市民税課薀

５-４２９
（市県民税申告）

確定申告の準備はお済みですか

１-４００
（確定申告）

13

平塚税務署薀

74

15

国民健康保険税などの
支払い額を通知します

担
▪

利用には事前の手続きが必 年金受給者が対象です※相談
要です。希望する人は本人確 は予約優先。当日受付分は各
認ができる書類を持参し、税 日午前９時から、会場入口で
務署に申請してください※マ 「午前の部」「午後の部」
の順に
イナンバーカードがある人は 整理券を配布します
（混雑の
ｅ Ｔａｘやマイナポータル 状況により配布を打ち切る場
で手続きできます
合があります）
と き ２月２日
（火）
～５日
市県民税申告
（金）
の午前９時 分～正午、
令和３年１月１日現在市内 午後１時～３時 分
に在住し、次のいずれかに該 ところ 市民文化会館展示室
当する人は申告が必要です。 市役所による確定申告相談会
◇市県民税申告書が送られて
給与所得者、年金受給者が
きた人
対象です※相談は完全予約制
◇令和２年中に所得がない人 と き ２月 日
（火）
～３月
◇別世帯の人の扶養親族に
日
（月）
の午前９時～正午、
なっている人
午後１時～４時
（月・土・日曜
◇給与所得者で給与所得以外 日、祝日を除く。２月 日、
の所得合計が 万円以下の人 ３月 日・ 日は実施）
◇公的年金などの収入金額が ところ 市民文化会館展示室
４００万円以下で、公的年金
予約は、いずれも１月
などの雑所得以外の所得金額
日
（月）
午前９時から受け付
が 万円以下の人
（所得税の
けます。希望する人は左の
還付を受けるためには確定申
ＱＲコードを読み込むか、
告が必要です）
専用電話
（薀 １-１１２、
◇県・市が指定した認定ＮＰ
平日午前９時～午後５時）
Ｏ法人など以外のＮＰＯ法人
で前日までに担当へお申し
への寄附金税額控除の適用を
込みください
受けようとする人
※申告書の提
申告相談会
出のみの場合
は予約不要
マスクを着用の上、源泉徴
収票や各種証明書、印鑑、昨 市県民税申告相談会
年の申告書の控え、マイナン
確定申告が不要な人の申告
バーカード
（または通知カー 書作成指導や相談です
（当日
ドと本人確認書類）
、電卓、 受付）
。
筆記用具をお持ちください。 と き １月 日
（月）
～ 日
税理士会による確定申告無料 （金）
の午前８時 分～正午、
相談会
午後１時～４時
小規模事業者、
給与所得者、 ところ 市役所１階ロビー

20

22

22

担
▪

所得税などの確定申告
年金から天引きした額は、日
令和２年分の確定申告書の
本年金機構など
作成・相談は、２月 日
（火）
～
が送付する
「公
３月 日
（月）
に平塚市庁舎１
的年金等の源泉
階多目的スペースで受け付け
徴収票 」でご確
ます
（ 土・日 曜 日、祝 日 を 除
認ください。
保険年金課、介護高齢課
く）
。新型コロナウイルス感
４７２８
（ 国 民 健 康 保 染症対策のため、ｅ Ｔ-ａｘ
薀
や郵送での提出にご協力くだ
険）
（後期高齢者医 さい。
薀 ４５２１
療制度）
確定申告のお知らせハガキ
（介護保険）
薀 ４７２２
や申告書は、１月下旬に発送
予定です。申告書は、１月
日
（金）
以降に市役所１階の市
民税課窓口でも配布します。
医療費控除について
領収書に代わり
「医療費控
住費の２分の１相当）◇介護 除の明細書」の添付が必要で
老人保健施設や介護療養型医 す※領収書は自宅で５年間保
療 施 設、介 護 医 療 院 の 施 設 管してください
サービス
（自己負担額、食費、
自宅のパソコンで申告書が
居住費）
作成できます
16

国民健康保険・後期高齢者医療
制度の医療費通知を発送 し ま す
いないものは、領収書に基づ
いて
「医療費控除の明細書」
を
作成し、申告書に添付する必
要があります※明細書を作成
した場合、領収書は確定申告
期限から５年間の保存が必要
です
保険年金課
４-７ ２ ８
（国民健康保
薀
険）
（後期高齢者医
薀 ４-５２１
療制度）
国民健康保険税、後期高齢
者医療保険料、介護保険料の
令和２年中の支払い額を通知
します。
月下旬に納付した金額は
加算されていない場合があり
ますので、確定申告で使用す
る際は、領収書などで確認し
てください。
障害年金や遺族年金、福祉
年金から天引きした額は市か
ら通知します。その他の公的

の扶養者で、所得税・住民税
が課税されている人
認定申請に必要なもの
介護保険被保険者証、印鑑
（対象者と申請者が異なる場
合はそれぞれの印鑑）

15

確定申告
国税庁ホームページには、
申告書が作成できる
「確定申
告書等作成コーナー」が掲載
されています。作成した申告
書などは、添付書類と合わせ
て郵送
（〒２５４ ８-５３３平
塚税務署）でご提出ください
※控えが必要な場合は返信用
封筒を同封してください
スマホ・パソコンでｅ Ｔ
-ａｘ
マイナンバーカードや税務
署から発行されたＩＤ・パス
ワードを使って、パソコンや
スマートフォンで確定申告書
を作成・送信できます。

予約ページ
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27
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30 30

16

92

25

30

おむつ代の医療費控除
６カ月以上寝たきりの人の
おむつ代の控除には、医師が
発行する
「おむつ使用証明書」
が必要です。控除を受けるの
が２年目以降の人は、市が発
行する
「主治医意見書の内容
確認証明書」
を代用できます。
詳しくは担当にお問い合わせ
ください。
介護高齢課薀 ４-７２３
94

介護保険サービス利用料の
医療費控除
次のサービスを利用してい
る場合、利用料の自己負担分
が控除の対象となります※対
象額は、サービス事業者発行
の領収証に記載されます
◇ 訪 問 看 護、通 所 リ ハ ビ リ
テーションなどの医療系の居
宅サービス◇前記のサービス
と併せて利用する訪問介護
（生活援助中心型を除く）
、通
所介護などの居宅サービス◇
介護老人福祉施設の施設サー
ビス
（自己負担額や食費、居

20

担
▪

94

94

94

担
▪

15

12

介護に関する税の所得控除

65

10

11

1月1日付けで宍戸晴一氏が副市長に再任されました。任
期は4年間です。
宍戸副市長は、昭和53年に伊勢原市役所に入庁し、経済
環境部長、総務部長などを経て、平成25年1月1日から副市
長に就任しています。

担
▪

要介護認定者の障害者控除

31

12

12
歳以上で身体障がい者な
どに準ずる人、またはその人
を扶養している人は所得税・
住民税の所得控除が受けられ
ま す。所 得 控 除 の 申 告 に は
「障害者控除対象者認定書」
が
必要ですので、担当に申請し
てください。障害者手帳や療
育手帳などが交付されている
人は、その手帳で所得控除の
適用が受けられます。
控除額など詳しくは、担当
にお問い合わせください。
認定書の交付対象者
令和２年 月 日現在、要
介護に認定されている 歳以
上の人
（要支援１・２の認定者
は該当しません）
障害者控除を受けられる人
認定書交付対象者またはそ
12

国民健康保険の医療費通知
は、令和２年１月～ 月診療
分を１月中旬に、 月・ 月
診療分を３月中旬に発送しま
す。後期高齢者医療制度の医
療費通知は、令和２年１月～
月診療分を２月中旬に、
月診療分を３月中旬に発送し
ます。
通知は、確定申告での医療
費控除申告に使用できます。
ただし、医療費控除の対象と
なる支出で通知に記載されて

宍戸副市長が再任

94

94

65

11
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