
★市内にお住まいの方（平成 31 年１月１日現在）で、申告書が自宅に届かない場
合でも申告が必要な場合があります。ご自身の収入などを確認して、早めの申告
をお願いします。

（土・日曜日は除く。ただし２月 24日㈰、３月３日㈰は受け付けます）

２月18 日㈪ ～３月15 日 ㈮ は 申告期間 です

申告が必要な方

平成 31年度　市・県民税、国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料

申告が不要な方

★ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用する場
合は、申告をしないことが前提です。医療費控除を受
けるなどのために申告をする場合は、寄附先の団体に
特例申請書を提出していても、申告書に寄附金税額控
除の内容を記載してください。記載がないと、控除の
適用を受けられませんのでご注意ください。
★申告不要の上場株式の配当または譲渡所得があっ
た方は、確定申告をすると所得税、市・県民税が還付
されることがありますが、所得金額に算入されますの
で、保険料などが変更になる場合があります。

❶平成 30 年中に所得があり次のいずれかに該当
　する方
⃝給与所得者で給与以外に所得がある方
⃝公的年金などの収入が 400 万円以下で公的年金
　などの収入以外に所得がある方
※給与や公的年金以外の所得が 20 万円を超える
　場合は、所得税の確定申告が必要です
❷平成 30 年中に所得がなくても次のいずれかに
　該当する方
⃝国民健康保険に加入している方
⃝介護保険の認定を受けている方
⃝後期高齢者医療保険に加入している方
⃝お子さんを保育園・認定こども園などに預ける方
⃝児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当・
　特別障害者手当を受給している方、障がい者に
　関するサービスを利用している方、ひとり親家
　庭・重度心身障害者など医療費助成の認定を受
　けている方
⃝ 20歳前の障がいによって障害基礎年金を受給
　していて、毎年７月に現況届を提出する方
⃝課税（非課税）証明書・所得証明書などを必要と
　する方

⃝平成 30 年中に所得がなく、左記❷のすべてに該当
　しない方
⃝年末調整が済んでいる給与所得者
⃝税務署へ確定申告書を提出した方
⃝ 65 歳未満で年金収入が 101 万 5,000 円以下の  
　方（ほかに所得がない場合）
⃝ 65 歳以上で年金収入が 151 万 5,000 円以下の
　方（ほかに所得がない場合）

申告をしないと次のことが
受けられない場合があります

　市民税課…☎（２３７）５３９８／２月 18日㈪以降は申告会場直通…☎（２２４）４０５９
　国民健康保険課…☎（２３７）５３６８、介護保険課…☎（２３７）５４７８、収納課…☎（２３７）５４４０、
　高齢者福祉課…☎（２３７）５６１７、子ども保育課…☎（２９８）４４７３

問

⃝６月からの各種税証明書の交付
⃝国民健康保険料・後期高齢者医療制度における
　保険料の軽減、高額療養費の申請、限度額適用
　認定証の交付、特定疾病療養受療証の交付、70
　歳以上の国民健康保険加入者の自己負担割合の
　軽減、入院時食事負担額の減額
⃝介護保険各種減額証の交付、高額介護サービス
　費の負担上限額の判定など
⃝重度心身障害者医療費助成金受給者証の交付、
　特別障害者手当などの受給資格の認定、自立支
　援医療の自己負担上限額の判定
◦ひとり親家庭等医療費助成金受給者証の交付、
　児童手当・児童扶養手当の受給資格の認定
◦保育料の算定
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◦印鑑（朱肉を使用するもの）
◦マイナンバーカード（個人番号カード）、または個人番号の通知カードおよび身分証明書

～申告時の持ち物～

★医療費通知（健康保険組合発行の医療費のお知らせなど）の添付（コピー不可）
で、明細書の記入を一部省略できる場合があります
★平成 30 ～ 32 年度（平成 29 ～ 31 年分）の申告については、医療費の領収書
と保険金などで補

ほ て ん

填された金額の分かるものの添付による提出も可（医療費の
合計金額はあらかじめ計算しておいてください）

●本人確認書類の提示またはコピーの添付が必要です

❶番号確認書類 ❷身元確認書類
《次のいずれかの書類》

□通知カード
□マイナンバーが記載された住民票の写し
　や住民票記載事項証明書

《次のいずれかの書類》
□顔写真付きの身分証明書
□公的医療保険の被保険者証　など

※郵送で提出の場合は、マイナンバーカード（両面）のコピーまたは❶❷のコピーを同封し
てください。また、代理人が提出する場合は、❶のコピーのほか、代理人の身元確認およ
び代理権の確認（委任状など）が必要となります

申告書にはマイナンバー（個人番号）の記載が必要です !

★マイナンバーカードをお持ちの方➡マイナンバーカード

★マイナンバーカードをお持ちでない方➡下記の❶❷の両方が必要です

必ず必要なもの

該当者のみ必要なもの
◦収入と必要経費の明細（給与や年金の源泉
徴収票、報酬などの支払調書、営業・農業・
不動産の収支内訳書など）
◦生命保険料・地震保険料などの控除証明書
◦社会保険料（国民年金保険料）控除証明書、
国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医
療保険料の領収書（口座振替の方は保険料納
付額のお知らせ）
◦障害者控除を受ける方➡身体障害者手帳、療
育手帳、精神障害者保健福祉手帳、または障が
い福祉課で発行する障害者控除対象者認定書
◦寄附金控除を受ける方➡領収書

◦学生の方➡在学証明書または学生証
◦所得税の還付を受ける方➡本人名義の銀
行・郵便局などの口座の支店名および口座番
号などがわかるもの
◦国外に居住する親族の扶養控除を受ける方
➡親族関係書類および送金関係書類
◦医療費控除またはセルフメディケーション
税制の適用を受ける方➡医療費控除の明細書
※セルフメディケーション税制を適用する場
合は、控除の適用条件となる健康診査などの
取組を行ったことの証明書も必要

  広報こうふ　　　６

国民健康保険加入者の方へ　～高額療養費の申請はお済みですか？～
　高額療養費の申請には医療機関の領収書など（コピー不可）が必要です。医療費控除の申告のため領収書を提出す
る方は、申告前に高額療養費の申請をしてください（申請後に領収書は返却）。医療費控除の申告後に高額療養費の
申請をすると、再度申告が必要となる場合があります。
※詳しくは広報こうふ１月号 12 ページ、または国民健康保険課…☎（２３７）５３７１にお問い合わせください



※相談の受付終了は各相談時間の終了 30 分前ですが、混雑状況により早めに締め切ることがあります
※土地・建物および株式などの譲渡所得がある場合を除きます

【日程】
２月 18 日㈪～３月 15 日㈮
※土・日曜日は除く。ただし２月 24 日㈰、３月３日㈰は
開設します
【開設時間】

午前９時～午後５時（受付：午前８時 30 分～午後４時）
※会場が混雑している場合は、受付を早めに締め切るこ
とがありますので、ご了承ください
【会場】

甲府税務署５階会議室（丸の内１－１－ 18 甲府合同庁舎内）
※合同庁舎駐車場は混雑が予想されますので、公共交通
機関などの利用をお願いします
【申告と納税期限】
⃝所得税および復興特別所得税・贈与税　３月 15 日㈮
⃝個人事業者の消費税および地方消費税　４月１日㈪

★申告書は、国税庁ホームページで作成できます
　国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で、
ご自宅のパソコンなどから申告書を作成することができ
ます。画面の案内にしたがって金額などを入力すれば税
額などが自動計算され、所得税および復興特別所得税や
消費税および地方消費税の申告書などを作成できる便利
なシステムです。
　作成したデータは「e-Tax（国税電子申告・納税システム）」
を利用して送信することができるほか、印刷して書面で
提出できます。
★医療費控除は、平成 29 年分の確定申告から領収書の提
出に代わり”医療費控除の明細書”の添付が必要です

★平成 30 年分の所得税および復興特別所得税などの申告・相談を受け付けます★

相談内容 日程 会場

税理士会甲府支部が行う小規模納税者のための確定申告無
料相談（小規模納税者の方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、年金受給者並びに給与所得者の
方の所得税および復興特別所得税が対象）

１月30日㈬～２月１日㈮ 総合市民会館３階大会議室

２月４日㈪・５日㈫ 北公民館３階大ホール

２月18日㈪～22日㈮ 遊亀公民館講義室２（総合市民
会館２階）

税理士会甲府支部が行う年金受給者などのための確定申告
相談（年金受給者ならびに給与所得者の方の所得税および
復興特別所得税が対象）

２月７日㈭・８日㈮ 総合市民会館３階大会議室

★☆★無料相談会★☆★

甲府税務署からのお知らせ　～申告書は自分で作成してお早めに～
問甲府税務署…☎（２５４）６１０５（代表）※自動音声でご案内

詳しくは国税庁ホームページ
　　　　　（https://www.nta.go.jp）をご覧ください

【時間】午前 10時～正午、午後１～４時
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   申告会場
総合市民会館

【申告期間】２月 18 日㈪～３月 15 日㈮（土・日曜日は除く。
ただし２月 24 日㈰ 、３月３日㈰は受け付けます）

【受付時間】午前８時 30 分～午後５時 15 分 （火曜日は午
後４時まで）
※午前中は混雑が予想されるため、長時間お待ちいただく場合
があります

【申告会場】総合市民会館３階大会議室（青沼３－５－ 44）

★バスを利用する場合
甲府駅バスターミナル（南口）⑤番のりば➡「甲府市総合市民
会館」バス停下車

期間中は、市役所本庁舎で申
告できません（２月27日㈬
の出張申告日は除く）。

〒400-0857幸町15-6
（南庁舎１号館）

７　　　平成 31（２０１９）年／２月号

◆◇◆　出張申告会場　◆◇◆

日程 会場

２月

20 日㈬ 里垣悠遊館
21 日㈭ 上九一色出張所

22 日㈮
北部悠遊館　※正午まで
宮本連絡所　※正午まで

25 日㈪ 南西公民館
26 日㈫ 相川悠遊館
27 日㈬ 市役所本庁舎（６階大会議室）
28 日㈭

北公民館

３月

 １日㈮
 ４日㈪ 北東公民館
 ５日㈫ 大里悠遊館
 ６日㈬ 西公民館
 ７日㈭

中道公民館
 ８日㈮
11 日㈪ 南公民館
12 日㈫ 東公民館
13 日㈬ 羽黒悠遊館

【受付時間】午前９時 30分～午後４時


