
税金について

　市民税は、一般に県民税と合わせて「住民税」と呼ばれ、地域
社会の費用を住民が広くその所得などに応じ負担するという
応益負担を原則とした税です。また、県民税は、市民税と合わ
せて市が賦課徴収し、市を通じて県へ支払われます。�
市民税・県民税を納める人
　1月1日現在、鶴ヶ島市に住所があり、前年に所得があった人
　1月2日以降に転入された人は、前住所地（1月1日現在の住
所地の市区町村）に納税します。
市民税・県民税のしくみ
　市民税・県民税には、一定の所得がある人に均等に負担し
ていただく「均等割」と前年（1月から12月）の所得に応じて納
めていただく「所得割」があり、課税は、市が市民税と県民税を
合せて行います。市民税・県民税の税額は、市民税・県民税の申
告、確定申告および給与支払報告書などを基礎として計算さ
れます。所得税は、年末調整や確定申告により1年間の税額の
清算が終了しますが、市民税・県民税は、1年間の収入や控除
をもとに税額を決定し、翌年度に課税します。
市民税・県民税の税率� （平成29年度現在）

市民税（個人）
税務課　市民税担当

区分 均等割 所得割
市民税 3500円 6%
県民税 1500円 4%

均等割も
所得割も
かからない人

生活保護法の規定により生活扶助を受けて
いる人（1月1日現在）
障害者、未成年者、寡婦または寡夫で前年の
合計所得金額（※1）が125万円以下の人
扶養親族が
いない人

前年の合計所得金額（※1）が28
万円以下の人

扶養親族が
いる人

前年の合計所得金額（※1）が28
万円×人数（本人＋扶養人数）＋
16万8千円以下の人

市民税・県民税がかからない人

※1　�純損失、雑損失の繰越控除前の総所得金額、分離土地建物
等の譲渡所得（特別控除適用前）、分離株式譲渡所得、分離
先物取引に係る雑所得、退職所得、山林所得の合計額

※2　合計所得金額から、純損失、雑損失の繰越控除したもの
市民税・県民税の申告が必要な人
　1月1日現在、鶴ヶ島市に住所があり、前年中に所得（事業、
農業、不動産、給与、譲渡、配当など）があった人は、申告が必要
です。申告期間は、毎年2月16日から3月15日までです。
　ただし、次に該当する人は、申告する必要はありません。
①確定申告（所得税および復興特別所得税）を行う人
②�給与以外の収入がなく、勤務先において年末調整をしてい
る人
③公的年金受給者で支払元が1か所のみの人
※�②、③に該当する人で、医療費控除などを受けようとする場
合は、申告が必要です。
市民税・県民税の納付方法
普通徴収
　個人事業者や毎月の給与から市民税・県民税を天引きする
ことができない人は、市から送付される納税通知書で、納期限
内に納付してください。
給与特別徴収
　給与所得のある人は、市から給与支払者あてに特別徴収税
額決定通知書が送付され、毎月の給与から市民税・県民税が天
引きされます。
年金特別徴収
　4月1日現在65歳以上の公的年金等受給者で年金所得に係る
市民税・県民税の納税義務がある人は、年6回の年金受給の際
に、年金所得に係る市民税・県民税が年金から天引きされます。

所得割が
かからない人

扶養親族が
いない人

前年の総所得金額等（※2）が35
万円以下の人

扶養親族が
いる人

前年の総所得金額等（※2）が35
万円×人数（本人＋扶養人数）＋
32万円以下の人

memo

Tsurugashima City Guide Book 2018鶴ヶ島市 暮らしの便利帳 47

税
金

１８０１鶴ヶ島市(SG40)行政最終.indd   47 2017/12/19   12:01:17



　毎年4月1日現在、軽自動車など（原動機付自転車、小型特殊
自動車、軽自動車、二輪の小型自動車）を所有している人に課
税されます。
　納期限は、5月末日（末日が土日の場合は、翌平日です）。
　鶴ヶ島市から転出する人、使用不能の車両をお持ちの人や、
他の人に譲ったり盗難に遭われた人は、届出が必要です。住所
変更・廃車・所有者変更などの問い合わせ、申請窓口は下記の
場所へお願いします。
※�廃車の届出は3月末までに手続されないと、次年度以降も
課税されますのでご注意ください。
1．申請窓口・問い合わせ

軽自動車税
税務課　市民税担当

原動機付自転車
（125cc以下）
小型特殊自動車

鶴ヶ島市役所　税務課
☎049-271-1111�（代表）

二輪
埼玉運輸支局所沢自動車検査登録事務所
所沢市牛沼688-1
☎050-5540-2029

四輪
軽自動車検査協会埼玉事務所所沢支所
三芳町北永井360-3
☎050-3816-3111

2．軽自動車などの税率（平成29年度現在）
●原動機付自転車・二輪車・小型特殊自動車など

車　　種 税率（年額）

原動機付
自転車

50cc以下のもの（ミニカーを除く） 2000円
50cc超90cc以下 2000円
90cc超125cc以下 2400円
ミニカー 3700円

軽自動車 二輪（125cc超250cc以下） 3600円
二輪の小型自動車（250cc超） 6000円
小型特殊
自動車

農耕作業用自動車 2400円
その他のもの 5900円

●四輪以上、三輪の軽自動車
　�新車新規検査を受けた日により、下記表の①②③のいずれ
かの税率が適用されます。

車　　種

税率（年額）
新車新規検査を受けた年月または年

（自動車検査証の「初度検査年月または年」）
①平成27年
3月31日以前

②平成27年
4月1日以降

③13年経過
（重課税率）

三輪 3100円 � �3900円    4600円

四輪
以上

乗
用
自家用 7200円 1万800円 1万2900円
営業用 5500円 � �6900円    8200円

貨
物
自家用 4000円 � �5000円    6000円
営業用 3000円 � �3800円    4500円

※�グリーン化推進のため、「初度検査年月」から13年を経過し
た車両は、重課税率が適用されます。
※�電気軽自動車、天然ガス軽自動車などの車両は重課税率の
対象となりません。
3．原動機付自転車（125cc以下）と小型特殊自動車の登録・廃車など

（注1）�譲渡証明書は、車名・車台番号・総排気量および譲渡者
の住所・氏名・印鑑・譲渡年月日の記載があるものをお
願いします。

理　由 必要なもの

登
録

販売業者から購入したとき 販売証明書　印鑑
個
人
か
ら
譲
り
受
け
た
と
き

前所有者が未廃車

前所有者からの譲渡証
明書（注1）
標識交付証明書
ナンバープレート
印鑑

前所有者が廃車済
前所有者からの譲渡証
明書（注1）
廃車証明書
印鑑

市外から転入したとき
（前住所地で登録中の場合）

ナンバープレート
標識交付証明書
印鑑

市外から転入したとき
（前住所地で廃車済みの場合） 廃車証明書　印鑑

廃
車

廃棄処分するとき ナンバープレート
標識交付証明書
印鑑

個人へ譲るとき
市外へ転出するとき
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申告と納付の方法
　法人市民税は、それぞれの法人が定める事業年度が終了し
た後一定期間内に、法人がその納付すべき税額を計算して申
告し、その申告した税金を納めることになっています。

法人の設立および異動
　法人などの設立、解散、転入出、清算結了、決算期（事業年度）
などを変更した場合は、速やかに必要な書類（登記簿謄本およ
び定款または変更・合併などに関わる参考資料（写しでも可））
を添えて届出書を提出してください。

申告の種類 納める金額 申告と納付期限
●中間申告
（前事業年度の確定法人
税額を前事業年度の月
数で除し、これに6を乗
じて得た金額が10万円
を超える場合に申告納
付が必要となる予定申
告と、仮決算による中間
申告があり、いずれかを
選択して申告）
※ 連結申告法人の場合、
仮決算に基づく中間
申告はできません

⑴予定申告
均等割額（年額）の
1/2と前事業年度
の法人税割額×6÷
前事業年度の月数 事業年度の開始

日以後6か月を
経過した日から
2か月以内

⑵�仮決算による中
間申告
均等割額（年額）の
1/2と仮決算に基
づき計算した法人
税割額

●確定申告
均等割額と法人税
割額（中間納付額が
ある場合は差し引
く）

事業年度終了日
から2か月以内
（法人税の申告期
限の延長処分を
受けている場合
はその月数以内）

盗難に遭ったときの手続
　原動機付自転車などが盗難に遭ったときは、警察に被害届
を提出し、届出年月日と受理番号を控え、市役所税務課で廃車
の手続をしてください。
4．減免申請
　次のいずれかに該当する場合、軽自動車税の減免を受ける
ことができます。
□公益のため直接専用すると認めるもの
□災害により著しい損害を受けた方が所有するもの
□生活保護受給者が所有するもの
□�身体障害者手帳等の交付を受けている人や、その人と生計
を一にする人で、障害の程度や軽自動車などの使用状況が
一定の条件に該当する場合、申請により軽自動車税の減免
を受けることができます。
　軽自動車税の減免を受けるためには、毎年度申請していた
だく必要があります。
　詳しくは、税務課市民税担当へお問い合わせください。

資本金（出資金）が1億円を超える法人、または
法人税額が年400万円を超える法人 12.1％

資本金（出資金）が1億円以下で、かつ法人税額
が年400万円以下の法人 � 9.7％

法人税割税率

　法人市民税は、市内に事務所や事業所などがある法人など
に申告・納税の義務がある税金です。税額の計算は、法人の資
本金などの額や従業者数より算出する均等割と、法人税額（国
税）などより算出する法人税割の合計額となります。
均等割税率

法人市民税
税務課　市民税担当

法人などの区分
資本金等の額 市内従業者数 均等割年額

50億円超 50人超　 300万円
10億円超50億円以下 50人超　 175万円
10億円超 50人以下 41万円
1億円超10億円以下 50人超　 40万円
1億円超10億円以下 50人以下 16万円
1千万円超1億円以下 50人超　 15万円
1千万円超1億円以下 50人以下 13万円
1千万円以下 50人超　 12万円
上記以外の法人など 5万円
※�平成26年10月1日以降開始事業年度の法人税割の税率と
なります。

菜の花
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　税額は、固定資産課税・同補充課税台帳に登録された評価額
をもとに課税標準額を算定し、それに税率（1.4％）をかけて算
出されます。
　土地・家屋の評価額は、3年に一度見直しが行われ、原則その
価格が3年間据え置かれます。ただし、土地については、地価の
下落が認められる場合、価格が修正されることがあります。

　市町村の財政を支える基幹税目として、毎年1月1日現在で
土地（宅地・農地・山林など）、家屋（住宅・店舗・事務所など）、償
却資産（事業用の構築物・機械・器具など）を所有している個
人・法人に課税されます。
●所有者（納税義務者）

固定資産税
税務課　資産税担当

土　　地 土地登記簿または土地補充課税台帳に登記また
は登録されている個人・法人

家　　屋 家屋登記簿または家屋補充課税台帳に登記また
は登録されている個人・法人

償却資産 償却資産課税台帳に登録されている個人・法人

　市街化区域内の道路、公園、緑地、下水道など都市施設の財
源とするため、毎年1月1日現在で土地・家屋を所有する個人・
法人に固定資産税と併せて課税されます。
　税額は、固定資産税の賦課徴収の例によるものとされ、課税
標準額に税率（0.2％）をかけて算出されます。
●所有者（納税義務者）

都市計画税
税務課　資産税担当

土　　地 土地登記簿または土地補充課税台帳に登記また
は登録されている個人・法人

家　　屋 家屋登記簿または家屋補充課税台帳に登記また
は登録されている個人・法人

　市税に関する証明書の申請の際には、本人確認書類※の提
示と手数料が必要となります。
※�運転免許証などの公共機関発行の写真付身分証明書の場合
は1枚、国民健康保険証、年金手帳などの写真の貼付のない
身分証明書の場合は2枚ご用意ください。
　本人または同一世帯以外の人が申請される場合は、委任状
または代理人選任届が必要になります。
　住民税決定証明書、所得証明書、非課税証明書は、市民セン
ター（富士見市民センターを除く）でも取得することができます。

市税に関する証明書
税務課　市民税担当／資産税担当
収納課　納税管理担当　　　　　

証明書の種類 手数料／枚
所得証明書

200円

非課税証明書
住民税決定証明書
営業証明書
納税証明書
完納証明書
納税証明書（軽自動車継続検査用） 無料
（土地・家屋）評価証明書

200円（土地・家屋）公課証明書
資産所有証明書／無資産証明書
名寄帳
住宅用家屋証明 1300円

　税務関係証明書交付申請書または便せんなどに次の内容を
記入して請求してください。
□�申請者の氏名、住所、生年月日、電話番号、証明を受ける者と
の関係
□�市民税関係の証明書の場合は、証明が必要な人の氏名、申請
年度の1月1日現在の住所、生年月日、電話番号
□�固定資産税関係の証明書の場合は、固定資産の所有者の氏
名、住所、生年月日、電話番号（※相続人、借地人、借家人、賦
課期日以降の新所有者が請求する場合は、委任状、戸籍謄
本、土地家屋登記全部事項証明、契約書など必要書類を添付
してください）
□証明の種類、証明書の必要な年度および通数
□使用目的

　請求の際には、手数料分の定額小為替（郵便局で販売）、本人
確認書類の写し、返信用封筒を同封してください。なお、返信用
封筒には、切手を貼り、請求者住所、氏名を記入してください。
●郵送先…〒350-2292　�埼玉県鶴ヶ島市三ツ木16-1� �

鶴ヶ島市役所�税務課、収納課

郵送による市税に関する証明書の請求
税務課　市民税担当／資産税担当
収納課　納税管理担当　　　　　

国民健康保険税とは
　国民健康保険を行う市町村が、国民健康保険事業に要する
費用（医療費など）に充てることを目的として、被保険者（国民
健康保険加入者）の属する世帯主に課税する税金です。
国民健康保険税の税額
　国民健康保険税は、医療給付費分・後期高齢者支援金分・介
護納付金分（40～64歳の人のみ）が合算され課税されます。
税額は、前年中の総所得金額等をもとに算定される所得割、加
入者1人当たりの均等割で計算されます。
●国民健康保険税の税率� （平成29年度）

国民健康保険税
保険年金課　国民健康保険担当

項　目 医療保険分 後期高齢者
支援金分 介護保険分

所得割 前年中の総所
得等－33万円 7.4% 1.5% 0.9%

均等割 1人当たり 1万7000円 1万円 9000円

国民健康保険税の軽減
　低所得世帯に対する国民健康保険税の軽減を図るため、世
帯主および被保険者などの所得の合計が一定基準額以下の場
合、均等割が軽減（7割・5割・2割）されます。
※�世帯主と16歳以上の被保険者などの所得の申告が必要で
す。
非自発的失業者軽減
　倒産や解雇、雇い止めなどにより離職した人は、国民健康保
険税が軽減されます。
対  象  者 ��「雇用保険受給資格者証」がハローワークから交付

され、同資格者証の離職日現在65歳未満の人（た
だし、離職理由コードが11・12・21・22・23・31・
32・33・34に該当する人）

軽  減  額 �前年中の給与所得をその30/100とみなして計算
します。

軽減期間 離職日の翌日から翌年度末まで
申請方法 �雇用保険受給資格者証と認印（世帯主）を持参して

ください。
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国民健康保険税の納付方法
①特別徴収（年金から天引き）
納　期 �年金受給月（全6回）
対　象 ��世帯主が年金受給者で、次の要件すべてに該当する

世帯
□世帯主が国民健康保険被保険者であること
□加入者全員が65歳から74歳であること
□�特別徴収の対象となる年金額が年額18万円以上であり、保
険税と介護保険料（第1号被保険者分）を合わせて年金額の
2分の1を超えないこと
②普通徴収（納付書納付または口座振替）
納　期 �7月から翌年2月の毎月末（全8回）
対　象 ��上記①に該当しない世帯
【納付書納付】
　国民健康保険税納税通知書により最寄りの金融機関などで
納付をお願いします。
【口座振替】
　納期限日に指定の口座から振替させていただきます。� �
　納付には納め忘れのない口座振替が便利です。ご希望の人
は金融機関または保険年金課で手続してください。（取扱金融
機関や手続方法については、お問い合わせください。）
※�年度途中で世帯内の国民健康保険加入者に異動があった場
合などは、特別徴収に加えて普通徴収もお願いする場合が
あります。
国民健康保険税の納付方法の変更
　国民健康保険税の納付方法が特別徴収（年金から天引き）と
なっている人について、申し出により納付方法を口座振替に
変更することができます。
納付方法の変更を希望する人は、次のとおり申し出が必要です。
●変更手続に必要なもの
□保険証
□預金通帳・届出印
□認印
※なお、納付書納付への変更はできません。
国民健康保険税を滞納すると
　国民健康保険税を滞納すると、高額療養費の限度額適用認
定が受けられません（70歳未満の場合）。さらに、特別な事情
もないのに、滞納すると未納期間に応じて次のような措置が
とられます。
1．�納期限を過ぎると、督促状が送付されます。また延滞金が
加算される場合もあります。

2．�1の後も納めないままでいると、通常の保険証に代わり有
効期限が6か月の「短期被保険者証」が発行される場合があ
ります。

3．�納期限から1年を過ぎると、これまでの保険証を返還して
もらい、「被保険者資格証明書」が発行されます。医療機関
を受診する時には、一旦、医療費を全額自己負担しなけれ
ばなりません。� �
ただし、高校生世代以下の子には「被保険者資格証明書」で
はなく、「短期被保険者証」が交付されます。

4．�納期限から1年6か月を過ぎると、国保の給付が全部または
一部差し止められます。� �
さらに滞納が続き、納付相談にも応じない場合は、差し止
められた給付額から滞納分が差し引かれます。負担公平の
見地から、介護保険の給付が制限されることもあります。

市税などの納期

納税
収納課　納税管理担当

※�納期限が土・日曜日、祝日などの休日にあたるときは、翌営
業日となります。
口座振替
　口座振替を利用すると、ご指定の預（貯）金口座から自動的
に振替納付されるので、納め忘れてしまうこともなく安心で
す。
●口座振替できる市税など
□市・県民税（普通徴収）　□固定資産税・都市計画税
□軽自動車税　　　　　��□国民健康保険税
●口座振替を利用できる金融機関
□埼玉りそな銀行本支店　　　�����□みずほ銀行本支店
□三菱東京UFJ銀行本支店　　　□三井住友銀行本支店
□りそな銀行本支店　　　　　�����□武蔵野銀行本支店
□東和銀行本支店　　　　　　�����□埼玉縣信用金庫本支店
□飯能信用金庫本支店　　　　�����□中央労働金庫本支店
□いるま野農業協同組合本支店　□ゆうちょ銀行
お申し込み方法
　口座振替依頼書（納税通知書に添付または市役所・市内金融
機関で配布）に、必要事項を記入し、預（貯）金にご使用の印鑑・
預（貯）金通帳・納税通知書をお持ちになって、鶴ヶ島市役所ま
たは取扱金融機関へお申し込みください。

市・県民税 固定資産税 軽自動車税 国民健康保険税
4月

5月 1期
5月末日

全期
5月末日

6月 1期
6月末日

7月 2期
7月末日

1期
7月末日

8月 2期
8月末日

2期
8月末日

9月 3期
9月末日

3期
9月末日

10月 3期
10月末日

4期
10月末日

11月 4期
11月末日

5期
11月末日

12月 4期
12月25日

6期
12月25日

1月 7期
1月末日

2月 8期
2月末日

3月

市・県民税
（特別徴収分）

6月～翌年5月（12期）
納期限は翌月10日

納税者の勤務先（会社・事業所など）が納付

Tsurugashima City Guide Book 2018鶴ヶ島市 暮らしの便利帳 51

税
金

１８０１鶴ヶ島市(SG40)行政最終.indd   51 2017/12/04   8:42:39


