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凡  例 
(1) 本書では、以下の法令等について、略称を使用しています。 

・地方税法  ··········································   法 
・地方税法附則  ······································  法附 
・地方税法施行令  ····································   令 
・地方税法施行令附則  ································  令附 
・地方税法施行規則  ··································  規則 
・地方税法の施行に関する取扱いについて 
 （道府県税関係）  ····························  法通知(県) 
・地方税法の施行に関する取扱いについて 
 （市町村税関係）  ····························  法通知(市) 
・租税特別措置法  ····································   措 
・東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に 
 関する法律  ··································  震災特例法 
・地方税法及び国有資産等所在市町村交付金の 
 一部を改正する法律  ···························  24 改正法 

(2) 条文番号のうち、条数は 1.2.3、項数は①.②.③、号数は一.二.三と
表示しています。 

(3) 令和 3 年 4 月 1 日施行の「所得税法等の一部を改正する法律」、「地方
税法等の一部を改正する法律」の内容で書かれています。 
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ははじじめめにに  ――ここのの本本のの読読みみ方方ななどどーー  

  

  

 1 ．この本の読み方 

 はじめて地方税の実務に携わる方にとって、最初の戸惑いは、先輩や同

僚が使っている「フチョウ」「トクチョウ」「ノウツウ」｢トクハツ｣などと

いう聞き慣れない税務独特の略語です。こうした独特の略語は、初めは意

味が判らず戸惑いも感じられますが、すぐ慣れてきます。 

☞ フチョウ＝普通徴収 トクチョウ＝特別徴収 ノウツウ＝納税通知書 トク

ハツ＝督促状発付  

 地方税の実務を覚える早道は、理論的・体系的な知識と、たくさんの具

体的な事例をもとに学ぶことですが、誰でも職務知識が不十分で事務にも

不慣れなうちは電話に出るのも不安がいっぱいになるものです。 

 それでも、皆さんもしばらくして実務に慣れてくると、取り扱う税目や

事務の全体の流れや仕組み、位置付けや他の税目に与える影響などが知り

たくなるはずです。 

 税金に関して使われる用語は、すべて税法等で厳格に意味づけられてい

て、その意味を正確に、また、他との関連も含め理解しておくことが大切

です。 

 地方税の実務は、専門的な知識が必要であると同時に大量にすばやく正

確に処理を要する部分も多くあります。加えて、地方分権が進められてお

り、地方の財源の確保の観点から、一日も早く新人職員を税務のプロにす

る人材の育成が求められています。 

 

 

1



 はじめに  
 

 

 この本は、こうした悩みや期待に応えるために、基礎的な税務知識と事

務の流れをできるだけやさしく解説し、実務家としての即戦力を付けるた

めの手引書です。 

 まず、あなたが取り扱う税目や事務の頁を開き、大きい活字の箇所を読

んでください。当面必要な基本的なことが書いてあります。小さな活字の

☞印の部分は、やや詳しい解説や知っておいたほうが便利なことが書いて

あります。 

 また、税は一つの税目だけでなく他の税目と複雑に関連しています。そ

のためできる限り関連する税目や事項を紹介し、その掲載頁を付記しまし

た。 

 

 次に「はじめに」と「租税のあらまし」では、課税と徴収の両分野に共

通する事項や税の基本的知識などがまとめてあります。 

 「課税のあらまし」では、各税目ごとに、各自治体が行う事務の基礎的

な流れ図をつけ基礎知識を紹介しました。なお、税目紹介の順番は、原則

として地方税法（以下「法」という。）に載っている税目順とし、関連する

税目は市町村税も含めその後に続けて紹介しています。 

 「国税の概要」は、参考としてごく基本的な説明にとどめてありますの

で、必要に応じて、他の参考図書をご覧ください。 

 「徴収事務のあらまし」では、滞納整理事務を中心に説明しています。

法では、総則で地方税債権の管理の一般的な基準や基本的な事項を定め、

また、各税目の規定の中で納税管理人や延滞金、督促・滞納処分などに関

する事項を定めるほかは、「国税徴収法」を適用することとされています。

したがって、国税徴収法を含めた基本的な事項について実務的に説明して

います。 

☞ 「前各項に定めるものその他法人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の滞納

処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による｡」(法68⑥など) 

 さらに、「用語の解説」と「索引」を充実して、ミニ税務用語辞典のよう

な使い方もできるようにしてあります。 
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 2 ．地方税法の読み方 

 税の仕事は税法を正しく読み正しく理解することから始まります。 

 税法の条文は、｢租税法律主義｣の観点から正確を期する必要があるため、

文章が比較的長く、括弧書きも多くて、読みやすいものではありません。

このため世間では、税法は「一読し難解」、「二読し誤解」、「三読して不可

解」と言われている程です。 

☞ ｢租税法律主義｣については、18頁を参照してください。 

 しかし、税金を課税・徴収するということは、直接の対価なく住民の財産

に影響を与えることですから、その根拠法令を熟知しておくことが大切です。 

 具体的な事例に行き当たる都度、その根拠法令を確かめる習慣をつけて、

税法を読み慣れておくように努めましょう。そして、理解を容易にするた

めには、法令で頻繁に使われる接続詞や用語である“慣用語”を覚えてお

くことが早道です。特に、接続詞についてはその用法を理解していないと

条文そのものの正しい解釈ができません。 

 

(1) 用語や事項の定義を正確に理解する 

 先輩が頻繁に使用している税務用語の大半は、法第 1 条や各税目の冒

頭の条文に定義されています。法の正しい理解のためには、まず、第 1 条
（用語）と自分が担当している税目の冒頭の条文「○○税に関する用語

の意義」を読んでおきましょう。 

 各税法では、すべての用語や事項の定義は、それぞれの法律で明確に

定義しています。しかし、同一の用語等でもその定義付けが多岐になさ

れていることがあります。税法を読むときは、冒頭の用語等の定義に十

分注意する必要があります。 

☞ ｢地方税｣の定義も規定によって異なります。 

① 法では、「道府県税又は市町村税をいう。」とされています(法 1 ①四)。 

② 国税徴収法では、「地方税法第 1 条第 1 項第14号に規定する地方団体の徴収金

（都及び特別区のこれに相当する徴収金を含む。）をいう。」とされ、地方税の本税
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のほかに延滞金や各種の加算金などの附帯金を含む規定となっています（国税徴収

法 2 二）。（用語の解説・105「加算金」参照） 

(2) ｢括弧書き｣は飛ばして読み、大意をつかむ 

 税法の条文が読みにくい理由の一つは、民法等と比べると条文の長い

ものが多いからといえます。そこで、はじめて条文を読むときは、括弧

書きや但し書きを飛ばして(スキップして)本文だけを読み、その条文の

意味を理解し、それから括弧書き等で補足している内容を読んでゆくとよ

いでしょう。本文の部分だけを書き抜くといっそう理解が早いはずです。 

 

(3) 「慣用語」を覚える 

 日常、何気なく使っている言葉も、税法では、一定の約束のもとに特

別の定義をもって使われている場合があります。税法によく出てくる主

要な｢慣用語｣の意味を以下に掲げます。 

① 「又は」と「若しくは」 

 どちらも選択的な接続詞ですが、条文の中では次のように使い分け

られています。 

ア ＡかＢかのいずれか一方を単純に選択する場合は「又は」を使い

ます。 

☞ ｢地方団体の長は、…文書により納付又は納入の告知をしなければなら

ない。…｣（法13①） 

イ ＡかＢかＣのいずれか一つを単純に選択する場合は｢Ａ、Ｂ又は

Ｃ｣のように最後の語句だけ｢又は｣で結びます。 

☞ ｢地方団体の徴収金…に関する書類は、…送達を受けるべき者の住所、

居所、事務所又は事業所に送達する。…｣（法20①） 

ウ ＡかＢのグループと、Ｃとを選択的に対比する場合は、小さい接

続の方に｢若しくは｣を、大きい方には｢又は｣を使います。 

☞ ｢…この場合において、所有者として登記又は登録がされている個人が

賦課期日前に死亡しているとき、若しくは所有者として登記又は登録がさ

れている法人が同日前に消滅しているとき、又は所有者として登録されて

いる第348条第  1 項の者が同日前に所有者でなくなっているときは…」
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