
いいえ

A B

所得金額が所得税の
控除額合計より大きい

いいえ

はい いいえ

勤務先から吉岡町に
「給与支払報告書」が
提出されている

C B

いいえ
主に

給与の人

はい

いいえ

吉岡町への申告は不要です。
令和２年1月1日に住んでいた市町村へ相談してください。

いいえ

はい いいえ

給与以外の所得が
20万円を超えている

A B
はい いいえ

A B

年金以外の所得が
20万円を超えている

はい

はい

いいえ

はい

給与以外の所得がある

はい

はい
いいえ

いいえ

いいえ

税の申告・相談
申告期間は 2月17日　～３月16日

申告が必要か確認しましょう

令和元（平成31）年中に、どのような収入がありましたか？

主に給与 主に営業・農業・不動産 主に公的年金

年金以外の所得がある

収入なし 非課税所得のみ
(遺族年金・障害年金・
失業給付金など)給与収入が

2,000万円を超えている
年金収入が
400万円を超えている

吉岡町在住の親族の
税法上の扶養になっている

インターネットで申告してみませんか

スタート

勤務先は1カ所だけで、
年末調整をしている
(複数であっても、年末調整で
合算している場合は「はい」)

A A

Aの人
所得税の確定申告を
してください。
Bの人
町県民税の申告を
してください。
Cの人
申告の必要はありません。

C B
はい いいえ

判定結果

※フローチャートは一般的な例です。
　不明な点は税務室にお問い合わせ
　ください。

※医療費控除などを受ける人
　は申告が必要です。

A C

はい

令和２年1月1日現在
吉岡町に住んでいましたか？

控除の追加がある

主に
年金の人

町県民税  財務課 税務室 ☎0279-26-2237（直通）
所得税  高崎税務署 ☎027-322-4711

はい

　国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、画面案内に従っ
て金額などを入力することで、確定申告書を作成できます。作成した確定申告
書は、印刷して税務署へ提出できます。
　また、「e-Tax」を使用すると、作成した確定申告書のデータを税務署に出向
くことなくインターネットで送信して申告できます。使用の際は、電子証明書や
ICカードリーダライタなどをご準備ください。なお、あらかじめ
税務署で e-Tax 用の ID・パスワードを発行すれば、ICカー
ドリーダライタなどを準備しなくても自宅で申告ができます。

　国税に関するよくある質問は国税
庁ホームページの「タックスアンサ
ー」で確認できます。税の種類やキー
ワード検索で調べることができます。
スマートフォンからも閲覧できますの
で、ご利用ください。
　「タックスアンサー」
で検索するか、右の
QR コードを読み取っ
てください。

月月

問い合わせ先

e-Taxの操作については、
作成コーナーヘルプデスクへお問い合わせください。
☎0570-01-5901 ※受付時間は土・日・祝日などを除く9:00～17:00

スマホでの
申告はこちら

検索タックスアンサー

https://www.keisan.nta.go.jp

内　容 日　時 対　象　者 摘　　　要
３ 歳 児 健 診 ６日㊎受付13：00~13：15 平成28年12月生まれ 詳細は通知をご覧ください。

健康相談 ８日㊐・ 14日㊏
10：00~11：30、13：00~15：00
※８日㊐、14日㊏午前は遊びに
　利用できません。

健康相談のある人 相談内容：子育て・健康管理・その他健康に関すること
相談員：保健師

母子手帳交付 妊婦 妊娠届出書を持参してください。

パパ・ママ学級 ８日㊐ 13：00~16：30 妊娠20～35週の妊婦と
その家族

　先着15組
　保健センターに電話で３月４日㊌までに事前予約を
してください。

障 害 福 祉
なんでも相談室

９日㊊ 13：00~17：00
（15~17時は手話通訳者設置） 障害のある人とその家族 相談内容：サービスを使いたい、仕事がしたい、悩みご

とがあるなどなんでもご相談ください。

10～11カ月児健診 10日㊋受付13：00~13：15 平成31年３月16日～
４月30日生まれ 詳細は通知をご覧ください。

運動発達の相談
（作業療法士） 10日㊋13：30~16：30 子どもの運動発達の面で

アドバイスが欲しい人

相談内容：子どもの運動発達に関すること（いざり・ハ
イハイしない・お座りができないなど）
相談員：作業療法士
　保健センターに電話で事前予約をしてください。

３～４カ月児健診 12日㊍受付13：00~13：15 令和元年10月16日～
11月30日生まれ 詳細は通知をご覧ください。

子育て相談会 13日㊎ 10：00~12：00
26日㊍ 14：00~16：00 子育てに関して相談のある人

相談内容：子どもの発達や子育てに関すること
相談員：心理士（または保健師）
　保健センターに電話で事前予約をしてください。

１歳６カ月児健診 18日㊌受付13：00~13：15 平成30年８月生まれ 詳細は通知をご覧ください。

わくわくあそび 24日㊋
♪必ず10時までに集合 1歳6カ月～未就学児と保護者 集団遊びやリズム遊びをします。

　生涯学習室 ☎ 54-1054（直通）

２歳児歯科健診 25日㊌受付13：00~13：15 平成30年1月16日～
2月28日生まれ 詳細は通知をご覧ください。

ことばの相談 25日㊌ 14：00~16：00 子どものことばの面で
アドバイスが欲しい人

相談内容：子どものことばに関すること
　　　　　（発音・ことばの数が少ないなど）
相談員：言語聴覚士
　保健センターに電話で事前予約をしてください。

母 乳 相 談 26日㊍
受付 9：30~10：00 乳幼児と親または家族

相談内容：授乳 ( 乳房トラブル）、
離乳食のことなど
相談員：助産師・栄養士・保健師
母子手帳を持参してください。

健康づくり
保健センター ☎54-7744

３月 保健センター健康ガイド ※やむを得ず日程が変更になる場合は、町ホームページなどでお知らせします。
　あわせてご覧ください。なお、２月の予定は広報１月号９ページをご覧ください。

★育児・介護 • 医療でお困りの人は「よしおか健康 No.1 ダイヤル 24」　　0120-026-103 へ！（年中無休・通話無料）

問

申

申

申

申

保健センターは、運営委員により適正な運営が検討さ
れています。
町の保健業務・健康づくりや保健センターの運営に
関心がある人を募集します。
▶応募資格（すべて満たす人）
①20歳以上で町に１年以上住所を有する人
②年間３回程度行われる夜間の会議に出席できる人
③各種税金・料金などを完納している人
▶募集人数　若干名
▶任期　令和２年４月～令和４年３月
▶応募方法　応募用紙に必要事項を記入の上、郵送
または持参してください。
※応募用紙は保健センター窓口で受け取るか、町ホー
ムページからダウンロードしてください。
▶募集期間　２月12日㊌～３月４日㊌必着
▶応募・問い合わせ先
保健センター　☎︎54 7ー744（直通）

よしおか健康ポイント事業

ポイント達成賞景品
引き換え中

申込
不要

申込
不要

土
日
開
催

ポ
よし

適正な運営のために

保健センター運営委員を募集

８2020. ２http://www.town.yoshioka.gunma.jp/

定

健康ポイントを10ポイント貯めると、保健センタ
ーの窓口で景品と交換できます。
景品と引き換えると、健康器具が当たる抽選会
（４月予定）にも応募できます。
詳しくは、町ホームページをご覧ください。

交換場所	 保健センター
必要なもの	 □健康ポイントカード
	 □本人確認書類（運転免許証など）

注意
・景品の交換は、年度ごと
に１人１回までです。
・引き換え済の景品の交
換には応じられません。




