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パブリックコメントの実施内容 

 

１ 概要 

市民税の減免については、現在、石狩市税条例と石狩市税条例施行規則に規定してい

ます。生活が困窮している方への減免制度が複雑でわかりにくいため、市民から制度見

直しについて要望がありました。このため、市では制度見直しを行う予定をしており、

見直しの考え方について意見を募集させていただきます。 

 

２ 原案の内容 

市の制度の見直しの考え方等は、１ページから６ページまでとなります。 

 

３ パブリックコメント後の流れ 

  いただきました意見については、検討をした内容を２月中に公表させていただきます。

また、パブリックコメントの手続きを経た後は、次のとおり事務を進めていく予定です。 

パブリックコメント後の予定 

 令和２年２月から３月までの間  石狩市税条例施行規則の一部改正及び取扱要綱の新

規制定の予定 

 令和２年４月から         改正規則及び取扱要綱の施行 
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１ 個人の市民税の減免制度の概要 

  市民税の減免については、地方税法第３２３条の規定により、特別の事情がある者に

限り、市の条例の定めるところにより、市民税を減免することができるとされています。

このことから、市では、石狩市税条例及び石狩市税条例施行規則において減免制度を規

定しています。 

２ 制度見直しの検討の背景 

生活が困窮している方への市民税の減免制度に関して、内容が複雑でわかりにくいた

め、市民から制度見直しについて要望がありました。このため、市では、税負担の公平

性を配慮しつつ、他の自治体の制度も参考にして、明確な基準に基づくわかりやすい制

度づくりに向けて減免制度の見直しを検討しています。 

３ 現在の減免制度 

  現在の制度は、所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ず

ると認められる者に対する市民税の減免として、失業等の理由により合計所得金額が大

きく減少し、かつ、生活が著しく困難であると認められるものについて市民税が減免さ

れることとなっており、次の３つの条件を全て満たす必要があることとなっています。 

減免の

要件 

条件１ ①前年の合計所得金額が３００万円以下であること。 

②失業等の理由により条件２に該当すること。 

条件２ ①または②のいずれかに該当すること。 

①当該年の合計所得見込額が前年の合計所得金額の２分の１以下であるこ

と。 

②当該年の合計所得見込額が市民税の課税最低限度額以下であること。 

条件３ 当該年の収入見込額が生活保護の基準額以下であること。 

減免額 減免額 

①当該年の合計所得見込額が市民税の課税最低限度額以下  全部 

②当該年の合計所得見込額が市民税の課税最低限度額超え  所得割額の２分の１ 

４ 現在の制度が複雑等になっている理由の分析 

本市の現在の減免制度について、他の自治体の制度との比較も含め検討する中で、次

の観点から複雑又は不明確であり、制度の見直しが必要であると分析しました。 

（１）減免基準の収入判定における複雑な方法について 

減免基準の収入判定において、合計所得（見込）金額により判定する場合と収入見

込額による判定する場合が混在しており制度を複雑にしています。現在の減免制度の

判定基準は次のとおり（上記の減免要件より） 

条件１及び条件２「合計所得金額又は合計所得見込金額」により判定 

条件３     「収入見込額」により判定 

※ 税法上、合計所得見込金額と収入見込額は異なる金額となります。 

（２）課税最低限度額による減免基準割合の判定について   

現在の制度上、市民税の減免基準割合を判定するにあたって、「課税最低限度額」を

基準として規定しています。課税最低限度額とは、所得税や住民税において、非課税

個人市民税の減免制度の見直しについて （原案） 
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限度額とは別に、一定の所得以下の人には課税しないこととされている限界点とされ

ています。具体的には税の社会保険料控除、人的控除及び基礎控除の合計額となりま

す。現在の制度においては、生活困窮者に係る減免基準割合の判断をするにあたって、

非課税限度額よりさらに低い水準にある「課税最低限度額」を考慮していることは、

一定の意義がありますが、一方で「課税最低限度額」が専門的な用語であるため、制

度が難しくなっています。 

（３）減免の対象者等の明確化の必要性について 

現在の制度における減免判断の対象者の認定については、失業、疾病、傷い等の理

由により所得が減少した者を対象としています。失業等の定義については規則等にお

いて明らかになっていないため、現在は内部における事務処理手引きにおいて、判断

基準を定めています。市としての判断基準の詳細について、他の自治体においては、

要綱等を制定している例もあり、要件を明確化するために要綱等により内容を定める

ことが望ましいと考えます。 

（４）担税力に係る預貯金の確認の必要性について 

   生活が困窮している方への市民税の減免は、税を負担することが著しく困難な状況

にあるかどうかを確認して減免するものであるが、現在、本市の減免判断においては、

預貯金等の状況を確認していなく、他自治体の制度において預貯金等の確認をしてい

る例も有り、税負担の公平性の観点から、預貯金の状況も含めて確認をしていく必要

があると考えます。 

５ 見直しの方向性及び制度の改正案 

（１）見直しの方向性 

上記４の分析を踏まえて、現在の制度について、次の項目を見直すこととします。 

 ア 前年の所得要件の廃止 

減免の収入判断について、現状の担税力による判断を行う観点から前年の合計所

得金額が３００万円以下であるという要件を廃止します。 

イ 収入見込額による判定へ統一 

合計所得金額又は収入見込額の２つの方法による判定基準から収入見込額によ

る基準に統一します。 

ウ 課税最低限度額による判断基準の廃止 

減免の判断基準において、課税最低限度額の基準を用いることを廃止します。 

エ 減免基準に関する要件の明確化 

     これまで減免基準の判断及び運用の詳細について、事務処理手引きによって行っ

ていますが、減免制度の要件について、規則に定めるもののほか、新たに取扱要綱を

定めて基準を明確化していきます。 

 オ 減免基準割合に係る区分創設 

   収入見込額が市長が別に定める基準額（生活保護基準相当額）を若干上回る者で

あって、減免対象税額を負担することによって、生活保護基準相当額を下回る者に

ついては、減免を受けることができる者との均衡を保つため、新たに減免する対象

に加えます。 

 カ 減免判断における預貯金等の確認 
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   納税義務者が預貯金等を有する場合は、収入額に算定するものとし、現在高を申

告してもらい、確認のため預金通帳の写しを提出してもらうこととします。 

（２）見直しの方向性を踏まえた制度の改正案 

ア 規則において定めることを予定している内容 

上記(1)の見直しの方向性を踏まえ、新たな減免の判定基準は次のとおりとします。 

減免の

要件 

条件１ 失業、廃業その他の市長が定める状況にあることにより、生活が著し

く困難であると認められる者 

条件２ ①納税義務者の前年の収入金額に対する当該年（課税年度の初日の属

する年の１月から１２月までの期間をいいます。以下同じ。）の収

入見込額の減少割合が１０分の３以上であること。 

②納税義務者（その者の同一生計配偶者及び扶養親族を含む。）の当

該年の収入見込額が市長が別に定める基準額以下であること。 

減免額 

①収入の減少割合１０分の５以上 全部 

②収入の減少割合１０分の３以上１０分の５未満 所得割額の２分の１ 

③収入見込額が生活保護基準相当額を上回っているが、税の負担をした場合に生活保護

基準相当額下回る場合 一定の税額相当分を減額 

  イ 取扱要綱において定めることを予定している主な内容 

  （ア）失業、廃業その他の市長が定める状況とは、次のとおりとします。 

        ①雇用保険法に規定する失業（定年退職により失業した場合を除く。）をしてい

ること。 

     ②事業を廃止又は休業して失業をしていること。 

     ③課税年度の前年又は当該年中に一度職を失い、減免の申請時において、再度

職を有しているが、職を失ったことの影響により収入の減少割合が１０分の

３以上にあること。 

  （イ）当該年の収入見込額は次の合計額とします。 

①合計所得金額に係る収入金額 

②雇用保険法、労働者災害補償法、厚生年金保険法、各種共済組合法等に基づ

く公的給付に係る収入金額 

③所得税法に規定する非課税所得に係る収入金額 

④預貯金等（納税義務者のものに限ります。）  

（ウ）収入見込額を積算する場合において、源泉徴収されている所得税及び社会保

険料がある場合は収入見込額から控除するものとします。 

（エ）市長が別に定める基準額については、次のとおりとします。 

     石狩市に適用される級地区分により算定した生活保護基準額による生活

扶助、教育扶助及び住宅扶助の１年間の合計額とします。また、生活扶助を

算定する際の加算の種類は、障害者加算、母子加算及び児童養育加算としま

す。 
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 （３）相続人に関する減免制度の改正 

    納税義務者が死亡した場合において、その納税義務を承継すべき相続人    

の減免制度に関して、生活が困窮している方への減免制度と類似した内容となって

いるため、上記の見直しとの均衡を逸しないように合わせて改正します。 

 （４）その他 道民税の取扱いについて 

    市が個人市民税の減免の決定をした場合は、市民税に対する減免額と同じ割合に

よって道民税も減免されることとなっています。（地方税法第４５条） 

６ 制度改正による影響分析について 

この度の制度の改正により、減免の判定にどのような影響を及ぼすか分析するため、

平成２８年度から平成３１年度までに、生活困窮を理由に減免申請をした５３人につい

て新旧の制度を適用した場合の状況について、比較検討を行いました。次の結果からこ

の度の減免制度の改正に伴う影響は少ないものと考えています。 

また、数値的な影響の分析はできませんが、この度の改正において、減免の対象となる

要件に関して、「前年の合計所得金額が３００万円以下であること」という要件を廃止することか

ら、これまで前年の所得要件により、減免の申請をできなかった方が申請できることとなり、制度

としての要件が緩和されることになります。  

 新旧制度の比較検討の結果 

 新旧制度で結果が変わらない者      ５３人中４６人 

減免の対象税額が全額から半額になる者  ５３人中４人    

  新たに減免の対象となる者        ５３人中３人 

７ 新たな制度による減免の計算例 

 減免の判定基準による計算方法 

 

 ※収入見込額は、（ア+イ－ウ）で計算します。 

ア 合計所得金額等（退職所得、非課税所得等を含みます。）に係る収入金額 

  イ 預貯金（納税義務者のものに限ります。） 

ウ 源泉徴収されている所得税及び社会保険料 

  〇計算例 

ケース１ 全額が減免となる例 

（１）収入等の状況 

・Ｒ１年中の収入額２００万円 Ｒ２年度課税額４２，７００円 

・Ｒ２年中の収入見込額 給与３６万円 雇用保険給付５０万円 

 ・市長が定める基準額（生活保護基準相当額） １３４万 

（２）減免の判定 

ア 収入の減少割合の判定 １－（８６万円÷２００万円） 減少割合 ５７％ 

イ 収入による基準判定 

本人の収入見込額 ＜ 市長が定める基準額（生活保護基準相当額） 

８６万円 ＜ １３４万円 

収入見込額 生活保護基準相当額（世帯換算による基準額） ≦ 
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（３）減免金額 

収入見込額が生活保護基準相当額以下であり、収入の減少割合が５０％以上のため４

２，７００円の全額が減免 

 

ケース２ 税負担をすることにより生活保護基準額を下回る者の減免額調整 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）収入状況 

・Ｒ１年中の収入額１７０万円 Ｒ２年度課税額 ３万円 

・Ｒ２年中の収入見込額 ９２万円（内訳 給与５７万円 雇用保険給付３５万円） 

・市長が定める基準額（生活保護基準相当額）９１万円 

（２）減免の判定 

  要件１ 収入の減少割合が３０％以上である 

収入の減少割合の判定 １－（９２万円÷１７０万円） 減少割合 ４６％ 

要件２ 収入見込額が市長が定める基準額を超える場合であって、収入見込額から市

長が定める基準額を引いた差額が減免対象税額を下回る 

判定１ 収入見込額が市長が定める基準額を超える 

本人の収入見込額  市長が定める基準額（生活保護基準相当額） 

ア  ９２万円  ＞ ９１万円 

判定２ 収入見込額から市長が定める基準額を引いた差額が減免対象税額を下回る 

イ １０，０００円（（９２万円－９１万円 ※収入見込額から市長が定める基準額

を引いた額）＜３０，００００円（減免対象税額） 

（３）減免金額 

減免金額 ２０，０００円 

計算式 ３０，０００円（減免対象税額）－１０，０００円（※収入見込額から市

長が定める基準額を引いた額） 

 

 

 

 

 

 

 

 

ケース２の場合の判定基準の説明 

次を満たす場合は、減免の対象となります。 

要件１ 収入の減少割合が３０％以上であること。 

要件２ 収入見込額が市長が定める基準額を超える場合であって、収入見込額から

市長が定める基準額を引いた差額が減免対象税額を下回ること。 

→ 要件１及び２を満たす場合次の計算で減免額を決定します。 

減免額＝減免対象税額－（収入見込額－市長が定める基準額） 

 

 

制度の趣旨及び減免額計算の仕組みの説明 

収入見込額９２万円の人は、市長が定める基準を超えるため、第１段階の基準

では減免の対象となりません。しかし、収入見込額９２万円の人が３万円の税負

担をした場合に、税負担後の収入見込額が８９万円となります。税を負担するこ

とにより生活保護基準額を下回ることとなるため、1 万円の税を負担してもらう

ように２万円を減免します。その結果、税負担後の収入が９１万円（９２万-１万

円分の税負担）となり生活保護基準相当額と同額となることになります。 

 



6 

 

８ 制度改正の手続き予定 

 令和２年１月から２月までの間 パブリックコメント手続 

 令和２年２月から３月までの間 規則改正及び要綱の制定 

 令和２年４月から       改正後の減免制度施行 

  

 

※ 次のページに参照条文を掲載しています。 
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現在の法令の参照条文 

〇地方税法 

（市町村民税の減免） 

第３２３条 市町村長は、天災その他特別の事情がある場合において市町村民税の減免

を必要とすると認める者、貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の

事情がある者に限り、当該市町村の条例の定めるところにより、市町村民税を減免す

ることができる。但し、特別徴収義務者については、この限りでない。 

〇石狩市税条例 

 （市民税の減免） 

第５１条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち市長において必要があると

認めるものに対し、市民税を減免する。 

(1) 生活保護法の規定による保護を受ける者 

(2) 当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに

準ずると認められる者 

(3) 学生及び生徒 

(4)～(5) 略 

２ 略 

〇石狩市税条例施行規則  

（市民税の減免） 

第５６条 条例第５１条第１項の規定による市民税の減免については、次の表に定める

ところによる。 

 区分 減免の対象となる者 減免の割合 摘要 

２ 条例第51

条第１項第

２号に規定

する当該年

において所

得が皆無と

なったため

生活が著し

く困難とな

った者又は

これに準ず

ると認めら

れる者 

(１) 前年の合

計所得金額が

300万円以下の

者で失業、疾

病、傷い等の

理由により、

当該年の合計

所得金額の見

込額が前年の

合計所得金額

の２分の１以

下又は当該年

の４月１日の

属する年度の

その者に係る

市民税の課税

最低限度額以

下となり、か

つ、生活が著

しく困難であ

ると認められ

るもの 

ア 当該年の合計所得金額

の見込額が課税最低限度

額以下であるとき 

全部 当該扶助を受ける

こととなった日以後

に到来する納期限に

係る税額（条例第44

条の規定により特別

徴収の方法によって

徴収されるものにあ

っては、当該扶助を

受けることとなった

日の属する月以降の

月割額）について適

用する。 

 

イ 当該年の合計所得金額

の見込額が課税最低限度

額を超えるとき。 

所得割額の２分

の１ 
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