
新型コロナウイルス感染予防対策実施により、 

確定申告会場での受付方針が変わります！！ 
昨今の情勢を受け、新型コロナウイルス感染予防対策を強化して確定申告・住民税申告の受付を行います。 

 

《感染予防対策に係る注意事項》 

◆受付番号札ごとに受付時間を区切り、会場及び待合室内の人数制限を行います。人数制限を行うため、受

付会場内でお待ちいただくことはできません。待合室をご利用ください。 

また、お待ちいただく際は、待合スペースに限りがございますので、ご自宅や自家用車でお待ちいただく

など、３密回避にご協力お願いします。 

◆３密防止策として、受付の上限人数を午前の部で80人・午後の部で100人とさせていただきます。受付の

上限人数を超えた場合は受付できませんので、時間に余裕をもってお越しください。（会場規模の関係上、

農民研修センターに限り、午前の部で60人・午後の部で80人とさせていただきます。） 

◆会場内でのマスク着用、入場時の消毒・検温にご協力お願いします。発熱やかぜ症状等のある方は、入場

をお断りすることがございますので、あらかじめご了承ください。 

◆昨今の感染状況に鑑み、北海道・国の指針に基づき申告会場そのものを中止にする場合もありますので、

ご了承ください。 

◆「新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）」の登録についてご協力お願いします。 

◆新型コロナウイルス感染予防対策を実施して運営させていただきますが、ご自身で確定申告書の作成及び

提出が可能な方は、申告書自作のご協力をお願いいたします。 

 

 

《パソコンやスマートフォンを使って申告書を作成する方法》 

確定申告書は国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で簡単に作成することができます。作

成した申告書は、印刷して郵送またはe-Taxでデータ送信により提出することができます。新型コロナウイ

ルス感染予防対策として是非この機会にご利用ください。 

 

《e-Taxで申告書をデータ送信する方法》 

◆マイナンバーカードをお持ちの方 

マイナンバーカードとICカードリーダーを利用して、マイナポータルまたはe-Taxホームページからログ

インすると、e-Taxの利用を開始し、作成した申告書などのデータを送信できます。また、ICカードリーダ

ー対応スマートフォンをお持ちの方は、スマートフォンからe-Taxによるデータ送信ができます。 

◆マイナンバーカードをお持ちでない方 

税務署で本人確認を行い発行される「ID・パスワード方式の完了通知」に記載されたID・パスワードで国

税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」からe-Taxによるデータ送信ができます。 

手続等の詳しい内容は、国税庁ホームページをご覧いただくか税務署にお問い合わせください。 

 

令和２年分 確定申告・住民税申告の受付方法・日程（北広島市） 



◆新型コロナウイルス感染予防対策として、受付番号札ごとに受付時間を区切らせていただきます。 

例）受付番号札イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★★待合室を利用される方へ★★ 

 各施設には待合室を用意しております。待合室を利用される方は、待合室内でのマスク着用等、新型コロ

ナウイルス感染予防対策のご協力をお願いいたします。また、待合室での収容人数に限りがございますので、

受付まで時間があり、会場近くにお住まいの方は、ご自宅や自家用車で待ちいただくようご協力お願いいた

します。 

★★ご自宅でお待ちいただく方へ★★ 

 取得した受付番号札の受付時間までに、会場にお戻りください。受付時間になりましたら、番号順にご案

内いたします。なお、受付番号札は受付までなくさずにお持ちください。 

 

《ご自身で作成された方へ》 

◆提出のみを希望される方 

 ご自身で申告書を作成し、提出のみを希望される方は会場入口の職員にお声かけ下さい。職員に申告書を

提出し終了となります。ただし、確定申告書控えに受付印の押印はできませんので、ご了承ください。確定

申告書控えに収受印の押印を希望される方は、返信用封筒に宛先と切手を貼り同封願います。後日札幌南税

務署より返信されます。 

 

◆ご自身で作成した申告書のチェックを希望される方 

 受付番号札を取得し、待合室またはご自宅等でお待ちください。時間になりましたら、順番にご案内いた

します。 

 

《過去の年分の申告書を提出される方へ》 

 申告により遡れる期間は所得税と介護保険料・後期高齢者医療保険料でそれぞれ異なります。詳しくは下

記担当へお問い合わせください。 

＜お問い合わせ先＞ 

★所得税・・・税務課市民税担当（内線3704） 

★介護保険料・・・高齢者支援課認定保険料担当（内線2175） 

★後期高齢者医療保険料・・・保険年金課後期高齢者医療保険担当（内線2103） 

受付会場内での密を回避するため、受付時

間に記載された時間から番号順にご案内い

たします。 

※当日の申告状況によっては、受付時間が

多少前後する場合がありますので、ご了承

ください。 

 

受付時間になるまでは、待合室・ご自宅・

自家用車等でお待ちいただくようご協力お

願いいたします。また、一度ご帰宅される

際は、入口の職員にお声かけ下さい。 



※A（市役所）  ➡ 午前の部が9：00～11：30、午後の部が13：00～16：00 

B（市役所以外）➡ 午前の部が9：30～11：30、午後の部が13：00～16：00 

※午前・午後それぞれの時間内で、時間を区切って受付の人数制限を行います。取得した受付番号札に

記載された時間までに、会場内の待合室にお戻りください。担当職員が順番にご案内します。 

また、当日の申告状況によっては、受付時間が多少前後する場合がありますので、ご了承ください。 

 

《受付内容に関する注意事項》 
◆市職員が確定申告書の作成支援を行うため、簡易な内容の申告に限ります。 

◆市の申告会場では、市内にお住まいの方（申告日時点）が対象となります。 

◆市の申告会場では、土地・建物・株式等の譲渡所得や山林所得の確定申告、贈与税・相続税の申告は受け

付けできません。相談・申告作成等につきましては、札幌南税務署へお問合わせください。 

◆営業等の事業所得や不動産所得がある場合は、事前に収支内訳書・青色申告決算書を作成してきてくださ

い。申告会場では、収支内訳書・青色申告決算書の作成支援は行いません。 

◆完成されている申告書については、申告会場に行かなくても市役所税務課窓口に提出できます。ただし、 

提出のみとなりますので、その場で申告内容の確認・相談は一切行いません。 

◆２月５日～３月１５日の期間中は、初年度の住宅借入金等特別控除や雑損控除の申告は受け付けできませ

ん。 

 

 
 
 

日程 申告会場 受付時間※ 申告受付人数 

１月２１日（木）        

～ 

２月 ２日（火） 

初年度の住宅借入金等特別控除 

および雑損控除の申告受付 

※【予約制】別紙をご覧ください。 

  

２月 ５日（金） 

８日（月） 

９日（火） 

  １０日（水） 

  １２日（金） 

  １５日（月） 

  １６日（火） 

市役所 
（１階 多目的室） 

A 

 
 
 
 
 
 
 
 

午前の部 ８０人 
 

 
午後の部 １００人 

 
 
※当日の申告状況によっ
て受付時間が前後する
場合があります。 

 
3月5日 農民研修センターのみ 

午前の部  60人 

午後の部  80人 

  １７日（水） 

  １８日（木） 

  １９日（金） 

北広島団地住民センター 
（１階 ファミリーホール） 

※上履きをご用意ください。 
B 

  ２２日（月） 市役所（１階 多目的室） A 
  ２４日（水） 

  ２５日（木） 

  ２６日（金） 

大曲会館 
（２階 大集会室） 

B 

３月 １日（月） 

   ２日（火） 

市役所 

（１階 多目的室） 
A 

３日（水） 

４日（木） 

西の里会館 
（１階 集会室） 

B 

   ５日（金） 農民研修センター（２階 研修室２） B 
８日（月） 

   ９日（火） 

  １０日（水） 

市役所 
（１階 多目的室） 

A 

１１日（木） 

  １２日（金） 

ふれあい学習センター〈夢プラザ〉     

（１階 多目的ホール） 
B 

  １５日（月） 市役所（１階 多目的室） A 

住宅借入金等特別控除を受けられる方は別紙をご覧ください！ 



《申告に必要な書類》※主なものを示しています。 

各種控除など 必要な書類など 

収入確認のため ○給与・年金の源泉徴収票原本や収支内訳書、個人年金の支払調書等 

社会保険料控除 

○国民健康保険税･後期高齢者医療保険料・介護保険料・国民年金保険料等の控除

証明書や領収書 令和２年中に支払ったものが対象です。 

※源泉徴収票に記載のある社会保険料については証明書不要です。 

生命保険料控除 ○生命保険料控除証明書 令和２年分 

地震保険料控除 ○地震保険料控除証明書 令和２年分 

配偶者控除 

配偶者特別控除 

○配偶者の令和２年中の収入金額を確認する場合がございますので、可能な限り配

偶者の源泉徴収票等を持参してきてください。 

障害者控除 

○身体障害者手帳、療育手帳等 

○障害者控除対象者認定書（「要介護認定者」のうち、障害者控除の対象となる方

の認定書で、申請に基づき市の福祉課が発行します。） 

※要介護認定を受けていても、障害者控除対象者認定書を発行していない場合は、

障害者控除は受けられません。 

医療費控除 

○医療費控除の明細書 

※平成29年分の申告から、医療費の領収書の代わりに『医療費控除の明細書』の添

付が必要となりました。（医療費の領収書は申告の際の提出は不要ですが、自宅

で5年間の保管義務がありますのでご注意ください。） 

 

 令和２年分の申告から、『医療費控除の明細書』の添付がない場合、医療費控除

の適用ができませんのでご注意ください。 

 

寄附金控除 ○寄附した先からの領収書等（申告者本人が寄附したものに限る） 

住宅借入金等特別控除 ○別紙をご覧ください。 

雑損控除 ○別紙をご覧ください。 

マイナンバーの記載 

○申告者のマイナンバーと本人確認書類（写真付きマイナンバーカード又はマイナ

ンバー通知カード及び運転免許証など）の写しと、扶養親族のマイナンバーが確

認できる書類 

税金が還付になる方 ○銀行などの口座情報（申告者本人名義）が分かるもの 

その他必要なもの ○印鑑（認印で可。シャチハタ等の浸透印は不可） 

 

《令和３年度からの税制改正について》 
◆令和 2 年分の申告から、給与所得控除・公的年金等控除・基礎控除が改正により変更となります。 

◆ひとり親控除が新たに創設され、寡婦控除が改正により変更となります。 

◆詳細については、別紙『令和３年度からの税制改正について』をご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《札幌南税務署のお知らせ》 

◇会場：札幌南税務署（札幌市豊平区月寒東1条5丁目3-4 電話（011）555-3900） 

（地下鉄東豊線月寒中央駅1番出口から徒歩7分） 

◇期間：令和３年2月16日(火)～3月15日(月) 受付時間は9：00～16：00です。 

※土日祝日は原則閉鎖しますが、2 月 21 日（日）と 2 月 28 日（日）は開場します。 

《このリーフレットに関するお問合せ先》 

 北広島市役所 税務課市民税担当 電話 011-372-3311 （内線 3703・3704） 

《確定申告に関するお問合せ先》 

 札幌南税務署 電話 011-555-3900 



 

 

 

令和２年中に、住宅ローン等を利用して住宅を新築した方や中古住宅を購入した方、大規

模な増改築をされた方など、住宅借入金等特別控除の確定申告をする方のみ対象に、令和

３年１月２１日（木）から２月２日（火）までの期間に限り、事前予約制で受け付けいた

します。 

 ※住宅借入金等特別控除の確定申告は、必ず市役所で申告しなくてはいけないわけではありませ 

ん。札幌南税務署でも申告できます。 

 

予約受付期間 ： 令和３年１月５日（火）から１月１４日（木） 

         平日の８：４５から１７：１５まで  

上記期間内に税務課市民税担当までお電話でご予約ください 

  申告作成期間 ： 令和３年１月２１日（木）から２月２日（火）まで 

         ※土・日曜を除く 

 

《注意事項》  

◆既に住宅借入金等特別控除を申告済みで税務署から関係書類が届いている方などは、２

月５日から３月１５日の通常の申告受付期間中に申告してください。 

また、令和元年以前に住宅を購入・増改築された方の遡っての申告は受付できません。

札幌南税務署での申告となります。 

◆事前予約制となるため、必ず予約受付期間中にお電話で予約してください。 

◆２月５日から３月１５日の通常の申告受付期間中には受け付けません。 

◆土地・建物・株式等の譲渡所得や山林所得がある方の申告は受け付けできません。 

◆市職員が確定申告書の作成支援を行うため、簡易な内容の申告に限ります。複雑な申告

の場合は税務署にご案内する場合もありますのでご承知おきください。 

◆事前予約制の申告受付会場は、市役所３階税務課です。 

 

 

 

 

《このリーフレットに関するお問合せ先・予約先》 

北広島市役所 税務課市民税担当 

              電話 ０１１－３７２－３３１１（内線３７０３・３７０４） 

 

《確定申告に関するお問合せ先》 

札幌南税務署 

電話 ０１１－５５５－３９００ 

 

住宅借入金等特別控除を申告される方へ 

 



《申告に必要な書類》 

住宅借入金等特別控除の申告は、通常の確定申告に必要な源泉徴収票など（※）に加えて、

以下の書類が必要となります。 

※『令和２年分 確定申告・住民税申告の受付日程（北広島市）』の４ページにある、《申告に必

要な書類》をご覧ください。 

 

住宅借入金等特別控除を受けるための必要書類（下記に示す書類）  

必要書類 
書類の 
請求先 

新築 建売 中古 増改築 

売買契約書 
（家屋・土地の金額がわかるもの） 

不動産 
業者等 

○ ○ ○  

工事請負契約書 工事業者等 ○   ○ 

登記事項証明書（土地も購入した場合は土地
の分も）（増改築は工事完了以降交付のもの） 

法務局 ○ ○ ○ ○ 

住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書
（土地も購入した場合は土地の分も） 

金融機関 ○ ○ ○ ○ 

住宅購入に係る助成金を受け取った場合助成
金額がわかるもの（交付決定通知等） 
※助成金：北広島市子育て世代マイホーム購
入サポート、すまい給付金、住宅エコポイン
ト等 

交付機関 ○ ○ ○ ○ 

耐震基準適合証明書又は既存住宅売買瑕疵担
保責任保険が締結されていることを証する書
類など 
※建築されてから20年（耐火は25年）以上の
物件の場合 

建築士   ○  

増改築等工事証明書 建築士    

いず 
れか 
一つ 

建築確認済証の写し 市町村    

検査済証の写し 
道・指定確認 
検査機関 

   

【認定長期優良住宅該当の場合】 
長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し
と住宅用家屋証明書の写し又は認定長期優良
住宅建築証明書 

市町村又は 
振興局等 

○ 

   

   

【認定低炭素住宅該当の場合】 
低炭素建築物新築等計画の認定通知書の写し
と住宅用家屋証明書の写し又は認定低炭素住
宅建築証明書 

市町村又は 
振興局等 

○ 

   

   

 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

お問合せ先 

北広島市役所 税務課市民税担当 

                    電話 ０１１－３７２－３３１１ 

                         （内線３７０３・３７０４） 

 

確定申告・住民税申告に必要な申告書用紙・手引き等については、 

年明け 4 日から市役所（３階税務課）・各出張所・団地住民センター

連絡所・エルフィンパークの窓口にて配布いたします。 

 

 ※市役所・各出張所・団地住民センター連絡所は、土日・祝日には市職員が 

いないため、開館している場合でも用紙の配布は行いません。平日のみの 

配布となりますのでご注意ください。 

 

 

【主な配布物】 

★確定申告書用紙      ★確定申告の手引き  

★住民税申告書用紙     ★住民税申告の手引き 

★添付書類台紙       ★医療費控除の明細書  

 

 ※申告書用紙等の郵送はいたしません。 

 ※【主な配布物】以外の申告に必要な書類も準備していますが、在庫が少ない

場合や配布場所によって置いていない場合もありますので、事前に市役所ま

でお問合せください。 

申告書用紙等の配布について 

 





 

 

 

令和２年分申告から適用となる税制改正により、各種所得控除や寡婦控除等について大きく変更と

なりました。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
【1-1 給与所得控除の改正について】 
●給与所得控除を 10万円引き下げ 

●控除額の上限が適用される給与等の収入額を 1,000万円から 850万円に、上限額を 220 

万円から 195万円に引き下げ 

収入金額 所得金額 

 ～ 550,999円 0円  

551,000円 ～ 1,618,999円 収入金額－550,000円  

1,619,000円 ～ 1,619,999円 1,069,000円  

1,620,000円 ～ 1,621,999円 1,070,000円  

1,622,000円 ～ 1,623,999円 1,072,000円  

1,624,000円 ～ 1,627,999円 1,074,000円  

1,628,000円 ～ 1,799,999円 
収入金額÷4 

（千円未満端数切捨） 

,000円…① 

①×2.4+100,000円 

1,800,000円 ～ 3,599,999円 ①×2.8－80,000円 

3,600,000円 ～ 6,599,999円 ①×3.2－440,000円 

6,600,000円 ～ 8,499,999円 収入金額×0.9－1,100,000円 

8,500,000円 ～  収入金額－1,950,000円 

★給与等の収入金額が 850万円を超える者で、次の(1)～(2)のいずれかに要件を満たす場合は、 

下記の所得金額調整控除を給与所得の金額から差し引く 

(1)本人が特別障害者に該当または特別障害者である同一生計配偶者・扶養親族を有する 

(2)22歳以下の扶養親族を有する 

◆所得金額調整控除 ＝（給与等の収入金額※ ― 850万円）× 10％ 

※給与等の収入金額が 1,000万円を超える場合、計算上使用する給与等の収入金額は 1,000万円。 

令和３年度からの税制改正について 

 

1 給与所得控除及び公的年金等控除の改正・所得金額調整控除の創設 

2 基礎控除の改正 

3 寡婦控除の改正・ひとり親控除の創設 

4 扶養控除等の所得金額要件の見直し 

 

※基礎控除・寡婦控除・ひとり親控除は、所得税と住民税で控除額が異なります。 

※収入金額と所得金額は違います。収入の種類によって所得金額の計算方法が異なりま

すので、ご注意ください。 



【1-2 公的年金等控除の改正について】 
●公的年金等控除を 10万円引き下げ 

●公的年金等の収入金額が 1,000万円以上の控除額に 195.5万円の上限を設定 

●公的年金等以外の所得金額が 1,000万円を超える場合には控除額を引き下げ 

★給与所得及び公的年金雑所得があり、その合計額が 10 万円を超える場合、所得金額の計算の際に、

所得調整控除として給与所得の計算から差し引く 

◆所得金額調整控除 ＝ (給与所得 + 公的年金等雑所得) ― 10万円 

※給与所得及び公的年金雑所得が 10万円を超える場合は 10万円とする。 

 
 
【2 基礎控除の改正について】 
●基礎控除 10万円の引き上げ 

●合計所得金額が 2,400万円超の場合は 3段階で逓減し、2,500万円を超える場合は適用外 

納税者本人の合計所得金額 控除額（所得税） 控除額（住民税） 

2,400万円以下 48万円 43万円 

2,400万円超 2,450万円以下 32万円 29万円 

2,450万円超 2,500万円以下 16万円 15万円 

2,500万円超 0円 0円 

 
 
 
 

 

年齢 

 

収入金額 

公的年金等雑所得の金額 

公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額 

1,000 万円以下 
1,000 万円超 

2,000 万円以下 
2,000 万円超 

65歳未満 

(S31.1.2～) 

 

1,300,000円未満 収入金額-600,000円 収入金額-500,000円 収入金額-400,000円 

1,300,000円から 

4,099,999円 
収入金額×0.75-275,000円 収入金額×0.75-175,000円 収入金額×0.75-75,000円 

4,100,000円から 

7,699,999円 
収入金額×0.85-685,000円 収入金額×0.85-585,000円 収入金額×0.85-485,000円 

7,700,000円から 

9,999,999円 
収入金額×0.95-1,455,000円 収入金額×0.95-1,355,000円 収入金額×0.95-1,255,000円 

10,000,000円以上 収入金額-1,955,000円 収入金額-1,855,000円 収入金額-1,755,000円 

65歳以上 

(～S31.1.1) 

3,300,000円未満 収入金額-1,100,000円 収入金額-1,000,000円 収入金額-900,000円 

3,300,000円から 

4,099,999円 
収入金額×0.75-275,000円 収入金額×0.75-175,000円 収入金額×0.75-75,000円 

4,100,000円から 

7,699,999円 
収入金額×0.85-685,000円 収入金額×0.85-585,000円 収入金額×0.85-485,000円 

7,700,000円から 

9,999,999円 
収入金額×0.95-1,455,000円 収入金額×0.95-1,355,000円 収入金額×0.95-1,255,000円 

10,000,000円以上 収入金額-1,955,000円 収入金額-1,855,000円 収入金額-1,755,000円 



【3 寡婦控除の改正・ひとり親控除の創設】 
●婚姻歴や性別に関わらず、生計を同じとする子（総所得金額等が 48万円以下）を有する単身者（合

計所得金額 500万円以下に限る）について、「ひとり親控除」を適用 

●上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として適用し、子以外の扶養親族を有する寡婦に

ついても、合計所得金額 500万円以下の所得制限を設定 

●住民票の続柄に「未届の夫」「未届の妻」と記載がある者は対象外 

 

区 分 
要   件 

原因 親族の要件 納税者の所得制限 控除額 

女性 

死別・離別 

生死不明 

ひとり親 

扶養親族である子を有

すること 

合計所得金額が

500万円以下 

所得税（35万円） 

住民税（30 万円） 

死別・離別 

生死不明 
扶養親族を有すること 

所得税（27万円） 

住民税（26 万円） 

死別 扶養親族なし 
所得税（27万円） 

住民税（26 万円） 

男性 

死別 

離婚 

生死不明 

ひとり親 

扶養親族である子を有

すること 

所得税（35万円） 

住民税（30 万円） 

 ※扶養親族や生計を一にする子のうち、他の納税者の控除対象配偶者や扶養親族になっている方 

は除く。 

※生計を一にする子のうちには、専従者も含む。 

 
 
【4 扶養控除等の所得金額要件の見直し】 
●給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除の振替により、扶養親族等の合計所得金額要件が以下

のとおり見直されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

《このリーフレットに関するお問合せ先》 

北広島市役所 税務課市民税担当 

電話 011－372－3311（内線3703・3704） 

 

要件等 改正後 改正前 

同一生計配偶者及び扶養親族の

合計所得金額 

合計所得金額 48 万以下 合計所得金額 38万円以下 

配偶者特別控除に係る配偶者の

合計所得金額 

合計所得金額 48 万円超

133 万円以下 

合計所得金額 38 万円超

123万円以下 

勤労学生控除の合計所得金額 合計所得金額75万円以下 合計所得金額 65万円以下 








