
税金
市民税� 税務課　☎21-9045（各振興局市民福祉課）

個人市民税 法人市民税
　個人の市民税は、前年の所得金額に応じて課税され
る「所得割」と、所得金額にかかわらず定額で課税され
る「均等割」で構成されています。県民税と合わせて計
算・課税されます。
個人市民税の納税義務者
①毎年1月1日現在に豊岡市に住民票のある方
　※�1月2日以降に豊岡市から転出した場合でもその

年は豊岡市で課税します。1月2日以降に豊岡市
に転入した場合は、1月1日現在の住所地の市区
町村で課税されます。

　※�住民票がない場合でも実際に居住していれば、豊
岡市で課税する場合があります。

②�1月1日現在に豊岡市に住民票はないが、事務所、事
業所または家屋敷がある方
� 納　税
� 義務者
納める
市民税�

①の個人 ②の個人

均等割 ○ ○
所得割 ○ ×

個人市民税が課税されない方
　◦生活保護法による生活扶助を受けている方
　◦�障害者、未成年者、寡婦（夫）で前年の合計所得金

額が125万円以下の方
　◦前年の合計所得金額が一定基準以下の方
税率

税率 市民税 県民税
均等割 3,000円（※3,500円） 1,800円（※2,300円）
所得割 6.1％ 4％

※�平成26～35(2023)年度� �
（県民税均等割は変更される場合があります）

　法人の市民税は、法人税額から算出する「法人税割」
と資本金等の額および市内の従業者数に応じて算出
する「均等割」で構成されており、事業年度終了の日の
翌日から2カ月以内に申告をして納めることになって
います。
法人市民税の納税義務者
①市内に事務所または事業所を有する法人
②�市内に寮などを有する法人で、事務所または事業所
を有しない法人

③�法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課
される個人で、市内に事務所または事業所を有する方
� 納　税
� 義務者
納める
市民税�

①の法人 ②の法人 ③の個人

均等割 ○ ○ ×
法人税割 ○ × ○

届出
　法人の設立や解散、事務所等の開設や廃止などをし
たときは届出書を提出してください。
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固定資産税� 税務課　☎21-9046（各振興局市民福祉課）

　固定資産税は、毎年1月1日現在、市内に土地・家屋・
償却資産を所有している方に課税されます。
◆税額の算出方法
　固定資産税の年税額
＝課税標準額（土地・家屋・償却資産の課税標準額合計）
×税率（1.5％）
○課税標準額
　�固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額
となります。しかし、住宅用地のように課税標準の
特例措置が適用される場合や、土地について税負担
の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格
よりも低く算定されます。
○免税点
　�同一の人が市内に所有している土地、家屋、償却資
産について、それぞれの課税標準額が次の免税点に
満たない場合は、固定資産税は課税されません。

土地 家屋 償却資産
免税点 30万円 20万円 150万円

◆住宅用地に対する課税標準の特例措置
　居住するための家屋が建っている土地（住宅用地）
は、その税負担を軽減する必要から、その面積によっ
て、次のとおり特例措置が適用されます。

区分 課税標準額
小規模住宅用地
（住宅1戸当たり200㎡までの部分）

評価額の
6分の1

一般住宅用地
（小規模住宅用地以外の家屋床面積の10倍までの部分）

評価額の
3分の1

◆新築住宅に対する減額措置
　新築住宅のうち、次の要件を満たすものは、固定資
産税が新築後一定期間2分の1に減額されます。

適用
条件

◦�専用住宅または併用住宅� �
（居住部分の割合が2分の1以上）
◦�床面積が50㎡（一戸建以外の貸家住宅は40㎡）以上280㎡
以下

減額
範囲

住居として用いられている部分の床面積120㎡まで
（120㎡を超えるものは120㎡分に相当する部分）

減額
期間

◦地上3階建て以上の中高層耐火住宅など…
� 新築後5年度分（認定長期優良住宅は7年度分）
◦上記以外の住宅…
� 新築後3年度分（認定長期優良住宅は5年度分）

◆住宅の改修工事に伴う減額措置
　一定の要件を満たす住宅の改修工事〔工事費用（補
助金等を除く）の合計が50万円以上〕を行った場合、
固定資産税が減額されます。工事が完了した日から3
カ月以内に申告してください。
○省エネ改修に伴う減額措置
　�平成20年1月1日以前から所在する住宅（賃貸を除
く）の省エネ改修工事（建築士等が発行する『増改築
等工事証明書』を添付）を行った場合の減額措置
○住宅耐震改修に伴う減額措置
　�昭和57年1月1日以前から所在する住宅の耐震改修
工事（建築士等が発行する『増改築等工事証明書』ま
たは地方公共団体の長が発行する『住宅耐震改修証
明書』を添付）を行った場合の減額措置

○住宅のバリアフリー改修に伴う減額措置
　�65歳以上の方、要介護認定または要支援認定を受
けている方、障害のある方のいずれかが居住する平
成19年1月1日以前から所在する住宅（賃貸を除く）
のバリアフリー改修工事を行った場合の減額措置
※�各減額措置の要件・減額期間などが異なりますの
で、詳細は、問い合わせてください。
◆土地・家屋の届出
　次の場合は、必ず届け出てください。
　◦�土地の利用状況が変わった場合（農地を埋め立て

て駐車場や資材置場にした場合など）
　◦家屋を新築・増築・取り壊した場合
　◦�家屋の用途変更があった場合（専用住宅・併用住

宅など⇔工場・事務所など）
　◦登記をしていない家屋の所有者が変わった場合
　◦�火災などの災害により、家屋が焼損または滅失し

た場合
◆償却資産の申告
　償却資産とは、会社や個人で工場や商店などを経営
している方が、その事業のために用いることができる
機械・器具・備品などをいいます。償却資産を所有して
いる方は、毎年1月1日現在の償却資産の所有状況を、
1月31日までに申告してください。
◆固定資産の価格（評価額）等の縦覧・閲覧
○土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
　�縦覧は、納税者が所有する土地・家屋の評価額と、他
の土地や家屋の評価額とを比較することで、その評
価額が適正かどうかを確認できる制度

縦覧できる
内　　　容

土地…所在、地番、地目、地積、評価額
家屋…�所在、家屋番号、種類、構造、床面積、建築年次、評

価額
必要なもの 運転免許証など本人確認のできるもの

縦覧期間 毎年4月1日から固定資産税第1期納期限（土・日曜日、
祝日を除く）まで

○固定資産課税台帳（名寄帳）の閲覧
　�閲覧は、納税義務者等（所有者、借地借家人）が自己
の資産を記載した固定資産課税台帳（名寄帳）を確
認できる制度
　　◦必要なもの…�運転免許証など本人確認のでき

るもの
　　◦期　　　間…通年（開庁日）
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　毎年4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を所有している方に課税され
ます。廃車や名義変更などの異動がある場合は早めに届け出てください。
●�軽自動車税には、月割り課税の制度がありませんので、4月2日から翌年3月31日までの取得、譲渡、廃車は、当
該年度の税額には影響しません。
●�車検を受けるときは、軽自動車税を完納していることの証明書が必要です。
　1．�継続検査用の記載のある納付書を使って、金融機関などの窓口で納税し、領収印が押印されれば納税証明書

として使用できます。ただし、使用有効期限が記載されていないものは、納税証明書として利用できません。
　2．�車検用納税証明書は、税務課収税係または各振興局市民福祉課で発行します。
　※発行手数料は無料です。
●�軽自動車などを取得、譲渡、廃車または住所や名義が変わった場合は、届出が必要です。
　※�手続きを代行する業者（自家用自動車協会や行政書士事務所など）がありますので、販売店などに問い合わせ

てください。
　※�自身で手続きをする場合は各申告先に問い合わせてください。

車種 申告先
①原動機付自転車（125cc以下のバイク）
　ミニカー、小型特殊自動車

税務課市民税係　☎21-9045
各振興局市民福祉課

②軽自動車（3輪、4輪）
軽自動車検査協会兵庫事務所姫路支所
〒672-8035　姫路市飾磨区中島字福路町3313
☎050-3816-1848

③2輪の軽自動車（126cc～250ccのバイク）
　2輪の小型自動車（250ccを超えるバイク）

姫路自動車検査登録事務所
〒672-8588　姫路市飾磨区中島字福路町3322
☎050-5540-2067

●�車両などが盗難に遭ったり、ナンバープレートを付けたまま廃棄した場合など、通常の手続きができない場合
は、税務課に問い合わせてください。

国民健康保険税の納税義務者
　加入している被保険者一人一人が納税義務者になるのではなく、被保険者の属する世帯の世帯主が納税義務者
になります。
　したがって、世帯主が国民健康保険に加入していなくても、納税通知書などは世帯主宛てに送付します。
税額の計算方法
　国民健康保険税は、毎年4月から翌年3月までの12カ月を1年度として税額を計算します。
　税額の計算は、国民健康保険に加入している方の前年の所得、その年度の固定資産税額、加入者の人数などを基
にして計算します。
　年度の途中で加入者数に変更が生じた場合や前年の所得などに変更があった場合は計算をし直します。

軽自動車税� 税務課　☎21-9045（各振興局市民福祉課）

国民健康保険税� 税務課　☎21-9045（各振興局市民福祉課）

①から④までの合計額が年間の保険税額です 限度額（平成30年度）
①所得割 （加入者の前年所得－基礎控除）×税率

医療分

58万円

支援金分

19万円

介護分

16万円

②資産割 加入者のその年度の固定資産税額×税率
③均等割 加入者の人数×加入者1人当たりの額
④平等割 1世帯当たりの額

※�税率や額は毎年度見直しま
す。
※�限度額も見直す場合があり
ます。

月割り課税
　国民健康保険税は、国民健康保険の資格の取得や喪失年月日を基準に月割りで計算します。
納付方法
①普通徴収（納付書や口座振替による納付方法）
　◦納付書による納付
　　　⇒�市役所本庁、各振興局、または最寄りの金融機関、コンビニエンスストアなどで納付してください。
　◦口座振替による納付
　　　⇒指定の口座から引き落とします。
②特別徴収（公的年金からの天引き）
　　�国民健康保険に加入する方全員が65歳から74歳の世帯は、世帯主の年金から天引きします（希望により、口

座振替に変更することもできます）。
納期
　普通徴収　年間の税額を9回に分けて納付
　特別徴収　�年間の税額を年金支給月に分けて公的年金から天引き
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市税の納付月

区分 市県民税
（普通徴収）固定資産税 軽自動車税 国民健康保険税

（普通徴収）
4月 1期
5月 全期
6月 1期
7月 2期 1期
8月 2期 2期
9月 3期

区分 市県民税
（普通徴収）固定資産税 軽自動車税 国民健康保険税

（普通徴収）
10月 3期 4期
11月 5期
12月 3期 6期
1月 4期 7期
2月 4期 8期
3月 9期

※納期限は毎月末日（ただし、12月は25日）です。納期限が休日の場合は、その翌日（休日を除く）とします。

市税の納付場所 市税の口座振替
　次の市税は、指定金融機関などの口座から自動振替
の方法で納めることができます。機関 納付場所

市役所窓口 市役所本庁、各振興局（城崎、竹野、日高、出石、但東）

指定金融機関 但馬銀行

収納代理
金融機関

三井住友銀行（国外を除く）、山陰合同銀行、みなと
銀行、但馬信用金庫、兵庫県信用組合、近畿労働金
庫、たじま農業協同組合、なぎさ信用漁業協同組合
連合会

近畿2府4県のゆうちょ銀行・郵便局

◎全国のコンビニエンスストア
　MMK設置店、くらしハウス、コミュニティ・ストア、サークルK、サ
ンクス、スリーエイト、生活彩家、セイコーマート、セーブオン、セブン
－イレブン、タイエー、デイリーヤマザキ、ニューヤマザキデイリース
トア、ハセガワストア、ハマナスクラブ、ファミリーマート、ポプラ、ミ
ニストップ、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ヤマザキデイ
リーストアー、ローソン、ローソンストア100

口座振替の
できる税目

市県民税（普通徴収）、固定資産税、
軽自動車税、国民健康保険税（普通徴収）

口座振替の
手続き

　金融機関の場合は、預貯金口座のある金融機関の
窓口（市内に本支店があるものに限る）に預貯金通
帳・通帳印・納税通知書を持参の上、申し込んでくだ
さい。
　ゆうちょ銀行、郵便局の場合は、全国のゆうちょ
銀行、郵便局の窓口で手続きができます。貯金通帳・
通帳印・納税通知書を持参の上、最寄りのゆうちょ
銀行、郵便局の窓口で申し込んでください。
　市内の金融機関・ゆうちょ銀行・郵便局窓口およ
び市役所本庁・各振興局窓口に「口座振替依頼書」が
あります。市外の方は、税務課収税係まで連絡して
ください。依頼書を送付します。

納税� 税務課　☎23-1118（各振興局市民福祉課）
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区分 証明の種類 手数料（1件）

市県民税関係 ◦所得課税証明（所得証明、非課税証明を含む）

� �300円
固定資産税関係 ◦評価証明・公課証明など

納税関係 ◦納税証明（税目、年度ごと）

その他
◦軽自動車税の減免を受けていない証明、法人等所在証明など

◦住宅用家屋証明 1,300円

閲覧 ◦公簿・公図などの閲覧 � �300円

※�証明書の申請（または公簿等の閲覧）の際には、窓口にお越しいただいた申請者（または代理人）の本人確認をしますので、運
転免許証、健康保険証、個人番号カードなどを持参してください。
※�証明書の申請（または公簿等の閲覧）には、申請者（または代理人）の印鑑が必要です。
※�代理人（本人または同一世帯の親族以外の方）による申請の場合は、本人直筆の委任状または代理人選任届などが必要です
〔法人の場合は、法人印（代表者印）による委任状が必要です〕。
※�所得課税証明書の交付開始時期は、前年中の所得に係るものについては、6月1日以降（休日を除く）となります。
※�固定資産税関係の証明は、土地の筆数・家屋の棟数でなく、所有名義人ごとに手数料を計算します（ただし、同一所有者で
あっても共有分は別件の扱いとなります）。
※�納税証明書の交付は、金融機関から市への入金報告に数日かかるため、入金されてもすぐには証明ができませんので、でき
るだけ余裕をもって申請をお願いします。急ぎで証明が必要な場合には、納付した際の領収書または記帳された預金通帳な
ど納付が証明できるものを持参してください。
※�公簿・公図などの閲覧は、各振興局区域内のものは、当該振興局窓口に限るものもあります。

市税などの証明と閲覧� 税務課　☎23-1118（各振興局市民福祉課）

市税などの証明と閲覧
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　「納税」という言葉が付いているふるさと納税ですが、実際には市区町村や都道府県への「寄付」です。「ふるさと
納税制度」は「生まれ育ったふるさとに貢献できる制度」「自分の意思で応援したい自治体を選ぶことができる制
度」として創設されました。
　豊岡市では、全国の方から豊岡を応援していただけるよう、ふるさと納税を推進しています。
税制上の優遇措置
　自治体に寄付（ふるさと納税）を行った場合に、寄付額のうち2千円を越える部分について、所得税と住民税か
ら原則として全額が控除されます（一定の上限あり）。
　また、平成27年度税制改正で、寄付金控除の枠が拡充され、さらにサラリーマン等で要件を満たす方が寄付を
した場合は、確定申告が不要となるワンストップ特例制度など、ふるさと納税がより身近となっています。
寄付の手続き

寄付のお礼（謝礼品）
　寄付への感謝の気持ちとして、1万円以上（寄付1回
につき）を寄付していただいた方に豊岡市自慢の品を
お届けします。※謝礼品は、市内に在住の方にはお届
けしません。
〔謝礼品の例〕�豊岡鞄

かばん

、但馬牛、津居山かに、コウノトリ
育むお米など

寄付金の使い道
　寄付金の使い道は右記の取組み方針から選択して
いただくことができ、豊岡市のまちづくりに大切に活
用させていただきます。

（1）�「小さな世界都市とよおか」の実現�
（特に分野を指定せず、市が重点を置く施策に活用させていただ
きます）

（2）コウノトリをシンボルとした人と自然が共生するまちづくり
　�（豊かな自然の保存・再生・創造等）
（3）安全に安心して暮らせるまちづくり
　�（防災力の向上、福祉・医療の充実等）
（4）持続可能な「力」を高めるまちづくり
　�（産業・観光の振興、情報発信戦略の推進、公共交通の充実等）
（5）未来を拓く人を育むまちづくり
　�（子育て・教育環境の充実等）
（6）人生を楽しみお互いを支え合うまちづくり
　�（芸術・文化・スポーツの振興、地域コミュニティ活動の支援等）
（7）上記以外のまちづくり施策

オンライン申請、また
は、寄付申出書を豊岡
市へ提出します

クレジットカード決
済、または、申出後に届
く振込用紙（郵便局）で
寄付金を払い込みます

1万円以上寄付いただ
いた方は、お礼の品を
選んで申し込みます

寄付金払込後、豊岡市
から受領証明書が届き
ます（寄付金控除を受
けるには、原則、確定申
告が必要です）

①寄付申出 ②�寄付金の
払込

③�謝礼品の
申込

④�証明書の
受領

ふるさと納税� 環境経済課　☎23-4480

コウノトリ豊岡寄付金
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