
現在実施されている
新型コロナワクチン接種について

ワクチン接種をすることで、重症化予防や感染・発症予防の効果が期
待されています。
副反応のリスクについてもご理解のうえ、接種のご検討をお願いします。

接種券が無い方は、保険健康課（☎５２ー１２７３）までお問い合わせください。
市外から転入した場合など、申請が必要な場合があります。

※

追加接種（3回目以降）

生後６か月～４歳（乳幼児）…ファイザー社の乳幼児用ワクチンを使用。
５歳～11歳（小児）……ファイザー社の小児用ワクチンを使用。

【対象】

徳島県の広域医療機関で接種を行っています。接種についてのご案内を
お送りしていますのでご確認ください。

※

※ オミクロン株対応ワクチン接種はありません。

【対象】12歳以上で、新型コロナワクチン接種を未接種または１回のみ接種している方

※ファイザー社ワクチンを希望される場合は保険健康課へお問い合わせください。
※武田社ワクチン「ノババックス」（18 歳以上）を希望される場合は、徳島県のコールセンターまたは予約
サイトで予約可能です。

初回（１・２回目）接種

乳幼児および小児の初回接種　

県コールセンター（☎
0120-567-571）また
は県のホームページで
ご確認ください

ただし、令和４年11月８日
以降に武田社ワクチン（ノ
ババックス）を接種された
方は接種できません

１回

１回
ただし、オミクロン株対応
ワクチンを接種された方は
接種できません

接種券に同封してい
るお知らせをご覧く
ださい

12歳
以上

18歳
以上

初回（１・2回目）接種
を完了後、前回接種か
ら３か月経過した方

初回（１・2回目）接種
を完了後、前回接種か
ら６か月経過した方

オミクロン株対応
ワクチン
（ファイザー社）

オミクロン株対応
ワクチン
（モデルナ社）

武田社ノババックス

実施期間と予約方法接種回数使用ワクチン 対象者

脇町中学校・脇町高等学校茶道部 茶会
芸能発表会

芸能発表会では、23団体が三味線や民舞、
太極拳、コーラス、フラダンスなど各種芸
能を発表。日頃の練習の成果を大いに発
揮しました。

和のハコ（大）で行われた茶会では脇町中
学校と脇町高等学校の茶道部がお点前を
披露。美しい所作で客人をもてなしました。

芸術作品等展示では、生花、書道、絵画、写真、
手工芸品等のほか、市内の小中学生の力作
がずらりと並びました。

木工体験ができる木工広場も開催され、スタッ
フの指導のもと、ミニチェアやブックエンドな
どを工作。皆さん作業に没頭していました。

見どころたくさ
ん！

※令和4年11月24日時点の情報です。
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デジタル地域通貨「MIMACA」は、チャージ協力店にご協力をいただき、専用カードへのチャー

ジ（入金）により繰り返しお使いいただいていました。今回、それに加えて12月12日から（予定）

セブン銀行ATMでも原則24時間365日現金チャージができるようになります！また、専用カー

ドをご利用の方も、セブン銀行ATMを利用すれば残高照会できます！

デジタル地域通貨MIMACA
セブン銀行 ATMで
チャージできます！

セブン銀行 ATM 現金チャージを専用アプリ chiica で行う方法は、
右の二次元コードからご確認ください→

セブン銀行 ATM現金チャージの利用方法（専用カード利用の場合）

⑥明細の「必要」「不要」を選択し、専用カー
ドと明細を受け取り、チャージが完了となります。

⑤現金投入口に紙幣を入れる。おつりが発生
する場合は、現金投入口から受け取る。

①セブン銀行 ATM で画面下のカード挿入口に
磁気テープを上にしてカードを挿入する。

③チャージ条件を確認し「確認」を
タッチする。

④チャージしたい金額をタッチする。表示以外
の金額をチャージする場合は、「その他金額」
をタッチする。

②ATM 画面でご入金をタッチする。

8ページにMIMACA の
おトクな情報を掲載！

新しくMIMACA 加盟店が追加されました！
（11 月１日～ 11 月 30 日の新規加盟店）

※加盟店一覧については、市ホームページで随時更新
しているほか、利用者アプリ内でも確認できます。

今後、市から行政ポイントを付与する際には「専
用カード」に付与するため、捨てずに保管して
ください。（専用カードを利用する前や配付時
に付与している 5,000 ミマポを利用した後やア
プリへのポイント移行後にカードを紛失されて
いる事例が多くあります。）

お願い！
カードは捨てない
でください！

ルキーナ・うだつ　こぼししいたけ
セブン-イレブン美馬市脇町郡里店
フレンド穴吹

会員コード８桁を入力し
て確認してください。

残高照会ページにアクセス
して確認

セブン銀行 ATMから確認

専用アプリchiica から確認

専用アプリをご利用の
方はアプリ内の「内訳」
から確認してください。

専用カードをご利用の方は ATM のカード挿
入口に MIMACA 専用カードを挿入し、画面
上で「残高照会」を選択してください。

MIMACAのポイント（ミマポ）残高を確認する方法

方法

01 方法

03

方法

02

※画像はイメージです。

問 企業応援課☎５２ー１２６３

12
月
12
日

ら
か

磁気テープ
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償却資産（固定資産税）の申告を忘れずに
　償却資産とは、法人や個人で事業を営む者が所有し、事業のために使用する構築物、機械、装置、器具、
備品などのことです。市内に償却資産を所有されている方は、毎年１月１日現在の償却資産所有状況
について、令和５年１月 31 日までに申告してください。

「太陽光発電設備」は、次の場合には償却
資産に該当し、申告が必要です。

個人・法人が事業用として設置した設備（規
模とは無関係）

個人が住宅に設置し、余剰又は全量売電を
行っている 10 キロワット以上の設備

①

②

申
告
期
限

申
告
方
法

申告書を記入し、持参、郵送または
電子申告（eLTAX）にて税務課に提出
してください。
なお、昨年申告のあった方には、申
告用紙を郵送していますが、新たに
申告する方や申告用紙が届かない方
は、ご連絡ください。

令和５年１月 31日（火）

固定資産税に関する届出をお願いします

　固定資産税は、毎年１月１日現在の土地、家屋及び償却資産の所有者に課税される税金です。
次の場合は必ずご連絡または届出を行ってください。

※譲渡とは、売買・相続・譲与などの行為をいいます。

対象 ケース 注意点

建物を新築したとき 家屋調査が必要です。お済みでない場合は、ご連絡ください。

届出がないと、課税の対象となる場合があります。

届出がないと、前所有者に固定資産税が課税されます。

死亡した年の 12 月 31 日までに相続登記がお済みでない場合、
届出が必要です。
死亡した所有者が口座振替を利用していた場合は、引き落とし
ができなくなりますので、新たに口座振替の手続が必要です。

・

・

建物を取り壊したとき

未登記の建物を譲渡※
したとき

所有者が死亡したとき

家屋

家屋
・
土地

税務課 ( 固定資産税担当 )☎５２ー５６０２問

※マイナンバーカードの受け取りも可能です。
（予約制）市民課までご予約ください。

・本人確認書類（免許証、パスポートなど）

・QRコード付きの個人番号交付申請書 

休日に、または
場所を変えて 申請サポートを行います！次の①または②に該当する美馬市に住所がある方

① マイナンバーカードをすでにお持ちの方

①以外の方で令和４年 12 月 28 日までにマイ
ナンバーカードを申請し、令和５年２月 10 日
までにマイナンバーカードを受け取った方

②

ポイントの進呈時期にかかわらず、ポイント
の使用期限は令和５年２月28日です。

ポイントをもらうための手続きは不要です。

マイナンバーカードの交付完了からおよそ
10日間でポイントを進呈します。（ポイント
の進呈後、通知文書にてお知らせします。）

美馬市限定のマイナンバーカード取得促進キャンペーンです。この機会にマイナンバーカードを申請しま
しょう。

12 月 28 日まで！マイナンバーカードを申請して、10,000 円分の
デジタル地域通貨MIMACA のポイント（ミマポ）をもらおう！

▶対象者

日時と場所

持ち物

▶ポイントの進呈について 12 月 11 日、25日 ( 日 ) 午前９時～午後４時
市民課または脇町市民サービスセンター

地域共生交流施設小星ベース

12月22日（木）午前９時～午後４時

地域交流センターミライズ　観光のハコ

12月10・11・17・18・24・25日
午前９時 30分～午後６時

子どもすこやか課☎５２－５６０６問

令和４年 11 月１日時点で美馬市に住所がある
高校生まで（平成 16 年４月２日～令和４年 11
月１日生まれ）の児童

※申請手続きは必要ありません。対象の方には、
案内通知をお送りしています。

児童１人当たり10,000ポイント
（使用期限：令和５年２月28日）

対象児童の方で、ポイントが付与さ
れていない方は、子どもすこやか課
までお問い合わせください。11月30日（水）

※転入された方または新生児の方は、ポイント付与が遅
れる場合がありますので、ご了承ください。

物価高騰の影響を受ける子育て世帯の生活を支援するため、美馬市在住の高校生までの児童の「デジタ
ル地域通貨 MIMACA」に「みまっこみらいポイント」を付与しました。

▶対象児童

▶付与日

▶付与額

みまっこみらいポイントのご案内

詳しくはこちら

自治会やサークル、企業等で未申請者を５人以
上集めていただき、会場を提供いただきますと、
申請サポートに伺います。また、申請者お一人
当たり1,000円の協力金を自治会等にお支払いし
ます。詳しくは市民課までお問い合わせください。

市民課☎５２－８００１問
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