
「税」特集号
TAXぺいじ知っ

納っ
得！

税

ささえあい

市民税課・資産税課・納税課は
市役所第２庁舎に移転しました。

目に見えるもの

　もうすぐ所得税や市民税・県

民税の申告期間が始まります。

　この機会に是非、税金につい

て改めて考えてみましょう！

税金の
役割は だけではあり

ません

みなさんの

もつくっています
安心安全

税　　　金は国民・市民の皆さんの生活を支えるための「会費」のようなものです。
　私たちの暮らしには、安心して生活するうえで必要なものがたくさんあり、個人の
力だけでは実現できないことを、皆さんお一人おひとりから集められた『税金』によ
り賄っています。
　例えば、警察や消防の費用を国民１人当たりに換算すると年間で４１，９００円か
かります。また、ごみ処理や道路の整備など、国民・市民の皆さんが、安心・安全に
快適な生活を送るために、たくさんの費用がかかっています。

　より、有意義な税金の使い道のために…

ごみ処理費用　
１人あたり　約１７，８００円（年）

消防・警察　
１人あたり　約４１，９００円（年）

土木費（市）
（道路・河川・公園など）
１人あたり　約３４，５００円（年）

税金の使い道を決めるのは選挙で
選ばれた私たちの代表（議会）です。

一票を大切にしましょう！

申告や納付など、税金に関する
手続は忘れずに行いましょう！

申告の準備は
お早めに！！ マイナンバーカードの利用でスムーズな申告を

平成 29年 1月以降の確定申告や市民税・県民税申告等に際して、マイナンバー確認が必要となりました

■あると便利なマイナンバーカード（今なら初回交付手数料０円！！）
　マイナンバーの確認には、通知カード＋身元確認書類が必要ですが、マイナン
バーカードがあれば、1点で確認できます。
　また、課税証明書や住民票等のコンビニ交付が利用できます。
こんな人にもオススメ！！
　課税証明書等の証明書は、住宅ローンやお子様の奨学金の申請など、様々な手続にお
使いいただいています。マイナンバーカードがあれば、全国のコンビニで課税証明書等
をお取りいただけるので、仕事等で日中お休みが取れない方にもお勧めです。

※マイナンバーカードは、申請から発行まで１～２カ月のお時間をいただいておりますので、早めの申請をお願いします。
※住所・氏名等に変更がある場合、証明写真機やＱＲコードを使用した申請はできません。

B マイナンバーカードの交付
　 市民課☎922-0274　D920-1501

税特集号に関するお問合せは☎０４８－９２２－０１５１（代表）　市民税課（１，２ページ）資産税課（３ページ）納税課（４ページ）

マイナンバーカードの申請
実はとっても簡単です！

　通知カードに付いている申請書の
ＱＲコードを読み取り、写真を撮影、
住所・氏名等を確認するだけ！（※）
　スマートフォンがない方も、郵送
での申請や、申請機能付きの証明写
真機を使った申請などができ、簡単
に申請できます！

ＱＲコードを使うと、申請が簡単です！
私は、５分程でできました！
（草加市在住・男性）
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申告は期間内に！！

■障害年金・遺族年金は非課税所得のため、税金上の計算には含みません。障害年金・遺族年金以外に収入
がない場合は、市民税・県民税申告で、収入「０円」の申告をしてください。

■繰越控除など税務署の申告（確定申告）が要件となっている場合は、税務署に申告してください。

来年の申告から

所得（※）とは…収入から必要経費を引いた残りの金額のことです。ただし、給与や年金の場合は、決められた
計算式により求めます。それぞれの所得を別々に計算し、合算してください。

【参考　所得の求め方】
給与収入１６１万９千円未満の場合　　   ・・・　給与収入　－　　６５万円
年金収入３３０万円未満（６５歳以上）　・・・　年金収入　－　１２０万円
年金収入１３０万円未満（６５歳未満）　・・・　年金収入　－　　７０万円

セルフメディケーション税制（医療費控除の特例）始まる！！

制度概要 ポイント！
　来年の申告から、いわゆるスイッチＯＴＣ医薬品を購入した費用が
12,000円を超える場合、超えた分が所得控除の対象となります（支払
額10万円まで対象）。
　スイッチＯＴＣ医薬品とは、医師によって処方される医療用医薬品か
ら、ドラッグストアで購入できるＯＴＣ医薬品に転用された医薬品のこ
とを言います。対象の医薬品については、厚生労働省のＨＰで掲載して
いるほか、一部の製品については、パッケージに対象である旨の記載が
あります。

■健康診断や予防接種など、健康の維持増進のために一定の取組を行っている
必要があります。
■セルフメディケーション税制対象商品であることがわかるレシート又は領収
書が必要です。
■平成２９年１月１日以降に購入したものが対象となります。また、申告で使
用できるのは申告する年分の１月１日から１２月３１日までの支払分です。
■現行の医療費控除との併用はできません。有利な方を選択し、申告してくだ
さい。

詳しくは厚生労働省
ホームページへ

スイッチＯＴＣ 検索

日中、時間の無い方は・・・

〒郵送申告がおススメです！！
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申告の必要は
ありません

スタート!

配偶者以外にも
税金上の扶養対
象親族がいる

外国の法令に基づく年金等がある

源泉徴収税額がある

公的年金等の収入が４００万円を超える

公的年金等以外に他の所得（※）があり、
その金額が20万円を超える

（給与・個人年金・営業・不動産所得等）

すべての所得（※）の合計が
３１万５０００円を超える

医療費控除や扶養控除など各種控除の
追加により所得税が還付になる

申告をすると市民税・県民税の
税額が変わる

源泉徴収票の内容に追加・変更がある
（公的年金等以外の所得がある、医療費控除、扶養
 控除、生命保険料控除など各種控除を追加する等）

原則としてすべての人が申告する必要があります！！

申告は余裕をもってお早目に！！ B　《市民税課》　個人課税係 ☎922-1042

■収入がある場合は原則として、確定申告（税務署）又は、市民税・県民税申告が必要です！！
■収入が無くても、行政サービスに影響する場合もあるため、市民税・県民税申告をお願いします。
■年金収入の方は下の「年金受給者の方へ～私は申告するの？しないの？～」を参照してください。
■税務署の確定申告が必要な方は、確定申告をしてください。確定申告が必要かどうかについては、
　川口税務署（☎０４８－２５２－５１４１）までお問い合わせください。 

■１社からの給与収入以外に収入は無く、年末調整しており、会社が給与支払報告書を市役所に提
出している人（控除を追加、変更する人は申告が必要です）

■年金収入以外に収入が無く、１月１日現在「６５歳未満で１０１万５千円以下」「６５歳以上で
１５１万５千円以下」の方

申告期限は
　３月１５日 です！！

年金受給者の方へ
　　　～私は申告するの？しないの？～

申告しないと調査により、数年分まとめて
課税されることがあります！！

今年の申告に関しての詳しいご案内は広報 2面をご確認ください。
次に該当する人は申告の必要はありません（該当しない人は申告してください）

給与支払報告書とは？

会社や個人事業主が、給与を
支払った場合、翌年１月３１
日までに、市区町村に提出す
る義務がある書類です。
希に提出していないケースが
あるので、給与支払報告書を
市役所に提出しているかどう
かについては、お勤め先に確
認してください。
※提出は地方税法で義務付けられています。
※未提出の場合は提出を依頼してください。

はい

いいえ
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課　　税　　明　　細　　書　　 No.1

※　確定申告の際に必要な経費として計上する方は、この明細書をご利用ください。

4

区
　
　
分

土
　
　
地

家
　
　
屋

家
　
　
屋

所　　　　　　在　　　　　　地
課 税 地 目 又 は 家 屋 の 種 類

仮分割番号又は家屋番号 固定資産税課税標準額（円）
都市計画税課税標準額（円）

評　　　価　　　額（円）

固定資産税相当額（円）
都市計画税相当額（円）

固定資産税軽減税額（円）

共用持分（分子）
共用持分（分母）

都市計画税軽減税額（円）
前年度都市計画税課税標準額（円）
課税地積・床面積（㎡） 構　　　造

経年表示
備　　　　　　　　　　　　　　　考

前年度固定資産税課税標準額（円）

○○町１２３－４
宅地

3 000 000
住宅用地の特例
○○町１２３－４
居宅

軽減適用中（平成29年まで）
◯◯町１２３－５
居宅

軽減期間は前年度にて終了

6 000 000

3 000 000
6 000 000

18 000 000
　A8 000 000
C8 000 000

8 000 000
3 000 000
3 000 000

3 000 000

42 000
15 000

B56 000
D20 000

E56 000
42 000
7 500

200.00

100.00

50.00

１２３－４

１２３－５

木造

木造

B　《資産税課》　土地 ☎922-1081　償却資産 ☎922-1068
　　　　　　　　家屋 ☎922-1092固定資産税・都市計画税について

住宅用地の特例が適用される場合に表示されます。
住宅用地・市街化区域農地については軽減措置が
設けられています。

軽減措置が前年度に終了した場合に表示されます。

新築住宅には一定の要件により固定資産税
を軽減する措置があり、適用となった場合
に表示されます。　固定資産税とは、毎年１月１日（賦課期

日）現在の土地・家屋・償却資産の所有者が、
それらの固定資産の価格をもとに算定され
た税額を市に納める税金です。

　都市計画税とは、都市計画事業 ( 道路・
公園・下水道等の整備 ) 又は土地区画整理
事業に要する費用にあてることを目的とし
て課税されるもので、市街化区域内にある
土地・家屋の所有者が市に納める税金です。

　工場・商店等の経営や駐車場・アパート
の貸付け等をしている会社や個人が、事業
のために用いる構築物・機械・備品等を償
却資産といい、土地や家屋と同様に固定資
産税の課税対象になります。
　なお、償却資産の取得価額から算出され
る課税標準額が１５０万円未満の場合は課
税されません。また、償却資産の所有者は、
毎年１月１日現在の状況の申告が必要です。

用 語 辞 典

固定資産税

都市計画税

償却資産

固定資産税・都市計画税の納税通知書は、
例年５月の連休明けに発送しています。

✓

✓

✓

　「納税通知書」には所在地、評価額、課税標準額、税率、税額、納期、納付場所などが記載されています。
　納税通知書が届きましたら、課税明細書の内容の確認をお願いします。
　お問い合わせの際は、通知書番号をお伝えください。

課税明細書の見方

■固定資産税の算出 
　（A固定資産税課税標準額）　　（固定資産税の税率）　　（固定資産税相当額）
　　　８，０００，０００円　　  ×　　　   １．４％　　　　＝　１１２，０００円※３
※３ この家屋の場合は、新築住宅の軽減適用中のため、1/2軽減となり（E固定資産税軽減
税額５６，０００円）、B固定資産税相当額は５６，０００円になります。
■都市計画税の算出
　（C都市計画税課税標準額）　　（都市計画税の税率）　　（D都市計画税相当額）
　　　８，０００，０００円　　　×　　　０．２５％　  ＝　　　２０，０００円

※1 税額計算のもとになる金額で法律で定められた計算式で算出します。
※2 固定資産税 1.4％ 都市計画税 0.25％

税額の算出方法

課税標準額※１ × 税率※２ ＝税額

（例）この家屋の固定資産税と都市計画税の算出は…？

■よくあるご相談コーナー

納税通知書が
届く前にチェック！

1月1日が

基準日
2分の1

軽減

固定資産税・都市計画税について

土地・家屋・償却資産
を所有している人のための
知っておきたい税金のキホン！

評価額

平成28年10月に住宅を取り壊し
駐車場にしたところ平成29年度
分の税額が高くなったのはなぜ？

　固定資産税は、１月１日現在の
土地の利用状況により課税が決ま
ります。土地の上に一定要件を満
たす住宅があれば、「住宅用地に
対する課税標準の特例」として、
土地の面積に応じて定められてい
る特例率で、税額が減額されま
す。
　しかし、住宅が取り壊され、平
成２９年１月１日現在住宅がない
場合は特例が受けられないため、
税額が高くなったものです。

土地の税額が
高くなったの
ですが…

平成28年12月に土地と家屋の売
買契約、翌年2月に所有権移転登
記をした。５月に納税通知書が
届いたのはなぜ？

　１月１日現在の登記簿に記載さ
れている所有者にその年度分の納
税義務があります。
　１月２日以降に売買等が行われ
たり、家屋を取り壊した場合で
も、１月１日現在の所有者が、平
成２９年度分の納税義務者となり
ます。

年の途中で
売買した場合の
納税義務者は？

平成25年に木造の住宅を新築し
ているが、平成29年度分の税額
が高くなったのはなぜ？

　新築の住宅については、要件に
該当する場合、一定の期間、固定
資産税額が２分の１の税額に軽減
されます。
　この期間が終了したため、軽減
前の税額となったものです。

家屋の税額が
高くなったの
ですが…

未登記の家屋を平成28年10月に
取り壊したが、どのような手続
きが必要か？｠

　未登記の家屋を取り壊した場合
は、課税取り消しを行うための滅
失届を送付しますので、家屋係ま
でご連絡をお願いします。
　なお、取り壊しに限らず、未登
記の家屋を新築・増築した場合、
または相続や売買等により所有者
が変更となる場合も、届出が必要
ですので、家屋係までご連絡くだ
さい。

未登記の家屋を
取り壊した場合
は？
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平成29年度　草加市　市税等納期カレンダー

納期限
税目

5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

市民税・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

1/4（木）5/31（水）6/30（金）7/31（月）8/31（木）10/2（月）10/31（火）11/30（木） 1/31（水）2/28（水）

平成29年 平成30年

平成30年

1 期 2期 3期 4期

1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 9期

1期

全期

2期 3期 4期

B　《納税課》　納付について　　相談について　☎922-1124
　☎922-1098　　　　　　　　 ☎922-1126納税について

納付は期限内に！！

期限内に支払わないとコンビニ納付が
できず、延滞金が加算されることも・・・

振替対象税目
■市民税・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

各期の納期限40日前（依頼書が草加市へ到着したもの）までに申し込まれますと、その納期からご利用いただけます。
口座振替できなかったり、既に納期限の過ぎている税金は、口座振替（再振替）できませんので、ご自身で納付を
お願いします。
口座振替の領収書として年１回最終期の納期限の翌月に口座振替済通知書を発送しています。国民健康保険税は
１２月・３月の年２回送付しており、控除資料として年末調整や確定申告にご利用になれます。

口座振替をおすすめします1

確実です便利です 安全です

いつもの口座に
用意するだけ

納期限の日に
「自動」で振替

現金を持ち歩く
必要なし

お申込みはこんなに簡単です！！

納税通知書に記載された金融機関の窓口へ
「納税通知書」「預貯金通帳」「通帳届出印」をお持ちいただき、備え付けの
口座振替依頼書に所定の事項を記入・押印してください。「口座振替依頼書」
をお持ちの方は、持参してのお申込みも可能です。

コンビニでも納税できます

水曜日夜間・日曜日午前中も窓口開庁

納税相談を実施しております

2

3
毎週水曜日（夜間）と日曜日（午前中）に窓口を開設して皆さまの利便性の
向上を図っております。

■水曜日　午後５時～９時（休日を除く）
■日曜日　午前９時～午後０時30分（年末年始を除く）

納税課窓口業務内容
市税・国民健康保険税の納付、納税相談、納税証明書発行
※納税相談は業務終了30分前までにお越しくださるようお願いします。

4
〈延滞金の割合　平成29年の場合〉

納期限の翌日から
１か月まで　年2.7％
それ以降　年9.0％

期限内に納付しないと
延滞金が加算されます 5

草加市では市税等を納期限までに納付さ
れていない方に対して、電話による納付
の呼びかけを行っております。
なお、「納税コールセンター」が口座を
指定して振込みを求めたり、金融機関で
ＡＴＭの操作を指示することはありませ
ん。ご注意ください。

納税コールセンターから
納付のご案内をしています

6 市税等の納期
スケジュール

平成29年度の納期
のスケジュールは右
記のとおりです。
納め忘れのないよう
ご注意ください。

7
納期限までに納税が困難な方には、納税相談をご案内しております。
ご希望の場合は、納税義務者本人もしくは同一世帯のご家族が市役所納税課窓口までお越しください。
納税しないで放置されますと、財産の差押（滞納処分）を受けることがあります。

※災害、疾病等のため一時に納税することが困難な場合は、申請により納税の猶予が認められる場合があ
ります。要件や必要書類等は、納税相談時に確認してください。

財産とは

等です

給与 年金

預貯金 生命保険

納税通知書に同封されている納付書（バーコード付き）はコンビニでご利用いただけます。

納付可能な税目
■市民税・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

※各期の納付額が30万円を超える場合、コンビニでは納付できません。
※納期限を過ぎるとコンビニでの納付ができなくなります。納付書に記載された金融機関等の窓口で納付
してください（延滞金が発生する場合があります）。

対象となるのは、※「納税の誠意」があり、次の要件に該当する方です。
減免期間は認定日から1年間です。
①災害等による損失、②傷病等による多額出費、③事業の著しい損失、④
失職等による所得減少、⑤会社解散・破産手続開始決定、⑥法令等によ
る身体拘束、⑦納税通知書の送達事実不知、⑧賦課に関する不服申立て
です。なお、①、②、⑦、⑧の要件の方は全額免除に、③、④、⑤、⑥の要件
の方は2分の1減免となります。認定を受ける際は、事実を証明する書
類等が必要になります。
※「納税の誠意」とは、滞納市税を優先的に納付しなければならないことを認
識していることをいい、滞納がある方は対象になりません。

延滞金の減免制度を設けています


