インターネットで確定申告

市内文化財の公開を
一時休止します

イ ー タ ッ ク ス

市内に分散して保管されている文化

混雑を避けてe-Tax申告してみませんか

財をひかた市民センターに集約するた
め、文化財の公開を一時休止します。

生涯学習課文化振興班
（☎55-5728）

契約トラブルや悪質商法に対応
「週末消費生活センター」
日時／12月12日（土） 午前９時〜午
後４時

ます。作成した書類はe-Taxを利用

して申告期間中いつでも申告できる
ので、活用してみませんか。

旭市消費生活センター
（☎63-7272）

税務課に開設
市税の夜間・休日納税窓口
夜間納税窓口

日時／12月10日
（木） 午後８時まで
休日納税窓口

日時／12月27日
（日） 午前８時30分
〜正午

税務課収税班
（☎62-5322）

e-Tax申告の手順

所得税・消費税および贈与税の申

告書、青色申告決算書・収支内訳書
などが作成できます。画面の案内に
従って、金額などを入力するだけで
申告書が作成できます。自動で計算
されるので計算誤り

マイナンバーカードで提出／ＩＣ

カードリーダライタを使ってパソコ

ンから送信するか、マイナンバー
カードの情報を読み取れるスマホで
ＩＤ・パスワードで提出／パソコン

かスマホで書類を提出するときに、
ＩＤ・パスワードを入力して送信

※ＩＤ・パスワードの発行には事前
の届け出が必要です。申告する人

の顔写真付き本人確認書類
（運転
免許証など）を持って、銚子税務
署で手続きしてください。

確定申告期間／令和３年２月16日

がありません。国税
庁ホームページは右

（火）〜３月15日（月）

ることができます。

（☎0479-22-1571）

のＱＲコードから見

銚子税務署個人課税第１部門

大原幽学記念館

文化施設からのお知らせ

※入場料を記載していない催し物は無料です。

12月の休館日

毎週月曜日、29日〜31日
なみ かわ そう すけ

企画展「美を継ぐ者 帝室技芸員 濤川惣助」

海上郡蛇園村（現在の蛇園地区）出身で無線七宝の考案

東総文化会館
12月の休館日 ７日、14日、21日、28日〜31日

日時／12月13日
（日） 開演：午後１時30分

出演／三遊亭小遊三、おぼんこぼん、柳家三之助、神田
ほか

入場料／一般3,000円、65歳以上2,500円
トの販売は旭市民限定で、１人４枚まで。

者、濤川惣助の作品21点を展示しています。
期間／12月20日（日）まで

時間／午前９時〜午後４時30分

第16回あさひ寄席

織音、桂竹千代

②e-Taxで申告書類を送信

送信

①国税庁ホームページで書類を作成

場所／旭市消費生活センター

文化情報ナビ

自宅のパソコンやスマホを使って

確定申告に必要な書類の作成ができ

入館料／一般300円、高校生以下200円
大原幽学記念館（☎68-4933）

※チケッ

ケロポンズファミリーコンサートinあさひ

日時／令和３年２月14日
（日） 開演：午後２時
入場料／1,000円
は無料。

※全席指定、３歳未満のひざ上鑑賞

チケット発売日／12月10
日
（木） 午前10時〜

波に鷹図

〈共通事項〉

海上ふれあい館（JR飯岡駅）

チケット販売所／三川屋国

12月の休館日

道店、サンモールインフォ

メーション、向後文具店、

きずな会

ユートピアセンター、ひか

きり絵同好会

東 総 文 化 会 館、 い い お か

毎週月曜日、29日〜31日

陶芸、墨絵作品展

期間／12月１日（火）〜13日（日）

た市民センター、生涯学習

きり絵作品展

期間／12月15日（火）〜27日（日）

課
（海上支所１階）

〈共通事項〉

時間／午前９時〜午後５時

生 涯 学 習 課 文 化振興班

（☎55-5728）

柳に燕図花瓶

ケロポンズ

※最終日は午後３時まで。

海上ふれあい館（☎55-5115）

広報あさひ
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I n f o r m a t i o n

の インフォメーション
くらし●

募集・催し物・お知らせなど、暮らしに役立つ情報を届けます。

〉募集

Recruitment

心身の健康づくりに
「ヨガ教室」
日時／令和３年１月８日〜３月５日の

〉催し物

…申し込み

Events

航空科学博物館で開催
「クリスマスコンサート」
エーエヌエー

ナ リ タ

スカイ

バ ン ド

「ＡＮＡ Narita Sky Band☆」
が、ク

金曜日
（全８回） 午後２時〜３時30

リスマスミュージックを届けます。

場所／総合体育館サブアリーナ

時間／●午前の部：午前11時〜

分

対象／18歳以上の人 ※高校生を除く。
定員／40人 ※定員を超えた場合は初
めての人を優先。
費用／1,850円
1,200円。

※65歳以上の人は

持ち物／運動のできる服装、室内用
シューズ、タオル、飲み物

申込期間／12月４日
（金）午前10時〜
10日（木）
午後５時

申し込み方法／総合体育館にある申込

期日／12月20日（日）

●午後の部：午後２時〜

場所／航空科学博物館体験館
定員／100人

費用／入館料
（４歳から小学生200円、
中学生・高校生300円、大人700円）
航空科学博物館（☎78-0557）

〉お知らせ

Information

お正月の準備に
正月用門松カードを配布しています

体育振興課体育施設班
（☎64-110

区長を通じて、正月用の門松カード

1・総合体育館内）

手作りで楽しいお正月
「お正月向け講座」
和紙人形の干支作り

日時／12月18日
（金） 午後１時30分
〜３時30分
定員／15人

住民票など証明書の発行には休日窓口
やコンビニ交付を活用しましょう
休日窓口で受け取り

毎月第２・４日曜日は一部の証明書

を受け取ることができます。
電話予約で交付申し込み

住民票の写しの交付を平日に電話で

申し込むと、土・日曜日、祝日に市役
所本庁で受け取ることができます。

※12月29日
（火）〜令和３年１月３日

（日）
は除く。

コンビニ交付サービスを利用

マイナンバーカードを利用して、コ

ンビニで証明書を受け取ることができ
ます。 ※12月29日（火）
〜令和３年１
月３日（日）は除く。

※取得できる証明書は、市民生活課に
問い合わせてください。

書に必要事項を記入し、申し込んでく
ださい。

問…問い合わせ

を各家庭に配布します。市役所本庁受

付と各支所住民室でも配布しています。
農水産課農業基盤整備班
（☎74-366

0）

設備投資をした
企業を応援

市民生活課窓口班（☎62-5326）

マイナンバーカードの
休日交付窓口
日時／12月13日（日） 午前８時30分
〜正午

場所／市民生活課

市民生活課管理班（☎62-5325）

農業に取り組むあなたを応援
相談や経営支援が受けられます

企業が令和２年中に事業用の建物や

農業経営に必要な知識の習得や営農

費用／1,000円
（材料費）

付属施設、機械、装置などの新設や拡

計画の作成など、新規就農に関する相

日時／12月25日
（金） 午後６時30分

除などの支援が受けられます。

に有利な支援制度の紹介もできるの

お正月用生け花
〜８時30分
定員／10人

費用／2,000円
（材料費）

〈共通事項〉

場所／第二市民会館

対象／20歳以上の人

申し込み方法／第二市民会館に直接、
費用を添えて申し込んでください。
第二市民会館
（☎63-8755）

充をした場合に、固定資産税の課税免
対象業種／製造業、道路貨物運送業、
運輸に付帯するサービス業、倉庫業、
情報通信業、卸売業、学術・開発研究
機関、旅館・ホテル、植物工場
従業員数／正社員５人以上

年間投資額／●新設：5,000万円以上

てください。

農水産課振興班（☎74-3671）

12月28日
（月）
までに申請を
家族介護支援給付金
対象／４月から５月の間に、在宅で要

５年間

給付額／要介護者１人当たり24,000

支援内容／●固定資産税の課税免除：
●雇用奨励金：新規雇用者１

人当たり30万円を支給

※雇用奨励

いることが要件です。

申請期間／令和３年１月４日
（月）
〜29
日
（金）
4）
2020.12.1

で、市内で農業を始めたい人は相談し

●増設：3,000万円以上

金は、固定資産税の課税免除を受けて

15 広報あさひ

談がいつでも受けられます。新規就農

商工観光課商工労政班
（☎62-587

介護４または５の高齢者を介護する人
円

申し込み方法／市ホームページからダ
ウンロードするか、高齢者福祉課で入

手できる申請書に必要事項を記入し、
窓口に提出するか郵送してください。

〒289-2595 旭市ニの1920 高

齢者福祉課高齢者班（☎62-5350）

