
－4－ － 1－

スタート

になっていますか？
（税金上の扶養）
ご家族の扶養

ありましたか？
中に収入は
令和元年（平成３１年）

しますか？＊１
所得税の確定申告を

のみでしたか？
収入は、公的年金

はありますか？＊２
ほかに追加する控除
年金の源泉徴収票の

提出されていますか？＊３
給与支払報告書が
勤務先から旭市に

でしたか？
収入は、給与のみ

は不要です。
県民税の申告
市民税・

◎期限間際は大変混み合いますので、早めの申告にご協力ください。

申告書の提出期限は３月１６日（月）です。

市民税・
県民税の申告
が必要です。

市民税・
県民税の申告
が必要です。

市民税・
県民税の申告
が必要です。

市民税・
県民税の申告
が必要です。は不要です。

県民税の申告
市民税・

は不要です。
県民税の申告
市民税・

は不要です。
県民税の申告
市民税・

はい いいえ

いいえ

はい

いいえ

はい はい

いいえ

はい はいいいえ いいえ

いいえ

◎申告の際に必要なもの

　申告会場での申告相談は混雑が予想されます。できるだけ郵送での提出にご協力をお願いいたします。

○同封の市民税・県民税申告書　○印かん
○給与所得の源泉徴収票　○公的年金等の源泉徴収票　○報酬・配当等の支払調書
○営業・農業・不動産所得などの収入及び必要経費がわかる収支内訳書または帳簿など

○各種控除に必要な証明書・領収書

○番号確認書類…①または②＋③のいずれか

　＊昨年の申告書・収支内訳書等の控えがありましたら持参してください。

　①マイナンバーカード
②通知カードやマイナンバーが記載された住民票の写しなど（番号確認書類）
③運転免許証、公的医療保険の被保険者証、パスポート、身体障害者手帳、在留カードなど（本人確認書類）
　＊代理人の方が来庁される場合、郵送で提出する場合にも申告者の上記書類の写しが必要となります。

◎郵送による申告について

◎提出に際してのお願い

＊生命保険料・地震保険料の控除証明書、社会保険料の支払証明書や領収書（国民健康保険税・介護保険料・後期高齢
　　者医療保険料・国民年金など）
○医療費控除の際には医療費の明細書、セルフメディケーション税制を利用する場合には明細書及び一定の取組を行った
　ことを明らかにする書類

　この申告書は、令和２年度市民税・県民税の賦課資料として大切なものです。また、各種証明書の発行に必要となるほか、
国民健康保険税や介護保険料等の算定にも影響がありますので、下記のフローチャートを参考にしていただき、申告が必要な
方は申告期限（３月１６日）までに必ず提出してください。

令和2年度　市民税・県民税の申告について
あなたが学生で、合計所得金額が６５万円以下であり、かつ、給与所得以外の金額が１０万円以下の場合

額が３８万円を超え１２３万円以下である場合
あなたの所得が１，０００万円以下で生計を一にする配偶者（青色及び白色事業専従者は除く）の合計所得金

すべての申告者が一律に受けられる控除です。

【控除額】下表のとおり

【控除額】下表のとおり

【控除額】⑳下表のとおり

【控除額】下表のとおり

　個々の状況によって、このフローチャートに該当しない場合がありますので、くわしくは税務課課税班（TEL０４７９－６２－５３２１）へ
お問い合わせください。

確定申告についてのお問い合わせは、銚子税務署（TEL０４７９－２２－１５７１）へ。
　・営業、農業、不動産、譲渡所得などの所得があり、所得税を納税する必要がある方　・公的年金収入が４００万円を超える方
　・公的年金収入が４００万円以下の方で、公的年金以外の所得合計が２０万円を超える方
　・所得税の還付を受ける方　・給与収入が２，０００万円を超える方　・給与所得者で主たる給与以外の所得合計が２０万円を超える方

＊３　提出の有無は勤務先にご確認ください。
＊２　扶養控除や生命保険料控除など。

＊１ 確定申告が必要な方（主な例）

　旭市では、提出された書類の返却や市民税・県民税申告書の控えの発行は行っていません。控えが必要な方は、提出
前にコピーをお取りいただくか、同封の市民税・県民税申告書（控）用紙をご本人控えとしてご利用ください。

【控除額】２６万円

【控除額】３３万円

⑳配偶者特別控除

令和元年１２月３１日（年の途中で死亡した方については、その死亡の日）現在で、あなたと生計を一にする

市民税・県民税の申告のお問い合わせ 旭市役所税務課 電話 ０４７９（６２）５３２１
所得税の確定申告のお問い合わせ 銚子税務署 電話 ０４７９（２２）１５７１

はい

◯　扶養控除２１

◯　基礎控除２２

区分

一般扶養親族

特定扶養親族

老人扶養親族 同居老親等以外

同居老親等

該当する生年月日

平成１３年１月２日～平成１６年１月１日までの方

平成９年１月１日以前の方

平成９年１月２日～平成１３年１月１日までの方

平成１６年１月２日以降の方

控除額

３３万円

４５万円

３８万円

４５万円

－１６歳未満の扶養親族（控除対象外）

特別

配偶者
控除額

配偶者

控除額

納税義務者の合計所得金額
配偶者の

合計所得金額

０円～３８万円以下

０円～３８万円以下

３８万円超～９０万円以下

９０万円超～９５万円以下

９５万円超～１００万円以下

１００万円超～１０５万円以下

１０５万円超～１１０万円以下

１１０万円超～１１５万円以下

１１５万円超～１２０万円以下

１２０万円超～１２３万円以下

１２３万円以超

９００万円以下

３３万円

３８万円

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

２２万円

２６万円

２２万円

２１万円

１８万円

１４万円

１１万円

８万円

４万円

２万円

０万円

１１万円

１３万円

１１万円

１１万円

９万円

７万円

６万円

４万円

２万円

１万円

０万円

手帳の種類

身体障害者手帳

療育手帳

精神障害者手帳

等級 区分

その他の障害者

特別障害者

控除額

２６万円

３０万円

同居

－

５３万円

その他の障害者

特別障害者

２６万円

３０万円

－

５３万円

その他の障害者

特別障害者

２６万円

３０万円

－

５３万円

手帳、戦傷病者手帳所持及びこれらと同程度の重度障害があると認定を受けている場合

和元年・平成３１年中の所得が３８万円以下の場合はレをしてください。

親族（配偶者を除く）の令和元年・平成３１年中の合計所得金額が３８万円以下の場合
※その方が事業専従者となっている場合や、他の方の扶養親族とされた場合には該当しません。

１，０００万円以下
９５０万円超～

９５０万円以下
９００万円超から

７０歳以上

７０歳未満 ～１０３万円以下

～１０３万円以下

１０３万円超～１５５万円以下

１５５万円超～１６０万円以下

１６０万円超～１６７万円以下

１６７万円超～１７５万円以下

１７５万円超～１８３万円以下

１８３万円超～１９０万円以下

１９０万円超～１９７万円以下

１９７万円超～２０１万円以下

２０１万円超～

左に対応する
給与収入金額

昭和２５年１月１日以前の方

※同一生計配偶者のチェック欄

Ｂ

Ａ・◯Ａ

３～７

１・２

２・３

１

あなたと生計を一にする配偶者の令和元年・平成３１年中の所得金額が３８万円以下の場合

⑰勤労学生控除

⑱障害者控除

⑲配偶者控除

＊１６歳未満の扶養親族（控除対象外）に該当する方は、非課税判定における扶養親族数に算入することが
できますので、１６歳未満の扶養親族（控除対象外）の欄に忘れずに記入してください。

を記入し、「４所得から差し引かれる金額」の「⑲」の欄に控除額を記入してください。

を記入し、「４所得から差し引かれる金額」の「⑳」の欄に控除額を記入してください。

入し、「４所得から差し引かれる金額」の「◯２　１」の欄に控除額の合計を記入してください。
申告書の「３所得から差し引かれる金額に関する事項」の「◯２　１」の欄に扶養親族の氏名・生年月日等を記

申告書の「３所得から差し引かれる金額に関する事項」の「⑲～⑳」の欄に配偶者の氏名・生年月日等

あなたの令和元年・平成３１年中の合計所得金額が１，０００万円を超える場合で、生計を一にする配偶者の令

申告書の「３所得から差し引かれる金額に関する事項」の「⑲～⑳」の欄に配偶者の氏名・生年月日等

「４所得から差し引かれる金額」の「⑰～⑱」の欄に控除額を記入してください。

あなたやあなたの同一生計配偶者、扶養親族が障害者（身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉

申告書の「３所得から差し引かれる金額に関する事項」の「⑱」の欄に氏名・障害の程度などを記入し、

　＊収入や必要経費は事前に集計し、別紙事業・不動産所得者用収支内訳書を作成し提出してください。

郵送による申告をされる方で、申告受付書の返送を希望される方は、ご自身宛の返信用封筒（切手を貼ったもの）を
同封してください。

受付時間 平日 午前８時３０分～午後４時（提出は午後５時まで）
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卸売業・小売業・飲食店業・製造業・運輸業・外交員など農業以外の事業から生ずる所得です。

米・野菜等農作物の生産・果樹の栽培・家畜類の飼育販売などの所得です。

地代・家賃などから生ずる所得です。

株式や出資の配当による収入です。

給料・賃金などの所得で、源泉徴収票等の証明のある方は添付してください。証明のない方は、申告書裏

＊上場株式等の配当・譲渡所得について、所得税と異なる課税方式を選択する場合は、納税通知書が送達

収入金額には令和元年・平成３１年中に収入となることが確定した金額で、売掛金や未収金も含まれます。

１人につき次の①及び②のうち、低い方の金額を専従者控除として控除できます。なお、事業専従者となった方は配偶者控除、
扶養控除を受けることはできません。

〔公的年金等の計算〕

〔給与所得の計算〕

営業所得＝収入金額－必要経費－専従者控除額

農業所得＝収入金額－必要経費－専従者控除額

不動産所得＝収入金額－必要経費－専従者控除額

されるまでに してください。「上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書」を提出

めてください。

【キ　公的年金等】　国民年金、厚生年金、各種共済年金、恩給などの所得です。

Ａ 円公的年金等の収入金額

Ａの金額 公的年金等の雑所得の金額

０　円

円

円

円

円

Ａの金額 公的年金等の雑所得の金額

７００，０００円以下

　７００，００１円～
１，２９９，９９９円　
１，３００，０００円～
４，０９９，９９９円　
４，１００，０００円～
７，６９９，９９９円　

７，７００，０００円以上

１，２００，０００円以下

１，２００，００１円～
３，２９９，９９９円　
３，３００，０００円～
４，０９９，９９９円　
４，１００，０００円～
７，６９９，９９９円　

７，７００，０００円以上

０　円

円

円

円

円

（Ａ－１，２００，０００円）

（Ａ×０．７５－３７５，０００円）

（Ａ×０．８５－７８５，０００円）

（Ａ×０．９５－１，５５５，０００円）

（Ａ－７００，０００円）

（Ａ×０．７５－３７５，０００円）

（Ａ×０．８５－７８５，０００円）

（Ａ×０．９５－１，５５５，０００円）

給与等の収入金額

６５０，９９９円以下

　６５１，０００円～
１，６１８，９９９円　
１，６１９，０００円～
１，６１９，９９９円　
１，６２０，０００円～
１，６２１，９９９円　
１，６２２，０００円～
１，６２３，９９９円　
１，６２４，０００円～
１，６２７，９９９円　

Ａ

Ａの金額 給与所得の金額

０　円

円

９６９，０００　円

９７０，０００　円

９７２，０００　円

９７４，０００　円

給与所得の金額

円

１，６２８，０００円～
１，７９９，９９９円　
１，８００，０００円～
３，５９９，９９９円　
３，６００，０００円～
６，５９９，９９９円　
６，６００，０００円～
９，９９９，９９９円　

１０，０００，０００円以上

円

円

円

円

円

Ｂ

０００　円

（千円未満の端数切捨）

Ａの金額

Ａ÷４

（Ａ×０．９－１，２００，０００円）

（Ａ－２，２００，０００円）

（Ｂ×２．４）

（Ｂ×２．８－１８０，０００円）

（Ｂ×３．２－５４０，０００円）

（Ａ－６５０，０００円）

→

（大工・左官等で一定の親方から年間を通じて賃金を受ける場合は給与所得になります。）

源泉徴収されていない社債・公債・預貯金などの利子所得です。

　印字されている住所に変更がある場合は、現住所欄に記入してください。

【住所・氏名欄】

申告書の書き方

　氏名を自署し、押印してください。　

必要経費とは収入を得るために必要とした売上原価、減価償却費などの経費をいいます。

　①　専従者控除限度額　配偶者：８６万円　配偶者以外：５０万円
②（事業に係る所得金額）÷（事業専従者数＋１）
　　＊専従者がいる場合は、申告書裏面　１１事業専従者に関する事項を記入してください。

＊別紙不動産所得者用収支内訳書を作成し、所得金額を求めた後、記入してください。

＊別紙事業所得者用収支内訳書（営業・農業所得者用）を作成し、所得金額を求めた後、記入してください。

＊別紙事業所得者用収支内訳書（営業・農業所得者用）を作成し、所得金額を求めた後、記入してください。

営業等

ア・①

イ・②

ウ・③

オ・⑤

カ・⑥

キ・ク・⑦

不動産

農業

エ・④　利子

給与

雑

→

昭和３０年１月１日以前に生まれた方（６５歳以上） 昭和３０年１月２日以後に生まれた方（６５歳未満）

　この書き方は、一般的なことがらについて説明しています。詳しくは、税務課へお問い合わせください。

＊申告書裏面 ９雑所得（公的年金等以外）に関する事項に収入金額、必要経費を記入し、所得金額を求

【ク　その他】 原稿料・講演料・生命保険の年金（個人年金保険）・印税・貸付金利子などの所得です。

（遺族年金・障害年金は非課税ですので算入しないでください。）

あなたや生計を一にする配偶者などの親族が、災害・盗難などで住宅・家財などに損害を受けた場合

あなたやあなたと生計を一にする配偶者や扶養親族を受取人とする生命保険料・個人年金・介護医療保険

それぞれの保険契約につき、上記の計算式から算出し、計算してください。各区分の計算方法は同じです。

総合譲渡

＊添付書類（災害関連支出の領収書・り災証明書）

ケ・コ　総合譲渡所得は、自動車や機械・ゴルフ会員権などの資産の譲渡による所得です。

①（損害金額－保険等により補填される金額）－（総所得金額等の合計額×１０％）
【控除額】次のいずれか高い方の金額となります。

あなたやあなたと生計を一にする配偶者や扶養親族のために、あなたが令和元年・平成３１年中に医療費
等を支払った場合　＊要明細書添付

※災害等により被害を受けられた方は、所得税の雑損控除の対象となることがあります。詳細は銚子税務
署にお問い合わせください。

②災害関連支出の金額－５万円

※契約が両方ある場合…控除額は合計できますが、平成２４年１月１日以降の契約の上限となります。

平成２４年１月１日以降の契約

７０，００１円以上　　　
４０，００１円～７０，０００円
１５，００１円～４０，０００円
１５，０００円以下　　　

３５，０００円　　　　　　　　　
支払保険料×１／４＋１７，５００円
支払保険料×１／２＋７，５００円
支払保険料の全額　　　　　

２８，０００円　　　　　　　　　
支払保険料×１／４＋１４，０００円
支払保険料×１／２＋６，０００円　
支払保険料の全額　　　

５６，００１円以上　　　
３２，００１円～５６，０００円
１２，００１円～３２，０００円
１２，０００円以下　　　

控除額支払保険料

個人年金
生命保険

区分
平成２３年１２月３１日以前の契約

控除額支払保険料

介護医療
個人年金
生命保険

区分

※経過措置として平成１８年末までに加入した長期損害保険も対象となります。
１．支払保険料が地震保険契約だけの場合 …… 地震保険料の１／２（限度額２５，０００円）

……
①５，０００円以下　…………　支払保険料の全額

長期損害保険契約だけの場合（経過措置）
２．平成１８年１２月３１日までに契約した保険料が

３．支払保険料が地震保険料と長期損害保険料の両方ある場合 ……… 上記１・２の合計額（限度額２５，０００円）

平成２４年１月１日以降の契約については生命保険・個人年金・介護医療分の合計で上限７万円、平成２３年１２月３１日以前の
契約は生命保険・個人年金分の合計で７万円が限度額となります。

寡婦控除適用なし寡婦控除２６万円寡婦控除２６万円寡婦控除３０万円

寡夫控除２６万円 寡夫控除適用なし

サ　一時所得は、賞金、競馬競輪等の払戻金・生命保険の一時金などの所得です。

あわせて提出してください。

ケ～サ・⑧

一時

分離課税

〔控除額の計算方法〕

〔控除額の計算方法〕

【３　所得から差し引かれる金額に関する事項】

差し引かれる金額」に記入してください。

⑯寡婦（夫）控除

⑮地震保険料控除

⑩雑損控除

⑪医療費控除

⑫社会保険料控除

⑭生命保険料控除

（１）あなたが寡婦である場合【控除額】下図のとおり

（２）あなたが寡夫である場合【控除額】下図のとおり

あなたが国民健康保険税・介護保険料・国民年金（要証明書添付）・農業者年金などを支払った場合、そ
の支払保険料の合計額

を記入してください。

「４所得から差し引かれる金額」の「⑯」に控除額を記入してください。

↑離婚の場合は適用できません。

夫と死別・離婚した後（生死不明の場合も含む）、再婚していませんか

合計所得金額が５００万円以下ですか 合計所得金額が５００万円以下ですか

一にする子（※）がいますか
あなたの合計所得金額が５００万円以下で、総所得金額等の合計額が３８万円以下の生計を

妻と死別・離婚した後（生死不明の場合も含む）、再婚していませんか

はい

はい

はい はい

いいえ

いいえ

いいえいいえ

※生計を一にする子のうち、他の納税者の同一生計配偶者や扶養親族とされている方は除きます。

分離課税所得は、分離課税の譲渡所得（土地や建物の譲渡による所得）・株式等の譲渡所得・先物取引に係

該当する控除について、次の区分ごとに「３所得から差し引かれる金額に関する事項」を記入し、算出した控除額を「４所得から

＊別紙医療費控除の明細書またはセルフメディケーション税制の明細書を作成し、計算した医療費控除額

※申告書の「３所得から差し引かれる金額に関する事項」の「⑭」に支払った保険料の金額を、「４所得から差し引か
れる金額」に算出した控除額を記入してください。

はい

はい

いいえ

いいえ

配当

面　６　給与所得の内訳を記入してください。

申告書の「１　収入金額等」の「カ」の欄に「Ａ」の金額を、「２　所得金額」の欄の
「⑥」の欄に算出した「給与所得の金額」を記入してください。

申告書の「１　収入金額等」の「キ」の欄に「Ａ」の金額を、「２　所得金額」の
欄の「⑦」の欄に算出した「公的年金等の雑所得」の金額を記入してください。

扶養親族または総所得金額等の合計額が３８万円以下の生計を一にする子（※）がいますか

【１～２　収入金額等・所得金額】
令和元年・平成３１年中（平成３１年１月１日から令和元年１２月３１日まで）に発生した収入等から次の区分ごとに所得を算出し該
当欄に記入してください。

専従者控除額とは、あなたと生計を一にしている配偶者や１５歳以上の親族が、昨年中６か月以上その事業に従事していた場合、

る雑所得・山林所得などです。分離課税所得のある方は、別紙市民税・県民税申告書（分離課税等用）を

【控除限度額】医療費控除の場合　２００万円　セルフメディケーション税制の場合　８万８千円

地震保険料を支払った場合、次により算出した控除額　＊要証明書添付

②５，００１円～１５，０００円　…　支払保険料×１／２＋２，５００円
③１５，００１円以上　…………　一律１０，０００円

申告書の「３所得から差し引かれる金額に関する事項」の「⑯」の欄の寡婦（夫）事由にレを記入し、

寡婦控除適用なし

寡夫控除適用なし

↑子どもが扶養家族でないと適用できません。

料を支払った場合、下表にあてはめて算出した控除額　＊要証明書添付



－2－ － 3－

卸売業・小売業・飲食店業・製造業・運輸業・外交員など農業以外の事業から生ずる所得です。

米・野菜等農作物の生産・果樹の栽培・家畜類の飼育販売などの所得です。

地代・家賃などから生ずる所得です。

株式や出資の配当による収入です。

給料・賃金などの所得で、源泉徴収票等の証明のある方は添付してください。証明のない方は、申告書裏

＊上場株式等の配当・譲渡所得について、所得税と異なる課税方式を選択する場合は、納税通知書が送達

収入金額には令和元年・平成３１年中に収入となることが確定した金額で、売掛金や未収金も含まれます。

１人につき次の①及び②のうち、低い方の金額を専従者控除として控除できます。なお、事業専従者となった方は配偶者控除、
扶養控除を受けることはできません。

〔公的年金等の計算〕

〔給与所得の計算〕

営業所得＝収入金額－必要経費－専従者控除額

農業所得＝収入金額－必要経費－専従者控除額

不動産所得＝収入金額－必要経費－専従者控除額

されるまでに してください。「上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書」を提出

めてください。

【キ　公的年金等】　国民年金、厚生年金、各種共済年金、恩給などの所得です。

Ａ 円公的年金等の収入金額

Ａの金額 公的年金等の雑所得の金額

０　円

円

円

円

円

Ａの金額 公的年金等の雑所得の金額

７００，０００円以下

７００，００１円～
１，２９９，９９９円　
１，３００，０００円～
４，０９９，９９９円　
４，１００，０００円～
７，６９９，９９９円　

７，７００，０００円以上

１，２００，０００円以下

１，２００，００１円～
３，２９９，９９９円　
３，３００，０００円～
４，０９９，９９９円　
４，１００，０００円～
７，６９９，９９９円　

７，７００，０００円以上

０　円

円

円

円

円

（Ａ－１，２００，０００円）

（Ａ×０．７５－３７５，０００円）

（Ａ×０．８５－７８５，０００円）

（Ａ×０．９５－１，５５５，０００円）

（Ａ－７００，０００円）

（Ａ×０．７５－３７５，０００円）

（Ａ×０．８５－７８５，０００円）

（Ａ×０．９５－１，５５５，０００円）

給与等の収入金額

６５０，９９９円以下

６５１，０００円～
１，６１８，９９９円　
１，６１９，０００円～
１，６１９，９９９円　
１，６２０，０００円～
１，６２１，９９９円　
１，６２２，０００円～
１，６２３，９９９円　
１，６２４，０００円～
１，６２７，９９９円　

Ａ

Ａの金額 給与所得の金額

０　円

円

９６９，０００　円

９７０，０００　円

９７２，０００　円

９７４，０００　円

給与所得の金額

円

１，６２８，０００円～
１，７９９，９９９円　
１，８００，０００円～
３，５９９，９９９円　
３，６００，０００円～
６，５９９，９９９円　
６，６００，０００円～
９，９９９，９９９円　

１０，０００，０００円以上

円

円

円

円

円

Ｂ

０００円

（千円未満の端数切捨）

Ａの金額

Ａ÷４

（Ａ×０．９－１，２００，０００円）

（Ａ－２，２００，０００円）

（Ｂ×２．４）

（Ｂ×２．８－１８０，０００円）

（Ｂ×３．２－５４０，０００円）

（Ａ－６５０，０００円）

→

（大工・左官等で一定の親方から年間を通じて賃金を受ける場合は給与所得になります。）

源泉徴収されていない社債・公債・預貯金などの利子所得です。

　印字されている住所に変更がある場合は、現住所欄に記入してください。

【住所・氏名欄】

申告書の書き方

　氏名を自署し、押印してください。　

必要経費とは収入を得るために必要とした売上原価、減価償却費などの経費をいいます。

　①　専従者控除限度額　配偶者：８６万円　配偶者以外：５０万円
②（事業に係る所得金額）÷（事業専従者数＋１）
　　＊専従者がいる場合は、申告書裏面　１１事業専従者に関する事項を記入してください。

＊別紙不動産所得者用収支内訳書を作成し、所得金額を求めた後、記入してください。

＊別紙事業所得者用収支内訳書（営業・農業所得者用）を作成し、所得金額を求めた後、記入してください。

＊別紙事業所得者用収支内訳書（営業・農業所得者用）を作成し、所得金額を求めた後、記入してください。

営業等

ア・①

イ・②

ウ・③

オ・⑤

カ・⑥

キ・ク・⑦

不動産

農業

エ・④　利子

給与

雑

→

昭和３０年１月１日以前に生まれた方（６５歳以上） 昭和３０年１月２日以後に生まれた方（６５歳未満）

　この書き方は、一般的なことがらについて説明しています。詳しくは、税務課へお問い合わせください。

＊申告書裏面 ９雑所得（公的年金等以外）に関する事項に収入金額、必要経費を記入し、所得金額を求

【ク　その他】 原稿料・講演料・生命保険の年金（個人年金保険）・印税・貸付金利子などの所得です。

（遺族年金・障害年金は非課税ですので算入しないでください。）

あなたや生計を一にする配偶者などの親族が、災害・盗難などで住宅・家財などに損害を受けた場合

あなたやあなたと生計を一にする配偶者や扶養親族を受取人とする生命保険料・個人年金・介護医療保険

それぞれの保険契約につき、上記の計算式から算出し、計算してください。各区分の計算方法は同じです。

総合譲渡

＊添付書類（災害関連支出の領収書・り災証明書）

ケ・コ　総合譲渡所得は、自動車や機械・ゴルフ会員権などの資産の譲渡による所得です。

①（損害金額－保険等により補填される金額）－（総所得金額等の合計額×１０％）
【控除額】次のいずれか高い方の金額となります。

あなたやあなたと生計を一にする配偶者や扶養親族のために、あなたが令和元年・平成３１年中に医療費
等を支払った場合　＊要明細書添付

※災害等により被害を受けられた方は、所得税の雑損控除の対象となることがあります。詳細は銚子税務
署にお問い合わせください。

②災害関連支出の金額－５万円

※契約が両方ある場合…控除額は合計できますが、平成２４年１月１日以降の契約の上限となります。

平成２４年１月１日以降の契約

７０，００１円以上　　　
４０，００１円～７０，０００円
１５，００１円～４０，０００円
１５，０００円以下　　　

３５，０００円　　　　　　　　　
支払保険料×１／４＋１７，５００円
支払保険料×１／２＋７，５００円　
支払保険料の全額　　　　　

２８，０００円　　　　　　　　　
支払保険料×１／４＋１４，０００円
支払保険料×１／２＋６，０００円　
支払保険料の全額　　　　　　

５６，００１円以上　　　
３２，００１円～５６，０００円
１２，００１円～３２，０００円
１２，０００円以下　　　

控除額支払保険料

個人年金
生命保険

区分
平成２３年１２月３１日以前の契約

控除額支払保険料

介護医療
個人年金
生命保険

区分

※経過措置として平成１８年末までに加入した長期損害保険も対象となります。
１．支払保険料が地震保険契約だけの場合 …… 地震保険料の１／２（限度額２５，０００円）

……
①５，０００円以下　…………　支払保険料の全額

長期損害保険契約だけの場合（経過措置）
２．平成１８年１２月３１日までに契約した保険料が

３．支払保険料が地震保険料と長期損害保険料の両方ある場合 ……… 上記１・２の合計額（限度額２５，０００円）

平成２４年１月１日以降の契約については生命保険・個人年金・介護医療分の合計で上限７万円、平成２３年１２月３１日以前の
契約は生命保険・個人年金分の合計で７万円が限度額となります。

寡婦控除適用なし寡婦控除２６万円寡婦控除２６万円寡婦控除３０万円

寡夫控除２６万円 寡夫控除適用なし

サ　一時所得は、賞金、競馬競輪等の払戻金・生命保険の一時金などの所得です。

あわせて提出してください。

ケ～サ・⑧

一時

分離課税

〔控除額の計算方法〕

〔控除額の計算方法〕

【３　所得から差し引かれる金額に関する事項】

差し引かれる金額」に記入してください。

⑯寡婦（夫）控除

⑮地震保険料控除

⑩雑損控除

⑪医療費控除

⑫社会保険料控除

⑭生命保険料控除

（１）あなたが寡婦である場合【控除額】下図のとおり

（２）あなたが寡夫である場合【控除額】下図のとおり

あなたが国民健康保険税・介護保険料・国民年金（要証明書添付）・農業者年金などを支払った場合、そ
の支払保険料の合計額

を記入してください。

「４所得から差し引かれる金額」の「⑯」に控除額を記入してください。

↑離婚の場合は適用できません。

夫と死別・離婚した後（生死不明の場合も含む）、再婚していませんか

合計所得金額が５００万円以下ですか 合計所得金額が５００万円以下ですか

一にする子（※）がいますか
あなたの合計所得金額が５００万円以下で、総所得金額等の合計額が３８万円以下の生計を

妻と死別・離婚した後（生死不明の場合も含む）、再婚していませんか

はい

はい

はい はい

いいえ

いいえ

いいえいいえ

※生計を一にする子のうち、他の納税者の同一生計配偶者や扶養親族とされている方は除きます。

分離課税所得は、分離課税の譲渡所得（土地や建物の譲渡による所得）・株式等の譲渡所得・先物取引に係

該当する控除について、次の区分ごとに「３所得から差し引かれる金額に関する事項」を記入し、算出した控除額を「４所得から

＊別紙医療費控除の明細書またはセルフメディケーション税制の明細書を作成し、計算した医療費控除額

※申告書の「３所得から差し引かれる金額に関する事項」の「⑭」に支払った保険料の金額を、「４所得から差し引か
れる金額」に算出した控除額を記入してください。

はい

はい

いいえ

いいえ

配当

面　６　給与所得の内訳を記入してください。

申告書の「１　収入金額等」の「カ」の欄に「Ａ」の金額を、「２所得金額」の欄の
「⑥」の欄に算出した「給与所得の金額」を記入してください。

申告書の「１　収入金額等」の「キ」の欄に「Ａ」の金額を、「２所得金額」の
欄の「⑦」の欄に算出した「公的年金等の雑所得」の金額を記入してください。

扶養親族または総所得金額等の合計額が３８万円以下の生計を一にする子（※）がいますか

【１～２　収入金額等・所得金額】
令和元年・平成３１年中（平成３１年１月１日から令和元年１２月３１日まで）に発生した収入等から次の区分ごとに所得を算出し該
当欄に記入してください。

専従者控除額とは、あなたと生計を一にしている配偶者や１５歳以上の親族が、昨年中６か月以上その事業に従事していた場合、

る雑所得・山林所得などです。分離課税所得のある方は、別紙市民税・県民税申告書（分離課税等用）を

【控除限度額】医療費控除の場合　２００万円　セルフメディケーション税制の場合　８万８千円

地震保険料を支払った場合、次により算出した控除額　＊要証明書添付

②５，００１円～１５，０００円　…　支払保険料×１／２＋２，５００円
③１５，００１円以上　…………　一律１０，０００円

申告書の「３所得から差し引かれる金額に関する事項」の「⑯」の欄の寡婦（夫）事由にレを記入し、

寡婦控除適用なし

寡夫控除適用なし

↑子どもが扶養家族でないと適用できません。

料を支払った場合、下表にあてはめて算出した控除額　＊要証明書添付
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スタート

になっていますか？
（税金上の扶養）
ご家族の扶養

ありましたか？
中に収入は
令和元年（平成３１年）

しますか？＊１
所得税の確定申告を

のみでしたか？
収入は、公的年金

はありますか？＊２
ほかに追加する控除
年金の源泉徴収票の

提出されていますか？＊３
給与支払報告書が
勤務先から旭市に

でしたか？
収入は、給与のみ

は不要です。
県民税の申告
市民税・

◎期限間際は大変混み合いますので、早めの申告にご協力ください。

申告書の提出期限は３月１６日（月）です。

市民税・
県民税の申告
が必要です。

市民税・
県民税の申告
が必要です。

市民税・
県民税の申告
が必要です。

市民税・
県民税の申告
が必要です。は不要です。

県民税の申告
市民税・

は不要です。
県民税の申告
市民税・

は不要です。
県民税の申告
市民税・

はい いいえ

いいえ

はい

いいえ

はい はい

いいえ

はい はいいいえ いいえ

いいえ

◎申告の際に必要なもの

　申告会場での申告相談は混雑が予想されます。できるだけ郵送での提出にご協力をお願いいたします。

○同封の市民税・県民税申告書　○印かん
○給与所得の源泉徴収票　○公的年金等の源泉徴収票　○報酬・配当等の支払調書
○営業・農業・不動産所得などの収入及び必要経費がわかる収支内訳書または帳簿など

○各種控除に必要な証明書・領収書

○番号確認書類…①または②＋③のいずれか

　＊昨年の申告書・収支内訳書等の控えがありましたら持参してください。

　①マイナンバーカード
②通知カードやマイナンバーが記載された住民票の写しなど（番号確認書類）
③運転免許証、公的医療保険の被保険者証、パスポート、身体障害者手帳、在留カードなど（本人確認書類）
　＊代理人の方が来庁される場合、郵送で提出する場合にも申告者の上記書類の写しが必要となります。

◎郵送による申告について

◎提出に際してのお願い

＊生命保険料・地震保険料の控除証明書、社会保険料の支払証明書や領収書（国民健康保険税・介護保険料・後期高齢
　　者医療保険料・国民年金など）
○医療費控除の際には医療費の明細書、セルフメディケーション税制を利用する場合には明細書及び一定の取組を行った
　ことを明らかにする書類

　この申告書は、令和２年度市民税・県民税の賦課資料として大切なものです。また、各種証明書の発行に必要となるほか、
国民健康保険税や介護保険料等の算定にも影響がありますので、下記のフローチャートを参考にしていただき、申告が必要な
方は申告期限（３月１６日）までに必ず提出してください。

令和2年度　市民税・県民税の申告について
あなたが学生で、合計所得金額が６５万円以下であり、かつ、給与所得以外の金額が１０万円以下の場合

額が３８万円を超え１２３万円以下である場合
あなたの所得が１，０００万円以下で生計を一にする配偶者（青色及び白色事業専従者は除く）の合計所得金

すべての申告者が一律に受けられる控除です。

【控除額】下表のとおり

【控除額】下表のとおり

【控除額】⑳下表のとおり

【控除額】下表のとおり

　個々の状況によって、このフローチャートに該当しない場合がありますので、くわしくは税務課課税班（TEL０４７９－６２－５３２１）へ
お問い合わせください。

確定申告についてのお問い合わせは、銚子税務署（TEL０４７９－２２－１５７１）へ。
　・営業、農業、不動産、譲渡所得などの所得があり、所得税を納税する必要がある方　・公的年金収入が４００万円を超える方
　・公的年金収入が４００万円以下の方で、公的年金以外の所得合計が２０万円を超える方
　・所得税の還付を受ける方　・給与収入が２，０００万円を超える方　・給与所得者で主たる給与以外の所得合計が２０万円を超える方

＊３　提出の有無は勤務先にご確認ください。
＊２　扶養控除や生命保険料控除など。

＊１ 確定申告が必要な方（主な例）

　旭市では、提出された書類の返却や市民税・県民税申告書の控えの発行は行っていません。控えが必要な方は、提出
前にコピーをお取りいただくか、同封の市民税・県民税申告書（控）用紙をご本人控えとしてご利用ください。

【控除額】２６万円

【控除額】３３万円

⑳配偶者特別控除

令和元年１２月３１日（年の途中で死亡した方については、その死亡の日）現在で、あなたと生計を一にする

市民税・県民税の申告のお問い合わせ 旭市役所税務課 電話 ０４７９（６２）５３２１
所得税の確定申告のお問い合わせ 銚子税務署 電話 ０４７９（２２）１５７１

はい

◯　扶養控除２１

◯　基礎控除２２

区分

一般扶養親族

特定扶養親族

老人扶養親族 同居老親等以外

同居老親等

該当する生年月日

平成１３年１月２日～平成１６年１月１日までの方

平成９年１月１日以前の方

平成９年１月２日～平成１３年１月１日までの方

平成１６年１月２日以降の方

控除額

３３万円

４５万円

３８万円

４５万円

－１６歳未満の扶養親族（控除対象外）

特別

配偶者
控除額

配偶者

控除額

納税義務者の合計所得金額
配偶者の

合計所得金額

０円～３８万円以下

０円～３８万円以下

３８万円超～９０万円以下

９０万円超～９５万円以下

９５万円超～１００万円以下

１００万円超～１０５万円以下

１０５万円超～１１０万円以下

１１０万円超～１１５万円以下

１１５万円超～１２０万円以下

１２０万円超～１２３万円以下

１２３万円以超

９００万円以下

３３万円

３８万円

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

２２万円

２６万円

２２万円

２１万円

１８万円

１４万円

１１万円

８万円

４万円

２万円

０万円

１１万円

１３万円

１１万円

１１万円

９万円

７万円

６万円

４万円

２万円

１万円

０万円

手帳の種類

身体障害者手帳

療育手帳

精神障害者手帳

等級 区分

その他の障害者

特別障害者

控除額

２６万円

３０万円

同居

－

５３万円

その他の障害者

特別障害者

２６万円

３０万円

－

５３万円

その他の障害者

特別障害者

２６万円

３０万円

－

５３万円

手帳、戦傷病者手帳所持及びこれらと同程度の重度障害があると認定を受けている場合

和元年・平成３１年中の所得が３８万円以下の場合はレをしてください。

親族（配偶者を除く）の令和元年・平成３１年中の合計所得金額が３８万円以下の場合
※その方が事業専従者となっている場合や、他の方の扶養親族とされた場合には該当しません。

１，０００万円以下
９５０万円超～

９５０万円以下
９００万円超から

７０歳以上

７０歳未満 ～１０３万円以下

～１０３万円以下

１０３万円超～１５５万円以下

１５５万円超～１６０万円以下

１６０万円超～１６７万円以下

１６７万円超～１７５万円以下

１７５万円超～１８３万円以下

１８３万円超～１９０万円以下

１９０万円超～１９７万円以下

１９７万円超～２０１万円以下

２０１万円超～

左に対応する
給与収入金額

昭和２５年１月１日以前の方

※同一生計配偶者のチェック欄

Ｂ

Ａ・◯Ａ

３～７

１・２

２・３

１

あなたと生計を一にする配偶者の令和元年・平成３１年中の所得金額が３８万円以下の場合

⑰勤労学生控除

⑱障害者控除

⑲配偶者控除

＊１６歳未満の扶養親族（控除対象外）に該当する方は、非課税判定における扶養親族数に算入することが
できますので、１６歳未満の扶養親族（控除対象外）の欄に忘れずに記入してください。

を記入し、「４所得から差し引かれる金額」の「⑲」の欄に控除額を記入してください。

を記入し、「４所得から差し引かれる金額」の「⑳」の欄に控除額を記入してください。

入し、「４所得から差し引かれる金額」の「◯２　１」の欄に控除額の合計を記入してください。
申告書の「３所得から差し引かれる金額に関する事項」の「◯２　１」の欄に扶養親族の氏名・生年月日等を記

申告書の「３所得から差し引かれる金額に関する事項」の「⑲～⑳」の欄に配偶者の氏名・生年月日等

あなたの令和元年・平成３１年中の合計所得金額が１，０００万円を超える場合で、生計を一にする配偶者の令

申告書の「３所得から差し引かれる金額に関する事項」の「⑲～⑳」の欄に配偶者の氏名・生年月日等

「４所得から差し引かれる金額」の「⑰～⑱」の欄に控除額を記入してください。

あなたやあなたの同一生計配偶者、扶養親族が障害者（身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉

申告書の「３所得から差し引かれる金額に関する事項」の「⑱」の欄に氏名・障害の程度などを記入し、

　＊収入や必要経費は事前に集計し、別紙事業・不動産所得者用収支内訳書を作成し提出してください。

郵送による申告をされる方で、申告受付書の返送を希望される方は、ご自身宛の返信用封筒（切手を貼ったもの）を
同封してください。

受付時間 平日 午前８時３０分～午後４時（提出は午後５時まで）


	市民税県民税申告書の書き方_1ページ
	市民税県民税申告書の書き方_2ページ
	市民税県民税申告書の書き方_3ページ
	市民税県民税申告書の書き方_4ページ
	市民税県民税申告書の書き方_5ページ
	市民税県民税申告書の書き方_6ページ
	市民税県民税申告書の書き方_7ページ



