11月11日～17 日は

「税を考える週間」です
源泉徴収義務者向け年末調整等説明会
課税係／3 階

☎
（3228）8913

（3228）8747

中野税務署 ☎
（3387）8111
☆自動音声案内に従い「2」を選択
開催日

対象地域

上高田・中野・
ゼ ロ
11 月 5 日
（火）
なかの ZERO 小ホー 東中野・松が丘
ル（中野 2-9-7）
中央・本町・南台・
6日
（水）
弥生町
野方区民ホール
7日
（木）
（野方 5-3-1）

上記以外

時間 午後1時～3時30分
（用紙配布は0時30分から）

☆当日直接会場へ。消費税軽減税率制度の説明も聞けます。

対象地域の説明会に参加できない場合は、他の日程へ参加可

11/6（水）に中野駅前で特別区民税・都民税口座
振替加入キャンペーンを行います
☎（3228）8816

（3228）
5652

納税は、納め忘れのない口座振替が便利です。
区は、中野税務署・中野都税事務所と合同で、口座振替の利
用を呼び掛けます。

11/11（月）～ 15（金）は区役所 1 階区民ホールで
税・マイナンバーカードのパネルを展示します
税務管理係／3 階

☎（3228）8816

行政サービスの重要な財源となる税。その意義や
役割、手続き方法など、この機会に確認しませんか。

（3228）
5652

マイナンバーカード交付係／1 階
☎
（3228）
5423 （3228）5653
税の仕組みなどのパネルをご覧になれます。当日直接会場
へ。 ☆クイズに回答し、マイナンバーカードの交付申請書

税理士による無料税務相談

中野税務署

☎
（3387）8111

イータックス

事前に届け出をすると、e-Tax
（国税電子申告・納税システム）
で申告書を提出した後、パソコン操作で預貯金口座からの振
替により、即時または指定した期日に納付ができます。ぜひ、
ご利用ください。

税務署での面接相談は事前予約を
中野税務署

☎
（3387）8111

電話での回答が困難な相談内容については、予約の上で、
面接相談を受けています。電話予約の際は、自動音声案内に
従い「2」を選択してください。

6

令和元年（2019年）10月20日号

タウンミーティング
☎
（3228）
5782

11 月の

開催予定

（3228）
5476

日時・会場・テーマ

5日
（火）
午後 2時から

東京税理士会中野支部
☎
（5385）
1717 （5385）
2255
会場

11月12日
（火） 区役所 1 階特別集会室
南中野区民活動センター
（弥生町 5-5-2）
14 日
（木）
野方区民活動センター
（野方 5-3-1）
☆いずれも午後1時～3 時 30 分に直接会場へ。各会
場とも、待ち時間が長い場合があります

地域で人と人の輪を広げるためには
☆グループディスカッション形式。当日直接会場へ。
希望の方は、開催日の7日前までに電話またはファ
クスで、基本構想係へ申し込みを

電子証明書の有効期間の確認を

午後1時 30 分から＝誤りやすい相続について

2時 45 分から＝遺言と財産分与について

4時〜4時 30 分＝個別相談

HPで

詳しく

☆暗証番号が分からない方は、マイナンバーカードを
持参して、区役所 1階 8 番窓口へ。なお、有効期間内に
住所や氏名の変更があった方は、同窓口で新たな署名
用電子証明書の発行申請を

☆途中参加も可

会場 産業振興センター
（中野 2-13-14）

☆定員 80 人
申込 み

はファクスで、中野
青色申告会 へ。
氏名とふりがな、電

高齢者支援基盤整備係／6 階
5492
☎
（3228）
5631 （3228）

話番号

来年 4 月1日、江古田 4-43 に開設される「
（仮称）江

事業者の方へ 住民税の納付は「地方税共
通納税システム」のご利用を
収納係／3 階

☎
（3228）
8920

（3228）
5652

特別徴収の納入に「地方税共通納税システム」が利

古田園」
。同施設内の認知症高齢者グループホーム
（18
室）
の入居者を募集します。
対象 区内在住で、認知症の診断を受けた、介護保険の

認定が要支援 2 以上の方

申込み 10 月21日～12 月27日
（消印有効）
に、所定の

用できるようになりました。パソコン操作で複数の自

申込書と介護保険被保険者証の写しを郵送または直接、

治体へ一括して納付ができ、手数料はかかりません。

下記の申込み先へ

エルタックス

（地方税ポータルシステム）HP をご
詳しくは、eLTAX
覧ください。

特別区民税・都民税の第3 期納期限は10月
31日です。忘れずに納付を
☆口座振替の方は、事前に残高の確認を

いて
野方区民活動センター
（野方 5-3-1）
＝11月

☆要約筆記・

（各日先着 3 人）希望の方は、10 月 21

日～25日に電話またはファクスで、障害者施策推進係へ。
氏名とふりがな、電話番号、参加希望日、要約筆記・
はその旨、 は住所、お子さんの氏名とふりがな、月年齢

「
（仮称）
中野区犯罪被害者等支援条例」
地域福祉推進係／6 階
☎
（3228）
5713 （3228）5662
内容

犯罪被害に遭っても穏やかな生活を取り戻し、地

域で暮らし続けるために必要な支援について

日時 10 月29日
（火）
午後 7時から
会場 区役所 9階会議室

認知症高齢者グループホーム
「
（仮称）
江古田園」への
入所の申し込みを受け付けます

電話また

の有無に関わらず誰もが意思疎通できる環境の整備につ

26）
＝5日
（火）
午後7時から

ご覧ください。

時間・内容

内容 手話が言語であるとの理解を広めること及び障害

午前10時から、南部すこやか福祉センター
（弥生町5-11-

マイナンバーカードをお持ちの方へ

詳しくは、公的個人認証サービスポータルサイト HP を

日程 11月24日
（日）

「
（仮称）
中野区手話言語条例」及び「
（仮称）
中野
区障害者の多様な意思疎通の促進に関する条例」

会場・日時

自宅のパソコンから専用のアプリで確認できます。

（一社）
中野青色申告会
☎
（3380）
8761 （3380）
8763

次の条例の制定を目指し、考え方をまとめたので、意
見交換会を開催します。いずれも当日直接会場へ。

1日
（金）午後 7 時から、区役所 7 階会議室＝3日
（日・祝）

マイナンバーカード交付係／1 階
5653
☎（3228）
5425 （3228）

相続税・財産分与等の講習会

意見交換会を開催します

障害者施策推進係／1 階
☎
（3228）
8832 （3228）5660

大和区民活動センター
（大和町 2-44-6）

を請求した方に、オリジナルグッズを贈呈
（なくなり次第終了）

国税の納付は「ダイレクト納付」のご利用を

区民 と 区長 の
基本構想係／4 階

開催日

会場

税務管理係／3 階

福祉や教育、防災、まちづくりなど、さまざまな

☆入居者は審査で決定。申込書は

下記の申込み先へ電話で請求するか、直接受け取りを
申込み・問合せ先 （仮称）江古田園開設準備室
（野方
4-21-2 ハウスポート野方ビル1階）
☎
（3386）
8038
（平

日午前 9時～午後 5時）
☆同施設に併設の「都市型軽費老人ホーム
（9 室）
」の利
用を希望する方は、担当の地域包括支援センターまた
は高齢者専門相談係☎
（3228）
8951へ連絡を

平成 30 年度に区が行った仕事の
評価結果をまとめました
業務改善係／6 階
☎
（3228）
8299 （3228）5646

HPで

詳しく

行政評価は、区の仕事の成果について、指標などを用
いて評価する仕組みです。
今回は、個々の事業の見直しにつなげていくための
事業評価を中心に、内部評価を実施しました。
区は、この結果を基に、仕事の見直し・改善を更に進
めます。
☆評価結果は、区 HP か、区民活動センター、図書館、区
役所 4 階区政資料センターにある「主要施策の成果
（別
冊）
行政評価結果」でご覧になれます

外部評価委員会公開ヒアリング

内容

昨年度の子育て関連事業について、外部評価委

員が区に質問する様子をご覧になれます

日時 11月1日
（金）
午後1時 30 分～4時

会場 区役所 4階庁議室 ☆当日直接会場へ
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