
1 / 9 

 

△！  お 知 ら せ △！  

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症の感染リスクを軽減するため、郵送での申告にご

協力ください。郵送には同封の返信用封筒をご利用ください。申告書を郵送す

る際の注意点につきましては３ページをご参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

申告会場では、ソーシャルディスタンスの確保、職員のマスク着用と日々の体調管

理、こまめな換気・消毒を徹底します。 

新型コロナウイルス感染拡大防止にご協力いただきますようお願い申し上げます。 

 

 

申告書郵送のお願い 

申告会場にお越しになる方へのお願い 

●入場時の検温の実施 

申告会場への入場時に検温を実施します。37.5 度以上の発熱があ

る場合、咳等の風邪の症状がある場合、検温にご協力いただけない

場合等、感染防止の観点から適切でないと判断した時には、入場を

お断りさせていただく場合があります。発熱等の症状がある方や体

調のすぐれない方は、無理をせずに、後日あらためてご来場をお願

いします。 

●マスクの着用・手指消毒・筆記用具等使用についてのお願い 

申告会場ではマスクを常時着用していただき、会場入口等で手指

消毒をお願いします。また、筆記用具や計算用具等はご持参いただ

きますようお願いします。 

●少人数での来場 

申告会場には、申告される方おひとりでお越しください。 

介助を要する等の理由があり、複数名でお越しになる場合におい

ては、必要最小限の人数でのご来場をお願いします。 

令和４年度（令和３年分） 市民税・府民税申告の手引き 
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申告方法 

郵送の場合 申告会場の場合 

期限 令和 4年 3月 15日（火） 

期間 
令和 4年 2月 16日（水）～3月 15日（火） 

（土曜日、日曜日、祝日を除く） 

会場 
柏原市役所 本庁舎 2 階 多目的室 2-1 

（ 9:00 ～ 17:00 ）P3 図 1参照 

郵送先 

〒582-8555 

柏原市安堂町 1 番 55号 

 

柏原市役所 財務部 

課税課 市民税係 

 

同封の返信用封筒をご利用ください。 

注意点 

旧庁舎の解体工事に伴い、本庁舎の駐車スペ

ースを十分に確保できておりません。河川敷駐

車場や公共交通機関もご利用ください。 

休日の申告受付について 

期間 令和 4 年 2 月 20日（日） 

会場 

柏原市役所 本庁舎 2階 多目的室 2-1 

（1階北出入り口よりお入りください。） 

および 

国分出張所 

（ 両会場共 10:00 ～ 16:00 ） 

注意点 

旧庁舎の解体工事に伴い、本庁舎の駐車スペ

ースを十分に確保できておりません。また、河

川敷駐車場は閉鎖しています。本庁舎にお越し

の方は、公共交通機関をご利用ください。 

本庁舎は階段が利用できないため北側エレベ

ーターをご利用ください。 

 

 

 申告会場は大変混雑しますので、 

郵送での申告にご協力ください。 
【郵送でも申告できます】 

提出書類は、市民税・府民税申告書の裏面上部の『持参していただくもの』を参照してください。 

申告は令和４年３月１５日（火）までです。 
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①マイナンバーカード、通知カードおよび本人確認書類についてはコピーを同封して

ください。（マイナンバーカードについては両面のコピーが必要です。） 

 

②添付資料などが返信用封筒に入りきらない場合は、お手数ですが、所要額の切手を

貼り付けした別の封筒に申告書と添付資料を同封のうえ、郵送してください。 

 

③申告書の受付書を返却希望の方は、返却希望の旨を明記のうえ、返信用封筒（宛名

を記入し、所要額の切手を貼り付けしたもの）を同封してください。 

返却にはお時間をいただく場合がございます。 

なお、返信用封筒のご用意がない場合や、後日になって返却をご希望された場合、

返却はできませんのでご了承ください。 

 

④受付書以外の返却は行っておりません。 

資料の控えが必要な方はご自身でコピーをご用意ください。 

 

⑤万が一、ご郵送いただきました申告書の記入内容等に誤りがあった場合は、添付し

ていただいた資料に基づいて、職員が訂正させていただきます。 

ただし、申告書の本人該当欄・配偶者控除欄・扶養控除欄・障害者控除欄について

は、添付資料だけでは確認が不十分な場合もあるため、必ず申告書の各欄にご記入

ください。 

 

図１（柏原市役所 本庁舎 2 階） 

（注）令和 4年 2月 20日（日）は階段が利用できないため北側エレベーターをご利用ください。 

 

申告書郵送時の注意点 

北側エレベーター 
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令和３年１月１日～令和３年１２月３１日の収入・

所得などの状況について記入してください。 
申告書の書き方 

Ａ 

 
住所、氏名等を記入し

てください。 

Ｂ 
次ページ以降の記入方法を参照してください。 

・本人該当欄（⑰,⑱,⑲） 

・配偶者控除欄（㉑,㉒） 

・扶養控除欄（㉓,5） 

・障害者控除欄（⑳-1,⑳-2） 

上記の控除を適用するためには、

添付資料だけでは確認が不十分

な場合があります。 

 

該当する場合は必ず申告書の各

欄にご記入ください。 



5 / 9 

Ⓐ 収入・所得金額の記入方法 

1 収入金額等 所得の種類ごとに、1年間の収入金額をア～シに記入します。 

2 所得金額 

所得の種類ごとに収入から必要経費等の収入から差し引かれる金額を引いて、①～⑪に記入します。 

①～⑪を合計し、⑫に記入します。 

収入のない方は、⑫に「0」と記入します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所得の種類 種目 所得金額の計算方法 

事

業 

営業等 ア 
卸売業、小売業、飲食業、サービス業のほか大

工、医師、作家、外交員など 収入金額－必要経費＝所得金額 

※申告書裏面 6 に明細を記入してください。 農業 イ 農作物、果樹栽培、酪農品など 

不動産 ウ 貸家、貸店舗、アパート、モータープールなど 

利子 エ 
公社債、預貯金の利子、合同運用信託や公社債

投資信託の収益の分配など 
収入金額＝所得金額 

配当 オ 株式の配当、余剰金の分配など 収入金額－負債の利子＝配当所得金額 

給与 カ 給与、賞与、賃金など ※1 給与所得計算表を参照してください。 

雑 

公的年

金等 
キ 

公的年金、恩給など（遺族年金や障害年金は含

みません） 

※2 公的年金等所得計算表を参

照してください。 

 

業務 ク 
副業に係る収入のうち営利を目的とした継続

的なもの 

収入金額－必要経費＝所得金額 

※申告書裏面 6 に明細を記入し

てください。 

その他 ケ 
シルバー人材センターから支払われる報酬、個

人年金などキ・クに該当しないもの 
収入金額－必要経費＝所得金額 

総

合

譲

渡 

短期 コ 
土地建物以外の資産を、その取得日以後 5 年以

内に譲渡したことにより生じる所得 

収入金額－必要経費－特別控除額＝所得金額 

           （※3） 

長期 サ 
土地建物以外の資産を、その取得日以後 5 年を

超えてから譲渡したことにより生じる所得 

収入金額－必要経費－特別控除額＝所得金額 

           （※3）  （※4） 

一時 シ 
懸賞の当選金、競馬・競輪などの払戻金、生命

保険の満期返戻金など 

収入金額－必要経費－特別控除額＝所得金額 

           （※5）  （※4） 

※4 課税される所得金額は 1/2を乗じた後の金額で計算します。 

給与収入金額 Ａ 給与所得金額 

550,999円以下 0 

551,000円～1,618,999円 Ａ－550,000 

1,619,000円～1,619,999円 1,069,000 

1,620,000円～1,621,999円 1,070,000 

1,622,000円～1,623,999円 1,072,000 

1,624,000円～1,627,999円 1,074,000 

1,628,000円～1,799,999円 Ａ÷4 

（千円未

満切捨） 

×2.4＋100,000 

1,800,000円～3,599,999円 ×2.8－80,000 

3,600,000円～6,599,999円 ×3.2－440,000 

6,600,000円～8,499,999円 Ａ×0.9－1,100,000 

8,500,000円以上 Ａ－1,950,000 

 

年齢 公的年金等の収入金額 Ｂ 雑所得金額 

65歳以上 

S32.1.1 

以前生 

3,299,999円以下 Ｂ－1,100,000 

3,300,000円～4,099,999円 Ｂ×75%－275,000 

65歳未満 

S32.1.2 

以後生 

1,299,999円以下 Ｂ－600,000 

1,300,000円～4,099,999円 Ｂ×75%－275,000 

共通 

4,100,000円～7,699,999円 Ｂ×85%－685,000 

7,700,000円～9,999,999円 Ｂ×95%－1,455,000 

10,000,000円以上 Ｂ－1,955,000 

 ※3 短期譲渡と長期譲渡の特別控除額は合わせて最高 50万円です。 

また、短期譲渡から控除し、残額がある場合は長期譲渡から控除します。 

※5 一時所得の特別控除額は最高 50万円です。 

※1 給与所得計算表 ※2 公的年金等所得計算

表 

雑所得 

金額 



6 / 9 

Ⓑ 所得から差し引かれる金額（所得控除）の記入方法 

3 所得から差し引かれる金額に関する事項 各欄に該当する金額や氏名などの必要事項を⑬～㉗に記入します。 

4 所得から差し引かれる金額 
所得控除を計算し、対応する⑬～㉗に記入します。 
⑬～㉔を合計し㉕に記入し、㉕に㉖㉗を合計し㉘に記入します。 

 

 

→ → → → → 次ページに続きます → → → → → 

控除の種類 控除適用の要件や必要な書類等 控除額 

⑬社会保険料控除 
⑭小規模企業共済
等掛金控除 

国民健康保険料、国民年金、その他健康保険料、介護保険料、
後期高齢者医療保険料、小規模企業共済金の掛金等を支払っ
たとき。 
添付書類：保険料の支払証明書等 

支払額全額 

⑮生命保険料控除 
生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料を支払ったと
き。 
添付書類：保険料の控除証明書 

8 ページ『※6生命保険料控除
額計算表』参照 

⑯地震保険料控除 
地震保険料や旧長期損害保険料を支払ったとき。（火災保険の
みの場合は控除対象となりません） 
添付書類：保険料の控除証明書 

8 ページ『※7地震保険料控除
額計算表』参照 

⑰⑱寡婦・ひとり親
控除 

寡婦 
子以外の扶養親族を持つ離別・死別した女性ま
たは扶養親族がいない死別女性で、合計所得金
額 500万円以下のとき 

26 万円 

ひとり親 
生計を同じとする子（総所得金額等が 48万円以
下）を持つ単身者で、合計所得金額 500 万円以
下のとき 

30 万円 

⑲勤労学生控除 
学生の方で、自己の勤労による所得があり、前年の合計所得
金額 75万円以下かつ不労所得金額 10 万円以下のとき。 
添付書類：学生証や在籍証明書 

26 万円 

⑳障害者控除 

納税義務者、同一生計配偶者、扶養親族が障害者手帳や福祉
事務所より障害者控除の対象認定を受けているとき。 
 
添付書類：障害の種別や等級（程度）のわかる各種手帳、障

害者控除対象者認定書 

障害者     26万円 
特別障害者   30万円 
同居特別障害者 53万円 
 
特別障害者：身体障害者手帳
1・2 級、療育手帳Ａ、精神障
害者手帳 1級など 

㉑配偶者控除 

納税義務者と生計を一にする配偶者（専従者又は他の人の扶
養親族を除く）の前年の合計所得金額が 48万円以下のとき。 
（注）納税義務者の前年の合計所得金額が 1,000 万円を超え
る場合は適用されません。 

8 ページ『※8配偶者控除額計
算表』参照 

㉒配偶者特別控除 

納税義務者と生計を一にする配偶者（専従者又は他の人の扶
養親族を除く）の前年の合計所得金額が 48万円超 133 万円以
下のとき。 
（注）納税義務者の前年の合計所得金額が 1,000 万円を超え
る場合は適用されません。 

8 ページ『※9配偶者特別控除
額計算表』参照 

㉓扶養控除 
納税義務者と生計を一にする配偶者以外の親族（専従者又は
他の人の扶養親族を除く）の前年の合計所得金額が 48 万円以
下のとき。 

9 ページ『※10 扶養控除額計
算表』参照 

㉔基礎控除 合計所得金額が 2,500 万円以下のとき。 
9 ページ『※11 基礎控除額一
覧』参照 

㉖雑損控除 

災害や盗難等により資産（生活に必要な資産に限る）に損害
を受けたとき。 
添付書類：市・消防署・警察署が発行した証明書、被災した

住宅家財等の損失額の計算書、災害関連支出の領
収書等 

下記のうちいずれか多い金額 
・損失額金額－保険金等で補
填される金額－（総所得金額
等×10％） 
・災害関連支出－保険金等で
補填される金額－5 万円 

（注）医療費や保険料等は、前年 1月 1日から 12月 31日までに支払った金額となります。 

 
（注）ひとり親（寡婦）や学生、障害者、扶養親族などは前年 12月 31日の現況によって判定します。判定の対象となる 

扶養親族等が前年中に死亡している場合は、その死亡時の現況によって判定します。 



7 / 9 

 

表１【令和 3年度以降の市民税・府民税の所得割及び均等割の非課税基準】 

要件など 所得要件 

寡婦控除・ひとり親控除を受ける者、または障害者（特別障害者を含

む）・未成年者（※）に該当する者で、前年の合計所得金額が 135万

円以下の場合は、所得割及び均等割を非課税とする。 

合計所得金額が 135万円以下 

均等割の非課税

限度額の合計所

得金額の要件 

同一生計配偶者または扶養親族を有しない場合 
32万円＋ 

10万円以下 

同一生計配偶者または扶養親族を有する場合 
32万円×（同一生計配偶者＋扶養親族

の数＋1）＋10万円＋19万円以下 

所得割の非課税

限度額の総所得

金額等の要件 

同一生計配偶者または扶養親族を有しない場合 
35万円＋ 

10万円以下 

同一生計配偶者または扶養親族を有する場合 
35万円×（同一生計配偶者＋扶養親族

の数＋1）＋10万円＋32万円以下 

※未成年者とは平成 14年 1月 3日以後生まれで婚姻歴のない方です。 

●総所得金額等とは 

次の①と②の合計額に、退職所得金額、山林所得金額を加算した金額です。（申告分離課税の所得がある場

合には、それらの所得金額（長[短]期譲渡所得については特別控除前の金額）の合計額を加算した金額で

す。） 

①事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の金額（損

益通算後の金額） 

②総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額（損益通算後の金額）の 2分の 1の金額 

ただし、次の損失の繰越控除を受けている場合は、その適用後の金額をいいます。 

（純損失や雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失、特定居住用財産の譲渡損失、上場株式等に

係る譲渡損失、 

特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失、先物取引の差金等決済に係る損失 

●合計所得金額とは 

 「総所得金額等とは」で掲げた損失の繰越控除適用前の各所得を合算したもののことをいいます。 

控除の種類 控除適用の要件や必要な書類等 控除額 

㉗医療費控除 

医療費を支払ったとき。 
添付書類：医療費控除の明細書、医療費通知の原本 

下記のうちいずれか多い金額（上
限 200万円） 
・支払金額－保険金等で補填され
る金額－（総所得金額等×5％） 
・支払金額－保険金等で補填され
る金額－10万円 

セルフメディケーション税制による特例 
健康の保持増進および疾病の予防として一定の取組みを
行い、スイッチ OTC医薬品の購入費を支払ったとき。 
添付書類：セルフメディケーション税制の明細書、一定の
取組みを行ったことを明らかにする書類 

支払金額－保険金等で補填され
る金額－12,000 円（上限 88,000
円） 
（注）この特例を受ける場合は、
上記の医療費控除を受けること
ができません。 
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※6 生命保険料控除額計算表 

旧制度契約 

一般生命保険料 ／ 個人年金保険料 

新制度契約 

一般生命保険料 ／ 個人年金保険料 ／ 介護医療保険料 

年間の支払保険料 控除額 年間の支払保険料 控除額 

15,001円以下 支払額全額 12,000円以下 支払額全額 

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

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

70,001円以上 35,000円 56,001円以上 28,000円 

【一般生命保険料と個人年金保険料について、旧制度契約と新制度契約がある場合】 

上表により、旧制度契約と新制度契約の控除額をそれぞれ算出した後、控除額を合計します。（上限 28,000 円） 

算出した旧制度契約と新制度契約の合計控除額よりも、旧制度契約のみで計算した控除額が大きくなる場合は、

旧制度契約のみで計算した控除額を適用することができます。（上限 35,000 円） 

生命保険料控除の控除上限額は 70,000 円です。 

 控除額 ＝ 一般生命保険料分 ＋ 個人年金保険料分 ＋ 介護医療保険料分 （上限 70,000円） 

※7 地震保険料控除額計算表 

地震保険料 旧長期損害保険料 

年間の支払保険料 控除額 年間の支払保険料 控除額 

50,000円以下 支払額÷2 5,000円以下 支払額全額 

50,001円以上 25,000円 5,001円～15,000円 支払額÷2＋2,500円 

 15,001円以上 10,000円 

地震保険料と旧長期損害保険料の両方がある場合、上表により、それぞれ控除額を算出して合計します。上限は

25,000円です。 

また、一つの契約内で、地震保険と旧長期損害保険の両方の契約区分に該当する場合は、いずれか一方の契約区

分にのみ該当するものとして、控除額を計算します。 

※8 配偶者控除額計算表 

 
900万円以下 

900万円超 

950万円以下 

950万円超 

1,000万円以下 

一般 33万円 22万円 11万円 

老人（S27.1.1以前生） 38万円 26万円 13万円 

※9 配偶者特別控除額計算表 

 
900万円以下 

900万円超 

950万円以下 

950万円超 

1,000万円以下 

48万円超～100万円以下 33万円 22万円 
11万円 

100万円超～105万円以下 31万円 21万円 

105万円超～110万円以下 26万円 18万円 9万円 

110万円超～115万円以下 21万円 14万円 7万円 

115万円超～120万円以下 16万円 11万円 6万円 

120万円超～125万円以下 11万円 8万円 4万円 

125万円超～130万円以下 6万円 4万円 2万円 

130万円超～133万円以下 3万円 2万円 1万円 

納税義務者の合計所得金額 

配偶者の区分 

納税義務者の合計所得金額 

配偶者の合計所得金額 
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※10 扶養控除額計算表 

被扶養者の区分 該当する生年月日 控除額 

年少 平成 18年 1月 2日以降生 0円 

一般 
平成 15年 1月 2日～平成 18年 1月 1日生 

昭和 27年 1月 2日～平成 11年 1月 1日生 
33万円 

特定 平成 11年 1月 2日～平成 15年 1月 1日生 45万円 

老人 昭和 27年 1月 1日以前生 38万円 

同居老親 
昭和 27年 1月 1日以前生 

（同居を常況としている直径尊属の扶養に限ります。） 
45万円 

※11 基礎控除額一覧 

合計所得金額 基礎控除額 

2,400万円以下 43万円 

2,400万円超～2,450万円以下 29万円 

2,450万円超～2,500万円以下 15万円 

2,500万円超 適用なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）公的年金等に係る雑所得金額が 1,000万円を超える方や、公的年金等に係る雑所得金額と給与所得金額が

両方ある方でその合計金額が 10 万円を超える方、給与収入金額が 850 万円を超えており一定の要件を満

たす方は、所得の計算が一部異なります。詳しくは課税課市民税係までお問い合わせください。 

 

● 市民税・府民税の計算方法概算 ● 

所
得
金
額 

所
得
控
除 

課
税
所
得
金
額 

②  

税
率 

算
出
所
得
割
額 

府
民
税
額 

市
民
税
額 

① 

均
等
割
額 

所
得
割
額 

④ 

税
額
控
除
等 

③ 

調
整
控
除 

－ ＝ × ＝ － － ＝ ＋ ＝ 

①均等割額 

市民税 3,500円 

府民税 1,800円 

 

※東日本大震災からの復興の財源とす
るため、市民税 500円、府民税 500円が
含まれ、森林環境税として府民税 300円
が含まれています。 

②税率 

市民税 ６％ 

府民税 ４％ 

 

※分離課税にかかる所得につ
いては地方税法に定める税率
を適用します。 

③調整控除 

合計課税所得金額が 200万円以下の方 合計課税所得金額が 200万円超の方 

次の（ａ）と（ｂ）のいずれか少ない額の 5％ 
（市民税 3％、府民税 2％） 

（ａ）所得税との人的控除の差の合計額 
（ｂ）合計課税所得金額 

次の（ｃ）から（ｄ）を控除した額（5万円を下回る場合は 5万円）の 5％ 
（市民税 3％、府民税 2％） 

（ｃ）所得税との人的控除額の差の合計額 
（ｄ）合計課税所得金額－200万円 

 ④税額控除等 

配当控除、住宅借入金等特別税額控除、寄附金税額控除、外国税額控除、配当割額控除、株式等譲渡所得割額控除を
含みます。 

※※ 市民税・府民税の非課税基準については、7 ページを参照してください。 ※※ 

 


