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令和５年（2023年）1月11日（水曜日） No.１５２５区のおしらせ 1 月 1 1 日号

申告期間
所得税および復興特別所得税
　２月16日（木）～３月15日（水）
個人事業者の消費税および地方消費
税
　２月16日（木）～３月31日（金）
贈与税
　２月１日（水）～３月15日（水）
◎ ２月15日（水）以前でも、日本橋・

京橋税務署では年金受給者の方、
還付申告をされる方や譲渡所得・
贈与税の申告相談を行っています。

◎ 混雑回避のため、「入場整理券」を
配布しますが、配布状況に応じて
後日の来署をお願いする場合があ
ります。

申告書作成会場の開設
開設期間
　２月16日（木）～３月15日（水）（土・
日曜日、祝日を除く）
◎ ２月19日（日）・26日（日）は開場し

ます。
受付時間
　午前８時30分～午後４時
　（相談開始は午前９時15分から）
◎ 申告書作成会場では、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による事前発行で入
手できます。なお、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。

　税理士による無料申告相談を行い
ます（日時などは別表１のとおり）。
　なお、相談には事前申し込みへの
ご協力をお願いします（申し込み方
法は別表２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
　中央区日本橋堀留町２－６－９
・京橋税務署
　〒104－8557
　中央区新富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

療養の給付
　医療機関の窓口で保険証（国民健
康保険被保険者証）を提示すれば、
年齢などに応じた一部負担金を支払
うことで診療や投薬を受けることが
できます。保険が適用される医療費
のうち被保険者の一部負担金を除い
た費用を国民健康保険が負担します。
一部負担金の割合
・小学校入学前の被保険者
　 ２割（６歳到達後最初の３月31日

までは、乳幼児医療費助成制度に
より、一部負担金が助成されます）

・ 小学校入学後から69歳までの被保
険者

　 ３割（15歳到達後最初の３月31日
までは、子ども医療費助成制度に
より、一部負担金が助成されます）

・70歳以上75歳未満の被保険者
　 ２割（ただし、一定以上の所得の

方は３割）
入院時食事療養費

　入院したときの食事代は、診療や
薬に係る費用とは別に、１食当たり
標準負担額が自己負担となり、残り
は国民健康保険が負担します。
　住民税非課税世帯などの方には標
準負担額の減額制度がありますので、
入院する際はお問い合わせください。
療養費

　緊急のときなど、やむを得ず保険
証を提示しないで診療を受けた場合、
海外旅行中に医療機関で治療を受け
た場合またはコルセットなどの治療
用補装具代などを支払った場合は、
区へ申請すると、審査で決定された

費用から一部負担金を除いた額を世
帯主に支給します。
高額療養費

　被保険者の方が、同じ月内に同じ
病院などに支払った一部負担金（室
料差額、食事代など保険外負担を除
く）が自己負担限度額（世帯課税状
況・医療費によって異なる）を超え
た場合、その超えた額を世帯主に支
給します。該当する世帯には、診療
を受けた月の３～４カ月後に申請書
類を送付します。
　限度額適用認定証（別途申請が必
要）をお持ちの方は、それを医療機
関の窓口で提示すれば、月々の支払
いが自己負担限度額までとなります。
その他の給付

出産育児一時金
　被保険者が出産した（妊娠85日以
上の死産・流産を含む）場合は、出
産育児一時金として420,000円を支
給します。
　被保険者の同意があれば、国民健

康保険から医療機関に支払いますの
で、区への申請は必要ありません。
ただし、出産費用が420,000円未満
の場合は差額が支給されますので、
区に申請してください。必要な書類
についてはお問い合わせください。
　なお、他の健康保険から支給され
る方は、国民健康保険では支給され
ませんのでご注意ください。
葬祭費
　被保険者が死亡したとき、葬儀を
行った方に葬祭費70,000円を支給し
ます。
◎ 申請の際に必要な書類については

お問い合わせください。また、申
請期限（２年）が定められています
ので、お早めに申請してください。

逢保険年金課給付係
　☎（３５４６）５３６０
・ 乳幼児医療費助成制度・子ども医

療費助成制度について
逢子育て支援課子育て支援係
　☎（３５４６）５３５０

会　場
　東京国税局１階（築地５－３－１）
◎ 開設期間中、日本橋・京橋税務署

では、申告書の作成・相談は行っ
ておりません。

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
所得税および復興特別所得税の
申告が必要な方

・事業所得・不動産所得のある方
・土地・建物などを譲渡した方
・ 給与を２カ所以上から受けている

方など
e－Tax申告

　新型コロナウイルス感染防止の観
点からも、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
を是非ご利用ください。

スマホでの申告がとても便利です
・ 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。

逢�東京国税局電話相談センター
　 （税務署の代表電話から音声案内

で０番を選択）
　日本橋税務署
　☎（３６６３）８４５１
　京橋税務署
　☎（４４３４）００１１
茜国税庁
　https://www.nta.go.jp/

令和４年分確定申告のご案内

税理士による無料申告相談

国民健康保険の主な給付

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
専用電話 （6626）2104 （6626）2105

留意事項
オペレーターに「管轄の税務署」、「ご希望の相談日時」、「ご相
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おりません。

中央区民カレッジとは
　区内在住・在勤・在学者を対象と
した生涯学習の場で、本区ならでは
のさまざまな講座を実施しています。
日　時
　２月８日（水）
　午後１時30分～４時30分
◎ 中央区民カレッジ説明会（30分程

度）を含んだ時間です。

会　場
　本の森ちゅうおう１階多目的ホール
対　象
　18歳以上の方
講　師
・ 早稲田大学教育・総合科学学術院

教授（都市地理学）　箸本健二
・ 早稲田大学教育・総合科学学術院

教授（都市社会学）　若林幹夫

・ 中央区立郷土資料館館長、法政大
学特任教授（都市史学）　陣内秀信

内　容
　シニアコース総合学習より「地域
を学ぶ」講座の特別編としてシンポ
ジウムを開催します。
　また、令和５年度の区民カレッジ
生募集に先立ち、カレッジの仕組み
や申し込み方法、来年度の講座内容
をいち早く紹介します。
　この機会にぜひ、皆さんの学ぶ場
を発見してください。
定　員
　80人（申し込み多数の場合は抽選）

費　用
　無料
申し込み方法
　１月11日（水）から27日（必着）の申
込期間中に、往復はがきに①オープ
ンカレッジ申し込み②氏名・ふりが
な③郵便番号・住所④電話番号⑤年
齢⑥学籍番号（カレッジ生のみ）⑦車
いす席をご希望の方はその旨を記入
して逢へ申し込む（電子申請も可）。
逢〒104－8404
　中央区築地１－１－１
　文化・生涯学習課生涯学習係
　☎（３５４６）５５２４

中央区民カレッジ説明会＆
オープンカレッジシンポジウム

都心におけるヒトと空間の変貌―中央区の歴史と現在から考える―


