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※午前９時～午後５時（土・日曜日、祝日も受付）01

新型コロナウイルスワクチンの
３回目接種に関するお知らせ

新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター

２回目接種をした日から、８か月が経過する約１
か月前にお手元に届くよう、週ごとに発送していき
ます。
　３回目接種では、接種券と予診票が一つになって
います。接種の際は、切り離さずに持参してくださ
い。接種後は「新型コロナウイルスワクチン予防接
種済証」として活用いただけます。

【接種券（予診票付き）に同封する物】
①案内文書　　　　　　　  
②ワクチンの説明書
③予約システムの説明書  
④ワクチン接種医療機関一覧

気になる！　新型コロナウイルスワクチンQ＆A

Q ３回目接種が推奨される人はどのような人ですか
Ａ 「重症化リスクの高い人（高齢者や基礎疾患を有する人な

ど）」、「重症化リスクの高い人と接触す
ることが多い人（介護従事者な

ど）」、「職務上感染リスクが高い人（医療従事者な
ど）」は、３回目接

種が特に推奨されています。
　ただし、ワクチン接種は本人の意思に基づき受けていただくものです。接種を望まない人に
強制することはありません。

Q １・２回目接種を集団接種で受けましたが、３回目接種も集団接種で受けなければいけませ
んか

Ａ １・２回目接種時の接種方法と、３回目接種の接種方法が同じである必要はありません。
　１・２回目接種を集団接種で受けた人も、かかりつけ医がある場合は、かかりつけ医に相談
し、接種することができます。

Q ２回目接種後に市外から引っ越してきました。豊田市から接種券は送られてきますか
Ａ　２回目接種時に豊田市に住民票がなかった人は、接種券が発送されません。接種券発行のた

めの申請が必要です（３回目接種時に市外に転出している場合には、転出先市区町村で申請
してください）。

Q １・２回目接種を海外で受けましたが、接種は受けられますか
Ａ　受けることができます。ただし、海外で接種を受けたワクチンによって国内で使用する接種

券が異なりますので、接種を希望する場合は、新型コロナウイルスワクチン接種コールセン
ターへご連絡ください。

　１・２回目接種の集団接種は終了していますので、医療機関で接種してください。接種可
能な医療機関は、市ホームページやコロナワクチンナビ（厚生労働省）で検索してください。

　これから１・２回目接種を希望する人へ

　３回目接種の予約について

　接種券には、１・２回目接種の記録が印字されていますので、３回目接種を希望する人は、まず、２回目接
種をした日から８か月が経過する日を確認してください。その後は以下のいずれかで予約し、８か月が経過す
る日以降に接種してください。
　なお、市内医療機関での接種は、接種券が届き次第予約申込みができます。集団接種会場での接種は、予約
開始時期が決まり次第、市ホームページなどでお知らせします。

　３回目接種の接種券について

接種券（予診票付き） 接種券

市ホームページ

コロナワクチンナビ

ホームページ

※令和３年12月９日時点の情報です。今後変更があった場合は、広報とよたなどでお知らせします

市内医療機関での接種

＜予約方法＞
●「ワクチン接種医療機関一覧」に
掲載されている医療機関（コロ
ナワクチンナビ（厚生労働省）で
も検索可）で予約
●新型コロナウイルスワクチン接
種コールセンターで電話予約

集団接種会場での接種

＜予約方法＞
●LINE
●予約サイト（インターネット）
●新型コロナウイルスワクチン接
　種コールセンターで電話予約

ＬＩＮＥ

予約サイト

※上記での予約においてスマートフォンの操作などに不安があり、かつ家族や知人に協力を依頼することが難
　しい人を対象とした予約支援窓口を市役所・各支所に開設予定（１月中旬～３月末）

新型コロナウイルスワクチン
予防接種済証

１・２回目接種の記録
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場所

「元気アップ教室」
仲間を集めて実施しませんか？
豊田税務署から「確定申告」に関する
お知らせ

★新型コロナウイルス感染拡大防止のため、次の方法による確定申告書の提出にご協力ください

①ｅ－Ｔａｘで提出（国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」で確定申告書を作成、送信）
②書面で作成して税務署へ郵送か、土・日曜日、祝日、税務署の執務時間外に時間外提出箱へ提出

※確定申告書などの用紙は、国税庁ホームページからダウンロードできます
※②で申告書控に受付印が必要な人は、「控用」と「返信用封筒（要切手）」を同封してください
※不明な点は、以下の方法で確認することができます
国税に関する質問／国税庁ホームページ「タックスアンサー」
確定申告に関する一般的な相談／電話相談センター（☎35・7777、音声案内に従い「０」を選択）
確定申告書等作成コーナーの操作方法／ｅ－Ｔａｘ・作成コーナーヘルプデスク（☎0570・01・5901）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国税庁ホームページ「動画で見る確定申告」

豊田税務署
☎35・777702

税　　目 申告・納税の期限 口座振替日
（振替納税利用の場合）

申告所得税及び復興特別所得税
消費税及び地方消費税

３月15日（火）
３月31日（木）

４月21日（木）
４月26日（火）

★申告相談について

期間 ２月14日（月）～３月15日（火）午前９時～午後５時
※土・日曜日、祝日を除く。ただし２月20日（日）、27日（日）は開設
福祉センター４階
・２月14日（月）、15日（火）に「住宅借入金等特別控除に関する説明会」を開催します。令和３年中に
　住宅ローンなどを利用して自宅を新築、購入した人はご利用ください
・福祉センター事務所では、確定申告や確定申告会場についての問合せはお受けできません

そのほか

確定申告会場への入場には、当日会場で配付かＬＩＮＥアプリで事前に発行された「入場整理券」が必要で
す。ＬＩＮＥアプリでの発行は１月11日（火）から開始します。詳しくは、国税庁ホームページなどでお知
らせします。

東海税理士会豊田支部主催医療費控除・年金受給者無料税務相談　※事前申込が必要

■とき　　２月５日（土）、６日（日）午前９時30分～午後４時
■ところ 福祉センター３階　　
■定員　　各日先着40人
■申込み １月20日（木）午前９時から電話で東海税理士会豊田支部（☎33・2100）
　　　　　※受付は月～金曜日の午前９時～正午

各地区の無料税務相談　※事前申込が必要。定員に達し次第締切り

■内容　　確定申告書Ａ様式・収支内訳書作成済みの確定申告書Ｂ様式に関する相談・申告
            ※住宅借入金等特別控除、土地・株式等の譲渡所得や山林所得など分離課税所得の相談・申告はで
　　　　　きません
■申込み　市ホームページの予約申込みフォームに必要事項を入力か電話で市民税課（☎34・6617）

①稲武支所
②小原交流館
③旭交流館別館
④下山交流館
⑤足助支所
⑥藤岡交流館
⑦高橋コミュニティセンター
⑧猿投コミュニティセンター
⑨高岡コミュニティセンター
⑩上郷コミュニティセンター

２月８日（火）、９日（水）
２月17日（木）、18日（金）
２月３日（木）、４日（金）
２月25日（金）
２月３日（木）、４日（金）
２月16日（水）～18日（金）
２月８日（火）、９日（水）
２月３日（木）、４日（金）
２月15日（火）、16日（水）
２月９日（水）、10日（木）

１月19日(水)午後５時30分～７時30分
１月20日(木)午後５時30分～７時30分
１月22日(土)午前10時～正午
１月22日(土)午後１時～３時
１月23日(日)午前10時～正午
１月23日(日)午後１時～３時

１月12日(水)
午前９時

～

１月23日(日)
午後３時

相談会場
相談会実施日（午前９時30分
～正午、午後１時～４時）

事前申込み受付日時
インターネット電話

１月17日（月）午後５時30分～７時30分

１月18日(火)午後５時30分～７時30分

▼予定数に達しなかった会場は、①～⑥は１月21日（金）・24日（月）、⑦～⑩は24日（月）午後５時30分～６時30分に空き枠分
の予約を受付（予約状況はホームページ参照） ▼予約の変更は、キャンセル後に別途予約が必要（重複予約した場合、後に
申し込んだ予約を取消し） ▼相談員は、①の２月８日・③・④は市職員、そのほかは税理士　▼相談会場では、予約や問
合せは受け付けません　▼１回の電話で予約できるのは本人分と本人と同時に相談する同居家族分。家族による代理予約可

市ホーム
ページ

相談の際は以下を持参してください（右ページの相談も同じ）

所得金額の分かるもの（源泉徴収票（原本）など）／各種控除証明書（原本）／筆記用具／電卓／マイナンバーカード（または
マイナンバーの記載のある住民票の写しと運転免許証な

ど）／申告者名義の預貯金口座番号が分かるもの（還付申告の場
合）／電子申告に係る利用者識別番号が分かる通知書な

ど（利用者識別番号の交付を受けている人）／税務署からの申告書
用紙や確定申告のお知らせの封書かハガキな

ど（持っている人）／医療費控除の明細書（医療費控除を申告する人）

●１月４日（火）～２月10日（木）は、税務署で行います　※土・日曜日、祝日を除く
　・１月12日（水）までの相談は、電話による「事前予約」（☎35・7777、音声案内に従い「２」を選択）が必要です
　・１月13日（木）以降の相談は、「入場整理券」を活用して案内することを予定しています
●原則、パソコンやスマートフォンを各自で操作して申告書を作成してもらいます

■以下を市県民税の計算に算入するには、市県民税の納税通知書が届くまでに確定申告書などの提出が必要です
「上場株式等に係る配当所得等及び源泉徴収を選択した特定口座の譲渡所得等」、「上場株式等に係る譲渡損失の損益
通算及び繰越控除」、「先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除」、「居住用財産の買換え等の場合や特定居住用財
産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」、「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例」
■ふるさと納税をした人のうち、令和３年分の確定申告をする人やふるさと納税先が６団体以上ある人はワンスト
ップ特例の申請の有無にかかわらず全てのふるさと納税に係る寄附金を含めて確定申告をする必要があります
■２月１日（火）から各支所で確定申告書（Ａ・Ｂ）、手引き、医療費明細書、納付書を配布します

★令和３年分の納税の期限・口座振替日
※振替納税は、所定の振替依頼書とと
　もに申告期限までに確定申告書を提
　出した場合に限り利用できます

※稲武支所の２月８日は午後のみ

●問合せ　市民税課（☎34・6617 FAX31・4488 ✉siminzei@city.toyota.aichi.jp）

■マイナンバーカードの申請をお手伝いします
とき／２月16日（水）～27日（日）の月～金曜日午前９時～午後１時、日曜日午前９時～午後３時　※23日（水）
は除く　ところ／福祉センター４階 持ち物／個人番号カード交付申請書（持っている人）　 問合せ／市民
課（☎34・6773 FAX37・1617 ✉siminka@city.toyota.aichi.jp）

確定申告会場での相談

市役所からのお知らせ
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国税庁ホームページ「動画で見る確定申告」

豊田税務署
☎35・777702

税　　目 申告・納税の期限 口座振替日
（振替納税利用の場合）

申告所得税及び復興特別所得税
消費税及び地方消費税

３月15日（火）
３月31日（木）

４月21日（木）
４月26日（火）

★申告相談について

期間 ２月14日（月）～３月15日（火）午前９時～午後５時
※土・日曜日、祝日を除く。ただし２月20日（日）、27日（日）は開設
福祉センター４階
・２月14日（月）、15日（火）に「住宅借入金等特別控除に関する説明会」を開催します。令和３年中に
　住宅ローンなどを利用して自宅を新築、購入した人はご利用ください
・福祉センター事務所では、確定申告や確定申告会場についての問合せはお受けできません

そのほか

確定申告会場への入場には、当日会場で配付かＬＩＮＥアプリで事前に発行された「入場整理券」が必要で
す。ＬＩＮＥアプリでの発行は１月11日（火）から開始します。詳しくは、国税庁ホームページなどでお知
らせします。

東海税理士会豊田支部主催医療費控除・年金受給者無料税務相談　※事前申込が必要

■とき　　２月５日（土）、６日（日）午前９時30分～午後４時
■ところ 福祉センター３階　　
■定員　　各日先着40人
■申込み １月20日（木）午前９時から電話で東海税理士会豊田支部（☎33・2100）
　　　　　※受付は月～金曜日の午前９時～正午

各地区の無料税務相談　※事前申込が必要。定員に達し次第締切り

■内容　　確定申告書Ａ様式・収支内訳書作成済みの確定申告書Ｂ様式に関する相談・申告
            ※住宅借入金等特別控除、土地・株式等の譲渡所得や山林所得など分離課税所得の相談・申告はで
　　　　　きません
■申込み　市ホームページの予約申込みフォームに必要事項を入力か電話で市民税課（☎34・6617）

①稲武支所
②小原交流館
③旭交流館別館
④下山交流館
⑤足助支所
⑥藤岡交流館
⑦高橋コミュニティセンター
⑧猿投コミュニティセンター
⑨高岡コミュニティセンター
⑩上郷コミュニティセンター

２月８日（火）、９日（水）
２月17日（木）、18日（金）
２月３日（木）、４日（金）
２月25日（金）
２月３日（木）、４日（金）
２月16日（水）～18日（金）
２月８日（火）、９日（水）
２月３日（木）、４日（金）
２月15日（火）、16日（水）
２月９日（水）、10日（木）

１月19日(水)午後５時30分～７時30分
１月20日(木)午後５時30分～７時30分
１月22日(土)午前10時～正午
１月22日(土)午後１時～３時
１月23日(日)午前10時～正午
１月23日(日)午後１時～３時

１月12日(水)
午前９時

～

１月23日(日)
午後３時

相談会場
相談会実施日（午前９時30分
～正午、午後１時～４時）

事前申込み受付日時
インターネット電話

１月17日（月）午後５時30分～７時30分

１月18日(火)午後５時30分～７時30分

▼予定数に達しなかった会場は、①～⑥は１月21日（金）・24日（月）、⑦～⑩は24日（月）午後５時30分～６時30分に空き枠分
の予約を受付（予約状況はホームページ参照） ▼予約の変更は、キャンセル後に別途予約が必要（重複予約した場合、後に
申し込んだ予約を取消し） ▼相談員は、①の２月８日・③・④は市職員、そのほかは税理士　▼相談会場では、予約や問
合せは受け付けません　▼１回の電話で予約できるのは本人分と本人と同時に相談する同居家族分。家族による代理予約可

市ホーム
ページ

相談の際は以下を持参してください（右ページの相談も同じ）

所得金額の分かるもの（源泉徴収票（原本）など）／各種控除証明書（原本）／筆記用具／電卓／マイナンバーカード（または
マイナンバーの記載のある住民票の写しと運転免許証な

ど）／申告者名義の預貯金口座番号が分かるもの（還付申告の場
合）／電子申告に係る利用者識別番号が分かる通知書な

ど（利用者識別番号の交付を受けている人）／税務署からの申告書
用紙や確定申告のお知らせの封書かハガキな

ど（持っている人）／医療費控除の明細書（医療費控除を申告する人）

●１月４日（火）～２月10日（木）は、税務署で行います　※土・日曜日、祝日を除く
　・１月12日（水）までの相談は、電話による「事前予約」（☎35・7777、音声案内に従い「２」を選択）が必要です
　・１月13日（木）以降の相談は、「入場整理券」を活用して案内することを予定しています
●原則、パソコンやスマートフォンを各自で操作して申告書を作成してもらいます

■以下を市県民税の計算に算入するには、市県民税の納税通知書が届くまでに確定申告書などの提出が必要です
「上場株式等に係る配当所得等及び源泉徴収を選択した特定口座の譲渡所得等」、「上場株式等に係る譲渡損失の損益
通算及び繰越控除」、「先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除」、「居住用財産の買換え等の場合や特定居住用財
産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」、「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例」
■ふるさと納税をした人のうち、令和３年分の確定申告をする人やふるさと納税先が６団体以上ある人はワンスト
ップ特例の申請の有無にかかわらず全てのふるさと納税に係る寄附金を含めて確定申告をする必要があります
■２月１日（火）から各支所で確定申告書（Ａ・Ｂ）、手引き、医療費明細書、納付書を配布します

★令和３年分の納税の期限・口座振替日
※振替納税は、所定の振替依頼書とと
　もに申告期限までに確定申告書を提
　出した場合に限り利用できます

※稲武支所の２月８日は午後のみ

●問合せ　市民税課（☎34・6617 FAX31・4488 ✉siminzei@city.toyota.aichi.jp）

■マイナンバーカードの申請をお手伝いします
とき／２月16日（水）～27日（日）の月～金曜日午前９時～午後１時、日曜日午前９時～午後３時　※23日（水）
は除く　ところ／福祉センター４階 持ち物／個人番号カード交付申請書（持っている人）　 問合せ／市民
課（☎34・6773 FAX37・1617 ✉siminka@city.toyota.aichi.jp）

確定申告会場での相談

市役所からのお知らせ
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