
税  金
　市では市民のみなさんが健康で快適な暮らしができるよ
うに、道路、下水道、公園の整備、教育、福祉の充実、消防や災
害対策など、いろいろな仕事をしています。これらを行うため
には、たくさんの費用が必要ですが、“市税”はその最も大切
な財源となっています。

普通税…··使いみちが特定されておらず、どの事業の費用に
も充てることができる税金

目的税…··特定の事業に要する費用に充てることを目的とし
た税金

個人市民税
申告
1月1日現在、奈良市内に住所を有する人、または奈良市
外に居住している人で市内に事務所、事業所等を有する
人は、3月15日までに、申告書を提出しなければなりません。
ただし、次の人はその必要はありません。
●·所得税の確定申告書を税務署に提出した人
●···勤務先で年末調整を受け、奈良市へ給与支払報告書が
提出されている人（ただし、複数の所得があった人を除く）
※··申告書は、市（県）民税の計算資料としてだけでなく、各種税務証明
の発行に必要な書類です。必ず期限を守って申告しましょう。

課税の基準と税率
前年中の所得及び控除を基礎に計算します。均等割と所
得割があって、同時に県民税も合わせて課税されます。市
県民税の税率は下表のとおりです。

※分離課税の税率は、上記の表と異なります。
計算の仕方〈市民税〉·Ⓐ×Ⓑ
　　　　　〈県民税〉·Ⓐ×Ⓒ

所得割の税率

市民税

普
通
税

市民税 個人：·前年中の所得に対して納める税金
法人：·事業年度の所得に対して納める税金

固定資産税 土地・家屋・償却資産の所有者が納める税金
軽自動車税 バイク・軽自動車などの所有者が納める税金

市たばこ税 たばこの製造者、特定販売業者および卸売販
売業者が納める税金

目
的
税

入湯税 鉱泉浴場の入湯行為に対してかかる税金

事業所税 事務所・事業所において事業を行う者が納め
る税金

都市計画税 市街化区域内の土地や家屋の所有者が固定
資産税と併せて納める税金

課税所得Ⓐ 市民税Ⓑ 県民税Ⓒ 市民税
県民税計

所得－控除 6% 4% 10%

市  税

給与からの
特別徴収とは

通常、6月から翌年5月までの12回に分けて
勤務先の事業所が毎月の給与から差引いて
市区町村に納めていただく方法です。

公的年金からの
特別徴収とは

65歳以上で一定の公的年金所得がある方の
公的年金所得に係る市民税・県民税を2か月
に1回の公的年金の支払いの際に、公的年金
の支払者が公的年金から差引いて市区町村
に納めていただく方法です。

普通徴収とは

市区町村からお送りする納税通知書で、通常、
6月末、8月末、10月末、翌年１月末の４回の納
期に分けて、納税義務者ご本人が金融機関等
の窓口や口座振替により納めていただく方法
です。

法人市民税
　法人市民税は、市内に事務所や事業所などがある法人（会
社など）等にかかる税金です。
　法人市民税には、均等割と国税である法人税額に応じて負
担する法人税割があります。

納税義務者
●···市内に事務所や事業所を有する法人
●···市内に事務所や事業所を有しないが、寮・保養所などを
有する法人

●···市内に事務所や事業所を有する人格のない社団等で収
益事業を行うもの

●···市内に事務所や事業所を有する法人課税信託の受託者

税率
●···均等割…法人等の資本等の金額、従業者数により算出
●···法人税割…法人税額×税率（12.1％）

納税方法
それぞれの法人が定める事業年度終了後、一定期間内に
法人が申告し、納めることになっています。

均等割の税率
〈市民税〉·3,500円　　
〈県民税〉·2,000円（森林環境税含む）

市民税・県民税の納税方法について
市民税・県民税の納税方法には、「給与からの特別徴収」「公
的年金からの特別徴収」「普通徴収」の３種類の方法があり
ます。

　市たばこ税は、たばこの製造業者等が市内の小売販売業
者に売り渡したたばこに対してかかる税金です。

納税義務者
たばこの製造業者・特定販売業者・卸売販売業者

 市民税課 ☎0742-34-4725
市たばこ税
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　入湯税は、鉱泉浴場の入湯行為に対してかかる税金です。

納税義務者と税率
鉱泉浴場の一般入湯客（12歳以上）、1人1日につき150円
納税方法
浴場経営者が毎月入湯客から徴収した入湯税をまとめて、
翌月15日までに申告し、納めることになっています。

税率
1,000本につき5,262円（平成30年10月1日から1,000
本につき5,692円）
旧3級品（エコー、わかば等）は、1,000本につき4,000円（平
成31年10月1日から1,000本につき5,692円）
納税方法
たばこの製造業者等が毎月の売り渡し分をまとめて、翌月
末日までに申告し、納めることになっています。

課税の基準
　4月1日現在、軽自動車、原動機付自転車などを所有してい
る人に課税されます。

 市民税課 ☎0742-34-4725

 市民税課 ☎0742-34-4958

入湯税

軽自動車税

車　種 税　率
原
動
機
付

自
転
車

総排気量が90cc以下のもの 2,000円
総排気量が90ccを超え125cc以下のもの 2,400円
ミニカー※1 3,700円

軽
自
動
車
※
2

二輪（125ccを超え250cc以下のもの） 3,600円

三輪（660cc
以下のもの）

新車新規登録から13年超過したもの 4,600円
H27.3.31以前新車新規登録 3,100円
H27.4.1以後新車新規登録 3,900円

四
輪（
6
6
0
cc
以
下
の
も
の
）

乗
用

営
業
用

新車新規登録から13年超過したもの 8,200円
H27.3.31以前新車新規登録 5,500円
H27.4.1以後新車新規登録 6,900円

自
家
用

新車新規登録から13年超過したもの 12,900円
H27.3.31以前新車新規登録 7,200円
H27.4.1以後新車新規登録 10,800円

貨
物
用

営
業
用

新車新規登録から13年超過したもの 4,500円
H27.3.31以前新車新規登録 3,000円
H27.4.1以後新車新規登録 3,800円

自
家
用

新車新規登録から13年超過したもの 6,000円
H27.3.31以前新車新規登録 4,000円
H27.4.1以後新車新規登録 5,000円

小型特殊自動車
農耕作業用 2,400円
その他 5,900円

二輪の小型自動車（250ccを超えるもの） 6,000円

※1   ミニカーとは、三輪以上で総排気量が20ccを超え50cc以下のも
ののうち、車輪間の距離が50cmを超えるもの、または車室を備え
るものをいいます（屋根付三輪を除く）。

※2   H27.4.1以後新車新規登録の三輪、四輪については、初年度分に限り、
一定の環境基準を達成した車両に対し、軽課税率が適用されます。

年間の金額

標識の交付申請と廃車の申告
原動機付自転車（125cc 以下のもの）と小型特殊自動車
の標識交付申請と廃車申告は市民税課へ。他市町村の標
識の原動機付自転車を持って転入したときは奈良市の標
識に変更手続きをしてください。
その他の車種については以下で取り扱っています。
● 軽自動車（三輪・四輪）
軽自動車検査協会奈良事務所  ☎050-3816-1845
大和郡山市額田部北町980番地の3

● 二輪車（125ccを超え250cc以下のもの）
奈良県軽自動車協会  ☎0743-58-3700
大和郡山市額田部北町981番地の8

● 二輪の小型自動車（250ccを超えるもの）
近畿運輸局奈良運輸支局  ☎050-5540-2063
大和郡山市額田部北町981番地の2

原動機付自転車・小型特殊自動車を取得されたとき
新車の登録のときは印鑑と販売業者の販売証明をお持ち
ください。中古車のときは印鑑と廃車証明書および譲渡
証明書をお持ちください。車種によりそれぞれの標識を
交付します。
廃車のとき
印鑑、標識（ナンバープレート）と標識交付証明書をお持ち
ください。
盗難・遺失
警察へ盗難（遺失）届を出してから、お問い合わせください。

　事業所税は、市内の事務所・事業所において、法人や個人
が行う事業に対してかかる税金です。

納税義務者
事業所等の家屋の延床面積が1,000㎡または従業員数
が100人を超える法人または個人
税率
● 資産割…1㎡につき年額600 円
● 従業者割…従業者給与総額×0.25％
納税方法
法人または個人等が税額等を一定期間内に申告し、納め
ることになっています。

納税義務者
1月1日現在、奈良市内における固定資産（土地、家屋、償
却資産）の所有者です。1月2日以後の売買、新築増改築
などによる取得者の課税は翌年度からになります。

 市民税課 ☎0742-34-4725

 資産税課 ☎0742-34-4726

事業所税

固定資産税

税  

金
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税額の算出方法
税額は、土地、家屋、償却資産の課税標準額に100分の1.4
の税率を掛けて求めます。
納期
4月、7月、11月、2月の4回
家を新築・建て替えすると
一定の要件を満たす住宅を新築すると土地・家屋の税負
担が軽減されます。また、家屋の用途を居住用に変更した
場合や、住宅を建て替え中の土地も一定の要件を満たす
場合は住宅用地の特例措置があります。くわしくは、資産
税課へおたずねください。
土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
固定資産税の納税者が所有する土地や家屋の価格と、市
内のほかの土地や家屋の価格を比較し、適正に評価され
ているかどうかを確認することができます。
　期間中のみ土地価格等縦覧帳簿（土地の表示や価格を
記載）、家屋価格等縦覧帳簿（家屋の表示や価格を記載）
を縦覧できます。
●·期間･･･4月1日～·4月30日
●·手数料･･･無料
※··土地を所有する人は土地のみ、家屋を所有する人は家屋のみ縦覧
できます。

固定資産課税台帳の閲覧
納税義務者は、自己の所有する固定資産について課税台帳
（名寄台帳）を閲覧することができます。
また、土地や家屋について賃借権、地上権、そのほか使用
または収益を目的とする権利（有償の場合に限ります。）を
有する借地人・借家人等も、当該権利の設定された土地ま
たは家屋にかぎり課税台帳を閲覧することができます。
なお、借家人は、当該権利の目的である家屋のほか、その
敷地である土地についても課税台帳を閲覧できます。
※··権利関係を証するため、登記簿や契約書等、権利関係が明らかに
分かる書面を必ず持参してください。

●·手数料･･･··一回につき300円。ただし、縦覧期間（4月1
日～·4月30日）は無料です。

●···代理人（同居の親族を除く。）が縦覧または閲覧する場合
は、本人の委任状または同意書が必要です。

●·縦覧や閲覧に際しては、本人確認書類をご持参ください。
※··固定資産の価格（評価額）について不服がある場合は、公示の日から
納税通知書の交付を受けた日後3か月までの間において、固定資産評
価審査委員会に対し審査の申出をすることができます。また、審査の
申出に対する決定に不服がある場合、決定の取消を求める訴え（裁決
の取消の訴え）を提起することができます。

償却資産の申告について
１月１日現在、奈良市内で事業を営んでいる法人や個人で、
その事業に用いることができる土地・家屋以外の事業用
資産である償却資産（他に賃貸している場合も含む。）の
所有者は、毎年１月31日までに申告書を提出しなければ
なりません。

工事完了時期 減額期間
平成25年1月1日～平成32年3月31日 1年間

　減額を受ける人は、改修後3か月以内に「住宅耐震改修に
伴う固定資産税の減額申告書」に下記の必要書類を添えて、
資産税課まで申告してください。

必要書類
●···耐震基準に適合した工事であることにつき地方公共団
体、建築士、登録住宅性能評価機関又は指定確認検査
機関が発行した証明書

●···耐震改修に要した費用が確認できる書類
●···耐震改修工事の写真
●···耐震改修の内容が分かる図面

住宅のバリアフリー改修に伴う
固定資産税の減額措置
　新築後、10年以上経過した住宅で、平成28年4月1日から
平成32年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修工事
（補助金を除く自己負担が50万円超）が行われた住宅につ
いては、居住部分100㎡分までを限度として、翌年度分の固
定資産税が1／3減額されます。
　要件に当てはまる方は、改修後3か月以内に、「住宅のバリ
アフリー改修に伴う固定資産税の減額申告書」に領収書・工
事明細書・改修箇所の図面・写真（改修前・後）・補助金等の明
細等の関係書類を添えて、資産税課まで申告してください。

要件
居住者
1．··65歳以上の人（改修工事完了の年に65歳以上になる
人も含む。）

2．··要介護認定又は、要支援認定を受けた人（介護保険被
保険者証の写しが必要）

3．障がい者（障がい者手帳の写しが必要）

改修工事内容
1．廊下の拡幅
2．階段の勾配の緩和
3．浴室の改良
4．トイレの改良
5．手すりの取り付け
6．床の段差の解消
7．引き戸への取替え
8．床表面の滑り止め化

住宅耐震改修に伴う
固定資産税の減額措置
　昭和57年1月1日以前に建築された住宅で、平成18年1月
1日から平成32年3月31日までの間に、建築基準法に基づく
現行の耐震基準に適合させるように耐震改修（1戸当たりの
改修費用50万円超）が行われた住宅については、1戸あたり
120㎡分を限度として、改修工事完了の翌年度から次の表に
示す期間、固定資産税が1／2減額されます。
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　納税通知書（納付書）は、税目別にそれぞれ第1期分の納
付月に全納期分を郵送しますので、納期内に納めてください。

市税の滞納
定められた納期限までに納税しないことを滞納といいます。
滞納になると、まず督促状により納税を促すことになります。
たとえ、滞納がうっかりした不注意であっても同じです。ま
た、滞納した場合には、本来納めるべき税額のほかに高い
利率の延滞金もあわせて納めなければなりません。
延滞金
市税を滞納すると納期限の翌日から納付（納入）の日まで
の期間に応じ、税額100·円につき1日4·銭（年14.6％）〈た
だし、納期限の翌日から1か月の期間については1日2銭（年
7.3％）〉の割合で計算した延滞金を納める必要があります。
※··延滞金の特例制度：平成26年1月1日より、当該期間の属する各年
の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された
割合に年1％の割合を加算した割合（以下「特例基準割合」という。）
が年7.3%の割合に満たない場合には、その年（以下「特例基準割
合適用年」という。）中においては、年14.6％の割合にあたっては当
該特例割合適用年における特例基準割合に年7.3%の割合を加算
した割合とし、年7.3％の割合にあたっては当該特例基準割合に年
1%の割合を加算した割合（当該加算した割合が年7.3%の割合を
超える場合には、年7.3%の割合とします。）が適用されます。

納税相談
どうしても納期限までに納付出来ない場合は、納税通知
書を持参のうえ、事前に納税課で相談してください。

市税の収納窓口
　市・県民税（普通徴収分）、固定資産税・都市計画税、軽自動
車税の納付が従来の金融機関や市役所、コンビニエンススト
ア、（株）ゆうちょ銀行及び郵便局でもできます。納付書をご
確認のうえ、各納期限までに納付してください。
　納付できるコンビニエンスストア等は、納付書の裏面でご
確認ください。なお、納付書1枚あたりの金額が30万円を超
える納付書、バーコードが印刷されていない納付書、納期限
の過ぎた納付書はコンビニエンスストアでは取り扱いできま
せん。
便利な口座振替制度をご利用ください
個人の市・県民税（普通徴収分）、固定資産税・都市計画税、軽
自動車税については、次の金融機関で、預貯金口座から自動
振替で納税ができます。
　この制度は、市税を指定の預貯金口座から全期一括また
は納期ごとに振替納付しますので、納付の都度、金融機関へ
出かける手間が省けるばかりでなく、納め忘れの心配もいら
ない便利な制度です。
㈱南都銀行	 ㈱京都銀行
㈱三菱UFJ銀行	 ㈱近畿大阪銀行
㈱中京銀行	 三井住友信託銀行㈱
㈱関西アーバン銀行	 ㈱第三銀行
奈良信用金庫	 大和信用金庫

 納税課 ☎0742-34-4727
納税

 資産税課 ☎0742-34-4726
都市計画税

住宅の省エネ改修に伴う
固定資産税の減額措置
　平成20年１月１日以前から現存する住宅を平成20年４月１
日から平成32年3月31日までの間に省エネ改修工事を行っ
た場合、当該家屋に係る翌年度分の固定資産税額（120㎡相
当分までに限る。）を３分の１減額します。
　下記の要件に当てはまる人は、改修後３ヶ月以内に「住宅
の省エネ改修に伴う固定資産税の減額申告書」に領収書、工
事明細書、改修箇所の図面、工事写真（改修前・後）及び熱損
失防止改修工事証明書等の関係書類を添付して資産税課ま
で申告してください。

要件
居住者
1．		対象となる家屋の要件
平成20年１月１日以前から所在している家屋（賃貸住宅
は除く。）であること

2．		本措置の対象となる「省エネ改修工事」の要件· ·
次の要件をすべて満たす工事であること
（１）··次のイの工事、又はイと併せて行うロ～ニの工事で

あること
イ·窓の断熱改修工事・・・この工事は必須です。
ロ·床の断熱改修工事
ハ·天井の断熱改修工事
ニ·壁の断熱改修工事

（２）··改修部位がいずれも現行の省エネ基準（平成11年
基準）に適合すること

3．		費用要件
省エネ改修工事に要した費用のうち自己負担額が50
万円超のもの（消費税含む）であること

その他
　申告の際には、登録された建築士事務所に属する建築士、
住宅瑕疵担保責任保険法人、指定確認検査機関または登録
住宅性能評価機関が作成する熱損失防止改修工事証明書
が必要です。なお、この制度は一住宅につき一度しか減税を
受けることができません。

　都市計画事業や土地区画整備事業に要する費用にあてる
ために設けられた目的税です。

納税義務者
1月1日現在、奈良市内の市街化区域内に土地・家屋を持っ
ている人に課税されます。
税額の算出方法
税額は、土地・家屋の課税標準額に100分の0.25の税率
を掛けて求めます。
納期　4月、7月、11月、2月の4回

税  

金
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奈良中央信用金庫	 ㈱商工組合中央金庫
近畿産業信用組合	 近畿労働金庫
㈱百五銀行	 ㈱ゆうちょ銀行
北伊勢上野信用金庫	 ㈱みずほ銀行
京都中央信用金庫	 ㈱りそな銀行
奈良県農業協同組合	 ㈱三井住友銀行

※金融機関の合併等により名称が変更等される場合があります。

市税の納期
　　　期別
税目　　　

第1 期
（全期分） 第2期 第3期 第4期

市（県）民税
（普通徴収）

6月15日
～30日

8月15日
～31日

10月16日
～31日

翌年1月15日
～31日

固定資産税
都市計画税

4月17日
～30日

7月18日
～31日

11月15日
～30日

翌年2月15日
～末日

軽自動車税 5月15日～31日（全期分）

※··納期限が土・日曜日や祝日等にあたるときは、翌日または翌々日に変
わります。

※··東寺林連絡所では交付できません。

　各担当窓口で税に関する証明と台帳閲覧の申請をしてください。月ヶ瀬・都祁行政センターでは家屋取毀証明を除く税務証
明と閲覧を、西部・北部出張所では家屋取毀証明・住宅用家屋証明を除く税務証明と固定資産課税（名寄）台帳の閲覧を、東部
出張所及び東寺林連絡所では家屋取毀証明・住宅用家屋証明を除く税務証明を交付しています。本人の場合は本人確認書類、
代理人の場合は加えて委任状または同意書、法人の場合は法人印または委任状が必要です。

国税・県税についてのご案内
国税のことは…奈良税務署　☎0742-26-1201

所得税、法人税、相続税、贈与税、酒税、消費
税、石油税、印紙税等

県税のことは…奈良県税事務所　☎0742-20-4531
県民税、事業税、不動産取得税、県たばこ税、
地方消費税、軽油引取税等

税務証明と台帳閲覧

国税・県税

種　類 証明内容 手数料

納税関係
軽自動車継続

検査用納税証明
当該年度の軽自動車税に未納のないことが証明されます。
（継続検査を受ける際に必要です。） 無料

納税証明 課税額・納付済税額・未納税額が証明されます。

1件
300円

市民税関係

課税証明 申告当該年度の所得の種類・金額、控除額及び課税額等が証明されます。

非課税証明 課税されていない理由及び所得金額等が証明されます。

所得証明 申告当該年度の所得の種類・金額が証明されます。

扶養証明 税法上の控除対象配偶者及び扶養親族であることが証明されます。※

事業証明 個人及び法人の営業種目が証明されます。※

資産税関係

評価証明 物件ごとの所在地・地目・地積・家屋番号・用途・床面積・構造等及び評価額が証明されます。

税額証明 物件ごとの課税標準額・税額が証明されます。

評価・税額証明 物件ごとの評価額・課税標準額・税額が証明されます。

家屋取毀証明 家屋が取毀されていることが証明されます。

住宅用家屋証明 登録免許税が軽減されるための要件を満たす家屋であることが証明されます。
1件
1,300
円

閲覧
固定資産課税（名寄）台帳 1回

300円地番図

自動車税のことは…奈良県自動車税事務所
自動車税第１課　☎0743-51-0081
　自動車税の課税、障がい者減免等
自動車税第2課　☎0743-57-0300
　自動車税、自動車取得税の申告や納付等

税  

金
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《奈良市の業務や制度のご案内は》


	Na2018_001
	Na2018_002-027
	Na2018_028-141



