
自動車税（種別割）のしおり
令和3年度版

千葉県ホームページにおいて、さらに詳しくご案内して
おります。

ご不明な点は、納税通知書の登録番号（車のナンバー）をご確
認のうえ、納税通知書裏の各事務所にお問い合わせください。

自動車税（種別割）の納税通知書は、4月1日現在の自動車検査証（車検証）上の所有者（割賦販売契約の場合は
使用者）に対して送付しています。
　（ご注意）軽自動車やバイクについては、軽自動車税（種別割）として市町村の税金となります。
　　　　　 また、購入や車検のときに納める自動車重量税は、国の税金となります。

〈税額が低くなる自動車〉
令和2年4月1日～令和3年3月31日の間に新車新規登録された以下の自動車

千葉県自動車税Q＆A 検 索

自動車税（種別割）を納める人（納税義務者）1

グリーン化税制について2

自動車税（種別割）の税額3

この車、3月に下取りに出して、もう持ってないんだけど・・・。Q
A ◎運輸支局での抹消登録（廃車）又は移転登録（名義変更）の手続きが3月31日までに完了していないことが考

えられます。登録手続きを第三者（業者等）に依頼されている場合は、その方に状況を確認してください。
◎4月1日以降抹消せずに移転登録した場合は、新名義人の方には来年度から課税されます。
◎年度途中で抹消登録した場合は、翌月以降の月割額を、4月1日時点の名義人の方にお返しします。約1か月半
～2か月後に還付通知書をお送りします。ただし、納期限を過ぎた自動車税に未納がある場合は充当されます。

◎自動車が盗難にあった等、何らかの事情で抹消できない場合は、お近くの各事務所（通知書裏に記載）にご相
談ください。

今年の自動車税（種別割）、去年と金額が違うんだけど…。Q
A 環境への配慮を税額に反映させる「自動車税（種別割）のグリーン化」に該当する可能性があります。

以下をご覧ください。

電気自動車・燃料電池自動車・プラグインハイブリッド自動車
令和３年度のみ
通常より約７５％低くなります。

新車新規登録から１３年を経過したガソリン車・ＬＰＧ車
（初度登録年月が平成２０年３月以前のもの）
新車新規登録から１１年を経過したディーゼル車
（初度登録年月が平成２２年３月以前のもの）

天然ガス自動車・クリーンディーゼル乗用車(いずれも一定の基準を満たすもの)

平成17年排ガス規制75％低減
又は

令和２年度燃費基準
＋３０％以上達成車
令和２年度燃費基準
＋１０％以上達成車平成30年排ガス規制50％低減75％

※低排出ガス認定車ステッカーを参照 ※車検証の備考欄を参照

※令和元年10月1日から、自動車税は自動車税の
　種別割に名称が変更されました。

※電気自動車・燃料電池自動車・天然ガス自動車・メタノール自動車・ガソリンハイブリッド自動車・一般乗合用バス・スクールバス・被けん
　引自動車は対象となりません。
※参考
　来年度から税額が
　高くなる自動車

＋

通常より約15％高くなります。
バス・トラック等は、
約１０％高くなります。

令和３年度のみ
通常より約50％低くなります。

〈税額が高くなる自動車〉
新車新規登録から一定年数を経過した以下の自動車

4月から翌年3月までの1年間の税額となります。主な自動車（乗用車・自家用）の年税額は次のとおりです。

（ ）

○初度登録年月が平成２０年４月から平成２１年３月までのガソリン車・ＬＰＧ車
○初度登録年月が平成２２年４月から平成２３年３月までのディーゼル車

標準課税
29,500円
34,500円
39,500円
45,000円
51,000円
58,000円
66,500円
76,500円
88,000円
111,000円

標準課税
25,000円
30,500円
36,000円
43,500円
50,000円
57,000円
65,500円
75,500円
87,000円
110,000円

総排気量
1,000cc以下
1,500cc以下
2,000cc以下
2,500cc以下
3,000cc以下
3,500cc以下
4,000cc以下
4,500cc以下
6,000cc以下

1,000cc超
1,500cc超
2,000cc超
2,500cc超
3,000cc超
3,500cc超
4,000cc超
4,500cc超
6,000cc超

33,900円
39,600円
45,400円
51,700円
58,600円
66,700円
76,400円
87,900円
101,200円
127,600円

15,000円
17,500円
20,000円
22,500円
25,500円
29,000円
33,500円
38,500円
44,000円
55,500円

7,500円
9,000円
10,000円
11,500円
13,000円
14,500円
17,000円
19,500円
22,000円
28,000円

15％重課 50％軽課
初度登録令和元年9月30日まで 初度登録令和元年10月1日以降

75％軽課
12,500円
15,500円
18,000円
22,000円
25,000円
28,500円
33,000円
38,000円
43,500円
55,000円

6,500円
8,000円
9,000円
11,000円
12,500円
14,500円
16,500円
19,000円
22,000円
27,500円

50％軽課 75％軽課

　管轄の運輸支局・自動車検査登録事務所で住所変更・名義変更等の手続きを行ってください。（道路運送車両法第
12条、第13条及び第67条により手続きが義務付けられています。）手続きをしていただかないと、翌年度の納税通知
書も同じあて名・あて先で発送されてしまいます。
　県内の運輸支局等連絡先（登録関係ヘルプデスク）（自動音声案内は24時間。平日日中はオペレーターも対応します。）

引っ越したとき、車を売ったとき7

　県税は定められた納期限までに納付・納入していただくことが定められています。
　しかし、一定の要件に該当し、県税を一時に納付することができない場合には、申請により、1年以内の期間に限
り、県税の徴収や財産の換価が猶予される制度があります。詳しくは、最寄りの県税事務所までお問い合わせくだ
さい。
○徴収猶予
　災害、病気、事業の休廃業等によって、県税を一時に納付することができないと認められる場合は、申請により徴収
猶予を受けることができます。
○申請による換価の猶予
　県税を一時に納付することによって、事業の継続や生活の維持を困難にするおそれがあり、かつ、納税に対する誠
実な意思を有すると認められる場合は、納期限から６か月以内に申請することにより、換価の猶予を受けることがで
きます。
　申請には、「財産目録」や「収支明細書」等の書類を作成のうえ、原則として最寄りの県税事務所に来所していただく
ことが必要（※1）で、猶予期間中の分割納付や担保の提供等の条件（※2）があります。
※1 電話のみの納税の猶予のお申出には応じておりません。
※2 詳細につきましては、最寄りの県税事務所までお問い合わせください。

納税の猶予制度について9

　引っ越したときに、上記7の住所変更手続きがすぐにできない場合は、同封の「住所変更届」（ハガキ）を3月末まで
にお送りいただければ、翌年度から納税通知書の送付先を変更いたします。（納税義務者本人の住所に限られます。納
税義務者以外には送れません。）
　なお、登録番号（ナンバープレートの番号）や名義人氏名の記載に漏れや誤りがある場合は、送付先変更ができませ
んので、車検証を確認のうえ、正確に記入してください。

納税通知書の送付先について8

千葉運輸支局
050-5540-2022

習志野自動車検査登録事務所
050-5540-2024

野田自動車検査登録事務所
050-5540-2023

袖ケ浦自動車検査登録事務所
050-5540-2025

住所変更届　記入例
「1.名義人氏名」欄には納税義務者の氏名を記入してくだ
さい。改姓等をされた場合は、旧姓又は旧商号を必ず記
入してください。
納税義務者は、車検証記載の所有者（割賦契約の場合は
使用者）です。
※納税義務者以外への送付は受けられません。
濁点や半濁点も含めて一文字として記入してください。
書ききれない場合は、郵便配達に支障がない部分を省略
してください。
内容等についてご連絡させていただくことがありますの
で、必ず電話番号を記入してください。

☞

☞

☞

☞

注意事項

納期限までに必ず納税しましょう

複数台所有の場合、一部の自動車のみの変更はできません。
郵便の転送手続きも行ってください。
この住所変更届（ハガキ）では、車検証の住所や名義人は
変更できません。

☞
☞
☞

《編集・発行》千葉県自動車税事務所　　　　千葉市中央区問屋町1-11　☎043-243-2721
このしおりの内容は、令和3年2月現在の情報に基づいています。

0 3

住所変更届（機械で読取ります。ていねいに記入してください。）
フリガナ
名義人氏名
（法人名称）（旧姓・旧商号：　　　　　　　　　　　　）
1.

郵便
番号3.

2.

4.
新
住
所

5.

注
意

TEL

都
道
府
県

区
・
町
・
村

（字）

丁目

市

郡

必ず登録番号（ナンバープレート）を右詰で記入してください。

裏面に前の住所を記入してください。

数字・英字・ハイフン・漢字等で記入してください。

年
度

・軽自動車・バイクは市町村税のため、こちらのハガキでは、
住所の変更をお受けできません。
・納税義務者以外への住所の変更はお受けできません。

千
葉

習
志
野

袖
ヶ
浦

野
田

成
田

柏 市
川

船
橋

松
戸

市
原

（ひらがな） （番　号）



　以下の納付方法でお納めいただけます。（詳しくは納税通知書の裏面をご覧ください。）
　なお、自動車税事務所・各県税事務所や運輸支局で納税の確認が取れるまでには一定の日数がかかります。

納税するには4

車検時に納税証明書の提示が省略できるため、納税証明書を紛失した場合でも、再発行の手続きは必要ありま
せん。（自動車税、自動車税（種別割）及び延滞金に未納がない場合に限ります。）
令和3年度に千葉県で課税された自動車が千葉県以外の都道府県に転出した場合でも、全国の運輸支局で納
税情報が確認できるため、納税証明書を用意していただかなくても車検を受けることができます。
減免等を受けている自動車についても、納税証明書の交付請求が不要です。

車検のときは5 障害者の方のための減免制度について6
　もっぱら障害者の方の移動のために使用される自動車について、一定の要件に該当する場合は、自動車税（環境性
能割・種別割）と軽自動車税（環境性能割）を減免する制度を設けています。
　減免の対象となる自動車、申請の期限は次のとおりです。
　なお、減免を受けるためにはお近くの各事務所（納税通知書裏面に記載）の窓口で申請が必要です。必要書類を添え
て定められた期限までに申請をしないと、その年度の減免を受けられませんのでご注意ください。

※1 減免対象となる障害の等級・程度や必要書類等については、千葉県ホームページをご覧になるか、各事務所（納税
通知書裏面に記載）にお問い合わせください。

※2 介護保険の要介護認定を受けていても、上記のいずれかの手帳をお持ちでなければ減免の対象になりません。
※3 身体障害者用の構造を有する自動車（車いす移動車等）についても、税の全部又は一部の減免制度があります。
※4 軽自動車税（環境性能割）は県が市町村に代わって賦課徴収します。軽自動車税（種別割）の減免制度については、
各市町村へお問い合わせください。

（注）④の申請車又は前減免車が4月1日以降に移転登録（名義変更）の場合の申請期限は、翌年度の納期限です。

※納期限を過ぎてしまうと、法令の定めるところにより延滞金が徴収されます。

窓口 電子マネー クレジットカード ペイジー（Pay-easy）

納付方法

納付時の車検用納税証明書・
領収証書の有無

自動車税事務所・
県税事務所
市町村

金融機関（注） コンビニエンスストア等

有り 無し無し

PayPay LINE Pay

無し 無し

インターネットバンキング・
モバイルバンキング 金融機関ATM

・銀行
・信用金庫
・信用組合
・農業協同組合等
・全国のゆうちょ銀行・
郵便局

運輸支局の窓口で納税確認が可能となったため、車検時に納税証明書の提示が省略できるようになりました。
ただし、納付確認に一定の日数（下記参照）がかかりますので、車検をお急ぎの場合は、金融機関やコンビニエンスストア等の窓口で現金で納付のうえ、納税証明書をご用意ください。（詳しくは、「5  車検のときは」をご覧ください。）

・領収証書及び納税証明書は発行されません。
・納付手続き完了後に、納付を取り消すことはできません。

約2週間
※全国のゆうちょ銀行・
　郵便局は約1週間

即日
※市町村は約2か月

約1週間 約2週間約1週間 約1週間 約1週間

上記の日数＋2営業日

納付場所
利用方法

注意点

車検用納税証明書について

納税の確認
が取れるま
での日数

自動車税
事務所・
各県税事務所
運輸支局

■ご利用方法は千葉県ホームページで案内しています。
※クレジットカード情報を盗み取る偽サイト（フィッシングサイト）に十分ご注意ください。

運輸支局への納税情報の提供に一定の日数（※「4 納税するには」をご覧ください。）がかかるため、納税証
明書の用意が必要な場合があります。
自動車税（種別割）納税証明書が添付された領収証書は大切に保管してください。
自動車税（種別割）の納付から車検までの日数が上記「4 納税するには」の運輸支局で納税の確認が取れる
までの日数に満たないときは、金融機関やコンビニエンスストア等の窓口で現金で納付のうえ、納税証明書
を用意していただければ車検が受けられます。

納税証明書の登録番号欄が「★★★★」となっている場合は、納付の確認ができない場合があります。お近く
の各事務所（納税通知書裏面に記載）で納税状況の確認をお願いします。（納税証明書の交付請求が必要に
なる場合があります。）

車検を第三者（業者等）に依頼する場合は、納税証明書の提出（提示）を求められる場合がありますので、依
頼先にご確認ください。

軽自動車、バイクについては、納税証明書の提示が必要です。
（市町村税ですので、該当市町村にご相談ください。）

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

パソコン、スマートフォンなどインターネットに接続できる機器から
右のQRコードを読み取るか、千葉県ホームページにアクセスし
サイト内検索。
千葉県ホームページURL　https://www.pref.chiba.lg.jp/

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。

ご注意ください！

対象

申請の期限

該当区分 申請の期限
①3月31日以前から自動車を所有されている方
②障害者手帳等の交付を新規に受ける方（等級変更
　され新たに減免対象となる方を含みます。）
③自動車を新規に取得し、初めて減免を受ける方
④今まで減免を受けていた自動車（前減免車）から
　別の自動車（申請車）へ乗り換えされる方

納税通知書の納期限
障害者手帳等の新規交付日（等級変更により新たに減免対象となった
日を含みます。）から1か月以内
自動車の新規登録日から1か月以内
乗り換えした自動車の新規登録日又は減免を受けていた自動車の
抹消登録日のいずれか遅い日から1か月以内

●自動車税（環境性能割）・軽自動車税（環境性能割）：自動車の登録の日から1か月以内
（注1）期限を過ぎると減免となりません。

●自動車税（種別割）：下表のとおり
（注2）期限を過ぎて申請があった場合、申請日の翌年度から減免となります。

・千葉県内の自動車税事
務所・各県税事務所
・納税通知書裏面に記載
のある県内の市町村

・（注）金融機関は自動車税（種別割）納税通知書裏
面の納付場所、千葉県ホームページ
https://www.pref.chiba.lg.jp/suitou/
kinyuukikan.html
よりご確認ください。

領収証書を必ず受け取り、金額や領収印の日付等
をご確認ください。

金融機関のインターネット
バンキング、モバイルバンキ
ングの案内画面に従い、納税
通知書に記載のある番号を
入力のうえ、お手続きしてく
ださい。

金融機関設置のペイジー
マークのあるATMの案内画
面に従い、納税通知書に記載
のある番号を入力のうえ、お
手続きしてください。

・事前にインターネットバン
キング、モバイルバンキン
グの利用契約が必要です。

・コンビニエンスストア
 （主要全国チェーン各店）
・MMK設置店
 （無人端末機を除きます）

・取扱金額の上限があり
ます。　
（30万円以下）
※取扱期限切れ等の場合
は他の場所でお納めく
ださい。

・取扱金額の上限があります。
（30万円以下）
・事前にインターネットバン
キング、モバイルバンキング
の利用契約が必要です。

・取扱金額の上限があります。
 （30万円以下）
・県税事務所やコンビニエンスストア
等の窓口ではPayPay・LINE Payで
の支払いはできませんのでご注意
ください。（納付書バーコードをス
マホアプリ内で読み取っていただ
く決済方法になります。）

スマートフォンで各種電子マネーア
プリを利用し、コンビニ用のバー

コードを読み取
り、案内画面に
従いお手続きし
てください。

スマートフォン等でモバイ
ルレジアプリを利用し、コン
ビニ用のバーコードを読み
取り、案内画面に従
いお手続きしてく
ださい。

 モバイルレジ

・クレジットカード納付は「千葉県税クレジットカードお支払サイト」か
らのみ、お手続きいただけます。
・取扱期限は納期限までです。
・納付税額に応じたシステム利用料がかかります。
※システム利用料は千葉県の収入になるものではありません。
なお、ご負担いただくシステム利用料については、「千葉県税クレジッ
トカードお支払サイト」において、シミュレーション計算が可能です
のでご活用ください。

領収証書とレシートを必ず
受け取り、金額や領収印の
日付等をご確認ください。

・インターネットバンキング、モバイルバンキングのアクセ
ス方法やATMの操作方法等、ご不明な場合は、ご利用にな
る金融機関にお問い合せください。
・一部の金融機関では電子納付に対応しておりません。

・コンビニエンスストアに設
置されているATMでは納
付できません。

各種障害者手帳等（身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか）をお持
ちの方又はその方と同居で生計を一にするご家族等が所有する自動車で、一定の要件に該当し、もっぱら
障害者の方の移動のために使用する自動車（障害者の方1人につき1台に限ります。）


