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【台風13号（アジア名・ソウデロア）による災害損失に係る租税公課の減免規定について】 

今回の台風13号（アジア名・ソウデロア）による被害を受け、財政部より災害損失に関するプレスリリース及び関

連規定（個人、企業のどちらにも適用）が以下の通り発表されました。当該規定に基づく減免の申請が必要な場合、

写真などにより証拠を残す必要があることにご留意ください。また、ご不明な点等がありましたら、関連税務機関又

は弊事務所までお問い合わせください。 

 

●公布日：2015年8月10日 

●見出し：台風13号（アジア名・ソウデロア）による災害損失に係る租税公課の減免規定 

●詳細内容 

  財政部によると、この度、台風13号の来襲により台湾の一部地区に災害がもたらされた。被災者が政府から災

害補助金（例、農民・漁民の救助金）を受領した場合、総合所得税の納付は不要とされる。また、納税義務者と関

連性のある所得税、営業税、貨物税、タバコ酒税（菸酒税）、家屋税（房屋税）、地価税、鑑札税（使用牌照税）、娯

楽税など（付表参照）について、法により税金の減免を申請することができると、財政部では納税義務者に呼びか

けている。 

なお、被災地における納税義務者の各種税金の減免申請に協力するために、各税務機関では2010年10月4日付

台財税字第09904539120号通達により改定した「被災納税義務者の租税公課減免申告に係る税務機関の指導サ

ービス留意事項」に基づき「災害減免調査サービスチーム」を設置し、自発的に被災地にて納税義務者の各種税

金減免申請への協力を行う必要があると、財政部から命令が出されている。 

納税義務者は災害損失に係る租税公課免の規定又は申告（申請）方法に不明なところがあれば、所在地の税務

機関に直接問合せる、もしくは国税局の無料専用ダイアル0800 000 321、或いは地方税務機関の無料専用ダイア

ル0800 086 969へ電話で問合せることができる。 

以上 
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台風１３号（アジア名：ソウデロア）による損失支援措置 租税公課の減免一覧表 

項目 申請事項 申請書の名称 申告（申請）期限 受理機関 

総 合 所

得税 

個人災害損失 個人災害損失申告書 災害発生後 30日

以内 

所在地の国税局、分局ま

たは稽徴所（税務機関） 

営 利 事

業 所 得

税 

営利事業災害損失 営利事業原物料、商品

変質報廢或災害申請

書 

災害発生後 30日

以内 

所在地の国税局、分局ま

たは稽徴所（税務機関） 

営利事業固定資産及

設備報廢或災害申請

書 

営業税 小規模営業者の未営業日数の控除 災害損失減徴営業税

申請書 

災害発生後申請 所在地の国税局、分局ま

たは稽徴所（税務機関） 

娯楽税 査定徴収方式を適用する娯楽業者

の未営業日数の控除 

申請書 災害発生後申請 所在地の地方税税務機関

または分支機関（県の管

轄部分は現地の郷、鎮、

市公所へ申請） 

貨物税 

既に貨物税を納めた業者の納税済

み貨物が消滅または毀損し販売不

可能な場合、税金の還付を申請す

ることが出来る。 

申請書 災害発生後申請 所在地の国税局、分局ま

たは稽徴所（税務機関） 

被災した業者は貨物税の納付期限

の延長を申請することが出来る。 

申請書 当月の申告期限

の締切前 

所在地の国税局、分局ま

たは稽徴所（税務機関） 

タバコ酒

税（菸酒

税） 

既にタバコ酒税を納めた業者の納

税済みタバコ・酒が毀損または消滅

し販売不可能な場合、タバコ酒税及

びタバコ健康福利税の還付または

取り下げを申請することが出来る。 

申請書 災害発生後 30日

以内 

所在地の国税局、分局ま

たは稽徴所（税務機関） 

被災した業者はタバコ酒税の納付

期限の延長を申請することが出来

る。 

申請書 当月の申告期限

の締切前 

所在地の国税局、分局ま

たは稽徴所（税務機関） 

家 屋 税

（ 房 屋

税） 

家屋の三割以上が毀損した場合。 房屋税減免申請書 災害発生日より30

日以内 

所在地の地方税税務機関

または分支機関 

地価税 地すべり、地盤沈下、浸食、堆砂圧

などの環境による制限及び技術の

制限により土地の使用が不可能な

場合。 

地価税減免申請書 災害発生後 30日

以内 

所在地の地方税税務機関

または分支機関 

鑑 札 税

（使用牌

照税） 

自動車、自動二輪車(151cc以上)が

災害により毀損し使用中止、除却す

る場合。 

無 災害発生日より1

個月以内 

所在地の地方税税務機関

または分支機関 

注記 ： 

一、 総合所得税  災害申告を行う損失総金額が 15 万元以下の場合、税務機関による書面審査を受けることが可能。 

二、 営利事業所得税  災害申告を行う損失総金額が 500 万元以下の場合、税務機関による書面審査を受けることが可能。 

三、 災害損失による租税公課の減免に関する各種申請書は、財政部税務公式サイト（www.etax.nat.gov.tw）よりダウンロード

してください。 

四、 業務窓口専用無料ダイアル：国税局  ０８００ ０００ ３２１  地方税税務機関   ０８００ ０８６ ９６９        
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