成田税務署からのお知らせ
平成 年分の所得税・贈
与税・個人消費税の申告書
作成・相談と提出は︑﹁イ
オンモール成田﹂で行いま
す︒
申告期間
１月 日〜３月 日
受付時間
午前９時〜午後５時
混雑している場合には︑
受付を早めに閉め切るこ
とがありますので︑午後
４時までにお越しいただ
くようお願いします︒

ｅ│Ｔａｘで
カンタン申告

パソコンによる
申告書作成︵無料相談︶

給与所得者対象の申告相談

受付時間 午前９時〜正午

１月 日㈬

給与所得者︑年金受給者
午後１時〜４時

と き
を対象に税理士による無料

人

大谷流８６７番地１

定員

定員

人

市内の小学校に就学して ☆二州児童クラブ

人

病のため保護を受けられ

での︑保護者が労働や疾 ☆笹引児童クラブ

定員

人

☆沖児童クラブ

沖１０３３番地

人

午後６時

分

分

☆土曜日・小学校の休業日

午前８時〜午後６時

︻日曜日︑祝日︑

年末年始期間は休業︼

○保育料

月額 ８０００円

︵８月のみ

月額１００００円︶

︻ひとり親家庭などの場

合は月額５０００円

となります︼

︵８月は６０００円︶

○申込期間

１月 日〜２月８日

※入所申込書は︑１月４日

︵土曜・日曜日を除く︶

☆八街東児童クラブ

庭課☎４４３│１６９３へ︒

詳しくは︑市役所児童家

ます︒

㈫から児童家庭課で配布し

人

☆月曜〜金曜日

○開設日・開設時間

定員

八街ほ７８番地２

定員

授業終了後〜

八街市児童クラブ
平成 年度入所希望者募集

市では︑平成 年度の八

街市児童クラブ入所申し込

八街は２１番地４

みを次のとおり受け付けま ☆朝陽児童クラブ
す︒

人

望される方は︑必ずお申し ☆交進児童クラブ

定員
込みください︒

４月１日からの入所を希

給与所得者の方の還付申

○入所対象児童

申告会場 市役所第４庁舎

ｅ│Ｔａｘ︵国税電子申
譲渡所得のある場合を除く︶

告︵医療費控除︑住宅ロ

山田台１番地

申告相談を行います︒︵土

告・納税システム︶は︑自
この相談会では︑補助者

ーン控除︑年末調整未済︶

いる︑または就学予定の

定員

対 象

宅やオフィス︑税理士事務
の付いた﹁パソコン﹂で申

必要書類 申告時に持参す

新１年生から新３年生ま

地︑建物および株式などの

所からインターネットを利
告書を作成します︒書面に

るものを参照し

八街ろ１１１番地３３

用して申告申請・届出等が
よる申告書作成もできます

てください︒
ご注意

行える便利なシステムです︒ が︑パソコンで簡単に申告
ｅ│Ｔａｘを利用すると⁝

書の作成と提出︵送信︶が

☆川上児童クラブ

八街へ１９９番地１３３

①自宅から国税庁のホーム

ない児童

○名称・所在地・定員

八街ほ２１９番地２２

☆八街児童クラブ
定員

住宅特定改修︵バリアフ
については︑市役所では

人
相談できません︒

リー改修・省エネ改修︶

認定長期優良住宅および

・住宅ローン控除のうち︑

ページの﹁確定申告書相
めします︒

できますのでご利用をお勧

談コーナー﹂を利用して
と

２月４日㈮

受付時間
午後１時〜４時︵受付は

午前９時 分〜正午

き

ｅ│Ｔａｘを利用できま
す︒
②平成 年分の所得税の確

八街ろ１７０番地１４

☆八街北児童クラブ
員が指導します︒ご本人

定員

・ 日・ 日は︑市役所職
市役所第４庁舎

が確定申告書を作成して

午後３時 分まで︶
申告会場

給与所得者︵医療

定申告を本人の電子署名
および電子証明書を付し

対

いただき︑できあがった

申告会場

て申告期間内にｅ│Ｔａ

費控除︑住宅ロー

申告書は︑その場で提出

額の分かるもの︑国民年

人

イオンモール成田

ｘで行うと︑所得税額か

ン控除︑年末調整

できます︒︵両日とも計

象

︵２階イオンホール︶

ら最高５０００円の控除

未済︶︑年金所得

算機をお持ちください︶
詳しくは︑成田税務署☎

☎４４３│１１１６へ︒
申告時に持参するもの
印かん︑源泉徴収票︑生
命保険・地震保険の控除
証明書︑国民健康保険税
午前９時〜正午

金保険料控除証明書︑住

・介護保険などの支払金
午後１時〜４時

宅ローン関係書類︑医療
費領収書など︒

市役所第４庁舎
公的年金などを受

お越しください︒︵昨年

※事前にお確かめのうえ
申告時に持参す

の申告書の控も参考にな

給されている方
るものを参照し

30

30

市県民税や確定申告の申告書は
自分で書いてお早めに
市役所および成田税務署
では︑期間中︑申告書作成
会場を設けています︒
次のとおりご案内します
ので︑期間中に申告されま
すようお願いします︒
なお︑市役所の会場にお
ける詳細については︑広報
やちまた２月号に掲載しま
すのでご覧ください︒
市役所からのお知らせ
市県民税の申告と簡易な
確定申告は︑市役所で受け
付けます︒
申告期間
２月 日〜３月 日
受付時間

︵１回のみ︶を受けるこ

者の方

成田市ウイング土屋
ご注意

とができます︒
③所得税の申告をｅ│Ｔａ

０４７６│２８│５１５１

詳しくは︑市役所課税課

・期間中の土︑日曜日およ

ｘで行う場合︑医療費の

へ︒

び祝日は︑申告相談およ
び受付を行いません︒

領収書や源泉徴収票等は
送信することにより︑提

その記載内容を入力して

び受け付けを行います︒

出または提示を省略する

象
必要書類

１月 日㈫

年金所得者対象の申告相談

ただし︑２月 日㈰およ
び２月 日㈰は相談およ

40

40

40

30

50

70
40

このコンクールは、将来を担う児童・生徒の環境
保全に対する意識を高め、より身近なものとするこ
とを目的に、平成３年度より毎年行っています。
今回は市内の小・中学校から１６６点の応募があ
り、その中から最優秀作品３点、優秀作品15点が選
ばれました。
詳しくは、市役所環境課☎４４３−１４０６へ。

午前８時 分〜正午
市役所第４庁舎

午後１時〜４時
申告会場
ご注意
・期間中の土︑日曜日およ
び祝日は︑申告相談およ
び受け付けを行いません︒
ただし︑３月 日㈰に限

・納税証明書は︑右記会場

き
④ｅ│Ｔａｘで申告された

と
・右記会場には︑納税窓口

還付申告書は早期処理し
申告会場

ことができます︒
がありませんので︑口座

ています︒︵３週間程度

対

では発行していません︒

振替をご利用いただくか︑

に短縮︶

受付時間

または最寄りの金融機関

詳しくは︑国税庁ホーム
ページでご覧ください︒

で納税してください︒
詳しくは︑成田税務署☎

http //www.nta.go.jp/

ります︶

環境保全ポスターコンクール
入賞者作品を展示します

17
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23

40

60

26

てください︒

中学校の部
最優秀賞
赤地 真美さん
（八街南中学校３年）

26

15

０４７６│２８│５１５１
へ︒

25

り︑申告相談および受け
付けを行います︒
・申告会場は︑午前８時
分に開場します︒
与税︑消費税などの相談
はお受けできません︒
︵提出のみ可︶
詳しくは︑市役所課税課
☎４４３│１１１６へ︒

小学校低学年の部 最優秀賞
野澤 達弥さん（交進小学校２年）

25
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30
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22

27

市県民税や確定申告の申告書は自分で書いてお早めに

小学校高学年の部 最優秀賞
由利 朔夜さん（交進小学校４年）
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・譲渡所得︑青色申告︑贈
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http://www.city.yachimata.lg.jp/
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