
１　証明書の提出について

　

２　証明書の請求方法

「市税完納及び特別徴収に関する証明請求書」
　第４４号様式

「市税完納及び特別徴収に関する証明書」
　第４５号様式

３　発行担当窓口

４　特別徴収に関する事項について

 　　千葉市で特別徴収の義務のある事業所は、千葉市内在住の従業員分の特別徴収を行っていることが証明書の発行要件となりま
　　す。現在、特別徴収を行っていない事業所は、千葉市内在住の従業員分の「特別徴収切替届出書」の提出が必要となりますので、
　　請求書・証明書と併せて提出してください。

※特別徴収切替届出書ダウンロードページ　http://www.city.chiba.jp/zaiseikyoku/zeimu/zeisei/shinzeisho.html

　
　◆　特別徴収とは、給与所得者に課されている個人住民税を、給与支払者が毎月の給与から天引きして、市町村に納める制度です。所
　　得税の源泉徴収を行っている給与支払者は、法律上（地方税法第３２１条の３第１項、地方税法第３２１条の４第１項）、個人住民税の
　　特別徴収義務者として、特別徴収を行うことが義務付けられています。

　◆　特別徴収番号義務者指定番号は、毎年５月に千葉市より事業所へ送付している「給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税
　　額の決定通知書（特別徴収義務者用）」でご確認頂けます。

　◆　特別徴収の義務があるかどうかなど、“特別徴収に関するお問い合わせ”は、

　

　　“千葉市西部市税事務所 市民税課個人市民税班【電話043-270-3140】”までご連絡ください。

(3) 千葉市東部市税事務所 緑市税出張所（緑区役所内）

(4) 千葉市西部市税事務所 市民税課管理班（美浜区役所内）

西部市税事務所 市民税課管理班
【電話】043-270-3137

(5) 千葉市西部市税事務所 花見川市税出張所（花見川区役所内）

(6) 千葉市西部市税事務所 稲毛市税出張所（稲毛区役所内）

［URL］　http://www.callcenter.city.chiba.jp/faq2/userqa.do?user=ccc&faq=15302000&id=2133&parent=0

　※　電話でのお問い合わせは、下記３までお願いします。（いずれの窓口でも対応可能です。）

　　　　証明書に関する問い合わせ先及び発行担当窓口は下記のとおりです。証明書の申請方法や、その他市税の制度等について、ご不
　　　明な点等がありましたら、下記までお問い合わせください。

発行担当窓口 問い合わせ先

(1) 千葉市東部市税事務所 市民税課管理班（若葉区役所内）

東部市税事務所 市民税課管理班
【電話】043-233-8137

(2) 千葉市東部市税事務所 中央市税出張所（中央区役所内）

（参考資料①）　　　　市税完納及び特別徴収に関する証明書（千葉市税）についての注意事項 

　（１）　千葉市入札参加資格審査申請又は千葉市小規模修繕業者登録申請をされる方で、千葉市内に本店又は営業所等を有する方
　　　　は、証明書の提出が必須となります。
　（２）　千葉市の公の施設に係る指定管理者の指定申請を行う際に提出が必要となります。
　
　※　下記３の発行担当窓口で確認・押印済みの証明書（第４５号様式）を提出してください。

請　　求　　書 証　　明　　書

　　　　上記“請求書（第４４号様式）”と、“証明書（第４５号様式）”の２つの書類を作成の上、下記３の“発行担当窓口”へ提出してください。
　　　納税状況等を確認した後、証明書に公印を押印してお返しします。公印押印後の証明書が、申請に必要な書類となります。
　
　　　　なお、書類作成の際はシート「記載例（第44号、第45号）」をご参照の上で作成下さい。

　※　郵送による請求など、詳しい請求方法については、下記URL、千葉市ホームページ【千葉市役所コールセンター：よくあるご質問（ＦＡ
　　　Ｑ）「Ｑ：市税完納及び特別徴収に関する証明書について」】をご確認ください。

http://www.city.chiba.jp/zaiseikyoku/zeimu/zeisei/shinzeisho.html
http://www.callcenter.city.chiba.jp/faq2/userqa.do?user=ccc&faq=15302000&id=2133&parent=0


第44号様式　

（あて先）千葉市長

＜証明事項＞　 （該当事項の□欄に✔を記入）

☑ （1）千葉市税（延滞金を含む）について未納税額がないこと

【対象とする税目】

　

【対象とする納期限】

□ （2）千葉市税（延滞金を含む）について納めるべき税額がないこと

□

□

□

☑ （1）千葉市において特別徴収を実施している、又は次年度から実施する

☑

（特別徴収義務者指定番号）

□ 今年度は特別徴収にて支払うべき税額がないため、次年度より特別徴収を実施します。

□ （2）千葉市において以下の理由により特別徴収を実施していない

□

□

□

□

□

□

＜注意事項＞　

2 3 4 5

□運転免許証　　　□住基カード

□健康保険証　　　□社員証

□その他（　　　　　　　　　　　　）

本人確認 番号控 交付番号 手数料 取扱者 切替

4月1日時点で給与の支払いを受けている千葉市在住の従業員等はいない

給与支払者ではない（子会社・グループ会社等につき、給与支払者は親会社等の別会社）

　証明事項の記載事項に虚偽がある場合は、千葉市入札参加資格者名簿又は千葉市小規模修繕業者登録名簿から
抹消する場合があります。

【市職員記入欄】 ＊特徴切替を行った場合は「切替」欄に✔

 2 市県民税の特別徴収について

現在特別徴収を実施しています。　（特別徴収義務者指定番号を記入すること）

千葉市在住の従業員等がいない（従業員には給与所得者である代表者を含める）

千葉市在住の従業員等は、乙欄（従たる給与）及び丙欄（労働した日ごとに支払われる給与）適用者のみ

千葉市在住の従業員等へ給与が毎月支払われない、支払額が不規則等の理由により、特別徴収できない

常時二人以下の千葉市在住の家事使用人のみに給与を支払っている（源泉徴収義務者ではない）

6 79 1

（法人）  設立・設置届出書を提出済で、減免、納期限未到来がある場合、又は登記のみで活動がない場合

（個人）  営業所得を申告済、又は営業届を提出済で、賦課期日以降に本市へ転入した個人等である場合

（市外）  市内に本店・支店がなく、上記対象税目に関する賦課が無い場合

請求枚数 計　　　　１　　　　　通

上記の目的に使用するため、市税完納及び特別徴収に関する事項について証明を請求します。

 1 千葉市税について

法人市民税、市県民税、固定資産税（土地・家屋・償却資産）・都市計画税、軽自動車税、
特別土地保有税、事業所税

本証明書交付日の属する月の２か月前の末日

氏名 住所

使用目的
（該当事項の□
欄に✔を記入）

☑　千葉市入札参加資格者名簿への登録申し込みのため

□　千葉市小規模修繕業者登録制度申し込みのため

□　千葉市の公の施設に係る指定管理者の指定申請のため

 【支配人（支店長）印による申請欄】

＊　代表者印にて申請する場合は記載不要
＊　記載する場合は記名及び支配人印を押
　　印すること（当欄の※2に押印）

支配人職氏名 （※2）

所在地

 【申請者（窓口に来られた方）】   　　＊　郵送請求時は記載不要

商号又は名称
（法人等の名称がない

場合は記載不要） 　　　　　　　　　○　　○　　株式会社

代表者職氏名
又は個人名 代表取締役 　　　□　□　　△　△　　　　　　　　　　（※1）

所在地
又は住所           千葉市　中央区　千葉港　○○○○－○○

　　　　市税完納及び特別徴収に関する証明請求書　

平成　 　○○　　年　　○　 月　　 ○　日

　　　　　  　　【証明請求者】

＊　本店等の事項を記入すること
＊　①法人が申請する場合は、記名及び代
　　表者印を押印すること。②個人事業主、
　　法人格のない団体が申請する場合でも、
　　本人（代表者）が手書きしない場合は記
　　名及び押印すること　（当欄の※1に押
印）
＊　法人等で、代表者印による申請ができ
　　ない場合は、下記【支配人（支店長）印に
　　よる申請欄】に記載（押印）すること

フリガナ 　　　　　　　　 　 ﾏ　ﾙ　ﾏ　ﾙ　　

  請求書 記載例 

印 

印 

代表取

締役印 



第45号様式　

マル マル

商号又は名称 　○　○　　株式会社

代表者職氏名
又は個人名 代表取締役 　　　□　□　　△　△

千葉市　中央区　千葉港　○○○○－○○

＜証明事項＞　

 1 千葉市税について

☑（1）千葉市税（延滞金を含む）について未納税額はありません。

 2 市県民税の特別徴収について

平成　　　　　　年　　　　　月　　　　　日

千葉市長　　熊　谷　俊　人

□（2）千葉市において特別徴収を実施していませんが、特別徴収未実施が認められる項目に該当しています。

千葉市税（延滞金を含む）について納めるべき税額はありません。

上記について相違ないことを証明します。

（フリガナ）

※法人等の名称がない場合、記載は不要です。

　所在地
 又は住所

□（2）

千葉市において特別徴収を実施しています。☑（1）

使用目的

☑　千葉市入札参加資格者名簿への登録申し込みのため

□　千葉市小規模修繕業者登録制度申し込みのため

□　千葉市の公の施設に係る指定管理者の指定申請のため

　　　　　　　　　　　　　　　　　市税完納及び特別徴収に関する証明書

証明請求者

証明書 記載例 



第44号様式　

（あて先）千葉市長

＜証明事項＞　 （該当事項の□欄に✔を記入）

□ （1）千葉市税（延滞金を含む）について未納税額がないこと

【対象とする税目】

　

【対象とする納期限】

□ （2）千葉市税（延滞金を含む）について納めるべき税額がないこと

□

□

□

□ （1）千葉市において特別徴収を実施している、又は次年度から実施する

□

（特別徴収義務者指定番号）

□ 今年度は特別徴収にて支払うべき税額がないため、次年度より特別徴収を実施します。

□ （2）千葉市において以下の理由により特別徴収を実施していない

□

□

□

□

□

□

＜注意事項＞　

 【申請者（窓口に来られた方）】   　　＊　郵送請求時は記載不要

氏名 住所

切替
＊特徴切替を行った場合は「切替」欄に✔【市職員記入欄】

本人確認
□運転免許証　　　□住基カード

□健康保険証　　　□社員証

□その他（　　　　　　　　　　　　）

番号控 交付番号 手数料 取扱者

千葉市在住の従業員等がいない（従業員には給与所得者である代表者を含める）

千葉市在住の従業員等は、乙欄（従たる給与）及び丙欄（労働した日ごとに支払われる給与）適用者のみ

千葉市在住の従業員等へ給与が毎月支払われない、支払額が不規則等の理由により、特別徴収できない

常時二人以下の千葉市在住の家事使用人のみに給与を支払っている（源泉徴収義務者ではない）

4月1日時点で給与の支払いを受けている千葉市在住の従業員等はいない

給与支払者ではない（子会社・グループ会社等につき、給与支払者は親会社等の別会社）

（個人）  営業所得を申告済、又は営業届を提出済で、賦課期日以降に本市へ転入した個人等である場合

（市外）  市内に本店・支店がなく、上記対象税目に関する賦課が無い場合

 2 市県民税の特別徴収について

現在特別徴収を実施しています。　（特別徴収義務者指定番号を記入すること）

上記の目的に使用するため、市税完納及び特別徴収に関する事項について証明を請求します。

 1 千葉市税について

法人市民税、市県民税、固定資産税（土地・家屋・償却資産）・都市計画税、軽自動車税、
特別土地保有税、事業所税

本証明書交付日の属する月の２か月前の末日

（法人）  設立・設置届出書を提出済で、減免、納期限未到来がある場合、又は登記のみで活動がない場合

使用目的
（該当事項の□
欄に✔を記入）

□　千葉市入札参加資格者名簿への登録申し込みのため

□　千葉市小規模修繕業者登録制度申し込みのため

□　千葉市の公の施設に係る指定管理者の指定申請のため

請求枚数 計　　　　　　　　　通

 【支配人（支店長）印による申請欄】

＊　代表者印にて申請する場合は記載不要
＊　記載する場合は記名及び支配人印を押
　　印すること（当欄の※2に押印）

（※1）

所在地
又は住所

支配人職氏名 （※2）

所在地

　証明事項の記載事項に虚偽がある場合は、千葉市入札参加資格者名簿又は千葉市小規模修繕業者登録名簿から
抹消する場合があります。

　　　　市税完納及び特別徴収に関する証明請求書　

平成　 　　　年　　　 　月　　 　　日

　　　　　  　【証明請求者】

＊　本店等の事項を記入すること
＊　①法人が申請する場合は、記名及び代
　　表者印を押印すること。②個人事業主、
　　法人格のない団体が申請する場合でも、
　　本人（代表者）が手書きしない場合は記
　　名及び押印すること　（当欄の※1に押
　　印）
＊　法人等で、代表者印による申請ができ
　　ない場合は、下記【支配人（支店長）印に
　　よる申請欄】に記載（押印）すること

フリガナ

商号又は名称
（法人等の名称がない

場合は記載不要）

代表者職氏名
又は個人名 印 

印 



第45号様式　

（フリガナ）

代表者職氏名

又は個人名

所在地

又は住所

＜証明事項＞　

 1 千葉市税について

□（1） 千葉市税（延滞金を含む）について未納税額はありません。

□（2）

 2 市県民税の特別徴収について

□（1）

□（2）

平成　　　　　　年　　　　　月　　　　　日

千葉市長　　熊　谷　俊　人

千葉市税（延滞金を含む）について納めるべき税額はありません。

千葉市において特別徴収を実施しています。

千葉市において特別徴収を実施していませんが、特別徴収未実施が認められる項目に該当しています。

上記について相違ないことを証明します。

　　　　　　　　　　　　　　市税完納及び特別徴収に関する証明書

証明請求者

商号又は名称

※法人等の名称がない場合、記載は不要です。

使用目的

□　千葉市入札参加資格者名簿への登録申し込みのため

□　千葉市小規模修繕業者登録制度申し込みのため

□　千葉市の公の施設に係る指定管理者の指定申請のため


