
19毎日の暮らしに役立つ『広報とまこまい』は、毎月1日発行です ！

市

　税

普通税

間接税 市たばこ税 たばこの販売価格に含まれる税で、たばこの卸売業者な
どが小売業者に売り渡す際にかかる税

直接税

鉱産税 鉱物の採掘事業にかかる税

軽自動車税
毎年4月1日現在、軽自動車(原動機付自転車、軽自動車、
小型特殊自動車、二輪小型自動車)を所有している方に
かかる税

固定資産税 毎年1月1日現在で、市内に土地、家屋、償却資産を所有
している方にかかる税

市・道民税 毎年1月1日現在で、市内に住所があり、前年中所得が
あった方にかかる税

法人市民税 市内に事務所、事業所を置く法人、その他社団や財団に
かかる税

目的税

間接税 入湯税 鉱泉浴場の入湯客にかかる税

直接税
都市計画税 市街化区域内に土地、家屋を所有する方に課税され、都

市計画、区画整理事業の財源となる税

国民健康保険税  P4へ

市税の種類

□市税の証明書
証明書の種類については右記の各種証明書
の交付欄をご覧ください。

固定資産税・都市計画税
� 資産税課  84-4073
土地および家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
4月1日から固定資産税・都市計画税の第1
期の納期限まで、土地および家屋価格等縦
覧帳簿を固定資産税の納税者に縦覧してい
ます（土・日曜日、祝日を除く）。

固定資産税額の計算
土地・家屋・償却資産の課税標準額×1.4%
※�住宅用地には特例措置、新築住宅などに
は税額の軽減措置があります。

免税点
市内で同一の人が所有するそれぞれの固定
資産について、その課税標準額が次の額に
満たない場合は課税されません。
●土　　地　30万円
●家　　屋　20万円
●償却資産　150万円

都市計画税額の計算
土地・家屋の課税標準額×0.3%

市・道民税
� 市民税課  32-6253・6254
●均等割額　市民税　年額3,500円
　　　　　　道民税　年額1,500円
●所得割額　市民税=6%　道民税=4%

税の納入
� 納税課  32-6273・6274
市内に本支店のある金融機関、全国のコン
ビニ、市役所、勇払・のぞみ・沼ノ端出張
所で納入してください。また口座振替を利
用すると大変便利です。市役所納税課や各
金融機関で手続きしてください。
※国民健康保険税……………  P4へ

夜間納税相談
� 納税課  32-6274
毎月末4日間（土・日曜日、祝日を除く 12
月変動あり）の20時まで夜間納税相談窓口
を開設していますのでご相談ください。

各種証明書の交付
証明・閲覧 手数料 取扱課

営業に関する
証明 1年度1件350円

市民税課
32-6244

☆課税証明
 (市・道民税) 1年度� 300円

固定資産証明 1年度
1筆：1棟評価証明

土地証明 1筆� 300円

家屋証明 1棟� 300円

台帳閲覧 � 300円

☆納税証明 1年度
1税目

☆ 国民健康保
険税の納税
証明

1年度� 300円
国保課
32-6426

※�☆印の証明は勇払・のぞみ・沼ノ端出張所、豊川・
住吉・駅前証明取扱所でも交付します。
※�マイナンバーカードをお持ちの方はコンビニなど
で課税証明書を取得できます。

市　税

市税と納税 市税のお問い合わせ
法人市民税
市たばこ税
軽自動車税
入湯税、鉱産税 市民税課

32-6244

市・道民税 32-6253
32-6254

固定資産税
都市計画税 資産税課 84-4073

納税相談
納 税 課

32-6274

口座振替 32-6273

国民健康保険税 国 保 課 32-6426

各300円

各300円

□平成31年度　市税納期一覧
5月7日 5月31日 7月1日 7月31日 9月2日 9月30日 10月31日 12月2日 12月25日 1月6日 1月31日 3月2日 3月31日

市・道民税 1期 2期 3期 4期

固定資産税 1期 2期 3期 4期

都市計画税 1期 2期 3期 4期

軽自動車税 全期

国民健康保険税 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 9期 10期

※上記の納期限のほかに各税に随時期がありますので、ご注意ください。
※口座振替の方は、上記納期限日が振替日となります。

主な市税の納期
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18 この冊子は平成31年4月現在の内容です。最新情報については掲載してある問い合わせ先にご確認ください。
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上
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市営住宅
 住宅課  32-6316
市内には市営住宅が約7,000戸あります。
募集には一般募集・随時募集があります。

申し込みの条件
❶現在住宅に困窮している方。
❷�現在同居しているか、同居しようとする
親族がいる方（婚約者も含む）。

❸�入居申込者と同居親族のうち、収入のあ
る方全員の年収または年間所得が収入基
準の範囲内であり、その収入証明書を提
出できる方。

❹暴力団員でない方。
❺�単身入居者の年齢要件は60歳以上ですが、
60歳未満の方でも一部の住宅に限り、申
し込みができます。

水道の使用開始（中止）の届出
 上下水道部営業課  32-6679
転入、転居などで水道使用の開始や中止を
するときは届け出が必要です。また、水道
の使用目的を家事用や業務用に変えるとき
も必要です。

料金の支払い
 上下水道部営業課
 ・お支払いの相談  32-6647
 ・お支払いの方法  32-6674
口座振替と納付書による支払い方法があり
ます。便利で簡単な口座振替のご利用をお
すすめします。

水道修理の申し込み
 上下水道部水道管理課  32-6696
ご自宅の水道修理をされる場合は、直接水
道業者に電話し、金額などを確認したうえ
で修理を依頼してください。アパートや借
家にお住まいの方は、まず大家さんや管理
会社などにご相談ください。
事業者名簿はHPからご覧になれます。

し　尿
□し尿のくみ取り
 ㈱とませい  51-6556
 ㈱苫小牧清掃社  74-1161
し尿のくみ取りは約1週間前までに申し込
んでください。料金は下水道処理区域内は
50ℓにつき322円、処理区域外は50ℓに
つき244円です。し尿処理券半券が領収書
です。

建築確認申請
 建築指導課  32-6522
建物を新築、増改築するときは、法令に適
合している計画内容かどうか、確認申請書
を提出し確認済証を受ける必要がありま
す。また工事完了時には、完了検査を申請
し、検査済証を受ける必要があります。

●建設リサイクル法による届け出
コンクリート、アスファルトコンクリー
ト、木材のいずれかを用いた建築物などの
解体工事、また、これらを使用する新築工
事では、分別解体し再資源化することが義
務付けられており、届け出が必要です。

 上下水道部営業課
 ・検針に関すること  32-6685
 ・料金に関すること  32-6679
水道メーターの検針は、市内を4地区に分
けて検針員が2カ月に1回定期的に行って
います。水道料金および下水道使用料は、

下表によりそれぞれ２カ月分の基本料金・
使用料と超過料金・使用料を計算し、その
合計額に消費税相当額を加算します。
●基本料金　�使用水量にかかわらず2カ月

単位でかかります。
●超過料金　使用水量に応じてかかります。

□水道料金（2カ月分） （単位：円）

用　途 メーター口経（㎜） 基本料金
（2カ月につき）

超過料金（1㎥につき）
使用水量 金　　額

家事用

25以下 1,780 0㎥～16㎥まで 20
40以上50以下 5,680 17㎥～40㎥まで 115
75以上100以下 13,480 41㎥～200㎥まで 140
150以上 27,280 201㎥以上 148

業務用

25以下 3,620 0㎥～20㎥まで 30
40以上50以下 7,800 21㎥～40㎥まで 178
75以上100以下 15,600 41㎥～200㎥まで 192
150以上 29,600 201㎥以上 204

□下水道使用料（２カ月分） （単位：円）

種　　別 基本使用料（２カ月につき）
超過使用料（１㎥につき）

汚水排出量 金　　　額

家事汚水 2,060

0㎥～16㎥まで 0
17㎥～40㎥まで 88
41㎥～100㎥まで 123
101㎥～400㎥まで 193
401㎥～2,000㎥まで 241

2,001㎥以上 269

業務汚水 3,980
0㎥～20㎥まで 0

21㎥～100㎥まで 164
101㎥以上は家事汚水と同じ

※この「料金表」には、水道料金・下水道使用料ともに消費税相当額は含まれていません。
※基本料金および超過料金（使用料）は、用途（種別）・口径で決まります。

□トイレを水洗化する義務
 上下水道部総務課  32-6628
下水道管敷設が終わった地域では、3年以
内にくみ取り便所を水洗トイレに改造する
ことを義務づけています。
改造資金の貸付制度があり、水洗トイレに
改造する方に、住宅1戸につき60万円以内
でお貸しします（新築・増改築や法人・官
公署などにはお貸しできません。）。水洗
トイレに改造する場合や貸付制度の利用な
どは、指定排水設備工事事業者に申し込ん
でください。

□下水道の受益者負担金
 上下水道部総務課  32-6628
新たに下水道が使えるようになった区域の
土地所有者や借地権者などに、受益者負担
金がかかります。

住　宅

水　道

下水道

住宅と上下水道

水道メーターの検針と料金

水道修理　かかりつけ 検索
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