VVhat Ⅵノ
OUld happen to our world if it vvere not for taxes?

/e would be unable to receive any pub‖ c servicesi fire
fighting and rescue ettort by lre departments,crime

もし今の世の中から税金がなくなったとしたら、私
たちの毎 日の生活はどうなるでしょうか。消防署の消
火 救急活動や、
警察署の犯罪取締 り、
子 どもへ の学

Vヽ

control by poHce stations,education,waste disposal,

i燒
1紺 ミ 、
驚iin曇署

‐

校教育 、家庭 や会社 などから出るゴミの処理 、道路
公園 上下水道などの利用、
病院での治療など様々な
公共サー ビスを受けることができなくなります。この
ように、
様々な公共サービスは税金によって成 り立っ
ているのです。

」apan provides pub‖ c services by adrninistrative units:the government,
prefecture,and municipanty.丁 herefore,taxes in」 apan are broken up
into‖ national tax(paid tO a tax office)",‖ prefectural tax(pald tO
prefectura:adminlstrative affairs and tax officeoautomobile tax office)‖
,

and‖ municipal tax(pald tO a municipal office)‖ .丁 hey are the taxes to
irnprove our life. 丁ax f‖ ‖ng within the due date is appreciated.

1丁 axes on yourincome
● lncome taxlnational taxI
●￨lncome tax is imposed on an individualincome and levied based
on the total net income during the year minus certain expenses such

as dependent exemption and basic exemption. 丁he amountis
calculated multiplying the net income of the individual person by an
app‖ cable tax rate
■ 」apan bases income tax ob‖ gations on resident status lf you are a
self‐ employed,calculate

yourincome and tax amount and f‖ e income

tax returns by卜Иarch 1 5 the fo‖ owing year to your local tax office lf

you are an emp10yee,your employer pays yourincome tax by deducting
your taxes from your monthly salary
For details,please contact your local tax office

「市町村」で構成され、
「国J、「県」、
日本は、
それぞ
れの役害」
で様々な公共サービスを行つています。そ
のため、日本の税金には、
「国税 (税 務署に納める税
金)J、「県税 (行 政県税事務所 自動車税事務所に納
「市町村税 (市 町村に納める税金)Jが あ
める税金)」 、
ります。私たちの生活を向上させるための税金です。
納期限までの納税をお願いします。

1働 いて 得 た収 入 にかかる 税金
●所得税【
国税
l

■所得税は、個人の所得に対 してかかる税金で、1年
間に生 じた全での所得の合計額から扶養控除や基礎
控除などの各種所得控除の合計額を差し引いた残り
の課税所 得に税率を適用 して税額を計算 します。
■事業などをしている人は、自分の所得や税額を計
算 し、翌年3月 15日 までに税務署 に確定申告書を提
出 して納 めます。また、会 社 などで働 いている人 は、
毎月、給料から差 し引かれ、会社などがまとめて納め
ます。
詳しくは、
最寄りの税務署にお問い合わせください。

●県民税・市田
]村 民税【
県税・市田
]村 税】

● Prefectural lnhabitant ttax and Municipal lnhabitant Tax
prefectural tax and municipal tax】
【

■県民税 市町村民税は、所得税と同様に、個人の所
得 に対 してかかる税金で、前年の所得 に応 じて翌年
に分けて納める税金です。

き 」ust like income tax,prefectural inhabitant tax and municipal

inhabitant tax are imposed on the previous yearis income of an

住 している市 田
]村 により異なりますが、
概ね6月

individual.

善 Your tax notice is de‖ vered in」 une,although the timing depends
on the taxing authority You are to pay your annualtax in insta‖
ments

ln the case of an employee,the tax is deducted by your employer
from the salary in 1 2 parts(from June to May ofthe fo‖
ovving year)
and paid to the taxing authority by the employer (lf there lsn't the

deduction from the salary,the employee has to pay the tax directly to
the taxing authority.)

=居
に納税通知書が

納税者に届きます。1年 間の納税額
を複数の納期に納めます。また、
会社などで働いてい
る人の場合 は、6月 から翌年 5月 までの 12回 に分 け
て、給料から差 し引かれ、
会社などがまとめて納めま
す (会 社などが給料から差 し引かない場合は、
本人が
納めます。)。
詳しくは、居住地の市町村役場の担当窓 口及び各
行政県税事務所にお問い合わせください。

For details,please contact either the tax department of your local
village/town/city ha‖ or your local prefectural administrative affairs
and tax office.

O lndividual Enterprise Tax【 prefectural tax】
菱ヨlndividual enterprise tax is imposed on an individual being engaged
in business and has an office or business fac‖ ity in the prefecture.
尋 The tax notice is de‖ vered to taxpayers in August. For taxes
」PY10,000 and higher,they should be paid in two insta‖ mentsi one

in August and the otherin November.
For deta‖ s,please contact your local prefectural administrative affairs

●個人の事業税 【
県税】 ￨
善個人の事業税は、
県内に事務所 ̀事 業所を持ち、
事
業などをしている個人が納める税金です。
き8月 に納税通知書が納税者 に届きます。税額が
8月 と11月 の納期に納めます。
万円以上の場合は、
詳しくは、
各行IEX県 税事務所にお問い合わせくだ
さい。
1

and tax office.

2 Tax for healthcare coverage
● National Health!nsurance ttax【

2医 療保険へのカ
ロ
入にかかる税金
￨￨
‐

municipal tax】

暑 AIl residents of」 apan are required to enro‖ in a pub‖ c health

insurance system. Except for company employees,who enro‖

in the

Social lnsurance System,individuals enro‖ in the National Health

lnsurance System managed by theirlocal municipal government.
暑 丁he national health insurance tax is pald by individuals who have

the National Health lnsurance.
For deta‖ s,please contact the department in charge of the National
Health lnsurance System in yourlocal v‖ lage/town/city ha‖
.

‐
●国民健康保険税 【
市町村税】
幸日本では、
病気やけがをした￨と きに安心してお医者￨

さんや病院になか4る ようIF,す べて 人がなんう
か
￨の

の公的な医療保険に加入することになつています。
]村 ￨
会社員が入る健康保険などに入らない人はt市 日

によつて運営される国民健康保険に加入します。￨ ‐

き国民健康保険税は、
普段の健康なときから医療費‐
の一部を負担し合うため、
国民健康保険に加入して
いる人が納める税金です。
￨
詳しくは、
居住地の市町村役場の担当窓‐
EIに お問

い合わせください。

3丁 axes on automobiles and light automobiles
O Automobile Tax【 prefectural tax】
暴 Automob‖ e tax is imposed on an individual who owns a vehicle
(tOtal emission quantity over 660cc)aS Of Apri1 l every year.
暑 丁he tax notice is de‖ vered to taxpayers in,day.

Please contact the Automob‖ e ttax(Dffice or your local prefectural
administrative affalrs and tax office for details

O Light Automobile Tax【 municipal tax】
墨 Light automob‖ e tax is imposed on an individual vvho owns a
motorized bicycle,a light automob‖ e(lotal emission quantity less

than 660cc),a Sma‖ special motor vehicle,or a two‐ wheeled sma‖
motor vehicle as of Apri1 l every year
暑 丁he tax notice is delivered in April or A/1ay,though the timing

depends on the taxing authority.
Please contact the department in charge of the Light Automob‖ e ttax
of your local v‖ lage/tovvn/city ha‖

for deta‖

s.

￨ ￨￨■ ■￨￨‐ ‐
￨

3自 動車
・軽自動車にかかる税金 ￨￨￨

‐
●自動車税 【
県税】
き自動車税は、
毎年4月 1日 現在で自動車(総 務卜
気量

660cc超 など)を 所有している人が納める税金です。
墨5月 に納税通知書が納税者に届きます8
詳しくは、自動車税事務所又は各行政県税事務所
にお問い合わせください。
￨

‐
●軽自動車税 【
市町村税】
￨
奉軽自動車税は、
毎年4月 1日 現在で原動機付自転
車、
軽自動車 (総 排気量660ё O以 下)1小 型特殊自動
車及び二輪の小型自動車を所有している人が納める
税金です。
さ居住している市町村により異なりますが、
4月 又は
5月 に納税通知書が納税者に届きます6
詳しくは、
居住地の市町村役場の担当窓口にお問
い合わせください。

4土 地̀家 屋にかかる税金

4 Taxes on property
● Real

Estate Acquisition ttax【 prefectural tax】

寺 Real estate acquisition tax is imposed on an individual who has

acquired real estate such as houses and lands.

You may be e‖ gible

for tax re‖ ef,so contaCt your local prefectural

administrative affairs and tax office for details.

OF破 ed

Asset ttaxlmunicipal tax】
拳 Fixed asset tax is imposed on an individual who owns fixed assets

(landS,hOuses,or depreciable properties)as Of」 anuary l every year.
For deta‖ s,please contact the tax department of the
v‖

lage/town/city ha‖ where the fixed asset is located

5 Taxes on products
e consumption ttax and Local Consumption Tax lnattonaltax and
municipal tax】

墨 Consumption tax and local consumption tax are levied on the
goods and services you purchase. Purchasers pay the tax that is
included in the price of the products they buy,and se‖ ers and service
providers pay the tax to the taxing authority. For detalls,please

●不動産取得税 【
県税】
￨
幸不動産取得税は、
不動産 (土 地 家屋)を 取得した人
が納める税金です。
なお、
住宅や宅地を取得した場合にt一 定の要件を
満たせば、
税額が軽減される場合があります。
詳しくは、
各行政県税事務所にお問い合わせくだ
さい。

●固定資産税 【
市町村税】
￨
書固定資犀税は、
毎年 1月 1日 現在で固定資産 (土
地 家屋 償却資産)を 所有している人が納める税金で
す。
￨
詳しくは、固定資産所在の市口
]村 役場の担当窓口
にお問い合わせください6
1 1

‐

言
:聾棚籾僣
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き消費税 :地 方消費税は、商品1製 品の販売やサニ ビ

スの提供などあ取しに対して云そ公平に課税される￨
税金で、
消章煮が負担しt事 業者が納めます。 ■
ヽ
詳しくは、
最寄らの税務書にお商し
合わせください。

contact your local tax office.

Vhen you do not pay yourtaxes by the due date or you f‖ ed false
■ ヽ
return,de‖ nquent charge(taX)and/Or additional charge(tax)vV‖ l be
added to your original tax amount
■ You are to pay yourtaxes by the due date lf you cannot pay,
however,you can consult your problems with your tax office,but
please do so before the dead‖ ne. lf you do not pay yourtaxes,the
taxing authority w‖ l confiscate your deposits,savings,salary,

automob‖ es,lxed assets,and other assets.

■ National Tax Agency,tax offices,the revenue department of the

Gunma Prefectural Government,prefectural administrative affairs and

■国(国 碑庁)や 各税務署1群 馬界(税 務課)1各 行政
県税事務所:自 動車税事務所、
,村 では,身 近な
煮市田

tax offices,the Automobile Tax Office,and your local rnunicipal office

offer consultation services on issues regarding taxes,both in person
and on the phone. They also provide tax information on‖ ne.
■ Useful vvebsite

National Tax Agency:http://www.nta.go ip/
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Con十 od lnformOttion
For inquiries about income tax and consumption/1ocal consumption tax,contact your:ocai tax ofFice.

For inquiries about individua:enterprise tax,automobi:e taxes,and rea:estate acquisition tax,
contact your local prefectura:adrninistrative attairs and tax o■

ice.

For inquiries about rnunicipa:inhabitant tax,nationa!hea:th insurance tax,
light automobi:e tax,and fixed asset tax,contact your city/town/vil:age ha‖

(発 行)群 馬 県伊 勢崎行政 県税事務所

.

伊 勢崎市今泉町 1‑22‑1

0270‑24‑4350

H283

