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★ 自転車を盗まれる被害が急増！ 　路上駐輪や無施錠の自転車が狙われています　 買い物など短時間でも路上に放置せず 確実に施錠しましょう ★

元元気気なな高高齢齢者者向向けけ介介護護予予防防教教室室



所得税及び復興特別所得税、贈与税

　…3月15日まで
個人事業者の消費税及び地方消費税

　…4月2日まで

申
告

期
間

【問合せ】新宿税務署（〒163-0740西新宿2―7―1、小田急第一生命ビル6階）（6757）7776、四谷税
務署（〒160-8530三栄町24）（3359）4451、国税庁ホームページ（http://www.nta.go.jp/）へ。
※税務署では、3月15日まで受付オペレーターまたは担当税理士が確定申告に関する一般的な電話相談

に応じています。

確確確定定定申申申告告告はははおおお早早早めめめににに

　マイナンバーの確認（個人番号確認）と身元確認が

できる書類が必要です。①か②のいずれかをご用意く

ださい。

①マイナンバーカード（個人番号カード）のみ（個人番

号確認と身元確認を兼ねます）

②通知カードなど（個人番号確認）と運転免許証

など（身元確認）の2点

申告書には提出の都度、
マイナンバー（個人番号）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

◆医療費控除の申告方法が変更になりました

領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」の添

付が必要です。「医療費控除の明細書」は国税庁ホームペ

ージから取り出せます。

※平成28年分まで使用していた「医療費の明細書」（領収

書を入れるための封筒）は税務署に用意されていません。

税務署から明細書の内容確認のため、領収書の提示ま

たは提出を求める場合がありますので、医療費の領収書

は5年間、自宅等で保存してください。

※平成31年分までは従来の方法による申告もできます。

平成29年分の申告から

　予防接種・定期健康診断等を受けた方が、特定の医薬

品を購入した場合、セルフメディケーション税制による

医療費控除の特例を受けることができます（定期健康診

断や予防接種を実施した証明書類の提出が必要。従来

の医療費控除との選択制）。詳しくは、お問い合わせくだ

さい。

◆セルフメディケーション税制を創設しました

　平成28年分の申告以降、所得税及び復興特別所得税、

贈与税、消費税及び地方消費税、住民税の申告書には、本

人と被扶養者のマイナンバー（個人番号）の記載と本人

確認書類（下記★）の提示または写しの添付が必要です。

※確定申告書をご自宅等からe-Taxで送信する場合は、

本人確認書類の提示または写しの提出は不要です。

※一部の手続きで、個人番号確認書類（通知カード等）の

提示または写しの添付を省略することができます。詳

しくは、国税庁ホームページをご確認ください。

★ 本人確認書類の例

6月
宿泊分

◎抽選（区民抽選予約）

　区内在住の方のみ申し込めます。

【申込期間】3月1日～12日（必着）

【申込方法】受付窓口・特別出張所・生

涯学習スポーツ課で配布の「抽選は

がき」でお申し込みください。3月19

日ころまでに結果通知が届かない

場合は、受付窓口へお問い合わせく

ださい。

◎空き室予約

　抽選後の空き室は区内在住の方の

み申し込める「区民優先予約（当選者

を含む）」、どなたでも申し込める「一

般予約」の順に、先着順で予約を受け

付けます。空き室の状況は、受付窓口・

特別出張所のほか、日通旅行㈱ホーム

ページ（http://www.nbs-tokyo.

co.jp）でも確認できます。

【申込開始日】区民優先予約…3月21

日、一般予約…4月1日

【6月の休館日】グリーンヒル八ヶ

岳…5日～7日

※利用料金には各種割引制度があり

ます。箱根つつじ荘の宿泊者には、小田

急線の運賃割引証を発行します。利用

のご案内「区民保養施設ハンドブック」

は、受付窓口等で配布しています。

【区の担当課】生涯学習スポーツ課

生涯学習スポーツ係（本庁舎1階）

（5273）4358

箱根つつじ荘からのお知らせ

　3月31日まで、3歳～12歳のお子

さんの利用料金が半額になります。

グリーンヒル八ヶ岳からのお知らせ

新宿駅西口発

　観光バスツアー（2泊3日）

　往復バスと宿泊・観光がセットにな

っています。申し込みには、事前に宿

泊予約が必要です。

【6月の出発日・コース】11日…千

畳敷カールと辰野ホタル祭り、本格フ

レンチ、18日…富士見テラスと

駿河湾クルーズ＆バラ鑑賞、さくらん

ぼ狩り、25日…大井川鐵道と河

口湖ラベンダー祭り、海の幸ランチ

平日限定冬季宿泊プラン

　利用料金の割引やポイントカード

への押印割増特典があります。詳し

くは、お問い合わせください。

【問合せ】グリーンヒル八ヶ岳0551

（32）7011へ。詳しくは、グリーンヒ

ル八ヶ岳ホームページ（http:

//www.kenkoumura. jp）でもご案

内しています。

【受付窓口】日通旅行㈱新宿区役所

内営業所（本庁舎1階）

【受付専用電話】（5273）3881

【受付日時】月～金曜日午前9時～

午後5時（土・日曜日、祝日等は日通

旅行㈱（3573）8350（午前10時

～午後6時。電話受け付けのみ）へ）

住民税の申告
　申告が必要な方は、3月15日

までに本人確認書類（右下記★）を

お持ちの上、区税務課（本庁舎6階）

へ申告書を提出してください。郵

送でも提出できます。申告の内容

は国民健康保険料・介護保険料等

の算定の資料になります。収入が

一定額以下の方も申告書の提出に

ご協力ください。

【受付時間】午前8時30分～午後5

時（土・日曜日、祝日を除く。火曜日

は午後7時まで）

※区が発送する申告書（申告者の

住所・氏名のフリガナ・生年月日が

印字されたもの）は、本人の身元確

認・代理申告の代理権確認（委任状

の代わり）として使用できます。本

人の個人番号確認書類もお持ちく

ださい。

【問合せ】区税務課課税第一係

（5273）4107・課税第二係

（5273）4108（いずれも〒160-

8484歌舞伎町1―4―1、本庁舎6

階）へ。

申告書の作成会場を

　ルミネゼロ（NEWoMan5階）に

　開設しています

　所得税及び復興特別所得税・贈

与税・個人事業者の消費税及び地

方消費税の確定申告書の作成会

場を、ルミネゼロ（渋谷区千駄ヶ谷

5―24―55、NEWoMan5階）に

開設しています。

【開設期間】3月15日まで（土・日

曜日を除く。2月25日は開場）

【受付時間】午前8時30分～午後４

時（相談は午前9時15分から）

※税務署内に確定申告書の作成

会場は設置していません。

※作成済みの申告書は税務署に

提出してください。

国税庁ホームページで

　申告書が作成できます

　国税庁ホームページ「確定申告

書等作成コーナー」の画面案内に

従って金額等を入力すると税額

等が自動計算され、所得税及び復

興特別所得税・贈与税・消費税等の

申告書や、青色申告決算書・収支内

訳書が作成できます。作成した申

告書等は印刷（白黒でも可）して、

税務署に提出できます。作成した

申告書等に電子証明書を添付し、

インターネットを利用して送信

（提出）することもできます

（e-Tax）。詳しくは税務署へお問

い合わせください。

区役所でも確定申告書を

　提出できます

　作成済みの確定申告書等は、区

税務課（本庁舎6階）でも受け付け

ます（本人確認書類（右下記★）の

写しの添付が必要です）。

【受付日時】3月15日までの午前

8時30分～午後5時（土・日曜日を

除く。火曜日は午後7時まで）

確定申告書を郵送でも

　提出できます

　作成済みの確定申告書等は、管

轄の税務署へ郵送で提出できます

（本人確認書類（右下記★）の写し

の添付が必要です）。申告書の控え

に税務署の受付印が必要な方は、

「提出用」「控用」ともボールペン書

きし、切手を貼った返信用封筒を

同封してください。

※申告書作成会場へ郵送で提出

することはできません。

年金申告不要制度について

　その年の公的年金等の収入金

額の合計が400万円以下で、公的

年金等に係る雑所得以外の所得

金額が20万円以下の場合は、確定

申告をする必要はありません。

※所得税等の還付を受けるため

の確定申告はできます。また、住

民税の申告が必要な場合があり

ます。

※源泉徴収の対象とならない公

的年金等を受給している方は、年

金申告不要制度は適用されませ

ん。

図図書書館館のの催催しし

人形劇

【日時】3月11日午後2時

30分～3時20分（午後2時

15分開場）

【会場】榎町地域センター

（早稲田町85）

【上演内容】「ハリネズミと

金貨」ほか（出演は人形劇

団プーク）

【申込み】2月27日から

電話または直接、鶴巻図

書館（早稲田鶴巻町521）

（3208）2431へ。先着70

名。

中央図書館上映会

【日時・上映作品】水曜上

映会…3月14日午後2時

～3時10分／「抱く（ＨＵ

Ｇ）女性監督による3．11

と出産をめぐるドキュメ

ンタリー」、映画の夕

べ…16日午後6時～7時

40分／「グランド・ブダペ

スト・ホテル」（日本語字幕

あり）、いずれも開始20分

前開場

【会場・申込み】当日直接、

新宿コズミックセンター

8階プラネタリウム（大久

保3―1―2）へ。各日先着

80名。

【問 合 せ 】中 央 図 書 館

（3364）1421へ。

春のこども映画会

【日時】3月17日午後2時

～3時30分

【会場】角筈地域センター

（西新宿4―33―7）

【対象】未就学児～小学生

のお子さんと保護者、60名

【上映作品】「トムとジェリ

ー Vol.1」ほか

【申込み】2月27日から

電話または直接、角筈図

書館（西新宿4―33―7）

（5371）0010へ。先着順。

暮らしの講座

医療シリーズ・腰痛改善

　セミナー

【日時】3月17日午後2時

～4時

【会場】戸山生涯学習館（戸

山2―11―101）

【内容】腰痛の最新情報、原

因となる事例、腰痛になり

にくい・腰痛を改善するた

めの生活習慣や体の使い

方（講師は熊木慎吾・国立

国際医療研究センター病

院整形外科医師）

【申込み】2月27日から

電話または直接、戸山図

書館（戸山2―11―101）

（3207）1191へ。先着

40名。

作ろう食べよう、

水餃子

【日時】3月24日午前11

時～午後1時（午前10時45

分開場）

【会場】大久保地域センタ

ー（大久保2―12―7）

【内容】中国人留学生と交

流しながら水餃子作り・試

食と中国文化の講話

【協力】NPO法人永徳堂

【申込み】3月8日までに

電話または直接、大久保

図書館（大久保2―12―7）

（3209）3812へ。定員20

名。応募者多数の場合は抽

選。

北新宿寄席

【日時】3月31日午後2時

～3時

【会場】北新宿生涯学習館

（北新宿3―20―2）

【出演】三笑亭夢丸ほか

【申込み】2月27日から

電話または直接、北新宿

図書館（北新宿3―20―2）

（3365）4755へ。先着30

名。

区区民民保保養養施施設設のの利利用用申申しし込込みみ
箱根つつじ荘・グリーンヒル八ヶ岳
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