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税務署への所得税（確定）申告が必要な人へのお知らせ
　平成29年分の所得税・復興特別所得税、個人事業者の消費
税・贈与税の確定申告相談は、以下の期間、場所で行ってく
ださい。

　平成30年度の市民税・県民税の申告を受け付け
ます。申告が必要と思われる人には、今月上旬に
申告書を発送します。申告書が必要な人で届かな
いときは市民税課、各支所の税務窓口、下表の臨
時会場で準備しています。

【市民税課☎216-1174・1175】

市民税・県民税の申告は正しくお早めに！　２月16日（金）～３月15日（木）

場　所 受付日 時　間

谷山

錫山校区公民館 ２月22日（木） 10時～11時坂之上福祉館 14時～16時30分
桜ケ丘福祉館 ２月23日（金） 14時～16時30分
平川福祉館 ３月１日（木） ９時30分～11時
福平福祉館 14時～16時30分
茂頭公民館 ３月２日（金） 10時～11時
谷山北公民館 14時～16時30分

伊敷
犬迫校区公民館 ２月21日（水）

９時30分～11時30分かごしま中央農協皆与志支店 ２月22日（木）
小山田コミュニティセンター ２月23日（金）

吉野 川上福祉館 ２月23日（金） ９時30分～11時30分

吉田

吉田校区コミュニティセンター ２月23日（金） ９時30分～11時45分
宮校区コミュニティセンター ２月26日（月） ９時30分～11時
西下公民館 ２月27日（火）

９時30分～11時45分牟礼岡校区コミュニティセンター ２月28日（水）
大原地区公民館 ３月１日（木）
本名校区コミュニティセンター ３月２日（金）

桜島
桜峰校区公民館 ２月19日（月）

９時30分～11時45分武公民館 ２月20日（火）
小池公民館 ２月21日（水）
赤水公民館 ２月22日（木）

市民税課　濵島主事

申告会場は混雑するの
で郵送が便利ですよ！

駐車場は非常に混み合います
ので、公共交通機関をご利用
ください。
（現在、本庁舎の駐車場が一部
利用停止となっています。）

申告書は国税庁
HPで作って郵送
やe-Taxで申告
できるよ！

 申告の必要ない人 
•所得税・復興特別所得税の確定申告をする人
•給与収入のみで勤務先から給与支払報告書が本市に提出される人
• 公的年金（遺族年金・障害年金を除く）のみを受給している65歳以上の
人で、その収入が151万５千円以下の人
•収入がなく、市内に住所がある親族の扶養となっている人　など
※ 給与や公的年金以外に収入がある人、給与や公的年金等の源泉徴収票に
記載された控除の他に医療費、社会保険料、生命保険料などの各種控除
の適用を受けようとする人は、申告が必要となることがあります

 申告に必要なもの 
①申告書　②印鑑（認め印で可）　③下表の各必要書類
※申告者本人確認のため、A番号確認書類（マイナンバーカードなど）と
　B身元確認書類（マイナンバーカードや運転免許証など）の提示が必要
※代理申告のときは、申請者本人のAと代理人のBの提示が必要

郵送で申告するときは
申告書に必要事項（住所・氏名・電話番号など）を記入・押
印し、必要書類（写し可）を同封の上郵送してください。

対象者 必要書類（平成29年中の収入や支払いがわかる書類）　※写し可
給与収入、公的年金等の収入がある人 源泉徴収票、給与明細書、事業主の支払証明書など
事業収入やその他の収入がある人 収入金額や必要経費が分かる書類（固定資産税納税通知書と課税明細書、帳簿類など）
医療費控除を受ける人かセルフメディケーション税
制による医療費控除の特例を受ける人

医療費控除の明細書かセルフメディケーション税制の明細書（詳しくは申告書に同封する「明細書
の記載要領」をご覧ください）　※平成29年１月１日～12月31日に支払ったものが対象

社会保険料控除を受ける人
※ 国民健康保険、後期高齢者医療保険などの支払いが
ある人

申告者本人が口座振替や納付書によりその保険料を支払ったときは、その領収書など支払いがわか
るもの
※公的年金からの天引き分は、年金の源泉徴収票に記載されているため提出不要
※国民年金保険料、国民年金基金の支払いがある人は、控除証明書か領収書

小規模企業共済等掛金控除を受ける人 掛金の証明書
生命保険料控除、地震保険料控除を受ける人 支払保険料の証明書（控除証明書）
寄付金税額控除を受ける人 寄付先団体等から交付された寄付金の受領書など
障害者控除を受ける人 身体障害者手帳・保健福祉手帳（省略できることもあり）、障害者控除対象者認定書など
勤労学生控除を受ける人 学生証・在学証明書など

◇期　間　 ２月16日（金）～３月15日（木）
の９時～16時

　　　　　※ 土・日曜日を除く。２月18
日（日）・25日（日）は開設

◇場　所　県市町村自治会館４階

税理士会による無料相談も行います
◇期　間　２月９日（金）～15日（木）の
　　　　　９時～16時
　　　　　※土・日曜日・休日を除く
◇場　所　県市町村自治会館４階

【鹿児島税務署☎255-8111】

 申告が必要な人 
　１月１日現在、本市に居住している人
※ ただし、次の「申告の必要ない人」に該当する
人を除きます

 本庁・各支所の申告会場 
申告会場 所在地 問い合わせ 受付日時

本庁本館２階講堂 〒892-8677　山下町11-1 ☎216-1174・1175（市民税課）

２月16日（金）～
３月15日（木）
９時～17時
※ 土・日曜日を
除く

谷山支所４階大会議室 〒891-0194　谷山中央四丁目4927 ☎269-8421（税務課）
伊敷支所３階大会議室 〒890-0008　伊敷五丁目15-1 ☎229-9736（　〃　）
吉野支所２階会議室 〒892-0871　吉野町3256-3 ☎244-7392（　〃　）
吉田支所税務課窓口 〒891-1392　本城町1696 ☎294-1213（　〃　）
桜島支所税務課窓口 〒891-1415　桜島藤野町1439 ☎293-2348（　〃　）
喜入支所２階第１会議室 〒891-0203　喜入町7000 ☎345-3759（　〃　）
松元支所１階税務課前会議室 〒899-2792　上谷口町2883 ☎278-5416（　〃　）
郡山支所３階会議室 〒891-1192　郡山町141 ☎298-2115（　〃　）
東桜島支所税務係窓口 〒891-1543　東桜島町863-1 ☎221-2112（税務係）

 臨時会場 
場　所 受付日 時　間

喜入

瀬々串校区公民館 ２月19日（月）

９時30分～11時45分
中名校区公民館 ２月20日（火）
一倉校区公民館 ２月21日（水）
前之浜校区公民館 ２月22日（木）
生見校区公民館 ２月23日（金）

松元
四元集会施設 ２月23日（金）

９時30分～11時30分直木地域公民館 ２月26日（月）
春山地域公民館 ２月27日（火）
仁田尾後自治公民館 ２月28日（水）

郡山

常盤コミュニティセンター ２月20日（火） ９時～10時本岳ふれあいセンター 10時30分～11時45分
東部研修館 ２月21日（水）

９時30分～11時45分西有里研修館 ２月22日（木）
花尾コミュニティセンター ２月23日（金）

東桜島
野尻町公民館 ２月16日（金）

別途お知らせします持木町公民館
宇土公民館 ２月19日（月）
園山公民館 ２月20日（火）
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内＝内容　対＝対象　期＝日時・期間・期日　所＝場所　定＝定員・定数・人員　料＝料金
申＝申し込み　問＝問い合わせ　共＝共通事項　HP＝ホームページ　託＝託児あり

講座・催しなどで、特に記載がないものは
●誰でも参加（申し込み）可　　　●応募多数のときは抽選

健康づくりや生きがいづくりに取り組んでいる皆さんを紹介します。 「自由に描いた絵には個性がでます」

　絵が好きな人が集まり平成16年に結成しました。現在、17人のメンバー
で月２回活動しています。水彩画の魅力はその透明感。淡い色を塗り重
ねてさまざまな色合いや立体感を表現できます。指導してくださる加治
屋先生が、メンバーの個性に合わ
せてアドバイスしてくれるので、
楽しく自由に描けます。同じモチー
フを描いても、それぞれ違うタッ
チの絵が出来上がる所が面白いで
す。これからも、みんなで楽しく
絵を描き続けていきたいです。

脳活性チャレンジ（認知症予防）講座
①中央保健センター

演題など 日　時
認知症予防の理論と考え方
◇講師…牧迫飛雄馬氏（鹿児島大学医学部教授）

２月16日（金）
14時～16時

運動による認知症予防のススメ（実技中心）
◇講師…牧迫飛雄馬氏（鹿児島大学医学部教授）

２月19日（月）
14時～16時

②南部保健センター
演題など 日　時

認知症の今を学ぼう～最新治療と医療現場から伝えたいこと～
◇ 講師…黒野明

あ す
日嗣

つぐ
氏（谷山病院認知症疾患医療セン

ター副センター長）

３月７日（水）
14時～16時

やってみよう！シナプソロジー（実技あり）
◇講師…中村幸

みゆき
氏（運動指導員）

３月８日（木）
14時～16時

①②共　対市内に住む人　定なし　料無料　申不要
問各保健センター

●谷山福祉部福祉課 谷山支所内
☎269-8472･8473 D267-6555

●伊敷福祉課 伊敷支所内
☎229-2113 D229-6894

●吉野福祉課 吉野支所内
☎244-7379 D243-0816

●吉田保健福祉課 吉田支所内
☎294-1214 D294-3352

●桜島保健福祉課 桜島支所内
☎293-2360 D293-3744

●喜入保健福祉課 喜入支所内
☎345-3755 D345-2600

●松元保健福祉課 松元支所内
☎278-5417 D278-4189

●郡山保健福祉課 郡山支所内
☎298-2114 D298-2916

●中央保健センター 鴨池二丁目25-1-11
☎258-2364 D258-2392

●北部保健センター 吉野町3275-3

☎244-5693 D244-5698
●東部保健センター 本庁西別館１階

☎216-1310 D216-1308
●西部保健センター 永吉二丁目21-6

☎252-8522 D252-8541
●南部保健センター 西谷山一丁目3-2

☎268-2315 D268-2928
●吉田地区保健センター 本城町1687-2

☎294-1215 D294-3352
●喜入地区保健センター 喜入町6100

☎345-3434 D345-3437

　各支所の福祉課・保健福祉課、保健センター 問い合わせ先　

健康の祭典
内健康測定や医師による講話な
ど　対市内に住む人　期２月18
日（日）９時30分～16時30分
所内村川上内科（川上町）　定200
人（当日先着順）　料無料（一部
有料のものあり）　申不要　
問㈱True Balance（ツミノリー
スクール）☎266-0617D266-0613
◇担当課…産業創出課

福祉コミュニティセンター
教養講座（４月開講）
講座名 日　時 定員

さつま狂句 第１・３週の木曜日10時～12時 40人

華道（池坊）第１・３週の土曜日10時～12時 20人

茶道（裏千
家）

第２・４週の木
曜日10時～12時 15人

やさしい囲
碁

第２・４週の木
曜日13時30分～
15時30分

40人

対市内に住み、
平成30年４月
１日現在60歳
以上の人や体
の不自由な人
（囲碁は有段者を除く）　料無料
（教材費などは実費負担）　申往
復はがきに希望講座名、住所、
氏名、年齢、電話番号を書いて、
２月28日（必着）までに〒892-
0803祇園之洲町1-2福祉コミュニ
ティセンター☎248-1200D248-
2211へ
食育教室
◇演題…鹿児島の黒を食卓に！
◇講師…改

かいもと

元香氏（鹿児島女子
短期大学講師）　対市内に住む
人　期２月20日（火）13時30分～
15時　所かごしま市民福祉プラ
ザ　定70人程度　料無料　申電
話で２月16日までに保健予防課
☎803-6927D803-7026へ

郷土料理教室
月 日 曜 場　所

２

20 火 東部保健センター
21 水 中央保健センター
22 木 北部保健センター
23 金 南部保健センター

３ ８ 木 西部保健センター

◇時間…10時～13時30分
内さつますもじ、吸い物、桜島
の焼きまんじゅうなどの調理実
習　対市内に住む人　料600円
程度（材料代）　定各20人（先着
順）　申電話で２月８日から受
講希望の保健センターへ
味めぐり料理教室
内食生活改善推進員による郷土
料理教室…①さつまいもごは
ん、きびなごのかば焼き風、②豚
飯、だっきしょ豆腐、げたんは、
③さつますもじ、桜島の焼きま
んじゅう　対市内に住む人
期①４月５日（木）、②５月10日
（木）、③６月７日（木）の10時～
13時30分（全３回）　所西部保健
センター　定20人（先着順）　
料１回600円程度　申電話で３
月１日か
ら西部保
健センタ
ーへ

精神保健福祉ふれあい交流会
内福祉施設などで社会復帰に取
り組む人たちの舞台発表・作品
展示など　期２月16日（金）10時
30分～14時30分　所谷山サザン
ホール　申不要　問保健予防課
☎803-6929D803-7026
県障害者スポーツ大会
内陸上競技、レクリエーション
など　対平成30年４月１日現在
13歳以上で身体障害者手帳を持
ち、医師に出場可能と認められ
た人　期５月20日（日）　所県立
鴨池補助競技場ほか　定なし　
料無料　申身体障害者手帳と
印鑑（認め印可）を持って、３
月２日までに障害福祉課☎216-
1272D216-1274か各支所の福祉
課・保健福祉課へ

イベント・講座
20面にも掲載

精神保健福祉交流センター（はーと・ぱーく）の講座
①支援者を囲む茶話会
内前野明子氏（精神保健福祉士、臨床心理士）を囲み
自分にあった働き方について考える茶話会

対市内に住む精神障害のある人
期２月25日（日）14時～16時　定７人　料100円（お茶代）
②はーと講座（パソコン教室）
内エクセル講座
対市内に住む精神障害のある人
　※ パソコンの文字入力ができること。精神障害者

保健福祉手帳などの証明となるものが必要
期３月３日～24日の毎週土曜日10時～12時（全４回）
定４人　料540円（テキスト代）

申①は直接か電話で２月18日までに、②は往復はがきに講座名、
住所、氏名、年齢、電話番号を書いて、２月18日までに〒890-
0063鴨池二丁目22-18はーと・ぱーく☎214-3352D206-8571へ

谷山水彩画クラブ高齢者福祉センター谷山
自主学習グループ


