
期　日 地区割（目安） 会　場
2月17日（月）
～20日（木）  

地区割日に
申告できない人（市内全域）

市役所9階
大会議室 

2月21日（金） 三沢区、橋原区
川岸支所

2月25日（火） 新倉区、駒沢区、鮎沢区
2月26日（水） 西堀区、中屋区、中村区、

長地支所
2月27日（木） 東堀区、横川区
2月28日（金） 小坂区、花岡区 湊支所
3月  2日（月）
　　3日（火）

地区割日に
申告できない人（市内全域）

市役所
9階

大会議室

3月  4日（水） 今井区
3月  5日（木） 小井川区
3月  6日（金） 岡谷区、新屋敷区
3月  9日（月） 下浜区、小尾口区、上浜区
3月10日（火） 小口区、西堀区
3月11日（水） 間下区
  3月12日（木）
  　  13日（金）
  　  16日（月）

地区割日に申告できなかった
人（市内全域）

時間（共通）…午前8時30分～午後4時
 　　　　　　（各支所は午前9時～）
※受付は午後3時30分までに済ませてください。
※市役所庁舎の管理・保安上、朝7時30分前は入庁できません。
※3月4日（水）・12日（木）は夜間相談（午後5時～７時）を開催。

※地区割りは目安です。ほかの期日でも相談できます。
●所得税、市・県民税の申告相談

　この申告は、市・県民税、国民健康保険税、
後期高齢者医療保険料、介護保険料などを算出
する基礎となるほか、各種届出、申請に必要な
税関係証明書を交付する場合の重要な資料とな
ります。

●市・県民税の申告をするみなさんへ
　申告期間中の混雑緩和のため、市・県民税の申告に
限定した相談日を設けています。
期日…2月14日（金）　　会場…市役所 9階 大会議室
※この日は所得税の確定申告はお受けできませんので
ご注意ください。

※郵送で市・県民税の申告を行いたい人は、税務課ま
でお問い合わせください。

所得税、市・県民税の申告相談が始まります！早めの準備で
早めの申告を

問合せ●税務課（内線1121・1122・１１２５～１127）

税理士会による所得税の無料還付申告相談は、
市役所9階大会議室で同時開催となりました。
時間…午前9時～正午・午後1時～３時
※受付は共通の窓口で行います。
※申告の内容などにより、振り分けさせていただきます。

【申告しなくてもよい人】
●令和元（平成31）年中の収入がない、または非課税収入（遺族・
障害年金、失業給付金、児童扶養手当など）のみで、家族の年
末調整、確定申告などで扶養親族となる人

●１か所からの給与所得のみで、年末調整済みの人
●公的年金等の収入が400万円以下で、各種控除を受けない人

【市・県民税の申告が必要な人】
（令和2年1月1日現在、岡谷市に在住の人）
●市・県民税は、原則すべての所得の申告が必要です。
●公的年金等の収入が400万円以下で、ほかの所得が20万円以下
の人は、確定申告が不要ですが、公的年金に係る所得以外の所
得がある場合や、生命保険料控除、地震保険料控除、医療費控
除や源泉徴収票に載っていない扶養控除や配偶者特別控除などを
受ける場合は、市・県民税の申告が必要です。ただし、所得税の
還付を受ける場合には所得税の確定申告が必要です。ご不明な
点は、お問い合わせください。

●令和元（平成31）年中の収入がなく、どなたの扶養親族にもなって
いない人は、収入がない旨の申告をお願いします。国民健康保険
税や後期高齢者医療保険料の軽減の対象になる場合があります。

【公的年金のみの所得者の申告区分フローチャート】

□ 令和元年分は確定申告書を提出

□はい

□はい

□はい

□いいえ

□いいえ

□いいえ

□ 令和元年分は市・県民税の申告書を提出

所
得
税
の
確
定
申
告

公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、外国の
制度に基づき国外で支払われる年金など、源泉徴収の対象となら
ない公的年金等の受給がない

次のいずれかに当てはまるときは、市・県民税の申告が必要です
①公的年金等に係る雑所得のみがある人で「公的年金等の源泉徴
収票」に記載されている控除以外の各種控除の適用を受けるとき

②公的年金等に係る雑所得以外の所得があるとき

公的年金等以外に申告する所得がない

公的年金等以外の申告する
所得は20万円以下である

所得税の確定申告書の提出は
不要です★
（還付を受けるための確定申告書の
提出はできます。）

所得税の確定申告書を提出し
てください
（所得税額が発生しない場合は、所
得税の確定申告は不要です。）

市
・
県
民
税
の
申
告

★令和元年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書で、配偶者氏名欄の
記入をしていない人でも、配偶者特別控除の適用を受けられる場合があ
ります。
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【申告に必要なもの】
●印鑑
●下記の①または②のいずれかの書類
①個人番号（マイナンバー）カード
②番号確認書類（通知カード等）+身元確認書類（運転免許
　証等）
※確定申告書および住民税申告書の提出の際には、申告者本
人・控除対象配偶者・控除対象扶養親族などの個人番号の
記載が必要です。また、個人番号の記載がない申告書は、
後日税務署から連絡がある場合があります。

●所得（収入）を証明する書類
①令和元（平成31）年中の所得が明らかになる資料（給与、
公的年金等の源泉徴収票の原本、報酬、一時所得、配
当などの支払調書など）

②営業等、農業、不動産所得のある人は収支内訳書（事前
に収入、経費を計算し、領収証もお持ちください）

●控除を証明する書類（令和元（平成31）年中に支払った保険
料などがわかる資料）
①国民年金保険料、生命保険料、地震保険料は支払証明書
②医療費控除を受ける場合は記入済みの医療費控除の明細
書、医療保険者からの医療費通知（医療費のお知らせなど）

※人ごと、医療機関ごとに集計した明細書を作成していないと、
相談を受けられない場合があります。

※セルフメディケーション税制の場合は、健診など一定の取り
組みを行ったことがわかる書類をお持ちください。

③健康保険料、介護保険料は支払った金額がわかるもの
　など

●還付となる場合は、還付口座がわかるもの

振替口座の残高の確認をお願いします
　令和元年分の所得税および復興特別所得税、消費税
および地方消費税の確定申告書を申告期限内に提出し、
振替納税を利用している人は、事前に口座の残高確認を
お願いします。
振替日…所得税・復興特別所得税：４月21日（火）
　　　　消費税・地方消費税：４月23日（木）
※口座の残高不足などにより引き落としができない場合、
納期限（所得税・復興特別所得税は３月16日（月）、消費
税・地方消費税は３月31日（火））の翌日から納付日まで
延滞税がかかります。

要介護認定を受けている人の障害者控除について
　介護保険の要介護認定を受けている６５歳以上の人のうち、一定の要
件に該当し福祉事務所長の認定を受けた場合に、申請により「障害者控
除対象者認定書」を交付します。所得税および住民税を申告する際に、
この認定書を提示することで、本人またはその扶養者が、障害者控除（所
得控除）の適用を受けることができます。ただし、身体障害者手帳など
をお持ちの人は、障害者控除の対象となりますので申請は不要です。
対象…１２月３１日現在、市内に在住する６５歳以上の人（該当するかどう
かは、要介護・要支援認定の資料により判断）

申込み…介護福祉課の窓口で申請手続きをしてください。
必要なもの…介護被保険者証、申請者の印鑑、対象者の印鑑（申請者
と異なる場合）

※認定書の交付対象に該当するかどうかは、窓口または電話にてお問い合
わせください。

問合せ●介護福祉課（内線1281～1285）　

〈税制改正などの内容〉
①住宅ローン控除の拡充がされました。
消費税引き上げに際し、需要変動の平準化の観点から住宅
に関する税制上の支援策が講じられることになりました。令
和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住を開
始し、消費税率10％が適用される場合のみ、住宅ローン控
除の控除期間が３年間延長されます。
　具体的には、11年目以降の３年間は以下のいずれか少な
い金額が所得税から税額控除されます（限度額40万円 ※認
定住宅は50万円）。また、所得税から引ききれなかった額は、
市・県民税から税額控除されます（限度額136,500円）。
（1） 建物購入価格の2/3％
（2） 住宅ローン年末残高の1％
②ふるさと納税制度が見直されました。
令和元年6月1日以降、ふるさと納税に係る指定制度が創設
されました。総務大臣が一定の基準に適合する地方団体を
ふるさと納税（特例控除）の対象として指定するしくみです。
●令和元年６月１日以降、市・県民税の特例控除の対象とな
らない団体…東京都、静岡県小山町、大阪府泉佐野市、
和歌山県高野町、佐賀県みやき町
※所得税の所得控除、市・県民税の基本控除は該当となります。

③添付書類の提出が一部省略できることになりました。
平成３１年４月１日以降の所得税の申告書の提出には、給与
や年金などの源泉徴収票等の添付は不要です。ただし、申
告相談会で申告書を作成する際、確認作業に必要です。忘
れずにお持ちください。

インターネットを利用した、
便利な国税電子申告・納税システム 「ｅ-Ｔａｘ」
詳しくは国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp

次の申告のご相談は諏訪税務署でお受けします
※市役所では申告相談できません。

問合せ●諏訪税務署 ☎５７-５２１１

問合せ●諏訪税務署 ☎５７-５２１１

■土地や建物、株式、ゴルフ会員権など資産の売却や交換
■損失、繰越損失　 ■住宅借入金等特別控除の初年度の申告
■青色申告　 ■消費税、贈与税の申告　 ■外国人の申告
■準確定申告（死亡した人の申告）　 ■過年分の申告（平成30年分以前）

国民健康保険加入者で令和元（平成31）年分の
医療費控除を申告する人へ
　11、12月の医療費が高額になる場合、高額医療費申
請にも医療機関の領収書が必要になりますので、申告前
に必ずコピーをしておいてください。

問合せ●医療保険課（内線1189）
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information ―今月のお知らせ―

令和2年度
会計年度任用職員募集

募 集

番号 職種 勤務先 業務内容 募集人数 勤務時間 資格など 担当・問合せ

② 補助作業員 土木課 道水路補修作業 若干名
11/30まで午前9時～午後4時
12/1から午前9時30分～午後
3時30分

準中型（５ｔ限定）運転免
許以上

土木課
（内線1321）

③ 補助調理員 市内保育園 保育園での調理業務・
栄養業務補助 若干名 ①午前8時30分～午後4時15分

②午前8時30分～午後2時
特になし（栄養士・調理
師資格のある人は考慮）

子ども課
（内線1262）④ 補助保育士 市内保育園 保育園での保育補助 若干名 午前8時30分～午後4時15分

（週5日または週3日勤務）

保育士（幼稚園・小学校・
養護学校教諭の普通免
許状のある人も可）

⑤ 長時間保育
補助員 市内保育園 朝・夕の保育補助 若干名 午前7時30分～８時30分

午後4時～７時30分
朝・夕ともに勤務可能で
保育に関心のある人

⑥ 補助業務員 市内
小中学校

小中学校の維持管理業
務 若干名 午前7時15分～午後2時 危険物取扱有資格者、

普通運転免許

教育総務課
（内線1218）

⑦ 補助特別支援教育
支援員（4時間勤務）

市内
小中学校

小中学校で特別支援を要
する児童生徒の介助・支援 若干名 午前8時～午後4時のうち

4時間
特別支援教育に熱意の
ある人

⑧ 補助特別支援教育支援
員（6時間45分勤務） 市内中学校 中学校で特別支援を要

する生徒の介助・支援 1名 午前8時～午後3時45分 特別支援教育に熱意の
ある人

⑨ 補助
図書館指導員

市内
小中学校

小中学校の図書館管理
運営業務（蔵書管理・
貸出・返却・読書支援
等）および学校事務

若干名 午前8時45分～午後4時
司書資格や司書教諭資
格、教員免許状等あれ
ばなお可

⑩ 学童クラブ
補助指導員

市内小学校
学童クラブ

学童クラブ児童の生活
指導ほか補助業務 若干名

①学校登校日…午後2時30分
　～6時45分のうち3時間
②学校休業日…午前7時45分～
　午後6時45分のうち6時間
　（交代制の土曜勤務あり）

児童の指導に知識と経
験のある人、または関心
のある人

⑪ 学童クラブ
専門指導員

市内小学校
学童クラブ

学童クラブ児童の生活
指導（入退所手続き事
務、運営全般）

若干名

①学校登校日…午後1時30分
　～6時45分
②学校休業日…午前7時45分
　～午後6時45分のうち6時間
　（交代制の土曜勤務あり）

教員または保育士の有
資格者

⑫ 専門調理員 市内
小中学校

小中学校の給食調理業
務 5名 午前8時15分～午後4時 普段料理をしている人、

体力に自信のある人

⑬ 専門家庭児童
相談員 子ども課

さまざまな問題を抱える
親等に対して助言、指
導

1名 午前8時30分～午後5時15分
のうち5時間45分

心理士、保健師等有資格者、
または児童福祉関係の業務
経験のある人、パソコン操作
のできる人、普通運転免許

子ども課
（内線1266）

⑭ 専門
作業療法士

子ども課
（まゆみ園）

療育プログラム、療育
指導等 1名 午前8時30分～午後4時15分 作業療法士、普通運転

免許

⑮ 専門保健師 健康推進課 特定健診・特定保健指
導に係る業務 1名 午前8時30分～午後4時 保健師資格、パソコン操作

のできる人、普通運転免許
健康推進課
（内線1185）

⑯ 補助員 塩嶺野外
活動センター

塩嶺野外活動センター
の管理補助 1名 午前8時30分～午後4時 管理人の宿直明勤務のた

め、勤務日変動・不定
生涯学習課
☎24-8404

番号 職種 業務内容 資格など 勤務先・人数・問合せ

① 補助事務員

主に
窓口受付業務
および
一般事務

主に
パソコン操作の
できる人
普通運転免許

税務課（市民税・資産税）若干名・内線1121・1129／市民環境課(戸籍・住民記録)6名・
内線1151／市民環境課（安全・衛生）1名・内線1167／社会福祉課・1名・内線1252／
健康推進課・1名・内線1177／市内小中学校・若干名・内線1218／湊支所、公民館・
各1名・☎22-2300／川岸公民館・1名・☎23-2200／長地公民館・1名・☎27-8080／
ブランド推進室・2名・☎23-3489／岡谷図書館・若干名・☎22-2031／美術考古館・1名・
☎22-5854／カルチャーセンター・1名・☎24-8404／商業観光課・1名・内線1454

応募締切…２月14日（金）　　雇用期間…令和2年４月１日～令和3年３月３１日
※詳細は岡谷市ホームページ、または、ハローワーク情報をご覧いただくか、
　各担当課にお問い合わせください。

※上記補助事務員の業務内容・必要な資格・勤務時間などは担当課によって異なります。応募・問合せは各担当課までお願いします。
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information ―今月のお知らせ―

税金の納め忘れはありませんか？

市営住宅 入居者募集

お知らせ

募 集

受付期間…2月3日（月）～７日（金） 
　　　　　午前８時３０分～午後５時15分
申込み場所…長野県住宅供給公社 岡谷管理センター（都市計画課内）

抽選会・入居説明会…2月１2日（水） 午後１時３０分～３時（予定）
　　　　　　　　　 市役所4階 401B会議室
入居指定日…3月１日（日）

【募集団地】  ※募集住宅は見学できます。入居資格や提出書類など、詳しくはお問い合わせください。
団地名 所在地 建設年度 規模 構造 募集階 募集戸数 家賃（円） 駐車場（円）エレベータ 単身入居
学ヶ丘 赤羽2 S53 3DKB 5階建 3・4階 2 17,900～ 26,700 3,700
小萩K-1 長地小萩2 S58 2DKB 4階建 3階 1 17,400～ 25,900 3,500
小萩K-2 長地小萩2 S59 3LDKB 4階建 4階 2 22,600～ 33,600 3,500
小萩K-3 長地小萩2 S61 3LDKB 4階建 1・2・4階 4 23,200～ 34,600 3,500
中村C-1 長地梨久保2 S63 3DKB 4階建 4階 1 21,000～ 31,400 3,500
中村C-2 長地梨久保2 H10 3DKB 4階建 2・3階 2 29,500～ 44,000 3,500
田中線 田中町2 H15 2DKY 4階建 1階 1 21,300～ 31,700 3,500 有
加茂A 加茂町2 S45 3KB 7階建 2・3・5階 3 11,500～ 17,100 4,000 有 可

通
年
募
集

堂前 郷田1 S54 3DKB 3階建 1・2階 3 19,200～ 28,600 3,500
高尾T-1 川岸中1 S57 3LDKB 3階建 2・3階 2 20,300～ 30,300 2,400 可
高尾T-1 川岸中1 S57 4LDKB 3階建 3階 1 24,400～ 36,300 2,400 可
高尾T-2 川岸中1 S57 3LDKB 3階建 3階 1 20,300～ 30,300 2,400 可

中村C-2 長地梨久保2 H10 2LDKB
障がい者用 4階建 1階 1 25,200～ 37,500 3,500 可

※障がい者用は、車いす使用者のための住戸です。
規模表示…数字：室数、Ｋ：台所、ＤＫ：台所兼食事室、ＬＤＫ：ＤＫ兼居間、
　　　　　Ｂ：浴室（浴槽無）、Ｙ：浴室（浴槽有）
（注）募集住戸は一部を除き「Ｂ：浴室（浴槽無）」ですが、前入居者が使用した
　　浴槽で新規入居者がそのまま引き続いて利用できる住戸もあります。

　　問合せ●長野県住宅供給公社 岡谷管理センター（内線１３３６）
　　　　　　直通 ☎78ｰ3710

※家賃は、合算された所得額や同居者数により幅があります。
※裁量世帯（所得月額が158,001～214,000円）の世帯は上記の家賃範囲ではありません。 

◆滞納整理にも税金が使われている
　税金は、納期限内に納付してください。滞納がなければ、徴
収職員による滞納整理（督促などの収納業務）にかかる経費（税金
が使われます）も不要となり、その分の財源を、より良い暮らしの
ため有効利用することができます。
◆税金はいつまでにどこで納めるの？
　お手元の納税通知書に、納期限が記載されています。納付方
法は、納付書により現金で納める方法と口座振替で納める方法
があり、納付場所には、市役所、各支所、金融機関、コンビニ
などがあります。詳しくは納税通知書の裏面をご覧ください。
◆督促・催告とは？
　納期限を過ぎても納付されない場合には、督促状（納付書も兼
ねる）を発送します。それでも納付されない場合は、催告書を送
付します。

◆滞納したままだと…
　本来納める税額以外に督促手数料や延滞金を納めることにな
ります。さらに滞納していると、地方税法に基づき、差押による
滞納処分を予告なく行い、強制的に徴収します。
◆納税が困難なときは
　「病気やけがで働けない」「失業や事業不振で生計が維持でき
ない」「災害や盗難で損害を受けた」などの事情で、納期限まで
に納税できない場合は、お早めにご相談ください。分割での納
付や、納付を猶予することができます。
◆口座振替が便利
　納め忘れがなく、手間も省けて便利です。市役所、支所、金
融機関で申し込みができます。詳しくはお問い合わせください。

納税は国民の義務です

問合せ●税務課（内線１１３８）

　市税や国民健康保険税は、安心して健康に暮らすためにさまざまな事業を進める大切
な財源です。税金の滞納は、公平性を欠くばかりでなく、市の財政を圧迫し、住民サー
ビスに支障をきたす要因となります。今年度も残りわずか、早めの納付をお願いします。
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