
No. 項目 質問 回答

1 目的

国制度として「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(以下「国制度給付
金」という。）」給付事業を実施しているが、豊中市独自事業として実施する目的は
何か。

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化、原油価格・物価が高騰する中、
経済的困難に直面した方々の生活を応援するために、国制度給付金給付事
業の対象とならない住民税が課税されているが、低所得で生活を営んでいる
世帯に対し、市独自で給付金を支給することを目的とするものです。

2 目的

国制度給付金の対象とならない住民税均等割の課税世帯が豊中市生活応援給
付金（以下「本給付金」という。）の支給対象要件にあるが、住民税非課税世帯で
課税者からの扶養者のみで構成される国制度給付金の対象外の世帯が本給付
金においても対象外であるのはなぜか。

住民税非課税世帯で課税者からの扶養者のみで構成される世帯は、国制度
給付金と同様に対象外となります。
　税扶養の要件が生計が同一であることであるため、扶養者は税制面で所得
控除を受けており、当該被扶養世帯は扶養者から経済的支援を受けていると
みなされることから対象外です。

3 法的性格 本給付金の法的性格は何か。 民法第549条に規定の贈与契約によるものです。

4 不服申立て
本給付金の支給については行政不服審査の対象となるか。 法的性格が贈与契約であり、行政処分ではないので、支給について不服申

立て等の対象とならないと考えます。

5
本給付金への税の
賦課

本給付金は、課税の対象となるか。 国制度給付金と異なり、一時所得の収入となり課税の対象となります。
ただし、一時所得の計算方法は、以下の計算式となり、直ちに税額が発生す
る訳ではありません。
　「一時所得」＝{（収入金額）－(必要経費）－50万円(特別控除額）}×１/2
※新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨
    時特例に関する法律施行規則（令和2年財務省令第44号）第2条第1項各
    号に規定する補助金等を財源とした給付金でないため
【令和4年（2022年）10月25日追記】

6 本給付金の差押え
本給付金は差押えの対象となるか。 本市では差押えの対象とはしませんが、国制度給付金と異なり差押えを禁止

する法令等の定めがないため、他の機関等による差押えの対象とはなり得ま
す。

7 支給対象者
本給付金の給付対象世帯の定義は、住民票上の世帯との認識でよいか。 お見込みのとおりです。同一住所であっても住民票上の世帯が別であれば、

その世帯が給付対象世帯であれば対象となります。

8 支給対象者
本給付金の支給対象者（受給権者）は、給付対象世帯の世帯主との認識でよい
か。

お見込みのとおりです。

9 支給対象者
給付対象世帯の要件のひとつに、令和4年度住民税均等割が課税されている者
を含む世帯とあるが、同一世帯の全ての構成員が課税されていることが必要か。

同一世帯の構成員のいずれかひとりが課税されていることが必要ですが、全
ての構成員が課税されている必要はありません。

10 支給対象者

給与所得者だが、住民税均等割が課税されているとは、毎月の給与から住民税
が引かれているということか。
【令和4年（2022年）10月25日追加】

毎月の給与から、「住民税」として引き落としされている場合、住民税の均等
割額が含まれています。ただし、税額が少ない人の場合は１回だけの引き落
としで完了していることがあります。
また、住民税が課税される給与所得者であっても、給与から「住民税」が引き
落としされていない場合もあります。この場合には、別途で市から住民税納税
通知書・決定通知書を送付し、同封の納付書等で納税いただいています。
【令和4年（2022年）10月25日追加】

11 支給対象者

妻と2人暮らしで老齢年金を受給のみで生活しているが、住民税についてはどの
ように確認できるのか。
【令和4年（2022年）10月25日追加】

年金受給者で住民税が課税される場合、対象者に対して住民税納税通知
書・決定通知書を送付しています。
住民税の内容について確認される場合、1月1日時点で住所地の市区町村の
住民税担当部署にご確認ください。
＊豊中市は、市民税課（０６－６８５８－２１３１)になります。
【令和4年（2022年）10月25日追加】
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12 支給対象者

給付対象世帯の要件のひとつに、世帯全員の令和３年中の合計所得金額の合
算額が２００万円以下とあるが、２００万円以下と設定したことはどのような考えでな
のか。

本市において、国制度給付金の対象となる住民税非課税世帯の99.8％が合
計所得200万円以下であることから設定しました。
住民税非課税世帯は、扶養者の人数によって、非課税となる世帯の上限金
額が変わりますが、多くの非課税世帯は合計所得金額が200万円以下であ
り、同程度の所得金額であるのに、国制度給付金の対象とならない世帯を支
援するという本給付金の趣旨から、合計所得金額が200万円以下の世帯を対
象としました。

13 支給対象者

「所得」とあるが、「収入」と「所得」はどう違うのか。「合計所得金額」とは何か。 「収入」：給与や年金(遺族・障害年金は除く）などの支払い総額
　　　　　（税金や保険料などを差し引く前の金額）のことをいいます。
「所得」：「収入」から「必要経費」を差し引いたものをいい、市・府民税の計算
　　　　　には、所得を使います。給与・年金収入は、必要経費のかわりに、
　　　　　収入額に応じた一定の式で控除額が計算され、収入金額から差し
　　　　　引かれます。
「合計所得金額」：事業所得、給与所得、雑所得（公的年金等に係る所得な
　　　　　ど）、配当所得、不動産所得などの所得金額を合計した金額（純損
　　　　　失叉は雑損失等の繰越控除を適用する前の金額）のことをいいま
　　　　　す。なお、土地・建物等の譲渡所得など、他の所得と分離して課税
　　　　　される分離所得も含まれます。
【令和4年（2022年）10月25日追記修正】

14 支給対象者

「所得」の確認はどのようにできるのか。
【令和4年（2022年）10月25日追加】

住民税が給与から引き落としされている方は、会社から配付される「給与所得
等に係る住民税特別徴収税額通知書(納税義務者用）」の所得欄を、
その他の方は、1月1日時点にお住いの市区町村から送付されている住民税
納税通知書・決定通知書の所得欄でご確認ください。
なお、納税通知書・決定通知書は個人単位でお届けしています。また、豊中
市においては、非課税者には送付していません。
【令和4年（2022年）10月25日追加】

15 支給対象者

給付対象世帯の要件のひとつである世帯全員の令和３年中の合計所得金額の
合算額が２００万円以下について、世帯構成員の中に他の世帯の親族から扶養さ
れている者がいる場合は、その扶養者である親族の所得も合算額には含まれる
のか。

給付対象世帯内の構成員の合計所得金額の合算額で判断することから、他
の世帯の扶養者の所得は合算しません。

16 支給対象者

給付対象世帯の要件に令和4年度の住民税均等割が課税されていること、世帯
全員の令和３年中の合計所得金額の合算額が２００万円以下であることがあるが、
未申告者が世帯にいる場合の扱いはどうか。未申告のため、所得額も住民税が
課税されてるかも不明です。また、世帯構成員に収入がなかったために住民税の
申告をしていないものが含まれる場合などはどうか。

世帯内の構成員に住民税の未申告者がいる場合は、その構成員については
非課税、所得額は0円とみなす取扱いとします。
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17 支給対象者

本給付金の支給要件確認書が市から送付されてきたが、自分の世帯の合計所得
金額の合算額が200万円以下であることはどのようにして把握したのか。課税や所
得情報は個人情報であるが、何の根拠に基づいて情報の収集を行っているの
か。
【令和4年（2022年）10月13日追加】

特別定額給付金その他の新型コロナウイルスの感染拡大の影響による給付
金の支給事業を対象とする目的外利用については、豊中市個人情報保護条
例第12条第2項第6号に基づき、令和2年度第1回豊中市情報公開・個人情報
保護運営委員会で「市税情報その他の給付金を支給するうえで必要となる最
低限度の当該給付金の支給対象者に係る情報」の利用に係る答申を得てお
ります。本給付金はNo.1のとおり新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえて
のもので、同答申に基づき給付に必要な税情報、所得情報等を収集していま
す。
なお、市外から転入した場合で、豊中市で税情報、所得情報等を保有してい
ない場合については、No.２１のとおり本給付金について国から特定公的給付
の指定を受けており、この指定に基づき、情報を保有している他自治体から
情報を収集します。
【令和4年（2022年）10月13日追加】

18 支給対象者

給付対象世帯の要件のひとつに国制度給付金の支給対象世帯でないとあるが、
同給付金の給付対象世帯（支給済を含む。）の世帯主以外の世帯構成員が別世
帯を構成した場合や、同給付金の給付対象でない世帯の一員になった場合は、
本給付金の対象となるか。

基準日（令和4年6月1日）時点の世帯で判断します。基準日時点の世帯構成
員に国制度給付金の給付対象世帯（他市区町村で給付の対象となっている
世帯を含む。）の世帯主が含まれていない場合は本給付金の給付対象世帯
となります。

19 支給対象者

生活保護世帯であるが、本給付金の給付対象世帯となるか。 生活保護世帯は、国制度給付金の給付対象となることから、既に同給付金の
支給を受けた世帯を含め、本給付金の給付対象外となります。ただし、本給
付金の対象は基準日時点での住民票上の世帯で、住民票上では同一世帯
に課税者（生活保護上では世帯分離）がいるため国制度給付金の対象外で
あるが、本給付金の給付対象の要件を全て満たすという場合は対象となりま
す。この場合、「地方公共団体が実施する福祉的給付金に関する生活保護
法による保護の実施要領上の特例的な取扱いについて」（令和4年11月22日
付厚生労働省発社援1122第2号厚生労働大臣回答）により、本給付金の支
給額5万円のうち3万円までは収入認定除外（限度額）となります。なお、限度
額を超過した分についても、自立更生のために当てられる額とされた場合は
収入認定除外となりますので、福祉事務所の担当ケースワーカーへご相談く
ださい。
【令和4年（2022年）12月8日追記】

20 支給対象者

給付対象世帯は基準日時点での世帯となるが、その時点（令和4年6月1日）で給
付対象の全ての要件を満たしておくことが必要か。例えば令和4年6月1日時点で
は給付対象外であったが、その後所得更正を行ったことで給付対象世帯の要件
を満たした場合は本給付金の対象となるか。

当初に支給要件確認書の送付対象とならなかった場合（本給付金の給付対
象外世帯）であっても、住民税の修正申告、所得更正等で給付対象世帯と
なった場合は本給付金の給付対象となります。ただし、あくまでも基準日時点
の世帯構成員において給付対象として判断することになります。

21 支給対象者
令和4年度の住民税の課税については、令和4年1月1日の住所地における課税
状況で判断することになるが、同年1月2日以降に豊中市に転入した場合は、支
給要件確認書の送付対象となるのか。

令和4年1月1日時点の住所地における課税情報を豊中市が取得できるように
国から特定公的給付の指定を受けており、給付対象の要件を満たすことが確
認できた世帯は送付の対象とします。

22 支給対象者

基準日時点の世帯構成員に令和4年1月2日以降に海外から入国した者がいる場
合、この者は住民税が課されていないが、所得がある場合には所得がわかるもの
が必要か。

基準日時点の世帯で本給付金の給付要件を判断するため、基準日時点の
世帯構成員全員の収入を合算する必要があります。市はご質問のような方の
収入を把握していないため、当該世帯構成員は未申告者として取り扱い、給
付要件について判断することになります。
【令和4年（2022年）10月25日修正】
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23 支給対象者

本給付金の給付対象世帯として、支給を受けた後、修正申告や所得更正を行っ
た結果、給付対象世帯外となった場合、どのような取扱いになるか。

本給付金の支給を受けた後、修正申告等で給付対象世帯外となった場合、
既に受給している本給付金は返還していただく必要があります。ただし、その
結果、国制度給付金（住民税非課税世帯対象分）の対象となった場合（例え
ば修正申告した結果、世帯構成員全員が非課税となった場合など）は、同給
付金の申請手続き期限内であれば、申請により同給付金の給付対象となりま
す。

24 支給対象者

本給付金の給付対象世帯が、新型コロナウイルス感染症の影響により、令和4年1
月以降の収入が住民税非課税の水準まで低下した場合、すなわち国制度給付
金（家計急変世帯分）の給付要件も満たす場合はどちらの給付金が優先されるの
か。

国制度給付金（家計急変世帯分）の給付が優先されることから、改めて同給
付金の申請手続き期限内に申請手続きが必要ですが、国制度給付金の家計
急変世帯分については申請の受付を令和4年9月末で終了してします。
なお、今後実施の「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金」の家計
急変分の給付要件も満たす場合、本給付金と重複しての受給が可能となりま
す。
【令和4年（2022年）10月25日追記】

25 支給対象者

刑務所等の矯正施設等に入所している被収容者等は給付対象となるか。 当該被収容者等も、給付要件を満たす場合には給付対象となります。その場
合、豊中市内の住民登録地（自宅）に支給要件確認書が送付されますが、当
該被収容者等が単身世帯の場合には、当該支給要件確認書を受領すること
が困難であるため、豊中市から申請書を取り寄せ、郵送で申請していただき、
審査・支給決定後、国制度給付金と同様の方法で受給いただくことになりま
す。

26 支給対象者

本給付金のホームページ（豊中市ホームページ）や案内チラシに掲載されている
「国・豊中市給付金対象世帯診断チャート」の中に”世帯全員が令和4年度住民
税均等割額課税者の扶養に入っていない”という設問があるが、これは「世帯全
員が一人残らず扶養に入っていない」という意味か、それとも「世帯全員が扶養に
入っているという訳ではない（一人でも扶養に入っていない人がいれば該当す
る）」という意味か、どちらなのか。
【令和4年（2022年）10月13日追加・10月２５日追記】

後者です。
国制度の令和3年度・4年度各住民税非課税世帯対象の臨時特別給付金（1
世帯10万円）は住民税課税者から扶養されているもののみで構成される場合
は対象外であることから、このフローチャートでは世帯構成員のうち一人でも
課税者の扶養に入っていない場合は国制度の対象世帯となります。
【令和4年（2022年）10月13日追加・10月25日追記】

27 支給額
本給付金の支給額を1世帯当たり5万円とした理由は。 本給付金給付事業の実施を検討するに当たり、対象世帯数（補正予算編成

時の積算では27,700世帯）、他制度の給付金額を勘案し、総合的に判断した
ものです。

28 受給権者

受給権者は給付対象世帯の世帯主となっているが、当該世帯主が基準日以降に
死亡した場合は受給権者はどうなるか。

①確認書の返送等の手続き前（不備等があり完了できない場合等も含む。）
に死亡された場合：他の世帯構成員がいるときは、その中から新たに当該世
帯の世帯主となった方（これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯
の構成員のうちから選ばれた方）が手続きをし、受給権者となります。単身世
帯の場合は世帯全体がなくなってしまうため、受給権はなくなります。
②確認書の返送等の手続き後（不備もなく完了後）に死亡された場合：当該
世帯主に給付が行われ、他の相続財産とともに相続の対象となります。

29 受給権者

配偶者その他の親族からの暴力等を理由に避難している者（いわゆるＤＶ避難
者）並びに児童福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び老人福祉
法に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要する者の取扱いは、給付対象世
帯の要件以外は国制度給付金と同様か。

豊中市生活応援臨時給付金支給事務実施要綱（令和4年8月22日）実施）別
記（第4条関係）のとおりの扱いとなります。
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30 支給の方法等

本給付金の支給要件確認書の提出について、郵送による提出以外にどのような
方法があるのか。

豊中市電子申込システムによる方法があります。（支給要件確認書に手続き
方法等を記載しています。ただし、代理人による手続きは除きます。）
なお、電子申込による方法の手続期限も支給要件確認書に記載の返送期限
になります。
郵送又は電子申込システムによる方法以外で、これらにより難い場合は、市
の窓口で提出する方法もあります。

31 支給の方法等
豊中市電子申込システムで、支給要件確認書の提出に係る手続きをした後、手
続きの不備に気づいた場合、どうすればよいか。

電子申込は一度完了してしますと再度の申込みはできません。豊中市生活
応援臨時給付金コールセンター(℡：06-4866-5157）までご連絡ください。※
平日９：００～１７：００

32 支給の方法等
支給要件確認書が送付されてきた場合、同確認書を提出すれば必ず本給付金
を受給できるのか。

支給要件確認書は、基準日時点の世帯で給付要件全てを満たすと思われる
世帯に送付しますが、市における対象世帯のデータ抽出後や同確認書の送
付後に給付要件を満たさないと明らかになった場合は受給できません。

33 支給の方法等

送付されてきた支給要件確認書に「支給対象者に該当すると思われるため」と記
載があるが、「思われる」ではく確認して送付すべきではないのか。
【令和4年（2022年）10月25日追加】

支給要件確認書は、基準日時点の世帯で支給要件全てを満たすと思われる
世帯に送付していますが、市における対象世帯のデータ抽出日（初回10月7
日発送分は9月27日）時点のものであり、その後に市民税の修正申告、所得
更正等により支給要件に該当しない可能性もあり「思われる」と表記していま
す。支給要件確認書の表面中段の□にチェック（✔）いただくことで、支給要
件に該当することを確認させていただきます。
【令和4年（2022年）10月25日追加】

34 支給の方法等
送付されてきた支給要件確認書を紛失してしまったが、どうすればよいのか。 豊中市生活応援臨時給付金コールセンター(℡：06-4866-5157）までお問い

合わせください。※平日９：００～１７：００
【令和4年（2022年）10月25日修正】

35 支給の方法等

国制度給付金では申請書を提出する方法による給付手続があるが、本給付金で
も同様か。申請書はどこで入手できるか。

一部支給要件確認書の送付対象とならない世帯や支給要件確認書の受領・
返送（提出）が困難な世帯の場合は、申請書（請求書）（以下「申請書」とい
う。）の提出によることとなります。
申請書は、豊中市ホームページの「豊中市生活応援臨時給付金」のページ
からダウンロードできます。

36 支給の方法等

私は本給付金の給付対象世帯と思っているが、支給要件確認書が送付されてこ
ない。この場合、どうすればよいのか。

本給付金の給付対象と思われる全ての世帯への支給要件確認書の送付は
一斉でなく、順次行っておりますが、申請書の提出による方法もご利用いただ
けます。申請書は、豊中市ホームページの「豊中市生活応援臨時給付金」の
ページからダウンロードできますが、申請書の提出後の審査により、支給対象
外となった場合は不支給の決定となり給付されません。

37 支給の方法等

支給要件確認書を世帯主の代理で提出する場合に、同確認書の「代理手続を行
う場合」の記入以外に必要はものは何か。

代理で手続きする場合は、支給要件確認書のほか、受取口座の通帳のコ
ピー等（あらかじめ記載されている世帯主の口座以外への振込みの場合の
み）、世帯主の本人確認書類、代理人の本人確認書類、世帯主と代理人との
を関係を証明する書類（同一世帯の世帯構成員である場合は不要）が必要で
す。世帯主本人からの委任状は不要です。

38 支給の方法等

世帯主の代理で申請書の提出により給付手続をする場合は、委任状の提出は必
要か。

同一世帯の世帯構成員以外の代理人により手続きを行う場合は、世帯主の
本人確認書類、代理人の本人確認書類以外に委任状が必要です。ただし、
当該世帯主が成年被後見人、被保佐人又は被補助人である場合は、成年後
見登記制度に基づく登記事項証明書等（写し可）で代理人と確認できる場合
は委任状は不要です。



No. 項目 質問 回答

39 支給の方法等
申請書の提出による給付手続で、提出書類で「令和4年度住民税課税証明書（合
計所得がわかるもの）」が必要な場合とは、例えば子どもであっても必要か。

義務教育終了前の児童・生徒については不要ですが、例えば高校生のアル
バイトによる所得は合計所得に含めますので、支給の明細など合計所得がわ
かる書類が必要です。

40 支給の方法等

送付されてきた支給要件確認書に自分の口座情報が印字されているが、この口
座情報はどこから把握したのか。
【令和4年（2022年）10月25日追加】

支給要件確認書にはあらかじめ宛名人が令和２年実施の特別定額給付金
（国事業：1人10万円）を受給した際の口座情報を記載しています。口座情報
の収集については、豊中市個人情報保護条例に基づく目的外利用の手続き
を経ているほか、本給付金は国から特定公的給付の指定を受けており、これ
らの根拠により行っています。
ただし、特別定額給付金の給付対象世帯の基準日（令和2年4月27日）の翌
日以降の転入者等で、豊中市で当該給付金を支給していなく口座情報を把
握していない場合や世帯主として受給していなかった場合は本給付金の支
給要件確認書の口座情報は空欄で送付しますので、振込口座情報の記入と
同口座の通帳等のコピーの提出が必要です。
【令和4年（2022年）10月２５日追加・11月4日追記】

41 支給の方法等
本給付金の案内（支給要件確認書）に同封されていた返信用封筒の郵便番号
（561-8790）が間違っているのではないか。
【令和4年（2022年）10月25日追加】

間違っておりません。返信用封筒が「料金受取人払郵便」対応のものである
ため、豊中市役所や豊中市中桜塚の郵便番号とは異なります。
【令和4年（2022年）10月25日追加】

42 支給の方法等

本給付金の受給方法は金融機関への口座振込が原則とのことだが、口座を指定
することができるのか。

給付対象と思われる世帯の世帯主へ送付する支給要件確認書には、あらか
じめ令和２年実施の特別定額給付金（国事業）における口座情報を記載して
おります（世帯主が特別定額給付金の受給者だった場合で豊中市で口座情
報を把握している場合に限ります）。当該口座情報の記載がない場合や異な
る口座を希望する場合は、別の口座（原則として世帯主名義）を指定すること
ができます。
【令和4年（2022年）10月２５日追記・11月４日追記】

43 支給の方法等

マイナンバーカードを取得し、マイナポイントの申請時に公金受取口座を登録し
たが、本給付金の受給に際し、活用ができないのか。
【令和4年（2022年）10月25日追加】

本給付金は特定公的給付として国から指定を受けていますが、登録されてい
る公金受取口座への紐づけについては現在準備中であり、ご理解いただきま
すようお願いいたします。なお、支給要件確認書にあらかじめ印字されている
口座以外への振込みを希望する場合や、申請書の提出による手続きをする
場合は、お手数ですが、支給要件確認書又は申請書に口座情報をご記入い
ただいたうえで、ご記入いただいた口座の通帳又はキャッシュカードの写しを
同封いただきますようお願いいたします。
【令和4年（2022年）10月25日追加】

44 支給の方法等
本給付金は支給要件確認書の提出（申請書の提出）後、口座への振込みはいつ
になるのか。

提出いただいた支給要件確認書・申請書（添付書類含む。）の審査を含め、
口座への振込みまでは概ね1か月程度です。

45 支給の方法等
本給付金が金融機関の口座に振り込まれた場合、通帳にはどのように表示される
のか。

「ﾄﾖﾅｶｼｾｲｶﾂｵｳｴﾝﾘﾝｼﾞｷｭｳﾌｷﾝ」と表示します。ただし、金融機関によって
は表示される字数が異なりますので、途中までの表示になる場合があります。
【令和4年（2022年）10月25日追記】

46 支給の方法等

本給付金の受給方法は口座振込に限定されるのか。市の窓口において現金で
受取りは可能か。現金書留での受取りは可能か。

金融機関に口座を持っていない等やむを得ない事情がある場合は、市の窓
口での現金給付を行います。ただし、現金給付の場合は口座振込に比べて
給付の時期が遅くなります。また、給付日時は「給付決定通知書兼現金引換
証」の送付により、あらかじめ指定させていただきます。
なお、現金書留は矯正施設入所中の被収容者等への送付のみになります。
（矯正施設の職員は法令の規定により現金書留封筒を開封し、現金書留の
封入額の中身を確実に確認することができるため）
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47 支給の方法等
本給付金の支給対象世帯等の要件、支給手続き等について外国人向けの案内
はあるか。

外国人向けのご案内については、豊中市ホームページの「豊中市生活応援
臨時給付金」のページ内のリンクからご覧ください。

48 給付決定通知書

本給付金の支給手続きを行った場合、給付決定通知はあるのか。 口座振込による支給の場合は、口座振込の数日後に給付済世帯の世帯主あ
てに郵送します。市の窓口での現金給付の場合は現金引換証を兼ねた通知
書が給付決定通知書になります。
【令和4年（2022年）10月25日修正】

49
支給の手続き期限
等

支給要件確認書又は申請書の提出期限はいつか。 提出期限（手続き期限）は令和５年３月３１日（郵送必着）ですが、豊中市電子
申込システムによるものも含め、提出期限までに必要な書類全てが整ってい
る必要があります。同日に提出があり、不備がある場合でその日のうちに不備
についての補正等が完了しない場合は、支給できなくなりますので、期限に
留意の上で手続きをお願いいたします。

50 本給付金の返還

本給付金の支給事務実施要綱第１１条に「市長は、～、又は、生活応援臨時給付
金の支給を受けた後、令和３年度又は令和４年度住民税非課税世帯等に対する
臨時特別給付金の支給の対象世帯に属する世帯主を含む世帯に対しては、生
活応援臨時給付金の返還を求めるものとする。」とあるが、どのような意図か。

本給付金の支給を受けた後、住民税の修正申告等により国制度給付金の支
給対象世帯となった場合は、国制度給付金の支給となります。そのため本給
付金の支給対象ではなくなってしまうため、既に支給を受けた本給付金は返
還していただく必要があります。


