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　個人市県民税の申告、確
定申告の受け付けが始まり
ます。各会場で混雑が予想
されますので、時間に余裕
を持ってお越しください。

　申告書は市民税課で配布しているほか、前年度の実績などを基に2月6日㈫ごろに発送しま
す。郵送での申告も受け付けます。
　※�各市民センターでは2月6日から申告書を配布します
　※市民センターでは確定申告および前年度以前の申告は受け付けできません

　税務署では、所得税・贈与税・個人消費税の平成29
年分申告書の作成会場を、2月13日㈫から開設します。
また2月18日㈰・25日㈰に限り、日曜日も申告書作成
のアドバイスと収受を行います。

　2017年分の確定申告から領収書を提出する代わりに｢医療費控除の明細書｣
の添付が必要です(領収書の提出は不要となりました)。

　公的年金等(遺族年金・障がい年金などは除く)の収入
が400万円以下で、かつ公的年金等に係る雑所得以外の
所得金額が20万円以下の場合、確定申告は不要です。
　※�所得税の還付を受ける方は、確定申告書を税務署に
提出してください

　※�社会保険料などの各種控除を追加する場合は、市民
税・県民税申告書の提出が必要な場合があります

★給与支払報告書を提出しましょう

※各会場とも、車での来場はご遠慮ください

　事業主(給与支払者)の方は、1月31日㈬までに従業員(納税義務者)が1月1日時点で
在住の市区町村に次の書類を提出してください(年の途中で退職した方も含む)。
　◎給与支払報告書総括表◎給与支払報告書個人別明細書
　※普通徴収の場合は普通徴収切替理由書も必要です
★特別徴収税額の一括徴収について
　1月1日～4月30日に従業員が退職などをして特別徴収ができなくなる税額は、本人
の申し出がなくても5月31日までの間に支払いをする給与または退職手当等から一括
徴収することになっています。

　相談内容＝小規模納税者の所得税・消費税、
　　　　　　年金受給者・給与所得者の所得税の申告について
　と　き　2月6日～9日㈮
　　　　　午前9時30分～正午、午後1時～3時30分
　ところ　湘南台市民センター
　※�相談会場では、パソコンによる作成指導を
行います。確定申告に必要な書類、印鑑な
どをお持ちください

　※�土地、建物、株式などの譲渡所得のある場合
や所得金額が高額な場合、収入金額が多額
な方、相談内容が複雑な場合は、税務署で
相談してください

　※�混雑した場合は、受け付けを早めに終了し
ます

個人市県民税・確定申告のご案内

●個人市県民税の申告と相談を受け付けます ◆確定申告書は税務署へ提出してください

◆医療費控除を受けるための手続きが変わりました

　確定申告書には、マイナンバー(個人番号)の記載と、運転
免許証などの本人確認書類の提示または写しの添付が必要で
す(マイナンバーカードを利用してe-Taxで送信する場合は
不要)。郵送で提出する場合は、マイナンバーカードの両面
の写しまたは通知カードと本人確認書類の写しを添付してく
ださい。

◆申告書にはマイナンバーの記載が必要です

◆確定申告不要制度について●事業主の皆さまへのお知らせ

個人市県民税申告・相談受付
ところ と　き 受付時間

市役所本庁舎4階 2月16日～3月15日
毎週月～金曜日 午前8時30分～午後5時

市役所本庁舎5階 2月18日㈰、 25日㈰

午前8時30分～正午、
午後1時～5時

片瀬市民センター 2月19日㈪
鵠沼市民センター 20日㈫
遠藤市民センター 21日㈬
六会市民センター 22日㈭
辻堂市民センター 23日㈮
明治市民センター 26日㈪
長後市民センター 27日㈫、 28日㈬
善行市民センター 3月2日㈮
御所見市民センター 5日㈪
湘南大庭市民センター 6日㈫、 7日㈬
湘南台市民センター 8日㈭、 9日㈮

明記のないものは…
●先着順●当日会場へ●午前8時
30分から受け付け●費用は無料
●持ち物はお問い合わせください
●原則として市内在住・在勤・
在学の方が対象、申し込みは土・
日曜日、祝日を除きます
※電話番号などは間違いのない
ようおかけください
★2月の休館日は19日㈪です。

片瀬公民館 ☎（29）7171
薨（25）8907

●子育て講演会｢思春期の子どもとか
かわるヒント｣　3月12日㈪午前10時～
正午。講師＝ヴィヒャルト・千佳こ氏。
※保育あり〈卒乳した1歳以上の未就学
児12人。費おやつ代100円〉。申2月9日
㈮～16日㈮に電話で東京都片瀬学園☎
(22)4464へ。
●片瀬名画座｢カサブランカ｣　2月17
日㈯午後1時～3時。映画上映、翻訳秘
話。100人。
●楽しく子育て〜保育室であそぼう　
2月7日㈬午前10時～正午。おりがみ遊
び。乳幼児と保護者。

村岡公民館 ☎（23）0634
薨（23）0641

●パソコン講習会　2月20日㈫～23日
㈮㋐午前9時～正午…入門、㋑午後1時
～4時…PowerPointでアルバム作成。
ともに全4回。成人で㋐15人、㋑キー
ボード入力ができる方15人。申2月2日
㈮午前9時から電話または来館で。
●おもちゃの病院　2月4日㈰午後1時
30分～3時30分。おもちゃの修理。※
部品交換などは実費。
●むらっこひろば(子ども室開放)　2月
9日㈮、23日㈮午前10時～正午。乳幼
児と保護者のフリースペース。

善行公民館 ☎（90）0097
薨（81）4441

●楽しくかんたんお弁当づくり〜キャ
ラ弁に挑戦　2月18日㈰午前10時～午
後0時30分。18歳以上の方24人。費800
円。申1月29日㈪から電話または来館で。
●ボルダリングに挑戦！　3月3日㈯◎
午前10時～正午…小学3・4年生◎午後
1時～3時…小学5・6年生。各20人(抽
選)。申2月13日㈫〈必着〉までに往復は
がきに住所・氏名(ふりがな)・学校名
・学年・性別・電話番号を書いて、善
行公民館〈〒251-0871善行1-2-3〉へ。
●おもちゃの病院　2月3日㈯午後1時
30分～3時。おもちゃの修理。※部品
交換などは実費。1家族2点まで。
●おはなし会　2月3日㈯午後2時～2時
30分。7日～28日毎週水曜日午後3時30
分～4時。
●おひざのうえのおはなし会　2月16日
㈮午前11時～11時30分。
●和室開放　◎0歳児ひろば…2月2日
㈮午後1時30分～3時30分。◎1歳児ひ
ろば…2月14日㈬午前9時30分～11時30
分。

湘南台公民館 ☎（45）3070
薨（45）1604

●認知症サポーター養成講座〜認知症
を理解し、地域で支えよう！　2月23日
㈮午前10時～正午。講師＝デイハウス
夢家主宰酒井隆氏。成人30人。申2月5
日㈪から電話または来館で。

鵠沼公民館 ☎（33）2002
薨（33）2203

●落語を交えた笑って学べるエンディ
ングセミナー　2月16日㈮午後1時30分
～3時30分。講師＝行政書士生島清身
氏。成人30人。申1月30日㈫から電話
または来館で。
●サークル共催｢似顔絵講座｣　2月14
日～28日毎週水曜日午後1時30分～3時
30分、全3回。講師＝岩瀬暢男氏。成
人20人。申2月2日㈮から電話または来
館で。
●おはなしのへや　2月3日㈯午後2時～
2時45分。お話や絵本の読み聞かせほか。
●百人一首であそぼうよ　2月10日㈯午
前10時～正午。小・中学生30人。
●おもちゃの病院　2月11日㈷午後1時
30分～3時30分。おもちゃの修理。※部
品交換などは実費。
●おててつないで(保育専用室開放)　2
月14日㈬午前10時～午後2時30分。乳
幼児と保護者。

辻堂公民館 ☎（34）9151
薨（34）4187

●子育て応援講座〜思春期は目を離し
ても心は離さないで！　2月24日㈯午
前10時～11時30分。講師＝清水航介氏。
30人。申2月8日㈭から電話または来館
で。
●脳を鍛える認知症予防セミナー　2
月28日㈬、3月7日㈬午前10時～正午。
各日30人。申2月14日㈬から電話また
は来館で。
●おはなし会　2月6日㈫、20日㈫午後
3時30分～4時。幼児～小学生。
●おひざのうえのおはなし会　2月8日
㈭、22日㈭午前11時15分～11時30分。
乳幼児と保護者。
●ピラティス開放　2月9日㈮午後7時
30分～8時30分。講師＝米山綾子氏。
20人。※中学生以下は保護者同伴。
●ラジオ体操開放　2月10日㈯午前10
時～11時。講師＝(特非)全国ラジオ体
操連盟公認指導士。20人。

藤沢公民館 ☎（22）0019
薨（22）0293

●プロ直伝！ヘルシーコーヒー講座　
2月23日㈮午前10時～正午。講師＝SH
ONAN珈琲ギャラリー安藤稔氏。成
人15人。費100円。申2月2日㈮午前9時
から電話または来館で。
●いつでも手軽にお味

み

噌
そ

汁〜味噌玉づ
くり講座　2月28日㈬午前10時～正午。
講師＝みそソムリエそが真由美氏。成
人18人。費1000円。申2月5日㈪午前9
時から電話または来館で。
●ペット食育協会認定ペット食育入門
講座　2月26日㈪午後2時～4時30分。
講師＝上級指導士山本裕一氏。犬や猫
を飼っている成人7人。申2月7日㈬午
前9時から電話または来館で。
●おはなしのへや　2月3日㈯午前11時。
幼児～小学生。

長後公民館 ☎（46）7373
薨（46）7034

●筆文字講座〜楽しく筆文字を描いて
みよう　3月2日㈮、9日㈮午前9時30分
～11時30分、全2回。講師＝勝野真美
氏。成人10人。 費1000円。 申2月19日
㈪から電話または来館で。
●おはなし会　1月27日㈯、2月3日㈯午
後2時30分～3時。

湘南大庭公民館 ☎（87）1112
薨（87）1110

●おいしい時間｢ひなまつりを手作り
で｣　2月6日㈫午前10時～午後1時。講
師＝藤沢市食生活改善推進団体四ツ葉
会あやめグループ。16人。費800円。
申1月29日㈪午前9時30分～2月2日㈮に
電話または来館で。
●わらべうたであそぼう　2月6日㈫午
前10時30分～11時。※未就学児は保護
者同伴。
●湘南大庭わんぱく広場　2月10日㈯
午前9時30分～11時30分。乳幼児と保
護者のフリースペース。※体操教室〈午
前10時～11時。講師＝アズヴェール藤
沢スポーツクラブインストラクター〉
あり。

明治公民館 ☎（34）5660
薨（33）5727

●ワイン入門講座〜生活を豊かに彩る
ワインの楽しみ方　2月17日㈯◎午前
10時～11時30分◎午後1時30分～3時。
成人各24人(抽選)。費500円。申1月25
日㈭～2月7日㈬〈必着〉にはがきに講座
名・住所・氏名(ふりがな)・年齢・電話
番号・参加希望時間を書いて、明治公
民館〈〒251-0042辻堂新町1-11-23〉へ。
※市のホームページの「電子申請　申請
書ダウンロード」からも申し込みできま
す。
●すべてのこどもたちのために〜共に
学ぶ学校をめざして　2月25日㈰午後2
時～4時。講師＝中央大学教授池田賢
一氏。100人。※手話通訳・要約筆記・
保育あり〈1歳6カ月～3歳児20人〉。申1
月31日㈬午前9時から電話またはファ
クスに住所・氏名・電話番号を書いて、
明治公民館へ。※市のホームページの
「電子申請�申請書ダウンロード」から
も申し込みできます。
●郷土史講座〜早春の明治地区｢史跡
を訪ねて｣　3月3日㈯午前10時～午後2
時30分。30人。申2月6日㈫午前9時か
ら電話または来館で。
●おひざのうえのおはなしかい　2月7
日㈬、9日㈮午前11時15分～11時30分。
幼児。
●おはなし会　2月7日㈬、14日㈬午後
3時30分～4時。幼児～小学生。

六会公民館 ☎（90）0203
薨（83）2298

●おはなし会　2月7日～21日毎週水曜
日午後3時15分～3時45分。28日㈬午前
11時～11時30分。
●いしかわ子育てひろば　2月19日㈪午
前10時～正午。石川コミュニティセン
ター。未就学児と保護者のフリースペー
ス。

遠藤公民館 ☎（86）9611
薨（87）3008

●ワイワイキッズ　わらべうたであそ
ぼう！〜春のまき　2月15日㈭午後2時
30分～3時30分。未就学児と保護者。
●子育て広場　2月6日㈫午前10時～正
午。乳幼児と保護者のフリースペース。
●絵本の玉手箱　2月7日～28日毎週水
曜日午後3時～3時30分。お話会。

御所見公民館 ☎（49）1221
薨（48）5807

●サークル見学会　2月10日㈯午前9時
30分～正午、午後1時～3時30分。
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個人市県民税の申告 確定申告

受付期間＝2月16日㈮〜3月15日㈭
所得税、復興特別所得税・贈与税…3月15日㈭まで

個人事業者の消費税…4月2日㈪まで

問い合わせ＝市民税課☎内線2342、
　　　　　　　　　　薨 （50）8404

問い合わせ＝藤沢税務署☎（22）2141

税理士による無料申告相談

確定申告書の用紙を配布します
　2月1日㈭から市民税課、各市民センターで確定申告書の用紙を
配布します(なくなり次第配布終了)。
　また国税庁のホームページでは、インターネットを利用して申告
できるe-Taxを利用できるほか、申告書もダウンロードできます。

　源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得等および配当所得等は、確
定申告をしても、市民税・県民税の税額決定通知書・納税通知書が送達される日まで
に、市民税課へ市民税・県民税申告書を提出することで、所得税と異なる市民税・県
民税の課税方法(申告不要制度、総合・申告分離課税)が選択できるようになりました。
　市民税・県民税で、申告不要制度を選択すると、国民健康保険料・後期高齢者医療
保険料の算定対象になりませんが、総合・申告分離課税を選択すると、損益通算・繰
越控除適用後の所得金額が算定対象となります。
　※�申告の結果、見込まれる税額の還付、減額分よりも、保険料の増額分が上回る場
合があります。70歳以上の方は、確定申告をした所得・収入額が医療費の自己負
担割合判定の算定対象となるため、医療費が増額となる場合があります

　　問い合わせ　保険年金課☎内線3213、薨(50)8413

源泉徴収を選択している特定口座の確定申告について


