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袖ケ浦駅海側特定土地区画整理事業区域内の土地に対する 

固定資産税及び都市計画税の課税誤りの原因と再発防止策 

 

はじめに 

  この度、袖ケ浦駅海側特定土地区画整理事業区域内の土地について、固定資産

税及び都市計画税（以下「固定資産税等」という。）の課税誤りがありました。 

 このことにより、納税者並びに市民の皆様に多大なるご迷惑をおかけし、市政

に対する信頼を著しく損なうことになりましたことを重く受け止め、課税誤りに

至った原因の検証を行い、再発防止のための対応策について、次のとおり取りま

とめました。 

 

１ 課税誤りの内容及びその対応 

 (1) 土地区画整理事業と課税の経緯 

  ① 袖ケ浦駅海側地区、約４８．９ｈａについては、平成２３年５月に千葉県

知事から袖ケ浦市袖ケ浦駅海側土地区画整理組合の設立認可を受け、組合施

行による袖ケ浦駅海側特定土地区画整理事業が始まりました。 

  ② 土地区画整理事業の進捗に合わせて、事業区域を２工区に分け、駅側工区

については平成２４年７月に、海側工区については平成２５年１０月に仮換

地の指定が行われました。当時のスケジュールでは、駅側工区については平

成２６年末までに、海側工区については平成２８年末までに工事が完了し、

使用収益が開始される予定でした。 

  ③ 駅側工区については、その後、組合から仮換地の使用収益の開始が平成２

７年１月になると伝えられました。これを受けて、平成２６年７月に、袖ケ

浦駅海側地区の固定資産税等の課税について、関係部署を集めて打合せ会議

を行いました。この会議において、平成２６年１２月末までに宅地の造成工

事や道路・公共下水道等の工事が完了する見込みであったことから、平成２

７年度の課税分から、従前の土地ではなく仮換地の土地に対して課税する、

いわゆる「みなす課税」を適用する方針としました。 

 そして、賦課期日である平成２７年１月１日時点において、道路及び公共

下水道の供用が開始されていたことから、現況により使用収益が可能な状態

となったと判断し、平成２７年度の課税分から仮換地の土地に対して「みな

す課税」を適用しました。 

  ④ 海側工区については、賦課期日である平成２９年１月１日時点において宅

地の造成工事等が完了し、道路等の供用が開始されていたことから、平成２

９年度の課税分から仮換地の土地に対して「みなす課税」を適用しました。 
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 (2) 課税誤りの概要 

   袖ケ浦駅海側特定土地区画整理事業区域内の土地に対する固定資産税等につ

いて、駅側工区では平成２７年度の課税分から、海側工区では平成２９年度の

課税分から、仮換地の土地に対して「みなす課税」を適用しました。 

 しかし、駅側工区内では平成２７年度から２９年度までの間において、海側

工区内では平成２９年度において、区域内の一部の土地について、賦課期日で

ある１月１日時点において使用収益開始日が到来していないことから、本来は

従前の土地に対する課税（以下「従前地課税」という。）をすべきところ、使

用収益開始前の仮換地の土地に対して「みなす課税」を適用しているものがあ

りました。このことにより、固定資産税等を本来の税額よりも多く課税してい

たものです。 

   この内容については、平成２９年１１月１７日に報道発表するとともに、市

のホームページで公表いたしました。また、該当する納税者の皆様には、文書

でお知らせするとともに、１１月２５日と１２月３日に説明会を開催しました。 

 

 (3) 課税方法の訂正及び還付等 

   平成２７年度から２９年度までの各年度の賦課期日において使用収益開始日

が到来していない仮換地については従前地課税に訂正して、使用収益開始日の

属する年の翌年度から「みなす課税」を適用することとし、固定資産税等を正

しい税額に修正しました。そして、固定資産税等を多く課税していた納税者の

皆様には、平成２９年１２月１２日付けで更正決定通知を送付し、次のとおり

還付等の事務を行いました。 

   ・平成２７・２８年度分  納めすぎた税額を還付 

   ・平成２９年度分     平成２９年度の税額を調整して減額 

                （納めすぎた税額がある場合は還付） 

   なお、平成２７年度から２９年度までの間において、納税者の皆様に本来の

税額よりも多く課税していた額等は、次のとおりです。 

   ・対象者数（実人数）       ２９０人 

   ・筆  数（仮換地の延べ筆数）  ４５５筆 

   ・対象面積（仮換地の延べ面積）  １８５，１６３㎡ 

   ・多く課税していた税額      ４８，１３６，２００円 

        （固定資産税：４３，２７７，６００円、都市計画税：４，８５８，６００円） 

   ・還付加算金の額         １，２６３，２００円 
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「みなす課税」における賦課期日と使用収益開始日の関係図

【駅側工区の一部の例】

H27年度 組合による H28年度 H29年度

賦課期日 使用収益開始日 賦課期日 賦課期日 換地処分

H27.1.1 H27.1.31 H28.1.1 H29.1.1 公告の日

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 　

誤

使用収益開始日（H27.1.31）が賦課期日（H27.1.1）の後のため、平成２７年度は「みなす課税」ができない。

正

平成２７年度は「従前地課税」が正しい課税となる。

【海側工区の一部の例】

組合による

H29年度 使用収益開始日 H30年度 H31年度

賦課期日 H29.2.28 賦課期日 賦課期日 換地処分

H29.1.1 H29.3.15 H30.1.1 H31.1.1 公告の日

平成２８度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 　

誤

使用収益開始日（H29.2.28又は3.15）が賦課期日（H29.1.1）の後のため、平成２９年度は「みなす課税」ができない。

正

平成２９年度は「従前地課税」が正しい課税となる。

みなす課税 ×

従前地課税 ○ みなす課税 ○

みなす課税 ○ みなす課税 ○

みなす課税 ○

みなす課税 ×

従前地課税 ○ みなす課税 ○

みなす課税 ○ みなす課税 ○

みなす課税 ○

賦課期日時点で工

事が完了し、市は

現況により使用収

益が可能と判断

賦課期日時点で工

事が完了し、市は

現況により使用収

益が可能と判断
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 (4) 課税方法を訂正した街区 

   「みなす課税」の実施年度を訂正した街区は、次のとおりです。 

 

  袖ケ浦駅海側特定土地区画整理事業区域みなす課税状況概略図

※既存の宅地など一部の土地については、表示を省略しているものがあります。

凡　例

海
側
工
区

駅
側
工
区

袖ケ浦駅

課税方法を訂正した街区

上段：みなす課税の誤った実施年度

下段：みなす課税の正しい実施年度

H29年度

↓

H30年度

H29年度

↓

H30年度

H27年度

↓

H28年度

H27年度

↓

H28年度

H27年度

↓

H28年度

H27年度

↓

H28年度

H27年度

↓

H28年度

H27年度

↓

H28年度

H27年度→H28年度、29年度、30年度

適正な課税が行われた街区
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２ 「みなす課税」の根拠法令 

 (1) 仮換地における「みなす課税」 

   固定資産税は、原則として固定資産の所有者に課税する所有者課税が原則で

あり、登記簿に登記されている土地については、所有者として登記されている

者を固定資産税の納税義務者とするものです。 

 一方、土地区画整理法に基づく土地区画整理事業が行われている土地につい

ては、仮換地の指定があった場合は、そのことにより登記の変更が行われるこ

とはなく、最終的な換地処分がなされるまでは登記簿上の土地の所有権が変わ

りません。 

 このため、原則どおりに納税義務者の認定を行うと、仮換地の指定を受けた

者は、単に登記簿上の所有者として登記されている従前の土地について納税義

務を負い、実際に使用収益している仮換地の土地については納税義務が発生し

ないこととなります。 

 このような課税上の不均衡を是正し、実態に即した課税を行うため、地方税

法第３４３条第６項では、土地区画整理事業が行われ、仮換地の指定を受けた

土地については、使用し、又は収益できることとなった日から換地処分の公告

がある日までの間は、仮換地に対応する従前地の所有者を納税義務者とみなし

て課税する「みなす課税」の措置が所有者課税の例外として認められています。 

 

 (2) 根拠法令の解釈を誤った経緯等 

   本市では、地方税法第３４３条第６項の「使用し、又は収益できることとな

った日」の解釈にあたって、①地方税法には土地区画整理法第９９条第２項の

規定により通知される「使用又は収益を開始することができる日」とは明確に

規定されていないこと、②賦課期日である１月１日時点において、宅地の造成

工事や道路・公共下水道等の工事が完了し、使用収益が可能な状態であったこ

と、以上のことから、「使用収益の開始通知を一つの根拠」としながらも、現

況により使用収益の開始を判断することとして、駅側工区内では平成２７年度

から、海側工区内では平成２９年度から、「みなす課税」を適用しました。 

 こうした課税に対して、納税者から平成２７年度に行った「みなす課税」に

ついて疑義があるとの申し出を受け、「みなす課税」を適用することができる

日の解釈について千葉県を通じて総務省に照会したところ、「土地区画整理法

第９９条第２項の規定により通知される日をもってみなす課税を行うべきであ

る。」という回答がありました。 

 そのため、庁内において改めて検証して、根拠法令の解釈に誤りがあったと

判断し、賦課期日において使用収益開始日が到来していない仮換地については

従前地に対する課税に訂正したものです。 
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３ 原因の検証 

 今回の課税誤りは、「みなす課税」の根拠法令の解釈を誤って適用したことに

よるものです。その原因として、次のとおり検証しました。 

 

 (1) 「みなす課税」に対する認識の誤り 

 地方税法第３４３条第６項では、土地区画整理法に基づく土地区画整理事業

が行われている土地について、仮換地の指定を受けた場合は、「使用し、又は

収益できることとなった日」から「みなす課税」を適用することができるとさ

れています。 

 一方、土地区画整理法第９９条第２項では、仮換地について「使用又は収益

を開始することができる日」（以下「使用収益開始日」という。）を、仮換地

の指定の効力発生日とは別に定めることができるとされています。 

 「みなす課税」が土地区画整理法に基づいて仮換地の指定を受けた土地を対

象としていることを考えれば、地方税法に規定する「使用し、又は収益できる

こととなった日」は、土地区画整理法に基づく使用収益開始日であると解釈す

ることが合理的です。 

 しかし、平成２６年度当時の課税課においては、この地方税法と土地区画整

理法の関連について正しく認識していませんでした。 

 また、固定資産の評価にあたっては、賦課期日である１月１日現在の現況に

より評価するという現況主義の原則があり、この原則が課税課職員の固定観念

としてありました。 

 そのため、「みなす課税」の適用日の解釈にあたっては、平成２６年４月以

前は「使用収益の開始通知を一つの根拠」としていましたが、その後、平成２

６年１２月末までに工事が完了し、土地の使用収益が可能な状態になる見込み

であったことから、「みなす課税」に現況主義の原則を適用し、現況により使

用収益の開始を判断することもできると考えました。これにより「みなす課税」

の根拠法令の「使用し、又は収益できることとなった日」を土地区画整理法に

基づく使用収益開始日と判断すべきところ、「現地が使用し又は収益すること

が可能となっているかを客観的な判断で評価し、賦課する」という解釈を行っ

てしまったものです。 

 

 (2) 担当部署における根拠法令の精査不足 

   本市では、「みなす課税」を過去２０年の間に２度実施しており、その当時

は、施行者以外の者が仮使用又は使用収益を開始したことを「みなす課税」の

適用要件としていました（代宿土地区画整理事業：平成１３年度から実施、袖

ケ浦駅前土地区画整理事業：平成１４年度から実施）。 
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 しかし、平成２６年度当時の課税課においては、袖ケ浦駅海側地区の「みな

す課税」の実施にあたり、過去の事例を確認したものの、「みなす課税」の適

用要件を十分に精査することがなく、根拠法令の解釈に活かしませんでした。 

 そのほか、根拠法令の解釈にあたり、他市における「みなす課税」の事例の

参照や国・県等への照会も行いませんでした。このように、課税課内で十分な

精査を行わず、市独自の判断をしたものです。 

 また、「みなす課税」の実施にあたっては、市長、副市長を交えた打合せ会

議の前に、企画財政部内の関係部課長による打合せを行っており、この中では、

「使用収益の開始通知を一つの根拠」という考え方がありながら、根拠法令の

十分な精査を行わずに、「現況により使用収益の開始を判断する」という解釈

を結論としました。これが、組織としての意思決定につながっていったもので

す。 

 

 (3) 組織としての法令確認・チェックの不足 

   平成２６年７月２８日に行われた袖ケ浦駅海側地区の課税に関する打合せ会

議は、組合から駅側工区の仮換地の使用収益の開始が平成２７年１月になると

伝えられたことから、「みなす課税」の実施について協議するために、市長、

副市長をはじめ企画財政部、都市建設部を交えて打合せを行ったものです。こ

の会議において、駅側工区は、平成２６年１２月末までに宅地の造成工事や道

路・公共下水道等の工事が完了し、現況において使用収益が可能な状態となる

見込みであったことから、平成２７年度の課税分から仮換地の土地に対して

「みなす課税」を適用する方針としました。 

 しかし、この会議においては、課税課から「みなす課税」の根拠法令の解釈

について十分な説明が行われず、また、会議の出席者からも確認が行われませ

んでした。 

 そのほか、企画財政部からは、使用収益の開始通知は一つの根拠としている

のであって、現況により使用収益が可能な区域について「みなす課税」を行う

という見解が示されましたが、「みなす課税」を適用できる日の解釈について

国・県等へ確認するなどの検討を行わずに結論を出しました。組織として根拠

法令の確認を徹底するという意識が希薄であり、法令確認のチェック体制が機

能していませんでした。 

 また、本市においては、市行政の最高方針、重要施策等を審議するとともに、

各部局間の総合調整及び主要課題の報告を行うための会議体として「政策調整

会議」及び「政策会議」（以下「政策会議等」という。）を設置していますが、

袖ケ浦駅海側地区の「みなす課税」の実施については、平成２６年７月２８日

に打合せ会議を開催しただけで、政策会議等に付議していませんでした。 
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 そのため、多数の職員によるチェック、異なる視点からのチェックが行われ

ず、現況により使用収益の開始を判断して「みなす課税」を行うことを市の方

針としたものです。 

 

 (4) 課税事務の点検の未実施 

   平成２６年９月１６日付けで総務省から「固定資産税の課税事務に対する納

税者の信頼確保について」という文書が発せられており、課税誤りの原因と防

止策について示したうえで各市町村において適正な課税事務に取り組むよう求

めています。この中では、本件と類似する「土地区画整理事業の仮使用地の使

用開始前に使用者に課税」という「みなす課税」の事例が示されていました。 

 しかし、当時の課税課においては、平成２６年９月１７日付けで文書を収受

し、課内で文書を供覧しただけで、文書の中で示されている事例について該当

がないか確認するなどの対応を行いませんでした。 

 そのため、根拠法令の解釈を再検証する機会を逃し、正しい解釈に至らない

まま「みなす課税」が行われる結果となり、課税誤りが発生したものです。 
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４ 再発防止策 

  今回の課税誤りの原因の検証を踏まえ、今後の再発防止に向けた取組を次のと

おりまとめました。 

 

 (1) 専門知識のさらなる習得・人材の育成 

   固定資産税等の課税事務に関する専門知識のさらなる習得を図るため、職員

の経験年数に応じて、市町村アカデミー、千葉県自治研修センター、資産評価

システム研究センターなどが実施する専門研修に、今後はより積極的に参加で

きる環境を整えます。 

 さらに、研修成果を共有するため、研修の受講者が講師となって職場内で研

修を行うなど、課・班内研修の開催や職場内訓練の実施により、専門知識の共

有と職員全体のレベルアップを進め、課内のチェック体制の強化を図ります。 

 また、人事配置にあたっては、組織力の低下を招かないように経験者の再配

置などに配慮するとともに、今後は、職員が自らの適性を活かし、能力を最大

限に発揮できるよう専任職の道も選択できる複線型人事制度の導入に向けて取

り組みます。 

 

 (2) 担当部署における根拠法令の確認の徹底 

   根拠法令の解釈にあたっては、独自の解釈とならないように本市の過去の事

例だけでなく、他市の事例を参照するとともに、国・県等への照会を行ったう

えで、課内・部内で十分に検討を行うことを徹底します。 

 また、弁護士への相談体制を充実し、法令確認の強化を図ります。 

 

 (3) 組織としての法令確認・チェックの徹底 

   固定資産税等の課税は、法律や条例に基づくものであり、打合せ会議等にお

いては、根拠法令の確認を徹底します。 

 また、今回のみなす課税のような特例的な課税の実施や、税条例の改正など

の重要な事案については、政策会議等へ必ず付議し、庁内での意見調整を図っ

たうえで意思決定を行うという手順を徹底し、意思決定過程の透明性を高めま

す。 

 特に、政策会議等や打合せ会議等の主宰者及び管理職は、根拠法令や出席者

の意見等を慎重に判断したうえで結論を出すことを徹底します。 

 そのほか、課税事務にあたり最終的な意思決定の際の稟議書には、根拠法令、

参考資料等を必ず添付し、組織としてチェックすることを徹底します。 
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 (4) 課税事務の総点検の実施 

   他市町村の課税誤りの事例等について、平成２６年９月１６日付けで総務省

から発せられた「固定資産税の課税事務に対する納税者の信頼確保について」

という文書の中に示されていますので、それらの事例について、該当がないか

どうか確認・検証を行います。 

 また、固定資産税等の課税事務にあたっては、個々の過程において根拠法令

や基準等がありますので、今後事務を進めていくときに一つ一つ根拠法令等を

改めて確認することによって、課税事務全体の点検を行っていきます。この点

検にあたっては、担当者だけで確認するのではなく、複数の職員でチェックす

ることを徹底します。特に、来年度課税に向けた個々の事務については、改め

て根拠法令の確認を徹底しているところです。 

 

 (5) 全庁的な取組 

   これらの再発防止策の取組のうち、各事務において根拠法令の確認を徹底す

ることや意思決定過程の透明性を高めることなどは、課税部門だけでなく、全

庁的に取り組む必要があるため、庁内に徹底してまいります。 

 

５ まとめ 

  課税事務は、市の様々な業務の中でも基幹的業務であり、その事務の遂行にあ

たっては法令を根拠とし、正確性、公平性が強く求められます。また、納税者の

皆様へ税を賦課徴収するための課税権の行使という重い責務があります。 

 このような課税事務の重要性を再認識し、これらの再発防止策については直ち

に取組を進め、定期的に実施状況の確認を行いながら着実に実行し、適正な課税

に努めてまいります。 

 そして、市長をはじめ職員一人一人が、市民の声を真摯に受け止め、「市民の

負託に応え適正に公務を遂行する」という公務員の原点を忘れることなく、真に

市民の皆様から信頼される市政の実現を目指してまいります。 

 


