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税務収納課からのお知らせ税務収納課からのお知らせ町からのお知らせ町からのお知らせ

令和３年度 町民税・県民税の申告はお済みですか？
　　　申告期限は３月１５日（月）です

　この申告は正しい税金計算のほか、国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料・保育料などの算定、
福祉医療制度や児童手当の給付など、各種行政サービスに影響する大切な手続きです。期限内に正しい申告をお
願いします。

申告が必要か確かめてみましょう！
（下記の図は、申告が必要かどうかの目安としてご利用ください）

公的年金等受給者の方へ
　公的年金等の収入金額が400万円以下で、他の所得金額が20万円以下の場合、確定申告書の提出は不要です。
ただし、所得税の還付を受ける場合は、確定申告書の提出が必要になります。
また、確定申告書を提出されない方でも、「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている扶養親族、障がい者、寡
婦及びひとり親の内容に変更や追加したい控除（医療費控除、生命保険料控除、社会保険料控除等）がある場合は、
町民税・県民税申告書の提出が必要です。

【お問い合わせ先】　 税務収納課　ＮＴＴ…℡（32）3081、IP直通…℡（39）9062
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令和３年１月１日現在、吉野町に住民登録がありますか？
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令和３年１月１日現在でお住まいの市
町村へ申告してください。

年末調整をされた会社以外から、
給与収入がありましたか？

医療費控除や年末調整で控除し
ていない控除を追加しますか？

会社で年末調整をされましたか？

町民税・県民税の
申告が必要です。

申告の義務はありません。ただし、所得金額が記載
された税証明が必要な場合は申告してください。

吉野町内に在住の方の扶養となってい
ますか？
（吉野町以外に住所がある方の扶養となっている  
方は「いいえ」へ）

公的年金以外の収入は、給与収入のみでしたか？
（ほかに非課税の収入のある方も「はい」へ）
（営業、農業、不動産などの収入がある方は「いいえ」へ）

令和２年中（令和２年１月１日～令和２年12月31日）に収入がありました
か？ ＊非課税の収入（遺族・障害年金、失業給付など）のみの方は「いいえ」へ

収入は公的年金のみでしたか？
（ほかに非課税の収入のある方も「はい」へ）

次の内容に該当しますか？
６５歳未満である（昭和3１年１月２日以後生まれ）
　　　……年金収入額９８０，０００円以下
６５歳以上である（昭和3１年１月１日以前生まれ）
　　　…年金収入額１，４８０，０００円以下

町民税・県民税の申告は不要です。

町民税・県民税の申告は不要です。
 （日本年金機構等からの報告書に基づき、
  町民税・県民税額を計算します）

町民税・県民税の申告が必要です。
※申告内容により、確定申告が必要な場合
　があります。

町民税・県民税の申告は不要です。
（会社から吉野町に給与支払報告書の提 
出がない場合は申告が必要になります）

縦覧場所　吉野町役場 税務収納課
●納税義務者の方は、自己所有の固定資産についての
固定資産課税台帳を通年（土・日・祝祭日等閉庁日を除
く）閲覧できます。また、借地人・借家人の方も閲覧で
きますが、物件を確認できる書類（賃貸借契約書等）が
必要です。

●縦覧及び閲覧を希望される方は本人確認のため、納
税者であることを確認できる書類（納税通知書または
免許証、保険証等）の提示をお願いします。代理人の
場合は委任状が必要です。

縦覧できる帳簿の種類及び縦覧可能な方
①土地価格等縦覧帳簿
吉野町内に所在する土地に対して固定資産税が課税
されている方
②家屋価格等縦覧帳簿
吉野町内に所在する家屋に対して固定資産税が課税
されている方
縦覧期間・時間
４月1日（木）～５月３1日（月）　８時30分～17時15分

（土・日・祝祭日等閉庁日除く）

今年度最後の
特定健診・長寿健診のお知らせ

年金生活者支援給付金制度に
　 便乗した詐欺にご注意ください

最寄りの金融機関（南都銀行・りそな銀行・奈良県農協・ゆ

うちょ銀行・郵便局）やコンビニエンスストアでお納めくだ

さい。なお、口座振替をされている方は、納期限の前日ま

でに納税額に見合う金額の準備をお願いします。

国民健康保険 第9期納期限 3月31日（水）

◆お問い合わせ先　町民課 国保担当

　ＮＴＴ…℡（32）３０８１内線123　ＩＰ直通…℡（39）９０６３

令和元年10月より始まった年金生活者支援給付金制

度に便乗し、厚生労働省、日本年金機構または市区町村

の職員を名乗る者から、「年金生活者支援給付金の振込

口座が使えないため、新しい口座番号、暗証番号、マイ

ナンバーを教えてほしい。」という不審な電話がかかって

きた事例が報告されています。

　厚生労働省および日本年金機構では、電話でお客様

の口座番号、暗証番号、マイナンバー等をお聞きするこ

とはありません。このような電話があっても、口座番号

等の個人情報を答えることのないようにご注意ください。

　ご不明な点等ございましたら、お近くの年金事務所に

お問い合わせください。

お問い合わせ先

町民課 年金担当

　ＮＴＴ…℡（32）３０８１内線125、ＩＰ直通…℡（39）９０６３

令和３年度　固定資産価格等の縦覧の実施

お問い合わせ先　　税務収納課　 ＮＴＴ・・・・℡（32）３０８１　Ｉ Ｐ直通・・・℡（39）９０６２

対　　象 国民健康保険または後期高齢者医療保険

　　　　　 に加入されている方

受診期限 3月31日（水）

受診方法　受診可能な医療機関に直接ご予約のうえ、

　　　　　 受診してください。

持 ち 物　 受診券・質問票・保険証

特定健診を受けられた方へ“特定保健指導のお知らせ”

対象  特定健診を受けて特定保健指導対象と分かった方

※「特定保健指導利用券」が送付されます。食生活の改

善や運動などで、生活習慣病を予防できます。薬を内

服せず、健康に過ごす期間をより長くしていただくた

めに、アドバイスをさせていただきます。ご連絡をお待

ちしています。

申込・お問い合わせ先 　町民課  国保担当

  ＮＴＴ…℡（32）３０８１内線123、 ＩＰ直通…℡（39）９０６３

公的年金等の源泉徴収票に記載されている
扶養親族、障がい者、寡婦及びひとり親の内容
に変更や追加したい控除（医療費控除、生命保
険料控除、社会保険料控除等）がありますか？
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