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令和４年（2022年）6月1日（水曜日） No.１５０３区のおしらせ 6 月 1 日号

区民相談全般・窓口のご案内については、「まごころステーション」☎（3546）0561へお気軽にお問い合わせ・ご相談ください。

　ブーケ祭りは、男女共同参画社会を推
進する拠点である女性センター ｢ブーケ
21｣を利用している登録団体で構成する
実行委員会と中央区の共催事業です。
　今年は「希望に向かって！」をテーマに
実施します。
日　時
　６月24日（金）・25日（土）
　午前10時～午後４時
会　場
　女性センター｢ブーケ21｣
内　容
　団体の紹介や活動内容を体験できるブ
ースの設置や、コーラス・ダンス・朗読
をはじめとして、団体の特長を生かした
発表を行います。（別表参照）
その他
　今回のブーケ祭りは、新型コロナ感染
症の拡大を防止するため、施設内での食
事を禁止し、入館者全員の検温・手指消

毒を行います。
主　催
　中央区ブーケ祭り実行委員会、中央区
◎ ６月23日（木）～25日（土）はブーケ祭り
のため女性センターの研修室などの利
用は休止します。
逢総務課男女共同参画係
　☎（５５４３）０６５１

年金特別徴収とは
　公的年金を受けている方の納税の
便宜を図る目的で、公的年金を支給
する際に個人住民税（特別区民税・
都民税）を差し引いて行う徴収のこ
とです。
対　象
　個人住民税の納税義務者のうち、
前年中に公的年金などを受給してい
る方で、当該年度の初日（４月１日）
に老齢基礎年金などを受給している
65歳以上の方
　ただし、次に該当する方は対象に
なりません。
・ 年金収入のみの方（65歳以上）で公
的年金所得だけでは非課税となる
方（例えば単身の方は年金収入額
155万円以下、配偶者を扶養にし
ている方は、年金収入額211万円
以下の方）
・ 公的年金から差し引く住民税額が
老齢基礎年金額を超える方
・ 中央区で介護保険の特別徴収対象
被保険者でない方
・ 配当割控除額または株式等譲渡所
得割控除額が均等割額以上ある方
◎ 対象となる年金は老齢基礎年金な
どの老齢、または退職を支給事由
とする公的年金です。
◎ 特別徴収の対象税額は、前年中の
公的年金所得に係る個人住民税の
所得割額および均等割額となります。

　男性と女性が、家庭で、学校で、
職場で、地域で、それぞれの個性と
能力を発揮できる「男女共同参画社
会」を実現するためには、行政だけ
でなく、区民の皆さん一人一人の理
解と取り組みが必要です。私たちの
周りの男女のパートナーシップにつ
いて、この機会に考えてみませんか。

男女共同参画を推進する区の施策
　区では、男女一人一人の人権と個
性が尊重され、みんなが能力を発揮
できる地域社会の実現を目指して、
「中央区男女共同参画行動計画2018」
を平成30年３月に策定しました。
　この計画に基づき講座・講演会な
どの開催や中央区男女共同参画ニュ
ース「Bouquet（ブーケ）」の発行を

個人住民税の公的年金からの特別徴収制度

第20回中央区ブーケ祭り
職場で、地域で、家庭で働く人たちへの応援歌

年金仮徴収
　令和３年度における年金からの特
別徴収は、２月分まで行いました。
その後、年金特別徴収額の６分の１
の額を１回分として４・６・８月分
の徴収額とする仮徴収制度が始まっ
ています。
　ただし、この金額はあくまでも仮
に設定されていますので、令和４年
度の住民税額を決定する６月に、決
定した税額との調整を行い、その上
で本徴収を実施します。

普通徴収
期別 納期限 納付税額（円）

年金特別徴収（今年度徴収分）
回数 納期限 納付税額（円）
第1回 令和4年 4月分 10 000
第2回 令和4年 6月分 10 000
第3回 令和4年 8月分 10 000
第4回 令和4年10月分 2 000
第5回 令和4年12月分 2 000
第6回 令和5年 2月分 2 000
年金特別徴収（翌年度仮徴収分）
回数 納期限 納付税額（円）
第1回 令和5年 4月分 6 000
第2回 令和5年 6月分 6 000
第3回 令和5年 8月分 6 000
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特別徴収（仮徴収） 特別徴収（本徴収）

4月 6月 8月 10月 12月 2月

前年度分の年金特別徴収税額
の6分の1を1回分として4月、
6月、8月の3回で年金から特別
徴収

年金特別徴収税額から仮徴
収を差し引いた残りを10
月、12月、2月の3回で年
金から特別徴収

10,000円 10,000円 10,000円 2,000円 2,000円 2,000円

普通徴収（個人納付） 特別徴収（本徴収）

6月 8月 10月 12月 2月

年金特別徴収税額の2分の
1を2回に分けて各納期ご
とに個人納付

年金特別徴収税額の2分の1を
3回に分けて年金から特別徴収

15,000円 15,000円 10,000円 10,000円 10,000円

年金特別徴収　令和3年度（初年度）
例　年税額 60,000円の場合◎ 公的年金からの特別徴収は、公的年金受給者の納税の利便や市区町村

における徴収の効率化を図る観点から行われています。

引き続き前年度から年金
特別徴収となる場合、納
付額はありません。他に
普通徴収税額がある場合
や年金特別徴収初年度の
場合は表示されます。

年金特別徴収のうち、4
月支給分以後の仮徴収金
額を表示しています。

年金特別徴収のうち、10
月支給分以後の本徴収税
額を表示しています。

翌年度に年金支給額から
仮徴収を行う金額を表示
しています。この金額は
前年度分の年金特別徴収
税額を6等分した額にな
ります。

特別区民税･都民税納税通知書記載イメージ

年金特別徴収　令和4年度（次年度）
例　年税額 36,000円の場合

　なお、税額の計算結果によっては
年金特別徴収を中止し、普通徴収に
変更をして納付書によって納めてい
ただく場合や、多く徴収している仮
徴収税額の一部または全部をお返し
する場合があります。
　計算結果は、６月10日（金）に発送
する「特別区民税･都民税納税通知
書」に記載をしていますので、ご確
認ください。
納税通知書記載内容
　納税通知書に記載をする内容は次
のとおりです。
・ 本年度特別徴収税額（仮徴収分４・
６・８月徴収分と本徴収分10・

12・２月徴収分）
・ 翌年度仮徴収額（翌年４・６・８
月徴収分）

・ 普通徴収税額（公的年金に係る特
別徴収税額以外の普通徴収税額ま
たは年金特別徴収初年度の普通徴
収税額）

・ 給与から特別徴収される税額
◎ 令和４年度の住民税が仮徴収分を
下回っている場合は、別途還付通
知書をお送りしますので、ご了承
ください。

逢税務課課税係
　☎（３５４６）５２７０

はじめ、女性相談事業、男女共同参
画を推進する団体への支援、またワ
ーク・ライフ・バランス推進企業認
定事業などを行っています。
　なお、「中央区男女共同参画行動
計画2018」は、女性センターや区の
ホームぺージでご覧いただけます。
女性センター「ブーケ21」による情
報発信
　女性センター「ブーケ21」のホーム
ページでは、上記の区の施策につい
て情報発信をしている他、中央区男
女共同参画ニュース「Bouquet（ブ
ーケ）」もカラーでご覧いただけます。

　メールマガジンの登録を申し込む
と、こうした情報が指定のメールア
ドレスへ自動的に配信されます。
　ホームページ左下の「メルマガ会
員募集中」からご登録ください。２
次元コードを読み取ると登録画面に
アクセスできます。
◎ メールマガジンの登録は無
料ですが、接続料・通信
料などは利用者負担です。
◎詳しくはお問い合わせください。
逢総務課男女共同参画係
　☎（５５４３）０６５１
茜 http://bouquet21.genki365.net/

別表　参加団体（50音順）
団体名

アマービレ（25日(土)のみ） 中央区消費者友の会
オスビーの会 中央区女性海外研修者の会
カトレアグループ 中央区女性史勉強会
かな書道を親しむ会 中央区女性ネットワーク
京橋防火女性の会（25日(土)のみ） 中央区文化財サポーター協会
銀座育成婦人会 東京都下水道局桜橋第二ポンプ所
傾聴ボランティアグループうさぎの会 日本橋モラロジー事務所
曙光会（24日(金)のみ） 人形教室みやび会
新婦人コーラスエーデルワイスの会
（25日（土）のみ） FLAPはばたき

新婦人女性の地位向上委員会 レイ・ロケラニ（25日（土）のみ）
太極拳・気功・麟の会（25日(土)のみ）朗読の会（25日（土）のみ）

中央区環境保全ネットワーク 朗読ボランティアグループわかはや会
（24日（金）のみ）

中央区社会福祉協議会
◎ 展示や発表内容は女性センター「ブーケ21」のホームページへ掲載します。

６月23日（木）～29日（水）は「男女共同参画週間」
「あなたらしい」を築く、「あたらしい」社会へ


