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＜申告に必要なもの＞
○事業所得（営業等・農業）、不動産所得のあった方
　収入や経費などがわかる各種帳簿および領収書
　※帳簿などは必ずまとめてくるようお願いします。
○給与所得、年金所得のあった方
　令和元年分の源泉徴収票または給与支払明細書
○各種保険の控除、医療費控除を申告する方（平成31年（令和元年中）に支払ったもの）
 ・ 生命保険料、個人年金保険料、地震保険料の支払証明書
 ・ 国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、国民年金保険料、介護保険料、その他社会保険料の
領収書または証明書

 ・ 障害者控除を受ける方は、障害者手帳または市で交付している「障害者控除対象者認定書」
 ・ 医療費控除を受ける方は通常の医療費控除とセルフメディケーション税制を選択すること
ができます。

　　通常の医療費控除を受ける方は、「医療費控除の明細書」または健康保険組合などから送
られてくる医療費通知書（「医療費のお知らせ」）および保険などで補てんされた金額の明
細書。

　　セルフメディケーション税制を受ける方は、一定の取り組みを行ったことを明らかにす
る書類（例：健康診断結果通知表、その他）および「セルフメディケーション税制の明細書」

　※必ず対象薬品などを確認し合計額を計算した上でお越しください。
※医療費の領収書、保険などで補てんされた金額の明細書およびセルフメディケーション
税制の領収書は、自宅で５年間保管してください。税務署から求められたときは、提示ま
たは提出しなければなりません。

○地方公共団体への土地建物の売却があった方
　買取証明書など
○所得税の還付を受ける方
　通帳など口座番号がわかるもの
○印鑑（ゴム印は不可）
○個人番号がわかる証明書類および身元確認書類
　例 ： マイナンバーカード ・ 通知カードと免許証など
　※身元確認ができない場合、申告を受けられないこともあります。
　※同一世帯以外の方が代理で申告をする場合は委任状が必要です。
□問　市民税課（内線3096）

＜市民税・県民税の申告が必要な方と不要な方＞

下記の①～④に該当する申告を行う予定
ですか？
①　初めての住宅ローン控除
②　国・県・市以外への不動産の譲渡
③　青色申告
④　災害による住宅や家財などの損害

昨年中収入はありましたか？

収入は給与でしたか？

収入は公的年金のみでしたか？

税務署で所得税の確定申告を行いますか？

令和2年度　市民税 ・ 県民税申告のお知らせ

１月１日現在にお住まいの市町村へお尋ねください。

給与以外に営業・農業・不動産などの所得がありますか？
または２カ所以上から給与を受けていますか？

勤務先で年末調整が済ん
でおり、その内容に変更は
ありませんか？

申告は必要ありません

市民税 ・ 県民税の申告は必要ありません

税務署での確定申告が必要です

スタート

　ただし、国民健康保険に加入している方や、公営住宅へ入
居している方、児童扶養手当を受給している方、所得に関す
る証明書が必要な方などは、申告を行ってください。
※昨年住民税申告していて市役所から申告書を送付されて
いる方は、提出することにより申告したことになります。

と　き　2月17日（月）～3月16日（月）
　　　　午前9時～午後4時（土日、祝日を除く）
ところ　石巻税務署　□問 　☎22-4151

1月1日現在石巻市に住んでいますか？

申告は必要ありません

申告は必要ありません

　ただし、医療費控除などの所得控除
を受ける場合は、申告をしてください。

　ただし、下記の①または②に該当する方で社会保険料控除
や生命保険料控除などの所得控除があれば、申告をすると有
利になる場合があります。
①昭和30年1月1日以前生まれで公的年金収入が150万円を超える方
②昭和30年1月2日以後生まれで公的年金収入が100万円を超える方

申告が必要です

は
い

は
い

は
い

は
い

はい

はい

はい

い
い
え

い
い
え

い
い
え

い
い
え

いいえ

いいえ

いいえ いいえ

は
い

＜市役所会場へお車でお越しの方へ＞
　庁舎に併設する立体駐車場は大変混雑することが予想されますので、ご了承願います。
なお、駐車券は申告会場までご持参ください。

□問 　市民税課（内線3096）
　　各総合支所市民生活課

　本日程表にある最寄りの会場で申告し
てください。なお、該当地区の日程で都
合が悪い場合は、日程表にあるほかの日
程・会場で申告を行ってください。
　申告期間中は、市役所および総合支所
窓口での申告受け付けは行っていません
のでご注意ください。

申告受付日程表
【石巻地区】
（受付時間　午前9時～ 11時、午後1時～ 4時）
受付月日 行政区 受付会場
渡波地区

渡波公民館
大ホール

2月10日㈪
千刈田、浜松町、松原町、
大宮町、長浜町、幸町、渡
波町、三和町、小竹浜

2月12日㈬ 黄金浜、栄田、榎壇、祝田、
佐須

2月13日㈭ 後生橋・宇田川町、万石
町、塩富町、流留、万石浦

2月14日㈮ 鹿松、際、原、表沢田、うし
お町、垂水町、さくら町

蛇田地区

蛇田公民館
（複合施設）
会議室B・C

2月17日㈪ 丸井戸、中埣、谷地
2月18日㈫ わかば、向陽町

2月19日㈬ 境谷地、新橋、上、あけぼ
の北、あけぼの

2月20日㈭ 新谷地前、恵み野、東前
沼、新下前沼、あゆみ野

2月21日㈮ 福村、裏、沖、仲、浜江場、
のぞみ野

稲井地区
稲井公民館
大ホール

2月25日㈫ 高木、真野、沼津、井内

2月26日㈬ 南境、美園、大瓜、水沼、
裏沢田

荻浜地区（9:30～11:30、13:00～16:00）
荻浜公民館
会議室・講座室2月27日㈭

折浜、蛤浜、桃浦、月浦、侍
浜、荻浜、牧浜、小積浜、竹
浜、狐崎浜、鹿立浜、福貴浦

田代地区（10:00～11:30、13:00～14:30） 田代島開発
総合センター2月27日㈭ 大泊、仁斗田

釜・大街道地区

市役所５階
市民サロン

2月28日㈮ 上大街道
3月2日㈪ 上釜、下大街道
3月3日㈫ 下釜
山下地区

3月4日㈬ 清水町、新橋、山下町、田道
町、錦町、西山町、末広町

3月5日㈭ 貞山
石巻地区
3月5日㈭ 羽黒町、泉町

3月6日㈮

大手町、南光町、宜山町、
門脇町、中央、かどのわき
東・西、立町、穀町、鋳銭場、
旭町、双葉町、明神山

3月9日㈪ 日和が丘、住吉町、千石町、
水明北・南

駅前・中里地区
3月10日㈫ 駅前北通り、東中里、開北
3月11日㈬ 南中里、中里、元倉
3月12日㈭ 水押、水押公営住宅、大橋
湊・鹿妻地区
3月12日㈭ 鹿妻北

3月13日㈮
田町、御所入、大門町、明
神町、松並、緑町、鹿妻南、
鹿妻公営住宅

3月16日㈪ 吉野町、不動町、八幡町、
湊町、伊原津

【河北地区】
（受付時間　午前9時～ 11時、午後1時～ 4時）
受付月日 行政区 受付会場
2月10日㈪ 五味

河北総合支所
２階会議室

2月12日㈬ 旧屋敷・元相野谷
2月13日㈭ 飯野川（上町・仲町・本町）
2月14日㈮ 成田
2月17日㈪ 中島（上・下）
2月18日㈫ 中野・牧野巣
2月19日㈬ 皿貝・馬鞍
2月20日㈭ 五十五人・沢田崎山
2月21日㈮ 鶴家・岩崎
2月25日㈫ 後谷地・吉野
2月26日㈬ 飯野本地・飯野新田
2月27日㈭ 川の上・二子

１丁目～３丁目2月28日㈮
3月2日㈪ 針岡（第一・第二）
3月3日㈫ 福地・谷地
3月4日㈬ 横川・間垣
3月5日㈭ 長面・尾の崎・釜谷
3月6日㈮ 北境・東福田・梨木舟渡
3月9日㈪

大土・大森
3月10日㈫
3月11日㈬ 辻堂
3月12日㈭ 三輪田（上）
3月13日㈮ 三輪田（中・下）
3月16日㈪ 河北地区全域

【雄勝地区】
（受付時間　午前9時～ 11時、午後1時～ 4時）
受付月日 行政区 受付会場
2月17日㈪ 名振

雄勝総合支所
仮庁舎１階
会議室

2月18日㈫ 船越
2月19日㈬ 荒
2月20日㈭ 大須下
2月21日㈮ 大須上
2月25日㈫ 大須船隠
2月26日㈬ 熊沢
2月27日㈭ 羽坂　
2月28日㈮ 桑浜　
3月2日㈪ 立浜・大浜、小島、明神
3月3日㈫ 雄勝中央
3月4日㈬ 味噌作・原　
3月5日㈭ 船戸、唐桑　
3月6日㈮ 水浜　
3月9日㈪

雄勝地区全域

3月10日㈫
3月11日㈬
3月12日㈭
3月13日㈮
3月16日㈪

【河南地区】
（受付時間　午前9時～ 11時、午後1時～ 4時）
受付月日 行政区 受付会場
2月10日㈪ 中山・上谷地、梅木

河南総合支所
第２庁舎１階
（支所庁舎東隣）

2月12日㈬ 四家、谷地中
2月13日㈭ 新田町
2月14日㈮ 本町、曽波神
2月17日㈪ 道的、三軒谷地
2月18日㈫ 砂押、新田
2月19日㈬ 柏木
2月20日㈭ 町下
2月21日㈮ 町上
2月25日㈫ 中埣、山根
2月26日㈬ 沢田、舘
2月27日㈭ 糠塚、しらさぎ台
2月28日㈮ 青木、大番所、朝日
3月2日㈪ 大沢、箱清水、小崎
3月3日㈫ 表沢、俵庭
3月4日㈬ 和渕山根、和渕町上
3月5日㈭ 和渕町
3月6日㈮ 笈入
3月9日㈪ 根方、黒沢
3月10日㈫ 駅前
3月11日㈬ 定川、山崎
3月12日㈭

河南地区全域3月13日㈮
3月16日㈪

【桃生地区】
（受付時間　午前9時～ 11時、午後1時～ 4時）
受付月日 行政区 受付会場
2月12日㈬ 入沢・拾貫

桃生総合支所
２階会議室

2月13日㈭ 太田西
2月14日㈮ 小池
2月17日㈪ 倉埣
2月18日㈫ 深山・牛田
2月19日㈬ 樫崎東・山田・樫崎西
2月20日㈭ 永井
2月21日㈮ 裏永井
2月25日㈫ 城内舘下
2月26日㈬ 城内嶺
2月27日㈭ 新田上
2月28日㈮ 新田下
3月2日㈪ 給人町上
3月3日㈫ 給人町下
3月4日㈬ 神取上
3月5日㈭ 神取下
3月6日㈮ 高須賀上・高須賀下
3月9日㈪ 寺崎舟場・寺崎上
3月10日㈫ 寺崎下
3月11日㈬ 中津山上
3月12日㈭ 中津山下・四軒
3月13日㈮ 桃生地区全域3月16日㈪

【北上地区】
（受付時間　午前9時～ 11時30分、午後1時～ 4時）
受付月日 行政区 受付会場
2月17日㈪ 小室

北上保健
医療センター
指導室

2月18日㈫ 大室
2月19日㈬ 小泊・小指
2月20日㈭ 相川
2月21日㈮ 大指
2月25日㈫ 小滝
2月26日㈬ 長塩谷・白浜
2月27日㈭ 吉浜・月浜
2月28日㈮ 追波
3月2日㈪ 泉沢
3月3日㈫ 中原・要害
3月5日㈭ 大上
3月6日㈮ 長尾
3月9日㈪ 橋浦大須上・行人前
3月10日㈫ 橋浦大須下
3月11日㈬ 橋浦本地
3月12日㈭

北上地区全域3月13日㈮
3月16日㈪

【牡鹿地区】
（受付時間　午前9時～正午、午後1時～ 5時）
受付月日 行政区 受付会場
2月12日㈬ 網地　受付10：00から

網地島開発
総合センター2月13日㈭ 長渡

2月14日㈮ 長渡　受付14：00まで
2月17日㈪ 谷川・大谷川

牡鹿総合支所
２階研修室

2月18日㈫ 鮫浦
2月19日㈬ 前網
2月20日㈭ 寄磯2月21日㈮
2月25日㈫ 泊
2月26日㈬ 新山
2月27日㈭ 小網倉
2月28日㈮ 大原
3月2日㈪ 給分
3月3日㈫ 小渕3月4日㈬
3月5日㈭ 十八成
3月6日㈮ 鮎川（１区）
3月9日㈪ 鮎川（３区）
3月10日㈫ 鮎川（５区）
3月11日㈬ 鮎川（６区）
3月12日㈭

牡鹿地区全域3月13日㈮
3月16日㈪


