
情報ステーション　‐ News & Information ‐ 情報ステーション　‐ News & Information ‐募集
講習

教室
催し 説明会 お知らせ 相談

21 20広報たけとよ　2022. ４ 広報たけとよ　2022. ４

　農産物等に被害をあたえる有害鳥
獣の内、カラス・カワラバト等鳥類
の駆除を実施します。早朝から、猟
銃を使用して駆除を行うため、一部
区域のみなさんには発砲音等により
ご迷惑をおかけしますが、ご理解を
お願いします。
日�時　 ４/3、 ５/1、 ６/5、 ７/3、

９/4、10/2、10/30　各日曜日
　6：00 ～ 11：00（予定）
※雨天の場合は翌週に延期　
駆除区域　武豊北部農地開発付近
　　　　　冨貴字カル田付近
実施団体　知多中央猟友会武豊支部
問合せ　役場産業課

　固定資産税について、令和２年度
から令和３年度に価格が上昇した土
地であっても税額を据え置く特別な
措置が講じられています。適用対象
となった土地の令和３年度の価格に
ついては、令和４年６月まで審査申
出をすることができます。
問合せ　役場税務課

日時　4/27（水）　10：00～11：30、
　　　　　　　　 13:00～16:00
場所　役場２階第3・４会議室 (受付)
対�象　男性17～69歳、女性18～69歳

で、 体重が男女とも50 kg以上
※ 65～69歳の人は、 60～64歳の

間に、献血の経験のある人に限る
※ 混雑状況によりお断りする場合が

ありますので予めご了承ください
問合せ　保健センター　
　☎72-2500

日時　８/8（月）14:30 ～
　　　8/11（祝）12:00 ～
場所　長崎市内（原爆資料館等）
※旅費支給あり
対�象　町内在住の小学４～６年生と

その保護者
定員　全国の対象自治体から９組
※応募多数の場合は抽選
※ 参加決定者は、事前課題、滞在中

の記事作成等あり
※ 新型コロナウイルス感染拡大の状況に

より、リモート取材となる場合あり
申�込み　日本非核宣言自治体協議会

ホームページの募集要項を参照の
上、５/18（水）までに、メールま
たは郵送により、日本非核宣言自
治体協議会事務局へ

　http://www.nucfreejapan.
comeminfo@nucfreejapan.com
問合せ　長崎市平和推進課
　☎ 095-844-9923

日時　４/16（土）10:00～12:00
※雨天の場合は4/17（日）
場所　警固山周辺
対象　町内の小・中学生とその保護者
内容　たけのこ掘り等のむかし体験
定員　50人（申込み順）
料金　１人200円
持�ち物　軍手・水筒・持ち帰り用ビ

ニール袋（大きめのもの５枚ほど）
申�込み　４/５（火）～13（水）に、歴

史民俗資料館へ
　☎73-4100
※電話申込みは５日の13：00から

　
◎１日目
日時　４/10(日)　10:00～12:00
内容
①屋敷、建物の一般公開
②地域交流の場「おいでぁ三井家」
健康体操、手芸、茶話会、防災知識等
料金　①無料②茶話会は１００円
◎２日目
日時　４/24(日)　10:00～12:00
内容　屋敷、建物の一般公開
料金　無料　
共通事項
場所　三井家住宅（字上ケ２）　
※公共交通機関、徒歩でお越しください
※武雄神社東の駐車場は利用可
問合せ　
　歴史民俗資料館
　☎73‐4100　

長崎を取材する親子記者

◎マイナポイント申請等補助
募集人数　１人　

任用期間　５/23～６月末

勤�務時間　平日９:00～17:00の内、

４時間で週５日程度

申�込み　４/15(金)までに、申込書を

役場企画政策課へ郵送または持参

※郵送の場合は当日必着

※ 用紙は役場企画政策課にて配布、また

は町ホームページよりダウンロード

条�件　パソコン・タブレットの基本

操作ができる人

報酬　時給955～980円

※経験年数等により異なります

問合せ　役場企画政策課

◎参議院議員通常選挙選挙事務
募集人数　若干名

任�用期間　選挙の公示日翌日から投票

日当日まで※６月下旬～７月頃予定

勤務時間　※応相談

　【期日前】８:30～20:00

　【投票日当日】6:40～20:40

   （1時間の休憩あり）

申 込み　5/9（月）までに、申込書を武

豊町選挙管理委員会（役場総務課）へ

郵送または持参（必着）

※ 用紙は役場総務課で配布、または

町ホームページよりダウンロード

条件　

・18 歳以上で、投票所へ通勤できる人

・パソコンの基本操作ができる人

・ 選挙事務を公平に行い、投票の秘

密を守ることが出来る人

・一日当たり概ね４時間以上働ける人

業�務内容　誘導、受付、名簿照合、
投票用紙の交付等

報酬　時給 955 円

問合せ　武豊町選挙管理委員会（役場総務課）

　野外活動や地域貢献活動を通して、

子どもたちの自主性や協調性、社会

性、リーダーシップ等を育み、社会

に出て役立つ力と心を養います。

対象年代
◎ビーバースカウト隊

　小学校１年生～

◎カブスカウト隊

　小学校３年生～

◎ボーイスカウト隊

　小学校６年生～

◎ベンチャースカウト隊

　高校生～

◎ローバースカウト隊　

　18歳～25歳

◎指導者・リーダー　20歳以上

申込み　鈴
すず

木
き

和
かず

久
ひさ

（団委員長）

　☎090-8321-9172

対�象　町に住民登録があり、昭和

18年3月31日以前に生まれ、20

本以上自分の歯がある人

　（1人1回限り)

料金　表彰認定のための健診は無料

申�込み　５/31（火）までに、下記歯

科医院へ

※ 表彰者には、9月中旬頃に案内を

送付します

問合せ　保健センター

　☎72-２50

武豊町役場　

☎72‐1111(代表)　　72‐1115FAX

日�時　４月～５年３月の土曜日で

月２回（４/ ９・23、５/ ７・28
ほか全 24 回）

　９:30 ～ 11:30
場�所　ゆめたろうプラザまたは

　中央公民館

対象　町内在住の中学生

内�容　自習を基本とし、学習支援

員がわからない問題を一緒に考え

る等、勉強をサポートします。
料金　無料

申�込み　申込書に必要事項を記入

し、初回参加時に提出

※ 申込書は役場生涯学習課で配布、また

は町ホームページよりダウンロード

※申込は随時受付中

問合せ　役場生涯学習課　

武豊町地域未来塾事業
～ゆめたろう塾「生徒」～

8020(はちまるにいまる)
表彰対象者

歯科医院名称 連絡先

あさの歯科  71-1155

あだち歯科医院  72-0131

梅原歯科  73-6666

かずデンタルクリニック  89-9333

テシマ歯科医院  73-6088

とだ歯科医院  72-6886

とみ歯科クリニック  73-7333

中川歯科  73-7600

ながしま歯科・矯正歯科  72-8148

ふき歯科クリニック  73-4420

森歯科医院  73-1600

(50音順)

おじいさんのアウトドア47
～春の野山でむかし体験～

令和３年度分の固定資産税
の価格に関する
審査申出特例

三井家住宅一般公開日
（４月）

ボーイスカウト武豊第２団 会計年度職員
献血にご協力を
（400mlのみ）

有害鳥獣駆除の実施 ボーイスカウト武豊第２団 会計年度職員

　会員が丹精込めて育てた、イワチドリ、アッツザクラやハッカクレン等
の山野草を約 100 点展示します。
日　時　4/30( 土 )9:00 ～ 16:00
　　　　5/1 ( 日 )9:00 ～ 15:30
　　　　（両日とも 15:00 まで苗の即売を行います）
場　所　中央公民館 1 階　展示ホール
問合せ　武豊山野草友の会　水

み ず

谷
た に

由
よ し

久
ひ さ

☎ 72-5904

武豊山野草友の会　春の展示会
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令和４年度の健康診査は、次のとおり実施する予定です

健康診査実施期間

６～９月【昨年度と比べて、実施期間が変わります】

受診券送付時期

５月下旬頃　※対象者には個別に発送します

◆ 胸部レントゲン撮影等のがん検診は、保健センターで別日程で実施予定
です。希望する人は保健センターにご連絡ください

国民健康保険税を下表のとおり改定しました。
令和４年度分の納税通知書は、７月に送付予定です。
　　　　　　　　　　　令和４年度　国民健康保険税額（年額）

※０～６歳の未就学児の均等割は、５割減額されます　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

問合せ　役場保険医療課

問合せ　役場保険医療課

国民健康保険特定健康診査

後期高齢者医療健康診査のお知らせ

国民健康保険税の税率が変わります

　４/1 から成年後見センターの名

称が変更されました。

【旧】知多地域成年後見センター

【新】知多地域権利擁護支援センター

※電話番号等の変更はありません

問合せ　知多地域権利擁護支援センター

　☎ 0562-39-3770

対象　①～⑥全てを満たす人

①武豊町に住所を有していること

②申請日において 18 歳未満である

③ 聴力レベルが、両耳とも 30 デシ

ベル以上で、身体障害者手帳の交

付の対象ではない

④ 補聴器の装用により、言語の習得

等一定の効果が期待できると、指

定医師により判断された人

⑤ 対象児童の属する世帯員のうち、

いずれの者も助成金の交付申請を

行う月の属する年度（４月～６月

は前年度）における町民税所得割

の額が 46 万円以上でない

⑥ 対象児童が他の制度により補聴器

購入費等に係る費用の助成を受け

ていない

助成額
　上限額の範囲内において購入費ま

たは修理費の３分の２（千円未満は

切り捨て）

※申請は、購入前にすること

※ 医師意見書の取得などに係る費用

は申請者負担とする

申請に必要なもの
①医師意見書

② 補装具費の支給を行う際の代理受

領の受託業者として、本町に登録

のある業者が作成した見積書

③ 助成対象児童の属する世帯員全員

の町民税所得割額を確認すること

ができる書類（公簿等により確認

することができない場合に限る）

④その他町長が必要と認める書類

申込み・問合せ　役場福祉課

　

　傷病手当金の適用期間について

6/30 まで延長します。
○ 傷病手当金とは…国民健康保険ま

たは後期高齢者医療の被保険者

で、新型コロナウイルス感染症に

感染、または発熱等の症状があり

感染の疑いにより欠勤し、十分な

給与等を受けられない人に対して

支給されます。
問合せ　役場保険医療課

世帯の保険税(年額)  医療保険分 後期高齢者
支援金等分

介護保険分
(40～60歳のみ)

 令和3年分の
 所得金額－43万円 ×所得割 6.80% 2.60% 2.60%

 世帯の被保険者数 ×均等割 ※ 26,400円 9,600円 10,800円

 世帯ごとに ＋平等割 20,400円 7,200円 6,000円

 上限額 63万円 19万円 17万円

国民健康保険・後期高齢者
医療の傷病手当金の
適用期間を延長します

成年後見センターの名称が
変わりました

軽度・中等度難聴児の
補聴器購入費等の助成

　毎年、長尾・大足・富貴地区等で
開催されている敬老会について、
４年度の対象年齢は、数え 74 歳
以上の人から数え 75 歳以上の人
に変更になります。
※ 対象年齢の変更については、平

成 26 年度より下表のとおり実
施しています

▼敬老会の対象年齢

年度 対象年齢
（数え）

 平成26・27 71
 平成28・29 72
 平成30・31（令和元年） 73
 令和2・3 74
 令和4～ 75

問合せ  役場福祉課

◎タクシー料金（基本料金）助成
対�象　身体障害者手帳１・２級、療

育手帳Ａ・Ｂ判定、精神障害者保
健福祉手帳１・２級
交付枚数　年間 24 枚以内
※ 助成券１枚で１回分。助成券２枚

でリフト付きタクシーの利用が可
※ 自動車税・軽自動車税の減免を受

けている場合、バス運賃の助成
を受けている場合は、助成を受
けられません

※ 利用できるタクシー会社は、役
場福祉課までお問合せください

◎バス運賃助成
対�象　身体障害者手帳１・２級とそ

の介護者（介護者は第１種障害者
のみ）、療育手帳Ａ・Ｂ判定とそ
の介護者、精神障害者保健福祉
手帳１・２級とその介護者

※ タクシー料金助成を受けている場合
はバス運賃助成を受けられません

交付枚数　年間 24 枚以内　
利��用できるバス会社
　知多バス・レスクル㈱バス
申込み・問合せ　役場福祉課

対象になる場合
・ 身体障害者手帳をお持ちの障がい

者本人が運転する場合
・ 第１種の身体障害者手帳をお持ち

の人が同乗する車を、介護者が運
転する場合

・ 療育手帳（Ａ判定）をお持ちの人が同
乗する車を、介護者が運転する場合
対象になる自動車
　自動車検査証の所有者欄が個人名
義の自動車（障がい者一人につき一台）
申請に必要なもの
・ 身体障害者手帳またはＡ判定の療

育手帳（両方お持ちの人は両方）
・ 自動車検査証または軽自動車届出済証
・ 運転免許証（第２種の身体障害者手

帳をお持ちの人に限る）
・ 割賦購入の場合は割賦契約書等
（代金支払債務が残っている場合のみ）
※  ETCを使用する場合はETCカー

ド（障がい者名義のもの）・ETC
車載器セットアップ申込書が必
要です

申込み・問合せ　役場福祉課
※ 更新申請は有効期限の２か月前

からできます

有料道路障害者割引制度
障害者「タクシー料金」
「バス運賃」助成

敬老会の対象年齢について

問合せ　役場福祉課４年度から各種手当額が変わります

手当名 旧 新（4年度～）
 特別児童扶養手当 1級  52,500円  52,400円

2級  34,970円  34,900円
 障害児福祉手当 A種  21,780円  21,750円

B種  16,030円  16,000円
C種  14,880円  14,850円

手当名 旧 新（4年度～）
 特別障害者手当 A種  34,200円  34,150円

B種  28,400円  28,350円
C種  27,350円  27,300円

 経過的福祉手当 A種  21,780円  21,750円
B種  16,030円  16,000円
C種  14,880円  14,850円
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人口　43,340人（-40）
　男　21,813人（-33）
　女　21,527人　�(-7）
世帯　18,529　　（-14）

内外国人　1,110人
　男　615人　　女　495人

交通事故
死亡0人（±0）　重傷0人（±0）
軽傷2人（-10)

固定資産税　　　　　第１期分

救急出動
急病79人（+14)　一般負傷13人（-10）
交通事故1人（-2）

火災

建物�0件（±0）車両�０件（±0）
その他�2件（+2）

出産　
　男15人（+4）　女13人（+2）

人口　　3月１日現在

事故災害状況　　2月分

納税　　納期限５月２日（月）

まちの情報まちの情報（�）内は前年同月の増減数

朗読ＣＤを
　ご利用ください

目の不自由な人や、高齢者など、
広報を読むことが困難な人へ 、
朗読ボランティア「かえるの声」
による、ＣＤの録音・配達を行って
います。ぜひご利用ください。

問合せ
武豊町社会福祉協議会
ボランティアセンター
☎ 73-3104

※広報たけとよへ掲載する広告を募集しています。お問合せは役場企画政策課まで

～野菜を食べて生活習慣病予防を～
　野菜にはビタミン・ミネラル・食物繊維など私たちの身
体に必要な栄養がたくさん含まれています。
野菜に含まれるカリウムは余分な塩分（ナトリウム）を排
泄し、高血圧や脳卒中を予防してくれます。
　また低カロリーなのでたくさん食べることで満腹感を
得られ食べすぎを防いでくれたり、先に食べることで血糖
値の上昇を緩やかにしてくれるメリットもあります。
ぜひ野菜をたくさん食べて生活習慣病予防をしましょう。
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運動を始めたい人、ボランティア活動

に興味がある人、ぜひご参加ください。

日時　5/27(金)13:30 ～ 15:30

　6/15（水） 9:30 ～ 11:30

　7/1（金） 13:30 ～ 15:30

　7/13（水） 9:30 ～ 11:30

　7/29（金）13:30 ～ 15:30

場所　総合体育館　３階視聴覚室

対象　町内在住の人 (年齢不問)

内�容　介護予防講話、ストレッチ体

操、筋力アップ体操、脳トレ体操、

グループワーク

持�ち物　筆記用具、運動靴（上履き）、

お茶、タオル

※ マスク着用の上、動きやすい服装

でお越しください

定員　20 人（５日間受講できる人を優先）

料金　無料

申�込み　4/8（金）～ 5/20（金）まで

に電話でゆめフルたけとよスポー

ツクラブへ（9:00 ～ 17:00、祝・

日・月曜日を除く）☎ 84-1100

計画期間　令和４～ 12 年

　本町の地球温暖化対策を総合的か

つ計画的に推進していくためのもの

です。2030 年度を計画期間の目

標年度、2050 年度の「ゼロカー

ボンシティ」の実現を長期目標とし

て設定し、目指すべき町の将来像、

その実現のために取り組むべき各種

施策を示しました。

問合せ　役場環境課

　新年度を迎え、新生活が始まった

人もいます。早く新しい環境に慣れ

るためにも、常日頃から犯罪に巻き

込まれないよう気をつけることが重

要です。そこで、「春の安全なまち

づくり県民運動」を展開し、犯罪の

抑止を図ります。 

運動の重点
○特殊詐欺の被害防止

○侵入盗の防止

○自動車盗の防止

○子どもと女性の犯罪被害防止

問合せ　役場防災交通課

　新年度を迎え、不慣れな交通環境

での通学・通勤が始まり、交通事故

の発生が心配される時期です。そこ

で、「春の全国交通安全運動」を展開

し、交通事故の防止を図ります。

運動重点
○ 子どもを始めとする歩行者の安全確保

○ 歩行者保護や飲酒運転根絶等の安

全運転意識の向上

○ 自転車の交通ルール遵守の徹底と安全確保

問合せ　役場防災交通課

■ au ショップ武豊を運営しており

ます㈱キセキ様より、保育園の新型

コロナウイルス感染症拡大防止を目

的として、キセキクリーン（微酸性

次亜塩素酸水溶液）80 キ ロ の ご 寄

附をいただきました。ありがとうご

ざいました。

問合せ　役場子育て支援課

■株式会社コデラダイナックス様よ

り、学校の教育環境の充実に活用し

てもらいたいと、緑丘小学校に加湿

器等のご寄附をいただきました。

ありがとうございました。

問合せ　

役場学校教育課

◎第11次武豊町交通安全計画（案）
募集期間　２/15（火）～３/14（月）

意見件数　１件

問合せ　役場防災交通課
武豊町地球温暖化対策実行
計画（区域施策編）を策定

春の安全なまちづくり県民運動
4月1日（金）～10日（日）

ご寄附ありがとうございました

パブリックコメント
意見募集結果

春の全国交通安全運動
4月6日（水）～15日（金）

次の都市計画について決定・変更しました。
関係図書について、一般の縦覧に供します。

・ 知多都市計画石曽根地区計画の決定【武豊町決定】
・ 知多都市計画用途地域の変更【武豊町決定】

問合せ　役場都市計画課

狂犬病集合予防注射の実施について

知里付神社
石曽根地区

　生後 91 日以上の犬は、狂犬病予防法による登録と、毎年一回の狂犬
病予防注射を受ける義務があります。町では、下記の日程で狂犬病集合
予防注射を実施します。登録済みの犬の飼い主には、３月下旬にハガキ
を発送しています。
注射料　１頭 3,500 円
※未登録の犬は、注射料＋登録料 3,000 円が必要です
○問診票の事前記入のお願い
　注射を受ける際に、案内ハガキの問診票（右図）の記入が
必要です。事前の記入を忘れずにお願いします。

※ 会場内での事故について、町は一切責任を負いません。
　事故が起きないように、犬を制御できる人が来てください
※ 予防接種は動物病院で受けることもできます。
　集合予防注射に来られない人は、動物病院で注射してください

日　時 場　所

4/20
 （水）

9:15～9:30
9:45～10:00
10:15～10:30
10:45～11:00
11：15～11：30
13：00～13：15
13:30～14：00

砂川会館
北山構造改善センター
馬場公民館
下門区公民館
小迎公民館
緑区区民館
中山公民館

日　時 場　所

5/15
（日）

10:00～10:30
10:40～11:00
11:15～11:30

中央公民館
玉貫老人憩の家
東大高公民館

6/19
（日）

10:00～10:30
10:40～11:00
11:15～11:30

中央公民館
玉貫老人憩の家
東大高公民館

4/21
 （木）

9:10～9:30
9:45～10:00
10:15～10:30
10:45～11:00
11：15～11：30
13：00～13：10
13：25～13：40
13：55～14：15

玉貫老人憩の家
原山社
富貴公民館
ゆめたろうプラザ
東大高公民館
富貴市場公民館
大足公民館
中央公民館

▼5/15の予備日

※ 緊急事態宣言が発令されている
場合、集合予防注射は中止とな
りますのでご了承ください。

　最新情報はホームページをご確
　認ください

問合せ　役場環境課

都市計画の決定・変更 武豊町体操リーダー
（ボランティア）育成講座

　武豊中央公園内の大型テントシェルターを
４/1（金）にオープンしました。
今後も段階的に整備を進めてまいります。
みなさんのご来園をお待ちしております。

武豊中央公園「大型テントシェルター」オープン 問合せ　役場都市計画課
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第６次武豊町総合計画の取組第６次武豊町総合計画の取組

※広報たけとよへ掲載する広告を募集しています。お問合せは役場企画政策課まで

■計画期間　令和３～12 年度

■取組分野3‐3���スポーツ（スポーツ課） 

●その他の事業はこちらからご確認ください
　（該当ページ第 6 次武豊町総合計画Ｐ98～99）

●どんな事業が予定されているの？
　＜たけとよスポーツDay＞

　子どもからお年寄りまで、誰もが気軽に参加できるスポーツイ

ベントです。町内をウォーキングする「たけとよウォーカー」と、

いろいろな種目に挑戦できる「たけとよチャレンジ大会」を開催し

ます。ご自身の体力に合わせて種目を選ぶことが可能です。令和４

年度は、総合体育館と武豊中央公園の２つをメイン会場に設定し、

より多彩なスポーツを体験できるようにします。多くの人がスポー

ツに触れ、交流できるきっかけになることを期待しています。

問合せ  役場スポーツ課

問合せ  役場税務課

　　▲たけとよウォーカー

　　   ▲たけとよスポーツ Day( 開会式 )

●どんなまちを目指すの？
　　町内で行われるスポーツイベントやサークル活動に誰もが気軽に

　参加でき、多くの人と一緒になって交流できるまちを目指します。

相談名 日時 場所 内容 問合せ

困りごと相談
５月 12 日（木）

13：30 ～ 16：00
※受付は 15：30 まで

中央公民館
１階１・２会議室

 人権擁護委員・行政相談委
 員による学校内、近隣、学
 校での悩み、行政に対する
 相談

役場住民窓口課

住民法律相談（☆）

5 月 13 日（金）
13：30 ～ 16：30

 ※定員６人まで
　 （超えた場合は抽選）

役場
２階第４会議室

 法律全般
 ※内容によってお受けで
　 きない場合があります

役場総務課
 ※１週間前の 16：00
　  までに要予約

行政書士の
無料相談（☆） ５月はありません 

不動産無料相談会 5 月 17 日（火）
13：30 ～ 16：00

役場
２階第４会議室

 不動産全般、空き家に
 関すること等

役場都市計画課
※要予約

住まいの無料相談会  ５月はありません

障がい（児）者のため
の巡回相談

5 月 13 日（金）
10：00 ～ 12：00

中央公民館
２階パソコンルーム

 障がいのある人やその
 ご家族の生活でお困りや
 心配、疑問に思うこと等

知多南部相談支援
センターゆめじろう

☎72 - 6464
知多南部相談支援
センターわっぱる
☎73 - 3201

※要予約

成年後見制度
巡回相談

5 月 12 日（木）
13：30 ～ 16：30

思いやりセンター
相談室 1

 判断能力が不十分な人を
 保護・支援する成年後見
 制度に関する相談

知多地域
成年後見センター

☎0562-39-3770
※要予約

ここちゃん
サポート相談（☆）

5 月 10・24 日（火）
  ① ９ ：00 ② 10：00
  ③ 11：00
※各回１人ずつ 50 分間

思いやりセンター
２階会議室

 引きこもり、不登校につい
 て悩んでいる本人や、その
 ご家族に対する臨床心理 
 士による相談

社会福祉協議会
☎73 - 3104

※要予約

ちた地域若者サポート
ステーション武豊町
サテライト相談

5 月 19 日（木）
10：00 ～ 12：00

役場
２階第 4 会議室

 15 ～ 49 歳の人の就労に
 関する相談

ちた地域若者サポート
ステーション
☎89 - 7947

※要予約

・（☆）は町内在住、在勤、在学の人に限る
・秘密厳守なので、お気軽にご利用ください

無料相談5月

縦　　　　　覧 閲　　　　　覧

期　間
 ４月１日(金)～５月２日(月) ※土・日曜日、 祝日除く
 8:30～17:15（水曜日は19:15まで）

 ４月１日(金)～　※土・日曜日、 祝日除く
 8:30～17:15（水曜日は19:15まで）

場　所 役場税務課

できる人

 〇 納税者、 納税者と同居の親族
　　 ※ 償却資産、 非課税物件、 課税標準額が免税点未満

の資産のみを所有する人は縦覧できません
 〇納税管理人、 納税者から委任された人

 〇納税義務者、 納税義務者と同居の親族
 〇納税管理人、 納税義務者から委任された人
 〇借地・借家人

持ち物

 〇納税者、 納税義務者であることを確認するための書類
　　・マイナンバーカード、 運転免許証、 納税通知書、 課税明細書等
 〇借地・借家人であることを確認するための書類
　　・賃貸借契約書、 領収書等
 ※委任された人は、 委任状と本人確認書類（マイナンバーカード等）を持参してください

内　容

 〇土地価格等縦覧帳簿
　　・所在地、 地目、 地積、 価格
 〇家屋価格等縦覧帳簿
　 ・所在地、 家屋番号、 種類、 構造、 床面積、 価格

 〇 納税義務者本人の資産について記載された
　　 部分の確認、 記載事項証明書の交付請求
 〇 借地・借家人の人は、 借地・借家部分の内容
　　　の確認、 記載事項証明書の交付請求

４年度�固定資産税の縦覧・閲覧のお知らせ

※縦覧期間中は、 固定資産税・都市計画税名寄帳兼課税台帳の閲覧手数料が無料となります
※電話による土地・家屋の価格等のお問合せには、 お答えできません

縦覧：固定資産税の納税者が自身の固定資産の価格が適正か、ほかの固定資産と比較して確認する制度
閲覧：固定資産税の納税義務者が固定資産課税台帳に登録された自己資産の部分について確認する制度


