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　※給与収入と年金収入の双方を有する方は、片方に係る控除のみが減額されます

　未婚のひとり親に対する控除が追加され、全てのひとり親に同様の控除が適用されます。また、寡婦に改正前の寡夫と同じ所得制限（合計所得金額500万円以下）が導入されます。
　※住民票の続柄に「夫（未届）」「妻（未届）」の記載がある方は対象外
　※控除の適用には申告が必要

　新型コロナウイルス感染症の影響により、イベントが中止となった際、チケットの払い戻しを受けることを辞退した場合の控除制度が創設されました。
市では文部科学大臣が指定したイベントが対象です。詳細は文化庁・スポーツ庁のホームページをご覧ください。
　※イベント主催者が文化庁・スポーツ庁に申請を行い、指定を受けたイベントが対象です

給与所得控除などから
基礎控除へ振替

個人住民税の基礎控除額
33万円→43万円

10万円増額
基礎控除など

税額
（×税率）

※詳細は市のホームページの市民税課のページをご覧ください

改正前 改正後

要件など 改正前 改正後

均等割の非課税
限度額の合計所
得金額（非課税の
方）

同一生計配偶者およ
び扶養親族を有しな
い場合

35万円 35万円+10万円

同一生計配偶者およ
び扶養親族を有する
場合

35万円×（同一生計配偶
者+扶養親族の数+本人）
+21万円

35万円×（同一生計配偶
者+扶養親族の数+本人）
+21万円+10万円

本人が未成年者・障
がい者・寡婦および
ひとり親の場合

125万円以下 135万円以下

所得割の非課税
限度額の総所得
金額等（均等割の
み課税される方）

同一生計配偶者およ
び扶養親族を有しな
い場合

35万円 35万円+10万円

同一生計配偶者およ
び扶養親族を有する
場合

35万円×（同一生計配偶
者+扶養親族の数+本人）
+32万円

35万円×（同一生計配偶
者+扶養親族の数+本人）
+32万円+10万円

公的年金などの収入 公的年金等所得控除

必要経費

10万円減額

10万円減額

給与所得控除給与収入

フリーランス・請負・
起業などの収入

2021年度
市民税・県民税の主な改正点を
お知らせします

　働き方の多様化を踏まえ、さまざまな形で働く人
を応援し、「働き方改革」を後押しする観点から、給
与所得控除・公的年金等所得控除を10万円引き下げ
るとともに、基礎控除が10万円引き上げられます。
フリーランスや在宅などで仕事を請け負い、収入を
得ている方で、合計所得金額が2400万円以下の場合
は、前年度と合計所得金額や控除合計額が変わらな
い場合に税額が減少します。

　給与所得控除・公的年金等所得控除・基礎控除の見直しに伴い、下記の通り非課税基準が10
万円引き上げられます。

特
集

☆給与所得控除・公的年金等所得控除・基礎控除の見直し ☆非課税基準の見直し

☆未婚のひとり親に対する控除の追加・寡婦（寡夫）控除の見直し

☆新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の創設

本
人
が
女
性

配偶関係 死別 離別

合計所得金額 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超

扶
養
親
族

有
子 30万円 26万円 30万円 26万円
子
以外 26万円 26万円 26万円 26万円

無 26万円

配偶関係 死別 離別 未婚のひとり親

合計所得金額 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下

扶
養
親
族

有
子 30万円 30万円 30万円
子
以外 26万円 26万円

無 26万円

配偶関係 死別 離別 未婚のひとり親

合計所得金額 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下

扶
養
親
族

有
子 30万円 30万円 30万円
子
以外

無

本
人
が
男
性

配偶関係 死別 離別

合計所得金額 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超

扶
養
親
族

有
子 26万円 26万円
子
以外

無

…寡婦・寡夫控除 …寡婦控除 …ひとり親控除
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明記のないものは…
●先着順●当日会場へ●午前8時
30分から受け付け●費用は無料
●持ち物はお問い合わせください
※電話番号などは間違いのない
ようおかけください

鵠沼運動公園 ☎（36）1607
J（36）1754

◆個人スイムレッスン　通年、1回45分。�
八部公園プール。※詳細はお問い合わ
せください。H2000円。F12月分は11
月28日㈯午前9時30分から来館で（電話
は午後7時30分から）。
◆年末打ちおさめテニスday　12月28
日㈪〜30日㈬。八部公園テニスコート。�
テニスコート利用の個人登録者（1人1
コート）。H1200円。F12月1日㈫〜7
日㈪午後10時に市のホームページの
「藤沢市公共施設予約システム」のペー
ジへ。
◆初級こどもスイム　◎2021年1月19日
〜3月23日（2月23日を除く）毎週火曜日
◎1月13日〜3月17日（2月24日を除く）毎
週水曜日◎1月15日〜3月19日（2月12日
を除く）毎週金曜日。いずれも午後4時
50分〜5時50分、全9回。八部公園プー
ル。市内在住・在学の小学生各15人（抽
選）。H9000円。F12月8日㈫〜13日㈰
に来館で。
◆泳力認定こどもスイム　2021年1月14
日〜3月18日毎週木曜日（2月11日を除
く）午後4時50分〜5時50分、全9回。八
部公園プール。市内在住・在学の泳力
認定進級テストで10級以上を持つ小・
中学生15人（抽選）。H9000円。F12月
8日㈫〜13日㈰に来館で。
◆障がい者ふれあいテニス（開放）　12
月12日㈯、18日㈮午前9時30分〜11時
30分。八部公園テニスコート。障がい
のある方。

秋葉台文化体育館 ☎（88）1111
J（88）8687

◆トータルボディエクササイズ　2021
年1月14日〜3月11日毎週木曜日（2月11
日を除く）午前9時45分〜10時45分、全
8回。18歳以上の方20人。H6400円。
F12月16日㈬午後1時30分から電話で。
◆秋葉台文化体育館オープン教室　◎
ピラティス…12月1日〜22日毎週火曜日
午後1時30分〜2時40分。各日30人。◎
ボディシェイプ…☆12月1日〜22日毎週
火曜日午前9時30分〜10時40分。各日
40人。☆12月2日〜23日毎週水曜日午
前9時30分〜10時40分。各日40人。☆
12月5日〜26日毎週土曜日午前10時〜
11時10分。各日30人。◎朝のリフレッ
シュヨガ…12月7日㈪、14日㈪午前9時
30分〜10時40分。各日40人。いずれも
市内在住・在勤・在学の方。H1回400
円。※申し込み方法など詳細は（公財）
藤沢市みらい創造財団のホームページ
をご覧ください。

秋葉台公園プール☎（88）1811J（88）0081

◆㋐チャレンジ水泳　2021年1月13日〜
3月17日毎週水曜日（2月24日、3月10日
を除く）午後1時〜2時、全8回。18歳以
上の方15人（抽選）。H7200円。
◆㋑チャレンジ！バタフライ　2021年
1月14日〜3月18日毎週木曜日（2月11日、�
3月11日を除く）午後1時〜2時、全8回。�
18歳以上でクロールを25m以上続けて
泳げる方6人（抽選）。H7200円。
◆㋒チャレンジ！平泳ぎ　2021年1月15
日〜3月12日毎週金曜日（2月12日を除
く）午後1時〜2時、全8回。18歳以上で
クロールを25m以上続けて泳げる方6
人（抽選）。H7200円。
◆㋓ナイター水泳　2021年1月15日〜3
月12日毎週金曜日（2月12日を除く）午後
7時〜8時、全8回。18歳以上の方15人
（抽選）。H7200円。
◆㋔健康体操と水中ウオーキング　20
21年1月19日〜3月23日毎週火曜日（2月
23日、3月9日を除く）午後1時〜2時、
全8回。18歳以上で腰痛・肩こり・関節
痛の予防をしたい方15人（抽選）。H
7200円。

F㋐〜㋔は12月1日㈫〜6日㈰に来館で。

◆泳力認定別こども水泳　2021年1月
13日〜3月17日毎週水曜日（2月24日、3
月10日を除く）午後5時〜6時、全8回。
泳力認定進級テストで10級以上を持つ
小・中学生15人（抽選）。H8000円。F
12月15日㈫〜20日㈰に来館で。
◆初級こども水泳　◎2021年1月19日
〜3月23日（2月23日、3月9日を除く）毎
週火曜日◎1月14日〜3月18日（2月11日、�
3月11日を除く）毎週木曜日。ともに午
後5時〜6時、全8回。市内在住・在学
の小学生各15人（抽選）。H8000円。F
12月15日㈫〜20日㈰に来館で。
◆個人スイムレッスン　12月1日㈫〜
27日㈰。1回45分。※詳細はお問い合
わせください。H2000円。F11月28日
㈯午前9時から電話で（来館は午後2時
から）。

石名坂温水プール ☎（82）5131
J（82）5132

◆㋐年末短期小学生水泳教室　12月28
日㈪〜30日㈬午後1時〜2時、全3回。市
内在住・在学の小学生40人。H3000円。

◆㋑姿勢改善エクササイズ〜コアコン
ディショニング　2021年1月13日〜3月
17日毎週水曜日（2月10日〜24日を除く）
午前10時〜11時15分、全7回。20人。H
5600円。
◆㋒骨盤エクササイズ　2021年1月13日
〜3月17日毎週水曜日（2月10日〜24日
を除く）午後2時30分〜3時45分、全7回。�
20人。H5600円。
◆㋓アンチエイジングヨガ　2021年1月
14日〜3月18日毎週木曜日（2月11日〜25
日を除く）午前10時〜11時15分、全7回。�
20人。H5600円。
◆㋔ボディシェイプヨガ　2021年1月
15日〜3月19日毎週金曜日（2月12日〜
26日を除く）午前10時〜11時15分、全7
回。女性20人。H5600円。
◆㋕リフレッシュナイトヨガ　2021年
1月15日〜3月19日毎週金曜日（2月12日
〜26日を除く）午後7時〜8時15分、全7
回。20人。H5600円。

F㋐は12月2日㈬〜7日㈪、㋑〜㋕は9
日㈬〜13日㈰に来館で。
◆卓球初級　2021年1月18日〜3月15日
毎週月曜日（2月15日、22日を除く）午前
10時〜11時30分、全7回。8人。H5600
円。F12月9日㈬から来館で。

◆はじめての太極拳　2021年1月18日〜
3月15日毎週月曜日（2月15日、22日を除
く）午後1時30分〜3時、全7回。15人。
H5600円。F12月9日㈬から来館で。
◆12月分オープン教室水中ウオーキング　
12月3日〜24日毎週木曜日午後2時〜3
時。※詳細はお問い合わせください。
各日15人。H200円（プール入場料別途）。

　税制改正に伴い、2021年度から市民
税・県民税が変わります。ご確認くだ
さい。
　問い合わせ
　市民税課☎内線2341、J（50）8404

　新型コロナウイルス感染症防止対策のた
め、利用方法を一部変更しています。利用す
る場合は、事前に（公財）藤沢市みらい創造財
団のホームページをご覧ください。
　※�トレーニングルームの利用には登録が必
要です

　問い合わせ　
　秩父宮記念体育館☎（22）5335、J（28）5749、
秋葉台文化体育館☎（88）1111、J（88）8687、
八部公園プール☎（36）1607、J（36）1754

トレーニングルーム利用のお知らせ


