
令和4・5年度

申請先団体名 入力する課税番号 確認する税目 その他注意事項

愛知県
法人：管理番号（９桁）
個人：固有番号（１２桁）

○法人の場合
　法人県民税・法人事業税（特別
　法人事業税、地方法人特別税を
　含む。）・自動車税種別割
○個人の場合
　個人事業税・自動車税種別割

「管理番号」は法人県民税・事業税の確定
申告書、「固有番号」は個人事業税の納
税通知書で確認してください。
愛知県に納税義務のない事業者の方は、
「はい」を選択し、「課税番号」欄には、法
人の場合は半角「0」を９桁、個人の場合
は半角「0」を１２桁入力してください。

豊橋市

納税通知書の通知書番号
（8桁）
（法人市民税は「4」から始ま
る管理番号）

豊橋市税のうち申請者に納税義務が
ある全税目

豊橋市税に納税義務がない場合は、
“00000000”（0を8桁）と入力してください。

岡崎市 入力不要
岡崎市税のうち申請者に納税義務が
ある全税目

岡崎市に納税義務のある方は、本市が完
納の確認を行います。 

完納の確認ができない場合は、本市から
の連絡後、岡崎市の「納税証明書」（種類
「完納証明書」写し可）、又は「岡崎市に納
税義務がないことの申出書」を持参又は
郵送してください。

一宮市 入力不要

一宮市税のうち、申請者に納税義務
がある下記の税目 
法人の場合：法人市民税・固定資産税 
個人の場合：市県民税・固定資産税

申請日の直前年度分（法人市民税は直近
の事業年度分）で、発行日から３か月以
内の納税証明書（コピー可）を郵送にて提
出してください。 
申請者に納税義務がない場合、書類の提
出は不要です。

瀬戸市 入力不要 瀬戸市に納税義務のある市税すべて

半田市 入力不要
半田市税のうち申請者に納税義務が
ある全税目

春日井市 入力不要
法人：法人市民税、固定資産税 
個人：市県民税、固定資産税

豊川市 入力不要
豊川市税のうち申請者に納税義務の
ある全税目

豊川市に納税義務のある方は別途滞納
のない証明書を送付していただく必要が
あります。

津島市 入力不要
津島市税のうち申請者に納税義務が
ある全税目

津島市に納税義務がある場合は、津島市
の納税証明書（書類「完納証明書」、写し
可）を郵送にて提出してください。

碧南市 入力不要
碧南市税のうち申請者に納税義務の
ある全税目

碧南市に納税義務のある者は、碧南市の
納税証明書（種類「完納証明書」。３か月
以内発行のもの。写し可）を郵送にて提出
してください。

刈谷市
法人：法人番号 
個人：通知書番号

刈谷市に納税義務のある市税すべて
刈谷市に納税義務のない場合は、”
00000000”（半角「0」を8桁）と入力してくだ
さい。

豊田市 入力不要
豊田市税のうち申請者に納税義務の
ある全税目

豊田市に納税義務のある者は、豊田市の
納税証明書（種類「完納証明」、写し可）
を、豊田市に納税義務のない者は、別送
書類送付書のチェック欄に斜線を引き、別
送書類送付書のみを郵送等により提出し
てください。

■　納税確認　（入札参加資格申請システム）

課税番号一覧（納税確認をシステムで行う際の確認税目及び番号）
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申請先団体名 入力する課税番号 確認する税目 その他注意事項

安城市 入力不要 安城市税の全税目

安城市に本店を有する者及び安城市内に
支店等を有し当該支店の長等に契約権
限を委任している者は、安城市発行の納
税証明書（証明日現在に滞納がないこと
の証明）を郵送等により提出してください。
なお、発行日から３か月以内に証明され
たものに限ります。

西尾市 入力不要
西尾市税のうち申請者に納税義務が 
ある全税目

西尾市に納税義務がある場合、西尾市で 
完納していることを直接確認します。確認 
がとれない場合、西尾市の納税証明書 
（種類「完納証明書」、写し可）又は「西尾 
市に納税義務がないことの申出書」を持 
参又は郵送していただくことがあります。 
西尾市に納税義務がない場合は、「西尾 
市に納税義務がないことの申出書」を提 
出してください。 
※申出書の様式は西尾市ホームページ 
からダウンロード

蒲郡市
蒲郡市に納税義務がある場
合は「1」を入力してください。 

蒲郡市税のうち申請者に納税義務が
ある全税目 

蒲郡市に納税義務がない場合は、
“00000000”(0を8桁)を入力してください。

犬山市 入力不要

犬山市税のうち、申請者に納税義務
がある以下の税目 
法人の場合：法人市民税・固定資産税 
個人の場合：市県民税・固定資産税

犬山市に納税義務がある場合は、犬山市
の納税証明書又は未納額がないことの証
明（コピー可、ただし、発行日から３か月
以内のもの）を郵送等により提出してくだ
さい。

常滑市 入力不要
常滑市税のうち申請者に納税義務の
ある全項目

常滑市に納税義務がある場合、常滑市で
完納していることを直接調査します。確認
が取れない場合、常滑市の納税証明書を
持参または郵送していただくことがありま
す。
常滑市に納税義務がない場合は
「00000000」（0を８桁）と入力してください。

江南市
江南市に納税義務がある場
合は入力不要

江南市税のうち、申請者に納税義務
がある下記の税目 
・法人の場合 
　　法人市民税及び固定資産税 
・個人の場合 
　　市県民税及び固定資産税

江南市に納税義務がある場合は、申請日
の直前２年間分で、発行日から３カ月以
内の納税証明書（写し可）を郵送にて　提
出してください。
江南市に納税義務がない場合は、半角
「0」を８桁入力してください。納税証明書
の提出は不要です。

小牧市 入力不要

以下の小牧市税 
法人：法人市民税、固定資産税・都市
計画税、軽自動車税 種別割
個人：普通徴収(特別徴収)市県民税 、
固定資産税・都市計画税、軽自動車
税種別割、国民健康保険税

納税確認については、納税証明書で確認
します。申請日において発行日から３か月
以内のもの(複写機によるコピー可)を持
参または郵送してください。

稲沢市 入力不要
稲沢市税のうち申請者に納税義務の
ある全税目

稲沢市に納税義務のある方は、別途納税
証明書を送付していただく必要がありま
す。

新城市 入力不要
新城市税のうち申請者に納税義務の
ある全税目

新城市に納税義務のある方は別途滞納
のない証明書を送付していただく必要が
あります。

東海市 入力不要
東海市税のうち申請者に納税義務が
ある全税目

東海市に納税義務がある場合、本市にて
完納していることを直接確認します。確認
ができない場合、東海市の納税証明書等
を提出していただくことがあります。

■　納税確認　（入札参加資格申請システム）

課税番号一覧（納税確認をシステムで行う際の確認税目及び番号）
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大府市

法人：法人番号 
個人：通知書番号 
大府市に納税義務があり、番
号が不明な場合は、「１」を入
力してください。

大府市税のうち申請者に納税義務が
ある全税目

大府市に納税義務がない場合は、
「00000000」（0を8桁）と入力してください。

知多市
法人：法人番号 
個人：通知書番号

知多市税のうち申請者に納税義務の
ある全税目

知多市に納税義務がある場合のみ入力し
てください。 
（知多市に納税義務がない場合、または、
法人番号、通知書番号がわからない場合
は、「00000000」（0を８桁）を入力してくだ
さい。）

知立市
知立市に納税義務がある場
合は「１」を入力してください。

知立市税のうち申請者に納税義務の
ある全税目

知立市に納税義務がない場合は”００００
００００”（０を８桁）と入力してください。

尾張旭市 入力不要
尾張旭市税のうち申請者に納税義務
のある全税目

高浜市
高浜市に納税義務がある場
合は「１」を入力してください。

高浜市税のうち申請者に納税義務が
ある全税目

高浜市に納税義務がない場合は、
「00000000」（0を８桁）を入力してくださ
い。

岩倉市 入力不要

岩倉市税のうち申請者に納税義務が
ある下記の税目 
〇法人の場合 
　法人市民税、固定資産税（都市計画
税を含む。）、軽自動車税種別割 
〇個人の場合 
　市県民税、固定資産税（都市計画税
を含む。）、軽自動車税種別割 
　国民健康保険税

納税確認については、納税証明書（未納
の税額がない証明）で確認します。 
申請日において発行日から３か月以内の
もの（複写機によるコピー可）を持参また
は郵送してください。

豊明市 入力不要
豊明市税のうち申請者に納税義務が
ある全税目

豊明市に納税義務がある場合、本市にて
完納していることを直接確認します。確認
ができない場合、豊明市の納税証明書等
を提出していただくことがあります。

日進市 入力不要
日進市税のうち、申請者に納税義務
のある全税目

田原市 入力不要

＜法人＞法人市民税、固定資産税、
軽自動車税 種別割
＜個人＞市民税、固定資産税、軽自
動車税種別割、国民健康保険税

別途納税証明書（「滞納の無い証明書」、 
市長印が押印されたもの。コピー可）を提
出してください。

愛西市 入力不要
愛西市税のうち申請者に納税義務の
ある全税目

清須市 入力不要
清須市税のうち申請者に納税義務が
ある全税目

北名古屋市 入力不要
北名古屋市税のうち申請者に納税義
務がある全税目

弥富市 入力不要
弥富市税のうち申請者に納税義務が
ある全税目

弥富市に納税義務がある場合、本市で完
納していることを直接調査します。確認が
取れない場合、弥富市の納税証明書を持
参または郵送していただくことがありま
す。

みよし市 入力不要
みよし市税のうち申請者に納税義務の
ある全税目

■　納税確認　（入札参加資格申請システム）

課税番号一覧（納税確認をシステムで行う際の確認税目及び番号）
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あま市 入力不要
あま市税のうち申請者に納税義務が
ある全税目

長久手市 入力不要
長久手市税のうち申請者に納税義務
がある全税目

東郷町 入力不要 東郷町に納税義務のある町税全て
東郷町に納税義務のある者は、東郷町の
納税証明書（未納がないことの証明）を郵
送にて提出してください。

豊山町
町民税の課税（法人・個人）
番号

町民税 
固定資産税 
軽自動車税 種別割
都市計画税 
国民健康保険税

大口町 入力不要

法人：法人町民税、固定資産税、軽自
動車税 種別割
個人：町県民税、固定資産税、軽自動
車税種別割、国民健康保険税

大口町に納税義務がある場合は、証明書
を提出してください。

扶桑町 入力不要

扶桑町税のうち申請者（委任先を含
む。）に納税義務のある次の税目 
法人：法人町民税、固定資産税 
個人：町県民税、固定資産税、国民健
康保険税

扶桑町税の納税証明書は直近２年分のも
の（発効から３カ月以内。複写機によるコ
ピー可。）を郵送等により提出してくださ
い。 
申請者が扶桑町に対して納税義務がない
場合、扶桑徴税の納税証明書の提出は
不要です。

大治町 入力不要 町税全て
大治町に納税義務がある場合は、納税証
明書を提出してください。

蟹江町 入力不要
法人：法人市町村税、固定資産税 
個人：市町村民税、固定資産税

蟹江町に納付すべき徴税がある業者（法
人・個人）の方は、蟹江町役場税務課にて
「入札参加資格審査用」の納税証明書を
取得してください。蟹江町に納税義務があ
る場合のみ提出してください。

飛島村 入力不要 村民税・固定資産税

阿久比町
阿久比町に納税義務がある
場合は「１」を入力してくださ
い。

町税全て
阿久比町に納税義務がない場合は 
“00000000”（0を8桁）と入力してください。

東浦町
東浦町に納税義務がある場
合は「１」を入力してください。

町税全て
東浦町に納税義務がない場合は、
「00000000（0を8桁）」を入力してください。

南知多町
南知多町に納税義務がある
場合は入力不要

町税すべて
南知多町に納税義務がない場合は、
“00000000”(0を8桁)と入力してください。

美浜町 入力不要 美浜町税すべて

武豊町 入力不要
武豊町税のうち申請者に納税義務が
ある全税目

武豊町に納税義務がある場合、武豊町が
完納していることを確認します。確認がで
きない場合、武豊町の納税証明書等を提
出していただくことがあります。

幸田町 入力不要 町税すべて

設楽町
設楽町に納税義務がある場
合は「１」を入力してください。

町税全て
設楽町に納税義務がない場合は
"00000000"(0を8桁)と入力してください。

東栄町 入力不要 法人町民税、町民税、固定資産税

豊根村 入力不要 村税全て

名古屋港管理組合 入力不要

名古屋高速道路公社 入力不要

五条広域事務組合 入力不要

課税番号一覧（納税確認をシステムで行う際の確認税目及び番号）

■　納税確認　（入札参加資格申請システム）


