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令和３年度税制改正のお知らせ

給与所得控除額の引き下げなど
❶給与所得控除額が一律 10万円引き下げられます
❷給与収入が 850 万円以上の場合、所得控除の上限
額が 195万円になります

公的年金等所得控除額の引き下げなど
❶公的年金等所得控除額が一律10万円引き下げられます
❷公的年金収入が 1千万円を超える場合、所得控除の
上限額が 195万 5千円になります
❸公的年金等に係る雑所得以外の所得の合計が 1千万
円を超え 2 千万円以下の場合は一律 10 万円、2
千万円を超える場合は一律 20万円をそれぞれ❷の
見直し後の公的年金等控除額から引き下げられます

基礎控除の引き上げなど
基礎控除額が10万円引き上げられます。また、合計所得
金額が2400万円を超える場合は金額に応じて控除額が
徐々に減り、2500万円を超えた場合は適用されません

所得金額調整控除の創設
次の要件を満たす人に所得金額調整控除が適用されま
す
❶給与収入が 850 万円を超える場合の給与所得計算
で、本人か扶養親族等が特別障がい者に該当するか、
23歳未満の扶養親族等を有する人
❷給与収入と公的年金等収入の両方を得る人
※❶の要件も満たす場合は、❶の控除後の金額から
控除します。

調整控除の見直し
合計所得金額が 2500万円を超える場合は、調整控除
が適用されなくなります
※詳しくは市ホームページをご覧になるか、お尋ねくだ
さい。

問市民税課　☎ 24-1111

9 月定例市議会で可決等された主な議案

9 月 7日（月）～ 18日（金）に開かれた 9月定例市議会
で可決等された 21議案の中から主な議案の概要をお知
らせします。
主な条例・一般議案
◦佐世保市国民健康保険条例の一部改正の件
地方税法の一部改正に伴い、低未利用土地等の長期譲
渡所得に係る課税の特例を定めるもの

問保険料課　☎ 24-1111
◦佐世保市有財産取得の件
GIGA スクール構想に係る児童生徒 1人 1台端末を
取得するもの
補正予算
「新しい生活様式」を踏まえた新型コロナウイルス感染
症対策として実施するものや、国・県の補助決定を受け
て実施するものなど、一般会計および特別会計1会計（競
輪事業）で補正を行いました。
補正予算の主な内容（一般会計）
❶「新しい生活様式」を踏まえた新型コロナウイルス感
染症対策として実施するもの

基幹公共交通持続化支援事業費など 28件　4億 447
万円
❷安定化支援段階（第 2段階）の事業終了に伴うもの
事業者経営持続給付金など 3件　△ 7億 1759万円
❸国・県の補助決定に伴うもの
地方公共団体情報システム費など 4件　6373万円
❹災害関連
土木施設災害復旧費など 3件　4億 8156万円
❺その他
災害警戒本部設置事業費など 7件　1億 329万円
❻債務負担行為の追加
ファミリーサポートセンター事業など 4件

補正予算の内訳

問財政課　☎ 24-1111

会計 補正額 補正後の予算額

一般 3億 3546万円 1521億 4971万円

特別 1億 5000万円 782億 6569万円

問教育委員会総務課　☎ 24-1111

来年度から実施される税制改正に伴い、個人住民税（市民税・県民税）
の取り扱いが次のとおり変更になります。
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市税は納期限内に納付しましょう！

市税はさまざまな行政サービスを行うための費用を、皆
さんの所得や資産に応じて公平に負担していただいて
いるものです。納期限までに納付しないこと（滞納）は、
納期限内に納付している多くの納税者の皆さんとの公平
性を欠くだけでなく、行政サービスに必要な財源が確保
できなくなり、サービスの低下にもつながります。その
ため、本市では法令に基づき、納税資力のある滞納者に
対して「滞納処分」を行っています。今後も税負担の公
平性確保と行政サービスの充実のため、滞納整理に取り
組んでいきますので、市民の皆さんのご理解とご協力を
お願いします。
税に関するQ&A
Q. 突然財産が差し押さえられました。本人の同意がな

くても差し押さえができるのでしょうか。
A. 法令では督促状を発送して 10 日を経過した日まで

に完納しないときは、本人の同意がなくても差し押
さえができます。本市では事前に電話や自宅訪問す
ることは原則としてありません。

市税の滞納処分状況

市税の滞納額と徴収率

※新型コロナウイルス感染症の影響によって納税が困難
な人は、徴収猶予の特例制度があります。詳しくは本
紙 4 ページをご覧ください。

問納税課　☎ 24-1111

29 年度 30 年度 令和元年度

債 権 1,916 件 2,026 件 2,419 件

不動産 68 件 139 件 163 件

その他 4 件 1 件 9 件

合 計 1,988 件 2,166 件 2,591 件

29 年度 30 年度 令和元年度

滞納額 9.64 億 8.88 億 8.22 億

徴収率 96.84％ 97.16％ 97.31％

11 月からクレジットカードやインターネットバ
ンキング、スマートフォン決済アプリ「P

ペイペイ
ayPay」

「LINE Pay」で市税などの納付ができるようにな
りました。いつでも、どこでも納付でき、大変便
利ですので、どうぞご利用ください。
利用できる市税や料金
❶市県民税（普通徴収）、固定資産税・都市計画税、

軽自動車税（種別割）
❷国民健康保険税（普通徴収）
❸保育料
利用方法

納付書に印刷されたバーコードをスマートフォ
ンやタブレット端末のカメラで読み込んで納付
できます。
①クレジットカード、インターネットバンキング

佐世保市税納付サイトにアクセスし、必要な
情報を入力してください

②スマートフォン決済アプリ
アプリの利用案内に従って手続きしてください

利用上の注意
◦納付書にバーコードが印刷されていないもの

や 30 万円を超えるもの、納期限または使用
期限を過ぎたものは利用できません

◦クレジットカードやインターネットバンキン
グで納付する場合、納付金額に応じ納付サイ
トを利用する手数料（システム利用料）が発
生します

◦①②とも領収書の発行はできません
※操作方法など詳しくは市ホームページをご覧

ください。
問❶納税課❷保険料課❸子ども支援課

☎ 24-1111

簡単で
便利！

クレジットカードなどによる納付ができるようになりました！
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敬老パス・福祉パスをご利用ください

高齢者や心身障がい者（児）の皆さんが社会活動へ積極的に参加してもらえるよう、西
肥バス・させぼバス共通の無料乗車証「敬老特別乗車証（敬老パス）」「福祉特別乗車
証（福祉パス）」を交付しています。本年度、「長崎スマートカード」から「nagasaki　
nimoca（ナガサキニモカ）」に移行したことに伴い、初回申請・更新時に預かり金（500
円）が必要となります。

初めて申請する場合の手続き方法など

区分 敬老特別乗車証（敬老パス） 福祉特別乗車証（福祉パス）

対 象 者 満 75 歳以上でバスに乗車できる市民 身体障害者手帳（1 ～ 3 級、下肢切断の 4 級）、
療育手帳、精神障害者保健福祉手帳（1・2 級）の
いずれかを持つ６歳以上のバスに乗車できる市民

申 請 者 対象者本人（代理人は申請できません） 対象者本人または代理人

申請時期 満 75 歳の誕生日以降 手帳（身体、療育、精神）の交付を受けたとき

必要な物 身分証（保険証やマイナンバーカードなど） 印鑑、手帳（身体、療育、精神）

申請場所 健康づくり課、各支所、宇久行政センター 障がい福祉課、宇久行政センター

受け取り 引換券を持って西肥バスの指定窓口へ（受け取りは代理人でも可）

更新　敬老・福祉パスの有効期限までに本人がパス券（福祉パスは身体・療育・精神手帳も）を持って西肥バスの指定
窓口へ

紛失　敬老パスは本人が身分証を、福祉パスは本人または代理人が手帳（身体、療育、精神）と印鑑を持って担当課か
宇久行政センター（敬老パスは各支所も可）へ。紛失したときは再発行手数料が必要です。

問健康づくり課（敬老パス）、障がい福祉課（福祉パス）　☎ 24-1111
問西肥自動車（利用方法）　☎ 23-2155

「長崎スマートカード」を利用されている方
ピンク色のカードリーダーにタッチしてください。
タッチする部分によって、うまく読み取りができない場合
がありますので、カードリーダーの上半分にタッチしてく
ださい。
※「長崎スマートカード」はカードに記載されている有効期

限（最長来年 6 月 30 日）まで使用できます。次回の誕生
月に「nagasaki nimoca（ナガサキニモカ）」への切り替
えが必要です。

※敬老・福祉パス以外の「長崎スマートカード」の利用は、
9 月 30 日（水）で終了しました。

「nagasaki nimoca（ナガサキニモカ）」を利用されている方
青色のカードリーダーにタッチしてください。
※発行日から 1 年間使用できます。更新の手続きは有効期

限の 1 カ月前から行えます。

敬老パス・福祉パスの利用方法

長崎スマートカード

nagasaki nimoca（ナガサキニモカ）

読み取り部分の
上半分にタッチ
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第 17 回九十九島かき食うカキ祭り ・秋の陣

日程　11 月 1 日（日）、3 日（火・祝）、7 日（土）、8 日（日）、

14 日（土）、15 日（日）、21 日（土）、22 日（日）、

23 日（月・祝）、28 日（土）、29 日（日）

　　　※ 11 時～ 16 時（焼き台の使用は 16 時 45 分まで）。

場所　九十九島パールシーリゾート  大芝生広場

料金　九十九島殻付き生カキ 800 円（約 1kg）、木炭 300

円（約 1kg）、軍手・カキ開けナイフセット 250 円

※焼き台の使用は無料です。

※会場外からの飲食物（生肉や生魚など）の持ち込みはでき

ません。

※カキは売り切れる場合があります。

※詳しくは九十九島パールシーリゾートホームページをご

覧ください。

問九十九島パールシーリゾート　☎ 28-4187

◦会場に手指用アルコール消毒液を設置します

◦焼き台の設置台数を従来の 400 台から 250 台に減

らし、焼き台の間隔を 2 ｍ程度空けます

◦焼き台の備品（椅子、金網、火ばさみ、うちわ）は、

従来の各焼き台への設置式から貸し出し方式に変更

し、利用のたびに消毒します

　※備品の使用は無料です。

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策

カキのシーズンが始まる 11 月に新鮮な九十九島かきを炭火で焼いて楽しめるイベントです。
ことしは新型コロナウイルス感染症拡大防止対策にも取り組みながら開催します。

カキ祭り会場見取り図
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