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ト ピ ッ ク ス湯湯津上庁舎 黒黒羽庁舎

生生涯学習センター 体県立県北体育館

本本庁舎（新庁舎）

令和２年分　確定申告／市民税・県民税申告日程
大田原地区

期　日
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
野崎地区

公民館
（野崎研修
　センター）

下石上・野崎

２
月

15 日㊊ 須賀川出張所 須佐木 須佐木・南方
上石上 薄葉・平沢 16 日㊋ 須賀川 須賀川・川上・雲岩寺

薄葉 17 日㊌ 両郷出張所
（両郷地区

コミュニティ
センター）

久野又 河原

湯津上庁舎
（親園地区※）

親園 親園・荻野目 18 日㊍ 両郷・川田 中野内
花園 実取 19 日㊎ 大輪 寺宿・木佐美・大久保

滝沢・滝岡 宇田川 22 日㊊

黒羽庁舎

堀之内 黒羽田町
湯津上庁舎

（佐久山地区※）
佐久山 24 日㊌ 前田 前田・八塩

大神・藤沢 福原 25 日㊍ 北野上

湯津上庁舎
（金田南地区※）

北金丸 北金丸・奥沢・倉骨 26 日㊎ 黒羽向町

南金丸 上奥沢・鹿畑・
北大和久・赤瀬

３
月

 １日㊊ 余瀬 大豆田

金田北地区
公民館

中田原  ２日㊋ 蜂巣 桧木沢
中田原・町島・

荒井・岡
戸野内・練貫・

乙連沢  ３日㊌ 寒井

市野沢 今泉・羽田  ４日㊍

湯津上庁舎

北滝 片田
富池 小滝  ５日㊎ 亀久 矢倉・蛭田

大田原市役所
（１Ｆ市民協

働ホール）

富士見 山の手・城山  ８日㊊ 蛭田 湯津上
紫塚 元町・新富町  ９日㊋ 湯津上
末広 中央・本町 10 日㊌ 狭原 佐良土
美原 美原・住吉町 11 日㊍ 佐良土
浅香 浅香・若松町 12 日㊎ 蛭畑
若草 若草・加治屋 15 日㊊ 片府田 新宿・小船渡

■申告会場における新型コロナウイルス感染症対策について
　申告会場は、例年多くの方が来場し
ており、混雑緩和や感染予防など、徹
底した感染症対策が必須です。申告者
の皆さまには、次の点についてご理解
いただき、ご協力をお願いします。

・検温のお願い
　申告会場に入場する前に検温をお願いします。37.5度以上の熱があ

る方は、当日の受付はお断りさせていただきます。
※事前にご自宅で検温していただき、体調不良・発熱などの症状があ

る場合は来場をご遠慮ください。
・マスク着用のお願い
　受付会場に入場する際は、マスクの着用をお願いします。マスクを

着用されない場合は、受付会場への入場をお断りさせていただく場
合があります。

・「収支内訳書」や「医療費控除の明細書」の事前作成のお願い
　申告に必要な書類については、事前作成にご協力ください。作成さ

れていない場合は、お帰りいただく場合もあります。
・少人数での来場のお願い
　混雑緩和のため、できる限り申告者のみの来場をお願いします。
・筆記用具持参のお願い
　受付票の記入などに使うボールペン（黒または青）をご持参ください。

申告会場での申告をお考えの方へ

　e -Taxを利用すれば混雑する申告会場を避けて申告ができます。パソ
コン・スマートフォンを利用して国税庁の確定申告コーナーから確定
申告書が提出できます（詳細は国税庁ホームページをご覧ください）。
混雑緩和のため、できる限り申告会場への来場を避け、会場での新型
コロナウイルス感染症拡大防止にご協力ください。

３密を避けるため e-Tax（電子申告）をご利用ください

　 税務課　 　２階　　（２３）８７２５確定申告／市民税・県民税申告のご案内

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、左記申告相談
会場は、今年度はスペースにゆとりのある湯津上庁舎に変
更となります。該当の地区の方はご注意ください。

※ 親園地区公民館
※ 佐久山地区公民館
※ 金田南地区公民館

湯津上庁舎

申告会場の感染症対策
①入場人数の制限
・待合席を減らし、申告会場に入
　場できる人数を制限します。

・受付が終わりましたら、お呼び
　出しまで別室などでお待ちいた
　だく場合があります。

②消毒・飛沫対策など
・会場の各所に消毒液を設置しま
　す。

・会場のテーブルやイスは適時、
　消毒作業を行います。

・待合室では、席の間隔を空けて
　座っていただきます。

・職員と対面で話をする場所には、
　飛沫対策のためアクリルボード
　を設置します。

・会場は定期的に換気を行います。
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閲覧月日
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）

主たる事務所の所在地
（閲覧申出者が法人の場合のみ）利用目的の概要 閲覧に係る選挙人の範囲

１ １月９,10,
14,15日  鈴木　隆 － 政治活動のため

 第1～10,15,17～20,22,
 24～25,28～29投票区　
 全選挙人

２ ２月17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５-15-８ 統計調査のため  第20,21投票区

 114人 

３ ６月４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３,８投票区

 50人

４ ９月15日  一般社団法人　中央調査社
 会長　境　克彦  東京都中央区銀座５-15-８ 統計調査のため  第３,８投票区　114人 

５ ９月18日  一般社団法人　共同通信社
 社長　水谷　亨  東京都港区東新橋１-7-１ 統計調査のため  第10投票区　12人

６ 10月６日  一般社団法人　新情報センター
 事務局長　山本　恭久  東京都渋谷区恵比寿１-19-15 統計調査のため  第３,８投票区　50人

７

９月７～11,
14,16,17,
28～30日
10月１,２,

５,７～９日

 日本共産党秋山ゆきこ後援会
 代表者　石井　良幸 － 政治活動のため  第６～17投票区

 全選挙人

８ 12月14～18,
22,23日

 日本共産党秋山ゆきこ後援会
 代表者　石井　良幸 － 政治活動のため  第１～５投票区

 全選挙人

　令和２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、次のとおり公表します。

●日時…２月19日㊎
　午後１時30分～４時30分
　（受付：午後１時～３時30分）
●場所…勝田屋記念会館（中田原）
●対象…大学、短大、高専、専修学校などの学生、卒

業３年以内の未就職者、またはそのご家族の方
●参加企業…13社（ホームページをご覧ください）
●申込方法…右記へ電話、ＦＡＸまたはホームページ

の申込フォームで申し込み。

※当日は、那須塩原駅、西那須野駅、大田原市役所よ
り無料シャトルバスを運行します。

　　 大田原市地域雇用創造協議会
　 （大田原地域職業訓練センター内）
　 （４６）７１５５
　 （４６）７７２２
　 https://ohtawara-koyou.jp

　10月１日からご利用いただいている「おおたわら応援チケット」は、令和３年２月28日㊐が利用期限となって
います。お持ちの方は、期限日までに計画的にご利用ください。また、取扱店からの換金期限は令和３年３月
19日㊎となります。
※期限日を過ぎた利用および換金は受け付けませんのでご了承ください。なお、取扱店は利用期限後にチケッ

トを受け取らないようにお願いします。

令和２年選挙人名簿抄本の閲覧状況一覧

（令和２年1月4日～12月28日）

選挙人名簿の閲覧状況の公表

ＵＩＪターン説明会・面接会　就活フェア㏌大田原

利用期限について

問 選挙管理委員会　　８階　　（２３）８７３６

問 商工観光課　　４階　　（２３）８７０９

おおたわら（笑）に来よう（雇用）プロジェクト２０２１

おおたわら応援チケット
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湯湯津上庁舎 黒黒羽庁舎 生生涯学習センター 体県立県北体育館本本庁舎（新庁舎）

　令和３年３月末で休日等（市役所閉庁日）における湯津上支所の当直業務を廃止します。４月以降、休日等に
戸籍の届出をする際は次の庁舎をご利用ください。なお、湯津上庁舎図書室は、従来どおり開館します。

【閉庁日の当直窓口】
本庁舎
●住所…本町１丁目４番１号　　 （２３）１１１１
●開庁時間…午前８時30分～午後５時

黒羽支所
●住所…黒羽田町８４８番地　　（５４）１１１１
●開庁時間…午前８時30分～午後５時

問 総務課　　６階　　（２３）８７０２湯津上支所の当直業務廃止について
休日等における

　市の各施設において、令和３年４月１日から施設の管理運営を行う指定管理者を募集していましたが、選定
委員会および令和２年12月議会の議決を経て指定した施設についてお知らせします。
　指定期間は、令和３年４月１日から令和８年３月31日までの５年間となります。

問 総務課　　６階　　（２３）８７０２指定管理者の指定について
公の施設

施設名 指定管理者

 水遊園直売所  特定非営利活動法人　キャリアコーチ

 湯津上温泉やすらぎの湯および総合交流ターミナルセ
 ンター黒羽温泉五峰の湯  有限会社　魚鶴

 郷土資料館くらしの館および黒羽ふるさと物産セン
ター

 黒羽ふるさと物産センター組合

 那須野が原ハーモニーホール  公益財団法人　那須野が原文化振興財団

　野崎・佐久山地区を運行しているデマンド交通が、４月から親園地区を運行します。
■運行開始に向けた利用登録受付
　親園地区の方は、利用登録をすると、乗降所が設置され、自宅近くから利用できます。２月12日㊎より、登
録を受け付けますので早めにお申し込みください。
●登録方法
　上記窓口または市ホームページより「大田原市デマンド交通利用登録票」を取得し、必要事項を記入の上、郵送、

ＦＡＸまたは窓口へ提出してください。

●市営バス「佐久山・親園線」の変更
　市営バス「佐久山・親園線」はデマンド交通の車両に切り替わり、朝夕に運行します。経路・運行時間は広報

おおたわら３月号でお知らせします。
■市営バス路線の変更について
　４月から、市営バス「野崎方面循環線」、「那須塩原駅線」、「大田原市内循環線」、「蛭田・湯津上線」の経路を

一部変更します。経路は広報おおたわら３月号でお知らせします。

問 生活環境課　　２階　　（２３）８８３２親園地区での運行開始について
デマンド交通「らくらく与一号」

郵送の場合 ＦＡＸの場合 窓口提出の場合
〒３２４- ８６４１
大田原市本町１- ４- １
大田原市生活環境課生活交通係

（２３）８９２３
　・本庁舎生活環境課

・親園地区公民館


