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市からの連絡帳

０５７０－０５－１１６５）へ
※ＩＰ電話・ＰＨＳからは（札０３－
６７００－１１６５）または社会保険事務所
へ
　問 武蔵野社会保険事務所
（札０４２２－５６－１４１１）
◆健康年金課 　田 （札４６０－９８２５）

 子育て・教育 

■入学資金融資あっせん
　学校教育法に規定する大学、高等
学校、中等教育学校の後期課程、高
等専門学校もしくは特別支援学校の
高等部または専修学校に入学を許可
されたお子さんをお持ちで、入学時
に納付する資金を必要とする保護者
に対し、市が金融機関に融資のあっ
せんを行います。
　詳細は、お問い合わせを。
◆教育企画課 　保 （札４３８－４０７０）

■老齢年金を受けている方へ
源泉徴収票を送付
　老齢基礎年金や老齢厚生年金など
は、所得税法上「雑所得」として取
り扱われ、課税の対象となります。
　そのため、社会保険業務センター
では、平成１９年の年金の支払総額や
介護保険料額、源泉徴収税額などを
記載した「公的年金等の源泉徴収票」
を１月中旬から送付します。
　「公的年金等の源泉徴収票」は、所得
税が源泉徴収されたか否かに関わらず、
老齢基礎年金や老齢厚生年金などを受
けている方全員に送付します。
　２つ以上の年金を受けている方や
公的年金以外に所得がある方は、確
定申告をする際にも必要となります
ので、大切に保管してください。
　お手元に届かない時や紛失された
場合には、ねんきんダイヤル（札

てください。
　なお、現在の電子証明書が失効し
た後でも、新しい電子証明書の発行
を受けることができます。
建電子証明書発行（新規・更新）の
申請方法
□受付場所　市民課
□受付時間　午前９時～１１時３０分 
                   午後１時～４時３０分
□必要なもの
①住民基本台帳カード ②本人確認
のために必要な書類（顔写真付きの
住民基本台帳カード、運転免許証、
パスポートその他官公署が発行した
顔写真の貼付してある免許証、許可
証、資格証明書等）※本人確認書類
に住所が記載されている場合は、住
民登録との一致が必要 ③印鑑 ④発
行手数料（５００円）
◆市民課 　田 （札４６０－９８２０）
　　　　　保 （札４３８－４０２０）

 各種申請 

■公的個人認証サービス
　公的個人認証サービスとは、ＩＣ
カード（住民基本台帳カード）に格
納するやり方で電子証明書を交付
し、他人によるなりすまし申請や、
通信途中での改ざんを防ぐ機能を提
供するものです。
※公的個人認証を利用した電子申請
には、ＩＣカードリーダライタ（市
販）、住基カードなどが必要です。
建公的個人認証サービスの電子証明
書の発行を受けている方へ
　電子証明書の有効期間は手続きの
日から起算して３年間です。有効期
間が満了し失効した場合は、国税の
電子申告などの電子申請・届出に使
うことができなくなります。更新を
希望の方は、市民課で手続きを行っ

の分離申告、１年目の住宅ローン控
除などの申告については税務署にご
相談ください）
□必要なもの
①申告書、印鑑、筆記具、計算機
②源泉徴収票など、平成１９年中の収
入金額のわかる書類　
③平成１９年中に支払った保険料・医
療費などの領収書や控除証明書（医
療費の合計は計算が必要です）
④（障害者の方のみ）障害者手帳ま
たは認定書
⑤（還付申告の方のみ）申告者名義
の銀行等の口座番号がわかるもの

シルバーパス申請などに必要）、国
民健康保険料・介護保険料の算定、
老齢福祉年金等の支給、老人医療証
の発行などの基礎資料になりますの
で、申告書を提出してください。
【市民税・都民税のみの相談・申告
の出張受付窓口】

【市民税・都民税と簡易な所得税の
確定申告の相談・申告の受付窓口】
　市で相談・お預かりできる所得税
の確定申告書は次のとおりです。
◎提出のみの方…内容がすべて記入
済みの申告書
◎簡易な申告の方（平成１９年分のみ）
…給与所得者の還付申告や公的年金
等の申告（土地・建物・株式等譲渡

のところで配布します。

※所得税の確定申告書も２月１日晶
から同窓口で配布します。
※所得税の確定申告書は、国税庁　HP 
で作成することができます。
国税庁 　HP  http://www.nta.go.jp
□所得がなかった方
　平成１９年中に所得のなかった方
も、申告をすることにより、非課税
証明書の発行（都営住宅の収入報告・

【市民税・都民税の申告】
□申告が必要な方
◎平成２０年１月１日現在、市内に住
所があり、平成１９年中に所得のあっ
た方
◎平成２０年１月１日現在、市外に住
所があり、市内に事務所・事業所・
家屋敷などがある方
◎国民健康保険に加入している方
※所得税の確定申告書を提出する
方、勤務先から給与支払報告書の提
出がある方は、市民税・都民税の申
告の必要はありません。
□申告書の郵送と配布
　市民税・都民税の申告書は１月２９
日昇に次の方に発送する予定です。
◎昨年、市民税・都民税の申告書を
提出した方
◎昨年、市内に転入し、かつ国民健
康保険に加入した方
　申告書が届かなかった方には、次

日　程場　所

２月１日晶  ～１５日晶４階
市民税課田無

庁舎 ２月１８日捷
 億億億 ～３月１７日捷

２階展示
コーナー

２月１日晶  ～２９日晶１階市民課
隣臨時窓口保谷

庁舎
３月３日捷  ～１７日捷防災センタ

ー６階
２月１日晶
 億億億 ～３月１７日捷

谷戸・柳橋・中原
の各出張所
（土・日曜日、祝日を除く）

日　程場　所
２月４日捷芝久保公民館
２月５日昇住吉公民館
２月６日昌保谷公民館
２月７日昭ひばりが丘公民館
２月８日晶新町福祉会館
２月１２日昇下保谷福祉会館

受付時間…午前９時３０分～１１時３０分
　　　　　午後１時～３時３０分
※午前９時までは会場に入れません。

◎個人事業者の消費税・地方消費税
　　　　　　　　　　…４月２４日昭
【広域還付申告センター】
　東京国税局・東京税理士会・東京
都の共催による「広域還付申告セン
ター」では次の業務を行っています。
◎確定申告書の受付（預かり）
◎所得税の確定申告用紙等の配付
◎還付申告書の作成のアドバイス
（株式や土地・建物などの売却によ
る譲渡所得や贈与のある方を除く）

年の確定申告書の控えなどをご持参
ください。
【日曜窓口開設】
　東村山税務署では、次の日曜日に
限り確定申告書作成のアドバイス、
申告書の配布・受付を行います（電
話での相談は、行っていません）。

【申告と納税の期限】
◎所得税…２月１８日捷～３月１７日捷
◎贈与税…２月１日晶～３月１７日捷
◎個人事業者の消費税・地方消費税
　　　　　　　　…３月３１日捷まで
【振替納税】
◎所得税…４月２２日昇

年金受給者の方や給与所得者の方の
所得税の申告相談や申告書の作成指
導を無料で行います。

◎譲渡所得（株式などの譲渡を含む）
のある方、所得金額が高額な方や相
談内容が複雑な方は税務署または有
料で税理士にご相談ください。
◎源泉徴収票、筆記具、計算機、昨

【国税電子申告・納税は「e-Tax」】
　「e-Tax」は自宅等からインターネ
ットを利用して申告等ができる便利
なシステムです。
　「e-Tax」を利用して所得税の確定
申告をする際に、電子証明書を添付
して申告すると、所得税額から最高
５，０００円を控除できます（平成１９年
分・平成２０年分のいずれか１回）。
e-Tax 　HP  http://www.e-tax.nta.go.jp
　問 「e-Tax」ヘルプデスク（札０５７０
－０１５９０１）または東村山税務署へ
【税理士会の無料申告相談】
　東京税理士会東村山支部では、小
規模納税者の方の所得税・消費税、

日　程場　所

２月４日捷～１５日晶ＪＲ東京駅
動輪の広場

２月１９日昇～２２日晶ＪＲ新宿駅
西口広場
受付時間…午前１０時～午後６時
（土・日曜日、祝日を除く）

日　程場　所
２月４日捷・１８日捷・
２０日昌～２２日晶

保谷
こもれびホール

受付時間…午前９時３０分～１１時３０分
　　　　　午後１時３０分～３時３０分
※混雑状況などにより、締切時間を早
める場合があります。

日　程場　所
２月２４日掌・３月２日掌東村山税務署

受付時間…午前９時～午後５時
※混雑状況などにより、締切時間を早
める場合があります。

市民税・都民税の申告は、市役所へ（平成２０年度）

日　程場　所

２月１８日捷
 億億億億 ～３月１７日捷
※２月２２日晶・２９日晶
は午後８時まで延長

２階展示
コーナー

田無
庁舎

３月３日捷～１７日捷防災セン
ター６階

保谷
庁舎

受付時間…午前８時３０分～１１時３０分
　　　　　午後１時～４時３０分
　　　　　（土・日曜日を除く）
※混雑状況等により早く締め切る場合が
あります。

確定申告は税務署へ（平成１９年分） ◆東村山税務署（東村山市本町１－２０－２２・札０４２－３９４－６８１１）
※各会場へは公共交通機関をご利用ください。

  税の申告インフォメーショ税の申告インフォメーションン

◆市民税課 　田 （札４６０－９８２７・４６０－９８２８）

田無庁舎 ２月１８日捷～３月１７日捷／保谷庁舎 ３月３日捷～１７日捷
　受付初日と締切日間際には、窓口が大変込み合います。混雑する時期
を避けて申告してください。
　住民税住宅ローン控除の申告については、１面をご覧ください。

　税務署では、確定申告書の記載方法などについての疑問等がある方に
書き方などのアドバイスを行っています。手引きにしたがって必要事項
を記入すれば作成できますので、ご自身で作成してください。


