
講演会参加者募集！

石油系溶剤を含まないインキ
を使用しています。

都税の情報発信中！

①スマートフォン決済アプリ
④口座振替②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）

③ペイジー対応の
　インターネットバンキング、
　モバイルバンキング、ATM

⑤コンビニエンス
　ストア

⑥金融機関、郵便局、都税事務所、
　都税支所、支庁の窓口
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今月の特集は
個人事業税ってどんな税金︖

お問合せ先：所管の都税事務所（特集右ページ右上をご確認ください。）

８月は個人事業税の納期です
第１期分を８月３１日（水）までにお納めください

伊豆大島　岡田港
岡田港は伊豆大島北東部にあり、元町港とともに伊豆大島の海の
玄関口となっています。「港の見える丘」からは岡田港を見下ろすこ
とができ、天気の良い日は遠くに富士山を眺めることができます。

（提供：東京都大島支庁インスタグラム @oshimabranchoffice）

●ご利用になれる納付方法

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！
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）

暮らしに街に
～ここにも都税が生きている～
　電力を HTT（減らす・創る・蓄める）する取組は、気候危機
への対応だけでなく、中長期的なエネルギーの安定確保につな
がります。東京都では都民・事業者の皆さんと一緒にHTTの取
組を進めていきます。
　お得な支援制度もありますので、ぜひご活用ください。
●東京ゼロエミポイントで省エネ家電にお得に買替
　省エネ性能の高いエアコン、冷蔵庫、もしくは給湯
器又は LED照明器具へ買い替えた場合、商品券等に
交換可能なポイント（1ポイント＝1円）が最大21,000
ポイントもらえます。
●高断熱窓・ドアへの改修で、健康で快適なお家に
　断熱性能の高い家に改修すると、省エネ効果に加え
て、健康面などのメリットもあります。窓、ドアの改修
に対し最大116 万円（補助率 1/3）を支援します。

インターネット公売（動産・自動車・
不動産等）を実施します
●参加申込期間
８月 26 日（金）13 時～９月７日（水）
23時
●せり売り期間（動産・自動車）
９月12日（月）13時～９月14日（水）
23 時
●入札期間（不動産等）
９月12 日（月）13 時～９月20 日（火）
13 時
　公売は中止になることがあります
ので、最新情報及び詳細は主税局 HP
をご確認ください。
問 徴収部機動整理課公売班
 　☎03-5388-3027

8 月は個人住民税｢普通徴収｣の
第 2 期分の納期です
納期内納税にご協力お願いいたしま
す。
問 各区市町村の窓口

東京ゼロエミ住宅の新築に対する
不動産取得税を減免します
●対象住宅

太陽光発電システムの設置など、
一定の要件を満たす新築の東京ゼ
ロエミ住宅

●減免割合
最大で住宅に係る不動産取得税の
10割
減免を受けるには申請が必要です。
詳細は、主税局HPをご確認ください。

問 新築した住宅が所在する区市町村
　 を所管する都税事務所・支庁

東京都大島支庁インスタ
グラムには、他にもたく
さん素敵な写真が投稿さ
れているので、ぜひご覧
ください！（M）

新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、一部の方については、個人事業税の納税通知書の発送が
9月以降となる場合があります。 その場合には、納税通知書に記載された納期限までにお納めください。

HTTに関する情報は公式サイト
「Tokyo Cool Home & Biz」をご覧ください。
熱中症に注意して、節電に取り組みましょう。

検索東京HTT

電力を HTT＜Ⓗ減らすⓉ創るⓉ蓄める＞
熱中症に注意して、節電に取り組みましょう。

↑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。

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（3） 62　令和4年8月1日発行

講師
岡崎　朋美氏

（元スピードスケート
選手／長野五輪銅
メダリスト）
講演内容
岡崎朋美さんを
お招きして『どこまでも挑戦！』
日時
令和４年10月26日（水）14時30分開演
会場
なかのZERO小ホール
申込方法

（公財）東京税務協会Webサイトか
ら郵便番号、住所、氏名、電話番号、参
加人数（２人まで）等をご入力の上、
お申し込みください。

（参加無料、都内在住の方、応募多数
の場合抽選）
申込期限
８月 31 日（水）
Web サイト
https://www.zeikyo.or.jp
問 （公財）東京税務協会企画広報課　
　　　☎03-3228-7998　

◉編集後記

申込はこちらから▶

※太陽光発電（上乗せ補助）や蓄電池等の支援があります。
　また、省エネ改修工事をした住宅等には、固定資産税が
　減額される場合もあります。

検索東京HTT

個人住民税
ＰＲキャラクター

ぜいきりん



個人事業税ってどんな税金︖

個人事業税の所管都税事務所
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検索都税　Web口座振替

安心・便利なWeb口座振替申込をご利用ください！
　都税Web口座振替申込受付サービスは、パソコン・スマートフォン等
からインターネットを利用して、都税の納付に係る口座振替（自動払込）
の申込手続ができるサービスです。
　令和４年８月10日（水）までにお申し込みい
ただくと、８月の個人事業税第１期分からご利
用いただけます。

納税通知書の封筒に音声コードを添付しています
　納税通知書の封筒に、音声コードを添付し、通知書の内容を音声で取
得できる旨を案内します。希望される方には税額などの情報を音声コー
ド化し、個別に文書を送付します。
問　課税部課税指導課個人事業税班 　☎03-5388-2969

〇納める方
都内に事務所または事業所を設けて、法定業種の
事業を行っている個人の方

〇納める額

＊個人事業税に青色申告特別控除の適用はないため、所得税で認められている場合は足し戻します。

〇納める時期
原則として８月と11月の年２回。
８月に都税事務所・支庁から納税通知書及び１期分・
２期分の納付書を発送します。

個人事業税の基本

個人事業税が課税される法定業種の例（一部抜粋）

区分 税率 事業の種類

第１種事業
（37業種） ５%

第２種事業
（３業種） ４%

第３種事業
（30業種） ５%※

※第３種事業には、税率３％の業種もあります。

計算式にあてはめてみよう！

所得金額 青色申告
特別控除額

事業主
控除額 税率 税額＋ － × ＝

（例）個人で八百屋（物品販売業）を営んでいるタクちゃんの場合

・税率（ａ）
・収入（ｂ）
・経費（ｃ）
・青色申告特別控除額（ｄ）
・所得金額（ｅ）＝（ｂ－ｃ－ｄ）
・事業主控除額（ｆ）　　　　　 

5％
600万円
235万円
65万円

300万円
 290万円＊

（＊営業期間が１年未満の場合は月割額）

300万円 65万円 290万円 5％ 37,500円＋ － × ＝
（ｅ） （ｄ） （ｆ） （ａ）

※個人事業税に青色申告特別控除の適用はないため、所得税で
　認められている場合は足し戻します。

開業したけど、忙しくて都税事務所まで行けない…

個人事業税の申告を忘れていた！

こんな時どーする？

都税事務所まで行くのが大変な場合は、主税局 HP から「事業開
始等申告書」をダウンロードして、都税事務所まで郵送すること
も可能です。
控えがご入用の場合は返送用封筒を同封ください。

千代田区、文京区

中央区、江東区、江戸川区

港区

新宿区、中野区、杉並区

台東区、墨田区、葛飾区

品川区、大田区

渋谷区、目黒区、世田谷区

豊島区、板橋区、練馬区

荒川区、北区、足立区

八王子市、青梅市、町田市、日野市、福生市、
多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、
日の出町、檜原村、奥多摩町

立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、昭島市、
調布市、小金井市、小平市、東村山市、
国分寺市、国立市、狛江市、東大和市、清瀬市、
東久留米市、武蔵村山市、西東京市

千代田都税事務所
(03)3252-7141
中央都税事務所
(03)3553-2151
港都税事務所
(03)5549-3800
新宿都税事務所
(03)3369-7151
台東都税事務所
(03)3841-1271
品川都税事務所
(03)3774-6666
渋谷都税事務所
(03)5422-8780
豊島都税事務所
(03)3981-1211
荒川都税事務所
(03)3802-8111

八王子都税事務所
(042)644-1111

立川都税事務所
(042)523-3171

個人事業税の減免制度

要件

要件

要件

○高額な医療費の支出があった場合
[合計所得金額※×20％－25万円]
を超える医療費の支出があったこと

○納税者または扶養親族等が障害者である場合
合計所得金額※が370万円以下であること

○特定の省エネルギー設備等を取得した場合
東京都主税局HP「＜東京版＞環境減税
について」をご覧ください。

※ 事業・不動産所得の他に給与・雑所得等各種所得金額の
　 合計金額（青色申告特別控除前）をいいます。

税務署に所得税の確定申告を行っていただくと、個人事業税の
申告も行ったことになりますので、別途都税事務所に所得金額
などを申告する必要はありません。
※年の途中で事業を廃止した場合は例外となるため、都税事務所にも

所得金額などを申告する必要があります。

ご存知ですか？

事 業 所 得
又は（及び）
不動産所得

所得税の事業
専従者給与
（控除）額

個人の事業税の
事業専従者給与

（控除）額

＊
青色申告

特別控除額
各種

控除額
税率 税額＋ － ＋ － × ＝

　減免を受けるためには、納期限までに申請が必要です。
　上記以外の減免制度もあります。詳細は右上記載の所管の
都税事務所にお問合せください。

不動産貸付業・駐車場業の認定基準特集
個人事業税ってどんな税金？

（主税局ホームページ　個人事業税）

令和４年度個人事業税納税通知書が８月１日（月）に発送されます。
今回は、個人事業税についてタクちゃん・ノンちゃんと学んでみましょう。

個人で事業をしていると
どんな業種でも税金がかかるの？

税額はどういう計算で決まるの？

将来新しく自分でお店を開きたいと思っているん
だ。個人で事業をすると税金はかかるのかな？

地方税法等で決められた 70 の事業（法定業種）を
行っていると個人事業税がかかるよ。
法定業種とは次のような業種だよ。

税額は、税務署等に提出した確
定申告書等の所得金額を基に計
算するよ。
算出式を簡単にすると、次のよ
うになるよ。

個人事業税についてだんだんわかってきたよ。実
際に事業を始める時の具体的な手続はどうするん
だろう？

事業を始める場合は、税務署（国）のほかに、都税事
務所（都）にも「事業開始等申告書」を届け出る必要
があるので注意してね！

これから事業を始めるときの手続は？

物 品 販 売 業
製 造 業
駐 車 場 業
飲 食 店 業
畜 産 業
薪 炭 製 造 業
医 業
弁 護 士 業
コンサルタント業
美 容 業

不 動 産 貸 付 業
運 送 業
請 負 業
（ほか30業種）
水 産 業

歯 科 医 業
税 理 士 業
デ ザ イ ン 業
（ほか23業種）

課 税

不動産貸付業、駐車場業には次のとおり一定の基準が
あり、該当する場合は課税となります。

個人事業税についてのお問合せは、所管の都税事務所
までご連絡をお願いいたします。

＜例１＞マンションを貸し付けている場合

貸付用部屋数が10室以上

　不動産貸付業に該当

課 税

＜例２＞青空駐車場を区画ごとに貸し付けている場合

駐車可能台数が10台以上

　駐車場業に該当

※これ以外にも基準があります。
（上記の例に当てはまらない場合でも、課税となることがあります。）

詳細は右記の所管の都税事務所までお問い合わせください。

所管区域 所管都税事務所
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検索都税　Web口座振替

安心・便利なWeb口座振替申込をご利用ください！
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　納税通知書の封筒に、音声コードを添付し、通知書の内容を音声で取
得できる旨を案内します。希望される方には税額などの情報を音声コー
ド化し、個別に文書を送付します。
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事業を行っている個人の方

〇納める額

＊個人事業税に青色申告特別控除の適用はないため、所得税で認められている場合は足し戻します。

〇納める時期
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８月に都税事務所・支庁から納税通知書及び１期分・
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個人事業税が課税される法定業種の例（一部抜粋）

区分 税率 事業の種類

第１種事業
（37業種） ５%

第２種事業
（３業種） ４%

第３種事業
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※第３種事業には、税率３％の業種もあります。

計算式にあてはめてみよう！

所得金額 青色申告
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も可能です。
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(03)3774-6666
渋谷都税事務所
(03)5422-8780
豊島都税事務所
(03)3981-1211
荒川都税事務所
(03)3802-8111

八王子都税事務所
(042)644-1111

立川都税事務所
(042)523-3171

個人事業税の減免制度

要件

要件

要件

○高額な医療費の支出があった場合
[合計所得金額※×20％－25万円]
を超える医療費の支出があったこと

○納税者または扶養親族等が障害者である場合
合計所得金額※が370万円以下であること

○特定の省エネルギー設備等を取得した場合
東京都主税局HP「＜東京版＞環境減税
について」をご覧ください。

※ 事業・不動産所得の他に給与・雑所得等各種所得金額の
　 合計金額（青色申告特別控除前）をいいます。

税務署に所得税の確定申告を行っていただくと、個人事業税の
申告も行ったことになりますので、別途都税事務所に所得金額
などを申告する必要はありません。
※年の途中で事業を廃止した場合は例外となるため、都税事務所にも

所得金額などを申告する必要があります。

ご存知ですか？

事 業 所 得
又は（及び）
不動産所得

所得税の事業
専従者給与
（控除）額

個人の事業税の
事業専従者給与

（控除）額

＊
青色申告

特別控除額
各種

控除額
税率 税額＋ － ＋ － × ＝

　減免を受けるためには、納期限までに申請が必要です。
　上記以外の減免制度もあります。詳細は右上記載の所管の
都税事務所にお問合せください。

不動産貸付業・駐車場業の認定基準特集
個人事業税ってどんな税金？

（主税局ホームページ　個人事業税）

令和４年度個人事業税納税通知書が８月１日（月）に発送されます。
今回は、個人事業税についてタクちゃん・ノンちゃんと学んでみましょう。

個人で事業をしていると
どんな業種でも税金がかかるの？

税額はどういう計算で決まるの？

将来新しく自分でお店を開きたいと思っているん
だ。個人で事業をすると税金はかかるのかな？

地方税法等で決められた 70 の事業（法定業種）を
行っていると個人事業税がかかるよ。
法定業種とは次のような業種だよ。

税額は、税務署等に提出した確
定申告書等の所得金額を基に計
算するよ。
算出式を簡単にすると、次のよ
うになるよ。

個人事業税についてだんだんわかってきたよ。実
際に事業を始める時の具体的な手続はどうするん
だろう？

事業を始める場合は、税務署（国）のほかに、都税事
務所（都）にも「事業開始等申告書」を届け出る必要
があるので注意してね！

これから事業を始めるときの手続は？

物 品 販 売 業
製 造 業
駐 車 場 業
飲 食 店 業
畜 産 業
薪 炭 製 造 業
医 業
弁 護 士 業
コンサルタント業
美 容 業

不 動 産 貸 付 業
運 送 業
請 負 業
（ほか30業種）
水 産 業

歯 科 医 業
税 理 士 業
デ ザ イ ン 業
（ほか23業種）

課 税

不動産貸付業、駐車場業には次のとおり一定の基準が
あり、該当する場合は課税となります。

個人事業税についてのお問合せは、所管の都税事務所
までご連絡をお願いいたします。

＜例１＞マンションを貸し付けている場合

貸付用部屋数が10室以上

　不動産貸付業に該当

課 税

＜例２＞青空駐車場を区画ごとに貸し付けている場合

駐車可能台数が10台以上

　駐車場業に該当

※これ以外にも基準があります。
（上記の例に当てはまらない場合でも、課税となることがあります。）

詳細は右記の所管の都税事務所までお問い合わせください。

所管区域 所管都税事務所



講演会参加者募集！

石油系溶剤を含まないインキ
を使用しています。

都税の情報発信中！

①スマートフォン決済アプリ
④口座振替②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）

③ペイジー対応の
　インターネットバンキング、
　モバイルバンキング、ATM

⑤コンビニエンス
　ストア

⑥金融機関、郵便局、都税事務所、
　都税支所、支庁の窓口

  

と
あなた
都税
あなた
都税

Twitter アカウント
@tocho_syuzei

Facebook アカウント
東京都主税局

お知らせ

減免制度公売情報 ご案内

検索主税局　ゼロエミ

検索主税局　公売

８月号

2022
（令和４年）
第632号

今月の特集は
個人事業税ってどんな税金︖

お問合せ先：所管の都税事務所（特集右ページ右上をご確認ください。）

８月は個人事業税の納期です
第１期分を８月３１日（水）までにお納めください

伊豆大島　岡田港
岡田港は伊豆大島北東部にあり、元町港とともに伊豆大島の海の
玄関口となっています。「港の見える丘」からは岡田港を見下ろすこ
とができ、天気の良い日は遠くに富士山を眺めることができます。

（提供：東京都大島支庁インスタグラム @oshimabranchoffice）

●ご利用になれる納付方法

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！
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）

暮らしに街に
～ここにも都税が生きている～
　電力を HTT（減らす・創る・蓄める）する取組は、気候危機
への対応だけでなく、中長期的なエネルギーの安定確保につな
がります。東京都では都民・事業者の皆さんと一緒にHTTの取
組を進めていきます。
　お得な支援制度もありますので、ぜひご活用ください。
●東京ゼロエミポイントで省エネ家電にお得に買替
　省エネ性能の高いエアコン、冷蔵庫、もしくは給湯
器又は LED照明器具へ買い替えた場合、商品券等に
交換可能なポイント（1ポイント＝1円）が最大21,000
ポイントもらえます。
●高断熱窓・ドアへの改修で、健康で快適なお家に
　断熱性能の高い家に改修すると、省エネ効果に加え
て、健康面などのメリットもあります。窓、ドアの改修
に対し最大116 万円（補助率 1/3）を支援します。

インターネット公売（動産・自動車・
不動産等）を実施します
●参加申込期間
８月 26 日（金）13 時～９月７日（水）
23時
●せり売り期間（動産・自動車）
９月12日（月）13時～９月14日（水）
23 時
●入札期間（不動産等）
９月12 日（月）13 時～９月20 日（火）
13 時
　公売は中止になることがあります
ので、最新情報及び詳細は主税局 HP
をご確認ください。
問 徴収部機動整理課公売班
 　☎03-5388-3027

8 月は個人住民税｢普通徴収｣の
第 2 期分の納期です
納期内納税にご協力お願いいたしま
す。
問 各区市町村の窓口

東京ゼロエミ住宅の新築に対する
不動産取得税を減免します
●対象住宅

太陽光発電システムの設置など、
一定の要件を満たす新築の東京ゼ
ロエミ住宅

●減免割合
最大で住宅に係る不動産取得税の
10割
減免を受けるには申請が必要です。
詳細は、主税局HPをご確認ください。

問 新築した住宅が所在する区市町村
　 を所管する都税事務所・支庁

東京都大島支庁インスタ
グラムには、他にもたく
さん素敵な写真が投稿さ
れているので、ぜひご覧
ください！（M）

新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、一部の方については、個人事業税の納税通知書の発送が
9月以降となる場合があります。 その場合には、納税通知書に記載された納期限までにお納めください。

HTTに関する情報は公式サイト
「Tokyo Cool Home & Biz」をご覧ください。
熱中症に注意して、節電に取り組みましょう。

検索東京HTT

電力を HTT＜Ⓗ減らすⓉ創るⓉ蓄める＞
熱中症に注意して、節電に取り組みましょう。

↑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。

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（3） 62　令和4年8月1日発行

講師
岡崎　朋美氏

（元スピードスケート
選手／長野五輪銅
メダリスト）
講演内容
岡崎朋美さんを
お招きして『どこまでも挑戦！』
日時
令和４年10月26日（水）14時30分開演
会場
なかのZERO小ホール
申込方法

（公財）東京税務協会Webサイトか
ら郵便番号、住所、氏名、電話番号、参
加人数（２人まで）等をご入力の上、
お申し込みください。

（参加無料、都内在住の方、応募多数
の場合抽選）
申込期限
８月 31 日（水）
Web サイト
https://www.zeikyo.or.jp
問 （公財）東京税務協会企画広報課　
　　　☎03-3228-7998　

◉編集後記

申込はこちらから▶

※太陽光発電（上乗せ補助）や蓄電池等の支援があります。
　また、省エネ改修工事をした住宅等には、固定資産税が
　減額される場合もあります。

検索東京HTT

個人住民税
ＰＲキャラクター

ぜいきりん


