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令和５年（2023年）2月1日（水曜日） No.１５２７区のおしらせ 2 月 1 日号

申告書の提出および納付期限
所得税および復興特別所得税
　３月15日（水）
◎振替納税は４月24日（月）
贈与税
　３月15日（水）
◎ 振替納税はご利用できません
個人事業者の消費税および地方消費
税
　３月31日（金）
◎振替納税は４月27日（木）
申告書作成会場
開設期間
　２月16日（木）から３月15日（水）（土・
日曜日、祝日を除く）
◎ ２月19日（日）および26日（日）は、

開場します。
受付時間
　午前８時30分～午後４時（相談は
午前９時15分から）
◎ 混雑回避のため、「入場整理券」を

配布します。入場整理券は、当日、
会場で配付する他、LINEにより
事前に入手することができます。

◎ 入場整理券の配付状況に応じて、
受け付けを早く締め切る場合があ
ります。
会　場
　東京国税局１階（築地５－３－１）
◎ 当期間中は、日本橋・京橋税務署

では、申告書の作成・相談は行い
ません。

内　容
　所得税および復興特別所得税、個
人事業者の消費税および地方消費税、
贈与税の申告相談
日本橋・京橋税務署での申告相談

　２月15日（水）以前でも、日本橋・
京橋税務署では年金受給者や、還付
申告をされる方、また譲渡所得・贈
与税がある方を対象とした申告相談
を行っています。
e－Tax申告

　ご自宅からパソコンやスマートフ
ォンで申告できるe－Taxをぜひご
利用ください。
スマホでの申告がさらに便利にな
りました

・ スマホのカメラで給与所得の源泉
徴収票を撮影すれば、金額や支払
者情報などが自動で入力されます。

・ スマホ専用画面の対象範囲が拡大
し、青色申告決算書や収支内訳書
もスマホで作成できます。

・ マイナポータル連携で、保険料控
除やふるさと納税の証明書などの
データを一括取得し、確定申告書
に自動入力できます。
振替納税（口座引き落とし）

　振替納税の申し込みをすることで、
毎年の確定申告などに係る国税を口
座引き落としにより納付する方法です。
　振替納税を利用する場合には、事
前に税務署または希望する金融機関

令和5年度中央区食品衛生
監視指導計画にあなたのご意見を

国民健康保険加入者を
対象とした医療費通知

別表1

日　時
2月8日（水）～14日（火）

（土･日曜日、祝日を除く）
1月30日（月）～2月8日（水）

（土･日曜日を除く）
午前9時30分～正午（受け付けは午前11時まで）

午後1時～5時（受け付けは午後4時まで）
会　場 日本橋公会堂　2階集会室 月島区民センター　1階会議室
主　催 日本橋税務署 京橋税務署
受　託 東京税理士会　日本橋支部 東京税理士会　京橋支部

別表2
事前申し込み 日本橋税務署管内の方 京橋税務署管内の方

オンライン サイト

電　話

受付時間 平日午前９時～午後５時
専用番号 ☎（6626）2104 ☎（6626）2105

留意事項
オペレーターに「管轄の税務署」、「希望の相談日時」、「相談
者の氏名・電話番号」をお伝えください。
なお、「事前申し込み専用番号」以外での電話申し込みは受
け付けていません。

　令和５年１月１日現在、中央区に
住所を有し、令和４年１月１日から
12月31日までに所得のあった方は、
３月15日（水）までに申告してください。
　また、公的年金などの収入が400万
円以下で、かつ他の所得が20万円以
下の場合は確定申告が不要とされて
います。この場合であっても、住民税
の申告は必要となる場合があります。
申告の必要がない方
・ 給与所得のみで支払者から給与支

払報告書が区に提出されている方

・ 税務署に所得税の令和４年分確定
申告をする方

◎ 区に申告する必要があると思われ
る方には、２月中旬に申告書など
をお送りします。

◎ 区内に住所を有しない方で、令和
５年１月１日現在、区内に事務所、
事業所または家屋敷を有している
方は住民税の均等割の課税対象と
なります。

逢税務課課税係
　☎（３５４６）５２７０

住宅借入金等特別控除の適用期間
の延長

　住宅借入金等特別控除の適用期間
が延長され、令和４年から令和７年
までに居住した方が新たに対象とな
りました。個人住民税の適用上限額
は、所得税の課税総所得金額等の５
％（最高97,500円）となります（特別
特例取得（※１）に該当し、令和４年
中に居住した場合を除きます）。
　（※１）対価または費用の額に含ま
れる消費税額等が10％で、当該住宅
の取得等に係る契約が、新築（注文
住宅）の場合は令和２年10月１日か
ら令和３年９月30日までの期間、分
譲住宅・中古住宅の取得・増改築等
の場合は令和２年12月１日から令和
３年11月30日までの期間に締結され
たものを言います。
未成年者の適用範囲の変更

　個人住民税では、賦課期日（１月
１日）において未成年の方は、前年
の合計所得金額が135万円以下の場
合は非課税となります。
　民法改正により、令和４年４月１
日からは18歳未満の方を未成年者と
して取り扱うこととなりましたので、
令和５年度以降の個人住民税におけ
る未成年者の適用範囲もこれに準ず
ることとなります。
セルフメディケーション税制の見
直し

　セルフメディケーション税制の適
用期限が５年間延長されました。令
和８年12月31日までに支払った特定
一般用医薬品等購入費が制度の対象
となります。また、制度の対象とな
る医薬品の範囲が見直されました。
逢税務課課税係
　☎（３５４６）５２７０

　区では、区民の皆さんの食の安全
安心を確保するため、食品衛生法に
基づき、毎年度「食品衛生監視指導
計画」を定め、飲食店などの食品関
係施設の監視指導、食品の検査、食
品衛生講習会などを効果的かつ効率
的に実施しています。
　令和５年度の計画の策定にあたっ
て、皆さんのご意見、ご要望を反映
した、より良い計画を策定するため、
パブリックコメントを実施します。
募集期間
　２月６日（月）～２月27日（月）
閲覧場所
　中央区保健所、日本橋・月島保健
センター、区役所１階まごころステ
ーション・情報公開コーナー、日本
橋・月島特別出張所の他、区のホー

ムページでもご覧になれます。
意見の提出方法
　住所、氏名（団体の場合は団体名
と代表者名）、年齢、電話番号を明
記して、中央区保健所の食品衛生窓
口に持参、郵送、ファクス、Ｅメー
ルまたは区のホームページのパブリ
ックコメント（区民意見提出手続き）
からお寄せください。
意見の提出（問い合わせ）先
　〒104－0044
　中央区明石町12－１
　 中央区保健所生活衛生課食品衛生

第一係、第二係
　☎３５４１－５９３９
　☎３５４６－５３９９
　FAX３５４６－９５５４
絢shkanshi@city.chuo.lg.jp

　この通知は、国民健康保険制度に
対する理解を深め、健康維持の大切
さを認識していただくため医療費の
総額などをお知らせするものです。
今回は令和４年７月から令和４年10
月までの診療分についてお知らせし
ます。
◎２月中旬に送付します。
◎ 病院などからの請求が遅れている

場合は、お知らせしませんのでご

了承ください。
◎ 世帯主に対して、国民健康保険加

入者全員の医療費などを通知しま
す。

◎ 送付を希望しない場合は保険年金
課までご連絡ください。

◎医療費通知の再発行はできません。
逢保険年金課給付係
　☎（３５４６）５３６０

に振替依頼書を書面で提出する必要
がありましたが、お手持ちのパソコ
ンやスマートフォンを使ってオンラ
イン（e－Tax）での簡単な操作で提
出することもできるよう
になりました。
 詳しくはこちら▶
逢日本橋税務署
　☎（３６６３）８４５１
　京橋税務署
　☎（４４３４）００１１
◎ 税務署の代表電話から音声案内で

０番を選択してください。
茜国税庁
　https://www.nta.go.jp/　
税理士による無料申告相談

　税理士による無料申告相談を行い
ます（別表１のとおり）。
◎ 土地・建物および株式の譲渡所得

のある場合や、相続税・贈与税の
相談は行いません。
申告相談は事前申し込みで

　事前申し込みは別表２のとおりで
す。
申告書や届出書の提出のみの場合

　直接税務署に提出（郵送可）してく
ださい。
提出先
・日本橋税務署
　〒103－8551
　日本橋堀留町２－６－９
・京橋税務署
　〒104－8557
　新富２－６－１
逢東京税理士会日本橋支部
　☎（３６６２）３９７９
　東京税理士会京橋支部
　☎（３５５３）１７８８

令和4年分確定申告

令和5年度分個人の
特別区民税・都民税の申告

令和5年度から適用される
個人住民税の主な改正


