あきは 区役所だより

市・県民税の申告と所得税の
確定申告が始まります
申告期間

秋葉区役所6階 601・602会議室
2月18日（月）～ 3月15日（金）※土日を除く

受付時間

午前9時 ～午後4時

申告会場

対象となる申告

①市・県民税の申告
②所得税、贈与税、個人事業者の消費税申告

2019年
（平成31年）2月3日
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所得税・復興特別所得税の確定申告
※所得税・復興特別所得税の確定申告については、別冊「情報ひろば」に詳細を
掲載していますので、ご覧ください。
◆ 確定申告書の作成・提出方法
確定申告は、国税庁のホームページ「確定申告書等作成コーナー」を利用
すると、自宅等で確定申告書を作成し、e-Tax（イータックス）で送信して
申告できるほか、書面で印刷して郵送等でも提出できます。
また、平成31年1月から事前に取得した ID・パスワードを入力するだけで、
パソコンやスマートフォンから簡単に e-Tax で申告できるようになりました。
◆ 提出先： 新津税務署（〒956-8602 秋葉区善道町1-6-38）
検索
詳しくは 確定申告
問い合わせ 新津税務署（☎22－2151）

市民税・県民税の申告
申告が必要な人：平成31年1月1日現在、市内に住所がある下記①または②に該当する人
①平成30年中に収入のあ った人
◆ 給与所得者
・給与支払報告書が勤務先から新潟市に提出されていない人（勤務先に確認）
・給与所得以外の収入があ った人
◆ 給与所得者以外の人

マウンテンプレーパークは 月～ 月までは毎月第 ・ 土曜日に開催します。
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・事業・農業を営んでいた人
・地代、家賃収入、配当収入があ った人 など
②平成30年中に収入のなか った人
収入がなかった旨の申告が必要です。申告をしないと、次のような不都合が
生じることがあります。
・国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料が正しく算定されない
・市の制度や国民年金保険料の免除制度が受けられない
・所得証明書の交付が受けられない ほか
※遺族年金、障害年金、雇用保険の失業給付等の非課税所得のみの場合は「収入
がなか った」と申告してください。
※平成30年中に扶養者が亡くなられた人で、平成30年中に収入の無い人は今回
から申告が必要になります。
※市外に居住している人から扶養されている場合も申告が必要です。
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4月7日日 統一地方選挙 投票立会人募集

3

新潟県議会議員・市議会議員選挙が4月7日に執行されます。有権者の代表と
して、投票が公正に行われているかを確認する投票立会人を募集します。

2
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①投票日当日
日時 4月7日
（日）
午前6時半～午後8時半
会場 居住地の投票所
対象・定員 秋葉区選挙人名簿の登録者・
各投票所2人
報酬 14,200円
（うち所得税180円差引）
差引後14,020円

②期日前投票
日時 3月30日（土）～4月6日（土）のうち、
1日もしくは2日
午前8時15分～午後8時15分
※申込状況によって調整し、決定します
会場 秋葉区役所、小須戸まちづくりセンター
対象 秋葉区選挙人名簿の登録者
報酬（1日） 12,700円
（うち所得税124円
差引）
差引後12,576円

2月12日
（火）
までに地域総務課 総務・安心安全グループ
（秋葉区選挙管理委員会事務局 秋葉区役所3階 31番窓口、☎25－5460）
※秋葉区役所ホームページの電子申請でも申し込みができます→→→

新津ハイキングクラブ 会員募集

自分の体力に合わせて、県内外の約50
コースや里山を歩くクラブです。
新津地区または隣接地域在住の中高年者
＝日時
＝会場
＝内容
＝対象・定員
年2,200円（夫婦は年3,300円）
＝参加費
（記載のないものは無料）
※同地区外の人は別途通信費300円
＝申し込み
＝問い合わせ
申込資料の請求方法
2月16日（土）までに、92円切手を貼付
A3バンド結成10周年記念ライブ
した返信用封筒（自分宛の住所・氏名を
区内で活動する A3バンド結成10周年を 明記）を同封のうえ、斎藤正也さん
記念し、
初のワンマンライブを開催します。 （〒956－0847 古津1960－2）
2月10日
（日）
午後1時～ 4時
※継続の人には別途案内
金津地区コミュニティセンター
※申込資料は里山ビジターセンター・
谷町ミュージッククラブ
（A3バンド）
の
まちの駅ぽっぽにも設置
五十嵐さん
（ 090－4963－5529）
斎藤さん（ 090－1405－8645）
◇山びこコーナーへの掲載依頼は、地域総務課
（区役所3階、☎25－5673、 22－0228）

※昨年申告書の提出があり、申告が必要と思われる人を対象に発送します。
ただし、収入が公的年金（遺族年金・障害年金を除く）のみで市民税・県民
税の申告をしても税額に影響がないと思われる人には、申告書が発送され
ない場合があります。
◆ 申告書類の配置場所：秋葉税務センター、小須戸出張所

◆ 提出書類
① 記入済みの申告書 ( 押印したもの）
② 必要書類の原本
③ 切手を貼付した返信用封筒（添付書類の原本の返却を希望される場合）
※新潟市ホームページで申告書が作成できます。
（デ ータでの提出はできません）
※提出する申告書類は控えをと っておいてください。
◆ 提出方法・提出先（申告会場でも提出できます）
① 窓口

秋葉税務センタ ー（秋葉区役所2階21番窓口）
小須戸出張所（申告期間中のみ）
② 郵送 秋葉税務センタ ー（〒956－8601 住所記載不要）
問い合わせ 秋葉税務センタ ー（☎25－5311）

よみきかせのご案内

（特に記載がないものは幼児・小学生対象）

■新津図書館
2/5㈫ 午前10時半から（0～3歳児対象）
2/5㈫ 午後3時から
2/16㈯ 午後2時から
※2/6㈬～ 13㈬は蔵書点検のため休館
■荻川地区図書室
2/9㈯、16㈯ 午前10時半から
■小須戸地区図書室
2/16㈯ 午前10時半から

3月 3日号の原稿締め切り… 2月 6日（水）
3月17日号の原稿締め切り… 2月20日（水）

☎23−5000（リクエスト ☎23−5900）
23−5100 http://www.chat761.com

2019 年 2 月 3 日～ 2 月16 日分
月～金 7:30 モーニングブリーズ
9:55（2/8) 県地域振興局からのお知らせ
10:00 クリック！秋葉区
11:00 なじらねラジオ
12:20 ㊊ありがとうございます
㊎心理カウンセラー ◆ 50 日報 / 天気
13:00 ㊌文学館 ㊎流れ星キラリ

各種無料相談
＝日時

■申し込み

区民への情報掲示板

申告書の作成 ・ 提出方法
◆ 申告書の発送日：2月6日（水）

＝会場

13:30 ㊍まちの作り手編集部
＝問い合わせ

■心配ごと相談
2/4㈪・8㈮・15㈪ 午前9時半～午後3時
秋葉区社会福祉協議会（新津地域
交流センター 2階、☎24－8376）
■行政相談（小須戸会場）
2/12㈫ 午後1時半～ 3時半
小須戸地区ふれあい会館
区民生活課（☎25－5674）
■教育相談
毎週月曜～金曜（祝日を除く）
午前9時～午後5時
秋葉区教育相談室
（新津図書館2階、
☎23－0101）

家庭の廃てんぷら油回収
■秋葉区役所、小須戸まちづくりセンター
2/4㈪ 午前8時半～午後5時半
■新津地域交流センター
2/4㈪ 午前9時～午後9時

広告スペース

15:00 アフタヌーンパラダイス
17:00 CHAT 'n' ROLL －チャットンロール－
19:00 ㊊スポネタ ㊋アンビバ
㊍おしもん堂 ㊎とっぱづか金曜日
20:00 ㊍チャットプレシャスタイム
㊎ロールオーバーレディオ
21:00 大西貴文 THE NITE
土曜日 7:00 おはようサタデー
9:00（2/16) はつものがたり（再）J-POP
10:00 一小情報ボックス
10:30 子育て応援しますチャットランド
11:00 ミッチーDISH ◆ 30 おしゃべりブランチ
12:30 あなたに出逢えたこの町で
13:00 あの頃青春グラフィティ
16:00 スーパーレジェンド
17:00 ガレッジ ◆ 河口恭吾 ◆ アッカ
日曜日 7:00 おはようサンデー
9:00 ぐるっと 360 度
10:00 新潟の社長 ◆ 30 スペースファンタジー
11:00 文学館（再）
12:00 JP TOP20
13:00 Resort

Winds

15:00 おしもん堂（再）◆ 30 井上昌己
16:00 フォークスクランブル

