
浜松市地価税の課税の特例に関する証明事務取扱要領 
平成４年８月２９日浜消達第８３号 

 
１ 趣旨 

地価税法施行規則（平成３年大蔵省第３１号。以下「地価税規則」という。）第５条第

８項の規定に基づく証明書（地価税法（平成３年法律第６９号）別表第２第２号イ規定

する消防法に係るものに限る。）の交付手続きについて定めるものとする。 
 
２ 証明の対象 
  証明の対象となる土地等（国内にある土地、借地権、地上権及び構築物その他の工作

物の設置を目的とする賃借権等をいう。以下同じ。）は、別表の「対象となる危険物施設」

欄に掲げる危険物施設ごとに、当該危険物施設の存する事業所等の敷地のうち、当該施

設の外壁その他の工作物から同表の「保安距離等」欄に定める距離だけ離れた点の軌跡

で囲まれた区域内の土地又は防油堤で囲まれる区域内にある土地等とする。 
 
３ 証明の申請、交付等の事務 
  次に掲げる証明に関する事務は、予防課において行うものとする。 
(1) 証明申請 

   証明を受けようとする者は、証明申請書（別記様式）１部に、浜松市手数料条例（平

成１２年浜松市条例第４４号）第２条別表中その他の項に規定する手数料を添えて消

防長に提出しなければならない。ただし、この場合において、既納の手数料は還付し

ないものとする。 
(2) 証明申請の審査方法 

   証明申請書について、次の事項を確認するものとする。 
  ア 申請書 
   (ｱ) 消防法に係る証明の申請であること。 

   (ｲ) 「許可年月日及び番号」、「許可を受けた者の名称」、「許可を受けた施設の所在

地」及び「適用規定」欄中の内容は、許可の内容と同じであること。 
   (ｳ) 「適用規定」（消防法令）及び「特例規定」（地価税規則）は、別表に掲げるも

のとその内容が対応していること。 
  イ 添付図面 
   (ｱ) 特例の対象となる土地等の範囲を示す曲線の個々の部分事ごとに、その施設か

らの距離が別表「保安距離等」欄に掲げる距離であること。ただし、当該申請が、

地価税規則第５条第３項第１号に係る場合にあっては、対象土地等が防油堤で囲

まれる区域内にある土地等であること。 



  (ｲ) 消防法以外の法律の適用を受ける土地等と重複する場合は、それぞれを簡単な

方法で区分させること。 

   (ｳ) 消防法の適用を受ける土地等が重複する場合は、その重複する部分は二重に面

積算定しないこと。 
(3) 証明書交付 

   消防長は、特例規定に該当していると認める場合には、当該申請書の下段に必要事

項を記入押印し、交付するものとする。 
 
４ 標準処理期間 
  証明申請の処理に要する標準処理期間は、３日とする。 
 
５ その他 
  この要領は、平成４年９月１日から運用する。 

附 則（平成１７年８月２日浜消達第１２７号） 
  この要領は、平成１７年８月２日から運用する。 

附 則（平成２４年４月３日浜消局達第７号） 
  この要領は、平成２４年４月３日から運用する。 
    附 則（令和３年３月１５日浜消局達第１４０号） 
１ この要領は、令和３年４月１日から運用する。 
２ この要領の施行の際現に従前の規定により調製した用紙がある場合は、なお当分の間

使用することができる。 



地価税の特例に係る土地等の確定についての証明願 

 

                               年  月  日 

 

 

（あて先）浜松市消防長 

 

住所又は所在地 

申請者 氏名又は名称及            

び代表者氏名 

                    （署名又は記名押印をしてください。） 

 

地価税法第１７条第３項に基づく同法施行規則第５条第８項の規定に基づき、地価

税の特例措置を受けるため、下記の施設に係る土地が   年１月１日において地価

税法別表第２第２号イの土地等に該当することを証明願います。 

 

記 

 

許可年月日及び番号   

許可を受けた者の名称   

許可を受けた施設の所在地   

適  用  規  定   
特  例  規  定   
対象土地等の範囲  別添図面のとおり 

 

浜消予証第   号 

 

上記のとおり相違ないことを証明します。 

なお、本証明書は、特例対象の土地等の範囲に変更があった場合等、証明の基

礎となる事実に変更があった場合には失効します。 

  年  月  日 

 

浜松市消防長           印



１ 証明申請書の記載方法 

 (1) 「許可年月日及び番号」、「許可を受けた者の名称」及び「許可を受けた施設の

所在地」は、許可の内容を記載すること。 

 (2) 「適用規定」は、消防法令（危険物の規制に関する政令、危険物の規制に関す

る規則）の保安距離に係る運用規定を、令（則）第○条第○項第○号等と記入す

ること。 

 (3) 「特例規定」は、地価税法施行規則の適用規定を、第５条第２項第○号イ、ロ、

ハ等と記入すること。 

２ 証明申請書に添付する図面の作成方法 

 (1) 図面には当該事業所の敷地部分について、地番表示を記載すること。 

 (2) 図面には、当該施設の概況がわかる適宜の情報の他、次の事項を明示すること。 

  ア 当該事業所等の敷地の範囲 

  イ 敷地のおよその規模を示す一辺の長さ等 

  ウ 敷地内にある施設（課税の特例の基礎となるもの）の位置 

  エ 特例対象土地等の範囲 

  オ 特例対象土地等の範囲を示す曲線の個々の部分ごとに、その施設からの距離 

 (3) 図面は、当該施設ごとに一通作成すること。 

 (4) 消防法以外の法律の適用を受ける土地等と重複する場合は、消防法とその他の

法律の適用部分を明確に区分すること。 

 (5) 消防法に係る施設の土地等が重複する場合は、当該重複部分は、二重に算定し

ないこと。 

 (6) 図面中に、次により特例対象面積を明確にし、当該両者の算定方法がわかる簡

便な資料を添付すること。（様式自由） 

 

特例対象面積 （単位㎡） 

 



 
別表 

地価税の課税特例の対象となる保安距離等 

地価税法施行

規則 
対象となる危険物

施設 
消防法令 保安距離等（根拠条文） 

第５条第２項

第１号 
製造所 消防法第１０

条第４項 
  

  イ ロ・ハ以外の製造

所 
危政令第９条

第１項 
同項第１号ハに定める距離（５０m）

又は同号ただし書きに規定する距離 
ロ 高引火点危険物の

製造所 
危則第１３条

の６第１項 
同条第３項１号ハに定める距離（５

０m）又は同号ただし書きに規定す

る距離 
ハ ヒドロキシルアミ

ン等の製造所の特

例 

危則第１３条

の１０ 
同条第１号に定める距離 

第５条第２項

第２号 
屋内貯蔵所 
（危政令第 10条第

３項、危則第１６

条の２の３第１項

及び危則第１６条

の２の６第１項に

規定する建築物内

設置の屋内貯蔵

所、特定屋内貯蔵

所及び高引火点危

険物の特定屋内貯

蔵所を除く。） 

危政令第２条

第１号 
  

 イ ロ～ニ以外の屋内

貯蔵所 
危政令第１０

条第１項及び

同条第２項 

同条第 1 項第１号又は同条第２項に

よりその例によるものとされる同令

第９条第１項第１号ハに定める距離

（５０m）又は同号ただし書きに規

定する距離 



ロ 高引火点危険物の

平屋建屋内貯蔵所 
危則第１６条

の２の４第１

項 

同条第２項第１号によりその例によ

るものとされる同規則第１３条の６

第３項第１号ハに定める距離（５０

m）又は同号ただし書きに規定する

距離 
ハ 高引火点危険物の

平屋建以外の屋内

貯蔵所 

危則第１６条

の２の５第１

項 

同条第２項第１号によりその例によ

るものとされる同規則第１３条の６

第３項第１号ハに定める距離（５０

m）又は同号ただし書きに規定する

距離 
ニ 指定過酸化物の屋

内貯蔵所 
危則第１６条

の４第１項 
同条第２項表６欄の距離（６０～１

２０m）又はただし書きの距離（１

０m） 
第５条第２項

第３号 
屋外タンク貯歳所 
（危則第２２条の

２の５第１号（岩

盤タンク）及び第

３号（海上タンク）

に規定する特例を

定めることができ

る屋外タンク貯蔵

所を除く。） 

危政令第２条

第２号 
  

 イ ロ・ハ以外の屋外

タンク貯蔵所 
危政令第１１

条第１項第１

号 

同号によりその例によるものとされ

る危政令第９条第１項第１号ハに定

める距離（５０m）又は同号ただし

書きに規定する距離 
ロ 引火点を有する液

体危険物の屋外タ

ンク貯蔵所 

危政令第１１

条第１項第１

号 
の２ 

同項第１号の２の表下欄の距離（敷

地内距離）又は同号ただし書きに規

定する距離 

ハ 高引火点危険物の

屋外タンク貯蔵所 
危則第２２条

の２第１項 
同条第３項第１号によりその例によ

るものとされる危則第１３条の６第

３項第１号ハに定める距離（５０m）

又は同号ただし書きに規定する距離 



第５条第２項

第４号 
屋外所貯蔵所 危政令第２条

第７号 
 

  イ ロ以外の屋外貯蔵

所 
危政令第１６

条第１項第１

号 

同号によりその例によるものとされ

る危政令第９条第１項第１号ハに定

める距離（５０m）又は同号ただし

書きに規定する距離 
ロ 高引火点危険物の

屋外貯蔵所 
危則第２４条

の１２第１項 
同条第２項第１号によりその例によ

るものとされる危則第１３条の６第

３項第１号ハに定める距離（５０m）

又は同号ただし書きに規定する距離 
第５条第２項

第５号 
給油取扱所（不特

定多数の者に軽油

のみ、メタノール

等（メタノール又

はこれを含有する

ものをいう。以下

この号において同

じ。）のみ又は軽油

及びメタノール等

のみを給油するも

のに限る。）の固定

給油設備 

危政令第１７

条第１項第１

２号 

危政令第１７条第１項第１２号の固

定給油設備について、当該設備の位

置に係る基準として同号に規定する

距離のうち最も短い距離（懸垂式の

固定給油設備にあっては道路境界線

方向については４m、敷地境界線及

び建築物の壁方向については２m
（給油取扱所の建築物の壁に開口部

がない場合には、当該壁から１m）

その他の固定給油設備にあっては道

路境界線方向については最大給油ホ

ース全長が３m 以下のものについて

は４m、最大給油ホース全長が３m
を超え４m 以下のものについては５

m、最大給油ホース全長が４m を超

え５m 以下のものについては６m、

敷地境界線及び建築物の壁方向につ

いては２m（給油取扱所の建築物の

壁に開口部がない場合には、当該壁

から１m。）ただし、危規則第２５条

の３の２に定めるところによりホー

ス機器と分離して設置されるポンプ

機器については、この限りでない。） 
第５条第２項 自動車等の点検・ 危則第２５条 同号イの自動車等の点検・整備を行



第６号 整備を行う設備

（電気自動車に係

る充電設備に限

る。） 

の５第２項第

２号イ 
う設備について、当該設備の位置に

係る基準として同号に規定する距離

のうち最も短い距離（懸垂式の固定

給油設備方向については４m、その

他の固定給油設備のうち最大給油ホ

ース全長が３m 以下のもの方向につ

いては４m、最大給油ホース全長が

３mを超え４m以下のもの方向につ

いては５m、最大給油ホース全長が

４mを超え５m以下のもの方向につ

いては６m、道路境界線方向につい

ては２m。ただし、建築物の危則第

２５条の４第１項第３号の用途に供

する部分で、床又は壁で区間された

ものの内部に設ける場合は、この限

りでない。） 
第５条第２項

第７号 
一般取扱所 
（危政令第 19条第

2 項各号に規定す

る特例の一般取扱

所を除く。） 

危政令第３条

第４号 
  

  イ ロ・ハ以外の一般

取扱所 
危政令第１９

条第１項 
同項により準用する危政令第９条第

１項第１号ハの距離（５０m）又は

同号ただし書きに規定する距離 
ロ 高引火点危険物の

一般取扱所 
危則第２８条

の６１第１項 
同条第３項の規定により適用される

危則第１３条の５第３項第１号ハの

距離（５０m）又は同号ただし書き

に規定する距離 
ハ ヒドロキシルアミ

ン等の一般取扱所

の特例 

危則第２８条

の６６ 
同条の規定により準用する同規則第

１３条の１０第１号に定める距離 

第５条第３項

第１号 
屋外タンク貯蔵所 危政令第１１

条第１項第１

５号 

同号の防油堤で囲まれる区域内にあ

る土地等 

 


