
○納税証明

様式名 様式番号 備考

道府県民税　事業税・特別法人事業税　地方法

人特別税　市町村民税　の徴収猶予（法第15

条の４）の届出書

第一号様式

納税証明書交付請求書 別記第6号様式の6その1

自動車税種別割納税証明書交付請求書(継続検

査・構造等変更検査用)
別記第6号様式の6その2

鉱区税納税証明書交付請求書 別記第6号様式の6その3

○徴収猶予・換価猶予

様式名 様式番号 備考

徴収猶予の申請書 第十号の五様式

徴収猶予の申請書 第十四号の三様式

徴収猶予・換価猶予（期間延長）申請書 別記第4号様式その1

法人事業税（外形標準課税）・特別法人事業税

徴収猶予（期間延長）申請書
別記第4号様式その2

軽油引取税徴収猶予申請書 別記第4号様式その3

納税誓約書 別記第6号様式

○法人道民税、法人事業税、特別法人事業税及び地方法人特別税

様式名 様式番号 備考

令和　年　月　日から令和　年　月　日までの

事業年度分又は連結事業年度分の道府県民税

事業税　特別法人事業税　地方法人特別税の

申告書

第六号様式

令和　年　月　日から令和　年　月　日までの

事業年度分又は連結事業年度分の道府県民税

事業税　特別法人事業税の　申告書

第六号様式（その２）

令和　年　月　日から令和　年　月　日までの

事業年度分の退職年金等積立金に係る道府県民

税の　申告書

第六号の二様式

令和　年　月　日から令和　年　月　日までの

事業年度分又は連結事業年度分の道府県民税

事業税　特別法人事業税の予定申告書

第六号の三様式

令和　年　月　日から令和　年　月　日までの

事業年度分又は連結事業年度分の道府県民税

事業税　特別法人事業税の予定申告書

第六号の三様式（その２）

更正請求書 第十号の三様式

更正請求書 第十号の四様式

令和　年度　道府県民税の均等割申告書 第十一号様式
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令和３年４月１日以降押印を廃止した道税関係様式

○法人道民税、法人事業税、特別法人事業税及び地方法人特別税

様式名 様式番号 備考

災害等に係る申告書の提出期限の延長の承認申

請書
第十三号様式

申告書の提出期限の延長の処分等の届出書・承

認等の申請書
第十三号の二様式

申告書の提出期限の延長の取りやめ等の届出書 第十四号様式

令和　年度分　事業税申告書 第十四号の二様式

法人道民税減免申請書 別記第48号様式の2の2

鉱物の掘採事業と精錬事業とを一貫して行う者

の付加価値額及び所得計算方法承認申請書
別記第49号様式その1

鉱物の掘採事業と精錬事業とを一貫して行う者

の付加価値額及び所得計算方法変更承認申請書
別記第49号様式その2

法人設立　設置　届出書 別記第49号様式の５その１

異動届出書 別記第49号様式の５その２

法人の現況届出書 別記第45号様式

事業税課税免除・不均一課税申請書 別記第1号様式の1

○道民税利子割・配当割・株式等譲渡所得割

様式名 様式番号 備考

道府県民税利子割納入申告書 第十二号の三様式

道府県民税配当割納入申告書 第十二号の七様式

道府県民税株式等譲渡所得割納入申告書 第十二号の十様式

源泉徴収選択口座内配当等又は未成年者口座等

において契約不履行等事由が生じた場合の未成

年者口座内上場株式等の配当等に係る道府県民

税配当割納入申告書

第十二号の十三様式

源泉徴収選択口座内配当等又は未成年者口座等

において契約不履行等事由が生じた場合の未成

年者口座内上場株式等の配当等に係る道府県民

税配当割納入済通知書

第十二号の十五様式

道民税利子割の営業所等の設置等の届出書 別記第48号様式の4

○個人事業税

様式名 様式番号 備考

個人事業税の事業開始等の届出書 別記第49号様式の5その3

個人事業税減免申請書 別記第50号様式

個人事業税（畜産業等）課税免除申請書 別記第1号様式の2
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令和３年４月１日以降押印を廃止した道税関係様式

○不動産取得税

様式名 様式番号 備考

不動産取得申告書（承継取得） 別記第51号様式その1

不動産取得申告書（原始取得） 別記第51号様式その2

不動産取得申告書（生前贈与） 別記第51号様式その3

家屋の区分所有に係る取得区分の申出書 別記第51号様式の2

家屋の主体構造部及び附帯設備に属する部分の

取得区分申出（申請）書
別記第51号様式の３

不動産取得税住宅控除申告書 別記第51号様式の4

不動産取得税減額申請書兼還付申請書 別記第54号様式

不動産取得税減額予定申告書 別記第55号様式

不動産取得税納税義務免除申請書兼還付申請書

（譲渡担保）
別記第56号様式の2

不動産取得税納税義務免除予定申告書（譲渡担

保）
別記第56号様式の3

不動産取得税免除申請書 別記第57号様式

不動産取得税減免申請書（災害による減免の場

合）
別記第57号様式の2その1

不動産取得税減免申請書（災害以外の事由によ

る減免の場合）
別記第57号様式の2その2

不動産取得税徴収猶予申請書 附則別記第１号様式

不動産取得税徴収猶予適用判定書類の提出書 附則別記第１号様式の２

不動産取得税徴収猶予届出書 附則別記第２号様式

不動産取得税納税義務免除届出書 附則別記第３号様式

不動産取得税課税免除・不均一課税申請書 別記第1号様式の3

○道たばこ税

様式名 様式番号 備考

令和　年　月分　道府県たばこ税の　申告書

修正申告書
第十六号様式

令和　年　月分から令和　年　月分までの道府

県たばこ税の　申告書　修正申告書
第十六号の三様式

道府県たばこ税　市町村たばこ税　特例期限適

用申請書
第十六号の六様式

道府県たばこ税還付請求申告書 第十六号の七様式

営業の開廃等の報告書 第十六号の八様式

○軽油引取税

様式名 様式番号 備考

令和　年　月分軽油引取税納入申告書 第十六号の十様式

軽油引取税納付申告書 第十六号の十二様式

軽油引取税免税証 第十六号の十三様式 ※裏面
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令和３年４月１日以降押印を廃止した道税関係様式

○軽油引取税

様式名 様式番号 備考

軽油引取税の　還付　納入義務の免除　申請書 第十六号の十四様式

免税軽油譲渡届出書 第十六号の十五様式

免税軽油使用者証交付申請書（その１） 第十六号の十六様式

免税軽油使用者証交付申請書（その１） 第十六号の十六の二様式

免税軽油使用者証共同交付申請書 第十六号の十七様式

免税軽油使用者証共同交付申請書 第十六号の十七の二様式

誓約書 第十六号の十八様式

免税証交付申請書 第十六号の二十一様式

共同申請書明細書 第十六号の二十二様式

免税証交付申請先届出書 第十六号の二十三様式

元売業者指定申請書 第十六号の二十五様式

誓約書 第十六号の二十六様式

誓約書 第十六号の二十七様式

仮特約業者指定申請書 第十六号の二十八様式

特約業者指定申請書 第十六号の二十九様式

免税軽油の引取り等に係る報告書 第十六号の三十様式

免税軽油の引取り等に係る報告書 第十六号の三十の二様式

製造承認申請書 第十六号の三十一様式

燃料炭化水素油譲渡承認申請書 第十六号の三十二様式

燃料炭化水素油消費承認申請書 第十六号の三十三様式

事業の開廃等の届出書 第十六号の三十五様式

販売契約の締結等の届出書 第十六号の三十六様式

納入先別納入数量等報告書 第十六号の三十七様式

納入先別返還数量等報告書 第十六号の三十八様式

事務所・事業所別納入数量等報告書 第十六号の三十九様式

事務所・事業所別返還数量等報告書 第十六号の四十様式

軽油の受払い等の数量報告書 第十六号の四十一様式

軽油の製造数量等の報告書 第十六号の四十二様式

軽油引取税特別徴収義務者登録申請書 別記第63号様式

軽油引取税登録特別徴収義務者登録事項変更申

請書
別記第63号様式の3

軽油引取税登録特別徴収義務者登録消除申請書 別記第63号様式の4

免税証交付簿（手書きによる場合） 別記第64号様式その1

免税証交付簿（電算処理による場合） 別記第64号様式その2

引取軽油が返還された場合の申出（還付申請）

書
別記第66号様式の2の2

軽油引取税納入義務免除（還付）申請書 別記第66号様式の2の3

免税軽油以外の軽油を免税用途に供した場合の

承認申出書
別記第66号様式の2の4
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令和３年４月１日以降押印を廃止した道税関係様式

○軽油引取税

様式名 様式番号 備考

自動車用炭化水素油譲渡証等用紙交付申請書 別記第66号様式の3

軽油引取税減免申請書 別記第67号様式

軽油引取税特別徴収義務者証返納書 別記第10号様式

自動車用炭化水素油譲渡証等用紙返納書 別記第25号様式

自動車用炭化水素油譲渡証等用紙亡（焼）失届 別記第26号様式

免税軽油使用者台帳 別記第29号様式

軽油引取税免税軽油使用者証受領書 別記第31号様式の2その2

免税軽油使用者証返納書 別記第32号様式

軽油引取税免税証受領書 別記第36号様式その2

軽油引取税免税証返納書 別記第38号様式その1

軽油引取税免税証亡（焼）失届 別記第39号様式

石油製品試料採取調書 別記第3号様式

○自動車税種別割・環境性能割

様式名 様式番号 備考

自動車税（環境性能割・種別割）申告書（報告

書）
第十六号の四十三様式

軽自動車税（環境性能割）申告書（報告書） 第三十三号の四様式

自動車税種別割減免申請書 附則別記第4号様式

自動車税環境性能割（軽自動車税環境性能割）

修正申告書（更正請求書）
別記第67号様式の2

自動車税環境性能割・軽自動車税環境性能割納

税義務免除、納税義務免除予定、還付申請（申

告）書

別記第68号様式の2

自動車税環境性能割・軽自動車税環境性能割納

税義務免除申請書
別記第68号様式の4

自動車税環境性能割・種別割、軽自動車税環境

性能割課税免除・減免申請書
別記第70号様式その1

自動車税環境性能割・種別割、軽自動車税環境

性能割減免申請書
別記第70号様式その2

自動車税種別割減免申請書 別記第70号様式その3

自動車税種別割の売主の第二次納税義務徴収金

納付義務免除申告書
別記第71号様式

通学用バスに関する届出書 別記第52号様式

自動車税種別割集合納付申出書 別記第56号様式

自動車税種別割集合納付停止申出書 別記第58号様式

自動車税種別割納税義務者変更申立書 別記第73号様式

自動車税種別割減免現況回答書（本人用） 別記第98号様式その1

自動車税種別割減免現況回答書（生計を一にす

る者・常時介護者用）
別記第98号様式その2
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令和３年４月１日以降押印を廃止した道税関係様式

○自動車税種別割・環境性能割

様式名 様式番号 備考

自動車税種別割減免現況回答書（構造上専ら身

体障害者の利用に供するための自動車）
別記第98号様式その3

自動車税種別割減免（課税免除）現況回答書 別記第98号様式その4

自動車滅失等事実申立書 別記第108号様式

自動車税（軽自動車税）環境性能割課税標準額

計算書
別紙1

○鉱区税

様式名 様式番号 備考

鉱区税申告書 別記第71号様式の２

鉱業権の移転が譲

渡による場合は押

印が必要

鉱区税減免申請書 別記第72号様式

○道固定資産税

様式名 様式番号 備考

道固定資産税課税免除・不均一課税申請書 別記第1号様式の4

○核燃料税

様式名 様式番号 備考

核燃料税申告書・修正申告書 別記第1号様式

核燃料税価額割の申告納付期限指定申請書 別記第2号様式

○ゴルフ場利用税

様式名 様式番号 備考

ゴルフ場利用税特別徴収義務者登録申請書 別記第57号様式の3の3その1

ゴルフ場の経営を

承継した場合は押

印が必要

ゴルフ場利用税特別徴収義務者登録事項変更申

請書
別記第57号様式の3の3その2

ゴルフ場利用税納入申告書 別記第57号様式の4

ゴルフ場利用税新規開場記念行事等・業務によ

る利用・業務に準じる利用届出書
別記様式

廃業届 別記第3号様式

休業届 別記第5号様式

○循環資源利用促進税

様式名 様式番号 備考

循環資源利用促進税納入申告書 別記第2号様式

循環資源利用促進税特別徴収義務者登録申請書 別記第4号様式
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令和３年４月１日以降押印を廃止した道税関係様式

○循環資源利用促進税

様式名 様式番号 備考

循環資源利用促進税特別徴収義務者登録事項変

更申請書
別記第7号様式

循環資源利用促進税特別徴収義務者証返納書 別記第8号様式

循環資源利用促進税徴収猶予申請書 別記第9号様式

循環資源利用促進税還付、納入義務免除申請書 別記第11号様式

循環資源利用促進税納付申告書 別記第13号様式

循環資源利用促進税修正申告書 別記第14号様式

循環資源利用促進税産業廃棄物搬入開始届 別記第15号様式

循環資源利用促進税産業廃棄物搬入変更届 別記第16号様式

循環資源利用促進税最終処分場埋立処分終了

（休止）届
別記第17号様式

循環資源利用促進税減免申請書 別記第19号様式

○電磁的記録関係

様式名 様式番号 備考

道税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の承

認申請書
別記第1号様式

道税関係帳簿に係る電磁的記録の電子計算機出

力マイクロフィルムによる保存の承認申請書
別記第2号様式

道税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の取

りやめ届出書
別記第3号様式

道税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の変

更の届出書
別記第4号様式

地方税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の

承認証明書交付申請書
別記第5号様式
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