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英語，中国語，韓国・朝鮮語，スペイン語,ポルトガル語,タガログ語,やさしい日本語 

協会ＨＰ（http://www.kian.or.jp/hlkwsk.html）に掲載しています。： 

(公財)川崎市国際交流協会 〒211-0033 神奈川県川崎市中原区木月祗園町 2－2   http://www.kian.or.jp/ 

℡℡℡℡044044044044----435435435435----7000700070007000            FFFFaaaax044x044x044x044----435435435435----7010701070107010             E E E E----mailmailmailmail：：：： kiankawasaki@kian.or.jp kiankawasaki@kian.or.jp kiankawasaki@kian.or.jp kiankawasaki@kian.or.jp    

    

確定申告確定申告確定申告確定申告についてについてについてについて   （財）自治体国際化協会の HP   http://www.clair.or.jp/tagengo/より 

（英語、ドイツ語、中国語、韓国・朝鮮語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語、 

タガログ語、ベトナム語、インドネシア語、タイ語、ロシア語も載っています。） 

    

  2012 年の 1 月 1 日から 12 月 31 日までの 1 年間で得た所得金額に対して 

税額を算出し、確定申告をします。 
自営業、農業、自由業などの人は必ず行います。 

給与所得者の多くの人は必要ありませんが、次の人は確定申告をしなければなりません。 

・給料の年収が 2000 万円を超えた人 

・給料を 2 カ所以上からもらった人   など 
 

在留資格の更新や変更のときなどに確定申告の写しが必要になる場合があります。 

保管しておきましょう。 

    ＊ 本国に扶養者がいる場合、扶養控除が受けられます。 

扶養控除を受けていない場合は、給与所得者も確定申告をして税金を還付してもらいましょう。 

 

【【【【受付期間受付期間受付期間受付期間】】】】 2013201320132013 年年年年 2222 月月月月 18181818 日日日日((((月月月月))))～～～～3333 月月月月 15151515 日日日日((((金金金金))))        

【【【【確定申告確定申告確定申告確定申告にににに必要必要必要必要なものなものなものなもの】】】】 ①確定申告書（税務署に置いてあります） 

②前の年の所得を証明するもの（源泉徴収票や支払証明書） 

③外国人登録証明書  ④扶養控除に必要なもの（本国にいる扶養者の出生証明書や送金証明など） 

⑤保険料控除に必要なもの（保険の控除証明書） ⑥医療費控除(領収証) ⑦印鑑またはサイン など 

【【【【川崎市川崎市川崎市川崎市のののの受付場所受付場所受付場所受付場所】】】】    

            事務所事務所事務所事務所                                        連絡先連絡先連絡先連絡先                住住住住んでいるんでいるんでいるんでいる地域地域地域地域    

川崎北税務署 川崎市高津区久本２－４－３ (044-852-3221) 中原区・高津区・宮前区 

川崎西税務署 川崎市麻生区上麻生 1-3-14 (044-965-4911) 多摩区・麻生区 

川崎南税務署 川崎市川崎区榎町 3-18    （044-222-7531） 川崎区・幸区 

 

☆ 国税庁のホームページに英語で情報が載っています。 

            Information about Income TaxInformation about Income TaxInformation about Income TaxInformation about Income Tax  http://www.nta.go.jp/taxanswer/english/gaikoku.htm 

            National Tax Agency JAPANNational Tax Agency JAPANNational Tax Agency JAPANNational Tax Agency JAPAN  http://www.nta.go.jp/foreign_language/index.htm 

 

 

「「「「第第第第 1111９９９９回外国人市民回外国人市民回外国人市民回外国人市民によるによるによるによる日本語日本語日本語日本語スピーチコンテストスピーチコンテストスピーチコンテストスピーチコンテスト」」」」開催開催開催開催！！！！            

入場無入場無入場無入場無料料料料    

                  毎年恒例となっている「日本語スピーチコンテスト」を今年も開催します。 

コンテスト終了後は、出場者と来場者との交流会（有料）もあります！ 

 【日  時】  2013 年 2 月 16 日（土）   

コンテスト  午後 1 時～3 時半    

交流会    午後 3 時半～4 時半 《事前申込み、支払いは当日５００円》  

【場  所】  川崎市国際交流センター・ホール（コンテスト） 及び レセプションルーム（交流会） 

 【問合せ・申込み】   （公財）川崎市国際交流協会 Tel・Fax・メール・来館 

 



1111月月月月    元旦元旦元旦元旦
がんたん

    ((((年年年年のののの初初初初めをめをめをめを祝祝祝祝うううう))))    

            成人成人成人成人
せいじん

のののの日日日日
ひ

    
((((おとなおとなおとなおとなになったことをになったことをになったことをになったことを祝祝祝祝うううう))))    

    

3333月月月月    春 分春 分春 分春 分
しゅんぶん

のののの日日日日
ひ

    
                ((((自然自然自然自然をたたえをたたえをたたえをたたえ、、、、生物生物生物生物をいつくしむをいつくしむをいつくしむをいつくしむ))))    

    

5555月月月月    こどもこどもこどもこどものののの日日日日
ひ

    
                （（（（こどもこどもこどもこどものののの幸福幸福幸福幸福をはかるをはかるをはかるをはかる））））    

    

9999月月月月    敬老敬老敬老敬老
けいろう

のののの日日日日
ひ

    
((((老人老人老人老人をををを敬愛敬愛敬愛敬愛しししし、、、、長寿長寿長寿長寿をををを祝祝祝祝うううう))))    

    

11111111月月月月    勤労勤労勤労勤労
きんろう

感謝感謝感謝感謝
かんしゃ

のののの日日日日
ひ

    
（（（（労働労働労働労働をたっとびをたっとびをたっとびをたっとび、、、、    

たがいにたがいにたがいにたがいに感謝感謝感謝感謝しあうしあうしあうしあう））））    

                                各言語各言語各言語各言語    

    

    

    

    

    

 

☆☆☆☆    指指指指さしでさしでさしでさしで使使使使えるえるえるえる言葉言葉言葉言葉・・・・    日本日本日本日本のののの祝日祝日祝日祝日（（（（一一一一部部部部））））編編編編    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
    

    

    

    

    

            
 

外国人外国人外国人外国人とととと共共共共にににに行行行行うううう防災訓練防災訓練防災訓練防災訓練            
    

    

     中原消防署の協力で、外国人と町内会の方々と一緒に防災訓練を行います。 

【日  時】 2013 年 3 月 1 日（金） 午前 10 時半～12 時  小雨決行 

 【場 所】 川崎市国際交流センター 玄関前広場で行います。  

【内 容】 避難・消火訓練、AED 操作、炊き出し訓練と試食、119 番の電話のかけ方、 

煙体験や起震車による地震体験もあります。 

【申込み】  事前申込みはいりません。知り合いや隣近所の方を誘つて参加してください。 

【問合せ】 (公財）川崎市国際交流協会  Tel・Fax・メール・来館 

 

「「「「川崎市国際交流川崎市国際交流川崎市国際交流川崎市国際交流センターセンターセンターセンター    のののの    外国人相談外国人相談外国人相談外国人相談」」」」        
何何何何かかかかわからないわからないわからないわからないことことことことやややや、、、、困困困困ったったったったことがあったことがあったことがあったことがあった時相談時相談時相談時相談できますできますできますできます。。。。    

 

・相談時間 (午前１０時から１２時 午後１時から４時）   電話 ０４４０４４０４４０４４－－－－４３５４３５４３５４３５－－－－７０００７０００７０００７０００    
 

言 語 曜 日  言 語 曜 日 

英語  月曜日から土曜日  中国語 火曜日・水曜日・金曜日 

ポルトガル語 火曜日・金曜日   スペイン語 火曜日・水曜日 

韓国・朝鮮語 火曜日・木曜日  タガログ語 火曜日・水曜日 

 

・川崎区役所 無料外国人相談 (面談)           ・麻生区役所 無料外国人相談 (面談)  

言 語 曜 日 時 間 言 語 曜 日 時 間 
英語 第１、第３木曜日 午後 2 時から 4 時半 英語 第１、第３木曜日 午前 9 時半から 12 時 

中国語 第１、第３火曜日 午後 2 時から 4 時半 中国語 第１、第３火曜日 午前 9 時半から 12 時 

タガログ語 第１、第３火曜日 午前 9 時半から 12 時 

 

タガログ語 第１、第３水曜日 午後 2 時から 4 時半 

 

＊行政書士行政書士行政書士行政書士によるによるによるによる無料相談会無料相談会無料相談会無料相談会（日本語）   場所： センター２階 協会会議室  

日時日時日時日時：：：：    ２２２２月月月月 17171717 日日日日    日曜日日曜日日曜日日曜日    午後午後午後午後２２２２時時時時からからからから４４４４時時時時            （通訳は 予約が 必要です。有料）    

開催日開催日開催日開催日がががが変変変変わりましたわりましたわりましたわりました 


