
令和元年 10月 

会 員 各 位 

青 色 情 報 

 

Ⅰ．記帳確認個別相談会 （会費 1,000円 但し、菰野、川越・朝日地区は除く） 

月 ・ 日 会  場 地 区 時 間 

１１月  ７日（木） 

１１月  ８日（金） 

１１月１１日（月） 

１１月１２日（火） 

じばさん三重 4階 研修室 2 

じばさん三重 2階 研修室 4 

じばさん三重 4階 研修室 2 

じばさん三重 4階 研修室 2 

四日市市内 
10:00～12:00 

13:00～16:00 

１１月１２日（火） 菰野町商工会館 菰 野 13:00～16:00 

１１月１９日（火） 朝明商工会館  川越・朝日 13:00～16:00 

※受付は午前・午後とも終了 30分前までに済ませてください。尚、楠町商工会会場での

相談会は開催いたしません。 

〔持ち物〕①現在お使いの帳簿、前年度の決算書・申告書控え、源泉徴収簿等。 

  ◆記帳点検済の印については、点検終了後に押印いたします。尚、決算書は相談会場に 

て配布いたします。 

Ⅱ．年末調整、決算申告 及び 消費税説明会（無料） 
◇講師：四日市税務署個人課税 指導担当官  【会場】じばさん三重 4階  研修室２ 

説明会内容 開 催 日 開 催 時 間 

年末調整、決算申告 

及び 消費税 
１２月 ２日（月)  10:00～12:00、13:30～15:30 (計 2回) 

※注）決算書等の資料は会場でお渡しいたします。 

Ⅲ．「税を考える週間」の行事案内（四日市税務連絡協議会関連） 

開催日時 行事名 行事内容 開催場所 主 催 

11/7～17日 

10:00～21:00 
税金展 

税に関する児童･生徒の作品 

(習字･作文･絵ﾊｶﾞｷ) 

税に関するポスター等の展示 

ララスクエア 

四日市 4階 

四日市税務連絡協議会 

四日市税務推進協議会 

11/8～18日 

08:30～17:00 
＊土日除く 税に関す

る作品展 

菰野町児童の税に 

関する習字等の展示 

菰野町役場 

1階ロビー 

四日市税務連絡協議会 

四日市税務推進協議会 

川越町児童の税に 

関する習字等の展示 

川越町役場 

1階ロビー 

11/8～17日 

09:00～17:00 
＊月除く 

朝日町児童の税に 

関する習字等の展示 

朝日町教育 

文化施設 

11/16日(土) 

10:00～16:00 

税の 

なんでも

相談会 

無料税務相談 
･ｱﾋﾟﾀ四日市 

･日永カヨー 

･ｲｵﾝ四日市北店 

東海税理士会 

四日市支部 

青報 3104 
事  務  局 
☎351-4159 

 



Ⅳ．無料税務相談会 開催中！ ※別紙案内をご覧ください。 

Ⅴ．個人番号カードの交付申請・取得方法について 

 本人送信によるイータックスをご利用される方は、個人番号カードの準備が必要です。

住基カードをお持ちの方は有効期限をご確認の上、取得が必要な方は速やかにお手続きく

ださいますようお願いいたします。尚、お手元に届いている「個人番号カード交付申請書」

による申請、又は「パソコンによる申請」については下記を参照の上、お手続きください。 

「個人番号カード交付申請書」の記載方法について 

① 「個人番号カード交付申請書」 

兼「電子証明書発行申請書」 

「マイナンバーカード」と、これに搭載される「電子

証明書」の申請が一枚で行えます。 

② 氏名、住所等 

もし、記載されている氏名、住所等に誤りや引越しな

どによる変更がある場合には、この申請書は使用でき

ませんので、お住まいの市区町村にご連絡ください。 

※ 同封の宛名台紙に連絡先電話番号を記載していま

す。 

③ 電話番号 

日中つながり易い電話番号をご記入ください。 

※ この件に関してのお問い合わせに限り、使用され 

ます。 

④ 外国人住民の区分（外国人住民の方のみ） 

記載された内容が お持ちの在留カードの記載内容

と異なる場合には、この申請書は使用できませんので、

お住まいの市区町村にご連絡ください。 

⑤ 右欄の点字表記を希望する 

「マイナンバーカード」に点字の表記が必要な方は、

□を黒く塗りつぶしてください。 

右欄のお名前が点字で表記されます。 
点字用かなが印字されていない場合は、点字表記が

できませんので市区町村へご連絡ください。 

⑥ 申請日 

申請日を記入してください。 

⑦ 申請者氏名 

申請者本人が署名するか、記名・押印をしてくださ

い。 

⑧ 顔写真貼付欄 

顔写真を貼付してください。 

⑨ 「署名用電子証明書」「利用者証明用電子証明書」

発行有無 

「個人番号カード交付申請書」兼 

「電子証明書発行申請書」うら 

「個人番号カード交付申請書」兼 

「電子証明書発行申請書」おもて 



電子証明書は、e-Tax等の電子申請、マイナポータルへのログイン、コンビニ交付サー

ビスなど、多様なサービスの提供を受けるために必要なものです。 

□を塗りつぶすと、電子証明書が発行されませんので、ご注意ください。 

⑩ 代理人記載欄 

15才未満の方、成年被後見人の方が申請を行う場合は、法定代理人の方が「代理人記載

欄」に氏名等をご記入ください。 

※記入終了後 

差出有効期限が過ぎていても、そのまま使用できます。 

パソコンによる申請方法 

①メールアドレス登録 
申請用 WEBサイトにアクセスしてメールアドレスを登録 

◇入力項目は以下のとおりです 

・申請書 ID(半角数字 23桁)  

※交付申請書に記載の申請書 ID（半角数字 23桁）を入力してください。 

・メール連絡用氏名 ・メールアドレス  

②顔写真登録 

登録されたメールアドレス宛に通知される申請者専用 WEBサイトにアクセスし、デジ 

タルカメラで撮影した顔写真を登録 

◇入力項目は以下のとおりです 

・顔写真登録 ・顔写真登録確認  

③申請情報登録 
その他申請に必要な情報を入力 

◇入力項目は以下のとおりです 

・生年月日 ※必須 ・電子証明書の発行希望有無 ・氏名の点字表記希望有無 

④申請完了 

画面の案内にしたがって、必要事項を入力し送信すると、登録したメールアドレス宛 

に申請が完了した旨のメールが届き申請完了となります。 

申込み後、マイナンバーカードができましたら、各市町村から交付準備ができたことを

お知らせする個人番号カード交付通知書が届きますので、届いた交付通知書と通知カード、

そして本人確認書類を持参の上、交付通知書に記載されている交付場所へ個人番号カード

を受け取りに行ってください。なお、住基カードをお持ちの方は、住基カードと引き換え

に交付されますので、必ずご持参ください。 

※個人番号カード交付申請書を紛失した場合について 

 交付申請書を紛失した場合は、地方公共団体情報システム機構の「マイナンバーカード

総合サイト」（https://www.kojinbango-card.go.jp/kofushinse/）の、郵便による申請方 

法をご覧いただき、交付申請書をダウンロードしてお使いください。併せて、交付申請書 

の送付用封筒（送料無料）もダウンロードしてお使いになれます。 

また、スマートフォンによる申請や、まちなかの証明写真機からの申請も可能です。 

詳しくは、上記「マイナンバー総合サイト」をご覧ください。 

「個人番号カード交付申請書」を同封されている返信用封筒に入れて郵送してください。 

https://www.kojinbango-card.go.jp/kofushinse/


Ⅶ．令和年度確定申告に関わる重要なお知らせ  

◇税務署からの「確定申告のお知らせ」について 

   昨年度より、「所得税及び復興特別所得税」又は「消費税及び地方消費税」の確定申 

告書を、当会の相談会場に於いて書面により提出された方には、ﾌﾟﾚﾌﾟﾘﾝﾄ申告書用紙 

に代えて、「確定申告のお知らせ」(※)が送付されます。 

(※)「確定申告のお知らせ」とは、確定申告書の受付期限や納期限、予定納税額など確定 

申告書の作成に必要な情報を記載しているはがき又は通知書をいいます。 

   尚、「確定申告のお知らせ」が送付されると同時に、申告書のほか青色申告決算書や 

収支内訳書等も送付されません。 

 ◆青色申告決算書及び決算書作成の手引きの配布について 

  １．青色申告決算書及び決算書作成の手引き等は、「記帳確認個別相談会」「年末調整、 

決算申告及び消費税説明会」及び「年末調整個別相談会」の会場にて配布します。 

  ２．確定申告書及び確定申告書作成の手引きは、1 月下旬(予定)から事務局に於いて

配布いたします。 

 ※『青色申告会員必携』の斡旋（販売）のご案内 

   令和元年度版『青色申告会員必携』が、確定申告書作成の際の手引きとしてご利用 

いただけます。今年度も、11月 25日（月）より頒布を開始いたしますので、是非ご利

用ください。尚、数に限りがありますのでお早めにお申し込みください。  

＊注）『青色申告会員必携』の掲載項目(予定)は、別紙１のとおりです。 

■頒布価格７００円(税込)のところ、会員価格３００円(税込)にて販売。 

 

第１３回青色収穫祭開催並びに 

 出 店 (展 )者 募 集 の お 知 ら せ 

秋の恒例行事「青色収穫祭」を、下記のとおり開催いたします。今年も昨年と同 

様に、諏訪栄商店街の公園通りを会場に県下青色申告会の会員様にも出店していた 

だき開催いたします。つきましては、多くのご来場をお待ち申し上げるとともに、 

出店(展)を希望される方は、お気軽にお申し込みください。  

 是非一度、自店の商品販売及び商品のＰＲをしてみませんか？ 

記 
◇開催日時： 令和元年 １１月１６日（土曜日） 

１０:００ ～ １６:００ 頃迄 

◇開催場所：  諏訪栄町商店街「諏訪公園通り」 ＊アーケード内 
           四日市市諏訪栄町（時計・貴金属のキタオカ様 東側） 

◇出店(展)： 和菓子、洋菓子、野菜、海産物等、シクラメン(鉢植)、手作り小物、 

手作り弁当、占い、ｶﾞﾗｽｱｰﾄ作り体験、陶芸体験、射的ｹﾞｰﾑ、他 

◇お申し込み・お問合せ先： 事務局(☎３５１－４１５９) 


