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江東区役所 〒135‒8383 東陽 4－11－28 ☎ 3647－9111（代）

令和 4 年
（2022年）2 月 1 日

凡 例

申告書にはマイナンバーを記載

▢
時 日時 ▢
場 場所 ▢
集 集合 ▢
人 対象・定員 ▢
費 費用 ▢
内 内容 ▢
師 講師 ▢
保 一時保育 ▢
締 締切日 ▢
申 申込 ▢
問 問合先

住

民

税

区から住民税の申告書を2／10
（木）
に
（水）
～）
。
発送します
（受付は2／16
特別区民税・都民税申告書発送対象者
以下の①～③のいずれかに該当する方に
発送します。

前年度（令和3年度）に申告書を提出
①
している方（非居住の申告者を除く）
②

前年（令和3年）中の転入者で国民健
康保険に加入している20歳以上の方

前年度（令和3年度）に申告書などの
③ 課税資料がなく、被扶養者ではない
20歳以上65歳未満の方
※ただし、死亡者・生活扶助受給者などに
は発送しません。また、申告書が届い
たすべての方が申告する必要はありま
せん。申告の要・不要は別表1をご覧く
ださい。

下表の特別区民税・都民税申告受付
場所で申告してください。なお、申告
初日、2日目を中心に混雑が予想され
ます。便利な郵送申告をぜひご利用く
ださい。また、特別区民税・都民税の
試算ができる税額シミュレーションシ
ステムを利用して申告書を作成するこ
ともできます。税額シミュレーション
システムは区ホームページからご利用
ください。
特別区民税・都民税の申告受付場所・期間

ホームページ ▢
ｅ Ｅメール

受付場所

受付期間

江東区文化センタ 2／16（水）～3／15（火）
ー2階臨時窓口
9：00～16：30
（東陽4-11-3） （土・日曜、
祝日を除く）
総合区民センター 3／1（火）～7（月）
6階サブ・レクホー 9：00～16：30
ル（大島4-5-1） （土・日曜を除く）

［申告の必要な方］
（別表1）
令和4年1／1現在、区内在住で、前年
中
（令和3年1月～12月）
に収入のあった
方のうち申告不要とされていない方
［申告に必要なもの］

別表1

①個人番号と身元が確認できる書類
（別表2）②収入・所得を確認できるも
の（給与や年金の源泉徴収票、給与明
細書など）③社会保険料（健康保険や国
民年金）の領収書など④生命保険料・
地震保険料などの控除証明書⑤障害者
控除に係る証明書（各種手帳など）⑥医
療費の明細書など
［申告の必要のない方］
（別表1）
○所得税の確定申告をする方○勤務先
から給与支払報告書が提出されている
方○公的年金収入のみで医療費等の控
除の追加のない方など
※申告の必要のない方でも、非課税証
明書の発行や国民健康保険、後期高齢
者医療制度、介護保険等の基礎資料と
なるため申告が必要な場合があります。
［申告に関する注意点］
①以下の所得等は、住民税の納税通知
書送達後に確定申告書を提出された場
合、その内容を住民税の計算に算入す
ることができませんのでご注意くださ
い。
○上場株式等に係る配当所得等および
譲渡所得等○上場株式等に係る譲渡損
失の損益通算および繰越控除○先物取
引の差金等決済に係る損失の繰越控除
○特定居住用財産の譲渡損失の損益通
算および繰越控除○居住用財産を譲渡
した場合の長期譲渡所得の課税の特例
など
また、上場株式等に係る配当所得等
および譲渡所得等について、所得税と
住民税で異なる課税方式を選択する場
合、住民税の納税通知書送達前に課税
方式の選択について住民税申告をする
必要があります。ただし、確定申告書
中の住民税に関する事項で「特定配当
等・特定株式等譲渡所得の全部の申告
不要」を選択する場合、住民税申告は
原則不要です。
②ふるさと納税のワンストップ特例を

あなたの申告は？

申請されている方が確定申告等を行う
とワンストップ特例は無効になります。
確定申告等を行う際はすべての寄附金
を忘れずに申告してください。

申告書にはマイナンバー
（個人番号）
の記載が必要です。税務署では本人確
認
（番号確認および身元確認）
を行いま
すので、個人番号と本人であることを
確認できる書類の提示または写しの添
付が必要です。
※郵送で申告書を提出する場合は、マ
イナンバーカードの表面および裏面の
写しまたは番号確認書類および身元確
認書類の写しを添付してください。
※ご自宅等からe-Taxで送信する場合
は、本人確認書類の提示または写しの
添付は不要です。

東京国税局案内図

令和4年度住民税の
主な改正点
［住宅ローン控除の特例期間の延長］
住宅ローン控除の控除期間を13年と
する特例が延長されることとなりまし
た。令和4年末までに入居した場合に、
住宅ローン控除可能額のうち所得税か
ら控除しきれなかった額が、控除限度
額の範囲内で個人住民税から控除され
ます。
［セルフメディケーション税制の見直し］
特定一般用医薬品等購入費を支払っ
た場合の医療費控除の特例が令和9年
度まで延長されることとなりました。
また、予防接種等の取組に関する書類
について、申告書への添付が不要とな
りました。
［退職所得課税の適正化］
法人役員等以外の方が勤続年数5年
以下で退職金の支払いを受ける場合、
退職所得控除額を控除した残額のうち
300万円を超える部分について、
2分の1
の額に課税する平準化措置の適用から
除外されることとなりました。令和4
年1／1以降に支払いを受ける退職金に
ついて適用されます。
これら改正点の詳細は区ホームペー
ジをご覧ください。

所

得

税

所得税および復興特別所得税、個人
事業者の消費税および地方消費税、贈
与税の申告書作成会場を右表のとおり
東京国税局に開設します。
開設期間中は、江東西・江東東税務
署内に申告書作成会場はありません。

別表2

パソコンやスマートフォンからの
e-Taxが便利

※ご来場の際は公共交通機関をご利用くださ
い。

所得税および復興特別所得税、
消費税および地方消費税、
贈与税の申告書作成会場
申告書作成会場

開設期間

2／16（水）～3／15（火）
（土・日・祝日を除く。
東京国税局1階
ただし、2／20（日）・27
（中央区築地5-3-1）
（日）は開場）
［交通案内］
［受付時間］
都営大江戸線
8：30～16：00
「築地市場駅」
［相談時間］
徒歩1分、
9：15～
東京メトロ日比谷線
※混雑緩和のため、会
「東銀座駅」徒歩7分・
場への入場には「入場
「築地駅」徒歩8分、
整理券」が必要です。
都営バス錦11系統
※入場整理券の配付状
「築地駅前降車専用
況に応じて、受付を早
バス停」徒歩10分
めに締め切る場合があ
ります。
※入場整理券は、当日、会場で配付するほか、
LINEアプリで事前に入手することが可能です。
LINEアプリでの事前発行は、
国税庁LINE公式アカウント
を「友だち追加」していただく
ことでご利用できます（日時
指定の入場整理券を入手する
ことが可能です）。
▲国税庁LINE

医療費控除を受けられる方へ
医療費控除の適用を受ける場合には、
「医療費控除の明細書」
の添付が必要で
す（医療費の領収書を添付して医療費
控除を適用することはできません）
。

本人確認の方法および身元確認書類

○ここでは、主な例を挙げましたが、これらに該当しない場合もあります。
詳細は、税務署または区課税課にお問い合わせください。
区役所に申告
税務署に確定申告
あなたの場合
（住民税）
（所得税）
収入は給与所得のみで年末調整をしてい
① る。所得税・住民税は給与から差し引か 不要です ※1、※2
れている

不要です

（医療費等の控除の追加
をすると税金が還付され
る場合があります）

納付書で 令和3年中の領収印のある介護保
支払い
険料の領収書
口座振替

口座振替済のお知らせ（区介護保
険課から12月下旬に送付済み）

令和3年中に納付方法が切り替わっ
た方は、該当する確認書類の金額を合
計していただく必要がありますので、
ご注意ください。
問 介護保険課資格保険料係☎3647▢
9493、℻3647-9466

介護（介護予防）サービス利用料
在宅・施設サービス利用料は、医療
費控除の対象となる場合があります。
［在宅サービス］
医療に係る次のサービス（介護予防
サービスも含む）は、ケアプランに基
づいて利用している場合、自己負担額
全額が控除の対象となります。
○訪問看護○訪問リハビリテーション
○居宅療養管理指導○通所リハビリテ
ーション○短期入所療養介護（ショー
トステイ）○定期巡回・随時対応型訪
問介護看護（一体型事業所で訪問看護
を利用した場合）○看護小規模多機能
型居宅介護（医療系のサービスを含む
組合せにより提供されるもの（生活援
助中心型の訪問介護の部分を除く）に
限る）
また、前記のいずれかのサービスと

寝たきり（おおむね6か月以上）の方
のおむつ代は、医療費控除の対象とな
ります。
申告には、領収書と主治医が発行し
た「おむつ使用証明書」が必要です。2
年目以降は、要介護認定を受けている
方で一定の条件に合う場合、証明書を
介護保険課で発行する「おむつ使用の
確認書」に代えることができます。
問 介護保険課庶務係☎3647-9481、
▢
℻3647-9466
社会福祉協議会では皆さまからの

雄1万5000円▼日興ビジネスシ

▼石渡基治1万5000円▼福島勝

円▼江東区産業会館2万4818円

善意のご寄付に心から感謝申し上げます

あたたかなご寄付を地域福祉向上の

ステムズ（株）
6万9277円▼齋藤

啓子2万円▼菱幸運輸（株）
新木場営

ため有効に使わせていただきます。

令和
12

業所社員一同5万円▼鈴木和也1万

円▼亀戸中央通り歯科1万5000

ケーブルテレビ加入についてのお問い合わせは、フリーダイヤル☎0120-44-3404

122万5000

円

95

3

年 月分
（敬称略・受付順）

▼田中商店・田中季彦1万円▼
（株）

円▼匿名
6件

羽田野建設代表取締役羽田野勤1万

17

194万

―

2

計

―

6

円

東陽

0016

11

ブ

―

135

10

・

20

10

おむつ代

円▼
（公社）江東西法人会第

●江東かわら版 手話付きで区の事業やお知らせなどをご紹介します
●こうとう川図鑑 西は隅田川、東は荒川、南は東京湾に囲まれ、多くの河
川や運河が流れる江東区。今回は
「荒川」
をご紹介します
●渋沢栄一×江東プロジェクトSTART UP ！ ★

問 介護保険課給付係☎3647-9498、
▢
℻3647-9466

ロックチャリティゴルフコンペ2万

2／13
（日）
～19
（土）

控除対象となる費用
支 払った 施 設 サ ー ビ ス 費
（介護費、食費、居住費）の
2分の1

介護老人保健施
支 払った 施 設 サ ー ビ ス 費
設・介護療養型
（介護費、食費、居住費）の
医療施設・介護
全額
医療院

▢
問 江東区社会福祉協議会

ケーブルテレビ 11ch

渋沢栄一と江東区のつながりを知っ 2／20
（日）
～26
（土）
てもらうイベントを開催。講演会や
●江東区検定～ファイナル～ゆかりの偉人編 これまで城東・深川・臨海部
展示などの模様をお届けします
の地区編や区内の施設編などをお送りしてきた「江東区検定」
。最終回は、
バックナンバーは、区公式YouTube
松尾芭蕉や伊能忠敬、ジョン万次郎など、区ゆかりの偉人に関する検定を
チャンネルから視聴できます
出題します
●一番近いモノヅクリの町。江東ブランド 優れた技術でものづくりを行い、
発展を続けている
「江東ブランド」
認定企業をご紹介します
◀左記二次元コードから
バックナンバーが視聴 2／27
（日）
～3／5
（土）
できます
●たてものガイド レジャーとしても楽しめる区内の資料館や美術館。普段
見ることのできない裏側まで、区内のたてものを詳しくご紹介します
●令和4年度当初予算案 山﨑孝明江東区長が最新の区政情報を発信。令和4
番組に対するお問い合わせ、バックナン
バーのDVD貸出は広報広聴課報道係へ
年度当初予算案について、予算規模や注目すべき重点項目を詳しくご紹介
☎3647-8589、℻5634-7538
します
日曜
10：00～10：20 イベントやまちの情報
88.5MHz（レインボータウンFM）
、
インターネ
月曜
19：00～19：05 防災・安全一口メモ
ット
（サイマル・リスラジ）
でお聴きになれます 水曜・木曜 19：00～19：10 タイムリーな区政情報

ラジオこうとう

施設の種類

特別養護
老人ホーム

〒

ATMでの詐欺被害が多発しています。詐欺の犯人は、高齢者をATMに誘導し、携帯電話で指示をします。
「ATMコーナ
ーでは携帯電話の通話をしない、させない！」深川警察署☎3641-0110、城東警察署☎3699-0110、東京湾岸警察署☎3570問 危機管理課防犯担当☎3647-4399、℻3647-9651
0110 ▢

令和3年分公的年金等の源泉徴収
年金から
票
（日本年金機構から1月に発行さ
差し引き
れたもの）

4000円▼民生・児童委員扇橋地

※郵送提出で健康保険等の被保険者証のコピーを添付する場合、保険者番号および被保険者等記
号・番号をマスキング（覆い隠したり、塗りつぶしたりして見えなくすること）してください。

申告書を記入する際に金額を確認
する書類

区一同5万円▼深川消防団第二分団

AおよびBの書類をお持ちでない場合に個人番号提供者が確認できる書類
・写真なし身分証明書（学生証、資格証明書等） ・公共料金の領収書 ・納税証明書
・印鑑登録証明書 ・戸籍の附票の写し（謄本もしくは抄本も可） ・住民票の写し
・住民票記載事項証明書 ・母子健康手帳 ・住民税納税通知書
などの中から2点

納付方法

☎（3647）1895

C

Aの書類をお持ちでない場合に個人番号提供者が確認できる書類
・国民健康保険等の被保険者証（※） ・健康保険日雇特例被保険者手帳（※）
・共済組合員証（※） ・国民年金手帳 ・（特別）児童扶養手当証書
などの中から1点（課税課以外の手続きでは2点必要です）

社会保険料控除の対象となります。
社会保険料控除額を記入する際、下表
の書類で納付金額をご確認ください
（領収書の添付は不要）。納付額が不明
な場合は、介護保険課で1年間の納付
額の確認書を発行します。

9：00、
12：00、
15：00、
19：00～放送
毎週、以下の特集コーナーとともに、区内で行われたイベントや出来事を｢今週の話題
（ニュース）
｣としてお伝えします。
★渋沢栄一×江東プロジェクトSTART UP ！ 2／6
（日）
～12
（土）
●渋沢栄一ゆかりの地を訪ねて 36歳から12年間、現在の永代に居を構えた
2
渋沢栄一。渋沢栄一ゆかりの地を訪ねながら、江東区とのつながりをご紹
13
介します
●江東お店の魅力発掘発信事業「ことみせ」 区の情報誌「ことみせ」やホーム
ページに掲載されているお店の魅力をご紹介します

19

併せて利用したときは、次のサービス
も医療費控除の対象となります（介護
保険の支給限度額内の利用に限る）。
○訪問介護（ホームヘルプ※ただし、生
活援助中心型を除く）○訪問入浴介護
○通所介護（デイサービス）○短期入所
生活介護（ショートステイ）○認知症対
応型通所介護○夜間対応型訪問介護○
地域密着型通所介護○小規模多機能型
居宅介護○定期巡回・随時対応型訪問
介護看護（一体型事業所で訪問看護を
利用しない場合および連携型事業所に
限る）○訪問型サービス（現行相当サー
ビスに限る）○通所型サービス（現行相
当サービスに限る）○看護小規模多機
能型居宅介護（医療系のサービスを含
まない組合せにより提供されるもの
（生活援助中心型の訪問介護の部分を
除く）に限る）○介護福祉士等による喀
痰吸引等が行われた場合は、当該サー
ビスの利用者負担額（保険対象分）の10
分の1が医療費控除の対象となります
※「高額介護サービス費」により支給さ
れた金額は医療費控除から除かれます。
［施設サービス］

介護保険料

（高齢者総合福祉センター内）

B

個人識別事項が記載され、かつ写真の表示等により個人番号提供者が確認できる書類
・運転免許証 ・運転経歴証明書（平成24年4／1以降交付のもの）
・パスポート ・身体障害者手帳 ・精神障害者保健福祉手帳 ・療育手帳（愛の手帳）
・在留カード ・特別永住者証明 ・写真付身分証明書（学生証、資格証明書等）
などの中から1点

江東ワイドスクエア

お支払いいただいた介護保険料・介
護サービス利用料の一部およびおむつ
代は税の申告の際に所得控除の対象と
なります。

万円▼

詐欺被害を防ごう！
STOP！ATMでの携帯電話

A

区の情報番組

保険料・サービス利用料・おむつ代

一同5万円▼宝見正治1000円▼

※1：勤務先からの報告がありますので、申告は不要です。
※2：納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超えると、配偶者控除を適用できなくなります。そ
の場合、納税義務者による同一生計配偶者の申告、または、納税義務者と生計を一にする配
偶者の方によるご自身の申告が必要となる場合があります（※4参照）。
※3：公的年金の支払先からの報告がありますので、申告は不要です。
※4：非課税証明書の発行や国民健康保険、国民年金、後期高齢者医療制度、介護保険などにおけ
る保険料算定等の基礎資料となりますので、収入の有無にかかわらず、申告が必要な場合が
あります。

令和3年12／31
（基準日）
において、次の条件にすべて該当する方を対象に、確
定申告および住民税申告で障害者控除の適用を受けることができる「障害者控
除対象者認定書」
を交付します。なお、基準日において要介護4・5の方は、区の
住民税申告時に限り、認定書のかわりに介護保険被保険者証を窓口に提示また
は写しを添付することで障害者控除を受けることができます。詳細は区ホーム
人 次の条件にすべて該当する方○区内在住で65歳以上
ページをご覧ください ▢
○介護認定が要介護1～5※要支援1・2の方は該当しません○区で定めた身体等
の条件に該当する※介護認定を受けていなくても常に寝たきりで排せつ等の日
申 申請書（区ホームペー
常生活に支障のある場合は、お問い合わせください ▢
ジから入手可）
、申請者の身分証明書の写し、対象者の介護保険証の写し、84円
分の切手を貼った封筒に郵送先を記入したものを〒135-8383区役所介護保険課
在宅支援係へ郵送、または申請者の身分証明書および対象者の介護保険証を持
参し窓口
（3階4番）
へ☎3647-4319、℻3647-9466

介護費用の一部は所得控除の対象

℻（3647）5833

⑧ 以下（2か所以上のところから支給されて（医療費等の控除の追加
をする場合は申告するこ
いる場合はその合計）
不要です
とができます）
（還付を受ける場合は申
※3
告することができます）
上記⑧の方のうち、65歳以上で年金収入 不要です
⑨ が155万円以下または65歳未満で年金収（非課税となるため、控
除の追加をする申告も必
入が105万円以下の方
要ありません）
障害年金・遺族年金を受けていて、他に 不要です ※4
⑩
所得なし
（申告が必要な場合があ 不要です
ります）
⑪ 昨年の収入なし

～条件に該当する65歳以上の方に発行～

税理士資格の無い者が税務相談、税
務書類の作成、税務代理をすることは、
法律で禁じられています。専門的知識

万

※3
公的年金収入のみで年金収入が400万円 不要です

（所得税が源泉徴収され
ている方は、申告すると
税金が還付されます）

確定申告等の障害者控除対象者認定書

2月の放送予定

※1：記載されている氏名・住所等が現況と異なる場合は使用できません。
※2：身元確認書類の例（以下の書類をお持ちでない場合は、課税課までお問い合わせください）

公的年金等の収入金額の合計額（複
数から受給されている場合、その合計
額）
が400万円以下であり、かつ、その
公的年金等の全部が源泉徴収の対象と
なる場合において、公的年金等に係る
雑所得以外の所得金額が20万円以下で
あるときは、所得税および復興特別所
得税の確定申告は必要ありません。
※この場合でも、所得税および復興特
別所得税の還付を受けるためには、確
定申告をする必要があります。
※所得税および復興特別所得税の確定
申告が必要ない場合であっても、住民
税の申告が必要な場合があります。
［住民税の問合先］
区課税課☎3647-8001・8002・8004、℻
3647-4822
［所得税および復興特別所得税・個人
事業者の消費税および地方消費税・贈
与税の問合先］
江東西税務署☎3633-6211（代）
江東東税務署☎3685-6311（代）

4

が欠けていること等により、依頼者が
不測の損害を被るおそれもあります。
税理士は、税理士証票を携帯し、税
理士バッジを着用しています。詳細は、
東 京 税 理 士 会 の ホ ー ム ペ ー ジ（
https://www.tokyozeirishikai.or.
jp）をご覧ください。

「にせ税理士」
「にせ税理士法人」
にご注意を‼

竹林聰明1万円▼鈴木淳一

アルバイト・パート収入が103万円以下
⑦ （年末調整されておらず、基礎控除以外
の控除はない）

江東西・江東東税務署あてにe-Tax
で送信、第一種郵便物または信書便物
にて郵送、または管轄する税務署窓口
（平日8：30～17：00）
にご提出ください。
［江東東税務署管内を除く江東区にお
住まいの方の提出先］

公的年金を受給されている方へ

［個人事業税の問合先］
中央都税事務所☎3553-2157

長橋いね子3万6000円▼野沢浩

不要です

申告書等の提出方法と
申告期限・納期限

／ （日）
〜 （土）
放送

給与収入が2,000万円を超えている
給与以外の所得が20万円を超えている
給与を2か所以上から受けている
必要です
昨年途中で退職し、
年末調整されていない
必要です
アルバイト・パート収入が103万円を超
⑥ える（年末調整されておらず、基礎控除（所得税で確定申告され
た方は不要です）
以外の控除はない）

マイナンバーカードとICカードリ
ーダライタ等をお持ちの方や事前に税
務署で発行したID・パスワードをお持
ちの方は、ご自宅のパソコンやスマー
トフォンなどからe-Tax（電子申告）で
申告書を提出できます。ぜひ便利なeTaxをご利用
ください。
◀確定申告書等
作成コーナー
［e-Tax・作成コーナーヘルプデスク
（確定申告期）
］
☎0570-01-5901
［受付時間］
（火）
まで
（平日および2／20・27、3
3／15
／6・13の日曜9：00～20：00）

江 東 西 税 務 署（〒135-8311猿 江2-1612）
［亀戸・大島・北砂・東砂・南砂・新砂
にお住まいの方の提出先］
江東東税務署
（〒136-8505亀戸2-17-8）
［申告期限と納期限］
所得税および復興特別所得税・贈与
（火）
まで。個人事業者の消費
税は3／15
税および地方消費税は3／31（木）まで。
※申告書の提出後に、納付書の送付や
納税通知等による納税のお知らせはあ
りません。期限内申告に係る所得税お
よび復興特別所得税・消費税および地
方消費税については、指定した金融機
関の口座から自動的に納税額が引き落
とされる振替
◀振替依頼書の
納税が大変便
オンライン提
出について
利です。

5000円▼
（株）ワイズマート

②
③
④
⑤

江東区ホームページ https://www.city.koto.lg.jp
https://www.city.koto.lg.jp/m（携帯）

令和 4 年
（2022年）2 月 1 日

東京ベイネットワーク（株）まで。

