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令和４年（2022年）11月1日（火曜日） No.１５１８区のおしらせ 1 1 月 1 日号

　電力・ガス・食料品などの価格高
騰による負担増を踏まえ、特に家計
への影響が大きい住民税非課税世帯
などに対し、生活の支援を行うこと
を目的として、１世帯当たり５万円
の緊急支援給付金を支給します。
支給対象

　次の（１）・（２）のいずれかに該当
する世帯
（１）住民税非課税世帯
　令和４年９月30日（基準日）におい
て、中央区の住民基本台帳に記録さ
れており、世帯員全員の令和４年度
の住民税均等割が非課税である世帯

（条例により住民税均等割が免除さ
れている世帯や生活保護世帯を含む）
（２）家計急変世帯
　申請日時点において、中央区の住
民基本台帳に記録されており、予期
せず令和４年１月から12月までの間
に家計が急変したことで収入が減少
し、世帯員全員が住民税非課税相当
となった世帯（ただし、令和４年９
月30日時点で日本国内に住民票があ
る場合に限る）
◎ 住民税非課税相当とは、世帯員全

員のそれぞれの年収見込額（令和
４年１月～12月の任意の１カ月収
入×12倍）が住民税均等割非課税
水準以下であることをいいます。

◎ （１）・（２）ともに、親（課税者）に
扶養されている一人暮らしの学生
や子（課税者）に扶養されている高
齢者夫婦の世帯など、住民税が課
税されている方の扶養親族などの
みからなる世帯は対象となりません。
支給額

　１世帯当たり５万円
◎ １世帯１回限り。（１）と（２）の重

複受給はできません。転入世帯で
前住所地において本給付金を受給
済みまたは受給対象の場合は、中
央区では対象となりません。
申請方法など
（１）住民税非課税世帯
　対象となる世帯には、支給要件確

認書、ご案内兼書き方見本、返信用
封筒を順次送付しています。確認書
に記載された内容（氏名、住所、支
給口座など）を確認の上、必要事項
を記入し返信用封筒で返送してくだ
さい。その後書類を確認し、支給決
定や振込日を通知します。
◎ 対象と思われる世帯で、11月末ま

でに確認書が届かない場合は、区
コールセンターまでお問い合わせ
ください。
提出期限
　令和５年１月31日（消印有効）
◎ 確認書の提出がない場合、受給で

きません。
◎ 住民税の申告がお済みでない方に

も確認書を送付しています。課税
相当の収入がある方が世帯の中に
いる場合は対象外となりますので、
確認書の返送はしないようお願い
します。

（２）家計急変世帯
　住民税非課税相当額、支給対象の
判定方法や詳しい申請方法などは、
11月11日（金）以降に（１）の対象以外
の世帯に順次発送するご案内または
11月14日（月）に掲載予定の区のホー
ムページをご覧ください。
　対象と思われる世帯は、11月14日

（月）以降、申請書類を区コールセン
ターに請求してください。また、申
請書類は区役所１階緊急支援給付金
専用窓口でも受け取れる他、区のホ
ームページからダウンロードできる
予定です。
申請期間
　11月14日（月）～令和５年１月31日

（消印有効）
逢�・中央区緊急支援給付金専用窓口
（区役所１階）

・ 中央区緊急支援給付金コールセン
ター

　☎（３５４６）５６５７
　 （受付時間（共通）：平日午前８時

30分～午後５時、水曜日は午後７
時まで）

電力・ガス・食料品等
価格高騰緊急支援給付金

　経済的自立と生活安定のため、必
要な資金をお貸しします。
対　象
　区内在住、かつ都内に引き続き６
カ月以上居住している配偶者のいな
い方で、次のいずれかに該当する方
① 25歳以上で親・子・兄弟姉妹など

を扶養している方
② 25歳以上で以前に配偶者のいない

女性として児童を扶養していたこ
とがあり、親・子・兄弟姉妹など
を扶養していない方

③ 40歳以上で婚姻したことがあり、
親・子・兄弟姉妹などを扶養して
いない方

◎ ②、③に該当する方は、年間所得
額が2,036,000円以下であることも
必要です。
資金の種類と貸付限度額
　別表１のとおり

　教育支援資金は低所得世帯に資金
を貸し付けすることにより、進学や
修学の継続を支援し、世帯の将来的
な自立につなげることを目的とした
制度です。修学中から卒業後に就職
して返済を終えるまで、継続的に相
談支援を行います。原則として修学
する本人が借受人になり、世帯の生
計中心者が連帯借受人となります。
　高校、専門学校、短期大学、大学
の入学金、授業料などの未払い費用
が対象です。
収入基準
　平均月額で２人世帯272,000円、３
人世帯335,000円、４人世帯385,000円
以下
貸付上限額

・ 大学月額65,000円／短大・専門学
校月額60,000円／高校月額35,000
円（各月額、特例あり）

・入学金500,000円
◎ いずれも、無利子・原則連帯保証

人不要・返済期間最大14年です。
◎ 受験校が決まっていれば、合格前

の「予約申し込み」が可能です。
◎ 高等教育の修学支援新制度(減免･

給付)や他の貸付制度（母子および
父子福祉資金など）が利用できる
方はそちらが優先になります。

◎ 申し込みには審査があります。
◎ 民生委員による面接が必須です。
◎ 来所相談は予約制です。
逢中央区社会福祉協議会管理部
　☎（３２０６）０５０６

対　象
　中学校３年生、高校３年生などの
お子さんのいる一定所得以下の世帯
で、①～⑦の全てに該当する方
① 世帯の生計中心者（18歳以上）であ

ること
② 世帯（父母など養育者）の総収入ま

たは合計所得金額が一定の基準以
下であること（別表２のとおり）

③ 預貯金など資産の保有額が600万
円以下であること

④ 現在居住している場所以外に土地、
建物を所有していないこと

⑤ 都内に引き続き１年以上在住（住
民登録）していること

⑥ 生活保護世帯でないこと
⑦ 世帯の構成員に暴力団員がいない

こと
貸し付け内容
①学習塾等受講料貸付金

　貸付限度額　200,000円
②受験料貸付金
・高校受験料
　貸付限度額　27,400円
・大学等受験料
　貸付限度額　80,000円
◎ 申し込みから貸し付けまで、おお

むね１カ月かかります。
◎ 貸付金は、原則として高校、大学

などに入学した場合、一定の手続
きにより返済が免除されます。

◎ 利用を希望する場合は、窓口で要
件の確認および利用方法について
の説明（要予約）を受ける必要があ
りますので、まずはお問い合わせ
ください。

逢�中央区社会福祉協議会管理部庶務
課

　☎（３２０６）０５０６

受験生チャレンジ支援貸付事業

別表1
資金の種類 貸付限度額

事業開始資金 　 　3,140,000円
事業継続資金  　　1,570,000円

住宅資金 　 　1,500,000円（※）
転宅資金 　　　 260,000円

医療介護資金 医療　 340,000円（※）
介護　 500,000円

生活資金 月額　 105,000円（※）
結婚資金 　　　 300,000円

技能習得資金 月額　  68,000円（※）
就職支度資金 　　　 100,000円（※）

修学資金 月額　  27,000円～
183,000円

就学支度資金 月額　  64,300円～
590,000円

(※)の貸付限度額には特例あり

別表2
総収入：給与収入と年金収入（年間）
世帯人数 ２人 ３人 ４人 ５人

一般 4,410,000円 5,049,000円 5,737,000円

ひとり親 4,057,000円 4,966,000円 5,772,000円 6,396,000円

合計所得金額：事業所得など（年間）
世帯人数 ２人 ３人 ４人 ５人

一般 3,087,000円 3,599,000円 4,149,000円

ひとり親 2,805,000円 3,532,000円 4,175,000円 4,674,000円
◎収入要件は、特別区市町村民税・都民税の課税証明書で確認をします。

◎ 申し込み方法、保証人、貸付利率、
返済方法など詳しくはお問い合わ
せください。
逢子育て支援課子育て支援係
　☎（３５４６）５３５０

女性福祉資金の貸し付け

教育支援資金のご案内

令和４年分所得税および
復興特別所得税の納期限
（予定納税第２期分）
　納期限は、11月30日（水）です。納
期限までに納付をお願いします。
消費税インボイス制度について
～事業所得者・不動産所得者の皆さ
んへ～
　令和５年10月１日（日）からインボ
イスを交付するためには、原則とし
て令和５年３月31日（金）までに登録
申請手続きを行う必要があります。
登録申請手続きは、e-Taxをご利用

ください。
◎ スマートフォンから

でもe-Taxで申請で
きます。

◎ e-Taxのご利用には事前にマイナ
ンバーカードの取得が必要です。

逢�東京国税局電話相談センター（税
務署の代表電話から音声案内で１
番を選択）

　日本橋税務署
　☎（３６６３）８４５１
　京橋税務署
　☎（４４３４）００１１

税務署からのお知らせ
インボイス制度
特設サイト


