
確定申告および市民税・府民税申告特集
令和5年（2023年）1月号

広報ほっと京たなべ

還付申告とは
　確定申告書を提出する必要のない人（提出する必要のある人は2ページに記載していま
す。）でも、源泉徴収された所得税や予定納税がある場合は、確定申告することによって納め
すぎの所得税が還付されることがあります。この申告を還付申告といいます。 

還付申告期間について
　確定申告期間とは関係なく、令和4年分の還付申告は令和5年1月1日から令和9年12月31日まで申告することができます。
　みなさまの都合に合わせて5年間の間にいつでも申告していただけます！

申告から還付までの期間について
　還付申告を税務署へ書面で提出した場合、還付されるまでに1か月から1か月半程度の時間を要しますが、自宅などから
e-Tax（電子申告）で提出された場合は3週間程度で還付されます。
　ぜひこの機会に自宅などからの e-Tax での申告をお勧めします！
※ 市の申告相談会場で還付申告を行った場合、通常税務署で申告された場合の期間に加え、さらに1週間程度の時間を要し

ます。
※ e-Tax（電子申告）の詳細については、2ページの「確定申告書の提出方法」および国税庁ホームページをご確認ください。
※ 申告内容が誤っていたことにより、改めて申告書を作成し、提出した場合は、e-Tax で提出した場合であっても、上記期間

で還付されないことがあります。

還付申告の対象となる人
　還付申告は次のような人が対象となります。なお、給与所得者や、公的年金等に係る雑所得がある人（年金所得者）で確
定申告の必要がない人が還付申告をする場合は、その他の各種所得も申告が必要です。
ア 給与所得がある人で、源泉徴収票の源泉徴収税額の欄に金額の記載があり（0円の場合を除く。）、源泉徴収票に記載の

ない所得控除を受ける人
イ 公的年金等の雑所得がある人で、源泉徴収票の源泉徴収税額の欄に金額の記載があり（0円の場合を除く。）、源泉徴収

票に記載のない所得控除を受ける人
ウ 年の途中で退職したなど、年末調整を受けていない人
エ 税額控除を受ける人（注）

注	税額控除とは、住宅借入金等特別控除、政党等寄附金特別控除などをいい、課税所得金額に税率を乗じて算出した所得
税から一定の金額を控除するものです。

《所得税の還付申告をされる人にお知らせ》
所得税の還付申告は、確定申告期間とは関係なく

1月から宇治税務署へ提出できます！

還付申告に関する
問合せ先

☎44－4141 自動音声でご案内します。
〒611-8588  宇治市大久保町井ノ尻60-3宇治税務署

保存版

所得税の所得税の

還付申告還付申告
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令和4年分（2022年分）の確定申告および市民税・府民税申告の期限は、令和
5年3月15日㈬です。申告の必要がある人は、期限までに必ず申告しましょう。

新型コロナウイルス感染症予防のため、 
インターネットまたは郵送による申告にご協力をお願いします。

確定申告（所得税及び復興特別所得税（注 1））が必要な人
①給与所得の合計額が所得控除（注2）の合計額を超え、次のア～ウのいずれかに該当する人

ア 給与の収入金額が2,000万円を超える人
イ 2カ所以上から給与収入がある人
ウ 給与や退職所得以外の所得合計額が20万円を超える人

②公的年金等の雑所得の合計額が所得控除の合計額を超え、次のアまたはイに該当する人
ア 公的年金等の収入額の合計が年額400万円を超える人
イ 公的年金等の収入額の合計が年額400万円以下で、公的年金等の雑所得以外の所得金額が20万円を超える人

　※公的年金等には、外国年金も含まれます。
③事業、不動産、譲渡など各種所得の合計額が所得控除の合計額を超える人
注1	復興特別所得税は、平成25年から令和19年までの各年分について、所得税と併せて申告・納付することとされており、	

税額は所得税額に2.1％の税率を乗じて計算します。
注2	所得控除とは、社会保険料控除、生命保険料控除、扶養控除、医療費控除などをいい、課税所得金額を算出する際に、

各種所得の金額の合計額から差し引くものです。
注3	還付申告の場合、申告の義務はありません。

確定申告書の提出方法
　自宅のパソコンやスマートフォンなどを使って、国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーで確定申告書を作成でき
ます。なお、令和4年分（2022年分）の確定申告書等作成コーナーは、令和5年1月上旬に開設されます。作成した申告書は、
e-Tax や郵送などで提出できます。

所得税所得税及び及び
復興特別所得復興特別所得税の税の

確定申告確定申告
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△▽確定申告書から抜粋

「配偶者や親族に関する事項」「住民税に関する事項」の記載もお忘れなく！
　①〜④に必要事項を記載しないと、市民税・府民税で控除などの適用を受けられないことがあります。
①同一生計配偶者

　合計所得金額が1,000万円（給与収入1,195万円）を超える納税者本人と同一生計で、合計所得金額が48万円（給与
収入103万円）以下の配偶者

②16歳未満の扶養親族
③配当割額控除額、株式等譲渡所得割額控除額

　上場株式などの配当所得、譲渡所得を申告する人で、源泉徴収された市民税・府民税がある場合は、それぞれの金額
を記載してください。

④寄附金税額控除
　前年中に行った寄附が市民税・府民税の控除対象となる場合は、寄附金額を記載してください。
※	ふるさと納税は、「都道府県、市区町村への寄附（特例控除対象）」に寄附金額を記載してください。
※	ワンストップ特例を申請した人も、確定申告をする場合は、すべてのふるさと納税分について記載してください。

確定申告会場

①税理士による申告相談
　 「土地・建物・株式等を売却した
所得」「贈与税」「相続税」「住宅借
入金等特別控除」に関する相談は受
付できません。②の宇治税務署で申
告してください。

②宇治税務署
【場　　所】 宇治税務署1階（お車でお越しの際は、臨時駐車場をご利用ください。）
【開設期間】 2月16日㈭〜3月15日㈬（土・日・祝日を除く。）★2月19日㈰・2月26日㈰に限り休日も開設
【相談時間】 9時〜17時（受付終了16時）
※ 宇治税務署では、コピーサービスを行っていません。また、近隣にもコピーサービスを行っている施設はありません。家屋に係

る売買契約書や工事請負書など、コピーの提出が必要な書類については、あらかじめコピーを用意して、お持ちください。

《確定申告会場での感染症対策にご協力ください。》
①確定申告会場の混雑緩和のため、会場への入場には「入場整理券」が必要です。

なお、入場整理券の配付状況に応じて後日の来場をお願いすることもあります。
②ご来場の際は、マスクなどの着用をお願いします （マスクなどの着用がない場

合、入場をお断りする場合があります。）。
③咳・発熱などの症状のある人や体調のすぐれない人は、入場をお断りします。
④会場内に筆記用具や計算器具は用意しておりませんので、ボールペンや電卓な

どをお持ちください。

入場整理券は国税庁公式LINEで！
宇治税務署の確定申告会場
への入場に必要な入場整理
券は1月22日㈰以降、国税庁
公式LINEで日時指定し事前
発行が可能です。なお、会場
で当日配付も行っています。

確定申告に関する
問合せ先
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☎44－4141 自動音声でご案内します。
〒611-8588  宇治市大久保町井ノ尻60-3宇治税務署

ここに○印マイナンバーの記載もお忘れなく

確定申告会場 開設期間 開設時間
城陽市役所西庁舎4階

（401・402会議室） 2月2日㈭・2月3日㈮ 【受付時間】
9時～15時

【相談時間】
9時30分～12時

13時～16時

八幡市役所3階市民プラザ 2月6日㈪・2月7日㈫
木津川市山城総合文化センター

（アスピアやましろ） 2月8日㈬〜2月10日㈮

京田辺市コミュニティホール 2月13日㈪・2月14日㈫

「友だち追加」
はこちらから
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市民税・府民税申告が必要な人
　令和5年1月1日現在京田辺市内に住所があり、次の①または②に該当する人

①令和4年中（2022年中）に所得があった人
　令和4年中（2022年中）に所得があった人は市民税・府民税申告が必要です。ただし、
次のアまたはイに該当する人は申告不要です。
ア 令和4年分（2022年分）の確定申告書を提出する人
イ 勤務先や年金支払者（日本年金機構など）から市に支払報告書が提出される場合で、給

与や公的年金等以外に所得がない人

②令和4年中（2022年中）に所得がない場合で、次のア～ウのいずれかに該当する人
ア 市内に住む親族の税法上の扶養親族に入っていない人
イ 非課税証明書などが必要な人
ウ 国民健康保険、後期高齢者医療制度および介護保険の被保険者　など

確定申告が必要でない次のような人は、市民税・府民税申告をすれば、市民税・府民税が軽減されることがあります。
　 源泉徴収票に記載されていない控除を受ける人

市民税・府民税申告書の提出方法
新型コロナウイルス感染症予防のため、原則郵送により提出してください。
① 市民税・府民税申告書の入手方法は、8ページの「よくあるご質問 Q3・A3」を参照してください。
② 京田辺市ホームページ内の住民税試算システムを利用して、市民税・府民税申告書を作成することができます。７ページの

「市民税・府民税の税額試算と申告書作成」を参照してください。ただし、入力されたデータをメールなどで送信することは
できません。必ずプリンタで印刷し、必要書類と一緒に郵送してください。

【送付先】　〒610-0393 京田辺市役所税務課市民税係（住所は不要）
※ 受付印を押した申告書の控えや受付書の返送を希望する場合は、返信用封筒（返信先を記入し、切手を貼付したもの）およ

び申告書をコピーした控えを同封してください。
※ 2月15日㈬までは市役所税務課窓口で、2月16日㈭〜3月15日㈬（土・日・祝日を除く。）は市役所会場で、提出すること

も可能です。

市民税・府民税申告の申告相談会場（市役所会場）
　申告相談は当日配付する受付票が必要です。申告するお一人につき1枚配付します。
【場　　所】 京田辺市コミュニティホール（市役所南側）
【開設期間】 2月16日㈭〜3月15日㈬（土・日・祝日を除く。）
【相談時間】 9時〜12時、13時〜16時（受付票配付 8時30分〜15時）
※ 会場周辺が密になるおそれがありますので、8時30分より前の来場はご遠慮ください。

　市役所会場では、次のアからエに該当する令和4年分の所得内容に関する『簡易な確定申告』の相談についても受付し
ます。該当するもの以外の所得に係る申告相談は、内容確認を含め受付できませんのであらかじめご了承ください。受
付できない申告相談については、3ページの「確定申告会場」をご利用ください。
　ア 給与所得　　イ 雑所得（公的年金等・個人年金・報酬など）　　ウ 一時所得　　エ 農業所得

※ 市役所税務課窓口では、2月15日㈬以前は申告相談を受付しません。
※ 農業所得は、収支内訳書が作成済の白色申告のみ受付します。
※ 住宅借入金等特別控除（住宅ローン控除）のある確定申告は、受付できません。
※ 記載済確定申告書の検算は行いません。
※ 報酬などの所得がある人または一時所得がある人は、必要経費を計算し、その経費が分かる資料をお持ちください。
※ 市役所会場では、コピーサービスを行いません。
※ 確定申告書に税務署の受付印が必要な人は、宇治税務署へ確定申告書を提出してください。

 市民税・ 市民税・
府民税府民税
申告申告
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市役所会場での申告書作成に必要なもの
①マイナンバーと本人確認ができるもの

※ 被扶養者のマイナンバーが分かるものもお持ちください。
②令和4年中（2022年中）の収入金額や必要経費が分かるもの

ア 源泉徴収票   イ 支払調書   など
※ 2カ所以上から給与、公的年金などを受けている場合、すべての源泉徴収票や支払調書が必要です。
※ 農業所得の収支内訳書は、必ず作成のうえ、ご来場ください。

③所得控除や税額控除を受けるために必要なもの
ア 各種保険料の領収書、控除証明書   など

※ 社会保険料（国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、国民年金保険料など）、生命保険料、地震
保険料など

イ 医療費控除の明細書　など（領収書の添付は不要）
※ 医療費またはセルフメディケーション税制の控除を受ける人は、明細書の添付が必要です。

ウ 学生証（在学証明書）、障害者手帳   など
※ 勤労学生控除を受ける場合は、学生証（在学証明書）をお持ちください。
※	障害者控除を受ける場合は、障害者手帳をお持ちください。また、要介護（要支援）認定による障害者控除を受ける場合は、
あらかじめ介護保険課（市役所2階④番窓口	☎64-1373）で障害者控除対象者認定書の交付を受けてください。

エ その他控除を受けるために必要な証明書や領収書 など
④本人名義の口座情報が分かるもの

ア 通帳　イ キャッシュカード　など
※ 所得税及び復興特別所得税の還付を受ける場合には、本人名義の口座情報（金融機関名、支店名、口座種別、口

座番号）の分かるものが必要です。
⑤筆記用具や計算器具

※ 会場内にボールペンや電卓などは用意しておりません。

お願い
●  市役所会場での簡易な確定申告は、市職員が対応します。市職員では判断できない内容の場合は、宇治税務署での

申告を案内することがあります。
●  市役所会場では、市民税・府民税申告と簡易な確定申告の区別なく受付番号順に相談を行います。混雑状況によって

は長時間お待ちいただくこともありますので、ご了承ください。
● 市役所周辺の駐車場の駐車台数には限りがあります。なるべく、公共交通機関を利用してご来場ください。

《市役所会場での感染症対策にご協力ください。》
①感染症予防のため、入場制限を実施します。
②必ずマスクなどをご着用いただき最小限の人数でお越しください。
③会場では非接触型体温計による検温を行います。発熱などの症状がある人は、入場をお断りする場合があります。

市民税・府民税申告
に関する問合せ先

☎64－1317
〒610-0393 京田辺市田辺80

確定申告に関することは、宇治税務署へお問合せください。

京田辺市役所税務課

「マイナンバーカード」
「マイナンバー通知カード」

＋
「運転免許証、公的医療保険の
被保険者証などいずれか1つ」

「マイナンバー入りの住民票」
＋

「運転免許証、公的医療保険の
被保険者証などいずれか1つ」
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医療費控除を受けるには
● 医療費控除を受けるには、「医療費控除の明細書」の添付が必要です。
● 申告した医療費に係る領収書は、申告から5年間は自宅で保管してください。明細書に添付し、提出する必要はありません。
● 医療費控除を受ける人は、セルフメディケーション税制を選ぶことはできません。 

なお、一度選んだ控除は、更正の請求や修正申告において変更することができません。
● 医療保険者から交付を受けた医療費通知がある場合は、医療費通知（原本）を添付することによって「医療費控除の明細

書」の記載箇所のうち「2 医療費（上記1以外）の明細」を省略することができます。

〈記載例〉

家族のために医療費
を支払った場合にも、
同じ明細書に記入し
ます。

交通費はすべての合計額
を記入します。交通費の支
払が乗継ぎなどにより複数
ある場合は、記入例のよう
にまとめて記入できます。

「医療費控除の明細書」の用紙は、国税庁ホーム
ページおよび京田辺市ホームページに掲載して
います。

①1 医療費通知に記載された事項
　医療費通知を添付する場合、⑴〜⑶を
記入します。
⑴ 医療費通知に記載された医療費の額
 　医療費通知に記載された令和4年中

の自己負担額の合計額を記入します。
⑵ ⑴のうちその年中に実際に支払った

医療費の額
 　⑴の医療費のうち、領収書で確認し

た支払った金額の合計額を記入します。
⑶ ⑵のうち生命保険や社会保険などで

補てんされる金額
 　保険金や高額療養費などを受け取っ

た場合には、その金額を記入します。

②2 医療費（上記1以外）の明細
　令和4年中に自己または生計を一にす
る配偶者やその他の親族のために支払っ
た医療費について、領収書から必要事項
を記入します。｢1 医療費通知に記載され
た事項」に記入したものは除いて記入して
ください。
⑴ 医療を受けた方の氏名
 　医療を受けた方の氏名を記入します。
⑵ 病院･薬局などの支払先の名称
 　診察 ･ 治療を受けた病院や医薬品を

購入した薬局など、支払先の名称を記
入します。

⑶ 医療費の区分
 　医療費の内訳として該当するものを

チェックします。
※｢その他の医療費｣は、通院に要する

交通費や治療に必要な医療用器具・
装具などの購入がある場合にチェックし
ます。

⑷ 支払った医療費の額
 　医療費控除の対象となる金額を記入

します。
⑸ ⑷のうち生命保険や社会保険などで

補てんされる金額
 　保険金や高額療養費などを受け取っ

た場合には、その金額を記入します。

病院・薬局などの支払
先ごとに、診療・治療費
の合計額を記入します。

1

2

4

京田辺市田辺80

国税庁ホームページは
こちらから
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申告が必要かどうかの目安（公的年金等受給者の場合）

令和 5 年度からの主な市民税・府民税の税制改正
● 未成年対象年齢の見直し
 民法の成年年齢の引下げに伴い、令和5年度から平成17年1月2日以前生まれの人は成年となります。
● セルフメディケーション税制の見直し 

対象となる医薬品の範囲を見直した上で、適用期限が令和8年12月31日まで延長されます。

公的年金等の収入が400万円を超えている

確
定
申
告
が
必
要

公的年金等の収入以外にも所得がある 公的年金等の収入以外の 
所得が20万円を超える

公的年金等の源泉徴収票に記載されている控除の変更や
控除（生命保険料控除、医療費控除など）の追加がある

※下表の非課税基準に該当すれば市民税・府民税申告は不要
所得税の還付を受ける

市民税・府民税申告が必要確定申告、市民税・府民税申告は不要

市民税・府民税の税額試算と申告書作成

市民税・府民税申告書は、京田辺市ホームページで作成できます！
　「住民税試算システム」は、給与や公的年金等の源泉徴収票の内容や所得
金額、控除金額を入力することで、市民税・府民税の税額試算や市民税・府
民税申告書を作成することができます。
　令和5年度の市民税・府民税申告書の作成は２月１日から可能です。
　詳細については、ホームページをご覧ください。

京田辺市 申告書作成

市民税・府民税申告書の
作成はこちらから

検索して「住民税試算システム」にアクセス

いいえ

はい

はい はい

はい はい

いいえ いいえ

いいえ いいえ

※確定申告書を提出した場合、市民税・府民税申告は不要です。
※還付申告（1ページ参照）の場合、申告の義務はありません。

（参考）収入が公的年金等のみの場合の市民税・府民税非課税基準

年　齢
公的年金等の収入金額

扶養親族が0人 扶養親族が1人 扶養親族が2人
65歳以上（昭和33年1月1日以前生まれ）の人 1,515,000円 2,019,000円 2,334,000円
65歳未満（昭和33年1月2日以降生まれ）の人 1,015,000円 1,592,000円 2,012,000円

※本人の障害者控除、寡婦控除またはひとり親控除が源泉徴収票に記載されている場合は、65歳以上の人は2,450,000円、
65歳未満の人は2,166,667円以下が非課税基準になります。
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 Q1 令和4年中（2022年中）に退職し、その後再就職しておらず、年末調整ができて
いません。この場合どうしたらよいですか？

 A1 年の途中で退職などの理由から年末調整を受けていないときは、所得税が納め過ぎ
になっている場合があります。この場合、確定申告をすることで所得税の還付を受け
ることができます。

 Q2 国民健康保険、後期高齢者医療制度、介護保険の被保険者ですが、所得はあり
ません。市民税・府民税申告は必要ですか？

 A2 所得がなくても、申告が必要な場合があります。また、申告をしないと所得に応じた
保険料（税）の軽減措置を受けられないことがあります。詳しくは下表を参照してください。

 Q3 確定申告書や市民税・府民税申告書はどこで入手できますか？
 A3 確定申告書は1月下旬から、市民税・府民税申告書は2月1日から、市役所税務課（2月16日㈭以降は市役所会場）、

北部住民センター、中部住民センター、南部まちづくりセンター、三山木福祉会館に配架します。なお、配架数には
限りがあります。確定申告書は各税務署でも配架しています。

　　 このほかにも確定申告書は国税庁ホームページで1月上旬から、市民税・府民税申告書は京田辺市ホームページで 
2月1日から、それぞれダウンロードすることができます。

 Q4 所得税の還付を受けるために確定申告をしたいと思っていますが、源泉徴収票が見当たりません。この場合どう
したらよいですか？

 A4 給与収入の場合は勤務先または雇用主に、年金収入の場合は年金支払者（日本年金機構、厚生年金基金、共済組
合など）に連絡して源泉徴収票の再発行を依頼してください。

 Q5 ふるさと納税のワンストップ特例申請書を提出しましたが、医療費控除をするために確定申告をすることに 
なりました。ワンストップ特例申請をしたふるさと納税の寄附金控除の分もあわせて確定申告が必要ですか？

 A5 ふるさと納税の寄附金控除の分もあわせて確定申告が必要です。ふるさと納税ワンストップ特例申請は確定申告書を
提出した時点で無効となります。

 Q6 納付書または口座振替（普通徴収）により納付した社会保険料（国民健康保険税、介護保険料など）を確定申告ま
たは市民税・府民税申告することはできますか？

 A6 納付書または口座振替（普通徴収）により納付した社会保険料については、本人分だけでなく家族の分であっても実際
に保険料を負担した人の社会保険料として確定申告または市民税・府民税申告をすることができます。一方、年金か
らの差引き（特別徴収）により納付した社会保険料については、本人以外の確定申告または市民税・府民税申告に使
うことはできません。

 Q7 医療費控除は、医療費通知や領収書の提出のみで受けることはできますか。
 A7 できません。医療費控除の明細書などの提出が必要です。医療費通知を提出する人は、医療費控除の明細書に金

額を転記します。また、医療費通知以外の医療費については、医療費控除の明細書に領収書から必要事項を転記し
ます。領収書は自宅で5年間保存してください。

 Q8 人間ドックや健康診断のための費用は医療費控除の支払った医療費の額に含めることはできますか？
 A8 できません。ただし、検査の結果、疾病が発見され、継続してその治療を受けた場合には、人間ドックや健康診断の

ための費用も医療費控除の支払った医療費の額に含めることができます。

よくあるよくある
ご質問ご質問

社会保険制度 問合せ先 申告が必要な人

国民健康保険
国保医療課（国保係）

（市役所2階②番窓口 
☎64-1332）

令和5年1月1日現在、各社会保険制度の被保険者（京田辺市が発行し
た被保険者証を持っている人）で、19歳以上の人
◎特に、次のような人は必ず申告をしてください。
・遺族年金や障害年金などの非課税年金を受給されている人
・確定申告、市民税・府民税申告をした人に扶養されている人
・昨年に国保医療課・介護保険課へ簡易申告書を提出した人 など

◎被保険者として各社会保険制度の軽減措置を受けるために、 
　その家族の申告が必要となる場合があります。

後期高齢者 
医療制度

国保医療課（医療係）
（市役所2階②番窓口 

☎64-1374）

介護保険
介護保険課

（市役所2階④番窓口 
☎64-1373）
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