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係る監査の結果に ついて（通知）
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　平成22年９月17日付けで、あなたから提出された地方自治法（昭和22年法

律第67号。以下「法」という｡）第242条第１項の規定に基づく和泉市職員措置

請求に係る監査の結果を同条第４項の規定により次のとおり通知します。

第１　

１

和泉市職員措置請求の受付

請求人

小林　洋一

記

２　和泉市職員措置請求書（以下「措置請求書」という｡）の提出　　

措置請求書の提出目は平成22年９月17目である。

３　請求の要旨

　　本件請求の内容は次のとおりである。

（１）請求の対象行為

　　地方税法施行令の改正に伴い、土地開発公社の保有する土地で有償で貸し　

付けている土地について固定資産税及び都市計国税の課税対象となったに　

も拘わらず、非課税を続けており、市に損害を与えている。

（２）前記行為の違法・不当の理由

　　・地方税法施行令の改正

　　地方税法施行令

　　第49条の２の２（法第348条第２項第２号の固定資産）

　　施行：平成15年４月１日

　　改正：平成14年12月18日政令第385号・平成15年３月31日政令第128　　

号
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（法第348条第２項第２号の固定資産）

　地方税法施行令第49条の２の２抜粋

３　法第348条第２項第２号に規定する土地開発公社が直接その

本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものは、土地

開発公社が取得し、かつ、保有する次に掲げる土地のうち土地

開発公社が設置する駐車施設（その利用について対価又は負担

として支払うべき金額の定めのあるものに限る。）の用に供する

土地及び他の者に有償で貸し付けている上地以外のものとする。

・前記改正に伴い、有償で貸し付けている土地については課税の対象となる　

ところ、非課税を続けており、市に損害を与えている。

（３）具体的な損害の認定について（単位：円）

�損害(非課税額)

平成16年 �4,3 17, 966

平成17年 �3川90川92

平成18年 �3,415,049

平成19年 �3,294,505

平成20年 �3,675,549

平成21年 �2,692,570

平成22年 �1,797,903

合　　計 �22,383,734

（４）監査請求期間

　　　怠る事実に間する監査請求は期間制限が及ばないし、仮に及ぶとしても市　　

の当該部門もこのような事実を把握していなかったし、請求人が違法な事実　　

を確認して（本年８月下旬頃）から相当な期間内で監査請求を行っているこ　　

とから、期限徒過の問題はない。

（５）措置請求事項

　　　土地開発公社への課税処置を怠っていることの違法確認並びに土地開発公　

社への遡及課税を行うこと。尚遡及課税が地方税法上不可能な場合について　

は当時の市長等に損害賠償を求める等の適切な対応を求める。

（６）措置請求書に添付された事実を証する書面（事実の証明の内容は省略）

　　　その１　インターネット情報（8/27付け、産経関西　表題：固定資産税の
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　　　　課税漏れ、三木が市長ら提訴へ）

その２　土地開発公社有料土地課し付け一覧及び対象税額

４　請求の受理

　　法第242条に規定する要件を具備しているものと認め､受理することとした。
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　監査の実施

　監査を行った監査委員

　阪広久が平成22年９月17目から同年10月３日までの間、浜田千秋が同年９

月17日から同年10月６日までの間、露ロ六彦が同年10月４日から11月16

日までの間、友田博文が同年10月７日から同年11月16目までの問、それぞ

れ監査を行い、合議により監査の結果を決定した。

２　監査対象事項

　　土地開発公社が保有する土地に対する非課税措置のうち、請求人の主張する　

一部の土地について違法があるか、また、遡及課税や当時の市長等への損害賠　

償を求められるかを対象とする。

３　請求人の証拠の提出及び陳述

　　請求人に対し、法第242条第６項の規定に基づき、平成22年10月25日に新　

たな証拠の提出及び陳述の機会を与えた。

　　請求人から新たな証拠の提出はなかった。なお、請求人陳述の際、法第242　

条第７項の規定に基づき関係部局職員４名が立ち会った。

　　請求人の請求書を補完する陳述の要旨は次の通りである。

　・インターネットによると他市においても、土地開発公社の課税漏れが発生し　　

ている事実を確認した。近郊においても、調べると課税漏れがあるのではな　　

いかと感じている。

　・税法においては、５年しか遡及できないことになっている。当然、５年分に　　

ついては遡及課税されるものと考える。それ以前について、しかるべき対応　　

をお願いしたい。

　・本件の課税漏れが発生することが、どうして起こるのか、市民には理解でき　　

ない。

　・課税すべき事象について、これまでわからなかったのであれば、見逃したと　　

いう責任がある。

　・課税すべきことを知っていたが、土地開発公社という特殊事情により課税し　　

なかったのであれば、これもまた問題である。
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４　監査対象部局　　

総務部税務室

５　監査対象部局からの関係書類の調査及び事情聴取等

　　本件について、市長に対して請求に係る意見書の提出を求めるとともに、平　

成22年10月25日に、監査対象部局の職員（総務部税務室）から本件に関す　

る事実及び請求人の主張に対する意見について事情を徴した。その概要は次の　

とおりであった。

　　なお、当該席上において、法第242条第７項の規定に基づき請求人が立ち会　

った。

（１）請求書の記載事実について

　　　請求書「（３）具体的な損害の認定について」に記載された数値に誤りが　　

ある。

　　　また、事実証明その２で示された貸付期間に対する賦課年度にも誤りがあ　　

る。

　　　地方税法第348条第２項第２号及び同法施行令第49条の２の２第３項に　

おいて、土地開発公社が保有する土地で非課税とならないものは、駐車施設　

及び他の者に有償で貸付けている土地となっている。次に、固定資産税の賦　

課期日は、同法第359条で当該年度の初日の属する年の１月１日とされてい　

る。

　　以上のことから、賦課期日に有償で貸付を行っているものについては、非　

課税に該当しない。

　　　しかしながら、賦課期日である１月１日に貸付を行っていない借地利用に　

ついては、非課税となる。

　　よって、地方税法及び地方税法施行令に基づき、賦課決定される金額（固　

定資産税及び都市計画税の合計額）は以下のとおりとなる。

年　　　　度 �税　　　額

平成16年度 �時　　効

平成17年度 �時　　効

平成18年度 �1,253,800円

平成19年度 �1,249,800円

平成20年度 �1,302,900円

平成21年度 �1,631,600円

平成22年度 �80,200円

合　　　　計 �5,518,300円
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　各年度における税額の内訳は以下の表の通りであるが、記載した項目につ

いては、提出された資料のうち、一部の項目を抜粋して記載する。

平成17年度貸付状況及びx ��z成18年課税額

貸付地 ��相手方 �期間 �課税標準額　　(円)
��面積（�）

池上町

四丁目 �190-1,192,193,865の一部�大阪府知事 �H17.4.1～H17.6.30 �非課税��2824.50

ZZ �190-1他5筆の一部 �和泉市長 �HI7.4.1～H18.3.31 �4,749,336
��132.20

伯太町

一丁目 �245-1 �和泉市長 �H17.4.1～H18.3.31 �37,754,007��1229.58

/7 �231-1,215-1の一部 �民間 �HI7.8.12～H18.3.31 �9,425,640
��300.00

府中町

一丁目 �1193-6 �民間 �H17.4.1～H18.3.31 �21,831,950��335.70

課税標準額合計額 ����73,760,000

固定資産税額 ����1,032,600

都市計画税 ����221,200

税額合計 ����l,253,800

平成18年度貸付状況及び平成19年課税額

貸付地 ��相手方 �期間 �課税標準額　　(円)
��面積（㎡）

池上町

四丁目 �190-1,192,193,865の一部�大阪府知事 �H18.4.1～H18.6.30 �非課税��2824.50

ZZ �190-1他5筆の一部 �和泉市長 �H18.4.1～H19.3.31 �4,749,336
��132.20

伯太町

一丁目 �245-1 �和泉市長 �H18.4.1～H19.3.31 �37,562,931��1229.58

太町 �555-1,509-1，510,511の一部�民間 �H18.1 1.6～H18.12.22 �非課税
��1644.60

伯太町

一丁目 �231-1,215-1の一部 �民間 �H18.1
1. 1～HI9.3.,31 �9,377,970

��300.00

府中町

一丁目 �1193-6 �民間 �H18.4.1～H19.3.31 �2
1, 831,950

��335.70

課税標準額合計額 ����73,522､000

固定資産税額 ����1,029,300

都市計画税 ����220､500

税額合計 ����1,249,800
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平成19年度貸付状況及び平成20年課税額

貸付地 ��相手方 �期間 �課税標準額　　(円)
��面積（�）

池上町

四丁目 �190-1,192,193,865の一部�大阪府知事 �H19.4.1～H19.6.30 �非課税��2824.50

ﾀ/ �190-1他5筆の一部 �和泉市長 �H19.4.1～H20.3.31 �4,749,336��132.20

伯太町

一丁目 �245-1 �和泉市長 �H19.4.1～H20.3.31 �37,562,931��1229.58

ZZ �231-1,215-1の一部 �民間 �H20.3.12～H20.3.31 �非課税��200.00

7/ �231-1,215-1の一部 �民間 �H19バ1.19～H20.3.15 �6,251,980
��200.00

77 �231-1,215-1の一部 �民間 �H19.7.17～H19.8.10 �非課税��300.00

ZZ �231-1,215-1の一部 �民間゛ �H19.10.1～H20.3.24 �6,251,980
��200.00

府中町

一丁目 �1193-6 �民間 �H19.4.1～H20.3.31 �21,831,950��335.70

課税標準額合計額 ����76,648､000

固定資産税額 ����1,073,000

都市計画税 ����229,900

税額合計 ����1,302､900

平成20年度貸付状況及び平成21年課税額

貸付地 ��相手方 �期間 �課税標準額　　(円)
��面積（㎡）

池上町
四丁目 �190-1,192,193,865の一部�大阪府知事 �H20.4.1～H20.6.30 �非課税��2824.50

77 �190-1他5筆の一部 �和泉市長 �H20.4.1～H21.3.31 �4,749,337
��132.20

伯太町
一丁目 �245-1 �和泉市長 �H20.4.1～H21.3.31 �37,562,931��1229.58

μ �231-I,215-1の一部 �民間 �H20.4.1～H20.5.31 �非課税
��200.00

/Z �231-1,215-1の一部 �民間 �H20.10.14～H21.3.25 �6,251,980
��200.00

// �231-1,215-1の一部 �民間 �H20.1 1.1～H21.3.31 �6,251,980
��200.00

Z7 �231-1,215-1の一部 �民間 �H20.1 2. 1～H21.3.31 �6,251,980
��200.00

/7 �231-1,215-1の一部 �民間 �H21.2.1～H21.2.28 �非課税
��200.00

ﾌﾀ �215-1の一部 �民間 �H21.1.7～H21.2.6 �非課税��200.00

池上町

四丁目 �193他4筆の一部 �民間 �H20.12.15～H22.2.28 �34,914,098��971.85

課税標準額合計額 ����95,982,000

固定資産税額 ����I,343,700

都市計画税 ����287､900

税額合計 ����1,631,600

６



平成21年度貸付状況及び平成22年課税額

貸付地 ��相手方 �期間 �課税標準額　　(円)
��面積（�）

池上町

四丁目 �190-1,192,193,865の一部�大阪府知事 �H21.4.1～H21.6.30 �非課税��2824.50

Z7 �190-1他5筆の一部 �和泉市長 �H21.4.1～H22.3.31 �4,728,700
��132.20

伯太町

一丁目 �245-1 �和泉市長 �H21.4.1～H21.1
1. 30 �非課税

��1229.58

ZZ �231-1,215-Iの一部 �民間 �H21.7.30～H21.8.8 �非課税��200.00

が �231-1,215-1の一部 �民間 �H21.9.1～H21.10.31 �非課税��100.00

課税標準額合計額 ����4,728,000

固定資産税額 ����66,100

都市計測税 ����14,100

税額合計 ����80,200

　ただし、平成18年度以降は地方税法第17条の５に基づく更正により賦課決定

を行ったため、損害額にはあたらない。

（２）違法・不当とする理由に対する見解・意見

　　和泉市税条例第24条の３に基づき､非課税の要件に該当しなくなった場合又　

は有料で使用させることとなった場合において、当該固定資産の所有者がその　

旨を市長に申告することにより地方税法第17条の５において過去５年間の賦　

課決定を行ったことから平成18年度以降は市に損害を与えていない。

（３）措置の内容に対する見解・意見

　　今回有償で貸付けていることが判明した固定資産については、地方税法に基　

づき遡及課税を実施した。しかし、地方税法で賦課決定は法定納期限の翌日か　

ら起算して５年を経過した日以後においては、することができないとされてお　

り、平成16年度・17年度は時効である。

（４）陳述の中での補足事項

　　・地方税法第408条において、固定資産の状況を毎年少なくとも１回実地に調　　

査しなければならないとされているが、「固定資産税逐条解説（自治省固定　　

資産税課編）」では、市町村の評価事務上の期間的な制約等を考慮すれば、

　　この実地調査は必ずしも全部の資産について細部の一々にわたってまで行　　

われなくとも、その固定資産の状況を知り得る程度に行われれば足りるもの　　

と解すべきであるとされている。

　　・本市では、法務局から通知のある登記申請書、また建築確認情報や航空写真　　　　　　　　　　　　　　　　　　

７



等を活用することにより、利用状況に変更が見られる固定資産について土地

担当６名、家屋担当６名の合計12名で重点的に調査を実施し、その利用及

び異動状況の把握に努めている。ただし、本市においては、約14万策の土

地があり、毎年利用状況等に変更が発生する物件が約１万件ある。すべてを

把握するには現実的に困難な点がある。

・土地開発公社保有地は一般的に非課税となるものと考えていたこと、また公　

社が市に対して有償での貸付を行っていること、また和泉市以外の者に貸付　

を行っていることを考えられず、把握できていなかった。

・公社が和泉市や他の者に有償で貸付けていることを知ったのは平成22年８　

月27日である。

・大阪府下において、８団体で課税がなされていない事例があることが大阪府　

市町村課で確認できている。

（５）報告を求めた事項

　（ア）時効となった固定資産税等相当額について

　　　　５年の遡及期限により、時効となった固定資産税相当額は、平成16年度　　　

1,716,500円､平成17年度　2,044,900円の合計3,761,400円となっている。

　　　　なお、詳細は次のとおりである。

平成15年度貸付状況及び平成16年税額相当額

貸付地 ��相手方 �期間 �課税標準額　　(円)
��面積（�）

池上町

四丁目 �190-1,192,193,865の一部�大阪府知事 �H15.4.1～H15.6.30 �非課税��2824.50

μ �190-1他5筆の一部 �和泉市長 �H15.4.1～H16.3.31 �5,666,593
��132.20

伯太町

一丁目 �245-1 �和泉市長 �H15.4.1～H16.3.31 �44,045,768��1229.58

府中町

一丁目 �1193-6 �和泉市長 �H15.4.1～H16.3.31 �20,899,151��276.60

府中町

一丁目 �1193-6 �民間 �H15.4.1～H16.3.31 �30,363,060��402.00

課税標準額合計額 ����100,974,000

固定資産税額 ����1,413,600

都市計画税 ����302,900

税額合計 ����1,716,500
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平成16年度貸付状況及び平成17年税額相当額

貸付地 ��相手方 �期間 �課税標準額　　(円)
��面積（�）

池上町

四丁目 �190-1,192,193,865の一部�大阪府知事 �H16.4.1～H16.6.30 �非課税��2824.50

Zy �190-1他5筆の一部 �和泉市長 �H16.4.1～H17.3.31 �5,139,486
��132.20

伯太町

一丁目 �245-1 �和泉市長 �H16.4.1～H17.3.31 �39,851,548��1229.58

府中町

一丁目 �1193-6 �民間 �H16.4.1～HI7.3.31 �27,436,500��402.00

池上町

四丁目 �193他 �民間 �HI6.9.1～H17.3.31 �28,982,505��745.50

府中町

一丁目 �1193-6 �和泉市長 �H16.4.1～H17.3.31 �18,884,775��276.70

課税標準額合計額 ����120,294,000

固定資産税額 ����1,684,100

都市計画税 ����360,800

税額合計 ����2,044,900

（イ）平成21年市税条例の改正内容について（改正時に公社への課税漏れを把握　　

できなかったか｡）

　　　平成21年度に地方税法の一部改正により､①社会医療法人が救急医療等値　　

保事業の用に供する固定資産に係る非課税措置（地方税法第348条第２項第　　

11の５号）の創設、②医療関係者の養成所において教育の用に供する固定資　　

産に係る非課税措置（地方税法第348条第２項第９の２号）の拡充が実施さ　　

れた。その対象となるものの申告が必要となり、和泉市税条例においても、

　　この非課税措置を受ける場合、その申告の明記が必要となり、同条例第24　　

条の２（固定資産税の非課税の規定の適用を受けようとする者がすべき申告）　　

及び第24条の３（固定資産税の非課税の規定の適用を受けなくなった固定資　　

産の所有者がすべき申告）の改正を行ったものである。

　　　以上のとおり、公社に係る法改正ではなく、公社が有償で他の者に貸付を　　

行っているそのことを知り得る状況ではなかった。

（ウ）賦課期日における貸付状況の確認方法について

　　平成22年８月27日において、公社が有償で貸付けている土地があるとい　　

う事実が判明したことにより、公社における平成15年４月以降の保有地の　　

有償貸付け状況の提出を依頼し、平成22年10月８日付けで公社から課税申　　

請書が、平成15年４月からの短期間でも有償で貸付を行った又行っている　　

土地の契約書等の資料を添付して提出され、その申請書及び添付資料を基に　　

判断を行った。
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第３　

１

　地方税法第353条では固定資産税に係る徴税吏員等の質問検査権が定めら

れており、徴税吏員等に対して課税基礎の把握の一手段を与え、固定資産税

を賦課するに当って、その基礎となる課税事実、すなわち所有者に物件の使

用状況等の質問・検査を行うことができるものとされ、それにより所有者か

ら回答を得た内容や資料により賦課徴収決定の判断材料とするものである　

(質同調査権は、あくまでも行政目的のための措置で刑事手続きではなく、

強制的な調査権はない)。

　なお､当該有償貸付けに係る契約書については､監査委員も直接確認した。

監査の結果

事実関係の確認

（１）固定資産税及び都市計画税について

　　固定資産とは、宅地、田、山林などの土地や住家、店舗、倉庫などの建　

物や償却資産を総称したもの（地方税法第341条）で、固定資産税は固定　

資産に対し、当該固定資産所在の市町村（同法第342条第１項）　

において､その価格等を課税標準として課するもの（同法第349条第１項）　

とされている。標準税率は1.4％である（同法第350条）。また、固定資産　

税における賦課期日は１月１日とされており（同法第359条）、法律又は　

条令によって定められている課税要件は賦課期日現在の事実について適用　

される（固定資産税逐条解説・平成22年６月１日発行P 325）となってい　る。

　　都市計画税については、都市計画法に基づいて行う都市計画事業や土地　

整理事業に必要な費用に充てるため、都市計画区域などに所在する土地及　

び家屋に対して課することができる（同法第702条）とされている。税率　

は0.3％を超えることはできない（同法第702条の4）とされ、本市におい　

ては0.3％を適用している。また、都市計画税は固定資産税を課すること　

ができない土地又は家屋に対しては課することはできない（同法第702条　

の２第２項）。

　　固定資産税及び都市計画税（以下「固定資産税等」という｡）に係る賦課　

決定は､法定納期限の翌日から起算して５年を経過した日以後においては、

　することができない（開法第17条の５第３項）とされている。

（２）和泉市上地開発公社

　　　和泉市土地開発公社（以下「公社」という｡）は、公有地の拡大の推進に　　

開する法律（昭和47年法律第66号）第10条第１項の規定「地方公共団体　　

は、地域の秩序ある整備を図るために必要な公有地となるべき土地等の取　　

得及び造成その他の管理等を行わせるために、公社を設立することができ　　

る｡」により､公有地となるべき土地の取得及び造成その他の管理等を行い、

　　　　　　　　　　　　　　　　10



もって地域の秩序ある整備と住民福祉の増進に寄与することを目的として

設立された団体である（公社定款第１条）。

　業務は、道路その他の公共施設又は公用施設の用に供する土地などの取

得、造成その他管理及び処分を行うこと（同第18条）などとされている。

　なお、公社保有地については、その用途に供するまでの間、積極的な利

用を図るべきである（昭和62年10月22日付、建設省経整登第61号・自

治省自治政第104号）との通達を受けている。

（３）公社保有地に係る固定資産税等について

　　公社が直接その本来の事業の用に供する固定資産に対しては固定資産税　　

を課することができない（地方税法第348条第２項）とされている。

　　ただし、平成15年４月１日の地方税法施行令の改正により、非課税とす　

る公社保有地は、公社が設置する駐車施設の用に供する土地及び他の者に　

有償で貸し付けている土地以外のものとする（地方税法施行令第49条の２　

の２第３項）と規定されている。

　　関係部局において、公社が保有地を有償で貸付けている事実を把握でき　

たのは､本年８月27日に他市において土地開発公社への課税漏れに関する　

報道がなされたことにより、本市においての調査を実施した結果において　

であると主張しており、その事実に基づき、地方税法第359条に規定され　

る賦課期日（1月１日）の現況が、有償で貸付けられている土地に対して、

　同法第17条の５第３項の規定による遡及限度となる平成18年度から平成　

22年度までの５年度分について、賦課決定を行い平成22年10月15日に　

納税通知書を公社に手渡し、同月25日に納付がされた。

（４）固定資産の実地調査について

　　地方税法第408条において、「市長は固定資産評価員又は固定資産評価補　　

助長に固定資産の状況を毎年少なくとも１回実地に調査させなければなら　　

ない｡」とされている。

（５）職員の損害賠償責任について

　（ア）地方自治法第243条の２

　　　　会計管理者の事務を補助する職員等について､「故意または重大な過失　　　　

（現金については、故意又は過失）があった場合に、これによって生じ　　　

た損害を賠償しなければならない｡」とされている。

（イ）国家賠償法第１条

　　上記以外の職員に関しては、「職務を行うについて、故意又は過失によ　　

って違法に他人に損害を加えたときは、市等がこれを賠償する責任があ　　　　　　　　　　　　　　　
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り(同法同条第１項)、職員に故意又は重大な過失があったときは、市等

は職員に対して求償権を有する(開法同条第２項)｡｣と定められている。

（ウ）民法第709条

　　　「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害　　

した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う｡」とされてい　　

る。

２　本件に係る判断

　　以上のような事実関係の確認、監査対象部局の説明等に基づき、本件請求に　

ついて次のように判断する。

（１）公社保有地における有償貸付地に対する固定資産税等の課税について

　　公社が直接その本来の事業の用に供する固定資産に対しては固定資産税を　

課することができない（地方税法第348条第２項）とされているが、平成15　

年４月１日の地方税法施行令の改正により、他の者に有償で貸し付けている　

土地については非課税の適用を受けない（地方税法施行令第49条の２の２　

第３項）とされており、平成16年度以降、公社保有地であっても、有償で貸　

付けている土地等は、課税対象となることは、請求人及び関係部局において　

争いはないところであり、問題は見あたらない。

（２）平成18年度以降の賦課決定について

　　地方税第17条の５第３項の規定により、固定資産税等に係る賦課決定は、

　法定納期限の翌日から起算して５年を経過した日以後においては、すること　

ができないとされている。

　　　この規定に基づき、関係部局においては、当該判明した課税漏れ土地に対　　

して、平成16年度及び17年度は時効のため課税することはできないと判断　　

し、平成18年度以降平成22年度までの５年度分の賦課決定を行っており、

　　その納付も確認されている。

　　当該賦課決定については、地方税法の趣旨に基づくもので、平成16年度　

及び17年度に賦課しないことはやむなきものと言える。

　　平成16年度及び17年度の税額相当額について、課税できなかったことに　

ついて、市長等に過失があり、損害賠償を求められるかについては、（４）　

の項で検討する。

（３）賦課期日における有償貸付け土地に係る課税について

　　請求人は、公社が保有する土地のうち、有償で貸付けている土地のすべて　　

について、貸付けている時期を含む年度の税額が損害であると主張している　　　　　　　　　　　　　　　　　

12



が、地方税法第359条において、１月１日を賦課期日とする定めがあり、課

税要件は賦課期日現在の事実について適用される（固定資産税逐条解説・平

成22年６月１日発行P 325）となっている。また、賦課期日に基づき、当該年度に課するものとされている。すなわち、平成21年１月１日に有償で貸付けられていた公社保有地については、平成21年度の課税対象となるものである。

　関係部局においては、当該規定に基づき、課税すべき土地を判別し、賦課

決定を行ない、すでに当該固定資産税等の納付が確認されている。

　住民監査請求が提出された後に、手続きを行っていることについては、適

切な処理を行っているとまでは言えないものの、課税漏れの瑕疵は解消され

たと認められる。

（４）賦課期限により時効となった平成16年度・平成17年度の固定資産税等相　　

当額の損害賠償について

　（ア）公社保有地における固定資産税等の賦課徴収を怠る事実について

　　　　平成15年４月１日付け､地方税法施行令第49条の２の２の改正に伴い、

　　平成16年度から公社保有地についても、有償で貸付けている土地等につ　　

いては課税すべきものとなっている。

　　　　また地方税法第408条において、固定資産の状況を毎年少なくとも１回　　　

は実地に調査しなければならないという規定がある。

　　　それに対して関係部局は、本市内には約14万策の土地があり、利用状況　　　

の異動が約１万件あり、その調査等を６人の担当者で行っているというの　　　

が実情であり、すべての物件に対して、漏れなく把握することの困難性を　　　

訴えている。また､そのような状況の中で､公社が保有する土地について、

　　　市に貸付けるにおいても、有償で貸付けている等の認識が持てず、状況の　　　

把握ができていなかったと主張する。

　　　　固定資産の実地調査について、固定資産税逐条解説（平成22年６月１　　　

日発行P 457）によれば、その調査期間は限定されているので、固定資産す　　　べてについて、その細部にまでわたって綿密な調査を行うということは、

　　　極めて困難な仕事と言わなければならない。実地調査は必ずしも全部の資　　　

産について細部の一々にわたってまで行われなくとも、ぞの固定資産の状　　　

況を知り得る程度に行われれば足りるものと解すべきである。例えば、そ　　　

の土地については、その現況の変化があった場合にそのことを確認する程　　　

度の調査を行うことで法の要請は満たされるとされている。

　　　以上のことから考えると、関係部局の主張も一定理解できるところもあ　　

るが、今日まで７年あまりを経過しているにもかかわらず、課税漏れして　　

いることに気づかなかったことは、適正な賦課徴収を行っているとは言え　　

ず、賦課徴収を怠たる事実があると言わざるをえない。
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（イ）当時の市長等の損害賠償責任について

　　　請求人は、「課税すべき事象について、これまでわからなかったという　

のは、見逃したという責任がある｡」ことから、損害賠償を求めている。

　　一方、関係部局は、前項でも述べたとおり、現実的には、すべての物件　　

に対して、漏れなく把握することの困難性を訴えている。

　　地方自治法第243条の２及び国家賠償法第１条等において、職員が損害　

賠償責任を負う場合として､「職務に故意又は重大な過失があったとき」と、

　定められている。

　　請求人の主張する通り、各税の課税漏れは、税の公平性を欠き、大きな　

問題であることは認識できる。しかしながら、実情としては、少ない人員　

の中で、多数の異動物件の調査等行わなければならず、実地調査等すべて　

の物件に対して調査を行うことは現実的に困難であるという主張は一定理　

解できる。本件の課税漏れと同様の事実が、他市においても発生している　

ことも考えあわせると、特に本市関係部局職員が重大な過失により、課税　

を怠っていたとまでは言えない。

　　以上により、関係部局職員及び当時の市長等には、故意又は重大な過失　

は認められず、損害賠償は求められないと判断する。

３　結　論

　　以上の判断により、本件請求には理由がない

(要望)

　今後も、税の公平性の確保に向けて、できる限りのきめ細かい対応による課税事

務の適正な執行に努められたい。
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