6 令和4年（2022年）2月1日

税

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、事業を中止する場合があります。最新情報は、

の 申告 は お早め に
令和4年度分の住民税の申告と3年分の所得税（復興特別所得税含む）の確定申告を受け付けます。

申 告は 3/15 まで

住 民税の申 告

申告は区役所へ

住民税の申告が必要な場合

郵送申告が
オススメ！

住民税の申告は郵送または窓口で

練馬区に住んでいる
区外に住んでいて、区内に事務所・事業所などがある

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、郵送での提出にご協力をお
願いします。次の書類を税務課に提出してください。

〈提出書類〉

※いずれも4年1月1日現在。

〈次のいずれかに当てはまる場合は申告不要です〉
税務署に所得税の確定申告をする
3年中の所得が給与所得のみで、勤務先から区に給与支払報告書が提出

されている
3年中の所得が公的年金等に係る雑所得のみで、年金支払先から公的年金等
支払報告書が提出されている
（下の
「知っておきたい税のはなし」 参照）

保険料の正しい算定のために申告をおすすめします
国民健康保険・後期高齢者医療制度・介護保険の保険料などは、住
民税の申告内容に基づき算定します。各保険の加入者で、昨年中に所

するほか、区ホームページにも掲載しています。昨年、住民税の申告をし
た方などには、2月3日㈭に申告書を発送します。

ション税制の明細書は、申告書を郵送する場合に同封します。また、区ホー
ムページにも掲載しています
（下の
「知っておきたい税のはなし」 参照）
。
④マイナンバーカードまたはマイナンバーが記載された住民票の写しなど
と本人確認書類 ※郵送の場合は写し（マイナンバーカードは両面）を提
出してください。

●申告窓口
場所
税務課
（区役所本庁舎4階）

2/16㈬〜3/15㈫

石神井庁舎5階

2/16㈬〜28㈪

東大泉中央地域集会所

2/17㈭・18㈮

早宮・上石神井南地域集会所

3/1㈫・2㈬

大泉町地域集会所
光が丘区民センター2階
関区民センター

区税第一〜第四係☎5984-4537

日程
（土・日曜、祝休日を除く）

時間
8：30〜17：00

9：00〜12：00

3/3㈭・4㈮

13：00〜16：00

3/9㈬〜11㈮

所得税
復興特別所得税

申告期限

3/15㈫
※所得税の確定申告をする方は、
住民税・個人事業税の申告は不
要です。

3/15㈫
※口座振替は4/21㈭。
年2回（8・11月の末日）

贈与税

3/15㈫

3/15㈫

個人事業者の消費税・地方消費税

3/31㈭

3/31㈭
※口座振替は4/26㈫。

区役所内
税務課区税第一〜第四係
☎5984-4537
税務署
練馬東☎6371-2332
練馬西☎3867-9711
豊島都税事務所☎3981-1211
税務署
練馬東☎6371-2332
練馬西☎3867-9711

※期限を過ぎて申告した場合、4年度住民税の特別徴収税額通知書・普通徴収納税通知書への反映が間に合わない場合があります。

所得税・消費税・贈与税の
確定申告

申告は税務署へ

ネット申告のご利用を

税理士による無料申告相談会

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、スマートフォンやパソコン
での申告にご協力をお願いします。

〈スマートフォンでの申告がさらに簡単・便利に！〉

スマートフォンのカメラで源泉徴収票を撮影すると自動入力できます
株取引
（特定口座など）
の譲渡損失額をスマートフォンで入力できます

詳しくは、国税庁ホームページの
確定申告書等作成コーナー
（https://www.keisan.nta.go.jp/）
をご覧ください。

税務署の確定申告書作成会場は
2/1㈫〜3/15㈫に開設
受付時間は午前8時30分〜午後4時です
（相談は午前9時15分から）
。申告
書の提出のみの場合を除き、入場には整理券が必要です。整理券がなくな

り次第、受け付けを終了します。 ※区内全域の方を対象に、練馬東税務
署で2月20日㈰・27日㈰に申告書の受け付けと作成の相談を行います。

〈整理券の入手方法〉

①LINEで事前に申し込み
国税庁のLINEアカウントを「友だち」に追加して手続きを行
うと、事前に整理券を入手できます。
②当日会場で申し込み

ネット申告が
オススメ！

▶アカウント名：国税庁

にせ税理士にご注意ください

小規模納税者の所得税
（復興特別所得税を含む）
と消費税、年金受給者と給
与所得者の所得税の申告が対象です。土地、建物、株式などの譲渡所得と退

職所得は除きます。
入場には整理券が必要です。整理券がなくなり次第、
受け付けを終了します。

〈整理券の入手方法〉

①電話・インターネットで事前に申し込み
練馬東税務署管轄区域

☎0570-006-597

練馬西税務署管轄区域

☎0570-006-598

インターネット

インターネット

https://coubic.com/nerima-ezei/
booking̲pages

https://coubic.com/nerima-wzei/
booking̲pages

※電話予約は、午前9時〜午後6時に受け付けます。
※インターネット予約は、相談日の2日前までに申し込んでください。

②当日会場で申し込み
日程
（土・日曜を除く）
2/1㈫〜4㈮
2/2㈬〜7㈪

2/8㈫〜10㈭
2/7㈪〜10㈭

受付時間
9:30から
9：30〜11：30
13：00〜15：30

場所

光が丘区民センター2階
ココネリ3階
関区民センター
石神井庁舎5階

※体が不自由な方を除き、車での来場はご遠慮ください。
※会場で作成した申告書等の提出もできます。管轄区域が異なる場合は、管轄の税務署
へ提出
（郵送可）
してください。

問合せ

練馬東税務署☎6371-2332、練馬西税務署☎3867-9711

知っておきたい税のはなし
公的年金等を受給している方へ

〈所得税〉

3年中の公的年金等の収入が次のいずれかに
当てはまる場合は確定申告が必要です。

容に変更・追加のある場合は住民税の申告が

分離課税、総合課税〈配当所得のみ〉）を選択で

必要です。

きます。納税通知書が届く前に専用の住民税申

医療費控除を申告する方へ

医療費控除の申告を行う場合は、
「医療費控除

①公的年金等の収入金額が400万円を超える

の明細書」の提出が必要です。領収書の添付な

②公的年金等の収入金額が400万円以下でそれ

どでは受け付けられませんのでご注意くださ

以外の合計所得が20万円を超える
③外国の法令に基づく公的年金等を受給している
※確定申告が不要な場合でも、還付を受けるた
めに、確定申告をすることができます。

い。領収書の提出は不要ですが、自宅で5年間
保存してください。

確定申告が不要な場合でも、公的年金等に
係る雑所得以外の所得がある場合や、控除内

練馬区情報番組

告書は、税務課で配布するほか、区ホームペー

れました。詳しくは、区ホームペー

ジにも掲載しています。

ジをご覧ください。

から、特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部
を申告不要とする場合に、確定申告書で住民税
の申告不要を選択できるようになりました。

上場株式等の所得に係る課税方法の
選択について

確定申告とは別に住民税の申告をすることで、
所得税と異なる課税方法（申告不要制度、申告

2月の放送内容

住宅ローン控除の特例の延長や、子育てに関
する助成の非課税措置などが改正さ

特定配当等・特定株式等譲渡所得について、

〈住民税〉

主な税制改正のお知らせ

告書で手続きをしてください。専用の住民税申
※3年分の確定申告

【 1日〜15日】 ●発見！ ねりまの食材を使ったスイーツ
【16日〜28日】 ●魅力再発見 練馬がいちばん
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問合せ

普通徴収の場合、年4回
（6・8・10・1月の末日）

個人事業税

税理士資格のない者が税務相談などを受けることは、法律で禁止されて
います。税理士バッジ・証票を確認してください。

※体が不自由な方を除き、車での来場はご遠慮ください。

納期限

練馬西
税務署

申告書は、区民事務所
（練馬を除く）と税務課（区役所本庁舎4階）で配布

③控除額が分かるもの
（医療費控除の明細書(※)、生命保険料・地震保険料・
国民年金保険料などの領収書や証明書の原本、社会保険料の支払金額が
分かるもの、障害者手帳など） ※住民税の医療費控除・セルフメディケー

特別区民税・都民税
（住民税）

令和4年
（2022年）
2月1日

練馬東
税務署

申告書の配布と発送

①住民税の申告書（ある方のみ）
②所得や経費の明細が分かるもの（給与所得の場合は源泉徴収票）

税の種類

管轄

得がなかった方や、所得が一定以下の方は、申告をしてください。保
険料の軽減などには世帯全員分の申告が必要です。

問合せ

区ホームページをご覧ください。講座などに参加する場合は、マスクを着用してください。

ふるさと納税ワンストップ特例制度
の適用除外について

医療費控除などの確定申告書や住民税申告書

ふるさと納税の申告手続きが簡単に
なります

地方公共団体が発行する「寄付金の受領書」の
代わりに、特定の事業者が発行する「寄付金控
除に関する証明書」でふるさと納税の寄付金控

の所得税、 について…
練馬東税務署☎6371-2332、
問合せ 練馬西税務署☎3867-9711
の住民税、
について…
区税第一〜第四係☎5984-4537

除の手続きができます。事業者の一
覧は、国税庁ホームページでご覧に
なれます。

を提出する場合、地方公共団体に対するその年
の寄付が6カ所以上の場合は、ワンストップ特
例（確定申告を行わず、住民税から寄付金税額
控除を受けられる特例）の適用は受けられませ
ん。確定申告で控除の適用を受けてください。

毎日午前9時・正午・午後8時の3回、ケーブルテレビJ：COM
（ジェイコム）
チャンネル東京
（地上デジタル11チャンネル）
で放送中。
※区ホームページ
「ねりまほっとライン」
や動画共有サイト
「YouTube
（ユーチューブ）
」
の練馬区公式チャンネル
（https://www.youtube.com/
user/nerimach）
からもご覧になれます。 ※番組へのご意見、ご要望を広報戦略係にお寄せください。▶問合せ：広報戦略係☎5984-2693

