
2月22日

3月15日

(45人まで)

(45人まで)

(午前45人まで・午後45人まで)

(午前45人まで・午後45人まで)

(午前55人まで・午後55人まで)

(午前45人まで・午後45人まで)

(午前90人まで・午後90人まで)

(午前55人まで・午後55人まで)

土・日・祝日は除く。

申告に関するお願い

１5３ （火）
（2月14日（月）～3月15日（火）の期間は市役所では受付を行っていません）

2月14日
（午前9時～12時）

2月14日
（午後1時～3時）

2月15日

2月16日

2月17日

2月18日

2月21日

※原則、収支内訳書等の作成相談となります。内容によっては、お受けできない場合があります。
　　(譲渡・山林所得がある方、贈与税の申告をする方は受付できません)

22 （火） 3月4日（金）　午前９時３０分～１２時００分　 １３時００分～１６時００分 (土・日・祝日は除く)

令和4年度　　市・県民税等申告書の手引

１　令和3年分所得税の確定申告書を提出する人

２　給与・年金所得者のうち、勤務先から美濃加茂市へ給与・年金支
　払報告書の提出のあった人で給与・年金所得以外の所得のない人

１　印鑑(朱肉を用いるもの)

２　給与所得者は源泉徴収票又は支払者の証明書、事業所得者などは

　収支明細のわかるもの（収支内訳書）

３　所得控除に必要な各種領収書、又は証明書（医療費、生命保険料、

　個人年金保険料、地震保険料など前年中に支払ったもの）

○　総合福祉会館と各地区交流センターでの申告受付は 午前９時～１２時、午後１時～３時です。
○　三和交流センターは午前９時～１２時のみ、伊深交流センターは午後１時～３時のみです。
○　古井地区については、上古井交流センターを廃止し総合福祉会館のみです。
○　文化会館での申告受付時間は 午前９時～１２時、午後１時～４時です。

１　令和4年1月1日現在、美濃加茂市に住んでいた人で、下記に該当する人

（1） 前年中（1月～12 月）に所得があった人

（2） 給与所得者で

ア　勤務先から美濃加茂市へ給与支払報告書が提出されなかった人

（日雇、パート等で働いている人を含む）

イ　給与所得以外の所得（営業、農業、不動産、配当、譲渡など）のあった人

（注）所得税では通常、給与所得以外の所得の合計額が 20 万円

以下のときは、確定申告の必要はありませんが、市・県民税

については申告しなければなりません

（3） 公的年金等の収入金額が 400 万円以下であり、かつ、それ以外

の所得が 20 万円以下である方で、市・県民税の計算において各

種控除を受けようとする人

２　国民健康保険加入者、介護保険加入者、および後期高齢者医療制度加

入者とその世帯主は所得の有無に関らず、必ず申告してください。申告

されないと保険料の軽減措置などを受けられないことがあります。

三和交流センター

伊深交流センター

山之上交流センター

下米田交流センター

総合福祉会館(古井)

加茂野交流センター

蜂屋交流センター

文 化 会 館

曜日 曜日

木

金

月

火
　
火

○ 各受付会場での番号札は８時１５分から配布を開始します。（密集を避けるため、早朝から申告会場に並ぶことはご遠慮ください。）

○ 新型コロナウイルス感染症対策として以下の点にご協力ください。

・ご自宅での検温、マスク着用の徹底をお願いします。（発熱の症状がみられる人は申告会場への入場をお断りします。）

・待合室での密集を避けるためお車等での待機をお願いすることもあります。

申 告 会 場

月

月

火

水

医療費控除を受けたい方は、医療費控除の明細書の

作成が必須となりました。あらかじめご自宅等で医

療費控除の明細書を作成していただくよう、よろし

くお願いします。用紙は市役所税務課又は各連絡所

（太田連絡所は除く）にて配付しております。

株式等の配当所得等および譲渡所得等の課税方式の選択について

　上場株式等の特定配当等に係る所得や上場株式等の譲渡（源泉徴収がある特定口座）にかかる所得については、納税通

知書が送達される日までに、確定申告書とは別に、市・県民税等申告書を提出することにより、所得税と異なる課税方式

（申告不要制度適用・総合課税・申告分離課税）を選択することができます。

※令和3年分の確定申告書から市県民税と所得税で異なる課税方式を選択することができるようになりました。

　詳しくは、税務課もしくは税務署へおたずねください。

令和4年1月1日現在、生活保護法によって生活扶助を受けている人
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26

45

42
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給与収入金額の合計額

　　　　　 ～   550,999円

551,000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

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 ～ 8,499,999円

8,500,000円 ～

給与収入金額－550,000円

1,069,000円

1,070,000円

1,072,000円

1,074,000円

給与収入金額×90%－1,100,000円

給与収入金額－1,950,000円

（A）×４×60％＋100,000円

（A）×４×70％－80,000円

（A）×４×80％－44,000円

9,999,000円

10,000,000円～

9,999,000円

10,000,000円～

年金収入金額－1,100,000円

年金収入金額×75％－275,000円

年金収入金額×85％－685,000円

年金収入金額×95％－1,455,000円

年金収入金額－1,955,000円

年金収入金額－600,000円

年金収入金額×75％－275,000円

年金収入金額×85％－685,000円

年金収入金額×95％－1,455,000円

年金収入金額－1,955,000円

給与収入金額を「４」で割って

千円未満を切り捨てます。

令和４年度

※住所、氏名、フリガナ、
　　電話番号、生年月日
　　の記入を忘れずに。

その他該当する事項を
記入して下さい。

14

17

14

17

15

　 税務関係書類に、申告される方のマイナンバーの記載が必要になります。

　 また、申告者の方だけでなく控除対象配偶者や控除対象扶養親族の方などの

マイナンバーの記載も必要となります。

基礎控除

以下の表にあてはまる金額を記入してください。

合計所得金額

       　　　～ 2400万円以下

2400万円超 ～ 2450万円以下

2450万円超 ～ 2500万円以下

2500万円超 ～     　　　　　

基礎控除

430,000円

290,000円

150,000円

　　　 0円

14

コ サ ⑪

⑪

コ
サ

シ

シ

シ

⑪

⑪

⑪

⑪

キ・ク・ケ
⑦・⑧・⑨

公的年金等や業務に係るもの、他のいずれの所得にも該当しない所得です。

なお、公的年金等に係る雑所得の計算は、収入金額を下の表にあてはめて求めてください。

※公的年金等に係る雑所得以外の
合計所得金額が「1000 万円超～
2000万円以下」の人は 10万円、
「2000万円超」の人は20万円が
左の所得に加算されます。

キ、ク、ケにはそれぞれの収入金額を記入して下さい。

⑦には下の表で求めた金額を、⑧、⑨にはそれぞれにかかった経費を引いた金額を記入してください。
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　前年中に、あなたやあなたと生計を一にする親族のために支払った
健康保険・厚生年金・国民年金・国民健康保険料などの合計額です。
　○国民年金保険料等の額を証する書類を添付又は提示してください。

　前年中に、あなたやあなたの親族を受取人とする生命保険料や個人
年金保険料や介護医療保険を支払った場合に控除されます。
　※こちらの欄には実際に支払った保険料の金額をそれぞれ記入してください。
　○証明書を添付してください。

　前年中に、あなたが支払った小規模企業共済法に規定された共済契約（旧第二種共
済契約を除く。）に基づく掛金、心身障害者扶養共済掛金、確定拠出年金法の企業型年金
加入者掛金及び個人型年金加入者掛金の合計額です。 ○証明書を添付してください。

控除金額は支払った金額と同じですので、合計金額をそのまま記入してください。

控除金額は支払った金額と同じですので、合計金額をそのまま記入してください。

控除の対象となる金額は、次の計算式で求めた金額のうちいずれか多い方です。
　(a)「損失額」－「保険金等による補てん額」－「総所得金額等の合計額」×1/10
　(b)「災害関連支出の金額」－５万円

控除の対象となる医療費控除の額は、次の計算式で求めた金額です。なお、（1）と（2）の控除の適用は選択制で、併用不可です。

（１）従来の医療費控除を適用する場合（最高200万円）
　　「支払った医療費の額」－「保険などで補てんされる金額」－「総所得金額等の5％（上限10万円）」

（２）セルフメディケーション税制を適用する場合（最高8万 8千円）
　　「支払ったスイッチＯＴＣ医薬品費の額」－「保険などで補てんされる金額」－１万2千円
　　※セルフメディケーション税制を適用する場合は、㉓の行にある区分欄に1を記入してください。

控除金額は、それぞれ下の表にあてはめて求めた金額を合計し、記入してください。
※１　新契約と旧契約の両方について控除の適用を受ける場合（①+④，②+⑤）は、各々２.８万円が限度です。(旧契約のみ
　　　適用を受ける場合、④⑤の限度額は各々３.５万円です。)
※２　適用限度額の合計額は、７万円です。（①+④）+③+（②+⑤）のとき

以下の（１）又は（２）に該当する人で合計所得金額が500万円以下の人

（１）夫と離婚してから婚姻をしてない人で扶養親族を有する。
（２）夫と死別してから婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない人。

単身者のうち、以下の要件を全て満たす人

（１）生計を一にする子（総所得金額48万円以下）を有する。
（２）合計所得金額が500万円以下
（３）事実上の婚姻関係と同様の事情にある相手がいない。
※ 性別や婚姻歴の有無は関係ありません。

　あなたや、あなたの同一生計配偶者又は扶養親族が障害者である場合に控除
されます。該当となる人の氏名と障害の程度を記入してください。

　あなたと生計を一にする配偶者（内縁関係は含まれません。）、その他の親
族で、合計所得金額が48万円以下の場合に控除されます。

　配偶者については氏名、生年月日、合計所得金額を記入してください。なお、
平成 30 年分以後は、あなたの合計所得金額が 1,000 万円を超える場合は、
配偶者控除は受けられませんので、「同一生計配偶者（控除対象配偶者を除
く。）」の区分の□にレ点を記入してください。
　扶養親族については氏名、生年月日、同居別居の区分、続柄を記入してください。
　別居の場合は、申告書の裏面に氏名、住所地を記入してください。

※１　同一生計配偶者とは、あなたと生計を一にする配偶者のうち、前年
の合計所得金額が48万円以下の人をいいます。

※２　事業専従者に該当する人は対象となりません。

※３　老人控除対象配偶者・老人扶養親族とは、年齢70歳以上の人（昭和
27年１月１日以前生まれ）をいいます。

※４　特定扶養親族とは、年齢19歳以上23歳未満の人（平成11年１月
２日以後平成15年１月１日以前生まれ）をいいます。

※５　同居老親等扶養親族とは、老人扶養親族のうち、あなた又はあなたの
配偶者の直系尊属で、かつ、いずれかと同居の状況にある人をいいます。

※６　16歳未満の扶養親族とは、平成18年１月２日以後に生まれた人を
いいます。

　前年中に、あなたやあなたと生計を一にする親族が災害や盗難・横領に
よる損失を生じた場合に控除されます。
　○これを証明する証明書を添付してください。

　前年中に、あなたやあなたと生計を一にする親族のために医療費、医薬品
費（※）を支払った場合に控除されます。
　○医療費等の明細書、領収書を添付してください。
　※平成30～令和9年度の申告では、医療費控除の特例「セルフメディケー
ション税制」が適用できます。健康の維持増進などの取り組みを行う人で、
スイッチOTC医薬品費を支払った場合に控除されます。

配偶者控除額、配偶者特別控除額は、下の表で求めた金額を記入してください。

※あなたの合計所得金額が1,000万円超で、配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合は、配偶者控除の適用は
　ありませんが、「同一生計配偶者」として扶養の人数に含まれます。また、障害者控除を適用することができます。

区  分

一般の控除対象配偶者

老人控除対象配偶者

配偶者の合計所得金額

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

900万円以下

33万円

38万円

900万円以下

33万円

31万円

26万円

21万円

16万円

11万円

6万円

3万円

900万円超
950万円以下

22万円

26万円

900万円超
950万円以下

22万円

21万円

18万円

14万円

11万円

8万円

4万円

2万円

950万円超
1,000万円以下

11万円

11万円

9万円

7万円

6万円

4万円

2万円

1万円

配偶者の収入が給与収入だけ
の場合の給与等の収入金額

1,030,000円超 1,550,000円以下

1,550,000円超 1,600,000円以下

1,600,000円超 1,667,999円以下

1,667,999円超 1,751,999円以下

1,751,999円超 1,831,999円以下

1,831,999円超 1,903,999円以下

1,903,999円超 1,971,999円以下

1,971,999円超 2,015,999円以下

950万円超
1,000万円以下

11万円

13万円

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

㉑㉒㉓
㉑

㉒

㉓

㉖

㉗

※ いずれの場合も事実上の婚姻関係と同様の事情にある
　  相手がいないこと

ひとり親控除

※　「合計所得金額」 は、前年中のものです。

前年中

20

①新一般生命保険料控除

②新個人年金保険料控除

③介護医療保険料控除

　 税務関係書類に、申告される方のマイナンバーの

記載が必要になります。

　 また、申告者の方だけでなく控除対象配偶者や

控除対象扶養親族の方などのマイナンバーの記載も

必要となります。④旧一般生命保険料控除

⑤旧個人年金保険料控除

15

　前年中に、あなたやあなたと生計を一にする親族のために、地震保険
契約や旧長期損害保険契約に基づいて保険料を支払った場合に控除され
ます。
　※こちらの欄には実際に支払った保険料の金額をそれぞれ記入してください。
　○証明書を添付してください。

　学生や生徒で、合計所得金額が75万円以下で、かつ、自己の勤労によらない所得が10万円以
下の人。　○在学証明書を添付してください。

あなたの合計所得金額

あなたの合計所得金額

令和４年度

３０万円


