
7 6藤沢市役所の連絡先　☎0466（25）1111（代）、0466（25）1114（休日・夜間）、 0466（24）5928
2019年（平成31年）1月25日

藤沢市役所の連絡先　☎0466（25）1111（代）、0466（25）1114（休日・夜間）、 0466（24）5928
第1648号

ふじさわメールマガジン配信中！　mm@fuji-anshin.netに空メールを送信し、登録して受信したいメールマガジンを選択してください 検索藤沢市公式ホームページ●➡藤沢市役所の連絡先　☎0466(25)1111（代）、0466(25)1114（休日・夜間）、 0466(24)5928

個人市県民税の申告と相談を受け付けます

2019年度個人市県民税申告・相談受付 

納税通知書・税額決定通知書の送付までに適用される控除等について
～株式などによる所得があった方へのお知らせです

　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。
　※ 申告書は2月1日㈮から各市民センターで配布するほか、市
のホームページの同課のページからダウンロードもできま
す

　※ 2019年度から分離課税の申告書が別になりました。分離課
税や繰越控除などは、別途申告してください

☆確定申告書は税務署へ提出してください
　税務署では、所得税・贈与税・個人消費税の申告書作成会場を2月18日㈪から開設します。
受付時間は原則午前8時30分～午後4時です。また2月24日㈰・3月3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。
　※ 申告書は2月1日㈮から市民税課、各市民センターで配布（なくな
り次第終了）するほか、国税庁のホームページからダウンロード
もできます

☆マイナンバーの記載が必要です
　確定申告には、マイナンバーの記載と、本人確認書類の提示また
は写しの添付が必要です。
　郵送で申告書を提出する場合は、マイナンバーカードの両面の写
しまたは通知カードと運転免許証などの身元確認書類を添付してく
ださい。

☆いつでもどこでもスマホで申告
　国税庁のホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、スマートフォ
ンでも所得税の確定申告書の作成ができます。
　※e-Taxで送信するためには税務署で発行するID・パスワードが必要です

☆確定申告不要制度について
　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20万円以下の場合には確定申告の必要はありません。
　※所得税の還付を受ける方は、確定申告をしてください
　※ 社会保険料などの各種控除を追加する場合は、市民税・県民税の申告が必要な場合が
あります

☆医療費控除の手続きが変わりました
　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
となりました。

　住民税が源泉徴収されている上場株式等の譲渡所得等および配当所得等は、納税通
知書・税額決定通知書が送付される日までに確定申告書などを提出すると、市民税・
県民税で適用されます。また確定申告書とは別に市民税・県民税申告書を提出すると、
所得税と異なる課税方法（申告不要制度、総合課税、申告分離課税）を選択できます。
　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。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。
　※詳細はお問い合わせください
　問い合わせ
　◎市民税について…市民税課　　
　◎   国民健康保険料・後期高齢者医療保険料について
　　…保険年金課☎内線3213、J（50）8413

　小規模納税者の所得税・個人消費税、年金受給者・給与所得者の所得税の申告に
ついて、パソコンによる申告書作成指導を行います。
　と　き　2月5日㈫～7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

※ 不動産・株式などの譲渡所得がある場合や所得・収入金
額が高額な場合、内容が複雑な場合は、税務署でご相談
ください
※ 確定申告に必要な書類（マイナンバーカード、通知カード
含む）、印鑑などを持参してください
※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
特集 　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。

個人市県民税の申告
問い合わせ＝市民税課☎内線2342、J（50）8404

受付期間＝2月18日㈪～3月15日㈮

確定申告　問い合わせ＝藤沢税務署☎（22）2141
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1日㈪まで

ところ とき  受付時間

市民税課
2月18日～3月15日
毎週月～金曜日

午前8時30分
～午後5時

2月24日㈰､ 3月3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20日㈬
鵠沼市民センター 2月21日㈭
辻堂市民センター 2月22日㈮
六会市民センター 2月25日㈪
遠藤市民センター 2月26日㈫
明治市民センター 2月27日㈬
善行市民センター 2月28日㈭
長後市民センター 3月4日㈪､ 5日㈫
御所見市民センター 3月6日㈬
湘南台市民センター 3月7日㈭､ 8日㈮
湘南大庭市民センター 3月11日㈪､ 12日㈫
※各会場とも、車での来場はご遠慮ください
※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
※市民センターでの受け付けは、例年午前中が大変混み合います

申請書類に記載もれがあると、個人市県民税の計算などに影響が生じることがあります

税 理 士 に よ る 無 料 申 告 相 談

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
※電話番号などは間違いのない
ようおかけください

60
や す ら ぎ 荘
☎（81）6068
E（83）4624 休館日＝月曜日

◆施設開放事業「東京五輪音頭2020を
踊ってみませんか」　2月14日㈭午前10
時～正午。
◆㋐施設開放事業「知っておきたい認
知症」　2月19日㈫午前10時～11時30分。
市内在住の方30人。
◆㋑音楽体操「歌とストレッチで脳も
身体も活性化」　2月20日㈬午前10時～
正午。市内在住の60歳以上の方40人。
◆㋒健康づくり運動講座「やさしいサ
ーキット体操」　2月28日㈭午前10時～
正午。市内在住の60歳以上の方25人。

F㋐は2月2日㈯、㋑は6日㈬、㋒は14
日㈭から電話または来館で（午前9時～
午後4時）。
湘 南 な ぎ さ 荘
☎（36）2315
E（36）1171 休館日＝月曜日

◆新春のつどい～伝統演芸「落語」で
初笑い・歌謡ショー　1月30日㈬午前
11時15分～午後2時。
◆藤沢ジュニアオーケストラ早春のし
らべ　2月3日㈰午前11時～正午。
◆表現体操「童謡などの音楽にあわせ
て行う体操」　2月17日㈰◎午前10時10
分～11時40分◎午後1時10分～2時40分。
市内在住の60歳以上の方各25人。F2
月3日㈰から電話または来館で（午前9
時～午後4時）。
こ ぶ し 荘
☎（45）3121
E（45）3126 休館日＝月曜日

◆㋐「未病を知ろう」いきいき健康教室
2月19日㈫午前10時～正午。市内在住
の60歳以上の方30人。
◆㋑教養講座～本音の国の提督・ペリ
ーの江戸末期体験　2月27日～3月13日
毎週水曜日午前10時～正午、全3回。
市内在住の60歳以上の方40人。
◆㋒早春の境川から今田遊水地の散策
と天王森公園の吊るし雛

びな

見学　3月1日
㈮午前9時30分～午後1時30分。市内在
住の60歳以上の方20人。

F㋐は2月2日㈯、㋑は6日㈬、㋒は8
日㈮から電話または来館で（午前9時～
午後4時）。
辻 堂 青 少 年 会 館
☎（36）3002
E（36）3988 休館日＝第3月曜日

◆16㎜ アニメ上映会　2月2日㈯午前10
時30分～11時30分。「鬼の子とゆきうさ
ぎ」ほか。
◆子育てひろば～みんなで遊ぼう　2
月7日㈭午前10時～正午。バルーン遊
びほか。5歳までの子と保護者。
◆つじせいキッチン～お菓子作り　2
月9日㈯午前10時～午後1時。小学生～
高校生20人。
◆学習応援　2月12日㈫午後4時～5時
30分。学習相談。小・中学生。

湘南台文化センター
休館日＝月曜日、祝日の翌日

こ ど も 館 ☎（45）1500
E（45）1503

■宇宙劇場
◆全天周映画番組「コズミックフロン
ト～ファーストスター誕生」（有料）　2
月2日㈯から。
◆のんびりアロマプラネタリウム　2
月9日㈯午後6時30分～7時20分。中学
生以上の方130人。H500円（中学生200
円）。F1月30日㈬午前9時から電話ま
たは来館で。
◆星空のコンサート　2月23日㈯午後6
時30分～7時30分。160人。H500円。
Fこども館1階受付で販売中。※未就
学児はご遠慮ください。
■ワークショップ
◆バレンタイン大作戦・キッチンスポ
ンジケーキを作ろう　2月9日㈯～11日
㈷◎午前10時◎午後1時30分。小・中
学生と保護者同伴の幼児各回50人。
H1人200円。
◆おひなさまを作ろう　2月16日㈯、
23日㈯、24日㈰◎午前10時◎午後1時
30分。小・中学生と保護者同伴の幼児
各回50人。H1人300円。
◆UVレジンでアクセサリーを作ろう
3月2日㈯、3日㈰、9日㈯◎午前10時◎
午後1時30分。小・中学生と保護者同
伴の幼児各回50人。H1人300円。
◆㋐ものづくり体験ワークショップ・
プラスチック成形教室　2月17日㈰午
後1時～3時。小・中学生と保護者25人
（抽選）。H1人100円。
◆㋑陶芸教室（本焼き）　2月24日㈰、3
月10日㈰午前9時30分～正午、全2回。
小・中学生と保護者20人（抽選）。H1
人600円。

F㋐は2月3日㈰、㋑は10日㈰〈ともに
必着〉までに来館するか、はがきに講
座名・講座開催日・参加希望者全員の
住所・氏名・学年（年齢）・電話番号を
書いて、湘南台文化センターこども館
〈〒252-0804湘南台1-8〉へ。※同館の
ホームページからも申し込みできます
（締め切り日の午後5時まで）。
市 民 ギ ャ ラ リ ー

休館日＝月曜日☎（26）5133
E（26）5144

2月5日㈫～10日㈰の展示
　☆第25回湘南ゆうゆう会展（油彩）
　☆写真同好会南風第2回作品展
　☆作品展むすびの心（水引手工芸）
2月12日㈫～17日㈰の展示
　☆写游湘南第18回写真展
　☆第23回写友クラブ写真展
　☆湘南メディアアート学生展示会
2月19日㈫～24日㈰の展示
　☆第30回藤陶会作陶展
　☆四季の鼓動ⅩⅢ善行写友会写真展
　☆ グループ燦-SAN（絵画・写真ほか）
2月26日㈫～3月3日㈰の展示
　 ☆第31回絵画ぐるーぷ紫音絵画展（油
彩・水彩ほか）
　☆第12回藤稲フォトクラブ写真展
　☆湘南P&Pクラブ展（絵画ほか）
《常設展示室》
◆民俗資料収蔵品展 人形・絵馬・土
鈴　2月5日㈫～4月14日㈰。

藤沢駅北口地下道展示場
◆藤沢市子ども会連絡協議会活動展　
1月31日㈭～2月5日㈫。

☎（34）8422、E（36）6700
◎管理事務所休所日＝月曜日、祝日の翌日

長久保公園都市緑化植物園

【緑化講習会】
◆㋐音楽になった植物たち～おりおり
の花、おりおりの歌　2月7日㈭午後1
時30分～3時30分。市内在住の方20人。
H500円。
◆㋑冬の自然、植物観察会～園内をみ
どりの相談員と散策しよう!　2月11日
㈷午前9時30分～11時30分。市内在住
の方20人。H100円。

F㋐は2月1日㈮、㋑は6日㈬から電話
または来園するか、ファクスに住所・
氏名・電話番号を書いて、長久保公園
都市緑化植物園へ。
◆農家が教えるシクラメンの二年目の
開花　2月22日㈮午後1時30分～3時30
分。市内在住の方24人（抽選）。H200
円。F2月13日㈬〈必着〉までに往復は
がきに講座名・住所・氏名・電話番号
を書いて、長久保公園都市緑化植物園
〈〒251-0044辻堂太平台2-13-35〉へ。
【みどりの展示会】
◆ボタニカルアート（植物細密画）作品
展　2月2日㈯～11日㈷午前10時～午後
4時。
◆お分けします生垣用苗木　市内在住
の方へ無償で配布しています。※配布
条件など詳細は長久保公園都市緑化植
物園のホームページをご覧になるか、
お問い合わせください。配布時期=3月
下旬（予定）。F1月25日㈮～2月11日㈷
に印鑑を持って、来園で。
少 年 の 森

休所日＝月曜日☎（48）7234
E（48）7249

◆森のお仕事・森遊び　3月2日㈯午前
10時～午後3時。森の手入れ、バウム
クーヘン作り。市内在住・在勤・在学
の小学生以上の方30人。※小学2年生
以下は保護者同伴。H1人300円。F2
月9日㈯午前9時から電話で。
◆子どもキャンプ「菜の花キャンプ」　
3月9日㈯午後1時30分～10日㈰午前11
時50分〈1泊2日〉。野外炊事ほか。市内
在住・在学の小学生36人（抽選）。H1
人2000円（寝袋代別途400円）。F2月4
日㈪〈消印有効〉までに往復はがき（1人
1通）に住所・氏名（ふりがな）・生年月
日・性別・学校名・学年・電話番号を
書いて、少年の森〈〒252-0824打戻234
5〉へ。
藤 沢 青 少 年 会 館
☎（25）5215
E（28）9567 休館日＝第3月曜日

◆地域交流事業「BIGあそびスタジオ」
2月3日㈰午前11時～午後2時。ニュー
スポーツ体験、工作、縁日。
◆茶道体験　2月17日㈰◎午前10時◎
午後1時。小学生各回10人。H500円。
F2月5日㈫午前9時から電話で。
◆華道体験　2月23日㈯午前10時～11
時30分。小学生20人。H1000円。F2
月5日㈫午前9時から電話で。
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