税 の手 続 き をお 忘 れ な く
1 住民税（特別区民税・都民税）の

4 「税理士による無料申告相談」で

申告書を郵送します

申告書を作成できます

1月1日現在、区内に住所があり、申告が必要と思われる

小規模納税者の所得税・復興特別所得税や個人消費税、

方に宛て、2月5日に申告書を郵送します。申告が必要な方

年金受給者や給与所得者の所得税・復興特別所得税につい

は、必要事項を記入し、忘れずに区役所3階課税係へ申告を。

て、アドバイスを受けながら申告書を作成し、提出できます。

申告期間 2 月17日
（月）
〜3 月16日
（月）

☆土地、建物及び株式などの譲渡所得がある場合、配当所

☆郵送の場合は、同封の返信用封筒をご利用ください

得がある場合や青色申告者、初めて住宅ローン控除を受け
るなど相談が複雑な場合は、２月17日
（月）
〜３月16日
（月）

2 事業主の方へ

に申告書作成会場
（JR 新宿駅直結ルミネゼロ「バスタ新宿」

1月31日までに令和2年度
（同元年分）
給与支払報告書の提出を

の上階）
で相談を
＝野方区民活動センター
（野方 5-3-1）

2 月3日
（月）
・4日
（火）
・6日
（木）
・7日
（金）

ネットを利用した地方税の電子申告システム「eLTAX」HP
でも提出できます。

受付時間

3 個人住民税の「特別徴収」を

を早めに終了する場合があります。特に、午前中は、大変な
混雑が予想されます

東京都と都内区市町村は、原則とし
て全事業主を「特別徴収義務者」に指

5 確定申告はスマートフォン、

定しています。事業主のみなさんは、
個人住民税 PRキャラクター
「ぜいきりん」

確定申告書の作成は、国税庁 HP「確定申告書等作成コー
ナー」が便利です。事前に税務署から発行された「ID・パス
ワード」があれば、マイナンバーカードやIC カードリーダ

事業主の方が従業員に代わり、毎月の給与から個

6 1 月は固定資産税（償却資産）の

末調整をする手間が掛かりません。
従業員が常時 10 人未満の場合は、従業員が住む

申告月です

区市町村から承認を受けることで年 12 回の納期を

する区にある都税事務所に申告してください。

覧ください。

☆「eLTAX」HP からも申告できます

4 5 中野税務署
☎
（3387）
8111 ☆自動音声案内

職種（採用人数）

対象

18 歳以上の方
（高校生を除く）

区立保育園での
保育補助など

福祉相談員
（１人）

理学療法士
（１人）

係・問合せ先

申込み

人事係／４階
☎
（3228）8919
（3228）5649

一般事務補助、
保健師など

児童館補助員

勤務条件

電子申請 か、区 HP 、各係窓
口などで配布中の所定の申
込書を郵送または直接、左
地域子ども施設調整係／５階 記係へ。登録制で、登録者
時給 1,041 円〜1,558 円
（3228）8934
の中から選考を実施。欠員
☆月給制あり。職種・勤務日 ☎
などの状況に応じて随時採
（3228）5659
数などにより異なる
用 ☆区立保育園 は、3 月
までのアルバイト登録者も
区立保育園係／３階
募集中
☎
（3228）8906
（3228）5667

区内在住で、身体 月14 日・
障害者手帳の交 月額 158,760 円・
付を受けている方 障害に関する窓口相談など
月８日・
月額 270,400 円・
理学療法士の資格
障害のある方やその家族へ
を有する方
の機能訓練、住宅改修、補装
具に関する助言など

障害者相談係／１階
☎
（3228）8956
（3228）5665

1 月 14 日 〜 31 日 に 履 歴
書、区 HP 、区役所 1 階 23 番
窓口で配布する申込書、資
格を証明する書類の写しを
持って直接、左記係へ

在宅療養コーディ
ネーター
（１人）

看護師、保健師、
社会福祉士、介護
支援専門員（ケア
マネジャー）のう
ち、いずれかの資
格を有する方

月 16 日・
在宅療養推進係／５階
月額 279,000 円・
在宅療養に関する区民や関 ☎（3228）5785
（3228）8716
係機関からの相談などへの
対応

1 月 14 日〜31 日に区 HP 、
区役所５階８番窓口などで
配布する所定の申込書を郵
送または直接、左記係へ

精神保健相談員
（2 人）

精神保健福祉士の
資格を有し、1 年
以上の相談業務な
どの実務経験があ
る方

月 16 日・
精神保健支援係（中野区保健
月額 248,000 円・
所）
精神障害等のある方への訪
☎（3382）2433
問や退院後支援、助言や指
（3382）7765
導など

1月14日〜28日に履歴書、
区 HP 、中野区保健所で配布
する所定の申込書、精神保
健福祉士登録証の写しを郵
送または直接、左記係へ

6 中野都税事務所
☎
（3386）
1118

後期高齢者医療保険料の第10 期分
介護保険料の第10 期分

１月 31 日は納期限です。忘れずに納付を

勤務日数・期間によっては期末手当や社会保険な
どの対象となります。

募集する職種一覧

用資産）
を所有している方は、1月31日までに、資産が所在

特別徴収の制度について詳しくは、東京都 HP をご

令和2年（2020年）1月11日号

考案内や募集要項をご覧ください

1月1日現在、23 区内に償却資産
（土地・家屋以外の事業

年 2回にする「納期の特例制度」も利用できます。

4

☆詳しくは、区 HP か、各係窓口などで配布している採用選

詳しく

制度に関する問合せ＝人事係／4 階
☎（3228）
8919 （3228）5649

ここに
注目！

31日の1年以内。交通費支給
（限度額あり）
。

子申告・納税システム）
で確定申告ができます。

税の特別徴収は、所得税のように、税額の計算や年

特別区民税・都民税の第４期分
国民健康保険料の第８期分

分及び週 31時間以内で、勤務期間は 4 月1日〜来年 3 月

（国税の電
ライタ
（電子情報読み取り機）
が無くてもｅ -Tax

人住民税を差し引いて納付する制度です。個人住民

1 2 3 課税係／3 階
8747
☎（3228）8913 （3228）

したものです。勤務日時は、いずれも原則1日 7 時間 45

パソコンから

特別徴収とは

上記 〜 の
問合せ先

（中野 2-9-7）
＝なかのZERO 西館
午前９時 30 分〜11時、午後1時〜3 時

☆いずれも当日直接会場へ。混雑状況等により、受け付け

徹底しています

ご理解・ご協力をお願いします。

会計年度任用職員とは、4 月1日から始まる制度で、非
常勤職員
（一部を除く）
と臨時職員
（アルバイト）
を一本化

日程・会場 1月29日
（水）
〜31日
（金）

お早めに、郵送または直接、区役所3階課税係へ。インター

HPで

４月から勤務する会計年度任用職員を募集します

☆口座振替の方は、事前に残高の確認を

特別区職員技術職
採用フォーラム
人事係／4 階
☎（3228）
8041

対象 技術職
（※）
の受験を予定している方

※技術職＝土木造園
（土木及び造園）
、建築、機械、電気の各職種
日時 3 月7日
（土）
午後1時〜4 時

会場 明治学院大学白金キャンパス2 号館
（港区白金台1-2-37）

（3228）
5649

☆当日直接会場へ。先着 500 人程度

令和2年
（2020年）1月11日号
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