平成２９年度

市民税 県民税
（兼 国民健康保険税）

申告のてびき

「市県民税（住民税）」の申告書は、あなたの市民税・県民税や国民健康保険税、介護保険料
等を算定するための重要な資料です。また、色々な証明や各種公共サービスを受けるための基礎
にもなりますので、申告が必要な人（所得税の確定申告をされた人を除く。）は必ず申告をお願
いします。
申告期間は、平成２９年２月１６日（木）から３月１５日（水）までです。
この『申告のてびき』をよくお読みくださって、申告の必要な方は、市の申告相談会場 へお
越しください。
（※申告期間中は、本庁税務課、支所の市民生活課窓口では、原則として申告相談を受けるこ
とができませんので、ご了承ください）
市の相談会場をご利用の際は、『申告相談日程表』をご確認のうえ、できるだけご自分の地
区別指定日にお越しくださいますようお願いします。
また、ご自分で申告書を作成された方は、市役所本庁税務課、もしくは、赤坂・熊山・吉井
の支所へ提出してください。郵送することも可能です。
いずれの場合も、申告期限は３月１５日（水）です。
なお、広報あかいわ２月号に、申告相談に関する記事を掲載していますのでご覧ください。

市県民税（住民税）申告の必要な人
①平成２９年１月１日現在、赤磐市に住所のある人で、平成２８年１月１日から平成２８年
１２月３１日までの１年間の合計所得金額が２８万円を超える人
◆ただし、上記に該当する場合でも、次の人は申告不要です。
◎所得税及び復興特別所得税の確定申告をする人
◎１箇所からの給与所得のみで年末調整を受けている人
（※ただし、雑損控除・医療費控除・寄附金控除の適用を受ける場合は申告が必要です。）

◆なお、高齢者で収入が公的年金等のみのような場合、その額によっては、便宜上申告に代えて、
日本年金機構などから市へ送付される年金資料をもとに課税をさせていただくことがあります。
②給不所得者で、給不所得以外に、営業・農業・丌動産・一時・雑等の所得があり、それらの
所得が 20 万円までの人 （※２０万円を超えると確定申告が必要となります。）
③年の途中で退職した人や日給で働いている人など、給不の支払者から市へ給不支払報告書の
提出がなかった人 （※収入の額によっては、確定申告が必要となる場合もあります。）

なお、この申告は、国民健康保険税のほか、後期高齢者医療保険料・介護保険料の算定に
も用いますので、国民健康保険に加入されている世帯や、後期高齢者医療保険被保険者・介
護保険第１号被保険者のおられる世帯に属する人は、所得の多少にかかわらず、また、所得
のない人も「所得のないこと」を、必ず申告してください。国民健康保険税は、申告がなけ
れば、税の減額要件に該当する場合でもその適用を受けられないことがありますので、くれ
ぐれもご注意ください！
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申告相談のときにお持ちいただくもの
●印鑑（認め印）
●納税義務者のマイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード＋本人確認書類（運転免許
証、パスポートなど）の提示または写しの添付
●同封の『市県民税申告書』
●下記の書類のうち該当するもの
農業
所
得

（営業等・丌動産）
給不・配当

関

一時

係

雑
（譲渡・先物取引）
（雑損）
医療費

社会保険料＊
控

収支内訳書（作成済のもの）※前年度の控えをご持参ください。
※営業等所得や丌動産所得のある人は、瀬戸税務署で申告をしてください。
源泉徴収票や支払調書の原本（コピーは丌可）
生命保険や損害保険の満期等の支払調書の原本（コピーは丌可）
公的年金等の源泉徴収票や個人掛け年金・講師報酬（謝金）
・水道メーター
検針委託料等の支払調書の原本（コピーは丌可）
※土地建物・株式等の譲渡所得、先物取引の所得のある人は、瀬戸税務署
で申告をしてください。
※雑損控除のある人は、瀬戸税務署で申告をしてください。
支払った医療費の領収書、保険等で補てんされた金額があればその明細書、
おむつ使用証明書など
◎医療費や補てん額は、事前に計算をしておいてください。
国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・任意継続の社会保険料・介護保険
料等の領収書や支払った金額の分かるもの、また、国民年金保険料で控除を
受ける場合は、日本年金機構から送付される「国民年金保険料控除証明書」
または保険料の領収証書

小規模企業共済等掛金＊ 支払った掛金の額の証明書

除

生命保険料＊

支払った保険料の額の証明書

関

地震保険料＊

支払った保険料の額の証明書

係
障害者＊

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人はその
手帳、また、介護保険の要介護度「3・4・5」の人で介護保険課から「障
害者控除対象者認定書」の交付を受けた人はその認定書
控除対象者の個人番号の記載が必要です。

配偶者（特別）控除＊・
扶養控除＊・事業専従 控除対象者の個人番号の記載が必要です。
者控除
寄附金

寄附先から受けた寄附金の受領書等

＊給不所得者で、年末調整の際すでに控除を受けているものは、証明書等の添付または提示の必要はありません。

☆お届けした市県民税申告書は、昨年「市県民税（住民税）申告」をされた人、および、平成２８年中に
赤磐市へ転入された６１歳以上の人を対象に、一斉送付させていただいています。
したがって、今年は所得税の確定申告が必要な人や、申告の必要がない人もおられるかと思いますが、
ご了承ください。ご自身の平成２８年中の所得状況等を十分確認して、適切な申告をしてください。
◇お問い合わせ先◇
〒７０９－０８９８ 赤磐市下市３４４ 赤磐市役所 税務課 市民税班
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℡. ０８６－９５５－０９５１

申告書の書き方
◎文字・数字などは、はっきり、分かりやすく書いてください。
◎住所・氏名は、平成２９年１月１日現在の状況で記入してください。
◆１月２日以降に住所の変更があった場合は、現住所と１月１日現在の住所の両方を記入してください。
◆住所がアパート等の場合は、アパート等の名称・部屋番号まで記入してください。
◆個人番号を記入してください。
◆氏名にはカタカナでフリガナをつけ、必ず押印してください。

◎電話番号も忘れずにご記入ください。
◎平成２８年中に所得のなかった人は、申告書裏面下部の『16 前年中に所得のなかった人の
記入欄』へ必ず記入してください。

▽所得の種類 （所得は次の１０種類に区分されます）
事
業

営業等

卸売業、小売業、飲食店業、製造業、建設業、運輸業、サービス業（クリーニング・理髪・
美容等）、自由職業（医師・画家・外交員等）、漁業等から生じる所得

所
得

農業

丌動産所得

米・野菜・果樹などの栽培、家畜の育成、酪農品の生産等から生じる所得
土地建物などの貸付け等によって生じる所得

利子所得

公社債および預貯金の利子などの所得

配当所得

株式に対する利益の配当などの所得

給不所得

勤務先から受ける給料・賃金・賞不等
上記以外の所得で、次のいずれの性質も有しない一時的な所得
○営利を目的とする継続的行為

一時所得

○労務その他の役務の対価性
○資産の譲渡の対価性
〔例〕生命保険や損害保険の満期返戻金など

雑所得

公的年金等・個人掛けの定期年金など、上記のどの所得にも当てはまらない所得
資産の譲渡によって生じる所得

譲渡所得

※このうち、土地建物や株式等の譲渡による所得は分離課税とされ、その他のものは総合課税と
されます。また、土地建物は、それぞれ所有期間によって、
「長期譲渡所得」と「短期譲渡所得」
に分けられます。

山林所得

山林を伐採して譲渡したり、山林を立木のままで譲渡したりすることによって生じる所得

退職所得

いわゆる退職金のことです。
通常の場合、住民税は、退職金の支払いの際、分離課税によって特別徴収（退職金より天
引き）されていますので申告する必要はありません。

◎なお、遺族年金、障害年金等は非課税ですので、所得に算入する必要はありません。
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▽所得金額の計算 （収入金額及び所得金額などを、申告書の該当欄に記入してください。）
◎収入金額 － 必要経費 － 専従者控除 ＝ 事業所得

事業所得
（申告書「ア」・「イ」・①・②欄）

（所得の計算は「収支内訳書」によってください）

※農業以外の事業所得がある人で、確定申告対象の人は瀬戸税務署で申告をしてくださ
い。

丌動産所得
（申告書「ウ」・③欄）

利子所得
（申告書「エ」・④欄）

配当所得
（申告書「オ」・⑤欄、裏面「8」欄、分離課税用申告書）

◎収入金額 － 必要経費 － 専従者控除 ＝ 不動産所得
（所得の計算は「収支内訳書」によってください）

※不動産所得がある人で、確定申告対象の人は瀬戸税務署で申告をしてください。
◎収入金額 ＝ 利子所得
◎収入金額 － 株式等を取得するための負債の利子 ＝ 配当所得
※平成 21 年 1 月 1 日以降に支払われた上場株式等の配当所得については、総合課税と申告分離課税を選択できることとなりました。

給不所得者が 1 年間にもらった給料やボーナスなどの収入金額から給不所得控除額（給
不所得者の労働経費にあたるものです）を引いた残りの金額が給不所得の金額となります。
◎給与所得の速算表
給与等の収入金額の合計額
から（円）

給

まで（円）

650,999 まで

与

所

得

の

金

額

0円

651,000

1,618,999

給与等の収入金額の合計額から 650,000 円を控除した額

1,619,000

1,619,999

969,000 円

給不所得

1,620,000

1,621,999

970,000 円

（申告書「カ」・⑥欄、裏面「6」欄）

1,622,000

1,623,999

972,000 円

1,624,000

1,627,999

974,000 円

1,628,000

1,799,999

1,800,000

3,599,999

3,600,000

6,599,999

給与等の収入金額の合計
額を「４」で割って千円未
満の端数を切り捨ててく
ださい＝算出金額:Ａ

6,600,000

9,999,999

「収入金額×0.9－1,200,000 円」で求めた金額

10,000,000

11,999,999

「収入金額×0.95－1,700,000 円」で求めた金額

12,000,000 から

「Ａ×2.4」で求めた金額
「Ａ×2.8－180,000 円」で求めた金額
「Ａ×3.2－540,000 円」で求めた金額

「収入金額－2,300,000 円」で求めた金額

給不所得控除が見直され、給不所得控除の上限の適用される給不収入 1,500 万円（控除額 245 万円）を「平成 28 年分は 1,200
万円（控除額 230 万円）に、平成 29 年分以降は 1,000 万円（控除額 220 万円）に引き下げる」こととされました。

公的年金の所得は、年齢によって次の２つに区分して計算します。
◎年齢６５歳未満の人（昭和２７年１月２日以後生まれ）

雑
所
得
「
申
告
書
⑦
欄
」

公的年金等

収 入 金 額
１３０万円未満
１３０万円以上４１０万円未満
４１０万円以上７７０万円未満
７７０万円以上

所 得 金
収入金額－700,000 円
収入金額×0.75－375,000 円
収入金額×0.85－785,000 円
収入金額×0.95－1,555,000 円

額

（申告書「キ」・⑦欄）

◎年齢６５歳以上の人（昭和２７年１月１日以前生まれ）
収 入 金 額
３３０万円未満
３３０万円以上４１０万円未満
４１０万円以上７７０万円未満
７７０万円以上

その他のもの
（申告書「ク」･⑦欄、裏面「9」欄）

一時所得
（申告書「サ」・⑧欄、裏面「10」欄）

所 得 金
収入金額－1,200,000 円
収入金額×0.75－375,000 円
収入金額×0.85－785,000 円
収入金額×0.95－1,555,000 円

額

◎収入金額 － 必要経費 ＝ 雑（その他のもの）所得
◎収入金額 － 収入を得るために支出した金額 － 特別控除額５０万円 ＝ 一時所得
《注意》 上記で算出した額の 1/2 が課税対象となります。裏面「10」欄の説明に従って、「サ」欄には 1/2 する
前の額を、⑧欄には 1/2 した後の額を記入してください。
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譲渡所得
（申告書「ケ」「コ」・⑧欄、裏面
「10」欄、分離課税用申告書）

※譲渡所得のある人で、確定申告対象の人は瀬戸税務署で申告をしてください。
◎収入金額 － 取得費および譲渡費用 － 特別控除 ＝ 譲渡所得
譲渡の形態（分離課税と総合課税・長期譲渡と短期譲渡）によって、課税のしかたや特別控除額が異なります。

◎平成２６年から平成３５年までの各年に金融商品取引業者等の営業所に開設した非課税口座において、毎年新規投資額で１００万円
を上限に、５年以内に支払を受けるべき配当所得及び譲渡所得等について、非課税とすることとされました。

▽所得控除
所得控除には次のようなものがあります。あてはまるものについて計算し、申告書に記入してください。

雑損控除
（申告書⑩欄）

災害、盗難または横領によって生活用資産などに損害を受けたときに控除の対象
となります。
※雑損控除のある人は、瀬戸税務署で申告をしてください。

医療費控除
（申告書⑪欄）

納税者本人、または本人と生計を一にする配偶者その他の親族のために、前年の
1 月 1 日から 12 月 31 日の間に支払った医療費が対象となり、次の算式で計算
した額が控除額（限度 200 万円）となります。
●（医療費の額－保険等で補てんされる額）－（１００，０００円または「所得金額の合計の５％」のいずれか少ない額）

なお、この控除を受ける場合は、医療機関等の領収書、補てん額の明細書や「お
むつ使用証明書」などが必要です。
納税者本人、または、本人と生計を一にする配偶者その他の親族の国民健康保険
税・後期高齢者医療保険料・介護保険料・国民年金保険料・任意継続の保険料等
を支払った場合、全額が控除の対象となります。（※ただし、公的年金等から直接
社会保険料控除
（申告書⑫欄）

差し引かれているものについては、その年金の受給者本人しか控除にとれません。）

なお、控除を受けるには、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・任意継続の
社会保険料・介護保険料等の領収書や支払った金額の分かるもの、また、国民年
金保険料で控除を受ける場合は、日本年金機構から事前に送付される「国民年金保
険料控除証明書」または、保険料の領収証書が必要です。

小規模企業共済等掛金控除
（申告書⑬欄）

小規模企業共済制度に基づく掛金、確定拠出年金法に基づく個人型年金加入者掛金、
心身障害者扶養共済制度に基づく掛金を支払ったとき、全額が控除の対象となります。
生命保険料控除の対象となる生命保険料は、「一般の生命保険料」、「個人年金保
険料」、及び「介護医療保険料」に区分されます。
生命保険料控除額全体（「一般生命保険料控除」<新・旧>+「個人年金保険料控除」
<新・旧>+「介護医療保険料控除」）の限度額は７万円となります。

① 平成２４年１月１日以後に締結した保険契約等(新契約)
生命保険料控除
（申告書⑭欄）

年間の支払保険料等

控

除

額

12,000 円以下

支払保険料の金額

12,000 円超 32,000 円以下

支払保険料等×0.5＋6,000 円

32,000 円超 56,000 円以下

支払保険料等×0.25＋14,000 円

56,000 円超

28,000 円（上限）
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② 平成２３年１２月３１日以前に締結した保険契約等(旧契約)
年間の支払保険料等

控

除

額

15,000 円以下

支払保険料の金額

15,000 円超 40,000 円以下

支払保険料等×0.5＋7,500 円

40,000 円超 70,000 円以下

支払保険料等×0.25＋17,500 円

70,000 円超

35,000 円（上限）

①と②両方の保険契約等がある場合
一般生命保険料控除と個人年金保険料控除については、各控除ごとに、
（ア）新契約のみで申告、（イ）旧契約のみで申告、（ウ）新旧両契約で申告

の

３通りのいずれかを選択することができます。
ただし、（ウ）を選択した場合は、限度額は 28,000 円となります。

なお、控除を受けるには、保険料の支払証明書の添付が必要です。
地震保険料控除の対象となる地震保険料は、契約の全てが地震等損害により保険金
や共済金が支払われる損害保険契約等に該当する保険料及び、平成 18 年 12 月
31 日までに契約を締結をした長期損害保険契約に係る保険料（旧長期損害保険料）
です。なお、控除を受けるには、保険料の支払証明書の添付が必要です。

地震保険料控除

支払った保険料の区分

支払った保険料の金額

①地震保険料だけの
場合

50,000 円以下

支払った保険料×0.5

50,000 円超

一律に 25,000 円

②旧長期損害保険料
だけの場合

5,000 円以下

支払った保険料の全額

5,000 円超 15,000 円以下

支払った保険料×0.5＋2,500 円

15,000 円超

（申告書⑮欄）

損害保険料控除額

一律に 10,000 円

⒜ 地震保険料について①に
より求めた金額と、旧長期損

③地震保険料と旧長期
損害保険料の両方が
ある場合

害保険料について②により求

その合計額の全額

めた金額の合計が 25,000 円
以下の場合
⒝ 上記⒜の合計額が 25,000
円超の場合

一律に 25,000 円

◎「長期損害保険」とは、満期返戻金があって保険期間が 10 年以上のものを
いい、それ以外のものを「短期損害保険」といい、「短期損害保険」や、平成
19 年以降に契約締結をした「長期損害保険」は、対象外です。
◎ある１つの契約が、「地震保険」と「旧長期損害保険」 のいずれにも該当する

障害者控除
（申告書⑱欄）

場合には、選択により、いずれか一方の保険しか控除の対象とすることができ
ませんので、ご注意ください！
納税者本人、または「控除対象配偶者」および「扶養親族」が障害者である場合
に、控除の対象となります。
控除額は障害者 1 人につき 26 万円、特別障害者は 30 万円、同居特別障害者は
53 万円です。
※１６歳未満も対象となります。
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※特別障害者とは、身体障害者手帳の障害の程度が１・２級、療育手帳の障害程度がＡ、精神
障害者保健福祉手帳の障害等級が１級である人、介護保険で要介護と認定された人で、市町村
から「障害者控除対象者認定書」の交付を受けた人は（上記の手帳を有していなくても）障害者控
除の対象となり、要介護度 4・5 の人は特別障害者、要介護度 3 の人は普通障害者です。

なお、障害者に該当するかどうかは、前年 12 月 31 日（年の途中で死亡した場
合には、その死亡の日）の現況によって判定します。

寡婦（寡夫）控除
（申告書⑯欄）

勤労学生控除
（申告書⑰欄）

配偶者控除
（申告書⑲欄）

「寡婦」とは、次のいずれかに該当する人で、控除額は 26 万円です。
●夫と死別・離婚した人で、「扶養親族」または生計を一にしている所得 38 万
円以下の子のある人（ただし、その子が、他の人の「控除対象配偶者」や
「扶養親族」になっている場合を除きます。）
●夫と死別し、所得が 500 万円以下の人
◎なお、所得が 500 万円以下で、かつ、子を扶養している場合は特別寡婦とな
り、控除額が 30 万円になります。
「寡夫」とは、妻と死別・離婚していて、生計を一にする所得 38 万円以下の子
があり、かつ、所得が 500 万円以下の人をいいます。控除額は 26 万円です。
納税者本人が学生で、自己の勤労に基づいて得た給不所得等があり、合計所得が
65 万円以下で、かつ、その合計所得金額のうち給不所得等以外の所得が 10 万
円以下の場合は、勤労学生として 26 万円を控除することができます。
「控除対象配偶者」があるときは、「配偶者控除」として以下の金額を差し引く
ことができます。
「控除対象配偶者」とは、納税者本人の妻または夫で、前年 12 月 31 日（年の
途中で死亡した人については、その死亡の日）現在で生計を一にする人（青色・
白色事業専従者に該当する人を除く）であって、前年中の合計所得金額が 38 万
円以下の人を言います。
ただし、その配偶者が他の納税者の「扶養親族」となっている場合は、控除の対
象とすることはできません。
老人控除対象配偶者（７０歳以上＝Ｓ２２．１．１以前生まれ）

３８万円

上記以外の控除対象配偶者である場合

３３万円

生計を一にしている配偶者（他の納税者の「扶養親族」になっている人、および
青色・白色事業専従者に該当する人を除く）の合計所得金額が 38 万円超 76 万
円未満の場合は、以下の表により求めた金額を「配偶者特別控除」として控除す
ることができます。
ただし、この控除は、納税者本人の合計所得金額が 1,000 万円を超える場合は
適用されません。
また、「生計を一にしている配偶者」であるかどうかは、前年 12 月 31 日（年
の途中で死亡している場合は、その死亡の日）の現況により判定します。
配偶者特別控除
（申告書⑳欄）

380,001 円
450,000 円
500,000 円
550,000 円
600,000 円
650,000 円
700,000 円
750,000 円
760,000 円

所 得 金 額
～ 449,999 円
～ 499,999 円
～ 549,999 円
～ 599,999 円
～ 649,999 円
～ 699,999 円
～ 749,999 円
～ 759,999 円
以上
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控 除 額
３３万円
３１万円
２６万円
２１万円
１６万円
１１万円
６万円
３万円
０円

「扶養親族」があるときは、「扶養控除」として、以下の金額を差し引くことが
できます。（※ただし、複数の納税者が同じ人を重複して「扶養控除」の対象と
することはできません。
）
「扶養親族」とは、納税者本人の親族（配偶者を除く）等で、前年 12 月 31 日
（年の途中で死亡した人については、その死亡の日）の現況において生計を一に
している人（青色・白色事業専従者に該当する人を除く）のうち、前年中の合計
所得金額が 38 万円以下の人をいいます。
区

分

控除額

一般扶養親族 （Ｈ１０．１．２ ～ Ｈ１３．１．１生まれ)
（Ｓ２２．１．２ ～ Ｈ６．１．１生まれ)

扶養控除
21 欄）
（申告書○

、S
特定扶養親族 （Ｈ６．１．２ ～ Ｈ１０．１．１生まれ）
老人扶養親族
1）
（Ｓ２２．１．１以前生まれ）

３３万円
４５万円

同居老親等以外の人

３８万円

同居老親等

４５万円

「同居老親族等」は、老人扶養親族のうち、納税者本人又は配偶者の直系尊属（父母や
祖父母など）で、かつ、同居を常況している人に限ります。
※１６歳未満は控除の対象となりません。
※日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等の義務化
日本国外に居住する親族（国外居住親族）に係る扶養控除等の適用を受けようとする所得
税の確定申告、市県民税の申告などの際に親族関係書類及び送金関係書類を添付または提
示しなければならないこととなりました。

基礎控除
22 欄）
（申告書○

納税義務者はすべて、基礎控除として一律 33 万円を控除できます。

＊「１６歳未満の扶養親族（控除対象外）」の欄に、１６歳未満（Ｈ1３.1.2 以降生まれ）の扶養親族の
方の氏名と個人番号を記入してください。

▽税額控除
住民税の所得割額から直接差し引くものです。

寄附金控除
（申告書裏面「14」欄）

住宅借入金等
特別税額控除

①都道府県・市区町村に対する寄附金（ふるさと納税を含む）
②住所地の都道府県共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金
③都道府県・市区町村が条例で指定する寄附金
◆これらの寄附金控除を受けるには、寄附金の受領書等を添付して、確定申告もしく
は住民税申告をすることが必要です。
◆「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を申請されている方は、申告丌要です。
ただし、申告をされた場合は、ワンストップ特例の申請をされていても、その適用
は受けられません。
※申告をされるときは、ふるさと納税の寄附金控除も忘れずに申告してください。
個人住民税の住宅借入金等特別税額控除（住宅ローン控除）につきましては、平成 11
年から平成 18 年もしくは平成 21 年から平成 28 年までに入居し、所得税で住宅ロー
ン控除の適用を受けた人で、所得税において控除しきれなかった額がある場合は、翌年
度の住民税（所得割額）から一定額が控除されます。
年末調整、確定申告でこの制度の適用を受けた方は、市区町村への申告は丌要です。
◎所得税の住宅ローン控除に関する詳細や申告相談については、税務署へお問い合わ
せください！
⇒瀬戸税務署：個人課税部門 （〒709-0861 岡山市東区瀬戸町瀬戸７０ ℡.086-952-1155）
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