●マイナポータル連携で広がる自動入力

e-Taxの使い方（操作方法等）がご不明な場合は、
e-Tax作成コーナーヘルプデスク☎0570（01）5901
（全国一律市内通話料金）

所得税の確定申告をe-Taxで行う方法を動画でご紹介。
最新の情報は「動画で見る確定申告」で検索

動画で見る確定申告

スマホカメラで源泉徴収票の読み取り
スマートフォンのカメラで給与所得の源泉徴収票を
読み取ることで、源泉徴収票に記載されている金額な
どを確定申告書等作成コーナーへ自動反映させること
が可能になります。
スマホ専用画面の対象が拡大
スマートフォンで見やすいスマホ専用画面の対象に、
給与所得、年金収入などの雑所得、一時所得に加えて
新たに特定口座による株式等の譲渡所得など、上場株
式等に係る繰越損失などの金融・証券税制が加わりま
す。
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歳になったら国民年金

▼問合せ

●﹁学生納付特例制度﹂
被保険者本人の所得が一定額以
下である場合に︑保険料の納付が
猶予される制度です︒
対象となる学生は︑学校教育法
に規定される大学︵大学院︶︑短
期大学︑高等学校︑高等専門学校︑
特別支援学校︑専修学校及び各種
学校︵修業年限１年以上である課
程︶︑一部の海外大学の日本分校
に在学する人です︒
申請には学生証または在学証明
※
書が必要です︒

●﹁免除・納付猶予制度﹂
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被保険者本人︑配偶者及び世帯
主の所得が一定額以下の場合に︑
全額または一部が免除︑もしくは
猶予される制度です︒
申請手続きなど詳しくは︑保険
年金グループまたは加古川年金事
務所にお問い合わせください︒
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・電子納付
・口座振替
・クレジットカード納付
▼保険料の猶予・免除
学生など収入が少ないために保険
料の納付ができない場合は︑申請
により免除・猶予となる制度があ
ります
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配︒心無い飼い主は水で薄

自治会
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日本国内に居住している 歳以
１︶
上 歳未満の人は一部の人︵ ※
を除き国民年金の被保険者になり
ます︒
歳になってから︑概ね２週間
以内に国民年金加入のお知らせと
納付書が届きます︒年金手帳は別
途送付されます︒
︵ ※
２︶届かない
場合は︑国民年金加入の手続きが
必 要 で す︒
︵ 歳前後に︑国外転
入や転居をされる場合は︑転入先
の市区町村に必ずお申し出くださ
い︶
１ 厚生年金保険加入者や共済
※
組合加入者︑またはその配偶者に
扶養されている人
２ 年金手帳の新規発行は︑令
※
和４年４月１日から廃止され︑以
降に新たに国民年金や厚生年金保
険に加入する人には﹁基礎年金番
号通知書﹂が送付されます︒今ま
であった年金手帳とは異なるため
紛失しないようご注意ください︒
▼保険料︵令和３年度︶
月額 １万６千６１０円
▼納め方
・納付書
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町長・幹部職員が地域に出向き︑第５次播磨町総合計画の町の将来像である
﹁いいとこいっぱい！ 笑顔いっぱい！ みんなでつくる ふるさと はりま﹂
の実現に向けて︑まちづくりに関するご意見︑ご要望などを直接住民からお聞き
し︑今後の町政に反映させることを目的に開催するものです︒
行政懇談会でいただいた意見の一部を︑抜粋して掲載しています︒
※
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テーマ﹁令和３年度の主な事業について﹂
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地域の﹁声﹂をまちづくりに 行政懇談会

スマホ申告が一層簡単・便利に！
（令和４年１月から）

ふるさと納税や株式の特定口座などの証明書などが自
動で入力
マイナンバーカード方式の場合、マイナポータル連
携することにより、ふるさと納税や株式の特定口座な
どの必要書類の情報がデータで取得され、自動入力が
できます。
※自動入力するためには事前設定が必要です。詳しく
は税務署までお問い合わせください。
※マイナンバーカードの交付申請から市区町村が交付
通知書を発送するまで、概ね１か月間かかります。
お持ちでない方はお早めの取得申請をお願いします。

確定申告は、新型コロナウイルス感染症の予防・拡
大防止などの観点から、ぜひご自宅からの申告
（e-Taxまたは郵送）にご協力をお願いします。
申告書などは国税庁ホームページの「確定申告書等
作成コーナー」で作成できます。マイナンバーカード
をお持ちの人やＩＤ・パスワード方式の届出を済ませ
ている人は、ご自宅のパソコンやスマートフォンから
e-Taxで申告書の送信ができます。詳しくは税務署ま
でお問い合わせください。
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加古川税務署☎０７９（４２１）２９５１
▶問合せ

税の申告についてのお知らせ
加古川税務署

