）の 22日間、市税務課が実施　
　する「平成 29年分所得申告相談（※ 11ページを参照）」の会場において、
　午前の部　午前８時 30分～ 11時 30分
　午後の部　午後１時～４時
　の時間帯に実施します。
●持ち物…○国から送付された「通知カード」および付属の「個人番号カード交付申請書」
　　　　　○印鑑
※通知カード等個人番号が分かる書類をお持ちでない場合は、事前に、申請書ＩＤが入った交付申請
　書の再交付（無料）を受けてください。再交付手続きは、ご本人が身分証をお持ちになり、市市民課
　または湯津上支所、黒羽支所の総合窓口課で行うことができます。
●費用…無料

問政策推進課　Ａ２階　    （２３）８７０１
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文大田原市総合文化会館 議議会棟南南別館東東別館Ａ仮設庁舎Ａ棟 Ｂ仮設庁舎Ｂ棟

大田原税務署　 　（２２）３１１５（自動受付）

確定申告／市民税・県民税申告のご案内

平成 29年分　確定申告／市民税・県民税申告日程平成 29年分　確定申告／市民税・県民税申告日程

期　日
大田原地区 黒羽・湯津上地区

場　所 午前の部
8:30 ～ 11:30

午後の部
13:00～ 16:00 場　所 午前の部

8:30 ～ 11:30
午後の部

13:00 ～ 16:00

２
月

14 日㊌ 野崎地区
公民館

（野崎研修
　センター）

下石上・野崎
須賀川出張所

須佐木
15日㊍ 上石上 薄葉・平沢 川上・南方 須賀川・雲岩寺
16日㊎ 薄葉 須賀川
19日㊊

佐久山地区
公民館

佐久山

湯津上支所

北滝 片田
20日㊋ 佐久山 大神 亀久 矢倉・蛭田
21日㊌ 福原 福原・藤沢 蛭田
22日㊍ 親園地区

公民館
（農村環境改
善センター）

親園 親園・荻野目 湯津上・小船渡 湯津上
23日㊎ 花園 実取 湯津上
26日㊊ 滝沢・滝岡 宇田川 両郷出張所

（両郷地区
コミュニティ
センター）

久野又 河原
27日㊋

金田北地区
公民館

中田原 両郷・川田 中野内

28日㊌ 中田原・町島
荒井・岡

戸野内・練貫
乙連沢 大輪 寺宿・木佐美

大久保

３
月

１日㊍ 市野沢 今泉・羽田
黒羽支所

堀之内 黒羽田町
２日㊎ 富池 小滝 前田 前田・八塩
５日㊊

金田南地区
公民館

北金丸 北金丸・奥沢 北野上

６日㊋ 南金丸 南金丸・上奥沢
赤瀬

湯津上支所

狭原 佐良土

７日㊌ 倉骨 鹿畑・北大和久 佐良土
８日㊍

大田原東地
区公民館

富士見 山の手・城山 蛭畑
９日㊎ 紫塚 元町・新富町 新宿・片府田 片府田
12日㊊ 末広 中央・本町

黒羽支所

黒羽向町
13日㊋ 美原 美原・住吉町 余瀬 大豆田
14日㊌ 浅香 浅香・若松町 蜂巣 桧木沢
15日㊍ 若草 若草・加治屋 寒井

●大田原税務署で確定申告する場合
■税務署からのお知らせ

詳細の内容につきましては広報おおたわら１月号でご確認ください

会場…会場…大田原税務署別館大田原税務署別館
日時…日時…２月 16日（金）～３月 15日（木）（※土日を除く）２月 16日（金）～３月 15日（木）（※土日を除く）
▶受付：午前８時 30分～▶受付：午前８時 30分～
▶相談：午前９時～午後５時▶相談：午前９時～午後５時

■収入のない方の申告　　　　　　　　
　前年中に収入が皆無であった方または非課税収入（遺族年金、障害年金、雇用保険の失業給付）のみを
受給していた方は、申告書に必要事項を記入して押印して市税務課に直接お持ちください。
　申告会場で順番待ちの手間が省けて大変便利です。
■ホームページを利用した申告書作成など
　市のホームページで市民税・県民税申告書の様式をダウンロードできます。
　http://www.city.ohtawara.tochigi.jp

●「確定申告のお知らせ」はがきの送付について●「確定申告のお知らせ」はがきの送付について
　昨年まで確定申告書が送付され、市相談会場などで申告された方は、平成 29年分の確定申告から、申告書等用紙に　昨年まで確定申告書が送付され、市相談会場などで申告された方は、平成 29年分の確定申告から、申告書等用紙に
代えて、「確定申告のお知らせ」はがきが送付されます。代えて、「確定申告のお知らせ」はがきが送付されます。

●医療費控除に関する明細書の提出義務化について
　平成 29年分の確定申告から、医療費控除は領収書の提出が不要となりました。
　なお、領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となり、税務署から記入内容の確認を求める場合
がありますので、領収書は５年間保存する必要があります。

※大変混雑するため、長時間お待ちいただく場合や受付を※大変混雑するため、長時間お待ちいただく場合や受付を
早めに締め切る場合があります。早めに締め切る場合があります。

※申告書の作成には時間を要しますので、お早め（午後３※申告書の作成には時間を要しますので、お早め（午後３
時頃まで）にお越しください。時頃まで）にお越しください。

問税務課　　 １階　　  （２３）８７２５
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