
令　和　４　年　度

市・県民税申告書の手引き

給与収入×0.4－10万円（最低控除額55万円）

  62万円+（給与収入－180万円）×0.3

116万円+（給与収入－360万円）×0.2

176万円+（給与収入－660万円）×0.1

195万円

給与所得控除額
180万円以下

180万超　360万円以下

360万超　660万円以下

660万超　850万円以下

850万円超

給与収入

６５歳以上
昭和３２年
1月1日以前生

６５歳未満
昭和３２年
1月2日以降生

330万未満
1,000万円以下 1,000万円超　2,000万円以下 2,000万円超

1,000万以上

330万以上

410万以上

770万以上

410万未満

770万未満

1,000万未満

130万未満

1,000万以上

130万以上

410万以上

770万以上

410万未満

770万未満

1,000万未満

（A）－110万円 

（A）×75％－27.5万円

（A）×85％－68.5万円

（A）×95％－145.5万円

（A）－195.5万円

（A）－60万円

（A）×75％－27.5万円

（A）×85％－68.5万円

（A）×95％－145.5万円

（A）－195.5万円

（A）－100万円 

（A）×75％－17.5万円

（A）×85％－58.5万円

（A）×95％－135.5万円

（A）－185.5万円

（A）－50万円

（A）×75％－17.5万円

（A）×85％－58.5万円

（A）×95％－135.5万円

（A）－185.5万円

（A）－90万円

（A）×75％－7.5万円

（A）×85％－48.5万円

（A）×95％－125.5万円

（A）－175.5万円

（A）－40万円

（A）×75％－7.5万円

（A）×85％－48.5万円

（A）×95％－125.5万円

（A）－175.5万円

年金収入（A） 公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額

関　市

問い合わせ先・提出先

関市役所 財務部税務課 市民税係　
電話：（0575）23－8893　FAX：（0575）21－2308
〒501－3894 岐阜県関市若草通3丁目1番地
平日：午前8時30分～午後5時15分

※令和４年度市・県民税申告書は、
　令和3年1月1日から令和3年12月31日までに
　市・県民税申告書を提出いただいた方皆様に送付しています。
　申告の必要のない方は、お手数ですが破棄をお願いします。

申告が必要な人 申告書の書き方

申告のしかた

申告に必要なもの

令和3年中 収入がなかった方
→別紙①の記入例を参考に記入し、提出してください

収入があった方
→本紙の申告書の書き方欄を参考に記入し、各種控除等を受ける
　方は必要書類を添付のうえ提出してください
※申告書は郵送でも提出可能です

※医療費の明細書はご自身で作成し、提出してください。
　領収書のみでの申告はできませんのでご注意ください。

⑴令和3年中収入がなかった方、関市に住んでいる方に扶養されている方で所得
証明書などが必要な人や国民健康保険税の軽減等を受ける方
⑵支払者から給与支払報告書、公的年金等支払報告書が関市に提出されなかった方
⑶ 給与所得、公的年金等の所得以外の所得のあった方　
⑷公的年金等の収入金額が400万円以下でかつ公的年金等以外の所得金額
20万円以下の方で各種控除の申告をする方

＜所得の計算方法＞

手順1　 住所・氏名・生年月日・職業・電話番号・世帯主名・
　　　   続柄・マイナンバーを記入します。

手順2　 収入金額を『1 収入金額等㋐~㋛』の欄に記入します。

手順3　 ＜所得の計算方法＞を参考に収入金額から所得金額を
　　　　計算して『2 所得金額等①~⑫』に記入します。

手順4　 申告書の『3 所得から差し引かれる金額に関する事項』に
　　　　控除に関する事項を記入し、＜各種控除の計算方法＞を
　　　　参考に計算した 控除額を『4 所得から差し引かれる金額
　　　　⑬~㉘』に記入します。

●農業・営業・不動産所得のある方

1 収入金額等㋐~㋒ 2 所得金額等①~③

●給与所得のある方

給与収入－給与所得控除額＝給与所得
下表より控除額を計算し、給与所得（⑥）を算出します

※給与所得　所得金額調整控除

下記に該当する場合は、給与所得金額から直接控除されます。

⑴給与収入が８５０万円を超え、以下のいずれかに当てはまる場合

①本人が特別障害　

②特別障害の配偶者もしくは扶養親族を有す

③２３歳未満の扶養親族を有す

控除額：{給与収入（1,000万円を超える場合は1,000万円）－850万円｝×10%

●雑（年金）所得のある方

下表より年金所得（⑦）を算出します

⑵給与収入と年金収入の両方がある場合

控除額：給与所得金額（10万円を超える場合は10万円）＋公的年金

等に係る雑所得の金額（10万円を超える場合は10万円）－10万円

※⑴に該当する方は申告書裏面17に記入が必要です。

令和4年1月1日現在、関市に住所があり、所得税の確定申告が不要で
下記⑴~⑷のいずれかに該当する方

① 本人（申告者）確認書類　
　※代理で申告される方は申告者の確認書類の写し
・  マイナンバーカードをお持ちの方はマイナンバーカードのみで本人確認が可能です
・  マイナンバーカードをお持ちでない方は
　　身元確認書類（運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カードなど）
　　番号確認書類（通知カード、マイナンバーの記載がある住民票の写しなど）
　から１種類ずつお持ちください

② 令和３年中の収入、経費のわかるもの
・  給与や年金の収入のある方は源泉徴収票や支払調書等、その他の収入のある
方は収支内訳書等

③ 所得控除に必要な各種領収書や証明書
・  社会保険料、小規模企業共済等掛金、生命保険料、介護医療保険料、個人年金保
険料、地震保険料などの支払いがある方は、その払込証明書や領収書

・  医療費控除を受ける方は、医療費通知書もしくは医療費の明細書
　（明細書の様式は国税庁 HP にてダウンロードできます。また、関市役所税務課
窓口でも配布しています）

 ―     必要経費     ＝ 

・必要経費については収支内訳書を作成し、別紙で提出いただくか、申告書裏面
9. 農業・営業所得・不動産所得のある方の記入欄に収支内訳を記入してくだ
さい。
　※経費の欄に該当項目がない場合は、空欄に項目を追加し記載してください。
　※持続化給付金、新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金等の給付を受け
　た人も申告が必要です。
　※個人の市県民税は必要経費には含まれません。
・事業専従者について：専従者控除額の計算は次のうちいずれか低い方の金額
　　⑴配偶者である事業専従者　８６万円　その他の事業専従者　５０万円
　　⑵専従者給与を控除する前の所得金額÷（事業専従者数+1） 

農業所得

営業等所得

不動産所得

収入金額 所得金額

農産物の生産、果樹の栽培、農家が兼営
する家畜の飼育などによる所得

販売・飲食・製造・サービス業など営業
から生ずる所得、開業医・作家・外交員
など自由業や漁業など農業以外の事
業から生ずる所得

地代、家賃、賃貸料など不動産等の貸し
付けによる所得



障害者・未成年・
寡婦・ひとり親の人

前年の合計所得金額が135万円以下 ⇒

均等割が
課税されない人

※同一生計配偶者、及び扶養親族がいない場合 
⇒前年の合計所得金額が
  38万円以下
※同一生計配偶者、又は扶養親族がいる場合
⇒280,000×（同一生計配偶者＋扶養人数＋1）
  +268 ,000以下

⇒

所得割が
課税されない人

※同一生計配偶者、及び扶養親族がいない場合 
⇒前年の総所得金額等が
  45万円以下
※同一生計配偶者、又は扶養親族がいる場合
⇒350,000×（同一生計配偶者＋扶養人数＋1）
  +420 ,000以下

⇒

●総合課税の譲渡所得

●一時所得
⇒収入金額－必要経費－特別控除額（最高５０万円）＝所得金額（⑪）
※所得金額に算入するのは、長期譲渡所得、一時所得については１/２の金額です
※土地・建物の譲渡に伴う所得は確定申告が必要です

＜各種控除の計算方法＞
※控除を受けるには証明書等の提示が必要です
※⑰～㉓までの控除の判定は令和 3年 12月 31日の現況によります

国民健康保険や国民年金、後期高齢者医療制度、介護保険等の社会保険料を
支払った場合に控除されます

小規模共済等掛金、個人型確定拠出年金、心身障害者扶養共済掛金などがある
場合に控除されます ⇒控除額：支払金額（⑭）

⇒控除額：支払金額（⑬）

⇒控除額：以下の表に基づき算出してください（⑮）

生命保険料(新契約)の計算額

生命保険料(旧契約)の計算額

①＋②　(限度額28,000円)

②と③のいずれか大きい額

①

②

③

Ⓐ

個人年金保険料(新契約)の計算額

個人年金保険料(旧契約)の計算額

④＋⑤　(限度額28,000円)

⑤と⑥のいずれか大きい額

介護医療保険料の計算額④

⑤

⑥

Ⓑ

Ⓒ

生命保険料控除額
＝Ⓐ+Ⓑ+Ⓒ

（限度額70,000円）

寡婦

・夫と死別した方や夫が生死不明の方で、扶養親族
なし、または『子』以外の扶養親族あり
・夫と離婚後再婚していない方で『子』以外の扶養
親族あり

性別や婚姻歴の有無にかかわらず、総所得金額等が
48万円以下の生計を一にする『子』あり

26万円

30万円

※ひとり親控除は事実婚の場合受けることはできません
※生計を一にする子のうち、他の方の扶養親族になっている方は除きます

障害者

特別障害者

同居特別障害者

26万円

30万円

53万円

区　分 控 除 額

年少扶養親族

一般扶養親族

特定扶養親族

一般扶養親族

老人扶養親族

同居老親等扶養親族

0円

33万円

45万円

33万円

38万円

45万円

15歳以下

16～18歳

19～22歳

23～69歳

70歳以上

区　分 控除額年　齢

※老人ホームなどに入所している場合は
　同居を常としているとはいえません。

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円133万円超

  48万円超　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　125万円以下

125万円超　130万円以下

130万円超　133万円以下

申告者の合計所得金額

区　分

配偶者控除

配偶者
特別控除

合計所得金額

48万円以下

900万円
以下

900万超
950万円以下

950万超
1000万円以下

申告者の所得が1,000万円以下かつ、生計を一にする配偶者の所得が48万円
以下の場合は配偶者控除となります。配偶者の所得が48万円超から133万円
以下の場合は配偶者特別控除の適用があります。

⇒控除額：以下の表のとおり（㉑㉒）

⇒控除額：以下の表のとおり（㉓）申告者と生計を一にする親
族で、令和3年中の合計所
得金額が48万円以下の場合
控除されます

注1 市県民税の非課税等の
　　判断の算定基準に使用
　　します

2,400万円以下

2,400万円超～2,450万円以下

2,450万円超～2,500万円以下

2,500万円超

43万円

29万円

15万円

0円

合計所得金額 控 除 額

①差引損失額－総所得金額等×10％
②差引損失額のうち災害関連支出の金額－5万円

⇒控除額は上記①②いずれか大きい方の金額（㉖）

〇社会保険料控除

〇小規模企業共済等掛金控除

寡婦・ひとり親であり、合計所得が５００万円以下の場合に控除されます

⇒控除額：以下の表のとおり（⑰⑱）

〇寡婦控除・ひとり親控除 〇扶養控除

⇒控除額：右表のとおり（㉔）

〇基礎控除

〇雑損控除

〇医療費控除

あなたが学生や生徒の方で、令和 3年中の合計所得金額が 75万円以下で、
自己の勤労によらない所得が 10万円以下の場合に控除されます

⇒控除額：26万円（⑲）

〇勤労学生控除

〇配偶者(特別)控除

あなたやあなたの同一生計配偶者、
扶養親族が障害者に該当する場合に
控除の対象となります

⇒控除額：以下の表のとおり（⑳）

〇障害者控除

生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料の支払いがある場合に控除されます

〇生命保険料控除

⇒控除額：以下の表に基づき算出してください（⑯）

地震保険もしくは、旧長期損害保険の保険料または掛金がある場合に控除されます

〇地震保険料控除

機械・器具などの資産を譲渡して得た所得

生命保険受取金・賞金・払戻金など一時的な所得

●利子所得

●配当所得

非課税や源泉分離課税のものを除く、公社債及び預貯金の利子
などの所得（④）

株式の配当・証券投資信託の配当金などの所得（⑤）

12,000円以下

12,000円超　32,000円以下

32,000円超　56,000円以下

56,000円超

15,000円以下

15,000円超　40,000円以下

40,000円超　70,000円以下

70,000円超

支払保険料全額

支払保険料×1/2＋6,000円

支払保険料×1/4+14,000円

一律28,000円

支払保険料全額

支払保険料×1/2＋7,500円

支払保険料×1/4+17,500円

一律35,000円

生命保険料
個人年金保険料
介護医療保険料
（平成24年1月1日以後に締結された契約）

生命保険料
個人年金保険料
（平成23年12月31日以前に締結された契約）

本年中に支払った保険料 控 除 額
新契約

要　　　　件区　分 控 除 額

旧契約

地震保険料と旧長期損害保険料のそれぞれを
計算した金額の合計（限度額25,000円）

50,000円以下

50,000円超

5,000円以下

5,000円超　15,000円以下

15,000円超

支払保険料×1/2

25,000円

支払保険料

支払保険料×1/2＋2,500円

10,000円

地震保険料

旧長期損害保険料

地震保険料と
旧長期損害保険料の両方

本年中に支払った保険料区　分 控 除 額

ひとり親

70歳未満

70歳以上

注1

災害や盗難、横領にあった場合に控除の対象となります。

令和3年中に支払った医療費が一定の金額以上あった場合に控除されます

※セルフメディケーション税制（最高88,000円）

あなたが健康保持・予防のために一定の取組を行い、特定の医薬品の購入費
が12,000円を超える場合に控除されます

※医療費控除とセルフメディケーション税制は選択適用になります

⇒控除額：（支払った医療費－保険等で補填された金額）－
　　　　　（総所得金額等×5％もしくは 10万円のいずれか少ない方）（㉗）

⇒控除額：（支払った医療費－保険等で補填された金額）－12,000 円

市県民税の非課税範囲


