
　30年1月1日から12月31日までに生じた、すべての収入や所得などの税の申告受け付けを開始
します。申告期間中は窓口が混み合い、長時間お待たせする場合もあります。郵送やe-Taxなど
を利用して、早めの申告をお願いします。　※税の種類によって申告期間や申告先が異なります。

　  お電話の際は、番号をよくご確認ください。税の申告が始まります。申告は郵送・e-Taxで！税の申告が始まります。申告は郵送・e
イ ー タ ッ ク ス

-Taxで！
（住民税）
特別区民税・都民税
➡申告は 区役所 へ

申告・問先  区・課税第一係～第四係
☎3880-5230～2
☎3880-5418

申告期間 2月12日～3月15日
申告方法 申告書を郵送または持参
申告が必要な方
◆次のいずれかに当てはまる方
▷ 31年1月1日現在、区内在住で30年中に
給与や年金などの所得があった、また
は区外在住で区内に事業所や事務所、
家屋敷がある
▷ 住民税の決定が必要な公的サービスを
受ける（国民健康保険、介護保険、後期
高齢者医療保険、就学援助など）
▷ 都営住宅入居者など、課税（非課税）証
明書が必要
▷ 給与所得や公的年金所得の「源泉徴収
票」に含まれない控除を追加する　※30
年中の公的年金等の収入金額が400万
円以下、かつ公的年金等以外の所得金
額が20万円以下の方などが対象。その
ほかの対象条件など、くわしくは住民税
申告書に同封されている「申告の手引き」
をご覧になるか、お問い合わせください。
▷ 区から申告書が届いた（2月8日㈮発送予
定）　※申告が必要な方で申告書が届か
なかった場合は、お問い合わせください。
申告書は区・課税課または区民事務所
でも配布しています。

申告が不要な方
※上記に当てはまっていても不要
◆次のいずれかに当てはまる方
▷税務署に確定申告書を提出する
▷ 給与収入のみで、勤務先が足立区に給
与支払報告書を提出している　※提出
の有無は申告者が勤務先に確認
▷ 区から「申告書の提出不要のお知らせ」
（2月8日㈮発送予定）が届いた

区職員による

住民税の申告相談会
◆区役所特設会場での相談会
■期間＝2月12日～3
月15日、午前9時～午
後4時　※土・日曜日
を除く（2月24日㈰は
実施）
■場所＝区役所1階
区民ロビー
◆出張相談・申告受け付け
■日程等＝表1
■時間＝午前9時～午後4時30分
表1　出張相談・申告受け付け日程等

日程 場所

2/15㈮ 竹の塚区民事務所

2/19㈫
江北区民事務所

千住区民事務所

2/20㈬
佐野地域学習センター

鹿浜地域学習センター

2/21㈭
梅田区民事務所（エル・ソフィア内）

新田住区センター

2/22㈮
興本住区センター

中川区民事務所

2/26㈫
保塚区民事務所★

舎人地域学習センター

2/27㈬
西新井区民事務所

花畑区民事務所

2/28㈭
江南住区センター

東綾瀬区民事務所★

3/1㈮ 伊興区民事務所◆

★… 保塚区民事務所は南花畑2-4-2、東綾瀬区
民事務所は東綾瀬2-3-21に移転していま
す。ご注意ください。

◆… 伊興区民事務所の受付会場は2階で、エレ
ベーターがありません。

相談会開始後・
終了前の
1週間程度は
混み合います。

時間にゆとりを持って
お越しください。

（国税）
所得税および復興特別所得税・
消費税・贈与税➡申告は 税務署 へ
申告期間・納期限等

税の種類 申告期間 納期限 振替納税をご利用の方の口座振替日
所得税および復興特別所得税 2/18～3/15 3/15㈮ 4/22㈪
消費税（個人事業者） 1/4～4/1 4/1㈪ 4/24㈬
贈与税 2/1～3/15 3/15㈮ ―

●申告・問先等
税務署名（所在地・電話番号） 管轄

足立税務署
〒120-8520　千住旭町4-21足立地方合同庁舎

☎3870-8911
国道4号から東側／千住地域（日ノ出町､
柳原を含む）／竹の塚／西保木間／六月

西新井税務署
〒123-8501　栗原3-10-16 ☎3840-1111 区内の上記以外の地域

　　　  配偶者控除・配偶者特別控除の見直し（住民税・国税共通）
◆配偶者控除
　・ 納税者本人の合計所得金額が900万円を超える場合
の控除額が改正

　・ 納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える
場合は、控除の適用外

 ◆配偶者特別控除
　・ 控除額が改正
　・ 配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下
（変更前は38万円超76万円未満）まで控除を適用

税の申告にはマイナンバーの記載を忘れずに！
申告には、マイナンバーの記載と番号確認書類・身元確認書類の提示または写しの添付が必要

納め忘れはありませんか？
特別区民税･都民税（住民税）

　住民税は皆さんの暮らしに結びついたサービスを行うための大切な財源です。
しかし、残念ながら収納率は100％に至っていません。区では、税の公平性と財源
確保の観点から、滞納されている税の徴収に全力で取り組んでいます。

納め忘れはありませんか？
● 普通徴収第4期の納期限は
1月31日㈭
　納期限を過ぎると延滞金が加
算され、差し押さえなど滞納処
分の対象になります。
●お支払いは便利な口座振替で
　口座振替への変更は銀行に行
かなくても簡単に申し込み可能
です。くわしくはお問い合わせ
ください。■問先＝区・収納管
理係 ☎3880-5238

未納のまま放置すると、下記のような滞納処分を行います。

主
な
滞
納
処
分

差
し
押
さ
え（
例
）

給与…勤務先から支給前の給与を取り立てます
売掛金…取引先から売掛金を取り立てます
預貯金…預貯金を取り立てます
生命保険… 強制的に解約して返戻金を取り立てます
自動車… タイヤロックを行い、売却して未納税金に

充てます

公売 動産や不動産などの差し押さえ物件を売却し、未
納税金に充てます

捜索 自宅などで財産の強制調査を行います

●納税相談先●
▷区・滞納整理第一係
 ☎3880-5236
▷区・滞納整理第二係
 ☎3880-5237
▷区・特別整理第一係
 ☎3880-5235

税理士による無料申告相談会 
～申告書を作成して提出できます～
■日程等＝表2・3■時間＝午前9時30分～正午／午後1時～
4時　※当日直接会場へ。混雑状況により、早めに受け付けを
締め切る場合あり■対象＝小規模納税者の所得税および復
興特別所得税（譲渡所得を除く）・消費税（個人事業者のみ）、
年金受給者および給与所得者の所得税の申告をする方（土
地、建物および株式などの譲渡所得のある場合を除く）　
※所得金額が高額または相談内容が複雑な場合や、申告書な
どの提出のみの場合は受け付け不可
表2　足立税務署管轄日程等

日程 場所
2/5㈫･6㈬ 桜花亭
2/7㈭･8㈮ 佐野地域学習センター
2/13～20　※土・日曜日を除く 区役所1階区民ロビー
表3　西新井税務署管轄日程等

日程 場所（地域学習センター）
1/28㈪ 伊興
1/31㈭、2/1㈮ 舎人
2/4㈪・5㈫ 梅田（エル・ソフィア内）
2/7㈭・8㈮ 鹿浜

「QRコード」でのコンビニ納付が可能に！
「QRコード」の作成はスマートフォンなどで
必要情報を入力するだけ！
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　　　  配偶者控除・配偶者特別控除の見直し（住民税・国税共通）
◆配偶者控除

重要

復興特別所得税の記入をお忘れなく！
※ くわしくは「確定申告の手引き」を参照。「手引き」は税
務署などで配布するほか、国税庁のホームページから
もダウンロード可

配偶者控除の適用外の場合でも、
同一生計配偶者（合計所得金額が
38万円以下）に、障がいがある
場合（身体障害者7級を除く）は、
障害者控除の対象

申告書作成会場は足立税務署と西新井税務署
■期間＝2月18日～3月15日　※土・日曜日を除く
　▷相談…午前9時15分～午後5時
　▷提出…午前8時30分～午後5時

税務署の休日開庁日
足立税務署・西新井税務署合同会場

■日程等＝2月24日㈰、3月3日㈰　※申告の相談・申告書の提
出のみ実施。時間は、上記「申告書作成会場」と同じ■場所＝足
立税務署　※駐車場の使用不可。西新井税務署管轄地区も受
け付け。西新井税務署は閉庁

◆申告書の作成は国税庁のホームページで！
　画面の案内に従って金額などを入力すると、税額などが自動
計算され、申告書などを簡単に作成できます。申告書は「e

イータックス

-Tax」
で提出できます。さらに、所得税の確定申告書はスマートフォン
などで作成し、「e-Tax」で提出できます。　※税務署発行の「ID・
パスワード」が必要
申告も納税もe-Taxで! くわしくは

午前8時30分～
午後4時受け付け
※混雑状況により、
早めに締め切る
場合あり

注
意
事
項

○ 公的年金等の収入金額が400万円以下、かつ公的年金等に
係る雑所得以外の各種所得金額が20万円以下の方は税務
署に確定申告が不要
○ 上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等について、
所得税と住民税で異なる課税方式（申告不要など）を選択
する場合は、住民税の納税通知書送達★までに区役所に申
告が必要

★…▷住民税が給与天引きの方…5月16日㈭　▷そのほかの方…6月12日㈬

○ 以下の申告内容を住民税に反映させるには、住民税の納税
通知書送達★までに税務署に確定申告が必要

上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等／先物取引
の差金等決済に係る損失の繰越控除／居住用財産の譲渡
損失の損益通算および繰越控除／居住用財産を譲渡した場
合の長期譲渡所得の課税の特例／事業専従者控除　など

作成コーナー 検索検索

納めることが困難な場合は
早めにご相談ください。

■日時＝5月25日㈯、午後3時開演　※午後2時15分開場■内容＝
硬派な男たちによる弦楽アンサンブル■定員＝902人（2月7日か
ら先着順）　※区内在住・在勤・在学の方は1月31日から窓口で受
け付け■費用＝3,500円　※区内在住・在勤の方は3,200円。友
の会会員は3,000円。学生は1,000円

硬派弦楽アンサンブル「石田組」

■日時＝6月15日㈯、午後4時開演　※午後3時30分開場■内容＝
歌手・俳優「布施 明」による、極上の「歌」と「芝居」で魅了する公演
■定員＝902人（2月9日から先着順）　※区内在住・在勤・在学の
方は2月7日から窓口で受け付け■費用＝6,000円　※友の会会員
は5,500円
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heater

―いずれも―
※就学前の子どもは入場不可。全席指定■場所＝西新井文化ホー
ル■申込＝窓口またはホームページから専用フォームに入力■
申先＝ギャラクシティ、地域学習センターなど　※当日はギャ
ラクシティのみ■問先＝ギャラクシティ ☎5242-8161 
ﾎhttp://galaxcity.jp/

催し物
※ 先着順で、特に記載が
ない場合は午前8時
30分から受け付け（申
し込み不要を除く）

催し物は、
8面に続きます

催し物は、
5面からの続きです

リサイクル体験講座
「手作り和小物さるぼぼと
ミニ掛け軸」
■日時＝2月13日㈬、午前10時
～正午■対象＝区内在住・在勤・
在学の方■内容＝着物と帯を再利
用し、縁起物のさるぼぼ（小猿）の
人形とミニ掛け軸を作る■定員＝
10人（抽選）■費用＝700円（材料
費など）■申込＝電話・窓口また
は住所、氏名（フリガナ）、電話番
号、「さるぼぼ」をファクス・ハガ
キで送付■期限＝2月6日㈬必着
■場・申・問先＝あだち再生館（月
曜日、祝日休館）　〒120-0011
中央本町2-9-1
☎3880-9800 ﾌ3880-9801

アートアクセスあだち　
音まち千住の縁

え ん

◆ 千住・縁レジデンス
表現（Hyogen）「音の間」
■日時等＝2月2日㈯・3日㈰・9
日㈯・10日㈰、午後3時～4時　※10
日のみ午後6時からコンサートあり
（1,500円）■場所＝仲町の家（千住
仲町29-1）■内容等＝東京藝術大
学出身のミュージシャンによる演
奏　※午後1時30分から音楽の公
開制作あり（申し込み不要。当日
直接会場へ）■定員＝各20人
◆マキララ「フィリパピポ」
■日時＝2月16日㈯、午後5時～8
時■場所＝東京藝術大学千住キャ
ンパス（千住1-25-1）■内容＝歌や
踊りを通してフィリピンの文化を
楽しむパーティー■定員＝100人
―いずれも―

※先着順■申込＝電話またはホー
ムページから専用フォームに入力
■申先＝「アートアクセスあだち 
音まち千住の縁」事務局（火・木曜
日を除く、午後1時～6時）
 ☎6806-1740
ﾎhttp://aaa-senju.com/
■問先＝区・プロモーション係
 ☎3880-5803

読み語り
フォローアップ講座
■日時等＝▷2月13日㈬…紙芝居
の演じ方　▷2月20日㈬…手あそ
び（就学前の子どもの同伴可）　※い
ずれも午前10時～正午■場所＝
生涯学習センター（学びピア21
内）■対象＝乳幼児への読み語り
を行う方■定員＝各30人（1月26
日、午前9時から先着順）■申込＝
電話または窓口■申・問先＝中央
図書館 子ども読書推進係（1月31
日㈭、2月18日㈪・19日㈫を除く）
 ☎5813-3745

■対象＝29年10月～30年11月に国民健康保険で医療機関などを受診
した方　※2月28日㈭に発送予定■問先＝給付担当 ☎3880-5241

国民健康保険加入者に
医療費を通知

■最優秀賞＝「吸うならば マナーはしっかり 皆のため」（都立淵江高校、三浦真菜さん）　※子どもたちの健康のために、通学路
や保育園・幼稚園周辺ではなるべく喫煙を控えていただくようご協力お願いします。■問先＝健康づくり係 ☎3880-5433

高校生受動喫煙防止標語
コンクール 入賞作品決定

生涯学習関連施設などの年末年始開館に
関するアンケートにご協力を

■内容＝区内に住民登録がある18歳以上の方から無作為に選んだ3,000人に、区が委託し
た調査会社から1月25日ごろに調査票を送付■問先＝文化施設経理担当 ☎3880-5701

■申込…申し込み方法　■期限…申込期限 ☎…電話番号　 ﾌ…ファクス番号
■場・申・問先…場所・申込先・問い合わせ先 ﾎ…ホームページアドレス　 ﾃ…Eメールアドレス

※費用の記載がないものは無料
ｿ…左記マークがある申し込みは、P2左上を参照 76 2019年（平成31年）1月25日（第1799号）

納税　QRコード 検索検索


