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町から町からののお知らせお知らせ町からのお知らせ町からのお知らせ税務収納課から税務収納課からののお知らせお知らせ税務収納課からのお知らせ税務収納課からのお知らせ

一 般 質 問 次のとおり一般質問がおこなわれ、町長等から答弁がおこなわれました。

◆ 野木　康司 議員から
・吉野町の産業の現状と課題について
・空き家対策について
・令和３年度の重点事業について

◆ 上滝　義平 議員から
・定住促進について
・入札について

◆ 山本　義史 議員から
　・吉野ビジターズビューローの今後について
・地域公共交通について

◆ 下中　一平 議員から
　・一般廃棄物処理の方向性
・吉野山のまちづくりの今後について

◆ 辻内　正誠 議員から
　・移住定住促進について
・太陽光発電に関する条例制定について

第３回開催日決定！  みんなで吉野町のまちづくりに参加してみませんか？

町民Café＆Talk 参加者募集

◆日　時　2月2８日（日）　10時～12時

◆場　所　吉野町中央公民館 ２階 第3研修室

◆テーマ（仮）　①施策に関する生活課題
②課題解決のために自分たちにできること

開催概要

令和2年度（2020年度）をもって計画期間の終了を

迎える第4次吉野町総合計画に変わって新たな計画

となる第5次吉野町総合計画に、どのようなまちの姿

を描くのかをみなさんと一緒に考えていきます。

町民Café＆Talkの趣旨

参加申込方法

◆申込期限　2月２5日（木）まで
町民Café＆Talkへの参加をご希望の方は、電話もしくはメールで参加希望の旨をご
連絡ください。（※お問い合わせは吉野町総合政策課まで）
【電　 話】　℡（39）9070（直通）　　　【メールアドレス】　seisaku@town.yoshino.lg.jp

参加希望のご連絡の際は、下記の5つの項目をお知らせください。
①氏名　　②性別　　③年齢　　④住所　　⑤電話番号

※新型コロナウイルス感染症の発生状況等により、開催を見合わせる可能性があります。開催にあたっては、新型コロナウイル

ス感染症対策（入室時の検温、マスク着用、換気など）を十分に行うとともに、これまでのCafé形式での開催は見直します。

当日、風邪症状など少しでも体調に異変を感じた場合は、事務局（総合政策課）までご連絡ください。

町民Café＆Talkは、10年後、20年後の

吉野町の未来をみんなで楽しく話し合い、

楽しく考えられる場です
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◆お問い合わせ　税務収納課　ＮＴＴ…℡（３２）３０８１　IP直通…℡（３９）９０６２

「公的年金等に係る雑所得の控除額計算表」は次のページへ（税改正のお知らせは１１ページまで続きます。）

令和３年度 町民税・県民税
　　　　　　　　　（令和２年分所得に対する課税）から

　　　　　　　　　　  適用される主な改正のお知らせ

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替

給与所得控除及び公的年金等控除の

控除額を一律10万円引き下げ、基礎控

除の控除額を10万円引き上げます。 

※給与所得と年金所得の双方を有する
方については、片方に係る控除のみ
が減額されます。

給与所得控除の見直し 

1.給与所得控除額が一律10万円引き下げられました。

2.給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入

金額が850万円に、その上限額が195万円にそれぞ

れ引き下げられました。

公的年金等控除の見直し 

1.公的年金等控除が一律10万円引き下げられました。

2.公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除について195万5千円が上限とされました。

3.公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下である場合は一律

10万円を、2,000万円を超える場合は一律20万円を、それぞれ上記1及び2の見直し後の公的年金等控除額から

引き下げられることとされました。

給与等の収入金額 給与所得控除額

162万５千円以下

162万５千円超180万円以下

180万円超360万円以下

360万円超660万円以下

660万円超850万円以下

850万円超

55万円

収入金額×40％－10万円

収入金額×30％+8万円

収入金額×20％+44万円

収入金額×10％+110万円

195万円
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基礎控除の見直し 

1.基礎控除が10万円引き上げられました。

2.合計所得金額が2,400万円を超える場合は、段階的

に減少し2,500万円を超える場合は適用外となりま

した。

合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下

2,400万円超2,450万円以下

2,450万円超2,500万円以下

2,500万円超

43万円

29万円

15万円

適用なし

税務収納課から税務収納課からののお知らせお知らせ税務収納課からのお知らせ税務収納課からのお知らせ税務収納課から税務収納課からののお知らせお知らせ税務収納課からのお知らせ税務収納課からのお知らせ

調整控除の見直し

合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用されないこととなりました。

◆税改正のお知らせに関するお問い合わせ　税務収納課　ＮＴＴ…℡（３２）３０８１　IP直通…℡（３９）９０６２

※16万８千円及び32万円は、同一生計配偶者または扶養親族を有する場合に加算します。

子どもの貧困に対応するため、事実婚状態でないことを確認したうえで支給される児童扶養手当の受給者で、合計

所得金額が135万円以下であるひとり親に対し、非課税とする措置を講じます。

税務収納課では、右記日程において町県民税申告の

受付を行います。

町県民税の申告書の提出を予定されている方は、ご

利用ください。

令和３年度　　町県民税申告休日受付窓口の開設

日 時 ２月1４日（日）
3月 6日（土）  いずれも9時～16時

場 所 吉野町役場 １階 税務収納課　

泫 所得税確定申告については、内容により対応
　　 できない場合があります。

「マイナンバーカード」又は「ID・パスワード方式の届出完
了通知」をお持ちの方は自宅等からPC・スマホで申告が
できます。

吉野税務署からのお知らせ

PC・スマホで確定申告　３密回避にご協力ください

進化するスマート申告

～５つのステップで手続完結！～

③

金額など

を入力

②

提出方法

を選択

①

国税庁HP

へアクセス

④

e-Taxで

送信

⑤

申告書データ

を保存

65
歳
以
上

65
歳
未
満

公的年金等に係る雑所得の控除額計算表 

1,000万円以下 1,000万円超2,000万円未満 ２,000万円超

公的年金等収入額（A)

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額

110万円

A×25％+27万5千円

A×１5％+68万5千円

A×5％+１４５万５千円

１９５万５千円

60万円

A×25％+27万5千円

A×１5％+68万5千円

A×5％+１４５万５千円

１９５万５千円

100万円

A×25％+17万5千円

A×１5％+58万5千円

A×5％+１3５万５千円

１8５万５千円

50万円

A×25％+17万5千円

A×１5％+58万5千円

A×5％+１3５万５千円

１8５万５千円

90万円

A×25％+7万5千円

A×１5％+48万5千円

A×5％+１2５万5千円

１7５万5千円

40万円

A×25％+7万5千円

A×１5％+48万5千円

A×5％+１2５万5千円

１7５万5千円

330万円以下

330万円超410万円以下

410万円超770万円以下

770万円超１,０００万円以下

１,０００万円超

130万円以下

130万円超410万円以下

410万円超770万円以下

770万円超１,０００万円以下

１,０００万円超

所得金額調整控除の創設 

下記に該当する人は、給与所得から所得金額調整控除が適用されます。

（1）給与等の収入金額が850万円を超え、次のアからウのいずれかに該当する場合

　　ア 本人が特別障害者に該当する

　　イ 年齢23歳未満の扶養親族を有する

　　ウ 特別障害者である同一生計配偶者もしくは特別障害者である扶養親族を有する｠

　　　　　　所得金額調整控除額＝（給与等の収入額〔1,000万円以上の場合は1,000万円〕－850万円）×10%

（2）給与所得と公的年金等に係る雑所得が両方あり、その合計額が10万円を超える場合

　　　　　　所得金額調整控除額＝（給与所得控除後の給与等の金額〔10万円を超える場合は10万円〕+公的年金

　　　　　等に係る雑所得の金額〔10万円を超える場合は10万円〕）－10万円

　　 ※（1）の控除がある場合は、（1）の控除後の金額から控除します。

計算式

計算式

要　件　等 改　正　後 改　正　前

同一生計配偶者の合計所得金額要件

配偶者特別控除に係る配偶者の
合計所得金額要件

勤労学生控除の合計所得金額要件

障がい者、未成年、寡婦及びひとり親
に対する非課税措置の所得要件

均等割の非課税限度額の合計所得
金額

所得割の非課税限度額の総所得
金額等

所得控除等の合計所得要件等の見直し  

ひとり親に対する非課税措置の創設

○令和２年分所得税及び復興特別所得税の確定申告期間は、
２月16日(火)から３月15日(月)までです。

○新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、確
定申告会場の混雑緩和を図る観点から、「入場整理券」が必
要となります。入場整理券は、当日会場で配付しますが、事
前に「LINE」アプリでも発行可能です。状況により早めに配
付を終了する場合がありますのでご了承ください。

○確定申告会場へ入場いただくまで、長時間お待ちいただく
ことがあります。

○「検温」「マスクの着用」「手指の消毒」等の感染予防対策に
ご協力ください。

合計所得金額48万円以下

合計所得金額48万円超133万円以下

合計所得金額75万円以下

合計所得金額135万円以下

合計所得金額が２８万円×(同一生計配偶者
＋扶養親族の数+１)＋10万円＋16万８千円（※）

合計所得金額が３５万円×(同一生計配偶者
＋扶養親族の数+１)＋10万円＋３２万円（※）

合計所得金額38万円以下

合計所得金額38万円超123万円以下

合計所得金額65万円以下

合計所得金額125万円以下

合計所得金額が２８万円×(同一生計配偶者
＋扶養親族の数+１)＋16万８千円（※）

合計所得金額が３５万円×(同一生計配偶者
＋扶養親族の数+１)＋３２万円（※）
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基礎控除の見直し 

1.基礎控除が10万円引き上げられました。

2.合計所得金額が2,400万円を超える場合は、段階的

に減少し2,500万円を超える場合は適用外となりま

した。

合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下

2,400万円超2,450万円以下

2,450万円超2,500万円以下

2,500万円超

43万円

29万円

15万円

適用なし

税務収納課から税務収納課からののお知らせお知らせ税務収納課からのお知らせ税務収納課からのお知らせ税務収納課から税務収納課からののお知らせお知らせ税務収納課からのお知らせ税務収納課からのお知らせ

調整控除の見直し

合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用されないこととなりました。

◆税改正のお知らせに関するお問い合わせ　税務収納課　ＮＴＴ…℡（３２）３０８１　IP直通…℡（３９）９０６２

※16万８千円及び32万円は、同一生計配偶者または扶養親族を有する場合に加算します。

子どもの貧困に対応するため、事実婚状態でないことを確認したうえで支給される児童扶養手当の受給者で、合計

所得金額が135万円以下であるひとり親に対し、非課税とする措置を講じます。

税務収納課では、右記日程において町県民税申告の

受付を行います。

町県民税の申告書の提出を予定されている方は、ご

利用ください。

令和３年度　　町県民税申告休日受付窓口の開設

日 時 ２月1４日（日）
3月 6日（土）  いずれも9時～16時

場 所 吉野町役場 １階 税務収納課　

泫 所得税確定申告については、内容により対応
　　 できない場合があります。

「マイナンバーカード」又は「ID・パスワード方式の届出完
了通知」をお持ちの方は自宅等からPC・スマホで申告が
できます。

吉野税務署からのお知らせ

PC・スマホで確定申告　３密回避にご協力ください

進化するスマート申告

～５つのステップで手続完結！～

③

金額など

を入力

②

提出方法

を選択

①

国税庁HP

へアクセス

④

e-Taxで

送信

⑤

申告書データ

を保存

65
歳
以
上

65
歳
未
満

公的年金等に係る雑所得の控除額計算表 

1,000万円以下 1,000万円超2,000万円未満 ２,000万円超

公的年金等収入額（A)

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額

110万円

A×25％+27万5千円

A×１5％+68万5千円

A×5％+１４５万５千円

１９５万５千円

60万円

A×25％+27万5千円

A×１5％+68万5千円

A×5％+１４５万５千円

１９５万５千円

100万円

A×25％+17万5千円

A×１5％+58万5千円

A×5％+１3５万５千円

１8５万５千円

50万円

A×25％+17万5千円

A×１5％+58万5千円

A×5％+１3５万５千円

１8５万５千円

90万円

A×25％+7万5千円

A×１5％+48万5千円

A×5％+１2５万5千円

１7５万5千円

40万円

A×25％+7万5千円

A×１5％+48万5千円

A×5％+１2５万5千円

１7５万5千円

330万円以下

330万円超410万円以下

410万円超770万円以下

770万円超１,０００万円以下

１,０００万円超

130万円以下

130万円超410万円以下

410万円超770万円以下

770万円超１,０００万円以下

１,０００万円超

所得金額調整控除の創設 

下記に該当する人は、給与所得から所得金額調整控除が適用されます。

（1）給与等の収入金額が850万円を超え、次のアからウのいずれかに該当する場合

　　ア 本人が特別障害者に該当する

　　イ 年齢23歳未満の扶養親族を有する

　　ウ 特別障害者である同一生計配偶者もしくは特別障害者である扶養親族を有する｠

　　　　　　所得金額調整控除額＝（給与等の収入額〔1,000万円以上の場合は1,000万円〕－850万円）×10%

（2）給与所得と公的年金等に係る雑所得が両方あり、その合計額が10万円を超える場合

　　　　　　所得金額調整控除額＝（給与所得控除後の給与等の金額〔10万円を超える場合は10万円〕+公的年金

　　　　　等に係る雑所得の金額〔10万円を超える場合は10万円〕）－10万円

　　 ※（1）の控除がある場合は、（1）の控除後の金額から控除します。

計算式

計算式

要　件　等 改　正　後 改　正　前

同一生計配偶者の合計所得金額要件

配偶者特別控除に係る配偶者の
合計所得金額要件

勤労学生控除の合計所得金額要件

障がい者、未成年、寡婦及びひとり親
に対する非課税措置の所得要件

均等割の非課税限度額の合計所得
金額

所得割の非課税限度額の総所得
金額等

所得控除等の合計所得要件等の見直し  

ひとり親に対する非課税措置の創設

○令和２年分所得税及び復興特別所得税の確定申告期間は、
２月16日(火)から３月15日(月)までです。

○新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、確
定申告会場の混雑緩和を図る観点から、「入場整理券」が必
要となります。入場整理券は、当日会場で配付しますが、事
前に「LINE」アプリでも発行可能です。状況により早めに配
付を終了する場合がありますのでご了承ください。

○確定申告会場へ入場いただくまで、長時間お待ちいただく
ことがあります。

○「検温」「マスクの着用」「手指の消毒」等の感染予防対策に
ご協力ください。

合計所得金額48万円以下

合計所得金額48万円超133万円以下

合計所得金額75万円以下

合計所得金額135万円以下

合計所得金額が２８万円×(同一生計配偶者
＋扶養親族の数+１)＋10万円＋16万８千円（※）

合計所得金額が３５万円×(同一生計配偶者
＋扶養親族の数+１)＋10万円＋３２万円（※）

合計所得金額38万円以下

合計所得金額38万円超123万円以下

合計所得金額65万円以下

合計所得金額125万円以下

合計所得金額が２８万円×(同一生計配偶者
＋扶養親族の数+１)＋16万８千円（※）

合計所得金額が３５万円×(同一生計配偶者
＋扶養親族の数+１)＋３２万円（※）
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