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申告・納付のオンライン化や納付手段の多様化を図ることは、納税者や特別

徴収義務者（以下「納税者等」という。）の利便性の向上に資するとともに、

課税当局や収納受付機関における業務効率化・省力化につながる。また、国税・

地方税間のデータ連携を進めることにより、国及び地方団体に対する重複提

出が不要となるとともに、適正・公正な税務行政執行に資する。さらに、全国

統一的な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となり、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、国及び地方団体は協力しな

がら、全国統一的な地方税務手続の電子化を積極的に進めてきた。 

平成 22年（2010年）には全ての地方団体が eLTAXに接続した。その後、そ

の対象手続を順次追加しながら、機能改善を図ることで、eLTAXの利用が年々

拡大しており、地方税務手続の電子化について一定の進展が見られる。令和元

年度（2019 年度）には地方税共同機構が設立されており、引き続き、地方団

体が共同して運営する法人としてその推進に大きな役割が期待される。 

一方で、書面・対面でのみ行われている手続や、eLTAXの利用率が低位にと

どまっている手続も、依然として存在する。情報通信技術を活用した行政の推

進等に関する法律（平成 14年法律第 151号。以下「デジタル手続法」という。）

の趣旨を踏まえ、地方税務手続について、引き続き、電子化の推進を図るべき

である。その際には、納税者側・課税当局側双方のニーズ、地方団体における

実務への影響、基幹税務システムの標準化の動き等を踏まえ、最も効果的な方

策を検討することが必要である。 

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地方

税関係の電子化施策に関し、①申告・申請手続、②納付手続、③処分通知等及

び④他機関との情報連携について検討を行った。 

 

１．申告・申請手続のオンライン化 

（１）対象手続の拡大 

eLTAXを通じた申告・申請手続については、オンライン化のニーズが高
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い手続から順次、対象手続を拡大してきた。これまでのところ、地方法人

二税の申告や個人住民税の給与支払報告書の提出など、主として法人が

行う手続が中心となっている。 

新型コロナウイルスの感染拡大等により、税務手続のみならず、行政手

続のデジタル化に対するニーズが高まっている。「デジタルファースト」

の原則を踏まえ、地方税の申告・申請手続についても、eLTAXを利用可能

な手続の更なる拡大が求められる。 

地方税については、法人、個人の別に関わらず、納税者等にとって複数

の地方団体とのやり取りが存在する。このため、納税者等が地方団体に対

して行う全ての申告・申請手続について、全国統一的にオンライン化する

ことが望ましい。現在、個々の地方団体においても、行政手続のデジタル

化の一環として、独自に申告・申請手続のオンライン化を進める動きもあ

る。地方税務手続のオンライン化を全国統一的に進めるのであれば、各地

方団体における二重投資を回避するためにも、可能な限り早期に、その実

現に向けた道筋を明らかにすることが重要である。 

eLTAXを通じた申告・申請の対象手続については、現在、地方税法令に

おいて個別に列挙されている。今後はさらに、実務的な準備が整ったもの

から順次、eLTAXを利用できるよう、速やかに制度改正すべきである。 

その上で、全ての申告・申請手続について、オンライン化の実施方策を

検討していくべきである。具体的には、「行政手続等の棚卸結果等」1に列

挙されている地方税の申告・申請手続を中心に、各手続に係る実務の実態

を踏まえ、オンライン化の方式や実施時期について詳細に検討していく

ことが求められる。納税者等や地方団体の意見を聞きながら、申告・申請

の反復性の有無・頻度、送られてきたデータを基幹税務システムに直接反

映する必要性等を踏まえ、手続ごとの対応方針を具体的に検討する。また、

政府全体の行政手続デジタル化の動きと歩調を合わせ、遅くとも令和７

年（2025年）末までに実現することを目指す。 

                        
1 デジタル手続法に基づき、各府省が所管する法令において規定されている行政手

続に係るオンライン化の状況等について調査結果を取りまとめたもの。 
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申告・申請手続の中でも特に、例えばゴルフ場利用税、軽油引取税、地

方たばこ税、入湯税など申告と納付・納入が一体となっている申告税目に

ついては、eLTAXによる申告手続のオンライン化を実現することで、その

後に続く納付・納入手続も電子的に行うことが可能となる。 

また、個人住民税については、一定の公的年金等受給者等が、所得税の

確定申告等によらず住民税申告を行っている場合がある。さらに、地方団

体において独自に申告手続をオンライン化する動きもある。このほか、特

別徴収分について、既に eLTAXを活用している。 

このため、これらの申告手続については、特に優先してオンライン化の

検討を進めていくべきである。 

 

（２）eLTAX利用率の更なる引上げに向けた取組 

申告・申請手続のオンライン化については、一定の広がりを見せている。

令和２年度（2020 年度）において、法人道府県民税・事業税の申告に係

る eLTAX 利用率は 77.2％、個人住民税の給与支払報告書の提出に係る同

利用率は 57.2％となっている。 

eLTAX については、これまでも納税者等の利便性の向上のため、順次、

機能追加や機能改善を行ってきた。利用率の更なる引上げに向け、給与支

払報告書のクラウド提出への対応の検討など、引き続き、ユーザーの意見

を踏まえた機能改善に努めるべきである。今後は、法人のみならず個人の

納税者の利用が増加することを考えると、e-Taxとのユーザーインターフ

ェースの統一やマイナポータルとの連携、eLTAX利用可能時間の拡大等に

ついても検討が必要である。 

また、既に地方法人二税の申告及び個人住民税の給与支払報告書の提

出に際しては、電子申告・提出が一部義務化されている。電子申告・提出

の義務化は、当該対象手続はもとよりその関連手続における eLTAX 利用

率の向上にもつながり、社会全体の行政手続コストの削減が期待される。

国税における今後の検討状況も注視しながら、電子申告・提出の義務化の

対象範囲の拡大を引き続き検討すべきである。その際には、諸外国の例も
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参考にしつつ、納税者等の意見を十分に聞きながら進めていくことが必

要である。 

 

２．納付手続のオンライン化 

（１）地方税共通納税システムの対象税目の拡大 

令和元年（2019 年）10 月に地方税共通納税システムが稼働し、eLTAX

を通じた電子納付が可能となった。稼働当初は、電子納付の前提となる電

子申告・提出を、eLTAXにより対応していた税目のうち実務上対応が可能

な税目として、法人住民税・事業税、個人住民税（給与所得・退職所得に

係る特別徴収）、事業所税を対象にスタートした。その後、本検討会の提

言を踏まえ、令和３年（2021年）10月からは個人住民税の利子割・配当

割・株式等譲渡所得割が対象に追加された。さらに、令和５年（2023年）

４月からは固定資産税、都市計画税、自動車税種別割及び軽自動車税種別

割が追加される予定である。 

固定資産税等の４税目については、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、その情報に基づいて納税する仕組みである。

賦課税目での eLTAX を通じた電子納付の実現については、過去２か年の

本検討会での中心的な検討課題であった。本検討会及び実務者による検

討の成果により、現在、①地方団体が納付書情報を eLTAX にアップロー

ドする方策及び②紙の納付書にＱＲコードを付す方策の双方について、

令和５年度(2023 年度)からの実現に向けて、関係機関が準備を進めてい

る。 

特に、ＱＲコードの活用については、令和３年（2021 年）４月に設置

された「地方税におけるＱＲコード規格に係る検討会」（事務局：全国銀

行協会及び総務省）において、全地方団体が使用する統一規格が定められ

た。また、納付情報の伝送等の仕組みの構築についても目途がつきつつあ

る。 

さらに同様の方法による納付は、固定資産税等の４税目に限らず、確定

税額を納税者に告知する他の税目においても可能とし得る。地方税共通

-4-



 

 

 

納税システムの対象税目を法令に列挙された特定の税目から全税目に拡

大する eLTAX 側の準備が整うことから、地方団体の判断によって、全て

の税目について地方税統一ＱＲコード等を活用して eLTAX を通じた納付

ができるよう、制度上、対応すべきである。 

納税者の利便性の向上や地方団体・金融機関双方の事務負担軽減のた

め、地方団体は、固定資産税等の４税目における地方税統一ＱＲコード活

用に向けたシステム改修等の準備を着実に進め、できる限り多くの地方

税において活用していただきたい。また、金融機関は、地方税統一ＱＲコ

ードを活用した収納への対応準備を着実に進めていただきたい。本件に

ついては、全地方団体と全金融機関が足並みを揃えて対応することが重

要である。 

 

（２）eLTAXを通じた納付の利用拡大に向けた取組 

eLTAXを通じた納付は、順次拡大している。地方税共通納税システムが

稼働を開始した令和元年（2019年）10月から令和２年（2020年）９月ま

での１年間の納付額は約 8,400億円だった。これが、令和２年（2020年）

10月から令和３年（2021年）９月までに、約２兆円と１年間で約 2.5倍

にまで増加した。また、納付件数（納税者の口座から引き落とされた件数）

についても約 40 万件から約 111 万件（約 2.8 倍）に、払込件数（eLTAX

から地方団体への払込み件数）についても約 159万件から約 533万件（約

3.4倍）と拡大している。従来であれば紙の納付書が用いられていたはず

の約 533 万件、約２兆円が電子納付に移行し、約 111 万件にまとめて納

付されたのである。 

今後とも、セキュリティ対策を万全に講じた上で、地方団体や経済団体、

金融機関等の関係者が連携して、eLTAXを通じた納付のメリットを分かり

やすく説明し、更なる利用拡大に努めていく必要がある。 

さらに、地方税法に基づいて、地方団体は地方税共同機構に eLTAX を

利用した地方税の収納事務を行わせることができ、その事務の一部を地

方税共同機構は金融機関に委託できる。この仕組みに基づいて、インター
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ネットバンキング等の金融機関を経由した納付手段が、eLTAXにおいて用

いられている。 

令和５年度（2023年度）からは、eLTAXを通じた納付の対象に固定資産

税等の４税目が追加される。そして、このほかに、本検討会は、（１）で

述べたとおり対象税目を全税目に拡大することを提言した。従来の対象

税目は、主として法人が納付するものだったが、今後は、法人のみならず

個人の納税者の利用も多く見込まれる。 

このため、個人の納税者が利用しやすい環境整備を図ることが求めら

れている。その一環として、eLTAXにおいても、一部の地方団体が既に導

入しているスマートフォン決済アプリやクレジットカード等による納付

を可能とすることが考えられる。 

さしあたって令和４年度税制改正においては、地方自治法に創設され

た指定納付受託者制度を参考に、地方税共同機構が指定する者を経由し

て、納税者が納付できる制度改正を速やかに行い、その実務的な準備を進

めるべきである。また、こうした納付手続の利便性向上策は、eLTAXによ

る申告手続の利便性向上策(マイナポータルとの連携等)と併せて検討を

進めるべきである。 

 

３．処分通知等のオンライン化 

地方団体から納税者等に対して行う処分通知等のうち、個人住民税の特

別徴収税額通知（特別徴収義務者用）については、既に eLTAXでの送信・

受取が可能である。また、特別徴収税額通知（納税義務者用）についても、

令和６年度（2024年度）課税分から電子的な送信・受取を可能とする令和

３年度税制改正が行われ、現在、実務的な準備が進められている。しかし、

納税通知書を始めとしたその他の処分通知等については、従前どおり書面

による送付のみが行われている。 

これに対して、他の行政分野では、例えば国税においては、e-Taxを通

じて、納税者からの希望に応じて処分通知等を電子的に送付する仕組みが

構築されている。個人については、マイナポータルからシングル・サイン
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オンにより e-Taxにログインすることが可能である。また、国民年金及び

厚生年金保険においても、利用者からの希望に応じて、法人を対象とする

ものについては e-Govに、個人を対象とするものについてはマイナポータ

ルの「お知らせ」機能に送付することが検討されている。 

地方税については、申告・申請手続及び納付手続のオンライン化に一定

の進展が見られている。また、今後は、処分通知等の電子的送付について

も、他分野における先行事例や検討状況を踏まえ、適切な実現方策を制度

面・実務面双方から検討していく時期にきていると考えられる。この際、

対象とする処分通知等や通知先、到達の効力、電子的送付に係る希望の取

扱い、後続手続での通知情報の活用など、検討すべき論点は多岐にわたる。

このため、来年度以降の本検討会における検討に資するよう、まずは、本

検討会の下で実務者による検討を進めたい。 

 

４．オンラインを活用した他機関との情報連携等 

平成 23年度（2011年度）以降、国税・地方税当局間で情報連携の仕組

みを構築し、所得税・法人税申告書や法定調書等の情報について、その対

象となる情報の拡大を図りつつ、連携を実施してきた。これにより、納税

者にとっては、申告すべきデータ等の重複提出の負担が軽減され、国税・

地方税当局にとっては、相互の照会・回答業務に係る負担が軽減されてい

る。 

eLTAXは、国税情報システムの更改時期と合わせて、令和８年度（2026

年度）に次期更改を行うこととされている。また、政府においては、地方

団体情報システムの標準化の取組を進めており、地方税（個人住民税、法

人住民税、固定資産税及び軽自動車税）についても、国が標準化基準を作

成し、令和７年度（2025 年度）末までに全市町村が標準準拠システムに

移行することとされている。eLTAX及び国税情報システムの刷新・改修や、

地方団体の基幹税務システムの標準化の取組を踏まえつつ、納税者の情

報の取扱いに係る透明性確保にも留意しながら、国税との連携を始め他

機関との連携対象情報の範囲をさらに拡大すべきである。その一環とし
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て、二輪車の軽自動車税について所有者が他市町村に引っ越しした場合

等における税申告の簡素化や、相続税の課税のために行っている市町村

から税務署への死亡届の情報及び死亡者の所有固定資産情報の通知のオ

ンライン化を検討すべきである。 
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参 考 資 料

申告・申請手続のオンライン化に係る対応方針

＜基本的な考え方＞
○ 納税者が地方団体に対して行う全ての申告・申請手続について、オンライン化を行う。

○ 地方団体においても、独自の申告・申請手続のオンライン化が検討・実施されている現状を踏まえ、
全国統一的なオンライン化について、その速やかな実現に向けた道筋を明らかにする。

＜具体的な対応方針＞
○ 「行政手続等の棚卸結果等（令和２年度調査）」 に列挙されている手続について、以下の視点から
分類を行い、オンライン化を進めるべきである。

１．申告・申請項目の入力フォーマットを作り込むもの（専用画面での入力＋添付資料の送信）

・ 納税者による申告・申請の反復性が、高いと考えられるもの

・ 多くの地方団体において、送られてきたデータを基幹税務システムに対し、直接反映する必要性が高い
と考えられるもの
例： 個人住民税の申告、地方たばこ税の申告、ゴルフ場利用税の申告、軽油引取税の申告

対象

対象

２. 添付資料の送信のみで対応するもの

実装時期 令和７年末までの出来るだけ早い時期
（eLTAXの次期更改を令和８年度に予定していることを踏まえ、令和６年度末までを基本とする。）

実装時期

・ 納税者による申告・申請の反復性が、低いと考えられるもの

・ 多くの地方団体において、送られてきたデータを基幹税務システムに対し、直接反映する必要性が低い
と考えられるもの
例： 災害等による期限の延長の申請、地方税の予納の申出、納税管理人の申告・申請

対象

３. eLTAX以外でのオンライン化を検討するもの

他省庁と連携して検討するもの、民間事業者のシステムで対応するもの
例：狩猟税の申告（狩猟者登録申請のオンライン化と併せて検討）、ふるさと納税ワンストップ特例申請（申告特例通知書の送付の求め）

令和７年末までの出来るだけ早い時期
（システム改修が比較的小規模であることから、令和４年度以降順次対応する。）

第２回検討会資料
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地方税の申告手続のオンライン化

○ 検討対象手続のうち、申告税目の申告手続については、申告手続のオンライン化を実現すること
で、その後に続く電子納付も可能となる。

○ また、賦課税目ではあるものの、必要に応じた申告手続が定められている個人住民税についても、
一定程度の件数の申告が行われている。

○ そこで、以下の申告手続については、納税者の利便性の向上等の観点から、納税者や地方団体
の意向を踏まえながら、オンライン化について優先的に検討を進めていくべきである。

※ 法定外税を含めその他の税目の申告手続についても、順次、オンライン化を実現する方向で検討。

税目 検討状況等 実施時期（予定）

地方たばこ税
○ 特別徴収義務者等からオンライン化を希望する意見もあり、また、地方団体の収納事務の
効率化に資するものと考えられる。

○ 業界団体や地方団体の意見を聞きながら、実務的な課題を整理しつつ、早期のオンライン
化を実現する。

令和５年10月ゴルフ場利用税

入湯税

軽油引取税

○ 申告手続のオンライン化のほか、現在紙ベースで行われている免税手続の取扱い等につ
いて様々な検討が必要。

○ 今後、地方税共同機構の軽油引取税部会における検討状況を踏まえつつ、業界団体や
地方団体の意見を聞きながら、オンライン化の実現に向けた検討を進める。

令和６年10月

個人住民税

○ 各地方団体において、独自に申告手続のオンライン化に向けた取組が行われており、全
国統一的なオンラインによる申告手続の実現に向けた検討の着手が必要。

○ 今後、地方団体の意見を聞きながら、オンライン化の実現に向けた検討を進める。

令和６年度
から

令和７年末

第２回検討会資料

eLTAX利用率の引上げに向けた取組

○ 総務省においては、「規制改革実施計画」（令和３年６月１８日・閣議決定）における方針を踏まえ、個
人住民税（給与支払報告書）等のeLTAX利用率に係る目標を今秋に設定。

○ 当該目標の達成に向け、eLTAXの利便性向上等に努めていくほか、電子申告義務化の対象範囲の
拡大等についても、納税者の意見を伺いながら引き続き検討していくべきである。
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平成23年度 平成24年度 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 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

法人道府県民税・法人事業税等(※)

法人市町村民税

個人住民税（給与支払報告書）

固定資産税（償却資産）

事業所税

県

市町村

（単位：％）

※地方法人特別税及び特別法人事業税を含む。

85.0
（中小法人）

目標

65.0

50.0

35.0

■地方税の申告等に係るeLTAX利用率の推移と目標

■eLTAXの利便性向上に向けた経済団体等の意見

・ e-Taxとのユーザーインターフェイスの統一 ・ 法人に対するIDの複数付与
・ 電子署名の簡素化 ・ 利用可能手続の拡大
・ 利用時間の拡大 等
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＜令和２年度実績（稼働半年後から１年間実績）＞

＜令和元年10月から令和２年９月までの実績（稼働から１年間の実績）＞

地方法人二税 個人住民税（特別徴収分） 事業所税 合計

共通納税システムによる納付件数(払込件数） 件
170,370

（326,388）
225,111

（1,258,107）
3,367

（5,385）
398,848

（1,589,880）

共通納税システムによる収納額 億円 7,315 871 214 8,399

（注）個人住民税（特別徴収分）のＲ２年度決算見込額については、市町村民税課税状況等調を基に推計。

地方税共通納税システムの利用拡大に向けた取組

地方法人二税 個人住民税（特別徴収分） 事業所税 合計

共通納税システムによる納付件数(払込件数） 件
254,992

（486,564）
467,817

（2,736,400）
4,283

（7,161）
727,092

（3,230,125）

共通納税システムによる収納額（Ａ） 億円 10,704 1,953 286 12,943

Ｒ２年度決算見込額（B） 億円 74,043 98,012 3,844 175,899

割合（Ａ/B） ％ 14.5 2.0 7.4 7.4

○ 地方税共通納税システムの稼働開始（令和元年10月）からの２年間、同システムを通じた納付は
進んでいるが、今後とも、地方団体や経済団体、金融機関等の関係者が連携し、更なる利用拡大に
努めていく必要。

○ 今後、個人の納税者が利用することから、マイナポータルとの連携等の利便性向上施策のほか、
セキュリティ面にも配慮した上で取組を進めていく必要。

＜令和２年10月から令和３年９月までの実績（直近１年間の実績）＞

地方法人二税 個人住民税（特別徴収分） 事業所税 合計

共通納税システムによる納付件数(払込件数） 件
360,928

（698,866）
744,480

（4,619,855）
6,883

（12,674）
1,112,291

（5,331,395）

共通納税システムによる収納額 億円 16,786 3,378 513 20,677

第２回検討会資料

BANK

■eLTAX （地方税共通納税システム）を経由した収納（イメージ）

■eLTAX（地方税共通納税システム）の対象税目

令和元年１０月から 令和３年10月から追加

○法人住民税・法人事業税

○個人住民税（給与所得・

退職所得に係る特別徴収）

○事業所税

○個人住民税

・利子割

・配当割

・株式等譲渡所得割

○固定資産税

○都市計画税

○自動車税（種別割）

○軽自動車税（種別割）

○その他全ての税目

令和５年度から追加

eLTAX（地方税共通納税システム)を通じた電子納付の対象税目の拡大

eLTAX
地方団体

納税者

法人

個人

全国の金融機関で納付可能
金融機関の収納事務の効率化

複数地方団体分の
まとめ納付可能

スマートフォン決済アプリ等により、
いつでも、どこでも納付可能

納付情報が電子データで送られる
ため収納事務が効率化

○ eLTAX（地方税共通納税システム）を通じた電子納付は、主として法人を対象とする税目から順次、
対象税目を拡大。令和３年度税制改正において、個人の納税者にも納付機会が多い固定資産税等
４税目についても対象に追加。【令和５年度から。法令改正済】

○ 今般、地方税統一QRコードを活用した納付に係る仕組みの構築に目途がついたことから、これを
契機に、eLTAXを通じた電子納付の対象を全税目に拡大するため、所要の措置を講ずるべきである。

（Ｒ４税制改正で議論予定）

収納受付金融機関

ＱＲコード
付き納付書

電子データ・送金

電子データ・送金 電子データ・送金

電子データ・送金

※確定税額通知分から順次、
希望する地方団体が活用可能。

第２回検討会資料
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eLTAX（地方税共通納税システム）を通じた電子納付に係る納付手段の拡大

納税者
機構指定納付受託者

（○○Pay，クレジットカード事業者等）

※ 機構指定納付受託者が指定日までに納付（③）した場合には、委託（②）の日に遡って、納税者から納付があったものとみなす。

※ 機構指定納付受託者が指定日までに納付しなかった場合には、地方団体は機構指定納付受託者に対して強制徴収を行う。

②地方税の納付の委託 ③地方税の納付

①指定

地方団体

（必要に応じて検査等）

新制度（地方自治法の指定納付受託者制度と同様の仕組み）
現行制度（地方団体から機構へ
特定徴収金の収納事務の委託）

○ 現在、eLTAX（地方税共通納税システム）においては、金融機関経由の納付（インターネットバンキ
ング等）のみが可能。

○ 今後、固定資産税等への対象税目拡大（令和５年度）と合わせ、新たな手段（スマートフォン決済
アプリ、クレジットカード等）による納付を可能とするため、納税者が、地方税共同機構が指定する者
を経由して納付することができるよう所要の措置を講ずるべきである。

地方税共同機構

④払込み

■eLTAX を通じた電子納付に係る新たな納付手段（イメージ）

第２回検討会資料

○ 地方税における処分通知等の電子化については、国税や年金といった先行事例や検討状況を踏
まえ、適切な実現方策を制度面・実務面双方から検討する必要があることから、本検討会に実務者
WＧを設置し、検討を進めるべきである。

地方税における通知の電子化について

○ 対象とする通知
・ 納税者の申請に基づく通知（減免決定通知書、納税証明書等）のほか、申請に基づかない通知（納税
通知書等）についても電子的送付を検討することとしてはどうか。

○ 通知先
・ 法人への通知については、既に法人がeLTAXを活用した申告等を広く行っていることから、eLTAXアカ

ウントへ送付することが考えられるか。
・ 納税通知書など個人の納税者へ送付する通知については、マイナポータルの活用が考えられるか。そ

の場合、eLTAXの位置付けをどのように考えるか。

○ 到達の効力
・ デジタル手続法の「当該処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記
録がされた時に当該処分通知等を受ける者に到達したものとみなす」との規定について、地方税におい
て特に留意すべき点はないか。

○ 電子的送付に係る希望の取扱い
・ 申請を伴わない通知（納税通知書等）について、いつ、どのように、電子的送付に係る希望を受け付
けるか。

・ 納税者からの希望を待つことなく、申請を伴わない通知（納税通知書等）のコピーをマイナポータル
等へお知らせとして送付することも考えられないか。

○ 後続手続での通知情報の活用
・ 通知情報の電子納付での活用などにより、一連の手続を電子で完結させることを検討してはどうか。

＜主な論点＞

第２回検討会資料
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国税との情報連携について

○ eLTAXは、国税情報システムの更改時期と合わせて、令和８年度に次期更改を行う予定。

○ eLTAX及び国税情報システムの刷新・改修や、地方団体の基幹税務システムの標準化の取組
を踏まえ、費用対効果を考慮した上で、国税と地方税の連携対象情報の更なる範囲拡大を検討
し、納税者・行政機関双方の事務効率化を目指すべきである。

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

標準仕様書【第1.0版】作成

①eLTAXの次期更改の全体スケジュール

②地方団体の基幹税務システムの標準化に係る全体スケジュール

標準仕様書の改定（第2.0版へ）

標準準拠システムへの移行（地方団体）

第２回検討会資料

新
市町村

旧
市町村

【軽自動車税関係】 二輪車に係る税申告の簡素化（案）

■税申告手続の簡素化（引越しの場合）（イメージ）

通知

二
輪
車
の
所
有
者

転入した旨の申告

転出した旨の申告

不要

オンライン化

（ いわゆる「税止め」 手続）

※ 市町村間における情報伝達のオンライン化を全国統一的に行えるよう、現在取組を進めている地方税務システムの標準仕様書に
盛り込むことによって対応。

○ 二輪車の軽自動車税について、所有者が他の市町村に引っ越した場合等には、制度上、新旧の
両市町村に対して、申告が必要。

○ 今後、新市町村への申告に基づき、新市町村から旧市町村にその旨を電子的に通知する仕組み
を構築し、納税者の手続負担の軽減を図る。

（詳細は、地方税共同機構や市町村の声を聴取しつつ、調整。）

第３回検討会資料
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○ 税務署は、相続税の課税のため、死亡届受理市町村から、死亡届の情報と、当該市町村内に
ある死亡者の固定資産情報を入手し、また、必要に応じて、死亡届受理市町村以外の市町村等へ
個別に照会し、死亡者の固定資産情報を入手している。これらのやりとりは、現在、紙面で行われ
ている。

○ オンライン化を進めるため、現状は紙面で行われている市町村からの通知について、
令和６年度以降、
① 死亡届の情報を法務省から税務署へ
② 固定資産情報を死亡者の住所地市町村（課税部局）から税務署へ
プッシュ型で、オンラインでのデータ連携により提供する形を検討すべきである。

【固定資産税関係】 相続税法58条通知のオンライン化

現在の事務処理（イメージ） オンライン化後の事務処理イメージ

第２回検討会資料
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地方団体A

地方団体B

地方団体C

納税者等

申告等

納税

電子申告

電子納税

○ eLTAXは、インターネットを利用して地方税に係る手続を電子的に行うシステム。平成22年４月か
ら、全地方団体が接続。

○ 複数団体に対する電子申告・電子納税を一括で行うことができるほか、地方団体と国税当局間の
情報連携に活用。

〇 eLTAXは、国と地方団体の共同法人である地方税共同機構で管理・運営。

国税連携

国税庁

連携

eLTAX（エルタックス）について 第１回検討会資料
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平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 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 平成30年度 令和元年度 令和２年度

法人道府県民税・法人事業税等(※)

法人市町村民税

個人住民税（給与支払報告書）

固定資産税（償却資産）

事業所税

市町村

県
大法人等の電子申告義務
（国税と同様）

源泉徴収票等100枚以上
法人等の電子的提出義務
（国税と同様）

源泉徴収票等
1,000枚以上

電子的提出義務化

（単位：％）

※地方法人特別税及び特別法人事業税を含む。

地方税の申告等に係るeLTAX利用率の推移

100枚以上に
要件引下げ

第１回検討会資料

-15-



○ 地方法人二税について、大法人と中小法人のeLTAX利用率は共に上昇している。
○ 従前、中小法人の方が電子申告率が高かったが、令和２年度において、大法人の電子申告率が
上回っている。

61.7

69.7

80.0

70.4 73.9

77.1

50

60

70

80

90

100

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

中小法人

大法人

目標：85％以上

大法人等の電子申告義務化

■大法人・中小法人別のeLTAX利用率

■中小法人における法人住民税・法人事業税のオンライン利用率の引上げ

■大法人の電子申告の義務化
平成30年度税制改正により、資本金１億円超の大法人等について、令和２年４月１日以後開始する事業年度から、法人住民

税、法人事業税及び地方消費税の納税申告書（確定申告書、中間申告書及び修正申告書をいう。）及び添付資料の電子申告が
義務化された（ただし、サイバー攻撃や災害等により電子申告が出来ない場合等は書面申告が可能）。

規制改革実施計画（令和２年７月17日閣議決定）に基づき、総務省において、中小法人における法人住民税・法人事業税の
オンライン利用率引上げの基本計画を策定し、eLTAX利用率を令和５年度末までに85％まで引き上げることとしている（令和２
年12月４日公表）。

地方法人二税の申告に係るeLTAX利用率の推移

○参考（令和２年度）
大法人申告数 ： 240,014件
中小法人申告数：3,851,423件

第１回検討会資料

○ eLTAXは、全地方団体が共同で運用しているシステムの性格を踏まえ、オンライン化のニーズが
高い手続から順次対象手続を拡大。これまで、法人を対象とする手続が中心となっている。

現在、eLTAXに実装されている手続（例）

個
人
住
民
税

給与支払報告書

H19

公的年金等支払報告書

退職所得の分離課税に係る所得割の納入申告書・特別徴収票

個人住民税の給与所得者に係る特別徴収に関する申出等

給与支払報告書に係る届出書

給与所得に係る特別徴収税額の納入に関する届出書

特別徴収義務者の住所地又は名称等の変更届出

金融所得課税（利子割・配当割・株式等譲渡所得割）の特別徴収 R3.10

地
方
法
人
二
税

法人住民税・法人事業税に係る確定申告書

H16

法人住民税・法人事業税に係る中間申告書

法人住民税に係る均等割申告書

法人住民税・法人事業税に係る期限後申告書及び修正申告書

法人事業税の申告期限延長の特例の承認申請等

H19法人住民税の申告書の提出期限の延長の処分等

法人設立届・設置届（内容の変更も含む。）

地方法人二税の更正請求書等 R3

※ 手続名の右欄は、手続のeLTAX対応開始年度。

事
業
所
税

事業所税に係る申告書

H19事業所税の期限後申告等に係る修正申告書

事業所税の賦課徴収に係る申告書

固
定
資
産
税

固定資産税（償却資産）に係る申告書 H16

固定資産税の新型コロナ特例に係る申告書等 R2

そ
の
他

自動車税及び軽自動車税の環境性能割・種別割に係る申告書等
【登録車OSS：H17～、軽OSS：R５～】

－

新型コロナに関する申告等の期限の延長の申請書等 R2

徴収の猶予に係る申請書等

R3

換価の猶予に係る申請書等

第２回検討会参考資料
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○ 納税者における利便性向上のため、順次、eLTAXの機能追加や機能改善を行っているところであ
るが、引き続き、納税者や地方団体等からの意見を踏まえ、必要な改修を行っていくことが必要。

■近年の機能追加・改善（主な例）

機能追加

機能改善

○地方税共通納税システムの構築（対象税目：法人住民税・法人事業税、個人住民税（給与所得等の特別徴収）及び事業所税）

○汎用申請機能（「その他申請書」の送付） 等

○複数地方団体への法人設立届出書等の電子的提出の一元化

○地方団体間の地方法人二税の共通入力事務の重複排除

○固定資産税（償却資産）に係るPCdeskの改良

○申請届出機能の改善、受付明細件数の拡大

○送信容量や受付時間の拡大 等

＜今後追加予定＞

令和３年10月：地方税共通納税システムの税目拡大（個人住民税 利子割、配当割、株式等譲渡所得割）

令和５年度：地方税共通納税システムの税目拡大（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）

令和６年度：個人住民税における特別徴収税額通知（納税義務者用）の電子的送付

eLTAXの機能追加・改善 第１回検討会資料

○ 令和元年10月から「地方税共通納税システム」が導入され、従来可能であった電子申告に加え、
eLTAXを通じた電子納税が可能。

○ 現在、インターネットバンキング及びダイレクト納付（口座引落し）による支払いが可能。

Ａ市

Ｂ町

Ｃ村

1,788団体
（全地方団体）対応

概 要

＜主なメリット＞

納税者
■ 対象税目について、全ての地方団体に

対して電子納税可能
■ 合計税額をeLTAXに送金することで、複

数地方団体への「まとめ納付」が可能

金融機関
■ 窓口来訪者の減少による窓口業務の負

担軽減
■ 領収済通知書の処理に係る負担軽減

地方団体
■ 納付書の封入作業等の負担軽減
■ 印刷費、郵送費等の負担軽減

地方税
共通納税
システム

納付 払込

＜対象税目＞

・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

＜納付手段＞

・インターネットバンキング

・ダイレクト納付

地方税共通納税システムについて 第１回検討会資料
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地方税統一QRコードの活用について

○ 地方団体は、関係機関における事務負担の軽減及び納税者の利便性向上のため、令和５年度
から地方税の納付書に地方税統一QRコードを付す。
※ 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については、地方税共通納税システムの対象税目
拡大と合わせ、令和５年度から全地方団体が納付書にQRコードを印刷。その他の税目についても、希望する地方団体が
QRコードを印刷。

○ 当該QRコードは、①eLTAX操作による納税、②金融機関窓口における納税、③スマホ操作による
納税に活用する。納付情報は、eLTAXを経由して、地方団体に対し電子的に送付される。

納付書にQRコードを印刷の上、送付

納税者

eLTAX操作

金融機関窓口

スマホ操作

①

②

③

地方団体共通納税
システム

eLTAX

BANK

第１回検討会資料

地方税における納付件数の内訳（推計値）

○ 賦課税目（普通徴収分）については、口座振替、コンビニ納税等の納付手段が一定程度活用され
ている。

○ 個人住民税（給与特別徴収分）や申告税目についても、令和元年10月から地方税共通納税システ
ムによる納付が可能となっているが、現状、その多くが銀行窓口において納付されている。

※ 納付件数は、総務省から地方団体への調査による。納付件数に地方消費税、国民健康保険税等は含まれていない。

申告税目
0.1億件

給与特別徴収
（個人住民税）

1.0億件

コンビニ
1.0億件

クレカ等
0.1億件

銀行窓口
1.2億件

普通徴収
（固定資産税、個人住民税、自動車税、軽自動車税等）

3.4億件

口座振替
1.1億件

＜地方税納付件数４．６億件の内訳（令和元年度推計）（※）＞
2.4億件

（現状、多くが銀行窓口納付）

1.1億件

地方税統一QRコード活用予定 共通納税システム稼働済

第１回検討会資料
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○ 地方税については、以下のような通知が存在。

○ 納税者からの申請に基づく通知（減免決定通知書、納税証明書等）のほか、申請に基づかない通知
（納税通知書等）もある。

地方税における通知

地方税における主な通知例

①処分性のある通知
・納税通知書、税額変更通知書、更正決定通知書
・特別徴収税額通知書
・減免決定通知書
・差押通知書
・徴収猶予の許可通知書

②処分性がない通知
・口座振替済通知
・申告や提出を案内、勧奨するための通知書
・各種証明書
・各種お知らせ

・更正通知書
・住宅借入金等特別控除証明書
・納税証明書（納税額、所得金額、未納の税額のないこと、 滞納処分を受けたことのないこと 等）
・その他税務署からのお知らせ（振替納税結果、ダイレクト納付口座手続完了） 等

（参考）国税において電子的に受け取ることが可能な通知例

第１回検討会資料

○ 所得税確定申告書の国税庁から地方団体へのデータ送信（平成23年１月～）

→ 所得税確定申告書に記載されている所得金額等の情報を提供

○ 法定調書の国税庁から市区町村へのデータ送信（平成25年５月～）

→ 国税庁に提出された法定調書のうち、利子・配当等の支払調書等の情報を提供

○ 源泉徴収義務者情報の市区町村へのデータ送信（平成29年６月～）

→ 市区町村における特別徴収義務者の把握に資するよう、源泉徴収義務者の名称・所在地等の情報を提供

○ 法人納税者の開廃業・異動等に係る申請・届出の地方団体へのデータ送信（令和２年３月～）

→ 国税庁にe-Taxで提出された法人納税者の開廃業・異動届等について、地方団体にも情報を提供

○ 法人税申告時に提出された財務諸表の地方団体へのデータ送信（令和２年４月～）

→ 国税庁にe-Taxで提出された法人税関係書類としての財務諸表等について、地方団体にも情報を提供

○ 法人税情報（法人名簿情報・申告決議情報等）の地方団体へのデータ送信（令和２年11月～）

→ 国税庁が保有する法人税情報について、地方団体に情報を提供

○ 扶養是正情報等の市区町村から国税庁へのデータ送信（平成25年６月～）

→ 市区町村において有している所得控除や合計所得金額の変更に係る情報を国税庁に提供

○ 市区町村で受理した所得税確定申告書の情報の国税庁への引継（平成29年１月～）

→ 市区町村において受理した所得税確定申告書の情報を国税庁に電子的に提供

国税庁→地方団体

地方団体→国税庁

地方団体国税庁

地方団体 国税庁

国税・地方税間の情報連携

上記のほか、給与･公的年金等の支払報告書及び源泉徴収票の電子的提出の一元化（平成29年１月～）を行っている。

→ 支払報告書と源泉徴収票を統一的なレイアウトで作成し、eLTAXを通して提出することで、 支払報告書が市町村に、源泉徴収票が税

務署に提出される。

第１回検討会資料
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税目 eLTAXの対象手続 送信者 受信者

個人住民税

市町村が住民登録外者に課税する際に、当該者が住基台帳に登録されてい
る他の市町村へ行う住民登録外課税通知

市町村
（住民登録外者への

課税団体）

市町村
（当該者を住基台帳に
登録している団体）

ふるさと納税に係るワンストップ特例通知書の送付
都道府県
市町村

（寄附金受領団体）

市町村
（課税団体）

地方法人二税

・２以上の道府県に事務所等を有する法人の主たる事務所等所在の都道府
県が関係都道府県へ行う、法人住民税及び法人事業税の課税標準額及び
分割基準に関する通知

・道府県が関係市町村へ行う、法人住民税の課税標準額に関する通知

都道府県
（主たる所在地団体等）

都道府県
市町村
（関係団体）

eLTAXの対象となる行政機関間の手続一覧（国税連携を除く） 第１回検討会資料

○ 地方団体の基幹税務システムは、各団体が独自に構築・発展させてきた結果、発注・維持管
理や制度改正対応などに個別に対応する人的・財政的負担が発生。また、住民・企業等のサー
ビス利用者にとっては、地方団体ごとに異なる対応が必要。

○ これらの課題を解決するため、標準仕様に基づくシステムを原則としてカスタマイズせずに利
用するといった「システム標準化」を推進し、より効率的な行政を実現。

○ 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律においては、標準化対象事務について、所
管大臣が標準化基準を定め、地方団体は、標準化基準に適合する地方公共団体情報システム
を利用しなければならないこととされている。

X社

A市

標準仕様に基づくシステムを⾃由に選択

【標準化前】 【標準化後（イメージ）】

B町 C村

個別発注
カスタマイズ

個別発注
カスタマイズ

個別発注
カスタマイズ

Y社 Z社

A市 B町 C村

ベンダ
固定

ベンダ
固定

ベンダ
固定

X社 Y社 Z社

ベンダ間の
移行を円滑化

ベンダ間の
移行を円滑化

地方団体の基幹税務システムの標準化について 第１回検討会資料
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本仕様書の構成

税務システム標準仕様書【第1.0版】（概要）

目指す姿

・複数のベンダが広域クラウド（全国規模のクラウド）上でシステムの
アプリケーションサービスを提供。

・各地方団体は、原則としてカスタマイズせずに利用し、発注・維持管理
や制度改正対応の負担がほとんどなく、業務を実施可能。

本仕様書の目指す姿、目的、対象等

目 的

・カスタマイズを原則不要にする。

・ベンダ間での円滑なシステム更改を可能とする。

・地方団体行政のデジタル化に向けた基盤整備を行う。

⇒人口減少社会・デジタル社会における住民サービズの維持・向上

対 象

・全ての市区町村とする。
（一部、都道府県が行う事務もあるが、本仕様書の対象外とする）

改 定

・例年の税制改正や、地方団体等による機能改善の提案及び新たな技
術開発等があった場合には、本仕様書の改定を想定。

第１章 本仕様書について
➣ 本仕様書の背景、目的、対象等を説明

第２章 業務フロー等
➣ モデル的な業務フロー及び業務フローに示すタスクを整理した
ツリー図を提示

第３章 機能要件
➣ 各業務を実施するために必要な機能要件を規定

第４章 帳票要件
➣ 各業務を実施するために必要な帳票要件や帳票印字項目・諸
元、帳票レイアウトを規定

第５章 その他要件
➣ 他業務と連携するためのデータ要件・連携要件や、セキュリティ等非
機能要件について、デジタル庁等が策定するものに準じる旨を規定

第６章 用語
➣ 本仕様書で使用している用語を定義

参考
➣ 業務概要全体図及びシステム構成図を提示

○ 地方税については、税務システム等標準化検討会（座長：庄司昌彦武蔵大学社会学部教授）を開催し、令和３年
８月３１日に「税務システム標準仕様書【第1.0版】」を策定・公表。

○ 今後、当該仕様書に必要な改定を加えた上で、総務省令として「標準化基準」を策定することになる。

第１回検討会資料
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