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　世田谷区役所　第1庁舎（午前8時 30分～午後5時まで）
□閉庁日　土曜日・日曜日、祝日、年末年始（12月 29日～ 1月 3日）
所在地：〒154－8504　世田谷区世田谷4丁目21番27号(東急世田谷線松陰神社前駅または世田谷駅より徒歩5分）

区税についてのお問い合わせは・・・

課税課（区役所第1庁舎2階　24番・25番窓口）　FAX：03（5432）3037
※令和４年11月～　区役所第２庁舎１階に移転予定

○原動機付自転車（125cc以下）・小型特殊自
動車・ミニカーの登録・廃車に関すること、
標識交付証明書・廃車申告受付書の再交付

○軽自動車税（種別割）の賦課・減免に関すること

○住民税の申告と課税についての相談

○給与支払報告書の受付

○特別徴収の異動に関すること

管理係
　電話：03（5432）2163

課税第1係（世田谷総合支所管内※）
　電話：03（5432）2169
課税第2係(北沢・砧総合支所管内※）
　電話：03（5432）2174
課税第3係(玉川・烏山総合支所管内※）
　電話：03（5432）2184
特別徴収係
　電話：03（5432）2216

納税課（区役所第1庁舎1階　1番窓口）　FAX：03（5432）3012
※令和４年12月～　区役所第２庁舎１階に移転予定

○住民税・軽自動車税（種別割）の納付
○課税・納税証明書の交付（軽自動車税（種別割）含む）
○口座振替に関すること

収納・税証明係
　電話：03（5432）2197

納税相談係
　電話：03（5432）2208

徴収担当（世田谷・玉川総合支所管内※）
　電話：03（5432）2218
徴収担当(北沢・砧・烏山総合支所管内※）
　電話：03（5432）2220
徴収担当（区外に転出された方）
　電話：03（5432）2820
徴収担当（特別徴収分）
　電話：03（5432）2822

○滞納繰越（令和3年度以前）分の納税に
　関すること

○現年度（令和4年度）分の
　納税に関すること

世田谷総合支所管内 北沢総合支所管内 玉川総合支所管内        砧総合支所管内         烏山総合支所管内

池尻（1～4丁目32番）、
上馬、経堂、
駒沢（1～2丁目）、
桜、桜丘、三軒茶屋、
下馬、世田谷、
太子堂、弦巻、野沢、
三宿、宮坂、若林

赤堤、池尻（4丁目33
～39番）、
梅丘、大原、北沢、
豪徳寺、桜上水、代沢、
代田、羽根木、松原

※各総合支所の担当区域は下の表をご覧ください。（町名は50音順になっています）

奥沢、尾山台、上野毛、
上用賀、駒沢（3～5丁
目）、駒沢公園、
桜新町、新町、瀬田、
玉川、玉川台、玉川田
園調布、玉堤、等々力、
中町、野毛、東玉川、
深沢、用賀

宇奈根、大蔵、岡本、
鎌田、喜多見、砧、
砧公園、成城、
祖師谷、千歳台、船橋

粕谷、上北沢、
上祖師谷、北烏山、
給田、八幡山、南烏山

課税・納税証明書の申請などは、お近くの出張所で・・・

 　　　　電　話　　  　　　　　　所在地        　　  　

○住民税の課税・納税証明書
の交付
○軽自動車税（種別割）の納税
証明書の交付
○住民税、軽自動車税（種別
割）の納付
○原動機付自転車
　（125 ㏄以下）・小型特殊自
動車の登録、廃車、標識交
付証明書・廃車申告受付書
の再交付
※土曜日窓口開設の場合は、
住民税の課税・納税証明書
の交付のみ

南烏山 6－2－19
( 烏山区民センター内）

○住民税の課税・納税
　証明書の交付

〇住民税・軽自動車税
　（種別割）の納付

太子堂出張所★

経堂出張所

用賀出張所

03（5432）2814

03（5478）8039

03（3702）1137

03（3482）3861

03（3326）8290

成城 6－2－1
( 砧総合支所内）

せたがやコール・世田谷区ホームページはこちらから…
世田谷区お問い合わせセンター
せたがやコール
世田谷区ホームページ
※各種届出用紙のダウンロードもこちらから

電話：03-5432-3333   FAX：03-5432-3100
ご利用時間　午前8時から午後9時まで　年中無休

玉川総合支所
　くみん窓口区民担当★

北沢 2－8－18
( 北沢タウンホール内）

世田谷 4－22－33
( 区役所第 3庁舎内）
※令和5年1月区役所第2庁舎
　1階に移転予定

等々力３－４－１
（玉川総合支所内）

南烏山 6－22－14
( 烏山総合支所内）

太子堂 2－17－1

宮坂 1－44－29

用賀 2－29－22

玉川4－4－5

世田谷総合支所
　くみん窓口区民担当★

北沢総合支所
　くみん窓口区民担当★

二子玉川出張所

烏山出張所

烏山総合支所
　くみん窓口区民担当★

砧総合支所
　くみん窓口区民担当★

03（3413）1247

03（3420）7143

03（3700）3657

03（3707）4946

03（3300）5361

主な取扱い事務窓　口

窓口のご案内

◯平日（月～金）の窓口　
　＜受付時間＞午前 8時 30分～午後 5時　＜閉庁日＞祝日、年末年始（12月 29日～1月 3日）
◯土曜日の窓口（★印は、土曜窓口開設施設です。）
　＜受付時間＞午前 9時～午後 5時
　＜閉庁日＞第 3土曜日、祝日、年末年始（12月 29日～ 1月 3日）
　住民税の課税証明書・納税証明書の交付のみ（軽自動車税（種別割）納税証明書は除く）
　申告していない場合や担当課に確認が必要な場合は交付できません。
※マイナンバーカード専用証明書自動交付機については、61頁をご覧ください。

世田谷区
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　都税（固定資産税、不動産取得税など）についてのお問い合わせは…
世田谷都税事務所（窓口開設時間　平日午前８時３０分から午後５時まで）

所在地：〒154－8577　世田谷区若林4－22－13　世田谷合同庁舎5,6階　

電　話：03（3413）7111

　　
　都税（個人事業税、法人事業税、法人都民税）についてのお問い合わせは…
渋谷都税事務所（窓口開設時間　平日午前８時３０分から午後５時まで）

所在地：〒151－8546 渋谷区千駄ヶ谷4－3－15　東京都渋谷合同庁舎4～7階

電　話：03（5422）8780

　自動車税についてのお問い合わせは…
東京都自動車税コールセンター

電話：03（3525）4066　月曜日～金曜日（休日を除く。）午前９時～午後５時

世田谷税務署
　〒154－8523
　世田谷区若林4－22－13
　世田谷合同庁舎3,4階
　電話：03（6758）6900

玉川税務署
　〒158－8601
　世田谷区玉川2－1－7
　電話：03（3700）4131

北沢税務署
　〒156－8555
　世田谷区松原6－13－10
　電話：03（3322）3271

池尻、上馬、上祖師谷、喜多見、砧、駒沢 1～ 2丁目、
桜、桜丘、三軒茶屋、下馬、成城、世田谷、祖師谷、
太子堂、弦巻、野沢、三宿、若林

赤堤、梅丘、大原、粕谷、上北沢、北烏山、北沢、給田、
経堂、豪徳寺、桜上水、代沢、代田、千歳台、八幡山、
羽根木、船橋、松原、南烏山、宮坂

宇奈根、大蔵、岡本、奥沢、尾山台、上野毛、上用賀、
鎌田、砧公園、駒沢 3～ 5丁目、駒沢公園、桜新町、
新町、瀬田、玉川、玉川台、玉川田園調布、玉堤、
等々力、中町、野毛、東玉川、深沢、用賀

税務署名・所在地　　　　　　　　　　　　 　　　　　　管　　　轄

　国税（所得税、たばこ税など）についてのお問い合わせは…

税務署・都税事務所など

《国税庁ホームページ　　　　　　　　　　》

このガイドブックに掲載されている受賞者の学校名・学年は、令和3年度のものです。

国税庁

「税を考える週間」小学生書道作品展世田谷
区長賞

一般社団法人 北沢青色申告会

山崎小学校６年
竹花　美薫さん

東洋英和女学院小学部６年
遠藤　真佑さん

一般社団法人 玉川青色申告会

窓
口
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ご
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内
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