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新型コロナウイルス感染症の影響により掲載事業が中止・延期となる場合があります。新型コロナウイルス感染症の影響により掲載事業が中止・延期となる場合があります。
中止・延期の際は、市ホームページ・よいちメールなどでお知らせします。中止・延期の際は、市ホームページ・よいちメールなどでお知らせします。

ト ピ ッ ク ス

税務課　本２階
０２８７（２３）８７２５

確定申告／市民税・県民税申告のご案内
令和４年分　確定申告／市民税・県民税申告日程令和４年分　確定申告／市民税・県民税申告日程

期　日
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
２月15日㊌ 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

16日㊍ 上石上 薄葉・平沢 16日㊍ 須賀川 須賀川・川上・雲岩寺

17日㊎ 薄葉 17日㊎

湯津上庁舎

北滝 片田

20日㊊

金田北地区
公民館

中田原 20日㊊ 亀久 矢倉・蛭田

21日㊋ 中田原・町島・
荒井・岡

戸野内・練貫・
乙連沢 21日㊋ 蛭田 湯津上

22日㊌ 市野沢 今泉・羽田 22日㊌ 湯津上

24日㊎ 富池 小滝 24日㊎ 狭原 佐良土

27日㊊

市民協働
ホール

（市役所１階）

富士見 山の手・城山 27日㊊ 佐良土

28日㊋ 紫塚 元町・新富町 28日㊋ 蛭畑

３月１日㊌ 末広 中央・本町 ３月１日㊌ 片府田 新宿・小船渡

 ２日㊍ 美原 美原・住吉町  ２日㊍

黒羽庁舎

堀之内 黒羽田町

 ３日㊎ 浅香 浅香・若松町  ３日㊎ 前田 前田・八塩

 ６日㊊ 若草 若草・加治屋  ６日㊊ 北野上

 ７日㊋
湯津上庁舎
（親園地区）

親園 親園・荻野目  ７日㊋ 黒羽向町

 ８日㊌ 花園 実取  ８日㊌ 余瀬 大豆田

 ９日㊍ 滝沢・滝岡 宇田川  ９日㊍ 蜂巣 桧木沢

10日㊎ 湯津上庁舎
（佐久山地区）

佐久山 10日㊎ 寒井

13日㊊ 大神・藤沢 福原 13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

14日㊋
湯津上庁舎

（金田南地区）

北金丸 北金丸・奥沢・倉骨 14日㊋ 両郷・川田 中野内

15日㊌ 南金丸 上奥沢・鹿畑・
北大和久・赤瀬 15日㊌ 大輪 寺宿・木佐美・

大久保

■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　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。いただき、ご協力をお願いします。

①感染リスクが高い対面を避けるため、できる限り e -Tax（電子申告）を①感染リスクが高い対面を避けるため、できる限り e -Tax（電子申告）を
ご利用くださいご利用ください

　　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　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。混雑緩和のため、ナーから確定申告書が提出できます。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。ナウイルス感染症拡大防止にご協力ください。

②来場する方（e -Tax が利用できないなど）へのお願い②来場する方（e -Tax が利用できないなど）へのお願い
・検温のお願い・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　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。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※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。る場合は来場をご遠慮ください。
・マスク着用のお願い・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　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。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・「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　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。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・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。　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・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。　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申告会場での申告をお考えの方へ

申告会場の感染症対策申告会場の感染症対策
①入場人数の制限①入場人数の制限
・待合席を減らし、申告会場に入・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。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・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出しまで別室などでお待ちいた
だく場合があります。だく場合があります。

②消毒・飛まつ対策など②消毒・飛まつ対策など
・会場の各所に消毒液を設置しま・会場の各所に消毒液を設置しま

す。す。
・会場のテーブルやイスは適時、・会場のテーブルやイスは適時、

消毒作業を行います。消毒作業を行います。
・待合室では、席の間隔を空けて・待合室では、席の間隔を空けて

座っていただきます。座っていただきます。
・職員と対面で話しをする場所に・職員と対面で話しをする場所に

は、飛まつ対策のためアクリルは、飛まつ対策のためアクリル
ボードを設置します。ボードを設置します。

・会場は定期的に換気を行います。・会場は定期的に換気を行います。

確定申告書作成
コーナー



湯湯津上庁舎 黒黒羽庁舎 体県立県北体育館本本庁舎

栃木県管財課　　０２８（６２３）２０７５

2023.27

　令和４年分確定申告における所得税等の納期限およ
び振替納税を利用されている方の口座振替日は、右表
のとおりとなりますので、納期限までの納付または振
替日前の預貯金残高の確認をお願いします。なお、納
税が納期限に遅れた場合または残高不足などで口座振
替ができなかった場合には、納期限の翌日から納付の
日までの延滞税がかかりますので、ご注意ください。
　振替納税は、申告所得税および復興特別所得税や個
人事業者に係る消費税および地方消費税についてご利
用になれます。
　振替納税をご利用いただくと、金融機関や税務署に
出向かなくても自動的に納付ができ、便利・安全・確
実です。

　なお、利用開始に当たっては口座振替依頼書を各税
目の確定分の納期限までに提出してください。

令和４年分確定申告における所得税等の納付のお知らせ

税目など 納期限 口座振替日

申告所得税および
復興特別所得税

確定分 ３月 15 日㊌ ４月 24 日㊊

延納分 ５月 31 日㊌ ５月 31 日㊌

個人事業者の消費税
および地方消費税 確定分 ３月 31 日㊎ ４月 27 日㊍

贈与税 確定分 ３月 15 日㊌ 利用不可

納期限および口座振替日

№ 閲覧月日 閲覧申出者の氏名（※1）と所在地（※2） 利用目的の概要 閲覧に係る選挙人の範囲

１ 令和４年１月19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9、15、18、21投票区　100人

２ 令和４年６月10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9、18、21投票区　50人

３ 令和４年12月５日
株式会社日本リサーチセンター
　代表取締役　杉原 領治
東京都墨田区江東橋 4-26-5

統計調査のため 第4、6、7、37投票区　18人

　令和４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。

令和４年選挙人名簿抄本の閲覧状況一覧 （令和４年１月４日～12月28日）

選挙人名簿の閲覧状況の公表

大田原税務署　　０２８７（２２）３１１５

問選挙管理委員会　本８階　　０２８７（２３）８７３６本

※ 1  申出者が国などの機関である場合にあってはその名称、申出者が法人である場合にあってはその名称および代表者または管理人の氏名
※ 2  申出者が法人である場合のみ記載

　栃木県庁那須庁舎について、下記のとおり新庁舎
で業務を開始します。
●所在地…大田原市本町 2-2828-4
　　　　　（元那須農業振興事務所跡地）
●業務開始日

栃木県庁那須庁舎移転のお知らせ

県機関の名称 業務開始日
・大田原県税事務所
・那須県民相談室
・大田原労政事務所
・那須農業振興事務所

２月 27 日㊊

・県北健康福祉センター
・那須教育事務所

３月６日㊊

・県北環境森林事務所
・大田原土木事務所

３月 13 日㊊

※自動音声案内に従い番号をお選びください。

那須野が原那須野が原
ハーモニーホールハーモニーホール

栃木県庁那須庁舎

本館

駐車場駐車場

大田原労働大田原労働
基準監督署基準監督署

那須信用組合那須信用組合
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問スポーツ振興課　　　　
　０２８７（２２）８０１７

親子ペア（小学１・２年生）
順位 選手名 地区・所属 記録
１ 村越 隆之 ･ 友香 那須塩原市・ラン太郎 8分25秒
２ 大山 裕武 ･ 佑輝 福島県・ＭＲＣ大山 8分31秒
３ 稲田 俊一 ･ 奏士 福島県・かがみいしＳＣ 8分34秒

順位 選手名 地区・所属 記録
１ 樋口 優心 宇都宮市・横川中央小学校 7分20秒
２ 小野 真和 茨城県・日立エーシー 7分44秒
３ 小野 暖和 茨城県・日立エーシー 7分45秒

順位 選手名 地区・所属 記録
１ 齊藤 真乃 足利市 7分45秒
２ 齊藤 結乃 足利市 7分47秒
３ 一瀬 侑季 那須塩原市・埼玉小学校 8分04秒

順位 選手名 地区・所属 記録
１ 阿久津 陽向 大田原市・親園小学校 11分43秒
２ 高久 夕奈 大田原市・大田原小学校 11分45秒
３ 吉田 莉愛 茨城県・日立エーシー 12分03秒

順位 選手名 地区・所属 記録
１ 仁田 美利優 茨城県・日立エーシー 10分50秒
２ 黒羽 柚妃 茨城県・チーム近藤 11分35秒
３ 清水 叶琉 宇都宮市・ＮＩＮＥ 11分47秒

順位 選手名 地区・所属 記録
１ 遅澤 友海 矢板市・よろしく真岡 10分10秒
２ 鈴木 冨士翔 茨城県・日立エーシー 10分26秒
３ 髙橋 力輝斗 矢板市 10分35秒

小学５・６年生 男子 

 小学５・６年生 女子 

順位 選手名 地区・所属 記録
１ 藤田 和生 福島県 34分18秒

高校生 男子

順位 選手名 地区・所属 記録
１ 鷲津 奈緒美 那須塩原市 40分05秒
２ 鷹崎 晃子 真岡市 41分36秒
３ 須田 真寿美 東京都・キミちゃんＲＣ 42分35秒

一般 女子

 中学生 女子

順位 選手名 地区・所属 記録
１ 郡司 貴大 那須塩原市・郡司畜産 32分12秒
２ 加藤 優陽 大田原市・大田原信用金庫 32分19秒
３ 関谷 大 那須塩原市・那須地区消防 34分04秒

一般 男子

芭蕉の里くろばねマラソン大会成績一覧
第50回

２km

５km

10 km

３km

小学３・４年生 男子

 小学３・４年生 女子

順位 選手名 地区・所属 記録
１ 深井 真生 矢板市・氏家中学校 16分49秒
２ 黒羽 洋希 茨城県・チーム近藤 17分01秒
３ 大貫 廉 群馬県 17分07秒

中学生 男子

順位 選手名 地区・所属 記録
１ 小井沼 康良 栃木市 17分04秒
２ 金井 春樹 大田原市・国際医療福祉大学 17分08秒
３ 稲田 俊一 福島県・かがみいしＳＣ 17分23秒

一般 男子 

順位 選手名 地区・所属 記録
１ 黒羽 海成 茨城県・チーム近藤 18分18秒
２ 飯村 豪 茂木町 31分55秒

高校生 男子

順位 選手名 地区・所属 記録
１ 小林 香 大田原市・ラン太郎 20分45秒
２ 白井 奈津子 那須町 21分30秒
３ 松本 和子 大田原市 24分20秒

一般 女子 

順位 選手名 地区・所属 記録
１ 山田 孝志 福島県・ふくしま持久力 19分18秒
２ 本田 賢 福島県・郡山ヒロセ電機 19分19秒
３ 湯田 真一 矢板市・矢板ＲＣ 19分29秒

60 歳以上 男子  

順位 選手名 地区・所属 記録
１ 津村 早苗 宇都宮市 25分09秒
２ 深津 明美 群馬県・あっくんず 26分38秒
３ 杉森 久美子 大田原市 27分07秒

60 歳以上 女子

【スポーツ振興くじ助成とは】
スポーツくじ（toto・BIG）の販売により
得られる資金をもとに、地方公共団体
およびスポーツ団体が行うスポーツの
振興を目的とする事業に対して行われ
る助成制度です。

体

結果は市ホームページにも掲載しています。
右の二次元コードからご覧ください。

　昨年12月18日に第50 回芭蕉の里くろばねマラソン大会が開催されまし
た。部門別の成績一覧は下表のとおりです。（敬称略）
　新型コロナウイルス感染症の影響が心配される状況ではありましたが、
県内外の多くの方の参加により、大会を盛り上げることができました。
　なお、この大会については、独立行政法人日本スポーツ振興センターの
スポーツ振興くじ助成を受けており、助成金については、タイムの計測費
用などの大会運営に関する費用に活用されました。

順位 選手名 地区・所属 記録
１ 星 綾乃 福島県 26分08秒

高校生 女子
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