
主税局イメージキャラクター
タックス・タクちゃん

（主税局ホームページ）

都税のお問合せについては、
AIチャットボットサービスをご利用ください！

東京都主税局HPから
バナーをクリック！

５月は自動車税種別割の納期です
５月31日（月）までにお納めください
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な場合は、申請により納税を猶予する制度
があります。詳細は主税局ホームページをご覧ください。

●ご利用になれる納付方法
①スマートフォン決済アプリ（au�PAY、d払い、J-Coin�Pay、LINE�Pay、PayB、PayPay、モバイルレジ）
②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
③コンビニエンスストア
④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）
⑤金融機関・郵便局・都税事務所・都税支所・支庁・都税総合事務センター・自動車税事務所の窓口

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！

お問合せ先：東京都自動車税コールセンター　☎03-3525-4066（９時〜17時、土日・休日、年末年始を除く。）

検索都税　納付方法

旧芝離宮恩賜庭園
小石川後楽園と共に、今東京に残る江戸初
期の大名庭園の一つです。回遊式泉水庭園
の特徴をよくあらわした庭園で、池を中心と
した庭園の造りや格調ある石組は秀逸です。
※ ご来園に際しては、ホームページにて最新の情

報をご確認ください。

今月の特集は
自動車税種別割の手続をチェック！
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タク
ちゃん

特集教えて!

自動車税種別割の手続をチェック！
自動車税種別割は自動車を所有している方に対して課税される財産税の一種です。
自動車税種別割に関する疑問や質問について、タクちゃんがお答えします！

（都税Q＆A：自動車税種別割）

自動車を手放したのに納税通知書が届いた！
Ｑ１

親戚のお兄さんが、昨年友人に譲った自動車の納
税通知書が届いたって話していたけれど、どうし
てなのかしら？

ノンちゃん

引越しをして住民票を移したのに、
納税通知書が届かない！

Ｑ３

引越しをして住民票を移したのに、納税通知書が
届かないって言っていたわ。ほかに何か手続が必
要だったのかしら？

ノンちゃん

昨年と比べて税額が高くなった！
Ｑ２

私のおじさんが、一昨年購入した車の自動車税種
別割が昨年の税額より高くなっていると言ってい
たわ。同じ車について税額が高くなることってあ
るの？

ノンちゃん

環境負荷の小さい自動車について、初回新規登録
をした翌年度分の１年間だけ、自動車税種別割を
軽減できる制度があるよ。昨年は軽減制度が適用
されていたから、今年の税額が高くなったと感じ
てしまったんだね。

タクちゃん

そういうことなのね。他に税額が高くなる場合は
ないのかしら？

ノンちゃん

あとは、新車を初めて登録して
から一定年数が経った車は、最
新の車に比べて環境への負担が
大きくなることから、税率が高
くなる制度があるよ。

タクちゃん

他の道府県のナンバーに変わったら、
自動車税種別割はどうなるの？

Ｑ４

さっき引越しの際の注意点を教えてもらったけ
ど、例えば千葉県のナンバーに変わるような場
合、自動車税種別割はどうなるのかしら？

ノンちゃん

年度の途中で、千葉県のナンバーに変わっても、
４月１日時点で登録のある東京都に１年分を納税
することになるよ。

タクちゃん

自動車税種別割は４月１日時点の所有者※に課税
されるけれど、もしかしたら、３月31日までに名
義変更の手続が終わらなかったのかもしれない
ね。未変更のままだと来年度も課税になってしま
うから、名義変更を行ったかの確認をした方がい
いね。

タクちゃん

※所有者とは、自動車検査証（車検証）に記載されている方
をいいます。割賦販売などで所有者（売主）が所有権を留
保している場合は、使用者（買主）が所有者とみなされま
す。

そうだね。車は、「運輸支局」などで車検証の住所
を変更する手続が必要だよ。これをしないと、納
税通知書が届かなくなってしまうんだ。もし手続
が遅れるときは、東京都主税局に納税通知書の送
付先を変更してもらってね。※インターネット・ハ
ガキ・電話の３つの方法で届出ができるよ。詳し
くは主税局ホームページで確認してみてね。

タクちゃん

※車検証の住所は変更されませんのでご注意ください。

車検時の自動車税（種別割）
納税証明書の提示が省略できます！
　運輸支局等において納税確認が可能となり、車検時
に納税証明書の提示が省略できます。
　ただし、納付確認まで最大10日程度かかりますの
で、お急ぎの場合は、金融機関等の窓口で納付の上、納
税通知書右端の納税証明書をご提示ください。

耳寄り
情報



　地球環境を保護する観点から、排出ガス性能や燃費性能に優れた環境負荷の小さい自動車に対して
自動車税種別割を軽減する一方、初回新規登録から一定年数を経過した環境負荷の大きい自動車に対
しては税率を重くする「自動車税種別割のグリーン化」を実施しています。
　環境負荷の小さい自動車は、初回新規登録された年度の翌年度分の自動車税種別割がおよそ50％〜75％軽減されま
す。一定年数を経過した環境負荷の大きい自動車は、およそ10％〜15％程度高くなります。

　また、東京都独自の制度（ZEV導入促進税制）では、平成21年４月１日から令和８年３月31日まで
に初回新規登録等をした電気自動車（燃料電池自動車を含む。）及びプラグインハイブリッド自動車に
ついては、当該年度含め６年度分の自動車税種別割が課税免除されます。

◀詳細は主税局ホームぺージをご覧ください。

自動車税種別割のグリーン化制度・ZEV導入促進税制を実施中！

自動車税種別割の手続をチェック！

自動車税種別割に関するお問合せ先
①東京都自動車税コールセンター　☎03-3525-4066
　９時〜 17時（土日・休日、年末年始を除く。）
　※�月曜日及び休日明けの午前中はお問合せの電話が集中し、繋が
りにくくなりますのでご了承ください。

②自動車税テレフォンサービス（24時間365日対応音声ガイダンス）
　☎03-5946-6728

申請のお忘れはありませんか？�
自動車税種別割の減免

　障害者の方のために使用する自動車や、社会福祉法
人等が公益のために使用する自動車などについては減
免制度があります。

※申請期限を過ぎますと、減免を受けられませんので
ご注意ください。なお、新型コロナウイルス感染症
の影響で期限内に申請が困難な場合は、東京都自動
車税コールセンター（☎03-3525-4066、平日９時
〜17時）にご相談ください。
※障害者の方で既に減免を受けている方は、改めて申
請する必要はありません。
※詳細は主税局ホームページをご覧ください。

対　　象

身体障害者手帳、戦傷病者手帳、愛の手帳、
精神障害者保健福祉手帳のいずれかをお持
ちで、一定の要件を満たす方のための自動
車

内　　容
自動車税種別割（上限額あり）
※お一人様につき１台に限ります。
※申請が必要です。

申請期限
納税通知書に記載された納期限まで
※�新たに自動車を取得した場合は、登録
（取得）の日から１か月以内

申請場所
都税事務所・都税支所・支庁・自動車税事務
所・都税総合事務センター

＜障害者の方に対する減免制度＞

　申請期限間際は窓口が大変混み合い
ますので、早めの申請にご協力をお願
いいたします。

個人事業税、不動産取得税、自動車税種別割、固定資産税（土
地・家屋）・都市計画税、固定資産税（償却資産）の定期課税
分及び随時課税分
※�１枚あたりの合計金額が30万円まで（au�PAYの場合１枚あ
たりの合計金額が25万円まで）の納付書（バーコードがあ
るもの）に限ります。

納付できる主な税目

都税を納付できる
スマートフォン決済アプリを
追加します

■スマートフォン決済アプリの「請求書の支払いサービス」を
使用して、納付書のバーコードを読み取ることにより納付す
ることができます。
■領収証書は発行されません。
　領収証書が必要な方は、都税事務所・金融機関等の窓口又は
コンビニエンスストアで納付してください。
■納付手続完了後に、納付を取り消すことはできません。
■事前にアプリ内で登録及びチャージする必要があります。
　※�PayBとモバイルレジについては、お支払いになる口座に
あらかじめ納付金額を入金する必要があります。

■バーコードのない納付書や汚損によりバー
コードが読み取れない納付書はお使いいただ
けません。

注意事項

５月６日から使えるアプリが増えます

利用できるアプリ
令和３年５月６日から

主税局HPで詳細をご確認の上、ご利用ください。
※このQRコードではご納付できません。

▶

※QRコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。



石油系溶剤を含まないインキ
を使用しています。

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（２）59　令和３年５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。
「『未来の東京』戦略」を令和３年３月に策定しました。都庁
総合HP　https://www.metro.tokyo.lg.jp/からご覧いただ
けます。

お知らせ

固定資産税・都市計画税（23区内）
納税通知書は６/ １（火）発送
　23区内の納税通知書は、６月１
日（火）に発送します。納期限は６
月30日（水）です。
問 �土地・家屋が所在する区にある
都税事務所

減免制度

固定資産税・都市計画税の 
耐震住宅減免（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、耐震化の
ための建替え又は改修を行った住宅
で、一定の要件を満たすものに対し
て固定資産税・都市計画税を減免す
る制度があります。なお、減免を受
けるには申請が必要ですのでご注意
ください。
◆建替え
　新築後新たに課税される年度から
３年度分、居住部分についての税額
を全額減免。ただし、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。

◆改修
　改修工事完了日

の翌年度分から一定期間、居住部分
で一戸あたり120㎡の床面積相当分
までの税額を全額減免。
問住宅が所在する区にある都税事務所

ご案内

便利な電子申告・電子納税を 
ご利用ください！
　以下の都税は、eLTAX（地方税
ポータルシステム）から電子申告や
電子申請・届出、電子納税をご利用
いただけます。
●法人事業税・法人都民税・
　特別法人事業税/地方法人特別税
●23区内の事業所税
●23区内の固定資産税（償却資産）※

　※電子申告のみ利用可能
　詳しくは、eLTAXホームページ
（https://www.eltax.lta.go.jp/）
をご覧ください。
問�・利用手続について
　　�eLTAXホームページの「よくあ

るご質問」
　→https://eltax.custhelp.com/
　・申告内容・納税について
　　所管の都税事務所
☆�国税の電子申告・電子納税につい
ては、e-Taxホームページをご覧
ください。

　４月から入学や就職などで新生活を始めら
れた方も多いのではないでしょうか。
「あなたと都税」も今月号より新体制でお届け
してまいります。
　１年間よろしくお願いします。（K）

◉編集後記

固定資産税・都市計画税の納
付には、安心・便利な口座振
替をご利用ください
　口座振替は、預貯金口座から納期
の末日（納期限）に自動的に納税で
きる制度です。お申込みには便利な
「都税Web口座振替申込受付サービ
ス」をご利用ください。

検索
都税　Web口座振替�

※23区内に所在する資産が対象です。
　�なお、随時課税分については口座
振替のご利用はできません。
　詳細は、HP又は以下の問合せ先へ。
問�主税局徴収部納税推進課
　�☎03-3252-0955（平日９時〜17時）
納税通知書発送後は電話が集中し、
大変繋がりにくくなりますのでご了
承ください。

今回は、東京都の感染症施策の一つである東京iCDCについてご紹介します。

■「東京iCDC（東京感染症対策センター）」とは
　東京iCDCは、感染症に関する政策立案、危機管理、調査・分析・評価、情報収集・発信など、効果的な感染症対策を一体的に
担う常設の「司令塔機能」を設け、知事に対してエビデンスに基づいた助言を行います。
　平時から、公衆衛生人材の育成、普及啓発やガイドラインの作成などの情報収集、国内外の自治体・研究機関等とのネットワー
クの構築などを通じて、インテリジェンス機能を強化します。
　現在のような感染症による危機発生時は、平時のインテリジェンス機能を生かして、迅速かつ効果的に対応を図る緊急時オペレー
ション機能を発揮します。

■「新型コロナウイルス感染症自宅療養者向けハンドブック」を作成
　東京iCDC専門家ボードの感染制御チームでは、新型コロナウイルス感染症の
診断を受け、自宅療養をされる方とそのご家族や同居者の方に、ご自宅で過ごし
ていただく期間中に気をつけていただきたいこと、感染予防策についてまとめた
「自宅療養者向けハンドブック」を作成しました。
　このパンフレットでは、ご自宅で過ごしていただく期間中に、安心して過ごし
ていただくため、そして、他の人に感染をうつさないために、ご自身が気をつけ
ること、同居の方やご家族に知っていていただきたいことをまとめています。

暮らしに街に
〜ここにも都税が生きている〜
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