
不動産取得税

この税は、土地、家屋を取得した人に対して課税されるものです。

■納める人
売買、交換、贈与、建築（新築、増築、改築）等により、不動産を取得した人

※「不動産の取得」とは、不動産の所有権を取得することをいいます。

この場合、登記の有無やその取得が有償であるか無償であるかは問いません。

また、登記の取得の原因を「錯誤」や「真正な登記名義の回復」とする場合であっても、所有権

の取得が認められる限り課税されます。

■納める額
取得したときの不動産の価格の４％です。

ただし、土地及び住宅については、令和６年３月３１日までに取得した場合は３％となります。

（住宅以外の家屋は４％）

※１ 「不動産の価格」とは、実際の購入価格や建築工事費ではなく、原則として市町村の固

定資産課税台帳に登録されている価格をいいます。ただし、新築住宅などで価格が登録さ

れていない場合は、知事が固定資産評価基準によって決定した価格をいいます。

２ 農地法第５条の許可に係る農地を取得した場合の「不動産の価格」とは、当該不動産の

本来の用途となる地目で価格を決定し、その価格から造成費相当額を控除した価格をいい

ます。

３ 宅地及び宅地に比準して評価する土地（市街化区域農地など）については、令和６年３

月３１日までに取得した場合は登録価格の２分の１の額とする負担軽減措置が設けられて

います。

■免税点
取得した不動産の価格が次のような場合には、不動産取得税は課税されません。

○取得した土地の価格が１０万円未満の場合

○建築（新築・増築・改築）した家屋の価格が２３万円未満の場合

○建築以外の原因（売買・贈与等）により取得した家屋の価格が１２万円未満の場合

■非課税
次のような場合には、不動産取得税は課税されません。

○相続により不動産を取得した場合

○法人の合併又は分割により不動産を取得した場合（一定の要件があります。）

○公共的用途に供する不動産を取得した場合（広く不特定多数の人の利用に供するもので、

法律で定める一定の要件に該当するものが対象となります。）

（例）社会福祉法人や医療法人等が老人福祉施設として使用する不動産

■申告と納税
１ 申 告

不動産を取得した日から６０日以内に、その不動産所在地を管轄する県税・総務事務所に申

告します。

２ 納 税

県から送付される納税通知書により、納税通知書に記載されている納期限までに納めます。



■住宅に関する軽減
取得した住宅が、次の要件に該当する場合には、その住宅の価格から一定の額が控除されま

す。

この控除を受けるためには、事実を証する書面を添えて「不動産取得税申告書」を県税・総務

事務所に提出しなければなりません。

区分 要 件 価格から控除される額

新 次に該当する住宅を建築又は購入した場合 １戸につき、１，２００万円

（ が控除されます。

増

・

改

）

築

住

宅

Ⓐ

次のすべてに該当する住宅を個人が取得した場合 左の要件に該当する場合

は、新築された時期により

一定の額が控除されま

す。

中

（例）

古 ○昭51.1.1～昭56.6.30

→ ３５０万円

住 ○昭56.7.1～昭60.6.30

→ ４２０万円

宅 ○昭60.7.1～平元.3.31

→ ４５０万円

Ⓑ ○平元.4.1～平9.3.31

→１，０００万円

○平9.4.1以降

→１，２００万円

住宅部分の床面積が５０㎡以上２４０㎡以下のもの

※戸建て以外の貸屋（アパート等）の場合は１区画につき

４０㎡以上２４０㎡以下のもの。

※住宅部分の床面積には、一体として使用される既存住

宅及び附属家屋（車庫・倉庫等）を含みます。

※長期優良住宅の普及の促

進に関する法律に規定する

認定長期優良住宅を新築し

た場合は、1,300万円が控除

されます。（ただし、H21.6.4

からR6.3.31までの間に取得

した場合に限ります。）

☆ ①、②に該当しない場合も、住宅の取得日から６ヶ月以内か

つ自己の居住の用に供する日までの間に耐震改修工事を完了

させ、住宅の取得日から６ヶ月以内に耐震基準適合証明を受け

た場合は、軽減措置があります。

１ 次の①、②のいずれかに該当するもの

① 昭和５７年１月１日以後に新築されている。

② 耐震基準適合証明がなされている。

※当該住宅の取得日前２年以内に証明のための調査が

終了し、かつ、住宅の取得（引渡し）前に証明を受ける

ことが必要です。

※住宅性能評価書（耐震等級１～３級）の写し、保険付保

証明書を含みます。

２ 住宅部分の床面積が５０㎡以上２４０㎡以下のもの

※住宅部分の床面積には、一体として使用される既存住宅

及び附属家屋（車庫・倉庫等）を含みます。

３ 自らが居住するために取得したもの

※法人による取得は対象外となります。



■住宅用土地の減額
住宅の敷地となる土地で一定の要件に該当する場合には、その土地の税額から次の額が減

額されます。
ただし、土地と住宅の取得者は同じでなければなりません（☆の要件に該当する場合を除

く。）。
この軽減を受けるためには、事実を証する書面を添えて「減額申請書」を県税・総務事務所に

提出する必要があります。

区分 要 件 税額から減額される額

前頁Ⓐに該当する新築住宅の敷地を取得した場合で、 次のいずれか多い方の額
次のいずれかに該当するとき が減額されます。

１ 土地を取得した日から３年以内にその土地の上に住 ○４５，０００円
宅が新築されたとき

新 ○次の計算により算出され
☆ 次の要件のどちらかに該当することが必要ですが、この場合には土 る額

築 地の取得者と住宅の新築者が異なる場合でも減額が可能です。

(1) 住宅が新築された時まで引き続いて土地を所有している場合 土地１㎡ 住宅の 3

住 (2) 土地取得者から最初に土地を取得した者が住宅を新築した場合 当たりの× 床面積×2 ×100

価格※ 1戸について

宅 200㎡が限度

２ 住宅を新築した日から１年以内に土地を取得したとき
用

３ 未使用の新築住宅（建売住宅）とその敷地を、その住 ※「土地１㎡当たりの価格」は、

敷 宅が新築された日から１年以内に取得したとき※ 宅地や宅地に比準して評価

する土地については、固定資

地 ※ 土地付き住宅については次の要件のどちらかに該当するとき 産課税台帳の登録価格の２

(1) 取得者が自己居住の用に供すること（土地と住宅の取得時期が異 分の１に相当する額です。

なる場合は、土地取得の前後１年以内に住宅を取得していることが

必要です。） ※複数名で土地を取得している

(2) 取得者が自己居住の用に供しない場合は、新築後１年以内に土 場合で、新築住宅取得によっ

地を取得していること。 て軽減を受けるときは、土地

の持分に応じて按分します。

中 前頁Ⓑに該当する中古住宅の敷地を取得した場合で、
古 次のいずれかに該当するとき
住
宅 １ 土地を取得した日から１年以内に住宅を取得したとき
用 （同時取得を含む。）
敷
地 ２ 住宅を取得した日から１年以内に土地を取得したとき

■その他の軽減措置（主なもの）
そのほかにも、下記のような場合には、申告により軽減されます。

区 分 軽 減 額
公共事業のために不動産を収用され又は譲渡し、それに代わる 収用等を受けた不動産の価
と認められる不動産を、収用等の日から２年以内に取得したとき 格に応じた額
災害によって滅失した不動産に代わると認められる不動産を、災 滅失した不動産の価格に税
害を受けた日から３年以内に取得したとき 率を乗じた額
地方公共団体から補助金を受けて不動産を取得したとき 補助金の額に応じた額



お問い合わせ先

■県税についてのお問い合わせ先
県税についての御質問・御相談は、県税・総務事務所へ

事務所名 郵便番号 所在地 電話番号 管轄区域

宮崎県税・総務事務所 880-0805 宮崎市橘通東 管理 0985-26-7271 宮崎市、

１－９－１０ 納税 0985-26-7270 国富町、

課税 0985-26-7273 綾町

課税第三課 880-0925 宮崎市大字本郷北方字鵜戸 ０９８５－５１－４２６９ 県内の全域

尾 2735-6 (自動車の取得にかかるもの)

日南県税・総務事務所 887-0031 日南市戸高１ 管理 0987-23-3771
－１２－１ 納税 0987-23-3194 日南市、串間市

課税 0987-23-7136
都城県税・総務事務所 885-0024 都城市北原町 管理 0986-23-5964

２４－２１ 納税 0986-23-4516 都城市、三股町

課税 0986-23-4589
小林県税・総務事務所 886-0004 小林市細野 ０９８４－２３－３１９４ 小林市、えびの

３６７－２ 市、高原町

高鍋県税・総務事務所 884-0002 高鍋町大字 ０９８３－２３－０２１３ 西都市、高鍋町、

北高鍋 新富町、西米良

３８７０－１ 村、木城町、川南

町、都農町

日向県税・総務事務所 883-0046 日向市中町 ０９８２－５２－４１４７ 日向市、門川町、

２－１４ 諸塚村、椎葉村、

美郷町

延岡県税・総務事務所 882-0872 延岡市愛宕町 ０９８２－３５－１８１１ 延岡市、高千穂

２－１５ 町、日之影町、

五ヶ瀬町

■国税についてのお問い合わせ先
国税についての御質問・御相談は税務署へ

税務署名 郵便番号 所在地 電話番号 管轄区域

宮崎税務署 880-8666 宮崎市広島 1-10-1 0985-29-2151 宮崎市、東諸県郡

日南税務署 887-8686 日南市上平野町 1-8-4 0987-22-3671 日南市、串間市

都城税務署 885-8618 都城市上町２－１１ 0986-22-4377 都城市、北諸県郡

都城合同庁舎

小林税務署 886-8601 小林市細野２４３－１ 0984-23-3126 小林市、えびの市、西諸県郡

高鍋税務署 884-0006 高鍋町大字上江８４３８ 0983-22-1373 西都市、児湯郡

延岡税務署 882-8666 延岡市大貫町 1-2915 0982-32-3301 延岡市、日向市、東臼杵郡、

延岡合同庁舎 西臼杵郡


