
今月の特集は

確認してみよう！固定資産税の減免制度

東京都主税局
TAX

お問い合わせ先：土地・家屋が所在する区にある都税事務所

主税局イメージキャラクター
タックス・タクちゃん

９月は固定資産税・都市計画税の納期です（23 区内）

検索都税の納付方法 Twitter アカウント
@tocho_syuzei

Facebook アカウント
東京都主税局都税の情報発信中！

第２期分を10月２日（月）までにお納めください

消防博物館　江戸時代から現代までの消
防の歴史に触れながら、防火・防災を学ぶこと
ができる施設です。最新の消防装備や救急資
器材等の多様な展示のほか、ヘリコプター操
縦席への搭乗や家での事故を防ぐ安全チェッ
ク等を行うことができます。

（写真提供：消防博物館）●ご利用になれる納付方法
①金融機関・郵便局・都税事務所・都税支所・支庁の窓口
②口座振替（現在ご利用中の方は、10月２日（月）が振替日ですので、ご準備をお願いいたします。）
③コンビニエンスストア
④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、モバイルバンキング
⑤クレジットカード（インターネットを利用した専用サイト）
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固定資産税・都市計画税には税額を減免する様々な制度があります。
今回は、主な減免制度の概要と種類についてご紹介します。該当するものがないか、確認してみませんか？

タク
ちゃん

確認してみよう！固定資産税の減免制度

特集教えて!

①は減免、②は非課税、③は課税標準の特例につ
いての説明だよ。減免は各自治体の条例で定めら

れているから、自治体によって制度が異なるんだ。
　ということで、正解は・・・①いったん課税された税金の
全部または一部の免除　だよ。
　東京都が課税しているのは23区内の固定資産だから、
東京都の減免制度は23区内でのみ適用されるんだよ。23
区外の固定資産については、各市町村に確認が必要だね。

タクちゃん

固定資産税には、第１期から第４期までの納期限
があるけど、減免は申請時点でまだ納期限が来て

いない税額にだけ適用できるんだ。
　ということで、正解は・・・③第３期分（12月27日納期
限）以降　だよ。
　ただし、納期限とは異なる申請期限が特別に決まってい
る制度もあるから注意が必要だよ。だから、減免の条件に
当てはまると思ったときには、早めに主税局のホームペー
ジや都税事務所で確認してみてね。

タクちゃん

正解は・・・①〜③の全部！
このほかにも、右のページで紹介している、防災ま

ちづくり推進のための「耐震住宅減免」、「不燃化特区減免」や、
保育所等の整備促進のため、保育所等用地として土地の有料

貸付を行った場合の減免制度もあるの。主
税局ホームページでも紹介しているから、
ぜひ確認してみてね！

ノンちゃん

東京都では、どんな場合に減免を受けられるのか
しら？

　下の３つから選んでね。

ノンちゃん

どんな種類の減免があるの？
Ｑ２

固定資産税の減免ってなに？
Ｑ１

そもそも減免ってどういうものなのかな？
下の３つから選んでね。

タクちゃん

　①いったん課税された税金の全部または一部の免除
　②課税の対象にならないこと
　③課税標準額を引き下げること 　①第１期分（６月30日納期限）以降

　②第２期分（10月２日納期限※）以降　※通常９月30日
　③第３期分（12月27日納期限）以降

　①生活保護法により生活扶助等を受けている場合
　②災害等により甚大な被害を受けた場合
　③帰宅困難者のための備蓄倉庫として使用している場合 ＜減免の適用例＞

〜平成29年10月10日に提出した場合〜
固定資産税の納期限 減免適用の可否

第１期 納期分（平成29年 ６月30日） ×
第２期 納期分（平成29年10月 ２日） ×
第３期 納期分（平成29年12月27日） ○
第４期 納期分（平成30年 ２月28日） ○
※特別に申請期限が定められている制度もあります。

減免の申請のタイミングは？
Ｑ３

減免の適用を受けるためには必ず申請が必要なん
だ。８月に住宅が火災に遭って、10月10日に減

免申請をした場合、いつから減免が適用されるのかな？
下の３つから選んでね。

タクちゃん

また、台風や火災などで固定資産が被災した場
合、減免申請書と一緒に、区役所や消防署（火災の

場合）で発行される「り災証明書」の提出も必要なんだ。そ
れぞれの減免制度には、必要な添付書類が定められている
から、都税事務所に確認をしてみてね！

タクちゃん



確認してみよう！固定資産税の減免制度

〜小規模非住宅
4 4 4

用地における固定資
産税・都市計画税の減免（23区内）〜

ご存知ですか？
安心・便利な口座振替をご利用ください

クレジットカードでも納付できます！

　一定の要件を満たす23区内の小規模非住宅
4 4 4

用地に対
し、固定資産税・都市計画税を減免します。

　問 土地が所在する区にある都税事務所

　開始月の前月10日（土・日・休日にあたるときはそ
の翌日）までにお申込みください。
　平成29年11月10日（金）までにお申込みいただく
と、12月の固定資産税第３期分からご利用いただけ
ます。
問 主税局徴収部納税推進課　☎03-3252-0955
　 （平日９時〜17時）

　固定資産税はパソコン・スマートフォン等から、ク
レジットカードで納付できます。

固定資産税・都市計画税の耐震住宅減免 
（23区内）

不燃化特区内で適用される減免制度 
（23区内）

　昭和57年１月１日以前から23区内に所在する家
屋のうち、平成30年３月31日までに耐震化のための
建替え・改修を行った住宅に対して固定資産税・都市計
画税を減免する制度があります。

　老朽化した木造建築物が多く、地震火災などによる
大きな被害が想定される木密地域の改善のため、不燃
化特区内で減免制度適用による支援を行っています。

減免を受けるには、申請が必要です！

減免を受けるには、申請が必要です！

問 住宅が所在する区にある都税事務所

　このほかに、防災上危険な老朽住宅を除却した更地
に対して適用される制度もあります。
　不燃化特区については東京都都市整備局、減免制度
については主税局ホームページをご確認ください。
問 住宅が所在する区にある都税事務所

※１ 　個人または資本金・出資金の額が１億円以下の 
法人が所有するものに限ります。

※２ 　前年度に同一区内で減免を受けた方で、用途を
変更していない方は、新たに申請は不要です。

減免対象 非住宅
4 4 4

用地※１の面積が400㎡以下で
あるもののうち、200㎡までの部分

減免割合 固定資産税・都市計画税の税額の２割

減免手続

まだ申請をしていない方で、小規模非
4

住宅
4 4

用地を所有していると思われる方
には８月中にご案内をお送りしていま
す。要件をご確認の上、申請してくださ
い※２（申請期限：平成29年12月28日）。

※減免の対象となる戸数は、建替え前の家屋により異なり
ます。

減免対象
木造又は軽量鉄骨造の家屋を取り壊し、当
該家屋に代えて、不燃化のために新築され
た耐火又は準耐火建築物の住宅のうち、一
定の要件を満たすもの

減免の割合 居住部分についての税額を全額減免※

適用期間 新築後新たに課税される年度から５年度分

申請期限 新築した年の翌々年（１月１日新築の場合
は翌年）の２月末

※減免の対象となる戸数は、建替え前の家屋により異なり
ます。

減免の割合 居住部分についての税額を全額減免※

適用期間 新築後新たに課税される年度から３年度分

申請期限 新築した年の翌々年（１月１日新築の場合
は翌年）の２月末

＜建替えを行った場合＞

減免の割合 居住部分で１戸あたり120㎡の床面積相
当分までの税額を全額減免

適用期間 改修工事完了日の翌年度分から一定期間

申請期限 改修工事が完了した日から３ヶ月以内

＜改修を行った場合＞

検索都税クレジットカードお支払サイト



減免制度

中小企業者向け省エネ促進税制 
〜法人事業税・個人事業税〜

　中小企業者が地球温暖化対策の一
環として行う省エネ設備等の取得を
支援するため、特定の省エネ設備等
を取得した場合に、法人事業税、個
人事業税を減免しています。
　減免を受けるためには、事業税の
納期限（申告書の提出期限の延長承
認を受けている法人の場合は、その
日）までに、減免申請書及び必要書
類の提出が必要です。
　詳細は、主税局ホームページ「＜
東京版＞環境減税について」をご覧
ください。
問 中小企業者向け省エネ促進税制：
所管都税事務所の各税目担当班
問 地球温暖化対策報告書制度・導入
推奨機器：クール・ネット東京
☎03-5990-5091

　「料理飲食等消費税」とは、料理店などで飲食等をしたと
きに課税された都道府県税で、「特別地方消費税」へと改称
後、地方消費税の創設等の理由により平成12年に廃止さ
れました。今の消費税と同様、会計の時に店に支払うこと
とされ、また、料理飲食等消費税の時代には、店から確実に
都に納付されるよう、「公給領収証」という都が予め印刷し
経営者に交付した領収証をお客様に渡してもらう制度とな
っていました。
　このポスターは、江戸小噺「酒百態」風のキャッチーなフ
レーズと目を引く上機嫌な狸の置物を用いて、お酒を飲ん
だ後も、忘れずに公給領収証を受け取ってもらえるように
と、さりげなく訴える内容となっています。

懐かしのポスター展
昭和 52（1977）年

石油系溶剤を含まないインキ
を使用しています。

ご案内

外国語版都税パンフレット配布
　都税を中心に、税金についてわか
りやすく説明した「ガイドブック都
税2017」の外国語版（英語・中国語・
ハングル）を発行します。
　９月下旬から各都税事務所、都民
情報ルーム（都庁第一本庁舎３階北
側）などで無料配布いたします。ま
た、日本語版「ガイドブック都税
2017」、「不動産と税金2017」ととも
に、主税局ホームページからもご覧い
ただけます。ぜひご活用ください。

お知らせ

平成28年度　都税収入決算
　緩やかな景気回復基調が続いたこ
とに加え、堅調な企業業績を反映し

◉編集後記
　９月は防災月間です。表紙でご紹介し
た「消防博物館」へ足を運んだり、地域の防
災訓練に積極的に参加するなど、いざとい
う時に備え、防災意識を高めましょう。

（H）

東京都主税局総務部総務課
〒163-8001　東京都新宿区西新宿2-8-1
電話　03-5388-2924
印刷番号（28）62　平成29年９月１日発行

↑このマークは、目が不自由な方などのための「音声コード」です。専用の読上げ装置で読み取ると、記載内容を音声で聞くことができます。
　ページの端には、触覚により「音声コード」の位置を把握できるよう、半円の切欠きを入れています。

都政はみなさまからの貴重な都税に支えられています。
「都民ファーストでつくる『新しい東京』〜 2020 年に向けた実
行プラン」（都庁総合 HP　http://www.metro.tokyo.jp/ か
らご覧いただけます。）では、都の主要政策を紹介しています。

て、都税収入は５年連続の増収とな
りました。

■都税収入５年間の推移

総額

※１（　）内は対前年度増減率（単位：％）です。
※２　法人二税とは、法人事業税・法人都民税を示します。

24年度 25年度 26年度 28年度

13,464
（9.1）

15,230
（13.1）

16,442
（8.0）

18,926
（7.3）

42,471
（2.4）

（億円）

44,910
（5.7）

法人二税

47,399
（5.5）

52,360
（1.0）

60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

0
27年度

17,635
（7.3）

51,836
（9.4）

■平成28年度 都税収入決算額の内訳（税目別）
その他の税目
3,179億円（6.1％）

個人都民税
8,788億円
（16.8％） 固定資産税・

都市計画税
１兆4,095億円
（26.9％）

法人二税
１兆8,926億円
（36.1％）

合計
５兆2,360億円
（100.0％）

自動車税
1,046億円（2.0％）
地方消費税
6,327億円（12.1％）

（注）各項目の計数については、単位未満を四捨五入して
いるため、合計と内訳が一致しないことがあります。




