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●お問合せ 

課税について  課税課 市民税係 5114（直通） 

納税について  （直通） 

令和３年５月 

特別徴収義務者 様 

埼玉県吉川市長 

令和３年度市民税・県民税特別徴収義務者の指定及び

特別徴収税額の通知について 

 

市民税・県民税特別徴収事務につきまして、平素よ

り格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。このた

び、地方税法第41条及び第321条の４並びに吉川市税

条例第45条の規定に基づき、貴事業所を今年度の特別

徴収義務者として指定し、その取扱いをお願いするこ

とになりました。 

つきましては、関係書類をお送りしますので、ご多

忙中誠にお手数とは存じますが、徴収及び納入につい

て特別のご配慮を賜りたくご依頼申し上げます。 
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１．市民税・県民税の特別徴収事務について 

１．特別徴収と特別徴収義務者 
特別徴収とは、給与支払者が毎月の給与を支払う際に、納税義務者である

従業員から市民税・県民税を徴収し、その税額を納入する制度です。この場
合、徴収し納入する義務を負う給与支払者を特別徴収義務者といい、市が指
定します。 

２．特別徴収税額通知書の納税義務者への通知 
特別徴収義務者は、送付された「特別徴収税額の決定通知書（納税義務者

用）」を当年５月末日までに各納税義務者にお渡しください。退職等の理由
により渡すことができない場合は、「給与支払報告・特別徴収に係る給与所
得者異動届出書」に必要事項を記入の上、当該納税義務者の通知書とともに
市へ返送してください。 

なお、通知した内容にご不明点等がありましたら課税課市民税係までご連
絡ください。 

３．特別徴収税額の徴収方法 
毎月徴収する額（月割額）は「特別徴収税額の決定通知書（特別徴収義務

者用）」に記載されていますので、６月から翌年の５月まで各月に支払われ
る給与から差し引いてください。 

４．特別徴収のしくみ 

 
※令和３年１月以降に提出する給与支払報告書については、前々年における給

与所得の源泉徴収票の税務署へ提出するべき枚数が100枚以上であるとき
は、eLTAXまたは光ディスク等による提出が義務付けられました。 
〈eLTAXに関すること〉 
 ホームページ：https://www.eltax.lta.go.jp/ 
 ヘルプデスク：0570-081459（土日祝・年末年始を除く９時～17時） 

５．特別徴収税額の納入方法 
各納税義務者から徴収した月割額の合計額及び退職所得に対する市民税・

県民税は、徴収した月の翌月10日（金融機関等の休業日にあたる場合はつぎ
の営業日）までに納入してください。 

６．特別徴収税額の納期の特例 
給与の支払いを受ける人が常時10人未満の事業所の場合は、申請し市長の

承認を得ることにより、徴収した税額を年２回にまとめて納入できる特例制
度があります。 

納期の特例の適用を受けるためには、適用を受けようとする月の20日まで
に申請書の提出が必要です。申請書は吉川市のホームページからダウンロー
ドできます。 

納期は、６月分から11月分までは12月10日まで、12月分から翌年の５月分
までは６月10日まで（金融機関等の休業日にあたる場合はつぎの営業日）と
なります。 

７．特別徴収税額の変更 
特別徴収税額の通知後に税額変更が生じた場合は、税額変更通知書を送付

しますので、以後の徴収額はその変更通知書の金額に変更して納入してくだ
さい。また月割額の過誤納金の処理については、できるだけ翌月の納入で相
殺してください。 
なお、納入書は再送付しませんので、変更された金額に訂正の上納入してく

ださい。（納入書の訂正方法については、４ページを参照してください。） 
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https://www.eltax.lta.go.jp/


８．普通徴収から特別徴収への変更 

市民税・県民税を普通徴収により納めることになっている納税義務者が新

たに就職した場合等は、「特別徴収切替届出（依頼）書」（11ページ）に必要

事項を記入し提出することにより特別徴収へ変更できます。 

提出の際には、本人宛に送付された普通徴収の納付書（納期限の過ぎてい

ないもの）を添付してください。なお、納税通知書の同封は不要です。 

※納期限後の納付書については、特別徴収に切り替えることはできませんの

で、納税者ご本人にお支払いいただくようお伝えください。 

９．納税義務者が異動した場合 

納税義務者に、退職や転勤等の異動が生じた場合は、「給与支払報告・特別

徴収に係る給与所得者異動届出書」（12ページ）に記入し、異動が発生した

翌月の10日までに提出してください。異動届出書の提出がない場合や遅れた

場合は滞納となり、督促を受けることや、納税義務者が一度に多額の税金を

納めることになりますので、忘れずに手続きをお願いします。 

また、給与支払報告書を提出した者のうち、４月１日現在で退職等の異動

が生じた場合は、４月15日までに給与支払報告書の提出先に異動届出書を提

出してください。（地方税法317条の６②） 

 

各種申請書及び届出書の記入方法については、７ページ以降をご確認く

ださい。 

10．未徴収税額の一括徴収 

１月１日から４月30日までの退職者に未徴収税額がある場合は、一括徴収

することが義務づけられています。（地方税法321条の５②）それ以前の退

職者についても、できるだけ本人の了解を得て一括徴収してくださいますよ

うお願いします。 

11．特別徴収義務者の所在地・名称等の変更 

給与支払者の所在地・名称または電話番号等に変更があった場合は、「特

別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」（13ページ）に記入し、提出して

ください。 

 

 

 
市民税・県民税課税の対象となる方 

※法律の改正等により変更となる場合があります。 

１．市民税・県民税の納税義務者 

 当年１月１日現在、吉川市内に居住している人 

 

２．市民税・県民税が課税されない人 

 ⑴均等割も所得割もかからない人 

  ●生活保護の規定による生活扶助を受けている人 

  ●前年中の合計所得金額が135万円以下の障害者、未成年者、ひとり親、ひ

とり親以外の寡婦 

 ⑵均等割がかからない人 

  前年の合計所得金額が次のいずれかの人 

  ●扶養親族がいない場合 38万円以下（給与収入93万円以下） 

  ●扶養親族がいる場合 〔28万円×（本人＋扶養人数）＋26.8万円〕 

 ⑶所得割がかからない人 

  前年の総所得金額等が次のいずれかの人 

  ●扶養親族がいない場合 45万円以下（給与収入100万円以下） 

  ●扶養親族がいる場合 〔35万円×（本人＋扶養人数）＋42万円〕 

 

市民税・県民税の概要につきましては、吉川市ホームページをご覧く

ださい。 

トップページ＞くらし・手続き＞税金＞住民税 

 
  



２．納期限について 
徴収した特別徴収税額は、下記の納期限までに納入してください。 

徴収された月 納期限 徴収された月 納期限 

令和３年６月分 令和３年７月12日 令和３年12月分 令和４年１月11日 

令和３年７月分 令和３年８月10日 令和４年１月分 令和４年２月10日 

令和３年８月分 令和３年９月10日 令和４年２月分 令和４年３月10日 

令和３年９月分 令和３年10月11日 令和４年３月分 令和４年４月11日 

令和３年10月分 令和３年11月10日 令和４年４月分 令和４年５月10日 

令和３年11月分 令和３年12月10日 令和４年５月分 令和４年６月10日 
１．延滞金 

納期限までに特別徴収税額を納税されないときは、納期限の翌日から納入
の日までの日数に応じその税額に年14.6％（納期限の翌日から１月を経過す
る日までの期間については年7.3％）の割合を乗じて計算した額の延滞金を徴
収します。ただし、延滞金の区分に応じ、それぞれ次に定める割合としま
す。 

⑴年7.3％の割合の延滞金は、延滞金特例基準割合（※）に年１％を加算し
た割合とします。（年7.3％が限度） 

⑵年14.6％の割合の延滞金は、延滞金特例基準割合（※）に年7.3％を加算
した割合とします。 

※この期間内における延滞金特例基準割合は、当該年の前年に租税特別措
置法第93条第２項の規定により告示された割合に年１％を加算した割合
をいいます。 

 
２．滞納処分 
 納期限までに完納しないため督促を受け、かつ督促状を発布した日から起算
して10日を経過した日までにこの税金に係る徴収金を完納しない場合は、滞納
処分を受けることになります。 

３．納入方法について 
１．納入書で納入 

同封の納入書を使用して、下記金融機関の各本・支店、ゆうちょ銀行・郵

便局、吉川市役所会計課、各市民サービスセンターの窓口で納入できます。 

●納入書取扱金融機関 

埼玉りそな銀行 武蔵野銀行 東京東信用金庫 

りそな銀行 栃木銀行 亀有信用金庫 

みずほ銀行 埼玉縣信用金庫 城北信用金庫 

三井住友銀行（※） 青木信用金庫 さいかつ農業協同組合 

常陽銀行 朝日信用金庫  

※令和４年４月以降、三井住友銀行の窓口では、納入書を用いての納入は

できませんので、ご注意ください。 

※東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県・群馬県・栃木県・茨城県及び山梨

県内以外のゆうちょ銀行・郵便局で納入される際は、14ページの「公金

取扱店（局）指定通知書」をゆうちょ銀行・郵便局に提出してくださ

い。 

※ゆうちょ銀行・郵便局では、納期限を過ぎると取り扱いできません。 

２．地方税共通納税システムを利用して納入 

金融機関などの窓口に出向くことなく、複数の自治体ヘ一括して電子納税

することができます。 

詳細は、地方税共同機構のホームページをご確認ください。 

https：//www.eltax.lta.go.jp/kyoutsuunouzei/ 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

４．納入書について 

１．納入書の取扱い 
市民税・県民税の納入書の金額はＯＣＲ（光学読取装置）により読み込みま

すので、次の点にご留意のうえお取り扱いください。 
⑴用紙を折り曲げたり、汚したりしないでください。 

⑵黒のボールペンで記入してください。 

（ボテ・カスレのないもののご利用をお願いします） 

⑶数字は記入例に従って記入してください。 

⑷数字は所定の枠からはみ出さないよう、ご注意ください。 

＜記入例＞ 

よ  い  例 

 

悪  い  例 

 
〈例〉23,000円を25,000円に変更の場合 

２．納入金額に変更が生じた場合 
納入書の送付は年１回となりますので、納入金額に変更が生じた場合は、下記

例のとおり金額を訂正して納入してください。 
⑴納入書を訂正して使用する場合 

納入金額⑴欄を２本線で抹消（変更後の納入金額はここに記入しないでく
ださい。）し、⑵欄「給与分」欄に変更後の金額を枠からはみださないよう
に記入し、「合計額」欄に必ず合計額を記入してください。 

⑵白紙の納入書を使用する場合 

納入金額⑴、給与分、合計額の３ヶ所を記入してください。 

⑶延滞金を納入される場合 
給与分と延滞金を記入し、その合計を合計額に記入してください。納入金
額⑴欄の金額は訂正しないでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



退職所得
の金額 

５．退職所得にかかる市民税・県民税について 
退職所得に対する市民税・県民税については、他の所得と区分して、支払者が税額を計算し、退職手当等からその税額を差し引いて、市区町村に納入します。 

⑴納入先 
退職者が退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の１月１日現在の住所地の市区町村です。 

⑵納入方法 
納入申告書（納入書の裏面）に所要事項を記載し、徴収した翌月の10日までに給与分特別徴収に月割額とあわせて納入してください。 

⑶特別徴収税額の計算方法 
・退職所得の金額＝（収入金額−退職所得控除額）×1/2（1,000円未満の端数切捨て） 

※役員等としての勤続年数が５年以下の法人役員等については、退職所得控除額を控除した残額の２分の１とする措置がありません。 
退職所得控除額の計算 

※障がい者になったことにより退職した場合
は、左記の金額に100万円を加算します。 

 

・税額の計算式 

退職所得の金額に税率（市民税６％、県民税４％）を適用します。 

×            → 
  

⑷納入書の記入方法 

 （例）７月分20,000円と一括徴収分24,000円および退職所得分324,500円を納入する場合           （表面）                   （裏面） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

勤続年数 退職所得控除額 

20年以下の場合 40万円×勤続年数（80万円に満たないときは、80万円） 

20年を超える場合 800万円＋70万円×（勤続年数−20年） 

 

税 率 

市民税 県民税 

６％ ４％ 

 

税額（特別徴収すべき税額） 

市民税額 県民税額 

 〈100円未満の端数切捨て〉 



６．市民税・県民税の特別徴収に関するよくあるお問合せ 
１．特別徴収はしなくてはならないのか？ 

→所得税の源泉徴収義務のある事業主は、前年中に給与の支払いを受

け、かつ当年の４月１日現在も引き続き給与の支払いを受けている従

業員の市民税・県民税を特別徴収することが法律（地方税法第321条の

４)及び条例（吉川市税条例第44条、45条）により義務付けられていま

す。 

 

２．従業員が少ない場合や、家族のみであっても、特別徴収しなけれ

ばならないのか？ 
→原則として、特別徴収をしなければなりません。ただし、個人事業

主の専従者や、総従業員数が２人以下の事業所については、当面の間、

普通徴収の選択が認められます。 

 従業員が常時10人未満の事業所の場合は、市に申請をして承認を受

けることにより、年12回の納期を年２回にする制度（納期の特例）を

利用できます。１ページをご覧ください。 

 

３．従業員から「特別徴収（給与からの天引き）ではなく、普通徴収

に（自分で納付）したい」と言われた場合、特別徴収しなくてよい

か？ 
→給与所得者の市民税・県民税は、原則として特別徴収しなければな

りませんので、従業員の希望により普通徴収を選択することはできま

せん。 

 

 

４．退職者・休職者の税額決定通知書が届いたが、どうすればよ

いか？ 
→12ページの「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」

に、該当の方について記入し、通知書とともに課税課市民税係へ郵送し

てください。 

 

５．納入書が入っていないのはなぜか？ 
→ご提出いただいた給与支払報告書（総括表）等において、納入書不

要を選択している場合は、納入書を送付していません。送付を希望す

る場合は、課税課市民税係にご連絡ください。 

 

６．特別徴収を行っている従業員が吉川市から転出したが、どうすれ

ばよいか。 

→年の途中に転出した場合でも、年税額はすべて当年１月１日現在で

居住していた吉川市に納める必要がありますので、特別徴収を続けて

ください。なお、翌年度の賦課徴収は、翌年１月１日時点に居住して

いる自治体で行いますので、該当自治体に給与支払報告書を提出して

ください。 

 

７．特別徴収を拒否した場合はどうなるのか？ 

→特別徴収を拒否した結果、納期限を経過した場合は税金の滞納とな

り、事業主に対して、督促したのち差押等の滞納処分を行います。 

 また、特別徴収すべき税額に滞納がある場合、従業員が納税証明書

を取得できない等の不利益を被ることがあります。 


