
自動車重量税還付欒請書

還付申請手続について

自動車重量税還付申請書の様式は、解体を事由とする永久抹消登録申請書又は解体

届出書と一体となっています。

還付申請書は、引取業者から使用済自動車が解体された旨の連絡を受けた後、永久

抹消登録申請又は解体届出の手続と同時に運輸支局等に提出します。

提出された還付申請書は、運輸支局等における所要の手続が完了した後に、所轄税

務署に引き継がれ、税務署においては、還付金の支払いを適正に行うための申請書の

審査など所要の手続を的確に行います。そのため、還付申請書が運輸支局等に提出さ

れてから、所轄税務署長から還付金が支払われるまでにおおむね3か月程度かかること

をご理解願います。

具体的な申請書の提出先は、道路運送車両法の手続に応じて次のとおりとなりま．す。

区　　　分 �道路運送車両法の手続 �還付申請書提出先 

登録自動車 �永久抹消登録申請 �登録自動車の使用の本拠の位置を管轄す 

（一時抹消登録をしていない自動車） �る運輸支局又は自動車検査登録事務所 

解　　体　　届　　出 �最寄りの運輸支局又は自動車検査登録事 

（一時抹消登録済みの自動車） �務所 

軽自動車 �自動車検査証の返納 を伴う解体届出 （車検証を返納していない自動車） �軽自動車の使用の本拠の位置を管轄する 軽自動車検査協会の事務所 

解　体　届　出 （車検証を返納済みの自動車） �最寄りの軽自動車検査協会の事務所 

※「輸出抹消の場合」や「車検残存期間が1カ月に満たない場合」は、還付を受けることができ

ませんのでご留意ください。

国税庁
国税庁ホームページ　http：／／www．nta．go．jp

【自動車重量税廃車還付制度のQ＆A等を掲載しています。】

リサイクル適性◎

この印劇物は、印屈l用の紙へ

リサイクルできます。



【登録自動車】所有者本人が還付申請する場合（所有者が法人の場合）
血永久抹消登録申請書　□解体届出書

⑨出張紗処理　委細」限解除⑬重量税還付申請の有無

自動車重量税還付申請書　　　　　　　　　　　第3号様式の3

三言　　三一　三一三三二一三‾三二三三，

①自動車登録番号

∴　‥1234阜阜ヱ89123；

童…慧出］］墓窓口主監　□0なし

自動車重量税還付申請欄（自動車重量税の還付を申請する場合は、以下も必ず記入してください。）

）　　　　　　　　　　　　　　』恥遭空埜望

漢字で記入して下さい′氏名を記入する場合は氏と名の問に1マスあけて正人重点　半濁占は同一マス目にr九I rパ」と記入）
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123長蛇81・・

了　　●　　　⑥d●∴‥　∴－

□ロココロコロコ鰐Ⅰ諾諾9そ醜

】

】

1

′右の支店種別に該当がない場合は　支店種別を「9その他」
▼　▼▼‾　　　　　　－　　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l

妄　　り　　弓
＿　＿　　　　＿　＿　　　＿　　　　＿　　　　　＿－

蒜繭義衰志怠㌫耽，マスあ．代臥鮎忘忘二言㌃「′くJと臥）　－　　　＿　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿二

空手で記入して下さい′氏名を記入する墳合は氏と名の間に1マスあけて記入濁点　半濁点は同一マス目に「ガ」「／く」と記入）

ココロコ□□ロコロロコロココロロコロコロロコ
住所コードで記入してください∩　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・責　里　奈蝕　姉弟冒隻1

こ［］□［コロ［□［□［mr　都道府頃市区都コード　ー　　町村コード　　ー　小字コード）

解体報告記録がなされた年月日　　　　　平成22年3月31日　　住所

運輸支局長　殿

運輸監理部長
税務署長　　　殿

平成22年4月1日

還付を受けようとする金徴

自動車重量税還付申請暮付表1のとおり　■

⑳▲申請者（所有者）の「氏名又は名称」、「フリガナ」を正しく記入してください。
・個人の方は、屋号ではなく氏名です。
・法人の方は、支店名ではなく登記上の法人名（本店名）です。

⑳　申請者（所有者）の住所（住所コード）を正しく記入してください。
・個人の方は、住民票の現住所です。
・法人の方は、登記上の本店所在地です。

※ビルやマンションなどの共同住宅の場合は、部屋番号まで記入します。

申請内容についてお問合せをすること がありますから、必ず電話番号を記入して

⑳　還付金の振込口座を正しく記入してください。
・申請者（所有者）本人の名義の口座を記入してください。
・法人の方は、本店名義の口座を記入してください。
・口座名義に事務所名、店舗名、屋号などが記入されていると、還付できない場合があります。

ゆうちょ銀行（郵便局）の貯金口座の場合、言弓号（5桁）と番号（2桁～8桁）を
つなげた7桁～13桁の数字を左づめで記入してください。
・通常貯金総合通帳の口座以外には、振込みできません。
・平成21年1月から開始した他の金融機関との振込用の「店名（店番）」「口座番号」では

振込みできません。
・「記号」の5桁以降（通帳再発行時に表示される「－2」など枝番）は、記入しないでくだ

さい。

⑳　ゆうちょ銀行（郵便局）の場合は、「0」を記入してください。

⑳　永久抹消登録申請の場合は、実印を押印してください。



【登録自動車】代理人が還付申請し、還付金を代理受領者が受領する場合
血永久抹消登録申請書　口解休届出書

業務種別⑨出張⑪処理　⑰制限解除⑬重量税還付申請の有無

］；器出口］主監□主監　□0なし

自動車重量税還付申請書

①自動車登録番号

妻　　自動車重量税還付申請欄（自動車重量税の還付を申請する場合は、以下も必ず記入してください。）

第3号様式の3

だ≡ヲ智慧璧彗曇当E彗ヒ＝コ

⑲氏名又は名称（法人の場合、組絃名と名称の間は－マスあけて記入して下さい。）
人格区分　　フリガナを記入して下さい（カタカナで記入．氏名を記入する場合は氏と名の間に1マスあけて…已入、濁点　半濁点は周一マス日に「ガ」「バ」と汎）

申室　　漢和入して軸鰯臥する如氏と名の問に1マスあけて臥濁点瑚肝マス巨に「ガ川と記刃
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麺転配団口国国語□□□□□□□巳⊂□□ロコロコロロコロコ巳巳ロコロココ芦慧
書手で記入して下さいく氏名を記入する場合は氏と名の間に1マスあけて記入、濁点一半濁点は同一マス目に「ガ」「ハ」と記入〉

攣顧□臣匪ロコロロコ⊂ロココロコ
住所コードで記入してください。⑬住所繭詣由関配□［帽氾掘
（㌫道府県市区都コ‾ド　‾　　町村コ‾ド　　‾　′悍コ‾ド）　　　Tl∃　是ヨ

軋鯛牒画銅翫ヨ芦∈澗 庖牒逐画彊

雷≡定名称国税太郎　　　　　　闇
＿＿＿＿＿．．．＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿，＿＿＿－＿＿＿＿－＿．＿，＿＿．＿．＿．．＿．．＿．＿．＿－．－．＿．＿．亜＿

住所東京都千代田区霞が関3－1－1－101

帽代臥　申請　一郎
氏名

住所　　　東京都海区虎ノ門1－1－1

代理受領者

氏名又は名称　受取　二郎

解体繚告記録がなされた年月日　　　　平成22年3月31日　　住所　　　東京都海区虎ノ門2－2－2

運輸支局長　殿

運輸監理部長
税務署長　　　殿

平成22年　4月1日

還付を受けようとする金額

自動車重量税還付申請書付表1のとおりIl

⑳　申請者（所有者）の「氏名又は名称」、「フリ・ガナ」を正しく記入してください。
・個人の方は、屋号ではなく氏名です。
・法人の方は、支店名ではなく登記上の法人名（本店名）です。

⑳　申請者（所有者）の住所（住所コード）を正しく記入してください。
・個人の方は、住民票の現住所です。
・法人の方は、登記上の本店所在地です。

※ビルやマンションなどの共同住宅の場合は、部屋番号まで記入します。

⑳　申請内容についてお問合せをすることがありますから、必ず電話番号を記入して
ください。

⑳　還付金の振込口座を正しく記入してください。
・代理人が還付金を受領する場合は、代理受領者の名義の口座を記入してください。
・法人の方は、本店名義の口座を記入してください。
・口座名義に事務所名、店舗名、屋号などが記入されていると、還付できない場合があります。

⑳　代理受領者の「氏名又は名称」、「フリガナ」を正しく記入してください。
・個人の方は、屋号ではなく氏名です。
・法人の方は、支店名ではなく登記上の法人名（本店名）です。

代理受領者の住所（コード）を正しく記入してください。
・個人の方は、住民票の現住所です。
・法人の方は、登記上の本店所在地です。

※ビルやマンションなどの共同住宅の場合は、部屋番号まで記入します。

代理人が還付金を受領する場合は、
申請者（所有者）が自署及び押印した代理受領用の委任状の提出が必要です。

申請者（所有者） した代理申請用の委任状の提出が必要
です。※解体届出と同時に還付申請する場合は、申請者（所有者）の自署及び押印（実印は不要）



【軽自動車】所有者本人が還付申請する場合（所有者が法人の場合）

品

国

⑳　申請者（所有者）の「氏名又は名称」、「フリガナ」を正しく記入してください。
・個人の方は、屋号ではなく氏名です。
・法人の方は、支店名ではなく登記上の法人名（本店名）です。

⑳　申請者（所有者）の住所（住所コード）を正しく記入してください。
・個人の方は、住民票の現住所です。
・法人の方は、登記上の本店所在地です。

（支店所在地で届出している場合でも登記上の本店所在地を記入してください。）
※ビルやマンションなどの共同住宅の場合は、部屋番号まで記入します。

申請内容についてお問合せをすることがありますから、必ず電話番号を記入して

⑳　還付金の振込口座を正しく記入してください。
・申請者（所有者）本人の名義の口座を記入してください。
・法人の方は、本店名義の口座を記入してください。
・口座名義に事務所名、店舗名、屋号などが記入されていると、還付できない場合があります。

ゆうちょ銀行（郵便局）の貯金口座の場合、記号（5桁）と番号（2桁～8桁）を
つなげた7桁～13桁の数字を左づめで記入してください。
・通常貯金総合通帳の口座以外には、振込みできません。
・平成21年1月から開始した他の金融機関との振込用の「店名（店番）」「口座番号」では

振込みできません。
イ記号」の5桁以降（通帳再発行時に表示される「－2」など枝番）は、記入しないでくだ

さい。

⑳　ゆうちょ銀行（郵便局）の場合は、「0」を記入してください。

⑳　申請者（所有者）と届出者（使用者）が同じ場合であっても、両方に記名押印し
てください。
なお、届出者（使用者）欄について、使用者は押印に代えて署名することができます。



【軽自動車】代理人が還付申請し、還付金を代理受領者が受領する場合

乙

⑳　申請者（所有者）の「氏名又は名称」、「フリガナ」を正しく記入してください。
・個人の方は、屋号ではなく氏名です。
・法人の方は、支店名ではなく登記上の法人名（本店名）です。倉

⑳　申請者（所有者）の住所（住所コード）を正しく記入してください。
・個人の方は、住民票の現住所です。
・法人の方は、登記上の本店所在地です。

（支店所在地で届出している場合でも登記上の本店所在地を記入してください。）
※ピルやマンションなどの共同住宅の場合は、部屋番号まで記入します。

申請内容についてお問合せをすることがありますから、必ず電話番号を記入して

⑳　還付金の振込口座を正しく記入してください。
・代理人が還付金を受領する場合は、代理受領者の名義の口座を記入してください。
・法人の方は、本店名義の口座を記入してください。
・口座名義に事務所名、店舗名、屋号などが記入されていると、還付できない場合があります。

⑳　代理受領者の「氏名又は名称」、「フリガナ」を正しく記入してください。
・個人の方は、屋号ではなく氏名です。
・法人の方は、支店名ではなく登記上の法人名（本店名）です。

⑳ 代理受領者の住所（住所コード）を正しく記入してください。
・個人の方は、住民票の現住所です。
・法人の方は、登記上の本店所在地です。

※ピルやマンションなどの共同住宅の場合は、部屋番号まで記入します。

⑳　代理人が申請手続を行う場合は、
申請者（所有者）と届出者（使用者）の両名が記名押印した申請依頼書が必要です。

⑳ 代理人が還付金を受領する場合は、
印した委任状の提出が必要です。講



自動車重量税還付申請書のチェックポイント

自動車重量税還付申請書を運輸支局等へ提出される前に、このチェック表でもう
ー度記入内容をご確認ください。

項目名 �チ　ェ　ック　ポイ　ント 

申 請 者 �［コ申請者（所有者）の氏名又は名称は正しく記入されていますか。 

注）個人の方は屋号ではなく氏名です。 

法人の方は支店名ではなく本店名（登記上の法人名）です。 

［コ申請者（所有者）の氏名又は名称のフリガナは正しく記入されていますか。 

［コ住所（住所コード）は現在の住所が記入されていますか。 

注）個人の方は住民票の住所です。 

法人の方は本店所在地（登記上の住所）です。 

※ピル、マンション等の部屋番号まで記入してください。 

振 込 先 口 座 �ロ金融機関名、支店名及び口座番号等は正しく記入されていますか。 

注）ゆうちょ銀行の貯金口座は「5桁十2～8桁（記号＋番号）」で記入されていますか。 

代 �［コ代理人の氏名・住所等は正しく記入されていますか。 
理 受 領 �（※代理人が還付金を受領する場合のみ。）。 

注）代理人が還付金を受領する場合は、必ず申請者（所有者）が自署及び押印した代理受領 

者 �用の委任状の提出が必要となります。 

申 請 ｛ 届 出 人 �［コ氏名又は名称は正しく記入されていますか。 

注）個人の方は屋号ではなく氏名です。 

法人の方は支店名ではなく本店名（登記上の法人名）です。 

申 ≡主 �⊂］申請代理人又は代理受領者の氏名・住所等は正しく記入されていますか。 
石日 代 �（※代理人が申請又は還付金を受領する場合のみ。） 

理 �注）代理人が申請する場合は代理申請用の、代理人が還付金を受領する場合は代理受領用の 

人 ／ 代 理 受 領 �委任状の提出が必要となります。 

・登録自動車…代理申請の場合は申請者（所有者）の実印の押印、代理受領の場合は申請 

者（所有者）の自署及び押印が必要となります。 
・軽自動車…代理申請の場合は申請者（所有者）と届出者（使用者）の両名の記名押印 

が（同一の者の場合でも同様）、代理受領の場合は申請者（所有者）の自署 

者 �及び押印が必要となります。 

※　代理人が申請する場合は、もう一度委任状をご覧いただき、申請者（所有者）の
氏名又は名称、フリガナ、住所が正しく記入されているか、ご確認ください。



「付表1」をご確認ください。

還付申請の際に運輸支局等の窓口で交付される付表1の記載

内容を必ず確認してください。

付表1の記載内容に誤りがある場合には、運輸支局等の窓口に申し出て
ください。
記載内容に不備のある場合には、還付金の支払いが遅れる場合や、還

付できない場合がありますので、必ずご確認ください。

（申請者用）

自動車重量税還付申請書付表1

平成〇年〇月〇日提出の自動車重量税還付申請書の記載内容等は、以下のとおりです。

○　自動車登録番号　品川57あ1234　0車台番号　AB1－1234567

○　還付を受けようとする金額　　6，300円

○　申請者　氏名又は名称　コクゼイ　　タロウ

国　税　　太　郎

郵便番号　　100－0013

フリガナ・氏名に誤りは
ありませんか？

個人の方…氏名

法人の方…登記上の法人名

住所　　　　　東京都千代田区霞が関3－1－1－101

電話番号　　　03－1234－5678

○　振込先口座　金融機関名・支店名

口座種類

口座番号

振込先は申請者（本人）名義の口
座ですか？

（代理受領の場合は、代理受領者名義。）
※ゆうちょ銀行の場合は、貯金口座が

「5桁＋2～8桁（記号＋番号）」で
記載されていますか。

甲乙銀行虎ノ門支店

普通預金

1234567

現住所ですか？

個人の方…住民票の住所

法人の方…登記上の住所

ビルやマンションの場合は部
屋番号まで記載されていますか？

※「付表1」は、還付金を受領するまで大切に保管してください。
また、申請代理人の方は「付表1」を必ず申請者本人へお渡しください。



お分かりにならない点や更に詳しくお知りになりたいことがありま
したら以下のところにお尋ねください。

○制度内容について
住所地等を管轄する国税局消費税課（沖縄国税事務所においては
間税課）

国税庁ホームページ
http：／／www．nta．gojp／

○登録自動車に係る申請手続について
最寄りの運輸支局及び自動車検査登録事務所の登録部門

国土交通省自動車交通局ホームページ（自動車検査・登録ガイド）
http：／／www．mlit．go．jp／jidosha／kensatoroku／inspect．htm

O軽自動車に係る申請手続について
最寄りの軽自動車検査協会事務所

軽自動車検査協会ホームページ
http：／／www．keikenkyo．or．jp／

運輸支局等に還付申請書が提出されてから申請者
の住所を所轄する税務署において還付金の支払いを
行うまでには、おおむね3か月程度の期間が必要と
なることをご理解願います。

国税還付 受取り
口座振込をご

口座振込をご利用になると……
○指定されたご自身の口座へ自動入金されます。

○全国の会融機関（ゆうちょ銀行を含む）を利用できます。

※インターネット専用銀行については、特定の銀行を除いて還付金の振込みはできませんので、

振込みの可否については取引している銀行にお問い合わせください。


