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申告と納期

税務相談 ➡ P36
納税、申告手続きなど税務全般

区　税

都　税

国　税
税務課	 ☎5803-1152

　特別区民税・都民税（個人分）・軽自動車税（種別割）・特別
区たばこ税・入湯税

■��文京都税事務所� ☎3812-3241
固定資産税・都市計画税・不動産取得税など

■��千代田都税事務所� ☎3252-7141
都民税（法人分）・事業税（法人分・個人分）

■��東京都自動車税コールセンター�☎3525-4066
自動車税

所得税・法人税・消費税・印紙税・相続税・贈与税
管轄区域 ➡ P83

■��小石川税務署�☎3811-1141（自動音声により案内）
■��本郷税務署� ☎3811-3171（自動音声により案内）
■��国税庁ホームページ　https://www.nta.go.jp/
■��イータックス（国税電子申告・納税システム）　

https://www.e-tax.nta.go.jp/
■��タックスアンサー（よくある税の質問）

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/
index2.htm

■��東京都主税局ホームページ　
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/

■��eLTAX（地方税ポータルシステム）
https://www.eltax.lta.go.jp/

月　別 区　税 都　税 国　税

４月

5月 軽自動車税（種別割） 自動車税（種別割）

6月 特別区民税・都民税　第１期 固定資産税・都市計画税　第１期

7月 所得税（予定納税）第１期

8月 特別区民税・都民税　第２期 個人の事業税　第１期

9月 固定資産税・都市計画税　第２期

10月 特別区民税・都民税　第３期

11月 個人の事業税　第２期 所得税（予定納税）第２期

12月 固定資産税・都市計画税　第３期

1月 特別区民税・都民税　第４期
給与支払報告書の提出【31日まで】

都民税株式等譲渡所得割【10日まで】
償却資産の申告、住宅用地の申告【31日まで】

2月
特別区民税・都民税の申告
【3月15日まで】

固定資産税・都市計画税　第４期 贈与税の申告�【２月１日〜３月15日】
所得税の申告�【２月16日〜３月15日】
個人事業者の消費税の申告
　　　　　　�【1月4日〜３月31日】

3月 個人の事業税の申告【15日まで】
事業所税（個人の事業）【15日まで】

毎月
特別区民税・都民税特別徴収分
【翌月10日まで】
特別区たばこ税、入湯税

都たばこ税、ゴルフ場利用税、軽油引取税、
宿泊税（翌月末まで）、都民税利子割、
都民税配当割【10日まで】

所得税（源泉徴収分）

臨時
（一定の期日）

法人の事業税、法人の都民税、不動産取得税、
自動車税環境性能割、事業所税（法人の事業）
など

法人税、相続税、法人の消費税など

区税・都税・国税

※申告や納付期限が、日曜などの行政機関の休日にあたるときは、休日の翌日が期限。



81

税　

金

81

区 	 税
特別区民税・都民税 特別区たばこ税

入湯税

区税を納めるとき

軽自動車税（種別割）

税務課課税係	 ☎5803-1154〜5 税務課収納管理係	 ☎5803-1153

税務課収納管理係	 ☎5803-1153

税務課収納管理係	 ☎5803-1153
税務課納税係	 ☎5803-1156

税務課税務係	 ☎5803-1152

納める方／�1月１日現在、①区内に住所がある方�②区内に事
務所・事業所・家屋敷があり、区内に住所のない方

課税されない方／①前年の所得が一定額以下の方
②�生活保護法による生活扶助を受けてい
る方
③障害者・未成年者・寡婦または寡夫で、
　前年の所得が一定限度額以下の方

税額／�特別区民税と都民税と合わせて課税されます。区内
に住所がある方は均等割額と所得割額の合計、住所
がない方は均等割額のみ。

申告／毎年３月15日までに税務課に申告してください。確
定申告をした方や給与所得・公的年金等に係る所得
のみの方は必要ありません。

納期／普通徴収（個人納付）は、６月（１期）、８月（２期）、10月
（３期）、１月（４期）の４回です。給与所得者は、特別徴
収として６月分から翌年５月分までの給与から差引き
納入されます。年金所得者（65歳以上）は、年金特別
徴収として４月分から翌年２月まで（偶数月）の年金か
ら差引き納入されます。

　たばこの消費等に対して課税されるもので、たばこの定
価の中に税金分が含まれています。

　鉱泉浴場における入湯客に対して課税されるもので、浴
場の経営者が徴収し納税します。

　納税通知書（兼領収書）を送付しますので、都内に本・支
店が所在する銀行・信用金庫・信用組合・郵便局で納めてくだ
さい。
　特別区民税・都民税および軽自動車税（種別割）は、コン
ビニエンスストアやスマートフォン（LINE�Pay）でも納付す
ることができます（納付書1枚につき30万円以下）。
　またＡＴＭ（現金自動預払機）やインターネットバンキング
等でも納付できます。

口座振替／�納め忘れなどがなく便利です。ご希望の方は税
務課にご連絡ください。

猶予相談／�特別区民税・都民税を一時納付することができ
ないときや、一時に納付することにより事業の継
続または生活の維持を困難にするおそれがある
ときなどの、一定の要件に該当するときは、申請
により、1年以内の期間に限り、納税の猶予や換
価の猶予が認められる場合があります。

納める方／�毎年４月１日現在の軽自動車等の所有者に課税
されます。

税額／種類により2,000円〜12,900円

納期／５月

登録と廃車の窓口
①原動機付自転車（125cc以下）・小型特殊自動車
　＝区役所税務課

②軽二輪（125cc超250cc以下）・二輪小型自動車（250cc超）
　＝練馬自動車検査登録事務所　�☎050-5540-2032
③軽自動車（三・四輪）
　＝軽自動車検査協会
東京主管事務所練馬支所� ☎050-3816-3101

▼ 

区　

税証明書の発行場所
税務課税務係	 ☎5803-1152

　特別区民税・都民税の納税証明書、課税証明書および軽自
動車税（種別割）の納税証明書は、税務課、戸籍住民課、区
民サービスコーナーで発行します。

窓口受付時間／�月〜金曜�午前8時30分〜午後5時

区民サービスコーナー ➡ P34

※�一部の証明書は、戸籍住民課、区民サービスコーナーでは
発行不可なものあり。
※�マイナンバーカードを利用して、コンビニエンスストアの
マルチコピー機で特別区民税・都民税の納税・課税証明書
が取得できます。（軽自動車税（種別割）の納税証明書は
除く）
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区税関係の証明 税務課税務係	 ☎5803-1152

　お近くの金融機関・郵便局、指定のコンビニエンスストア、都税事務所の窓口で納められます。金融機関・郵便局のペイジー
対応のＡＴＭ、インターネットバンキングやモバイルバンキング、パソコン・スマートフォンからクレジットカードでも納付できます。

口座振替
　固定資産税・都市計画税、個人事業税の納税には、安心・便利な口座振替をご利用ください。主税局ＨＰからＷｅｂ口座振替
申込受付サービスもご利用できます。詳しくは専用サイトをご確認ください。お申込方法等は主税局徴収部納税推進課（☎
3252-0955）までお問合せください。

証明書 説　明 手数料など

特別区民税・都民税納税証明書
特別区民税・都民税課税証明書

前年中の所得、特別区民税・都民税の
税額、納税額などを証明するもの

１通300円
申請の際は、本人確認書類をご持参ください。代理人が申請するときは、
依頼者自筆・押印の委任状と代理人自身の本人確認書類が必要です（家
族の場合も必要）。
※申告していない方は証明書の発行ができません。
※令和2年5月1日から、コンビニエンスストアでの発行のみ1通200円

軽自動車税
（種別割）
納税証明書

継続検査用
（車検用） 継続検査（車検）に必要な納税証明書

無料
申請の際は、本人確認書類をご持参ください。代理人が申請するときは、
依頼者自筆・押印の委任状と代理人自身の本人確認書類が必要です（自
動車整備業者が代理の場合は、委任状に代えて車検証の写しでも可）。

その他 車両の譲渡や廃車等をするときに必要
な証明書

１通300円
申請の際は、本人確認書類をご持参ください。代理人が申請するときは、
依頼者自筆・押印の委任状と代理人自身の本人確認書類が必要です（家
族の場合も必要）。

名　称 内　容

個人事業税 区内に事務所や事業所などを設けて法律で決められた事業を行っている個人に、前年中の所得をもとに課税

不動産取得税 不動産（土地・家屋）を取得したときに課税

固定資産税 １月１日現在、固定資産（土地・家屋・償却資産）の所有者として課税台帳に登録されている方に課税

都市計画税 １月１日現在、固定資産（土地・家屋）の所有者として課税台帳に登録されている方に課税

自動車税種別割 普通自動車と小型自動車（二輪以外）の所有者に課税

都税を納めるとき

都 	 税 　文京都税事務所��☎3812-3241

本人確認書類一覧表 ➡ P25
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※申請者が法人の場合は、申請書に代表者印が必要。ただし、委任状は、個人・法人ともに印が必要。

証明書 説　明 手数料など

納税証明書
課税証明書 都税各税目の納税証明・課税証明

１税目
400円

申請できる方は、納税者本人、本人の代理人、法令等に基づき正当な理由を有
する方です。申請の際は、下記のとおり、本人であることが確認できるものをご
持参ください。

Ａ＝官公署が発行した書類（顔写真付き）…運転免許証・旅券（パスポート）など
Ｂ＝官公署が発行した書類（顔写真なし）…健康保険証・国民年金手帳など
Ｃ＝その他の本人名義の書類…納税通知書・クレジットカードなど

※�Ａなら１種類、それ以外の書類Ｂ・ＣであればＢから２種類、ＢとＣからそれぞれ
１種類を提示。
※�代理人が申請するときは、委任状と代理人自身の本人確認書類をご持参くだ
さい。

固定資産関係
（公課）証明書

固定資産税・都市計画税の価格およ
び税額等を証明するもの

１件400円

固定資産評価
証明書

固定資産課税台帳に登録されてい
る事項を証明するもの

固定資産物件
証明書

登記されている土地・家屋について、
固定資産課税台帳に登録されてい
る事項のうち、本人の秘密に属する
部分（価格、課税標準額等）を除い
た事項を証明するもの

１件400円 どなたでも申請できます。

自動車税
（種別割）
納税証明書

（継続検査用）

自動車の継続検査（車検）を受けよ
うとする場合 無料 納税通知書についている証明書が利用できます。ただし、未納がある場合は発

行できません。

名　称 内　容 証　明

所得税および
復興特別所得税 １月から12月までの１年間に所得のあった方に、その所得の金額に応じてかかる税

税務署で発行する納税証明書
は６種類あります。
提出先等にご確認ください。

法人税 法人の各事業年度の所得の金額に応じてかかる税

消費税 商品やサービスの売上等または輸入品にかかる税

印紙税 領収証や契約書等の作成時にかかる税

相続税・贈与税 財産の相続や贈与があったときにかかる税

都税関係の証明

国 	 税 　小石川税務署��☎3811-1141／本郷税務署��☎3811-3171

管轄区域　小石川税務署　後楽、春日、小石川、白山、千石、水道、小日向、大塚、関口、目白台、音羽
　　　　　本郷税務署　　本郷、湯島、西片、向丘、弥生、根津、千駄木、本駒込

文の京 街景色
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