
任意加入しなかった期間の特別な給付

　国民年金の任意加入期間に加入しなかったことで、
障害基礎年金などを受給できなかった障がい者に、福
祉的措置として給付金を支給する制度です。
　該当すると思われる人は、ご相談ください。

特別障害給付金とは

　次の1か2の人で、当時、任意加入していなかった期間
内に初診日 注1がある病気やけがで、現在、障害基礎年
金1級または2級相当の障がい状態にある人
1．�平成3年3月以前に国民年金の任意加入対象であっ
た学生

2．�昭和61年3月以前に国民年金の任意加入対象であっ
た厚生年金や共済組合などの加入者だった人の配偶
者

・�65歳に達する日の前日までに当該障がい状態に該当
する人に限ります。
・�障害年金（基礎、厚生、共済）などを受給できる人は、対
象となりません。
注1 �初診日とは障がいの原因となる病気やけがについて初め
て医師の診療を受けた日

支給の対象となる人は

　一定金額を超える所得があると均等に課税されま
す。
　均等割の税額は5,000円です。（市民税3,500円、県民
税1,500円）

均等割

　所得割は前年の1月1日から12月31日までの所得金
額を基礎に課税されます。
　所得割の税率は10％です。（市民税6％、県民税4％）

所得割

市・県民税の課税方法

税金
個人市・県民税（住民税）

問 税務課�市民税係　☎773-6668
　個人市民税は、市政運営のために必要な費用を、市民
の担税力に応じて負担していただく税金です。個人県
民税と合わせて「住民税」と呼ばれます。
　住民税は「均等割」と「所得割」で構成され、1月1日現
在に住所がある市町村で課税されます。1月1日現在市
内に住所がない場合でも家屋敷、事務所、または事業所
がある人には均等割が課税されます。
　個人県民税は、納税者の利便性をはかるために、個人
市民税と合わせて徴収されます。

　個人の市・県民税は、市が税額を計算し、納税者に通
知して納税してもらう仕組みです。適正な課税を行う
ため、市・県民税の申告書を提出してください。
　その年の1月1日現在で市内に住所のある人は、3月
15日までに申告をしなければなりません。
　ただし、次に該当する人は申告をする必要はありま
せん。
・�所得税の確定申告書を税務署に提出した人
・�前年中の所得が給与、または公的年金のみの人で、勤
務先や公的年金などの支払者から給与支払報告書や
公的年金等支払報告書が市役所に提出されている人
（給与支払報告書が提出されているかは、事業所にご
確認ください）
・�所得が全くなかった人で、市内在住の親族に被扶養者
として税申告されている人

市・県民税の申告
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大竹一夫税理士事務所
関東信越税理士会会員
新潟県行政書士会会員

･開業､法人設立､会計､決算､税務申告
･相続･贈与の相談､手続、申告
･不動産の譲渡･アパート経営の相談､申告
･建設業等の許可､入札参加手続
･生命保険の活用相談　など
お気軽に当事務所まで

南魚沼市塩沢430-14(17号線沿い)
TEL 782-0573
FAX 782-0779

E-mail  zeirishi@otake.jimusho.jp



　固定資産税の課税の基礎となる固定資産の評価は、
総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づき、市町
村長が評価額を決定し、固定資産課税台帳に登録しま
す。この評価額から算出された課税標準額に固定資産
税率1.4％を乗じた額が税額となります。

税額の算出方法

　住宅用地は、その面積によって小規模住宅用地と、そ
の他の住宅用地に分けて特例措置が適用されます。
　200㎡以下の住宅用地を小規模住宅用地といい、そ
の課税標準額が、固定資産税は6分の1に軽減されます。
　また、200㎡を超える部分をその他の住宅用地とい
い、その課税標準額が、固定資産税は3分の1に軽減され
ます。

住宅用地の特例

　固定資産評価基準に基づいて決定した土地・家屋の
評価額は、3年ごとに「評価額の見直し（評価替え）」が行
われます。評価替えの年度を基準年度といい、この年度
に決定された評価額は、3年間据え置かれます。
　ただし、土地の評価額は、地価の下落などから価格を据
え置くことが適当でない場合は、評価の修正を行います。

評価替え

　新築住宅で次の要件に該当する場合は、居住部分の
床面積120㎡に相当する固定資産税額の2分の1が3年
間減額されます。（3階以上の中高層耐火・準耐火住宅は
5年間）
　新築住宅で、長期優良住宅の認定を受けた場合には、
減額期間がそれぞれ2年間延長されます。
①�一戸建ての住宅　50㎡以上280㎡以下（併用住宅は
居住部分が全体の2分の1以上であること）
②�賃貸用の共同住宅　1戸当たり40㎡以上280㎡以下

新築住宅に対する減額措置
　固定資産税の納税義務者は、賦課期日現在で登記簿
に所有者として登記されている人、または未登記家屋
や償却資産などの所有者として、固定資産課税台帳に
登録されている人です。

固定資産税の納税義務者

　所有者として登記（登録）している人が、賦課期日以
後に死亡した場合は、相続人が納税義務を引き継ぐこ
とになります。
　この場合、相続人の中から代表者を決めて、「相続人
代表者指定（変更）届」を提出してください。
　相続などによる土地や家屋の所有権移転登記は、法
務局で手続きしてください。登記していない家屋は、税
務課に「家屋所有者（権）の変更届」を提出してください。

納税義務者が死亡した場合

固定資産税
� 問 税務課�資産税班　☎773-6668
　固定資産税は、1月1日（賦課期日）現在で土地・家屋・
償却資産を所有している人が、その固定資産の所在す
る市町村に納める税金です。
※�都市計画税は、令和元年度から課税していません。
（廃止）

　納税者が、自己の所有する土地や家屋の評価額が適
正かどうかを確認するために、縦覧帳簿に記載されて
いる市内すべての土地や家屋の評価額と比較できる制
度です。
　縦覧できる期間は、毎年4月1日から年度の第1期の
納期限の日までです。

固定資産の縦覧制度

　会社や個人で工場や商店、農業、アパートなどを経営
している人は、その事業のために使用している機械・器
具・備品などの固定資産について、毎年1月1日現在の所
有状況を1月31日までに申告してください。
　これらの資産は、減価償却の対象として、税務署への
確定申告時に損金や必要経費として算入される一方、
固定資産税の課税対象として市町村に申告する義務が
あります。

償却資産の申告制度

　固定資産課税台帳に登録された評価額について、不
服のある納税者は、固定資産評価審査委員会に審査の
申し出を行うことができます。審査の申し出期間は、原
則として、固定資産の評価額などを登録したことを公
示した日から、納税通知書の交付を受けた日後、3か月
を経過する日までとなっています。

固定資産の価格に関する審査の申し出
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①�市内に事務所・事業所を持っている法人（均等割と法
人税割）
②�市内に寮・保養所などを持っている法人で、事務所・
事業所を持っていないもの（均等割）
③�市内に事務所・事業所を持っている公益法人など、ま
たは法人でない社団などで、収益事業を行わないも
の（均等割）

（①は③に掲げる法人などで、収益事業を行うものを含
みます）

納税義務者

　法人市民税は、税額を納税義務者自身が計算して納
める申告納付制度です。申告方法は中間申告と確定申
告、修正申告などがあります。

申告と納税

　市内に事務所・事業所を有する法人などに課税され
る税金で、均等割と国税の法人税額を課税標準として
算出する法人税割があります。

法人市民税
� 問 税務課�市民税係　☎773-6668

　入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、消
防施設などの整備と観光の振興に要する費用に充てる
ため、鉱泉浴場での入湯に対して課税される税金です。

　鉱泉浴場（温泉など）を利用する入湯客です。

納税義務者

入湯客1人1日：120円

税額

　鉱泉浴場（温泉など）の経営者が、毎月15日までに前
月中に入湯客から徴収した税額を申告し納入します。

申告と納税

入湯税
� 問 税務課�市民税係　☎773-6668

　軽自動車などを取得したり、住所変更など申告事項
に変更があった場合は15日以内に、また廃車、譲渡した
場合は30日以内に次の場所で申告をしてください。

軽自動車（種別割）などの申告手続と申告場所

　車種や初年度検査年月日などにより税率が異なりま
す。詳しくは、税務課市民税係にお問い合わせくださ
い。

税率（税額）

　取得価額が50万円を超える車両の取得者です。当面
は、県が課税・徴収・減免の事務を行います。
申告受付窓口（新潟県委託先）
・長岡ナンバー
 一般財団法人長岡自動車協会〔長岡市平島1丁目2番地〕
 ☎0258-22-1134

環境性能割

・原動機付自転車（125cc以下）、小型特殊自動車
 �本庁舎税務課市民税係、大和市民センター、塩沢市民
センター

市役所で手続きするもの

①�2輪の軽自動車および2輪の小型自動車（125ccを超
える）
　�新潟運輸支局長岡自動車検査登録事務所［長岡市摂
田屋町2643番地1］
　☎050-5540-2041
②3輪・4輪の軽自動車
　軽自動車検査協会［長岡市平島1丁目3番地］
　☎050-3816-1851
　詳しい手続などは、その軽自動車の該当する申告先
に、直接お問い合わせください。
●�障がいのある人が所有する軽自動車などは、障がい
区分や等級によって減免される場合があります。税
務課市民税係にご相談ください。

市役所以外で手続きするもの

納税義務者

　4月1日（賦課期日）現在、市内に主たる定置場のある
軽自動車などの所有者または使用者です。

種別割

　軽自動車税は、軽自動車などの所有に対して課税さ
れる「種別割」と車両の取得に対して課税される「環境
性能割」で構成されます。

軽自動車税
� 問 税務課�市民税係　☎773-6668
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　納税通知書に同封した納付書で納付する方法と、口
座振替で納付する方法があります。

納税通知書の発送

　納付方法など、納税の相談は、早めにご相談くださ
い。

納税相談

　下記の指定納付場所で納付してください。
・�金融機関の本支店� �
北越銀行／第四銀行／大光銀行／長岡信用金庫／新
潟縣信用組合／塩沢信用組合／新潟県労働金庫／み
なみ魚沼農業協同組合／ゆうちょ銀行� �
※�長野県・新潟県以外のゆうちょ銀行と郵便局での納
付は、別に払込取扱票が必要です。必要な人は、税務
課収税班にご連絡ください

・�南魚沼市役所� �
本庁舎会計課、大和市民センター、塩沢市民センター
・�コンビニエンスストア

納付書での納税

　5月中旬に送付します。

軽自動車税

　5月中旬に送付します。年4回に分けての納税となり
ます。（一括で納税することも可能）

固定資産税

　納付の方法により、発送時期が異なります。

個人市・県民税

　所定の手続によって、市・県民税、固定資産税、軽自動
車税、国民健康保険税を各税の納期限に、指定された口
座から振替納税することができます。

口座振替

　市内の金融機関や郵便局で手続きができます。預
（貯）金通帳、届出印、納税通知書を持参し、口座振替依
頼書を記入し、金融機関窓口に提出してください。

手続

北越銀行／第四銀行／大光銀行／長岡信用金庫／新潟
縣信用組合／塩沢信用組合／新潟県労働金庫／みなみ
魚沼農業協同組合／ゆうちょ銀行
以上の各本・支店

口座振替のできる金融機関

　口座振替依頼書の提出後、翌月以降の納期分から開
始されます。

開始日

・�口座振替納付を終了、振替方法の変更（期別→全納、全
納→期別）したい場合は、ご連絡ください。
・�固定資産税の口座振替で、不動産の共有や持分の変
更、納税義務者が変更になったときは、新しい口座振
替依頼書の提出が必要です。
・�税務課、または金融機関では、一定期間口座からの引
き落としがなかったり、振替が発生しなかった場合
に、口座振替を終了することがあります。詳しくは、お
問い合わせください。

終了と変更

　納付の方法により、発送時期が異なります。

国民健康保険税

　6月中旬に送付します。（納税義務者は世帯主なので、
世帯主あてに送付）6月から翌年3月までの年10回に分
けて、納税者が直接納めます。

普通徴収

　8月下旬に送付します。国民健康保険の被保険者であ
る世帯主が受給している年金から、国民健康保険税を
天引きして納めます。
　対象は、同一世帯の国民健康保険被保険者全員が65
歳以上75歳未満で、年額18万円以上の年金（老齢年金・
退職年金・障害年金・遺族年金）を受給している国民健
康保険の被保険者である世帯主です。詳しくは、お問い
合わせください。

特別徴収

　6月中旬に送付します。年4回に分けて、納税者が直接
納めます。（一括で納税することも可能）

普通徴収

●給与からの特別徴収
　5月中旬に送付します。会社などが給与を支払う際
に、その人の毎月の給与から税額を天引きして納めま
す。
　納期は6月から翌年の5月までの12回です。
　（特別徴収の方式で年の途中で退職する場合の個人
市・県民税は、再就職先で引き続いて特別徴収する場合
と、退職時に残額を一括して支払った場合を除き、残額
は普通徴収になります）
●年金からの特別徴収
　6月中旬に送付します。公的年金に係る個人市・県民
税が課税される65歳以上の年金受給者の場合、年金所
得に係る個人市・県民税額を年金支給ごとに年6回に分
けて天引きします。

�特別徴収

市税の納付
� 問 税務課�収税班　☎773-6669
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5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

市・県民税（普通徴収） 1期 2期 3期 4期

固定資産税 1期 2期 3期 4期

軽自動車税 全期

国民健康保険税 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 9期 10期

市税納期カレンダー　　　　※各税の納期限はその月の末日です

・納期限日が土曜日、日曜日、祝日の場合はその次の平日になります。
・納期限を過ぎると、滞納日数に応じて延滞金が加算されます。

　市税などに関する証明は、用途によっていろいろな
種類があります。

証明などの種類 手数料 主な用途
評価通知書 無料 登記申請のみ

評価証明書 300円 裁判申立・登記申請・融資
など

公課証明 300円 裁判申立・競売申立・公租
公課の確認など

課税台帳登録証明 300円 克雪住宅申請など
課税証明 300円 保存登記など
資産証明（無資産証明） 300円 融資など

住宅用家屋証明 300円 登記申請・登録免許税の
軽減など

本庁舎税務課、大和市民センター、塩沢市民センター

申請先

証明などの種類 手数料 主な用途

所得証明書（一般用） 300円 融資・年金申請・所得確認
など

所得証明書（児童手当・
児童扶養手当用） 300円 児童手当申請・児童扶養

手当申請
所得・課税（非課税）証
明書 300円 扶養確認・奨学金申請な

ど

市民税に関する証明

資産税に関する証明

証明などの種類 手数料 主な用途
納税証明書 300円 融資・入札申請など

軽自動車税納税証明書 無料 軽自動車の継続検査用の
み

営業証明書 300円

納税・その他に関する証明

市税などに関する証明書
� 問 税務課　☎773-6668、773-6669

申請に必要なもの

・�本人または同一世帯員が窓口で申請する場合� �
手数料・本人確認ができる証明書（免許証、マイナン
バーカードなど）
・�法人の場合� �
委任状（会社印・代表者職印（法務局届出印））・手数料・
窓口に来る人の本人確認ができる証明書
・�代理人が申請する場合� �
委任状（委任者の署名・押印・代理人の指定があるも
の）・手数料・窓口に来る人の本人確認ができる証明書
●注意事項
　本人確認ができる証明書は、顔写真のないものは2点
必要となります。（保険証・年金手帳など）

窓口申請

・必要とする本人が申請してください。
 ①�申請人の住所・氏名・生年月日・電話番号と必要とす
る証明の種類・年度・枚数を記入した書類

 ②本人確認ができる証明書の写し
 ③手数料（㈱ゆうちょ銀行発行の定額小為替）
 ④�返信用封筒（返信先の住所・氏名を記入し、切手を貼る）
 ①から④をそろえ下記に送付し、申請してください。
 （投函してから、届くまで1週間程度かかります）
 送付先　〒949-6696　
 　　　　新潟県南魚沼市六日町180-1
 　　　　南魚沼市役所　税務課宛て
●注意事項
・�本人確認ができる証明書は、申請人の現住所が記載さ
れているものを用意してください。
・�返信先の住所・氏名は、請求者の住民登録地と請求者
本人になります。

郵便で申請
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