
　市・県民税の申告が必要かどうか、ご確認ください

　平成29年度市・県民税の申告を、各受付会場で受

付します。前年に市・県民税の申告をされたかたな

どに、１月下旬に申告書を送付しますので、内容を

ご確認の上、期間内の申告をお願いします。

　また、申告書が送付されないかたでも、申告が必

要な場合がありますので、下図で確認し、必要な場

合には申告をお願いします。

問市民税課（☎017－734－5193）

　申告の受付日時・会場

■旧青森市の区域のかた……本庁舎（第三庁舎）１階会議室　８：30～18：00（土・日を除く）
各支所・情報コーナーでも受付します（内容に不備のない申告書に限る／受付は各施設の窓口開設時間）。

■旧浪岡町の区域のかた……浪岡庁舎２階中会議室　　　　　９：30～15：30（土・日を除く）
　　旧浪岡町の区域のかたは、地区ごとに日程を指定して受付します。

徳才子・長沼・下十川・川倉・南大・北大・駅前の各地区のかたは、次ページの臨時受付相談所へお越しください。
いずれの地区のかたも指定日に来られない場合、申告期間中はいつでも受け付けます。

２/16（木） 北中野
２/17（金） 沖萢・赤茶
２/20（月） 高屋敷・上川原町
２/21（火） 赤川町・下川原町
２/22（水） 郷山前・銀
２/23（木） 杉沢・福田
２/24（金） 女鹿沢・東町

２/27（月） 茶屋町
２/28（火） 吉内・本郷
３/１（水） 下町・栄町
３/２（木） 吉野田・下石川
３/３（金） 北中野
３/６（月） 松枝・平川町
３/７（火） 北中野

３/８（水） 仲町・増館・若柳
３/９（木） 樽沢・細野・相沢
３/10（金） 吉内・本郷
３/13（月） 羽黒平
３/14（火） 五本松
３/15（水） 花岡

平成29年1月1日現在で青森市に住所があるかた 平成29年1月1日現在で青森市
に住所がないかた

平成28年1月1日から12月31日までに収入のあったかた 収入のなかったかた（※5）
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平成28年中の収
入が給与のみの
かた

勤務先から青森
市役所へ１月31
日までに給与支
払報告書が提出
されているかた
(勤務先に確認

してください）

各種控除に追加・
変更のないかた
(※2)

平成28年中の収
入が公的年金を
含めて２つ以上
あるかた

年金収入が400
万円以下かつ
年金以外の所得
が20万円以下の
かた(※3)

・国民健康保険に加入して
いるかたとその世帯主

・国民年金保険料の免除申
請をするかた

・世帯の中に介護保険、後
期高齢者医療保険に加入
しているかたがいる場合

・各種手続のため所得証明
書・所得課税証明書など
が必要なかた

　　など

平成29年1月1日現在
で、青森市に家屋敷
を有するかた（青森
市外へ単身赴任して
いて扶養家族が青森
市に居住している場
合など）

市・県民税の申告は必要ありません 市・県民税の申告が必要です
平成29年1月1日現在の住
所地に確認してください

(※5)遺族年金や障害年金、雇用保険のみを受給していたかたは、収入のなかったかたに含まれます。

(※4)公的年金等支払報告書及び給与支払報告書により課税されるかたで、追加で各種控除を受けようとするかたは、申告が必要です。

(※2)各種控除とは、障害者控除、寡婦控除、寡夫控除、扶養控除、医療費控除、社会保険料、生命保険料、地震保険料などがあります。

(※1)平成29年1月1日現在、65歳以上で公的年金収入が151万5,000円以下のかた、及び65歳未満で公的年金収入が101万5,000円以下のかたは、
　　市・県民税は非課税です。

(※3)確定申告の義務はありませんが、市・県民税の申告は必要です。また、所得税において追加で各種控除を受けようとするかたは、確定申告が
必要です。
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平成28年中の収
入が公的年金の
みのかた(※1)

市民税課　平野　里衣

市・県民税の申告を受付
２月16日（木）～３月15日（水）受付期間

平成29年度
窓口が非常に込み合います。

申告はお早めに。
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　申告にあたってのご注意

　臨時受付相談所 申告書の書き方や申告内容の相談に応じる臨時受付相談所を各地域に開設します。

※旧浪岡町の区域では、地区ごとに日時・会場を指定し
ています。指定日に来られないかたは、申告期間内に
浪岡庁舎２階中会議室へお越しください。

■旧浪岡町の区域のかた※

受付日 対象地区 受付会場 受付時間
２/７（火）王余魚沢

浪岡庁舎２階
中会議室

９：30
～15：30

２/８（水）下川原町・下町・
仲町・東町

２/９（木）花岡・栄町
２/10（金）松枝・沖萢・赤茶
２/13（月）茶屋町・平川町

２/14（火）五本松・羽黒平・
上川原町

２/15（水）赤川町・女鹿沢
２/16（木）増館・若柳 増館農村センター

10：00
～13：30

２/17（金）
郷山前 郷山前農村センター
銀 銀農村センター

２/20（月）
王余魚沢 王余魚沢児童館
南大・北大・駅前 大釈迦駅前会館

２/21（火）
徳才子・長沼 徳長農村センター
細野・相沢 細野山の家

２/22（水）下十川・川倉 女鹿沢公民館
２/23（木）吉内・本郷 本郷公民館
２/24（金）樽沢 野沢公民館
２/27（月）杉沢・福田・高屋敷 杉高児童館
２/28（火）吉野田・下石川 吉野田農村センター 10：00～15：00

受付日 受付会場 受付時間
２/１（水）油川市民センター

９：30～15：00
２/２（木）

大野市民センター
高田教育福祉センター ９：30～13：30

２/３（金）戸山市民センター
９：30～15：00２/６（月）西部市民センター

２/７（火）
西部市民センター
後潟児童館 10：00～12：00

２/８（水）
東岳コミュニティセンター ９：30～13：30
荒川市民センター

９：30～15：00
２/９（木）

幸畑市民館
横内市民センター

２/10（金）柳川庁舎
２/13（月）東部市民センター

２/14（火）
道の駅　ゆ～さ浅虫
北部地区農村環境改善センター

９：30～13：30
２/15（水）久栗坂町民会館

■旧青森市の区域のかた

　平成29年度市民税・県民税の申告
書からマイナンバーの記載が必要に
なります。
　また、申告書の受付にあたり、本
人確認（番号確認と身元確認）のた
め、右記のいずれかの書類の提示が
必要となります。
　詳細は、市ホームページに掲載し
ていますので、ご確認ください。

！代理人が提出する場合は、申告者
本人の番号確認書類（写し可）の
ほか、代理人の代理権確認書類
（委任状など）及び代理人の身元
確認書類が必要となります。

！郵送の場合は、マイナンバーカー
ドなどの番号確認書類の写し・
身元確認書類の写しの添付が必要
です。

番号確認書類と身元確認書類の
２つが必要です。

番号確認書類
・マイナンバーの
　通知カード
・住民票の写しまた
は住民票記載事項
証明書（マイナン
バーの記載がある
もの）

などのうち

いずれか１つ

身元確認書類
・運転免許証
・公的医療保険の被
保険者証

・旅券（パスポート）
・身体障害者手帳
・在留カード

などのうち

いずれか１つ

 　マイナンバーカードを
　　　お持ちでないかたは……

■申告の際に必要なもの

・認め印

・平成28年中に収入のあったかたは
その内容を確認できる書類（源泉
徴収票、帳簿など）

・控除対象となる社会保険料の領収
書や生命保険料等の控除証明書
など

・その他、申告に必要と思われる書
類（障がい者手帳、障害者控除対
象者認定書、医療費の領収書、雑
損控除や寄附金控除を受けるため
の領収書など）

！事業等の収入・必要経費を申告
するかたや、医療費控除などの所
得控除を受けようとするかたは、
あらかじめ領収書などの書類を整
理・計算の上、お越しください。

！「ふるさと納税ワンストップ特
例制度」は申告が不要となる制度
ですが、確定申告や市・県民税の
申告を行うと、「ふるさと納税ワ
ンストップ特例制度」は適用され
ません。申告の必要がある場合
は、ふるさと納税の申告もお忘れ
のないよう、ご注意ください。

■平成29年度市・県民税の申告手続には
　マイナンバーの記載と本人確認書類の提示が必要です

マイナンバーカードだけで
番号確認と身元確認が可能です。

マイナンバーカードは

顔写真付のプラスチック製のカードです。

 　マイナンバーカードを
　　　　　お持ちのかたは……

平成29年度  市・県民税の申告を受付
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