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ICTが急速に進展する中、これまで、eLTAX等を活用した全国統一的な申告・

納税のオンライン化などの地方税務手続の電子化が進められてきた。しかし

ながら、現状においては、書面での手続が継続しているものも多く、課税側・

納税側双方に様々な手続負担が残っている。 

申告・納税のオンライン化や収納手段の多様化を図ることは、納税者や特別

徴収義務者の利便性が向上するとともに、課税当局における業務効率化・省力

化につながる。国税・地方税間のデータ連携を進めることにより、国・地方に

対する提出の重複が削減され、納税者等の負担軽減、適正・公正な税務行政執

行に資する。また、地方税務手続の電子化は、結果的に地方団体ごとに異なる

税務手続の標準化を進めることになり、社会的なコストの低減につながる。こ

うしたことから、これまでも地方団体の実情に配慮しつつ、国及び地方団体が

協力しながら、地方税務手続の電子化を積極的に進めてきた。新型コロナウイ

ルス感染症の発生により、行政手続においても非対面などの「新しい生活様式」

に対応する必要性が増しており、さらにスピード感を持って、取組を進めてい

く必要がある。 

こうした考えの下、本検討会においては、当面進めるべきと考えられる次の

電子化施策について検討を行った。 

 

１． 地方税共通納税システムの対象税目の更なる拡大 

(1) 地方税共通納税システムの現状等 

地方税共通納税システムは、昨年 10月に eLTAXの機能の一つとして

導入された。電子納税の前提となる電子申告等を eLTAX により対応し

ていた税目のうち、実務上対応が可能な税目を当面の対象として稼働

した。具体的には、法人事業税・住民税、個人住民税（給与所得・退職

所得に係る特別徴収）、事業所税を対象税目としており、稼働から本年

９月までの１年間で、実績として、納付件数（納税者の口座から引き落

とされた件数）は約 40 万件、払込件数（eLTAX から地方団体への払込

み件数）は約 156 万件、納付金額は約 8,400 億円となっている。これ
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は、導入初年度において、従来であれば紙の納付書を用いて納付されて

いた約 156 万件、約 8,400 億円が、電子納付に移行するとともに、そ

の納付が納税者等から見れば約 40万件にまとめて行えるようになった

ことを示している。 

地方税共通納税システムをはじめとする eLTAX の利用は納税者等の

メリットが大きい上に、地方団体や指定金融機関等における業務効率

化・省力化の効果が、利用が促進されるにつれて高まる。このため、地

方税共通納税システムの機能拡大等による更なる利便性の向上が求め

られる。 

昨年度の本検討会のとりまとめにおいては、金融所得課税である個

人住民税の利子割・配当割・株式等譲渡所得割について、eLTAXを用

いた申告及び納税を可能な限り早期に実現するべきであると提言し

た。これを受け、令和２年度税制改正において、令和３年 10月以後

に特別徴収義務者が行う利子割、配当割及び株式等譲渡所得割の申告

及び納税について、地方税共通納税システムを通じて行うことができ

ることとされ、現在、地方税共同機構及び都道府県等において準備が

進められている。 

併せて、同とりまとめにおいては、固定資産税や自動車税といった

賦課税目を念頭に対象税目の更なる拡大の検討を進めていく必要があ

り、具体的には、実務者での検討の場を設け、実務上の課題も含めて

より詳細な検討を行うこととされた。その後、本年３月から４回にわ

たり実務者による検討が行われた。 

 

(2) 賦課税目への対象税目の拡大 
固定資産税や自動車税（種別割）といった賦課税目は、地方団体が賦

課決定をした上で、納税通知書を納税者に送付し、その納税通知書の情

報に基づいて納税する仕組みである。課税の前段階で申告等により納

税者等から必要な情報が送られ、その申告等の手続が既に eLTAX の対

象となっているこれまでの対象税目とは仕組みが異なる。 
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これらの賦課税目の仕組みを踏まえた上で、実務者による検討の場

においては、まずは、早期に納税の電子化を実現する観点及び主として

法人のニーズに対応する観点から、納税者の希望に応じて、地方団体が

納付書情報を当該納税者の eLTAX アカウントにアップロードする方策

について、検討が進められた。実務者による検討の結果を踏まえると、

今後、次のとおり進めるべきと考える。 

対象税目については、経済団体からの要望内容や、新型コロナウイル

ス感染症の発生により行政手続のデジタル化を求める声が高まってい

ること、地方団体におけるシステム改修費の観点からは複数税目を同

時に改修した方が効率的であることから、固定資産税・都市計画税、自

動車税（種別割）及び軽自動車税（種別割）を対象に含めることとすべ

きである。 

対象とする納税者の範囲については、ニーズが強いと考えられる法

人を対象とすることはもちろんであるが、新たに対象とする４税目に

ついては、個人の納税者も多い。償却資産申告を行う個人事業主のニー

ズがあると考えられることや、全ての地方団体において電子的な納税

手段を備えることにもなることから、個人の納税者についても対象に

すべきである。これにより、特に遠隔地に居住し納付手段が限定されて

いる納税者において利便性が高まると考えられる。 

対象税目拡大のスケジュールについては、できる限り早期の実現を

目指す観点から、令和５年度課税分から導入する方向で準備を進める

べきである。ただし、これに関しては、十分な準備の期間を確保できる

か不安視する声や国で別途検討が進められているシステム標準化の実

施時期や自団体のシステム更新予定時期などを踏まえて、導入時期を

探ってはどうかとの意見があったため、そうした意見に丁寧に対応す

る必要がある。 

 

(3) 今後の検討課題 
対象税目を拡大するに当たっては、本検討会としては、納税者から一
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度アップロード希望を受けた案件（同一の固定資産や自動車など）につ

いては、翌年度以降も納税者の新たな操作を要せずに、納付書情報がア

ップロードされる仕組みとすることが不可欠と考える。この点も含め

て、対象税目拡大の実現に向けては、実務的・技術的な検討課題が残っ

ている。例えば、納税通知書や納付書が別葉となっている案件の情報に

ついて、どのような単位でアップロード希望や送信を行うか、案件特定

キーを何にするか、案件特定キーの誤入力等による誤アップロードを

どのように防止するか、などである。 

令和５年度課税分からの対象税目拡大を実現するためには、こうし

た残された課題の検討及び仕様書策定等の作業を早急に進め、地方団

体におけるシステム改修期間も確保した上で、円滑にサービスが開始

できるようにする必要がある。 

また、eLTAXにおける典型的なニーズとして、主に法人がまとめて納

付することを想定して検討を進めてきた経緯がある。他方で、地方税に

おける全国統一的なキャッシュレス化の要請が個人の納税者において

も高まっていること等から、紙の納付書にＱＲコードを付す案につい

ても、できる限り早期に成案が得られるよう、並行して引き続き検討し

ていくべきである。 

 

２． 特別徴収税額通知の電子的送付 

特別徴収税額通知（納税義務者用）については、特別徴収義務者の利便

性の向上の観点から、eLTAX を経由して電子的に通知する仕組みを導入す

べきである。課税主体である市区町村、eLTAX、さらには特別徴収義務者で

もシステム等の準備が必要となるが、関係者間で最大限に迅速な準備を行

い、具体的には、令和６年度課税分の給与支払報告書から、特別徴収義務

者の電子的送付の希望に応じられる仕組みを構築すべきである。 

なお、特別徴収税額通知（納税義務者用）については、通知内容の秘匿

性への配慮の観点から、圧着等の処理により現状の書面による通知を行っ

ている市区町村も一定数存在することを踏まえると、電子的送付に当たっ
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ては、通知データにパスワードを付与する等の措置を講ずるべきである。

このため、納税義務者用の電子的送付については、個々の納税義務者に電

子的に送付することができる体制を有する特別徴収義務者が対象となる

と考える。 

また、市区町村のシステム改修を合理的なものとする観点から、市区町

村から eLTAXに対しては、一連の通知データを一つのファイルにまとめて

送付し、eLTAX 側で市区町村から送られた個々の納税義務者向けの通知デ

ータを特別徴収義務者単位にとりまとめる方式での導入が望ましい。 

さらに、特別徴収税額通知（納税義務者用）が処分性の高い通知である

ことを踏まえると、人名・地名に含まれる文字については、可能な限り住

民基本台帳に記載されている文字で通知することが望ましい。一方で、シ

ステムの合理化の観点からは、市区町村から eLTAXに対して送付するデー

タについては、市区町村が紙の通知書を印刷する際に用いている独自の外

字を用いることは望ましくなく、各市区町村から統一的な文字コードを用

いて送付するべきである。この点、日本で氏名として用いられている文字

や漢字を最大限に取り込んだ統一文字基盤である IPAmj明朝文字を用いて

eLTAXにデータ送信することとすべきである。 

また、特別徴収義務者の利便性の向上の観点から、特別徴収税額通知の

電子的送付については、納税義務者用・特別徴収義務者用とも、特別徴収

義務者から希望があった場合には、市区町村は電子的送付に対応すること

が不可欠であり、その意味での市区町村への義務付けが必要である。なお、

市区町村への義務付けに際しては、事務の統一化の観点から、現在、特別

徴収税額通知（特別徴収義務者用）について選択的サービスとして行われ

ている「電子データの副本送付」（電子署名のないデータの送付）について

は、終了することとし、電子署名の付された正本通知の電子的な送付とし

て、実施すべきである。 

 

３． 軽自動車税関係手続等の電子化 

登録車については、登録車 OSS（ワンストップサービス）等の利用によ
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り既に 44 都道府県において、車検や登録の申請と併せて、自動車税環境

性能割等の申告・納税等を電子的に行うことが可能となっている。早期に

全都道府県での導入を実現するとともに、関係省庁と連携し、利用率の向

上を図るべきである。 

また、軽自動車についても、令和元年５月から、軽自動車 OSSにより継

続検査に係る手続を電子的に行うことが可能となっているが、地方税関係

手続には、まだ対応していない。軽自動車税環境性能割の申告・納税等の

電子化についても、軽自動車 OSSの新規検査手続等への拡大に係る関係省

庁の検討状況や関係機関におけるシステム改修時期等を踏まえ、可能な限

り早期に実現するべきである。具体的には、国の関係システムの更改が予

定されている令和５年１月に、全団体一斉に軽自動車税関係手続の電子化

に対応することが最も効率的であり、かつ、納税者の利便性の向上に資す

ると考えられるため、その時点での実現に向けて、取組を進めるべきであ

る。 

 

４． スマートフォン決済アプリによる納税の現状と課題 

新型コロナウイルス感染症対策の一環で、非対面納付について、充実、

強化する必要があると考えている地方団体が多い。また、政府全体として

も収納のデジタル化を進める機運が高まっている中、スマートフォン決済

アプリによる納税（スマホ納税）を導入している地方団体が急増している。 

スマホ納税のアプリを提供する会社は急速に増加しており、顧客を獲得

するための競争が激しくなっている。また、プリペイド型だけではなく、

ポストペイ型の決済サービスも広がってきている。 

スマホ納税を導入するための法的制度としては、私人委託制度（地方自

治法施行令第 158条の２）や指定代理納付制度（地方自治法第 231条の２）

があるが、これらの制度は典型的にはコンビニ納付やクレジットカード納

付を想定したものである。このため、地方団体においては現下の決済手段

の急速な多様化に留意しつつ運用を工夫する必要があり、事業者の選択や

協議に、時間的、人的コストが発生している状況である。また、制度によ
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って、納税者の位置づけも異なったものとなっている。 

他方、国税においては、コンビニ納付もクレジットカード納付も、納税

者からの納付の委託を受ける法的構成となっている。 

こうした状況を踏まえ、スマホ納税がより広く円滑に導入できるよう法

制面での整理についても検討する必要がある。 

 

５． 地方税務システムの標準化 

地方税に関しては、各地方団体が事務処理を進めていく中で、税務手続

や税務システムに地方団体間のバラつきが生じている。経済活動が広域化

する中で、納税者から手続やフォーマット等の統一化・標準化が求められ

るとともに、地方団体にとっても、個別に開発してきた税務システムの管

理運営や更改に係る事務的・財政的な負担をどのように軽減できるかが課

題となっている。そのような課題を踏まえ、システム標準化を進めること

で、より効率的な行政を実現することが必要である。 

地方税務システムについては、毎年度の税制改正に対応する必要がある

ことに加え、地方税共通納税システムの対象税目の拡大や特別徴収税額通

知の電子化といった新たな取組を全国統一的にスピーディに実現する必

要があることなどに留意しつつ、標準化を進める必要がある。 

現在、税務システム等標準化検討会において、個人住民税、法人住民税、

固定資産税、軽自動車税及び収滞納管理の各業務に係るシステムの標準仕

様書の作成が進められている。既存の制度を前提とした機能要件や帳票要

件の標準化を進めることは当然であるが、手続の電子化をはじめ、今後、

全ての地方団体が標準的に実施することが想定される事務については、標

準仕様書に盛り込み、実効性や統一性を保ちながら、標準化を推進してい

くべきである。 

同検討会においては、人口規模の異なる地方団体の職員を検討会構成員

としているほか、全市区町村への意見照会を実施するなど、地方団体の意

見を踏まえた標準仕様書の作成に努めている。引き続き、地方団体の意見

を丁寧に聴きながら検討を進めていくべきである。 
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地方税においては、eLTAX が導入され、対象サービスが順次拡大されて

きたことは、納税者と課税団体の間の手続の一元化、データ形式・フォー

マット等の統一化や、eLTAX と接続する地方団体の税務システムの実質的

な標準化に大きな役割を果たしている。標準仕様書の作成・活用を通じた

システム標準化を進めると同時に、今後とも、eLTAX の機能の拡充や活用

の拡大を図ることにより、全国統一的な税務手続の電子化を推進していく

ことも求められる。 

 

本検討会では、当面の課題への対応方針について、上記のとおり検討を行っ

てきた。デジタル手続法の趣旨や納税側・課税側双方のニーズを踏まえれば、

それら以外にも、地方税に関する手続について、電子化の推進を図っていくべ

きものは多くある。 

これまで、地方税務手続の電子化については、まず申告をその対象として取

組を進めてきた。地方法人二税については、その利用率は７割を超えている。

大規模な法人については、電子申告の義務化も行われており、今後は、義務化

の対象範囲の拡大も含め、引き続き電子申告の利用率の向上に向けた取組を

着実に進めるべきである。 

納税に関しては、昨年 10月の地方税共通納税システムの稼働により、一部

の税目について電子納税が実現している。更なる対象税目の拡大が求められ

ており、昨年度、本年度と本検討会において、税目拡大について提言してきた。

新型コロナウイルス感染症の発生により、行政手続においても非対面などの

「新しい生活様式」が求められていることを踏まえ、固定資産税等への対象税

目の拡大についてスピード感を持って実現に努める必要がある。そして、将来

的には、他の税目をより広く対象とすることも検討する必要がある。また、地

方税共通納税システムをはじめとする eLTAX の利用は納税者等のメリットが

大きい上に、利用が促進されるにつれて、地方団体や指定金融機関等における

業務効率化・省力化の効果も上がることを踏まえ、今後も地方税共通納税シス

テムの利用率の向上にも積極的に取り組む必要がある。 

地方団体から納税者等に向けての通知については、特別徴収義務者からの
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ニーズ等を踏まえ、上述の特別徴収税額通知を対象に、関係者の協力を得て検

討が進められてきており、令和６年度から着実に実施する必要がある。地方税

においては、賦課税目が多いという性質上、多くの通知があり、現状において

は、書面での手続が継続しているものも多い。その電子化についても、今後、

マイナンバーカード・マイナポータルの普及拡大と並行して、本格的に検討を

行っていく必要がある。 

このように、地方税務手続の電子化について取り組むべき課題は多岐にわ

たるが、今後も、関係者間で精力的に検討していく必要がある。 
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