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ファッションビジネス講座 

●成長が続くセレクトショップの
　戦略を読み解く
【日時】3月6日㈮午後7時～9時
【会場】角筈地域センター（西新宿4―
33―7）
【内容】注目セレクト企業の組織改
革、リアル＆EC運営、新事業・新業態
開発、海外展開、人材の育成や抜てき、
サステナビリティへの取り組みほ
か（講師は松下久美／Kumicom代
表）
【申込み】2月18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30名。

職場や学校における

ハラスメント対策セミナー 

●ハラスメントを
　生まない社会を目指して
【日時】3月7日㈯午後2時～4時
【会場】角筈地域センター（西新宿4―
33―7）
【内容】最近のハラスメント事情と内
容、職場のパワハラの叱責・指導の境界
線、スクールハラスメントとはほか（講
師は戸谷一彦／T&Kマネジメントオ
フィス代表）
【申込み】2月18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30名。

音楽講座「オーケストラを聴こう！

指揮者は何を考えているか」 

【日時】3月8日㈰午後2時～3時30分
【内容】書籍「指揮者は何を考えている
か」をもとに、同書の訳者がクラシック

音楽の楽しみ方を解説（講師は松村哲哉
／翻訳者）
【会場・申込み】2月18日㈫から電話ま
たは直接、西落合図書館（西落合4―13
―17）☎（3954）4373へ。先着15名。

早稲田の街

スプリングコンサート 

● 10周年記念～街の誇り漱石先生
【日時】3月8日㈰午後2時～5時（午後1
時30分開場）
【内容】▶1部…特別企画「朗読と音楽
でつづる漱石の世界」、▶2部…交流コ
ンサート（出演は田中“WAO”淳ほか
／演奏家、地域団体、福祉団体）
【共催】新宿区
【後援】区教育委員会
【会場・申込み】当日直接、牛込簞笥区民
ホール（簞笥町15）へ。
【問合せ】同コンサート実行委員会
☎・㋫（3202）6711（永井）へ。

中町シネマ 

【日時】3月15日㈰午後2時～4時
【会場】中町地域交流館（中町25）
【上映作品】「シャレード」（1963年。英
語音声・日本語字幕。出演はオード
リー・ヘプバーンほか）
【申込み】2月18日㈫から電話で中町図
書館☎（3267）3121へ。先着25名。

新宿学講座 

●落語の中の「新宿」
【日時】3月22日㈰午後2時～4時
【会場】大久保地域センター（大久保2
―12―7）
【対象】中学生以上、100名
【演目】「高田の馬場」ほか（出演は入船亭
小辰／落語家）
【申込み】2月17日㈪から電話で大久保
図書館☎（3209）3812へ。先着順。

わくわく

フェスティバル 

●区立児童館等
　合同発表会
【日時】2月22日㈯▶前半…午後1時20
分から、▶後半…午後3時15分から
【内容】区内の児童館・児
童コーナーを利用してい
る子どもたちのダンス、
一輪車、ジャグリング等
の発表
【会場・申込み】当日直接、新宿文化セン
ター（新宿6―14―1）へ。
【問合せ】各児童館・子ども家庭支援セ
ンター、子ども家庭支援課児童館運営
係☎（5273）4544へ。

英語絵本の

おはなし会 

【日時】2月22日㈯午後2時～2時30分
【対象】3歳～小学生、10名（未就学児は
保護者同伴）

【内容】英語絵本の読み聞かせと英語の
詩や歌の紹介
【会場・申込み】2月18日㈫から電話で
中町図書館（中町25）☎（3267）3121
へ。先着順。

こどもえいが会 

【日時】2月22日㈯午後3時～4時
【対象】小学生までのお子
さんと保護者、30名
【内容】16ミリフィルム
「だるまちゃんとうさぎちゃん」「ぼく
は王さま」
【会場・申込み】当日直接、西落合図書館
（西落合4―13―17）☎（3954）4373
へ。先着順。

確定申告が始まります
●所得税及び復興特別所得税
　…2月17日㈪～3月16日㈪
　※還付申告は受け付け中

●贈与税…3月16日㈪まで
●個人事業者の消費税及び地
　方消費税…3月31日㈫まで

申告書作成会場をルミネゼロ（NEWoMan５階）に開設

【所在地】渋谷区千駄ヶ谷5―24―55、NEWoMan5階
確定申告に必要な書類とマイナンバーに係る本人確認書類（下記★参照）をお持
ちの上、直接、会場へおいでください。相談内容が複雑な場合は、午後3時までにお
いでください。混雑状況により、受け付けを早めに終了する場合があります。
※税務署内に申告書作成会場はありません。

【開設期間】2月17日㈪～3月16日㈪（土・日曜日、祝日を除く）
　　　　※2月24日㉁、3月1日㈰は開場します。
【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）

※作成済みの申告書等は直接、所轄の税務署へお持ちいただくか郵送で提出して
ください。

申告
期間

　平成29年分の確定申告から、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。
※医療保険者から交付を受けた医療費通知（健康保険組合等が発行する「医療費の
お知らせ」等）を添付すると、明細の記入を省略できます。
※医療費の領収書は5年間保存してください。税務署から明細書の内容確認のた
め、領収書の提示を求められることがあります。
※平成29年分～令和元年分は、医療費の領収書の添付または提示による申告もで
きます。
※おむつ代を医療費控除として申告する場合は、証明書類の添付または提示が必
要です。

確定申告の注意点

▶国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に従って金額な
どを入力するだけで申告書等を作成できます。作成した申告書等は印刷して税務署に
提出できるほか、電子証明書の添付または税務署で取得したID・パスワードでインター
ネット上で送信（提出）できます（e-Tax）。
▶2か所以上の給与所得がある方、年金収入や副業等の雑所得がある方等も、スマート
フォン専用画面を利用できるようになりました（令和元年分）。
詳しくは、税務署等へお問い合わせください。国税庁ホームページでもご案内しています。

パソコン・スマートフォンで確定申告（e-Tax）

申告・納税の便利な方法

★本人確認
　書類の例

医療費控除は領収書の提出が不要になりました

※郵送の場合は、①の写し（表裏両面）または②の写しを添付してください。
※確定申告書等をご自宅等からe-Tax（右上記参照）で送信（提出）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。

申告書にはマイナンバーの記載と本人確認書類（★）が必要です

　申告書等を税務署へ提出する都度、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。次の①②のいずれかをご提示ください。

▶①マイナンバーカード（個人番号カード）のみ（1枚で個人
番号確認と身元確認を兼ねています）
▶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

【問合せ】▶新宿税務署（〒169―8561北新宿1―19―3）☎（6757）7776
▶四谷税務署（〒160―8530四谷三栄町7―7）☎（3359）4451へ。
国税庁ホームページ（㋭http://www.nta.go.jp/）でもご案内しています。

●自動的に引き落とされるので、納め忘れがなく便利
　振替納税を希望する場合は、「口座振替依頼書」を税務署へ提出してください。口座振
替依頼書は税務署で配布しているほか、国税庁ホームページから取り出せます。
【令和元年分の振替納付日（提出期限）】▶所得税及び復興特別所得税…4月21日㈫（3月
16日㈪）、▶個人事業者の消費税及び地方消費税…4月23日㈭（3月31日㈫）
※贈与税は振替納税を利用できません。
※残高不足で振替納付日に引き落としができない場合、延滞税が課されることがあります。

指定した口座からの振替納税

公民連携（PPP）による未来創造

　新宿自治創造研究所の研究成果を報告し、公民連携（PPP）
の推進について考えます。

自治フォーラム2020

①ウオーキング講座~国立競技場周辺
【日時・集合場所・定員】3月3日㈫午前9
時40分に東京体育館広場（渋谷区千駄
ヶ谷1―17―1）に集合、正午にささえーる
薬王寺で解散（20名。当日参加も可）
②パソコン講座~お祝いカード作成
【日時・定員】3月13日㈮午後1時30分
～3時（5名）
③愛する家族の
ための男子ごはん
【日時・定員】3月4
日㈬午前10時～午
後1時（6名）
④お手軽薬膳クッキング
【日時・定員】3月5日㈭午後1時30分～
4時（6名）

⑤昼食を作って食べよう
【日時・定員】3月6日㈮午前9時30分～
午後0時30分（6名）
⑥夕食を作って食べよう
【日時・定員】3月9日㈪午後
3時30分～5時30分（6名）

………<①～⑥共通＞………
【対象】区内在住の方
【会場・申込み】2月26日㈬までに電話
または直接、同館（市谷薬王寺町51）
☎（3353）2333（土・日曜日、祝日を除
く）・㋫（3353）6640へ。応募者多数の
場合は抽選。③～⑥は当日、400円を
お支払いください。エプロン・三角巾
をお持ちの上、爪を切っておいでくだ
さい。

ささえーる 薬王寺の講座

区役所でも作成済みの確定申告書を提出できます
区税務課（本庁舎6階）でも受け付けます。本人確認書類（左下記★）の写しを添付し

て、提出してください。

特別区民税・都民税（住民税）の申告・納税

住民税が普通徴収の方は、口座振替にす
ると、納期限の日にご指定の口座から引き
落とします。口座振替を希望する方は、収
納管理係へご連絡ください。口座振替依頼
書を5月11日（必着）までに提出した場合、
令和2年度第1期分から口座振替できます。
【問合せ】税務課収納管理係（本庁舎6階）
☎（5273）4139へ。

◆便利な口座振替のご利用を

申告内容は、国民健康保険料・介護保険料
等の算定資料になります。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。
【日時】2月23日㈷午前9時～午後5時
【手続きに必要な書類】▶本人確認書類、
▶収入がある場合は収入金額が分かるも
の、▶控除がある場合はその証明書類
【会場・問合せ】税務課課税第一係
☎（5273）4107・課税第二係☎（5273）
4108（いずれも本庁舎6階）へ。

◆2月の第4日曜日に
　令和2年度住民税の申告を受け付けます

申告書にはご本人・被扶養者等の
マイナンバー（個人番号）の記載と本
人確認書類が必要です。窓口で申告
する際は、本人確認書類（左下記★参
照）をお持ちください（郵送の場合は
写しを添付）。
※代理申告の場合は委任状のほか、
代理人の身元確認書類・ご本人の個
人番号確認書類が必要です。
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、住民税の申告で、ご
本人の身元確認書類・代理申告の代
理権確認書類（委任状の代わり）とし
て使用できます（ご本人の個人番号
確認書類と併せてお持ちください）。
※住民税の申告は、3月16日㈪までに
税務課（本庁舎6階）へ申告してくださ
い。申告書は郵送でも提出できます。

◎申告書にはマイナンバー（個人番号）

　の記載が義務付けられています

【対象】小学生、60名
【出演】司会はキクチウソツカナイ。、ゲストはデニス、
とにかく明るい安村（いずれもよしもと芸人）

野球教室

　現役時代、投手として活躍した星野伸之さんが講師とな
り、トークショーと実技の二部構成でお届けします。現役時
代のエピソードなど語っていただくほか、投球フォームや
守備、バッティングなど野球の基礎を学べます。

新宿区×よしもと 
ワクワク!スポーツ体験
プロジェクト

元プロ野球選手が教える、野球の基本

星野伸之
（元プロ野球選手）

【日時】 3月22日㈰午後1時～2時45分
（受け付けは午後0時30分から）

【会場】 新宿ここ・から広場（新宿7―3―29）
※雨天時は新宿スポーツセンター（大久保3―5―1）で実施。

キクチウソツカナイ。
【申込み】電話かはがき・ファックス（4
面記入例のほか、野球の経験、バット・
グローブの有無、年齢・学年を記入）で、
3月9日（必着）までに吉本興業㈱ス
ポーツ事業部ワクワク!スポーツ体験
プロジェクト事務局（〒160-0022新宿
5―18―21）☎（3209）8197（月～金曜日
午前10時～午後6時）・㋫（3209）8264
へ。同事務局ホームページ（㋭https://
wakuwakusports.yoshimoto.co.jp）
からも申し込めます。応募者多数の場
合は抽選。応募者全員に、メールと郵送
で結果をお知らせします。定員に空き
がある場合は、3月10日㈫から電話か
ファックスで先着順で受け付けます。

プレミアム付商品券を販売します

【開設時間】午前9時～午後5時
【会場】区役所本庁舎地下1階11会議室
【問合せ】新宿区プレミアム付商品券専用コールセンター
☎0120（204）669（土・日曜日、祝日等を除く午前9時～午後7時）

国民健康保険料の納付相談も実施します

　電話での相談も受け付けます。
【開設時間】午前9時～午後4時30分
【開設場所・問合せ】医療保険年金課納付相談係（本庁舎4
階）☎（5273）3873・☎（5273）4530へ。
※国保料催告センターから、電話で納付確認をしています。
※火曜日は午後7時まで窓口を延長し、相談・納付をお受
けしています。

2月22日㈯午後5時～2月23日㈷
区役所第1分庁舎の自動交付機を休止します

　停電のため、第1分庁舎正面玄関横の住民票の写し・印
鑑登録証明書の自動交付機を休止します（地域センター
（特別出張所1階）の自動交付機は利用可）。
【問合せ】戸籍住民課住民記録係（本庁舎1階）☎（5273）
3601へ。

◆住民記録

▶転入・転出・転居・世帯変更の届出（国外からの転
入は取り扱いません）、▶マイナンバーカード（個人
番号カード）・住民基本台帳カードによる転入届出
（事前に前住所地でカードによる転出届出をする必
要があります）、▶外国人住民の住居地届（在留カー
ドまたは特別永住者証明書（在留カード等へ切り替
える前の方は外国人登録証明書）が必要）、▶住民票の
写し、住民票記載事項証明書の交付（請求できるの
は、本人か同一世帯の家族のみ。広域交付住民票の
写しは発行できません）、▶不在住証明書の交付、
▶印鑑登録申請・廃止の届出、▶印鑑登録証明書の交
付（印鑑登録証（カード）が必要）、▶自動交付機の利用
登録申請、▶通知カードの申請、▶マイナンバーカー
ド（個人番号カード）の交付、▶マイナンバーカード

【開設時間】午前9時～午後5時
【開設場所】区役所本庁舎1階（本庁舎1階の出入口
が利用できます）
●取り扱い事務と注意事項
下記事務以外は取り扱いません。必要書類・本人
確認書類等を事前に必ず担当係へお問い合わせの
上、おいでください。

2月は23日 第4日曜日の区役所本庁舎窓口開設
（個人番号カード）への電子証明書の申請、▶特別永住
者に関する申請等
【問合せ】戸籍住民課住民記録係（本庁舎1階）
☎（5273）3601へ。
◆戸籍

▶戸籍届書の預かり（届書の内容確認等は翌開庁日に
行います）、▶埋火葬・改葬許可証、区民葬儀券の交付、
▶戸籍・除籍・改製原戸籍謄抄本、戸籍・除籍全部（個人）
事項証明書、戸籍の附票の写しの交付（請求できるの
は、その戸籍に記載されている方とその配偶者、直系
血族（関係が確認できる戸籍等が必要）のみ）、▶身
分証明書、不在籍証明書の交付
【問合せ】戸籍住民課戸籍係（本庁舎1階）☎（5273）
3509へ。
◆国民健康保険

▶加入・脱退の届出
【問合せ】医療保険年金課国保資格係（本庁舎4階）
☎（5273）4146へ。
◆区税

▶課税（非課税）・納税証明書の交付（申告等により税
情報がある方のみ）
【問合せ】税務課収納管理係（本庁舎6階）☎（5273）
4139へ。

【申込み】往復はがきに4面記入例のとおり記入し、2月25日（必着）までにみどり公
園課みどりの係（〒160-8484歌舞伎町1―4―1、本庁舎7階）☎（5273）3924へ。応
募者多数の場合は抽選。

神田川ファンクラブ
 神田川周遊クルーズ

参加者
募集

とにかく明るい安村デニス

※当日、会場内には当選者と保護者以外
は入場できません。
※会場を変更する場合、同事務局・新宿区
ホームページでご案内するほか、参加者
には電話でお知らせします。
【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

　神田川・隅田川下流域や日本橋川の状
況を船上から見学します。
【日時・集合場所】3月8日㈰午前9時20分
に日本橋船着場（中央区日本橋1―9）に
集合、午前11時終了予定（雨天実施、荒天
中止）
【対象】区内在住・在勤・在学の方（小学3
年生までは保護者同伴）、10名

【日時】3月14日㈯午後1時30分～4時30分（午後1時開場）

【内容】▶講演「新宿区政における区民・
民間・行政の役割」（講師は根本祐二／
東洋大学経済学部教授）
▶パネル・ディスカッション（根本祐二、
立花弘治／大和リース東京本店営業一
課長、関口昌太朗／シダックス大新東
ヒューマンサービス社長、落合和司／
西武信用金庫法人推進部推進役、
甲田恵子／AsMama（アズママ）社長、

牧瀬稔／関東学院大学法学部准教授、
コーディネーターは金安岩男／慶應義
塾大学名誉教授・新宿自治創造研究所
長）
【会場・申込み】当日直接、新宿文化セン
ター（新宿6―14―1）へ。先着150名。
手話通訳があります。
【 問 合 せ 】新 宿 自 治 創 造 研 究 所
☎（3365）3474へ。

にせ税理士にご注意を
税理士は税理士証票を携行し、税理士バッジを着用しています。「にせ税理士」などの

税理士をかたる不審人物には、十分ご注意ください。

①講座・催し名
②〒・住所
③氏名（ふりがな）
④電話番号
（往復はがきの場
合は、返信用にも
住所・氏名）

※往復はがきは、各記事
で指定がある場合のみ。
※費用の記載のないも
のは、原則無料。

講座・
催し等の
申し込み

はがき・ファックスの記入例
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