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確定申告相談のお知らせ

　郵送で申告する場合

　申告用紙の配布場所

6Yatsushiro 2020.2

市県民税（住民税）の
申告相談受付を行います
問合せ　市民税課　☎ 33-4107問合せ　市民税課　☎ 33-4107
　　　　※申告期間中（2/27 ～ 3/16（土日除く））は　　　　※申告期間中（2/27 ～ 3/16（土日除く））は
　　　　　やつしろハーモニーホール申告会場特設　☎ 35-5566、35-5578　　　　　やつしろハーモニーホール申告会場特設　☎ 35-5566、35-5578

◆印鑑（スタンプ式不可）
◆「マイナンバーカード」または「通知カードなどの番号確認書類と運転免許証や健康保険証などの本人確認書類」
　※代理人による提出の場合は、「代理人の本人確認書類」も必要です。 

※上記の「申告不要」に該当する場合でも、所得証明書が必要な人、福祉関係のサービスを利用する人などは、　
　市県民税の申告が必要となることがあります。

※混雑の状況に応じて受付時間を変更する場合があります。
※申告相談の受付は、当日配布する受付番号札の順番に行います。
※混雑を避けるため、できるだけ指定日の来場に協力をお願いします。指定日に都合のつかない人は、他の指定日に来場す
ることも可能です。なお、2月27日㈭、3月15日㈰、16日㈪は混雑が予想されます。

　「令和２年度市県民税申告書」に住所、氏名、生年月日、電話番号などの必要事項を記入、押印し、「通知カードなどの番
号確認書類」と「運転免許証や健康保険証などの本人確認書類」のコピー、必要書類を同封のうえ、郵送してください。

　本庁仮設庁舎、各支所、各コミュニティセンターに置いてあります。また、市ホームページからダウンロードできます。

◆収入、所得を証明できる書類
　・給与 ： 給与所得の源泉徴収票、給与明細書
　・公的年金 ： 公的年金などの源泉徴収票
　・営業、農業、不動産 ： 収入と必要経費をまと
めた収支内訳書（売り上げ伝票、仕切書、帳
簿類、新たに購入した減価償却資産の領収書、
土地改良費、各種経費の領収書など）

　・配当所得 ： 金融機関発行の源泉徴収票、支払通
　　知書など
　・その他 ： 保険満期、個人年金、講師料、謝金
などの支払明細書など 

◆所得控除の対象となる書類
　・社会保険料 ： 健康保険、後期高齢者医療保険、国民年金、 介護
　　保険などの支払証明書、領収書
　・生命保険料 ： 生命保険会社などが発行する控除証明書
　・医療費 ： 領収書（明細書は事前に記入してください）、 おむつ証
明書など　※セルフメディケーション税制を選択する場合は、
領収書、明細書と一定の取り組みを行ったことが分かる書類

　・障害者控除を申告する人は、障害者手帳、障害者控除対象者認
定書など

　・その他控除に必要な書類（寄附金受領証明書など）
※書類の持参がない場合や資料の領収日・支払日によっては、控除
の適用が受けられないことがあります。 

　申告が必要な人

　申告に必要なもの

■■■■■■■■■■■■■■ 市県民税（住民税）申告相談受付日程・会場  市県民税（住民税）申告相談受付日程・会場 ■■■■■■■■■■■■■■ 令和２年度 ２月７日㈮

～

３月16日㈪

令和２年１月１日現在、八代
市に居住していましたか。

令和 2 年 1 月 1 日現在居住の市町村
に問い合わせください。

市県民税の申告は不要です。

市県民税の申告が必要です。

営業・農業・不動産などの所得がある
場合は、市県民税の申告が必要です。

市県民税の申告は不要です。
ただし、国民健康保険・後期高齢医療
保険に加入している場合は、申告が必
要です。

市県民税の申告は不要です。
ただし、配偶者控除・扶養控除・社会
保険料控除などを受ける場合は申告が
必要です。

市県民税の申告は不要です。
ただし、扶養控除・社会保険料控除な
どを受ける場合は申告が必要です。

税法上の扶養に入っ
ていますか。

給与所得者です
か。

給与の他に営業・農業・不動産な
どの所得はありますか。

給与以外の所得が20万円以下の場合
は、税務署での確定申告は不要ですが、
市県民税の申告は必要です。

所得は公的年金
のみですか。

勤務先から八代市に
「給与支払報告書」が
提出されていますか。

平成31年1月1日～令和元年12月
31日までに収入がありましたか。
※遺族年金・障害年金のみの人は、
「いいえ」を選択。

税務署で所得
税の確定申告
をしますか。

市県民税の申
告は不要です。

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ
いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

町内・行政区など 指定日 受付時間 会　場

日奈久

新開町、大坪町、新田町、山下町、竹之内町、浜町、
東町、中町

2月 7日㈮　
9:00 ～ 11:30 日奈久コミュニティセンター

１階会議室上西町、中西町、下西町、馬越町、栄町、平成町、
塩北町、塩南町 13:00～ 16:00

二　見 下大野町、野田崎町
2月 10日㈪　

9:00 ～ 11:30 二見コミュニティセンター
会議室・図書室洲口町、本町、赤松町 13:00～ 16:00

東　陽

河俣
2月 11日㈷　

9:00 ～ 11:30
東陽定住センター
大研修室

南 13:00～ 16:00
小浦

2月 12日㈬　
9:00 ～ 11:30

北 13:00～ 16:00

泉

板木、保口、椎原、朴の木、小原、久連子 2月 13日㈭　 13:00～ 16:00 振興センター五家荘上樅木、下樅木、西の岩、黒原、葉木 2月 14日㈮　 9:00 ～ 12:00
柿迫地区

2月 13日㈭　
9:00 ～ 11:30

泉支所
２階会議室

栗木地区 13:00～ 16:00
下岳地区（本屋敷～土生）

2月 14日㈮　
9:00 ～ 11:30

下岳地区（井櫃～矢山） 13:00～ 16:00

千　丁

上土、上外牟田、下外牟田、北村、太牟田塘
2月 17日㈪　

9:00 ～ 11:30
千丁支所
２階大会議室

西牟田上、西牟田下、二の丸、八代新地、川開 13:00～ 16:00
北吉王丸、南吉王丸、新牟田一、新牟田二

2月 18日㈫　
9:00 ～ 11:30

新牟田三、東牟田 13:00～ 16:00

鏡

駅前、下有佐、有佐、中島、下村
2月 19日㈬　

9:00 ～ 11:30
鏡文化センター
研修室

※今年度は鏡文化セン
ターです。

内田、宝出 13:00～ 16:00
鏡村、津口、芝口、野崎

2月 20日㈭　
9:00 ～ 11:30

上鏡、鏡町 13:00～ 16:00
外出、北出、大還、貝洲

2月 21日㈮　
9:00 ～ 11:30

硴原、塩浜、北新地 13:00～ 16:00

坂　本

西部、深水、中谷
2月 25日㈫　

9:00 ～ 11:30
坂本コミュニティセンター
1階大ホール

百済来下、百済来上 13:00～ 16:00
鎌瀬、中津道、市ノ俣、川嶽、鶴喰、田上

2月 26日㈬　
9:00 ～ 11:30

鮎帰、坂本、荒瀬、葉木 13:00～ 16:00
代陽、八代、龍峯 2月27日㈭、28日㈮ 9:00 ～ 11:30

13:00～ 16:00

※午前中は窓口が
大変混み合います。
午後の方が比較的
混み合いませんの
で、協力をお願い
します。

やつしろハーモニーホール
1階多目的ホール

松高、郡築、昭和 3月 2日㈪、 3日㈫
高田、金剛 3月 4日㈬、 5日㈭
植柳、麦島、宮地（宮地東を含む） 3月 6日㈮、 9日㈪
太田郷 3月10日㈫、11日㈬
八千把 3月12日㈭、13日㈮
全市内（上記の指定日に申告できなかった人） 3月15日㈰、16日㈪

　八代税務署では、令和元年分所得税及び復興
特別所得税、消費税及び地方消費税の申告会場
を開設します。
と　き　2月 17日㈪～ 3月 16日㈪
　　　　（土日・祝日を除く）
　　　　※午前 9時～午後 4時
ところ　八代税務署３階（花園町 16番地２）
問合せ　八代税務署　☎ 32-3141（代表）

※自動音声案内
　確定申告に関する相談は 0 番を選択
してください。確定申告電話相談セ
ンターにつながります。

※消費税及び地方消費税の申告は 3月31日㈫
まで。

　税の意義や役割について、関心を持ってもらうことを
目的に、中学生と高校生を対象に作文を募集しました。
応募作品の中から以下のとおり優秀作品を表彰します。
………………………………………………………………
中学生の部 ・南九州地区納税貯蓄組合連合会優秀賞
　　　　　　　土井　心 さん　（鏡中学校３年）
　　　　　　　鶴川　懐円さん（八代中学校３年）
　　　　　　・熊本県連会長賞
　　　　　　　江川　結夏さん（第三中学校３年）
　　　　　　・八代税務署長賞
　　　　　　　山下　小桃さん（第五中学校３年）
………………………………………………………………
高校生の部 ・八代税務署長賞
　　　　　　　川野　颯大さん（八代高校１年）
　　　　　　　山口　凌 さん　（八代高校１年）

令和元年度「税に関する作文」入賞者


