
申告期間：２月17日㈪〜３月16日㈪
○ 税の申告は、１年の所得の総決算です。申告義務のある人や所得税が還付さ

れる人は、早めに提出書類などを揃えて、期間内に申告を済ませてください。

○ 市税務課では、令和２年度市県民税申告と令和元年（平成31年）分所得税お

よび復興特別所得税に係る確定申告の相談を実施します。

○ 申告期間中は、市税務課窓口での申告相談は受け付けませんのでご注意くだ

さい。ただし、作成済みの申告書の提出は受け付けます。

所得税の申告

草津税務署からのお知らせ

はじまります

◆確定申告は、「自書申告」で提出を
　申告期間中は、税務署や市の相談会場は大変混雑し

ます。税務署では、納税者自身が確定申告書を作成す

る「自書申告」を勧めています。

　所得税および復興特別所得税の確定申告書の作成の

際は、「復興特別所得税額」欄の記載漏れにご注意く

ださい。

　国税庁ホームページ（ http://www.nta.go.jp/ ）で、

画面に従って入力すると確定申告書が作成でき、印刷

したものを提出（＝郵送可）することができます。各

種用紙も入手できますので、ぜひご利用ください。

　また、電子申告を利用すると自宅からインターネッ

トを通じて申告することもできます。ただし、申告書

を税務署へ送信する場合は、事前に届出が必要です。

　 所得税の還付申告は、２月17日㈪以前でも、草津税

務署で申告できます。

◆ 日曜日の申告・相談について

　 大津・草津税務署の合同申告作成会場を開設しま

す。会場専用の駐車場はありませんので、公共交通

機関をご利用ください。

　◎開設日：２月24日（振休）、３月１日㈰

　◎開設場所： 大津税務署

　　　　　　（草津税務署では会場を設けていません。）

　◎相談受付時間：午後４時まで

◆ ２月３日㈪～３月16日㈪の間、税務署の駐車場は利

用できませんので、できるだけ公共交通機関をご利

用ください。

◆ 下記の日程で確定申告の相談受付を行いますので、

どうぞご利用ください。

公的年金等受給者および給与所得者の還付申告

２月４日㈫
午前９時30分～正午、
午後１時～３時30分

コミセンきたの
（大ホール）

税理士による無料相談

２月20日㈭
午前９時30分～正午、
午後１時～３時30分

野洲市商工会
１階会議室

（北部合同庁舎内）

※正午～午後１時は、受け付けを休止します。
※ 譲渡所得や贈与税、相続税の申告をする人は利用でき

ません。

問い合わせ…草津税務署　個人課税部門（〒525－8510草

津市大路２－３－45）☎562－1315（代表・自動音声案内）

◆次の人は、税務署で確定申告を

◦住宅借入金等特別控除（１年目）を受ける

◦過年度（令和元年分以外）の確定申告をする

◦不動産、株式や先物などの譲渡所得がある

◦配当・株式譲渡の損益通算をする

◦青色申告をする

◦亡くなった人の申告をする

◦外国税額控除を受ける

◦損失の申告をする

◦分離の申告をする

◦令和２年１月１日現在、野洲市に住民登録がない

◦消費税、相続税や贈与税の申告をする

◦雑損控除を受ける

上記に当てはまる人は、市の会場では申告できません。

その他、相談内容が複雑なものは、税務署での申告を

お願いします。

市県民税申告・確定申告
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市県民税申告・確定申告

市主催の申告相談日程

★ 午前中に受け付けした場合でも、混雑状況により午後からの相談となる場合があ

ります。

★ 上記日程に合わない場合や、所得税の確定申告対象者で早めに申告する場合は、

草津税務署で申告してください。

　※郵送・インターネットでの提出もできます。

相談時間：午前の部／８時30分～12時、午後の部／１時～３時

受付時間：午前８時30分～午後３時
申告会場図

北部合同庁舎

JA

市役所

指　定　対　象　地　域 場　　所

2月17日㈪ 小堤、高木、小南
コミセンしのはら

（大ホール）2月18日㈫
大篠原（出町・成橋・街道・東町・西町）、

入町、長島、篠原駅前

2月19日㈬ 野田、五条、安治、堤 コミセンひょうず

（大ホール）2月20日㈭ 須原、下堤、井口、六条、吉川、菖蒲

2月21日㈮ 吉地、比留田

コミセンなかさと

（大ホール）
2月25日㈫ 小比江、北比江、乙窪、錦の里、西河原、八夫

2月26日㈬ 比江、木部、虫生

2月27日㈭
中北、北、上屋、新上屋、辻町、野洲の里、

見星寺オレンジタウン、冨波東
コミセンぎおう

（大ホール）2月28日㈮ 江部、冨波甲、冨波松陽台

3月2日㈪ 上町、下町、冨波野、冨波乙

3月3日㈫
万葉台、小篠原東部、小篠原西部第一・第二、

桜生

野洲文化小劇場3月4日㈬
四ツ家、大畑、駅前東、和田、青葉台、レオ、

レックス、グラン・ブルー、エスリード野洲第二

3月5日㈭
野洲（西町第１・第２・中町・東町）、

行畑（行合・古里・新中畑・中畑）、駅前

3月6日㈮ 近江富士第一区～第七区

コミセンみかみ

（大ホール）
3月9日㈪

三上（山出・東林寺･前田・小中小路・

大中小路）

3月10日㈫ 七間場、妙光寺、北桜、南櫻

3月11日㈬
市三宅、竹生、五之里、アルティプラザ野洲、

ヴィルヌーブ野洲、デイタウン野洲、竹ヶ丘

コミセンきたの

（大ホール）

3月12日㈭
駅前北、久野部、久野部東、冨波湖州平、

第二湖洲平、富士美台、野洲平

3月13日㈮
五反田、山田、縄手、樋ノ尻、稲辻、冨波南、

みすいでん

3月16日㈪ 市内全域
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申告書の提出が必要な人

問い合わせ…税務課
☎ 587 － 6040、FAX587 － 2439

　☆ 医療費控除を申告する人は、令和元年（平成31年）
中に支払った医療費に係る明細書

　☆ 支払った医療費に対して、健康保険・生命保険な
どからの補てん金がある場合は、その金額が分か
る書類

　☆ おむつ購入費について、医療費控除を受ける場合
は、おむつ使用証明書

　※ 申告相談前までに支払医療費等の合計金額をあら

かじめ計算し、明細書を作成しておいてください。
⑧障害者手帳、療育手帳等
　☆ 障害者控除を申告する人は、身体障害者手帳、精

神障害者保険福祉手帳、療育手帳や市が発行する
障害者控除対象者認定書等

⑨各種領収証書、支払証明書等
　☆ 生命保険や地震保険等については、支払額控除証

明書
　☆ 国民年金保険料、国民健康保険税、後期高齢者医

療保険料等は、領収証書または支払証明書
　☆ 寄附金控除を受ける人は、寄附先から発行される

寄附金受領証明書（領収書）

　※ 国民年金保険料について、社会保険料控除を受
けるには、日本年金機構が発行する「社会保険料

（国民年金保険料）控除証明書」か「領収証書」の
添付または提示が必要です。

　 　 なお、２年分の国民年金保険料を前納することが
できることから、納めた年に全額控除を行うか、
各年分の保険料に相当する額を各年において控除
する方法が選択できます。

　 　 　市役所では、証明書の発行および支払金額の確
認はできませんのでご注意ください。

　★控除証明書の再発行等…
　　日本年金機構ねんきん加入者ダイヤル
　　　☎0570－003－004（050から始まる電話の人は、
　　　☎03－6630－2525へおかけください。）
⑩ 所得税の還付申告をする人は、振込口座がわかるも

の（本人名義に限る）
　☆ 所得税を納める場合で口座振替を希望する人は、

同口座の届出印が併せて必要です。

　フローチャートに沿って、申告書の提出の必要があるかどうか確認してください。

医療費控除や寄附
金税額控除、源泉
徴収票に記載のな
い生命保険料控除
や社会保険料控除
を受けますか？

所得税の確定申告をしますか？

確定申告が必要な人は…
◎営業・農業・不動産・譲渡・雑所得などがある人
◎給与所得者で次の①～④に当てはまる人
　①給与収入が2,000万円を超えている。
　②２カ所以上から給与の支払いを受けている。
　③ 年の途中で退職した等により、年末調整ができ

ていない。
　④ 年末調整をした給与所得や退職所得などの他

に、農業所得や地代・家賃収入などの所得があ
り、その所得金額の合計が20万円以上ある。

◎ 生命保険料控除、医療費控除などの所得控除を追
加し、所得税の還付を受ける人

次のいずれかに当てはまりますか？（１つでも当てはまれば「はい」へ）
◦ 国民健康保険に加入している人または加入者のいる世帯主
◦ 後期高齢者医療保険に加入している人または加入者のいる世帯主
◦ 国民年金保険料の免除を希望する人または希望者の配偶者、世帯主
◦ 昭和30年４月１日以前に生まれた人（介護保険料算定のため）
◦ 介護認定を受けている40～64歳の人
◦ 児童扶養手当の受給資格がある人
◦ 障がい福祉サービスを利用する人
◦ 税の証明書（所得証明書、課税証明書など）が必要な人
◦ 市外に住所がある親族に扶養されている人
◦ 誰にも扶養されていない人

市県民税申告は
必要ありません

市県民税申告は
必要ありません

市県民税申告が
必要です

令和２年１月１日現在、野洲市に住
所がありましたか？
（令和２年１月２日以降に野洲市外
　に転出された人も含みます。）

令和元年（平成31年）中に
収入がありましたか？

市内に住所がある人の同一
生計配偶者、扶養控除（年
少含む）の対象ですか？

スタート

は い いいえ

は い いいえ

は い いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

は い

は い

は い

令和２年１月１日居住
の市区町村へ申告の要
否を確認ください
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市県民税申告・確定申告

◆ 税務署からのお知らせ
　平成29年分の確定申告から、申告書等用紙に代えて

「確定申告のお知らせ」（※）が送付されることとなりました。

（※） 「確定申告のお知らせ」とは、確定申告の受付期間
や納期限、予定納税額など確定申告書の作成に必
要な情報を記載しているハガキまたは通知書のこと
です。

◆ 市県民税（個人住民税）は６月に決定します
　確定申告書、市県民税申告書や給与支払報告書など
をもとに、市県民税（個人住民税）の税額を決定し、
通知します（非課税の場合は除く）。
　令和２年度（令和元年（平成31年）分）における
所得（課税）証明書は、６月以降の発行になります。

◆ 市の申告相談に来られる場合は、スムーズ
な進行のためご協力をお願いします　　

◎ 申告相談は、どの会場でもできますが、混雑や待ち時
間の短縮のため、指定対象地域での来場にご協力くだ
さい。

◎ できるだけ申告者本人がお越しください。代理人が来
られる場合は、申告内容を事前によく確認しておいて
ください。

◎ 筆記用具、電卓等はできるだけ各自で持参ください。

◆ 市県民税（個人住民税）の主な制度改正
●ふるさと納税制度の見直し

　ふるさと納税の対象となる地方団体は、総務大臣が一定の基準に基づき指定します。指定対象外の地方団体に対して

令和元年６月１日以降に支払った寄附金は、ふるさと納税の対象から外れます。対象外の寄附金については、所得税の

所得控除および住民税の基本控除分のみ適用されます。

◦ 年収500万円の給与所得者（全額給与・扶養なし・所得税率10％の場合）が20,000円のふるさと納税をした場合

《通常のふるさと納税のイメージ》

◎ 会場でお渡しする申告書、収支内訳書等の控えは再発
行できませんので、大切に保管してください。

◎ 確定申告書に税務署の受付印が必要となる人は、草津
税務署で申告するか、返信用封筒（切手貼付、必要事
項記入）を同封し、草津税務署へ郵送してください。

◆ 申告に必要な主な書類
①市県民税申告書
　☆ 事前に送付されている人は持参してください。ま

た、お持ちでない場合は、申告会場にも備え付け
ています。

②「確定申告のお知らせ」ハガキ
　☆ 草津税務署から送付されている人は持参してくだ

さい。
③印鑑（認め印可）
④ マイナンバーがわかるもの（マイナンバーカードや

通知カードなど）と本人確認ができるもの（運転免
許証など）

⑤源泉徴収票や支払調書
⑥収支内訳書
　☆ 営業所得、農業所得、不動産所得等がある人は、

収入や必要経費などを各自で集計し、必ず事前に
記入しておいてください。

⑦ 「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」、おむつ使用証明書等

※計算イメージのため、実際の控除額の計算が異なる場合もあります。

●住宅借入金等特別税額控除の改正

　令和元年10月１日～令和２年12月31日の間に居住の用に供した場合、住宅借入金等特別控除の適用年数が現行の10年

から13年に延長されます。

　消費税10％が適用される住宅取得等をして、令和元年10月～令和２年12月31日の間に住宅へ入居した人

　延長された控除期間（11年目～13年目）は、「建物購入価格の２％の３分の１」と「年末時点の住宅ローン残高の１％」

のいずれか少ないほうの金額を控除されます。

　所得税から控除しきれなかった住宅借入金等特別控除の額を、改正前の制度と同じ控除限度額（所得税の課税総所

得金額等の７％（最高136,500円））の範囲で、翌年度分の個人住民税から控除します。

《令和元年６月１日以降に指定対象外の地方団体に寄附をした場合のイメージ》

対　象

所得税の改正内容

住民税の改正内容

適用下限額
（2,000円）

住民税　特例控除分
（14,363円）

住民税　基本控除分
（1,800円）

所得税での控除分
（1,837円）

控除対象外 控除対象

寄附金支払額（20,000円）

適用下限額
（2,000円）

住民税　特例控除分
（14,363円）

住民税　基本控除分
（1,800円）

所得税での控除分
（1,837円）

控除対象外 控除対象

寄附金支払額（20,000円）
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