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市民税課　☎443－2032、2031、2033　
税務事務所税務課　　☎46５－313５市・県民税の申告受付

出張受付は
₂月 1 日㈫から行います。₂月16日㈬～₃月15日㈫受付期間

●所得税の確定申告のうち、給与・年金所得などの申告、医療費控除などの還付申告
●市・県民税申告
市で受け付けする申告

●所得税の確定申告…電子申告または郵送で提出してください。詳細は、₈ページをご覧ください。 　　　
　　　　　　　　　　【送付先】富山税務署（〒９3０－853０　丸の内一丁目 5 －13）

　 ※申告書には平日の日中につながる電話番号を必ず記入してください。
　 ※  申告書や手引きは、市ホームページ（「個人住民税」で検索）からダウンロードできます。受付期間中、市民税課、税務事務所

税務課（婦中行政サービスセンター内）、大沢野・大山・八尾の各行政サービスセンター総務課、中核型地区センター、市内
全ての地区センターにも設置しています（₁月下旬に配置予定です）。

●市・県民税申告…新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、できるだけ郵送で提出してください。　
　　　　　　　　 【送付先】市民税課（〒９3０－851０　新桜町 7 －38）

申告書の提出方法

市・県民税の申告が必要な方

※詳細は、市ホームページ（「令和₄年度からの市税の
変更」で検索）をご覧ください。

●住宅借入金等特別控除特例の延長
●特定配当等および特定株式等譲渡所得金額に係る

申告手続きの簡素化

市・県民税の主な変更点

① 給与や公的年金の源泉徴収票
※公的年金の「振込通知書」ではありません。

②
【給与・公的年金以外の収入がある方】
収支内訳書、支払証明書、領収書、配当金支払明細書、特定口座年間取
引報告書など、収入および必要経費がわかるもの

③

国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、国民年金保険
料、その他の社会保険料の支払額がわかるもの
※国民年金保険料の控除を受けるときは、日本年金機構が発行する
「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」が必要です。

④ 生命保険料・地震保険料の控除証明書（保険会社等が発行するもの）

⑤

【医療費控除を受ける方】
医療費控除の明細書（医療費通知（原本）を添付すれば、明細書の記入
を一部省略できます）
※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方

は、「セルフメディケーション税制の明細書」が必要です。

⑥ 【障害者控除を受ける方】
障害者手帳や療育手帳など、障害の程度がわかるもの

⑦ 【寄附金税額控除を受ける方】
寄附した団体などから交付された寄附金の受領証や証明書など

⑧

マイナンバーカード
（または、通知カード（住所などが住民票に記載されている事項と一致
している場合に限る）および運転免許証や保険証などの本人確認書類）
※申告書を郵送する場合は、写し（マイナンバーカードの場合は表裏

両面の写し）を添付してください。

⑨ 【昨年分（令和₂年分）の確定申告書を提出された方】
昨年分（令和₂年分）の確定申告書控え

⑩ 【所得税の還付を受ける方】
申告者本人の振込口座がわかるもの

⑪

【確定申告で使用する利用者識別番号を持っている方】
利用者識別番号またはID・パスワードの通知
※昨年までの申告時に受け取られた通知（A₄サイズ）または税務署

から送付された通知（はがきか封書）。
※手続きの円滑化のため、忘れずにお持ちください。

　源泉徴収票や証明書などは、令和₃年中のものを用意してください。

申告に必要なもの
　令和₄年₁月₁日現在、市内に住んでいる方で、令和
₃年中に所得（営業、農業、不動産、給与、配当など）の
あった方
●次のいずれかに該当する方は、市・県民税の申告義務 
　はありません。
　⑴所得税の確定申告をされる方
   ⑵公的年金収入のみの方
　⑶給与所得のみの方で、勤務先から富山市に給与

支払報告書の提出がある方（提出の有無は勤務
先に確認してください）

※給与や年金の源泉徴収票に記載されていない社会
保険料控除や、生命保険料控除、医療費控除等を受
けようとする方は、申告が必要です。

●次の方は、所得税の確定申告をする必要はありませんが、 
　市・県民税の申告をする必要があります。
　⑴給与所得者で、2０万円以下の給与以外の所得が

ある方
　⑵公的年金等の収入金額の合計額が4００万円以下

の年金所得者で、2０万円以下の公的年金等以外
の所得がある方

ふるさと納税ワンストップ特例の申請をされた方へ
所得税の確定申告や市・県民税申告をする場合、
ふるさと納税の全ての金額を寄附金控除額の
金額に含めて申告する必要があります。
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　申告会場は例年、大変混雑します。来場する際は、次のとおり新型コロナウイルス感染症対策へのご協力をお願いします。
・  混雑緩和のため、入場制限や終了時間の繰り上げを行う場合があります。
・  体調が悪い方は、来場を控えてください。
・  来場の際は、マスクを着用し手指を消毒してください。
・  定期的に換気を行うため、会場が寒い場合があります。防寒対策の上、来場してください。
・  来場者把握のため、氏名・連絡先を記載していただきます。

！ 新型コロナウイルス感染症対策について

　郵送などによる申告が困難な方を対象に、会場で
の申告受付を行います。
　お住まいの地域にかかわらず、都合の良い会場を利
用してください。
　駐車場は混み合いますので、できるだけ公共交通機
関を利用してください。

申告受付の会場と日程

・  土地や建物、株式などの譲渡所得の確定申告
・  事業所得（営業等・農業）、不動産所得の確定申告書
・  青色申告
・  令和₂年分以前の確定申告

・  住宅借入金等特別控除の確定申告
・  雑損控除の確定申告
・  亡くなられた方の確定申告（準確定申告）
▶詳細は、₈ページをご覧ください。

次の内容の申告相談は、富山税務署（申告会場：富山県中小企業研修センター）へ

◆出張受付会場 受付時間／ 9：3０～15：００
受付日 会場

₂月₁日㈫ 四方地区センター（四方）

₂月₂日㈬ 新庄地区センター（新庄町一丁目）

₂月₃日㈭ 豊田地区センター（豊田本町一丁目）

₂月₄日㈮ 呉羽会館（呉羽町）

₂月 7 日㈪ 蜷川地区センター（赤田）

₂月 8 日㈫
　　 9 日㈬

山室地区センター（中市二丁目）

₂月10日㈭
新庄北地区センター（新庄本町二丁目）

岩瀬地区センター（岩瀬御蔵町）

₂月14日㈪ 水橋中部地区センター（水橋舘町）

₂月15日㈫ エコタウン交流推進センター（岩瀬天池町）

◆市役所 受付時間／ 9：００～16：3０
受付日 会場

₂月16日㈬～ 3 月15日㈫
※㈯㈰㈷を除く。

市役所₈階801会議室

次の会場は事前予約が必要です。希望日の前日
までに専用ダイヤルに電話予約をお願いします。

※予約専用ダイヤル以外の電話や税務事務所窓口での
　受け付けは行いません。
※予約開始直後は大変混み合います。電話がつながりにくい
　場合は、時間を空けてからかけ直してください。

◆税務事務所 受付時間／ 9：００～16：3０
受付日・会場 予約期間

₂月16日㈬～₃月15日㈫　　　要予約  
※㈯㈰㈷を除く。
婦中行政サービスセンター（婦中町速星）
₂階第₃会議室

₂月 4 日㈮から
3 月14日㈪まで

受付日・会場 予約期間

₂月₁日㈫～15日㈫　　　　　要予約
※㈯㈰㈷を除く。
大沢野行政サービスセンター（高内）
₄階大会議室

₁月26日㈬から
₂月14日㈪まで

₂月17日㈭～28日㈪　　　　　要予約
※㈯㈰㈷を除く。
八尾コミュニティセンター（八尾町井田）
催事場

₂月 8 日㈫から
₂月25日㈮まで

3 月 2 日㈬～ 9 日㈬　　　　　要予約
※㈯㈰を除く。
大山地域市民センター（上滝）
₄階ホール

₂月21日㈪から
₃月₈日㈫まで

◆出張受付会場 受付時間／ 9：3０～15：００

予約専用ダイヤル　☎４６５－210６
受付時間／ 9：00～16：30　※㈯㈰㈷を除く。
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確定申告書等
作成コーナー

 

確定申告書は自宅などの

パソコンまたはスマホから送信！

　
動画で見る確定申告

問い合わせ 富山税務署　☎４32－４191（自動音声案内）

令和₃年分の確定申告のお知らせ

◆詳細は、国税庁ホームページ（https://www.nta.go.jp/）をご覧になるか、問い合わせてください。

画面は変更する
場合があります。

確定申告会場

※スマホをお持ちの方は、自分のスマホを使って申告してもらいます。

LINE公式
アカウント

受付時間 ₉：00～16：00

入場条件 「入場整理券」が必要です。
※「入場整理券」は、申告会場で当日配布します。
　またLINEアプリでも事前発行しています。
※「入場整理券」の配布枚数には限りがあります。
※来場の際は、マスクを着用し手指を消毒してください。

開設期間 ₂月16日㈬～₃月31日㈭
※㈯㈰㈷は開設しませんが、₂月20日㈰、27日㈰は開設します。
※所得税及び復興特別所得税、贈与税の申告期限は、₃月1５日㈫です。

申告会場 富山県中小企業研修センター（赤江町）

※昨年と会場が異なります。
※会場の駐車場は利用できませんので、公共交通機関か有料の駐車場を利用してください。

富山駅から徒歩10分、市内電車「龍谷富山高校前（永楽町）」から徒歩₁分

確定申告書の作成方法は動画でチェック！
※確定申告書等作成コーナーを利用した
　入力方法などの動画を案内しています。
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農業サポーターが活躍しています
　令和 2年度は、延べ約2,900人の
農業サポーターが活躍しました。

問い合わせ 営農サポートセンター（〒939－8132　月岡町三丁目101）   ☎４29－４５0４　ＦＡＸ４29－2４４9
https://esc-toyama.net/　Ｅ einousapotosenta@city.toyama.lg.jp

講座の概要 曜日・時間 受講期間 年間回数 募集人数 資料代等
（年額）

野菜講座 種まきから収穫までの農作業の習得
㈮₉：30～11：30
㈮13：30～15：30
（いずれか選択）

₂年間 15回 各20人 5,200円

果樹講座 梨やリンゴなどの農作業の習得 ㈫₉：30～11：30 ₂年間 15回 20人 4,700円

花き講座 種まきから収穫、調整までの農作業の習得 ㈬₉：30～11：30 ₁年間 15回 20人 6,800円

水稲講座 栽培から品質検査に関する座学 ㈪₉：30～11：30 ₁年間 ₇回 20人 2,100円

・営農サポートセンター（月岡町三丁目）
・梨園（吉作）
・リンゴ園（池多）　など

研修
場所

対象

軽作業ができ、市内農業者の手伝いをする
「農業サポーター」として将来的に活動できる方

★農業サポーターとは、農繁期に市内農業者の元に
　出向き、有償で農作業の手伝いをする方です。

申込
方法

　₂月21日㈪（必着）までに、受講申込書を、郵送、FAX、Eメールで、営農サポートセンターへ。書類選考で
受講者を決定します。

※受講申込書および募集の概要は、次の場所にあります。営農サポートセンターホームページからもダウン
ロードできます。

・営農サポートセンター　　・農林事務所（大沢野行政サービスセンター内）　・各地区センター
・農政企画課（市役所₄階）　・各行政サービスセンター市民生活課　　　　　・各中核型地区センター

野菜の種まき・苗づくりから栽培管理、収穫までを実習し、栽培技術を学びます。
トマトやナス、キャベツ、ブロッコリーなど、10品目以上の野菜を扱います。講座の紹介（野菜講座）

コマツナの種まきナスの接ぎ木 トマトの収穫

　「とやま楽農学園」では、農業サポーターを養成する農業講座
を行っています。農業の知識と経験を積み、農業者の力になって
みませんか。

令和 ４ 年度受講者募集

とやま楽農学園 
農業サポーター養成コース 


