
笠利地区

名瀬地区
・マイナンバーカード(個人番号カード、通知カード)

・本人確認書類(運転免許証、健康保険証等公的機関発行の身分証明書)

・源泉徴収票(給与所得、公的年金等に係るもの)

・事業収入がある人は、収支内訳書もしくは帳簿、経費の領収書

・所得控除のための各種証明書、領収書、明細書等

・利用者識別番号の通知書(税務署から通知があった方)

※医療費控除について※

医療費控除を受けようとする人は、医療費控除の明細書の添付が必
要です。事前に明細書の作成をお願いします。（令和元年分の申告ま

では経過措置として領収書の添付・提示による申告が可能でした。）
医療費の明細書は各支所税務担当課窓口に用意してあります。また、
当市ホームページからダウンロードすることもできます。

※ 申 告 に 必 要 な 主 な も の

３月２日以降の笠利総合支所での申告
【午前】11時30分まで受付
【午後】13時から受付再開

〇自宅で体温を測定し、マスクを着用して申告会場へお越しください。

〇下記に該当する方は、ご来場をお控えください。

・体温が37.5℃以上または平熱より高い。 ・咳や強いだるさ、息苦しさ等がある。

新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 防 止 対 策 の お 願 い

注意 青字の地区は昨年と
会場が変更しています。

申告受付日 開始 終了 申告会場 対象地区

2月16日（木） 9:30 16:00 奄美文化センター
【受付時間】

午前は11：30まで
午後は13：00開始

朝仁町・朝仁新町・
朝仁

2月17日（金） 9:30 16:00 長浜町・塩浜町

2月20日（月）

9:30 11:00鳩浜町集会場 鳩浜町

10:00 11:00芦花部地区集会場 有良・芦花部

13:30 16:00浦上町集会場
浦上町・浦上
朝日町

2月21日（火）
9:30 11:30有屋町集会場 有屋町・有屋

13:00 16:00有屋町集会場
和光町
仲勝町・仲勝

2月22日（水）

9:30 11:00小湊地区集会場 小湊

10:00 11:00名瀬崎原地区集会場 崎原

13:30 16:00農村環境改善センター 古見方地区

13:30 16:00大熊地区集会場 大熊町・大熊

2月24日（金）

9:30 11:00知名瀬地区集会場 知名瀬

9:30 11:00根瀬部地区集会場 根瀬部

14:00 16:00名瀬里地区集会場 里

14:00 16:00小宿地区集会場 小宿

2月27日（月）
9:30 11:30浜里団地集会場 浜里町

13:00 16:00浜里団地集会場 平松町

2月28日（火）
9:30 11:30上佐大熊集会所 佐大熊町(上)

13:30 16:00上佐大熊集会所 佐大熊町(下)

3月1日（水）

9:30 11:00市営住宅生産団地集会所 平田町

9:30 11:00平田町集会所 平田町

13:30 16:00
県営シダーサ真名津団地
集会所

真名津町

13:30 16:00春日集会所 春日町

3月2日（木）
9:30 11:30新川ふれあい館 石橋町・安勝町

13:00 16:00新川ふれあい館
小俣町・久里町
古田町

3月3日（金） 9:30 16:00

市民交流センター
（柳町：旧水道課跡)

３階 中多目的室

【受付時間】
午前は11：30まで
午後は13：00開始

井根町・入舟町

3月5日（日） 9:30 15:00 全ての地区

3月6日（月） 9:30 16:00
矢之脇町・永田町
伊津部町

3月7日（火） 9:30 16:00 幸町・柳町・港町

3月8日（水） 9:30 16:00
金久町・末広町
小浜町

3月9日（木)
～

㋂15日（水）
※土日は除く

9:30 16:00 全ての地区

地区 前年度 本年度

朝仁・朝仁町

朝仁新町

長浜町

塩浜町

仲勝町

仲勝
仲勝町集会場 有屋町集会場

平松町 平松県営住宅集会場 浜里団地集会場

真名津町
（市営）

真名津団地集会所

県営シダーサ真名津団地

集会場

奄美市民交流センター 奄美文化センター

※会場が変更になりました！！

申告受付日 開始 終了 申告会場 対象地区

2月16日 (木)
9：00 10：30

笠利総合支所1階
里

13：30 15：00 外金久

2月17日 (金)

9：00 10：30 笠利総合支所1階 中金久

13：30 15：00 手花部へき地保健福祉館
打田原
前肥田
手花部

2月20日 (月)
9：00 10：30 佐仁へき地保健福祉館

佐仁1区
・2区

13：30 15：00 屋仁地区振興センター 屋仁・川上

2月21日 (火)

9：00 10：30 大笠利文化センター
笠利二区

笠利三区

13：30 14：30
城前田へき地保健福祉館
(公民館)

笠利一区

15：00 16：00 用体験交流館 用

2月22日 (水)

9：00 10：30 宇宿生活館 宇 宿

13：30 14：30 辺留公民館 辺 留

15：00 16：00 須野生活館 須 野

2月24日 (金)

9：00 10：30 万屋生活館
万 屋

城 間

13：30 14：30
土盛へき地保健福祉館
(公民館)

土 盛

15：00 16：00 崎原公民館 崎 原

2月27日 (月)

9：00 10：30 節田生活館 節 田

13：30 14：30 和野生活館 和 野

15：00 16：00 土浜公民館 土 浜

2月28日 (火)

9：00 10：30 平集落集会施設 平

13：30 14：30
喜瀬三区コミュニティ
センター

喜瀬三区

15：00 16：00 喜瀬二区集会場 喜瀬二区

3月 1日 (水)
9：00 10：00 喜瀬一区公民館 喜瀬一区

10：30 11：30
用安へき地保健福祉館
(公民館)

用 安

3月 2日 (木)
9：00 16：00

笠利総合支所１階
防災関係資料室

全ての地区

～

3月15日 (水)
【受付時間】

午前は11：30まで
午後は13：00開始

※土・日除く



住用地区

南九州税理士会 大島支部からのお知らせ

令和４年分の所得税及び復興特別所得税、消費税及び

地方消費税並びに贈与税の確定申告期間は次のとおりで

す。申告と納税は期限内にお済ませください。

大島税務署から確定申告日程のお知らせ

税目 確定申告期間

所得税及び復興特別所得税 2月16日(木)～3月15日(水)

消費税及び地方消費税(個人事業者) 3月31日(金)まで

贈与税 2月１日(水)～3月15日(水)

【お問い合わせ先】大島税務署 ℡ 52-4321 ※自動音声案内

２月24日以降の住用総合支所での申告
【午前】11時30分まで受付
【午後】13時から受付再開

〇 確定申告相談会(税務支援)について

南九州税理士会大島支部は，税理士業務が社会公共性の高い

ものであることから，地域貢献のため期間を限定し，各税理士

事務所において申告者の皆様のご相談に応じております。お気

軽にご相談ください。

日時
2月1日(水)～2月27日(月) 午前10時～12時，午後1時～4時
※土日祝日を除きます。事前に必ず電話等で相談日時を予約してください。

内容 所得税及び個人の消費税に関する相談

対象

1 小規模事業者(自営業など)で以下に該当する方
(1) 令和3年分所得金額が300万円以下であること
専従者控除前又は青色申告特別控除前の所得が300万円以下

(2) 税理士の関与がないこと
2 給与所得者，年金所得者
※譲渡所得や贈与のある方，その他複雑な事案の方は除きます。

料金
税務相談(30分程度)のみについては無料です。申告書作成等は
有料です。電話予約の際に税理士にご確認ください。

その他
税理士記念日(令和５年2月24日（金））の午前10時～午後4時
は奄美市役所本庁舎3階会議室で無料相談会を実施します。

税理士名 事務所所在地 電話番号

市田 博宣 名瀬大字知名瀬2408 69-3895

岩下 美佐子 名瀬幸町21-9 52-1619

内山 定廣 名瀬長浜町18-9 52-1055

悦田 隆二郎 名瀬鳩浜町330 54-0589

岡村 誠 名瀬小浜町22-6 54-2030

屋宮 久光 名瀬末広町18-13-502 55-1828

柏 啓輔 名瀬港町22-23 2F 57-7700

納 洋一 名瀬港町22-23 2F 57-7700

久保 ひとみ 名瀬小浜町20-7 52-4131

榊󠄀 拓真 龍郷町浦116-6 2F 62-2588

柴 一夫 名瀬末広町1-32 2F 090-5744-7061

水流 智之 名瀬鳩浜町330 54-0589

野村 明生 名瀬入舟町10-1 52-2873

浜崎 幸生 名瀬小浜町4-28 3F 52-5473

浜崎 幸樹 名瀬小浜町4-28 3F 53-7878

穂園 登志武 名瀬港町15-1 3F 52-0584

【お問い合わせ先】南九州税理士会 大島支部 ℡ 52-2873

申告受付日 開始 終了 申告会場 対象地域

2月16日 （木）

9:30 11:30 市集会場 市

13:30 14:30 戸玉地区生活館 戸玉

14:50 16:50 山間集会場 山間

2月17日 （金）
9:20 11:20 石原集会場 石原

13:30 15:30 西仲間集会場 西仲間

2月20日 （月）
9:30 11:30 城へき地福祉館 城

13:30 15:30 見里集会場 見里

2月21日 （火）

9:20 10:20 和瀬集会場 和瀬

10:40 11:40
高齢者コミュニティ

センター
摺勝

13:30 15:30 川内地区生活館 川内

2月22日 （水）

9:20 10:20 上役勝集会場 上役勝

10:40 11:40 下役勝集会場 下役勝

13:40 14:40 東仲間集会場 東仲間

2月24日（金）
～

3月15日（水）
※土日除く

9:00 16:00

住用総合支所2階
市民福祉課

全ての地
区

【受付時間】
午前は11：30

まで
午後は13：00

開始


