
平成３１年度　市民税・県民税申告の手引き

　会津若松市

【申告書を提出する必要のある方】
　平成３１年１月１日現在、会津若松市に居住し、以下に当てはまる方。

　①営業・農業・不動産・一時などの所得があった方。（営業・農業・不動産は、マイナスの所得を含みます。）

　②給与所得者（パートやアルバイトを含みます）で勤務先から会津若松市に給与支払報告書が提出されない方。

　③年金所得者で公的年金等以外の所得がある方または公的年金等の源泉徴収票に記載されていない医療費や生命保険料など

　　の所得控除を受けようとする方。

　④雇用保険・障害年金・遺族年金などの非課税収入だけの方や収入のなかった方で、税法上で親族の扶養となっていない方。

　　〔非課税証明書の発行、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の算定（軽減の判定）などの基礎資料となります。〕

　※平成３０年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出する方は市民税・県民税の申告書を提出する必要はありま

　　　せん。

【申告相談に必要なもの】
　申告相談会で申告される方は以下の書類などを持参してください。

①印鑑（シャチハタ印は不可）

②マイナンバーカード（ない場合は通知カードや個人番号が印字された住民票の写しと運転免許証など身元が確認できるもの）

③前年中の収入や必要経費がわかる書類など

　●給与・公的年金所得の方・・・・・源泉徴収票（なければ給与支払証明書、給与明細書など支払金額がわかるもの）

　●雑（公的年金以外）所得の方・・支払調書、支払明細書、支払年金額等のお知らせ、年間取引明細書など

　●営業・農業・不動産所得の方・・帳簿、通帳、領収書など※収支内訳書を作成しますので、作成に必要な領収書や帳簿の整理

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　をお願いします。会津若松市から送付された収支内訳書事前記載資料をお持ちの方は必要事

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　項を記入して持参ください

　●配当所得、株式譲渡などの方・・配当金計算書、特定口座年間取引報告書など支払額や経費がわかる書類など

　●譲渡所得の方・・・・・・・・・・・・・・売買契約書や収用証明書など収入のわかる書類、譲渡資産の購入額がわかる書類や譲渡する

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ためにかかった費用の領収書など

　●上記以外の所得の方・・・・・・・・所得金額計算に必要な収入金額および必要経費がわかる書類

④各種控除に必要な領収書や証明書など（平成 30年中に支払ったもの）
　●社会保険料控除・・・・・・・・・・・・国民健康保険税、国民年金保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料の領収書または支

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　払証明書など（領収印もしくは支払日が平成 30年中のもの）
　●小規模企業等掛金控除・・・・・・支払った掛金額の証明書

　●生命保険・地震保険料・・・・・・・保険会社などからの控除証明書など

　●医療費控除・・・・・・・・・・・・・・・・医療費控除またはセルフメディケーション税制明細書（平成 30年度の申告より明細書の添付が

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　必要）※明細書がない場合も申告相談時に作成しますので医療費がかかった方ごと、医療機関

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　や介護施設、薬局ごとに集計しておいてください。またセルフメディケーション税制による医療費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　控除を選択される場合は予防接種の領収書や、特定健康診査、定期健康診断、健康診査、が

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ん検診のいずれか受診したことが明らかな書類が必要です。

　●寄附金控除（税額控除）・・・・・・寄附した団体などから交付を受けた寄附金の受領書など

　●障害者控除・・・・・・・・・・・・・・・・障がいの種別や障がいの程度がわかるもの（障害者手帳、障害者控除対象者認定書など）　

　●勤労学生控除・・・・・・・・・・・・・・学生証、証明書など

　●配偶者控除・配偶者特別・・・・・配偶者や扶養親族に収入がある場合は、その収入がわかるもの（源泉徴収票や申告書の写し　

　　控除・扶養親族など　　　　　　　　など）　※配偶者や扶養親族が外国に居住し控除を受ける場合は、親族関係書類と送金関係

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書類の添付または提示が必要となります。

【申告相談の日程と申告会場】　提出期限は平成31年3月 15日（金）まで
　平成 31年度の申告会場と日程は以下のとおりです。詳しくは 2月 1日の市政だよりをご覧になるか、会津若松市役所税務課に

お問い合わせください。(土・日・祝日は申告相談を行っておりません。)

北会津支所 2月 7日(木)～3月 8日(金) 北会津支所 1 階会議室 1

河東支所 2月 7日(木)～3月 8日(金) 河東支所 2 階大会議室

上記以外
2月 5日(火)～2月 22日(金) 各地区公民館（湊地区は基幹集落センター）開催日程は各地区ごとに異なります。

2月 26日(火)～3月 15日(金) 追手町第 2 庁舎（旧会津学鳳高校）

【郵送での申告を希望される方など】
　郵送による申告を希望される方、申告会場に記載済の申告書を持参したい方は、会津若松市のホームページより市民税・県民税

の申告書用紙など必要な書類をダウンロードしていただくか、会津若松市税務課へお問い合わせください。　なお、郵送で申告書

を送付される方は源泉徴収票や各種控除証明書、領収書など必要な書類を同封し、申告書の控えもしくは同封した書類などの返

送が必要な方はその旨を記載し、返信用封筒に切手を貼り同封してください。
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【市民税・県民税申告書の書き方】
【１収入金額等及び２所得金額】

　ア及び①営業所得　　　　総収入金額から必要経費を差し引きます。

　イ及び②農業所得　　　　平成 26年 1月から記帳・帳簿等の保存が義務付けられました。帳簿等により収支内訳書を作成してくだ

　ウ及び③不動産所得　　さい。

　エ及び④利子所得　　必要経費の控除はありませんので、収入金額＝所得金額となります。

　オ及び⑤配当所得　　株式の配当、投資信託の収益の分配金です。配当金計算書等により計算してください。内訳は申告書裏

　　　　　　　　　　　　　　　面「8配当所得・雑所得（公的年金以外）に関する事項」の欄に記入してください。

　　　　　　　　　　　　　　　※上場株式等で源泉徴収されているものは申告不要ですが、総合課税を選択する場合はこの欄に、申告

　　　　　　　　　　　　　　　分離課税を選択する場合は、申告書裏面「15分離課税等の内訳」の上場株式等の配当等欄に記入してく

　　　　　　　　　　　　　　　ださい。（源泉された住民税は申告書裏面「12配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除に関する事項」

　　　　　　　　　　　　　　　に忘れず記入してください。）

　カ及び⑥給与所得　　下の表により計算してください。※内訳は申告書裏面「7収入の内訳」の欄に記入してください。日給などの

　　　　　　　　　　　　　　　給与所得がある人で、源泉徴収票のない人は、申告書裏面「9給与所得の内訳」の欄に記入してください。

給与等の収入金額 給与所得 給与等の収入金額 給与所得
0 円　～　  650,999 円 0 円 1,628,000 円　～　 1,799,999 円 【Ａ】×2.4(円)

651,000 円　～　1,618,999 円 収入金額　－　650,000 (円) 1,800,000 円　～　 3,599,999 円 【Ａ】×2.8 - 180,000 (円)

1,619,000 円　～　1,619,999 円 969,000 円 3,600,000 円　～　 6,599,999 円 【Ａ】×3.2 - 540,000 (円)

1,620,000 円　～　1,621,999 円 970,000 円 6,600,000 円　～　 9,999,999 円 収入金額×0.9 – 1,200,000 (円)

1,622,000 円　～　1,623,999 円 972,000 円  10,000,000 円　～　 収入金額 – 2,200,000 (円)

1,624,000 円　～　1,627,999 円 974,000 円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※　　【Ａ】   ＝   給与等の  収入金額     ÷     4     （1,000円未満の端数切り捨て）

　キ及び⑦雑所得 (公的年金等)　　　※内訳は申告書裏面「7収入の内訳」の欄に記入してください。

年齢 公的年金等の収入金額 雑所得（年金所得）

※1 円未満の端数は切捨てます。

※65 歳以上で公的年金等収入

金額 120万円以下の場合、若

しくは、65 歳未満で公的年金

等収入金額 70万円以下の場

合は、雑所得（公的年金等）は

0円となります。

65 歳以上
（昭和 29年 1月 1日以前生）

1,200,001 円　～　3,299,999 円 収入金額　－　1,200,000 円　　　　　　

3,300,000 円　～　4,099,999 円 収入金額　×　0.75　－　375,000 円　

4,100,000 円　～　7,699,999 円 収入金額　×　0.85　－　785,000 円　

7,700,000 円　～ 収入金額　×　0.95　－　1,555,000 円

65 歳未満
（昭和 29年 1月 2日以降生）

700,001 円　～　1,299,999 円 収入金額　－　700,000 円　　　　　　　

1,300,000 円　～　4,099,999 円 収入金額　×　0.75　－　375,000 円　

4,100,000 円　～　7,699,999 円 収入金額　×　0.85　－　785,000 円　

7,700,000 円　～ 収入金額　×　0.95　－　1,555,000 円

　ク及び⑦雑所得 (一般分)　　　原稿料、講演料、生命保険年金、互助年金等から必要経費を差し引きます。

　※内訳は申告書裏面「8配当所得・雑所得（公的年金以外）に関する事項」の欄に記入してください。

　ケ及び⑧総合譲渡 (短期)　　土地建物や株式以外の譲渡所得です。総収入金額から必要経費等を差し引き、短期、長期の順に

　コ及び⑧総合譲渡 (長期)　　特別控除額（最高 50万円）を控除した残額をケまたはコの収入金額等に記入し、所得⑧の欄は短

　　　　　　　　　　　　　　　　　　期についてはケの金額、長期についてはコの金額を 1/2した額を記入（加算）します。また収入金額、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　必要経費等に関する内訳は申告書裏面「10総合譲渡・一時所得の所得金額に関する事項」の欄に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　記入してください。

　サ及び⑧一時所得　　　　　　生命保険の満期返戻金や立退き料等一時的な所得です。総収入金額から必要経費を差引き、特　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　別控除額（最高 50万円）を控除した残額をサの収入金額等に記入し、所得⑧の欄はサの金額を　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1/2した額を記入（加算）します。また収入金額、必要経費等に関する内訳は申告書裏面「10総合

　　　　　　　　　　　　　　　　　　譲渡・一時所得の所得金額に関する事項」の欄に記入してください。

【３・４所得から差し引かれる金額に関する事項】
⑩雑損控除　　　　あなたや、生計を一にする配偶者等の有する資産が、災害又は盗難若しくは横領等により損害が生じた場合、

　　　　　　　　　　　次のいずれか多い金額を控除します。

　　　ア（損失の金額 － 保険等で補てんされた金額） － 総所得金額の 10％

　　　イ　災害関連支出の金額 － 5 万円

⑪医療費控除　　医療費控除　あなたや、生計を一にするあなたの親族の、平成      30      年中に支払った  医療費を次の計算により控

　　　　　　　　　　　除します。【限度額 200万円】　

　　　　　　　　　　　　　　　　○支払った医療費 － 保険金等による補てん金 －（総所得金額の 5％か 10 万円の少ない方）

　　　　　　　　　　　　　セルフメディケーション税制　健康維持増進や疾病予防に一定の取組をしたあなたや、生計を一にするあなた

　　　　　　　　　　　　　の親族の平成      30      年中に支払った  特定一般用医薬品等購入費を次の計算により控除します。【限度額 8 万 8

　　　　　　　　　　　　　千円】　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　○支払った特定一般用医薬品等購入費 － 保険金等による補てん金 －1 万 2 千円

　　　　　　　　　　　　※セルフメディケーション税制の適用を受ける場合は、医療費控除の適用は受けられません。



⑫社会保険料　　あなたが平成      30      年中に支払った  社会保険料（国民健康保険税、介護保険料、国民年金保険料等）を記入し

　　　　　　　　　　　てください。【控除額：支払金額全額】

⑬小規模企業共済等掛金控除

　　　　　　　　　　　　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若しくは地方公共団体

　　　　　　　　　　　　が行う心身障害者扶養共済の掛金などを支払った場合に控除します。【控除額：支払金額】

⑭生命保険料　生命保険料・個人年金保険料、介護医療保険料の控除証明書をもとに計算してください。

　　　　　　　　　　新・旧の別は控除証明書に記載があります。【控除額：最高 7 万円】

新制度適用（平成 24年１月 1日以後の契約） 旧制度適用（平成 23年 12月31日以前の契約）

年間の払込保険料額等 控除額 年間の払込保険料額等 控除額

0 円　～　12,000 円 支払額 0 円　～　15,000 円 支払額

12,001 円　～　32,000 円 支払額　×　1/2　＋　 6,000 円 15,001 円　～　40,000 円 支払額　×　1/2　＋　　7,500 円

32,001 円　～　56,000 円 支払額　×　1/4　＋　14,000 円 40,001 円　～　70,000 円 支払額　×　1/4　＋　17,500 円

56,001 円　～　 28,000 円 70,001 円　～ 35,000 円

　　　　　　　　　　一般生命保険料、個人年金保険料および介護保険料について、それぞれ上記の算式により計算した控除の合計

　　　　　　　　　　額（限度額 70,000円）を記入してください。一般生命保険料、個人年金保険料については、新制度、旧制度の双

　　　　　　　　　　方について控除額の適用を受ける場合、新制度、旧制度それぞれ上記の算式により計算した控除額の合計額（限

　　　　　　　　　　度額 28,000円）となります。

⑮地震保険料　地震保険料又は、旧長期損害保険料の控除証明書をもとに、計算してください。【控除額：最高 2 万 5 千円】

区分 支払額 控除額 ※旧長期損害保険料とは平成１８年１２月３１日までに契

約した長期損害保険契約（保険・共済期間が 10年以上

で満期返戻金があるもの）に係るものです。

　同一証明書内にある地震保険と旧長期損害保険はい

ずれか有利な方しか控除できません

地震保険          0 円  ～  50,000 円 支払額　×　1/2

50,001 円  ～                25,000 円

旧長期

損害保険※

　       0 円　～　 5,000 円 支払額

  　5,001 円　～　15,000 円 支払額　×　1/2　＋　2,500 円

 15,001 円　～ 10,000 円

⑯寡婦(夫)控除　以下の条件に当てはまる場合に控除対象となります。

ア　寡婦　次のいずれかに当てはまる場合【控除額：26 万円】

　　　　　　　　　　　　　ａ　夫と死別し、または離別後婚姻をしていない方や夫の生死の明らかでない方で、扶養親族または合計所得

　　　　　　　　　　　　　　　金額が38 万円以下の生計を一にする子を扶養している場合

　　　　　　　　　　　　　ｂ　夫と死別後婚姻をしていない方や夫の生死の明らかでない方で、合計所得金額が 500万円以下の場合

　　　　　　　　　　　　イ　特別の寡婦【控除額30万円】

　　　　　　　　　　　　　　夫と死別し、または離別後婚姻をしていない方や夫の生死の明らかでない方で、生計を一にする子を扶養し、

　　　　　　　　　　　　　　かつ、合計所得金額が 500万円以下の場合

　　　　　　　　　　　　ウ　寡夫【控除額 26 万円】

　　　　　　　　　　　　　　妻と死別し、または離別後婚姻をしていない方や妻の生死の明らかでない方で、生計を一にする子を扶養し、

　　　　　　　　　　　　　　かつ、合計所得金額が 500万円以下の場合

⑰勤労学生控除　あなたが学生で給与所得等の勤労による所得があり、昨年中の合計所得金額が 65 万円以下で、さらにその合計

　　　　　　　　　　　　所得金額のうち給与所得等以外の所得（不動産や配当）が 10万円以下である場合に該当します。ただし、国や

　　　　　　　　　　　　法人等から受けた証明書の添付若しくは提示が必要です。【控除額：26 万円】

⑱障害者控除　　　あなたや控除対象配偶者、若しくは扶養親族等が、平成30年 12月31日現在、身体障害者手帳や精神障害

　　　　　　　　　　　　者保健福祉手帳等の交付を受けている場合該当となります。対象者のうち、身体障害者手帳の障害等級 1 級及

　　　　　　　　　　　　び 2 級、精神障害者福祉手帳１級などの方は特別障害者となります。また、特別障害者を控除対象配偶者、若

　　　　　　　　　　　　しくは扶養親族とし、かつ同居している場合は 23万円が控除額に加算されます。

　　　【控除額　障害者 1人につき：26 万円、特別障害者：30万円、同居特別障害者 53万円】

⑲配偶者控除・　　あなたの合計所得金額が 1,000万円以下で配偶者の合計所得金額が38 万円以下の時に該当します。（事業

同一生計配偶者　専従者を除く）　

　　　　　　　　　　　　　あなたの合計所得金額が 900万円以下の場合　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　Ⓐ控除額　

　　　　　　　　　　　　　あなたの合計所得金額が 900万円超 950万円以下の場合　・・・・・・・・・　Ⓑ控除額　

　　　　　　　　　　　　　あなたの合計所得金額が 950万円超 1,000万円以下の場合　・・・・・・・   Ⓒ控除額　

配偶者控除の区分 Ⓐ控除額 Ⓑ控除額 Ⓒ控除額 ※老人控除対象配偶者は昭和 24年 1月 1日以前生

まれの方。
控除対象配偶者 ３３万円 ２２万円 １１万円

老人控除対象配偶者※ ３８万円 ２６万円 １３万円

　　　　　　　　　　　　あなたの合計所得金額が 1,000万円を超え配偶者の合計所得金額が38 万円以下の場合は、同一生計配偶者

　　　　　　　　　　　　（控除対象配偶者を除く。）の□の欄にレ点をつけてください。　【控除額：0円　課税・非課税の判定で使用】

⑳配偶者特別控除　控除対象配偶者に該当しない配偶者がある場合、配偶者の合計所得金額が38 万円を超え 123万円以下で、

あなたの合計所得金額が 1,000万円以下の場合その合計所得金額に応じて以下の表のとおりの控除額とな

ります。（配偶者が事業専従者の場合を除く）



配偶者の合計所得金額 Ⓐ控除額 Ⓑ控除額 Ⓒ控除額 配偶者の合計所得金額 Ⓐ控除額 Ⓑ控除額 Ⓒ控除額

380,001 円　～　　900,000円

900,001 円　～　　950,000 円

950,001 円　～　1,000,000 円

1,000,001 円　～ 1,050,000円

330,000 円

310,000 円

260,000 円

210,000 円

220,000 円

210,000 円

180,000 円

140,000 円

110,000 円

110,000 円

90,000 円

70,000 円

1,050,001 円　～　1,100,000円

1,100,001 円　～　1,150,000円

1,150,001 円　～　1,200,000円

1,200,001 円　～　1,230,000円

160,000 円

110,000 円

60,000 円

30,000 円

110,000 円

80,000 円

40,000 円

20,000 円

60,000 円

40,000 円

20,000 円

10,000 円

　　　　　　　　※Ⓐ控除額、Ⓑ控除額、Ⓒ控除額の合計所得の区分は配偶者控除に同じ。

㉑扶養控除　　　生計を一にする親族の合計所得金額が38 万円以下の時に該当します。（事業専従者を除く）

　　　　　　　　　　　　ア　特定扶養控除　19 歳～23歳未満（平成 8年 1月 2日生まれ～平成 12年 1月 1日生まれ）【45 万円】

　　　　　　　　　　　　イ　老人扶養控除　70歳以上（昭和 24年 1月 1日以前生まれ）【38 万円】

　　　　　　　　　　　　ウ　同居老親等　　 老人扶養親族のうち、あなたやあなたの配偶者の直系尊属（父母や祖父母等）で、同居

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　している方【45 万円】

　　　　　　　　　　　　エ　年少扶養　　　　16 歳未満（平成 15年 1月 2日以降生まれ）【控除額：0円　課税・非課税の判定で使用】

　　　　　　　　　　　　オ　一般扶養控除　ア、イ、ウ、エのいずれにも該当しない扶養親族【33万円】

※別居の扶養親族等がいる場合には、申告書裏面「11」の欄にも記入してください。

  ㉒ 基礎控除　　すべての方が該当になります。【控除額：33万円】

【５事業専従者に関する事項】
　　　　氏名、生年月日、続柄、控除額、個人番号を記入してください。【※限度額　配偶者：86 万円、配偶者以外：50万円】

　　　　なお、別居の事業専従者がいる場合には、申告書裏面「11」の欄にも記入してください。

　　　　　※専従者控除の限度額の計算　以下の①②いずれか少ない方の金額

　　　　　　①配偶者：86 万円、配偶者以外一人：50万円

　　　　　　②専従者控除限度額＝（営業所得+農業所得+不動産所得+山林所得）÷（事業専従者の数+1）

【６給与・公的年金等に係る所得以外の市民税・県民税の納税方法】
　　　　給与所得者で市民税・県民税が特別徴収（毎月の給与より天引き）されている方で給与所得以外の所得がある場合、または

　　平成31年 4月 1日現在 65 歳以上になられている年金所得者で給与所得および年金所得以外の所得がある場合の平成31年

　　度市民税・県民税の納税方法です。希望される納税方法の□にレ点を付けてください。

【申告書裏面】
12 配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除に関する事項　※証明書の添付若しくは提示が必要です。

　　　上場株式の配当所得や譲渡所得を申告し、配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除の欄に、特別徴収（源泉徴収）された

　　住民税の額を記載した場合、市民税・県民税所得割額から控除します。

13 寄附金に関する事項（寄附金税額控除）　　　※証明書の添付若しくは提示が必要です。

　　　当該団体へ寄附した金額を記入してください。都道府県、市区町村、共同募金会又は、日本赤十字社の支部に対しての寄附

　　金や、福島県及び会津若松市の条例で定めた特定寄附金等は、市民税・県民税所得割額から控除します。

15 分離課税等の内訳

不動産や株式等の譲渡所得です。収入金額、必要経費等に関する内訳を記入してください。

16 前年中所得のなかった人などの記入欄

　　　前年中収入のなかった方（遺族・障害年金等のみの方を含む）は、当該箇所に記入をお願いします。欄内①～③に該当がな

　　い場合には、「④ その他の事情」に昨年中の生活状況を記入してください。　　　

17 確定申告をした上場株式等の配当所得等の選択欄

　　　上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等に係る市民税・県民税の課税方法について、所得税の確定申告とは異なる課税方

　　法を選択する場合は、希望する課税方式の□の欄にレ点をつけてください。

　　　上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等を「市・県民税で申告しない」を選択される場合は、申告しない所得を除いて申告

　　書を作成してください。

　　　上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等を「市・県民税で申告する」を選択される場合は、上場株式等の配当所得等につい

　　ては総合課税か申告分離課税かを選択し該当する欄（総合課税は表面のオ及び⑤、申告分離課税は裏面「15分離課税等の　

　　内訳」の「上場株式等の配当等」の欄）に記入してください。上場株式等の譲渡所得等については申告分離課税は裏面「15分

　　離課税等の内訳」の「上場株式等の譲渡」の欄に記入してください。（源泉された住民税は申告書裏面「12配当割額又は株式等

　　譲渡所得割額の控除に関する事項」に忘れず記入してください。）

　　　なお、上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等を「市・県民税で申告する」を選択される場合は、市民税・県民税納税通知書

　　が送られてくる前までに申告する必要があります。

【市民税・県民税申告についてのお問い合わせ先】
　　　会津若松市税務課市民税グループ　　電話 0242－39－1223

　　　会津若松市北会津支所住民福祉課　　電話 0242－58－1809

　　　会津若松市河東支所住民福祉課　　　 電話 0242－75－2112


