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おしえ
て！

けんぜいQ＆A
　産業廃棄物税は、どのような廃棄物に対してかかるのですか?Q

A

　　産業廃棄物税は、どのような場合に課税されるのですか?Q

A

　廃棄物は産業廃棄物と一般廃棄物に大別されますが、産業廃棄物のみを
課税の対象にしています。
　産業廃棄物とは、事業活動に伴って排出されたごみのうち、「廃棄物の処
理及び清掃に関する法律」で定められた燃えがら、汚泥、廃油、廃プラスチッ
クなどの廃棄物のことです。
　なお、家庭から排出されるごみは一般廃棄物として取り扱われ、産業廃棄
物税の課税の対象になりません。

　産業廃棄物を焼却施設で焼却した場合と、最終処分場で埋立処分にした
場合に課税されます。
　産業廃棄物がリサイクルされ、焼却施設及び最終処分場へ搬入されなけ
れば、産業廃棄物税は課税されません。

産業廃棄物税編
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リサイクル

●税の仕組み

●納める人
　県内の焼却施設及び最終処分場へ産業廃棄物
を搬入する排出事業者又は中間処理業者

●課税標準
県内の焼却施設及び最終処分場に搬入される産業廃棄物の重量

●納める額
○焼却施設への搬入量1トン当たり　　　800円
○最終処分場への搬入量1トン当たり　1,000円

●申告と納税

●課税とならない場合

●税収の使いみち
以下の環境施策に活用します。
○産業廃棄物の排出抑制・リサイクルの促進
○環境を担う人材の育成と交流
○産業廃棄物の適正処理体制の整備
○市町村の環境行政支援

福岡県博多県税事務所　課税第3課
〒812-8542
福岡市博多区博多駅東1丁目17番1号
福岡県福岡東総合庁舎
TEL：092-473-8314

排出事業者（納税義務者）

その他の
中間処理施設
（納税義務者）

焼却施設
（特別徴収義務者
及び納税義務者）

最終処分場（特別徴収義務者）

課税
課税

課税

課税 課税

取扱県税事務所

　この税は、産業廃棄物の焼却施設又は最終処分場への搬入に対して課税するもので、産業
廃棄物の排出抑制とリサイクルをさらに促進し、循環型社会づくりに向けた取組みを進める
ための費用に充てられる目的税です。

　産業廃棄物税は、より高い排出抑制効果を図
るため、排出事業者に税負担を求め、最終処分場
(埋立)への搬入とともに排出に近い中間処理施
設への搬入に課税します。
　また、簡素な税制で幅広くリサイクルへ誘導
するため、中間処理施設への課税に当たっては
焼却施設への搬入のみを課税対象としています。

　焼却処理業者及び最終処分業者は、排出事業者又は中間処理業者から税を受け取り、年4回(4月末、7月末、
10月末、1月末)県に申告納入します。(特別徴収)
　自己処理については、排出事業者及び中間処理業者(焼却処理業者を含む)が申告納付します。

○課税の特例
　特に循環型社会の形成に資するものとして知事が認定した次のような焼却施設への産業廃棄物の搬入に対
しては、課税しないこととしています。
　①産業廃棄物を原材料として再生利用する焼却施設
　②産業廃棄物の焼却熱を回収して有効利用する焼却施設
○課税の免除
　次のような場合には、課税が不適当な産業廃棄物の搬入として課税を免除することとしています。
　①北九州市に所在する最終処分場への搬入
　②天災その他により生じた産業廃棄物の搬入で知事が別に定めるもの

産業廃棄物税
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令和元年10月1日から新設する税目
　平成31年度（令和元年度）税制改正により、地方法人特別税、自動車税及び自動車取得税につ
いて、令和元年10月1日から新制度（特別法人事業税、自動車税（環境性能割・種別割））が適用さ
れます。

特別法人事業税

●税の仕組み
　平成31年度（令和元年度）税制改正により、地方法人課税にお
ける税源の偏在を是正するための恒久的措置として、地方法人
特別税・譲与税の廃止にあわせて特別法人事業税・譲与税を創
設し、その収入に相当する額を都道府県に譲与することとなり
ました。

●納める人
　法人事業税（所得割又は収入割）の納税義務者
　（税率）

課税標準 法人の種類
税率

令和元年10月1日以後に
開始する事業年度

法人事業税所得割額

外形標準課税法人以外の普通法人 37％

外形標準課税法人以外の特別法人 34.5％

外形標準課税法人 260％

法人事業税収入割額 収入金額課税対象法人 30％

●申告と納税
　特別法人事業税は国税ですが、法人事業税と一緒に、都道府県に対し申告納付を行います。

自動車税（環境性能割）
　自動車取得税の廃止に伴い、令和元年10月1日から自動車の取得に対し課税される税として、自動車税及び軽自
動車税に環境性能割が導入されます。
　なお、市町村税である軽自動車税（環境性能割）については、当分の間、県が賦課徴収を行います。

●納める人
　県内に主たる定置場のある自動車（特殊自動車・二輪車を除く）を取得した人
　ただし、ローンで購入した自動車で売主が所有権を留保している場合は、買主が取得者とみなされます。

●納める額
　通常の取得価額×燃費性能等に応じた税率
※自動車の通常の取得価額とは？

　自動車を取得するためにその対価として通常支払うべき金額で、自動車に付加して一体となっているもの
（例：ラジオ・ステレオ・エアコンなど）の価額は含まれますが、スペアタイヤ・シートカバー・マット・標準工具な
どの付属物の価額は含まれません。また、無償で自動車をもらった場合や、親類から自動車を安くもらった場合
など、通常の取引価額に比べて低い価額で取得したときは、通常の取引価額が通常の取得価額となります。
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●税率（主なもの）

区　　分 排ガス要件 燃費要件

税　　　率

自　家　用
営業用

登録車 軽自動車

電気自動車（燃料電池車含む）

非課税

非課税 非課税

天然ガス車（平成30年排出ガス基準適合又はポスト新長期規制から Nox10％低減）（注3）

プラグインハイブリッド車

クリーンディーゼル乗用車（平成30年排出ガス基準適合又はポスト新長期規制適合）（注3）

ガソリンハイブリッド
乗用車

ガソリン乗用車

★★★★（注1）

令和2年度燃費基準＋20％達成
（平成22年度燃費基準＋80％達成）（注4）

令和2年度燃費基準＋10％達成
（平成22年度燃費基準＋65％達成）（注4）

1％
（非課税）

令和2年度燃費基準達成
（平成22年度燃費基準＋50％達成）（注4）

2％
（1％）

1％
（非課税）

0.5％

平成27年度燃費基準＋10％達成
（平成22年度燃費基準＋38％達成）（注4）

3％
（2％）

2％
（1％）

1％

上記以外の乗用車
3％

（2％）
2％

（1％）
2％

LPG ハイブリッド
乗用車

LPG 乗用車

★★★★（注1）

令和2年度燃費基準＋20％達成 非課税

－

非課税
令和2年度燃費基準＋10％達成

1％
（非課税）

令和2年度燃費基準達成 2％（1％） 0.5％

平成27年度燃費基準＋10％達成 3％（2％） 1％

上記以外の乗用車 3％（2％） 2％

ガソリンハイブリッド
バス・トラック

ガソリンバス・トラック
（2.5t 以下）

★★★★（注1）

平成27年度燃費基準＋20％達成
（平成22年度燃費基準＋50％達成）（注4）

非課税 非課税 非課税

平成27年度燃費基準＋15％達成
（平成22年度燃費基準＋44％達成）（注4）

1％ 1％ 0.5％

平成27年度燃費基準＋10％達成
（平成22年度燃費基準＋38％達成）（注4）

2％ 2％ 1％

上記以外のバス・トラック 3％ 2％ 2％

ガソリンハイブリッド
バス・トラック

ガソリンバス・トラック
（2.5t 超～ 3.5t 以下）

★★★★（注1）

平成27年度燃費基準＋10％達成 非課税

－

非課税

平成27年度燃費基準＋5％達成 1％ 0.5％

平成27年度燃費基準達成 2％ 1％

★★★（注2）

平成27年度燃費基準＋15％達成 非課税 非課税

平成27年度燃費基準＋10％達成 1％ 0.5％

平成27年度燃費基準＋5％達成 2％ 1％

上記以外のバス・トラック 3％ 2％
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区　　分 排ガス要件 燃費要件

税　　　率

自　家　用
営業用

登録車 軽自動車

ディーゼルハイブリッド
バス・トラック

ディーゼルバス・トラック
（2.5t 超～ 3.5t 以下）

平成30年排出ガス基準適合
又は

ポスト新長期規制から Nox
かつ PM10%低減（注3）

平成27年度燃費基準＋10％達成 非課税

－

非課税

平成27年度燃費基準＋5％達成 1％ 0.5％

平成27年度燃費基準達成 2％ 1％

ポスト新長期規制適合
（注3）

平成27年度燃費基準＋15％達成 非課税 非課税

平成27年度燃費基準＋10％達成 1％ 0.5％

平成27年度燃費基準＋5％達成 2％ 1％

上記以外のバス・トラック 3％ 2％

ディーゼルハイブリッド
バス・トラック

ディーゼルバス・トラック
（3.5t 超）

平成28年排出ガス基準適合
又は

ポスト新長期規制から Nox
かつ PM10%低減（注3）

平成27年度燃費基準＋10％達成 非課税

－

非課税

平成27年度燃費基準＋5％達成 1％ 0.5％

平成27年度燃費基準達成 2％ 1％

ポスト新長期規制適合
（注3）

平成27年度燃費基準＋15％達成 非課税 非課税

平成27年度燃費基準＋10％達成 1％ 0.5％

平成27年度燃費基準＋5％達成 2％ 1％

上記以外のバス・トラック 3％ 2％

注１　★★★★とは、平成30年排出ガス基準＋50％低減達成又は H17年排出ガス基準＋75％低減達成をいう。

　２　★★★とは、平成30年排出ガス基準＋25％低減達成又は H17年排出ガス基準＋50％低減達成をいう。

３　ポスト新長期規制とは、平成21年以降（車両総重量により、平成21年、22年と異なる）に適用される排出ガス規制をい
う。

４　平成22年度燃費基準については、ガソリン自動車（乗用車又は2.5t 以下のトラック）で JC08モード燃費値及びWLTC
モード燃費値を算定していない自動車の場合に限り適用。

５　税率欄のうち、（　）内の税率は、令和元年10月1日～令和2年9月30日までの間に取得した自家用乗用車に対する臨時
的軽減適用後の税率。

●特例措置
　○バリアフリー車両

区分 乗車定員 取得時期 新車区分 軽減内容

ノンステップバス（※） —

令和元年10月1日
～

令和3年3月31日
新車

取得価額から1,000万円控除

リフト付きバス（※）
30人以上 取得価額から650万円控除

30人未満 取得価額から200万円控除

ユニバーサルデザインタクシー — 取得価額から100万円控除

（※）一般乗合旅客自動車運送事業者が路線定期運行のために導入するもの又は一般貸切旅客自動車運送事業者がその事業
のために導入するものに限る　
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○衝突被害軽減ブレーキ搭載トラック等

区分 車両総重量 取得時期 新車区分 軽減内容

衝突被害軽減ブレーキ搭載トラック 3.5ｔ超8ｔ以下

令和元年10月1日�
～�

令和元年10月31日

新車

取得価額から�
350万円控除

衝突被害軽減ブレーキ搭載バス等�
（立席のないものに限る）

5ｔ以下

5ｔ超12ｔ以下

車両安定性制御装置搭載トラック 3.5ｔ超8ｔ以下

車両安定性制御装置搭載バス等�
（立席のないものに限る）

5ｔ超12ｔ以下

車線逸脱警報装置搭載トラック

3.5ｔ超8ｔ以下

取得価額から�
175万円控除

20ｔ超22ｔ以下
令和元年10月1日�

～�
令和2年10月31日

車線逸脱警報装置搭載バス等�
（立席のないものに限る）

5ｔ以下
令和元年10月1日�

～�
令和元年10月31日

5ｔ超12ｔ以下

12ｔ超

衝突被害軽減ブレーキ及び車両安定性制御装置搭載トラック 3.5ｔ超8ｔ以下

令和元年10月1日�
～�

令和元年10月31日

新車

取得価額から�
525万円控除

衝突被害軽減ブレーキ及び車両安定性制御装置搭載バス等�
（立席のないものに限る）

5ｔ超12ｔ以下

衝突被害軽減ブレーキ及び車線逸脱警報装置搭載トラック 3.5ｔ超8ｔ以下

衝突被害軽減ブレーキ及び車線逸脱警報装置搭載バス等�
（立席のないものに限る）

5ｔ以下
令和元年11月1日�

～�
令和3年3月31日

取得価額から�
350万円控除

5ｔ超12ｔ以下

令和元年10月1日�
～�

令和元年10月31日

取得価額から�
525万円控除

車両安定性制御装置及び車線逸脱警報装置搭載トラック 3.5ｔ超8ｔ以下

車両安定性制御装置及び車線逸脱警報装置搭載バス等�
（立席のないものに限る）

5ｔ超12ｔ以下

衝突被害軽減ブレーキ、車両安定性制御装置及び�
車線逸脱警報装置搭載トラック

3.5ｔ超8ｔ以下 令和元年11月1日�
～�

令和3年3月31日
取得価額から�
350万円控除

8ｔ超20ｔ以下
令和元年10月1日�

～�
令和3年3月31日

衝突被害軽減ブレーキ、車両安定性制御装置及び�
車線逸脱警報装置搭載バス等�
（立席のないものに限る）

5ｔ超12ｔ以下

令和元年10月1日�
～�

令和元年10月31日

取得価額から�
525万円控除

令和元年11月1日�
～�

令和3年3月31日

取得価額から�
350万円控除

※「バリアフリー車両」に係る特例と「衝突被害軽減ブレーキ搭載トラック等」に係る特例は選択適用

※「バス等」の等とは、乗車定員10人の乗用車
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●非課税または免税となるとき
次の取得については課税されません。
①自動車の取得価額が50万円以下であるとき
②相続による取得
③法人の合併または分割による自動車の取得
④割賦販売の自動車で、留保していた所有権を買主へ移転した場合の取得
⑤自動車販売業者から取得した自動車の性能が良好でない等の理由で取得の日から1 ヵ月以内にその自動車販売業

者に返還した場合

●申告と納税
　次に掲げる日までに、売買契約書その他の自動車の取得価額を証明する書類の写しを添えて、申告し、納めること
になっています。

○新規登録または使用の届出をすべき自動車を取得した場合 …………………… その登録または届出のとき
○移転登録をすべき自動車を取得した場合 ………………… その登録をすべき事由があった日から15日以内

（その日前に移転登録があった場合は、その登録のとき）
○その他の自動車を取得した場合 …………………………………………………………… 取得の日から15日以内
※なお、申告と納税の窓口は、運輸支局・自動車検査登録事務所（P.63）・軽自動車検査協会の近くに設置しています。

●市町村への交付
　県に納められた自動税（環境性能割）の44.65% 相当額を県内の市町村に交付し、33.25% 相当額のうち一部を、北
九州市と福岡市に交付することになっています。

自動車税（種別割）

　令和元年10月1日以降、自動車税は「自動車税（種別割）」に名称が変わります。
　また、令和元年10月1日以降に新車新規登録した自家用乗用車及び自家用キャンピング車（乗車定員10人以下のも
の）については、税率（年額）が引き下げられます。

　●納める人
　●納める額
　●申告と納税 

については、自動車税からの変更はありません。　●納税証明書 
詳細は37ページ、38ページをご確認ください。　●払戻し（還付）

　●グリーン化税制
　●身体障害者等の方に対する減免
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乗用車（主なもの）

総排気量

税率（年額）

自家用
令和元年10月1日以降に
新車新規登録したもの

（※2）
左記以外

1ℓ以下（※1） 25，000円 29，500円

1ℓ超 1.5ℓ以下 30，500円 34，500円

1.5ℓ超 2ℓ以下 36，000円 39，500円

2ℓ超 2.5ℓ以下 43，500円 45，000円

2.5ℓ超 3ℓ以下 50，000円 51，000円

3ℓ超 3.5ℓ以下 57，000円 58，000円

3.5ℓ超 4ℓ以下 65，500円 66，500円

4ℓ超 4.5ℓ以下 75，500円 76，500円

4.5ℓ超 6ℓ以下 87，000円 88，000円

6ℓ超 110，000円 111，000円

（※1）電気を動力源とするものは「1ℓ以下」の区分によります。

（※2）令和元年9月30日までに国外で使用歴があるものを除き
ます。

特種用途車（主なもの）

総排気量

税率（年額）

自家用
令和元年10月1日以降に
新車新規登録したもの

（※2）
左記以外

　
　
　
　（乗
車
定
員
10
人
以
下
の
も
の
）

　
　キ
ャ
ン
ピ
ン
グ
車

1ℓ以下（※1） 20，000円 23，600円

1ℓ超 1.5ℓ以下 24，400円 27，600円

1.5ℓ超 2ℓ以下 28，800円 31，600円

2ℓ超 2.5ℓ以下 34，800円 36，000円

2.5ℓ超 3ℓ以下 40，000円 40，800円

3ℓ超 3.5ℓ以下 45，600円 46，400円

3.5ℓ超 4ℓ以下 52，400円 53，200円

4ℓ超 4.5ℓ以下 60，400円 61，200円

4.5ℓ超 6ℓ以下 69，600円 70，400円

6ℓ超 88，000円 88，800円

（※1）電気を動力源とするものは「1ℓ以下」の区分によります。

（※2）令和元年9月30日までに国外で使用歴があるものを除きます。

●自動車税（種別割）年税額
　改正分のみ記載しています。その他の年税額は39ページをご確認ください。
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