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地方税の申告・納付のデジタル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デジタル化は、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デジタル化を

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、地方税務手続のデジタル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。 

近年は、デジタル庁の創設や、デジタル社会形成基本法（令和３年法律第

35号）、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律（令和３年法律第

40 号）の制定など、国・地方を通じた行政のデジタル化が急速に進展して

いる。地方税務手続についてもデジタル化の取組を加速させるべく、昨年度

の本検討会の提言を踏まえ、令和４年度税制改正において、地方税法令上は、

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、実務的な

準備が整ったものから順次、eLTAXを利用して行うことができるようにされ

たほか、eLTAXを通じた電子納付の対象が全ての税目に拡大された。 

こうした背景の下、本検討会においては、更なる地方税務手続のデジタル

化に向け、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ながら、昨年度に引き続

き、①申告・申請手続、②納付手続、③地方税関係通知及び④国税・他機関

との情報連携の４点について検討を行った。 
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１．申告・申請手続のデジタル化 

（１）対象手続の拡大 

eLTAXを通じた申告・申請手続については、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を中心として、

デジタル化のニーズが高い手続から順次、対象手続を拡大してきた。 

昨今、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一層

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。 

本検討会の提言を踏まえ、令和４年度税制改正により、地方税法令上は、

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、実務的な

準備が整ったものから順次、eLTAXを利用して行うことができるように措置

された。 

さらに、各手続の具体的な実装に向けて、本検討会の下に設置した実務者

ワーキンググループ（以下「実務者 WG」）において、実務の実態を踏まえた

詳細な検討が行われた結果、政府方針により令和７年（2025 年）末までの

デジタル化が求められている地方税の申告・申請手続 1のうち、現時点で

eLTAX未対応である 151件の手続については、全て基本的な対応方針が決定

された。 

今後は、この検討結果を基に、eLTAXによる申告開始時期等が既に予定さ

れている税目 2に係る手続はもとより、その他の手続も含めて各手続が令和

７年(2025 年)末までに確実にデジタル化できるよう、具体的な実現時期や

実現方法について、早期に意思決定を行い、地方団体及び利用者に情報提供

を行うことが重要である。中でも、固定資産税の償却資産の申告については、

従前からの市町村長に対する申告に加え、地方税法第 389 条に基づき都道

                        
1 「行政手続等の棚卸結果等（令和２年度(2020 年度)調査）」に掲載されている地

方税法令上に明文規定を有する手続 
2 地方たばこ税、ゴルフ場利用税、入湯税、宿泊税（以上、令和５年（2023 年）10

月予定）、軽油引取税（令和６年（2024 年）10月予定）、個人住民税（令和７年

（2025年）１月予定） 
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府県知事及び総務大臣が価格等を配分する資産についても、eLTAXを通じた

申告ができるよう速やかに検討すべきである。 

また、地方税の申告・申請手続については、上記のほか、地方団体の条例

や規則で定められているものなど、地方税法令上に明文規定を有さないも

のも一定数存在する。これらについても、納税者等の利便性の向上や地方団

体の事務の効率化、eLTAXと各地方団体独自のシステムとの適切な役割分担

等の観点を踏まえながら、eLTAXを通じた申告・申請が行えるよう検討して

いくべきである。なお、具体的には引き続き、実務者 WGにおいて検討を進

めることとしたい。 

 

（２）eLTAX利用率の更なる引上げに向けた取組 

申告・申請手続のデジタル化については、一定の広がりを見せている。令

和３年度（2021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 81.7％、個人住民税の給与支払報告書の提出に係る同利用率は

61.5％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、利用可能時

間の拡大や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、スマートフォンによ

る申告への対応等についても検討が必要である。また、eLTAXを通じた申請・

申告件数の増加を踏まえ、申請・届出の種類に応じ税事務所単位での提出が

可能となるような仕様の改正やダウンロード機能の操作性改善など、地方

団体の税務職員の事務負担を考慮した検討が必要である。 

電子申告・提出の義務化の対象範囲の拡大については、国税における今後

の検討状況や諸外国の例も参考にしつつ、引き続き、納税者等の意見を十分

に踏まえながら検討すべきである。 
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２．納付手続のデジタル化 

（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、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

ほか、令和３年度税制改正において令和５年（2023 年）４月から固定資産

税、都市計画税、自動車税種別割及び軽自動車税種別割が追加されるよう措

置された。さらに、地方税統一ＱＲコード等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、本検討会の提言を踏まえ、令和４年度税制改

正により対象が全ての税目に拡大され、令和５年（2023 年）４月に施行予

定となっている。 

地方税統一ＱＲコード等を活用した納付は、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に繋がるものであることから、令和５

年（2023年）４月からの円滑な開始に向けて、地方団体・金融機関・地方税

共同機構において準備を着実に進めていくことが必要である。また、この仕

組みは、確定税額を納税者に告知する全ての税目について活用可能である

ことから、地方団体においては、基本４税目（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）に加えて、その他の税目（確定税額通知

分）においても活用することが望ましい。 

なお、地方公共団体における地方税以外の公金納付のデジタル化の在り

方について、規制改革実施計画（令和４年６月７日閣議決定）に基づき、デ

ジタル庁及び総務省が関係府省とともに検討を行い、今年度末までに結論

を得ることを目指すこととされている。本閣議決定においては、「eLTAX 経

由の収納の対象税目の拡大の状況」も踏まえて検討するとされていること

も踏まえ、地方税制・地方税実務の観点からもこの動きと歩調を合わせて、

必要な検討を進めていくことが適当である。 
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（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。令和元年（2019 年）10 月に

稼働開始した地方税共通納税システムを活用した納付額は、令和２年度

（2020年度）は約 1.3兆円だったのに対し、令和３年度（2021年度）は約

2.9兆円と、１年間で約 2.2倍にまで増加した。 

eLTAXを通じた納付は、納税者等はもとより、金融機関や地方団体にとっ

ても、メリットが大きいものであり、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て、更なる利用拡大に努めていく必要がある。 

こうした中、eLTAXを通じた電子納付については現在、インターネットバ

ンキング等の金融機関を経由した納付手段のみが可能だが、本検討会の提

言を踏まえ、令和４年度税制改正により、令和５年（2023年）４月からは、

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よう制度改

正が行われた。現在、スマートフォン決済アプリやクレジットカードによる

納付ができるよう、必要な準備が進められている。 

以上より、個人の納税者にも馴染みの深い賦課税目に係るスマートフォ

ン決済アプリ等を通じた電子納付が実現することから、今後は、地方税共通

納税システムの更なる利便性向上や、幅広い納税者を想定した周知・広報な

どを図っていくことが重要である。 

また、eLTAXを利用した電子納付が、件数・金額ともに大きく伸びること

が想定される。このため、多重納付の防止策や、セキュリティ対策等、これ

まで以上に安定的な運用に十分留意した対応が必要である。 

 

３．地方税関係通知のデジタル化 

（１）納税通知書等のデジタル化 

地方団体から納税者等に対して行う地方税関係通知のうち、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
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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地方税関係通知については、従前どお

り書面による送付のみが行われている。 

地方税務手続の「デジタル完結」を図っていくためには、納税者等と地方

団体との間のあらゆる手続についてデジタルで行い、双方において電子的

に受信した情報の事務処理を可能としなければならない。このためには、取

組が既に一定程度進捗している申告・申請や納付に加えて、地方税関係通知

についても、eLTAX等を通じたデジタル化の実現が不可欠である。 

こうした観点から、本検討会の下に設置した実務者 WGにおいて、制度面・

実務面双方から詳細な検討が行われた。ここでは、地方税関係通知の中でも

特にデジタル化のニーズの高い納税通知書及びそれに付随する課税明細書

等（以下「納税通知書等」）の電子的送付方法について集中的に検討が行わ

れた。通知先や到達の効力、電子的送付に係る希望の取扱いなど、多岐にわ

たる論点について、国税や国民年金における取組等の先行事例も参考とし

ながら検討された結果、「実務者 WGとりまとめ」（令和４年（2022年）９月）

においては、大きく以下の検討方針が示された。 

・ 個人の納税者に対しては、原則、納税者のマイナポータルアカウント

に対し、プッシュ型で納税通知書等の副本を電子的に送付 

・ 法人の納税者に対しては、原則、納税者の eLTAXIDに対し、納税者本

人であることの真正性・実在性の確保策を講じたうえで、納税通知書等

の副本を電子的に送付 

本検討会としては、実務者 WG による上記の検討方針を基本とした上で、

今後は、次のとおり進めるべきと考える。 

個人に対する納税通知書等の電子的送付については、マイナポータルを

活用した方法も含めて検討している。デジタル庁においてマイナポータル

の刷新やマイナンバーの利活用の推進に向けた制度面の見直しが行われて

いる現状を踏まえ、引き続きデジタル庁との連携を行いつつ、具体化に向け

た手法を模索すべきである。 

その際、マイナポータル等の活用にあたっては、各地方団体が保有する納
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税者等の情報と当該納税者等のマイナンバーとの紐付けが前提となること

から、各地方団体において紐付けを進めることが望ましい。 

法人に対する納税通知書等の電子的送付については、gBizID 等デジタル

庁において進められている事業との連携は模索しつつも、既に地方法人二

税の eLTAX利用率が８割以上であるなど、eLTAXが法人に十分浸透している

現状を踏まえ、eLTAXの次期更改が令和８年（2026年）９月であること等を

念頭に、eLTAXを活用したシステムを構築することを目指すべきである。 

また、このシステムを構築することの検討にあたっては、法人に限らず、

eLTAXを利用したい個人や、法人に係る税務手続を代理する税理士等も含め

検討を進めるべきである。 

なお、上記の検討に際しては、法人の真正性・実在性の確保方法及び利便

性への配慮や、通知の送り先となるマイナポータルアカウントの特定方法・

紐付け方法など、「実務者 WGとりまとめ」で示された諸課題について、関係

機関とも調整を図りながら、十分に検討を深めていく必要がある。 

 

（２）納税通知書等以外の地方税関係通知のデジタル化 

地方税は国税と異なり、納税者等からの申告・申請に基づかない賦課課税

税目が大半を占めており、毎年、地方団体が納税者等に一方的に送付するも

のが多い。このことから、納税通知書等のデジタル化については、「実務者

WG とりまとめ」でも示されたとおり、電子的に送付する場合の「通知先の

特定」や「希望の取扱い」など、実現に向けて解決すべき論点が数多く残さ

れている。 

一方で、納税通知書等以外の地方税関係通知のうち、各種証明書など納税

者等からの申告・申請に基づくものについては、電子的に申告・申請が行わ

れる場合には、通知先の特定や希望の把握が容易であることから、eLTAXの

活用を基本として可能なものから早期にデジタル化を実現していくことが

望ましい。今後、デジタル化の対象とすべき通知の抽出や到達の効力の整理、

具体的なシステム構成のあり方など、制度面・実務面双方からの検討を深め

る必要がある。このため、申告・申請のデジタル化と同様に、実務者 WGに
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おいて検討を進めることとしたい。 

なお、上記検討に先立って、「１．申告・申請手続のデジタル化」の中で

提言した、都道府県知事及び総務大臣が価格等を配分する資産に係る固定

資産税の償却資産の申告のデジタル化に際しては、都道府県知事及び総務

大臣から所有者に対し送付する配分通知書をデジタル化することについて

も、あわせて検討すべきである。 

 

４．国税・他機関との情報連携等 

平成 23年度（2011年度）以降、国税・地方税当局間でオンラインによる

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）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・他機関とのオンラインによる情報連

携を更に拡大すべきである。その一環として、法人事業税に係る eLTAXを通

じた地方団体間の回送手続を拡大すべきである。また、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者の所有固定資産情報の通知に際

しては、eLTAXを活用すべきである。 
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参 考 資 料

申告・申請手続のオンライン化検討にあたっての基本的な考え方

○ 納税者、特別徴収義務者にとって利便性を向上させる。

・ ｅＬＴＡＸにおける既存の電子申告手続等（PCdeskやeLTAX対応ソフトウェア等）との円滑な連携を図れ
るよう考慮する。

・ どの地方団体への提出でも原則として同一の様式を用いることとし、添付書類を極力省略することで、
一度の手続で、複数の団体宛てに、一括で処理できるよう検討する。

・ 共通の帳票を用いることで、同一の手続を、複数の税目で、一括で処理できるよう検討する。

・ 添付書類等の追加提出ができるよう検討する。

・ ワンストップ、ワンライティングの原則に則った処理方法となるよう検討する。

○ 地方団体での事務フローを考慮した仕組みとする。

・ 地方団体の基幹税務システムへの影響を考慮する。

・ 納税者等が保存・印刷したものと同一の書式で、保存・印刷できるよう検討する。

・ 添付書類等の追加提出において、基となる手続との紐付けを明確にできるよう検討する。

○ 効率的なシステムの開発・運用を目指す。

・ CSV又はXML形式のデータ送信を原則として検討する。

・ 設計・開発を行う画面・帳票等の数を抑制できるよう工夫する。

・ 税制改正や災害等による臨時の手続にも柔軟に対応できるシステムとする。

【オンライン化検討にあたっての基本的な考え方】

実務者ＷＧ
とりまとめ（R4.9月）

（参考資料）
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実務者ＷＧとりまとめ（１．申告・申請手続のオンライン化）

○ 政府方針により令和７年（2025年）末までの電子化が求められている※ものの、現時点では
eLTAX未対応である申告・申請手続（151件）全てについて、対応方針を決定。
※ 「行政手続等の棚卸結果等（令和２年度調査）」に掲載されている、地方税法令上に明文規定を有する手続

＜大半の手続を以下の２つの類型に分類＞

利用者サイド
（入力イメージ）

地方団体サイド
（処理イメージ）

対象手続の例 実現イメージ 件数

類型①
入力フォーマット等を
通じた電子データ化
された申告等

CSVデータ等のテキス
トデータ（原則、基幹税務
システムへデータ取込可）

・地方たばこ税に係る申告・申請
・災害等による期限延長の申請

PCdeskの改修や、新しい
申告システムの創設等に
より対応

109

類型②
文書ファイル等の送
信

文書ファイル等（原則、
基幹税務システムへデー
タ取込不可）

・条例の規定による申告・納付に
関する期限延長の申請

・地方団体の求めに応じた法人事
業税の貸借対照表等の提出

PCdeskの「その他申請機
能」の活用により対応

39

※法定外税に係る手続８件は類型①・②の両者に重複計上（宿泊税に係る手続を類型①、それ以外の手続を類型②に分類）。
※上記以外の手続についても、eLTAX以外のシステムでの対応や、後述の「処分通知等のオンライン化」とあわせて検討するなど、対応方針を決定。
※類型①に分類したもののうち、地方たばこ税等の下記の税目は、それぞれ次のとおりオンライン化実施予定。

税目 実施時期（予定） 税目 実施時期（予定）

地方たばこ税
ゴルフ場利用税
入湯税、宿泊税

令和５年
（2023年）

10月

軽油引取税 令和６年（2024年）10月

個人住民税 令和７年（2025年）１月

○ 今後は、以下の点について、さらに検討を深めていくことが必要。
・対応方針を定めた上記151件の手続に係る具体的な導入に向けた進捗状況の確認
・上記151件以外の申告・申請手続（地方税法令上に明文規定を有さない手続）であって、

eLTAX未対応の手続のオンライン化に向けた検討
・個人向け手続の増加を見据えたスマートフォンによる電子申告への対応 等

実務者ＷＧ
とりまとめ（R4.9月）

政府方針により令和７年末までの電子化が求められている151件の手続について

○ 政府方針により令和７年（2025年）末までの電子化が求められている（※）ものの、現時点でeLTAX
未対応である申告・申請手続（151件）については、全て対応方針が決定されたが、今後引き続き、そ
の進行管理や、地方団体及び利用者への情報発信を、確実に進めていくことが必要。

○ それぞれの手続が、令和７年（2025年）末までに確実に電子化できるよう、具体的な実現時期や実
現方法（データ取込を主体とするか、若しくは文書ファイル等の送付のみの対応とするか）について、早期に意思決定を
行い、地方団体及び利用者に情報提供を行うことが必要。

※「行政手続等の棚卸結果等（令和２年(2020年)度調査）」に掲載されている、地方税法令上に明文規定を有する手続

総則
納税管理人
法定外税

（109手続、
70画面・帳票）

地方法人二税
個人住民税（金融３割）

個人住民税（特別徴収）

固定資産税（償却資産）

事業所税

個人住民税
固定資産税

不動産取得税
個人事業税

鉱区税
鉱産税

国民健康保険税
水利地益税

ゴルフ場利用税
地方たばこ税

入湯税
軽油引取税
自動車税

軽自動車税

類型イメージ①

入力ｲﾒｰｼﾞ①

処理ｲﾒｰｼﾞ①

入力ｲﾒｰｼﾞ②

処理ｲﾒｰｼﾞ②

類型イメージ②

＜分類案の考え方及び分類結果＞

（39手続、
19画面・帳票）

別途検討（５手続）

対応済（３手続）

No11：納税証明書の交付の請求
No108：個人住民税の申告
No121：固定資産課税台帳に記載をされている事項の証明書の交付
No125：固定資産評価審査委員会に対する審査の申出
No126：配分資産の申告（大臣配分資産及び知事配分資産）

No41：災害等による法人事業税に係る確定申告書の提出期限の延長
の申請

No42：災害等による連結法人の事業税に係る確定申告書の提出期限
の延長の申請

No60：地方法人２税の申告納付期限の延長に係る都道府県知事に対
する承認申請の手続等

※いずれも令和３年12月よりeLTAX対応

別システムで対応（３手続）

No111・112：個人住民税（ふるさと納税）に係る申告特例手続
※民間事業者のシステムにおいて対応。

No139：狩猟税の賦課徴収に関する事項の申告・報告
※【規制改革実施計画】狩猟免許の申請・更新等手続のオンラ

イン化（環境省）で対応。

データ取込を
主体とする手続
（PCdeskや新申
告システム、車体
ＯＳＳで対応）

文書ファイル等
の送信のみで対
応（「その他申請
機能」で対応）

○ CSV形式等のデータ送信を原則としつつ、既存の
電子申告手続等との円滑な連携を図れるよう考慮 『処分通知等のオンライン化』で検討

令和７年１月実装予定

次ページのとおり検討

第２回検討会資料

＜実務者ＷＧ資料＞
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償却資産（大臣・知事配分資産）に係る申告・通知の電子化について

○ Ｒ４年度税制改正において、納税者等が地方公共団体に対して行う全ての申告・申請等について、eLTAXを通じて
行うことができるよう所要の措置を講じることとされたところ。

○ 今般、地方税法第389条に基づく固定資産税（償却資産）の都道府県知事及び総務大臣が価格等を配分する資産
の申告についても、所有者が電子的に申告等を行えるように所要の措置を講ずることとしてはどうか。

※ なお、都道府県知事及び総務大臣から所有者へ送付する配分通知書について、電子的に送付することを併せて検討する。

申告

事業者

26号様式
・市町村申告資産

・大規模償却資産

30号様式
・知事配分資産
・大臣配分資産

今回対応予定

地方税共同機構

26号様式
・市町村申告資産

30号様式
・大臣配分資産

30号様式
・知事配分資産

eLTAX

26号様式
・大規模償却資産

申告データの流れ

総務省

都道府県

市町村
認定委託先
事業者等

審査サーバ

認定委託先
事業者等

審査サーバ

認定委託先
事業者等

審査サーバ

第２回検討会資料

地方税法令上に明文規定を有さない申告・申請手続について

○ 地方税法令上に明文規定を有さない申告・申請手続（地方団体の条例や規則で定められている手続な
どを含む）については、利用者の利便性の向上や地方団体の事務の効率化、eLTAXと各地方団体独自の
システムとの適切な役割分担等の観点から、eLTAXを通じた申告・申請が行えるよう検討が必要。

○ 具体的には、以下のような流れで検討していく必要がある。

○ これらについては、特に利用者及び地方団体における実務的な視点からの検討が必要であることから、
実務者ＷＧにおいて検討をしてはどうか。

（１）対象と考えられる手続

・法定外税の申告、申請
・各種税目における特例（減免）申請
・課税台帳等帳簿書類の閲覧申請
・口座振替（開始・変更）申請
・納税通知書送付先変更届
・証明書等の申請 など

（２）地方団体における電子申請システム（東京都の例）

① 現在行われている上記申告・申請手続の網羅的な抽出
② ①の各手続について、 「eLTAXの対象とする手続」「eLTAXの対象としない手続」への仕分け
③ ②で「eLTAXの対象とする手続」とされた手続について、151件の申告・申請手続と同様、「データ取込を主体と

するか」、「文書ファイル等の送付のみの対応とするか」等の仕分け
④ 各手続の実現時期の設定 地方団体におけるシステム改修の実施時期 等

第２回検討会資料
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（単位：％）

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(2021年)６月１８日・閣議決定）における方針を
踏まえ、地方法人二税や個人住民税（給与支払報告書）等のeLTAX利用率に係る目標を令和３年
(2021年)秋に設定した。

○ 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、検討する。

■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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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

市町村

県

目標

85.0
（中小法人）

65.0

50.0

35.0

※地方法人特別税及び特別法人事業税を含む。

第２回検討会資料

eLTAXの利便性向上について

①「その他申請機能」の拡充

○ eLTAXの利便性向上に向けて、地方税共同機構において以下のようなことを検討中。

②利用時間の拡大

・ 個人の利用者の拡大を踏まえ、賦課税目の納付が集中する令和５年４月中旬から
６月末までの期間については、共通納税システムの全日24時間運用（メンテナンス日
を除く）を実施予定。

・ また、eLTAXの１月の休日運用については、令和５年度から開始日を早める方向で
調整中。

【利 用 者】

【地方団体】

申請・届出の種類に応じ、選択可能な提出先税事務所を表示することで、
適切な提出先を選択できるようにする。

申請・届出の種類に応じ、申請・届出が適切な税事務所に提出されるよう、
予め税事務所を登録できるようにする。

・ 今後の申告・申請手続のオンライン化の拡大により、個人が行う電子申告手続も
増えるため、利用者のニーズや費用対効果も踏まえながら、スマートフォンによる
申告への対応を検討。

・ ダウンロード機能の操作性改善などにより、地方団体の税務職員の事務負担を考
慮したシステムを検討。

③上記以外

第２回検討会資料
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○ 企業が市町村に対して毎年１月に提出する給与支払報告書について、これまでの提出方法
（eLTAX、光ディスク等、書面）に加え、クラウドサービス等を利用して提出できることとしてはどうか。

○ 具体的には、給与支払報告書の提出者が
① 認定されたクラウド等の提出領域に給与支払報告書データを記録し、
② 当該データを閲覧し、及びeLTAXに記録する権限（「アクセス権限」）を付与することにより、
給与支払報告書を電子的に提出することができるようにするもの。

企 業

書⾯

光ディスク等

eLTAX

現
⾏

追
加

クラウド提出
を⾏う企業

認定クラウド

②アクセス権限を付与

③ データを記録①認定クラウド
にデータを
保存

④アクセス権限の解除

市
町
村

②～④を全てeLTAXにて自動で実施

※ 国税においては、令和３年度税制改正により、法定調書データをクラウド提出することができることとしている。
（令和４年（2022年）１月より提出が可能）

市
町
村

※ 給与支払報告書のクラウド提出を可能とするためにはeLTAXの改修が必要であるため、運用開始の時期は調整中。

イメージ図

【個人住民税関係】給与支払報告書のクラウド提出について 第２回検討会資料

地方税統一ＱＲコードの運用開始に向けた準備状況

○ 令和５年４月からの地方税統一ＱＲコードを用いた収納開始に向けて、現時点における地方団体・金融機

関の準備状況は以下のとおり。 ※地方税統一QRコードの活用に係る検討会事務局調査に基づく集計データ

○ eLTAXを利用した電子納付は、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

についても活用可能なことから、地方団体に対しては、地方税統一ＱＲコード等の活用をできる限り促してい

くべきか。

○ R5.4時点で対応見込みの団体は、47都道府県＋1,731市区町村（99.4％）。基本４税目（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）については、いずれも基本的に対応予定。また、不動産取得税、個人
事業税、個人住民税（普通徴収）、国民健康保険税等の他税目についても、多数の団体において対応予定。

○ R5.4時点で未対応見込みの団体は、小規模団体を中心とした10団体（うち、２団体は令和５年度中に対応予定。
残り８団体も、税務システム標準化の取組等に併せて、令和６～７年度中に対応予定）。

（１）地方団体の準備状況

○ R5.4時点で対応見込みの金融機関は、ゆうちょ銀行、都市銀行・地方銀行等（106機関）、信用金庫（254機関）、
労働金庫（13機関）等374 (※)機関。 ※ゆうちょ銀行などR5.5から対応予定の金融機関も含む。

○ R5.4時点で未対応見込みの金融機関は、信用組合、ＪＡ・ＪＦ系金融機関などであるが、信用組合は令和６年
度から、JA ・ＪＦ系金融機関も令和８年度までに対応予定。

（２）金融機関の準備状況

（３）地方税共同機構の準備状況

○ 地方税共同機構では、R5.4に向けたシステム開発に取組中。

☑ 地方団体向けシステム ： コミュニケーションツール機能（R4.11.1～）、納付書情報登録機能（R5.3～）、等
☑ 一般利用者向けシステム ： 地方税お支払サイト（HP機能（R5.3～）、支払機能（R5.4～）、

PCdeskクレカ納付対応（R5.4～）、等
☑ 関係機関との連動試験 ： 地方団体との連動試験（R4.11～）、金融機関との連動試験（R4.11～）
☑ 一般利用者向け広報 ： 広報動画、リーフレット等（R5.3～）

第２回検討会資料
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電子納付に係る納税者等への周知・広報について

○ 令和５年(2023年)４月から、個人の納税者にも馴染みの深い賦課税目での電子納付が実現するこ
とから、共通納税システムの利便性向上や、幅広い納税者を想定した周知・広報などを図っていくこと
が重要。

○ 現状、以下のように、周知・広報を予定しているが、引き続きの取組が必要。
・地方税共同機構が、広報資材（利用者向けのリーフレットや広報用動画等）を作成
・地方団体や金融機関等から、それぞれの広報媒体等を通じて、納税者・利用者等に対し周知・広報
・総務省からも、地方団体や関係機関に対し、電子納付の推進を依頼

リーフレット 広報用動画

＜広報資材（イメージ）＞

広報用動画イメージ挿入部分
（例として既存の広報動画サムネイル）

第２回検討会資料

■eLTAXを通じた電子納付（イメージ）

地方団体納税者

○ 令和４年度税制改正により、令和５(2023）年４月から、 eLTAXを通じた電子納付の対象を地方税
の全税目に拡大。併せて、地方税統一QRコード等を活用した納付の仕組みを稼働予定。

○ 当該仕組みは、地方税以外の地方公金（保険料・使用料等）にも活用可能。デジタル庁と総務省が、
関係府省とともに地方公金納付のデジタル化の在り方について検討を行うこととされているが、その
際、eLTAXの活用も含めて、今年度末までに結論を得る予定。

→ 当該検討状況を踏まえつつ、地方税務当局としても、eLTAX経由での地方公金納付に係る必要
な検討を進めていくこととしてはどうか。

金融機関

電子データ・送金

BANK
電子データ・送金

ＱＲコード
付き納付書

eLTAX経由での地方公金納付について

電子データ・送金

地方税の全税目で
活用可能（R5.4～）

（地方税共通納税システム）

地方公金への
拡大について検討

Ⅱ 実施事項 １(8) ・行政手続デジタル化の基盤整備 No.11 共通基盤の整備

ｂ デジタル庁と総務省は、共同で各種公金に係る法令を所管する関係府省の参加を得て、地方公共団体の公金納付のデジタル化の在り方について
検討を行う体制を立ち上げる。検討の場においては、各種公金に係る収納方法等の現況、法令を所管する各省庁におけるオンライン化の検討状況、
マイナポータルを含む政府全体の行政手続オンライン化や公金取扱の動向、eLTAX経由の収納の対象税目の拡大の状況等を踏まえ、地方公共団
体、公金を納付する事業者及びキャッシュレス事業者を含む民間事業者等の意見を聞きつつ、地方公共団体共通の仕組みの構築の可能性を含め
て所要の制度的・システム的措置について検討し、公金納付のデジタル化の在り方について結論を得る。関係府省は、検討結果を踏まえ、速やかに
必要な措置を講ずる。（令和４年度末までに結論を得ることを目指し、結論を得た論点から速やかに措置）

■規制改革実施計画（令和4年6月7日閣議決定）［抄］

第２回検討会資料
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多重納付の防止策について

○ eLTAXを利用した電子納付が、件数・金額ともに大きく伸びることが想定されることから、これまで
以上に、安定的な運用に十分留意した対応が必要。令和５年(2023年)４月からのＱＲコードを活用し
た電子納付についても、システム上、多重納付の防止策を構築予定。

納税義務者等 地⽅団体eLTAX
（統⼀納付書マスタ）

⓪ QR付き納付書を送付

地⽅税
お⽀払サイト

スマホ操作

確認の結果、納付済であっ
た場合は納付⼿続に進むこ
とができない。（同じ納付書
で２度納付することはできな
い。）

①QRコード読取

統⼀納付書
マスタ

＜システム処理＞

②納付未済
の確認

③納付⼿続
＜システム処理＞

④結果反映

未納付の場合

システムが⾃動的に多重納
付防⽌のための設定を反映

第２回検討会資料

地方団体A

地方団体B

納税者等
申告等

納税

eLTAXのセキュリティ対策について

○ eLTAXでは、地方税に関する個人情報を取り扱うことから、高い安全性と信頼性を確保し、納税者
等が安心して利用できるようセキュリティ対策を行っている。

①利用者認証

○ 利用者ＩＤ及び暗証番号の入力又は
マイナンバーカードを用いて、不正ア
クセスを防止

②電子証明書による電子署名

○ 電子証明書の活用により、「なり
すまし」やデータ改ざんを防止

④データの暗号化、ファイヤウォール等

○ セキュリティレベルの高いLGWAN回線を
使用し、送付データの暗号化やファイヤ
ウォール・侵入検知システムを設置するなど、
外部からの不正アクセスを防止

③QRコードの安全性確保

○ QRコード内に特定のサイトへ誘導
するURLや個人情報を格納しないこ
とにより、フィッシング詐欺や個人情
報の漏洩を防止

LGWAN

LGWAN

⑤セキュリティ対策に係る外部監査・脆弱性
診断の実施

○ eLTAXが、国が定めるセキュリティ対策の基準に
適合しているか、外部の監査法人による厳格な評
価を実施。また、同基準に基づき外部事業者による
脆弱性診断を実施

⑥地方税共同機構CSIRTの設置

○ インシデント発生時の対応力強化及び平常時の情
報セキュリティ強化等を図るため、地方税共同機構
CSIRTを設置し、随時及び定期的に活動

第２回検討会資料
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地方税務手続のオンライン化に係る「目指すべき将来像」

納税者等 地方団体

（法人）

（個人）
職員の手を介さず、

基幹税務システムに自動で取込み

申
告
・申
請

通
知
等

（法人）

（個人）

納
付

基幹税務システムから、
通知データを出力・送信

全ての申告・申請手続を
会社や自宅から実施

非対面手段により
会社や自宅から納付

電子的に受領した情報
を事務処理に活用

指定金融機関

納付情報

自動消込

○ 納税者と地方団体との間のあらゆる手続についてオンラインで行うことを可能とし、双方において、電子的
に受信した情報の事務処理での活用を可能とするなど地方税務手続の「デジタル完結」を目指す。

※ ニーズが高い手続について先行・集中的に議論し、早期のデジタル化実現を目指す。その他手続についても、並行して実現を検討。
※ 納税者（高齢者、小規模企業等）の実情を考慮すると、デジタル化実現後も当分の間は、紙による手続を選択する者への対応も必要で

はないか。

ネットワーク
システム

ネットワーク
システム

ネットワーク
システム

通知データ

通知データ

申告等データ

実現に向けて
検討中

第１回検討会資料

実務者ＷＧとりまとめ（２．処分通知等のオンライン化）

○ 地方税関係の処分通知等のうち、特に納税通知書や付随する課税明細書等の電子的送付方法
について集中的に検討。

検討方針

対法人
原則、納税者のeLTAXIDに対し、納税者本人であることの真正性・実在性の確保策を講じたうえで、
納税通知書等の副本を電子的に送付。

対個人 原則、納税者のマイナポータルアカウントに対し、プッシュ型で納税通知書等の副本を電子的に送付。

○ また、納税通知書等以外の通知（各種証明書等）の取扱いについても、引き続き検討が必要。

○ 上記論点に関する現時点での検討方針は下記のとおり。

○ ただし、上記検討方針については、引き続き以下のような課題が存在するため、デジタル庁
等関係機関とも調整を図りながら、さらに検討を深めていくことが必要。

※ 高齢者・小規模企業等の実情や、本人の真正性・実在性の担保の必要性等を考慮し、サービス開始時は、紙の納税通知書等（正本）の
送付と並行して、副本データの電子的送付として実施する形を想定。

※ 法人はeLTAXの利用に馴染みがあるが、eLTAXIDは現状、本人の真正性・実在性が厳密には担保されていないため、電子的送付の希望
申請等を通じて真正性・実在性が確保できた法人に対して、電子的送付を実施する形を想定。

※ 個人はeLTAXを利用していない者が多く、今後も基本的には同様と見込まれることや、マイナポータルアカウントは既に本人の真正性・実
在性が確保されていること等から、納税者本人との間で特定・紐付けができたマイナポータルアカウントに対して、電子的送付の希望を待つ
ことなく電子的送付を実施する形を想定。（なお、eLTAXIDを能動的に取得し、eLTAXを通じた納税通知書等の電子的送付を望む個人(個人
事業者を含む)については、法人向け方策を応用して対応することを想定。）

【主な課題】

・利便性を確保した上での、法人の真正性・実在性の確保方法（納税通知書（正本）の利活用・eLTAXIDの強化・gBizIDとの連携等）

・通知の送り先となるマイナポータルアカウントの特定方法・紐づけ方法 ・納税義務者の宛名情報とマイナンバーの紐付け

・eLTAX（地方税共同機構）における税務情報・個人情報の保持のあり方 ・通知書格納サーバの設置方法・接続方法

・税理士が法人に代わって電子的送付の希望申請など税務代理を行う場合の対応方法 など

実務者ＷＧ
とりまとめ（R4.9月）
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納税通知書等の電子的送付について

○ 個人に対する納税通知書等の電子的送付については、マイナポータルを活用した方法も含めて検
討しているところ、デジタル庁において、マイナポータルの刷新やマイナンバーの利活用の推進に向
けた制度面の見直しが行われている現状を踏まえ、引き続きデジタル庁との連携を行いつつ、具体
化に向けた手法を模索すべきか。

○ 法人（※）に対する納税通知書等の電子的送付については、gBizID等デジタル庁において進められ
ている事業との連携は模索しつつも、既に地方法人二税のeLTAX利用率が８割以上であるなど、
eLTAXが法人に十分浸透している現状を踏まえ、eLTAXの次期更改が令和８年（2026年）９月である
こと等を念頭に、システムを構築することを目指すべきか。

※ eLTAXを利用したい個人や、法人に係る税務手続を代理する税理士等も含む方向で検討。

（法人）

（個人）

基幹税務システムから、
通知データを出力・送信

電子的に受領した情報
を事務処理に活用

ネットワーク
システム

通知データ

通知データ

納税者等 地方団体

マイナポータルの活用
を検討

eLTAXの活用を検討

第２回検討会資料

【対個人】 納税通知書等の電子的送付の実現イメージ（案）

都道府県

市町村

（例）自動車税種別割 等

（例）軽自動車税種別割
固定資産税 等

④格納のお知らせ

通知書等格納
サーバ

③電子の納税通知書・
QRコード付納付書等

を格納（副本）

②紙の納税通知書等
（正本）を送付

⑤確認・
ダウンロード

eLTAX操作

スマホ操作

地方税共通
納税システム

＜実現イメージ＞

地方団体 マイナポータルアカウント
を有する個人

○ 個人への通知先は、マイナポータルの活用を基本とする。
※ 実際には、マイナポータルに電子お知らせを送り、通知書等格納サーバからダウンロードしてもらう形を基本に想定。

※ eLTAXIDを能動的に取得し、eLTAXを通じた納税通知書等の電子的送付を望む個人については、法人向け方策を応用して対応。

○ 原則、本人からの希望を待たず、地方団体からプッシュ型で電子送付する。
※ このため、サービス開始時は、紙の納税通知書等（正本）の送付と並行して、副本データの電子送付として実施する形を想定。

※ マイナポータルアカウントの特定・紐付け等に際して、利用者からの認証連携リクエストを要するか否か、eLTAX・eLTAXIDの活用を
必要とするかどうかなどについては、技術的見地から、引き続き検討。

①アカウント特定

※「地方団体側から特定」又は「利用者
からの認証連携リクエストにより特定」

※ 具体の実現時期は、地方税務事務の標準化（令和７年度末までに移行）や、eLTAXの次期更改（令和８年９月）も念頭に置きながら検討。

実務者ＷＧ
とりまとめ（R4.9月）
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【対法人】 納税通知書等の電子的送付の実現イメージ（案）

都道府県

市町村

（例）自動車税種別割 等

（例）軽自動車税種別割
固定資産税 等

④格納のお知らせ

通知書等格納
サーバ

③電子の納税通知書・
QRコード付納付書等

を格納（副本）

②紙の納税通知書等
（正本）を送付

⑤確認・
ダウンロード

eLTAX操作

スマホ操作

地方税共通
納税システム

＜実現イメージ＞

地方団体

○ 法人への通知先は、eLTAXIDとする。
※実際には、eLTAXIDに電子的にお知らせを送り、通知書等格納サーバからダウンロードしてもらう形を基本に想定。

○ 本人からの希望（電子署名を付した申請）を受け付け、これに応じて地方団体から電子送付する。

○ 納税通知書等を受け取る際の本人の真正性・実在性を確実に担保するため、本人に到達した紙の
納税通知書等（正本）に記載されている「案件特定キー・確認番号」（令和５年度以降の電子納付に対応するための納

付情報の紐付け番号）を本人確認のためのダウンロードキーとして、電子の納税通知書等（副本）を取得頂く。
※ このため、サービス開始時は、紙の納税通知書等（正本）の送付と並行して、副本データの電子送付として実施する形を想定。

法⼈

gBizID

①申請（希望）

申請用ページ

①’申請（希望）

連携？

案件特定キー・確認番号

案件特定キー・
確認番号

※この方法は、法人のみならず、eLTAXIDを能動的
に取得し、eLTAXを通じた納税通知書等の電子
的送付を望む個人にも、応用可能と考えられる。
(例) 個人事業主や、後述のマイナポータルを通

じたプッシュ型送付を受けられない個人（マ
イナンバーを取得できない外国籍の方） 等

※ 具体の実現時期は、地方税務事務の標準化（令和７年度末までに移行）や、eLTAXの次期更改（令和８年９月）も念頭に置きながら検討。

実務者ＷＧ
とりまとめ（R4.9月）

納税通知書等以外の地方税関係通知のデジタル化

○ 納税通知書等以外の地方税関係通知のうち、各種証明書等、納税義務者等からの申告・申請に基
づくものについては、オンラインで申告・申請が行われた場合には、通知先の特定は可能であること
から、eLTAXの活用を基本として実務者ＷＧで検討したうえで、可能なものから早期にデジタル化の実
現を目指していくこととしてはどうか。

○● 納税通知書（課税明細書を含む。）、税額変更通知書、更正決定通知書

○ 特別徴収税額通知書（変更の場合を含む。）

○ 減免決定（不許可・取消）通知書

○ 還付（充当）通知書

○ 徴収猶予許可（取消）通知書

● 延滞金請求書

● 差押（解除）通知書

○ 各種証明書（納税証明書や固定資産課税台帳登録事項証明書など）

○ 口座振替済（開始・変更）通知書

● 申告や提出を案内、勧奨するための通知書、催告書

○：主に申告・申請に基づくもの
●：主に申告・申請に基づかないもの

地方税における主な通知例

第２回検討会資料
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「デジタル社会の実現に向けた重点計画」（令和４年（2022年）６月７日・閣議決定）

マイナンバーの利用や情報連携については、行政側の都合や行政縦割りの従来の発想ではなく、徹底的に国民視点（利用者
視点）に立って、セキュリティの確保や個人情報保護の確保を図ることを前提に、「国民にとって利便性を感じてもらうこと」を第一
に考えるべきものである。この考えは、従来の、社会保障制度・税制・災害対策の分野から利用範囲を広げることについて国民の
理解を得るためには、特に重要となる。

この方針の下、トータルデザインの目指す姿に則すことを前提に、令和３年（2021年）の調査結果も踏まえ、令和４年（2022年）に、
縦割りの行政事務分野の発想ではなく、①マイナンバーを利用することにより、国民自らが自己の情報や権利を証明することによ
り、正確かつ公正で便利な社会経済活動を行うことができるようにする観点や、②本人の状況に合った行政サービスを享受できる
ようにする観点等、国民視点に立って、マイナンバーの利用や情報連携の範囲の在り方を考える必要がある。

よって、令和４年（2022年）から、デジタル庁を中心に、これらに関係する行政手続等の横串での精査を行い、上記の各制度を
所管する関係府省庁においてマイナンバーの利用や情報連携を前提とした個々の制度等の業務の見直しを行いつつ、マイナ
ンバー法の規定の在り方と併せて、マイナンバーの利活用の推進に向けた制度面の見直しを実施する。

これまでに把握されている課題から、①年金などの社会保障制度や税制、災害に関する事務（例えば災害弔慰金に関する事
務）など現行制度におけるマイナンバーの利用を改めて徹底するほか、②日本国内に中長期在留する外国人に関する行政手続
の事務、社会保障制度や税制以外における国家資格等のデジタル化に寄与する事務（例えば保有者数の多い資格等や多くの
行政手続に代理などで関与する資格等として、教員や行政書士などの資格等に関する事務）、海外に在住する在留邦人に対す
る行政手続の実施、このほか個人に関する属性情報を併せて登録管理しその情報の変更ごとに個別の手続等を要している事務
など（例えば自動車登録に関する事務など）について、検討の具体化を進め、従来のマイナンバー利用事務からの拡大を図り、
利用者のアクセシビリティを確保しつつ、デジタル完結を図る。

これを前提に、各制度を所管する関係府省庁においても、国民にとって利便性を感じてもらうべく、その業務の在り方の見直し
を進める。なお、トータルデザインに基づく本人を介した官民の情報活用では、現在のマイナンバー制度におけるマイナンバー
やマイナンバーカードのそれぞれの役割や活用方法を踏まえて位置付けを整理する。

その上で、国民の理解を得つつ、令和５年（2023年）にマイナンバー法改正を含む必要な法案提出など法令の整備を実施し、
令和６年（2024年）以降にシステム等の整備を行い、令和７年度（2025年度）までに新たな制度を施行することを目指す。

第６ デジタル社会実現に向けた施策
１．国民に対する行政サービスのデジタル化
（３）マイナンバー制度の利活用の推進
① マイナンバー制度における情報連携の拡大

第２回検討会資料

固定資産課税台帳とマイナンバーとの紐付けの推進について

記

３ マイナンバーの取得について

住所地と課税団体が同じである納税義務者については、課税団体において納税義務者のマイナンバーを把握できることか
ら、固定資産課税台帳とマイナンバーの紐付けを積極的に進めていただきたい。

なお、「税務システム標準仕様書【第2.0版】」（令和４年８月31日公表）において、別紙３のとおり、住民記録システム
及び宛名システムから、マイナンバーを固定資産税システムへ取り込める機能を【実装必須機能】としており、これにより、
標準仕様書に準拠したシステムへの移行後は、容易に固定資産課税台帳とマイナンバーとの紐付けが可能となる予定である。
（中略）

また、住登外者については、住民基本台帳ネットワークシステムを利用することでマイナンバーを取得することが可能で
ある。具体的には、各市町村の統合端末を操作して、地方公共団体情報システム機構へ照会することにより、対象者のマイ
ナンバーを取得することとなる。地方公共団体情報システム機構への照会方式は、次の２とおりの方式がある。各方式にお
ける端末操作手順の詳細については、各市町村の住民基本台帳担当部署に確認されたい。

（１）即時提供方式 対象者について一人一人検索する方式

（２）一括提供方式 対象者ファイルを送信することにより、複数の対象者の情報を一括して取得する方式

上記照会においては、検索条件の指定方法によっては複数の者が該当する場合があるため、登録すべき固定資産所有者と
の同一性の確認を十分に行っていただきたい。

各都道府県市町村税担当課長 殿
（市町村税担当課扱い）
東京都総務局市町村税担当課長・

主税局固定資産税担当課長 殿
（市町村税・固定資産税担当課扱い） 総務省自治税務局固定資産税課長

総 税 固 第 5 7 号
令 和 ４ 年 ９ 月 2 7 日

所有者不明土地に係る固定資産税の課税上の課題については、令和２年度税制改正において、現に所有している者の申告の制
度化について措置を講じたところですが、固定資産税の適正な課税のためには、まずは、納税義務者の死亡の事実を適時に把握
することが重要です。

そのためには、現に所有している者の申告制度を活用することに加え、住民基本台帳との連携を図ることが有効であり、住民
基本台帳ネットワークシステムを用いて照会を行うことにより、特に把握が困難である住所地が課税団体と異なる納税義務者
（以下、「住登外者」という。）についても、死亡情報を含む 新の本人確認情報を把握することが可能であることから、適切
に活用されますようお願いします。

その際、照会するに当たっては、マイナンバーにより検索する方法が も簡便であることから、固定資産課税台帳とマイナ
ンバーとの紐付けを進められますようお願いします。

今般、「固定資産課税事務におけるマイナンバーの取扱い等に関する調査等について（照会）」（令和３年５月21日付け総
税固第38号）により実施しました調査の結果（別紙１）を踏まえ、住登外者のマイナンバーの取得に当たり留意いただきたい事
項を下記のとおり整理しましたのでお知らせします。（中略）

第２回検討会資料
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国税地方税の情報連携の拡充等について

[No.９－10]  国税地方税連携の推進
・ 国及び地方を通じた税務事務の一層の効率化を目指し、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、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ところ。
・ 一方で、連携システムの対象外となっている情報については、引き続き、書面による照会・回答や、実地による閲覧等で対応しており、

国税・地方税当局双方の事務負担となっている。
・ 令和８年度（2026年度）に予定している国税情報システム（国税総合管理システム（KSK）と国税電子申告・納税システム（e-Tax））

及び地方税のオンライン手続のためのシステム（eLTAX）の刷新・改修や、地方公共団体の基幹業務等システムの統一・標準化の取組を
踏まえ、費用対効果を考慮した上で、当該仕組みの連携対象情報の更なる範囲拡大を検討するとともに、国税・地方税当局間での個別照
会・回答業務のデジタル化を目指す。

KPI（進捗）： 連携対象となる情報の増加
KPI（効果）： 国税・地方税職員の業務の効率化

■デジタル社会の実現に向けた重点計画（令和４年(2022年)６月７日・閣議決定）【抜粋】

○ 国及び地方を通じた税務事務の一層の効率化・電子化に向け、現在、国税庁と総務省、地方税共同機構にお
いて、国税からeLTAXを通じて送付される申告書や法定調書等の情報の拡充を検討中。

○ また、税務署及び地方団体の双方において、現在、税務情報等の照会業務を書面により行っていたり、直接、
事務所等に赴いて資料を閲覧しているという現状があるため、上記情報連携の拡充ともに、照会業務のオンライ
ン化について検討中。

第１回・第２回検討会資料

対象書類（例） 連携方法

書面の申告書（各種別表・付表を含む）
書類により異なる
（イメージ＋データ or イメージのみ）

書面の申告添付書類（財務諸表や有価証券の内訳書など）

上記以外の書類（申告期限延長申請書や出資関係図など）

１．法人税関係

対象書類（例） 連携方法

書面の申告書（所得内訳書、収支内訳書、青色申告決算書等を含む）

書類により異なる
（イメージ＋データ or イメージのみ）

書面の申請書や届出書（所得税の申告等の期限延長申請書、
個人事業の開業・廃業等届出書など）

上記以外の書類（生命保険契約等の一時金の支払調書など）

２．所得税関係

■現在、国税庁と調整中の連携項目

【法人事業税関係】 団体間回送手続の拡大について

○ eLTAXを通じた団体間回送（※）の対象には、「本店所在都道府県が承認した災害その他やむを得
ない理由による申告期限延長の関係都道府県への通知」（下記表①）が規定されているが、同様の流
れで行う類似の手続（下記表②～④）は、この対象とされていない。
※ eLTAXを通じて、地方団体間でデータのやりとりを行うシステム。

○ 当該②～④の手続は、現在、本店所在都道府県から支店所在都道府県へ書面で回送されている
が、地方団体の事務の効率化のため、これらの手続についても、eLTAXを通じた団体間回送の対象
してはどうか。

納税者等

右以外の法人（単体法人） 通算法人

災害延長 ①既に団体間回送の対象 ③新たに団体間回送の対象に追加

特例延長 ②新たに団体間回送の対象に追加 ④新たに団体間回送の対象に追加

注：「特例延長」とは、定款等の定めにより２か月以内に定時総会を開催することができない常況にある法人等が行う申告期限の延長。

＜法人事業税に係る災害・特例延長の申請に関する他団体への通知＞

法人事業税の申告

本店所在都道府県

支店所在都道府県

上記申請

法人事業税の申告

上記申請

法人事業税の申告

団体間回送

＜申告と団体間回送（イメージ）＞

現状、上記①の申請データのみ回送され
ているところ、②～④の申請データにつ
いてもeLTAXによる回送の対象とする。

承認
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【固定資産税関係】相続税法第５８条通知のeLTAXの活用について

死亡情報

固定資産情報

法務省

政府共通
ネットワーク

○ 令和４年度税制改正により、市町村は、改正後の相続税法第58条第２項の規定に基づき、死亡者

に関する固定資産課税台帳に登録されている情報を税務署に通知することとされた。

〇 これまで書面により通知がされていたが、「地方税における電子化の推進に関する検討会 とりま

とめ」（令和３年11月）において、上記通知に関し、「オンライン化を検討すべき」とされたところ。

〇 地方団体の利便性等を考慮し、ｅＬＴＡＸを用いて通知を行うこととする。（令和６年４月１日から運用

開始予定）

オンライン化後の事務処理イメージ

eLTAX

市町村

国税庁・税務署

eLTAXを使用

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。

○ 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。

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）

個人住民税（利子割・配当割・株式等譲渡所得割）

事業所税

法人住民税・法人事業税

<eLTAX利用率：81.7％(R3年度(2021年度))>

固定資産税（償却資産）

事業所税

個人住民税（利子割・配当割・株式等譲渡所得割）

個人住民税（特別徴収のための情報のやりとり）

<eLTAX利用率：61.5％(R3年度(2021年度))>

国税連携

国税庁

連携
国税庁から確定申告データ

地方団体から課税情報

合計 2兆9,138億円(R3年度(2021年度))

eLTAX（エルタックス）について 第１回検討会資料

年度 法人申告
給与支払報告書

公的年金等支払報告書
公的年金からの

個人住民税の特別徴収
国税連携

個人住民税の
特別徴収税額通知

自動車税
軽自動車税

固定資産税
（償却資産）

電子納税

H16
～

H21

H22 

H23
～

H30

R元

R2

R3

R4

R5
以降

法人住民税、法人
事業税の申告開始
（H17.1～）
事業所税の申告開
始（H20.1～）
法人設立届等の提
出開始（H20.3～）

給与支払報告書の電子
的提出の開始(H20.1～)
公的年金等支払報告書
の電子的提出の開始
(H21.1～)

公的年金の特別徴
収データの連携開
始（H21.1～）
特別徴収開始
(H21.10～)

固定資産税（償却
資産）の申告開始
（H17.1～）

ＯＳＳ（自動車保有
関係手続のワンス
トップサービス）によ
る、自動車税、自動
車取得税申告開始
（新車新規のみ）
（H17.12～）

給与支払報告書・公的
年金等支払報告書の電
子的提出基準の引下げ
（R3.1～）

財務諸表の提出の
一元化（R2.4.1～）

大法人に係る電子
申告義務化
（R2.4.1以降の事業
年度に係る申告）

所得税確定申告
書の連携開始
（H23.1～）

特別徴収税額通知
（特徴義務者用）の
電子化（H28.4～）

JNKS（自動車税納
付確認システム）
運用開始（H27.4～）

中古車新規登録、
移転登録、変更登録、
抹消、継続検査も
対象（H29.4～）

法定調書の連携開始
（H25.5～）
扶養是正情報の連携開
始（H25.6～）

市区町村で受理した所
得税確定申告書情報の
国税庁への引継（H29.1
～）
源泉徴収義務者情報の
連携開始（H29.6～）

全地方団体がeLTAXに接続

地方税共通納税
システムの稼働
（R元.10～）

個人住民税（利子
割・配当割・株式等
譲渡所得割）の
申告・納入手続の
電子化（R3.10～）

開廃業等に係る
申請手続の一元化

共通入力事務の
重複排除（R2.3～）

地方税統一QRコード
活用開始。固定資産
税や自動車税を含む
全税目への対象拡大
（R5.4～）

特別徴収税額通知
（納税義務者用）の
電子化（R6.1～）

軽ＯＳＳ、軽JNKS
運用開始（R5.1～）

ICT化の進展に対応した主な施策(地方税)

●

一定規模以上の事業
者に対し給与支払報告
書・公的年金等支払報
告書の電子的提出を義
務化（H26.1～）

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●源泉徴収票・給与支払
報告書の電子的提出
の一元化（H29.1～）

●

●

申告システム改良
（複数課税庁への一
括電子申告、エラー
チェック機能強化）
（R2.12～）

●

●
●

法人納税者の開廃
業・異動等に係る
申請・届出の連携
開始（R2.3～）●

● 法人税申告時に
提出された財務諸表
の連携開始
（R2.4～）

第１回検討会資料
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地方税の電子化に係る今後の見通し・スケジュール

令和４年度
(2022年度)

令和５年度
(2023年度)

令和６年度
(2024年度)

令和７年度
(2025年度)

令和８年度
(2026年度)

令和９年度
(2027年度)

基幹税務システムの標準化（令和４年(2022年)８月末に第2.0版公表後、随時、改定予定）

第2.0版策定 システムベンダにおける開発 市町村において標準準拠システムの導入 稼働・運用

順次対応

地方税共通納税システムの拡大（令和５年(2023年)４月課税分から）

稼働・運用開発・試験

○対象税目の拡大（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）

○納付手段の拡大（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）

事業者公募等 事業者画面開発・接続試験 稼働・運用

電子申告の税目拡大（準備ができたものから順次）

○地方たばこ税、ゴルフ場利用税、入湯税・宿泊税の電子化（令和５年(2023年)10月目標）

仕様検討 調達 設計・開発・試験 稼働・運用

○軽油引取税（令和６年(2024年)10月目標）、個人住民税（令和７年(2025年)１月目標）、その他の税目（順次対応）

車体課税関係（令和５年(2023年)１月から）

開発・試験

○ＯＳＳ都道府県税共同利用化システムの更改

○軽自動車関係手続の電子化

開発・試験

稼働・運用

稼働・運用

その他申告・申請等の手続（令和７年(2025年)末までの出来るだけ早い時期。準備ができたものから順次対応）

eLTAX次期更改（令和８年(2026年)９月から）

実施計画 調達仕様書 設計・開発・試験 稼働・運用

特別徴収税額通知（納税義務者用）（令和６年(2024年)度分以後の個人住民税について適用）

調達 設計・開発・試験 稼働・運用

検討

調達

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。

eLTAXの対象申告等手続（一覧）

個
人
住
民
税

給与支払報告書

H19
(2007)

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

(2021)
10月

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
(2004)

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
(2007)

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

(2021)

※ 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
(2007)

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

(2004)

固定資産税の新型コロナ特例に係る申告書等
R2

(2020)

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(2005)～、軽OSS：R５(2023)～】

－

新型コロナに関する申告等の期限の延長の申請書等
R2

(2020)

徴収の猶予に係る申請書等
R3

(2021)

換価の猶予に係る申請書等

第１回検討会資料
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○ 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(2020年)度において、大法人の電子申

告率が上回った。

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(2020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(2020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(2023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(2020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３年(2021年)度）
大法人申告数 ： 216,330件
中小法人申告数：3,922,082件

第１回検討会資料

○ 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）

○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３年(2021年)10月追加

○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５年(2023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、軽自動車税種別割

その他確定税額通知分について地方団体が希望する税目）

地方税統一ＱＲコードによるクレジットカード、ペイアプリによる電子納付

申告・申請手続の拡大（地方たばこ税、ゴルフ場利用税、入湯税、宿泊税）

令和６年(2024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

申告・申請手続の拡大（軽油引取税、個人住民税）

eLTAXの機能追加・改善 第１回検討会資料
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○ 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。また、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(2019年)10月から、
eLTAXを通じた納付が可能となっている。

○ 申告税目や特別徴収分については、 eLTAXを通じた納付を推進するほか、普通徴収分について、
令和５年(2023年)度以降、地方税統一QRコードを活用した電子納付を推進予定。

地方税における納付件数の内訳及びキャッシュレス納付比率
（令和２年(2020年)度推計）

賦課税目（4.6億件）
申告
税目

（0.1億
件）

普通徴収（3.6億件）
【固定資産税、個人住民税、自動車税、軽自動車税等】

特別徴収（1.0億件）
【個人住民税 給与特徴】

窓口
1.2億件

口座振替
1.1億件

コンビニ
1.1億件

ク
レ
カ
等

窓口等
窓
口
等

＜地方税納付件数4.7億件の内訳（令和２年(2020年)度推計）（※）＞

0.2
億件

49万件

270万件
eLTAX

eLTAX

※ 納付件数の約28％がキャッシュレス納付比率（上図の赤枠部分）。
※ 納付件数は、総務省から地方団体への調査、eLTAXに係るものは地方税共同機構における集計による。
※ 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。

第１回検討会資料

○ 令和元年(2019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）

・個人住民税（利子割・配当割・

株式等譲渡所得割）

・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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地方税共通納税システムの利用実績

地方法人二税
個人住民税

（特別徴収分）
事業所税

個人住民税（※）
合計

利子割 配当割 株譲割 ※除く

納付件数
(納税者→eLTAX)

件 254,992 467,817 4,283 727,092 727,092

払込件数
(eLTAX→地方団体)

件 486,564 2,736,400 7,161 3,230,125 3,230,125

収納額 億円 10,704 1,953 286 12,943 12,943

※個人住民税の利子割、配当割・株式等譲渡所得割については、令和３年(2021年)10月から対応。

地方法人二税
個人住民税
（特別徴収分）

事業所税
個人住民税（※）

合計
利子割 配当割 株譲割 ※除く

納付件数
(納税者→eLTAX)

件 467,547 1,040,021 8,146 854 1,571 434 1,518,573 1,515,714

払込件数
(eLTAX→地方団体)

件 903,000 6,672,907 14,604 1,243 15,888 3,446 7,611,088 7,590,511

収納額 億円 22,475 4,887 573 5 461 737 29,138 27,935

2.1倍
令和２年(2020年)度実績

（収納額）と比べて
2.5倍 2.0倍 － 2.2倍－－－

○ 地方税共通納税システムの稼働開始（令和元年(2019年)10月）以来、同システムを通じた納付は
進んでいる。

○ 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
必要がある。

＜令和２年(2020年)度＞

＜令和３年(2021年)度＞

第１回検討会資料

○ 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(2023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
(2023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。

地方税統一QRコードの活用について

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

BA
NK

■地方団体の地方税統一QRコード活用開始（令和５年(2023年)４月）に向けた今後のスケジュール

R3年(2021年)度 R4年(2022年)度 R5年(2023年)度
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

基幹税務
システム仕
様調整 eLTAXとの

連動試験

運⽤準備
運⽤開始

基幹税務システム改修
・納付情報のアップロード
・案件特定情報の納付書等への印字
・QRコード等の納付書等への印字 など

第１回検討会資料
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○ 令和５年（2023年)４月１日以後の電子納付の税目拡大及び機構指定納付受託者の指定について、
以下のように準備を行っている。

地方税共同機構における準備状況

区分 既存の共通納税システム（PCdesk等） 共通納税システムの拡充（地方税お支払サイト等）

取扱対象 ○既存の取扱税目
※申告に連動する納付及び個人住民税（特徴）の納付

○賦課税目を含む全税目
※納付書に記載されたキー情報やQRコードを活用した納付

収納チャネル ○情報リンク（インターネットバンキング）
○ダイレクト（口座引き落とし）
○ペイジー番号発行（ATM等）
○クレジットカード

○情報リンク（インターネットバンキング）
○ダイレクト（口座引き落とし）
○ペイジー番号発行（ATM等）
○クレジットカード
○スマホアプリ等のAPI利用による納付（※QRコード活用時のみ利用可能）

まとめ納付 ○可能 ○可能（税目を跨るまとめ納付も可能）
※スマホアプリ等のAPI利用による納付の場合、不可

■今後のスケジュール■地方税お支払サイトの構築（イメージ）

赤字が
追加機能

部分

4∼6 7∼9 10∼12 R5.1∼3 4∼6

※別途、金融機関窓口での納付後処理においてもＱＲコードを活用した対応を開始

○令和５年
（2023年)３月
機構指定納付
受託者として機
構が指定する
予定

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(2011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(2013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(2017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(2020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(2020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(2020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(2013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（2017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

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（2017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。

eLTAXによる国税・地方税の情報連携 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

○ 地方公共団体の情報システムの標準化については、以下のとおり行うこととされている。

・「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づき、住民記録、地方税（※）、福祉など、
地方公共団体の主要な２０業務を処理するシステムの標準仕様を、地方公共団体情報システムの
標準化の推進を図るための基本的な方針の下、関係府省が作成する。
※ 対象税目等は、個人住民税（森林環境税を含む。）、法人住民税、固定資産税（都市計画税を含む。）、軽自動車税及びこれらに

係る収滞納管理。

・各事業者は標準仕様に準拠して開発したシステムをガバメントクラウド上に構築し、当該システムを、
地方公共団体が利用する。

・地方公共団体は、令和７年(2025年)度を目標時期として、標準仕様に適合したシステムへ移行する
こととされている。

【標準化前】 【標準化後（イメージ）】
X社

A市 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

標準仕様に基づくシステムを⾃由に選択

令和２年度
(2020年度)

令和３年度
(2021年度)

令和４年度
(2022年度)

令和５年度
(2023年度)

令和６年度
(2024年度)

令和７年度
(2025年度)

標準仕様書【第1.0版】策定

標準仕様書【第2.0版】へ改定
標準準拠システムへの移行（地方公共団体）

■地方公共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

地方団体における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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本仕様書の構成とポイント

自治体システム等標準化検討会（税務システム等標準化検討会）取りまとめ（令和４年(2022年)８月31日 公表）

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スの維持・向上

対 象

・「実装必須機能」は実装が必要、「標準オプション機能」は事業者
が選択的に実装し、それ以外の機能は実装しないことが必要。

・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）

標準準拠の基準

想定する利用方法

・本仕様書に準拠していることを要件に付すだけで、システムの調
達が可能となることを想定。

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。
➣ 各地方団体において条例等に定める事項への対応方針を規

定。
➣ 外部機関や標準化対象外システムとの連携方法を規定。
➣ エラー・アラートやEUC（CSVデータの外部出力機能）、バッチ

処理（一括処理）等に係る要件を規定。

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は、デジタル庁等が策定するものに
よる旨を規定。

第６章 用語
➣ 本仕様書で使用している用語を定義。

参考
➣ 地方団体におけるシステムの新規構築時や更改時における

システム設計の検討等に資するように、業務概要（全体図）及
びシステム構成図を提示。

税務システム標準仕様書【第2.0版】（概要） 第１回検討会資料
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