区のおしらせ 1 月 1 日号

平成29年（2017年）1月1日
（日曜日）
情 報コーナー

京橋税務署
☎（４４３４）００１１（代表）

（7面からのつづき）

太極拳入門

日本橋税務署および京橋税務署は、
仮庁舎
（大手町合同庁舎３号館）
に
移転中

別表

内

容

会

場

日本橋社会教育会館

◎上記いずれかを受講できない方は、ご相談ください。

後日︑年金手帳が送付され

ますので︑大切に保管してく

加入手続きの漏れや保険料

歳でスタート

歳以上

20

20

国民年金

日本に住んでいる

歳未満の方は︑必ず国民年

60

ださい︒

の納め忘れがあると︑将来受

金に加入し︑保険料を納めな

歳になったら加入手続き

ける老齢基礎年金が減額され

20

ければなりません︒

が必要です
︵た だ し︑ 厚 生 年

たり︑万一のけがや病気で障

害が残ったときに障害基礎年

金を受け取れなくなる場合も

金の加入者を除きます︶
︒

加入手続き

日本年金機構から送付され

生納付特例制度﹂や
﹁納付猶

あります︒

予 制 度﹂な ど を 保 険 年 金 課

る
﹁加 入 届﹂ま た は
﹁資 格 取 得

島特別出張所で手続きをして

で申請してください︒ただ

の 納 付 が 困 難 な 方 は︑﹁学

歳前から厚生年

◎学生や収入が少なく保険料

ください
︵

届﹂を 持 参 の 上︑ 区 役 所 ４階

金に加入している方は︑加入

し︑所得制限がありますの

20

保険年金課または日本橋・月

手続きは不要です︒また︑厚

でご相談ください︒

逢 保険年金課保険年金係
☎
︵３５４６︶
５３７１

生年金の加入者に扶養されて

いる配偶者の方は︑扶養者の

勤務先を経由して加入手続き

をしてください︶︒

中央区成人の日記念式典

﹁新成人のつどい﹂

懇談 立(食パーティー形式︶

やクイズ大会などのアトラク

人生の節目に集い︑共に成

ション

月中旬にお送り

12

人を祝いましょう︒新成人の

◎平成 年

した案内状に同封の入場券

を︑当日必ずお持ちくださ

い︒区内にお住まいで︑案

内状が届いていない方はご

連絡ください︒

◎新成人以外の方は出席でき

ません︒

逢 中央区新成人のつどい実

)

行委員会事務局
︵文 化・ 生

涯学習課内

☎
︵３５４６︶
５３０５

28

皆さん︑ぜひご出席ください︒

日 時

分〜

40

時

2月10日（金）午前9時30分～午後1時30分 幼児安全法講習（講義・実技）

１月９日（祝）
「成人の日」は、月曜

30 10

日

1月30日（月）午前9時30分～午後4時30分 センター事業説明、保育講習

祝日のごみ収集

１月９日
︵祝︶

午前 時

１︶

午前 時 分〜

受け付け

式典

︵２時間程度︶

１

ロイヤルパークホテル
︵日

会 場

容

本橋蛎殻町２

内

・記念式典
︵手 話 通 訳 が あ り

ます︶

・新成人のつどい

−

11

その他

中央エフエム・ラジオシティ「中央区からのお知らせ」
（10分番組）
（月～金曜日 AM10：30 ～ 10：40 PM3：00 ～ 3：10 PM9：30 ～ 9：40 祝日・休日、年末年
始を除く）、企画番組「ウィークリー声の架け橋」
（20分番組）
（月～金曜日 AM10：40 ～ 11：00 PM3：10 ～ 3：30 PM9：40 ～ 10：00 土・日曜日 AM10：00
～ 10：20 PM3：00 ～ 3：20 PM9：40 ～ 10：00）はFMラジオ84.0MHzで放送しています。

(6)

Ｅメールアドレス

［所在地］
千代田区大手町１－３－３
日本橋税務署
（３階・４階）
京橋税務署
（６階・７階）
逢東京国税局電話相談センター（直
通電話はないため、税務署の代表
電話から音声案内で１番を選択）
◎確定申告については、１月４日
（水）から３月15日
（水）の間は０番
を選択
日本橋税務署
☎
（６７５７）
６７００（代表）

ホームページアドレス

金融機関、郵便局、コンビニエン
スストア、モバイルレジまたは区役
所２階税務課、日本橋・月島特別出
張所で１月31日（火）までに納めてく
ださい。なお、コンビニエンススト
アとモバイルレジについては納付書
に記載された額が300,000円以下で
バーコードのあるものに限ります。
逢税務課収納係
☎（３５４６）５２７６

問い合わせ
（申込）
先

１月は特別区民税・都民税
（普
通徴収分）
第４期分の納期

申し込み方法

「法定調書」
の提出は１月31日
（火）
までに
平成28年分給与所得の源泉徴収票
などの法定調書は、１月31日（火）が
提出期限です。
なお、提出に当たっては、便利な
ｅ－Ｔａｘをご利用ください。

亜満20歳以上の健康で子どもが好き
な方、子育て支援に理解と熱意の
ある方（資格要件はありません）
◎時にはご自身のお子さんを預けた
ファミリー・サポート・センター事
いという方も「両方会員」として同
業は、子育ての手助けができる方（提
時登録ができます。
供会員）と、子育ての手助けが必要
◎登録後、スキルアップ講習の受講
な方（依頼会員）が、お互いに助け合
が必須です。
いながら子どもの成長を地域で支え
ていく、会員制の相互援助活動です。 愛20人（先着順）
姶１月４日（水）から電話、ファクス
提供会員の活動
またはＥメールに①～④（７面記
阿・保育園、幼稚園などの送り迎え
入例参照）を記入して申し込む。
・提供会員のご自宅での預かり
生後３カ月以上の未就学のお
（保護者の用事やリフレッシュ ［託児］
子さんをお預かりします。希望す
の際のお預かりなど）
る方は、
参加申し込みの際に一緒に
◎預かりの対象は、区内在住で生後
お申し込みください
（先着順・無料）
。
57日以上小学校６年生以下のお子
逢中央区社会福祉協議会ファミリ
さんです。
ー・サポート・センター
［活動謝礼］
１時間につき800円
（曜日・
☎（３２０６）０１２０
時間帯により1,000円）
ＦＡＸ（３５２３）６３８６
提供会員登録時講習会
絢family@shakyo-chuo-city.jp
［日時など］別表のとおり

ファミリー・サポート・センター
提供会員募集

費用

ｅLＴＡＸのご利用には、あらか
じめ電子証明書の取得など、所定の
手続きが必要です。
詳しくは、ｅLＴＡＸのホームペ
ージをご覧いただくか、お問い合わ
せください。
逢ヘルプデスク
☎（０５７０）０８１４５９
茜ｅＬＴＡＸ 地方税ポータルシス
テム
http://www.eltax.jp/

定員

源泉所得税の納期の特例を適用し、
平成28年７月から12月までの間に給
与や退職手当、税理士などの報酬・
料金などについて源泉徴収をした所
得税および復興特別所得税は、１月
20日
（金）
が納付期限です。
なお、納付税額がない場合でも、
所得税徴収高計算書は税務署へ提出
してください。

内容

給与支払報告書の提出は、便利な
電子申告システム（eLTAX）をご
利用ください

唖１月13日（金）
・27日（金）
◎１月13日はサ
クラソウの湯
娃中央区内公衆
浴場
挨100円（敬老入浴証持参者と小
学生以下は無料）
逢地域振興課区民施設係
☎（３５４６）５６２３

対象

「納期の特例適用者」の給与などの
源泉所得税および復興特別所得税
の納付は１月20日
（金）までに

コミュニティふれあい銭湯

会場

税務署からのおしらせ

亜18歳以上で地域の助け合い活動の
主旨をご理解いただける方
阿虹のサービスは、高齢や障害、出
産などにより日常的な家事にお困
りの方（利用会員）を、地域の方（協
力会員）がお手伝いする、助け合
い活動です。
皆さんも協力会員として、これ
まで培ってきた経験を生かして、
地域の助け合い活動にチャレンジ
してみませんか。専門的な知識が
無くても活動できます。週１回か
らの活動も可能です。お気軽にお
問い合わせください。男性も大歓
迎です。
［活動内容］掃除、洗濯・補修・アイロ
ンがけ、布団干し、買い物、食事

日時

税

区民どうしのたすけあい
家事サポート
「虹のサービス」
協力会員募集

の支度、外出の付き添い、見守り、
話し相手、代読・代筆、薬の受け
取りなどの代行、車椅子介助など
［謝礼］１時間800円
姶電話、ファクスまたはＥメールで
申し込む。
◎後日オリエンテーションに参加し
ていただきます。活動可能な日時、
提供できる活動内容などを登録し
ていただきます。
逢中央区社会福祉協議会在宅福祉サ
ービス部推進課
☎（３２０６）０６０３
ＦＡＸ（３５２３）６３８６
絢zaitaku@shakyo-chuo-city.jp

凡例

給与の支払いをしている事業者の
方は、１月31日（火）までに給与支払
報告書（総括表・個人別明細書）を平
成29年１月１日現在で給与所得者が
居住している住所地の区市町村長に
提出してください。この給与支払報
告書により、５月中旬ごろ、区市町
村長から平成29年度の住民税額（特
別徴収分）が通知されます。
なお、１月１日から通知書を送付
するまでの間に納税義務者が国外転
出される場合には、納税通知書を本
人の代わりに国内で受け取り納税す
る納税管理人が必要です。
逢税務課課税係
☎（３５４６）５２７５

リン チ エ

−

日の収集地域で通常どおり、燃やす
ごみ・燃やさないごみ、資源および
プラスチック製容器包装の収集を行
います。
逢中央清掃事務所作業係
☎（３５６２）１５２１

平成29年度給与支払報告書の
提出は１月31日
（火）
までに

唖毎月第２・４火曜日
午前11時～正午
◎初回は２月14日
（火）
娃いきいき桜川大広間
亜60歳以上の区内在住者
阿太極拳
（陳式太極拳）
を初歩から優
しく指導します。
［講師］
林杰
愛15人
（先着順）
挨無料
姶１月10日
（火）
から電話で申し込む。
逢いきいき桜川
（桜川敬老館）
☎
（３５５３）
００３０

No. １３０８

