
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ 
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令和 2 年 4 月 10 日追記 

新型コロナウイルス感染の影響により，納税が困難な方を対象とした，徴収猶予の特例制

度が予定されています。（特例制度の実施は今後，関係法案が国会で成立することなどが前

提です） 

詳しくは，関連リンク「新型コロナウイルス関連で徴収猶予の特例制度が予定されていま

す」をご覧ください。 

• 新型コロナウイルス関連で徴収猶予の特例制度が予定されています 

  

特例制度が正式に決まりましたら，盛岡市公式ホームページなどでお知らせします。 

また，既存の猶予制度も現時点で申請することが可能です。既存の猶予制度については，

下記をご覧ください。 

 

http://www.city.morioka.iwate.jp/kurashi/zeikin/oshirase/1030633.html


For those who are experiencing difficulty paying tax due to 

COVID-19 

Updated April 10th 2020 

   New tax relief system for those who have been affected financially due to 

COVID-19 has been scheduled by Japanese government. 

 Please check the latest updates about the system from the link below ↓ 

•  新型コロナウイルス関連で徴収猶予の特例制度が予定されています 

 (About schedule new tax relief system) 

猶予制度があります 

新型コロナウイルス感染症の影響により，事業に著しい損失を受けたり，収入が著しく減

ったりして，市税を納期限内に納付することができない場合は，早めにご相談ください。 

法令の要件を満たす場合，申請し認められることで 

• 原則 1 年以内の期間で，分割納付することできる 

• 原則 1 年以内の期間で，納める時期を遅らせることができる 

• 差押などの滞納処分や差押された財産の換価（取立や売却）が猶予される 

http://www.city.morioka.iwate.jp/kurashi/zeikin/oshirase/1030633.html


制度があります。 

また，猶予制度を利用することで，猶予される税金に係る延滞金の一部が軽減や免除され

ます。 

納期限前でも相談できますので，早めにご相談ください。 

  

猶予制度について詳しくは，関連リンク「納税の猶予制度」をご覧ください。 

 Payment Extension 

If you are facing a financial crisis due to COVID-19 and unable to pay taxes on 

time, please call or visit Morioka City Hall as soon as you can to explain your situation.  

 If you meet the legal requirements, you may be eligible to; 

・ pay by installments within 1 year in principle 

・ delay the payment due up to 1 year in principle 

・ postpone disposition for tax delinquency such as seizures and exchanges 

(collection and sale) of seized property and deferred.  

Please also note that by declaring this service, your arrears may be reduced or 

exempted.  



 You can come for a consultation prior to payment due date. 

Please refer to related link “Tax Payment Deferral Scheme” for further information 

on Morioka City’s deferral scheme.   

納税が猶予される例 

災害により財産に相当な損失が生じた場合 

新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより，備品

（電化製品など）や棚卸資産（食材など）を廃棄した場合 

本人または家族が病気にかかった場合 

納税者本人または生計を同じにする親族が，新型コロナウイルス感染症にかかった場合 

事業を廃止または休止した場合 

新型コロナウイルス感染症の影響により，納税者が営む事業について，予約のキャンセル

が相次いでやむを得ず廃業や休業した場合 

事業に著しい損失を受けた場合 



新型コロナウイルス感染症の影響により，納税者が営む事業について，予約のキャンセル

が相次いで食材を廃棄したなど著しい損失が生じた場合 

 Cases of exemption 

Examples of postponement of payments 

- Your equipment / asset damaged or lost by COVID-19 (e.g. disinfection work, 

disposal etc) 

- You or your family member infected with COVID-19 

- Businesses driven into bankruptcy due to high volume of cancellation caused by 

COVID-19 

- Remarkable business losses resulting from COVID-19 (e.g disposal of foods etc) 

関連リンク 

• 納税の猶予制度 

• 新型コロナウイルス感染症の影響により国民健康保険税の納付が困難な方へ 

所得税や法人税，消費税などの国税については，税務署の関連ページをご覧ください。 

http://www.city.morioka.iwate.jp/kurashi/zeikin/oshirase/1030352.html
http://www.city.morioka.iwate.jp/kenkou/hokennennkin/kokuho/1030503.html


• 税務署からのお知らせ：新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方には猶

予制度があります。（外部リンク） 

 Related Links 

• 納税の猶予制度 (Tax Payment Deferral Scheme) 

• 新型コロナウイルス感染症の影響により国民健康保険税の納付が困難な方へ   

(For those who are having difficulties paying National Health Insurance Tax) 

このページに関するお問い合わせ 

財政部 納税課 徴税北班・徴税南班 

〒020-8530 盛岡市内丸 12-2 盛岡市役所別館 2 階 

電話番号：（徴税北班）019-613-8462 （徴税南班）019-613-8463 

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。 

Inquiry 

Zaisei Bu, Nouzei Ka,  

Chouzei Kita Han (North Group)・Chouzei Minami Han (South Group) 

〒020-8530 Morioka shi, Uchimaru 12-2 Morioka City Hall Bekkan 2F 

TEL：（Chouzei Kita Han）019-613-8462 （Chouzei Minami Han）019-613-8463 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020003-044_02.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020003-044_02.pdf
http://www.city.morioka.iwate.jp/kurashi/zeikin/oshirase/1030352.html
http://www.city.morioka.iwate.jp/kenkou/hokennennkin/kokuho/1030503.html
https://www.city.morioka.iwate.jp/cgi-bins/contact.cgi?mail=t035000

