
詳しくは、各区課税課へ。

税税のの申告申告をお忘れなく

平成31年1月1日時点でお住まいの区に申告してください。
※確定申告をする方は原則不要です。

所得税・復興特別所得税

2月18日㈪～3月15日㈮

消費税・地方消費税

4月1日㈪まで

贈与税

2月1日㈮～3月15日㈮

■ 申告期間

■ 提出先 ･問合せ

居住区 西・北・大宮・見沼 中央・桜・浦和・南・緑 岩槻

提出先
問合せ

大宮税務署
〒330-0801 大宮区土手町3-184

Ｔ641・4945

浦和税務署
〒330-9590 中央区新都心1-1
さいたま新都心合同庁舎1号館

Ｔ600・5400

春日部税務署
〒344-8686 春日部市大沼2-12-1

Ｔ733・2111

※会場の混雑状況により、長時間お待ちいただく場合や、受付を早めに締め切る場合があります。

■ 会場など

居住区 西・北・大宮・見沼・中央・桜・浦和・南・緑　 岩槻

会　場
さいたまスーパーアリーナ 1階展示ホール

（さいたま新都心駅西口）
※開設期間中は、税務署での申告相談は行っていません。

春日部税務署

開設期間 2/18㈪～3/15㈮　※土・日曜日を除きます。なお、2/24㈰、3/3㈰は開設します。
受付時間 9:00～16:00 8:30～16:00

市民税・県民税申告書、印鑑、マイナンバーカード（又は通知カードと身分証明書）、収入金額
や必要経費がわかる書類、各種控除を受けるために必要な書類など

■ 申告に必要なもの

■ 会場など

会　場
各区役所

※浦和区役所会場は、あけぼのビル全電通埼玉会館3階（浦和区
岸町）です。

出張会場

開設期間 2/18㈪～3/15㈮
※土・日曜日を除きます。なお、2/24㈰、3/3㈰は開設します。 市報各区版2月号などでご覧になれます

※出張会場の開設日は、区役所会場を開設しません。
受付時間 9:00～16:00

確定申告書などは国税庁のホームページ（Ｈhttps://www.nta.go.jp/）の「確定申告書等作成コーナー」で作成する
ことができます。また、作成した申告書などはe

イータックス

-Tax（電子申告）や郵送で提出することができます。

「確定申告書等作成コーナー」をご利用ください自宅で
申告！

確  定  申  告

市民税・県民税申告

※市民税・県民税の所得･控除などの特例は、原則３月15日㈮までに申告しなければ受けられません。

各区役所の代表電話番号・ファクス番号（総務課）は10ページに記載しています。 クローズアップクローズアップ
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市の情報をチェックできます
スマホやテレビでも

テレビ

まちかど雛
ひ な

めぐり

 内　容  商店などでの人形展示、つるし雛の特別展示、
 人形等にちなんだ期間限定の食べ物の販売など
 問合せ  まちかど雛めぐり実行委員会　Ｔ070・1535・8177
 岩槻区コミュニティ課　Ｔ790・0122、Ｆ790・0261

2月23日㈯～3月10日㈰
岩槻駅東口周辺商店街

流しびな

 内　容  子どもたちの無病息災を「さん俵」に託して流す
※さん俵は、当日、会場で販売します。また、琴の演奏、
鼓笛隊のパレード、人形仮装なども行います。

 問合せ  流しびな実行委員会　Ｔ757・8881
 岩槻区観光経済室　Ｔ790・0118、Ｆ790・0260

3月3日㈰　10時～14時（雨天決行）
岩槻城址公園（岩槻区太田）

 問合せ  商業振興課　Ｔ829・1364、Ｆ829・1966

▲愛宕神社の大雛段飾り（土・日曜日のみ）

▲願いをこめてさん俵を流します

岩槻周辺は昔から桐の産地で、箪
たん

笥
す

や下駄などの桐細工が作られて
いました。人形の材料となる桐の粉が手に入りやすいことなどから、
江戸時代の初めに日光東照宮の造営・修築にあたった工匠たちの一部
が、日光御

お

成
なり

道
みち

の宿場町だった岩槻に移り住み、人形づくりが盛ん
になったといわれています。

人形づくりのルーツは日光東照宮と関わりが!?

問合せせ問合せ 商商業商業振振興振興振興課課課課課

岩槻でつくられる「江戸木目込人形」・「岩槻人形」は経済産業大臣から
伝統的工芸品として指定され、「岩槻の人形」として市の伝統産業に
も指定しています。岩槻区内には今も多数の人形店があり、生産量・
生産額とも全国有数の人形のまちとなっています。

日本を代表する人形の産地

人形文化に触れられるイベントを開催します

さいたま市   Ｈhttps://www.city.saitama.jp/
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シニアユニバーシティ

入学生募集中！
（高齢者大学）

詳しくは、広報課（Ｔ829･1039、Ｆ829･1018）へ。

市の情報市の情報をチェックできますをチェックできます
スマホやテレビでもスマホやテレビでも

Twitter
▶@SaitamaCityPR

テレビテレビ（テレビ埼玉）
テレビ広報番組
▶のびのびシティ さいたま市
放送日時 : 毎週日曜日（第5週を
除く） 10時45分～

▶さいたま市インフォメーション
放送日時 : 毎週木曜日（第5週を除く） 17時15分前後

YouTube
▶Saitama citypr

Facebook
▶さいたま市Facebookページ

LINE@
▶@saitamacity

IInnnnnnssssstttaaaaaaaggggggggrrrrrraaaaaammmmmm
▶saitamacity_offi  cial

ブログ
▶のびのびシティ通信
市内のイベントや出来事などを職員が
親しみやすい語り口で紹介するブログ

マチイロ
市報の電子版などを見ることができるス
マートフォン向けアプリ

マイ広報紙
市報を記事ごとにデータ化してインター
ネットで配信するサービス

ラジオ
▶FM NACK5（79.5）
放送日時 : 毎週月～金曜日　7時59分頃

▶CityFMさいたま（87.3）
放送日時 : 毎週金曜日　17時45分前後

2月の放送予定は、
29ページを確認！

#さいたま日和
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クローズアップ 各区役所の代表電話番号・ファクス番号（総務課）は10ページに記載しています。

期　　間　5月～平成32年3月

対　　象　市内在住で、
昭和34年4月1日以前に生まれた方
※市シニアユニバーシティに在籍したこと
がある方を除きます。

費　　用　無料　※教材費が掛かります。

募集案内　各区高齢介護課、各支所・市民の窓口、
各公民館、各図書館などで配布中
※市ホームページでダウンロードもできます。

申込期限　2月28日㈭

問 合 せ　市シニアユニバーシティ　Ｔ641・2201

●教養を高めることができ、多くの友人も
できました。

●クラブ活動や文化祭で多くの人と交流が
でき、非常に楽しめました。

●久しぶりの学生生活、感無量の思いでした。

1年間の講義やクラブ活動などで学びながら、
地域での活躍を目指して、健康づくり、仲間づくり、生きがいづくりを！

曜日 主な会場 定員
月 コミュニティセンターいわつき（岩槻区本町） 60人
火 浦和ふれあい館（浦和区常盤） 144人
水 宇宙劇場（大宮駅西口・JACK大宮5階） 120人
木 市産業文化センター（中央区下落合） 60人
金 プラザイースト（緑区中尾） 144人
土 プラザノース（北区宮原町） 60人

卒業生の
声

詳しくは、高齢福祉課（Ｔ829･1260、Ｆ829･1981）へ。



こんなハガキが届いたら

詐欺 を疑ってください！

さいたま市   Ｈhttps://www.city.saitama.jp/
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イベントの詳細は、公式ホームページ（Ｈhttp://saitamarch.jp/）をご覧ください。
詳しくは、さいたま観光国際協会（Ｔ647･0120、Ｆ647･0116）へ。

8時～16時　雨天決行
※1日のみの参加もできます。

参加者募集中
2月28日㈭まで

3月30日㈯・31日㈰

さいたま新都心公園 （さいたま新都心駅東口）スタート･ゴール

30日▶ 見沼田んぼ南ルート「見沼代用水と芝川満喫ルート」
31日▶ 見沼田んぼ北ルート「大宮公園と人形のまち岩槻ルート」
※いずれも5･10･15･20･30kmのコースがあります。

ルート

一般…1,500円、小学生～高校生…500円
※当日申込みの場合は、一般…2,000円、小学生～高校生…1,000円です。
　また、小学生以下の子どもは保護者などの同伴が必要です。

費　用

エントリー事務局　Ｔ0120･711･951【土･日曜日、祝日を除く、10時～17時30分】問合せ

●エントリー事務局 （Ｔ0570･039･846、 Ｈhttp://spoen.net ）
●さいたま観光国際協会 （大宮駅西口･JACK大宮3階）
●さいたま新都心観光案内所、浦和観光案内所、岩槻観光案内所
●埼玉県ウオーキング協会 （浦和区岸町）
●Famiポート （ファミリーマート店内設置）
●ゆうちょ銀行、郵便局
※エントリー事務局、Famiポート、ゆうちょ銀行、郵便局での支払いは、別途手数料が掛かります。

申込み

二次元コード

散策できる散策できる日本一の桜回廊日本一の桜回廊などをなどを楽楽しくしく歩歩こうこう



各センター相談電話
消費生活総合センター

Ｔ645･3421（大宮駅西口･JACK大宮6階）
浦和消費生活センター

Ｔ871･0164（浦和駅東口･コムナーレ9階）
岩槻消費生活センター

Ｔ749･6191（岩槻駅東口･WATSU東館3階）

詳しくは、消費生活総合センター（Ｔ643･2239、 Ｆ643･2247）へ。

　「総合消費料金」など、実在しない料金の未納や訴訟、差押えなどの言葉で
不安を煽

あお

り、架空の団体に連絡させることで支払いに誘導する手口の詐欺で
す。50～70歳代の女性を中心に被害が発生しています。

架空請求ハガキが届いた場合の対応のポイント

架空請求ハガキの特徴

こんなハガキが届いたらこんなハガキが届いたら

詐欺詐欺  を疑ってください！を疑ってください！

●ハガキに記載された連絡先に電話せず、無視してください。
●疑問や不安を感じた場合は、お近くの消費生活センターに相談してください。

●公的機関に類似した差出人　（例）法務省管轄支局 民事訴訟管理センター
●焦らせるための極端に近い最終期日
●訴訟を起こされたと誤信させるためのもっともらしい管理番号　（例）（わ）251

をつなぐ

　いよいよ4月に、大宮西高校を改編した市立大宮
国際中等教育学校が開校します。この学校は、一般
の中学校と高等学校での学びを、途切れのない一貫
教育で行う、県内公立校で初の中等教育学校です。
「国際理解、言語力の育成」、「ICT技術の充実や大学
などとの連携による『最先端で深い学び』」、「個に応
じた指導」を理念に掲げており、本市が進めている
小学1年生からの英語教育「グローバルスタディ」な
どに並び、海外で活躍できるグローバル人材を育成
するためのシンボル的な事業です。今後は、国際的
な教育プログラムである国際バカロレアの認定校を

目指します。
　さらに市立高校改革を
進め、市立浦和高校は中
高一貫校、浦和南高校は
単位制の進学校、大宮北
高校はICT教育校として、
それぞれの個性をより一層強めて進化させていきま
す。そして本市で学ぶ生徒たちのさまざまな夢を実
現する環境づくりを進め、夢や希望あふれる「日本
一の教育都市 さいたま市」を目指してまいります。

さいたま市長

―特色ある教育―「 大宮国際中等教育学校」が開校

▲市立大宮国際中等教育学校
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