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第１．平成 30 年度包括外部監査の概要 

 

１．外部監査の種類 

 

  地方自治法第 252 条の 37 第 1 項に基づく包括外部監査 

 

２．監査の対象として選定したテーマ 

 

(1) 監査対象 

市税、国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料（以下「市税等」と

いう。）に関する事務の執行について 

 

(2) 監査対象部署 

局 部 課 

企画財政局 税務部 

税制課 

市民税課 

資産税課 

納税課 

市民局 市民部 国保年金課 

保健福祉局 長寿社会応援部 介護保険課 

市民局 市民部 後期高齢者医療課 

 

上記の他、選定した監査テーマに関する財務事務に関して、必要な事務の一部を担

当していると包括外部監査人が判断する部課 

  

(3) 監査対象期間 

平成 29 年度（平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで） 

ただし、必要に応じて過年度及び平成 30 年度の一部についても対象とした。 

 

(4) 監査実施期間 

監査契約日 （平成 30 年 4 月 1 日）から 

報告書提出日（平成 31 年 3 月 15 日）まで 

 

３．監査の着眼点 

  ① 市税等の賦課、徴収及び滞納管理に関する事務は、法令等に準拠して行われてい

るか。（合規性） 

  ② 市税等の賦課、徴収及び滞納管理に関する事務は、効率的に行われているか。（効

率性） 

  ③ 市税等の賦課、徴収及び滞納管理に関する事務は、全ての納税者に対して公平に
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行われているか。（公平性） 

  

４．包括外部監査人及び包括外部監査人補助者 

 

  包括外部監査人     公認会計士 小林 明弘 

包括外部監査人は、福山市との間に地方自治法第 252 条の 29 に規定する 

利害関係を有していません。 

 

  包括外部監査人補助者  公認会計士      石原 広一 

              公認会計士      日下 真吾 

              弁護士・公認会計士  金浦 東祐 

              公認会計士      渡邉 雅史 

              公認会計士      三吉 孝治 

              弁護士        坂本 智栄 

              公認会計士      内田 祐輔 

包括外部監査人補助者は、監査の対象とした特定の事件につき、 

いずれも利害関係を有していません。 
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第２．テーマの選定理由 

 

平成 29 年度の福山市一般会計当初予算 164,370 百万円のうち、市税収入は 71,606

百万円と全体の 43.6％を占め、市の財政運営において最も重要な財源となっている。

また、特別会計の中で予算規模の大きい国民健康保険特別会計、介護保険特別会計及

び後期高齢者医療特別会計は、市民が納付する国民健康保険税、介護保険料、後期高

齢者医療保険料が重要な財源となっている。 

一方、中長期的には、市税等の中心的な納税者層である生産年齢人口の減少が予想

される中、高齢化の進展による扶助費の増加など歳出の増加が予想される。このよう

な状況下において、市税等に関する事務を適切かつ効率的に実施することは、安定的

な歳入確保に向けての最重要課題と考えられる。 

以上のことから、市税等に関する事務の執行状況などが適切かつ合理的に行われて

いるかどうか総合的に監査することは意義があるものと考え、平成 30 年度の包括外

部監査のテーマとして選定した。
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第３．監査の結果 

 

   監査の結果、違法若しくは著しく不適切であるとして指摘すべき事項はない。 
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第４．監査結果に添えて提出する意見 
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監査結果については「第３．監査の結果」に記載したとおりであるが、監査結果に添え

て提出する意見の要約を以下に示す。これらの具体的内容については、「平成 30 年度福山

市包括外部監査結果報告書」の「第６．監査の詳細」及び「第７．おわりに」に詳述する

こととする。 

なお、各意見の表題に付したナンバーは、「第６．監査の詳細」において付番したもので

ある。 

 

１．個人市民税 

① 未申告者へのお尋ね送付の抽出条件の見直しについて 

課税対象者を網羅的に捕捉することは、課税の公平性の観点から重要である。現在、

福山市は、次のような条件で未申告者を抽出し、それぞれについて 1) 未申告のお尋

ね送付、2) 申告書の送付、3) 臨戸調査（訪問調査）を実施し、課税対象者の把握に

努めている。 

 

未申告者への対応 抽出条件 

1) 未申告へのお尋ね送付 未申告者のうち 23 歳から 60 歳 

2) 市民税申告書の送付 
未申告のお尋ね送付者、未申告のお尋ねが返戻になってい

ない者、前年度課税情報のある単身世帯 

3) 臨戸調査 
未申告のお尋ね送付者、未申告のお尋ねが返戻になってい

ない者、前年度課税情報のある世帯員がいる世帯 

 

現在、未申告のお尋ね送付の抽出条件は、「未申告者のうち 23 歳から 60 歳」である。

昨今の高齢化社会、人手不足による雇用状況の変化などにより、働き方改革の一環と

して定年年齢の引き上げが議論されている。そのような働き方についての社会情勢も

踏まえ、「23 歳から 60 歳」という対象年齢の拡大を検討すべきである。 

 

② 未申告者への対応について 

未申告者に対して、申告の督促はするものの、督促後も未申告となっている者に対

するフォローがされていない。個人市民税は、市民が広く負担しあうものであり、課

税の公正性・公平性の観点からは、調査・確認が必要である。一方で、経済性・効率

性も踏まえ、未申告者を分析し、属性（年齢等）ごとにグルーピングするなどして効

率的な対応を検討すべきである。 

 

③ 給与支払報告書の未提出事業者に対する対応について 

前年の 1 月 1 日から 12 月 31 日の間に給与の支給を行った事業者等は、給与を支給

された者が 1 月 1 日現在居住する市町村に給与支払報告書を提出しなければならない

（地方税法第 317 条の 6）。また、給与支払報告書の提出義務に違反した場合には、1

年以下の懲役又は 50 万円以下の罰金に処することが定められている（地方税法 317 条

の 7）。 

福山市では、給与支払報告書台帳から、未提出の事業者をシステムにて抽出して給
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与支払報告書の提出の督促を行っている。 

給与支払報告書の未提出督促件数は減少しているが、一方、単年処理で督促を実施

しても未提出である者に対するフォローがされていない。給与支払報告書は、市民が

広く負担しあう個人市民税の重要な賦課資料である。課税の公平性の観点から、調査・

確認が必要である。 

 

④ 給与支払報告書提出における eLTAX の利用促進について 

個人市民税の給与支払報告書の種類別の収集状況は、次のとおりである。 

 

【給与支払報告書の収集状況】                     単位：件 

年度 

区分 

平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年 

件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比 

 
給与支払報告書 279,271 100.0% 286,772 100.0% 285,808 100.0% 

  
データによる取得

（eLTAX など） 
103,228 37.0% 115,748 40.4% 126,055 44.1% 

  紙による取得（紙） 176,043 63.0% 171,024 59.6% 159,753 55.9% 

 

賦課資料の収集に当たって、全体的にみると徐々にデータによる取得に切替わって

いる傾向にある。ただ、最も件数の多い給与支払報告書については、依然として紙に

よる取得が多い状況である。 

賦課資料の収集及び収集後の事務作業の正確性・経済性・効率性の観点からいえば、

eLTAX の寄与度は大きいものがある。市では、給与支払報告書の eLTAX 利用促進に

ついて、給与支払報告書などの発送時に啓発チラシの同封、年末調整説明会での利用

促進の広報を行っており給与支払報告書の eLTAX による提出件数も増加している。今

後も地道に現在の利用促進に向けた取組を継続することを期待する。 

 

⑤ 給与所得の特別徴収による納税の促進について 

所得税の源泉徴収義務のある事業者は、従業員の個人住民税についても特別徴収す

ることが義務付けられているが、普通徴収による納付も行われている。 

 

【徴収方法別事業者数の推移】                      単位：人 

年度 

区分 
平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年 

特別徴収者数 15,918 16,386 17,061 17,805 20,086 

普通徴収者数 5,713 5,301 4,928 4,465 3,326 

合計 21,631 21,687 21,989 22,270 23,412 

 

上の表のとおり、普通徴収者数は減少しており、特別徴収制度普及に対する市の取

組は一定の成果を上げている。2020 年度からは、広島県内特徴一斉指定の取組が実施
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される予定である。市でも当該取組に合わせて特別徴収制度に関する周知・広報活動

をより一層充実する必要がある。 

 

 

２．法人市民税 

① 納税者より「eLTAX」で電子申告されたデータの福山市の税務システムへの取込み

について 

現状では申告データをいったん紙にアウトプットし、それを見ながら税務システム

に手入力を行っている。納税者にとっては電子申告により利便性が大幅に高まったが、

福山市においては事務の効率化につながっていない。 

福山市においては、市全体の 7 割を超す法人が「eLTAX」を利用している状況であ

るから、税務システムへの申告データの取込みが実現すれば、かなりの事務の効率化

が期待できると考えられる。 

この点に関して、2020 年 1 月から稼働予定の新システムでは申告データの取込みを

予定しているため、作業量が大幅に削減され業務が効率的に行えることが期待できる。 

    

② 職員の税に関する専門性の強化や国税等との連携の強化について 

地方税（道府県税・市町村税）に係る規定はすべて地方税法（昭和 25 年法律第 226

号）において定められており、基本的に日本国内の都道府県・市町村共通のものであ

る。 

しかし、地方自治体の税に関わる職員は一般職員であり、様々な部署への異動があ

ることから、国税職員のように必ずしも専門性が高い職員ばかりではなく、また業務

経験年数も長くないケースも多い。税法は複雑な規定が多く、また改正も繰り返され

ることから、税に関わる職員はより高度な専門性が求められる。そのため継続的に専

門的な研修が必要であるが、各自治体独自で研修を実施することは困難を伴う。地方

自治体を所管する総務省において、全国規模での統一的な研修制度を構築し、税務に

携わる自治体職員のレベルアップを図る仕組みの構築が望まれる。 

また税の賦課・徴収に関しては、これに一貫して従事する国税（国税庁・国税局・

税務署など）の方が、専門性が高いと考えられることから、国税との連携を強化する

ことも必要である。実際に、法人市民税の修正申告又は更正の手続は、国税の税務調

査を受けて行われることがほとんどであると思われる。この観点から地元税務署（福

山税務署・府中税務署）との連携を強化することは重要であると考える。さらに広島

県東部県税事務所との連携、税に関する専門的知識を有する者（税理士・業務経験者

など）による指導体制の構築などを検討する必要もある。 

 

③ 本社が本市外にある事業所の実態把握について 

法人市民税の納税義務者は、福山市に事務所や事業所がある法人と、福山市に事務

所や事業所はないが、寮・宿泊所がある法人である。 

通常の場合には、納税義務者が福山市に事務所・事業所・寮などを設置した段階で

「法人設立・開設届」の提出を受け、納税義務者の確認及び登録を行う。 
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仮に、「法人設立・開設届」の提出がなくても、福山市内に本社を置く法人であれば、

新規設立法人情報や福山税務署・府中税務署からの情報入手により、納税義務者の確

認をすることは比較的容易である。 

実態把握が困難なのは、福山市内に本社を置かず、事務所や事業所のみを福山市に

設置するケースである。現状では、「法人設立・開設届」の提出がない場合には、福山

市内での求人広告や電話帳などから、事業所の存在を把握したり、建築指導課から建

築物のリストを入手して新設事業所を確認したり、地元情報誌の建築情報から事業所

の存在を把握したりするなどして、納税義務者の把握に努めているとのことである。 

福山市外に本社を置く会社の場合、市中心部や交通利便の高いエリアにあるオフィ

スビルに営業所・支店を設置するケースが多い。このような場所のオフィスビルの入

居者を確認することも有効であると考えられる。また、事業所税の関係で賃貸物件の

所有者から提出される「事業所用家屋の貸付等申告」から入居者の情報を共有するこ

とも有効であると考えられる。 

 

④ 法人市民税の減免申請について 

平成 29 年度に福山市に提出された法人市民税の減免申請書を閲覧したが、手書きや

法人のゴム判を利用して作成された書面がほとんどである。記載すべき内容は毎年度

同じ内容であるので、パソコンで入力できる電子書式（例えば Word ファイル）を提供

すれば、前年度の内容を利用できることから、納税者の利便性は高まるものと思われ

る。 

また、地縁団体については、法人市民税減免取扱要領第 5 条により、初年度のみの

申請で、2 年目以降は継続減免としているが、公益社団法人・公益財団法人、NPO 法

人についても初年度のみの申請で、2 年目以降は継続減免する制度を適用できないだろ

うか。2 年目以降の書類提出が不要となり、納税者・福山市ともに事務の負担が軽減で

きると考えられる。 

 

⑤ 公益法人等に対する課税免除制度の導入の検討について 

福山市は収益事業を行っていない NPO 法人、地縁団体、公益財団法人等に対しては

法人市民税の減免制度を採用している。この制度とは別に、近隣の倉敷市では課税免

除制度を採用している。倉敷市の場合、初回のみ届出書と収益事業を行っていないこ

とを確認できる書類（事業報告書・収支計算書など）の提出を求め、収益事業を行っ

ていないことが確認できれば、課税免除を決定する。そして、翌年度以降は各種書類

の提出は不要とする制度である。 

福山市における現行の減免制度では、地縁団体を除き、毎年の減免申請が必要であ

るが、課税免除制度であれば、2 年目以降の書類提出が不要となり、納税者・福山市と

もに事務の負担が軽減できる。 

課税免除制度への変更は条例の変更が必要であるが、近隣の倉敷市が既に導入して

いる制度でもあり、納税者・福山市双方の事務の効率化につながることから、課税免

除制度の導入を検討する必要があると考える。また、課税免除制度は前述の継続減免

制度と実質的には同一の効果を期待できることから、比較考慮しながら検討すること
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を要望する。 

 

⑥ 地縁団体代表者の異動確認の一本化について 

地縁団体に対する法人市民税の減免申請に関連し、地縁団体に対しては、2年に1回、

地縁団体代表者の異動届の提出を要請している。他方で、地縁団体については「協働

のまちづくり課」でも団体の登録・管理業務をしていることから、両課に届けを提出

する団体といずれか一方だけに提出している団体があるなど、混乱している状況が見

受けられた。 

地縁団体の性格上、「協働のまちづくり課」に窓口を一本化し、市民税課は「協働の

まちづくり課」から地縁団体のリストをもらうことにすることで、業務の効率化が図

られるものと考えられる。 

なお、地縁団体については、法人市民税減免取扱要領第 5 条により、既存の団体に

ついては減免申請があったものとみなされ、毎年の減免申請書の提出は要しない。新

規地縁団体に係る減免申請についてのみ、市民税課にて受け付けることとし、代表者

異動届など団体の登録・管理業務については、「協働のまちづくり課」に一本化する方

が、地縁団体にとってもわかりやすいし、福山市においても業務の効率化にも繋がる

ものと思われる。 

 

⑦ 税務署からの送付データに資本準備金・資本金等を加えることの検討について 

国税において福山市を管轄する福山税務署・府中税務署から毎月、申告法人のデー

タが広島県東部県税事務所を経由して福山市へ送付されている。送付されるデータは、

法人名・所在地・売上高・課税所得・法人税額・資本金の額であるが、資本準備金・

資本金等の金額は送付されていない。 

納税義務者である法人から福山市へ提出される法人市民税の申告書には、資本金の

額・資本金の額及び資本準備金の額の合算額・資本金等の額を記載するようになって

いる。そして、資本準備金・資本金等の金額は法人市民税均等割の区分の確認に必要

であり、本来は、申告書に記載されている金額が適正であるか検証する必要がある。 

ところで、資本金、資本準備金、資本金等の金額は法人税別表 5（1）に記載されて

いる内容であることから、法人税申告書より入手することは容易である。法人税申告

書から資本準備金・資本金等の金額を把握し、適正な均等割の区分が適用されている

かを確認する作業に活用することを推奨する。 

 

⑧ プレプリント申告用紙の送付の取りやめの検討について 

法人市民税の申告書の作成は納税者の税務代理人である関与税理士が作成すること

が一般的であると思われる。税理士事務所において申告書を作成する場合には、税務

計算ソフトを活用して税務申告書を作成し、白紙の用紙に印刷しており、福山市から

送付されてくるプレプリント申告用紙を使うケースはほとんどないと思われる。また

近年では電子申告が普及してきている。 

現在、法人市民税の申告用紙は、白紙用紙を購入し、庁内で A4 サイズの申告書と納

付書を印刷し、これを封筒に封入して送付している。そして、これを納税義務者へ郵
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送する場合には A4 サイズにつき定形外郵便物の 120 円の送料が発生する。一方で、納

付書のみの発送にすれば、封筒が小型化することから送料は定形郵便物の 82円となり、

送料が削減できる。白紙用紙代・印刷代・送料の削減が可能である。作業時間が軽減

され、事務の効率化にもなる。 

もし申告用紙を必要とするケースにおいては、依頼のあった納税者に対してのみ郵

送するか、福山市の HP からのダウンロード対応とすることも可能である。このよう

なことから、プレプリント申告用紙の発送をやめ、納付書のみを定形郵便物で発送す

る自治体も増加している。福山市においても検討を進めることが必要である。 

   ちなみに、福山市では、償却資産税の申告書、市民税・県民税・国民健康保険税申

告書は HP からダウンロード可能であるが、法人市民税申告書と事業所税申告書につ

いては HP からのダウンロード入手ができるようになっていない（納付書や各種届の

様式のみダウンロード可能）。数字の入力項目が多いことから、Excel ファイル形式で

の提供が納税者にとっては利便性が高いので、Excel ファイル形式でのダウンロード提

供を要望したい。 

 

⑨ 均等割適用従業員数の適正性の確認について 

   平成 29 年度申告実績によれば、法人税申告書に従業者数を記載していない申告書が

18,145 件中、2,630 件あった。この中には、修正申告につき記載を省略したと思われ

るケースや実際に人数がゼロであるケースも含まれている。 

   法人市民税均等割の金額は、地方税法に規定されている資本金等の額と市内の事務

所等の従業者数の合計数との組み合わせで最低 5 万円から最高 300 万円までの適用幅

がある。例えば、資本金等の額が 50 億円を超える法人の場合、市内の事務所等の従業

者数の合計数が 50 人以下なら均等割は 41 万円、これが 50 人を超えると一気に 300

万円になり、税負担が大きく変わる。従って、各法人が申告する法人市民税均等割の

金額が適正であるか否かについては、福山市において、当該法人の資本金等の額と市

内の事務所等の従業者数の合計数を適切に把握し、調査・確認する必要がある。 

   課税の公平性や制度の根幹を維持するためには、記載内容の確認のため、実態調査

（税務調査）をすべきであろうが、福山市では十分な調査は行えていない。 

   そこで、従業者の数の確認方法として、例えば、次の方法を用いてはどうか。 

・従業員名簿の提出を要請する。 

・福山市に提出された給与支払報告書の報告人数の合計数と申告書記載人数との差異

を調査する。そして差異が大きい場合には説明を要請する。 

課税の公平性や制度の根幹を維持するためにも、定期的な調査を実施することが望

ましい。 

 

⑩ 未申告法人に対する申告勧奨とその後のフォローについて 

   平成 25 年度から平成 29 年度の未申告法人数は、次のとおりである。 
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   【未申告法人数の推移】           単位：社 

年度 
期限内に未申告の 

法人数 

内、期限後に申告が 

あった法人数 

平成 25 年 158 97 

平成 26 年 157 70 

平成 27 年 172 65 

平成 28 年 202 53 

平成 29 年 241 50 

  

期限内に未申告となっている法人の多くは、実質的に休業・経営破綻状態となって

いる法人が多いと推測される。法定提出期限内に申告書が提出されなかった法人に対

しては、法定提出期限の翌月 10 日以降に申告勧奨文書・申告書・納付書・異動届を送

付している。これにより、期限後にある程度の申告が行われている。 

それでもなお申告書の提出がない場合には、現地調査に出向き、法人の実態を調査

することを原則としているが、現地調査は十分に行えていないのが現状である。 

期限内に未申告となっている場合には、実質的に休業・経営破綻状態となっている

法人が多いと思われるので、電話連絡がとれないケースも多いと思われる。そこで現

地調査を行って法人の現状を確実に把握することが望ましい。また、過年度の申告書

を作成した関与税理士に問い合せをすることも有効な手段であると考えられる。また、

法人市民税の未申告法人は、法人税・法人県民税も未申告となっていると思われる。

税務署・県税事務所と連携をさらに深め、情報交換・共有化を進められる仕組みづく

りを推進することが必要である。 

 

⑪ 法人市民税・事業所税の税収増加に向けた総合的な施策の検討について 

   法人市民税の納税義務者は福山市に事務所や事業所がある法人及び福山市に事務所

や事業所はないが、寮・宿泊所がある法人である。また事業所税の納税義務者は事業

所等において事業を行う法人又は個人である。従って、福山市内で事業を行う者が増

えれば、法人市民税・事業所税の基盤も強固になると考えられる。 

そのためには、福山市内に事業者を呼び込むための総合的な施策も必要となってく

る。具体的には企業誘致のための立地の確保、産業インフラの整備、金融支援などを

総合的に検討していく必要がある。また新たな企業が増えれば、市外からの住民の流

入も期待できる。そのために、より魅力的な教育・文化施策の展開や公共施設の整備

も必要であろう。このような総合的な施策の立案は行政の重要な任務であり、都市機

能をさらに発展させるために、有効な施策の立案を要望する。 

 

 

３．固定資産税・都市計画税 

≪土地・家屋共通≫ 

① 固定資産税システムへの登録コードについて 
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固定資産税システムに固定資産を登録するに当たっての非課税コードや減免コード

は、地方税法第 348 条や福山市固定資産税減免要綱と直接対応するものではなく、法

人格による分類、施設による分類、事業による分類等が混在している。現状のような

固定資産の非課税コードや減免コードであれば、根拠条文や根拠要綱が固定資産税シ

ステムでは確認できず、地方税法第 348 条や福山市固定資産税減免要綱が改正になっ

たとしても、改正部分を即座に把握することができない。また、担当者によって、非

課税コードや減免コードの入力コードが異なるという事態が生じる可能性がある。 

固定資産の非課税コードや減免コードについては、地方税法第 348 条や福山市固定

資産税減免要綱を根拠として設定することが望ましい。 

 

② 土地と家屋の非課税資産の分類不能部分の整理について 

土地と家屋それぞれの非課税資産一覧表を確認したところ、「非課税」という分類の

項目が存在する。これは、非課税の事由ごとに分類化されておらず、分類できていな

いものをまとめたものである。何か資産の異動があるごとに、「非課税」の分類を更新

しているが、異動があるまでは非課税の分類のままである。「非課税」に分類された土

地の件数は、114,803 件であり、全体が 246,983 件であることから、全体のほぼ半数に

該当する。 

「非課税」の分類をしていないのは、過去に「非課税」の分類を行っておらず、「非

課税」という分類のみによって整理してきたためである。現状では、「非課税」の分類

を行う運用になっていることから、非課税資産の分類不能部分の整理を行う必要があ

る。 

 

③ 減免制度の公平性について 

固定資産税の減免については、福山市税条例第 62 条により規定されており、具体的

な減免対象は、福山市固定資産税減免要綱に定められている。福山市固定資産税減免

要綱の中に、特別の理由があるものに対する減免の項目がある。 

固定資産税の減免制度は、福山市固定資産税減免要綱に記載された団体のみが、減

免対象となるが、減免の制度が広く知られていないため、減免対象になり得る団体の

固定資産について減免申請がされていないケースが存在する可能性がある。本来、同

種類の事業を行っている団体の間で、課税と減免の取扱いが異なっていることは課税

の公平性の観点からは望ましくない。 

租税において、公平性の原則は重要な原則であり、不公平な取扱いがあってはなら

ない。減免は、一部の納税者に対して租税を軽減又は免除するという例外的な措置で

あり、いかに課税の公平性を確保するかが重要である。福山市固定資産税減免要綱に

おいて、特別の理由がある者に対する減免の規定を設けるのであれば、団体間におけ

る課税の公平性に留意する必要がある。 

 

④ 公益上の理由による減免について 

福山市固定資産税減免要綱によれば、公益法人が所有し、かつ、公益目的事業の用

に供する固定資産については、減免対象となる。また、一般法人が所有し、かつ、公
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益目的事業の用に供する固定資産については、福山市固定資産税減免要綱に規定され

ていれば減免対象となる。 

ところが、他の市の固定資産税減免要綱を参考にすると、公益上の理由により実施

される固定資産税の減免制度を見直しているケースも存在する。たとえ公益性が高い

場合であっても、十分な収益力が認められる場合は減免対象とはするべきではないと

いう考え方に基づくものである。 

固定資産税の減免制度については、非課税制度のように地方税法によって明確に規

定されているものではなく、市長において必要があると認めるものについて、減免対

象とするものである。公益性の概念や内容が社会経済情勢とともに変化していること

に鑑み、減免制度を設けることの妥当性を検討することが望ましい。 

 

⑤ 課税保留案件の増加とそれへの対応策について 

課税保留案件とは、相続人や納税管理人の不存在、会社解散等による代表者不明等

により、納税通知書の送り先がない等の理由により、固定資産税の納税通知書の発送

が行われない案件のことである。課税保留案件は納税通知書が発行されず課税が行わ

れないこととなるので、市税収入の調定処理や債権としての認識が行われることはな

く、債権管理や不納欠損処理の対象にもならない。なお、福山市では、相続人調査中

のため一時的に課税保留とされているものについては、相続人確定後、速やかに課税

保留をやめて課税を行うこととしている。 

固定資産税は土地建物が存在する限り毎年度課税が行われるものであるが、それも

その土地建物の所有者が実在して初めて可能となることである。また、課税保留とな

っている土地建物を換金して保留となっている税額に充てようとしても、その土地建

物の経済的な価値や換金作業について必要となる時間や費用を考えれば、それもまた

有効な解決策とは言えない。 

地方税法には課税保留に関する明確な規定はなく、また、課税の公平性の観点から

も課税保留案件はなくすべきものである。しかし、人口減少や少子高齢化の進行に伴

う空家や不在地主の増加、相続人の不存在案件の発生等といった社会環境を考慮する

と、今後においても課税保留となる土地建物が増加していくことは十分に予想される。 

このような現実を踏まえて、自治体の中には統一的な事務処理を行うことや課税保

留案件の管理を確実に行うことを目的として、固定資産税及び都市計画税に関する課

税保留の取扱いについての要綱や要領を定めているものもあり、福山市においてもこ

のような要綱や要領の策定を検討する必要があるものと考える。 

 

≪家屋≫ 

① 固定資産課税台帳へ登録されている非課税家屋について 

固定資産課税台帳に登録されている非課税家屋の棟数は、平成 30 年 1 月 1 日時点に

おいて 1,464 棟と少なく、また、この 1,464 棟には福山市所有と広島県所有の 593 棟

が含まれており、それを除けば、民間所有の非課税家屋は 871 棟しか登録されていな

い。 

担当課によると、非課税家屋の固定資産課税台帳への登録は最近 15 年程度の期間内
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において行われるようになったもので、それ以前には非課税家屋を課税台帳へ登録す

ることはなかったとのことである。そのため、福山市内に古くから存在する多くの非

課税家屋が課税台帳へ登録されていないものと考えられる。また、非課税家屋であり

固定資産税額が発生しないため、それが課税台帳へ登録されなくても特に支障は生じ

ないということがその理由と思われる。 

しかし、例えば宗教法人が所有する家屋の場合、非課税となるのは境内建物に該当

する家屋の場合であり、第三者に有料で貸付けられる家屋や収益事業の用に供される

家屋等は非課税とはならない。平成 29 年度において、宗教法人が非課税扱いであった

家屋を使って農業を始めたため、その家屋が非課税扱いから課税扱いに変更された事

例があった。 

このように、家屋の用途変更が行われて、非課税扱いから課税扱いに変更しなくて

はならなくなる事態が生じる可能性もあり、現在、課税台帳に登録されていない非課

税家屋について調査を行い、課税台帳へ登録することが必要である。 

 

② 家屋の用途変更がなされた場合の経年減点補正率の変更について 

現在、福山市では家屋の用途変更が行われた場合に、それが増改築等による形態の

変更を伴わないものであるときは、その変更実態の把握の困難さにより全てに対応で

きていると言い切れない状態にある。 

しかし、福山市固定資産（家屋）評価要綱によれば、家屋の損耗の状況による減点

補正率として経年減点補正率を適用するに当たり、「同じ構造、同様の程度の建物であ

っても、建物の使用可能な期間（いわゆる耐用年数）は、その使用形態（用途）によ

って決まる。」という考え方に基づき設定されているものであるため、「用途別区分」

の選定においては現実の使用用途によるものとすることとされている。 

すなわち、家屋の用途が異なれば適用される経年減点補正率も異なるものとなり、

固定資産評価額にも差が生じるものとなる。したがって、家屋においてその用途が変

更された場合には、変更前と変更後では異なる経年減点補正率を使って固定資産評価

額が算出されるべきであり、税額にも差が生じることとなる。 

多くの自治体において家屋評価事務要領の中に、用途変更が行われた場合の経年減

点補正率の変更を行う旨が記載されている。参考として、大阪市の固定資産評価実施

要領を示す。 

 

（参考）大阪市固定資産評価実施要領より 

キ 改築を伴わない用途変更が行われた家屋の取扱い 

家屋によっては、その存続期間の中途において当該家屋の用途（使用形態）が

変更される場合（例えば本来は住宅用として建築された家屋が、用途変更により

事務所用として使用されるというような場合）もあるが、このような場合で、当

該家屋について全く改築等の形態の変更を行わなかったときの経年減点補正率は、

変更後の用途に該当する経年減点補正率基準表により求めること。これは、経年

減点補正率が、「同じ構造、同様の程度の建物であっても、建物の使用可能な期間

（いわゆる耐用年数）は、その使用形態（用途）によって決まる」という考え方
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に基づき設定されていることによる。 

 

福山市においても家屋の用途変更がなされた場合に経年減点補正率の変更を洩れな

く行っていくためには、用途変更について担当課が把握する手段を確立することが重

要であると考える。 

 

 

③ 家屋の用途変更の把握手段の確立について 

家屋の用途変更はその固定資産評価額に影響を及ぼすものであるため、用途変更が

行われた事実を把握することが必要であるが、その手段としては所有者による建物表

題変更登記が考えられる。しかし、用途変更に合わせて建物表題変更登記が行われる

件数は通常限られており、また、建物が未登記であった場合においては、そもそも変

更登記が行われることはない。 

変更登記以外には、市の固定資産税担当課による現地調査、又は、家屋の用途変更

を行った市民からの届出による把握などが考えられる。福山市においては、家屋の用

途変更が行われた場合において、市へ提出が必要とされている書類として「住宅用地

申告書」が設けられているが、十分には利用されていない。 

家屋建築時には実地調査に際して用途確認も可能であるが、その後においては、家

屋の用途を確認できる機会は少なく、用途変更を把握する手段も多くない。市民から

の届出は数少ない用途変更を把握する手段の一つであるため、家屋の用途変更が行わ

れた際に市民から届出が提出されやすい環境を整備するとともに、届出が必要である

ことを市民に周知する努力を継続することが必要である。 

 

≪償却資産≫ 

 ① eLTAX による増加減少資産申告の場合の事務手続の合理化について 

   固定資産税（償却資産）の事務手続の中で、eLTAX による増加減少資産申告の場合

に事務手続が煩雑になるようである。具体的には、現状の Access の仕様が全資産申告

に対応したものとなっているため、増加減少資産申告の場合はシステムによる取込処

理ができず手作業により処理する場面が出てくるという状況である。 

福山市における eLTAX による申告件数は年々増加しており、eLTAX による申告の

電子データについて手作業を介することなく処理することができれば、事務手続は合

理化されるはずである。そのために、全資産申告だけでなく増加減少資産申告にも対

応できるようシステムの設計を見直す必要がある。 

 

 ② 申告書を送付する事業者及びその選別について 

  ア 申告書を送付する事業者について 

平成 29 年中に発送された申告書の送付先リストを確認したところ、総数が 11,527

件であった。内訳としては、株式会社が 6,949 件で有限会社が 2,620 件であり、そ

れらが全体の 8 割強を占めていた。 

参考までに福山市の統計値を示すと、平成 29 年度の個人市民税で営業所得に係る
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所得割額がある納税義務者は 7,771 名であり、平成 28 年度の法人市民税納税義務者

数は 12,826 法人である。これらすべての者が償却資産を所有しているわけではない

だろうが、この統計値と比較すると申告書の送付先が少ないように思える。また、

福山市ホームページより福山市が所管する社会福祉法人（老人福祉施設、障がい福

祉施設及び児童福祉施設）を数えると 105 法人であるが、当該リストにある社会福

祉法人は 12 法人のみであることからも、事業者に対して申告書を十分に送付できて

いないことが窺える。 

申告書の送付が漏れている事業者が存在する可能性について確認したところ、申

告書を送付していない事業者に対しては事業をしているか等の調査を定期的に行い、

申告書を送付するよう取り組んでいるが、年々事業者が増えており郵送料にも限り

があるため、費用対効果を考慮したうえで申告書を送付しているとのことであった。

固定資産税（償却資産）は、事業者からの申告があって初めて賦課計算をすること

ができるので、事業者に対して申告書を送付しその所有する償却資産の申告を促す

ことは重要性が高い。したがって、可能な限り事業者を把握し、申告書を送付する

よう努めるべきである。 

 

イ 申告書を送付する事業者の選別について 

eLTAX により申告する事業者は、紙ベースの申告書は不要なはずである。国税で

ある法人税や消費税の申告書は、翌年以降送付不要である場合に納税者側で送付不

要を選択できるような様式になっている。国税における当該取扱いを参考にし、償

却資産の申告書においても翌年以降の申告書送付の要否を納税者側で選択できるよ

うにすれば、申告書の送付数が減少し、事務作業の軽減及びコスト削減を促進する

ことができると考える。 

 

 ③ 新規事業者の把握のための税務署及び市民税課との連携強化について 

   新規事業者の把握に関する調査の実績は次のとおりである。 

 

【平成 29 年度 新規事業者の把握に関する調査実績】            単位：件 

 個人 法人 

調査件数 申告件数 調査件数 申告件数 

法人宛名チェックリスト 0 0 421 342 

地域経済情報誌 11 8 369 278 

医療施設動態一覧 7 7 3 1 

経済産業省照会 1,670 250 154 36 

   新規事業者の把握方法について確認したところ、経済産業省照会による太陽光発電

の売電事業者情報の入手が平成 29 年度より新たに実施されていた。固定資産税（償却

資産）の課税事務において、新規事業者の把握は重要性が高く、様々な手法でその把

握に努めている姿勢は評価できる。 

   しかし、現状では税務署との連携が進んでおらず、新規事業者の把握のための税務
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署調査はなされていない。個人、法人を問わず、税務署には事業者に関する情報が豊

富に存在するので、定期的に事業者情報を入手する機会を設ける等、税務署との連携

強化に努めることが望ましい。 

   また、平成 29 年度の新規事業者の把握に関する調査実績より、個人事業者の把握に

つながる調査が不十分であると考える。個人事業者であれば、福山市の市民税課に個

人住民税に関する情報が存在するので、その中から事業所得、不動産所得等がある納

税者の情報を抽出して調査をする等、福山市役所内での連携強化に努めることが望ま

しい。 

 

 ④ 未申告事業者への対応強化について 

   平成 29 年度の実績によると、登録事業者の件数（11,695 件）に対して未申告の件数

（1,274 件）がおよそ 1 割存在する。課税の公平性の観点から、未申告事業者への対応

は重要性が高い。 

   そこで、未申告事業者への対応状況について確認したところ、文書による督促がな

されており、その結果 375 件の申告を受け付けていた。文書による督促には一定の効

果が認められるものの、やはりそれだけでは申告をしない事業者は後を絶たない。平

成 28 年度及び平成 29 年度の 2 ヵ年で連続して未申告督促を実施した事業者も 523 件

存在していた。文書による督促をしたものの申告のない事業者については、計画的に

実地調査を実施する等、申告を促すための追加の対応が必要であると考える。 

 

 ⑤ 調査により増額更正する場合の遡及期間について 

   調査には実地調査及び簡易調査があり、簡易調査は平成 28 年度から実施を開始して

いる。効果的かつ効率的な調査に向けて、数年にわたり資産の増減なしで申告されて

いる場合や工場等があるはずなのに該当資産なしで申告されている場合等、申告内容

に疑義のある事業者については、それらを一覧にして税務署に資料（所得税申告書の

減価償却申告書、法人税申告書の別表第 16(1)(2)(7)、貸借対照表等）の写しの交付を

依頼し、それらの資料と申告内容とで違いがある場合は実地調査や簡易調査の対象と

している。 

   簡易調査の実施を開始して 2 年が経過したところであるが、医療機関や飲食業者等、

日程調整等の関係で実地調査が困難であった事業者や事業規模が大きく実地調査が現

実的に困難であった事業者についても調査の対象とすることができ、また更正額も増

加していることから、調査の効率性が高まっていることが窺える。 

   しかし、申告誤りが判明した場合の対応として過年度に及ぶ税額更正を行うことが

あるが、基本的には過去 3 年の更正となっている。地方税法第 17 条の 5 第 1 項は「更

正又は決定は、法定納期限の翌日から起算して 5 年を経過した日以後においては、す

ることができない。」と規定しており、過去 5 年の更正を認めている。課税の公平性を

確保するために、申告誤りの要因が仮装隠蔽による意図的なものである場合や過去複

数年連続して未申告であった場合等、悪質な事案については、福山市で一定の規程を

定めることにより地方税法が定める最長期間の更正を行うべきである。 
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 ⑥ 非課税の適用を受ける償却資産の台帳の整備及び適正な課税事務の促進について 

   平成 29年度で、非課税の適用を受ける償却資産の一覧を確認した。その件数は、2,997

件、23 の事業者が所有するものであり、非課税の適用を受ける償却資産を所有する事

業者数が非常に少ない印象を受ける。 

例えば、社会福祉法人が社会福祉事業の用に供する償却資産は非課税の適用を受け

ることとなるが、当該一覧の中に社会福祉法人はない。非課税の登録件数が少ない要

因としては、公益法人や社会医療法人、社会福祉法人等、免税点未満である可能性が

高い事業者の申告について、そもそも未申告となっている場合や申告があったとして

も資産の該当なしとして申告がなされている場合が考えられる。 

確かに非課税の適用を受ける償却資産を把握したとしても課税されないため、それ

を把握していない場合と結果は同じである。しかし、非課税の適用を受ける償却資産

は地方税法第 348 条に掲げられているものに限られており、たとえ現在はその用途に

供していたとしても、用途変更によりその用途から外れる場合は将来的に課税対象と

なり得る。したがって、非課税の適用を受ける償却資産を把握することは課税の公平

性の確保につながる課税庁の責務であると言える。簡易調査で非課税資産の自主申告

を促す等により、非課税の適用を受ける償却資産の把握に努め、その台帳を整備する

必要がある。 

また、固定資産税の非課税調書を閲覧したところ、児童福祉施設の増築に伴う家屋の

非課税申告書があった。具体的には、ある医療法人が従前より運営してきた事業所内

保育所を増築し、当該増築部分に係る家屋の非課税申告を行ったという事案である。 

非課税の適用を受ける償却資産の一覧の中に当該医療法人が所有する償却資産はな

い。事業所内保育事業のための家屋が存在する以上、その事業の用に供する償却資産

が存在しないことは考えにくい。 

当該医療法人の事例のように、事業運営上何らかの異動が発生したときは申告漏れ

の有無、申告誤りの有無等を把握する機会となるはずである。土地、家屋及び償却資

産の各担当間で連携を強化し、適正な課税事務の促進を図るべきである。 

 

 ⑦ 適正な減免手続の実施について 

   平成 29 年度で、減免の適用を受ける償却資産の一覧を確認した。その件数は 46 件

であり、3 法人が所有している資産のみであった。 

   固定資産税の減免については福山市税条例第 62 条において、市長において必要があ

ると認めるものについて減免するとされており、具体的には福山市固定資産税減免要

綱に複数の減免規定が定められている。しかし減免制度そのものが広く知られていな

いために減免申請がなされていない。たとえ減免対象となるべき償却資産が申告され

ておらず課税対象とされていなかったとしても、それは減免処理の手続準拠性に反す

る事態であるため望ましくない。特別の事情を考慮して減免制度を設けている以上、

適切な事務手続を経たうえで課税の例外的な取扱いである減免規定を適用する必要が

ある。また、事業者に対して減免制度の存在を周知する方法を検討するべきである。 
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４．軽自動車税 

① 農耕用小型特殊自動車の把握について 

   農耕用の小型特殊自動車については、公道を走行することが想定されておらず、購

入者等の申告だけに委ねられると、購入後申告をしないままとなっている可能性が高

い。この点について担当課に質問を行ったところ、担当課も市のホームページや市発

行の市税のしおりでは農耕用小型特殊自動車についても課税の対象となると告知して

いるが、それ以外の告知は行っていないとのことであった。農耕用小型特殊自動車の

課税の網羅性を担保するために、例えば農業協同組合や農業用自動車メーカーなどに

依頼をして申告手続についての案内を積極的に行うということも検討すべきである。 

 

② 標識の管理について 

現在の標識の管理は、本庁及び支所ともに施錠ができる書庫で保管し、毎年 9 月の

標識の発注時に現時点での在庫数を確認し報告を行っているが、日々の標識の受払に

ついては、記録を行っていない。よって、在庫数を確認したとしても、その時点での

在庫数が本来のあるべき在庫数か否かということが分からない。 

   本庁及び支所において保管される標識数についてのより厳格な管理を行うため、本

庁の窓口及び支所に保管されている標識数、交付した標識数などを記録した受払簿を

作成し、受払簿の在庫数と実際の現物確認時の在庫数が一致していることを確かめる

必要がある。 

 

 

５．市たばこ税 

  特に指摘すべき事項はない。 

 

 

６．入湯税 

① 入湯客数の確認について 

   入湯税については、特別徴収義務者から申告される入湯客数の正確性を確認するこ

とが課税の正確性・公平性を担保するうえで重要である。 

現在、申告された入湯客数については、繁忙期における入湯客数の増減及び前年比

において著しく増減があった場合に、特別徴収義務者への聞取りを行っている。特別

徴収義務者数は 7 社と少ないことから定期的に訪問し、備付けの帳簿と申告内容の確

認を行い適正な申告が行われているかの確認を行うことが必要である。 

 

 

７．事業所税 

① 事業所税床面積の記載内容の適正性の確認について 

各法人が申告する事業所税の金額が適正であるか否かについては、福山市において、

当該法人の市内の事業所用家屋の延べ床面積や従業者給与総額を適切に把握し確認す

る必要がある。現状では、建築指導課への建築確認を年 3 回（6 月・9 月・11 月）実施
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し、経済情報誌や広告による情報収集を随時行っているとのことである。 

   課税の公平性や制度の根幹を維持するためには、記載内容の確認のため、実態調査

（税務調査）をすべきであろうが、福山市では十分な調査は行えていない。 

そこで、市内の事業所用家屋の延べ床面積の確認方法として、例えば、次の方法を

用いてはどうか。 

・賃貸物件の所有者から提出される「事業所用家屋の貸付等申告」の記載内容と照合

する。 

・庁内に保管されている建築確認申請時の資料と照合する。 

・実地調査に赴く。 

課税の公平性や制度の根幹を維持するためにも、調査や確認の頻度を高めて実施す

ることが望ましい。 

 

 

８．収納・滞納整理事務 

① 財産調査について 

  納税義務者の財産調査として、預金照会が行われている。無作為抽出した個人の納

税義務者の事例のほとんどにおいて、預金調査の対象は、全国規模の金融機関では、

ゆうちょ銀行のみであり、その他は広島銀行、中国銀行等の地方拠点の金融機関であ

る。福山市内には地方銀行のみならずメガバンクの支店もいくつか存在するのである

から、納税義務者が口座を作っている可能性は十分にある。合理的な理由なく照会対

象を絞り込んでいるのであるのだとすれば、改善の余地があると考える。 

  また、近年インターネットバンキングが普及してきており、福山市内に支店がなく

とも容易にインターネットを通じて口座を開設することができる。特にインターネッ

トに精通した若い世代の滞納者については、コンビニエンスストア設置のＡＴＭで簡

単に引出すことのできるインターネットバンキングへの親和性が高いと思われるので、

これらのインターネットバンキングについても照会をかけることも有効であると考え

る。 

  個別事案に応じた工夫は必要であるが、効果的な税金の徴収のために、基本的には

広く網羅的に財産調査を行うべきであり、そのことが仮に不納欠損処理をすることに

なってしまった場合に、より判断の妥当性を担保することになると考える。 

 

② 動産の差押えについて 

閲覧した資料によると平成 25 年以降の動産の差押件数は 0 件である。動産は換価し

ても一つ一つの単価が低いので費用対効果の観点からというのがその理由であるとの

ことである。 

また、比較的価値が高いと思われる動産の自動車については、自動車社会である福山

市において主たる移動の手段である自動車がなくなると納税義務者の日常の生活に支

障をきたすことを考慮されているものと思われる。 

確かに、自動車は納税義務者の生活にとって不可欠であり、差押えをすることがかえ

って納税義務者の経済的活動を低下させるというような事情がある場合には、今後の担
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税力の低下にもつながるので、換価をすることは妥当ではないと考える。この場合には、

市が自動車を差押えた上で換価猶予し、滞納税金の分割払いを条件として当該自動車を

使用貸借するという手段も考えうる。この、分割条件に反した場合には換価するという

手法で納税を促すことは、悪質性を疑われる滞納者に対しては有効であると考える。 

 

 ③ 滞納額が少額である期間の対応について 

   高額な滞納者もかつては少額滞納者であったのであり、滞納額が少額であるうちに

毅然とした対応を行うことが滞納額の増加の予防と考えられる。少額な滞納額のうち

に財産調査及び臨戸訪問を徹底する必要があると考える。 

   この点について、滞納繰越分の調定額の推移を確認するに、年々減少の傾向にある

ことから、現状においても滞納額が少額であるうちの対応が功を奏しているとも考え

られる。今後の更なる徹底を期待したい。 

 

 

９．徴税費 

① より有用な徴税費の把握について 

市税概要に記載されている徴税費は、税務部で予算計上された歳出であるため、次

の点に留意する必要がある。なお、次に述べる点は、地方自治法に定められた地方自

治体の会計制度、すなわち、単式簿記による現金主義会計の欠点ということができる。 

まず、現金の支出をもって徴税費が計上されるために、多額のシステム投資を行っ

た年度においては、その支出額全額が当該年度の徴税費に計上されることにより、他

の年度と比較して税収に対する徴税費の割合が高くなり、年度間の比較を行う際には、

注意が必要となる。 

次に、総務部情報政策課で予算計上されるシステム費が算入されていないことであ

る。より有用な徴税費を算定するためには、他の部課で予算計上される徴税に関連す

る歳出も徴税費に算入する必要があると考える。 

 

 

１０．国民健康保険税 

① 支所での徴収業務の見直しについて 

国民健康保険税の徴収業務に着目してみると、本庁のみならず支所でも賦課徴収業

務を行っているため、適時適切な管理や統一的な対応が困難であると思われるし、人

員配置としても効率的とは言い難い。確かに、納税者と市職員の地理的な距離が近い

ということは、納税者にとっての利便性は高いといえる。一方において、職員は定型

的な処理を大量に行うことが多い日常業務と個々の滞納者ごとに異なる事情を丁寧に

把握して、ケースバイケースでの適切な対応を必要とする滞納整理業務という質が異

なる業務を行わなければならないため、適切な滞納整理業務を行うことは困難ではな

いであろうか。また、この組織構造ではノウハウの蓄積という面でも大きな期待はで

きない。支所での賦課徴収業務は本庁へ集約する等、組織の在り方を検討する必要が

あると考える。 
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② 滞納に関するノウハウの利活用について 

国保年金課では国民健康保険団体連合会が実施している「徴収アドバイザー巡回相

談事業」を活用して滞納整理の進め方に関するアドバイスを得ている。これは県内の

他の自治体の滞納整理に従事していた OB が月に一度福山市で相談に乗ってくれると

いう仕組みであり、国保年金課においては有益な助言が得られているようである。ま

た税務部納税課には税務署の OB が相談員として勤務していることから、国保年金課

はこれらの相談員にもしばしば相談することができている。これらの事実からも明ら

かなように、滞納整理業務はノウハウの有無が結果を大きく左右する。人事異動や組

織構成を考える際にはノウハウの蓄積・共有にも配慮しなければ折角の無形財産が雲

散霧消してしまうから、配慮すべきである。また福山市で滞納整理業務に従事した OB

を組織して相談員等に任用することなども検討してみてはどうだろうか。 

 

 

１１．介護保険料 

① 滞納情報の共有化について 

介護保険料の滞納者は市税や他の公課を滞納していることもあると思われるところ、

他課等に相談に来た際に滞納介護保険料の存在が判明した場合には情報提供を受けて

同じタイミングで納付相談を行うことがある。しかし、一元管理がなされているわけ

ではないため、必ずしもそのタイミングでは判明しない。介護保険料のみを捉えずに

福山市の債権全体としてみた場合、特定の債務について長期的に債権管理を要する状

況にある市民については、債権管理は一括して行うことが効果的かつ効率的と思われ

る。実際に、サンプルとして検討した案件の中に、国民健康保険税を分納しているに

もかかわらず介護保険料について認識されておらず、適切な管理ができていなかった

例があった。また、市民からみても、一括して納付相談できれば利便性が高く、また

失念等を防止することにもつながり、納付率の向上に有効と思われる。 

介護保険料の消滅時効期間は 2 年であり市税の 5 年と比して短期である。現状、市

税の徴収と介護保険料の徴収はそれぞれの担当課が行っており、担当課間の連絡や調

整は、皆無ではないものの綿密とは言えない状況にある。例えば市税も介護保険料も

滞納している特定の市民について、納税課において介護保険料の滞納に気づかないま

ま家計の限界まで市税の分納が設定されてしまうと、その後に介護保険料の滞納が発

覚した場合、納付の余裕がない結果、介護保険料について納付がなされず時効消滅す

るという事態も想定されることとなる。このような事態を防ぐためには、滞納整理に

関わる職員が他の滞納の有無を自ら直接確認できる仕組みが必要であると考える。 

 

② 納税案内センターの利用について 

介護保険料については市の納税案内センターからの電話催告は行っていない。これ

は、市税や国民健康保険税に比して相対的に滞納件数が多くないこと、滞納者宅を訪

問しての制度説明や納付相談、徴収を担当する介護保険推進員が 6 名おりこれらの者

が滞納者の来庁日時の予定を検討しつつ電話をかける作業も行っており納税案内セン
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ターに委託するより効率効果が高いと判断していることなどが主たる理由のようであ

る。ただ市税、国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料については、既に納税案内

センターを利用しているのであり、介護保険課における推進員による電話と納税案内

センターの利用のどちらが市全体としての効率性・効果性の観点から有効かを一度検

討してみてもよいのではないだろうか。 

 

 

１２．後期高齢者医療保険料 

① 滞納情報の共有化について 

滞納者を任意で抽出し、交渉記録等の資料を閲覧したところ、催告書の送付や督促

の電話は概ね適切に実施されており、特に大きな問題点は見当たらなかった。ただし、

抽出した案件の中で、後期高齢者医療保険料のみならず介護保険料や国民健康保険税

の滞納もある市民であり、後期高齢者医療保険料の滞納の認識がないという事情があ

った。滞納のある市民が他の課へ分納相談のために来庁した際に、後期高齢者医療保

険料の滞納があることが判明すれば、後期高齢者医療課へも来るよう依頼し、個別に

分納相談を実施しているのが実態であり、判明しなければそれきりになってしまう。

これでは市として非効率で債権管理が適切になされているとは評価できないし、また

市民としても煩雑である。後期高齢者医療保険料の滞納がある市民は他の公課も滞納

がある可能性があり、情報の共有を行うことは市にも市民にも有益となる。特に後期

高齢者医療保険料の消滅時効期間は 2 年であり市税の 5 年と比して短期で、後期高齢

者医療保険料を滞納している市民は他の保険料や税金等を滞納している可能性が高い

ことからすると、他課との連携は必須であるが、上記のとおり、情報共有はなされて

おらず、連絡が綿密になされていると評価できる現況にはない。 

福山市は、部課を横断し組織する収納対策連絡会議において滞納情報の共有を検討

したが市税等の債権を一元管理する組織がないなかで情報共有することは困難である

と判断した。これらを踏まえて、滞納者の来庁時等に個別交渉の中で他の部課が管理

する滞納債権がないかについて聞き出し、滞納のある課と連絡するという運用を行っ

ている。しかしこの運用が十分に徹底できず上記のような事象が発生していることか

ら、当該運用について職員に徹底する必要がある。 

また、組織がいかになっていても関係課間で滞納者の情報が漏れなく確実に共有で

きる仕組みの構築が必要である。制度・権限上の理由から情報共有が困難であるなら

ば、後述するように公債権の一元管理が行えるよう組織改編も見据えた検討が必要で

あると考える。 

 

② 適切な事務手続の徹底について 

滞納整理手続の検討において、滞納者が来庁した際に滞納者本人の認知機能の低下

がうかがわれ、また知人が付き添ってきた事案があった。職員はこの知人と分納相談

をしこの知人宛てに納付書の再発行までしているが、法的には単なる知人にはそのよ

うな権限はなく、このような対応をしてしまうとその後に法的紛争となった場合、福

山市が巻き込まれる可能性が生ずるため、知人ではなく子等親族に成年後見人の選任
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も含めて相談連絡をする必要がある。収納率の向上は取り組むべき問題ではあるが適

切な収納事務の徹底を図る必要がある。 

 

③ 臨戸訪問の実施について 

後期高齢者医療保険料の滞納整理手続について、担当課は滞納整理月間を設けて夜

間納付相談の実施や夜間電話催告を実施して納付を促進するなど努力と工夫が見られ、

また一定の効果をあげていると評価できる。ただ、広島県広域連合に属する市町のう

ち滞納者対策として臨戸訪問を実施している市町が 61％程度存在するが、福山市では

実施していない。臨戸訪問はそもそも例外的な手続であるし、必ず実施すべき手続と

はいえないものの、消滅時効にかけてしまっている債権が一定程度存在しながら臨戸

訪問を実施しないという状況は、滞納者の実態調査等情報収集や督促など、収納に向

けた債権回収努力をできる限り行ったと評価されない可能性が残されてしまっている

ともいえる。もちろん臨戸訪問はすればよいというものではなく、効果性と効率性を

勘案した上で、臨戸訪問を実施することを検討してみてはどうだろうか。また、後期

高齢者医療保険料についてのみ臨戸訪問の実施を検討するには人員やコスト等の面に

おいて現実に実行することが難しいことは容易に想像できる。他部課との連携等も検

討してみてはどうだろうか。 

 

 

１３．システム及び情報管理 

① ID・パスワードの管理について 

情報セキュリティ内部監査の実施結果を閲覧したところ、市税等の事務を行う情報

システム端末を利用する際の ID・パスワードは適切に管理されていたが、資産税課に

おいて、複数課員が 1 つの ID を共用しているインターネット端末の机に ID・パスワ

ードが貼られていたという指摘があった。 

情報システムを利用する際の ID・パスワードの管理が適切に行われない場合は、情

報システムを不正に利用されるおそれがあることから、ID・パスワードのメモの作成、

それらの机上及びパソコン等への貼付等の行為は行ってはならないことを徹底する必

要がある。なお、当該内部監査実施後、速やかに改善措置が講じられている。 

 

 ② 特定個人情報の取扱いについて 

①と同じく情報セキュリティ内部監査の実施結果を閲覧したこところ、市民税課が

所管する特定個人情報が記載された書類が市民税課以外の場所（部屋自体は施錠でき

る）において一部施錠管理できるキャビネット等に保管されていないという指摘があ

った。 

個人情報の漏えい、滅失及び改ざん等を防止する観点から、個人情報が含まれる書

類については、施錠可能な保管庫に保管する必要があることを徹底する必要がある。

なお、当該内部監査実施後、速やかに改善措置が講じられている。 

 

③ アクセスログの分析について 
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情報漏えいや不正アクセスといった問題に対処するためにアクセスログの分析が重要

である。アクセスログの分析の実施状況について、質問を行ったところ、保険系システ

ムにおいてアクセスログの分析が行われていないとの回答があった。 

アクセスログの分析は、情報システムのセキュリティ対策上重要であることから、定

期的にアクセスログの分析を実施すべきである。 

 

④ 外部委託事業者の管理について 

現在、市税の業務においては、データのパンチ作業を外部の事業者に委託している。

個人情報を取扱う作業を外部の事業者に委託する場合には、外部委託事業者も情報漏え

い等を防ぐための福山市情報セキュリティポリシー等の遵守が要請され、契約書にもそ

の旨の記載がある。 

外部委託事業者からの情報漏えいを防止する観点から、外部委託事業者における福山

市情報セキュリティポリシー等の遵守状況を確認することは重要である。よって、定期

的に立入検査を実施することによって遵守状況等の確認を実施すべきである。 

また、災害、ハードウェアの障害等からデータを復旧するために、定期的にデータの

バックアップを行い、バックアップデータを分散保管している。バックアップデータは、

福山市にとって重要な情報資産である。分散保管先の施設についても定期的に立入検査

を実施し、契約どおりの要件を充足しているか確認すべきである。 

 

 

第７．おわりに 

市税等の事務においては、公平性が重要であることはもちろんであるが、一方において

将来的に市職員の減少が予想される中で、いかに効率的・効果的に事務を行っていくかも

重要である。そのためには、担当職員の専門知識の習得及び事務処理能力の向上、常に有

効性及び効率性を意識した事務の改善、さらなる ICT 技術の利活用が必要となる。 

また、市税等の賦課徴収事務においては、様々な情報の収集が重要となる。そのために

は、部内の担当課間の連携、市庁内の他の部課との連携及び国、県との連携が重要になる。

特に未申告者の捕捉、申告内容の適正性の確認等においては、税務署が保有する情報が有

効であると考える。国、県との連携の一層の促進に向けて福山市の積極的な働きかけに期

待する。 

最後に市税等の債権の一元管理について述べることとする。 

 

≪市税等の滞納債権の一元管理について≫ 

 福山市では、複数の部課においてそれぞれが未収金という債権を有している。一般に市

が有している債権の分類は次のとおりである。 
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【市が有する債権の分類】 

                  

              強制徴収

公債権 

  

                

        
公債権 

        

                

  
市の債権 

          非強制徴

収公債権 

  

              

                  

        
私債権 

        

                

                  

  

 公債権とは、公法上の原因に基づいて発生する債権であり、市税のように自力執行権の

ある強制徴収公債権と自力執行権のない非強制徴収公債権に大別される。なお、監査対象

の中で、市税以外の国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料も、強制徴収

公債権に分類される。 

 

 福山市では、市民負担の公平性と財政の健全化を確保する目的で、徴収の仕組みや体制

が十分に整っていない非強制徴収公債権及び私債権について、債権管理に係る統一的な処

理基準を明確化することにより、滞納債権に係る督促や強制執行の手続を厳格かつ的確に

行い、徴収を強化する一方で、徴収の見込みのない不良債権については、徴収停止や債権

放棄を適切に行い、債権管理の効率化を図る必要があることから「福山市債権管理条例」

を制定し、平成 27 年 4 月 1 日から施行している。 

また、福山市では、市民の負担の公平と自主財源の確保を目的として、税をはじめ各種

収入金の収納率向上に係る施策の総合的かつ効果的な推進を図り、行財政健全化に資する

ため福山市収納対策連絡会議を設置し、滞納整理方針の策定、目標収納率の設定、口座振

替納付の啓発、夜間・日曜納税相談の実施など、全庁で統一した取組や、収入項目の特性

に応じた実務研修などを継続的に行い、徴収技術の向上を図っている。 

会議は全体会議が年 2 回、自力執行権を保有する部署とそうでない部署に分かれた会議

がそれぞれ年 2～3 回開かれている。 

 

福山市では、市税等の滞納額の減少に向けて様々な取組を実施することによって、滞納

額の減少という一定の成果に結びつけているところである。一方において、市税、国民健

康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料を滞納している場合、各担当課がそれぞ

れ滞納整理事務を行っている（担当課間の連絡や調整は、皆無ではないものの綿密とは言

えない状況にある）。 

現状の問題点については、既に述べたところであるが、まとめると次のとおりである。 

・福山市と滞納者の双方が債権・債務の全体像を把握しないままに交渉する。 
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・福山市では、各担当課がそれぞれに同じ事務（例えば、財産調査等）を行うために非

効率。 

・滞納者は各担当課に行く必要がある。 

・市税以外の部課においては、滞納整理に関する知識・ノウハウが少なく、部課に滞納

整理に関するノウハウが蓄積しにくい。 

以上の問題点を解決する目的で、滞納債権の一元管理を導入する自治体もある（ただし、

その方法は各自治体で異なる）。 

しかしながら、滞納債権の一元管理を実施するためには、①情報共有のためのシステム

改修、②一体徴収に携わる職員は、異なる債権ごとに知識が必要となり負担が増加する、

③各部課の当事者意識が希薄になる、④守秘義務及び個人情報保護の観点からの情報共有

に関する懸念等が考えられる。 

以上のとおり市税等の滞納債権の一元管理には、メリットとデメリットがある。福山市

においても、収納率の向上を図るため、収納対策連絡会議において、滞納者が納付相談に

訪れた場合に、他の公債権での相談漏れを防止するため、強制執行公債権間での滞納有無

情報の共有化を検討したが、現行の組織機構の中では、①異なる権限を有する課に情報共

有を行うことは、組織論、権限論の点から問題がある、②個人情報の目的外利用となるこ

とから本人同意なく利用することは不可能との課題があり共有が困難と整理、検討課題と

してきた経緯があるとのことである。一方において既に実施している自治体もあることか

ら、これらの自治体の手法を参考にしながら、効果的かつ効率的な組織の構築に向けて議

論・検討する必要があると考える。 
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第 5．監査対象の概要 
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１．市税等の概要 

(1) 歳入の状況 

地方自治体の会計は、一般会計と特別会計に区分され、各会計年度の収入を集計した

歳入と同じく支出を集計した歳出から構成されている。 

一般会計とは、地方自治体の行政運営の基本的な経費を網羅して計上した会計であり、

市税（国民健康保険税を除く。以下同じ。）は一般会計の歳入に含まれる。また、特別会

計とは、特定の歳入歳出を一般の歳入歳出と区別して別個に処理するための会計であり、

国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料は、それぞれの特別会計の歳入

に含まれる。 

福山市の過去 5 年間の歳入額（決算額）及びその主な内訳の推移は、次のとおりであ

る。 

 

① 一般会計 

 

【一般会計歳入額（決算額）の推移】                  単位：千円 

年度 

区分 
平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年 

歳入合計 A 170,289,794 173,088,655 172,001,356 171,575,357 170,462,781 

 市税 B 72,787,497 72,925,230 72,640,026 72,960,751 73,777,841 

 地方交付税 17,924,212 18,499,882 16,606,082 16,185,362 15,847,686 

 国庫支出金 25,793,049 27,151,770 28,462,363 30,082,730 29,617,479 

 諸収入 9,557,688 9,068,464 6,159,894 4,508,799 2,634,707 

 市債 15,629,900 14,303,000 13,039,900 11,510,900 13,036,200 

市税割合（B/A） 42.7％ 42.1％ 42.2％ 42.5％ 43.3％ 

 

一般会計の歳入額は、1,700 億円～1,730 億円で推移している。その中で、市税は、730

億円程度で緩やかな増加傾向となっている。各年度において市税は歳入合計額の 42%～

43％を占めており、福山市の歳入の基幹となっている。 

 

また、市の歳入は、市が自主的に収入する自主財源と国又は都道府県の決定により定め

られた額を交付されたり、割り当てられたりする依存財源に区分される。この区分におい

ては、歳入に占める自主財源の割合が高いほど、行政活動の自主性と安定性が高くなると

されている。市税は自主財源に区分され、かつ自主財源の中での占める割合が最も高い。 

福山市の平成 29 年度における自主財源と依存財源の状況は、次のとおりである。 

 

【自主財源と依存財源の状況】                     単位：千円 

区分 決算額 構成比率 

自主財源 88,616,624 52.0％ 

 市税 73,777,841 83.3％ 



 

33 

 

依存財源 81,846,157 48.0％ 

歳入合計 170,462,781 100.0％ 

  

福山市の自主財源は、886 億円で歳入の 52.0％を占めている。また、自主財源の中での

市税の割合は、83.3％であり、福山市が自主的かつ安定的な行政活動を行う上で、市税の占

める重要性が高いことが分かる。 

 

② 国民健康保険特別会計 

 

【国民健康保険特別会計歳入額（決算額）の推移】            単位：千円 

年度 

区分 
平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年 

歳入合計 A 49,078,864 49,362,951 55,844,003 54,829,537 53,868,423 

 国民健康保険税 B 9,909,737 9,914,997 9,533,485 9,128,864 8,799,043 

 国庫支出金 11,100,698 11,561,465 11,591,279 11,412,470 11,473,118 

 前期高齢者交付金 12,435,891 12,064,487 12,897,012 13,110,926 13,561,510 

 共同事業交付金 5,312,192 5,393,658 11,749,727 11,674,183 11,126,993 

 繰入金 3,400,676 3,797,846 4,088,467 4,290,855 4,141,460 

税割合（％、B/A） 20.2％ 20.1％ 17.1％ 16.6％ 16.3％ 

 

国民健康保険特別会計の歳入額は、保険制度改正等による共同事業交付金の増加により

平成 27 年度から増加している。一方、国民健康保険税による歳入は、被保険者数の減少を

要因として減少傾向である。 

 

③ 介護保険特別会計 

 

【介護保険特別会計歳入額（決算額）の推移】              単位：千円 

年度 

区分 
平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年 

歳入合計 A 35,483,844 36,850,919 38,012,696 38,882,659 40,014,933 

 介護保険料 B 7,365,985 7,644,370 8,349,591 8,637,630 8,806,076 

 支払基金交付金 9,757,572 10,050,755 9,997,382 9,941,091 10,186,050 

 国庫支出金 8,030,897 8,402,456 8,761,245 8,828,783 8,972,013 

 県支出金 4,821,851 4,957,618 5,060,146 5,020,836 5,229,571 

 繰入金 5,088,622 5,300,772 5,405,040 5,563,570 5,889,300 

保険料割合（％、B/A） 20.8％ 20.7％ 22.0％ 22.2％ 22.0％ 

 

介護保険特別会計の歳入額は、各年度において増加している。介護保険料による歳入に

ついても、被保険者数の増加を要因として増加傾向である。 
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④ 後期高齢者医療特別会計 

 

【後期高齢者医療特別会計歳入額（決算額）の推移】           単位：千円 

年度 

区分 
平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年 

歳入合計 A 4,793,080 4,922,407 4,997,787 5,402,580 5,777,410 

 後期高齢者医療保険料 

B 3,716,068 3,754,976 3,760,271 4,072,050 4,325,131 

 繰入金 1,038,200 1,134,400 1,197,750 1,295,050 1,373,700 

保険料割合（％、B/A） 77.5％ 76.3％ 75.2％ 75.4％ 74.9％ 

 

後期高齢者医療特別会計の歳入額は、各年度において増加している。後期高齢者医療保

険料による歳入についても、被保険者数の増加を要因として増加傾向である。 

 

 

(2) 市税の種類及び税目別決算額の状況 

 ① 地方自治体の課税根拠 

   地方自治体の課税権は、地方自治法及び地方税法により明示されており、各地方自

治体は、地方税法が定める規定の枠内において税条例を制定して、賦課徴収を行うこ

とになる。福山市においても、「福山市税条例」に基づき市税の賦課徴収を行っている。 

 

【地方自治体の課税根拠に関連する法律】 

地方自治法第 223 条 
普通地方公共団体は、法律の定めるところにより、地方税を賦

課徴収することができる。 

地方税法第 2 条 
地方団体は、この法律の定めるところによつて、地方税を賦課

徴収することができる。 

地方税法第 3 条第 1 項 

地方団体は、その地方税の税目、課税客体、課税標準、税率そ

の他賦課徴収について定をするには、当該地方団体の条例によ

らなければならない。 

地方税法第 3 条第 2 項 
地方団体の長は、前項の条例の実施のための手続その他その施

行について必要な事項を規則で定めることができる。 

 

 ② 市税の種類 

   福山市が市税として課する税は、福山市税条例第 3 条において次のとおり定められ

ている。税金の使途が特定されておらず、どのような事業の費用にも充てることがで

きる普通税と税金の使途が特定されている目的税とがある。 

   市税の種類及び過去 5 年間の市税の税目ごとの決算額の推移は、次のとおりである。 
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【市税の種類】 

普通税又は 

目的税 
税  目 内  容 

普通税 

市民税 

個人が納める個人市民税と法人が納める法人市民税が

あり、それぞれ均等割と所得割（法人の場合は法人税

割）に区分される。 

固定資産税 

毎年 1 月 1 日現在、固定資産（土地・家屋・償却資産）

を所有している者が、その固定資産の価格に応じて納

める税。 

軽自動車税 
原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪

の小型自動車の所有者に対してかかる税。 

市たばこ税 
製造たばこの製造者、卸売販売業者などが、市の小売

業者に売り渡した「たばこ」に対してかかる税。 

鉱産税 
鉱物の採掘事業を行った場合、その鉱物の価格に対し

てかかる税。 

特別土地保有税 

土地の投機的取引を抑制するとともに、良好な土地の

供給促進を図るため、一定規模以上の土地について、

その所有（保有分）と取得（取得分）に対してかかる

税。 

目的税 

入湯税 

消防施設、観光振興及び環境衛生施設などの整備に要

する費用に充てるための目的税で、鉱泉浴場の利用者

に対してかかる税。 

事業所税 

都市環境の整備や改善事業に要する費用にあてるため

の目的税で、一定規模を超える事業所が行う事業に対

してかかる税。 

都市計画税 

都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用に充て

るための目的税で、償却資産を除く固定資産の所有者

に対してかかる税。 

※ 特別土地保有税は、平成 15 年度以降、当分の間、新たな課税は行われないこととされ

ている。 

 

【市税の税目別決算額の推移】                     単位：千円 

年度 

区分 
平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年 

市民税 28,162,179 28,627,215 28,683,267 28,593,932 29,184,673 

 個人市民税 21,917,275 21,928,174 22,516,844 22,990,805 23,161,912 

 法人市民税 6,244,904 6,699,041 6,166,423 5,603,127 6,022,761 

固定資産税 31,326,543 31,082,995 30,782,038 31,006,467 31,373,907 

軽自動車税 1,004,655 1,030,128 1,055,330 1,238,265 1,293,371 
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市たばこ税 3,683,132 3,545,192 3,528,332 3,487,814 3,278,673 

特別土地保有税 500 600 600 600 600 

入湯税 23,319 24,766 21,527 14,471 14,662 

事業所税 3,434,169 3,453,035 3,487,174 3,511,038 3,475,139 

都市計画税 5,153,000 5,161,299 5,081,758 5,108,164 5,156,816 

合  計 72,787,497 72,925,230 72,640,026 72,960,751 73,777,841 

 

上の表から分かるとおり、平成 29 年度において市民税（個人市民税・法人市民税）、固

定資産税及び都市計画税で市税合計の 89.1％を占めており、市税の中でも重要な税目であ

る。 

また、市税合計は、平成 28 年度まで 720 億円台で推移してきたが、平成 29 年度におい

ては、雇用情勢及び企業収益の改善に伴い個人市民税及び法人市民税が増加したことによ

り、737 億円に増加している。 

 

 

 

２．組織体制及び分掌事務 

 ① 担当部課の概要 

平成 29 年 4 月 1 日現在の市税等の担当部課の概要は、次のとおりである。 

 

区  分 担 当 部 課 

市税 企画財政局税務部 

国民健康保険税 市民局市民部国保年金課 

介護保険料 保健福祉局長寿社会応援部介護保険課 

後期高齢者医療保険料 市民局市民部後期高齢者医療課 

 

 ② 企画財政局税務部の組織体制及び分掌事務 

   企画財政局税務部には、税制課、市民税課、資産税課、納税課の 4 課が設置されて

おり、各課の分掌事務は、次のとおりである。 

 

課 分 掌 事 務 

税制課 

・税務行政の企画及び総合調整に関すること。 

・税務の統計に関すること。 

・市税犯則事件の処理、審査請求及び訴訟に関すること。 

・福山市固定資産評価審査委員会に関すること。 

・税務関係の各種協議会に関すること。 

・税務関係の条例等の統轄に関すること。 

・特別とん譲与税に関すること。 

・利子割交付金に関すること。 
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・配当割交付金に関すること。 

・株式等譲渡所得割交付金に関すること。 

・地方消費税交付金に関すること。 

・ゴルフ場利用税交付金に関すること。 

・自動車取得税交付金に関すること。 

・税務諸証明に関すること。 

・原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付に関すること。 

・税務総合システムの企画及び総合調整に関すること。 

・部及び課の庶務に関すること。 

市民税課 

・市民税の賦課及び調定に関すること。 

・市民税の賦課資料の収集及び調査に関すること。 

・市民税の特別徴収に関すること。 

・市民税の更正決定、納期限の延長、減免等に関すること。 

・軽自動車税、市たばこ税、鉱産税、入湯税及び事業所税（以下「諸税」と

いう。）の賦課及び調定に関すること。 

・諸税の賦課資料の収集及び調査に関すること。 

・諸税の更正決定、納期限の延長、減免等に関すること。 

・課の庶務に関すること。 

資産税課 

・固定資産税及び都市計画税の賦課に関すること。 

・固定資産の評価に関すること。 

・固定資産課税台帳及び名寄帳の整備に関すること。 

・土地、家屋価格等縦覧帳簿の縦覧に関すること。 

・地籍図等の整備に関すること。 

・固定資産概要調書に関すること。 

・固定資産税及び都市計画税の更正決定、納期限の延長、減免等に関するこ

と。 

・特別土地保有税に関すること。 

・家屋に係る固定資産税及び都市計画税の逋税に関すること。 

・固定資産税、都市計画税及び特別土地保有税の調定に関すること。 

・固定資産課税台帳の閲覧に関すること。 

・国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関すること。 

・固定資産証明に関すること。 

・課の庶務に関すること。 

納税課 

・市税の収入の整理に関すること。 

・市税の滞納整理票の整理に関すること。 

・市税の督促状の発付に関すること。 

・過誤納金の還付及び充当に関すること。 

・市税の徴収に関すること。 

・市税の滞納処分に関すること。 
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・市税の不納欠損、執行停止及び徴収猶予に関すること。 

・徴収の嘱託及び受託に関すること。 

・その他徴収に関すること。 

・課の庶務に関すること。 

 

 ③ 市民局市民部国保年金課の分掌事務 

市民局市民部国保年金課の分掌事務は、次のとおりであり、各事務を 6 担当で分担

して行っている。なお、本年度の監査対象は、主に資格賦課担当及び納税担当である。 

 

課 担当 分 掌 事 務 

国保年金課 

庶務担当 

・国民健康保険事業の企画及び運営に関すること。 

・国民健康保険運営協議会に関すること。 

・国民健康保険の趣旨の普及に関すること。 

・国民健康保険被保険者の表彰に関すること。 

・課内の諸統計に関すること。 

資格賦課担当 

・国民健康保険被保険者証に関すること。 

・国民健康保険被保険者の資格の得喪に関すること。 

・国民健康保険税の賦課に関すること。 

・被保険者の資格の再調査に関すること。 

・国民健康保険税の賦課資料の収集及び調査に関すること。 

給付担当 
・保険給付に関すること。 

・療養取扱機関に関すること。 

審査担当 ・診療報酬の事務調査に関すること。 

納税担当 

・国民健康保険税の徴収及び滞納処分に関すること。 

・国民健康保険税及び一部負担金の収入の整理に関するこ

と。 

年金担当 

・年金事務の企画及び運営に関すること。 

・無年金者対策に関すること。 

・その他国民年金に関すること。 

 

 ④ 保健福祉局長寿社会応援部介護保険課の分掌事務 

保健福祉局長寿社会応援部介護保険課の分掌事務は、次のとおりであり、各事務を 7

担当で分担して行っている。なお、本年度の監査対象は、主に賦課収納担当である。 

 

課 担当 分 掌 事 務 

介護保険課 

保険給付担当 ・保険給付及び特別給付に関すること。 

事業者指導担当 ・事業者指導に関すること。 

事業者指定担当 ・事業者指定に関すること。 

施設整備担当 ・施設整備に関すること。 
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認定審査担当 ・介護認定審査会に関すること。 

認定調査担当 ・要介護認定に関すること。 

賦課収納担当 
・介護保険被保険者の資格、介護保険料の賦課、介護保険

料の徴収に関すること。 

 

 ⑤ 市民局市民部後期高齢者医療課の分掌事務 

市民局市民部後期高齢者医療課の分掌事務は、次のとおりである。 

 

課 分 掌 事 務 

後期高齢者

医療課 

・後期高齢者医療被保険者証の引渡しに関すること。 

・後期高齢者医療保険給付の申請の受付に関すること。 

・後期高齢者医療被保険者の資格の得喪に係る受付に関すること。 

・後期高齢者医療保険料額の通知に関すること。 

・後期高齢者医療保険料の徴収及び滞納処分に関すること。 

・後期高齢者医療保険料の収入の整理に関すること。 

・後期高齢者医療被保険者の健康の保持増進に関すること（他課において所

管するものを除く。）。 

・広島県後期高齢者医療広域連合との連絡調整に関すること。 

・課の庶務に関すること。 
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第 6．監査の詳細 
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１．個人市民税 

(1) 個人市民税の概要 

個人市民税は、納税義務者に対して、一定の税額を負担する「均等割額」及び所得金

額に応じて負担する「所得割額」の合算額を課される地方税であり（地方税法第 294 条）、

応益原則に基づき、住所地の自治体から行政サービスを受ける納税義務者が負担する「地

域社会の会費」に位置付けられるとされている。 

 

 ① 納税義務者 

個人市民税の納税義務者は、次のとおりであり（地方税法第 294 条第１項、福山市

税条例第 12 条）、納税義務の有無に関する事実の確認は、全て 1 月 1 日の現況におい

てなされる。 

 

納税義務者 納付する税金 

その年の 1 月 1 日に福山市内に住所を有する個人 均等割額と所得割額の合計額 

その年の１月１日に福山市内に事務所、事業所又は

家屋敷を有する個人で福山市内に住所を有しない者 
均等割額 

 

住所は、個人市民税の課税権の根拠となるものであり、個人は、我が国の国民だけ

でなく、外国人も含まれる。また、「住所を有する個人」とは、原則として、当該市町

村の住民基本台帳に記録されている者をいう（地方税法第 294 条第 2 項）。 

 

 ② 税額の計算方法 

個人市民税の税額は、均等割額と所得割額の合計額であり、均等割額及び所得割額

の計算方法は、次のとおりである。 

ア 均等割額の計算 

均等割額は、3,000 円（福山市税条例第 16 条第 1 項）である。なお、東日本大震

災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災事業費の財源確保のため、平成 26

年度から 10 年間均等割について 500 円加算されている。 

 

イ 所得割額の計算 

所得割額は、所得金額の多寡にかかわらず、課税標準に一律 6％の税率を乗じた金

額から税額控除額等を控除した金額として計算される（福山市税条例第 21 条）。 

所得割の課税標準は、前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及

び山林所得金額となっており（地方税法第 313 条、福山市税条例第 18 条）、所得金

額から所得控除額を控除することにより計算される。 

 

所得割額＝課税標準額（所得金額－所得控除額）×税率（6％）－税額控除額等 

 

A. 所得金額 

市民税の所得金額は、所得税と同様に所得を 10 種類に区分し、同一の計算方法
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で計算される。 

なお、退職所得については先に述べた前年所得課税主義ではなく、特例として

他の所得と分離して所得の発生した年に課税する「現年分離課税主義」がとられ

ている。したがって、分離課税の対象となる退職所得に係る税額は、他の所得と

区分して計算され、退職手当等が支払われる際に徴収される。 

 

【各所得の内容及び計算方法】 

所得の種類 内容 計算方法 

利子所得 

公債、社債、預貯金などの利

子並びに公社債投資信託など

の収益の分配に係る所得 

収入金額 

配当所得 

株式や出資金の配当、投資信

託などの収益の分配に係る所

得 

収入金額 － 株式などの元本取得のため

に要した借入金の利子 

不動産所得 

不動産、不動産の上に存する

権利、船舶又は航空機の貸付

による所得 

収入金額 － 必要経費 

事業所得 

事業から生じる所得（山林所

得又は譲渡所得に該当するも

のを除く） 

収入金額 － 必要経費 

給与所得 
給料、賃金及び賞与などに係

る所得 

収入金額 － 給与所得控除額又は特定支

出控除額 

退職所得 
退職手当、一時恩給などに係

る所得 
（収入金額 － 退職所得控除額）× 1/2 

山林所得 
山林の伐採又は譲渡に係る所

得 
収入金額 － 必要経費 － 特別控除額 

譲渡所得 
動産、不動産、権利などの資

産の譲渡に係る所得 
収入金額 － 必要経費 － 特別控除額 

一時所得 

生命保険金、懸賞当選金品、

報労金などのような営利を目

的とする継続的行為から生じ

た所得以外の一時的な所得

で、労務その他の役務又は資

産の譲渡の対価としての性質

を有しない所得 

収入金額 － 必要経費 － 特別控除額 

（※課税対象額は 1/2） 

雑所得 

公的年金等、原稿料など、上

記、他の所得にあてはまらな

い所得 

次の①と②の合計額 

① 公的年金等の収入額 － 公的年金等

控除額 

② ①を除く雑所得の収入金額 － 必要
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経費 

 

B. 所得控除 

所得控除は、納税義務者の担税力に応じた税の負担を求めるために、個人的事

情を考慮して所得から控除を行い、担税力の差異による負担の不均衡を調整し、

実情に応じた税負担をするものである。 

 

【所得控除の種類及び内容】 

控除の種類 控除の内容 

雑損控除 

納税義務者又はその者と生計を一にする配偶者その他の親族で所得

が一定金額以下の者の有する資産について、災害又は盗難若しくは横

領による損失が生じた場合 

医療費控除 
納税義務者が自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の

医療費を支払った場合 

社会保険料控除 

納税義務者が自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族が

負担することになっている国民健康保険税や国民年金保険料などを

支払った場合 

小規模企業共済

等掛金控除 

納税義務者が小規模企業共済等掛金や確定拠出年金法に基づく年金

掛金などを支払った場合 

生命保険料控除 

保険・年金等の受取人のすべてを納税義務者本人又はその配偶者その

他の親族とする新（旧）生命保険料、介護医療保険料、新（旧）個人

年金保険料を納税義務者が支払った場合 

地震保険料控除 

納税義務者が自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の

有する家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの者の有す

る生活用動産に係る地震保険料を支払った場合 

障がい者控除 
納税義務者本人が障がい者である場合、又は、控除対象配偶者及び扶

養親族のうちに障がい者がいる場合 

寡婦控除 

1) 納税義務者本人が夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻して

いない者又は夫の生死が明らかでない者で、扶養親族を有してい

る者 

2) 納税義務者本人が夫と死別した後婚姻していない者又は夫の生

死が明らかでない者で前年の合計所得金額が 500 万円以下であ

る場合 

寡婦特別控除 

納税義務者本人が夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻していな

い者又は妻の生死が明らかでない者で、扶養親族である子を有してい

る者で前年の合計所得金額が 500 万円以下である場合 

寡夫控除 

納税義務者本人が妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻していな

い者又は妻の生死が明らかでない者で、扶養親族である子を有してい

る者で前年の合計所得金額が 500 万円以下である場合 
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勤労学生控除 
納税義務者本人の勤労に基づく合計所得金額が 65 万円以下で勤労に

よらない所得が 10 万円以下の学生又は生徒 

配偶者控除 

納税義務者の妻又は夫で、その納税義務者と生計を一にする者のう

ち、前年の合計所得金額が 38 万円以下である配偶者（控除対象配偶

者）がいる場合 

配偶者特別控除 
納税義務者に控除対象配偶者に該当しない生計を一にする配偶者が

いる場合 

扶養控除 
納税義務者の配偶者以外の親族で、その納税義務者と生計を一にする

者のうち、前年の合計所得金額が 38 万円以下である者がいる場合 

基礎控除 納税義務者全員一律 33 万円 

 

C. 税額控除 

二重課税の調整や特定の場合における税負担を軽減するため、一定の要件に該

当する場合において、所得割の算定税額から差し引かれるもの。 

 

【税額控除の種類及び内容】 

税額控除の種類 税額控除の内容 

調整控除 
税源移譲に伴う所得税と住民税の人的控除の差額を起因とす

る負担増を調整するための控除（福山市税条例第 24 条） 

外国税額控除 

納税義務者が外国で得た所得について、その国の所得税・住民

税を納めているときは、国際間の二重課税を防止するため、申

告により、その外国税額が市民税の所得割額から差引かれる控

除（福山市税条例第 25 条の 2） 

配当控除 

株式の配当などの所得があるときは、法人税と所得税の二重課

税を排除するために、市民税の所得割額から差引かれる控除 

※申告分離課税を選択したものは、配当控除の対象とならない 

住宅ローン控除 
所得税から控除しきれなくなった住宅ローン控除が、市民税の

所得割額から差引かれる控除 

寄附金税額控除 

一定の寄附金のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金とし

て条例で定めるものを支出したときは、調整控除適用後の市民

税の所得割額から差引かれる控除（福山市税条例第 25 条） 

配当割額・株式等譲渡

所得割額の控除 

納税義務者が前年において配当割又は株式等譲渡所得割を課

された場合、申告により、配当割又は株式等譲渡所得割額に 3/5

を乗じた金額を市民税の所得割額から差引かれる控除 

※控除しきれなかった金額があるときは、税額に充当又は還付

される（福山市税条例第 25 条の 3） 

※ ふるさと納税は寄附金税額控除にあたる。 

 

 ③ 申告及び納税の方法 
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個人住民税は、賦課課税方式によって、納税義務が生じ、納税額が確定する。納税

義務者は、申告書を原則として毎年 3 月 15 日までに賦課期日（1 月 1 日）現在の住所

所在地の地方自治体に提出しなければならない。個人住民税の申告書は、所得税の申

告書とは異なり、「課税資料」としての性格を持つものであり、当該申告書をもとに各

地方自治体が賦課決定する。賦課決定は、納税通知書が納税義務者に送達した時に効

力が生じることとなる。 

 

ア 申告 

1 月 1 日現在、福山市に住所のある者は、次の者を除いて申告書を提出しなければ

ならない。ただし、本人の申告によらず、課税資料を他から得られる者、課税資料

の提出が必要ない者は、市民税に係る申告義務を免除される（地方税法第 317 条の 2、

福山市税条例第 28 条）。 

 

【申告書の提出が必要ない者】 

給与支払報告書の提出義務者から 1 月 1 日現在において給与の支払を受けている者で前年

中において給与所得以外の所得を有しなかった者 

公的年金等支払報告書の提出義務者から 1 月 1 日現在において公的年金等の支払を受けて

いる者で前年中において公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者 

個人市民税所得割の納税義務を負わないと認められる者のうち、当該地方自治体の条例で

定める者 

 

イ 納税の方法 

納税方法には、普通徴収と特別徴収があり、そのいずれか又は併徴によって納税

する必要がある。 

普通徴収の場合は、市から納税者に送付される納税通知書によって税額が通知さ

れ、6 月、8 月、10 月、翌年 1 月の 4 回に分けて納付することになる。 

特別徴収は、給与からの特別徴収と公的年金からの特別徴収がある。 

給与からの特別徴収は、特別徴収税額の決定・変更通知書により、市から給与の

支払者を通じて納税者に通知され、給与の支払者が毎月の給与の支払の際にその者

の給与から差し引いて、これを翌月の 10 日までに市に納入することになる。 

公的年金からの特別徴収は、特別徴収税額の決定・変更通知書により、市から日

本年金機構等の公的年金支払者に通知され、公的年金の支払者が年金支払の際に年

金から引去り、これを翌月 10 日までに市へ納入することになる。公的年金分の特別

徴収については、上半期の年金支給月（4 月、6 月、8 月）に前年度の年税額から算

出した額（（前年度分の年税額÷2）÷3）を仮徴収し、下半期の年金支給月（10 月、

12 月、2 月）に年税額の残りの 3 分の 1 ずつを徴収する。また、新たに公的年金か

らの特別徴収の対象者になった場合は、上半期（6 月、8 月）に年税額の 4 分の 1 ず

つを普通徴収で納付し、下半期の年金支給月（10 月、12 月、2 月）に年税額の残り

の 6 分の 1 ずつを特別徴収することになる。 
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 ④ 非課税及び減免制度 

ア 非課税制度 

個人市民税は、応益原則、負担分任制原則を原則とする税であり、その市に居住

する人々で広くその市の費用を負担するものである。 

しかし、住民の中には、全く担税力がない者、又は、担税力が著しく低い者もお

り、これらの者に対して個人市民税を課税しないとする非課税制度が設けられてい

る（地方税法第 295 条、福山市税条例第 13 条）。課税が法律上禁止され、当初から

課税権を行使することが出来ないものである。 

 

【個人市民税の非課税制度】 

区分 概要 

均等割と所得割が非課税となる者 1)  生活保護法の規定による生活扶助を受けている者 

2)  障がい者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年の合計

所得が 125 万円以下の者 

均等割が非課税となる者 

（均等割の非課税限度額） 

前年の合計所得金額が次の金額以下の者 

35 万円×（本人＋扶養親族の人数）＋21 万円 

（※扶養親族がいない場合は、21 万円の加算はない） 

所得割が非課税となる者 

（所得割の非課税限度額） 

前年の総所得金額等の金額が次の金額以下の者 

35 万円×（本人＋扶養親族の人数）＋32 万円 

（※扶養親族がいない場合は、32 万円の加算はない） 

※扶養親族の人数は、控除対象者配偶者（平成 31 年度からは同一生計配偶者）を含めた

もの 

 

イ 減免制度 

賦課課税の対象となる住民であるが、天災その他特別の事情がある場合において

市町村民税の減免を必要とすると認める者、貧困に因り生活のため公私の扶助を受

ける者その他特別の事情がある者に限り、個人市民税の納付が困難になった場合、

申請により個人市民税が減免される制度である（地方税法第 323 条、福山市税条例

第 42 条の 2）。 

減免が承認されたとしても、基準日後の個人市民税は減免となるが、基準日前の

個人市民税は減免とならない。 

 

【個人市民税の減免対象者】 

減免対象者 

生活保護法の規定による保護を受ける者（1 月 1 日現在において生活

扶助を受けている者は非課税とされる） 

当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった

者又はこれに準ずると認められる者 

学生及び生徒 
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上記のほか、特別の理由があるため減免を必要と認める者 

 

 ⑤ 過去 5 年間の調定額及び納税義務者数の推移 

   個人市民税の調定額及び納税義務者数の推移は、次のとおりである。 

 

【個人市民税の調定額及び納税義務者数の推移】             単位：千円 

年度 

区分 
平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年 

納税義務者（人） 201,077 201,093 202,088 205,481 207,967 

調定額 21,871,366 21,886,437 22,493,607 22,992,564 23,182,705 

 

上の表のとおり、個人市民税の調定額は増加している。増加の要因としては、雇用情勢

の改善に伴う給与所得者数及び平均給与の増加が考えられる。 

 

 

(2) 事務の概要 

① 調定事務の概要 

個人市民税の調定事務の概要は、次のとおりである（各事務の詳細は、②以下に記

載する。）。事務の大部分が 1 月～6 月に集中するため、事務量に応じて臨時職員を雇用

している。 

 

【調定事務の概要】 

時期 事務内容 

1 月末 
・課税資料（給与支払報告書、年金支払報告書、確定申告書、

市民税・県民税申告書等）の収集・精査 

3 月下旬～4 月下旬 
・資料合算処理 

 上記の課税資料を個人毎に合算し精査を行う 

4 月末 ・当初課税計算（特別徴収用） 

5 月中旬 ・当初特別徴収納税通知書発送 

5 月上旬～下旬 ・扶養のチェック等の実施 

5 月末 ・当初課税計算（普通徴収用） 

6 月中旬 ・当初普通徴収納税通知書発送 

7 月～ ・課税資料が届き次第更正を行う 

 

② 賦課資料の収集 

賦課資料の種類及び収集方法は、次のとおりである。 
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【賦課資料の収集方法】 

賦課資料名 収集方法 

確定申告書 
e-Tax 又は紙で提出された確定申告書は、国税連携シス

テムを介し、テキストデータとして収集される。 

給与支払報告書 

公的年金等支払報告書 

寄附金申告特例申請書 

eLTAX で提出された賦課資料は、テキストデータとして

収集される。 

FD 等で提出された賦課資料は、テキストデータとして収

集される。 

紙で提出された賦課資料は、パンチ業者へデータエント

リー業務の委託を行い、テキストデータとして収集され

る。 

市民税申告書 

申告会場にて受付した市民税申告書は、申告支援システ

ムでテキストデータにされ収集される。 

窓口・郵送等で提出された市民税申告書は、紙で収集さ

れる。 

 

③ 個人特定 

原則として、住民基本台帳に登録されている住民に対して課税権を有するので、賦

課期日の 1 月 1 日時点の住民基本台帳と賦課資料とを突合して納税義務者を特定する。 

税務総合システムと住民基本台帳はオンラインで連携しており、税務総合システム

に賦課情報（確定申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書）を取込む、ない

し、入力することで、住民基本台帳と賦課情報が突合される。 

一致しなかった者、他の候補がある者については、未特定リストを出力し、資料確

認を行ったうえで、特定処理、1 月 1 日時点の住民登録地へ回送処理、特定保留処理を

行う。 

 

④ 賦課資料の精査と合算 

税務総合システムにインプットされた個人特定済資料のうち、所得控除の適用限度

額の超過、寡婦控除と配偶者控除の重複など、システム上エラーが出た課税資料の一

覧を出力し、エラー内容をもとに必要な修正を行う。 

 次に納税義務者ごとの課税資料を基に各種所得や所得控除を合算（名寄せ）し、課

税標準を計算する。納税義務者ごとに合算賦課情報が作成され、合算エラーなどシス

テム上エラーが検出されると、エラー内容をもとに必要な対応を行う。 

   平成 29 年度からは、マイナンバーが導入され、真正性の確認など関連作業が新たに

発生するものの、姓の変更があった納税義務者に対する二重課税などが防止され、後

工程での点検作業の軽減につながる。 

 

⑤ 人的情報の確認 

死亡者、配偶者、扶養情報、海外出向者などの人的情報を加味して、当初課税額を
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確定させる。 

 

⑥ 納税通知書の発送 

税務総合システムから「当初普通徴収納税通知書」を出力し、納税義務者に発送す

る。これにより、個人市民税の当初調定額が確定することになる。 

 

⑦ 納税通知書の返戻処理 

賦課決定は、納税通知書が納税義務者に送達した時に効力が生じることとなるが、

納税通知書が返戻されたときには、住民基本台帳の住所履歴を調査し、確認が取れれ

ば、住所を修正して再発送する。確認が取れない場合は、現地調査を行い、交付送達

を行うか、公示送達を行う。 

公示送達となっている者は、ほとんどが外国人で、出国や職権消除に伴う者と、現

地調査等によって所在が不明な者に対して行っている。 

 

【納税通知書の返戻処理の状況】                 単位：件 

年度 

区分 
平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年 

返戻 235 245 245 253 249 

再発送 111 93 113 104 103 

公示送達 124 152 132 149 146 

 

⑧ 業務改善に向けた取組 

当年度の当初賦課事務完了後、8 月に市民税課の各担当が事務に当たっての現状と課

題を共有する会議を開催している。課税誤りにつながらないよう次年度以降の当初賦

課事務の業務改善を図っている。また、新人職員を対象とした職場研修の場を設けて

いる。このように、当初賦課事務についての知識、ノウハウ等をオープンに共有でき

る体制がとられている。 

   業務改善の成果としては、平成 28 年度と平成 29 年度の比較では、次のような改善

結果が見られた。 

 

年度 

区分 
平成 28 年 平成 29 年 

賦課資料の合算処理回数 3 回 2 回 

合算リスト処理件数 70,285 件 61,322 件 

法定資料の合算期間 18 日 11 日 

印刷枚数（国税連携からの出力枚数等） 13,893 枚 7,000 枚 

 

⑨ 減免に関する事務の概要及び減免の状況 

減免に関する事務の概要及び平成 29 年度の減免の状況は、次のとおりである。 
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【減免に関する事務の概要】 

1) 納税者からの減免の申出 

納税者から減免の申出（納税相談）を受けた後、納税者の

これまでの課税内容、滞納状況、経済的状況を把握し、担

税力を確認する。担税力を有すると判断されれば、市民税

課から納税課へ引継ぎ、分納や徴収猶予の手続となる。 

↓  

2) 減免の判定会議、決裁 

納税者から減免申請書と添付書類を提出してもらい、判定

会議で審査した後、税務部長の承認により、減免の承認・

不承認が決定される。 

↓  

3) 納税者への通知 

減免が承認された者に対しては、減免承認決定通知書、軽

減後の納税通知書が送付される。一方、減免が不承認とな

った者に対しては、減免不承認決定通知書が送付されると

ともに、今後の対応を納税課へ引継ぐこととなる。 

 

【平成 29 年度の減免の状況】              単位：千円 

区分 申請件数 承認件数 減免税額 

生活保護者の減免 48 件 48 件 1,418 

所得の減少・皆無による減免 2 件 0 件 － 

災害・火災による減免 7 件 7 件 132 

合計 57 件 55 件 1,550 

 

⑩ 寄附金控除（ふるさと納税） 

 ア 概要 

ふるさと納税は、自治体や使途を指定して、納税者の主体的意思で当該自治体に

納税（寄附）することで、納税者の所得税及び住民税が一定限度額まで控除される

制度である。 

ふるさと納税を行った者の住所地の自治体は、住民税の減収となるが、現行の地

方交付税制度のもとでは、ふるさと納税を行った者の住所地の自治体は、個人住民

税減少分の 75％が基準財政収入額に反映され、補填される（東京都特別区は、地方

交付税の対象外）。他方、当該自治体がふるさと納税を受けても、地方交付税が減少

することはない。 

 

イ ふるさと納税ワンストップ特例制度 

確定申告不要な給与所得者等がふるさと納税（寄附）を行った場合、当該給与所

得者の申請により、ふるさと納税納付先自治体から当該給与所得者が住所を有する

自治体に寄附金税額控除に必要な事項が通知される制度である。 

この特例を利用した 1 年間のふるさと納税納付先自治体は 5 つまでで、所得税か

らの控除は発生せず、住民税から減額というかたちで控除される。また、所得税控
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除相当額も住民税から減額されるが、所得税控除相当額に対する補填はない。 

この特例制度は、マイナンバー、マイナポータルを活用した簡素化までの特例的

な仕組みとして導入されたものとされている。 

 

ウ 寄附金控除（ふるさと納税）に関する事務手続 

昨今、ふるさと納税の増加により、ふるさと納税に係る業務量が年々増加してい

る。ワンストップ特例制度の申告特例通知書の処理については、平成 28 年度と平成

29 年度を比較すると、処理件数で約 1.7 倍増加している。 

寄附金税額控除（ふるさと納税）の内容の精査については、賦課資料（確定申告

書など）のデータを税務総合システムに取込、個人特定、合算処理を行う。寄附金

控除について対象者を抽出し、控除内容の確認を行い、内容が不明の場合は、税務

署にて寄附先の調査を行っている。 

ワンストップ特例の事務手続は、ふるさと納税納付先自治体から申告特例通知書

を受けると、受付管理をし、データ化のためパンチ業者に出荷する。データ納品後、

税務総合システムに取込、個人特定、合算処理を行い、未特定者やワンストップ特

例対象外の者については、調査の上、適切な対応を講じている。 

 

 

(3) 監査の要点 

個人市民税に係る事務の執行を監査するに当たって、主に次のような着眼点により監

査手続を実施した。 

① 個人市民税に係る事務の執行が、法令・条例等に従って執行されているか 

② 個人市民税に係る事務の執行が、効率的かつ有効に行われているか 

③ 個人市民税に係る事務の執行が、公正かつ正確に行われているか 

 

 

(4) 実施した監査手続 

 ① 事務の概要を把握するため、関連資料の閲覧、担当課への質問を行う。 

 ② 納税義務者の捕捉方法及び未申告者への対応状況を把握するために、関連資料の閲

覧、担当課への質問を行う。 

 ③ 事務の正確性及び効率性を担保する方法について、関連資料の閲覧、担当課への質

問を行う。 

 ④ 非課税制度及び減免制度について、関連資料の閲覧、担当課への質問を行う。 

 

 

(5) 監査の結果及び意見 

① 未申告者のお尋ね送付の抽出条件の見直しについて 

未申告者とは、その年の 1 月 1 日時点に福山市の住民基本台帳に登録されている住

民で（非課税制度の対象者を除く）、賦課情報（確定申告書、給与支払報告書、年金支

払報告書、市・県民税申告書）又は扶養情報のない市民をいう。 
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課税対象者を網羅的に捕捉することは、課税の公平性の観点から重要である。現在、

福山市は、次のような条件で未申告者を抽出し、それぞれについて 1) 未申告のお尋

ね送付、2) 申告書の送付、3) 臨戸調査（訪問調査）を実施し、課税対象者の把握に

努めている。 

 

未申告者への対応 抽出条件 

1) 未申告のお尋ね送付 未申告者のうち 23 歳から 60 歳 

2) 市民税申告書の送付 
未申告のお尋ね送付者、未申告のお尋ねが返戻になってい

ない者、前年度課税情報のある単身世帯 

3) 臨戸調査 
未申告のお尋ね送付者、未申告のお尋ねが返戻になってい

ない者、前年度課税情報のある世帯員がいる世帯 

 

現在、未申告のお尋ね送付の抽出条件は、「未申告者のうち 23 歳から 60 歳」である。

昨今の高齢化社会、人手不足による雇用状況の変化などにより、働き方改革の一環と

して定年年齢の引上げが議論されている。そのような働き方についての社会情勢も踏

まえ、「23 歳から 60 歳」という対象年齢の拡大を検討すべきである。 

 

② 未申告者への対応について 

未申告者に対して、申告の督促はするものの、督促後も未申告となっている者に対す

るフォローがされていない。個人市民税は、市民が広く負担しあうものであり、課税の

公正性・公平性の観点からは、調査・確認が必要である。一方で、経済性・効率性も踏

まえ、未申告者を分析し、属性（年齢等）ごとにグルーピングするなどして効率的な対

応を検討すべきである。 

 

【未申告者とその対応状況】                   単位：人 

年度 

区分 
平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年 

(A) 未申告者数 10,346 9,197 8,956 

(B) 未申告のお尋ね送付数 3,873 3,313 3,044 

(B)/(A) 送付割合 37.4% 36.0% 34.0% 

(C) 
未申告のお尋ね送付による

申告数 
1,048 867 744 

(C)/(B) 申告割合 27.1% 26.2% 24.4% 

(D) 
市民税申告書の送付・臨戸調

査 
141 301 332 

(E) 臨戸調査等による申告数 28 44 22 

(E)/(D) 申告割合 19.9% 14.6% 6.6% 

(F) 未申告者への対応をしたこ 1,076 911 766 
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とによる申告数合計 

(F)/(A) 申告割合 10.4% 9.9% 8.6% 

 

③ 給与支払報告書の未提出事業者に対する対応について 

前年の 1 月 1 日から 12 月 31 日の間に給与の支給を行った事業者等は、給与を支給

された者が 1 月 1 日現在居住する市町村に給与支払報告書を提出しなければならない

（地方税法第 317 条の 6）。また、給与支払報告書の提出義務に違反した場合には、1

年以下の懲役又は 50 万円以下の罰金に処することが定められている（地方税法第 317

条の 7）。 

福山市では、給与支払報告書台帳から、未提出の事業者をシステムにて抽出して給

与支払報告書の提出の督促を行っている。 

 

【給与支払報告書の未提出の状況】 

年度 

区分 
平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年 

提出義務者数（人） 22,776 22,866 23,064 23,493 23,750 

未提出督促件数（件） 155 362 101 86 54 

提出件数（件） 73 239 48 41 24 

督促による提出割合 47.1% 66.0% 47.5% 47.7% 44.4% 

 ※ 平成 26 年度は、特別徴収推進のため、2 回通知している。 

 

上の表のとおり、給与支払報告書の未提出による督促件数も減少傾向にあり、一定

の成果を上げている。 

しかし、単年処理で督促を実施しても未提出である者に対するフォローがされてい

ない。給与支払報告書は、市民が広く負担しあう個人市民税の重要な賦課資料である。

課税の公平性の観点から、調査・確認が必要である。 

 

④ 給与支払報告書提出における eLTAX の利用促進について 

個人市民税の賦課資料の種類別の収集状況は、次のとおりである。 

 

【賦課資料の収集状況】                             単位：件 

年度 

区分 

平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年 

件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比 

確定申告書 76,852 100.0% 77,301 100.0% 76,928 100.0% 

  データによる取得（eTax） 38,304 49.8% 40,776 52.7% 42,074 54.7% 

  紙による取得（KSK） 38,548 50.2% 36,525 47.3% 34,854 45.3% 

給与支払報告書 279,271 100.0% 286,772 100.0% 285,808 100.0% 
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データによる取得

（eLTAX など） 
103,228 37.0% 115,748 40.4% 126,055 44.1% 

  紙による取得（紙） 176,043 63.0% 171,024 59.6% 159,753 55.9% 

年金支払報告書 194,634 100.0% 195,872 100.0% 195,716 100.0% 

  
データによる取得

（eLTAX など） 
190,059 97.6% 191,251 97.6% 191,134 97.7% 

  紙による取得（紙） 4,575 2.4% 4,621 2.4% 4,582 2.3% 

市民税申告書 5,871 100.0%  5,208 100.0%  － －  

※ 市民税申告書は、データによる取得はない。また、平成 29 年度は件数不明である。 

 

賦課資料の収集に当たって、全体的にみると徐々にデータによる取得に切替わって

いる傾向にある。ただ、最も件数の多い給与支払報告書については、依然として紙に

よる取得が多い状況である。 

給与支払報告書の電子データによる提出については、総務省主導により、平成 26 年

1月以降、基準年(前々年)に国税に提出する給与等に係る源泉徴収票の提出枚数が1,000

枚以上の者については、eLTAX 又は光ディスク等による提出が義務付けられた。また、

平成 29 年 1 月以降は、市町村に提出する給与支払報告書と税務署に提出する源泉徴収

票を eLTAX により一括送信できるようにし、利用者の利便性向上による eLTAX の利

用促進を図ろうとしている。 

賦課資料の収集及び収集後の事務作業の正確性・経済性・効率性の観点からいえば、

eLTAX の寄与度は大きいものがある。市では、給与支払報告書の eLTAX 利用促進に

ついて、具体的には、給与支払報告書などの発送時に啓発チラシの同封、年末調整説

明会での利用促進の広報を行っている。今後も地道に現在の利用促進に向けた取組を

継続することを期待する。 

 

⑤ 給与所得の特別徴収による納税の促進について 

所得税の源泉徴収義務のある事業者は、従業員の個人住民税についても特別徴収す

ることが義務付けられているが、普通徴収による納付も行われている。 

 

【徴収方法別事業者数の推移】                      単位：人 

年度 

区分 
平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年 

特別徴収者数 15,918 16,386 17,061 17,805 20,086 

普通徴収者数 5,713 5,301 4,928 4,465 3,326 

合計 21,631 21,687 21,989 22,270 23,412 

 

上の表のとおり、普通徴収者数は減少しており、特別徴収制度普及に対する市の取

組は一定の成果を上げている。2020 年度からは、広島県内特徴一斉指定の取組が実施

される予定である。市でも当該取組に合わせて特別徴収制度に関する周知・広報活動
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をより一層充実する必要がある。 

 

 

 

２．法人市民税 

(1) 法人市民税の概要 

 ① 納税義務者 

法人市民税は市内に事務所や事業所がある法人や人格のない社団や財団に課税され

る税金で、法人の所得の有無に関係なく負担する「均等割」と、法人の所得に応じて

算定された法人税額を基礎とした「法人税割」の二つから構成されている。福山市に

事務所や事業所がある法人は「均等割」と「法人税割」を、福山市に事務所や事業所

はないが、寮・宿泊所がある法人は「均等割」のみを納める義務を負う。 

 

 ② 税額の計算方法 

「法人税割」は課税標準となる法人税額に税率をかけて算出する。現在の法人税割

の税率は 12.1％である。2 以上の市町村に事務所等がある法人の場合は、法人税割額

を各市町村の従業者数で按分する。 

また「均等割」の負担金額は、納税義務者の資本金等の額（地方税法第 292 条第 1

項第 4 号の 5）及び市内の事務所等の従業者数の合計数によって決められている。 

 

 ③ 申告及び納税の方法 

法人市民税は、法人自ら申告納付（確定申告）を行う。申告期限は原則として事業

年度終了の翌日から 2 か月以内である。ただし、法人税において申告期限の延長の承

認を受けた場合は法人市民税も同様に延長される。申告書を作成し、市民税課に郵送・ 

窓口持参する、若しくはインターネットを用いた電子申告により提出する。 

また、納付期限は事業年度終了の翌日から 2 か月以内である。福山市所定の納付書

に法人自ら納付金額を記入し、福山市の指定金融機関にて納付をする。 

なお、公共法人・公益法人等で均等割のみが課税される法人は、決算期にかかわら

ず、毎年 4 月 30 日までに均等割についての申告・納付を行う。 

 

 ④ 非課税及び減免制度 

福山市税条例第 42 条の 2 第 1 項第 3 号・第 4 号及び福山市税条例に係る市民税減免

取扱要綱により、公益社団法人・公益財団法人、地方自治法第 260 条の 2 第 1 項の許

可を受けた団体（以下「地縁団体」という）で収益事業を行わないもの、特定非営利

活動促進法第 2 条第 2 項に規定する法人（以下「NPO 法人」という）で収益事業を行

わないものについては、法人市民税が減免されている。なお収益事業の有無の確認つ

いては、税務署への法人税申告書の提出状況を確認することで行っている。 

   本来の申告期限である 4月 30日までに福山市に対して減免申請書の提出があった法

人については、申請内容をチェックのうえ、5 月中旬ごろまでに、各法人あてに減免決

定通知書を発送している。 
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ただし、地縁団体については、法人市民税減免取扱要領第 5 条により、初年度のみ

の申請で、2 年目以降は継続減免とし、代表者変更届の送付のみを行っている。 

 

【平成 29 年度の減免の実施状況】         単位：千円 

区分 対象法人数 減免税額 

公益社団法人・公益財団法人 44 法人 2,137 

NPO 法人 62 法人 2,162 

地縁団体 157 法人 7,796 

  ※ 地縁団体については、継続団体 154 法人、新規減免団体 3 法人である。 

 

 ⑤ 過去 5 年間の調定額及び法人数の推移 

法人市民税の調定額及び法人数の推移は、次のとおりである。 

 

【法人市民税の調定額及び法人数の推移】               単位：千円 

年度 

区分 
平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年 

法人数(社) 12,477 12,585 12,716 12,826 12,874 

調定額 

(内訳) 

 法人税割 

 均等割 

6,240,656 

 

5,005,498 

1,235,158 

6,710,632 

 

5,459,094 

1,251,538 

6,163,855 

 

4,909,362 

1,254,493 

5,598,623 

 

4,318,963 

1,279,660 

6,025,323 

 

4,737,221 

1,288,102 

 

福山市における法人数は微増傾向にある。市税収入全体に占める法人市民税の割合は 7

～8%程度である。また、平成 26 年 10 月 1 日以降開始事業年度から法人税割に適用する

税率が従来の 14.7%から 12.1%に変更されたことにより、平成 27 年度、平成 28 年度の

法人税割額は減少している。平成 29 年度の法人税割額の増加は法人の業績向上による影

響と推測される。 
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(2) 事務の概要 

① 法人市民税 調定までの流れ 

 

1) 申告書・納付書発送 申告期限の前月に対象法人分を庁内で作成して発送 

⇓  

2) 申告書受付 窓口提出・郵送・電子申告により受付 

⇓  

3) 申告内容入力 法人市民税システムへの入力（職員による手入力） 

⇓  

4) 入力内容確認 
システム入力内容と申告書原本の読み合わせを行い、

入力誤りがないか確認する 

⇓  

5) 税システム連携 
毎月第 2 開庁日 15 時～17 時の間に連携 

税システムには翌開庁日に反映 

⇓  

6) 調定資料の作成 
当月調定内容について資料を作成 

課内決裁後に税制課及び納税課に調定内容を報告 

⇓  

7) 財務会計システム入力 
当月分の調定額を財務会計システムに入力、これによ

り調定額が確定する 

 

法人市民税については、3 月決算法人が多いことから、5 月末が申告期限の法人が多く、

6 月初旬はかなりの繁忙となる。 

 

② 電子申告制度について 

従来、各種申告・申請に際して、書面により持参又は送付することが一般的であっ

たが、近年は申告書等を電子データの形式でインターネットを通じて送信する電子申

告・電子申請の利用割合が高まっている。 

地方税の電子申告手続については、「eLTAX」（エルタックス）と呼ばれる地方税ポ

ータルシステムが構築されている。 

「eLTAX」は、地方公共団体で組織する「一般社団法人地方税電子化協議会」が運

営している。従来の書面により持参・送付する場合には、それぞれの地方公共団体へ

持参・送付する必要があったが、電子申告については、地方公共団体が共同で「eLTAX」

を運営することにより、電子的な一つの窓口からそれぞれの地方公共団体に手続でき

るようになり、納税者の利便性は飛躍的に高まった。例えば、日本全国に支店・営業

所等を構える法人であれば、支店・営業所等が所在する都道府県・市町村すべてに対

して、申告書を作成し、持参又は送付する必要があった。しかし、電子申告を利用す

る場合、最初に提出する自治体を設定しておけば、1 回の送信作業ですべての自治体へ

電子データを送信することができることから、申告書・申請書の提出の事務負担や発
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送コストが大幅に削減された。 

「eLTAX」を利用して地方税の電子申告、電子納税を行うには、申告書等を作成・

送信するための「eLTAX」対応ソフトウェアが必要である。「eLTAX」においては、

「PCdesk」（ピーシーデスク） と呼ばれる無料の「eLTAX」対応ソフトウェアが用意

されている。また「PCdesk」とは別に、市販の税務・会計ソフトウェアの開発ベンダ

ーが自社の税務・会計ソフトウェアにおいて、申告データ等の作成から、電子署名の

付与及びポータルセンタへの送信までの機能すべてを行うことができる仕組みを構築

している。電子申告は納税者本人ではなく、納税者の代理人である税理士より、税理

士事務所の税務・会計ソフトウェアから送信されるケースがほとんどである。 

なお、「eLTAX」では「PCdesk」などの「eLTAX」対応ソフトウェアを使用して、

金融機関に赴くことなく、インターネット経由で地方税の納付手続を行うことができ

る「電子納税」の仕組みも構築されている。 

福山市においては、法人市民税・固定資産税・給与支払報告書・事業所税に係る電

子申告ならびに、各種申請・届出に係る電子申請が可能である。福山市では「電子納

税」については、いまだシステム化されていない。「電子納税」については、全国的に

も利用は進んでいない。 

そこで、「一般社団法人地方税電子化協議会」では一度の操作で複数団体への電子納

税を可能とする「地方税共通納税システム」構築の検討を進め、2019 年 10 月からの

サービス開始を目指して開発に取り組んでいる。福山市内には日本各地に支店・営業

所等を構える法人の本社が多数あり、また本社は本市外で福山市内に支店・営業所等

を構える法人も多数ある。納税者にとって納付書を作成する作業、金融機関に赴いて

納付する作業は意外と負担が大きいことから、「電子納税」の導入は納税者の利便性を

高めることが期待される。 

 

【「eLTAX」による法人市民税の提出件数】 

年度 総提出件数 （内、確定申告件数） 

平成 25 年 9,498 件 （7,447 件） 

平成 26 年 10,292 件 （7,907 件） 

平成 27 年 11,025 件 （8,374 件） 

平成 28 年 11,914 件 （9,011 件） 

平成 29 年 12,919 件 （9,682 件） 

 

福山市において、「eLTAX」による法人市民税の提出件数は年々増加傾向にある。ま

た、福山市内の法人数は 13,000 社弱であるから、市全体の 7 割を超す法人が「eLTAX」

を利用している状況である。 

 

 

(3) 監査の要点 

法人市民税に係る事務の執行を監査するに当たって、主に次のような着眼点により監
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査手続を実施した。 

① 法人市民税に係る事務の執行が、法令・条例等に従って執行されているか 

② 法人市民税に係る事務の執行が、効率的かつ有効に行われているか 

③ 法人市民税に係る事務の執行が、公正かつ正確に行われているか 

 

 

(4）実施した監査手続 

① 事務の概要を把握するため、関連資料の閲覧、担当課への質問を行う。 

 ② 納税義務者の捕捉方法及び未申告者への対応状況を把握するために、関連資料の閲

覧、担当課への質問を行う。 

 ③ 申告内容の適正性を確認する事務について、関連資料の閲覧、担当課への質問を行

う。 

 ④ 非課税制度及び減免制度について、関連資料の閲覧、担当課への質問を行う。 

 

 

(5) 監査の結果及び意見 

① 納税者より「eLTAX」で電子申告されたデータの福山市の税務システムへの取込み

について 

現状では申告データをいったん紙にアウトプットし、それを見ながら税務システム

に手入力を行っている。納税者にとっては電子申告により利便性が大幅に高まったが、

福山市においては事務の効率化につながっていない。 

福山市においては、市全体の 7 割を超す法人が「eLTAX」を利用している状況であ

るから、税務システムへの申告データの取込みが実現すれば、かなりの事務の効率化

が期待できると考えられる。 

この点に関して、2020 年 1 月から稼働予定の新システムでは申告データの取込みを

予定しているため、作業量が大幅に削減され業務が効率的に行えることが期待できる。 

 

② 職員の税に関する専門性の強化や国税等との連携の強化について 

地方税（道府県税・市町村税）に係る規定はすべて地方税法（昭和 25 年法律第 226

号）において定められており、基本的に日本国内の都道府県・市町村共通のものであ

る。 

しかし、地方自治体の税に関わる職員は一般職員であり、様々な部署への異動があ

ることから、国税職員のように必ずしも専門性が高い職員ばかりではなく、また業務

経験年数も長くないケースも多い。税法は複雑な規定が多く、また改正も繰り返され

ることから、税に関わる職員はより高度な専門性が求められる。そのため継続的に専

門的な研修が必要であるが、各自治体独自で研修を実施することは困難を伴う。地方

自治体を所管する総務省において、全国規模での統一的な研修制度を構築し、税務に

携わる自治体職員のレベルアップを図る仕組みの構築が望まれる。 

また税の賦課・徴収に関しては、これに一貫して従事する国税（国税庁・国税局・

税務署など）の方が、専門性が高いと考えられることから、国税との連携を強化する
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ことも必要である。実際に、法人市民税の修正申告又は更正の手続は、国税の税務調

査を受けて行われることがほとんどであると思われる。この観点から地元税務署（福

山税務署・府中税務署）との連携を強化することは重要であると考える。さらに広島

県東部県税事務所との連携、税に関する専門的知識を有する者（税理士・業務経験者

など）による指導体制の構築などを検討する必要もある。 

 

③ 本社が本市外にある事業所の実態把握について 

法人市民税の納税義務者は、福山市に事務所や事業所がある法人と、福山市に事務

所や事業所はないが、寮・宿泊所がある法人である。 

通常の場合には、納税義務者が福山市に事務所・事業所・寮などを設置した段階で

「法人設立・開設届」の提出を受け、納税義務者の確認及び登録を行う。 

仮に、「法人設立・開設届」の提出がなくても、福山市内に本社を置く法人であれば、

新規設立法人情報や福山税務署・府中税務署からの情報入手により、納税義務者の確

認をすることは比較的容易である。 

実態把握が困難なのは、福山市内に本社を置かず、事務所や事業所のみを福山市に

設置するケースである。現状では、「法人設立・開設届」の提出がない場合には、福山

市内での求人広告や電話帳などから、事業所の存在を把握したり、建築指導課から建

築物のリストを入手して新設事業所を確認したり、地元情報誌の建築情報から事業所

の存在を把握したりするなどして、納税義務者の把握に努めているとのことである。 

福山市外に本社を置く会社の場合、市中心部や交通利便の高いエリアにあるオフィ

スビルに営業所・支店を設置するケースが多い。このような場所のオフィスビルの入

居者を確認することも有効であると考えられる。また、事業所税の関係で賃貸物件の

所有者から提出される「事業所用家屋の貸付等申告」から入居者の情報を共有するこ

とも有効であると考えられる。 

 

④ 法人市民税の減免申請について 

平成 29 年度に福山市に提出された法人市民税の減免申請書を閲覧したが、手書きや

法人のゴム判を利用して作成された書面がほとんどである。記載すべき内容は毎年度

同じ内容であるので、パソコンで入力できる電子書式（例えば Word ファイル）を提供

すれば、前年度の内容を利用できることから、納税者の利便性は高まるものと思われ

る。 

また、地縁団体については、法人市民税減免取扱要領第 5 条により、初年度のみの

申請で、2 年目以降は継続減免としているが、公益社団法人・公益財団法人、NPO 法

人についても初年度のみの申請で、2 年目以降は継続減免する制度を適用できないだろ

うか。2 年目以降の書類提出が不要となり、納税者・福山市ともに事務の負担が軽減で

きると考えられる。 

 

⑤ 公益法人等に対する課税免除制度の導入の検討について 

前述のとおり、福山市は収益事業を行っていない NPO 法人、地縁団体、公益財団法

人等に対しては法人市民税の減免制度を採用している。この制度とは別に、近隣の倉
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敷市では課税免除制度を採用している。倉敷市の場合、初回のみ届出書と収益事業を

行っていないことを確認できる書類（事業報告書・収支計算書など）の提出を求め、

収益事業を行っていないことが確認できれば、課税免除を決定する。そして、翌年度

以降は各種書類の提出は不要とする制度である。 

福山市における現行の減免制度では、地縁団体を除き、毎年の減免申請が必要であ

るが、課税免除制度であれば、2 年目以降の書類提出が不要となり、納税者・福山市と

もに事務の負担が軽減できる。 

課税免除制度への変更は条例の変更が必要であるが、近隣の倉敷市が既に導入して

いる制度でもあり、納税者・福山市双方の事務の効率化につながることから、課税免

除制度の導入を検討する必要があると考える。また、課税免除制度は前述の継続減免

制度と実質的には同一の効果を期待できることから、比較考慮しながら検討すること

を要望する。 

 

⑥ 地縁団体代表者の異動確認の一本化について 

地縁団体に対する法人市民税の減免申請に関連し、地縁団体に対しては、2年に1回、

地縁団体代表者の異動届の提出を要請している。他方で、地縁団体については「協働

のまちづくり課」でも団体の登録・管理業務をしていることから、両課に届けを提出

する団体といずれか一方だけに提出している団体があるなど、混乱している状況が見

受けられた。 

地縁団体の性格上、「協働のまちづくり課」に窓口を一本化し、市民税課は「協働の

まちづくり課」から地縁団体のリストをもらうことにすることで、業務の効率化が図

られるものと考えられる。 

なお、地縁団体については、法人市民税減免取扱要領第 5 条により、既存の団体に

ついては減免申請があったものとみなされ、毎年の減免申請書の提出は要しない。新

規地縁団体に係る減免申請についてのみ、市民税課にて受け付けることとし、代表者

異動届など団体の登録・管理業務については、「協働のまちづくり課」に一本化する方

が、地縁団体にとってもわかりやすいし、福山市においても業務の効率化にも繋がる

ものと思われる。 

 

⑦ 税務署からの送付データに資本準備金・資本金等を加えることの検討について 

国税において福山市を管轄する福山税務署・府中税務署から毎月、申告法人のデー

タが広島県東部県税事務所を経由して福山市へ送付されている。送付されるデータは、

法人名・所在地・売上高・課税所得・法人税額・資本金の額であるが、資本準備金・

資本金等の金額は送付されていない。 

納税義務者である法人から福山市へ提出される法人市民税の申告書には、資本金の

額・資本金の額及び資本準備金の額の合算額・資本金等の額を記載するようになって

いる。そして、資本準備金・資本金等の金額は法人市民税均等割の区分の確認に必要

であり、本来は、申告書に記載されている金額が適正であるか検証する必要がある。 

ところで、資本金、資本準備金、資本金等の金額は法人税別表 5（1）に記載されて

いる内容であることから、法人税申告書より入手することは容易である。法人税申告
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書から資本準備金・資本金等の金額を把握し、適正な均等割の区分が適用されている

かを確認する作業に活用することを推奨する。 

 

⑧ プレプリント申告用紙の送付の取りやめの検討について 

法人市民税の申告書の作成は納税者の税務代理人である関与税理士が作成すること

が一般的であると思われる。税理士事務所において申告書を作成する場合には、税務

計算ソフトを活用して税務申告書を作成し、白紙の用紙に印刷しており、福山市から

送付されてくるプレプリント申告用紙を使うケースはほとんどないと思われる。また

近年では電子申告が普及してきている。 

現在、法人市民税の申告用紙は、白紙用紙を購入し、庁内で A4 サイズの申告書と納

付書を印刷し、これを封筒に封入して送付している。そして、これを納税義務者へ郵

送する場合には A4 サイズにつき定形外郵便物の 120 円の送料が発生する。一方で、納

付書のみの納付にすれば、封筒が小型化することから送料は定形郵便物の 82円となり、

送料が削減できる。白紙用紙代・印刷代・送料の削減が可能である。作業時間が軽減

され、事務の効率化にもなる。 

もし申告用紙を必要とするケースにおいては、依頼のあった納税者に対してのみ郵

送するか、福山市の HP からのダウンロード対応とすることも可能である。このよう

なことから、プレプリント申告用紙の発送をやめ、納付書のみを定形郵便物で発送す

る自治体も増加している。福山市においても検討を進めることが必要である。 

   ちなみに、福山市では、償却資産税の申告書、市民税・県民税・国民健康保険税申

告書は HP からダウンロード可能であるが、法人市民税申告書と事業所税申告書につ

いては HP からのダウンロード入手ができるようになっていない（納付書や各種届の

様式のみダウンロード可能）。数字の入力項目が多いことから、Excel ファイル形式で

の提供が納税者にとっては利便性が高いので、Excel ファイル形式でのダウンロード提

供を要望したい。 

 

⑨ 均等割適用従業員数の適正性の確認について 

   平成 29 年度申告実績によれば、法人税申告書に従業者数を記載していない申告書が

18,145 件中、2,630 件あった。この中には、修正申告につき記載を省略したと思われ

るケースや実際に人数がゼロであるケースも含まれている。 

   法人市民税均等割の金額は、地方税法に規定されている資本金等の額と市内の事務

所等の従業者数の合計数との組み合わせで最低 5 万円から最高 300 万円までの適用幅

がある。例えば、資本金等の額が 50 億円を超える法人の場合、市内の事務所等の従業

者数の合計数が 50 人以下なら均等割は 41 万円、これが 50 人を超えると一気に 300

万円になり、税負担が大きく変わる。従って、各法人が申告する法人市民税均等割の

金額が適正であるか否かについては、福山市において、当該法人の資本金等の額と市

内の事務所等の従業者数の合計数を適切に把握し、調査・確認する必要がある。 

   課税の公平性や制度の根幹を維持するためには、記載内容の確認のため、実態調査

（税務調査）をすべきであろうが、福山市では十分な調査は行えていない。 

   そこで、従業者の数の確認方法として、例えば、次の方法を用いてはどうか。 
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・従業員名簿の提出を要請する。 

・福山市に提出された給与支払報告書の報告人数の合計数と申告書記載人数との差異

を調査する。そして差異が大きい場合には説明を要請する。 

課税の公平性や制度の根幹を維持するためにも、定期的な調査を実施することが望

ましい。 

 

⑩ 未申告法人に対する申告勧奨とその後のフォローについて 

   平成 25 年度から平成 29 年度の未申告法人数は、次のとおりである。 

 

   【未申告法人数の推移】            単位：社 

年度 
期限内に未申告の 

法人数 

内、期限後に申告が 

あった法人数 

平成 25 年 158 97 

平成 26 年 157 70 

平成 27 年 172 65 

平成 28 年 202 53 

平成 29 年 241 50 

  

期限内に未申告となっている法人の多くは、実質的に休業・経営破綻状態となって

いる法人が多いと推測される。法定提出期限内に申告書が提出されなかった法人に対

しては、法定提出期限の翌月 10 日以降に申告勧奨文書・申告書・納付書・異動届を送

付している。これにより、期限後にある程度の申告が行われている。 

それでもなお申告書の提出がない場合には、現地調査に出向き、法人の実態を調査

することを原則としているが、現地調査は十分に行えていないのが現状である。 

期限内に未申告となっている場合には、実質的に休業・経営破綻状態となっている

法人が多いと思われるので、電話連絡がとれないケースも多いと思われる。そこで現

地調査を行って法人の現状を確実に把握することが望ましい。また、過年度の申告書

を作成した関与税理士に問い合わせをすることも有効な手段であると考えられる。ま

た、法人市民税の未申告法人は、法人税・法人県民税も未申告となっていると思われ

る。税務署・県税事務所との連携をさらに深め、情報交換・共有化を進められる仕組

みづくりを推進することが必要である。 

 

⑪ 法人市民税・事業所税の税収増加に向けた総合的な施策の検討について 

   法人市民税の納税義務者は福山市に事務所や事業所がある法人及び福山市に事務所

や事業所はないが、寮・宿泊所がある法人である。また事業所税の納税義務者は事業

所等において事業を行う法人又は個人である。従って、福山市内で事業を行う者が増

えれば、法人市民税・事業所税の基盤も強固になると考えられる。 

そのためには、福山市内に事業者を呼び込むための総合的な施策も必要となってく

る。具体的には企業誘致のための立地の確保、産業インフラの整備、金融支援などを
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総合的に検討していく必要がある。また新たな企業が増えれば、市外からの住民の流

入も期待できる。そのために、より魅力的な教育・文化施策の展開や公共施設の整備

も必要であろう。このような総合的な施策の立案は行政の重要な任務であり、都市機

能をさらに発展させるために、有効な施策の立案を要望する。 

 

 

 

３．固定資産税・都市計画税 

３－１．固定資産税・都市計画税の概要 

(1) 固定資産税の概要 

  固定資産税とは、毎年 1 月 1 日（賦課期日）現在、固定資産（土地・家屋・償却資産）

を所有している者が、その固定資産の価格に応じて納める税金であり、経済情勢の変動

に伴う影響が少ないため、市にとっては、安定的な財源となっている。 

 

① 納税義務者 

固定資産税を納める者は、原則として固定資産の所有者である。 

具体的には次のとおりである。 

 

土地 
登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されてい

る者 

家屋 
登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されてい

る者 

償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている者 

 

ただし、所有者として登記（登録）されている者が賦課期日前に死亡している場合

には、賦課期日現在、その土地、家屋を現に所有している者が納税義務者となる。 

 

 ② 価格の決定方法 

総務大臣が定めた固定資産評価基準（以下「評価基準」という。）に基づいて評価を

行い、市町村長が価格を決定することとされている。 

土地と家屋は、原則として、基準年度（3 年ごと）に評価替えを行い、1 月 1 日現在

の価格を固定資産課税台帳に登録する。 

基準年度以外は、新たな評価を行わず、基準年度の価格を据え置く（直近の基準年

度は平成 30 年度である。）。 

ただし、基準年度以外で地目の変換や家屋の増改築等によって、基準年度の価格に

よることが適当でないときは、新たに評価して価格を決定する。 

また、地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないと市町村長が認めた場

合は、価格を修正することができる。 

償却資産は、毎年 1 月 1 日現在の償却資産の状況を 1 月 31 日までに申告し、これに

基づいて評価して価格を決定する。 
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 ③ 税額の計算方法 

   固定資産税額は、課税標準額に税率（1.4％）を乗じて算出される。 

 

固定資産税額＝課税標準額×税率（1.4％） 

 

原則として、当該年度の固定資産の価格（評価額）が課税標準額である。 

土地は、住宅用地に対する課税標準の特例や税負担の調整措置が適用される場合、

課税標準額は評価額よりも低くなる。 

家屋は、固定資産の価格（評価額）が課税標準額となる。 

また、償却資産は、前年中に取得した資産の取得価額又は前年度の評価額を基準に

して算出するが、課税の特例が適用される場合は、課税標準額が評価額よりも低くな

る。 

 

 ④ 免税点 

同一人が所有する固定資産の課税標準額の合計が、次表の額に満たない場合は課税

されない。 

 

土地 300 千円 

家屋 200 千円 

償却資産 1,500 千円 

 

 ⑤ 非課税及び減免制度 

ア 非課税制度 

賦課期日（1 月 1 日）現在において、墓地、公衆用道路、用悪水路等として利用さ

れている固定資産や、宗教法人、学校法人、社会福祉法人等が固定資産を所有して

いる、又は所有者が無償でこれらの団体に固定資産を使用させている場合で、その

利用方法が地方税法第 348 条の規定に該当する場合には、固定資産税が非課税とな

る。 

 

地方税法第 348 条（固定資産税の非課税の範囲） 

市町村は、国並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区及び合併特

例区に対しては、固定資産税を課することができない。 

２ 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対しては課することができない。ただし、

固定資産を有料で借り受けたものがこれを次に掲げる固定資産として使用する場合

には、該当固定資産の所有者に課することができる。 

3～10（省略） 

・地方税法施行令・地方税法施行規則 

・福山市税条例(第 45 条～第 50 条) 
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イ 減免制度 

福山市では福山市税条例に基づき、申請により固定資産税の減免を受けること

ができる。 

 

地方税法第 367 条（固定資産税の減免） 

市町村長は、天災その他特別の事情がある場合において固定資産税の減免を必要と

すると認める者、貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情が

ある者に限り、該当市町村の条例の定めるところにより、固定資産税を減免するこ

とができる。 

 

福山市税条例第 62 条（固定資産税の減免） 

市長は、次の各号のいずれかに該当する固定資産のうち、市長において必要がある

と認めるものについては、その所有者に対して課する固定資産税を減免する。 

(1) 貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産 

(2) 公益のために直接専用する固定資産（有料で使用するものを除く。） 

(3) 市の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により、著しく価値を減じた固

定資産 

(4) 前各号のほか、特別の理由があるもの 

２ 前号の規定によって固定資産税の減免を受けようとする者は、納期限までに、次

に掲げる事項を記載した申請書に、その減免を受けようとする理由を証明する書類を

添付して市長に提出しなければならない。ただし、納期限までに申請書を提出できな

いことについてやむを得ない理由があると市長が認めるときは、この限りでない。 

(1) 納税義務者の住所、氏名及び個人番号（行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律（平成 25 年法律第 27 号）第 2 条第 5 項に

規定する個人番号をいい、該当書類を提出する者の同項に規定する個人番号に

限る。以下固定資産税について同じ。） （個人番号を有しない者にあっては、

住所及び氏名又は名称） 

(2) 土地にあっては、その所在、地番、地目、地積及び価格 

(3) 家屋にあっては、その所在、家屋番号、種類、構造、床面積及び価格 

(4) 償却資産にあっては、その所在、種類、数量及び価格 

(5) 減免を受けようとする理由及び第 1 項第 3 号の固定資産にあっては、その被害

の状況 

３ 第 1 項の規定によって固定資産税の減免を受けた者は、その理由が消滅した場

合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。 

（一部改正〔平成 9 年条例 42 号・27 年 45 号・28 年 14 号〕） 

 

 ⑥ 固定資産税の縦覧・閲覧制度 

  ア 縦覧制度 

自己の資産が適正に評価されているか比較して判断するため、他の者が所有する

福山市内の類似した資産の評価額を見ることができる制度である。 
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1) 縦覧ができる者 

納税者（納税者と同一世帯の親族、納税管理人など） 

※土地の納税者は土地、家屋の納税者は家屋に限り縦覧できる。 

2) 縦覧期間 

4 月 1 日から 4 月 30 日まで（土・日・祝日は除く。） 

場所 時間 

資産税課 午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分まで 

西部市民センター 

午前 9 時 30 分から午後 4 時 00 分まで 北部市民センター 

かんなべ市民交流センター 

 

イ 閲覧制度 

固定資産課税台帳の内容を確認することができる。 

1) 閲覧ができる者 

    ・納税義務者など（納税義務者と同一世帯の親族、納税管理人など） 

    ・借地人、借家人（※契約書等の確認が必要） 

2) 閲覧期間 

4 月 1 日から随時（土・日・祝日は除く。） 

場所 時間 

資産税課 

午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分まで 

西部市民センター 

北部市民センター 

かんなべ市民交流センター 

沼隈支所 

新市支所 

（ただし、4 月 1 日から 4 月 30 日までの各場所での閲覧時間は上記縦覧期間の

表と同じ。） 

 

 ⑦ 納税方法 

固定資産税は、納税通知書によって福山市から納税者に通知され、納期は 4 月・7 月・

9 月・12 月の 4 回。納付書による納付の場合は指定の金融機関又はコンビニエンスス

トアで納める。 

 

 ⑧ 過去 5 年間の調定額及び納税義務者数の推移 

   固定資産税の調定額及び納税義務者数の推移は、次のとおりである。 
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【固定資産税の調定額及び納税義務者数の推移】             単位:千円 

年度 

区分 
平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年 

納税義務者（人） 167,994 169,244 169,950 170,676 171,610 

調定額 31,244,882 31,037,701 30,741,516 30,969,350 31,365,142 

 

 

(2) 都市計画税の概要 

  都市計画税とは、都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用に充てるための目的

税で、都市計画法第 5 条の規定により指定された都市計画区域のうち同法第 7 条に規定

する市街化区域内に所在する土地及び家屋の所有者に対して課する税金である。 

 

 ① 納税義務者 

1 月 1 日現在、市街化区域内に所在する土地・家屋の所有者。 

 

 ② 税額の計算方法 

   都市計画税額の計算方法は、次のとおりである。また、固定資産税について免税点

未満のものには、都市計画税はかからず、納税も固定資産税と合わせて納付すること

になっている。 

 

【都市計画税の計算方法】 

都市計画税額＝課税標準額×税率（0.3%） 

 

都市計画税の課税標準額は、固定資産税の課税標準額（土地及び家屋）に準ずるこ

ととされており、原則として固定資産課税台帳に登録された価格である。なお、住宅

用地等には、課税標準の特例措置が講じられている。さらに、土地に係る平成 30 年度

からの 3 年間の各年度分の都市計画税については、固定資産税と同様の税負担の調整

措置が講じられている。 

 

 ③ 過去 5 年間の調定額及び納税義務者数の推移 

   都市計画税の調定額及び納税義務者数の推移は、次のとおりである。 
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【都市計画税の調定額及び納税義務者数の推移】             単位：千円 

年度 

区分 
平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年 

納税義務者（人） 126,107 127,166 127,747 128,383 129,151 

調定額 5,139,550 5,153,765 5,075,059 5,102,039 5,155,373 

 

 

３－２．固定資産税（土地・家屋） 

≪土地の評価及び事務手続≫ 

(1) 土地の評価の方法 

評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法で評価する。 

地目 

地目は、宅地、田及び畑（併せて農地という。）、鉱泉地、池沼、山林、

牧場、原野及び雑種地をいう。 

固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわらず、賦課期日

時点の現状及び利用目的によって定める。 

地積 原則として登記簿に登記されている地積による。 

価格（評価額） 売買実例価額をもとに算定した正常売買価格を基礎として求める。 

 

地目別の評価方法は、次のとおりである。 

① 宅地の評価方法 

宅地の評価方法には、市街地的な形態を形成している地域については、「市街地宅地

評価法（路線価方式）」によって、家屋の連たん度が低く、市街地的形態に至らない地

域については、「その他の宅地評価法」によって評価する。 

市街地宅地評価法とは、路線価を基準にしてそれぞれの宅地の状況（奥行、間口、

形状など）に応じて評価する方法であり、その他の宅地評価法は、状況類似地区ごと

に標準宅地を選定し、この価額に比準して各筆の宅地を評価する方法である。 

  

② 農地・山林の評価方法 

原則として、宅地の場合と同様に標準地を選定し、その標準地の価格に比準して評価

する。 

ただし、市街化区域農地や宅地等への転用許可を受けた農地等については、付近の宅

地等の評価額を基準として求めた価額から造成費に相当する額を控除した価額によっ

て評価する。 

 

 ③ 牧場・原野・雑種地等の評価方法 

   農地・山林の場合と同様に、売買実例価額や付近の土地の評価額に基づく方法等に

より評価する。 
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(2) 特例制度 

 ① 住宅用地に対する課税標準の特例 

   住宅用地（居住用家屋のある土地）については、その税負担を特に軽減する必要か

ら課税標準の特例措置が設けられている。 

 

  課税標準額＝評価額×特例率 

 

区分 特例率 

小規模住宅用地 

（1 戸につき 200 ㎡以下の部分） 

固定資産税 6 分の 1 

都市計画税 3 分の 1 

その他の住宅用地 

（200 ㎡を超える部分） 

固定資産税 3 分の 1 

都市計画税 3 分の 2 

  

住宅用地には次の二つがある。 

＜専用住宅＞ 

専用住宅 
専ら人の居住の用に供する家屋 

の敷地に供されている土地 

その土地の全部（家屋の床面積の 10

倍まで） 

併用住宅 

一部を人の居住の用に供する家

屋の敷地に供されている土地 

その土地の面積（家屋の床面積の 10

倍まで）に一定の率を乗じて得た面

積に相当する土地 

※居住の敷地に供されている土地とは、その住宅を維持し、又はその効果を果たす

ために使用されている一画地をいう。 

 

ア 住宅用地の範囲 

   特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は、家屋の敷地面積に次表の住宅用地

の率を乗じて求める。 

   

家屋 居住部分の割合 住宅用地の率 

1) 専用住宅 全部 1.0 

2) 地上 5 階以上の耐

火建築物である併

用住宅 

4 分の 1 以上 2 分の 1 未満 0.5 

2 分の 1 以上 4 分の 3 未満 0.75 

4 分の 3 以上 1.0 

3) 他の併用住宅 
4 分の 1 以上 2 分の 1 未満 0.5 

2 分の 1 以上 1.0 

 

イ 住宅用地申告書の提出について 

住宅用地の所有者は、新たに住宅用地の特例を受けようとする場合や、住宅用地

から住宅用地以外の用途へ変更するなど、その利用状況に変更が生じた場合は、1

月 31 日までに「住宅用地申告書」を市長に提出することとされている。申告書の提
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出が必要な場合は、次のとおりである。 

A. 家屋を新築又は滅失する場合 

    （資産税担当者が現地調査により確認した場合は、省略することができる。） 

B. 家屋の用途を変更する場合（住宅を店舗へ改装した場合など） 

C. 土地の利用を変更する場合（空き地を住宅用地として利用する場合など） 

D. 住宅を建て替える場合（※建替特例用の申告書の提出が必要となる。） 

  ※建替特例は、対象の土地が次の A～E に示す要件をすべて満たす場合に限り適用の

対象となる。 

   A. 当該年度の前年度の賦課期日において住宅用地であったこと。 

   B. 住宅の建設が当該年度の賦課期日において着手されており、当該住宅が当該年

度の翌年度に係る賦課期日までに完成するものであること。 

  C. 住宅の建替が、建替前の敷地と同一の敷地において行われるものであること。 

     （建替前の敷地の一部が建替後の敷地の一部（その割合が概ね 5 割以上）とな

る場合を含む。） 

   D. 当該年度の前年度の賦課期日の当該土地の所有者が、建替後においても同一で

あること。（建替後の所有者が建替前の所有者の直系親族である場合、又は、そ

の所有形態が対象者の持分を含む共有となる場合を含む。） 

  E. 当該年度の前年度の賦課期日における既存住宅の所有者と建替住宅の所有者

が同一であること。（建替住宅の所有者が既存住宅の所有者の直系親族である場

合、又は、その所有形態が対象者の持分を含む共有となる場合を含む。） 

 

② 宅地の税負担の調整措置 

   平成 9 年度の評価替え以降、課税の公平性の観点から、地域や土地によりばらつき

のある負担水準（今年度の評価額に対する前年度課税標準額の割合）の均衡を図るた

め税負担の調整措置が講じられ、負担水準の高い土地は税負担を引き下げ又は据え置

き、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させることによって負担水準のば

らつきを是正する措置が導入された。これまで取り組んできた結果、一定の成果はあ

ったが、依然として水準にばらつきがあるため、平成 30 年度においても調整措置は継

続されている。 

 

※ 負担水準とは、個々の宅地の課税標準額が評価額に対してどの程度まで達してい

るかを示すものである。 

負担水準は次の算式によって求める。なお、小規模住宅用地、一般住宅用地につ

いては、特例率を乗じる。 

負担水準 =
前年度課税評準額

新評価額× {住宅用地特例率(1 6又は1 3⁄⁄ )}
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【商業地等及び小規模住宅用地に対する負担調整措置】 

 

負担水準(％) 
商業地等の宅地 

 
 

小規模住宅用地 

 

 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

価格×70％ 

に引き下げ 

 

 

 

 

負担水準(％) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特例（1/6） 

 

70  

税負担据置 

 

 

固
定
資
産
税
価
格 

（
地
価
公
示
価
格×

７
割
） 

60  

[A]が価格×60％を 

上回る場合は価格×60％ 

 

 

[A]＝前年度課税標準額 

＋価格×5％ 

 

 

20 

 

[A]が価格×20％を下回る

場合は、価格×20％ 

 

100  

 

以下のいずれか低い額 

①本来の課税標準額[B] 

②前年度課税標準額

+[B]×5％ 

 

 

0 

20 上記②の額が[B]×20％を 

下回る場合は、[B]×20％ 0 

 

   

  

本来の課税標準額[B] 
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ア 「商業地等の宅地」の課税標準額 

負担水準 課税標準額 

0.7 超 当該年度の評価額×0.7 

0.7 以下 

0.6 以上 
前年度の課税標準額 

0.6 未満 

0.2 以上 

「前年度課税標準額＋当該年度の評価額×0.05」 

又は「当該年度の評価額×0.6」の少ない方 

0.2 未満 
「前年度課税標準額＋当該年度の評価額×0.05」 

又は「当該年度の評価額×0.2」の多い方 

  ※「商業地等の宅地」とは、住宅用地以外の宅地や宅地の価額に比準して評価される

土地（宅地比準土地）のことをいう。 

 

  イ 「住宅用地」の課税標準額 

負担水準 課税標準額 

1.0 超 当該年度の評価額×住宅用地特例率 

1.0 以下 

0.2 以上 

「前年度課税標準額＋当該年度の評価額×住宅用地特例率×

0.05」又は「当該年度の評価額×住宅用地特例率」の少ない方 

0.2 未満 
「前年度課税標準額＋当該年度の評価額×住宅用地特例率×

0.05」又は「当該年度の評価額×住宅用地特例率×0.2」の多い方 

 

③ 農地に対する課税 

ア 一般農地（市街化区域農地や転用許可を受けた農地などを除く） 

   前年度の課税標準額に、負担水準の区分に応じた一定の調整率を乗じる税負担の調

整措置が講じられている。 

 

課税標準額＝前年度の課税標準額×負担調整率 

負担水準 負担調整率 

0.9 以上 1.025 

0.9 未満 

0.8 以上 
1.05 

0.8 未満 

0.7 以上 
1.075 

0.7 未満 1.1 

  

   イ 市街化区域農地 

     評価は、宅地に準じた方法で行う。課税については原則として、評価額に 3 分

の 1 を乗じた額が課税標準額となる。 

     また、税負担の調整措置は一般農地と同様の措置がとられている。 
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(3) 事務の概要 

固定資産税（土地）の事務は、3 年ごとに行われる評価替え事務と毎年行われる通年事

務に大別される。 

 

① 評価替え事務 

3 年ごとに行われる評価替え事務の概要は、次のとおりである。 

※1 標準宅地の適正な時価の評定は、公益社団法人 広島県不動産鑑定士協会へ業務

委託。同協会による鑑定結果をもとに標準宅地間の価格バランス調整、隣接市

町との接点調整を行った後に価格決定する。 

※2 その他の街路の路線価付設は、福山市固定資産（土地）評価業務共同企業体へ業

務委託、同企業体による鑑定結果をもとに路線価間の価格バランス調整、隣接

市町との接点調整を行った後に路線価価格を決定する。 

 

  

用途地区の区分  

↓  

状況類似地区の区分  

↓  

主要な街路の選定 状況類似地区内の主要な街路の決定 

↓  

標準宅地の選定 主要な街路に接した標準的な画地を選定 

↓  

標準宅地の適正な時価の評定※1  

↓  

主要な街路の路線価付設  

↓  

その他の街路の路線価付設 ※2  

↓  

各筆の評価額を算出  

↓ 3 年に一度の評価替えでの見直し 

福山市固定資産(土地)評価要綱の改正（検討会議を開

催し決定） 

↓ 

↓ 

チェックリストによる点検  

  

その他の宅地評価法の場合 



 

76 

 

② 通年事務 

異動通知受取  

↓ ・地方税法第 382 条の規定による通知 

月 3 回(1 日、10 日、20 日)法務局より異動通知受領 ↓ 

入力  

↓ ・異動通知により登記情報の入力 

・分合筆による地番図を修正し、現地調査図として利用 

・農地転用データの取込 

・現地調査簿の作成 

↓ 

↓ 

↓ 

現地調査  

↓ ・地方税法第 408 条の規定による実地調査 

市内を 6 ブロックに分けて全筆調査(山林は除く) 

・納税者との折衝 

・必要に応じて再現地調査 

↓ 

↓ 

↓ 

入力  

↓ ・現地調査結果に基づき評価 

  地目認定、画地認定、画地計算（評価計算）他の入力 

※平成 29 年現地調査後の入力件数:約 53,000 件 

↓ 

↓ 

点検  

 
・入力結果を点検 

・チェックリスト出力 

 

 

＜家屋の評価及び事務手続＞ 

(1) 家屋の評価の方法 

① 家屋の評価の根拠 

家屋の評価及び価格の決定は、地方税法第 403 条第 1 項において、評価基準によっ

て行わなければならないこととされている。 

② 家屋の評価 

家屋の評価は、評価基準に基づき、「再建築価格」を基礎に行われる。 

 家屋の評価額 ＝ 再建築価格 × 経年減点補正率等 

 

再建築価格 
評価対象家屋と同一の家屋を、評価時点においてその場所に

新築する場合に必要とされる建築費 

経年減点補正率 
家屋の建築後の年数の経過に応じて生ずる減価を基礎とし

て定めた率 

 

具体的には、木造家屋及び木造家屋以外の家屋の区分に従い、各個の家屋について
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評点数を付設し、当該評点数に評点 1 点当たりの価額を乗じて各個の家屋の価額を求

める方法によるものとする。（評価基準第 2 章第 1 節） 

 評価額 ＝ 評点数 × 評点 1 点当たりの価額 

 

ア 評点数 

各個の家屋の評点数は、当該家屋の再建築費評点数を基礎とし、これに家屋の損

耗の状況による減点を行って付設するものとする。この場合において、家屋の状況

に応じ必要があるものについては、さらに家屋の需給事情による減点を行うものと

する。（評価基準第 2 章第 1 節） 

 評点数 ＝ 
再建築費 

評点数 
× 

損耗の状況による 

減点補正率 
× 

需給事情による 

減点補正率 

 

※ 評価基準では、再建築費評点数の計算単位は「延べ床面積」や「建床面積」

であるが、福山市では「1.0 ㎡」を単位としている。 

 評点数 ＝ 
1.0 ㎡当たり 

再建築費評点数 
× 床面積 × 

損耗の状況による 

減点補正率 

（経年減点補正率） 

（損耗減点補正率） 

× 
需給事情による 

減点補正率 

 

A. 再建築費評点数 

再建築費評点数の算出方法によって木造家屋・非木造家屋の再建築費評点数を

求める場合は、当該家屋の建築された年度の当該木造家屋・非木造家屋の構造の

区分に応じ、当該木造家屋・非木造家屋について適用すべき木造家屋評点基準表・

非木造家屋評点基準表によって求めるものとする。（評価基準第 2 章第 2 節・第 3

節） 

 

B. 損耗の状況による減点補正率 

ａ 経年減点補正率 

経過年数に応ずる減点補正率（経年減点補正率）については、木造家屋は構

造区分及び 1.0 ㎡当たり再建築費評点数の区分に従い「木造家屋経年減点補正率

基準表」により、また非木造家屋は「非木造家屋経年減点補正率基準表」によ

って求めるものとする。（評価基準第 2 章第 2 節・第 3 節） 

経年減点補正率は、「同じ構造、同様の程度の建物であっても、建物の使用可

能な期間（いわゆる耐用年数）は、その使用形態（用途）によって決まる。」と

いう考え方に基づき設定されているものであるため、「用途別区分」の選定にお

いては現実の使用用途によるものとする。 

経年減点補正率の最小値は「0.20」とされており、家屋の評点数は再建築費評

点数の 20％で下げ止まる仕組みとなっている。 

ｂ 損耗減点補正率 

原則として、火災等の罹災減免を適用した家屋が、次年度においても修復又
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は滅失していない場合にのみ適用する。 

ｃ 需給事情による減点補正率 

建築様式による補正（草葺屋根の家屋）については「0.90」、所在地域による

補正（走島町の家屋）については「0.80」とする。 

 

イ 評点 1 点当たりの価額 

評点 1 点当たりの価額は、1 円に「物価水準による補正率」と「設計管理費等によ

る補正率」とを相乗した率を乗じて得た額を基準として市町村長が定めるものとす

る。（評価基準第 2 章第 4 節） 

福山市では次表のとおりとなっている。 

    物価水準  設計管理費   

木造家屋 ： 1 円 × 0.90 × 1.05 ≒ 0.94 円 

非木造家屋 ： 1 円 × 1.00 × 1.10 ＝ 1.10 円 

＜簡易附属家＞       

木造家屋 ： 1 円 × 0.90 × 1.00 ＝ 0.90 円 

非木造家屋 ： 1 円 × 1.00 × 1.00 ＝ 1.00 円 

 

③ 基準年度における評価替え価額の据え置き 

家屋は、原則として基準年度（3 年ごと）に評価替えが行われるが、基準年度におい

て評価替えした価額が評価替え前の価額を超える場合、評価替え前の価額に据え置か

れることとなっている。 

 

 

(2) 家屋に対する減額措置 

① 新築住宅に対する減額措置 

ア 適用対象となる住宅 

A. 新築された専用住宅や併用住宅（居住部分の割合が 2 分の 1 以上）であること。 

B. 住宅の床面積が 50 ㎡（一戸建以外の賃貸住宅は 40 ㎡）以上 280 ㎡以下である

こと。 

イ 減額される範囲 

住居として利用されている床面積の 120 ㎡までに相当する部分 

ウ 減額される額 

減額対象に相当する固定資産税の 2 分の 1 

エ 減額される期間 

A 一般の住宅（B 以外の住宅） 新築後 3 年度分 

B 3 階建以上の中高層住宅等 新築後 5 年度分 

 

② 住宅耐震改修に伴う減額措置 

ア 適用対象となる住宅 

A. 専用住宅（賃貸住宅を含む。）や併用住宅（居住部分の割合が 2 分の 1 以上）で
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あること。 

B. 現行の耐震基準に適合する耐震改修であること。 

C. 耐震改修に係る費用が 1 戸当たり 50 万円超であること。 

イ 減額される範囲 

居住部分の床面積の 120 ㎡に相当する部分 

ウ 減額される額 

減額対象に相当する固定資産税の 2 分の 1 

（長期優良住宅の認定を受けて回収した場合は、3 分の 2） 

エ 減額される期間 

耐震改修工事の完了時期 減額される期間 

2020 年 3 月 31 日完了分まで 
完了の翌年度分 

2021 年度分まで 

 

③ 住宅のバリアフリー改修に伴う減額措置 

ア 適用対象となる住宅 

A. 専用住宅（賃貸住宅を除く。）や併用住宅（居住部分の割合が 2 分の 1 以上）で

あること。 

B. 次のいずれかの者が居住する既存の住宅であること。 

・65 歳以上の者 

・要介護認定又は要支援認定を受けている者 

・障がい者 

C. 次の工事で、補助金を除く自己負担金が 50 万円超であること。 

廊下の拡幅、階段の勾配緩和、浴室の改良、トイレの改良、手すりの取り付け 

床の段差の解消、引き戸への取り替え、床表面の滑り止め化 

D. 改修後の住宅の床面積が 50 ㎡以上 280 ㎡以下であること。 

イ 減額される範囲 

居住部分の床面積の 100 ㎡に相当する部分 

ウ 減額される額 

減額対象に相当する固定資産税の 3 分の 1 

エ 減額される期間 

改修工事完了の翌年度分の固定資産税 

 

④ 省エネ住宅改修に伴う減額措置 

ア 適用対象となる住宅 

A. 専用住宅（賃貸住宅を除く。）や併用住宅（居住部分の割合が 2 分の 1 以上）で

あること。 

B. 次のａからｄの工事のうち A を含む工事を行うこと。 

ａ 窓の改修工事 

ｂ 床の断熱改修工事 

ｃ 天井の断熱改修工事 
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ｄ 壁の断熱改修工事 

C. 現行の省エネ基準に適合する住宅であること。 

D. 補助金を除く省エネ改修の費用が一戸当たり 50 万円超であること。 

E. 改修後の住宅の床面積が 50 ㎡以上 280 ㎡以下であること。 

イ 減額される範囲 

居住部分の床面積の 120 ㎡に相当する部分 

ウ 減額される額 

減額対象に相当する固定資産税の 3 分の 1 

エ 減額される期間 

改修工事完了の翌年度分の固定資産税 

 

⑤ 長期優良住宅に対する減額措置 

ア 適用対象となる住宅 

A. 専用住宅や併用住宅（居住部分の割合が 2 分の 1 以上）であること。 

B. 「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であ

ること。 

C. 2020 年 3 月 31 日までに新築された住宅であること。 

D. 住宅（賃貸住宅を含む。）の床面積が 50 ㎡（一戸建以外の賃貸住宅は 40 ㎡）以

上 280 ㎡以下で居住部分の割合が 2 分の 1 以上であること。 

イ 減額される範囲 

住居として利用されている床面積の 120 ㎡までに相当する部分 

ウ 減額される額 

減額対象に相当する固定資産税の 2 分の 1 

エ 減額される期間 

A 一般の住宅（B 以外の住宅） 新築後 5 年度分 

B 3 階建以上の中高層住宅等 新築後 7 年度分 
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(3) 事務の概要 

固定資産税（家屋）に関する事務は、新・増築家屋の調査及び評価に関する事務と、

既存（在来）家屋の調査及び課税台帳の管理に関する事務に大別される。 

① 新・増築家屋の調査及び評価に関する事務 

家屋調査事前準備  

↓ 

↓ 

↓ 

↓ 

↓ 

調査対象家屋の把握 

建築確認申請書による資料収集 

法務局からの表示登記等による把握 

実地調査等による把握 

現況の確認・資料収集・調査協力依頼 

家屋実地調査  

↓ 間取り・使用資材・増減点項目・設備等を訪問し確認 

固定資産税課税説明  

↓ 

↓ 

実地調査終了後に、所有者に家屋評価概略・固定資産税課税等 

について説明を行う。 

新・増築家屋の評価  

↓ 

↓ 

↓ 

↓ 

↓ 

↓ 

↓ 

固定資産（家屋）評価基準に基づき評価 

構造別（木造・非木造） 

種類別（専用住宅・共同住宅・事務所・店舗・工場・倉庫等） 

部分別評価（家屋評価支援システム（PM 税）） 

比準評価（県税事務所による評価（※）も含む） 

※ 非木造で 500 ㎡以上の家屋については、広島県東部

県税事務所において家屋評価業務を行うこととされて

いる。 

点検・検算  

↓ 

↓ 

↓ 

1 棟ごとに登録内容及び評価額を点検・検算する。 

点検・検算は、調査班⇒他班⇒次長・主査（統括）と行う。 

（3 回検算する。） 

課税台帳へ新規登録  

PM 税（家屋評価支援システム）よりコーカス（課税台帳システム）

への取込みにより登録。 

評価額、㎡再建築費、特例、軽減、所有者等の最終チェックを行

う。 
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② 既存（在来）家屋の調査及び課税台帳の管理に関する事務 

ア 既存家屋の現況・滅失調査 

実地調査の後、課税台帳記載内容を訂正する。 

所有者からの申出に基づいて行うことが多い。 

イ 登記整理 

法務局からの異動通知等（所有権異動通知・表示登記・表示変更登記・保存登

記・滅失登記）に基づき整理し、課税台帳記載内容を訂正する。 

ウ 未登記家屋所有権申立受付・調査 

申立に基づき調査し、補充課税台帳記載内容を訂正する。 

エ 各種申告受付・調査 

非課税・減免・減額等各種制度 

実地調査の後、申告内容に基づき課税台帳へ登録する。 

オ 評価替え 

基準年度（3 年に一度）に行われる評価替えに基づき、課税台帳（補充課税台帳）

に評価額を登録する。 

評価基準 

告示 
⇒ 

評価基準に

基づくマニ

ュアル作成 

⇒ 
評価基準に 

基づき研修 
⇒ 

評価基準に 

基づき実地調査 

台帳に登録済みの物件については、評価基準で示された再建築費評点補正率を

前年度の再建築評点数に乗じ、これに評価替え年度における経年減点補正率を乗

じて求める。これはシステム（コーカス）内で一括処理される。2 回バッチ処理を

行いエラーがあれば修正して取り込む。 

カ その他・課税台帳記載内容の訂正等 

山番解消 ⇒ 法務局からの登記簿通知書により、各物件の家屋番号修正入力。 

 

 

≪監査の概要、結果及び意見≫ 

(1) 監査の要点 

固定資産税（土地・家屋）に係る事務の執行を監査するに当たって、主に次のような

着眼点により、監査手続を実施した。 

① 土地・家屋の評価方法及びその事務手続は、地方税法並びに評価基準に則って、合

規的かつ正確に行われているか 

② 土地・家屋の評価方法及びその事務手続は効率的かつ有効に行われているか 

③ 非課税・減免・減額等各種制度に関する事務手続は適正に行われているか 

 

 

(2) 実施した監査手続 

固定資産税に関する手続が整備されているか確認するため、関係書類を閲覧、担当課

へ質問を実施した。 
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 ① 土地評価事務についてヒアリングを行うとともに、サンプルに基づいて土地評価の

入力を行うシステム画面を確認した。 

② 家屋評価事務についてヒアリングを行うとともに、サンプルに基づいて新築等の入

力を行うシステム画面を確認した。 

③ 非課税制度について、制度内容と事務手続のヒアリングを行い、平成 29 年度に提出

された非課税申告書の内容を検討した。 

④ 減免制度について、制度内容と事務手続のヒアリングを行い、平成 29 年度に提出さ

れた減免申請書並びに福山市固定資産税減免要綱の内容を検討した。 

 

(3) 監査の結果及び意見 

≪土地・家屋共通≫ 

① 固定資産税システムへの登録コードについて 

固定資産税システムに固定資産を登録するに当たって、非課税対象資産は非課税コ

ード、減免対象資産は減免コードを登録する。非課税対象資産は地方税法第 348 条に

おいて、固定資産税の非課税の範囲が定められており、減免対象資産は福山市税条例

第 62 条により規定されており、具体的な減免対象は福山市固定資産税減免要綱におい

て、固定資産税の減免の範囲が定められている。 

現状の固定資産の非課税コードや減免コードは、地方税法第 348 条や福山市固定資

産税減免要綱と直接対応するものではなく、法人格による分類、施設による分類、事

業による分類等が混在している。現状のような固定資産の非課税コードや減免コード

であれば、根拠条文や根拠要綱が固定資産税システムでは確認できず、地方税法第 348

条や福山市固定資産税減免要綱が改正になったとしても、改正部分を即座に把握する

ことができない。また、担当者によって、非課税コードや減免コードの入力コードが

異なるという事態が生じる可能性がある。 

固定資産の非課税コードや減免コードについては、地方税法第 348 条や福山市固定

資産税減免要綱を根拠として設定することが望ましい。 

 

② 土地と家屋の非課税資産の分類不能部分の整理について 

土地と家屋それぞれの非課税資産一覧表を確認したところ、「非課税」という分類の

項目が存在する。これは、非課税の事由ごとに分類化されておらず、分類できていな

いものをまとめたものである。個々の資産の異動があるごとに、「非課税」の分類を更

新しているが、異動があるまでは非課税の分類のままである。「非課税」に分類された

土地の件数は、114,803 件であり、全体が 246,983 件であることから、全体のほぼ半数

に該当する。 

「非課税」の分類をしていないのは、過去に「非課税」の分類を行っておらず、「非

課税」という分類のみによって整理してきたためである。現状では、「非課税」の分類

を行う運用になっていることから、非課税資産の分類不能部分の整理を行う必要があ

る。 
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【非課税コード上の集計（土地）】 

非課税コード 非課税名称 地積(㎡) 件数 

50 人的団体所有資産 52,545,231 68,746 

51 人的団体公共利用 169,772 1,399 

52 公社等事業用資産 3,136 15 

53 宗教法人 2,278,476 3,746 

54 墓地 490,439 3,883 

55 道路・水道用地等 1,630,681 14,085 

56 水路・ため池等 892,379 2,021 

57 保安林 48,839,080 6,840 

58 国宝重要文化財等 2,838 11 

59 学校法人等 551,181 848 

63 農協等の病院等 406 1 

71 児童福祉施設 74,563 167 

72 老人福祉施設 108,929 128 

85 非課税独立行政法人 12,237 3 

86 公益法人学術研究 1,363 2 

87 包括的支援事業 1,454 3 

88 障害者支援施設 31,642 58 

89 社会福祉事業 49,310 94 

91 非課税 67,103,154 114,803 

92 確認不能 2,508,853 29,165 

93 不存在 302,021 901 

97 非課税独立行政法人 1,065 4 

98 社会医療法人 7,149 19 

990 その他 23,878 41 

計 177,656,238 246,983 

 

【非課税コード上の集計（家屋）】 

非課税名称 床面積(㎡) 棟数 

各種組合等が保有する事務所・倉庫 43,282 103 

学校法人等 161,446 145 

健保組合等の病院等 22,747 1 

児童福祉施設 43,964 101 

社会医療法人 43,299 34 

社会福祉事業 42,082 95 

宗教法人の境内建物・境内地 44,439 245 

商工会議所等 459 1 
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障害者支援施設 19,961 59 

人的非課税団体公共・公用資産 5,721 31 

人的非課税団体所有資産 547,417 504 

土地改良区等事業資産 809 8 

農協等の病院・診療所 2,012 3 

非課税 3,400 13 

包括支援事業 1,145 10 

老人福祉施設 135,304 111 

計 1,117,487 1,464 

 

③ 減免制度の公平性について 

固定資産税の減免については、福山市税条例第 62 条により規定されており、具体的

な減免対象は、福山市固定資産税減免要綱に定められている。福山市固定資産税減免

要綱の中に、特別の理由がある者に対する減免の項目がある。 

固定資産税の減免制度は、福山市固定資産税減免要綱に記載された団体のみが、減

免対象となるが、減免の制度が広く知られていないため、減免対象になり得る団体の

固定資産について減免申請がされていないケースが存在する可能性がある。本来、同

種類の事業を行っている団体の間で、課税と減免の取扱いが異なっていることは課税

の公平性の観点からは望ましくない。 

租税において、公平性の原則は重要な原則であり、不公平な取扱いがあってはなら

ない。減免は、一部の納税者に対して租税を軽減又は免除するという例外的な措置で

あり、いかに課税の公平性を確保するかが重要である。福山市固定資産税減免要綱に

おいて、特別の理由がある者に対する減免の規定を設けるのであれば、団体間におけ

る課税の公平性に留意する必要がある。 

 

④ 公益上の理由による減免について 

福山市固定資産税減免要綱によれば、公益法人が所有し、かつ、公益目的事業の用

に供する固定資産については、減免対象となる。また、一般法人が所有し、かつ、公

益目的事業の用に供する固定資産については、福山市固定資産税減免要綱に規定され

ていれば減免対象となる。 

ところが、他の市の固定資産税減免要綱を参考にすると、公益上の理由により実施

される固定資産税の減免制度を見直しているケースも存在する。たとえ公益性が高い

場合であっても、十分な収益力が認められる場合は減免対象とはするべきではないと

いう考え方に基づくものである。 

固定資産税の減免制度については、非課税制度のように地方税法によって明確に規

定されているものではなく、市長において必要があると認めるものについて、減免対

象とするものである。公益性の概念や内容が社会経済情勢とともに変化していること

に鑑み、減免制度を設けることの妥当性を検討することが望ましい。 
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⑤ 課税保留案件の増加とそれへの対応策について 

課税保留案件とは、相続人や納税管理人の不存在、会社解散等による代表者不明等

により、納税通知書の送り先がない等の理由により、固定資産税の納税通知書の発送

が行われない案件のことである。課税保留案件は納税通知書が発行されず課税が行わ

れないこととなるので、市税収入の調定処理や債権としての認識が行われることはな

く、債権管理や不納欠損処理の対象にもならない。なお、福山市では、相続人調査中

のため一時的に課税保留とされているものについては、相続人確定後、速やかに課税

保留をやめて課税を行うこととしている。 

平成 30年度当初において固定資産税について課税保留として起案されたものは次の

とおりである。 

 

納税義務者 224 件（永年 196 件 単年 4 件 相続人調査中 4 件） 

課税保留額 固定資産税 4,192,400 円 都市計画税 580,600 円 

※ 上記のうち、平成 30 年度から新たに課税保留とされたもの 

納税義務者 8 件（うち相続人調査中は 4 件） 

課税保留額 固定資産税 451,000 円 都市計画税 43,400 円 

 

固定資産税は土地建物が存在する限り毎年度課税が行われるものであるが、それも

その土地建物の所有者が実在して初めて可能となることである。また、課税保留とな

っている土地建物を換金して保留となっている税額に充てようとしても、その土地建

物の経済的な価値や換金作業について必要となる時間や費用を考えれば、それもまた

有効な解決策とは言えない。 

地方税法には課税保留に関する明確な規定はなく、また、課税の公平性の観点から

も課税保留案件はなくすべきものである。しかし、人口減少や少子高齢化の進行に伴

う空家や不在地主の増加、相続人の不存在案件の発生等といった社会環境を考慮する

と、今後においても課税保留となる土地建物が増加していくことは十分に予想される。 

このような現実を踏まえて、自治体の中には統一的な事務処理を行うことや課税保

留案件の管理を確実に行うことを目的として、固定資産税及び都市計画税に関する課

税保留の取扱いについての要綱や要領を定めているものもあり、福山市においてもこ

のような要綱や要領の策定を検討する必要があるものと考える。 

 

≪家屋≫ 

① 固定資産課税台帳へ登録されている非課税家屋について 

固定資産課税台帳に登録されている非課税家屋の棟数は、平成 30 年 1 月 1 日時点に

おいて 1,464 棟と少なく、その一覧は、上記「② 土地と家屋の非課税資産の分類不

能部分の整理について」【非課税コード上の集計（家屋）】の表のとおりである。 

また、この 1,464 棟には福山市所有と広島県所有の 593 棟が含まれており、それを

除けば、民間所有の非課税家屋は 871 棟しか登録されていない。 

担当課によると、非課税家屋の固定資産課税台帳への登録は最近 15 年程度の期間内

において行われるようになったもので、それ以前には非課税家屋を課税台帳へ登録す
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ることはなかったとのことである。そのため、福山市内に古くから存在する多くの非

課税家屋が課税台帳へ登録されていないものと考えられる。また、非課税家屋であり

固定資産税額が発生しないため、それが課税台帳へ登録されなくても特に支障は生じ

ないということがその理由と思われる。 

しかし、例えば宗教法人が所有する家屋の場合、非課税となるのは境内建物に該当

する家屋の場合であり、第三者に有料で貸付けられる家屋や収益事業の用に供される

家屋等は非課税とはならない。平成 29 年度において、宗教法人が非課税扱いであった

家屋を使って農業を始めたため、その家屋が非課税扱いから課税扱いに変更された事

例があった。 

このように、家屋の用途変更が行われて、非課税扱いから課税扱いに変更しなくて

はならなくなる事態が生じる可能性もあり、現在、課税台帳に登録されていない非課

税家屋について調査を行い、課税台帳へ登録することが必要である。 

 

② 家屋の用途変更がなされた場合の経年減点補正率の変更について 

現在、福山市では家屋の用途変更が行われた場合に、それが増改築等による形態の

変更を伴わないものであるときは、その変更実態の把握の困難さにより全てに対応で

きていると言い切れない状態にある。 

しかし、福山市固定資産（家屋）評価要綱によれば、家屋の損耗の状況による減点

補正率として経年減点補正率を適用するに当たり、「同じ構造、同様の程度の建物であ

っても、建物の使用可能な期間（いわゆる耐用年数）は、その使用形態（用途）によ

って決まる。」という考え方に基づき設定されているものであるため、「用途別区分」

の選定においては現実の使用用途によるものとすることとされている。 

すなわち、家屋の用途が異なれば適用される経年減点補正率も異なるものとなり、

固定資産評価額にも差が生じるものとなる。したがって、家屋においてその用途が変

更された場合には、変更前と変更後では異なる経年減点補正率を使って固定資産評価

額が算出されるべきであり、税額にも差が生じることとなる。 

多くの自治体において家屋評価事務要領の中に、用途変更が行われた場合の経年減

点補正率の変更を行う旨が記載されている。参考として、大阪市の固定資産評価実施

要領を示す。 

 

（参考）大阪市固定資産評価実施要領より 

キ 改築を伴わない用途変更が行われた家屋の取扱い 

家屋によっては、その存続期間の中途において当該家屋の用途（使用形態）が

変更される場合（例えば本来は住宅用として建築された家屋が、用途変更により

事務所用として使用されるというような場合）もあるが、このような場合で、当

該家屋について全く改築等の形態の変更を行わなかったときの経年減点補正率は、

変更後の用途に該当する経年減点補正率基準表により求めること。これは、経年

減点補正率が、「同じ構造、同様の程度の建物であっても、建物の使用可能な期間

（いわゆる耐用年数）は、その使用形態（用途）によって決まる」という考え方

に基づき設定されていることによる。 
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福山市においても家屋の用途変更がなされた場合に経年減点補正率の変更を洩れな

く行っていくためには、用途変更について担当課が把握する手段を確立することが重

要であると考える。 

 

③ 家屋の用途変更の把握手段の確立について 

このように、家屋の用途変更はその固定資産評価額に影響を及ぼすものであるため、

用途変更が行われた事実を把握することが必要であるが、その手段としては所有者に

よる建物表題変更登記が考えられる。しかし、用途変更に合わせて建物表題変更登記

が行われる件数は通常限られており、また、建物が未登記であった場合においては、

そもそも変更登記が行われることはない。 

変更登記以外には、市の固定資産税担当課による現地調査、又は、家屋の用途変更

を行った市民からの届出による把握などが考えられる。福山市においては、家屋の用

途変更が行われた場合において、市へ提出が必要とされている書類として「住宅用地

申告書」が設けられている。 
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福山市ホームページに掲載されている「住宅用地申告書の提出について（お願い）」

には、「1 申告書の提出が必要となる場合」として、「ウ 家屋の用途変更（例：事務

所を住居に、住居を店舗に変更する場合など）」との記載がある。 

この「住宅用地申告書の提出について（お願い）」に付された説明文には、次のよう

な記載がなされている。 

 

「住宅用地については、その税負担を特に軽減する必要があることから、固定資産税

及び都市計画税について課税標準の特例措置が設けられています。 

新たにこの特例措置の適用の対象となる場合や、現に適用されている内容に変更

が生じた場合等には、福山市税条例第 65条の規定により申告していただく必要があ

ります。税額を決定するうえで大変重要な情報となりますので、該当される方は、

住宅用地申告書に必要事項を明記のうえ、固定資産税担当課へ必ず提出して下さい。」 

 

この説明文からは「住宅用地申告書」を提出する目的が、住宅用地に対する課税標

準の特例要件を判定することであることは読み取れるが、家屋の用途変更を把握して

家屋の固定資産評価額に反映させることであるとは読み取ることができない。 

平成 29 年度に市に提出された「住宅用地申告書」の綴りを閲覧したところ、そのす

べてが住宅用地に対する課税標準の軽減特例の適用要件を判定することを目的に提出

されたものであり、その多くは、担当課が土地の所有権移転登記情報や全筆調査に基

づいて市民に対して行った問い合わせに起因するもので、市民からの自発的な提出件

数は少数であった。 

また、提出を受けた 141 件のうち、税負担が増加するものは 1 件のみであり、この

ことは、税負担が増加する用途変更の情報収集の難しさを示すものと言える。家屋建

築時には実地調査に際して用途確認も可能であるが、その後においては、家屋の用途

を確認できる機会は少なく、用途変更を把握する手段も多くない。市民からの届出は

数少ない用途変更を把握する手段の一つであるため、家屋の用途変更が行われた際に

市民から届出が提出されやすい環境を整備するとともに、届出が必要であることを市

民に周知する努力を継続することが必要である。 

参考として、新潟市の家屋用途変更届出書を以下に示す。 

（参考）新潟市 家屋用途変更届について 

概 要 家屋の用途（住宅・事務所等）を変更したときに行う手続 

内 容 所有する家屋の用途を変更した方が提出する書類です。 

（登記所に表題変更登記の申請を行った方は提出する必要は

ありません。） 

■ 家屋の用途変更後 30日以内に提出してください。 

※ 書類を提出していただいた後、市税事務所職員が調査に

お伺いする場合もあります。 

提出（手続）方法 窓口のほか郵送での受付。 

添付書類 用途変更の事実及び期日を証する書類等の写し 

手数料・利用料金等 不要 

根拠となる法令 家屋課税台帳の登録事項に変更があった場合等における届出

に関する要綱 
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（参考）新潟市 家屋用途変更届出書記載例 
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３－３．固定資産税（償却資産） 

(1) 償却資産の評価の方法 

  評価基準に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少（減

価）を考慮して評価する。 

※固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法である。 

 取得価額：原則として国税の取扱いと同様である。 

 減 価 率：原則として耐用年数表（財務省令）に掲げられている耐用年数に応じて定め

られている。 

 

  また、償却資産税を算定するに当たり、償却計算の期間、償却方法等について次の点

が国税（法人税・所得税）と異なっている。 

 

 ① 課税対象となる償却資産 

   固定資産税の課税対象となる償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供する

ことができる有形固定資産で、おおむね次の資産をいう。 

  ア 税務会計上、減価償却の対象となるべき資産 

  イ 建設仮勘定に経理されている資産であっても、賦課期日（1 月 1 日）現在において

事業の用に供することができる資産 

  ウ 簿外資産及び償却済資産であっても、事業の用に供することができる状態にある

資産 

  エ 租税特別措置法第 67 条の 5 の適用を受けた取得価額 30 万円未満の少額資産 

  

前年中に取得された償却資産 価格（評価額）＝取得価額×（1－減価率/2） 

前年前に取得された償却資産 価格（評価額）＝取得価額×（1－減価率） 

項目 償却資産税の取扱い 国税の取扱い 

償却計算の期間 暦年（賦課期日制度） 事業年度 

減価償却の方法 

定率法（旧定率法） 

固定資産評価基準別表 15 に定

める減価率 

定率法（旧定率法）又は定額法

（旧定額法）の選択制 

前年中の新規取得資産 半年償却 月割償却 

圧縮記帳の制度 無 有 

特別償却・割増償却 

※租税特別措置法 
無 有 

増加償却 有 有 

評価額の最低限度 取得価額の 100 分の 5 備忘価額（1 円） 

改良費 区分評価 原則区分評価（一部合算も可） 



 

93 

 

【償却資産の種類と具体例】 

 

※１ 建築設備のうち償却資産に該当するもの 

    家屋に附加された建築設備で「家屋と構造上一体となりその効用を高めるもの」

は、通常家屋に含めて取扱うが、次のようなもので事業の用に供するものについて

は、償却資産として課税の対象となる。 

    ただし、次の表の区分に関係なく、テナント等で借主が事業用に取り付けたもの

は、償却資産の申告対象となる。 

  

種類 

番号 
資産種類 対象となる資産 

1 
構
築
物 

建  物 

建物附属設備 

プレハブ等の簡易な建物で家屋評価としないもの 

建築設備のうち償却資産に該当するもの（※1） 

賃貸ビル等の家屋に附加された内装と附帯設備（※2） 

構築物 門、塀、舗装路面、緑化施設、広告塔、外灯等 

2 機械及び装置 

旋盤、溶接機等の製造加工機械、土木建設機械、クレーン、

印刷機械、クリーニング設備、事業用駐車場の駐車機械設

備、太陽光発電設備等 

3 船舶 ボート、漁船、客船、貨物船、工作船等 

4 航空機 飛行機、ヘリコプター等 

5 車両及び運搬具 
登録番号が 900（00）及び 000（00）の大型特殊自動車（フ

ォークリフト等） 

6 工具・器具及び備品 

机、椅子、ロッカー、応接セット、厨房用品、カーテン、

テレビその他の音響機器、電話、放送機器、複写機、レジ

スター、看板、ネオンサイン、医療機器、理・美容機器、

自動販売機、冷暖房機、パソコン等 
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※２ 家屋の附帯設備に係る課税関係について 

    家屋の所有者以外の者（テナント等）がその事業の用に供するために取り付けた

附帯設備について、福山市では条例を制定（福山市税条例第 44 条第 7 項）している。

これにより家屋の所有者以外の者が、貸しビル、貸し店舗等に施工した内外装、造

設備の種類 償却資産の取扱いとするもの 原則として家屋の取扱いとするもの 

電
気
設
備 

受変電設備 
変圧器、受配電盤等一式、キュ

ービクル、自家用発電設備等 
 

動力用配線 

配管設備 

工場等の生産設備の動力源と

しての配線一式 

家屋の建築設備の動力源とし

ての配線一式 

電灯照明設備 
ネオンサイン、投光器、スポッ

トライト、屋外照明設備等 
一般照明屋内配線、照明器具 

電話設備 
電話機、交換機等の装置及び器

具類 
配線 

インターホン設備 
アンプ、スピーカー、マイクロ

ホン等 

衛
生
設
備 

給湯設備 局所式給湯設備 中央式給湯設備 

ガス・給排水設備 
特定の生産又は業務用設備一

式、屋外の設備一式、引込工事 
左記以外の設備 

空
調 

冷暖房設備 

ルームエアコン（壁掛け型、天

吊り型等）、ウインドクーラー

等 

家屋と一体となっている設備 

防
災
設
備 

火災報知設備 屋外の装置一式 屋内の装置 

消火設備 
ホース、ノズル、消火器、避難

器具 
消火栓設備、スプリンクラー 

サ
ー
ビ
ス
設
備 

厨房設備 
顧客の求めに応ずる設備一式 

（百貨店、旅館、飲食店、病院、

社員食堂のサービス設備） 

サービス設備以外の設備 洗濯設備 

医療用設備 

運搬設備 

ベルトコンベア設備、生産ライ

ン用リフト、ホイスト、クレー

ン等 

左記以外の設備 

その他 

簡易間仕切、ＬＡＮ設備、門扉、

塀、フェンス、舗装路面、植栽、

アーケード、日よけ等 
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作及び建築設備等については償却資産として取扱うこととなっている。 

 

 ② 申告の必要がない資産 

   次の資産は課税の対象とならないので、申告する必要がない。 

  ア 牛、馬、果樹、その他の生物（法人税法施行令第 13 条第 9 号に該当するもの） 

  イ 無形減価償却資産（特許権、実用新案権、電話加入権、ソフトウェア等） 

  ウ 繰延資産（創立費、開業費、開発費等） 

  エ 自動車税、軽自動車税の課税対象となる資産 

  オ 平成 10 年 4 月 1 日以後開始の事業年度に取得した償却資産で、 

   ・耐用年数が 1 年未満又は取得価額が 10 万円未満の償却資産について、税務会計上

固定資産として計上しないもの（少額の減価償却資産） 

   ・取得価額が 20 万円未満の償却資産を、税務会計上 3 年間で一括償却しているもの

（一括償却資産） 

 

(2) 特例制度（課税標準の特例） 

  地方税法第 349条の 3及び同法附則第 15条に規定する次のような資産に対しては課税

標準の特例が適用される。当該特例の適用を受けるには、最初の適用年度に一定の添付

書類が必要である。 

【課税標準の特例の適用を受ける主な償却資産の例】 

適用条項 資産の区分 範囲 
適用期間 

特例率 
添付書類 

法
第
三
四
九
条
の
三 

第三項 

ガス事業用

資産 

ガス事業法第二条第二項又は同条

第四項の規定による許可を受けた

ガス事業者がガス事業の用に供す

るもの 

5 年間 1/3 

その後 

5 年間 2/3 

ガス事業法に

よ る 許 可 証

(写)など 

第六項 
船舶 内航船舶（遊覧用のもの及び自己推

進力のないものを除く） 

1/2 ― 

本
法
附
則
第
十
五
条 

第
一
項 

第
二
号 

倉庫等に附

属する機械

設備 

流通機能の高度化に寄与する倉庫

に附属する機械設備 

5 年間 3/4 地方運輸局長

の証明 (写 )な

ど 

第
二
項 

第
一
号 

公
害
防
止
施
設
等 

汚水、廃液の処理施設 1/3 ※1 

(わがまち) 

各施設届出書

(写)など 

第
二
号 

指定物質の排出又は飛散の抑制に

資する施設 

1/2 ※1 

(わがまち) 

第
三
号 

特定有害物質の排出又は飛散の抑

制に資する施設 

1/2 ※1 

(わがまち) 
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※1 平成 28 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日取得のもの 

※2 平成 29 年 4 月 1 日から平成 32 年 3 月 31 日取得のもの 

※3 平成 29 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日取得のもの 

※（わがまち）わがまち特例 福山市税条例で定めた特例率 

 

 

第
四
号 

ごみ処理施設 1/2 ※1 

第
五
号 

一般廃棄物の最終処分場 2/3 ※1 

第
六
号 

産業廃棄物処理等施設 1/3 ※1 

第
七
号 

下水道除害施設 3/4 ※1 

(わがまち) 

第
三
二
項 

第
一
号 

再生可能エ

ネルギー発

電設備 

① 太陽光発電設備 

 ※支援事業に係る補助金を受け

て取得した自家消費型設備 

② 風力発電設備 

 ※認定設備 

3 年間 2/3 

※1 

(わがまち) 

①補助金の決

定通知 (写 )

など 

②国の認定を

受けた通知

書(写)など 

第
二
号 

再生可能エ

ネルギー発

電設備 

③ 水力発電設備 

④ 地熱発電設備 

⑤ バイオマス発電設備(2kw 未満) 

3 年間 1/2 

※1 

(わがまち) 

認定を受けた

通知書 (写 )な

ど 

第三七項 

地下街等に

おける浸水

防止用設備 

地下街等における浸水の防止を図

るための設備 

5 年間 2/3 

※2 

(わがまち) 

― 

第四三項 

経営力向上

設備等 

認定経営力向上計画に基づき取得

した設備 

・機械及び装置 

・工具、器具及び備品 

・建物附属設備 

（家屋と一体のものを除く） 

3 年間 1/2 

※3 

(設備を取

得 し て か

ら 経 営 力

向 上 計 画

の 認 定 が

翌 年 に な

っ た 場 合

は 2 年間) 

・経営力向上

計画の申請

書及び認定

書(写)など 

・中小企業等

経営強化法

の経営力向

上設備等に

係る仕様等

証明書 (写 )

など 
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(3) 事務の概要 

  固定資産税（償却資産）に係る主な事務手続の概要は、次のとおりである。 

 ① 申告書受付 

   福山市内において、法人や個人で事業を営む者は、該当資産の多少、異動の有無に

かかわらず、所有している償却資産の状況を福山市へ申告することとなる。福山市で

は申告書以外に eLTAX でも申告を受け付けている。平成 29 年度は 9,988 件の申告を

受け付けており、うち 6,162 件が申告書による申告、うち 3,826 件が eLTAX による申

告である。 

 

 ② 申告書処理 

   申告書の内容を精査し、税システムに入力する。 

   申告のパターンは、「申告書・全資産申告（※1）」、「申告書・増加減少資産申告（※

2）」、「eLTAX・全資産申告（※1）」、「eLTAX・増加減少資産申告（※2）」の 4 パター

ンがあり、それぞれで事務手続が異なる。 

   ※1 全資産申告とは、対象年の 1 月 1 日現在において所有している全ての償却資産

を申告することをいう。 

   ※2 増加減少資産申告とは、対象年の前年において増加及び減少の異動があった償

却資産を申告することをいう。 

  ア 申告書・全資産申告 

   1) 受付入力 

    ・税システムにおいて、申告区分を「未申告未調査」から「申告」にする。 

   2) 減少資産の確認 

    ・申告書に添付してある種類別明細書と課税台帳に登録のある資産を比較して、

減少した資産を確認し、その確認した減少資産をパンチ入力用の処理箋に転記

する。 

   3) 増加資産の確認 

    ・申告年度に新規に申告すべき取得年月の資産（前年に取得した資産）をパンチ

入力用の処理箋に転記する。 

    ・申告書を集計した数値と台帳に合計した数値とが一致しなければ、一致しない

種類の資産を全件照合し、台帳に登録のない資産を確認して入力用の処理箋に

転記する（例えば、過年度に申告漏れであった資産（前年前に取得していた資

産）がある場合等）。 

    ・申告対象外の疑義がある資産（家屋評価対象となるもの、無形減価償却資産、

福山市外にあるもの等）について、担当税理士や経理担当者に確認する。 

   4) パンチ入力 

    ・増加、減少の処理箋をそれぞれ取りまとめて外部委託のパンチ入力業者へ出荷

する。 

   5) バッチ処理等でデータ取込 

    ・税システムへ資産情報及び申告情報等の取込をバッチ処理にて行う。 
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  イ 申告書・増加減少資産申告 

   1) 受付入力 

    ・税システムにおいて、申告区分を「未申告未調査」から「申告」にする。 

   2) 減少資産の確認 

・減少用種類別明細書の記載内容を確認し、「入力用」（3 枚複写の 2 枚目）をパン

チ入力業者への出荷用とする。 

   3) 増加資産の確認 

    ・申告対象外の疑義がある資産（家屋評価対象となるもの、無形減価償却資産、

福山市外にあるもの等）について、担当税理士や経理担当者に確認する。 

    ・増加用種類別明細書の記載内容に漏れ等がないか確認（種類、名称、取得年月、

耐用年数、取得区分等）し、「入力用」（3 枚複写の 2 枚目）をパンチ入力業者へ

の出荷用とする。 

   4) パンチ入力 

    ・増加、減少の「入力用」をそれぞれ取りまとめて外部委託のパンチ入力業者へ

出荷する。 

   5) バッチ処理等でデータ取込 

    ・税システムへ資産情報及び申告情報等の取込をバッチ処理にて行う。 

 

  ウ eLTAX・全資産申告 

   1) eLTAX 端末で受付処理 

    ・保存用として申告書を出力する。 

    ・eLTAX システム上で受付処理をする。 

    ・eLTAX システムより申告データを抽出する。 

   2) 申告データの取込み 

    ・Access へ eLTAX 申告データを取り込む。 

    ・Access へ税システムより抽出したデータを取り込む。 

   3) 納税者 ID の確認 

    ・eLTAX 申告データと税システムに登録済みの納税者 ID を突合する。 

    ・税システムに未登録であった納税者 ID を税システムに登録する。 

   4) 申告重複の確認 

    ・1 つの納税者 ID に対し、複数申告がある事業者を確認する。（例えば、当年度分

と過年度分の申告が同時にされた場合等） 

    ・当初申告又は修正申告のいずれであるか確認する。 

   5) 対象年度外の申告を確認 

    ・申告年度が対象年度外の申告があるか確認する。 

   6) 突合処理 

    ・eLTAX 申告データの資産データと税システムの資産データとを突合し、増加資

産及び減少資産を確認する。 

   7) 取込用データの作成 

    ・税システムへバッチ処理を行うデータの作成を行う。 
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   8) バッチ処理等でデータ取込 

    ・税システムへ資産情報及び申告情報等の取込をバッチ処理にて行う。 

 

  エ eLTAX・増加減少資産申告 

    次の点を除き、ウ eLTAX・全資産申告と同様である。 

   7) 取込用データの作成 

・増加資産について、税システムへバッチ処理を行うデータの作成を行う。 

・減少資産について、直接手作業により税システムから消去する。 

 

 ③ 課税標準額の計算及び賦課計算 

   償却資産に係る課税標準額の計算及び賦課計算については、税システムにより自動

計算される。 

 

 ④ 納税通知書の作成及び発送 

   固定資産税（償却資産）の納税通知書については、固定資産税（土地、家屋）とと

もに作成し発送する。 

 

 ⑤ 申告書総点検 

   申告のあった全ての申告書を償却資産担当職員が直接点検し、税システムへの入力

漏れや入力誤りがないか確認する。 

 

 ⑥ 未申告督促 

   未申告事業者のリストを作成し、申告がないことを再確認したうえで、申告がない

事業者に対して督促依頼文を送付する。 

 

 ⑦ 実地調査・簡易調査 

   実地調査（事業所を訪問し帳簿を閲覧して行う調査）及び簡易調査（書類の送付を

受けて行う調査）を実施する。調査先の選定基準及び選定方法は、次のとおりである。 

  ア 選定基準 

   ・実地調査 

    免税点以上（課税標準額 150 万円以上）の事業者 

   ・簡易調査 

    日程調整等の関係で訪問調査が困難な事業者（個人の医療機関や飲食業者等） 

    若しくは課税標準額が 100 万円～149 万円である事業者（調査により免税点を超

える可能性がある事業者） 

  イ 選定方法 

    前回調査から約 10年が経過した事業所及び新規事業所の中から上記基準で選定す

る。 

 

 ⑧ 動向調査 
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   福山市内の主要事業所に対して調査依頼文を送付し、次年度で申告予定の増加資産

及び減少資産の見込みを確認し、次年度予算の参考とする。 

 

 ⑨ 申告書送付 

   償却資産申告書、種類別明細書、申告の手引き等を封入し、事業所へ送付する。 

 

 ⑩ 新規事業所の把握（随時） 

   次の方法により新規事業所を把握し、翌年度の申告書送付の準備をする。 

  ア 法人宛名チェックリスト 

    市民税課法人担当へ法人異動届の入力情報のリストを依頼し、内容を確認する。 

  イ 地域経済情報誌 

    地域経済情報誌の設立法人一覧や記事から情報を入手する。 

  ウ 医療施設動態一覧 

    保健所へ医療施設の開業、廃業、休止等の一覧表を依頼し、内容を確認する。 

  エ 経済産業省照会 

    経済産業省に対して、太陽光発電の売電事業者情報を照会する。 

 

 

(4) 監査の要点 

  固定資産税は賦課課税方式の市税であるが、償却資産については事業者の償却資産申

告書をもとに賦課計算を行っており、事業者からの申告の有無及びその申告内容の適否

が賦課計算の適切性及び正確性に影響を与えることとなる。そこで、次のような着眼点

により、監査手続を実施した。 

 ① 固定資産税（償却資産）に係る事務の執行が、法令、条例等に従って執行されてい

るか 

 ② 固定資産税（償却資産）に係る事務の執行が、効率的かつ有効に行われているか 

 ③ 固定資産税（償却資産）に係る事務の執行が、公正かつ正確に行われているか 

 

 

(5) 実施した監査手続 

 ① 固定資産税（償却資産）に関する事務の概要を把握するため、関連資料の閲覧、担

当への質問を行うとともに、サンプルに基づいてシステムへの入力画面を確認した。 

 ② 納税義務者の捕捉方法及び未申告者への対応状況を把握するために、関連資料の閲

覧、担当課への質問を行う。 

 ③ 申告内容の適正性を確保する事務について、関連資料の閲覧、担当課への質問を行

う。 

 ④ 非課税制度及び減免制度について、関連資料の閲覧、担当課への質問を行う。 
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(6) 監査の結果及び意見 

 ① eLTAX による増加減少資産申告の場合の事務手続の合理化について 

   固定資産税（償却資産）の事務手続は前述のとおりであるが、eLTAX による増加減

少資産申告の場合に事務手続が煩雑になるようである。具体的には、現状の Access の

仕様が全資産申告に対応したものとなっているため、増加減少資産申告の場合はシス

テムによる取込処理ができず手作業により処理する場面が出てくるという状況である。 

福山市における eLTAX による申告件数は年々増加しており、eLTAX による申告の

電子データについて手作業を介することなく処理することができれば、事務手続は合

理化されるはずである。そのために、全資産申告だけでなく増加減少資産申告にも対

応できるようシステムの設計を見直す必要がある。 

 

【過去 5 年間の申告媒体別申告件数の推移】 

年度 

申告種別 
平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年 

申告書 7,389 件 7,283 件 7,049 件 6,378 件 6,162 件 

eLTAX 1,950 件 2,194 件 2,484 件 3,250 件 3,826 件 

合計 9,339 件 9,477 件 9,533 件 9,628 件 9,988 件 

 

 ② 申告書を送付する事業者及びその選別について 

  ア 申告書を送付する事業者について 

平成 29 年中に発送された申告書の送付先リストを確認したところ、総数が 11,527

件であった。内訳としては、株式会社が 6,949 件、有限会社が 2,620 件であり、そ

れらが全体の 8 割強を占めていた。 

参考までに福山市の統計値を示すと、平成 29 年度の個人市民税で営業所得に係る

所得割額がある納税義務者は 7,771 名であり、平成 28 年度の法人市民税納税義務者

数は 12,826 法人である。これらすべての者が償却資産を所有しているわけではない

だろうが、この統計値と比較すると申告書の送付先が少ないように思える。また、

福山市ホームページより福山市が所管する社会福祉法人（老人福祉施設、障がい福

祉施設及び児童福祉施設）を数えると 105 法人であるが、当該リストにある社会福

祉法人は 12 法人のみであることからも、事業者に対して申告書を十分に送付できて

いないことが窺える。 

申告書の送付が漏れている事業者が存在する可能性について確認したところ、申

告書を送付していない事業者に対しては事業をしているか等の調査を定期的に行い、

申告書を送付するよう取り組んでいるが、年々事業者が増えており郵送料にも限り

があるため、費用対効果を考慮したうえで申告書を送付しているとのことであった。

固定資産税（償却資産）は、事業者からの申告があって初めて賦課計算をすること

ができるので、事業者に対して申告書を送付しその所有する償却資産の申告を促す

ことは重要性が高い。したがって、可能な限り事業者を把握し、申告書を送付する

よう努めるべきである。 
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イ 申告書を送付する事業者の選別について 

    次に、申告書の送付状況を確認したところ、税システムに登録している全ての事

業者（ただし、自社様式で申告する等、申告書送付不要の連絡のある事業者を除く）

へ送付しているとのことであった。申告書の送付に掛かるコストは、次のとおりで

ある。 

 

【償却資産申告書料金表】                        単位：円 

重量 
郵送 

料金 

申告書 

(2 部 1セット) 

単価 2.43 

手引き 

 

単価 13.23 

封筒 

 

単価 10.1 

種類別明細書 

 

単価 13.74 

合計 

料金 

～100ｇ 140 4.86 13.23 10.1 13.74 181.93 

～150ｇ 205 4.86 13.23 10.1 27.48 260.67 

～250ｇ 250 4.86 13.23 10.1 41.22 319.41 

4 ㎏以内 

ﾚﾀｰﾊﾟｯｸﾗｲﾄ 
360 4.86 13.23 ― 68.7 446.79 

     

eLTAX により申告する事業者は、紙ベースの申告書は不要なはずである。国税で

ある法人税や消費税の申告書は、翌年以降送付不要である場合に納税者側で送付不

要を選択できるような様式になっている。国税における当該取扱いを参考にし、償

却資産の申告書においても翌年以降の申告書送付の要否を事業者側で選択できるよ

うにすれば、申告書の送付数が減少し、事務作業の軽減及びコスト削減を促進する

ことができると考える。 

 

 ③ 新規事業者の把握のための税務署及び市民税課との連携強化について 

   新規事業者の把握に関する調査の実績は、次のとおりである。 

 

【平成 29 年度 新規事業者の把握に関する調査実績】            単位：件 

区分 
個人 法人 

調査件数 申告件数 調査件数 申告件数 

法人宛名チェックリスト 0 0 421 342 

地域経済情報誌 11 8 369 278 

医療施設動態一覧 7 7 3 1 

経済産業省照会 1,670 250 154 36 

    

新規事業者の把握方法について確認したところ、経済産業省照会による太陽光発電

の売電事業者情報の入手が平成 29 年度より新たに実施されていた。固定資産税（償却

資産）の課税事務において、新規事業者の把握は重要性が高く、様々な手法でその把

握に努めている姿勢は評価できる。 

   しかし、現状では税務署との連携が進んでおらず、新規事業者の把握のための税務
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署調査はなされていない。個人、法人を問わず、税務署には事業者に関する情報が豊

富に存在するので、定期的に事業者情報を入手する機会を設ける等、税務署との連携

強化に努めることが望ましい。 

   また、平成 29 年度の新規事業者の把握に関する調査実績より、個人事業者の把握に

つながる調査が不十分であると考える。個人事業者であれば、福山市の市民税課に個

人住民税に関する情報が存在するので、その中から事業所得、不動産所得等がある納

税者の情報を抽出して調査をする等、福山市役所内での連携強化に努めることが望ま

しい。 

 

 ④ 未申告事業者への対応強化について 

   固定資産税（償却資産）の申告状況を確認したところ、平成 29 年度申告は、次のと

おりであった。 

 

【平成 29 年度の申告状況等実績】 

登録事業者の件数 申告書発送件数 未申告の件数 督促をした件数 

11,695 件 11,067 件 1,274 件 1,135 件 

    

平成 29 年度の実績によると、登録事業者の件数（11,695 件）に対して未申告の件数

（1,274 件）がおよそ 1 割存在する。課税の公平性の観点から、未申告事業者への対応

は重要性が高い。 

   そこで、未申告事業者への対応状況について確認したところ、文書による督促がな

されており、その結果 375 件の申告を受け付けていた。文書による督促には一定の効

果が認められるものの、やはりそれだけでは申告をしない事業者は後を絶たない。平

成 28 年度及び平成 29 年度の 2 ヵ年で連続して未申告督促を実施した事業者も 523 件

存在していた。文書による督促をしたものの申告のない事業者については、計画的に

実地調査を実施する等、申告を促すための追加の対応が必要であると考える。 

 

 ⑤ 調査により増額更正する場合の遡及期間について 

   調査には実地調査及び簡易調査があり、簡易調査は平成 28 年度から実施を開始して

いる。平成 25 年度から平成 29 年度の各年度における実地調査及び簡易調査の実施件

数及び更正額は、次の表のとおりである。 

 

【過去 5 年の調査実績】 

年度 

区分 
平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年 

実施件数 

（件） 

実地調査 244 257 175 86 64 

簡易調査 ― ― ― 50 161 

計 244 257 175 136 225 

更正増額 実地調査 13,559 8,318 6,007 1,993 4,713 
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（千円） 簡易調査 ― ― ― 857 7,375 

計 13,559 8,318 6,007 2,850 12,088 

更正減額 

（千円） 

実地調査 4,837 1,434 501 373 34 

簡易調査 ― ― ― 0 380 

計 4,837 1,434 501 373 413 

更正額計 

（千円） 

実地調査 8,721 6,885 5,506 1,620 4,680 

簡易調査 ― ― ― 857 6,996 

計 8,721 6,885 5,506 2,477 11,675 

    

効果的かつ効率的な調査に向けて、数年にわたり資産の増減なしで申告されている

場合や工場等があるはずなのに該当資産なしで申告されている場合等、申告内容に疑

義のある事業者については、それらを一覧にして税務署に資料（所得税申告書の減価

償却申告書、法人税申告書の附表別表第 16⑴⑵⑺、貸借対照表等）の写しの交付を依

頼し、それらの資料と申告内容とで違いがある場合は実地調査や簡易調査の対象とし

ている。 

   簡易調査の実施を開始して 2 年が経過したところであるが、医療機関や飲食業者等、

日程調整等の関係で実地調査が困難であった事業者や事業規模が大きく実地調査が現

実的に困難であった事業者についても調査の対象とすることができ、また更正額も増

加していることから、調査の効率性が高まっていることが窺える。 

   しかし、申告誤りが判明した場合の対応として過年度に及ぶ税額更正を行うことが

あるが、基本的には過去 3 年の更正となっている。地方税法第 17 条の 5 第 1 項は「更

正又は決定は、法定納期限の翌日から起算して 5 年を経過した日以後においては、す

ることができない。」と規定しており、過去 5 年の更正を認めている。課税の公平性を

確保するために、申告誤りの要因が仮装隠蔽による意図的なものである場合や過去複

数年連続して未申告であった場合等、悪質な事案については、福山市で一定の規程を

定めることにより地方税法が定める最長期間の更正を行うべきである。 

 

 ⑥ 非課税の適用を受ける償却資産の台帳の整備及び適正な課税事務の促進について 

   平成 29年度で、非課税の適用を受ける償却資産の一覧を確認した。その件数は、2,997

件であり、23 の事業者が所有するものであった。 

この点、非課税の適用を受ける償却資産を所有する事業者数が非常に少ない印象を

受ける。例えば、社会福祉法人が社会福祉事業の用に供する償却資産は非課税の適用

を受けることとなるが、当該一覧の中に社会福祉法人はない。非課税の登録件数が少

ない要因としては、公益法人や社会医療法人、社会福祉法人等、免税点未満である可

能性が高い事業者の申告について、そもそも未申告となっている場合や申告があった

としても資産の該当なしとして申告がなされている場合が考えられる。 

確かに非課税の適用を受ける償却資産を把握したとしても課税されないため、それ

を把握していない場合と結果は同じである。しかし、非課税の適用を受ける償却資産

は地方税法第 348 条に掲げられているものに限られており、たとえ現在はその用途に
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供していたとしても、用途変更によりその用途から外れる場合は将来的に課税対象と

なり得る。したがって、非課税の適用を受ける償却資産を把握することは課税の公平

性の確保につながる課税庁の責務であると言える。簡易調査で非課税資産の自主申告

を促す等により、非課税の適用を受ける償却資産の把握に努め、その台帳を整備する

必要がある。 

また、固定資産税の非課税調書を閲覧したところ、児童福祉施設の増築に伴う家屋の

非課税申告書があった。具体的には、ある医療法人が従前より運営してきた事業所内

保育所を増築し、当該増築部分に係る家屋の非課税申告を行ったという事案である。 

非課税の適用を受ける償却資産の一覧の中に当該医療法人が所有する償却資産はな

い。事業所内保育事業のための家屋が存在する以上、その事業の用に供する償却資産

が存在しないことは考えにくい。 

当該医療法人の事例のように、事業運営上何らかの異動が発生したときは申告漏れ

の有無、申告誤りの有無等を把握する機会となるはずである。土地、家屋及び償却資

産の各担当部課間で連携を強化し、適正な課税事務の促進を図るべきである。 

 

 ⑦ 適正な減免手続の実施について 

   平成 29 年度で、減免の適用を受ける償却資産の一覧を確認した。その件数は 46 件

であり、3 法人が所有している資産のみであった。 

固定資産税の減免については福山市税条例第 62 条において、市長において必要があ

ると認めるものについて減免するとされており、具体的には福山市固定資産税減免要

綱に複数の減免規定が定められている。しかし減免制度そのものが広く知られていな

いために減免申請がなされていない。たとえ減免対象となるべき償却資産が申告され

ておらず課税対象とされていなかったとしても、それは減免処理の手続準拠性に反す

る事態であるため望ましくない。特別の事情を考慮して減免制度を設けている以上、

適切な事務手続を経たうえで課税の例外的な取扱いである減免規定を適用する必要が

ある。また、事業者に対して減免制度の存在を知らせる方策も検討する必要がある。 

 

 

 

４．軽自動車税 

(1) 軽自動車税の概要 

軽自動車税は、軽自動車等の所有者に対し、その主たる定置場所在の市町村が課税す

る市町村税である。 

軽自動車税は、軽自動車等の所有の事実に担税力を見出して課する税であるとともに、

道路損傷負担金的な性格を併せ持っている税である。 

 ① 納税義務者 

   4 月 1 日現在、主たる定置場が福山市内にある軽自動車等を所有している者が納税義

務者である。4 月 1 日以前に所有権を譲渡していたとしても、4 月 1 日までに廃車若し

くは名義変更の手続をしていない場合には、4月1日時点の名義人が納税義務者となる。

また、軽自動車税には月割課税制度はないので、4 月 2 日以降に廃車手続をしたもので
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あっても当該年度全額の納税義務者となる。 

 

 ② 税額の計算方法 

   軽自動車税は、次の区分に従い計算される。 

 

  ア 原動機付自転車、二輪の軽自動車、二輪の小型自動車及び小型特殊自動車 

種類 税率（年額） 

原動機付自転車 1 種   50cc 以下 2,000 円 

2 種乙  90cc 以下 2,000 円 

2 種甲  125cc 以下 2,400 円 

ミニカー 3,700 円 

小型特殊自動車 農耕用のもの 2,400 円 

その他のもの 5,900 円 

軽二輪（125cc 超～250cc 以下） 3,600 円 

二輪の小型自動車（250cc 超） 6,000 円 

 

イ 三輪及び四輪以上の軽自動車 

車種 

税率（年額） 

平成 27 年 3 月 31

日以前の登録車両

（経過措置税率） 

平成 27 年 4 月 1

日以降の新規登

録車両 

（通常の税率） 

最初の新規検査

から13年経過し

た車両 

（重課税率） 

軽四輪 

乗用 
自家用 7,200 円 10,800 円 12,900 円 

営業用 5,500 円 6,900 円 8,200 円 

貨物 
自家用 4,000 円 5,000 円 6,000 円 

営業用 3,000 円 3,800 円 4,500 円 

軽三輪 3,100 円 3,900 円 4,600 円 

 ※ 新規登録車両の中には、一定の要件を満たしている場合、軽自動車グリーン化特例

（軽課）措置により、１年のみ軽減税率が適用される車両がある。 

 

 ③ 申告及び納税の方法 

  ア 申告方法 

    軽自動車税の納税義務者は、軽自動車税の申告を行うことにより市が把握するこ

ととなる。申告書の提出場所及び提出書類は、軽自動車等の種類により次のとおり

異なる。 
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種類 場所 提出書類 

原 動 機 付 自 転 車

（125cc 以下） 

税制課、松永市民課、北部市

民課、神辺市民課、東部市民

課、新市支所、沼隈支所、鞆

支所、内海支所、芦田支所、

加茂支所、山野分所（廃車の

み）、内浦分所（廃車のみ） 

・軽自動車税申告（報告）

書兼標識交付申請書 

・軽自動車税廃車申告書兼

標識返納書 

小型特殊自動車 

軽自動車（四輪・三輪） 軽自動車検査協会広島主管

事務所福山支所 

軽自動車税申告書（報告

書） 

軽二輪（125cc 超～

250cc 以下） 

広島県軽自動車協会福山支

所 

二 輪 の 小 型 自 動 車

（250cc 超） 

広島運輸支局福山自動車検

査登録事務所 

 

  イ 納税の方法 

    毎年 4 月中旬に賦課処理が行われ、5 月初旬に納税通知書が発送される。納付期限

は 5 月末日である。 

    支払方法は、金融機関窓口、コンビニエンスストアでの支払、本庁・支所窓口で

の現金支払及び口座振替である。 

 

 ④ 非課税及び減免制度 

  ア 非課税 

    次の場合には、軽自動車税が非課税となる。 

日本赤十字社が所有する軽自動車等のうち、直接その本来の事業の用に供する救急

用のもの（福山市税条例第 70 条の 2） 

商品であって使用しない軽自動車等（例）展示用車（福山市税条例第 71 条） 

 

  イ 減免制度    

    次の場合には、軽自動車税が減免される。 

公益のため直接専用するものと認める軽自動車等で、市長が減免すると判断した

もの（福山市税条例第 78 条） 

身体に障害を有し歩行が困難な者（以下「身体障害者」という。）又は精神に障害

を有し歩行が困難な者（以下「精神障害者」という。）が所有する軽自動車等（身

体障害者で年齢18歳未満の者又は精神障害者と生計を一にする者が所有する軽自

動車等を含む。）で、当該身体障害者、当該身体障害者若しくは精神障害者（以下

「身体障害者等」という。）のために当該身体障害者等と生計を一にする者又は当

該身体障害者等（身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。）のために当該

身体障害者等（身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。）を常時介護する

者が運転するもののうち、市長が必要と認めるもの（1 台に限る。）（福山市税条例
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第 79 条第 1 項第 1 号） 

その構造が、専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等（福

山市税条例第 79 条第 1 項第 2 号） 

自動車検査証に「車いす移動車」と記載された 8 ナンバー車 

 

 ⑤ 過去 5 年間の調定額及び課税台数の推移 

   軽自動車税の調定額及び課税台数の推移は、次のとおりであり、軽自動車の登録台

数の増加に伴い調定額も増加している。 

 

【軽自動車税の調定額及び課税台数の推移】               単位：千円 

年度 

区分 
平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年 

課税台数（台） 195,926 198,478 202,129 203,237 203,730 

(課税台数内訳) 

原動機付自転車 

軽自動車 

小型特殊自動車 

二輪の小型自動車 

 

33,860 

153,411 

3,801 

4,854 

 

33,111 

156,653 

3,678 

5,036 

 

32,492 

160,729 

3,766 

5,142 

 

31,655 

162,448 

3,753 

5,381 

 

30,593 

163,941 

3,728 

5,468 

調定額 1,055,731 1,074,469 1,094,740 1,277,583 1,333,906 

 

 

(2) 事務の概要 

  1) 申告書の作成、データ入力まで 

軽自動車税の納税義務者の把握は、すなわち軽自動車等の所有者の把握であるの

で、自動車の登録・廃車事務が担当職員の職務となる。 

まず、原動機付自転車及び小型特殊自動車については、税制課及び支所が登録窓

口となっており、届出者が税制課又は支所に出向いて手続を行うことになる。この

時届出者が作成するのが、軽自動車税申告（報告）書兼標識交付申請書である。 

次に、届出者が本人であるかの確認を運転免許証の提示などを要求することによ

り行う。この際、届出者が二輪販売業者で届出者欄にゴム印スタンプを押している

場合、本人確認は行わない。なりすましの可能性が極めて低いからということがそ

の理由である。  

本人確認が済み次第、交付するナンバープレート番号、すなわち標識番号を申告

書に記入し、記入内容をオンライン入力した上で、ナンバープレート、ビス及び標

識証明書を交付する。ナンバープレート及びビスは市民税課が管理しているが、交

付窓口である支所などにも一定数の現物を保管している。 

税制課で受付けした場合には、申告書を日々の業務終了前に軽自動車税担当にま

とめて渡し、支所受付の場合には翌日逓送便で軽自動車税担当に送る。 

軽自動車、軽二輪車及び二輪の小型自動車については、窓口が軽自動車検査協会
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広島主管事務所福山支所、広島県軽自動車協会福山支所、広島運輸支局福山自動車

検査登録事務所となるため、ここで提出された申告書は月 2 回市民税課に転送され

ることになる。転送先の市民税課で申告書内容の入力作業が行われる。 

  2) 入力内容確認 

    市民税課において毎日行われる作業である。前日に異動処理を行った車両のデー

タを抽出し、リストを作成する。このリストを元にして、入力内容に間違いがない

かを申告書と突き合わせて確認作業を行う。 

  3) 収納連携 

    毎月月初めと月末の 2 回行われる。市民税課で更新されたデータを納税課が収納

システムに取り込む作業を行う。 

  4) 調定資料作成、財務会計システム入力 

    

 

(3) 監査の要点 

  軽自動車税に係る事務の執行を監査するに当たって、主に次のような着眼点により監

査手続を実施した。 

 ① 軽自動車税に係る事務の執行が、法令・条例等に従って執行されているか 

 ② 軽自動車税に係る事務の執行が、効率的かつ有効に行われているか 

 ③ 軽自動車税に係る事務の執行が、公正かつ正確に行われているか 

 

 

(4) 実施した監査手続 

 ① 軽自動車税の賦課調定事務について、関係書類の閲覧、担当課への質問を行うこと

により事務の概要の把握を行う。 

 ② 西部市民センター（松永市民課）を訪問し、支所における事務の実施状況の確認を

行う。 

 ③ 非課税制度及び減免制度について、関係資料の閲覧、担当課への質問を行う。 

 

 

(5) 監査の結果及び意見 

① 農耕用小型特殊自動車の把握について 

   軽自動車税については、標識の交付・返納の申告により納税義務者を把握している。

申告をしなければ標識の交付が行われず、標識がないままに公道を走行することは基

本的にはないため、申告は車両取得後、速やかに行われていると考えられる。 

しかし、農耕用の小型特殊自動車については、公道を走行することが想定されてお

らず、購入者等の申告だけに委ねられると、購入後申告をしないままとなっている可

能性も考えられる。この点について担当課に質問を行ったところ、担当課も市のホー

ムページや市発行の市税のしおりでは農耕用小型特殊自動車についても課税の対象と

なると告知しているが、それ以外の告知は行っていないとのことであった。農耕用小

型特殊自動車については、例えば農業協同組合や農業用自動車メーカーなどに依頼を
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して申告手続についての案内を積極的に行うという工夫をしてよいと思われる。 

 

② 標識の管理について 

現在の標識の管理は、本庁及び支所ともに施錠ができる書庫で保管し、毎年 9 月の

標識の発注時に現時点での在庫数を確認し報告を行っているが、日々の標識の受払に

ついては、記録を行っていない。よって、在庫数を確認したとしても、その時点での

在庫数が本来のあるべき在庫数か否かということが分からない。 

   本庁及び支所において保管される標識数についてのより厳格な管理を行うため、本

庁の窓口及び支所に保管されている標識数、交付した標識数などを記録した受払簿を

作成し、受払簿の在庫数と実際の現物確認時の在庫数が一致していることを確かめる

必要がある。 

 

 

 

５．市たばこ税 

(1) 市たばこ税の概要 

現在、たばこについては、消費税及び地方消費税の他に、国税としての国のたばこ税

及びたばこ特別税が、地方税としての都たばこ税、道府県たばこ税及び市町村たばこ税

が課されている。 

① 納税義務者 

市たばこ税の納税義務者は、1) 製造たばこの製造業者、2) 卸売販売業者、3) 特

定販売業者（輸入業者）の三者であり、福山市内の納税義務者数は 9 社である。 

たばこの小売価格には既に市たばこ税が含まれているので、実際に税金を負担して

いるのは消費者である市民である。この意味で、納税義務者と税金の実質的負担者は

異なることになる。 

 

② 税額の計算方法 

売渡し本数 1,000 本につき 5,262 円、また旧 3 級品については、1,000 本につき 4,000

円と計算される。ただし、平成 30 年 10 月 1 日以降、税率が段階的に引き上げられる

ことになっている。 

 

③ 申告及び納税の方法 

   市たばこ税は、申告納付の方法であるため、納税義務者は、毎月末日までに、前月

の初日から末日までの間における売渡し等に係る製造たばこの課税標準数量、税額等

を記載した申告書を市に提出し、その申告書により納付すべき税額を市に納付するこ

ととなる。 

 

④ 非課税及び減免制度 

非課税及び減免制度は特にない。 
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 ⑤ 過去 5 年間の調定額及び課税標準数量の推移 

   市たばこ税の調定額及び課税標準数量の推移は、次のとおりであり、喫煙者数の減

少に伴い調定額も減少している。 

【市たばこ税の調定額及び課税標準数量の推移】             単位：千円 

年度 

区分 
平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年 

課税標準数量（千本） 723,333 690,135 687,635 677,042 632,882 

調定額 3,683,132 3,545,192 3,528,332 3,487,814 3,278,673 

 

 

(2) 事務の概要 

申告から調定までの事務の概要は、次のとおりである。 

1) 申告書受付 

 申告書を郵送により受付をする。申告書は各業者が所持しており、福山市から

申告書を発送する業務はない。 

 前月の初日から末日までの間のものを当月末までに申告する。 

   2) 申告内容入力 

 エクセルシートを利用し、電算システムは利用していない。 

   3) 入力内容の確認 

 入力内容と申告書原本のチェックを行い、入力誤りがないか確認する。 

4) 調定資料の作成 

 当月の調定内容について資料を作成する。課内での決裁後に税制課及び納税課

に調定内容を報告する。 

5) 財務会計システム入力 

  当月分の調定額を財務会計システムに入力し、調定額が確定する。 

 

  上記の事務の流れにより申告された課税標準数量（販売本数）に対する納税額の検算

を行うことが、職員にとっての主な事務となる。特に、たばこ税申告書（本表）に記載

された返戻本数が正確であるかを、本表と返戻明細書を突き合わせて確認する。 

  納税義務者の把握については、市の方から積極的に行うことはない。理由は、1) 税法

に申告納付が義務付けられていること、2) 国及び県への申告義務も法定されていること、

3) かつて専売制であったことから、申告内容は所轄である財務省が把握していること、

などから、故意又は過失による申告漏れは想定できないとのことである。 

 

 

(3) 監査の要点 

  市たばこ税に係る事務の執行を監査するに当たって、主に次のような着眼点により監

査手続を実施した。 

 ① 市たばこ税に係る事務の執行が、法令・条例等に従って執行されているか 

 ② 市たばこ税に係る事務の執行が、効率的かつ有効に行われているか 
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 ③ 市たばこ税に係る事務の執行が、公正かつ正確に行われているか 

 

 

(4) 実施した監査手続 

市たばこ税の賦課調定事務について、関係書類の閲覧、担当課への質問を行うことに

より事務の概要の把握を行う。 

 

 

(5) 監査の結果及び意見 

  指摘すべき事項はない。 

 

 

 

６．入湯税 

(1) 入湯税の概要 

入湯税は、消防施設、観光振興及び環境衛生施設の整備に要する費用に充てるため、

鉱泉浴場の利用者に課する目的税である。 

 ① 納税義務者 

   鉱泉浴場における入湯者である。 

 

 ② 税額の計算方法 

   1 人 1 日 50 円である。 

 

 ③ 申告及び納税の方法 

   入湯税の納税義務者は入湯者であるが、鉱泉浴場の経営者が特別徴収義務者となり、

この者が申告及び納付を行う。 

   入湯税の特別徴収義務者は、毎日の入湯客数、入湯料金及び入湯税額を帳簿に記載

し、入湯税額を翌月の 15 日までに納付する。 

   上記の帳簿は、その記載の日から 1 年間これを保存することが義務付けられている。 

 

④ 非課税及び減免制度 

次の者は入湯税の納税義務が免除される。 

・年齢 12 歳未満の者 

・共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者 

 

 ⑤ 過去 5 年間の調定額及び利用人数の推移 

   入湯税の調定額及び利用人数の推移は、次のとおりである。平成 28 年度に利用人数

が大幅に減少したために調定額が減少している。この理由は、鉱泉浴場の近隣に一般

公衆浴場が新設されたことによるものである。 
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【入湯税の調定額及び利用人数の推移】                単位：千円 

年度 

区分 
平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年 

利用人数（人） 466,380 495,314 430,546 289,431 293,236 

調定額 23,319 24,766 21,527 14,471 14,662 

 

 

(2) 事務の概要 

  特別徴収義務者からの申告を受け、その内容を確認した上でデータベースに入力を行

うことにより調定を行う。 

  正確な特別徴収義務者の把握のため、地域広報誌などから温泉施設の開設に向けた情

報を収集し、市保健所に鉱泉浴場の届出の確認を行っている。 

 

 

(3) 監査の要点 

  入湯税に係る事務の執行を監査するに当たって、主に次のような着眼点により監査手

続を実施した。 

 ① 入湯税に係る事務の執行が、法令・条例等に従って執行されているか 

 ② 入湯税に係る事務の執行が、効率的かつ有効に行われているか 

 ③ 入湯税に係る事務の執行が、公正かつ正確に行われているか 

 

 

(4) 実施した監査手続 

 ① 入湯税に係る事務について、関係書類の閲覧、担当課への質問を行うことにより事

務の概要の把握を行う。 

 ② 納税義務者の捕捉方法について担当課への質問を行う。 

 ③ 入湯税の申告書の適正性の確認状況について担当課への質問を行う。 

 

 

(5) 監査の結果及び意見 

① 入湯客数の確認について 

   入湯税については、特別徴収義務者から申告される入湯客数の正確性を確認するこ

とが課税の正確性・公平性を担保するうえで重要である。 

現在、申告された入湯客数については、繁忙期における入湯客数の増減及び前年比

において著しく増減があった場合に、特別徴収義務者への聞取りを行っている。特別

徴収義務者数は 7 社と少ないことから定期的に訪問し、備付けの帳簿と申告内容の確

認を行い適正な申告が行われているかの確認を行うことが必要である。 
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７．事業所税 

(1) 事業所税の概要 

 ① 納税義務者 

事業所税は、都市環境の整備や改善事業に要する費用にあてるための目的税で、一

定規模を超える事業所が行う事業に対してかかる税である。事業所税は人口 30 万人以

上の都市だけが課税しており、広島県内では広島市と福山市の 2 市が事業所税を課し

ている。 

納税義務者は福山市内の事業所等において事業を行う法人又は個人である。 

 

 ② 税額の計算方法 

事業所税は、市内の事業所用家屋の延べ床面積を課税標準とする「資産割」と課税

標準算定期間中に支払われた従業者給与総額を課税標準とする「従業者割」の二つか

ら構成される。 

「資産割」は床面積 1 ㎡につき 600 円を乗じた金額を、「従業者割」は従業者給与総

額に 0.25％を乗じた金額を納付することとなる。 

 

 ③ 申告及び納税の方法 

事業所税は、法人自ら申告納付（確定申告）を行う。申告期限及び納付期限は、法

人の場合は事業年度終了の翌日から 2 か月以内であり、個人の場合は事業を行った年

の翌年 3 月 15 日までである。申告書を作成し、市民税課に郵送・窓口持参する、若し

くはインターネットを用いた電子申告により提出する。 

また、納付については、福山市所定の納付書に納税者自ら納付金額を記入し、福山

市の指定金融機関にて納付をする。 

 

 ④ 非課税及び減免制度 

事業所税資産割の課税標準は市内の事業所用家屋の延べ床面積とする一方で、事業

所用床面積が 1,000 ㎡以下の場合には免税としている。また、事業所税従業者割の課

税標準は課税標準算定期間中に支払われた従業者給与総額とする一方で、従業者数が

100 人以下の場合には免税としている。 

   事業所税には、事業を行う者の人格に着目して非課税とする人的非課税と、施設の

用途に着目して非課税とする用途非課税が定められている。地方公共団体、公益法人

等については「資産割」・「従業者割」ともに非課税とされている。 

また、用途非課税の代表例としては、事業所用家屋の延べ床面積のうち、事業を行

う者が設置するもので、専ら当該事業主が雇用した勤労者の利用に供するための福利

厚生施設に係る部分は非課税とされている。  

 

⑤ 過去 5 年間の調定額及び納税義務者数の推移 

事業所税の調定額及び納税義務者数の推移は、次のとおりである。 
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【事業所税の調定額及び納税義務者数の推移】              単位：千円 

年度 

区分 
平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年 

納税義務者数（人） 

(内訳) 

 資産割 

 従業者割 

799 

 

691 

108 

823 

 

711 

112 

815 

 

705 

110 

820 

 

707 

113 

823 

 

710 

113 

調定額 

(内訳) 

 資産割 

 従業者割 

3,435,567 

 

3,085,702 

349,865 

3,449,943 

 

3,096,747 

353,196 

3,485,527 

 

3,119,039 

366,488 

3,508,288 

 

3,135,277 

373,011 

3,479,129 

 

3,104,191 

374,938 

 

近年、福山市における納税義務者数に大きな変動はない。また、事業所税の税収も

大きな変動はない。市税収入全体に占める事業所税の割合は 5%弱とそれほど大きくな

いが、法人市民税法人税割のように景気動向や企業業績との連動性が少ないことから、

安定的な税収が見込める項目である。 

一方で、納税者からすると、事業所税は外形標準課税であり、業績に関係なく負担

しなくてはいけない税目であり、業績不振時には大きな負担となる。また、複数の自

治体に事業所を有する企業の場合、自治体ごとに事業所の面積を把握・集計し、また

自治体ごとに給与総額を集計する必要があり、事務負担も大きい。 

 

 

(2) 事務の概要 

① 事業所税 調定までの流れ 

1) 申告書・納付書発送 申告期限の前月に対象法人分を庁内で作成して発送 

⇓  

2) 申告書受付 窓口提出・郵送・電子申告により受付 

⇓  

3) 申告内容入力 事業所税システムへの入力（職員による手入力） 

⇓  

4) 入力内容確認 
システム入力内容と申告書原本の読み合わせを行い、

入力誤りがないか確認する 

⇓  

5) 税システム連携 
毎月第 2 開庁日 15 時～17 時の間に連携 

税システムには翌開庁日に反映 

⇓  

6) 調定資料の作成 
当月調定内容について資料を作成 

課内決裁後に税制課及び納税課に調定内容を報告 

⇓  
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7) 財務会計システム入力 
当月分の調定額を財務会計システムに入力、これによ

り調定額が確定する 

 

   事業所税の処理は法人市民税の処理と同時並行で行っている。3 月決算法人が多いこ

とから、5 月末が申告期限の法人が多く、6 月初旬はかなりの繁忙となる。 

 

 

(3) 監査の要点 

事業所税に係る事務の執行を監査するに当たって、主に次のような着眼点により監査

手続を実施した。 

① 事業所税に係る事務の執行が、法令・条例等に従って執行されているか 

② 事業所税に係る事務の執行が、効率的かつ有効に行われているか 

③ 事業所税に係る事務の執行が、公正かつ正確に行われているか 

 

 

(4) 実施した監査手続 

① 事業所税に係る事務について、関係書類の閲覧、担当課への質問を行うことにより

事務の概要の把握を行う。 

 ② 納税義務者の捕捉方法について、担当課への質問を行う。 

 ③ 事業所税の申告書の適正性の確認状況について、関係書類の閲覧、担当課への質問

を行う。 

 ④ 非課税制度及び減免制度について、関係資料の閲覧、担当課への質問を行う。 

 

 

(5) 監査の結果及び意見 

① 事業所税床面積の記載内容の適正性の確認について 

   事業所税資産割の課税標準は市内の事業所用家屋の延べ床面積とする一方で、事業

所用床面積が 1,000 ㎡以下の場合には免税としている。また、事業所税従業者割の課

税標準は課税標準算定期間中に支払われた従業者給与総額とする一方で、従業者数が

100 人以下の場合には免税としている。 

従って、各法人が申告する事業所税の金額が適正であるか否かについては、福山市

において、当該法人の市内の事業所用家屋の延べ床面積や従業者給与総額を適切に把

握し確認する必要がある。現状では、建築指導課への建築確認を年 3 回（6 月・9 月・

11 月）実施し、経済情報誌や広告による情報収集を随時行っているとのことである。 

   課税の公平性や制度の根幹を維持するためには、記載内容の確認のため、実態調査

（税務調査）をすべきであろうが、福山市では十分な調査は行えていない。 

 そこで、市内の事業所用家屋の延べ床面積の確認方法として、例えば、次の方法を

用いてはどうか。 

・賃貸物件の所有者から提出される「事業所用家屋の貸付等申告」の記載内容と照合

する。 
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・庁内に保管されている建築確認申請時の資料と照合する。 

・実地調査に赴く。 

課税の公平性や制度の根幹を維持するためにも、調査や確認の頻度を高めて実施す

ることが望ましい。 

 

 

 

８．収納・滞納整理事務 

(1) 概要 

 ① 税目別の収納率の推移 

過去 5 年間の税目別の収納率の推移は、次のとおりである。 

 

【税目別収納率の推移】                         単位：％ 

税目 区分 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

個人市民税 

現年度分 98.4 98.6 98.7 98.7 98.8 

滞納繰越分 25.8 26.2 29.2 30.1 28.7 

合計 93.8 94.6 95.5 95.9 96.2 

法人市民税 

現年度分 99.8 99.6 99.8 99.9 99.8 

滞納繰越分 26.8 26.5 22.5 24.4 19.2 

合計 99.0 99.1 99.1 99.2 99.2 

固定資産税 

現年度分 99.2 99.3 99.4 99.5 99.5 

滞納繰越分 28.9 27.0 27.1 27.9 25.9 

合計 96.8 97.2 97.5 97.8 97.9 

事業所税 

現年度分 99.8 99.9 99.8 99.9 99.8 

滞納繰越分 29.8 46.1 56.3 57.3 23.2 

合計 99.5 99.6 99.7 99.8 99.7 

市たばこ税 

現年度分 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

滞納繰越分 － － － － － 

合計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

軽自動車税 

現年度分 98.5 98.8 98.9 98.8 98.8 

滞納繰越分 28.9 29.6 28.7 30.4 28.5 

合計 95.2 95.9 96.4 96.9 97.0 

入湯税 

現年度分 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

滞納繰越分 － － － － － 

合計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

市税合計 

現年度分 99.1 99.2 99.3 99.3 99.3 

滞納繰越分 27.3 26.8 28.2 29.1 27.2 

合計 96.3 96.8 97.2 97.5 97.6 
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   上の表のとおり、全体としての収納率は、全ての年度において前年対比で向上して

いる。これは、金額的に大きい現年分の収納率の向上が要因と考えられる。 

 

② 平成 29 年度他市との収納率の比較 

  広島県内の市及び中核市との収納率を比較した結果は、次のとおりである。 

 

【広島県内の市との比較】                    単位：％ 

市名 
現年分 滞納繰越分 

収納率 （順位） 収納率 （順位） 

福山市 99.32 7 27.23 3 

広島市 99.31 9 24.10 5 

呉市 99.60 1 28.73 2 

竹原市 99.22 10 18.00 10 

三原市 99.40 5 25.88 4 

尾道市 99.38 6 22.84 6 

府中市 99.00 12 20.26 8 

三次市 99.46 2 19.23 9 

庄原市 97.97 14 9.81 14 

大竹市 99.45 3 14.25 12 

東広島市 99.32 7 22.81 7 

廿日市市 99.45 3 35.47 1 

安芸高田市 99.12 11 16.95 11 

江田島市 98.54 13 12.84 13 

 

【中核市との比較】                           単位：％ 

 

市名 

現年分 滞納繰越分 

平成 28 年度 平成 29 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

収納率 収納率 （順位） 収納率 収納率 （順位） 

福山市 99.29 99.32 14 29.14 27.23 34 

※ 順位は 54 中核市中の順位である。 

 

③ 滞納繰越分調定額の推移 

   滞納繰越分の調定額の推移は、次のとおりである。 

 

【滞納繰越分調定額の推移】                     単位：千円 

年度 平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年 

調定額 2,941,182 2,532,006 2,160,174 1,915,812 1,754,780 

対前年 △307,357 △409,176 △371,832 △244,362 △161,032 
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上の表のとおり、滞納繰越額は、全ての年度において、前年対比で減少している。

現年度滞納者について、早期に滞納整理に取り組むことにより、現年度未収額が減少

していることが主な要因である。 

 

 ④ 年度別不納欠損額の推移 

   年度別不納欠損額の推移は、次のとおりである。 

 

【年度別不納欠損額の推移】                      単位：千円 

年度 

税目 
平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年 

個人市民税 146,971 165,030 89,251 84,553 59,992 

法人市民税 10,052 4,731 5,434 3,877 2,514 

事業所税 0 477 0 0 0 

固定資産税 96,395 107,295 70,859 23,303 34,885 

軽自動車税 5,548 4,992 4,389 4,229 3,234 

市たばこ税 0 0 0 0 0 

合計 258,966 282,525 169,933 115,962 100,625 

 

   平成 25 年度及び平成 26 年度については、平成 20 年に発生した世界的な金融危機に

伴う経済環境の悪化を受けて滞納額が増加したことを要因として不納欠損額がその後

の年度と比較して多い。 

 

(2) 事務の概要  

① 納税通知又は申告～財産調査 

納付がない場合の納税通知又は申告から財産調査までの流れは、次のとおりである。 

    

納税通知又は申告  

↓  

納期限  

↓  

督促  

↓  

催告 

（文書催告、電話催告、

臨戸訪問） 

 

↓  

財産調査  

 

ア 納税通知 
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    地方団体の長は、納税者又は特別徴収義務者から地方団体の徴収金を徴収しよう

とするときは、これらの者に対し、文書により納付又は納入の告知をしなければな

らない（地方税法第 13 条第 1 項）とされている。納税の告知がなければ地方団体の

徴収金を徴収することはできず、収納事務に欠かせない手続である。 

この納付又は納入の告知を行うための文書が納税通知書である。地方税法上、納

税通知書は、「納税者が納付すべき地方税について、その賦課の根拠となった法律及

び当該地方団体の条例の規定、納税者の住所及び氏名、課税標準額、税率、納期、

各納期における納付額、納付の場所並びに納期限までに税金を納付しなかった場合

において執られるべき措置及び賦課に不服がある場合における救済の方法を記載し

た文書で当該地方団体が作成するもの」と定義されている（地方税法第 1 条第 1 項

第 6 号）。 

    納税告知の法的性質には、税額の通知（租税債権確定の通知）と、その税額の履

行の請求（納税の請求）の二つの性質がある。納税通知書が納税者に送達されるこ

とによって具体的な租税債権が確定して徴収が可能となる。 

    また、納税告知には、徴収権の消滅時効について時効中断の効力があり（地方税

法第 18 条の 2 第 1 項第 1 号）、その効力発生時は納税通知書の納税者への送達時で

ある。 

    納税通知書の発送までは、各税の担当課の職員が行う。 

 

イ 納付 

    納税義務者が納税通知書の内容に従って納税を行う方法としては、1)金融機関窓口

での支払、2)コンビニエンスストアでの支払、3)口座振替、4)本庁・支所窓口での現

金支払の４つがある。 

    それ以外の方法として、クレジットカードによる支払、インターネットでの振込

等が考えられるが、現段階では実施されていない。 

    各々の入金情報は会計課を通じて総務部情報政策課へと集約される。 

    なお、コンビニエンスストアでの収納状況は次のとおりであり、利用が伸びてい

ることが分かる。 

 

【コンビニエンスストアでの収納状況】            単位：件、千円 

年度 

税目 

平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年 

件数 金額 件数 金額 件数 金額 

市・県民税 65,302 1,920,789 66,114 1,917,566 65,821 1,972,868 

固定資産税 109,632 2,866,494 114,176 3,229,176 119,185 3,441,246 

軽自動車税 94,250 526,781 96,991 626,666 101,046 680,783 

一般税 

分割納付分 29,677 448,474 27,895 422,101 26,519 409,525 

合計 298,861 5,762,538 305,176 6,195,509 312,571 6,504,422 

   ※ 市・県民税は普通徴収分である。 
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  ウ 督促 

    納税者が納期限までに租税等を完納しない場合、徴税吏員は納期限後 20 日以内に

督促状を発送しなければならない（地方税法第 66 条、第 73 条の 34 第 1 項等）とさ

れている。 

督促以降の収納事務については、担当課が納税課へと移る。 

    督促の効果は、純粋に納期限を失念していた納税義務者への注意喚起という意味

を持つ他、後述する差押えの前提要件となり（地方税法第 68 条第 1 項第 1 号等）、

また、徴収権の消滅時効を中断する効果を持つ（地方税法第18条の2第1項第2号）。 

  

エ 財産調査 

    督促によっても完納に至らなかった件については、徴収職員による財産調査が認

められている（国税徴収法第 141 条乃至第 147 条）。法には、1)滞納者や滞納者の財

産を占有する第三者等への質問、2)財産に関する帳簿書類の検査、3)滞納者の物又は

住居その他の場所についての捜索、4)官公署又は政府関係機関への協力要請が規定さ

れている。 

    福山市において行われている具体的な財産調査としては、市役所内の調査、臨戸

調査、金融機関調査、給与・売掛金調査、生命保険調査、官公署等調査が挙げられ

る。 

     

 ② 滞納整理事務 

   滞納整理事務のフロー図は次のとおりである。 

 

 

  ア 差押え 

    地方団体の徴収金が納期限までに納付されず、督促状を発した日から起算して 10

日を経過した日までに完納されないときは、滞納者の財産を差し押さえなければな

らない（地方税法第 68 条第 1 項第 1 号、同法第 73 条の 36 第 1 項第１号等、国税

徴収法第 47 条第 1 項第 1 号）。 

先行差押えあり

差押え解除

参加差押
交付要求

完　　納

先行差押えなし

要する

換　　価

配　　当

完　　納

明らかに

徴収不能

時効期間
5年経過

不　　　　納　　　　欠　　　　損

差押財産の選択

差　　　　　押　　　　　え

換価猶予

猶予期間
満了

滞納処分を要するか

要しない

徴収猶予

猶予期間

満了
3年経過

執　　行　　停　　止
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    差押え対象財産は、不動産（土地、建物）、動産（車等）、有価証券（株式等）、債

権（預金債権、給与債権等）、無体財産権（電話加入権、特許権等）である。 

    他方で、差押えにより納税義務者の最低限度の生活が維持できなくなることを防

ぐため、また、そもそも差押えになじまない財産への差押えを回避するため、差押

禁止財産が定められている（国税徴収法第 75 条乃至第 78 条）。具体的には、給与や

退職年金の金額の一定割合の額、生活に欠くことができない衣服や家具等である。 

 

イ 交付要求及び参加差押え 

    上記アの差押えは、先行する強制換価手続が存在しない場合の手続である。他方

で、例えば民間の一般債権者が判決文に基づく差押えを行っているというように、

別の強制換価手続が先行している場合に、地方団体がその手続に参加して先行の強

制換価手続の換価代金から配当を受ける制度がある。これを、交付要求という（国

税徴収法第 82 条）。 

    この交付要求の一つの種類として、先行する滞納処分手続に参加してその換価代

金から配当を受ける効果を持つだけでなく、先行の滞納処分による差押えが解除さ

れた場合に差押えの効果が発生する制度がある。これを、参加差押えという（国税

徴収法第 86 条、第 87 条）。 

    交付要求と参加差押えを合わせて、広義の交付要求という。 

 

  ウ 換価 

    上記ア、イにより差押えた金銭及び取立てをする債権以外の財産を金銭に換える

処分を、換価という。換価の方法は、原則としては公売（入札又は競り売り）であ

るが、例外として随意契約による売却もある（国税徴収法第 89 条、第 94 条、第 109

条）。現実的には、福山市における随意契約による売却の例はないとのことである。 

    差押財産が金銭である場合にはそのまま充当し（国税徴収法第 56 条第 3 項、129

条第 2 項）、債権である場合には取立てた上で充当する（国税徴収法第 67 条第 1 項）。 

  

  エ 配当 

配当とは、差押財産の売却代金や第三債務者から取り立てた金銭を、滞納税金そ

の他の債権に充て、残余金があれば滞納者に交付する手続である（国税徴収法第 129

条）。 

 

  オ 換価猶予 

    地方団体の長は、次の場合に、納税義務者が納付し、又は納入すべき地方団体の

徴収金につき、一年未満の期間、滞納処分による財産の換価を猶予することができ

る（地方税法第 15 条の 5 第 1 項）。 

① ⅰ）その財産の換価を直ちにすることによりその事業の継続又はその生活の

維持を困難にするおそれがあるとき。 

又は 

ⅱ）その財産の換価を猶予することが、直ちにその換価をすることに比して、
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滞納に係る地方団体の徴収金及び最近において納付し、又は納入すべきこ

ととなる他の地方団体の徴収金の徴収上有利であるとき。 

② 納税義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金の納付又は納入について

誠実な意思を有すると認められるとき。 

 

  カ 徴収猶予 

    換価猶予は、滞納処分が既に行われている場合に換価を猶予するものであるが、

そもそも滞納処分を行わずに徴収を猶予する手続がある。これが徴収猶予である。 

    地方団体の長は、次のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当す

る事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収

金を一時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その納付し、

又は納入することができないと認められる金額を限度として、その者の申請に基づ

き、一年以内の期間を限り、その徴収を猶予することができる（地方税法第 15 条第

1 項）。 

① 納税者又は特別徴収義務者がその財産につき、震災、風水害、火災その他の

災害を受け、又は盗難にかかったとき。 

② 納税者若しくは特別徴収義務者又はこれらの者と生計を一にする親族が病

気にかかり、又は負傷したとき。 

③ 納税者又は特別徴収義務者がその事業を廃止し、又は休止したとき。 

④ 納税者又は特別徴収義務者がその事業につき著しい損失を受けたとき。 

⑤ 前各号のいずれかに該当する事実に類する事実があったとき。 

     

  キ 滞納処分の執行停止 

    地方団体としては、納税者に対して平等に納税義務を履行するべく働きかけをし、

任意の納税が困難である場合に差押えといった滞納処分を講ずる。 

    しかし、個々の納税者の状況によっては納税義務を履行することが極めて困難な

場合もあり、この場合にまで滞納処分を継続することは、納税者の生存を脅かすこ

とにもなり、また、市の債権管理の観点からも不合理である。 

    そこで、地方団体の長は、滞納者につき次のいずれかに該当する事実があると認

めるときは、滞納処分の執行を停止することができる（地方税法第15条の7第1項）。 

① 滞納処分をすることができる財産がないとき。 

② 滞納処分をすることによってその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき。 

③ その所在及び滞納処分をすることができる財産がともに不明であるとき。 

    個別の税目における上記 3 つの要件の判断は、次のとおり行われている。 

 

(ア) 滞納処分をすることができる財産がないとき 

個人市民税 

本人は収入が少なく病気がちで通院中などの事情を

持ち、財産調査するが差押えるべき財産もない場合。 

また、既に出国して再入国の見込みもない場合。 

法人市民税 事実上の倒産、事業廃止、又は長期間休止しており事
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業再開の見込みがなく、差押財産もない場合。 

固定資産税 

都市計画税 

課税時には不動産を所有していたが、競売等で財産が

整理された後、ほかに差押える財産がない場合。 

軽自動車税 盗難、事故等で廃車済みで、差押財産がない場合。 

事業所税 
事実上の倒産又は廃業で、事業再開の見込みがなく差

押財産もない場合。 

 

(イ) 滞納処分をすることによってその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき 

個人市民税 

課税年度以後、生活保護の受給開始、失業、病気によ

る医療費負担増又は扶養家族の増加等により担税力

が欠ける場合。 

法人市民税 該当なし。 

固定資産税 

都市計画税 

課税時には不動産を所有していたが、その後失業等に

よる生活困窮で不動産を処分し、現在、生活保護受給

中や扶養家族の増加により担税力が欠ける場合。 

軽自動車税 無職、失業、病気等で担税力がない場合。 

事業所税 該当なし。 

 

(ウ) その所在及び滞納処分をすることができる財産がともに不明であるとき 

個人市民税 
住所・財産を公簿又は現地調査をするも居所及び差押

財産共に不明の場合。 

法人市民税 
現地調査するも所在不明であり、差押財産も不明の場

合。 

固定資産税 

都市計画税 

課税時には不動産を所有していたが、競売等で財産が

整理され、その後所在も財産も調査するが不明の場

合。 

軽自動車税 本人の所在も財産も調査するが不明の場合。 

事業所税 ある程度の事業所規模のため該当はほとんど無い。 

 

  ク 時効 

    地方税の徴収権は、原則として法定納期限の翌日から 5 年間で時効により消滅す

る（地方税法第 18 条第 1 項）。 

 

  ケ 不納欠損 

    不納欠損とは、徴収の見通しが立たないため、未納となっている市の債権を未収

金から除くことをいう。 

    不納欠損の要件は、次の 3 点のいずれかに該当する場合である。 

1) 法定納期限の翌日から時効期間である 5 年が経過すること（地

方税法第 18 条第 1 項） 
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2) 執行停止の状態が 3 年継続すること（地方税法第 15 条の 7 第 4

項） 

3) 執行停止後、明らかに徴収不能であると判断し、長が納税義務

を消滅させると判断すること（地方税法第 15 条の 7 第 5 項） 

 

 ③ 延滞金 

  ア 延滞金とは 

    本来の納期限までに完納されなかった場合において、その延滞した税額及び期間

に応じて課されるもので、1) 期限内納付者との負担の公平、2) 納期限納付の推進

を目的としている。その根拠となる法律及び条例は、次のとおりである。 

   

   ・地方税法第 41 条（個人の道府県民税の賦課徴収） 

   ・地方税法第 64 条（納期限後に納付する法人の道府県民税に係る延滞金） 

   ・地方税法第 326 条（納期限後に納付し、又は納入する市町村民税に係る延滞金） 

   ・地方税法第 369 条（納期限後に納付する固定資産税の延滞金） 

   ・地方税法第 455 条（納期限後に納付する軽自動車税の延滞金） 

   ・地方税法第 701 条の 60（納期限後に納付する事業所税の延滞金） 

   ・福山市税条例第 10 条（納期限後に納付し又は納入する税金又は納入金に係る延滞

金） 

 

なお、納税者、特別徴収義務者又は申告納税義務者が市税等を納期限までに納付

しなかったことについて、やむを得ない理由又は事由があると認める場合において、

納税者等の申請に基づき、延滞金を減免することができることとしている。 

 

  イ 延滞金の計算 

    延滞金は、延滞金の基礎となる税額に、その納期限の翌日から納付（納入）の日

までの期間の日数に応じ、年 14.6％（納期限の翌日から 1 か月を経過するまでの期

間については年 7.3％）の割合を乗じて計算する。 

 

    延滞金の額＝（未納に係る本税の額×計算期間×14.6％（7.3％））÷365 

 

    ただし、平成 12 年 1 月 1 日からは、14.6％（7.3％）の割合は次の割合になって

いる。 

納期限の翌日か

らの期間 

～平成 11 年 12 月 31

日 

平成 12 年 1 月 1 日～

平成 25 年 12 月 31 日 

平成 26 年 1 月 1 日

～ 

1 か月を経過する

まで 
7.3％ 特例基準割合 特例基準割合+1.0％ 

1 か月を経過した

日以降 
14.6％ 14.6％ 特例基準割合+7.3％ 
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※特例基準割合：各年の前前年の 10 月から前年の 9 月までの各月における短期貸出約定平 

均利率の合計を 12で除して計算した割合として財務大臣が告示する割合

に、年 1％の割合を加算した割合 

 

  ウ 延滞金徴収の事務手続 

1) 本庁・支所窓口での納付の場合 

納期限経過後、納税者来庁日までの延滞金加算期間の延滞金を計算し、本税と

延滞金を合わせて徴収する。 

 

2) 金融機関等での納付の場合 

納期限経過後、いったん納税通知書の納付書で本税のみを領収し、翌水曜日

に 10 日間の納付期限を設けて未納延滞金のお知らせを発送する。 

 

④ 収納率向上に向けての主な取組 

   収納率向上に向けての主な取組は、次のとおりである。 

 

【収納率向上に向けての主な取組】 

項目 内容 

1) 現年度分収納率

の向上 

現年整理班を中心に、納税案内センターを効率的に活用することに

より、早期滞納整理に着手し、年度内の完納を目指す。 

2) 口座振替利用率

の拡大 

納付や納税相談に来庁された納税者には積極的に口座振替を勧め

る。ペイジー口座振替受付サービスを活用し、口座振替の一層の加

入促進を図る。 

3) 納付機会の拡大 

平日の夜間及び日曜日に特別納税相談日を定期的に開設し、市税の

納付の取扱いと納税相談を行う。 

また、曜日や時間を気にすることなく、いつでも納付できるコンビ

ニエンスストアでの納付の利用拡大を図る。 

4) 滞納処分の実施 不動産公売などを積極的に行い、困難事案の解決を図る。 

5) 徴税吏員の徴税

技術向上 

徴収事務研修会を定期的に開き、地方税法など制度の理解を深め、

各種研修会に参加した内容を発表することにより、徴税吏員全体で

の滞納整理の方向性や手法などの認識を共有し、徴税技術の向上を

図る。 

6) 進行管理の徹底 

年間計画に基づく滞納整理を組織的・効率的に行うため、目標の達

成状況を管理し、各種対象者リストなどを活用しての進行管理を徹

底する。 

7) 納税啓発 

・ホームページや広報誌などを活用して、納期内自主納付の推進を

図る。 

・税に関する学習会（出前講座、租税教室）を開催する。 

・納税推進員の協力を得て、公民館だよりや学区広報紙などの町内
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出版物に納税啓発標語や納期限一覧表の掲載や税制改正のお知

らせ文書の配布・回覧など、各学区の特色・特長を生かした、よ

り効果的な納税啓発に取り組む。 

（出所：福山市ホームページ 一部監査人加工） 

 

 

(3) 監査の要点 

収納・滞納整理に係る事務の執行を監査するに当たって、主に次のような着眼点によ

り監査手続を実施した。 

① 収納・滞納整理に係る事務の執行が、法令・条例等に従って執行されているか 

② 収納・滞納整理に係る事務の執行が、効率的かつ有効に行われているか 

③ 収納・滞納整理に係る事務の執行が、公正かつ正確に行われているか 

 

 

(4) 実施した監査手続 

① 事務の概要を把握するため、担当者への質問及び関連資料の閲覧を行う。 

 ② 金額等を基準に抽出した滞納整理案件及び不納欠損案件につき、関連資料の閲覧を

行う。 

 

 

(5) 監査の結果及び意見 

① 財産調査について 

  納税義務者の財産調査として、預金照会が行われている。無作為抽出した個人の納

税義務者の事例のほとんどにおいて、預金調査の対象は、全国規模の金融機関では、

ゆうちょ銀行のみであり、その他は広島銀行、中国銀行等の地方拠点の金融機関であ

る。福山市内には地方銀行のみならずメガバンクの支店もいくつか存在するのである

から、納税義務者が口座を作っている可能性は十分にある。合理的な理由なく照会対

象を絞り込んでいるのであるのだとすれば、改善の余地があると考える。 

  また、近年インターネットバンキングが普及してきており、福山市内に支店がなく

とも容易にインターネットを通じて口座を開設することができる。特にインターネッ

トに精通した若い世代の滞納者については、コンビニエンスストア設置のＡＴＭで簡

単に引出すことのできるインターネットバンキングへの親和性が高いと思われるので、

これらのインターネットバンキングについても照会をかけることも有効であると考え

る。 

  個別事案に応じた工夫は必要であるが、効果的な税金の徴収のために、基本的には

広く網羅的に財産調査を行うべきであり、そのことが仮に不納欠損処理をすることに

なってしまった場合に、より判断の妥当性を担保することになると考える。 

 

② 動産の差押えについて 

閲覧した資料によると平成 25 年以降の動産の差押件数は 0 件である。動産は換価し
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ても一つ一つの単価が低いので費用対効果の観点からというのがその理由であるとの

ことである。 

また、比較的価値が高いと思われる動産の自動車については、自動車社会である福山

市において主たる移動の手段である自動車がなくなると納税義務者の日常の生活に支

障をきたすことを考慮されているものと思われる。 

確かに、自動車は納税義務者の生活にとって不可欠であり、差押えをすることがかえ

って納税義務者の経済的活動を低下させるというような事情がある場合には、今後の担

税力の低下にもつながるので、換価をすることは妥当ではないと考える。この場合には、

市が自動車を差押えた上で換価猶予し、滞納税金の分割払いを条件として当該自動車を

使用貸借するという手段も考えうる。この、分割条件に反した場合には換価するという

手法で納税を促すことは、悪質性を疑われる滞納者に対しては有効であると考える。 

 

 ③ 滞納額が少額である期間の対応について 

   高額な滞納者もかつては少額滞納者であったのであり、滞納額が少額であるうちに

毅然とした対応を行うことが滞納額の増加の予防と考えられる。少額な滞納額のうち

に財産調査及び臨戸訪問を徹底する必要があると考える。 

   この点について、滞納繰越分の調定額の推移を確認するに、年々減少の傾向にある

ことから、現状においても滞納額が少額であるうちの対応が功を奏しているとも考え

られる。今後の更なる徹底を期待したい。 

 

 

９．徴税費 

(1) 徴税費の概要 

市税の賦課及び徴収に際しても当然のことながら経費が発生する。市税の賦課及び徴

収事務は、事務の正確性及び納税者間の公平性が重要である。また、一方において最小

の費用で最大の効果が上がるように効率的・効果的な事務運営を行うことも重要である。 

 

 ① 徴税費の推移 

税務部の過去 5 年間の徴税費の推移は次のとおりである。 

 

【過去 5 年間の徴税費の推移】                     単位：千円 

年度 

区分 
平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年 

税
収
入
額 

1 市税 72,787,497 72,925,230 72,640,026 72,960,751 73,777,841 

2 個人県民税 14,499,636 14,540,287 14,935,998 15,249,968 14,937,202 

3 合計 87,287,133 87,465,517 87,576,024 88,210,719 88,715,043 

徴
税
費 

4 人件費 1,314,572 1,318,041 1,187,936 1,126,341 1,105,785 

5 需用費 446,884 311,019 230,146 352,213 274,203 

6 その他 11,935 11,783 12,403 12,841 13,087 
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7 合計 1,773,391 1,640,843 1,430,485 1,491,395 1,393,075 

8 県民税徴収取扱費 642,103 643,155 646,047 656,624 664,184 

9 市税徴収に係る経費 

 （7－8） 
1,131,288 997,688 784,438 834,771 728,891 

税収入額に対す

る徴税費の割合 

10 (7÷3) 2.0％ 1.9％ 1.6％ 1.7％ 1.6％ 

11 (9÷1) 1.6％ 1.4％ 1.1％ 1.1％ 1.0％ 

12 徴税職員数（人） 198 195 172 169 166 

131 人当たり税収入額(3÷12) 440,844 448,541 509,163 521,957 534,428 

141 人当たり徴税費(7÷12) 8,957 8,415 8,317 8,825 8,392 

151 人当たりの差額(13－14) 431,888 440,127 500,846 513,132 526,036 

※徴税職員数には、臨時職員数を除いている。 

 

上の表のとおり、過去 5 年間で徴税費総額が 380,316 千円減少することによって、「税

収入額に対する徴税費の割合」も低下している。 

人件費は、徴税費の大きな割合を占めている。市では、効率的な市税の賦課・徴収事

務の実現を目的として、平成 27 年度に、松永支所、北部支所及び神辺支所にあった各税

務課を廃止し本庁に集約するという組織変更を行った。その結果として徴税職員数及び

人件費が減少することにより徴税費総額が減少している。 

需用費は、各年度において変動しているが、その主要な要因は、次の表のとおりであ

り、特に問題となる要因ではない。 

 

【需用費の年度別変動要因】 

年度 平成 25 年 平成 26 年 平成 28 年 

主要な要因及

び決算額 

・固定資産税地理情報シス

テム開発費  

117,096 千円 

・固定資産税評価替準備費 

131,639 千円 

・固定資産税地理情報シス

テム開発費  

99,318 千円 

・固定資産税評価替準備費 

135,637 千円 

 

② 他の中核市との比較 

平成 29 年度の徴税コストについて、他の中核市と比較した表は次のとおりである。

なお、比較対象とした中核市は、調定額の規模、三大都市圏（東京、大阪、名古屋）

以外及び収納率が福山市より上位という基準により選定した。 
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【他の中核市との徴税費の比較】                    単位：千円 

市名 

区分 
福山市 倉敷市 大分市 

税
収
入
額 

1 市税 71,606,355 79,806,944 77,952,344 

2 個人県民税 14,937,202 15,637,428 15,851,639 

3 合計 86,543,557 95,444,372 93,803,983 

徴
税
費 

4 人件費 1,114,983 1,004,212 1,151,092 

5 需用費 284,818 43,616 342,184 

6 その他 13,657 359,507 415 

7 合計 1,413,458 1,407,335 1,493,691 

8 県民税徴収取扱費 663,007 704,859 679,800 

9 市税徴収に係る経費 

 （7－8） 
750,451 702,476 813,891 

税収入額に対す

る徴税費の割合 

10 (7÷3) 1.6％ 1.5％ 1.6％ 

11 (9÷1) 1.0％ 0.9％ 1.0％ 

12 徴税職員数（人） 168 140 179 

13 収納率（中核市中の順位） 97.6％（16） 97.8％（12） 99.2％（１） 

※各市の平成 29 年度の税務概要から作成。なお、福山市は当初予算額、他の 2 市は見込額

である。 

 

3 市の比較を行ったところ、倉敷市の税収入額が最も多く、かつ徴税費が最も少なく

効率性ではトップであった。一方、大分市は最も多くの徴税費をかけているが、収納

率に関しては全 54 市の中核市の中でトップである。 

 

 

(2) 監査の要点 

徴税費という歳出面から効率的な事務運営ができているかを着眼点として監査手続を

実施した。 

 

 

(3) 実施した監査手続 

① 徴税費の期間比較及び他の中核市との比較を行う。 

 

 

(4) 監査の結果及び意見 

 ① より有用な徴税費の把握について 

市税概要に記載されている徴税費は、税務部で予算計上された歳出であるため、次

の点に留意する必要がある。なお、次に述べる点は、地方自治法に定められた地方自

治体の会計制度、すなわち、単式簿記による現金主義会計の欠点ということができる。 
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まず、現金の支出をもって徴税費が計上されるために、多額のシステム投資を行っ

た年度においては、その支出額全額が当該年度の徴税費に計上されることにより、他

の年度と比較して税収に対する徴税費の割合が高くなり、年度間の比較を行う際には、

注意が必要となる。 

次に、総務部情報政策課で予算計上されるシステム費が算入されていないことであ

る。より有用な徴税費を算定するためには、他の部課で予算計上される徴税に関連す

る歳出も徴税費に算入する必要があると考える。 

 

 

１０．国民健康保険税 

(1) 概要 

 ① 制度概要 

ア 国民健康保険とは 

国民健康保険は、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付

を行うもので（国民健康保険法第 2 条）、相互扶助を基本とした被用者以外の地域住

民を対象とする医療保険制度である。 

国民健康保険事業の運営は各市町村が単独で行っていたが、2018 年 4 月より都道

府県と市町村が共同で行うようになった。 

わが国は国民皆保険制度をとっており、国民は何らかの医療保険に加入しなけれ

ばならない。国民健康保険の加入者は、会社等の健康保険加入者とその扶養家族、

後期高齢者医療制度加入者、生活保護受給者など以外で、当該市町村の住民となる。

具体的には、自営業者、退職者や年金受給者が代表的な加入者となる。 

国民健康保険事業に必要な医療費は、国・県支出金と被保険者の負担で賄うこと

とされている。 

 

イ 国民健康保険税と国民健康保険料 

国民健康保険の保険料については、「保険料」方式と「保険税」方式がある。いず

れの方式であっても、保険料(税)を納めていれば、同じ医療サービスを受けられるこ

とは共通である。 

しかし、「保険料」方式と「保険税」方式では関係する法律が異なっており、「保

険料」方式は国民健康保険法及び地方自治法、「保険税」方式は地方税法を根拠とす

る。両者は根拠としている法律が異なっているため、①消滅時効の長さ、②差押の

優先順位、③遡及賦課の期間などについて、次のような違いがみられる。 

 

【保険料と保険税の比較】 

 保険料方式 保険税方式 

消滅時効の長さ 2 年 5 年 

差押の優先順位 住民税の次 住民税と同順位 

遡及賦課の期間 2 年 3 年 
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「保険料」方式、「保険税」方式、どちらを選択するかは、国民健康保険事業の運

営者である市町村が決めることであり、福山市は、「保険税」方式を選択している。

他方、県内では、広島市などが「保険料」方式を採用している。 

 

ウ 国民健康保険税とは 

国民健康保険税は、国民健康保険を行う地方自治体がその国民健康保険に要する

費用に充てるため、国民健康保険の被保険者である世帯主に対して課する目的税で

ある（地方税法第 703 条の 4 第 1 項）。 

国民健康保険税は、その徴収手段から地方税と位置付けられているが、実質は、

社会保険料である。 

 

② 納税義務者 

福山市に住所がある者（世帯）で、福山市国民健康保険に加入している者（世帯）

の世帯主（福山市国民健康保険条例第 11 条）。 

家族の中に国民健康保険に加入している者がいれば、世帯主本人が国民健康保険の

加入者でなくても、世帯主が国民健康保険税を納めることになる。 

 

 ③ 税額の計算方法 

ア 国民健康保険税の計算 

国民健康保険税は、毎年 4 月 1 日を賦課期日とし（福山市国民健康保険条例第 16

条）、国民健康保険に要する費用の一部をそれぞれの被保険者に対し一定の方式によ

り按分するかたちで計算される。 

課税額は、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者につき算定した①基礎

課税額（医療分）②後期高齢者支援金等課税額（支援分）③介護納付金課税額（介

護分）の合算額とする（地方税法第 703 条の 4 第 2 項、福山市国民健康保険条例第

12 条）。 

 

【課税額の構成】 

課税額の構成要素 内容 

基礎課税額 国民健康保険に要する費用に充てるための課税額。 

後期高齢者支援金等課税額 

高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期

高齢者支援金等の納付に要する費用に充てるための

課税額。つまり、高齢者世代を支える現役世代の負

担分である。 

介護納付金課税額 

介護保険法の規定による介護納付金の納付に要する

費用に充てるための課税額。40 歳から 64 歳の住民

（介護保険第 2 号被保険者）に対して課税される。 

 

  イ 国民健康保険税の計算方法 

福山市では 3 方式（地方税法第 703 条の 4 第 4 項第 2 号）を採用している。計算
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方法の詳細及び平成 29 年度の税率等は、次のとおりである。 

 

計算要素 属性 内容 
賦課

割合 

所得割 応能割 

前年の所得金額に応じて負担する金額。 

≪計算式≫ 

所得割額=算定基礎所得金額×税率（保険料率） 

算定基礎所得金額＝総所得金額等－33 万円 

50％ 

均等割 応益割 
世帯当たりの国民健康保険加入者の人数に応じて均等

に負担する金額。 
35％ 

平等割 応益割 国民健康保険に加入する全世帯が平等に負担する金額。 15％ 

 

【平成 29 年度の税率、税額、課税限度額】 

区分 医療分 支援分 介護分 

所得割 算定基礎所得金額に対して 9.29％ 1.92％ 2.49％ 

均等割 加入者 1 人当たり 24,960 円 5,520 円 7,320 円 

平等割 

1 世帯について 19,920 円 3,960 円 3,840 円 

特定世帯 9,960 円 1,980 円 － 

特定継続世帯 14,940 円 2,970 円 － 

課税限度額 540,000 円 190,000 円 160,000 円 

 

ウ 国民健康保険税の税率・税額決定プロセス 

国民健康保険事業に係る必要な医療費等の年間予算を編成し、福山市国民健康保

険運営協議会で審議される。その後、議会に上程され、毎年 6 月に税率・税額が決

定される。なお、福山市国民健康保険運営協議会は、被保険者代表 8 名、保険医・

保険薬剤師代表 8 名、公益代表 8 名からなる合議体である（福山市国民健康保険条

例第 2 条）。 

 

④ 国民健康保険の運営主体の県への移行 

国民医療費が伸びるなか、医療保険制度改革関連法により、国民健康保険の安定的

な財政運営並びに国民健康保険事業の広域的及び効率的な運営のため、平成 30 年 4 月

から県と市町が共同で国民健康保険を運営することとなった。 

同一県内で、同じ所得水準・世帯構成であれば、同一の保険料(税)であることを目指

し、県が標準保険料率等を示すことになる。市町は、県が示した標準保険料率等を参

考に保険料(税)率を定め、保険料(税)を賦課徴収することになる。資格の取得・喪失手

続、被保険者証等の発行、保険給付の決定・支給事務などの業務については、従来ど

おり市町が行うこととなる。 

 

 ⑤ 納税の方法 
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国民健康保険税は毎年 4 月 1 日に賦課され、7 月から翌年 2 月までの毎月末日（12

月のみ 25 日）が納期限とされている。徴収（納付）方法には普通徴収と特別徴収があ

り、普通徴収は口座振替又は納付書による納付であり、特別徴収は年金から直接控除

される納付である。 

 

 ⑥ 減免制度 

福山市国民健康保険では、保険税の納税義務者のうち、一定の条件に該当する者で、

特に必要があると認められる場合には、当該納税義務者の申請によって、保険税を減

額し、又は、免除することができる制度が設けられている（地方税法第 717 条、福山

市国民健康保険条例第 22 条）。 

 

【減免の対象となりうる住民】 

1) 災害などにより、納税義務者等の住居や家財に損害を受けたとき 

2) リストラ、会社の倒産・勧奨又は契約期間の満了（継続して 3 年以上の雇用期

間がある者に限る）などにより、失業したとき 

※65 歳未満で雇用保険を受給する者は、非自発的失業者に係る軽減制度が優先

される。 

3) 事業を休止・廃止したとき 

4) 継続して、３カ月以上入院したとき 

5) 社会保険の被保険者が後期高齢者医療制度に移行したことにより、その被扶養者

（６５歳以上に限る）が新たに国民健康保険に加入したとき 

6) 保険税の軽減世帯で、18 歳以下の子どもが２人以上いるとき 

7) 生活保護法の扶助を受けることになったとき 

8) 保証債務履行に伴う譲渡所得があったとき 

9) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく一類、二類感

染症及び新感染症に該当する者 

10) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第 11 条第 1 項の規定に該当する認定

被爆者 

11) 国民健康保険法第 59 条の規定に該当する者 

 

【平成 29 年度の減免の状況】            単位：件、千円 

区分 申請件数 承認件数 減免額 

災害 32 31 955 

生活保護 151 151 1,562 

失業 45 44 2,043 

事業の休廃止 10 10 439 

長期入院 12 12 229 

保証債務・感染症 1 1 8 
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認定被爆者 10 10 404 

法第 59 条関係 69 69 1,479 

旧被扶養者 419 418 11,282 

子育て世代対応 1,692 1,661 6,025 

合計 2,441 2,407 24,428 

 

 ⑦ 過去 5 年間の調定額等の推移 

   国民健康保険税の過去 5 年間の調定額等の推移は、次のとおりである。 

 

単位：千円 

年度 

区分 
平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年 

現
年
分 

調定額 10,305,961 10,211,194 9,812,203 9,391,068 9,038,389 

収納額 9,301,392 9,248,575 8,887,768 8,545,354 8,230,332 

収納未済額 1,004,569 962,619 924,435 845,714 808,057 

収納率 90.25% 90.57% 90.58% 90.99% 91.06% 

滞
納
繰
越
分 

調定額 4,569,921 4,490,572 4,239,400 4,038,822 3,843,701 

収納額 602,191 659,994 638,623 577,330 561,913 

収納未済額 3,530,577 3,317,671 3,155,468 3,031,733 2,820,453 

不納欠損額 437,153 512,908 445,308 429,758 461,335 

収納率 13.18% 14.70% 15.06% 14.29% 14.62% 

 

調定額自体は被保険者数の減少に伴って逓減傾向にある。収納率は、近年福山市が収

納率向上のために取り組んだ施策（あらゆる機会を活用しての口座振替の加入促進、納

税案内センターや納税推進員による滞納者への丁寧な働きかけ、及び滞納処分の適切な

実施等）の効果が数値に表れているものと評価できる。 

 

⑧ 収納率の比較 

  広島県内の市及び中核市との収納率を比較した結果は、次のとおりである。 

 

【広島県内の市との比較】                        単位：％ 

 

市名 

現年分 滞納繰越分 

平成 28 年度 平成 29 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

収納率 収納率 （順位） 収納率 収納率 （順位） 

福山市 90.99 91.06 14 14.29 14.62 12 

広島市 90.15 91.08 13 28.81 30.14 2 

呉市 94.51 95.20 5 43.66 45.55 1 

竹原市 94.58 94.73 7 15.79 16.16 10 
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三原市 94.37 94.46 10 25.99 28.09 3 

尾道市 94.22 94.58 9 25.83 26.93 4 

府中市 94.20 94.71 8 18.65 26.39 5 

三次市 96.45 96.77 1 14.57 17.63 9 

庄原市 95.88 96.39 3 23.07 25.34 7 

大竹市 94.65 94.75 6 22.51 23.43 8 

東広島市 93.13 93.38 12 13.02 14.32 13 

廿日市市 95.05 95.29 4 25.84 25.57 6 

安芸高田市 95.99 96.54 2 15.54 15.91 11 

江田島市 93.71 94.30 11 10.70 12.68 14 

 

現年分については国保加入世帯数や被保険者数が多い県内市（いわゆる都市部）ほ

ど収納率が低い傾向にある。 

 

【中核市との比較】                           単位：％ 

 

市名 

 

現年分 滞納繰越分 

平成 28 年度 平成 29 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

収納率 収納率 （順位） 収納率 収納率 （順位） 

福山市 90.99 91.06 38 14.29 14.62 45 

 ※ 順位は 54 中核市中の順位である。 

 

中核市の中で、福山市は相対的に収納率が低い傾向にある。福山市では、近隣の市

町との合併が繰り返されてきている経緯等から支所においても賦課徴収業務を行って

いるため、効率的な組織体制になっていないのではないか。 

 

 

(2) 事務の概要 

 ① 調定事務 

国民健康保険税は、「保険税賦課台帳」により計算され、その結果が被保険者に賦課

決定通知書として送付される。賦課計算に必要な情報は、次のように入手されている。 

 

【賦課計算に必要な情報及び入手方法】 

賦課計算に必要な情報 入手方法 

1) 宛名情報（住所、名前、年齢等） 住記システム 

2) 国保資格得喪情報 住記システム、加入・喪失の届出 

3) 所得情報（住民税課税権あり） 住民税システム 

4) 所得情報（住民税課税権なし） 国民健康保険税申告書 

5) 国保税減免情報 国民健康保険税減免申請書 
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 ② 減免等に関する事務 

減免制度は、当該納税義務者から減免申請書を提出してもらい、提出書類を審査し、

市民局市民部の部長又は各支所長（部長級）の決裁により、承認・不承認が決定され

る。承認の場合は「減免承認決定通知書」、不承認の場合は「減免不承認決定通知書」

が当該納税義務者に送付される。 

旧被扶養者、子育て世代、生活保護を受けることになった者など、減免対象者であ

ることが市で把握できる住民に対しては、文書や電話連絡で直接的に減免勧奨を行っ

ている。一方、失業、事業休廃止、長期入院など、減免対象者であることが市で把握

することが困難な住民に対しては、ホームページなどで告知を行っている。 

 

 ③ 滞納整理事務 

  ア 滞納管理の概要 

    担当している国保年金課において滞納整理方針を策定し、滞納整理スケジュール

に基づいて取り組んでいる。基本的には、町別に担当者を設けて個別管理を実施し

つつ、現年度滞納者に対し滞納が累積しないよう、早期に、電話や文書による催告

や財産調査、滞納処分を行い、また適正に執行停止を行うよう努めている状況にあ

る。 

なお、滞納管理の手段として平成 29 年までは主として紙台帳で管理していたが、

平成 30年 1月からシステム変更を行ったことに伴い滞納債権管理もシステム管理と

し、紙台帳は廃止となった。これにより検索や抽出が容易になるとともに事務処理

の定型化により効率的な管理ができるようになっている。 

 

  イ 差押による取立及び交付要求配当金の金額推移 

   単位：千円 

年度 

区分 
平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年 

預貯金 30,970 28,736 25,332 26,078 24,399 

給与 19,802 20,694 18,615 15,086 10,575 

生命保険等 1,443 7,993 68 1,529 1,165 

年金 1,084 1,572 1,250 2,444 1,149 

合計 53,300 58,995 45,265 45,138 37,288 

交付要求配当金 4,419 4,492 5,590 3,475 2,272 

   

    差押による取立等が逓減傾向にあるのは、滞納繰越分の債権が減少してきている

ことに伴い減少していることが主たる要因であって特に問題があるものではないと

思われる。 
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 ④ 保険税収入と徴収費の関係 

   単位：千円 

年度 

区分 
平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年 

報酬 64,093 62,205 60,264 59,773 58,019 

給料 156,528 153,337 162,396 173,877 170,346 

職員手当等 80,441 79,320 89,141 98,698 101,629 

共済費 53,148 53,759 56,590 59,701 59,051 

賃金 1,172 1,205 1,370 1,354 1,358 

旅費 434 288 562 659 681 

需用費 8,084 7,665 8,220 7,792 7,914 

役務費 29,195 31,296 30,759 30,172 29,125 

委託料 13,762 4,265 3,927 4,007 4,240 

使用料及び賃

借料  
232 265 289 301 346 

備品購入費 － 836         －          － － 

負担金補助及

び交付金  
         － 100          －          － － 

徴税費合計 407,091 394,541 413,518 436,334 432,710 

保険税収入 9,909,737 9,914,997 9,533,485 9,128,864 8,799,043 

 

システムの再構築を平成 28 年度から準備し、平成 30 年に稼働しているため、職員

を増員するとともに時間外勤務が増加している。よって、平成 28 年度から徴収費が一

時的に増加傾向にあるものの、平成 31 年度以降は逓減傾向となる見込である。 

 

 

(3) 監査の要点 

国民健康保険税に係る事務の執行を監査するに当たって、主に次のような着眼点によ

り監査手続を実施した。 

① 国民健康保険税に係る事務の執行が、公平な課税を実現するために有効か 

② 国民健康保険税に係る事務の執行が、公正かつ正確に行われているか 

③ 国民健康保険税に係る事務の執行が、効率的に行われているか 

 

 

(4) 実施した監査手続 

 ① 事務の概要を把握するため、担当者への質問及び関連資料の閲覧を行う。 

 ② 納税義務者の捕捉方法及び未申告者への対応状況を把握するために、担当者への質

問及び関連資料の閲覧を行う。 

 ③ 事務の正確性及び効率性を担保する取組について、担当者への質問及び関連資料の
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閲覧を行う。 

 ④ 減免制度について、担当者への質問及び関連資料の閲覧を行う。 

 ⑤ 滞納整理事務について、担当者への質問及び関連資料の閲覧を行う。 

 

 

 (5) 監査の結果及び意見 

前述したとおり、国民健康保険税の収納率向上のための取組には担当課も直近数年間

で力を入れており成果も上がっている。今後より効果的・効率的に徴収を行うための考

えを記載する。 

① 支所での徴収業務の見直しについて 

国民健康保険税の徴収業務に着目してみると、本庁のみならず支所でも賦課徴収業

務を行っているため、適時適切な管理や統一的な対応が困難であると思われるし、人

員配置としても効率的とは言い難い。確かに、納税者と市職員の地理的な距離が近い

ということは、納税者にとっての利便性は高いといえる。一方において、職員は定型

的な処理を大量に行うことが多い日常業務と個々の滞納者ごとに異なる事情を丁寧に

把握して、ケースバイケースでの適切な対応を必要とする滞納整理業務という質が異

なる業務を行わなければならないため、適切な滞納整理業務を行うことは困難ではな

いであろうか。また、この組織構造ではノウハウの蓄積という面でも大きな期待はで

きない。支所での賦課徴収業務は本庁へ集約する等、組織の在り方を検討する必要が

あると考える。 

 

② 滞納に関するノウハウの利活用について 

国保年金課では国民健康保険団体連合会が実施している「徴収アドバイザー巡回相

談事業」を活用して滞納整理の進め方に関するアドバイスを得ている。これは県内の

他の自治体の滞納整理に従事していた OB が月に一度福山市で相談に乗ってくれると

いう仕組みであり、国保年金課においては有益な助言が得られているようである。ま

た税務部納税課には税務署の OB が相談員として勤務していることから、国保年金課

はこれらの相談員にもしばしば相談することができている。これらの事実からも明ら

かなように、滞納整理業務はノウハウの有無が結果を大きく左右する。人事異動や組

織構成を考える際にはノウハウの蓄積・共有にも配慮しなければ折角の無形財産が雲

散霧消してしまうから、配慮すべきである。また福山市で滞納整理業務に従事した OB

を組織して相談員等に任用することなども検討してみてはどうだろうか。 

 

 

 

１１．介護保険料 

(1) 概要 

 ① 制度概要 

介護保険制度は、本格的な高齢化社会の到来を迎え、高齢者の介護を社会全体で支

えあう仕組みとして平成 12 年 4 月から始まった制度である。 



 

140 

 

ア 賦課収納の法的根拠 

介護保険法第 129 条第 1 項によって市町村に保険料の徴収義務が課されている。 

 

イ 運営主体 

介護保険法第 3 条第 1 項によって市町村及び特別区が運営主体と定められている。

福山市では保健福祉局長寿社会応援部介護保険課が運営を担当している。 

 

ウ 財源 

介護サービス費の財源は、平成 29 年度は全体の 28％を第 2 号被保険者が、全体

の 22％を第 1 号被保険者が保険料として負担し、残り 50％を国・広島県・福山市が

公費として負担している。 

 

   

 エ 介護事業の内容 

自宅で生活しながら介護サービスを受けたり、施設に入所して介護サービスを受

けたりする介護サービス・介護予防サービス等のほか、健康相談や健康教室などを

行う一般介護予防事業、要支援認定者等に対する訪問などを行う介護予防・生活支

援サービス事業などがある。介護給付費の支出状況は、次のとおりである。 

 

【介護給付費の支出状況】                     単位：千円 

年度 

区分 
平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年 

居宅サービス 14,507,332 12,802,749 13,146,974 

地域密着型サービス 8,398,328 9,795,646 10,455,481 

住宅改修 197,210 179,193 172,203 

居宅介護支援／介護予防支援 1,602,359 1,554,807 1,609,279 

施設サービス 7,804,857 7,666,921 7,694,580 

高額介護サービス費 695,282 781,958 815,917 

特定入所者介護サービス費 1,115,972 1,042,777 1,000,855 

審査支払手数料 29,818 27,883 28,897 

合計 34,351,161 33,851,938 34,972,178 

 

② 被保険者 

介護保険法第 9 条によって、市町村の区域内に住所を有する 65 歳以上の者（第 1 号

被保険者）及び市町村の区域内に住所を有する 40 歳以上 65 歳未満の医療保険加入者

（第 2 号被保険者）とされている。 

  

③ 保険料の計算方法 

保険料の金額は、第 2 号被保険者の場合、加入している医療保険によって異なる。
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また第 1 号被保険者の場合、次の表のとおり条例で定められている。なお、介護保険

料は 3 年ごとに見直しがなされているため、平成 30 年度以降は次の表は改正のため変

更されている。 

 

  【平成 29 年度第 1 号被保険者の介護保険料】 

段階 対象者 年間金額 

第 1 段階 
生活保護を受けている者。老齢福祉年金を受給中で世帯全員

が市民税非課税の者。 
31,700 円 

第 2 段階 
世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の公的年金等の収入

金額と合計所得金額が合計 80 万円以下の者。 
31,700 円 

第 3 段階 
世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の公的年金等の収入

金額と合計所得金額が合計 80 万円超 120 万円以下の者。 
49,300 円 

第 4 段階 
世帯全員が市民税非課税で、保険料段階が第１～３段階以外

の者。 
52,800 円 

第 5 段階 

本人が市民税非課税で、世帯の誰かが市民税を課税されてい

る者のうち、本人の前年の公的年金等の収入金額と合計所得

金額が合わせて 80 万円以下の者。 

58,400 円 

第 6 段階 
本人が市民税非課税で、世帯の誰かが市民税を課税されてい

る者のうち、保険料段階が第５段階以外の者。 
70,400 円 

第 7 段階 
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が 120 万円未満

の者。 
78,800 円 

第 8 段階 
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が 120 万円以上

190 万円未満の者。 
88,000 円 

第 9 段階 
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が 190 万円以上

290 万円未満の者。 
105,600 円 

第 10 段階 
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が 290 万円以上

400 万円未満の者。 
116,200 円 

第 11 段階 
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が 400 万円以上

500 万円未満の者。 
126,700 円 

第 12 段階 
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が 500 万円以上

600 万円未満の者。 
137,300 円 

第 13 段階 
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が 600 万円以上

の者。 
147,800 円 

 

 ④ 納付の方法 

  納付額の 9 割以上が年金から差し引くなどの特別徴収手続によっており、年金が年

額 18 万円未満の場合などに、例外的に普通徴収となる。そのため全体でみれば収納率

は現年分で見ると 99％を超えている。 
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 ⑤ 減免制度 

   災害・火災などにより住宅・家財などに著しい損害を受けた者（災害減免）や、刑

務所などに拘禁されていた者（拘禁減免）、生計維持者の死亡・長期入院等による収入

の激減があった者、減免保険料段階が第 3・4 段階で特に生計が困難な者（低所得者減

免）について、減免制度がある。 

 

【平成 29 年度の減免の状況】            単位：件、千円 

区分 申請件数 承認件数 減免額 

災害減免 77 77 766 

拘禁減免 11 11 241 

収入減による減免 2 0 0 

低所得者減免 116 103 1,831 

合計 206 191 2,838 

 

 ⑥ 過去 5 年間の調定額等の推移 

   介護保険料の調定額等の推移は、次のとおりである。 

単位：千円 

年度 

区分 
平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年 

現
年
分 

調定額 7,411,483 7,689,584 8,380,848 8,644,234 8,816,128 

収納額 7,332,984 7,608,633 8,304,707 8,578,913 8,759,212 

収納未済額 87,237 88,643 85,191 75,070 67,012 

収納率 98.9% 98.9% 99.1% 99.2% 99.4% 

滞
納
繰
越
分 

調定額 148,963 166,535 172,299 171,394 146,675 

収納額 33,002 35,737 44,884 58,717 46,864 

収納未済額 79,581 83,749 86,705 71,865 68,888 

不納欠損額 36,412 47,070 40,743 40,813 31,001 

収納率 22.2% 21.5% 26.1% 34.3% 32.0% 

 

被保険者数の増加に伴い調定額が増加している。これに比して滞納繰越に係る調定

額は増加していない。その理由は、介護保険料は消滅時効期間が 2 年とされているこ

とや、福山市においては平成 27年以降滞納整理に注力してきたことなどが挙げられる。 

 

⑦ 収納率の比較 

  広島県内の市及び中核市との収納率を比較した結果は、次のとおりである。 
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【広島県内の市との比較】                         単位：％ 

 

市名 

現年分 滞納繰越分 

平成 28 年度 平成 29 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

収納率 収納率 （順位） 収納率 収納率 （順位） 

福山市 99.13 99.24 11 34.26 31.90 3 

広島市 98.93 99.06 14 24.35 27.53 6 

呉市 99.15 99.21 12 20.27 25.61 8 

竹原市 99.46 99.46 6 18.77 12.43 13 

三原市 99.37 99.44 7 34.86 40.86 1 

尾道市 99.40 99.47 5 28.37 29.47 4 

府中市 99.32 99.41 8 18.43 12.37 14 

三次市 99.57 99.55 3 26.71 21.72 10 

庄原市 99.47 99.49 4 30.10 26.52 7 

大竹市 99.23 99.32 9 18.67 22.96 9 

東広島市 99.17 99.31 10 15.50 16.21 12 

廿日市市 99.47 99.56 1 24.06 29.20 5 

安芸高田市 99.51 99.56 1 27.98 33.27 2 

江田島市 99.17 99.19 13 12.77 17.25 11 

 

福山市の現年分は 14 市中 11 位と収納率が相対的に低いが、滞納繰越分は 3 位であ

る。現年分は都市部に普通徴収対象者が多いため相対的に収納率が低くなる傾向にあ

る（中核市の比較を参照）。滞納繰越分が 3 位という結果は評価できる。 

 

【中核市との比較】                           単位：％ 

 

市名 

現年分 滞納繰越分 

平成 28 年度 平成 29 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

収納率 収納率 （順位） 収納率 収納率 （順位） 

福山市 99.13 99.24 3 34.26 31.90 3 

 ※ 順位は 54 中核市中の順位である。 

 

中核市との比較においても、介護保険料の収納率は相対的に良好と評価できる。 

 

 

(2) 事務の概要 

① 調定事務 

賦課計算に必要な所得情報等を福山市の税務総合システムより基本的に自動取込を

行って調定作業・賦課処理を行う。賦課計算に必要な情報は、次のように入手されて

いる。 
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【賦課計算に必要な情報及び入手方法】 

賦課計算に必要な情報 入手方法 

1) 所得情報 

税務総合システム 

統合宛名システム 

自動取込できなかった分は手入力 

2) 世帯員情報 住記システム 

3) 資格情報 住記システム 

 

 ② 減免等に関する事務 

   市民に対し賦課決定通知を送付する際に減免の案内を同封して市民による減免申請

を促す。市民より申請があれば要件調査の上決定し、市民へ通知することとなる。 

 

 ③ 滞納整理事務 

   納期限を徒過しても納付がない場合、督促状を送付し、さらに督促の納期限をも徒

過した場合は滞納者として管理することとなる。その後は電話や訪問等で納付を促す

ものの、それでも納付されない場合には滞納処分を行うこととなる。なお、介護保険

法の規定により滞納者には次のとおり給付制限の措置をとることとされている。 

   ・１年を超える滞納の場合：介護サービス利用時に、一旦サービス費用の全額を本

人が支払った後、保険給付分の払戻しを受けることとする措置 

   ・1 年 6 ヵ月を超える滞納の場合：保険給付を一時差し止め滞納額に充当する措置 

   ・保険料を徴収する権利が時効により消滅した場合：時効消滅した期間に応じ、介

護サービス利用時の利用者負担額を増額する措置 

 

 ア 滞納処分後の徴収金額と方法 

金額単位：千円 

年度 

区分 
平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年 

交付要求 0 27 63 0 0 

預金差押 0 0 3,254 4,416 1,923 

年金差押 0 0 50 732 1,306 

給与差押 0 0 0 30 506 

その他 0 0 0 0 0 

滞納処分合計 0 27 3,367 5,177 3,735 

 

平成 26 年度までは滞納者への給付制限により対応してきたが、平成 27 年度から

は給付制限に加え、滞納者への滞納処分の取組を強化している。 
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 ④ 保険料収入と徴収費の関係 

単位：千円 

年度 

区分 
平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年 

報酬 11,239 11,380 11,343 11,264 11,333 

給料 39,219 39,449 44,098 44,878 43,392 

職員手当等 18,453 20,373 23,988 24,014 27,104 

共済費 12,363 12,972 14,179 14,430 14,203 

旅費 7 7 9 10 10 

需用費 2,929 3,290 2,958 2,805 2,950 

役務費 19,997 21,267 21,278 22,879 24,355 

委託料           －           －           －           － 473 

徴収費合計 104,205 108,739 117,854 120,280 123,820 

保険料収入 7,365,985 7,644,370 8,349,591 8,637,630 8,806,076 

 

  平成 27 年度から滞納整理事務を強化し、夜間・休日納付相談日の拡大、滞納者及び連

帯納付義務者への催告書の発送の増加、財産調査等の取組を進めたことを主な理由とし

て、徴収費全体が増加している。また、平成 29 年度は平成 30 年 1 月のシステム変更に

向けて職員の残業等が増加したことによる影響が大きい。 

 

(3) 監査の要点 

介護保険料に係る事務の執行を監査するに当たって、主に次のような着眼点により監

査手続を実施した。 

① 介護保険料に係る事務の執行が、公平な賦課を実現するために有効か 

② 介護保険料に係る事務の執行が、公正かつ正確に行われているか 

③ 介護保険料に係る事務の執行が、効率的に行われているか 

 

 

(4) 実施した監査手続 

 ① 事務の概要を把握するため、担当者への質問及び関連資料の閲覧を行う。 

 ② 事務の正確性及び効率性を担保する取組について、担当者への質問及び関連資料の

閲覧を行う。 

 ③ 減免制度について、担当者への質問及び関連資料の閲覧を行う。 

 ④ 滞納整理事務について、担当者への質問及び関連資料の閲覧を行う。 

 

 

(5) 監査の結果及び意見 

賦課収納手続の適法性・適切性について検討した結果、特に問題は見当たらなかった。

なお、福山市において平成 30 年１月から新システムが稼働し、賦課収納に関する事務手
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続が変更となっているが、特に大きな問題は生じていない。 

 

① 滞納情報の共有化について 

介護保険料の滞納者は市税や他の公課を滞納していることもあると思われるところ、

他課等に相談に来た際に滞納介護保険料の存在が判明した場合には情報提供を受けて

同じタイミングで納付相談を行うことがある。しかし、一元管理がなされているわけ

ではないため、必ずしもそのタイミングでは判明しない。介護保険料のみを捉えずに

福山市の債権全体としてみた場合、特定の債務について長期的に債権管理を要する状

況にある市民については、債権管理は一括して行うことが効果的かつ効率的と思われ

る。実際に、サンプルとして検討した案件の中に、国民健康保険税を分納しているに

もかかわらず介護保険料について認識されておらず、適切な管理ができていなかった

例があった。また、市民からみても、一括して納付相談できれば利便性が高く、また

失念等を防止することにもつながり、納付率の向上に有効と思われる。 

介護保険料の消滅時効期間は 2 年であり市税の 5 年と比して短期である。現状、市

税の徴収と介護保険料の徴収はそれぞれの担当課が行っており、担当課間の連絡や調

整は、皆無ではないものの綿密とは言えない状況にある。例えば市税も介護保険料も

滞納している特定の市民について、納税課において介護保険料の滞納に気づかないま

ま家計の限界まで市税の分納が設定されてしまうと、その後に介護保険料の滞納が発

覚した場合、納付の余裕がない結果、介護保険料について納付がなされず時効消滅す

るという事態も想定されることとなる。このような事態を防ぐためには、滞納整理に

関わる職員が他の滞納の有無を自ら直接確認できる仕組みが必要であると考える。 

 

② 納税案内センターの利用について 

介護保険料については市の納税案内センターからの電話催告は行っていない。これ

は、市税や国民健康保険税に比して相対的に滞納件数が多くないこと、滞納者宅を訪

問しての制度説明や納付相談、徴収を担当する介護保険推進員が 6 名おりこれらの者

が滞納者の来庁日時の予定を検討しつつ電話をかける作業も行っており納税案内セン

ターに委託するより効率効果が高いと判断していることなどが主たる理由のようであ

る。ただ市税、国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料については、既に納税案内

センターを利用しているのであり、介護保険課における推進員による電話と納税案内

センターの利用のどちらが市全体としての効率性・効果性の観点から有効かを一度検

討してみてもよいのではないだろうか。 

 

 

 

１２．後期高齢者医療保険料 

(1) 概要 

後期高齢者医療制度は、老人医療費が増大する中、現役世代と高齢者世代がともに支

え合う公平で分かりやすい制度とするために、75 歳以上の高齢者（一定の障がいがある

65 歳以上の者）を対象に、その心身の特性や生活実態などを踏まえて、今まで加入して
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いた医療保険から独立した医療保険制度である。 

 ① 制度概要 

ア 賦課収納の法的根拠 

高齢者の医療の確保に関する法律第 104 条第 1 項によって市町村に保険料の徴収

義務が課されている。 

 

イ 運営主体 

  広島県内の全市町で構成する広島県後期高齢者医療広域連合が運営主体である

（法第 48 条）。 

 

ウ 財源 

   医療にかかる費用は、一部負担金（窓口負担部分）以外を、被保険者の保険料（約

1 割）、後期高齢者支援金（各医療保険の保険者からの財政支援）（約 4 割）、及び公

費（約 5 割）で賄われている。公費の負担比率は、概ね国と県と市町が 4 対 1 対 1

となっている。 

 

エ 事業の内容 

    後期高齢者医療制度は平成 20 年 4 月から新たに施行された医療保険制度で、後期

高齢者が医療サービスを受けた際に、医療費が一部のみの負担となるほか、高額療

養費の支給を受けることができ、あるいは入院時の食費や居住費が一部のみの負担

で済むこととなる等の給付サービスを受けることができる仕組みとなっている。 

 

② 被保険者 

  広島県内に住所を有する 75 歳以上の者、及び 65 歳以上 75 歳未満で一定の障害の状

態にあることについて広域連合の認定を受けた者を被保険者としている（法第 50条）。 

 

 ③ 保険料の計算方法 

   所得に応じた「所得割」と、被保険者全員が負担する「均等割」の合計が保険料と

なる。具体的な保険料率は次のとおりである。ただし、保険料率は 2 年に 1 度見直し

がなされる。 

   （総所得－33 万円）×8.76％＋45,500 円＝保険料（限度額 62 万円） 

  

④ 納付の方法 

   保険料は、年金を年額 18 万円以上受給していれば、原則として年金から天引きとな

る（特別徴収）。すなわち年金支給日に日本年金機構等の年金支払者があらかじめ保険

料を控除した額を年金として被保険者に支給し、年金支払者が福山市の指定する口座

に年金支給月の翌月 10 日までに振込送金する。 

   原則では被保険者の 9 割以上が特別徴収となるが、年金が年額 18 万円未満である者

等の特別徴収の対象とならない者は、市から納付書を送付して金融機関で納付するか、

申出による口座振替の方法により納付することとなる（普通徴収）。なお納付書による
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納付は平成 30 年 4 月からコンビニエンスストアでも納付できるようになり、また口座

振替も利用できる。 

 

 ⑤ 減免制度 

   災害被害があった場合や世帯主の死亡・長期入院等による収入の激減があった場合

等について保険料の減免制度があるほか、低所得の場合の保険料の軽減制度がある。

減免申請は市で受け付け、決定は広域連合が行うこととなる。 

 

 ⑥ 過去 5 年間の調定額・収納額の推移 

   後期高齢者医療保険料の調定額等の推移は、次のとおりである。 

単位：千円 

年度 

区分 
平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年 

現
年
分 

調定額 3,715,944 3,758,025 3,763,980 4,080,284 4,323,832 

収入済額 3,697,503 3,739,784 3,745,545 4,057,695 4,307,240 

収入未済額 22,519 22,461 22,407 26,171 26,424 

収納率 99.5% 99.5% 99.5% 99.4% 99.4% 

滞
納
繰
越
分 

調定額 43,470 42,093 42,723 44,281 48,848 

収入済額 18,565 15,192 14,726 14,355 17,890 

収入未済額 19,996 20,613 22,284 22,933 24,638 

不納欠損額 4,969 6,305 5,747 7,000 6,320 

収納率 42.7% 36.1% 34.5% 32.4% 36.6% 

 

⑦ 収納率の比較 

  広島県内の市及び中核市との収納率を比較した結果は、次のとおりである。 

 

【広島県内の市との比較】                        単位：％ 

 

市名 

現年分 滞納繰越分 

平成 28 年度 平成 29 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

収納率 収納率 （順位） 収納率 収納率 （順位） 

福山市 99.35 99.38 13 32.40 36.62 10 

広島市 99.34 99.42 12 41.11 46.82 6 

呉市 99.41 99.56 10 44.20 51.04 4 

竹原市 99.56 99.64 5 36.91 31.55 12 

三原市 99.73 99.70 3 61.73 62.04 2 

尾道市 99.58 99.76 2 52.36 38.24 8 

府中市 99.51 99.81 1 50.42 64.84 1 

三次市 99.72 99.61 7 36.84 27.53 13 

庄原市 99.39 99.32 14 42.36 58.40 3 
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大竹市 99.66 99.58 9 35.20 37.97 9 

東広島市 99.56 99.45 11 33.71 26.81 14 

廿日市市 99.73 99.64 5 37.90 43.63 7 

安芸高田市 99.69 99.61 7 57.16 50.71 5 

江田島市 99.72 99.66 4 25.52 36.15 11 

 

【中核市との比較】                           単位：％ 

 

市名 

現年分 滞納繰越分 

平成 28 年度 平成 29 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

収納率 収納率 （順位） 収納率 収納率 （順位） 

福山市 99.39 99.42 26 32.42 36.62 29 

 ※ 順位は 54 中核市中の順位である。なお本表の収納率は収入済額に還付未済額を含め

た収納額に基づいた収納率であるため⑥表とは一致しない。 

 

 

(2) 事務の概要 

 ① 調定・収納事務 

   資格取得者の所得情報や資格喪失情報を広域連合へ送付し保険料を決定して決定通

知書や納付通知書を出力して発送する。これらの事務は市においては市民局市民部後

期高齢者医療課において担当している。 

   また保険料の納付金は、納付書・口座振替・特別徴収のいずれかの方法により入金

されることから、それぞれ収入額についてシステム上確認処理をしている。保険料等

納付金の管理は広域連合でなされるため、毎月の保険料等の収入支出状況は広域連合

に報告している。 

なお平成 30 年 1 月から賦課収納業務については新システムが稼働しており、平成 30

年 4 月から開始されたコンビニエンスストアでの納付に対応した納付書の発行や、交

渉記録を紙台帳への記載ではなくシステムへの直接入力ができるようになったこと等、

事務は改善されている。 

 

 ② 滞納整理事務 

  ア 滞納整理フロー図 

納入通知書送付 

↓ 

未納 

↓ 

督促状発付 

（納期限後 20 日経過） 

↓ 

電話催告・文書催告 
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（差押、短期証交付に

ついて説明） 

 

    その後、納期限後納付又は分割納付によって納付されない場合は、1)財産調査、2)

差押予告通知、3)滞納処分となる。 

    

 

 イ 滞納処分後の徴収金額 

                        単位：千円 

年度 

区分 
平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年 

差押 825 471 741 1,816 145 

差押解除 825 281 741 1,791 107 

徴収金額 － 190 － 25 38 

差押件数 8 件 8 件 2 件 3 件 3 件 

 

 ③ 保険料収入と徴収費の関係 

単位：千円 

年度 

区分 
平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年 

給料 8,636 9,508 10,385 13,352 11,733 

職員手当等 3,674 4,571 5,368 6,800 7,753 

共済費 2,410 2,696 2,983 3,838 3,486 

旅費 － 13 － － － 

需用費 2,270 2,010 2,362 1,907 2,465 

役務費 10,959 11,596 11,527 12,434 13,346 

委託料 － － － － 700 

徴収費合計 27,949 30,394 32,625 38,331 39,483 

保険料収入 3,716,068 3,754,976 3,760,271 4,072,050 4,325,130 

 

平成 28 年度からシステム変更のための人員増等により人件費が増加している。なお

新システムは平成 30 年 1 月より稼働したことに伴い平成 30 年 4 月から減員し従前の

人員数となっている。 

 

 

(3) 監査の要点 

後期高齢者医療保険料に係る事務の執行を監査するに当たって、主に次のような着眼

点により監査手続を実施した。 

① 後期高齢者医療保険料に係る事務の執行が、公平な賦課を実現するために有効か 
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② 後期高齢者医療保険料に係る事務の執行が、公正かつ正確に行われているか 

③ 後期高齢者医療保険料に係る事務の執行が、効率的に行われているか 

 

 

(4) 実施した監査手続 

 ① 事務の概要を把握するため、担当者への質問及び関連資料の閲覧を行う。 

 ② 事務の正確性及び効率性を担保する取組について、担当者への質問及び関連資料の

閲覧を行う。 

 ③ 減免制度について、担当者への質問及び関連資料の閲覧を行う。 

 ④ 滞納整理事務について、担当者への質問及び関連資料の閲覧を行う。 

 

 

(5) 監査の結果及び意見 

① 滞納情報の共有化について 

滞納者を任意で抽出し、交渉記録等の資料を閲覧したところ、催告書の送付や督促

の電話は概ね適切に実施されており、特に大きな問題点は見当たらなかった。ただし、

抽出した案件の中で、後期高齢者医療保険料のみならず介護保険料や国民健康保険税

の滞納もある市民であり、後期高齢者医療保険料の滞納の認識がないという事情があ

った。滞納のある市民が他の課へ分納相談のために来庁した際に、後期高齢者医療保

険料の滞納があることが判明すれば、後期高齢者医療課へも来るよう依頼し、個別に

分納相談を実施しているのが実態であり、判明しなければそれきりになってしまう。

これでは市として非効率で債権管理が適切になされているとは評価できないし、また

市民としても煩雑である。後期高齢者医療保険料の滞納がある市民は他の公課も滞納

がある可能性があり、情報の共有を行うことは市にも市民にも有益となる。特に後期

高齢者医療保険料の消滅時効期間は 2 年であり市税の 5 年と比して短期で、後期高齢

者医療保険料を滞納している市民は他の保険料や税金等を滞納している可能性が高い

ことからすると、他課との連携は必須であるが、上記のとおり、情報共有はなされて

おらず、連絡が綿密になされていると評価できる現況にはない。 

福山市は、部課を横断し組織する収納対策連絡会議において滞納情報の共有を検討

したが市税等の債権を一元管理する組織がないなかで情報共有することは困難である

と判断した。これらを踏まえて、滞納者の来庁時等に個別交渉の中で他の部課が管理

する滞納債権がないかについて聞き出し、滞納のある課と連絡するという運用を行っ

ている。しかしこの運用が十分に徹底できず上記のような事象が発生していることか

ら、当該運用について職員に徹底する必要がある。 

また、組織がいかになっていても関係課間で滞納者の情報が漏れなく確実に共有で

きる仕組みの構築が必要である。制度・権限上の理由から情報共有が困難であるなら

ば、後述するように公債権の一元管理が行えるよう組織改編も見据えた検討が必要で

あると考える。 

 

② 適切な事務手続の徹底について 



 

152 

 

滞納整理手続の検討において、滞納者が来庁した際に滞納者本人の認知機能の低下

がうかがわれ、また知人が付き添ってきた事案があった。職員はこの知人と分納相談

をしこの知人宛てに納付書の再発行までしているが、法的には単なる知人にはそのよ

うな権限はなく、このような対応をしてしまうとその後に法的紛争となった場合、福

山市が巻き込まれる可能性が生ずるため、知人ではなく子等親族に成年後見人の選任

も含めて相談連絡をする必要がある。収納率の向上は取り組むべき問題ではあるが適

切な収納事務の徹底を図る必要がある。 

 

③ 臨戸訪問の実施について 

後期高齢者医療保険料の滞納整理手続について、担当課は滞納整理月間を設けて夜

間納付相談の実施や夜間電話催告を実施して納付を促進するなど努力と工夫が見られ、

また一定の効果をあげていると評価できる。ただ、広島県広域連合に属する市町のう

ち滞納者対策として臨戸訪問を実施している市町が 61％程度存在するが、福山市では

実施していない。臨戸訪問はそもそも例外的な手続であるし、必ず実施すべき手続と

はいえないものの、消滅時効にかけてしまっている債権が一定程度存在しながら臨戸

訪問を実施しないという状況は、滞納者の実態調査等情報収集や督促など、収納に向

けた債権回収努力をできる限り行ったと評価されない可能性が残されてしまっている

ともいえる。もちろん臨戸訪問はすればよいというものではなく、効果性と効率性を

勘案した上で、臨戸訪問を実施することを検討してみてはどうだろうか。また、後期

高齢者医療保険料についてのみ臨戸訪問の実施を検討するには人員やコスト等の面に

おいて現実に実行することが難しいことは容易に想像できる。他部課との連携等も検

討してみてはどうだろうか。 

 

 

１３．システム及び情報管理 

(1) 概要 

 ① 市税等に関連するシステムの概要 

   市税等に関するシステムは、オープン系システムによるパッケージソフトを利用し

ており、法改正や保守作業の効率化による経費削減や各業務システムとの連携による

事務作業の効率化を図っている。 

   市税等に関連するシステムの概要は、次のとおりである。 

 

【市税等に関連するシステムの概要】 

業  務 運用開始時期 機能概要 

法人市民税・事業所税管理業務 平成 16年 4月 法人市民税・事業所税の計算等 

システム連携基盤 平成 19年 3月 
各業務システム間のデータ連携機能、行

政基礎情報閲覧機能 

税務総合システム（宛名管理シ

ステム） 
平成 20年 1月 

住民登録者、外国人以外の個人・法人の

宛名番号管理 
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税務総合システム（固定資産税

システム） 
平成 20年 2月 

土地・家屋・償却資産の賦課、異動、納

税通知、証明発行 

税務総合システム（口座システ

ム） 
平成 20年 3月 

各税目の口座情報管理、口座振替、口座

振込 

税務総合システム（軽自動車税

システム） 
平成 20年 3月 

軽自・原付に係る納税通知書、標識交付、

証明発行 

税務総合システム（収納システ

ム） 
平成 20年 4月 

市税の入金消込、日計表作成、督促、還

付、充当、証明発行 

滞納管理システム 平成 20年 4月 市税の催告、滞納処分等の徴収管理 

後期高齢者医療広域連合電算

処理システム 
平成 20年 4月 

資格業務、給付業務 

税務総合システム（住民税シス

テム） 
平成 20年 5月 

申告、賦課、納税通知、特別徴収義務者

管理、証明発行 

家屋評価システム 平成 22年 3月 固定資産家屋評価 

申告支援システム 平成 24年 1月 
確定申告・市県民税申告の受付、相談業

務 

固定資産税 GIS 平成 27年 4月 
土地登記管理、土地現況管理、土地画地

管理、標準宅地管理、家屋現況管理等 

統合宛名システム 平成 28年 1月 宛名管理、符号要求、情報連携 

国民健康保険システム 平成 30年 1月 
国民健康保険の資格管理、賦課、給付業

務 

収滞納管理システム 平成 30年 1月 

国民健康保険税・介護保険料・後期高齢

者医療保険料の収納、滞納整理、証明発

行業務 

後期高齢者医療システム 平成 30年 1月 後期高齢者医療の資格管理、賦課業務 

介護保険システム 平成 30年 1月 
介護保険料の資格管理、賦課、受給者管

理、給付実績管理業務 

（出所：市政概要 平成 29 年度版） 

 ② 情報セキュリティに関する文書 

   福山市は、情報セキュリティに関する方針、対策等を明文化した文書として、「福山

市情報セキュリティポリシー」と「福山市情報セキュリティ実施手順」を定めている。 

各文書の内容は、次のとおりである。 

 

 ア 福山市情報セキュリティポリシー 

   福山市情報セキュリティポリシーは、市が保有する情報資産に関するセキュリティ

対策について、総合的、体系的かつ具体的に取りまとめたものであり、市の情報セキ

ュリティ対策の頂点に位置するものである。 

   本セキュリティポリシーは、市の情報資産を取扱う全ての職員等が遵守すべき規範

であり、一定の普遍性を備えた「情報セキュリティ基本方針」と情報処理技術や通信
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技術の進展に伴う状況変化に適切に対応する「情報セキュリティ対策基準」から構成

される。 

   また、本セキュリティポリシーに基づき、具体的な情報セキュリティ対策のマニュ

アルとしての「情報セキュリティ実施手順」を策定し、総合的な情報セキュリティ対

策を実施している。 

 

 イ 福山市情報セキュリティ実施手順 

福山市情報セキュリティ実施手順は、福山市情報セキュリティポリシーに基づき、

具体的な情報セキュリティ対策を実施するための手順であり、次の内容から構成され

ている。 

・福山市情報セキュリティ実施手順（指針） 

 本手順全体の指針、構成、運用方法、実施体制等について定めたものである。 

・福山市情報セキュリティ実施手順（共通） 

 市が保有する情報資産等の取扱いにおける全職員が共通的に守るべき事項を定め

たものである。 

・福山市情報セキュリティ実施手順（様式・雛型） 

 本手順を運用するに当たって用いる様式並びに本手順に基づき業務や情報システ

ムごとに定める実施手順（個別版）に関わる雛型を集めたものである。 

 

 

(2) 監査の要点 

市税等の事務においては、短期間に大量の情報の処理が必要となる。そこで、正確か

つ効率的な事務運営の実現を目的として、多くの情報システムを利用している。一方に

おいて、その取扱う情報には、様々な個人情報が含まれており、それらの情報資産の管

理が重要となる。主に次のような着眼点により、監査手続を実施した。 

① システム及び情報管理に関する規程が設けられており、実際に運用されているか 

② ID・パスワード及びアクセス権限の管理は適切に行われているか 

③ 業務委託先の管理は適切に行われているか 

 

 

(3) 実施した監査手続 

システム及び情報管理に関する事務手続の実施状況を確認するため、担当課へ質問す

るとともに、関連書類の閲覧等を実施した。 

① 市税等で利用するシステムの概要及び規則の把握。 

② アクセス管理等のセキュリティ対策の運用状況の確認。 

③ 業務委託先の管理の状況についての確認。 

 

 

(4) 監査の結果及び意見 

① ID・パスワードの管理について 
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情報セキュリティ内部監査の実施結果を閲覧したところ、市税等の事務を行う情報

システム端末を利用する際の ID・パスワードは適切に管理されていたが、資産税課に

おいて、複数課員が 1 つの ID を共用しているインターネット端末の机に ID・パスワ

ードが貼られていたという指摘があった。 

情報システムを利用する際の ID・パスワードの管理が適切に行われない場合は、情

報システムを不正に利用されるおそれがあることから、ID・パスワードのメモの作成、

それらの机上及びパソコン等への貼付等の行為は行ってはならないことを徹底する必

要がある。なお、当該内部監査実施後、速やかに改善措置が講じられている。 

 

 ② 特定個人情報の取扱いについて 

①と同じく情報セキュリティ内部監査の実施結果を閲覧したところ、市民税課所管

の特定個人情報が記載された書類が、市民税課以外の場所（部屋自体は施錠できる）

において一部施錠管理できるキャビネット等に保管されていないという指摘があった。 

個人情報の漏えい、滅失及び改ざん等を防止する観点から、個人情報が含まれる書

類については、施錠可能な保管庫に保管する必要があることを徹底する必要がある。

なお、当該内部監査実施後、速やかに改善措置が講じられている。 

 

③ アクセスログの分析について 

情報漏えいや不正アクセスといった問題に対処するためにアクセスログの分析が重要

である。アクセスログの分析の実施状況について、質問を行ったところ、保険系システ

ムにおいてアクセスログの分析が行われていないとの回答があった。 

アクセスログの分析は、情報システムのセキュリティ対策上重要であることから、定

期的にアクセスログの分析を実施すべきである。 

 

④ 外部委託事業者の管理について 

現在、市税の業務においては、データのパンチ作業を外部の事業者に委託している。

個人情報を取扱う作業を外部の事業者に委託する場合には、外部委託事業者も情報漏え

い等を防ぐための福山市情報セキュリティポリシー等の遵守が要請され、契約書にもそ

の旨の記載がある。 

外部委託事業者からの情報漏えいを防止する観点から、外部委託事業者における福山

市情報セキュリティポリシー等の遵守状況を確認することは重要である。よって、定期

的に立入検査を実施することによって遵守状況等の確認を実施すべきである。 

また、災害、ハードウェアの障害等からデータを復旧するために、定期的にデータの

バックアップを行い、バックアップデータを分散保管している。バックアップデータは、

福山市にとって重要な情報資産である。分散保管先の施設についても定期的に立入検査

を実施し、契約どおりの要件を充足しているか確認すべきである。
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第７．おわりに 
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市税等の事務においては、公平性が重要であることはもちろんであるが、一方において

将来的に市職員の減少が予想される中で、いかに効率的・効果的に事務を行っていくかも

重要である。そのためには、担当職員の専門知識の習得及び事務処理能力の向上、常に有

効性及び効率性を意識した事務の改善、さらなる ICT 技術の利活用が必要となる。 

また、市税等の賦課徴収事務においては、様々な情報の収集が重要となる。そのために

は、部内の担当課間の連携、市庁内の他の部課との連携及び国、県との連携が重要になる。

特に未申告者の捕捉、申告内容の適正性の確認等においては、税務署が保有する情報が有

効であると考える。国、県との連携の一層の促進に向けて福山市の積極的な働きかけに期

待する。 

最後に市税等の債権の一元管理について述べることとする。 

 

≪市税等の滞納債権の一元管理について≫ 

 福山市では、複数の部課においてそれぞれが未収金という債権を有している。一般に市

が有している債権の分類は次のとおりである。 

 

【市が有する債権の分類】 

                  

              強制徴収

公債権 

  

                

        
公債権 

        

                

  
市の債権 

          非強制徴

収公債権 

  

              

                  

        
私債権 

        

                

                  

  

 公債権とは、公法上の原因に基づいて発生する債権であり、市税のように自力執行権の

ある強制徴収公債権と自力執行権のない非強制徴収公債権に大別される。なお、監査対象

の中で、市税以外の国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料も、強制徴収

公債権に分類される。 

 

 福山市では、市民負担の公平性と財政の健全化を確保する目的で、徴収の仕組みや体制

が十分に整っていない非強制徴収公債権及び私債権について、債権管理に係る統一的な処

理基準を明確化することにより、滞納債権に係る督促や強制執行の手続を厳格かつ的確に

行い、徴収を強化する一方で、徴収の見込みのない不良債権については、徴収停止や債権

放棄を適切に行い、債権管理の効率化を図る必要があることから「福山市債権管理条例」

を制定し、平成 27 年 4 月 1 日から施行している。 
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また、福山市では、市民の負担の公平と自主財源の確保を目的として、税をはじめ各種

収入金の収納率向上に係る施策の総合的かつ効果的な推進を図り、行財政健全化に資する

ため福山市収納対策連絡会議を設置し、滞納整理方針の策定、目標収納率の設定、口座振

替納付の啓発、夜間・日曜納税相談の実施など、全庁で統一した取組や、収入項目の特性

に応じた実務研修などを継続的に行い、徴収技術の向上を図っている。 

会議は全体会議が年 2 回、自力執行権を保有する部署とそうでない部署に分かれた会議

がそれぞれ年 2～3 回開かれている。 

 

福山市では、市税等の滞納額の減少に向けて様々な取組を実施することによって、滞納

額の減少という一定の成果に結びつけているところである。一方において、市税、国民健

康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料を滞納している場合、各担当課がそれぞ

れ滞納整理事務を行っている（担当課間の連絡や調整は、皆無ではないものの綿密とは言

えない状況にある）。 

現状の問題点については、既に述べたところであるが、まとめると次のとおりである。 

・福山市と滞納者の双方が債権・債務の全体像を把握しないままに交渉する。 

・福山市では、各担当課がそれぞれに同じ事務（例えば、財産調査等）を行うために非

効率。 

・滞納者は各担当課に行く必要がある。 

・市税以外の部課においては、滞納整理に関する知識・ノウハウが少なく、部課に滞納

整理に関するノウハウが蓄積しにくい。 

以上の問題点を解決する目的で、滞納債権の一元管理を導入する自治体もある（ただし、

その方法は各自治体で異なる）。 

しかしながら、滞納債権の一元管理を実施するためには、①情報共有のためのシステム

改修、②一体徴収に携わる職員は、異なる債権ごとに知識が必要となり負担が増加する、

③各部課の当事者意識が希薄になる、④守秘義務及び個人情報保護の観点からの情報共有

に関する懸念等が考えられる。 

以上のとおり市税等の滞納債権の一元管理には、メリットとデメリットがある。福山市

においても、収納率の向上を図るため、収納対策連絡会議において、滞納者が納付相談に

訪れた場合に、他の公債権での相談漏れを防止するため、強制執行公債権間での滞納有無

情報の共有化を検討したが、現行の組織機構の中では、①異なる権限を有する課に情報共

有を行うことは、組織論、権限論の点から問題がある、②個人情報の目的外利用となるこ

とから本人同意なく利用することは不可能との課題があり共有が困難と整理、検討課題と

してきた経緯があるとのことである。一方において既に実施している自治体もあることか

ら、これらの自治体の手法を参考にしながら、効果的かつ効率的な組織の構築に向けて議

論・検討する必要があると考える。 

 


