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◆一般注意事項◆

１.申告書（ＯＣＲシート）の取扱い

  申告書（ＯＣＲシート）はコンピュータで読取りますので、折り曲げたり汚損等しないようにして下さい。

  また、記入欄以外や裏面には記入しないで下さい。

２.記載方法等

（１）記載用具

   黒のボールペンを使用して下さい。ゴム印等は使用しないで下さい。

   印刷文字

   印刷文字は濃度が重要なポイントとなります。プリンタのリボンなどの管理は十分に行ってください。

（２）記載文字等

   ＯＣＲシートに記入する文字等は漢字、ひらがな、カタカナ、アラビア数字、ローマ字および記号とし、以下の点に注意して記入して下さい。

     ①形に注意       

■ 文字と文字はつなげない

■ １枠に１文字を記入する

■ 文字には飾りをつけない

   ②位置に注意

      
③大きさに注意

■ 文字枠からはみ出さない

■ 文字が小さすぎない

④似ている文字との差（特徴）に注意



（３）濁点、半濁点及び訂正方法

（４）納税義務者氏名（名称）欄の記載方法

■ 濁点、半濁点について ■ 訂正方法

・同一マスに記入して下さい。   ・誤記の場合は二重線で訂正し、その横に正しく記入して

   下さい。

  ・修正液、修正テープ等は使用しないで下さい。

■ 納税義務者（個人）

・氏と名の間は１マスあけて記入して下さい。

※注意

使用者に同じ、所有者に同じ等の記入はしないで下さい。

■ 納税義務者（法人） 【法人省略名称一覧】

・法人格と法人名の間は１マスあけて記入して下さい。 正式名称 カナ省略 正式名称 カナ省略

株式会社 カブ 財団法人 ザイ

有限会社 ユウ 社団法人 シャ

相互会社 ソウ 宗教法人 シュウ

合名会社 メイ 学校法人 ガク

合資会社 シ 社会福祉法人 フク

医療法人 イ 特定非営利活動法人 トクヒ

（省略名称が中間に入る場合は、前後に１マスあける。）

・法人の省略名称については下記の一覧を確認して下さい。



（５）「主たる定置場」、「旧
．
主たる定置場」の記載について

■「主たる定置場」は正確に記載して下さい。

軽自動車税は、毎年４月１日現在の所有者
．．．

に対し、「主たる定置場」の市町が課税する税金ですので、「主たる定置場」の記載に

誤りがあると、正しく課税されないことになります。

■ 名義変更など変更の申告をする場合は、必ず「旧
．
主たる定置場」も記載して下さい。

名義変更や住所変更など変更の申告を行う場合、「旧
．
主たる定置場」に記載がないと、変更前の情報で、軽自動車税が課税されて

しまうなどのトラブルが発生する原因となります。

※ 同じ市町内での変更の場合でも、必ず記載して下さい。（「主たる定置場」と「旧
．
主たる定置場」に同じ市町名を記載する。）

     ※ 「旧
．
所有者」欄の記載も忘れずにお願いします。

    ※ 所有者が変わらず、車両番号のみ変更する場合にも、「旧所有者」「旧
．
主たる定置場」の記載をお願いします。

■「主たる定置場」、「旧主たる定置場」に記載する市町は、自動車検査証の「使用の本拠の位置」と原則として同じ市町です。

ただし、申告書の枠内には、市町の名称のみ記載してください。

※“郡”の名称は記載しないで良い。

      ※ 静岡市と浜松市の“区”は、枠内には記載しない。

［記載例］

○名義変更（又は住所変更）で、主たる定置場が         ○名義変更（又は住所変更）で、主たる定置場が

「榛原郡吉田町」から「静岡市葵区」に変更になる場合       静岡市内で変更になる場合

                                                        

           
静 岡 市      葵区追手町１－１００

吉 田 町    静 岡 市      

静 岡 市      葵区追手町１－１００



n
軽自動車 新規・変更の記入例 【旧車両番号】

車両番号が変わる場合は、変更以前の

車検証の車両番号を記入して下さい

【主たる定置場】

車検証の使用の本拠の位置を番地ま

で記入して下さい

納税義務者、所有者、使用者住所に

同じ等の記入はしないで下さい

【旧主たる定置場】

旧の車検証の【使用の本拠の位置】

の市町名を記入して下さい

※枠内は市町名のみ記入し、区や郡

の名称は記入しないでください。

【所有形態】

ローン購入のため、所有権が販売店

などに留保されている場合は、使用者

が納税義務者になります

必ず記入して下さい

※申告書（ＯＣＲシート）は機械で読み取りますので、折り曲げたり汚損等しないようにして下さい。 記入欄以外や裏面には記入しないで下さい。

※色のついた線   で囲まれた記入枠は、ＯＣＲ（光学式文字イメージ読取装置）直接読取る項目ですので、黒のボールペンで、枠からはみ出さないように

丁寧にハッキリとした文字・数字で記入願います。ゴム印等は使用しないで下さい。

【申告に関わるもの】

必ず記入して下さい

【車体の形状】

車検証の車体の形状を記入して下さい

ボートトレーラーの場合は必ず記入

して下さい

【車台番号】

車検証の車台番号を記入して下さい

車台番号はハイフンも入れて下さい

【車名】

車検証の車名をカタカナで記入して

下さい

濁点、半濁点は同一マスに記入して

下さい

【車両番号】

車検証の車両番号を記入して下さい

【納税義務者】

原則として所有者課税となります

ローン購入のため所有権が販売店など

に留保されている場合は、使用者が

納税義務者となります

【氏名フリガナ】

必ず記入して下さい。

機械で読み取ります ていねいに記入

して下さい

氏と名の間は１マスあけて記入して

下さい

濁点、半濁点は同一マスに記入して

下さい

法人格については３頁の一般注意事項

の【法人省略名称一覧】を確認して

記入して下さい

【生年月日】

必ず記入して下さい

※外国人の方等で、西暦で記載する

場合は、枠外にはみ出しても良い。

【所有者・使用者】

車検証の使用者、所有者欄から記入し

て下さい



二輪 新規・変更の記入例

【車両番号】

車検証、届出済証の車両番号を記入し

て下さい

【氏名フリガナ】

必ず記入して下さい。

機械で読み取ります ていねいに記入

して下さい

氏と名の間は１マスあけて記入して

下さい

濁点、半濁点は同一マスに記入して

下さい

法人格については３頁の一般注意事項

の【法人省略名称一覧】を確認して

記入して下さい

【納税義務者】

原則として所有者課税となります

ローン購入のため所有権が販売店など

に留保されている場合は、使用者が

納税義務者となります

【生年月日】

必ず記入して下さい

※外国人の方等は、西暦、枠外でも

よいので記載してください。

【所有者・使用者】

車検証、届出済証の使用者、所有者欄

から記入して下さい

【申告に関わるもの】

必ず記入して下さい

【所有形態】

ローン購入のため、所有権が販売店な

どに留保されている場合は、使用者が

納税義務者になります

必ず記入して下さい

【総排気量】

車検証の総排気量を記入して下さい

「l」（ﾘｯﾄﾙ）に○をして下さい

【車台番号】

車検証、届出済証の車台番号を記入し

て下さい

【車名】

車検証、届出済証の車名をカタカナで

記入して下さい

濁点、半濁点は同一マスに記入して

下さい

【旧車両番号】

車両番号が変わる場合は、変更以前の

車検証、届出済証の車両番号を記入し

※申告書（ＯＣＲシート）は機械で読み取りますので、折り曲げたり汚損等しないようにして下さい。 記入欄以外や裏面には記入しないで下さい。

※色のついた線   で囲まれた記入枠は、ＯＣＲ（光学式文字イメージ読取装置）直接読取る項目ですので、黒のボールペンで、枠からはみ出さないように

丁寧にハッキリとした文字・数字で記入願います。ゴム印等は使用しないで下さい。

【主たる定置場】

車検証の使用の本拠の位置を番地ま

で記入して下さい

納税義務者、所有者、使用者住所に

同じ等の記入はしないで下さい

【旧主たる定置場】

旧の車検証の【使用の本拠の位置】

の市町名を記入して下さい

※枠内は市町名のみ記入し、区や郡

の名称は記入しないでください。



※申告書（ＯＣＲシート）は機械で読み取りますので、折り曲げたり汚損等しないようにして下さい。 記入欄以外や裏面には記入しないで下さい。

※色のついた線    で囲まれた記入枠は、ＯＣＲ（光学式文字イメージ読取装置）直接読取る項目ですので、黒のボールペンで、枠からはみ出さないように

丁寧にハッキリとした文字・数字で記入願います。ゴム印等は使用しないで下さい。

廃車の記入例

【車名】

車検証、届出済証の車名をカタカナで

記入して下さい

濁点、半濁点は同一マスに記入して

下さい

【車台番号】

車検証の車台番号を記入して下さい

車台番号はハイフンも入れて下さい

【主たる定置場】

車検証、届出済証の使用の本拠の位

置の市町名を記入して下さい

※枠内は市町名のみ記入し、区や郡

の名称は記入しないでください。

【申告に関わるもの】

必ず記入して下さい

【車両番号】

車検証の車両番号を記入して下さい

【所有者・使用者】

車検証、届出済証の使用者、所有者欄

から記入して下さい


	



