（日）

保険年金グループ☎０７９（４３５）２５８１

加古川年金事務所☎０７９（４２７）４７４０

前納申込み
公的年金等の源泉徴収票と確定申告
▼問合せ
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申告書作成会場と申告受付
ニッケパークタウンでの
申告書作成と申告受付
平成 年分
公的年金等の源泉徴収票

※詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

播磨町での
申告書作成と申告受付
国民年金保険料の前納申込み
（２月末まで）
公的年金（注１）を受給している人
に支払われた年金の金額や源泉徴収さ
れた所得税額などをお知らせする公的
年金等の源泉徴収票が、日本年金機構
から送られます。
確定申告する際の添付書類として必
要となるため、大切に保管してくださ
い。
送付時期は平成 年１月中旬です。
（注１）厚生年金保険、国民年金等の
老齢または退職を支給事由とする年
金

別控除の適用はできないこととされています。

▼場所 ニッケパークタウン本館１階
センタープラザ
▼期間 ２月 日 〜３月 日
（土・日曜日を除く）
２月 日 、３月３日 は開設しま
※
す。
▼受付時間 午前９時〜午後４時
会場では納税はできません。金融機
※
関などをご利用ください。
混雑状況によっては、早めに相談の
※
受け付けを終了させていただく場合も
あります。
▼問合せ 加古川税務署
☎０７９（４２１）２９５１

年金受給者で
確定申告が必要となる人

1,000万円を超える居住者については、配偶者特

ベルデモール

・２つ以上の年金の支払者に対して扶
養親族等申告書を提出している人
・年金以外に給与所得がある人
確定申告の詳しい内容については、
２〜５ページをご参照ください。

振替納税をご利用ください
国税の便利で安全な振替納税の利用
手続きは、所轄の税務署に「預貯金口
座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を
納期限までに提出してくだ さい。詳し
くは、税務署（管理運営担当）にお問
い合わせください。

なお、改正前の制度と同様に、合計所得金額が

加古川

国民年金保険料は前納すると割引が
適用されます。申込み締め切りは平成
年２月末までです。
なお、平成 年度の国民年金保険料
額、前納の割引額は、平成 年２月下
旬に告示される予定です。
▽前納の種類
・６カ月前納
・１年前納
・２年前納
▽前納の方法
・口座振替
・クレジットカード
・現金（納付書）納付
▼必要書類
①年金手帳または納付書など基礎年金
番号のわかるもの
②印鑑（朱肉を使うもの）
口座振替を希望する場合は、口座番
※
号のわかるものとお届け印。
クレジットカード納付を希望する場
※
合は、クレジットカード。
▼申込み・問合せ 保険年金グループ、
加古川年金事務所（口座振替希望の人
は、振替先の金融機関窓口でも可能）
２年前納の現金（納付書）納付の申
※
し込みは、加古川年金事務所にお問い
合わせください。
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段階的に減少することになりました。

（金）

加古川市加古川町寺家町１７３-１
駐車場は最大４時間まで無料です。
ただし、４時間超過分は有料となります。
30

ポート」端末でバーコード（納付
書）を出力し、レジで納付できるよ
うになりました。
注(２ 平)成 年１月からインターネッ
トを利用したクレジットカード納付
が開始されました。（税務署や金融
機関の窓口では、クレジットカード
納付はご利用できません）

合計所得金額及び居住者の合計所得金額に応じて

15

▼場所 役場第２庁舎 ３階
第２会議室
▼期間 ２月 日 〜３月 日
（土・日曜日を除く）
▼受付時間
午前９時〜 時、午後１時〜４時
混雑状況によっては、受付時間内で
※
あっても、当日の受け付けができない
場合や、午前中の受け付けであっても、
午後からの申告相談になる場合があり
ますので、あらかじめご了承ください。
▼申告受付内容 町県民税、国民健康
保険税、一部の所得 税申告の作成と申
告の受け付け
次の申告については、ニッケパーク
※
タウンの申告書作成会場をご 利用くだ
さい。
・譲渡所得 （不動産の売買及び 株式等
の売買による所得）
・事業所得（１年目）
・住宅借入金等特別控除（１年目）
・住宅耐震改修特別控除
・青色申告
・準確定申告
・損失申告
▼申告に際しての注意事項
事業などで収支計算が必要な場合は、
必ず 収支内訳書を完成させてくだ さい
（役場では、収支内容についての指導
は行っていません）

31

振替納税をご利用中の人へ

超76万円未満）とし、その控除額は、配偶者の

加古川税務署からのお知らせ

３月15日（金）

30

金額を38万円超123万円以下（改正前：38万円

▼問合せ 加古川税務署☎０７９（４２１）２９５１

贈与税

振替日の前に預貯金残高をご 確認く
ださい。
残
※高 不 足 な ど で 振 替 納 税 が で き な か
った場合には、納期限の翌日から納付
日までの日数に応じて、延滞税の納付
が必要となる場合があります。

配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得

国道2号線（東行き）

24

●国税の納付は安心・便利な
振替納税をご利用ください

はできないことになりました。

（月）

木村郵便局
文

加古川税務署
加古川小学校

（日）

じけまち商店街

18

大川町交差点

午前10時までの入口

小門口交差点
P

振替納税を利用していない人へ

円を超える居住者については、配偶者控除の適用

（金）

※贈与税には振替納税制度がありません。

●税金の還付を受ける人へ

４月１日（月）

31

応じて段階的に減少し、合計所得金額が1,000万

ニッケパークタウン

ヤマトヤシキ

P

至 明石

JR 加古川駅
至 姫路

申告書の提出後に、別途、税務署か
ら納付書や納税通知書などのお知らせ
はありませんので、金融機関、Ｑ Ｒコ
ードを利用した納付（注１）、クレジ
ットカード納付（注２）などで納期限
までに納付してください。
（注１）平成 年１月から納付額が
万円以下の場合は、パソコンやスマ
ホから納付に必要な情報（氏名や税
額など）を「Ｑ Ｒコード」として作
成・出力のうえ、コンビニエンスス
トア（ローソン、ナチュラルローソ
ン、ミニストップ、ファミリーマー
ト ） に 持 参 し 、 「 Loppi
」 「 Fami

配偶者控除について、居住者の合計所得金額に

15

消費税及び地方消費税
（個人事業者）

4
広報はりま 31.2
広報はりま 31.2

5

配偶者特別控除
２

配偶者控除
１

４月24日（水）

３月15日（金） ４月22日（月）

29

（月）

所得税及び
復興特別所得税

年 金
配偶者控除及び配偶者特別控除の
見直し

18

●確定申告

納期限

31

平成30年分の所得税から適用される主な改正事項

11

口座振替日

税務署では、作成済みの申告書の受
け付け、納税、納税証明書の発行及び
用紙の交付のみを行っています。
申告書の作成は、自宅などのパソコ
ンで作成するか、ニッケパークタウン
申告書作成会場をご利用ください。

国税の納期限と口座振替日（平成30年分）

確定申告期間中は、大量の申告書が
提出される時期ですので、還付金の支
払い手続きにはおおむね１カ月から１
カ月半程度の期間を要することをご理
解ください。
ｅ
※ Ｔ-ａ ｘ （ 電 子 申 告 ） で 申 告 し た
還付申告は３週間程度で処理していま
す。

●納税は期限内に！

