広報
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24
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場所

区役所10階
東京上野 2月3日㈪・4日㈫ 1002会議室
税務署管
金杉区民館
内の方
2月6日㈭・7日㈮
1階第2集会室

11
30

30

2月4日㈫・5日㈬

浅草税務 （年金受給者など）
台東区民会館
署管内の 2月6日㈭・7日㈮
8階第2会議室
方
（小規模納税 者
など）

本人確認書類
①マイナンバーカードをお持ちの方
マイナンバーカード（個人番号カード）
②マイナンバーカードをお持ちでない方
身元確認書類
番号確認書類

・通知カード
・住民票の写しまたは住
民票記載事項証明書
（マイナンバーの記載
があるものに限る）
などのうちいずれか1つ

31

おめでとうございます

11

金婚・ ダイヤモンド婚

・

50

婦で︑令和元年 月までに申請
した方を掲載しています︵申請
順・敬称略︶
︒
掲載を希望する方は︑左記へ
お問合せください︒
▽申込み ・ 問合せ 高齢福祉
課︵区役所２階⑤番 )
℡︵５２４６︶１２２１

11

●金婚
石井孝信・鎭子︵谷中１︶
西田哲男・栄美子︵東上野４︶
中川豊・節子︵今戸２︶
●ダイヤモンド婚
上木淳也・千惠子︵東上野５︶
金婚は結婚 周年︵ダイヤモ
ンド婚は 周年︶を迎えたご夫

30

10 15

健康

時 分〜６時 分
▽場所 清島温水プール

▽対象 区内在住の小中学生
人︵抽選︶
▽定員
▽申込方法 左記問合せ先で配布
する参加希望調査票に記入し郵
送か持参
▽申込締切日 ２月 日㈮
▽問合せ 台東保健所保健予防課
℡︵３８４７︶９４９２
30

30

子育て・教育

医師・看護師が付き添い︑水泳
指導員が泳力別に指導します︒初
めての方も︑安心して参加できま

25

30

喘息児水泳教室

﹁子供や家族のことでイライラ
してしまう﹂
﹁自分と︑子育てに
自信がもてない﹂
﹁出産後︑気分

す︒
▽日時︵全 回・予定︶ ５ ６月
︵前期︶
︑ ・ 月︵後期︶の水
曜日︵５月６日を除く︶午後４

19

11

子育て心理相談︵予約制︶

が落ち込みがち﹂などの相談に︑
専門カウンセラーが応じます︒
▽日時・場所 ①２月 日㈬・浅
草保健相談センター ② 日
㈫・台東保健所
▽時間 午前９時 分〜 時 分
︵１人 分程度︶
▽対象 区内在住で︑就学前まで
の子供を育てている方
▽申込み・問合せ
①浅草保健相談センター
℡︵３８４４︶８１７２
②台東保健所保健サービス課
℡︵３８４７︶９４９７
30

60

＋

・運転免許証
・公的医療保険の被保険
者証
・パスポート
・身体障害者手帳
・在留カード
などのうちいずれか1つ

添付が必要です︒

い︒引き落としの確認は︑預貯金
通帳の記帳でお願いします︒
▽問合せ 税務課税務係

℡︵５２４６︶１１１４

問合せ

できます︒
※国税庁ホームページの﹁確定申

日程

30

30

●確定申告書作成会場の開設︑申
告書等の郵送先について

が必要です︒税務署では申告書を
提出する際に︑本人確認を行いま

すので︑申告する本人の本人確認

書類︵下図︶の提示または写しの

台東区の確定申告書作成会場は︑ 告書等作成コーナー﹂では︑所
得税の確定申告書をスマートフ
左記の期間中︑上野合同庁舎２階
ォンでも作成できます︒
に開設します︒
▽期間 ２月 日㈪〜３月 日㈪ ▽問合せ ｅ︲Ｔａｘ・作成コーナ
ーヘルプデスク
︵土・日曜日・祝日等を除く︶
℡ ０５７０︵０１︶５９０１
※２月 日㉁︑３月１日㈰は東京
●税理士による無料申告相談では
国税局で相談・受付
▽受付時間 午前８時 分〜午後 申告書を作成できます
４時︵提出は５時まで︶
▽相談時間 午前９時 分〜午後
５時
※会場が混雑している場合は︑早
めに受付を終了する場合があり
ます︒なるべく早めにお越しく
※郵送で提出する場合は︑本人確
ださい︒
認書類の写しを添付してくだ
▽場所 上野合同庁舎２階︵東京
︶
さい︵マイナンバーカードは両
上野税務署 池之端１ ２
※浅草税務署内には会場はありま
面︶
︒
せん︒
※自宅等からｅ︲Ｔａｘで送信する
▽時間 午前９時 分〜正午︵受
▽申告書等の送付先
場合は︑本人確認書類の提示ま
８６５５ 池之端１ ２
︑午後１時
付は 時 分まで︶
〒
たは写しの提出は不要です︒
上野合同庁 舎﹁ 税 務 署
〜４時︵受付は３時 分まで︶
東京上野税務署
事務処理センター﹂宛
▽対象 年金受給者︑給与所得者︑
℡︵３８２１︶９００１
浅草税務署
●確定申告書の作成は︑国税庁ホ
小規模納税者など︵土地・建物
℡︵３８６２︶７１１１㈹
ームページを利用すると便利です
・株式などの譲渡所得がある方
国税庁ホームページの﹁確定申
や税理士に依頼されている方を
●住民税︵特別区民税・都民税︶
告書等作成コーナー﹂では画面の
除く︶
第４期分の納期限は１月 日㈮で
案内に従って金額等を入力すれば ※混雑している場合には︑受付を
す
税額などが自動計算され︑所得税
早めに締め切る場合があります︒
お近くの金融機関・コンビニエ
及び復興特別所得税︑贈与税︑個
いずれも車での来場不可︒申告
ンスストア︵バーコードが印字さ
人消費税等の申告書や青色申告決
書の提出のみの方は︑税務署に
れている物に限る︶
︑区役所︑区
算書などを作成できます︒
直接持参するか︑郵送で提出し
民事務所・同分室で忘れずに納め
※申告期間中は︑ 時間︵メンテ
てください︒
︵上記送付先参照︶
てください︒また︑納付の際は
ナンス時間は除く︶利用可
●マイナンバーの記載や本人確認
﹁ 領 収証書﹂
︵コンビニエンスス
書類の写しの添付等は︑申告書等
トアはレシートも発行されます︶
の提出の都度必要です
を受け取り︑大切に保管してくだ
所得税及び復興特別所得税・個
さい︒口座振替︵自動払込︶を利
人消費税等・贈与税の申告書には︑
用する方は︑残高にご注意くださ
マイナンバー︵個人番号︶の記載

・ｅ︲Ｔａｘで手続完結
ＩＤ・パスワード方式を利用し
て︑ｅ︲Ｔａｘで送信すれば申告が
完了します︒
※ＩＤ・パスワード方式とは︑税
務署でＩＤとパスワードを受け
取るだけでｅ︲Ｔａｘを利用で
きる方式です︒従来の方式のｅ
︲
Ｔａｘについても︑引続き利用

−
22
−
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第 1245 号 （4）

税の申告に関するお知らせ

令和2（2020）年 1月20日

子ども家庭支援センター
会計年度任用職員募集
業務内容 0〜18歳未満の子供と家庭に関

する相談・対応（ケースワーク業務）
対象 児童相談業務に関する知識・実務
経験を有する方（大卒以上）
任用期間 4月1日〜令和3年3月31日
勤務形態 月17日・午前9時〜午後5時
給与（月額）252,900円※交通費別途支給
（上限あり）
、社会保険あり 選考方法 書
類選考後、面接 申込締切日時 2月21日㈮
午後5時（必着） 申込方法 履歴書（顔写
真貼付）
、作文（自筆 題名「子ども家庭
支援センターの子育て相談で相談員とし
てできること」400字詰め原稿用紙3枚
以内）
、宛名を書いた返信用封筒（84円
切手貼付）を下記問合せ先へ郵送か持
参※詳しくは、子ども家庭支援センター
HPをご覧になるか、下記へお問合せく
ださい 問合せ 〒110−0021 台東区日
本堤2−25−8 台東区日本堤子ども家
庭支援センター TEL （5824）2535

松が谷福祉会館会計年度任用職員募集
①障害者相談（成人対象）
職務内容 心身障害者（児）に対する相談・計画作成、
児童通所支援の申請受付 対象 社会福祉士・介護
福祉士・介護支援専門員・国または東京都の相談
支援従事者研修修了者またはそれと同等と認めら
れた方 勤務形態 月16日・午前9時〜午後5時15分
※遅番あり 募集人数 1人 給与（月額）227,223円
②看護師（成人対象）
職務内容 心身障害者の健康管理・介助・喀痰吸引・
経管栄養等の医療的ケア 対象 看護師・准看護師
の資格をお持ちの方（実務経験があることが望ま
しい） 勤務形態 月20日・午前9時40分〜午後3時
40分 募集人数 1人 給与（月額）261,128円
③障害者生活介護（成人対象）
職務内容 心身障害者の日中活動支援・日常生活介助
（重度心身障害者の移乗介助を含む）
対象 大学・短期大学または専門学校で教育・心理
または福祉を専攻し卒業した方・社会福祉士・介
護福祉士・介護支援専門員・看護師・准看護師・
保育士・介護職員初任者研修修了者・ホームヘル
パー2級以上・社会福祉主事の任用資格をお持ち

募集人数 各1人 給与 Ⓐ（日額）時給4,000円×実働
の方 勤務形態 月20日・午前9時40分〜午後3時40
分※早番、遅番あり 募集人数 同性介助のため男性 5時間 Ⓑ（月額）269,238円
1人 給与（月額）225,540円
⑦作業療法士（重度心身障害者対象）
対象 作業療法士の資格をお持ちの方（実務経験が
④臨床（発達）心理士（幼児対象）
（※）
職務内容 心身の発達に遅れや心配のある子供への心
あること） 勤務形態 年42回・午前10時〜午後4時
募集人数 1人
給与（日額）時給4,000円×実働5時間
理相談・発達評価・指導（集団・個別） 対象 臨床
（発達）心理士の資格をお持ちの方（実務経験があ ⑧作業療法士（脳卒中等中途障害者対象）
対象 作業療法士の資格をお持ちの方（実務経験が
ること） 勤務形態 月16日・午前8時30分〜午後4
時45分 募集人数 2人 給与（月額）269,238円
あること） 勤務形態 年96回（火・木曜日）午前9
⑤言語聴覚士（幼児対象）
（※）
時30分〜午後3時30分 募集人数 1人
職務内容 心身の発達に遅れや心配のある子供への言
給与（日額）時給4,000円×実働5時間
語機能訓練・相談・指導（集団・個別） 対象 言語
◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆
聴覚士の資格をお持ちの方（実務経験があること） 雇用期間 4月1日〜令和3年3月31日（勤務実績等に応じて
再度の任用あり）※別途交通費支給、⑦を除く
勤務形態 月16日・午前8時30分〜午後4時45分
募集人数 1人
給与（月額）269,238円
申込方法 封書に希望職種を朱書きし、履歴書（写真貼
⑥作業療法士（幼児対象）
（※）
付）
、返信用封筒（長形3号・94円切手貼付）
、志望動
職務内容 心身の発達に遅れや心配のある子供への作
機（※）の職種のみ、資格証明書の写しを下記問合
業機能訓練・相談・指導 対象 作業療法士の資格 せ先へ郵送か持参※書類選考合格者のみ面接選考実
をお持ちの方（乳幼児の実務経験があること）
施。詳しくは、館HPをご覧になるか下記へお問合せ
勤務形態 Ⓐ年96回・午前9時15分〜午後3時15分
ください。 勤務地・問合せ 〒111−0036 台東区松
Ⓑ月16日・午前8時30分〜午後4時45分
が谷1−4−12 松が谷福祉会館 TEL （3842）2671

【環境ふれあい館ひまわり環境学習室事務補助登録者募集】事務補助候補者として登録していただき、必要に応じて仕事をお願いします（必ず採用を約束するもので
はありません）
。詳しくは、区HPをご覧になるか右記へお問合せください。
〈環境ふれあい館ひまわり TEL 3866−8098〉

