
「申告書作成会場」の開設期間等について
　令和４年分所得税等の申告書作成会場を次のとおり開設します。
●開設場所／気仙沼税務署
●開設期間／２月１日（水）～３月15日（水） ※土・日・祝日などを除く
●開設時間／午前９時～午後５時（受付は午後４時まで）
※申告書作成会場の混雑緩和のため、会場への入場には「入場整理券」が必要です。
　「入場整理券」は会場での当日配付と、ＬＩＮＥによる事前発行があります。配付方法の詳細

は、別途国税庁ホームページ等によりお知らせします。「入場整理券」の配付状況に応じて、
後日の来場をお願いすることがあります。

※来署の際、マイナンバーカードをお持ちの方は、パスワードを確認のうえ、申告者のマイナ
ンバーカードを持参願います。また、必ず収支内訳書（一般用、農業所得用、不動産所得用）、
医療費控除の明細書を作成のうえお越しください。

※駐車場に限りがございますので、公共交通機関をご利用ください。
ご自宅での申告書等の作成・提出にご協力ください
　申告書作成会場の混雑緩和等のため、会場への入場者数を制限しますので、ご自身のス
マホやパソコンから二次元コードを読み取り、ご自宅などから e-TAX での提出をお願
いします。郵便での申告書等の提出も受付していますので、三密防止にご協力ください。
国税についての一般的なご相談は電話相談センターをご利用ください
　確定申告関係をはじめとした国税に関する一般的なご相談は「仙台国税局電話相談センター」
でお答えします。気仙沼税務署へ電話し、音声案内に従って「１」を選択すると電話相談センター
につながります。

　令和５年度分市民税・県民税の申告相談は２月上
旬から受け付けを開始する予定です。
　営業、漁業、農業、不動産所得の収支内訳書や、
各種控除を受けるために必要な書類を早めに準備し
てください。
　詳しくは２月１日発行の「市民税・県民税申告の
お知らせ」をご覧ください（２月号広報けせんぬま
と同時配布）。

市民税・県民税の申告準備はお早めに市民税・県民税の申告準備はお早めに

問 税務課 市民税係 
　☎ 22-6600 内線243・244

❶勤務先で年末調整をしていない方
❷給与や年金以外の収入がある方 
❸医療費控除、生命保険料控除、扶養控除な

どの控除額を申告したい方
❹遺族年金・障害年金等のみ受給の方※ 
❺令和４年中に収入がなかった方※
※国民健康保険や後期高齢者医療制度、介護

保険等の各種制度の軽減適用や、医療費の
給付、福祉サービス等を受けるためには、

「遺族年金や障害年金等のみの収入である
旨」や「収入がなかった旨」の申告が必要と
なります。

市民税・県民税の申告が必要な方

❶税務署に確定申告書を提出する方
❷収入が１カ所からの給与のみで、勤め先か

ら年末調整済みの給与支払報告書が本市に
提出される方

❸収入が公的年金のみで、「公的年金等の源泉
徴収票」に記載されている控除に、追加・変
更をしない方

❹収入がなく、同一世帯の親族に所得税また
は市民税・県民税における扶養親族として
申告されている方

市民税・県民税の申告が不要な方

●申告会場に来場を予定している方へ
・新型コロナウイルス感染症拡大防止のた

め、来場される際は、検温やマスク着用な
どにご協力をお願いします。

・申告会場での滞在時間を短縮するため、営
業、漁業、農業、不動産所得の「収支内訳書」
および「医療費控除の明細書（内訳書）」を
必ず事前に作成してからご来場ください。

・申告会場は、例年大変混雑します。多数の
人が集まる場所を避ける観点から、確定申
告（所得税）は、ご自宅のパソコンやスマー
トフォンからの電子申告

（ｅ-Ｔａｘ）での申告をお勧
めします。確定申告につい
ては、国税庁公式サイトを
確認してください。

　市では国民健康保険の加入世帯ごとに要した医療費を確認していただくため「医療費のお知
らせ」（はがき）を 3 回に分けて送っています。
　❶令和４年　１月から　６月受診分 ➡ 令和４年９月上旬発送済
　❷令和４年　７月から 10 月受診分 ➡ 令和５年１月上旬発送
　❸令和４年 11 月から 12 月受診分 ➡ 令和５年３月上旬発送
■この医療費通知は、医療費控除の申告手続の際に医療費の明細書として使用することができます。
■通知の到着前に申告を行う場合や、通知に記載のない医療費を申告する場合は、医療機関の領

収書に基づいて作成した「医療費控除の明細書」を申告書に添付していただく必要があります。
■通知に記載されている「あなたの負担額」と実際の負担額が異なる場合には、額を訂正して

申告してください。
■通知はがきは再交付できませんので、大切に保管してください。

国税庁公式サイト

医療費通知を利用した医療費控除申告について

気仙沼税務署からのお知らせ

❶医療費控除
 ・医療費控除の明細書
※令和３年度分の申告から「医療費控除の明細
書」の作成添付が必須となっています。医療
費の領収書を添付または提示しての申告はで
きませんのでご注意ください。申告の際には、
必ずご自宅などで計算をして「医療費控除の
明細書」に記載のうえ、ご来場ください。

※医療保険者からの医療費通知書（医療費のお
知らせ）を利用する場合には「医療費通知」
も必要です。

❷社会保険料控除
 ・各種保険料（税）領収書や控除証明書
❸障害者控除
 ・障害者手帳や介護認定を受けている市町村発

行の障害者控除対象者認定書
❹生命・地震保険料控除
 ・保険会社などからの控除証明書
❺寄附金控除
 ・寄附先からの受領書など

各種控除を受けるために必要な書類

会　場相談日程（土日・祝日を除く）
日程及び会場

気仙沼

唐　桑
本　吉

地　域 会　場
２/ 13、14
２/ 20
３/ ２～３/15
２/９、10、15～17
２/ 21～３/ １

大島公民館
階上公民館
ワン・テン庁舎
唐桑総合支所
本吉総合支所

問 保険年金課 医療給付係
☎ 22-6600　内線 376・377

問 気仙沼税務署 ☎ 22-6780

消費税のインボイス制度に関する説明会を開催します
■日時／ 1 月 13 日（金） ❶10 時から（主に消費税の課税事業者向け）
　                          　　   ❷13 時 30 分から（主に消費税の免税事業者向け）
　※１時間 30 分程度を予定しています。
■定員／各回 12 名（事前予約制。定員になり次第、電話受付を終了）
■会場／気仙沼税務署 １階会議室 ( 古町三丁目４番５号 )
■申込先／気仙沼税務署 法人課税部門  ☎ 22-6803（直通）
　※ご来場の際は、マスクを着用、手指消毒、検温など感染予防へのご協力をお願いします。

国税庁公式サイト

「申告書作成会場」の開設期間等について
　令和４年分所得税等の申告書作成会場を次のとおり開設します。
●開設場所／気仙沼税務署
●開設期間／２月１日（水）～３月15日（水） ※土・日・祝日などを除く
●開設時間／午前９時～午後５時（受付は午後４時まで）
※申告書作成会場の混雑緩和のため、会場への入場には「入場整理券」が必要です。
　「入場整理券」は会場での当日配付と、ＬＩＮＥによる事前発行があります。配付方法の詳細

は、別途国税庁ホームページ等によりお知らせします。「入場整理券」の配付状況に応じて、
後日の来場をお願いすることがあります。

※来署の際、マイナンバーカードをお持ちの方は、パスワードを確認のうえ、申告者のマイナ
ンバーカードを持参願います。また、必ず収支内訳書（一般用、農業所得用、不動産所得用）、
医療費控除の明細書を作成のうえお越しください。

※駐車場に限りがございますので、公共交通機関をご利用ください。
ご自宅での申告書等の作成・提出にご協力ください
　申告書作成会場の混雑緩和等のため、会場への入場者数を制限しますので、ご自身のス
マホやパソコンから二次元コードを読み取り、ご自宅などから e-TAX での提出をお願
いします。郵便での申告書等の提出も受付していますので、三密防止にご協力ください。
国税についての一般的なご相談は電話相談センターをご利用ください
　確定申告関係をはじめとした国税に関する一般的なご相談は「仙台国税局電話相談センター」
でお答えします。気仙沼税務署へ電話し、音声案内に従って「１」を選択すると電話相談センター
につながります。

　令和５年度分市民税・県民税の申告相談は２月上
旬から受け付けを開始する予定です。
　営業、漁業、農業、不動産所得の収支内訳書や、
各種控除を受けるために必要な書類を早めに準備し
てください。
　詳しくは２月１日発行の「市民税・県民税申告の
お知らせ」をご覧ください（２月号広報けせんぬま
と同時配布）。

市民税・県民税の申告準備はお早めに市民税・県民税の申告準備はお早めに

問 税務課 市民税係 
　☎ 22-6600 内線243・244

❶勤務先で年末調整をしていない方
❷給与や年金以外の収入がある方 
❸医療費控除、生命保険料控除、扶養控除な

どの控除額を申告したい方
❹遺族年金・障害年金等のみ受給の方※ 
❺令和４年中に収入がなかった方※
※国民健康保険や後期高齢者医療制度、介護

保険等の各種制度の軽減適用や、医療費の
給付、福祉サービス等を受けるためには、

「遺族年金や障害年金等のみの収入である
旨」や「収入がなかった旨」の申告が必要と
なります。

市民税・県民税の申告が必要な方

❶税務署に確定申告書を提出する方
❷収入が１カ所からの給与のみで、勤め先か

ら年末調整済みの給与支払報告書が本市に
提出される方

❸収入が公的年金のみで、「公的年金等の源泉
徴収票」に記載されている控除に、追加・変
更をしない方

❹収入がなく、同一世帯の親族に所得税また
は市民税・県民税における扶養親族として
申告されている方

市民税・県民税の申告が不要な方

●申告会場に来場を予定している方へ
・新型コロナウイルス感染症拡大防止のた

め、来場される際は、検温やマスク着用な
どにご協力をお願いします。

・申告会場での滞在時間を短縮するため、営
業、漁業、農業、不動産所得の「収支内訳書」
および「医療費控除の明細書（内訳書）」を
必ず事前に作成してからご来場ください。

・申告会場は、例年大変混雑します。多数の
人が集まる場所を避ける観点から、確定申
告（所得税）は、ご自宅のパソコンやスマー
トフォンからの電子申告

（ｅ-Ｔａｘ）での申告をお勧
めします。確定申告につい
ては、国税庁公式サイトを
確認してください。

　市では国民健康保険の加入世帯ごとに要した医療費を確認していただくため「医療費のお知
らせ」（はがき）を 3 回に分けて送っています。
　❶令和４年　１月から　６月受診分 ➡ 令和４年９月上旬発送済
　❷令和４年　７月から 10 月受診分 ➡ 令和５年１月上旬発送
　❸令和４年 11 月から 12 月受診分 ➡ 令和５年３月上旬発送
■この医療費通知は、医療費控除の申告手続の際に医療費の明細書として使用することができます。
■通知の到着前に申告を行う場合や、通知に記載のない医療費を申告する場合は、医療機関の領

収書に基づいて作成した「医療費控除の明細書」を申告書に添付していただく必要があります。
■通知に記載されている「あなたの負担額」と実際の負担額が異なる場合には、額を訂正して

申告してください。
■通知はがきは再交付できませんので、大切に保管してください。

国税庁公式サイト

医療費通知を利用した医療費控除申告について

気仙沼税務署からのお知らせ

❶医療費控除
 ・医療費控除の明細書
※令和３年度分の申告から「医療費控除の明細
書」の作成添付が必須となっています。医療
費の領収書を添付または提示しての申告はで
きませんのでご注意ください。申告の際には、
必ずご自宅などで計算をして「医療費控除の
明細書」に記載のうえ、ご来場ください。

※医療保険者からの医療費通知書（医療費のお
知らせ）を利用する場合には「医療費通知」
も必要です。

❷社会保険料控除
 ・各種保険料（税）領収書や控除証明書
❸障害者控除
 ・障害者手帳や介護認定を受けている市町村発

行の障害者控除対象者認定書
❹生命・地震保険料控除
 ・保険会社などからの控除証明書
❺寄附金控除
 ・寄附先からの受領書など

各種控除を受けるために必要な書類

会　場相談日程（土日・祝日を除く）
日程及び会場

気仙沼

唐　桑
本　吉

地　域 会　場
２/ 13、14
２/ 20
３/ ２～３/15
２/９、10、15～17
２/ 21～３/ １

大島公民館
階上公民館
ワン・テン庁舎
唐桑総合支所
本吉総合支所

問 保険年金課 医療給付係
☎ 22-6600　内線 376・377

問 気仙沼税務署 ☎ 22-6780

消費税のインボイス制度に関する説明会を開催します
■日時／ 1 月 13 日（金） ❶10 時から（主に消費税の課税事業者向け）
　                          　　   ❷13 時 30 分から（主に消費税の免税事業者向け）
　※１時間 30 分程度を予定しています。
■定員／各回 12 名（事前予約制。定員になり次第、電話受付を終了）
■会場／気仙沼税務署 １階会議室 ( 古町三丁目４番５号 )
■申込先／気仙沼税務署 法人課税部門  ☎ 22-6803（直通）
　※ご来場の際は、マスクを着用、手指消毒、検温など感染予防へのご協力をお願いします。

国税庁公式サイト
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「申告書作成会場」の開設期間等について
　令和４年分所得税等の申告書作成会場を次のとおり開設します。
●開設場所／気仙沼税務署
●開設期間／２月１日（水）～３月15日（水） ※土・日・祝日などを除く
●開設時間／午前９時～午後５時（受付は午後４時まで）
※申告書作成会場の混雑緩和のため、会場への入場には「入場整理券」が必要です。
　「入場整理券」は会場での当日配付と、ＬＩＮＥによる事前発行があります。配付方法の詳細

は、別途国税庁ホームページ等によりお知らせします。「入場整理券」の配付状況に応じて、
後日の来場をお願いすることがあります。

※来署の際、マイナンバーカードをお持ちの方は、パスワードを確認のうえ、申告者のマイナ
ンバーカードを持参願います。また、必ず収支内訳書（一般用、農業所得用、不動産所得用）、
医療費控除の明細書を作成のうえお越しください。

※駐車場に限りがございますので、公共交通機関をご利用ください。
ご自宅での申告書等の作成・提出にご協力ください
　申告書作成会場の混雑緩和等のため、会場への入場者数を制限しますので、ご自身のス
マホやパソコンから二次元コードを読み取り、ご自宅などから e-TAX での提出をお願
いします。郵便での申告書等の提出も受付していますので、三密防止にご協力ください。
国税についての一般的なご相談は電話相談センターをご利用ください
　確定申告関係をはじめとした国税に関する一般的なご相談は「仙台国税局電話相談センター」
でお答えします。気仙沼税務署へ電話し、音声案内に従って「１」を選択すると電話相談センター
につながります。

　令和５年度分市民税・県民税の申告相談は２月上
旬から受け付けを開始する予定です。
　営業、漁業、農業、不動産所得の収支内訳書や、
各種控除を受けるために必要な書類を早めに準備し
てください。
　詳しくは２月１日発行の「市民税・県民税申告の
お知らせ」をご覧ください（２月号広報けせんぬま
と同時配布）。

市民税・県民税の申告準備はお早めに市民税・県民税の申告準備はお早めに

問 税務課 市民税係 
　☎ 22-6600 内線243・244

❶勤務先で年末調整をしていない方
❷給与や年金以外の収入がある方 
❸医療費控除、生命保険料控除、扶養控除な

どの控除額を申告したい方
❹遺族年金・障害年金等のみ受給の方※ 
❺令和４年中に収入がなかった方※
※国民健康保険や後期高齢者医療制度、介護

保険等の各種制度の軽減適用や、医療費の
給付、福祉サービス等を受けるためには、

「遺族年金や障害年金等のみの収入である
旨」や「収入がなかった旨」の申告が必要と
なります。

市民税・県民税の申告が必要な方

❶税務署に確定申告書を提出する方
❷収入が１カ所からの給与のみで、勤め先か

ら年末調整済みの給与支払報告書が本市に
提出される方

❸収入が公的年金のみで、「公的年金等の源泉
徴収票」に記載されている控除に、追加・変
更をしない方

❹収入がなく、同一世帯の親族に所得税また
は市民税・県民税における扶養親族として
申告されている方

市民税・県民税の申告が不要な方

●申告会場に来場を予定している方へ
・新型コロナウイルス感染症拡大防止のた

め、来場される際は、検温やマスク着用な
どにご協力をお願いします。

・申告会場での滞在時間を短縮するため、営
業、漁業、農業、不動産所得の「収支内訳書」
および「医療費控除の明細書（内訳書）」を
必ず事前に作成してからご来場ください。

・申告会場は、例年大変混雑します。多数の
人が集まる場所を避ける観点から、確定申
告（所得税）は、ご自宅のパソコンやスマー
トフォンからの電子申告

（ｅ-Ｔａｘ）での申告をお勧
めします。確定申告につい
ては、国税庁公式サイトを
確認してください。

　市では国民健康保険の加入世帯ごとに要した医療費を確認していただくため「医療費のお知
らせ」（はがき）を 3 回に分けて送っています。
　❶令和４年　１月から　６月受診分 ➡ 令和４年９月上旬発送済
　❷令和４年　７月から 10 月受診分 ➡ 令和５年１月上旬発送
　❸令和４年 11 月から 12 月受診分 ➡ 令和５年３月上旬発送
■この医療費通知は、医療費控除の申告手続の際に医療費の明細書として使用することができます。
■通知の到着前に申告を行う場合や、通知に記載のない医療費を申告する場合は、医療機関の領

収書に基づいて作成した「医療費控除の明細書」を申告書に添付していただく必要があります。
■通知に記載されている「あなたの負担額」と実際の負担額が異なる場合には、額を訂正して

申告してください。
■通知はがきは再交付できませんので、大切に保管してください。

国税庁公式サイト

医療費通知を利用した医療費控除申告について

気仙沼税務署からのお知らせ

❶医療費控除
 ・医療費控除の明細書
※令和３年度分の申告から「医療費控除の明細
書」の作成添付が必須となっています。医療
費の領収書を添付または提示しての申告はで
きませんのでご注意ください。申告の際には、
必ずご自宅などで計算をして「医療費控除の
明細書」に記載のうえ、ご来場ください。

※医療保険者からの医療費通知書（医療費のお
知らせ）を利用する場合には「医療費通知」
も必要です。

❷社会保険料控除
 ・各種保険料（税）領収書や控除証明書
❸障害者控除
 ・障害者手帳や介護認定を受けている市町村発

行の障害者控除対象者認定書
❹生命・地震保険料控除
 ・保険会社などからの控除証明書
❺寄附金控除
 ・寄附先からの受領書など

各種控除を受けるために必要な書類

会　場相談日程（土日・祝日を除く）
日程及び会場

気仙沼

唐　桑
本　吉

地　域 会　場
２/ 13、14
２/ 20
３/ ２～３/15
２/９、10、15～17
２/ 21～３/ １

大島公民館
階上公民館
ワン・テン庁舎
唐桑総合支所
本吉総合支所

問 保険年金課 医療給付係
☎ 22-6600　内線 376・377

問 気仙沼税務署 ☎ 22-6780

消費税のインボイス制度に関する説明会を開催します
■日時／ 1 月 13 日（金） ❶10 時から（主に消費税の課税事業者向け）
　                          　　   ❷13 時 30 分から（主に消費税の免税事業者向け）
　※１時間 30 分程度を予定しています。
■定員／各回 12 名（事前予約制。定員になり次第、電話受付を終了）
■会場／気仙沼税務署 １階会議室 ( 古町三丁目４番５号 )
■申込先／気仙沼税務署 法人課税部門  ☎ 22-6803（直通）
　※ご来場の際は、マスクを着用、手指消毒、検温など感染予防へのご協力をお願いします。

国税庁公式サイト

「申告書作成会場」の開設期間等について
　令和４年分所得税等の申告書作成会場を次のとおり開設します。
●開設場所／気仙沼税務署
●開設期間／２月１日（水）～３月15日（水） ※土・日・祝日などを除く
●開設時間／午前９時～午後５時（受付は午後４時まで）
※申告書作成会場の混雑緩和のため、会場への入場には「入場整理券」が必要です。
　「入場整理券」は会場での当日配付と、ＬＩＮＥによる事前発行があります。配付方法の詳細

は、別途国税庁ホームページ等によりお知らせします。「入場整理券」の配付状況に応じて、
後日の来場をお願いすることがあります。

※来署の際、マイナンバーカードをお持ちの方は、パスワードを確認のうえ、申告者のマイナ
ンバーカードを持参願います。また、必ず収支内訳書（一般用、農業所得用、不動産所得用）、
医療費控除の明細書を作成のうえお越しください。

※駐車場に限りがございますので、公共交通機関をご利用ください。
ご自宅での申告書等の作成・提出にご協力ください
　申告書作成会場の混雑緩和等のため、会場への入場者数を制限しますので、ご自身のス
マホやパソコンから二次元コードを読み取り、ご自宅などから e-TAX での提出をお願
いします。郵便での申告書等の提出も受付していますので、三密防止にご協力ください。
国税についての一般的なご相談は電話相談センターをご利用ください
　確定申告関係をはじめとした国税に関する一般的なご相談は「仙台国税局電話相談センター」
でお答えします。気仙沼税務署へ電話し、音声案内に従って「１」を選択すると電話相談センター
につながります。

　令和５年度分市民税・県民税の申告相談は２月上
旬から受け付けを開始する予定です。
　営業、漁業、農業、不動産所得の収支内訳書や、
各種控除を受けるために必要な書類を早めに準備し
てください。
　詳しくは２月１日発行の「市民税・県民税申告の
お知らせ」をご覧ください（２月号広報けせんぬま
と同時配布）。

市民税・県民税の申告準備はお早めに市民税・県民税の申告準備はお早めに
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