
問い合わせ
（電話番号）

資料
番号

商⼯課
0183-55-8186 1

⽉ ⽇ 曜
⽇ 時間 ⾏事名 場所 問い合わせ

（電話番号）
資料
番号

1 ⽇ 9:30 元旦ランニング（集合8:30） 市役所本庁舎前 湯沢市雄勝郡陸上競技協会事務局
090-2887-2443 ー

ー 「ゆざわジオパーク検定試験」申込開始（2⽉24⽇まで） ー 観光・ジオパーク推進課
0183-55-8195 2

11:30 湯沢市交通指導隊・湯沢市防犯指導隊「合同出初式」 市役所本庁舎
1階市⺠ロビー

くらしの相談課
0183-55-8069 ー

5 ⽊ 13:30 令和5年湯沢市消防出初式 湯沢⽂化会館
⼤ホール

総務課
0183-55-8250 ー

8 ⽇ 13:30 ⾳楽のまち"ゆざわ"1⽉の⽉イチ♪コンサート
New Year コンサート

市役所本庁舎
1階市⺠ロビー

⾳楽のまちゆざわ推進協議会
0183-73-2163 チラシ

13 ⾦ 9:30 冬休み⼦どもゆざわ学×インテンシブ・イングリッシュ・デイ ジオスタ☆ゆざわ ⽣涯学習課
0183-55-8193 3

14 ⼟ 12:00 第4期ゆざわローカルアカデミー冬のフィードワーク（1⽇⽬）

15 ⽇ ー 第4期ゆざわローカルアカデミー冬のフィードワーク（2⽇⽬）

19 ⽊ 14:00 オンラインセミナー「インボイス制度対策セミナー（仮称）」 オンライン ゆざわ-Biz
0183-56-7117 ー

10:30 ゆざわジオパーク検定試験　ブロンズ級

13:30 ゆざわジオパーク検定試験　シルバー級、ゴールド級

問い合わせ
（電話番号）

資料
番号

市⺠課
0183-73-2116 5

次回の定例記者会⾒は、令和5年1⽉27⽇(⾦) 午前11時、本庁舎3階　庁議室で開催します。
問い合わせ／情報政策課 元気・魅⼒発信班　電話︓0183-56-8387　FAX︓0183-73-2117

国税のe-Taxもマイナンバーカードで︕
スマホもあれば、確定申告や納税証明書の請求も⾃宅から⼿続できます

項　⽬

エネルギー価格⾼騰対策緊急⽀援⾦12⽉19⽇から申請受付開始︕
エネルギー価格⾼騰の影響を受ける市内事業者の事業継続を⽀援します

◆⾏事予定

◆その他情報提供

4 ⽔

⼟183 2観光・ジオパーク推進課
0183-55-8195

市役所本庁舎
2階会議室

1

4まちづくり協働課
0183-56-8386市内

PRESS INFORMATION

定例記者会⾒資料
秋⽥県湯沢市

令和4年12⽉19⽇

項⽬

◆トピックス

報道関係者各位



【報道発表資料】 

令和4年12⽉19⽇ 
 

取材、お問合せ、ご質問、画像・素材の貸し出しについて 

産業振興部商⼯課 商⼯労政班 担当︓村⼭ 

Tel︓0183-55-8186  Mail︓shoko-rosei-gr@city.yuzawa.lg.jp 

エネルギー価格⾼騰対策緊急⽀援⾦12⽉19⽇から申請受付開始︕
エネルギー価格⾼騰の影響を受ける市内事業者の事業継続を⽀援します 

 市では、昨今のエネルギー価格の⾼騰により事業に影響を受けている市内中⼩事業者を対象に、
「湯沢市エネルギー価格⾼騰対策緊急⽀援⾦」を給付します。 
 本⽀援⾦は、価格⾼騰が続いている令和4年度におけるエネルギー関連経費（電気、ガス、ガソリ
ン、灯油など）の掛かり増し費⽤の⼀部を助成するもので、1事業者当たり50万円を上限としており、
1,500件の申請を⾒込んでおります。 

本⽀援⾦により、市内中⼩事業者の負担軽減（緩和）を図り、事業継続を⽀援いたします。 
 

＜⽀援⾦給付の流れ＞ 
 
 
 
 
 
 
＜事業概要＞ 

対象者 

以下の全てに該当すること 
１.市内に事業所または住所もしくは主たる事務所を有していること 
２.12⽉31⽇までに事業を開始し、かつ、申請⽇現在において事業を営んでいること
３.申請⽇以降1年以上事業を継続する意思があること 
４.市税の滞納がないこと

対象経費 令和3年分（個⼈）または直近（法⼈）の確定申告の光熱⽔費および燃料費 

⽀援⾦額 対象経費の10％（千円未満切り捨て）上限額︓50万円 

申請期間 令和4年12⽉19⽇（⽉）から令和5年2⽉28⽇（⽕）まで 

申請書類
取得場所 

➢市役所本庁舎2階 産業振興部商⼯課窓⼝、商⼯会議所・商⼯会窓⼝ 
➢市ホームページからダウンロード 

URL︓https://www.city-yuzawa.jp//soshiki/46/5020.html 

申請⽅法 市役所本庁舎2階 産業振興部商⼯課へ郵送または持参 
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エネルギー価格高騰対策緊急支援金のお知らせ
エネルギー価格高騰の影響を受ける市内事業者の皆様に支援金を給付し、事業の

継続を支援します。

① 中小企業信用保険法（昭和25年法律第264号）第２条第１項に規定する中小企業者のうち、市
内に事業所又は住所もしくは主たる事務所を有するもの。

② 令和４年１２月３１日現在で事業を営んでいること。
③ 申請日以降１年以上事業継続の意思を有すること。
④ 市税の滞納がないこと。

対象事業者

申請期限
令和５年２月28日（火）まで

給付金額

対象経費の１０％（千円未満切り捨て）上限額：50万円
※事業開始後、初回確定申告時期が未到来の場合は、令和４年中に支払った光熱費・燃料費の見込差額

申請書類

湯沢市内の事業者の皆さまへ

個人事業者 法人

① 令和３年分確定申告書第１表、第２表の写し又
は令和４年度市・県民税申告書の写し

② 青色申告決算書又は収支内訳書の写し

① 直近の法人税確定申告書及び事業概況説明書の
写し

② 決算報告書の損益計算書又は収支計算書の写し

※申告書等の書類は、収受日付印の付いたもの（電子申告の場合はこれらに相当するもの）を添付してください。

③申請書兼請求書
④振込先の通帳等の写し
※事業開始後、初回確定申告時期が未到来の場合は、開業届（法人設立届出書）及び令和４年中に支払った
光熱費・燃料費の領収書等
※燃料費をそれ以外の経費科目で計上している場合は、燃料費相当額を含む内訳明細

お問い合わせ先
産業振興部商工課 ℡５５－８１８６又は℡７３－２１３５

申請方法
・郵送の場合
〒012-8501 湯沢市佐竹町１番１号湯沢市役所産業振興部商工課宛
・持参の場合
湯沢市産業振興部商工課窓口まで持参ください。

←詳しくは
湯沢市HPを
確認くださ
い

対象経費

令和３年分（個人）または直近（法人）の確定申告の光熱水費及び燃料費
※令和３年分確定申告書または直近の法人税確定申告書に記載された光熱水費及び燃料費相当額
※事業開始後、初回確定申告時期が未到来の場合は、令和４年中に支払った光熱費・燃料費相当額



【報道発表資料】 

令和4年12⽉19⽇ 

 

取材、お問合せ、ご質問、画像・素材の貸し出しについて 

産業振興部 観光・ジオパーク推進課 ジオパーク推進班 担当︓藤原 

Tel︓0183-55-8195 Mail︓geopark@city.yuzawa.lg.jp 

令和5年3⽉18⽇（⼟）ゆざわジオパーク検定試験を実施︕ 

1⽉4⽇（⽔）から検定受検者を募集します 

ゆざわジオパークについて多くの⼈に興味を持ってもらうため、ゆざわジオパーク検定試験を実施
します。 

問題の難易度は3段階に分かれており、基礎的な知識を問う「ブロンズ級」、専⾨的知識を問う「シ
ルバー級」、⾼度な知識を問う「ゴールド級」となっています。 

平成26年度から実施している本検定の累計合格者数は「ブロンズ級108⼈」、「シルバー級23⼈」、
「ゴールド級0⼈」です。ブロンズ級に合格すると「ゆざわジオパークジオガイド養成講座」の受講
資格を得ることができます。 

検定にチャレンジする⼩学⽣もおり、本検定が認定ジオガイドとして活躍するきっかけとなってい
ます。 
 
＜概要＞ 

試験⽇ 令和5年3⽉18⽇（⼟） 

場所 市役所本庁舎 2階会議室 

申込期間 令和5年1⽉4⽇（⽔）から2⽉24⽇（⾦）まで 

申込⽅法 湯沢市ジオパーク推進協議会事務局に、申込書を提出または電話での申込み 

合格発表 
令和5年3⽉31⽇（⾦）午後3時 
湯沢市ジオパーク推進協議会窓⼝・ホームページに合格者の受検番号を掲載

主催 
湯沢市ジオパーク推進協議会（会⻑ 佐藤⼀夫） 
（事務局 観光・ジオパーク推進課内）

 
＜検定区分＞ 

級 試験時間 受検料 

ブロンズ 
午前10時30分から 
午前11時30分まで 

1,000円 
（中学⽣以下 500円） 

シルバー 
午後1時30分から 
午後2時40分まで 

2,000円 
（中学⽣以下 1,000円） 

ゴールド 
午後1時30分から 
午後2時40分まで 

3,000円 
（中学⽣以下 1,500円） 
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012-8501 Tel 0183-55-8195 Fax 0183-79-5057
E-mail:geopark@city.yuzawa.lg.jp http://www.yuzawageopark.com
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令和4年12⽉19⽇ 

 

取材、お問合せ、ご質問、画像・素材の貸し出しについて 

教育部⽣涯学習課⽂化財保護室 担当︓髙橋 

Tel︓0183-55-8193 Mail︓k-bunkazai@city.yuzawa.lg.jp 

冬休み⼦どもゆざわ学×インテンシブ・イングリッシュ・デイ
⼈気の冬の事業を合同で開催︕ゆざわファン＆英語ファン⼤募集︕︕ 

「冬休み⼦どもゆざわ学」と「インテンシブ・イングリッシュ・デイ」のコラボレーション︕ 
短い冬休みを思いっきり楽しめるように、⾊々な体験活動を詰め込んだイベントを企画しました。

郷⼟の豊かな⾃然や歴史を学びながら、気軽に楽しく英語を使い、ゆざわの冬をもっと好きになるイ
ベントです。 
 プログラム①「⼊⾨︕くずし字を読んでみよう︕」 

県指定有形⽂化財「佐⽵南家⽇記」の原⽂を、市の学芸員と⼀緒に読み、湯沢の歴史を学びます。 
 プログラム②「体験︕縄⽂時代︕」 

秋⽥県埋蔵⽂化財センター協⼒のもと、縄⽂⼟器の模様のコースターづくりや⼸⽮体験を通し
て縄⽂時代について学びます。 

 プログラム③「Have Fun in English!」 
ALTと⼀緒に英語を使いながら、楽しいゲームや体験活動に取り組み、交流を深めます。 

 
＜概要＞ 

⽇時 令和5年1⽉13⽇（⾦）午前9時30分から午後0時20分まで 

場所 ⾼松地区センター「ジオスタ☆ゆざわ（郷⼟学習資料展⽰施設）」 

定員 ⼩・中学⽣20⼈（先着順） ※親⼦でも参加できます。 

申込み 
令和4年12⽉26⽇（⽉）から令和5年1⽉6⽇（⾦）正午まで 
電話・FAX・電⼦メールにて、下記へ 

持ち物 飲み物、内ズック、筆記⽤具、マスク着⽤ 

その他 市役所本庁舎から会場まで送迎バスを運⾏します。※要予約 

主催 湯沢市教育委員会 

協⼒ 秋⽥県埋蔵⽂化財センター 
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「佐⽵南家⽇記」 

⼸⽮体験 ALTと⼀緒に体験活動 
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【報道発表資料】 

令和4年12⽉19⽇ 

 

取材、お問合せ、ご質問、画像・素材の貸し出しについて 

ふるさと未来創造部 まちづくり協働課 未来づくり推進班 担当︓古澤 

Tel︓0183-56-8386  Mail︓mirai-gr@city.yuzawa.lg.jp 

第4期ゆざわローカルアカデミー冬のフィールドワーク開催 
湯沢の魅⼒を編集する 〜旅する編集者〜 

 市では、⼈⼝減少や少⼦⾼齢化による地域の担い⼿不⾜の課題に対応するため、移住・定住促進に
係る事業を展開しておりますが、その中で関係⼈⼝の創出を⽬的に「ふるさと交流促進事業（ゆざわ
ローカルアカデミー）」を実施しています。 
 この事業では、地域と継続的かつ多様に関わる「関係⼈⼝」の創出を図るため、湯沢ならではの体
験プログラムや地元で活躍する農家や事業者の⽅々と交流し、「湯沢ファン」になってもらうきっか
けづくりを⾏うこととしております。 
 今年度2回⽬となる冬の現地フィールドワークは、東京都や神奈川県を中⼼に計10⼈の参加者を迎
え、湯沢を体験いただく予定としています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜事業概要＞ 

⽇時 令和5年1⽉14⽇（⼟）正午から15⽇（⽇）午後3時30分（予定）まで 

⽇程 

令和5年1⽉14⽇（⼟） 
湯沢駅東⼝集合 ー 料亭⽯川（だし巻き卵教室兼昼⾷） ー とことん⼭キャン
プ場（スノーシュー体験） ー ⼩安峡温泉宿泊（⼣⾷・宿泊） 
令和5年1⽉15⽇（⽇） 
⼩安峡温泉宿泊 ー 三関せり農家訪問・⾒学（農家直伝せり料理体験） ー 
⽯孫本店 ー 湯沢駅到着 

主催 湯沢市（受託者︓旅のわツアー 齋藤 あゆみ） 
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ゆざわローカルアカデミー4期⽣ 
現地フィールドワーク(秋) やまもり⼣⾷ 

ゆざわローカルアカデミー4期⽣ 
現地フィールドワーク(秋)⼩安峡散策



湯 沢 税 務 署

【報道発表資料】 

令和4年12⽉19⽇ 

 

取材、お問合せ、ご質問、画像・素材の貸出しについて 

市⺠⽣活部市⺠課 住⺠班 担当︓湊⾕ 

Tel︓0183-73-2116  Mail︓jumin-gr@city.yuzawa.lg.jp 

湯沢税務署 総務課 担当︓滝⽥ 圭（たきた けい） 

Tel（代表）︓0183-73-5100（⾳声案内で２番を選択） 

国税のe-Taxもマイナンバーカードで︕ 
スマホもあれば、確定申告や納税証明書の請求も⾃宅から⼿続きできます 

マイナンバーカードがあれば、スマホを使って「確定申告書の作成」や「納税証明書の請求」の
e-Tax⼿続きに活⽤できます。税務署に出向くことなく、⾮対⾯での⼿続きが可能であり、新型コ
ロナウイルス感染症の感染拡⼤防⽌の観点からも有効ですので、ぜひご利⽤ください。 

 
 

【確定申告書の作成】 
   年が明けると、いよいよ確定申告の時期になります。国税の確定申告は、マイナンバーカード

とスマートフォンを利⽤して、申告書データをe-Taxで簡単に作成し送信することができます。
令和5年1⽉以降は、更に利便性が向上しますので、マイナンバーカードを使って、スマートフ
ォンによる⾃宅などからのe-Tax申告をお願いします。 

【納税証明書の請求】 
国税の納税証明書の請求も、マイナンバーカードを使ってスマートフォンからe-Taxにより申

請することができます。インターネットバンキングなどから交付⼿数料を⽀払う場合は、データ
や郵送での受領も可能となります。受け取ったデータは、⾃宅または事業所のプリンターやコン
ビニエンスストアの印刷サービスから印刷することができますので、書⾯請求より安価なオン
ライン請求を、ぜひご利⽤ください。 

 
 
『国税の⼿続は、マイナンバーカードとスマホを使ってe-Tax︕』 
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STEP１「確定申告書等作成コーナー」へアクセス

作成コーナー

【確定申告書等作成コーナー】

対応ブラウザを確認

iPhoneの方 Androidの方

Safari Chrome

とっても便利な♪

国税庁 法人番号7000012050002

STEP２ 送信方法の選択
マイナンバーカード方式

ID・パスワード方式

見本

ID・パスワード方式は暫定的な対応ですので、お早めにマイナンバーカード
の取得をお願いします。

マイナポータルアプリ
のインストールが必要です

0123456789ABCDEF

氏名 番号 花子

平成元年 3月31日生

住所 ○○県□□市△△町◇丁目○番地▽▽号

1234

2025年 3月31日まで有効

性別 女

□□市長

※上記以外のブラウザでアクセスすると、エラーが表示されて
次の画面へ進むことができませんので、ご注意ください。

e-Taxに登録されている情報

が表示されます

●●●●●●●●●

1234567812345678

ID・パスワード方式の届出完了通知に

記載のe-TaxのID（利用者識別番号）と

パスワード（暗証番号）を入力

おすすめ！



STEP３ 収入・所得金額や控除等の入力
控除等の入力収入等の入力

STEP４ 申告内容の事前確認・送信

「帳票表示・印刷」をタップ

し、表示された送信前の確定

申告書の内容を確認します

・ ご利用には別途通信料がかかります。

・ このチラシには開発中の画面が含まれておりますので、実際の画面と異なる場合があります。

・ iPhone、Safariの名称及びロゴは、米国及び他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。

・ Android、Google Chrome の名称及びロゴは、Google LLC の商標または登録商標です。 R4.8

STEP５ 帳票PDFの保存・確認

iPhoneの方

「帳票表示・印刷」をタッ

プし、帳票を表示します

保存・確認方法の詳細はこちらから

Androidの方

◎スマホ申告の便利機能♪

スマホで撮影する
だけで自動入力！

給与所得の源泉徴収票をスマホで読み取り！青色申告決算書や収支内訳書
がスマホで作成可能に！





R4.9



 

音楽のまち“ゆざわ”１月の月イチ♪ 

２０２３年  １月  ８日  (日)  

湯沢市役所本庁舎 市民ロビー 入場無料 

主催：音楽のまちゆざわ推進協議会 

湯沢市教育委員会事務局教育部生涯学習課内 

☎0183-73-2163 Mail:otomachi.yuzawa@gmail.com 

ホームページ フェイスブック 

新型コロナウイルス感染症拡大防止策（マスク・検温・座席数・予定変更）へのご協力をお願いいたします。 

★宮城道雄「春の海」 

★ドビュッシー 

「雪は踊っている」 

「花火」      etc. 

★となりのトトロ～さんぽ 

★風になりたい 

★松田聖子メドレー   etc. 

 
大野千紘 トランペット 
柴田拓郎 トランペット 
鈴木淳悦 ホルン 
菅 孝光 トロンボーン 
沼田善之 チューバ 


	
	omote
	ura


