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確認チェックリスト（普通徴収切替理由書） 

□ 普通徴収として扱う人数を、該当する符号ごとに記入していますか。 

□ 合計人数が総括表の普通徴収の人数と一致していますか。  

 

＜参考＞普通徴収切替理由 

符号 普 通 徴 収 切 替 理 由 

普Ａ 
総従業員数が２人以下 

（下記「普Ｂ」～「普Ｆ」に該当する全ての（他市区町村分を含む）従業員数を差し引いた人数） 

普Ｂ 他の事業所で特別徴収（例：乙欄適用者） 

普Ｃ 
給与が少なく税額が引けない 

（浦安市の場合、年間の給与支給額が100万円以下） 

普Ｄ 給与の支払いが不定期（例：給与の支払いが毎月でない） 

普Ｅ 事業専従者（個人事業主のみ対象） 

普Ｆ 退職者又は退職予定者（５月末日まで） 

(３) 普通徴収切替理由書 

黄色の用紙から切り取ってお使いください。 

 

給与受給者の中で、令和５年度分住民税を給与

から特別徴収（天引き）できない方（＝普通徴収

とする方）について、その理由を記入していただ

く書類です。  

 

普通徴収切替理由書に記載するいずれの理由に

※電子申告（ｅＬＴＡＸ）を利用する場合は、普通

も該当しない場合、また、理由書の提出がない場

合は、普通徴収が認められません。給与支払報告

書（個人別明細書）に普通徴収分が含まれる場合

は、必ず提出してください。 

 

徴収切替理由書の提出を省略できます。  

 

切替理由書(本紙)

1  

  
 

令和４年１１月 

給与支払報告書提出義務者 様  
令和５年度（令和４年分）給与支払報告書の作成と提出について  日頃より税務行政について、ご理解ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

この度、下記①②の事業所に「給与支払報告書（総括表)」を送付いたしました。令和４年中に給与

の支払いがあった方（以下、「給与受給者」とします）の全員（パート・アルバイト・退職者・休職

者を含む）について、給与支払報告書を作成して、対象となる市区町村へ提出してください。

　①令和４年度に浦安市で特別徴収の実績があった事業所

　②令和３年分給与支払報告書の提出があった事業所（退職者のみの場合を除く）

　給与支払報告書作成に際しては、次ページ以降の、各様式作成時の確認チェックリストを必ず確認

してください。

　また、浦安市では、電子申告の利用を推奨しています。普通徴収分についての記載や添付書類が不

要となり、複数の自治体および税務署へ提出する書類の一括作成・提出が可能になるなど、作成・提

出の事務軽減につながりますので、ぜひ積極的に電子申告をご利用ください。

 

 

１． 提出期限 令和５年１月31日（火）   

２． 提出先（お問い合わせ先） 

 

 

 

 

  
３． 提出方法 各様式を下図の順にまとめてご提出ください。 

 

     
  ※独自の総括表をご使用される場合でも、同封の総括表を必ず添付してください。 

 

４． 各様式作成に際しての確認事項 

 各様式を作成される際には次ページ以降の(１)～(３)の各確認チェックリストで確認をお願いし

ます。また、各様式は浦安市の公式サイト『特別徴収について』からダウンロードできます。

      
個人別明細書 

（普通徴収分） 

普通徴収切替理由書 
  
  
 

 
個人別明細書 

（特別徴収分） 

総括表 

必ずお読みください 
浦安市役所市民税課 

〒２７９－８５０１ 千葉県浦安市猫実１－１－１
 

℡０４７－３５１－１１１１（代表）内線１３５０５～１３５０７   
Ａ

Ｂ
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 確認チェックリスト（総括表）  

注意点 

(１) 給与支払報告書（総括表） 

黄色の用紙から切り取ってお使いください。 

 

事業所の情報（名称・所在地など）や、住民

税の徴収方法等を記入する書類です。

 

 

括表を基に住民税の徴収方法や提出人員等の管

浦安市では、給与支払報告書の受付時に、総

理を行いますので、給与支払報告書（個人別明

細書）を提出する際は、必ず提出してください。

　なお、独自様式の総括表を使用する場合でも、

浦安市から送付した黄色い総括表を同封してい

ただきますようお願いします。

 

指定番号は記入していますか。

浦安市への提出には、１枚目（市区町村提出用）を使用していますか。

「住所」には、受給者の令和５年１月１日の居住地を記入していますか。

「氏名（フリガナ）」「生年月日」は正確に漏れなく記入していますか。（事業所内で旧姓

使用の場合は、戸籍上の氏名で記入してください。）

控除対象配偶者ではない配偶者が、障がい者控除に該当する場合は、「障がい者の数」を

記入するとともに、摘要欄に「配偶者の氏名（同配）」を記入していますか。

「人数記載欄（控除対象配偶者・控除対象扶養親族の数）」及び「氏名欄（控除対象配偶

者・控除対象扶養親族・16歳未満の扶養親族）に記載した事項に誤りはありませんか。（控

除対象配偶者及び扶養親族は年齢によって控除額が異なります。なお、16歳未満の扶養親

族の記入を省略すると、住民税非課税基準や児童手当等に影響しますので、氏名と人数を

必ず記入してください。）

前職分を含み年末調整を行った場合は、摘要欄に支払者・支払金額・社会保険料控除額を

記入していますか。（複数ある場合は全て）

□

「給与支払者の個人番号又は法人番号」欄には、給与支払者の法人番号を記載しています

か。（個人事業主の場合は、事業主の個人番号（マイナンバー）を記載してください。）

「給与支払者所在地」「名称（フリガナ含む）」「担当者連絡先」は漏れなく記入しています

か。また、必要に応じ「通知書送付先」「法人代表者氏名」「会計事務所等の名称・連絡先」

を記入してください。

□

□

個人事業主の場合は、「名称」欄に屋号・個人事業主名の両方を記入し、「所在地」欄には

自宅住所を記入していますか。（事業所に書類を送付されたい場合は、「通知書送付先」に

事業所住所を朱書きしてください。）

「受給者総人数」欄には、浦安市在住か否かに関係なく令和４年中に給与の支払いがあっ

た従業員の総数を記入していますか。

「浦安市への報告人数」に漏れなく記載するとともに、総括表の「普通徴収切替理由書の

合計人数」欄に記載した人数と、普通徴収切替理由書に記載した人数は一致していますか。

□

□

□

「特別徴収用納入書」欄は、要・不要の選択をしていますか。（不要の場合、12か月分の

納入書は同封されません）

□

３ 

 

(２) 給与支払報告書（個人別明細書） 

給与受給者の、給与支払金額や所得控除額等

を記入する、住民税課税の基となる書類です。
 
詳しくは国税庁の「給与所得の源泉徴収票等

の法定調書の作成と提出の手引き」をご確認く

ださい。

　普通徴収分の作成にあたっては、特別徴収で

きない理由に該当する符号を、摘要欄に記入し

てください。

※電子申告（ｅＬＴＡＸ）を利用する場合は、こ

の符号の記載を省略することができますが、必

ず、普通徴収欄にフラグを立ててください。

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

確認チェックリスト（個人別明細書）  

□ 市区町村には１、２枚目（左下に「市区町村提出用」と記載されている２枚）を提出して

ください。

□ 住所には受給者の令和５年１月１日の居住地を記入してください。  

□ 氏名のフリガナ、生年月日は正確に漏れなく記入してください。事業所内で旧姓使用をし 

 ている場合は、戸籍上の氏名で記入してください。

控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者（合計所得金額が４８万円以下の、給与所得 

 者と生計を一にする配偶者）が、障害者控除の対象である場合は、「障害者の数」を記入し、

「摘要欄」に「配偶者の氏名（同配)」と記入してください。  

□ 控除対象配偶者および扶養親族は年齢によって控除額が異なります。必ず、年齢に対応し

た「人数記載欄（控除対象配偶者・控除対象扶養の数)」および「氏名欄（控除対象配偶者・

控除対象扶養親族・１６歳未満の扶養親族)」を記入してください。  

※１６歳未満の扶養親族について記入を省略すると、住民税非課税基準や児童手当等に影

響します。氏名欄と人数欄の両方に必ず記入してください。

□ 前職分を含んで年末調整している場合は前職分（複数ある場合はすべて）の支払者・支払

金額・社会保険料控除額を摘要欄に記入してください。 

□ 普通徴収の方は摘要欄に符号（(３)普通徴収切替理由書を参照）を記入してください。

普Ｆに該当の退職予定者は退職予定年月日もあわせて記入してください。 
 

 

□

浦安市への提出には、１枚目（市区町村提出用）を使用していますか。

前職分を含み年末調整を行った場合は、摘要欄に支払者・支払金額・社会保険料控除額を

記入していますか。（複数ある場合は全て）

「人数記載欄（控除対象配偶者・控除対象扶養親族の数）」及び「氏名欄（控除対象配偶

者・控除対象扶養親族・16歳未満の扶養親族）に記載した事項に誤りはありませんか。（控

除対象配偶者及び扶養親族は年齢によって控除額が異なります。なお、16歳未満の扶養親

族の記入を省略すると、住民税非課税基準や児童手当等に影響しますので、氏名と人数を

必ず記入してください。）

控除対象配偶者ではない配偶者が、障がい者控除に該当する場合は、「障がい者の数」を記

入するとともに、摘要欄に「配偶者の氏名（同配）」を記入していますか。

「氏名（フリガナ）」「生年月日」は正確に漏れなく記入していますか。（事業所内で旧姓

使用の場合は、戸籍上の氏名で記入してください。）

「住所」には、受給者の令和５年１月１日の居住地を記入していますか。

注意点 

注意点 

注意点 

※給与支払報告書（個人別明細書）は同封して

おりません。市民税課窓口で配布しています。

また、浦安市ホームページからもダウンロード

可能です（郵送対応は致しかねますのでご了承

ください）。  

 

 

 

 

 

普通徴収の方は摘要欄に符号((３)普通徴収切替理由書を参照）を記入していますか

普Ｆに該当の退職予定者は退職予定年月日もあわせて記入してください。 
 
例：令和５年３月３１日退職予定に 
より普Ｆ該当者 
 
※令和４年中の退職者については摘要
欄に「普Ｆ」、退職年月日欄に退職日を 
記入してください。

普Ｆ（令和 5年 3 月 31 日退職予定） 普Ｆ（令和 5年 3 月 31 日退職予定）
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 確認チェックリスト（総括表）  

注意点 

(１) 給与支払報告書（総括表） 

黄色の用紙から切り取ってお使いください。 

 

事業所の情報（名称・所在地など）や、住民

税の徴収方法等を記入する書類です。

 

 

括表を基に住民税の徴収方法や提出人員等の管

浦安市では、給与支払報告書の受付時に、総

理を行いますので、給与支払報告書（個人別明

細書）を提出する際は、必ず提出してください。

　なお、独自様式の総括表を使用する場合でも、

浦安市から送付した黄色い総括表を同封してい

ただきますようお願いします。

 

指定番号は記入していますか。

浦安市への提出には、１枚目（市区町村提出用）を使用していますか。

「住所」には、受給者の令和５年１月１日の居住地を記入していますか。

「氏名（フリガナ）」「生年月日」は正確に漏れなく記入していますか。（事業所内で旧姓

使用の場合は、戸籍上の氏名で記入してください。）

控除対象配偶者ではない配偶者が、障がい者控除に該当する場合は、「障がい者の数」を

記入するとともに、摘要欄に「配偶者の氏名（同配）」を記入していますか。

「人数記載欄（控除対象配偶者・控除対象扶養親族の数）」及び「氏名欄（控除対象配偶

者・控除対象扶養親族・16歳未満の扶養親族）に記載した事項に誤りはありませんか。（控

除対象配偶者及び扶養親族は年齢によって控除額が異なります。なお、16歳未満の扶養親

族の記入を省略すると、住民税非課税基準や児童手当等に影響しますので、氏名と人数を

必ず記入してください。）

前職分を含み年末調整を行った場合は、摘要欄に支払者・支払金額・社会保険料控除額を

記入していますか。（複数ある場合は全て）

□

「給与支払者の個人番号又は法人番号」欄には、給与支払者の法人番号を記載しています

か。（個人事業主の場合は、事業主の個人番号（マイナンバー）を記載してください。）

「給与支払者所在地」「名称（フリガナ含む）」「担当者連絡先」は漏れなく記入しています

か。また、必要に応じ「通知書送付先」「法人代表者氏名」「会計事務所等の名称・連絡先」

を記入してください。

□

□

個人事業主の場合は、「名称」欄に屋号・個人事業主名の両方を記入し、「所在地」欄には

自宅住所を記入していますか。（事業所に書類を送付されたい場合は、「通知書送付先」に

事業所住所を朱書きしてください。）

「受給者総人数」欄には、浦安市在住か否かに関係なく令和４年中に給与の支払いがあっ

た従業員の総数を記入していますか。

「浦安市への報告人数」に漏れなく記載するとともに、総括表の「普通徴収切替理由書の

合計人数」欄に記載した人数と、普通徴収切替理由書に記載した人数は一致していますか。

□

□

□

「特別徴収用納入書」欄は、要・不要の選択をしていますか。（不要の場合、12か月分の

納入書は同封されません）

□

３ 

 

(２) 給与支払報告書（個人別明細書） 

給与受給者の、給与支払金額や所得控除額等

を記入する、住民税課税の基となる書類です。
 
詳しくは国税庁の「給与所得の源泉徴収票等

の法定調書の作成と提出の手引き」をご確認く

ださい。

　普通徴収分の作成にあたっては、特別徴収で

きない理由に該当する符号を、摘要欄に記入し

てください。

※電子申告（ｅＬＴＡＸ）を利用する場合は、こ

の符号の記載を省略することができますが、必

ず、普通徴収欄にフラグを立ててください。

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

確認チェックリスト（個人別明細書）  

□ 市区町村には１、２枚目（左下に「市区町村提出用」と記載されている２枚）を提出して

ください。

□ 住所には受給者の令和５年１月１日の居住地を記入してください。  

□ 氏名のフリガナ、生年月日は正確に漏れなく記入してください。事業所内で旧姓使用をし 

 ている場合は、戸籍上の氏名で記入してください。

控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者（合計所得金額が４８万円以下の、給与所得 

 者と生計を一にする配偶者）が、障害者控除の対象である場合は、「障害者の数」を記入し、

「摘要欄」に「配偶者の氏名（同配)」と記入してください。  

□ 控除対象配偶者および扶養親族は年齢によって控除額が異なります。必ず、年齢に対応し

た「人数記載欄（控除対象配偶者・控除対象扶養の数)」および「氏名欄（控除対象配偶者・

控除対象扶養親族・１６歳未満の扶養親族)」を記入してください。  

※１６歳未満の扶養親族について記入を省略すると、住民税非課税基準や児童手当等に影

響します。氏名欄と人数欄の両方に必ず記入してください。

□ 前職分を含んで年末調整している場合は前職分（複数ある場合はすべて）の支払者・支払

金額・社会保険料控除額を摘要欄に記入してください。 

□ 普通徴収の方は摘要欄に符号（(３)普通徴収切替理由書を参照）を記入してください。

普Ｆに該当の退職予定者は退職予定年月日もあわせて記入してください。 
 

 

□

浦安市への提出には、１枚目（市区町村提出用）を使用していますか。

前職分を含み年末調整を行った場合は、摘要欄に支払者・支払金額・社会保険料控除額を

記入していますか。（複数ある場合は全て）

「人数記載欄（控除対象配偶者・控除対象扶養親族の数）」及び「氏名欄（控除対象配偶

者・控除対象扶養親族・16歳未満の扶養親族）に記載した事項に誤りはありませんか。（控

除対象配偶者及び扶養親族は年齢によって控除額が異なります。なお、16歳未満の扶養親

族の記入を省略すると、住民税非課税基準や児童手当等に影響しますので、氏名と人数を

必ず記入してください。）

控除対象配偶者ではない配偶者が、障がい者控除に該当する場合は、「障がい者の数」を記

入するとともに、摘要欄に「配偶者の氏名（同配）」を記入していますか。

「氏名（フリガナ）」「生年月日」は正確に漏れなく記入していますか。（事業所内で旧姓

使用の場合は、戸籍上の氏名で記入してください。）

「住所」には、受給者の令和５年１月１日の居住地を記入していますか。

注意点 

注意点 

注意点 

※給与支払報告書（個人別明細書）は同封して

おりません。市民税課窓口で配布しています。

また、浦安市ホームページからもダウンロード

可能です（郵送対応は致しかねますのでご了承

ください）。  

 

 

 

 

 

普通徴収の方は摘要欄に符号((３)普通徴収切替理由書を参照）を記入していますか

普Ｆに該当の退職予定者は退職予定年月日もあわせて記入してください。 
 
例：令和５年３月３１日退職予定に 
より普Ｆ該当者 
 
※令和４年中の退職者については摘要
欄に「普Ｆ」、退職年月日欄に退職日を 
記入してください。

普Ｆ（令和 5年 3 月 31 日退職予定） 普Ｆ（令和 5年 3 月 31 日退職予定）
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確認チェックリスト（普通徴収切替理由書） 

□ 普通徴収として扱う人数を、該当する符号ごとに記入していますか。 

□ 合計人数が総括表の普通徴収の人数と一致していますか。  

 

＜参考＞普通徴収切替理由 

符号 普 通 徴 収 切 替 理 由 

普Ａ 
総従業員数が２人以下 

（下記「普Ｂ」～「普Ｆ」に該当する全ての（他市区町村分を含む）従業員数を差し引いた人数） 

普Ｂ 他の事業所で特別徴収（例：乙欄適用者） 

普Ｃ 
給与が少なく税額が引けない 

（浦安市の場合、年間の給与支給額が100万円以下） 

普Ｄ 給与の支払いが不定期（例：給与の支払いが毎月でない） 

普Ｅ 事業専従者（個人事業主のみ対象） 

普Ｆ 退職者又は退職予定者（５月末日まで） 

(３) 普通徴収切替理由書 

黄色の用紙から切り取ってお使いください。 

 

給与受給者の中で、令和５年度分住民税を給与

から特別徴収（天引き）できない方（＝普通徴収

とする方）について、その理由を記入していただ

く書類です。  

 

普通徴収切替理由書に記載するいずれの理由に

※電子申告（ｅＬＴＡＸ）を利用する場合は、普通

も該当しない場合、また、理由書の提出がない場

合は、普通徴収が認められません。給与支払報告

書（個人別明細書）に普通徴収分が含まれる場合

は、必ず提出してください。 

 

徴収切替理由書の提出を省略できます。  

 

切替理由書(本紙)

1  

  
 

令和４年１１月 

給与支払報告書提出義務者 様  
令和５年度（令和４年分）給与支払報告書の作成と提出について  日頃より税務行政について、ご理解ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

この度、下記①②の事業所に「給与支払報告書（総括表)」を送付いたしました。令和４年中に給与

の支払いがあった方（以下、「給与受給者」とします）の全員（パート・アルバイト・退職者・休職

者を含む）について、給与支払報告書を作成して、対象となる市区町村へ提出してください。

　①令和４年度に浦安市で特別徴収の実績があった事業所

　②令和３年分給与支払報告書の提出があった事業所（退職者のみの場合を除く）

　給与支払報告書作成に際しては、次ページ以降の、各様式作成時の確認チェックリストを必ず確認

してください。

　また、浦安市では、電子申告の利用を推奨しています。普通徴収分についての記載や添付書類が不

要となり、複数の自治体および税務署へ提出する書類の一括作成・提出が可能になるなど、作成・提

出の事務軽減につながりますので、ぜひ積極的に電子申告をご利用ください。

 

 

１． 提出期限 令和５年１月31日（火）   

２． 提出先（お問い合わせ先） 

 

 

 

 

  
３． 提出方法 各様式を下図の順にまとめてご提出ください。 

 

     
  ※独自の総括表をご使用される場合でも、同封の総括表を必ず添付してください。 

 

４． 各様式作成に際しての確認事項 

 各様式を作成される際には次ページ以降の(１)～(３)の各確認チェックリストで確認をお願いし

ます。また、各様式は浦安市の公式サイト『特別徴収について』からダウンロードできます。

      
個人別明細書 

（普通徴収分） 

普通徴収切替理由書 
  
  
 

 
個人別明細書 

（特別徴収分） 

総括表 

必ずお読みください 
浦安市役所市民税課 

〒２７９－８５０１ 千葉県浦安市猫実１－１－１
 

℡０４７－３５１－１１１１（代表）内線１３５０５～１３５０７   
Ａ

Ｂ


