
平成21年12月16日

財　務　部　税　務　課

固定資産税に係る課税誤りの発見からの経過

師叫腋如摘象い幽j楓卵雛壇をし
10月下旬
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11月　24日

同日

11月　25日

11月　29日
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12月1日

12月　2日

12月　9　日

12月10日

・県からの不動産取得税価格照会の調査中に、統合型GI Sの路線価と課税

台帳の価格が違っていることに気付く→点検作業開始

・土地係長報告（髄も甘う鵬）

・土地係会議で対象の概要について係内報告し、12月の更訂処理で修正をす

ることの方針決定

・課税台帳の修正について起案

・税務課長から財務部長に報告・協議

・誤りの路線及び地番、評価額、納税義務者、税額についてデータがまとま

り、課税台帳修正入力作業を開始。併せて、全件の確認作業を行う

・市長、副市長に概要報告・協議

・全件確認作業完了（碑敬軌

・副市長協議

ての喩
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う陸をし

・関係機関に報告・協議開始（別添のとおり）

・市会議員・報道機関にお知らせ

・市長記者会見で発表

・修正納税通知書出力。納税通知書、同封文書の確認、ケース別に仕分け作

業開始

・チェック済みの納税通知書及び同封文書の封筒詰め作業

・修正納税通知書発送



固定資産税に係る課税錯誤の各機関対応

1　登録免許税

11月　30日

法務局

・法務局の小山統括登記官、桑原登記官と協議した。

・影響すると思われる平成21年4月から11月分について対応必要なため、該

当分を早急に把握し、法務局へ連絡することとした。

→戎柵l‰滴か恥電解叫頼朝亀■
12月1日

司法書士会

・江口会長にTE L。概要を説明した。会としての周知ルートはあるが各司法

書士に文書を出して欲しいとのこと。

行政書士会

・板羽会長へ電話し概要及び今後の対応を協議した。協議の結果、概要文書を

郵送することで了解を得た。

法務局

・法務局で刀禰支局長、小山統括登記官に謝罪と説明した。公表文書と同様の

内容文書を持参し今後について協議する。

・法務局としては登記済通知の該当地番リストをもらってチェックをしたい。

最終的に正式な様式をどうするかは改めて協議することとした。

・登録免許税の追徴・還付は法務局から税務署に通知したものに基づき税務署

が納税義務者に対して手続きをするとのこと。

税務署

・柏崎税務署に出向きも説明をした。

・登録免許税の追徴・還付で迷惑をかける旨の話をする。

12月　2日

法務局

・法務局小山統括登記官に錯誤地番リストを届けた。

土地家屋調査士会

・柏崎管内土地家屋調査士会加藤会長の事務所に調査士各位の文書を持参した。

調査士不在につき事務員に手渡した。

司法書士会

・柏崎管内司法書士に文書発送した。

税務署

・柏崎税務署五味川総務課長に全錯誤筆データ（ペーパー）を渡した。

・突合作業、事務処理はすべて税務署で行うとのこと。



12月3日

税務署

12月　7日

法務局

・税務署総務課長を尋ね、登録免許税の追徴還付の該当者に市としてお詫びの

文書等を発送する必要があるか相談、協議した。

・税務署の見解は、市の文書送付は必要なく税務署で全て対応するという回答

をもらう。

・法務局小山統括登記官に電話する。予定どおり12月10日に謝罪文書と納税

通知書を発送することと、登録免許税の影響がある方への謝罪文書と周知文書

は税務署と協議の結果市として発送しないこととした旨伝える。小山統括から

は登録免許税の影響確認作業について聞いたところ内訳について報告がある。

2　不動産取得税

11月　30日

長岡地域振興局県税部

・電話にて長岡地域振興局県税部の担当者と協議した。
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12月　2日

長岡地域振興局県税部

・上ノ山課長が来庁する。全錯誤筆データ（ペーパー）を手渡す。

12月　3日

長岡地域振興局県税部

筒・県税部部長、 部長、課税課長に謝罪と経過説明する。法務局および柏崎税務署

への対応状況について概略、市民への謝罪文・納通発送スケジュール説明した。

柏崎地域振興局

・収税課を尋ね県税部副部長に謝罪と説明する。

3　相続税路線価 タやハ勧し

11月　30日

長岡税務署

・電話にて資産税部門佐藤調査官と協議した。

・路線価等公開図の写しは正しいものを渡してあるので今後の対応はなし。
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平成21年12月　1日

柏崎市長　会　田　　洋

（担当　財務部税務課）

新潟地方法務局柏崎支局　支局長様

固定資産税の課税誤りについて

このたび、固定資産税の土地に係る路線価の一部が正しく課税台帳に反映されておらず、

誤って課税していたことが判明しましたので報告します。

皆様及び関係機関各位には多大なご迷惑をお掛けいたしましたことを、深くお詫び申し

上げます。

今後二度と同じ誤りを繰り返さないよう職員への指導を徹底するとともに、再発防止策

を講じてまいります。

1　経緯

本年10月下旬、財務部税務課において、統合型GI S上の路線価と課税台帳の路線

価基準価格に一部相違が生じていることが発見され、直ちに、課税台帳路線価基準価格が

正確に記載されているかどうかの確認作業に着手いたしました。

その結果、路線価地区の約4，400■路線のうち、207路線及びその他宅地地区1

地区において課税台帳の基準価格が正しく反映されていないことが判りました。さらに、

課税の状況について調査したところ納税義務者956人に誤って課税していたことが判

明いたしました。

2　誤って課税された土地の状況

（1）路線価地区‥・207路線、1，999筆（公有地を除く）

（2）その他宅地地区‥1地区、14筆′

（3）上記のうち都市計画税対象筆数・・1，569筆（公有地を除く）

3　課税誤りの原因

平成21年度の評価替えに当たり、前年度において路線価の算定作業と並行しながら

課税台帳の基準価格の入力作業を税務課で実施してまいりました。

しかし、震災による滅失家屋の土地の異動処理など対応が錯綜する中で、基準価格入

力後の確認・点検に一部漏れが生じ、誤った基準価格での課税となってしまったもので

あります。



4　調査の結果

（1）課税誤りに係る総納税義務者数‥

（2）税額が増額となる納税義務者数等・

・956人

・479人

増額となる合計税額　3・60，700円（平

均額　753円）

納税義務者のうち税額が増額となる最高額

12，800円

（3）税額が減額となる納税義務者数等‥153人

（4）税額変更がない納税義務音数・

減額となる合計税額　166，100円（平

均額　1，085円）

納税義務者のうち税額が減額となる最高額

16，300円

324人

5　今後の対応について

（1）誤って課税した納税義務者の方全員に謝罪の文書を送付させていただきます。

（2）税額が変更となる納税義務者の方に対しては更正後の納税通知書を送付いたすとと

もに、還付が生じる納税義務者の方には、早急に手続を行い通知いたします。

（3）法務局など関係機関に対しては、誤りがあった事実を報告するとともに、対応策を

協議してまいります。

6　今後の再発防止について

（1）課税業務に携わる全職員に対し、改めて一層厳粛な職務執行の徹底を図ってまいり

ます。

（2）課税台帳へのデータ入力作業手順の見直しを行い、入力後の点検・確認作業につい

て二重のチェック体制を図り、入力の漏れ■・誤りがないようにいたします。

（3）本件作業に関して申し上げれば、今後は路線価等算定に係る第一次価格から変更に

なった路線価について委託業者から一覧表を提出させ、税務課において当該箇所の

課税台帳基準価格と突合するように改善いたします。

お問い合わせ先

財務部税務課長　 春 日　 俊雄

電話 02 57－23－5 111 （内線 422）



送付之2

平成21年12月　1日

柏崎市長　会　田　　洋

（担当　財務部税務課）

柏崎管内　司法書士・土地家屋調査士・行政書士　各位

固定資産税の課税誤りについて

このたび、固定資産税の土地に係る路線価の一部が正しく課税台帳に反映されておらず、

誤って課税していたことが判明しましたので報告します。

皆様には多大なご迷惑をお掛けいたしましたことを、深くお詫び申し上げます。

今後二度と同じ誤りを繰り返さないよう職員への指導を徹底するとともに、再発防止策

を講じてまいります。

1　経緯

本年10月下旬、財務部税務課において、統合型GI S上の路線価と課税台帳の路線

価基準価格に一部相違が生じていることが発見され、直ちに、課税台帳路線価基準価格が

正確に記載されているかどうかの確認作業に着手いたしました。

その結果、路線価地区の約4，400路線のうち、207路線及びその他宅地地区1

地区において課税台帳の基準価格が正しく反映されていないことが判りました。さらに、

課税の状況について調査したところ納税義務者956人に誤って課税していたことが判

明いたしました。

2　誤って課税された土地の状況

（1）路線価地区・‥207路線、1，999筆（公有地を除く）

（2）その他宅地地区‥1地区、14筆

（3）上記のうち都市計画税対象筆数‥1，569筆（公有地を除く）

3　課税誤りの原因

平成21年度の評価替えに当たり、前年度において路線価の算定作業と並行しながら

課税台帳の基準価格の入力作業を税務課で実施してまいりました。

しかし、震災による滅失家屋の土地の異動処理など対応が錯綜する中で、基準価格入

力後の確認・点検に一部漏れが生じ、誤った基準価格での課税となってしまったもので

あります。



4　調査の結果

（1）課税誤りに係る総納税義務者数‥

（2）税額が増額となる納税義務者数等・

・956人

・479人

増額となる合計税額　360，700円（平

均額　753円）

納税義務者のうち税額が増額となる最高額

12，800円

（3）税額が減額となる納税義務者数等・・153人

減額となる合計税額　166，100円（平

均額　1，085円）

納税義務者のうち税額が減額となる最高額

16，300円

（4）税額変更がない納税義務者数・ 324人

5　今後の再発防止について

（1）課税業務に携わる全職員に対し、改めて一層厳粛な職務執行の徹底を図ってまいり

ます。

（2）課税台帳へのデータ入力作業手順の見直しを行い、入力後の点検・確認作業につい

て二重のチェック体制を図り、入力の漏れ・誤りがないようにいたします。

（3）本件作業に関して申し上げれば、今後は路線価等算定に係る第一次価格から変更に

なった路線価について委託業者から一覧表を提出させ、税務課において当該箇所の

課税台帳基準価格と突合するように改善いたします。

6　その他

評価額の修正に関する内容の詳細につきましては税務課土地係（内線254、255、2階

13番窓口）にお問い合わせください。

お問い合わせ尭

財務部税務課長　 春 日　 俊雄

電話 0257－23－5 111 （内線 422）
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平成21年12月4　日

柏崎市財務部税務課

課長　春日　俊雄

固定資産税の課税誤りについて

新潟県長岡地域振興局県税部

部長　板屋　幸仁　様

このたび、固定資産税の土地に係る路線価の一部が正しく課税台帳に反映されておらず、

誤って課税していたことが判明しましたので通知いたします。

県税部様には、不動産取得税など関係業務に多大なご迷惑をお掛けし深くお詫び申し上

げます。

業務繁忙の折、さらに新たな事務対応が生ずることとなり申し訳ございません。

今後二度と同じ誤りを繰り返さないよう課員への指導を徹底するとともに、再発防止策

を講じてまいります。

1　調査の結果

（1）課税誤りに係る総納税義務音数・‥956人

（2）税額が増額となる納税義務者数等‥479人

増額となる合計税額　360，700円（平

均額　753円）

納税義務者のうち税額が増額となる最高額

12，800円

（3）税額が減額となる納税義務者数等・・153人

減額となる合計税額　166，100円（平

均額　1，085円）

納税義務者のうち税額が減額となる最高額

（4）税額変更がない納税義務者数・

16，300円

324人こ′

2　今後の対応について

（1）誤って課税した納税義務者の方全員に謝罪の文書を送付させていただきます。

（2）税額が変更となる納税義務者の方に対しては更正後の納税通知書を送付いたすとと

もに、還付が生じる納税義務者の方には、ヰ急に手続を行い通知いたします。

＼

＼



変更　なし

平成21年12月10日

柏崎市財務部税務課長

納税者の皆様へ

課税誤りによる固定資産税・都市計画税の更正等について

このたびは、納税者の皆様に多大なご迷惑をおかけし深く詫び申し上げます。

更正後の平成21年度固定資産税・都市計画税課税明細書等（修正後）は別添のとお

りであります。

なお、税額の変更はございませんので、3期以降もお手持ちの納付書にて納付をお願

いいたします。口座振替をされている方につきましては、引き続き納期ごとに振り替え

させていただきます。

二度と同じ誤りを繰り返さないよう再発防止策を講じるとともに課員へ指導を徹底

してまいりますのでご理解くださいますようお願い申し上げます。

聞合せ先

柏崎市 財務部 税務課土地係

電話 0257－2 3－5 111 （代）内線 254 ・2 5 5


