
平成 28 年 10 月 

会 員 各 位 

青 色 情 報 

Ⅰ. 記帳確認個別相談会 

月 ・ 日 会  場 地 区 時 間 

11 月 11 日（金） 

 14 日～17 日（月～木） 

じばさん三重  5 階

情報交換室 2 
四日市市内 

10:00～12:00 

13:00～16:00 

１１月２１日（月） 菰野町商工会館 菰 野 13:00～16:00 

１２月 ６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、決算書は会場でお渡

しします。 

Ⅱ．年末調整、決算申告 及び 消費税説明会 
◇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(全 3回開催) 開 催 日 開 催 時 間 

年末調整、決算申告 

及び 消費税 

１２月 １日（木) 10:00～12:00、 13:30～15:30 (計 2 回)

１２月 ２日（金) 10:00～12:00  (計 1 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 

11/11～23 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

11/9～21 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 

11/9～20 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･11 日(金) 

10:00～16:00 税のなん

でも相談

会 

無料税務相談 

四日市総合会館

東海税理士会 

四日市支部 

･ｱﾋﾟﾀ四日市 

･あさけﾌﾟﾗｻﾞ 

･菰野町農村環

境改善ｾﾝﾀｰ

11/12 日(土) 

10:00～16:00 

Ⅳ．無料税務相談会 開催中！ 

 10 月～12 月にかけて、税理士による無料税務相談会を開催いたします。別紙案内（同封）

をご覧の上お申し込みください。完全予約制です。 

青報 2804 

事  務  局 

☎351-4159 

 



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 

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。 

「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



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 

「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。

世帯の中で分けて申請する場合は、封筒をご用意のうえ下記あて先までお送りください。

なお、封筒及び送料につきましては、送付者のご負担となります。 

＜送付先情報＞ 〒219-8650 

日本郵便株式会社 川崎東郵便局 郵便私書箱第 2号 

地方公共団体情報システム機構 

個人番号カード交付申請書受付センター 宛 

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。申請書 ID に誤

りがあると正しくカードが発行されませんので、お間違いのないよう入力してください。

・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。 

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、総務省ホームページ／マイナンバー制度とマイナンバーカードをご覧ください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【受付時間等：8:30～17:00（土日祝日、年末年始を除く。）】

 

Ⅴ．税務署からのお知らせ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１０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。今年は、第 10 回 

を迎えることから、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も 

出店していただき、規模を拡大して開催いたします。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、お早めにお申し込みく 

ださい。尚、当日は、来年 4月開催の「全国菓子大博覧会」のＰＲを兼ねて、県下の 

菓子店が多数出店いたしますので、是非ご来場並びにご参加ください。 

記 

◇開催日時： 平成２８年 １１月１９日（土曜日） 

１０:００ ～ １６:００ 頃迄 

◇開催場所：  諏訪栄町商店街「公園通り」 ＊アーケード内 

           四日市市諏訪栄町（時計・貴金属のキタムラ様 東側） 

◇出店(展)： 和菓子、洋菓子、果物、生花(鉢植)、手作り小物、ﾉﾍﾞﾙﾃｨｰ商品、 

野菜、無農薬米、ｶﾞﾗｽｱｰﾄ作り体験、陶芸体験、ほか盛り沢山 

◇お申し込み・お問合せ先： 事務局(☎３５１－４１５９) 

税務署から相談窓口のお知らせ 

①四日市税務署（℡059－352－3141）へお

電話をお掛けください。 

②自動音声によりご案内しますので、□1 を押し

てください。 

国税庁ホームページでは、よ

くある税に関するご質問に対

する回答を「タックスアンサ

ー」として掲示しています。  

タックスアンサーを利用する

には、インターネット環境のあ

るパソコンやスマートフォン

などで「タックスアンサー」と 

検索してください。 

http://www.nta.go.jp/taxanswer 

 電話相談センター 

（案内の途中でも押すことができます。） 

 

 インターネット上の税務相談 

「タックスアンサー」 

③自動音声に従って、相談したい内容の番号を選

択してください。 

自宅や事務所から相談がで

きるなんて便利でいいわ。 


