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（写真：北広島市役所本庁舎） 

 
～北広島市がめざす都市像～ 

希望都市 

だれもが希望を持って、輝けるまち 
 子どもからお年寄りまで多世代の方々が趣味、仕事、家族、友人などそれ 

ぞれの楽しみや喜びを持った生活を営み、すべての市民が希望を持ち、人が 

輝くまちをめざします。 

交流都市 

多様な交流が生まれ、にぎわいと活力にあふれるまち 
 観光、産業、教育、スポーツ、芸術文化などあらゆる分野において、国内 

外を問わず、多くの人々が行き交い、市民との多様な交流を創出することに 

より、にぎわいと活力にあふれるまちをめざします。 

成長都市 

未来に向かって、着実に成長するまち 
 緑豊かな充実した生活環境を維持・向上させるとともに、本市の歴史や様  々

な魅力に市民が誇りと愛着を持てるまちづくりを実践し、未来に向かって、 

着実に成長するまちをめざします。 
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税   目 説      明 

市民税 

個人市民税 個人の前年中の所得に応じてかかる税です。 

法人市民税 
市内に事務所や事業所等がある法人等に対し、法人の規模（資本金等

の額・市内従業者数）や、法人税額に応じてかかる税です。 

固定資産税 
土地・家屋および償却資産（事業用の機械、器具、備品等）に対して

かかる税です。 

都市計画税 市街化区域内の土地・家屋に対してかかる税です。 

軽自動車税種別割 
原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および 2輪の小型自動車

に対してかかる税です。 

軽自動車税環境性能割 
三輪以上の軽自動車の取得者に対してかかる税です。 

（令和元年１０月 1日から導入） 

市たばこ税 
たばこ卸売業者が、市内の小売業者にたばこを売り渡したときにその

本数に応じてかかる税です。 

入 湯 税 鉱泉浴場での入湯行為に対してかかる税です。 

国民健康保険税 国民健康保険加入者に対してかかる税です。 

  

１ 市税の種類 
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１ 個人市民税 問合せ先 税務課 市民税担当 内線３７０４・３７０５ 

１ 個人市民税とは 

個人にかかる市民税は、前年の所得に対して課される税です。定額で納めていただく「均等割」

と所得に応じて納めていただく「所得割」があります。また、道民税も併せて課税されます。 

なお、前年の総所得金額等の合計が、「35万円×（控除対象配偶者数＋扶養親族数＋1）＋10万円」

以下の方については、所得割は課税されません。 

※上記計算式における扶養親族数には、16歳未満の扶養親族を含みます。また、控除対象配偶者・

扶養親族を有する場合には、その金額に32万円が加算されます。 

２ 個人市民税を納める人（納税義務者） 

 1月1日現在で、北広島市内に住所を有している方です。このため、1月2日以降に転出した場合や

お亡くなりになった場合でも課税されます。 

 なお、1月1日現在で、以下のいずれかに該当する方には、市民税は課税されません。 

(1) 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人 

(2) 障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の人 

(3) 前年の合計所得金額が、「32万円×（控除対象配偶者数＋扶養親族数＋１）＋10万円」以下の

人。なお、扶養親族数には16歳未満の扶養親族を含み、控除対象配偶者または扶養親族を有する

場合には、その金額に19万円が加算されます。 

３ 税額の計算 

 市民税の税額は、前年の所得金額から所得控除金額を差し引いた課税標準額に税率を掛けた後に

税額控除を控除して計算する所得割額と、定額で課税される均等割額の合計額です。 

所得割 ＝（ 所得 － 所得控除 ） × 税率－ 税額控除 

均等割 ＝ 定額 

(1) 所得 

 給与所得と公的年金等に係る雑所得は、次の速算表により算出します。 

 

ア 給与所得の速算表 

収入金額… (A) 
所得金額 

以上 未満 

 551,000円 0円 

551,000円 1,619,000円 (A)－550,000円 

1,619,000円 1,620,000円 1,069,000円 

1,620,000円 1,622,000円 1,070,000円 

1,622,000円 1,624,000円 1,072,000円 

1,624,000円 1,628,000円 1,074,000円 

２ 市税のあらまし 
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※給与等の収入金額が850万円を超える者で、次の(1)、(2)のいずれかの要件を満たす場合、所得金

額調整控除を給与所得の金額から差し引きます。 

(1)本人が特別障害者に該当または特別障害者である同一生計配偶者・扶養親族を有する 

(2)23歳未満の扶養親族を有する  

◆所得金額調整控除 ＝（給与等の収入金額 ― 850万円）× 10％ 

※給与等の収入金額が1,000万円を超える場合、計算上使用する給与等の収入金額は1,000万円とします。 

 

イ 公的年金等に係る雑所得の速算表 

 公的年金等 

収入金額 … (B) 
公的年金等雑所得の金額 

以上 未満 

公的年金等に係る雑所得金額以外の所得に係る合計所得金額 

1,000万円以下 
1,000万円超 

2,000万円以下 
2,000万円超 

65歳未満 

Ｓ32.1.2 

以降生 

 1,300,000円 (B)－600,000円 (B)－500,000円 (B)－400,000円 

1,300,000円 4,100,000円 
(B)×0.75 

－275,000円 

(B)×0.75 

－175,000円 

(B)×0.75 

－75,000円 

4,100,000円 7,700,000円 
(B)×0.85 

－685,000円 

(B)×0.85 

－585,000円 

(B)×0.85 

－485,000円 

7,700,000円 10,000,000円 
(B)×0.95 

－1,455,000円 

(B)×0.95 

－1,355,000円 

(B)×0.95 

－1,255,000円 

10,000,000円  (B)－1,955,000円 (B)－1,855,000円 (B)－1,755,000円 

65歳以上 

Ｓ32.1.1 

以前生 

 3,300,000円 (B)－1,100,000円 (B)－1,000,000円 (B)－900,000円 

3,300,000円 4,100,000円 
(B)×0.75 

－275,000円 

(B)×0.75 

－175,000円 

(B)×0.75 

－75,000円 

4,100,000円 7,700,000円 
(B)×0.85 

－685,000円 

(B)×0.85 

－585,000円 

(B)×0.85 

－485,000円 

7,700,000円 10,000,000円 
(B)×0.95 

－1,455,000円 

(B)×0.95 

－1,355,000円 

(B)×0.95 

－1,255,000円 

10,000,000円  (B)－1,955,000円 (B)－1,855,000円 (B)－1,755,000円 

※給与所得及び公的年金等雑所得があり、その合計額が10万円を超える場合、所得金額の計算の際に、 

所得金額調整控除を給与所得の金額から差し引きます。 

◆所得金額調整控除 ＝ (給与所得 + 公的年金等雑所得) ― 10万円 

※給与所得及び公的年金等雑所得の合計が10万円を超える場合、控除額は10万円とします。 

 

(2) 所得控除の種類と控除額（市民税） 

雑損控除 

 要 件 災害または盗難若しくは横領により資産について損失を生じた場合 

 控除額 

次のうち、いずれか多い方の金額 

①(損失額－保険金等による補てん額)－(総所得金額等の合計額×1/10) 

②災害関連支出の金額－保険金等による補てん額－5万円 

 

1,628,000円 1,800,000円 
(A)÷4＝(a) 

※千円未満切捨 

(a)×2.4＋100,000円 

1,800,000円 3,600,000円 (a)×2.8－80,000円 

3,600,000円 6,600,000円 (a)×3.2－440,000円 

6,600,000円 8,500,000円 (A)×0.9－1,100,000円 ※一円未満切捨 

8,500,000円  (A)－1,950,000円 
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医療費控除 

 要 件 
医療費を支払った場合（生計を一にする配偶者やその他の親族の支払分も控除対象と

なります。） 

 控除額 
(支払った医療費の額－保険金等による補てん額)－(1万円または総所得金額等の5％

のいずれか少ない額) （限度額200万円） 

 ※特例 

特定健康診査等の健康の維持増進及び疾病の予防への取組を行う個人が、スイッチ

OTC医薬品を購入した場合、購入費用について市道民税や所得税の所得控除を受ける

ことができるものです。 

市道民税は平成30年度、所得税は平成29年分以降適用されます。 

従来の医療費控除と特例との併用はできません。 

 控除額：一年間の購入費用－保険金等による補てん額－12,000円 

（限度額 88,000円） 

社会保険料控除 

 要 件 

社会保険料を支払った場合（生計を一にする配偶者やその他の親族の支払分も控除対

象となります。なお、公的年金等からの社会保険料天引き分については、年金受給者

本人の控除対象となります。） 

 控除額 支払った金額 

小規模企業共済等掛金控除 

 要 件 
小規模企業共済制度、確定拠出年金法に基づく個人型年金、地方公共団体の心身障害

者扶養共済の掛金を支払った場合 

 控除額 支払った金額 

生命保険料控除 

 要 件 生命保険、介護医療保険、個人年金保険の契約等の保険料を支払った場合 

 控除額 

①生命保険料のみを支払った場合 

以下で計算した控除額の合算額。ただし、新契約による控除額を含む場合は28,000

円を限度額とする 

ａ 旧契約（平成23年12月31日以前に締結した保険契約等） 

年間の支払保険料 控除額 

15,000円以下 支払保険料の全額 

15,000円超 40,000円以下 支払保険料×1/2＋ 7,500円 

40,000円超 70,000円以下 支払保険料×1/4＋17,500円 

70,000円超 35,000円 

ｂ 新契約（平成24年1月1日以降に締結した保険契約等） 

年間の支払保険料 控除額 

12,000円以下 支払保険料の全額 

12,000円超 32,000円以下 支払保険料×1/2＋ 6,000円 

32,000円超 56,000円以下 支払保険料×1/4＋14,000円 

56,000円超 28,000円 

②介護医療保険料のみを支払った場合 

 ①のｂと同じ 

③個人年金保険料のみを支払った場合 

 ①と同じ 

④生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料のいずれか2つ以上を支払った場合 

①から③で算出した控除額の合算額（限度額7万円） 



5 

 

地震保険料控除 

 要 件 地震保険料、長期損害保険料を支払った場合 

 控除額 

①地震保険料のみを支払った場合 

年間の支払保険料 控除額 

50,000円以下 支払保険料×1/2 

50,000円超 25,000円 

②長期損害保険料のみを支払った場合 

年間の支払保険料 控除額 

 5,000円以下 支払保険料の全額 

 5,000円超 15,000円以下 支払保険料×1/2＋2,500円 

15,000円超 10,000円 

③地震保険料と長期損害保険料の両方を支払った場合 

 ①と②で算出した控除額の合算額 （限度額25,000円）。 

障害者控除 

 要 件 
本人、同一生計配偶者または扶養親族のいずれかが障がい者である場合 

※同一生計配偶者とは、合計所得金額が48万円以下の配偶者を指します。 

 控除額 

①障害者に該当する場合 …………………………………………… 26万円 

②特別障害者に該当する場合 ……………………………………… 30万円 

③同一生計配偶者または扶養親族が特別障害者に該当し、かつ納税者または納税者の

配偶者若しくは納税者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況

としている場合 ………………………………………………………… 53万円 

寡婦・ひとり親控除 

 要 件 本人が寡婦またはひとり親である場合 

 控除額 
①寡婦 ………………………………………………………………… 26万円 

②ひとり親 …………………………………………………………… 30万円 

勤労学生控除 

 要 件 
本人が勤労学生（①給与所得があり、②合計所得金額が75万円以下で、③合計所得金

額のうち給与所得等以外の所得が10万円以下の学生）である場合 

 控除額 26万円 

配偶者控除 

 要 件 
本人の合計所得金額が1,000万円以下であり、合計所得金額が48万円以下の控除対象

配偶者がいる場合 

 控除額 

 本人の合計所得金額 

900万円以下 
900万円超 

950万円以下 

950万円超 

1,000万円以下 

控除対象配偶者 

（70歳未満） 
33万円 22万円 11万円 

控除対象配偶者 

（70歳以上） 
38万円 26万円 13万円 
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配偶者特別控除 

 要 件 
本人の合計所得金額が1,000万円以下であり、合計所得金額が48万円超133万円以下の

配偶者がいる場合 

 控除額 

 

本人の合計所得金額 

900万円以下 
900万円超 

950万円以下 

950万円超 

1,000万円以下 

配偶者の合計所得金額 
33万円 22万円 

11万円 48万円超  100万円以下 

100万円超 105万円以下 31万円 21万円 

105万円超 110万円以下 26万円 18万円 9万円 

110万円超 115万円以下 21万円 14万円 7万円 

115万円超 120万円以下 16万円 11万円 6万円 

120万円超 125万円以下 11万円 8万円 4万円 

125万円超 130万円以下 6万円 4万円 2万円 

130万円超 133万円以下 3万円 2万円 1万円 
 

扶養控除 

 要 件 合計所得金額が48万円以下の扶養親族がいる場合 

 控除額 

①一般の扶養親族（下記以外の扶養親族）1人について ………… 33万円 

②特定扶養親族（19歳以上23歳未満）1人について ……………… 45万円 

③老人扶養親族（70歳以上）1人について ………………………… 38万円 

④同居老親等扶養親族（70歳以上）1人について ………………… 45万円 

⑤年少扶養親族（16歳未満）1人について …………………………   0円 

基礎控除 

 要 件 すべての方 

 控除額 

納税者本人の合計所得金額 控除額 

2,400万円以下 43万円 

2,400万円超 2,450万円以下 29万円 

2,450万円超 2,500万円以下 15万円 

2,500万円超 0円 
 

 

(3) 税率等 

 市民税 道民税 

均等割 3,500円 1,500円 

所得割 6％ 4％ 

※分離課税所得（土地や株式等の譲渡に係る所得等）に係る所得割の税率は、上記より低い軽減

税率が適用されます。詳細は市役所にお問い合わせください。 

(4) 税額控除 

ア 調整控除（納税者本人の合計所得金額が2,500万円以下の場合、下記の区分に応じた金額） 
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合計課税所得金額が

200万円以下の場合 

次のうち、いずれか少ない金額の5％（市民税3％、道民税2％） 

①下表の控除の種類欄に掲げる控除の適用がある場合、同表金額

欄に掲げる金額を合算した金額 

②合計課税所得金額 

合計課税所得金額が

200万円超の場合 

次の①から②の金額を控除した金額（5万円を下回る場合は、5万

円）の5％（市民税3％、道民税2％） 

①下表の控除の種類欄に掲げる控除の適用がある場合、同表金額

欄に掲げる金額を合算した金額 

②合計課税所得金額から200万円を控除した金額 

※合計課税所得金額とは、所得控除後の課税総所得金額などのことで、分離課税に係る課税所

得金額は含みません。 

 

控除の種類 金額 控除の種類 金額 

障害者控除 

普  通 1万円 勤労学生控除 1万円 

特  別 10万円 

扶養控除 

一  般 5万円 

同居特別障害者 22万円 特  定 18万円 

寡婦控除 1万円 
老  人 10万円 

同居老親等 13万円 

ひとり親控除 
父 1万円 

基礎控除 5万円 
母 5万円 

控除の種類 

金  額 

本人の合計所得 

900万円以下 
900万円超 

950万円以下 

950万円超 

1,000万以下 

配偶者控除 
一  般 5万円 4万円 2万円 

老  人 10万円 6万円 3万円 

配偶者特別 

控除 

配偶者の合計所得 

5万円 4万円 2万円 48万円超 

50万円未満 

50万円超 

55万円未満 
3万円 2万円 1万円 

 

イ その他の税額控除 

  税額控除には、調整控除の他に外国税額控除、配当控除、住宅借入金等特別税額控除、寄附

金税額控除があります。詳細は市役所にお問い合わせください。 

 

４ 市民税の納付方法 

 市民税の納付方法は、以下のいずれかになります。納付の際には道民税も併せて納付いただきま

す。 

 また、年齢や所得の種類などにより、年税額を2通り以上の納付方法に分けて納めていただく場合

もあります。 
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(1) 普通徴収 

 市からお送りする納付書または口座振替により、納税義務者自身が年4回（6月、8月、10月、12

月）に分けて納めていただきます。 

 税額等は、毎年6月に市からお送りする納税通知書によりお知らせします。 

(2) 給与からの特別徴収 

 給与所得者の方は、原則として給与の支払者が毎月の給与から市民税を徴収して市に納めます。

6月から翌年5月までの12回に分けて徴収されます。 

 税額等は、毎年5月に市から勤務先にお送りする税額決定通知書によりお知らせします。 

(3) 公的年金等からの特別徴収 

 4月1日現在に公的年金等（遺族年金や障害年金を除きます。）を受給している65歳以上の方は、

原則として年金保険者（日本年金機構など）が年金支払の際に市民税を徴収して市に納めます。

4月から翌年2月までの偶数月に6回に分けて徴収されます。 

 なお、一昨年中の公的年金等の所得に係る市道民税の2分の1に相当する税額を4月、6月、8月に

徴収し（仮徴収といいます。）、昨年中の所得で計算された年税額との差額を3回に分けて10月、12

月、2月に徴収するため（本徴収といいます。）、仮徴収と本徴収で徴収額が異なります。 

 税額等は、毎年6月に市から送付する納税通知書によりお知らせします。 

※ 年金受給額が年額18万円未満の場合や特別徴収税額が年金の受給額の年額を超える場合、介

護保険料が特別徴収されていないなどの理由により、65歳以上であっても公的年金等から特別

徴収されない場合があります。 

５ 所得等の申告 

(1) 確定申告 

 所得税（平成25年以降は、復興特別所得税を併せます。）は、毎年1月1日から12月31日までの1

年間に生じた所得について課税されますが、その所得金額とこれに対する税額は、納税義務者自

らが計算し、原則として、その年の翌年2月16日から3月15日までの間に申告し、納税することに

なっています。 

 確定申告をする人を大別すると、確定申告をしなければならない人と、確定申告をする義務は

ないが還付を受けるなどのために確定申告をすることができる人の二つに分けることができま

す。 

ア 確定申告をしなければならない人 

(ｱ) その年中の給与の収入金額が2,000万円を超える人 

(ｲ) 1か所から給与を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20

万円を超える人 

(ｳ) 2か所以上から給与を受けている人で、主たる給与以外の給与収入金額と給与所得及び退

職所得以外の所得の金額との合計額が20万円を超える人 

(ｴ) (ｱ)、(ｲ)、(ｳ)に該当しない人でも、同族会社の役員やその役員と親族関係などにある人

で、その同族会社から給与等のほかに貸付金に対する利子や不動産その他の資産の使用料の

支払いを受けている人 

(ｵ) 所得金額の合計額が所得控除額の合計額を超える場合において、税額が配当控除額を超

える人（大まかに言えば、計算の結果、所得税を納税しなければならない人） 

 ※ 上記の(ｱ)、(ｲ)、(ｳ)は、給与等の全てについて所得税及び復興特別所得税の源泉徴収を

されることが前提条件となっており、給与等について源泉徴収に関する規定の適用がない
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場合には、(ｵ)によります。 

※ (ｵ)に該当する人でも、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、

その公的年金等に係る雑所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下であ

る場合には、確定申告をする必要はありません。 

 

イ 確定申告をすることができる人 

(ｱ) 税金の還付を受けるために確定申告をする人 

ａ 配当所得（源泉分離課税の対象とされる配当所得を除きます。）や雑所得などの源泉徴収

された所得が少額であり、そのほかの所得も少額である人で、税金が納めすぎになってい

る人 

ｂ 給与所得者で、雑損控除、医療費控除や寄附金控除を受けることができる人で、税金が

納めすぎになっている人 

ｃ 給与所得者で年の途中に退職し、その後就職をしなかったために年末調整を受けなかっ

た人で、税金が納めすぎになっている人 

ｄ その他の事由で、税金が納めすぎになっている人 

(ｲ) 損失の繰越しや繰戻しをするために確定申告をする人 

※ 確定申告については、原則として上記のア、イのとおりですが、記載のある他にも例外があ

ります。詳しくは、札幌南税務署（〒062-0051 札幌市豊平区月寒東１条５丁目３番４号 ☎０

１１－５５５－３９００）にお問い合わせください。 

(2) 市民税申告（住民税申告） 

 市町村内に住所を有する人は、原則として、毎年3月15日までに1月1日現在の住所所在地の市町

村長に申告書を提出しなければならないこととされています。 

 確定申告をする必要がない人であっても、市民税を計算する際に各種の所得控除を適用したい

場合には必ず市民税申告が必要なほか、市民税申告は、市民税の計算以外にも様々な行政サービ

スに利用されます。所得の有無にかかわらず必ず申告をするようお願いいたします。 

ア 市民税申告をする必要がない人 

(ｱ) 確定申告をした人 

(ｲ) 給与所得者で、年末調整をした給与所得以外の所得がなく、所得控除等の内容に変更がな

い人 

(ｳ) 公的年金等を受給している人で、公的年金等の源泉徴収票に記載のある所得控除等の内

容に変更がない人   
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２ 法人市民税 問合せ先 税務課 税務担当 内線３７１２       

 

１ 法人市民税とは 

法人市民税は、市内に事業所や事務所などがある法人や、法人でない社団などが納税義務者とな

る税金です。 

法人は、各々が定める一年間の事業年度終了後、法人の規模によって税額が決まる「均等割」

と、法人の収益に応じて計算される「法人税割」の合計額を自ら申告して、納めます（申告納付）。 

国（法人税）や北海道（法人道民税）にも同様に申告納付の義務があり、国に申告した法人税の

額を基に、道や市の「法人税割」の額が計算されます。 

「均等割」は、資本金等の額と市内の従業者数・事務所等を有していた期間に応じて、計算しま

す。仮に赤字等で法人税の納付金額が0円であった場合でも、法人市民税の法人税割も0円となりま

すが、均等割は納める必要があり、いかなる場合でも申告は毎年必要です。 

 

２ 法人市民税を納める法人（納税義務者） 
 

北広島市内に事業所（「事務所」、「寮」、「保養所」等を含む）がある法人のほか、「法人格のないマ

ンション管理組合」などの「人格のない社団等」が収益事業を行っている場合（携帯電話のアンテナ

設置料を得ている場合など）は、納税義務者となります。公益法人についても、収益事業を行ってい

る場合に限り、納税義務者となります。 

この場合、事務所とは、自己の所有か否かに関わらず、事業の必要から設けられた「人的」及び「物

的設備」であって、「そこで継続して事業が行われる場所」をいいます。※本来の事業に付随するため、

研修所、会社内診療所等も含みます。 

 

納 税 義 務 者 
納めるべき税額 

均等割 法人税割 

①市内に事務所、事業所がある法人（収益事業を行う公益法人等

または法人でない社団・財団を含む） 
○ ○ 

②市内に事務所、事業所はないが、寮・保養所等がある法人 ○ × 

③市内に事務所、事業所、寮・保養所等を有する公益法人等で収

益事業を行わない法人 
○ × 

④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 × ○ 
 

３ 税額の計算 
 

(1)均等割（制限税率：標準税率の1.2倍） 

資本金等の額と市内の従業者数により、事務所等を有していた期間に応じて算出します。  

                                               

        事務所等を有していた月数 （注１）                
  

12 カ月        

 

× 税率（下記の金額） 
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資本金等の額 
市内の従業者数 

５０人超 ５０人以下 

普
通
法
人
・ 

協
同
組
合
等 

 

１千万円以下 

１千万円超 １億円以下 

１億円超  １０億円以下 

１０億円超 ５０億円以下 

５０億円超 

 

 

１４４,０００円 

１８０,０００円 

４８０,０００円 

２,１００,０００円 

３,６００,０００円 

 

６０,０００円 

１５６,０００円 

１９２,０００円 

４９２,０００円 

４９２,０００円 

上記以外の法人等 ６０,０００円 

※1 カ月に満たないときは 1 カ月とし、その他の場合は 1 月未満の端数は切り捨てます。上記によ

  り計算した金額に 100 円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てます。 

※従業者数、資本金等の額は算定期間の末日で判断します。 

 

(2)法人税割（制限税率） 

 

課税標準となる法人税額×（市内の従業者数÷全従業者数）×税率（8.4％） 

 

※上記により計算した金額に 100円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てます。 

 

４ 申告と納税 
   

法人市民税は、それぞれの法人が定める事業年度が終了した後の一定期間内に、法人がその納付

すべき税額を算出して申告し、税金を納めることになっています（申告納付）。 

 

申告の種類 申告納付の期限 

確定申告 

・事業年度終了の日の翌日から、原則として 2カ月以内に申告納付（ただし、法

人税の確定申告書の提出期限の延長の適用がある法人は、その延長した期限まで

に申告） 

・申告納付額は均等割額と法人税割額の合計額（中間申告または予定申告を行っ

た税額がある場合には、その税額を差し引きます） 

予定申告 

中間申告 

・事業年度開始の日以後 6 カ月を経過した日から 2 カ月以内に申告納付 

・申告納付税額は次の①または②の額 

① 予定申告 

前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で割り、これに 6 を掛け

て得た金 額が 10万円以上の法人は予定申告の義務があります。 

 

均等割額（年額）×算定期間中において事務所等を有していた月数÷12

と、{前事業年度の確定法人税割額－（特別控除取戻税額×法人税割の税

率）}×6÷前事業年度の月数との合計額 

 

② 中間申告 

均等割額（年額）×算定期間中において事務所等を有していた月数÷12

と、仮決算による中間申告に基づく法人税額×法人税割の税率との合計額 

均等割申告 
市内に事務所・事業所、寮・保養所などを有する公益法人等は、毎年 4 月 30 日

までに均等割額を申告納付 
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４ 事業所の設置・設立、解散等の届出 
 

市内への事務所・事業所の新設・移転や、市内の事務所・事業所の内容に変更があった場合には、

必ず届出をしてください。休業や閉鎖、解散した場合でも同様です。国や道で手続きをしたとして

も、市には別途届出が必要となります。 

なお、届出は法人に限ります。個人で事業所を行う場合は市に届出の必要はありません。（税務

署等には必要です。） 

申告書、届出書の様式は、市のホームページ中の申請書ダウンロード→税務課からダウンロー

ドできます。  
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３ 固定資産税  問合せ先 税務課 資産税 土地担当 内線３７２６ 

                        家屋担当  内線３７２５    
 

１ 固定資産税とは 
  

固定資産税は、土地、家屋（注1）、償却資産（注2）を所有している方に納めていただく税金

です。 
 
 
 
    
    
    
                              

 

 

 

 

２ 固定資産税を納める人（納税義務者） 
   

毎年1月1日現在で、北広島市内に固定資産を所有している次の方です。 
  

 
 
 
 
 

３ 課税標準と評価額 
 

  固定資産税の課税標準額は、原則としてその資産の評価額です。ただし、土地については、

住宅用地の課税標準額の特例措置や税の負担調整措置が適用される場合、課税標準額は評価

額よりも低く算定されます。 

評価額は国が定める固定資産評価基準に基づいて算定し、原則として３年ごとに評価額を

見直します。 

次の評価額の見直しは、令和６年度になります。評価額の見直しを行った年度以外でも、

土地の現況の変更や家屋の新築または増改築などがあった場合は、その年度において資産の

状況に応じた評価額を決定します。なお、償却資産については毎年評価額を見直します。 

 

(1)評価の方法  

①土 地：売買実例価格を基礎として評価（宅地の場合は地価公示価格の７割程度を目途として評価） 

②家 屋：再建築価格を基礎として評価  

③償却資産：取得価格を基礎として評価  

 

 (2)縦覧帳簿の縦覧 

   納税者の方は、所有する土地・家屋の評価の適正さをチェックするため、毎年 4 月 1 日か

ら最初の納期限までの間、固定資産課税台帳をもとに作成される土地・家屋価格等縦覧帳簿に

よ り 、市 内の 周辺 の土 地 また は家 屋の 評価 額 を確 認す るこ とが で きま す。

  

 
（注 1）家屋  

10㎡以上の車庫、物置等も含みます。 
（注 2）償却資産  
    会社や個人で工場や商店等を経営している方が、その事業のために使用することができる
（使用している）機械・器具・備品等をいいます。 

 （事例） 
構築物（広告塔、舗装路面等）、機械および装置（生産設備、工作機械等）、船舶、航空機、 
車両および運搬具、工具・器具および備品等です。 

 
土  地 ： 土地登記簿または土地補充課税台帳に登録されている方 

  家  屋 ： 建物登記簿または家屋補充課税台帳に登録されている方  
償却資産 ： 償却資産課税台帳に登録されている方  
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４ 税 額 
 

課税標準額 × 税率（1.4％） ＝ 税額 

 （千円未満切捨）         （百円未満切捨） 

《免税点》 

市内に所有する各資産の課税標準額の合計額が次の金額に満たない場合、その資産については課税されません。 

土 地……30万円    家 屋……20万円    償却資産……150万円 

 

  

５ 土地における課税標準の特例 

 

     住宅が建っている土地（住宅用地）については、課税標準額の特例措置が設けられています。 

 

 (1)住宅１戸につき200 ｍ２までの小規模住宅用地部分 

    評価額の1／6 

 (2)住宅１戸につき200 ｍ２を超える一般の住宅用地部分 

   評価額の1／3 

 ☆住宅用地として認められる面積は、住宅の床面積の 

10倍が限度です。 

また、一部を店舗や事務所として使用している住宅 

については居住部分の割合に応じた計算を行います。 

 

６ 土地における負担調整措置について 
 
  土地の負担調整措置とは、地価の上昇等により評価額が急激に上昇した場合であっても、税

負担の上昇はゆるやかなものになるよう、課税標準額を段階的に上昇させる制度です。 

主に今年度課税標準額が前年度評価額を上回る土地に対し適用されます。 

  具体的には、負担水準（今年度評価額に対する前年度課税標準額の割合）に応じて次のとおり

算定されます。 

 

●負担水準とは 

  負担水準とは今年度評価額に対する前年度課税標準額の割合を示し、下記の算式により

求められます。 
 
                     前年度課税標準額  

    負担水準 ＝ 

           今年度評価額［×住宅用地特例率（1／6または1／3）］  

※住宅用地（小規模・一般）については、評価額に住宅用地の特例率（小規模1／6、一般1／3）を乗じます。 

 

●住宅用地の税負担  

負担水準 課税標準額の計算方法 

1.0以上 本則課税標準額（注 1） 

1.0未満 前年度課税標準額 ＋ 本則課税標準額の 5％（注 2） 

  

住宅１戸でその敷地が 300㎡の場合 
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●商業地等（住宅用地以外の宅地）の税負担 

負担水準 課税標準額の計算方法 

0.7以上 評価額 × 0.7 

0.6以上 0.7未満 前年度課税標準額据え置き 

0.6未満 
前年度課税標準額 ＋ 評価額の 5％（特例により令和４年度に限り

2.5％）（注 3） 

（注1）本則課税標準額とは、評価額に住宅用地の特例率(1/6、1/3)を乗じたものです。 

（注2）本則課税標準額の20％を下回る場合は本則課税標準額×20％とします。 

（注3）評価額の20％を下回る場合は評価額×20％とします。 

 

７ 家屋における主な軽減措置について 

(1) 新築家屋に対する特例措置 

 令和 6 年 3 月 31 日までに新築された一般住宅やマンションなどの居住用家屋で、床面積が次の要

件に該当する家屋については、固定資産税が 1／2減額されます。 

要件～1戸あたりの床面積 減額される税額の割合 新築後の減額期間 

50 ㎡以上 280㎡以下 

（共同住宅は下限が 40㎡以上） 

 

120 ㎡に相当する税額の 1/2 

※延床面積が 120㎡以下の居住

用家屋はその全部が減額対

象となり、120 ㎡を超える居

住用家屋は延床面積の内 120

㎡に相当する分が減額対象

になります。 

ア 一般の住宅→3 年度分 

イ 3 階建て以上（準）耐火建築住宅 

→5 年度分 

 

(2)認定長期優良住宅（200年住宅）に対する固定資産税の減額について 

 令和 6年 3月 31日までに新築された所管行政庁認定を受けた居住用家屋で、床面積が次の要件に

該当する家屋については、固定資産税が 1／2減額されます。 

要件～1戸あたりの床面積 減額される税額の割合 新築後の減額期間 

50 ㎡以上 280㎡以下 

（共同住宅は下限が 40㎡） 

120 ㎡に相当する税額の１/２ 

※延床面積が 120㎡以下の居住

用家屋はその全部が減額対

象となり、120 ㎡を超える居

住用家屋は延床面積の内 120

㎡に相当する分が減額対象

になります。 

ア 一般の住宅→5 年度分 

イ 3 階建以上の（準）耐火建築物 

→7 年度分 
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(3)住宅をバリアフリー改修した場合の固定資産税の減額について 

●適用対象期間 令和 6年 3月 31日までにバリアフリー改修をした翌年分に限ります。 

居住要件 改修工事の内容 減額される税額の割合 

次のいずれかの方が新築された日か

ら 10年以上を経過した住宅に居住し

ており、かつ、改修後の住宅の床面積

が 50 ㎡以上 280 ㎡以下であること。 

①65歳以上の方 

②要介護認定または要支援認定を受けて

いる方 

③障がいをお持ちの方 

（地方税法施行令第7条各号に定める者） 

次の工事で、補助金等を除く自

己負担額が 50万円を超えるもの 

①廊下の拡張 ②階段勾配の緩

和 ③浴室の改良 ④便所の改

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滑りにくい床材への取

替え 

 

100 ㎡分に相当する税額の

1/3 

※延床面積が 100 ㎡以下の家

屋はその全部が減額対象と

なり、100 ㎡を超える居住

用家屋は延床面積の内 100

㎡に相当する分が減額対象

になります。 

減額措置を受ける場合は、申告書に工事明細書等の関係書類を添付し、バリアフリー改修後 3 カ月以内に

税務課に申告してください。 

 

(4)熱損失防止（省エネ）改修した場合の固定資産税の減額について 

●適用対象期間 令和 6年 3月 31日までに省エネ改修した翌年分に限ります。 

要  件 改修工事の内容 減額される税額の割合 

平成 26 年 1 月 1 日以前からある

住宅で一定の省エネ改修を行い、一

定の基準に適合することにつき証

明がされた場合であって、かつ、改

修後の床面積が 50 ㎡以上 280 ㎡以

下であること。 

次の工事で、補助金等を除く

自己負担金額が 60 万円を超

えるもの 

①窓の改修工事（2重サッシ化

など） 

→必須の工事 

②床の断熱改修工事 

③天井の断熱工事  

④壁の断熱工事 

120 ㎡分に相当する税額の

1/3 

（長期優良住宅に該当する

こととなった場合は 2/3） 

※延床面積が 120 ㎡以下の

家屋はその全部が減額対

象となり、120㎡を超える

居住用家屋は延床面積の

内 120 ㎡に相当する分が

減額対象になります。 

減額措置を受ける場合は、申告書に省エネ改修工事証明書等の関係書類を添付し、省エネ改修工事完了後

3 カ月以内に税務課に申告してください。 

※(3) と (4) については併用することができます（但し、長期優良住宅に該当する場合は除く）。  
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（5）既存住宅を耐震改修した場合の固定資産税の減額について 

耐震改修工事により認定長期優良住宅に該当するもの(特定耐震基準適合住宅)となった場合 

要  件 減額される税額の割合 適用対象期間 

昭和 57 年 1 月 1 日以前から所在

する住宅について、一定の耐震改修 

※（1戸当りの工事費 50万円以上 

に限る）を行い、一定の基準に適

合することにつき証明がされた

場合。 

 

 

120㎡に相当する税額の 2/3 

※延床面積が120㎡以下の居住

用家屋はその全部が減額対

象となり、120 ㎡を超える居

住用家屋は延床面積の内 120

㎡に相当する分が減額対象

になります。 

 令和 6年 3月 31日までに

現行の耐震基準に適合する

改修をした翌年度に限りま

す。 

120 ㎡に相当する税額の 2/3

（初年度）1/2（二年度目） 

※通行障害既存耐震不適格建

築物を改修した場合 

令和 6年 3月 31日までに

現行の耐震基準に適合する

改修をした二年度分に限り

ます。 

減額措置を受ける場合は、申告書に現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書を添付し、改

修後 3カ月以内に税務課に申告してください。 

 

耐震改修工事により認定長期優良住宅に該当するもの(特定耐震基準適合住宅)とならなかった場合 

要  件 減額される税額の割合 適用対象期間 

昭和 57 年 1 月 1 日以前から所在

する住宅について、一定の耐震改修 

※（1 戸当りの工事費 50 万円以上

に限る）を行い、一定の基準に適合

することにつき証明がされた場合。 

 

120㎡に相当する税額の 1/2 

※延床面積が 120㎡以下の居住

用家屋はその全部が減額対

象となり、120 ㎡を超える居

住用家屋は延床面積の内 120

㎡に相当する分が減額対象

になります。 

令和 6年 3月 31日までに

耐震改修をした翌年度分に

限ります。 

120㎡に相当する税額の1/2（二

年度分） 

※通行障害既存耐震不適格建

築物を改修した場合 

令和 6年 3月 31日までに

耐震改修をした二年度分に

限ります。 

減額措置を受ける場合は、申告書に現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書を添付し、改修後

3 カ月以内に税務課に申告してください 

８ 家屋調査について 

  市では、担当職員の定期的な市内巡回や建築確認申請、登記申請、所有者の方からのご連絡、航

空写真などにもとづく家屋調査を実施しております。家屋調査の際、敷地内に立ち入る場合があり

ますので、ご協力をお願いします。  
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９ 申告・届出 

次のような場合には申告や届出が必要です。 

 

 (1)車庫等を設置して、登記をしていない場合（建替えた場合を含む。）は、税務課 資産税 家屋担

当までご連絡いただき、「未登記建物等設置届出書」の提出をお願いします。 

 (2)家屋を新、増築した場合は、税務課 資産税 家屋担当までご連絡願います。 

 (3) 登記をしていない家屋を異動（売買等）したときは、以下の届出が必要です。 

   ・家屋を取り壊したとき・・家屋とりこわし届出書 

   ・売買したとき・・・・・・未登記家屋所有者変更届出書（売買契約書の写し） 

   ・相続したとき・・・・未登記家屋所有者変更届出書（遺産分割協議書の写し） 

   ・贈与したとき・・・・・・未登記家屋所有者変更届出書（贈与契約書の写し） 

 

１０ 固定資産税の納付方法 

市から送付する納税通知書に同封している納付書により、年 4 回に分けて納めていただきます

（６．「納税カレンダー」参照）。なお、口座振替をご利用の場合は、各納期限日に自動振替となり

ます。 

 

１１ 土地または家屋を現に所有している者（相続人等）の申告について 

固定資産（土地・家屋）の登記簿上の所有者が亡くなって、相続登記が完了されるまでの間にお

いて、その固定資産は現所有者（法定相続人全員）の共有財産となり、所有者が亡くなった日の翌

日以降を賦課期日とする固定資産税等については現所有者が連帯して納税義務を負うことになりま

す。 

令和 2年度から、現所有者に対し、氏名・住所等必要な事項の申告が義務となりました。申告の

期限は自身が現所有者であることを知った日の翌日から 3月を経過した日までとなります。  
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４ 都市計画税  問合せ先 税務課 資産税土地担当 内線３７２６ 

                     家屋担当  内線３７２５ 

 

１ 都市計画税とは 
 

都市計画税は、都市計画事業（道路、公園、下水道などの整備拡充）などに要する費用の一 

部を負担していただくために設けられた目的税で、市街化区域内の土地・家屋の所有者に対し

て課税されます。 

 

２ 都市計画税を納める人（納税義務者） 
 

1月1日現在で市内の市街化区域内に土地、家屋を所有している方（固定資産が免税点未満の人

は、都市計画税はかかりません。） 

 

３ 税 額 
 
   課税標準額  ×  税率（0.3％） ＝ 税額 

 （千円未満切捨）           （百円未満切捨） 

 

４ 課税標準額と特例・軽減措置 
 

固定資産税と同じく、土地・家屋の評価額が課税標準になります。 
土地については、固定資産税と同様な住宅用地に対する課税標準の特例 

（小規模 1／3、一般2／3）および税の負担調整措置が講じられています。 

 なお、家屋についての新築住宅などに対する軽減措置は、都市計画税については適用されません。 

 

５ 都市計画税の納付方法 
 

固定資産税とあわせて納めていただきます。  
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５ 軽自動車税（種別割・環境性能割） 

 問合せ先 税務課 税務担当 内線３７１３ 

 

１ 軽自動車税種別割とは                    
 

軽自動車税種別割は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車（こ

れらを軽自動車等といいます。）を所有（使用）する方に対してかかる税金です。 

                                       

２ 軽自動車税種別割を納める人（納税義務者） 
 

4月1日（賦課期日）現在、市内に定置場のある軽自動車等を所有（使用）している方に課税され、

市から送付される納付書で5月31日までに納めていただきます。 

☆5月31日が土曜・日曜・祝日のときは、次の平日が納期限となります。 

《注意》 
自動車税と異なり、軽自動車税には月割課税制度がありませんので、4月1日時点で軽自

動車等を所有していれば課税されることになり、4月2日以降に廃車等にしても、その年度の税金

は全額納めていただくことになります。 

 

３ 税 額 
 

（１）原動機付自転車等  

 農耕作業用トラクタやフォークリフト等の小型特殊自動車で公道を走らない車両についても軽自

動車税種別割が課税されますので、税申告を行い、標識の交付を受ける必要があります。 

                                           （単位：円） 

区           分 年  税  額 

原動機付 

自動車 

50㏄以下のもの（ミニカーを除く） 

50㏄を超え90㏄以下のもの 

90㏄を超え125㏄以下のもの 

ミニカー※1 

２,０００ 

２,０００ 

２,４００ 

３,７００ 

小型特殊 

自動車 

農耕作業用（最高速度35km/h未満） 

トラクタ、コンバイン、田植機、トレーラー

など、 

２,４００ 

その他（最高速度15km/h未満）※2 

長さ4.7ｍ、幅1.7ｍ、高さ2.8ｍ以下 
５,９００ 

雪上車（660cc以下のもの） ３,６００ 

二輪の軽自動車（125ccを超え250cc以下のもの） ３,６００ 

二輪の小型自動車（250cc超） ６,０００ 

被けん引車（一定の規格以下のトレーラー） ３,６００ 

※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。ただし、車室の側面が構造上開放され

ていて、かつ車輪間の距離が 50cm 以下の三輪車（屋根付三輪）は除かれます。 

※2 ○ショベルローダ、○タイヤローラ、○ロードローラ、○グレーダ、○ロードスタビライザ、

○スクレーバ、○ロータリ除雪自動車、○アスファルトフィニッシャ、○タイヤドーザ、○モー

タスイーパ、○ダンパ、○ホイールハンマ、○ホイールブレーカ、○フォークリフト、○フォー

クローダ、○ホイールクレーン、○ストラドル・キャリアなど  
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（２）三輪および四輪以上の軽自動車 

                        （単位：円） 

区           分 
年  税  額 

（1）平成27年4月1日以後

に新車登録した車※1 

（2）新車登録後、13年を

経過した車※2 
（3）それ以外の車 

軽

自

動

車 

 三 輪 ３,９００ ４,６００ ３,１００ 

四 輪 
(660㏄以下) 

乗

用 

営 業 用 

自 家 用 

６,９００ 

１０,８００ 

８,２００ 

１２,９００ 

５,５００ 

７,２００ 

貨

物 

営 業 用 

自 家 用 

３,８００ 

５,０００ 

４,５００ 

６,０００ 

３,０００ 

４,０００ 

※1 グリーン化特例（軽課）の対象になることがあります。詳しくは次項をご参照ください。 

※2 グリーン化（環境への負荷の低減に資するための施策）を進める観点から、概ね 20％税率が上

乗せされています（経年車重課）。新規登録年月日が平成 21 年 3 月以前の車は、令和 4 年度の経

年車重課の対象となります（電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタ

ノール軽自動車およびガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車ならびに被けん

引車は経年車重課の対象から除く）。 

 

（３）三輪および軽四輪に係る軽自動車税のグリーン化特例（軽課）について 

 

令和 3 年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月 31 日までに最初の新規登録をした軽自動車で、次の基準を  

満たす車両について、当該取得をした日の属する年度の翌年度分の軽自動車税に限り、グリーン化特

例（軽課）を適用します。 

 

ア 75パーセント減税の適用対象車 

電気自動車、天然ガス自動車（平成 21 年排出ガス規制 NOx10 パーセント以上低減または平成 30

  年排出ガス規制適合） 

  

イ 50パーセント減税の適用対象車 

営業用乗用車のうち、ガソリン車（ハイブリッド車を含む）について、令和 2年度基準達成かつ

 令和 12年度基準 90パーセント達成車 

各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。 

  

ウ 25パーセント減税の適用対象車 

営業用乗用車のうち、ガソリン車（ハイブリッド車を含む）について、令和 2年度基準達成かつ

 令和 12年度燃費基準 70 パーセント達成車 

各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。 

 

４ 軽自動車税環境性能割とは 
 

令和元年10月1日より、自動車取得税が廃止され、軽自動車税環境性能割が導入されました。 

軽自動車税環境性能割は、三輪以上の軽自動車を新車、中古車を問わず取得した方に課されるも

ので、税額は、課税標準である取得価額に対し、環境性能に応じた税率（0％～2％）を乗じて算出

します。 

なお、軽自動車税環境性能割の賦課徴収の実務については、当分の間、都道府県が行うことと

なっています。  
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５ 軽自動車税環境性能割を納める人（納税義務者） 
 

三輪以上の軽自動車の取得者で、新車、中古車を問わず軽自動車を取得したときに、軽自動車の

主たる定置場所在の都道府県に納税することになります。 

 

６ 税額 

 

取得価額に、次の税率がかかります。ただし、通常の取得価額が50万円以下の場合は、課税され

ません。 

 

・乗用 
 

区   分 税率（乗用） 

排ガス要件 燃費要件 自家用車 営業用車 

電気軽自動車、燃料電池軽自動車、天然ガス車（平成30年

排出ガス基準適合または平成21年排出ガス基準NOx10%低

減） 非課税 非課税 

★★★★かつ 
令和2年度基準達成かつ令和12

年度燃費基準75％達成 

★★★★かつ 
令和2年度基準達成かつ令和12

年度燃費基準60％達成 
1.0％ 0.5％ 

★★★★かつ 
令和2年度基準達成かつ令和12

年度燃費基準55％達成 
2.0％ 1.0％ 

上記以外の車 2.0％ 2.0％ 

 

 

・貨物  
 

区   分 税率（2.5t以下の貨物） 

排ガス要件 燃費要件 自家用車 営業用車 

★★★★かつ 平成27年燃費基準+20％達成 非課税 非課税 

★★★★かつ 平成27年燃費基準+15％達成 1.0％ 0.5％ 

★★★★かつ 平成27年燃費基準+10％達成 2.0％ 1.0％ 

上記以外の車 2.0％ 2.0％ 

  

🚘 

🚚 

🚗 
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７ 申 告 
 

 軽自動車等の取得や廃車、転居や他人に譲渡をしたときは、すみやかに申告してください。 

 

●原動機付自転車（125ｃｃ以下）、ミニカー、小型特殊自動車 

申告場所 
北広島市役所 税務課税務係 ☎３７２－３３１１（内線３７１３） 

または市役所各出張所 

必要書類 

１）販売店から車両を購入した場合 

・販売証明書 

２）市内の方に譲渡した場合、市内の方から譲り受けた場合 

・譲渡証明書 

・標識交付証明書（旧所有者が登録したときの控） 

 

３）市外の方から譲り受けた場合 

・譲渡証明書 

・廃車申告受理証明書（旧所有者が廃車したときの控） 

または、標識交付証明書（旧所有者が登録したときの控）とナンバープレート 

 

４）市外から転入した場合 

・廃車申告受理証明書（前の登録地で廃車したときの控） 

または、標識交付証明書（前の登録地で登録したときの控）とナンバープレート 

 

５）廃車、市外へ転居、または市外の方に譲渡する場合 

・標識交付証明書（登録したときの控） 

・ナンバープレート 

 

※市内から市内へ転居した場合は、申告の必要はありません。 

 

 

●二輪（125ｃｃ超）  

申告場所 

札幌運輸支局 札幌市東区北 28条東 1丁目 

☎０５０－５５４０－２００１ 

※必要書類については札幌運輸支局にご確認ください 

 

 

●四輪・三輪、雪上車、被けん引車 

申告場所 

軽自動車検査協会 札幌主管事務所 札幌市北区新川 5条 20丁目 1番 21号   

☎０５０-３８１６-１７６３   

※必要書類については軽自動車検査協会にご確認ください   

 

 

※軽自動車税以外のお問合せ先  

消費税、自動車重量税、揮発油税、地方揮発油税に関すること・・・札幌南税務署 ☎ 555-3900 

地方消費税、自動車取得税、自動車税、軽油取引税に関すること・・札幌道税事務所 ☎ 746-1190 

普通自動車の登録に関すること・・・・・・・・・・・・・・・・・札幌運輸支局 ☎ 050-5540-2001 
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６ その他の市税  問合せ先 税務課 税務係 内線３７１３ 

 

税の種類 市たばこ税 入 湯 税 

課税の 

対象 

たばこの製造者、特定販売業者、卸売販売

業者等が市内の小売業者に売渡したたばこ 

鉱泉浴場の利用  

(竹山高原温泉・森の湯・楓楓) 

納税 

する方 

卸売販売業者等（実際に負担していただく

のは消費者の方です） 

鉱泉浴場の経営者（実際に負担していた

だくのは利用者の方です） 

税額の 

計算方法 
売渡し本数 1,000 本につき、6,552円 

一般利用客1名につき 
一泊  150円、日帰り  75円  
 
※12歳未満の方は免除されます。 

その他 
税制改正による税率引き上げが施行された
場合、たばこ税の「手持ち品課税」が実施さ
れます（詳細は下記のとおり）。 

環境衛生施設・消防施設の整備や、観光の

振興に要する費用に充てるための目的税

です。 

 

●たばこ税の「手持品課税」について  

 手持品課税とは、たばこの小売販売業者、卸売販売業者または製造者が、税率引き上げ日の午前

０時現在において、たばこの製造場または保税地域以外の場所で、製造たばこ２万本以上を所持し

てする場合に、税率の引上げ相当分を課税するものです。  
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７ 国民健康保険税 問合せ先 保険年金課 国保賦課担当 内線２１１３ 

１ 国民健康保険（国保）とは 

国民健康保険は、病気やケガをしたときに安心して医療が受けられるように、国や道及び市の負  

担のほか、加入者のみなさまに納めていただく「国民健康保険税（国保税）」により運営する社会保

障制度です。 
国民健康保険は、平成29年度まで市町村単位で運営してきましたが、市町村間の負担の格差や小 

規模市町村の財政の不安定さ等の問題を抱えていました。このような状況を改善し、負担の公平化   

と財政運営の安定化を図り、持続可能な医療保険制度を構築するため、平成30年度から、都道府県  

単位で国保運営をすることとなりました。都道府県は、財政運営や効率的な事業実施等の中心的な 

役割を担うこととなり、市町村は引き続き、資格管理や保険給付、国保税の賦課・徴収、保健事業 

を実施していきます。 

新たな制度では、北海道は市町村へ保険給付に要する費用を全額交付し、市町村は、北海道が決 

定する「国民健康保険事業費納付金」を納付するため、北海道から示される市町村ごとの「標準 

保険料率」を基に税率を決定し、国保税の賦課・徴収を行います。 

２ 国民健康保険税（国保税）を納める方（納税義務者） 

国保税の納税義務者は、国保に加入している方のいる世帯の世帯主です。世帯主が社会保険等に

加入している場合や後期高齢者医療制度に移行した場合でも、その世帯に国保加入者がいるときは、

世帯主が納税義務者になります（これを「擬制世帯主」といいます。この場合、擬制世帯主の所得

や人数は、国保税の所得割・均等割の計算には含めません）。 

※世帯主が国保に加入していない場合に限り、住民基本台帳上の世帯主の同意書を添えて手続き 

をすると、一定の条件のもとで、国保加入者自身を国保上の世帯主とすることができます。希

望する方はお問合せください。 

(1)（普通）世帯主 

 住民基本台帳（住基）上の世帯主と一緒に世帯員

が国保に加入するときは、住基上の世帯主が国保の

世帯主となります。 

(2) 擬制世帯主 

 住基上の世帯主が、他の公的医療保険に加入して

いるなどして、世帯員だけが国保に加入するとき、

特別な手続きをしない場合は、住基上の世帯主を国

保の世帯主とみなします。この世帯主を擬制世帯主

といいます。国保税は加入している方の分のみを計

算しますが、請求は擬制世帯主に対して行われます。 

(3) 国保上世帯主 

 (2)のような場合、一定の要件を満たしている場

合は、住基上の世帯主の同意書を添えて手続きをす

ると、国保に加入している世帯員（被保険者）のだ

れかを、国保における世帯主とすることができます。

詳細については保険年金課にお問合せください。  

(普通)世帯主 

住基上世帯主 世帯員 世帯員 

国保加入者 

擬制世帯主 

世帯員 世帯員 

国保加入者 

住基上世帯主 

国保上世帯主 

世帯員 世帯員 

国保加入者 

住基上世帯主 
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３ 国保税の税額 

(1) 税率等 

●令和４年度の国保税の税率等 

区   分 

【医療分】 

基礎課税額 

（医療保険分） 

【支援分】 

後期高齢者 

支援金等課税額 

【介護分】 

（40歳から64歳まで） 

介護納付金課税額 

所得割 

各加入者の総所得金額等－43万円 
7.68％ 2.58％ 2.10％ 

均等割 
加入者１人につき 

22,600円 6,700円 
8,200円 

未就学児(※1)は10分の5減額 

平等割 
１世帯につき 

下記以外の世帯 

 

25,600円 9,100円 

4,200円 特定世帯 ※2 

 

12,800円 4,550円 

特定継続世帯 ※3 19,200円 6,825円 

限度額 63万円 19万円 17万円 

※1 「未就学児」とは、義務教育就学前の方のことです。  

※2 「特定世帯」とは、もともと国保に加入していた方が年齢到達などにより国保から後期高

齢者医療制度へ移行し、国保加入者が単身となってから、５年を経過するまでの世帯のこと

です。 

※3 「特定継続世帯」とは、「特定世帯」の期間を過ぎてから、引き続き３年を経過するまで

の世帯のことです。 

(2) 軽減制度 

世帯主と国保加入者の所得の合計額が下の表の金額以下の場合は、国保税の算出の際に自動的

に判定し、均等割と平等割が軽減されるため、手続きは必要ありません。 

世帯の所得が把握できないと軽減対象となるかの判定が行われませんので、所得の有無に関わ

らず、申告は毎年必ず行うようにお願いします。 

●令和４年度の軽減基準額等 

軽減基準額 軽減割合 

43万円＋10万円×（給与所得者の数－1）以下 7割軽減 

43万円＋（28万5千円×世帯の被保険者数） 
＋10万円×（給与所得者等の数－1）以下 

5割軽減 

43万円＋（52万円×世帯の被保険者数） 
＋10万円×（給与所得者等の数－1）以下 

2割軽減 

 昭和32年1月1日以前生まれの方で年金を受給している方は、年金所得から15万円を差し引

いてから軽減判定を行います。 

 給与所得者等とは、次のいずれかに該当する方となります。 

 ・給与等の収入金額が55万円を超える方 

 ・公的年金の収入金額が60万円（65歳未満）、125万円（65歳以上）を超える方 

 軽減判定の基準となる所得には、擬制世帯主の所得も含まれます。  
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(3) 離職者にかかる国保税の軽減制度 

離職時の年齢が64歳以下で、非自発的な理由（解雇など）により離職し、雇用保険を受給したこ

とがある方のうち、一定の要件を満たしている場合は国保税が軽減される場合があります。 

軽減を受けるためには手続きが必要です。詳細は保険年金課にお問合せください。 

 

４ 国保税の納付方法 

国保税は以下のいずれかの方法で納めていただきます。 

税額等は毎年6月（※1）に市からお送りする納税通知書でお知らせします。 

(1) 普通徴収（納付書ｍ口座振替で納付） 

年税額を毎年10回に分けて（※1）、納付書または口座振替で納めていただきます（６.「納税カレ

ンダー」参照）。口座振替をご利用の場合は、各納期の最終日に自動振替となります。 
 
※1 年度の途中で国保に加入したりやめたりした場合は、いずれもお手続きいただいた後、加入

期間に応じて税額を再計算し、通知書をお送りします。そのため、支払回数は異なります。 

(2) 特別徴収（年金からの引き去り） 

世帯の国保加入者全員が65歳以上の場合、世帯主が受け取っている年金から差し引かれます（特

別徴収といいます。）。 

ただし、以下のいずれかに該当する場合は、特別徴収されません。 
 
 世帯主が介護保険料を特別徴収されていない場合 

 世帯主が年度内に75歳の誕生日を迎える場合 

 世帯主が1年間に受け取る年金額が18万円より少ない場合 

 1回の年金から特別徴収される国保税と介護保険料の合計額が、1回に受け取る年金額（※2）の

半額を超える場合（※2 受給年金が複数ある場合、年金機構が優先する年金の額） 

 国保税の納付方法を口座振替にしている場合 

☆その他の理由により、年金保険者（日本年金機構など）から北広島市に、特別徴収開始の通知

がない場合も特別徴収になりません。 
 
特別徴収が開始される時期は世帯によって異なります。4月に受け取る年金から始まる場合には

4月上旬に、10月に受け取る年金から始まる場合には6月中旬に、特別徴収される時期と税額を記載

した通知書を送付します。 

 

【年金特別徴収をやめたい方】 

特別徴収の対象の方でも、今後、口座振替で納付いただける方は特別徴収をやめて普通徴収に切

替えることができます。切替えを希望される方は、口座振替依頼書と国民健康保険税特別徴収中止

申出書をご提出ください。 

なお、事務処理の都合上、納付方法の切替えには時間がかかります。特別徴収が何月分から中止

できるか、口座振替が第何期から始まるかなどは、お申込みいただく時期によりますので、お問い

合わせください。 

ただし、口座振替を申し込まれても、引き落とし不能で滞納が続く場合などは、特別徴収になる

場合があります。  
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５ 国保税の減免制度 

国保税は加入者みなさまの所得に応じて負担していただいておりますが、以下に示すような理由に

より国保税の納付が困難な場合には、国保税が減免になる制度があります。詳しくは、保険年金課国

保賦課担当にご相談ください 

 生活保護を受けている 

 災害などで重大な損害を被った 

 病気や失業、事業不振などにより、前年よりも所得が大きく落ち込む 

 刑事施設等に収容されている人がいる 

 

６ 国保税を滞納していると 

1  督促を受けたり、延滞金が発生する場合があります。 

2  有効期間が短い保険証（短期被保険者証）が交付される場合があります。 

3  納期限から1年経過しても滞納を続けていると、保険証を返却することになり、「資格証明書｣が

代わりに交付されることになります。このとき、医療機関で支払う医療費はいったん全額自己負

担となります。 

4  納期限から1年6か月経過しても滞納を続けていると、国保の保険給付の全部または一部が差し

止められます。 

5  さらに滞納が続くと、国保の保険給付（療養費、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費など）

の一部または全部が滞納している国保税に充てられます。 

6  この他にも、財産の差し押さえなどをする場合があります。 

 

※短期被保険者証とは 

通常より有効期限が短い被保険者証です。期限切れごとに市役所の担当窓口で被保険者証の更新

手続きが必要になります。あわせて国保税の納付が求められます。 

 

※資格証明書とは 

国保の加入者であることを証明するだけで、被保険者証のような効力はありません。医療機関に

かかるときは、いったん全額自己負担になります。後日、申請により、保険給付分の払い戻しを受

けることになります。国保税の完納が認められれば、保険証が再交付されます。 

なお、公費負担医療等（原爆一般疾病医療費や北広島市の医療助成など）を受けている方は資格   

証明書の対象から除かれます。  



29 

 

 ３ 納税のご案内 

  
１ 市税の納付場所  問合せ先 税務課 税務担当 内線３７１４ 
                         

 １ 指定金融機関 

・北洋銀行本支店 

  

２ 取扱金融機関 

・北海道銀行本支店   ・北陸銀行本支店     ・北海道信用金庫本支店 

・北央信用組合本支店  ・北海道労働金庫本支店  ・道央農業協同組合本支店 

 

３ 全国のゆうちょ銀行および郵便局 

 

４ 北広島市役所および各出張所（大曲、西の里、西部） 

 

５ 取扱コンビニエンスストアなど 

  ・セブンイレブン ・ローソン ・ファミリーマート ・ミニストップ 

・セイコーマート ・ハマナスクラブ ・ハセガワストア ・タイエー 

  ・ポプラ ・くらしハウス ・生活彩家 ・スリーエイト ・ＭＭＫ設置店 

・デイリーヤマザキ ・ニューヤマザキデイリーストア  

・ヤマザキスペシャルパートナーショップ 

 

※コンビニエンスストアなどで納付する場合は、納付に対し制限がありますので、ご注意ください。

詳しくは、納付書の裏面または、税務課税務担当までお問合せください。 

 

2 便利な口座振替制度  問合せ先 税務課 税務担当 内線３７１４ 

 

   市では、納税のしやすい市税の口座振替制度を設けています。 

   この制度は、金融機関等があなたに代わって指定の預金口座から自動的に振り替えて納税いた

しますので、納税のために金融機関等に出向く必要がありません。 

  お忙しい方には、特に便利です。 

手続きは簡単で、市役所税務課・各出張所・市内各金融機関に備えてある「預金口座振替依頼

書」・納税通知書に同封している「口座振替依頼書」または、北広島市ホームページからダウン

ロードできる「口座振替依頼書」のいずれかに必要事項を記入押印のうえ、提出してください。 

毎月15日までの申し込みで、翌月以降に納期の到来する分より振替を行うことができます。ま

た一度手続きをすると翌年度以降も自動的に継続されます。 

 

口座振替納付のしくみ 

                   
 

 

                  

 

          
 

     納税者               市役所             金融機関 
 

※軽自動車税の口座振替手続きをすると、毎年6月上旬に車検用納税証明書が市から郵送されます。 

①納税通知書 

②口座振替依頼 

③承認依頼 

④承認通知 

⑤引落依頼 

⑥振替納付 
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3 自主納税と納税相談  問合せ先 債権管理課 納税担当 内線３７３６ 
   

 

市税は納税者のみなさんが定められた納期限までに自主的に納めていただく 

ものです。 

           

１ 市税の滞納 
 

   定められた納期限までに納付がない場合は督促状により未納をお知らせします。また、納期限

を過ぎて納付された場合は、納期限までに納められた方との公平性を保つため、本来の税額のほ

かに延滞金も併せて納めていただくことになります。 

納付催告にも応じず、市税を未納のままにしておきますと、差押えなどの処分が行われるこ

とになります。 

 

２ 納税相談 
 

   災害に遭われたり、病気やケガ・失業など経済的な理由でどうしても納期限までに市税を納め

られない事情がある場合は、債権管理課納税担当までご相談ください。 

 

                                            

4 審査請求 

 

  決定された税額や滞納処分について不服がある場合は、市長に対して審査請求をすることができ

ます。 

  審査請求期間は、次のとおりです。 

 

区 分 期        間 

市税の課税決定 納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内 

督 促 

督促の決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以

内または、差押えに係る通知を受けた日（その通知がないときは、

その差押えがあったことを知った日。）の翌日から起算して3か月

のいずれか早い方の期限まで 

差 押 え 
差押えの決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月

以内 

 

 

                                            

5 固定資産評価審査制度  問合せ先 税務課 税務担当 内線３７１１ 

 

固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服を審査決定するため、北広島市に「固定資産

評価審査委員会」が設置されています。委員会では、課税台帳に登録された価格に対して不服の

ある場合、中立で公正な立場から慎重に審査を行い納税者の権利を保護します。 

北広島市の審査委員会は納税者、学識経験者等の立場から選任された3名の委員で構成されてい

ます。 

審査申出は原則所定の様式により行います。制度の概要・申出期間・申出事項等の詳細は税務

課税務担当までお問合せください。  
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6 市税の減免 
 

   災害により被害を受けた方、生活保護などを受けている方、障がいをお持ちの方など特別な事

情があり市税の納付が困難な場合には、その実情に応じて市税の減免を受けることができる場合

があります。 

  減免を申請する場合は、原則として各税の納期限までに申請書を提出していただかなければな

りません。詳細はそれぞれの市税担当窓口でご相談ください。  

 

           

１ 個人市民税 問合せ先 税務課 市民税担当 内線３７０４・３７０５ 
 

災害を受けた方、生活保護などを受けている方、生活が困窮している方などで、一定の要件に

該当する場合 

 
 

２ 法人市民税 問合せ先 税務課 税務担当 内線３７１２ 
 

公益社団法人、公益財団法人、認可を受けた地縁による団体、特定非営利活動法人でそれぞれ

収益事業を行わなく、一定の要件に該当する場合 

 
 

３ 固定資産税・都市計画税 問合せ先 税務課 資産税 土地担当 内線３７２６  

                               家屋担当  内線３７２５ 
 

災害により損害を受けた固定資産、生活保護などを受けている方、公益のために直接専用する固

定資産などで、一定の要件に該当する場合 

 
 

４ 軽自動車税 問合せ先 税務課 税務担当 内線３７１３ 
 

災害により滅失し、または損害を受け使用不能となった軽自動車、生活保護などを受けている

方、障がいをお持ちの方、身体障がい者用に改造された軽自動車などで、一定の要件に該当する

場合 

 
 

５ 国民健康保険税 問合せ先 保険年金課 国保賦課担当 内線２１１３ 
 

災害を受けた方、生活保護などを受けている方、リストラなどにより生活が困窮している方な

どで、一定の要件に該当する場合  
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 ４ 納税カレンダー 
 

 
 

※市税の納期限は各月末日ですが、その日が土曜・日曜・祝日のときは、次の平日になります。 

（12月は28日となりますが、その日が土曜・日曜・祝日のときは、1月4日以降の平日になります。） 

※普通徴収とは、納付書により金融機関などの窓口で納付される方法や、口座振替による納付方法

 です。 

※年金特別徴収とは、年金支給日に年金から差し引かれる納入方法です。 

  

納付月
市道民税

固定資産税 軽自動車税
国民健康保険税

普通徴収 年金特別徴収 普通徴収 年金特別徴収

　　　４月 ◎ ◎

　　　６月 １期 ◎ 　　　１期 ◎

　　　５月 １期 全期

　　　８月 ２期 ◎ 　　　３期 ◎

　　　７月 ２期 　　　２期

　　１０月 ３期 ◎ 　　　５期 ◎

　　　９月 ３期 　　　４期

　　１２月 ４期 ◎ 　　　７期 ◎

　　１１月 ４期 　　　６期

　　　２月 ◎ 　　　９期 ◎

　　　１月 　　　８期

　　　３月 　　１０期
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 ５ 市税の証明と閲覧 

 

市税の証明や閲覧は、下表のとおり市役所、出張所またはエルフィンパーク市民サービスコー

ナーで行っています。なお、市役所が閉庁している土日祝日、平日の８時４５分以前または１７時

１５分以降の時間帯にエルフィンパーク市民サービスコーナーで所得・課税証明書の交付を受ける

場合には、お電話等で税務課市民税担当に事前予約（※）が必要となります。 

※北広島団地住民センタ－では取り扱いを行っていません。 

 

■ 証明の交付・閲覧を請求できる人 
①本人（相続人、共有者を含む。）または本人から依頼され、同意書や委任状を持参した人  

②所得課税証明書及び納税証明書（固定資産税額に関するものを除く）については、本人と同居

 しており、かつ、本人と同一世帯の人 

※本人確認ができるもの（運転免許証・健康保険証など）をご提示いただきます。 

  

■ 証明手数料と取扱窓口 
 

証明・閲覧の種類 手数料 市役所 出張所 
エルフィンパーク市

民サービスコーナー 

所得・課税証明 
１通          

４００円 
○ ○ ○（※） 

評価証明（土地・家屋） 
１筆・１棟   

３００円 
○ ○ × 

公課証明（  〃  ） 
１筆・１棟   

３００円 
○ ○ × 

資産証明（  〃  ） 
１筆・１棟   

２５０円 
○ ○ × 

住宅用家屋証明 
１通    

１,３００円 
○ × × 

土地登記台帳 閲覧 
１筆      

２００円 
○ × × 

家屋登記台帳 閲覧 
１棟      

２００円 
○ × × 

固定資産税課税台帳 閲覧 無 料 ○ ○ × 

納税証明 
１件      

３００円 
○ ○ × 

納税証明（軽自動車税車検用） 無 料 ○ ○ × 

営業証明 
１通      

４５０円 
○ ○ × 

証明の申請書や委任状様式等については、北広島市ホームページからダウンロ－ドできます。 

（https://www.city.kitahiroshima.hokkaido.jp/）  

http://www.city.kitahiroshima.hokkaido.jp/
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 「申請書ダウンロード」をクリックした後は、「税務課」をクリック 

  



 

35 

 

６ 市役所・各出張所・関係機関のご案内 
 

 

 

 

【市役所及び出張所】 

名称 所在地 電話 担当・内線 

北広島市役所 北広島市中央４丁目２番地１ ０１１－３７２－３３１１ 

市民税 ３７０４・３７０５ 

法人市民税 ３７１２ 

固定資産税（土地） ３７２６ 

固定資産税（家屋） ３７２５ 

軽自動車税 ３７１３ 

国民健康保険税 ２１１５ 

納税 ３７３６ 

西部出張所 北広島市輪厚中央４丁目１２番地１７ ０１１－３７６－２１０３   

大曲出張所 北広島市大曲柏葉１丁目２番地３ ０１１－３７６－２５３０   

西の里出張所 北広島市西の里南１丁目２番地４ ０１１－３７５－３２０９   

 

【確定申告に関するお問合せ先】 

名称 所在地 電話 

札幌南税務署 札幌市豊平区月寒東１条５丁目３番４号 ０１１－５５５－３９００ 

 

【軽自動車税に関するお問合せ先】 

車種別 名称（所在地） 電話 

・電動機付自転車（125cc以下、ミニカー） 

・小型特殊自動車 
北広島市役所税務課税務係及び各出張所 ０１１－３７２－３３１１ 

・３輪、４輪の軽自動車 
軽自動車検査協会 札幌主管事務所 

（札幌市北区新川５条２０丁目１番２１号） 
０５０－３８１６－１７６３ 

・２輪の軽自動車（125cc超 250cc以下） 

・2輪の小型自動車（250cc超のバイク） 

札幌運輸支局 

（札幌東区北２８条東１丁目） 
０５０－５５４０－２００１ 

 

市税のしおり 

発行／北広島市総務部税務課 

〒０６１－１１９２ 

北広島市中央 4丁目 2番地 1 

ＴＥＬ ０１１－３７２－３３１１  ＦＡＸ ０１１－３７２－１１３１ 

   北広島市ホームページ  https://www.city.kitahiroshima.hokkaido.jp/ 

 

「市税のしおり」は、市のもっとも重要な財源の一つである市税のしくみについて、簡単にまとめ

たものです。 

このしおりをご覧いただき、市税に対するご理解を一層深めていただければ幸いです。 

 


