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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 4 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。 
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 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

な流れ図を付け基礎知識を紹介しています。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。）……」とされ、地方税の本税の
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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) ｢かっこ書｣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、かっ

こ書やただし書を飛ばして(スキップして)本文だけを読み、その条文の

意味を理解し、それからかっこ書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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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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（法343②） 

エ 接続がさらに複雑になって三段階以上になる場合には、一番大き

な接続に｢又は｣を使い、小さい方には｢若しくは｣を使います。 

☞ ｢…市町村の廃置分合若しくは境界変更があつた場合又は都道府県の境

界にわたつて市町村の設置若しくは境界の変更があつたため…」（法 8 の 

5 ） 

② 「及び」と「並びに」 

 どちらも並列的な接続詞ですが、条文の中では次のように使い分け

られています。 

ア ＡとＢを単純に並列する場合は｢及び｣を使います。 

☞ 「道府県税は、普通税及び目的税とする。」（法 4 ①） 

イ ＡとＢとＣと三つ以上を単純に並列する場合は｢Ａ、Ｂ及びＣ｣の

ように最後の語句だけ｢及び｣で結びます。 

☞ ｢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する。」（法32①） 

ウ ＡとＢのグループに、さらにＣを並列する場合は、小さい並列の

方に「及び」を、大きい方に「並びに」を使います。 

☞ 「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｡｣(法348①) 

③ 「とき」と「時」 

ア 「時」は、文字どおり時期や時刻が問題になる場合だけに使われます。 

☞ 「…交付要求の通知を受けた時における債権額を限度とする。…。」(法

14の12①） 

イ 「とき」は、不特定の時をあらわし、「場合」と同じように仮定的

条件をあらわす意味に用いられます。 

☞ 「…更正、決定若しくは賦課決定又は加算金の決定をすることができる

期間の満了する日後に到来するときは、…」（法17の 6 ①） 

④ 「場合」と「とき」 

 二つの仮定的条件が重なる場合、大きい方の条件には｢場合｣を、小

さい方の条件には｢とき｣を使います。 
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☞ ｢地方税の課税標準額を計算する場合において、その額に千円未満の端数

があるとき、…は、その端数金額…を切り捨てる。…」(法20の 4 の 2 ①） 

⑤ ｢以上｣、｢以下｣、｢超える｣、「未満」 

 一定の数値を基準として、それより多いか少ないかを表す場合に使

われ、「以」を付けた場合はその数値を含ませ、多い場合は「以上」を、

少ない場合には「以下」を使います。 

 また、「超」及び「未」はその基準数値を含ませず、多い場合は「超

える」又は「超過」を、それより少ない場合には「未満」を使います。 

☞ 「年齢70歳以上の者」（法75の 2 二。例えば、「70歳」の場合はこの年齢

基準に適合する。） 

☞ 「…その額に千円未満の端数があるとき、…は、その端数金額…を切り

捨てる。…」（法20の 4 の 2 ①。例えば、「35,826円」の場合は826円を端

数金額として切り捨てる。） 

⑥ 「以前」と「前」、「以後」と「後」、「以内」と「内」、「以外」と「外」 

 「以」の付いた方は、基準数値を含ませ、付かない方は基準数値を

含ませない意味に使われます。 

⑦ 「その他」と「その他の」 

ア 「その他」は、列挙する事項が並列、対等関係にある場合に使われ

ます。 

☞ 「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｡」（法 3 ①） 

イ 「その他の」は、その直前に列挙された事項を例示として、その後

に列挙する事項をもっと意味内容の広い事項として表わすような役

割を果たす意味で使われます。 

☞ 「…山林、牧場、原野その他の土地をいう。」（法341①二） 

⑧ 「者」、「もの」、「物」 

ア 法律上の人格を有する自然人、法人の単数又は複数を表わす場合

には｢者｣を使います。 

イ 行為や利益の主体となるものが法律上の人格がない場合と自然
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人、法人を含む場合には「もの」を使います。 

ウ 「物」については、外界の一部をなす物件を表わす場合に使います。

なお、「物」という言葉が語感のうえで適しない場合に「もの」とす

る例も多いようです。 

 「者」又は「物」で表わされる人格又は物件を、さらに限定しよ

うという場合の後の「もの」は説明のための「もの」です。 

  なお、これらの読み方は全て「モノ」と発音すると紛らわしいの

で、区別する趣旨から、アは「シャ」、イは「モ・ノ」（「モ」と「ノ」

を区切って発音する）、ウは「ブツ」と発音する場合が多いです。 

⑨ 「みなす」と「推定する」 

ア 「みなす」とは、ＡということとＢということが事実上同一である

か否かを問わず、ある法律関係では同一にみるということです。「み

なす」とされた場合は、反証によって当事者がそれは事実と違うと

いっても認めないということです。 

☞ 「…郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日…にその提出

がされたものとみなす。」（法20の 5 の 3 ） 

イ 「推定する」とは、ＡということとＢということが、実際上同一で

あるかどうか不明な事柄を、一応、同一とみて法律効果を生じさせ

ることです。この場合には二つの事柄が違うという反証をあげれば、

同一視する効果は生じないという点で「みなす」との違いがあります。 

☞ 「…その郵便物又は…信書便物…は、通常到達すべきであった時に送達

があったものと推定する。」（法20④） 

⑩ 「期日」、「期限」、「期間」 

ア 「期日」 

 ある法律効果の発生又は消滅が、一定の日にかかっている場合に

使われます。 

☞ 「固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の 1 月 1 日とする。」（法359） 

イ 「期限」 

 法律効果の発生又は消滅を一定の日時の到達にかからせる場合に

使われます。したがって、期限には法律行為の効力が発生する「始
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期」と、これまで続いていた法律行為の効力が消滅する「終期」と

があります。 

☞ 「納付又は納入に関する告知 その告知に指定された納付又は納入に関

する期限までの期間」（法18の 2 ①一） 

ウ 「期間」 

 いつからいつまでというように、一定の時間的へだたりの長さを

表わす言葉です。期間には「始期」と「終期」のどちらもあること

が期限との違いです。 

☞「…納期限…の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6％…」

（法64①） 

 

(4) 法令解釈の方法 

 法令の解釈の方法はいろいろあり、代表的なものに、法規的解釈と学

理的解釈があります。 

 法規的解釈は立法解釈ともいい、法令上の解釈の疑問を立法的に解釈

し、法令中その規定の意味をその法令又は他の法令に規定する方法です。

法令中の用語の「定義規定」とか「みなす規定」が典型です。 

 学理的解釈は法令を学問上の研究によって解釈する方法で、文理解釈

と論理解釈とがあります。 

 文理解釈は文字解釈ともいい、法令の規定をその文字や文章の意味す

るところに即して解釈する方法です。 

 論理解釈は目的論的解釈とも条理解釈ともいわれ、文字や文章のみに

とらわれることなく、立法の目的や趣旨を重視して、これに適合する妥

当な結果となるように解釈する方法です。この具体的な方法には、拡張

解釈、縮小解釈、変更解釈、反対解釈、類推解釈並びにもち論解釈とい

った手法に分類されます。 

 租税法規は国民の財産権に対する侵害規範としての性質をもつもので

すので、裁判では税法の解釈について「原則として文理解釈によるべき

であって、文理解釈によって規定の意味内容を明らかにすることが困難

な場合にはじめて、規定の趣旨目的に立ち戻ってその意味内容を明らか
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にするという目的論的解釈が行われるべきである。」と判示しているもの

があります。 

☞ 所得税法の解釈合戦となり最高裁判決で国側が逆転勝訴した判決とし

ては、次のものがあります。インターネットの裁判所判例検索システムな

どで調べ参考にしてください。 

事件番号  平成21(行ヒ)404 

事件名   所得税更正処分等取消請求事件 

裁判年月日 平成24年１月13日 

法廷名   最高裁判所第二小法廷 

 3 ．知識のほかに大切なこと 

 組織の一員として仕事をする場合には、税制度や実務の知識を習得すれ

ば、円滑な事務処理をこなせるかというとそうでもありません。次のよう

な点にも十分留意していく必要があります。 

 

(1) 十分な接遇は「最高の行政執行」 

 地方税の事務はすべて地方自治体と納税者とのかかわりあいによって

成り立っています。通常、地方自治体が納税者から、問い合わせを受け

た場合、①税の仕組みや根拠条文がよく判らない、②計算の手順が判ら

ない、③損をしているのではないか、④やり方が気に入らない…などと

いったことが背景にあります。 

 納税者の立場に立って、①何故そうなっているのか、②どうすればいい

のか、③なにか救済方法はないのか…などに配慮し、納得できるように

説明することが大切です。地方自治体の職員として納税者から判断材料

や聞きたいことを上手に引き出す心構えが効果的な接し方となります。 

 地方自治体の税務職員の上手な接遇の第一歩は、納税者の話を冷静に

聞き、その意図や気持ちを理解することです。また、回答は納税者の視

点から、親切に、的確で無駄のないことが望ましいのです。適正、公平、

親切、迅速、正確が税務行政の基本です。以下の記述は公務員として品

性ある行動と、円滑な事務処理をこなすためのポイントです。 
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“応対は明るくさわやかに” 

 税務事務は一般に権力行政と言われていますが、実態はサービス行政

と変わりません。 

 特に電話は言葉だけが頼りです。明るくさわやかに、わかりやすい言

葉で丁寧に話しましょう。納税者も緊張しているのが普通です。そのと

き、最初に対応するあなたの明るいさわやかな態度でどれほど納税者の

気分が和らぐか考えてみましょう。そして、対応するあなたの緊張を和

らげるためにも“第一声の前に笑顔を”もって、思いやりの気持ちを大

切にしましょう。 

“身だしなみを大切に” 

 一般的に、人と会い、話をするときは、相手方への礼儀として服装に

も気をつけ、丁寧な言葉遣いに心掛けます。来所する納税者に対しても

同じです。服装や身だしなみに気をつけることは丁寧親切な対応と共に、

接する人によい心証を与えるための大切な要素です。 

 

“職場での挨拶も明瞭に” 

 出勤や退庁時の挨拶は元気よく行い、身近なところから、はっきりと

挨拶する習慣をつけましょう。そして、窓口対応においても、明るく礼

儀正しい対応が相互の意思疎通を円滑にするもとです。 

 

(2) 組織人としての基本的な心構え 

“チームワークが大切です” 

 組織的に行う仕事は、チームワークが大切です。 

 ①上司と部下、同僚間のコミュニケーションを大切にし、②相互に補

い合い、③後輩の指導・育成に努め、④創意工夫を重ねつつ、⑤計画的

で無理のない、⑥迅速な事務処理に心掛けましょう。 

 

“根拠を確かめましょう” 

 継続している事務では、前例踏襲や簡略化した方法で処理されている
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儀正しい対応が相互の意思疎通を円滑にするもとです。 

 

(2) 組織人としての基本的な心構え 

“チームワークが大切です” 

 組織的に行う仕事は、チームワークが大切です。 

 ①上司と部下、同僚間のコミュニケーションを大切にし、②相互に補

い合い、③後輩の指導・育成に努め、④創意工夫を重ねつつ、⑤計画的

で無理のない、⑥迅速な事務処理に心掛けましょう。 

 

“根拠を確かめましょう” 

 継続している事務では、前例踏襲や簡略化した方法で処理されている

 はじめに  
 

 

場合が少なくありません。しかし、状況は時には少しずつ、時には激し

く変化しています。常に「何故か？」という疑問を持ち、そのときの状

況に最もかなった対応に心掛けることが大切です｡ 

 まず、初めての事例に当たったときは必ず根拠法令などを読み確かめ

る習慣をつけましょう。初めが肝心です。 

“記録を残しましょう” 

 折衝したり説明したりした内容は、メモしておくことも、職務の大切

な要素です。年月日、相手方氏名、用件、説明要旨などについて記録す

る習慣をつけましょう。 

 税務のトラブルで多いのは、課税の指導や納税の交渉での“言った”

“言わない”の争いです。又、担当者の変更にも備える必要があります。

前任者からはこういわれたというトラブルがけっこう多く見られます。 

 説明は、具体的で明瞭に誤解を招かないようにすることがポイントで

す。 
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