
津地裁 平成 26（行ウ）3、津地裁 平成 26（ワ）408 

1 

 

主   文 

 

１ 原告の甲事件に係る訴えを却下する。 

２ 原告の乙事件に係る請求を棄却する。 

３ 訴訟費用は甲事件及び乙事件を通じて全て原告の負担とする。 

 

 

               事実及び理由 

 

第１ 請求 

１ 甲事件 

 伊賀市長が原告に対して平成２５年６月２４日付けでした，平成２０年度ないし平成２

３年度における別紙１物件目録記載１の土地の固定資産税を更正する処分を取り消す。 

２ 乙事件 

 被告は，原告に対し，１７２万３３２５円及び平成２６年１０月１０日から支払済みま

で年５分の割合による金員を支払え。 

第２ 甲事件に関する当事者の主張 

１ 請求原因 

（１）当事者等 

 原告は，昭和５１年２月１３日に和楽器の製造及び販売を主な事業目的として大阪市内

に設立された法人である。 

 原告は，昭和５３年に別紙１物件目録（以下，単に「目録」という。）記載１の土地（以

下「本件工場用地」という。）を取得し，昭和５５年７月に本件工場用地上に目録記載２の

事務所（以下「本件事務所」という。）及び附属建物である工場２棟（以下「本件各工場」

といい，附属建物１を「本件工場１」，附属建物２を「本件工場２」という。）並びに目録

記載３の工場（以下「本件未登記建物」という。）を建設した。 

（２）更正処分 

ア 伊賀市長は，平成２０年度から平成２４年度にかけて，原告に対し，本件工場用地に

住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例（以下「住宅用地特例」という。地方税法

３４９条の３の２）を適用して，以下のとおり，本件工場用地に係る固定資産税を賦課す

る決定（以下「本件各賦課決定」といい，課税年度を特定する場合は「平成○○年度分の

本件賦課決定」という。）をした。 

（ア）平成２０年度 課税標準額 １２９９万８０７１円 

          税額      １８万１９７２円 

（イ）平成２１年度ないし平成２３年度 

          課税標準額 １２９９万８０７１円 
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          税額      １８万１９７２円 

（ウ）平成２４年度 課税標準額 １３９３万１７７７円 

          税額      １９万５０４４円 

イ 伊賀市長は，平成２４年１０月３１日付けで，本件工場用地について住宅用地特例の

適用は誤りであったとしてこれを解除し，以下のとおり，本件各賦課決定をそれぞれ増額

更正する賦課決定（以下「本件各増額更正処分」といい，課税年度を特定する場合は「平

成○○年度分の本件増額更正処分」という。）をした。 

（ア）平成２０年度 課税標準額 ３３３１万８８１０円 

          税額      ４６万６４６３円 

（イ）平成２１年度 課税標準額 ３４７７万５３７０円 

          税額      ４８万６８５５円 

（ウ）平成２２年度 課税標準額 ３２４０万８４６０円 

          税額      ４５万３７１８円 

（エ）平成２３年度 課税標準額 ３００４万１５５０円 

          税額      ４２万０５８１円 

（オ）平成２４年度 課税標準額 ３２９５万４６７０円 

          税額      ４６万１３６５円 

ウ 伊賀市長は，本件事務所は建築当初から居宅として利用されていることが明らかにな

ったとして，平成２５年４月１７日付けで，以下のとおり，本件工場用地の一部につき住

宅用地特例を適用し，平成２４年度分の本件増額更正処分を減額更正する賦課決定（以下

「平成２４年度分の更正処分」という。）をした（これについては，原告は納付済みである。）。 

（ア）課税標準額 ３０８２万２７２５円 

（イ）税額      ４３万１５１８円 

エ 伊賀市長は，前記ウと同様の理由で，平成２５年６月２４日付けで，本件工場用地の

一部につき住宅用地特例を適用し，平成２０年度ないし平成２３年度分の本件増額更正処

分をそれぞれ減額更正する賦課決定（以下「本件各減額更正処分」といい，課税年度を特

定する場合は「平成○○年度分の本件減額更正処分」という。）をした。 

（ア）平成２０年度 課税標準額 ３１１８万３８９５円 

          税額      ４３万６５７４円 

（イ）平成２１年度 課税標準額 ３２５１万８９９７円 

          税額      ４５万５２６５円 

（ウ）平成２２年度 課税標準額 ３０３３万１８７５円 

          税額      ４２万４６４６円 

（エ）平成２３年度 課税標準額 ２８１１万６６２７円 

          税額      ３９万３６３２円 

（３）審査請求前置・訴訟提起 
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ア 原告は，平成２５年７月１６日付けで，伊賀市長に対し，本件各減額更正処分につい

て異議申立てをしたところ，伊賀市長は，同年１０月８日，同異議申立てを棄却する決定

をし，その後，決定書謄本が原告に送達された。 

イ 原告は，平成２６年４月７日，本件訴訟を提起した。 

（４）違法性の主張 

 本件各減額更正処分は，実体的にも手続的にも違法がある。実体的には住宅用地特例の

適用面積の誤り，手続的には処分の期間制限違反，処分の取消し・撤回の法的根拠の欠如，

理由付記の不備，手続教示義務の違反の諸点に違法がある。 

（５）まとめ 

 よって，原告は，本件各減額更正処分の取消しを求める。 

２ 請求原因に対する認否－被告 

（１）請求原因（１）の事実は不知の部分はあるが争わない。 

（２）請求原因（２）の事実は認める。 

（３）請求原因（３）の事実は認める。 

（４）請求原因（４）の主張は争う。 

３ 抗弁（本件各減額更正処分の適法性） 

（１）本件各減額更正処分の発生原因事実 

ア 住宅用地特例の適用 

 本件工場用地上には，本件事務所が存在するところ，平成２５年２月２８日に伊賀市課

税課が行った家屋調査により，原告が本件事務所を建築当初から居宅として利用していた

ことが明らかとなった。そのため，本件工場用地については，住宅用地特例が適用される。 

イ 敷地面積の認定 

（ア）本件工場用地上には，本件事務所のほかに，本件各工場及び本件未登記建物が存在

する。 

 また，本件工場用地には原告がゴルフ練習場と主張する場所（以下「本件ゴルフ練習場」

という。）がある。しかしながら，本件ゴルフ練習場は，個人の心理的満足を充足させる場

所にすぎない（個人の心理的満足を充足させる場所である別荘には住宅用地特例は適用さ

れない〔地方税法施行令５２条の１１〕。）。さらに，本件工場用地上の建物の配置関係及び

通路との位置関係からすれば，本件ゴルフ練習場は，本件事務所の敷地の用に供される土

地ではなく，むしろ本件各工場の敷地の用に供される土地であると考えられる。加えて，

原告は，前記アの家屋調査の際には，伊賀市課税課職員に対し，本件ゴルフ練習場は楽器

製造に用いる木材の置場であると説明した。 

 以上に鑑み，伊賀市長は，本件工場用地から本件事務所の敷地の用に供されている土地

を明確に区分することができないと判断した。 

（イ）住宅用地特例の解釈基準を全国の地方自治体に説明した昭和４８年４月２６日自治

省固定資産税課長内簡（以下「内簡」という。）によれば，一画地の土地の上に住宅その他
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の家屋が混在する場合において，当該土地のうち住宅の敷地である部分を明確に区分する

ことが困難なときは，当該土地に存在する家屋の建築面積に応じて土地の面積を按分し，

それぞれの家屋の用に供している土地の面積を認定することができるとされている。 

 伊賀市長は，内簡に従って，本件工場用地のうち本件事務所の敷地の用に供されている

土地の面積を，２２７．２６平方メートル（２６０１平方メートル〔本件工場用地の面積〕

×６３．３４平方メートル〔本件事務所の延床面積〕／７２４．９２平方メートル〔全家

屋の延面積の合計〕）と認定した。 

ウ 本件各減額更正処分をするにあたっての計算過程 

 伊賀市長は，本件工場用地の課税標準額を以下のとおり計算し，前記１（２）エのとお

り，本件各減額更正処分をした（詳細な計算過程は，別紙３「課税標準額計算書」のとお

り）。 

（ア）本件工場用地のうち，本件事務所の敷地の用に供されている土地の面積（２２７．

２６平方メートル）のうち２００平方メートルについては，小規模住宅用地として課税標

準となるべき価格の６分の１の額を課税標準額とした（地方税法３４９条の３の２第２項

２号）。 

（イ）本件工場用地のうち，本件事務所の敷地の用に供されている土地の面積（２２７．

２６平方メートル）のうち２００平方メートルを超える部分（２７．２６平方メートル）

については，住宅用地として課税標準となるべき価格の３分の１の額を課税標準額とした

（地方税法３４９条の３の２第１項）。 

（ウ）本件工場用地のうち，前記（ア）及び（イ）を除いた残りの面積（２３７３．７４

平方メートル）については，課税標準となるべき価格の１０分の７の額を課税標準額とし

た。 

（２）手続の適法性 

ア 期間制限について 

（ア）本件各減額更正処分は，固定資産税に係る賦課決定である。 

（イ）この賦課決定についての期間制限は，地方税法１７条の５第３項に規定されている。 

 ところで，地方税法の一部を改正する平成２３年１２月２日法律第１１５号は，同法の

施行（平成２４年４月１日）前に法定納期限の到来した地方税に係る更正，決定若しくは

賦課決定又は加算金の決定をすることができる期間については，なお従前の例によると規

定する。 

 したがって，平成２４年４月１日までに法定納期限の到来した固定資産税に適用される

べき地方税法の内容は，別紙２関係法令等「２ 地方税法（平成２３年１２月２日法律第

１１５号による改正前のもの）（旧法）」欄に記載のとおりで，「固定資産税…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」（１７条の５第３項）というものである。 

 なお，平成２４年４月１日以降に法定納期限の到来した固定資産税に適用されるべき地
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方税法の内容は，別紙２関係法令等「１ 地方税法」欄に記載のとおりで，「固定資産税…

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。」（１７条の５第５項。旧法と同内容で，項番号が変わったのみ。）こと

となる。 

（ウ）そして，平成２１年度分の固定資産税の法定納期限は同年４月３０日であるから，

賦課決定は平成２６年４月３０日が経過した日以後には許されないことになり，同様に平

成２３年度分の固定資産税の法定納期限は同年４月３０日であるから，賦課決定は平成２

８年４月３０日が経過した日以後には許されないことになる。 

 したがって，平成２５年６月２４日になされた平成２１年度ないし平成２３年度分の減

額更正処分にはいずれも期間制限違反の違法はない。 

（エ）ただ，平成２０年度分の固定資産税の法定納期限は同年４月３０日であるから，賦

課決定は平成２５年４月３０日が経過した日以後には許されないことになるから，平成２

５年６月２４日になされた平成２０年度分の本件減額更正処分は，その期間制限に違反す

ることになる。 

 しかし，伊賀市長は，伊賀市長が課税標準額の再計算等に手間取ったために除斥期間を

経過したといった経緯，平成２０年度分の本件減額更正処分が原告に有利なものであるこ

とに鑑み，地方税法１７条の６第１項１号を類推適用してこれをしたものであるから，何

ら違法な点はない。 

イ 処分の取消し・撤回について 

 原告は，本件各減額更正処分が，処分の取消し・撤回にあたるところ，これを認める法

的な根拠はなく違法であるなどと主張する。 

 まず，本件各減額更正処分は，平成２３年１２月２日法律第１１５号による改正前の地

方税法（以下「旧法」という。）１７条の５第３項の除斥期間内に法令の適用の誤りを是正

するものであり，法律上予定された処分である。 

 さらに，本件各減額更正処分は，平成２０年度分ないし平成２３年度分の本件増額更正

処分を一部取消し，原告の正当な法律上の利益を回復する処分であって，原告の正当な法

律上の利益を奪う侵害的処分ではない。したがって，処分の取消し・撤回の可否を問題に

する余地はない。 

 本件各減額更正処分の法的根拠に何ら違法な点はない。 

ウ 理由付記について 

 原告は，本件各減額更正処分の処分通知書には処分理由として「住宅用地更正」と記載

されていることにつき，この程度の記載では理由の付記としては不十分であるとして，本

件各減額更正処分の違法を主張する。 

 平成２０年度分ないし平成２３年度分の本件増額更正処分は，本件工場用地に適用して

いた住宅用地特例を解除したことによりなされたものであり，本件各減額更正処分は，平

成２５年２月２８日に実施した家屋調査（これは原告も認識している。）を踏まえ，本件工
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場用地に住宅用地特例を一部認めたことによりなされたものであるという経過・内容と，

住宅用地特例の要件には裁量を認めるものがないこと，上記処分通知書には具体的な金額

の変動も併せて記載されていることからすれば，「住宅用地更正」との記載であっても，本

件各減額更正処分の理由は理解可能であり，理由付記に欠けるところはない。 

 本件各減額更正処分の処分通知書に付記された理由には何ら違法な点はない。 

エ 手続教示について 

 伊賀市長は，本件各減額更正処分に際して，原告に対し，行政不服審査法５７条１項の

教示をしていない。原告はこのことをもって本件各減額更正処分が違法・無効であると主

張する。 

 しかし，行政不服審査法５７条は，処分の内容及び成立要件に関わる事項を定めたもの

ではないから，その違反は処分の効力を失わせるものではなく，本件各減額更正処分が違

法・無効なものとはならない。 

４ 抗弁に対する認否及び原告の主張 

（１）抗弁（１）（本件各減額更正処分の発生原因事実）について 

ア 抗弁（１）アの事実は認める。同イの事実のうち，本件工場用地上に本件各工場，本

件未登記建物及び本件ゴルフ練習場があること，内簡に被告の主張する定めがあることは

認め，その余の事実は否認し，主張は争う。同ウの事実のうち，伊賀市長が本件各減額更

正処分をしたことは認め，その余の事実は否認し，主張は争う。 

イ 住宅の敷地の用に供されている土地とは，その住宅を維持し，又はその効用を果たす

ために使用されている一画地をいう。本件ゴルフ練習場は個人の心理的満足を充足する場

所であるという意味において，住宅と同様に生活のための施設である。したがって，本件

事務所（住宅）及び本件ゴルフ練習場は，楽器の製造工程とは当然に区分されるものであ

る。以上からすれば，本件工場用地のうち，敷地全体から住宅敷地部分を明確に区分する

ことは十分可能であって，これが困難な場合に該当しない。 

 本件ゴルフ練習場の面積は８１０平方メートルであり，本件事務所の床面積が６７．５

７５平方メートル，本件事務所の前庭の面積が１４平方メートルであるから，本件事務所

の敷地の用に供されている土地の面積の合計は，８９１．５７５平方メートルである。こ

のうち，住宅用地特例を適用すべき面積は，地方税法施行令５２条の１１第２項２号かっ

こ書により，住宅用家屋の床面積の１０倍である６７５．７５平方メートルとなる。 

ウ 上記のとおり，本件は内簡の定める場合に該当しないうえ，内簡は，指導基準として

の意義を持たないものであるから，敷地の面積の認定はあくまでも地方税法施行令５２条

の１１によるべきである。 

エ 以上のとおり，伊賀市長のした本件各減額更正処分は，計算の基礎となる住宅用地特

例を適用すべき面積を誤っているから，違法である。 

（２）抗弁（２）（手続の適法性）について 

ア 期間制限違反 
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（ア）抗弁（２）アのうち，平成２２年度及び平成２３年度分の本件減額更正処分につい

て期間制限の違法がないことは認め，その余の主張は争う。 

（イ）平成２０年度分及び平成２１年度分の本件減額更正処分は，「更正」処分であるから，

旧法１７条の５第１項のとおり，「『更正』，決定又は賦課決定は，法定納期限…の翌日から

起算して３年を経過した日以後においては，することができない」ことになる。 

 伊賀市長のした平成２０年度分及び平成２１年度分の本件減額更正処分は，その各法定

納期限（平成２０年４月３０日と平成２１年４月３０日）の翌日から３年以上が経過した

日以後の平成２５年６月２４日になされたものであるから，この期間制限の規定に違反す

る違法な処分である。 

 なお，被告は，本件各減額更正処分は，「更正」ではなく，「賦課決定」であると主張す

る。しかし，地方税法上，そのような読替規定やみなし規定は存在しないから，被告の上

記主張は失当である。 

（ウ）被告は，平成２０年度分の本件減額更正処分につき，地方税法１７条の６第１項１

号の類推適用を主張する。しかし，本件において課税標準額を変更する裁決や判決はなく，

課税権者の更正処分の期間制限を中断・停止させる効果はないから上記条項を類推適用す

る余地はなく，被告の上記主張は失当である。 

イ 処分の取消し・撤回の法的根拠の欠如 

（ア）抗弁（２）イの主張は争う。 

（イ）一般に，処分の取消し・撤回をするには法律の明示の根拠が必要である。本件各減

額更正処分をすることができるのは，地方税法４２０条による場合に限られるところ，本

件においては同条項を適用すべき事情（「固定資産の価格等を修正して登録した場合」）は

ない。 

 また，根拠規定がある場合でも撤回が許されるのは，将来に向かって効力を消滅させる

場合のみである。 

 したがって，伊賀市長は，本件各減額更正処分によって平成２０年度ないし平成２３年

度分の本件増額更正処分の取消し・撤回をすることは許されない。 

ウ 理由付記の不備 

（ア）抗弁（２）ウの事実のうち，本件更正処分の処分通知書には，「住宅用地更正」と記

載されていることは認め，その余の事実は否認し，主張は争う。 

（イ）本件各減額更正処分は，原告の法律上の利益を侵害する処分であるから，理由付記

が十分か否かは厳格に判断することが求められる。本件各減額更正処分には，「住宅用地更

正」との理由が付記されただけであるから，理由付記の不備があることは明らかであり，

違法である（行政手続法１４条１項違反）。 

エ 手続教示義務の違反 

（ア）抗弁（２）エの事実のうち，本件各減額更正処分の際に，不服申立ての教示がなか

ったことは認め，その余の事実は否認し，主張は争う。 



津地裁 平成 26（行ウ）3、津地裁 平成 26（ワ）408 

8 

 

（イ）教示義務（行政不服審査法５７条１項）違反は，処分の無効をもたらすものである。 

第３ 乙事件に関する当事者の主張 

１ 請求原因 

（１）所有者等 

 亡Ｐ３（以下「Ｐ３」という。）は，原告の創業者であり初代社長であった者である。Ｐ

３は、昭和４７年に目録記載４ないし６の土地（以下「Ｐ３名義土地」という。）を取得し，

所有権移転登記を経由した。また，昭和５１年１０月に同土地上に，目録記載７の事務所・

居宅及びその附属建物である工場２棟（以下「Ｐ３名義建物」という。）を建設し，所有権

保存登記をした。 

（２）違法行為 

 伊賀市長（旧α町長を含む。以下も同じ。）は，昭和５９年度から平成２４年度まで，Ｐ

３が所有するＰ３名義建物を，原告所有の不動産として固定資産税の賦課決定をしていた。  

 市町村長は，登記簿に登記されている家屋についての所有権の登記名義人の住所及び氏

名，基準年度の価格又は比準価格を家屋課税台帳に登録しなければならない（地方税法３

８１条３項）。しかるに，伊賀市長はこれを怠り，課税物件の帰属を誤り，違法な処分をす

るに至った。 

（３）故意又は過失 

 本件工場用地とＰ３名義建物が存する土地（Ｐ３名義土地）は，距離にして８００ｍほ

ど離れているのであるから，伊賀市長が実地調査義務（地方税法４０８条）を果たしてい

れば誤ることはなかったうえ，家屋の登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又

は登録されている人が納税義務者であることは被告作成の「固定資産税のしおり」にも記

載されているのであるから，前記（２）の処分に伊賀市長の故意又は過失があることは明

らかである。 

（４）損害 

 原告は，平成２４年に前記（２）の課税名義の誤りに気付くまで，被告から送付される

固定資産税納税通知書兼領収書を信じ，固定資産税を法定納期限内に納付していた。その

ため，原告は，平成６年度ないし平成２４年度の間になされた固定資産税の賦課決定によ

って，その間の固定資産税額の合計額１７２万３３２５円の損害（損害額の計算は，原告

による推計である。詳細な内訳は，別紙４「各課税年度に原告に対して賦課決定された家

屋別の課税標準額」記載のとおり）を被った。 

（５）まとめ 

 よって，原告は被告に対し，国家賠償法１条１項による損害賠償として，１７２万３３

２５円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成２６年１０月１０日から支払済み

まで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める。 

２ 請求原因に対する認否及び被告の主張 

（１）請求原因（１）の事実のうち，Ｐ３が原告の創業者であること，昭和５０年４月１
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０日にＰ３名義建物が建築されたこと，Ｐ３名義建物につき，所有名義人がＰ３となって

いることは認め，その余の事実は不知の部分もあるが争わない。 

（２）請求原因（２）の事実は否認し，主張は争う。 

 原告は，原告の設立（昭和５１年２月１３日）と同時にＰ３名義建物の所有権をＰ３か

ら承継し，自らの工場及び事務所として使用していた。被告（旧α町）は，昭和５９年以

前に，Ｐ３名義建物が原告の工場等に使用されている実態を現地調査で確認し，原告の代

表取締役であったＰ３の説明を基に，Ｐ３名義土地の所有者はＰ３であるものの，Ｐ３名

義建物の実質上の所有者は原告であると認定して，家屋課税台帳の所有者を原告に変更し，

原告に対し課税することにした。その後，Ｐ３名義建物の家屋課税台帳や課税明細書の記

載に所在地や家屋番号に関する誤記が生じたが，これは事業承継上の手違いによるもので，

原告の指摘により，平成２５年２月２８日実施の家屋調査の後に訂正した。 

 上記のとおり，Ｐ３名義建物の実質上の所有者は原告であり，被告は，課税物件の使用

の実態に即して，地方税法３４３条１項の原則により，実質上の所有者に課税したもので

あっては何ら違法な課税はしていない。 

（３）請求原因（３）の事実は否認し，主張は争う。 

（４）請求原因（４）の事実は否認し，主張は争う。 

 被告は，課税物件の所在地や家屋番号という課税物件の表示方法を誤ったに過ぎず，納

税義務の存否に影響を及ぼすものではないから，被告は原告に対し課税すべきでない固定

資産税を課したのではない。したがって，原告がＰ３名義建物に関する固定資産税を納付

したことは，自身の納税義務を履行したに過ぎないから，これによって原告に損害が生じ

る余地はない。 

第４ 甲事件に関する当裁判所の判断 

１ 訴えの利益について（職権による検討） 

（１）申告に係る税額につき更正処分がされたのち，いわゆる減額再更正がされた場合，

同再更正処分は，それにより減少した税額に係る部分についてのみ法的効果を及ぼすもの

であり（国税通則法２９条２項），それ自体は，再更正処分の理由のいかんにかかわらず，

当初の更正処分とは別個独立の課税処分ではなく，その実質は，当初の更正処分の変更で

あり，それによって，税額の一部取消しという納税者に有利な効果をもたらす処分と解す

るのを相当とする。そうすると，納税者は，上記の再更正処分に対してその救済を求める

訴えの利益はなく，専ら減額された当初の更正処分の取消しを訴求することをもって足り

るというべきである（最高裁昭和５６年４月２４日第２小法廷判決・民集３５巻３号６７

２頁）。 

 そして，国税に関する更正等の効力を規定した国税通則法２９条各項と同様の規定が地

方税法２０条の９の２に規定されていること，同条第５項が修正申告の効力に関する規定

を賦課決定について準用していることからすると，上記の理は，賦課決定につき減額再更

正がされた場合にも異なるところはないと解される。 

https://lex.lawlibrary.jp/lexbin/LinkInyo.aspx?Bunban=21073190
https://lex.lawlibrary.jp/lexbin/LinkInyo.aspx?Bunban=21073190
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（２）本件各減額更正処分は，本件各賦課決定について本件各増額更正処分がされた後に

された処分であるから，原告は，原告に有利な効果をもたらす本件各減額更正処分の取消

しの請求ではなく，当初の更正である平成２０年度ないし平成２３年度分の本件増額更正

処分の取消しを請求することをもって足りる（ただし，平成２０年度ないし平成２３年度

分の本件増額更正処分の取消しを求めるとしても，不服申立ての前置〔地方税法１９条の

１２，１９条１号〕が欠けることは弁論の全趣旨より明らかである。）。 

 したがって，原告には本件各減額更正処分の取消しを求める訴えの利益はない。 

（３）原告は，〔１〕平成２５年２月２８日に，伊賀市課税課職員より，本件各増額更正処

分を取り消すとの説明を受けたこと，〔２〕同年６月２４日付けの本件各減額更正処分の通

知書（甲１８ないし２１）には，本件各増額更正処分に何ら触れることなく，平成２０年

度ないし平成２３年度分の本件賦課決定の金額から増額するとの表示がされていることか

らすれば，平成２０年度ないし平成２３年度分の本件増額更正処分は，同年２月２８日又

は同年６月２４日にはすでに取り消されたものと解すべきであり，本件各減額更正処分は，

前記（１）と同様の減額の再更正処分には該当しないと主張する。 

 しかしながら，伊賀市課税課職員は伊賀市の行政庁でないから伊賀市課税課職員の説明

によって取消しの効力が生じないことは明らかであり，〔１〕の主張は理由がない。また，

上記通知書は単に本件各賦課決定と本件各減額更正処分との差額を表示したにすぎず，本

件各増額更正処分の取消しを示したものではないから，〔２〕の主張も理由がない。したが

って，原告の上記主張は採用できない。 

（４）以上のとおり，原告には本件各減額更正処分の取消しを求める訴えの利益はなく，

原告の甲事件に係る訴えは不適法であり，却下を免れない。 

２ 本件各減額更正処分の適法性 

 なお，念のために，本件各減額更正処分の適法性についても検討する。 

（１）請求原因（１）ないし（３）の事実はいずれも当事者間に争いがない。 

（２）本件各減額更正処分の発生原因事実（抗弁（１）） 

ア 住宅用地特例の適用 

 本件工場用地上に住宅の用に供される本件事務所があるため，本件工場用地のうち，本

件事務所の敷地の用に供されている土地については，住宅用地特例が適用されることには

当事者間に争いはない。 

イ 住宅用地特例を適用すべき敷地の面積の認定 

（ア）住宅用地特例は，主として住宅政策上の見地から住宅用地及び小規模住宅用地につ

いて税負担の軽減を図るため，固定資産税の課税標準の特例を設けたものである。そうす

ると，ある土地が居住用家屋の敷地の用に供されている土地に該当するかどうかは，社会

通念に従い，その土地がその居住用家屋と一体として利用されている土地であるかどうか

によって判定すべきである。後記（イ）の内簡も，これと同趣旨のことを敷衍して述べた

ものと解される。 
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（イ）内簡（乙７）には次のとおり記載されている。 

ａ 住宅の敷地の用に供されている土地とは，当該住宅を維持し，またはその効用を果す

ために使用されている一画地の土地をいう。 

ｂ 一画地の土地は，道路，塀，垣根，溝等によって他の土地と区分して認定するものと

するが，明確な境界がない場合においては，土地の使用の実態によって認定する。この場

合，住宅の敷地に使用されている土地が一筆の土地の一部分である場合は，当該部分のみ

をもって一画地とし，数筆の土地にわたり一個の住宅が存する等数筆の土地が一体として

利用されているような場合には，数筆にわたって一画地を認定する。 

ｃ 一画地の土地の上に住宅その他の家屋が混在する場合において，当該土地のうち住宅

の敷地である部分を明確に区分することが困難なときは，当該土地に存する家屋の建築面

積に応じて土地の面積を按分し，それぞれの家屋の用に供している土地の面積を認定する

ことができる。 

（ウ）本件工場用地の現況 

 証拠（甲２４ないし２７，乙４，１５の２）及び弁論の全趣旨によれば，次のとおりの

事実が認められる。 

 本件工場用地は，道路，垣根等によって他の土地と区分されている。本件工場用地には，

本件事務所（現況床面積６３．３４平方メートル）が北西端に，本件工場１（現況床面積

１８７．３８平方メートル），本件工場２（現況床面積３３２．７０平方メートル）及び本

件未登記建物（現況床面積１階７０．７５平方メートル，２階７０．７５平方メートル）

が南側にある。本件事務所には前庭があり，本件事務所の手前には，北から南にかけて，

本件各工場に至る通路が存在する。本件事務所から通路を隔てた位置（本件工場用地の北

東端）には，本件ゴルフ練習場が存在するものの，本件ゴルフ練習場には特に目立った設

備等はなく，芝生が張られていた。（別紙５参照） 

（エ）前記（ウ）のとおり，本件工場用地は，他の土地と区分されているから，一画地の

土地と認められる（前記（イ）ａ及びｂ）。 

 本件工場用地には，本件事務所のほかに，本件各工場（２棟）及び本件未登記建物が存

在するから，本件工場用地のうち，本件事務所の敷地の用に供されている土地を明確に区

分することができるか（前記（イ）ｃ）を検討する。 

 前記（ウ）のとおり，本件事務所前には通路が存在しており，本件ゴルフ練習場は本件

事務所とは明確に区画されており，本件ゴルフ練習場には目立った設備がないうえ，本件

ゴルフ練習場が現実にどのように利用されているかを示す客観的な資料はない。また，本

件ゴルフ練習場が，居宅として利用されている本件事務所（乙３）を維持し，又はその効

用を果たすために使用されているものであることを示す証拠もない。したがって，本件事

務所の前庭部分は，本件事務所の敷地の用に供されているとしても，本件ゴルフ練習場が

本件事務所の敷地の用に供されているという原告の主張は採用できず，本件工場用地のう

ち，本件ゴルフ練習場を含め，本件事務所の敷地の用に供されている土地は明確に区分す
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ることができないと認められる。（前記（イ）ｃ） 

（オ）内簡（前記（イ）ｃ）に従って計算すると，住宅用地特例を適用すべき敷地の面積

は，２２７．２６平方メートル（２６０１平方メートル〔本件工場用地の面積〕×６３．

３４平方メートル〔本件事務所の延床面積〕／７２４．９２平方メートル〔全家屋の延面

積の合計〕）となる。 

（カ）原告は，内簡は指導基準としての意義を持たないから，敷地の面積を認定する根拠

は，地方税法施行令５２条の１１によるべきと主張する。 

 しかしながら，地方税法施行令５２条の１１は，住宅の敷地の用に供されていると認定

された土地のうち，住宅用地特例の適用となる面積を算出するための規定であって，そも

そも住宅の敷地の用に供されている土地かどうかの判断基準を定めるものではない。 

 また，内簡に指導基準としての意義がなくとも，内簡はその内容に照らせば住宅用地特

例（地方税法３４９条の３の２）の趣旨に沿う合理的なものであるといえる。したがって，

内簡に従って住宅の敷地の用に供されている土地の範囲を認定することに法令違反はない。 

 以上によれば，原告の上記主張は採用できない。 

ウ 本件各減額更正処分をするにあたっての計算過程 

 前記イで認定した敷地面積に基づいて住宅用地特例（地方税法３４９条の３の２第１項，

２項２号）を適用すると，別紙３「課税標準額計算書」のとおりとなるから，被告の抗弁

（１）は認められる。 

（３）期間制限（抗弁（２）ア）について 

ア 本件各減額更正処分の除斥期間 

 本件各減額更正処分は新法施行前に法定納期限が到来しているため，旧法１７条の５が

適用される。そして，固定資産税の賦課決定については，その評価が通常３年に１回の基

準年度において行われること等のため，原則３年の除斥期間（旧法１７条の５第１項）を

適用すると課税の適正を期することが困難となることから，同条第３項で，除斥期間を延

長することとし，５年とされている。 

 上記趣旨からすれば，固定資産税の賦課決定であれば，新たに賦課する場合と増減する

場合とを通じて，同条第３項が適用され，その除斥期間は５年となると解される。 

 原告は，旧法１７条の５第１項が適用されると主張する。しかし，同項の「更正」とは，

納税者又は特別徴収義務者が申告納付納入又は特別徴収（個人の住民税を除く。）により徴

収する地方税について提出した申告書に記載された課税標準額又は税額を増額し，又は減

額する処分を指し，固定資産税の賦課決定を更正する決定は含まれないと解される。 

 したがって，原告の上記主張は採用できない。 

イ 除斥期間経過後の減額更正 

（ア）本件各減額更正処分に旧法１７条の５第３項違反があるか 

 前記アによれば，平成２１年度分ないし平成２３年度分の本件減額更正処分（法定納期

限平成２１年４月３０日ないし平成２３年４月３０日）は除斥期間内の処分であったのに
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対し，平成２０年度分の本件減額更正処分（法定納期限平成２０年４月３０日）は除斥期

間経過後の処分であることは明らかである（地方税法１１条の４第１項，伊賀市市税条例

６７条１項）。 

 そうすると，平成２０年度分の本件減額更正処分は，旧法１７条の５第３項違反の違法

がある。 

（イ）被告の主張 

 前記（ア）の点について，被告は，地方税法１７条の６第１項１号の類推適用を主張す

る。 

 しかしながら，除斥期間の例外を定めた地方税法１７条の６第１項１号は，地方税の更

正，決定又は賦課決定に係る不服申立て又は訴訟が，長期にわたり，除斥期間満了後に決

定，裁決又は判決（以下「裁決等」という。）がされることも多いのに対し，その不服申立

てに対する裁決等の対象となった処分（以下「原処分」という。）が裁決等により異動する

こととなった結果，原処分と同一の税目の地方税の他の年度分等について更正，決定又は

賦課決定をする必要が生ずる場合があり，この場合に除斥期間が満了したために処分がで

きないとすると，課税の公平を期する上からも不合理であることから，除斥期間の満了後

であっても，原処分について不服申立てに対する裁決等があった日の翌日から起算して６

月間は，原処分と同一の税目の地方税の他の年度分等について，なお更正，決定又は賦課

決定をすることができるとしたものである。 

 被告の主張（前記第２の３（２）ア（エ））によれば，本件各減額更正処分が遅れたのは，

不服申立て等の争いのためではなく，伊賀市長が課税標準額の再計算等に手間取ったに過

ぎないから，上記の趣旨は妥当せず，地方税法１７条の６第１項１号を類推適用する基礎

に欠ける。したがって，被告の上記主張は採用できない。 

（ウ）取り消すべき違法といえるか 

 原告は，本件各減額更正処分に対しては不服の申立てをしたものの，本件各増額更正処

分に対しては不服の申立てをしなかったから，本件各増額更正処分は既に裁判上取り消す

ことができない状態（いわゆる不可争力が生じた状態）となっている（地方税法１９条１

号，１９条の１２，行政不服審査法１４条１項）。そして，不可争力が生じ，取り消すこと

ができない行政処分については，たとえそれが違法であっても，その効力を否定すること

はできない。 

 すなわち，原告は，本来平成２０年度分の本件増額更正処分については何ら争うことが

できないにもかかわらず，伊賀市長が期間制限に反し，平成２０年度分の本件減額更正処

分をしたために本件訴訟で取消しを求める主張ができたに過ぎない。 

 以上の経緯に加え，減額する処分の場合であっても除斥期間が設けられているのは，法

律関係を安定させるためであること，原告にとっては，本件各増額更正処分よりも本件各

減額更正処分の方が有利であること，前記（２）のとおり，本件各減額更正処分には実体

的な違法がないことからすれば，平成２０年度分の本件減額更正処分を期間制限だけを理
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由に取り消す必要までは認められない。 

 したがって，平成２０年度分の本件減額更正処分に関する旧法１７条の５第３項違反は，

取消事由とはならない。 

（４）取消し・撤回（抗弁（２）イ）について 

 前記（３）アのとおり，除斥期間内であれば固定資産税の賦課決定を増減することは制

度上予定されているから（旧法１７条の５第３項），本件各減額更正処分には法律上の根拠

がある。取消し・撤回を制限すべき場合としては，処分の必要性と処分の相手方の不利益

を比較衡量し，処分の相手方が受ける不利益が処分の必要性を上回る場合が考えられるが，

本件各減額更正処分が本件各増額更正処分に比して原告に有利であることは明らかである

うえ，本件各減額更正処分は住宅用地特例を適正に適用した結果であることは，前記（２）

のとおりである。したがって，本件各減額更正処分には，原告の不利益を上回るだけの課

税の公平を期する必要性が認められるから，本件各減額更正処分が制限されることはない。 

 したがって，被告の抗弁（２）イは認められる。 

（５）理由付記（抗弁（２）ウ）について 

ア 証拠（甲１８～２１）及び弁論の全趣旨によれば次のとおりの事実が認められる。 

 伊賀市長は，平成２５年６月２４日付けで，本件工場用地の一部につき住宅用地特例を

適用して本件各減額更正処分をした。伊賀市長は，この際，「平成２５年度固定資産税更正

通知」との標題のもと，更正事由を「住宅用地更正」とし，当初決定額と更正後の額を示

したそれぞれの課税年度分の通知書を送付した。同通知書の送付の際，不服申立ての教示

はなかった。 

イ 本件各減額更正処分は，不利益処分（行政手続法２条４号）であるから，同法１４条

１項本文が適用される。 

 同項本文が，不利益処分をする場合に同時にその理由を名宛人に示さなければならない

としているのは，名宛人に直接に義務を課し又はその権利を制限するという不利益処分の

性質に鑑み，行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに，処分

の理由を名宛人に知らせて不服の申立てに便宜を与える趣旨に出たものと解される。そし

て，同項本文に基づいてどの程度の理由を提示すべきかは，上記のような同項本文の趣旨

に照らし，当該処分の根拠法令の規定内容，当該処分に係る処分基準の存否及び内容並び

に公表の有無，当該処分の性質及び内容，当該処分の原因となる事実関係の内容等を総合

考慮してこれを決定すべきである（最高裁平成２３年６月７日第３小法廷判決・民集６５

巻４号２０８１頁）。 

ウ これを本件についてみると，住宅用地特例（地方税法３４９条の３の２）は，その適

用すべき場合を同条又は同法施行令５２条の１１に具体的に定めており，その適用に当た

って処分行政庁に裁量は認められていないことに加え，乙第３号証によれば，本件各減額

更正処分は，平成２５年２月２８日に実施した家屋調査（原告代表者及び補佐人税理士は

これに立ち会っている。）を踏まえ，本件工場用地に住宅用地特例を一部認めたことにより

https://lex.lawlibrary.jp/lexbin/LinkInyo.aspx?Bunban=25443459
https://lex.lawlibrary.jp/lexbin/LinkInyo.aspx?Bunban=25443459
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なされたものであるという経過・内容が認められる。これらの事情を踏まえると，前記ア

のとおり，伊賀市長は，本件各減額更正処分をするに当たって，処分理由が「住宅用地更

正」であることを，具体的な金額の変動とともに表示している本件では，行政手続法１４

条１項本文が，行政庁の恣意を抑制し，被処分者の不服の申立ての便宜を与えた趣旨に反

しない程度の理由付記があったと認められる。 

 したがって，理由付記の不備があるとする原告の主張は採用できず，被告の抗弁（２）

ウは認められる。 

（６）手続教示（抗弁（２）エ）について 

 前記（５）アのとおり，本件各減額更正処分の際，教示はなかったから，伊賀市長には

教示義務（地方税法１９条１号，行政不服審査法５７条１項）違反がある。 

 しかしながら，同法の趣旨は，当該行政処分に対して不服申立てをすることができる旨，

不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間を教えることによりそ

の処分を受けた者の不服申立てによる権利救済の実を挙げようとすることにある。同趣旨

に鑑みると，教示義務違反があっても，そのために当該行政処分がこれを取り消すべき違

法性を帯びることとなるとは解されない（東京高裁昭和５５年１２月２４日判決・行政事

件裁判例集３１巻１２号２６７５頁）。 

 したがって，本件各減額更正処分の取消事由として教示義務違反を主張する原告の主張

は失当であり，被告の抗弁（２）エは認められる。 

（７）以上によれば，原告の本件各減額更正処分の取消しを求める訴えの利益があると認

めたとしても，原告の請求はいずれも理由がない。 

第５ 乙事件に関する当裁判所の判断 

１ 認定事実 

 争いのない事実，後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば，次のとおりの事実が認められ

る。 

（１）当事者 

ア 原告は，昭和５１年２月１３日に和楽器の製作及び販売を主な事業目的として大阪市

β区内に設立された法人であり，同族会社（法人税法２条１項１０号）である。 

イ Ｐ３は，原告の創業者であり初代社長であった。同人は，平成４年１月３０日に死亡

した（当時７８歳）。Ｐ３の相続人には，妻・Ｐ４（平成２３年１０月１１日死亡），長男・

Ｐ１，二男・Ｐ５がいた。（甲３０） 

ウ Ｐ１とＰ５は，現在の原告の代表取締役である。 

（２）Ｐ３が死亡するまで（平成４年１月３０日まで） 

ア Ｐ３は，昭和４７年７月２０日，目録記載４及び６の土地を売買により取得し，昭和

４９年１２月２２日，目録記載５の土地を売買により取得した（甲１ないし３）。 

 Ｐ３は，同年４月５日，吉岡鉄工所との間で，Ｐ３名義土地上に，鉄骨造２階建工場の

建築を目的とする請負契約を締結した（甲１ないし３，３２の１）。Ｐ３は，同年９月１９

https://lex.lawlibrary.jp/lexbin/LinkInyo.aspx?Bunban=27603892
https://lex.lawlibrary.jp/lexbin/LinkInyo.aspx?Bunban=27603892
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日，Ｐ６との間で，Ｐ３名義土地を工事することを目的とする請負契約を締結した（甲１

ないし３，３２の２）。 

 昭和５０年４月１０日，Ｐ３名義建物が新築され，昭和５１年１０月１５日には，Ｐ３

が所有権保存登記をした（なお，この間の昭和５１年２月１３日に原告が設立された。）。

これ以降，Ｐ３名義建物の登記名義がＰ３から変更されることはなかった。（甲４） 

 新築後間もない頃，α町（現在の被告）固定資産税課による実地調査が行われた（弁論

の全趣旨）。 

イ 昭和５９年度の課税台帳（家屋名寄帳）では，Ｐ３名義建物の所有者は原告とされて

いた（乙８）。これ以前に行われた家屋調査に基づいて作成された家屋調査票には，Ｐ３名

義建物の所有者は高橋楽器工業所（Ｐ３の個人事業の屋号「高橋楽器製作所」の誤記とさ

れていた（乙９，１０）。 

（３）Ｐ３の死亡後 

ア 平成４年１１月２７日付けの固定資産評価証明書では、Ｐ３名義土地の所有者はＰ３

とされていた。同年１２月４日付けの固定資産評価証明書では，Ｐ３名義建物の所有者は

Ｐ３とされていた。上記２つの固定資産評価証明書には，「上記のとおり固定資産課税台帳

に登載されていることを証明します。」との記載があった。（甲３０） 

 上記２つの固定資産評価証明書は，Ｐ３を被相続人とする相続税の申告書に添付するた

めに，Ｐ１ら相続人が交付を受けたものであった。 

イ Ｐ４，Ｐ１及びＰ５との間で成立したＰ３の遺産に関する遺産分割協議書においては，

Ｐ１及びＰ５が取得する財産として，Ｐ３名義土地及びＰ３名義建物が挙げられていた（た

だし，Ｐ３名義土地及びＰ３名義建物の登記名義がＰ３から変更されることはなかった。）。

上記遺産分割に従って，相続税の申告書（平成５年１月４日受付）が作成された。（甲１な

いし４，３０） 

ウ 平成１０年度の土地家屋課税台帳兼名寄帳においては，Ｐ３名義土地の所有者はＰ３

とされ（乙１１），Ｐ３名義建物の所有者は原告とされていた（乙１２）。  

（４）所有名義の訂正 

ア 伊賀市課税課は，平成２５年２月２２日，原告から，本件工場用地上に存在する家屋

の一棟は住宅であること及び平成２１年度ないし平成２４年度の固定資産税（土地・家屋）

課税明細書には，Ｐ３名義建物の「地番又は家屋番号」欄に誤りがあることの申出を受け

た。 

 そこで，伊賀市課税課は，同月２８日，家屋調査をし，本件工場用地の現地を確認した

ところ，本件事務所は，建築当初から居宅として利用されていることが明らかとなったた

め，本件工場用地上に住宅（本件事務所）があるとして，住宅用地特例を適用し，本件工

場用地の課税標準額を再計算した。また，伊賀市課税課は，家屋調査の後，Ｐ３名義建物

の登記簿を確認し，その「地番又は家屋番号」欄を△△△△番△から◇◇◇番◇に変更し，

誤りを訂正した。（乙３） 
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イ 平成２４年３月に作成された平成２４年度の名寄帳兼固定資産課税台帳においては，

Ｐ３名義土地の所有名義人・納税管理人兼相続代表人等はＰ３とされ（乙１４の１），Ｐ３

名義建物の所有名義人・納税管理人兼相続代表人等は原告とされていた（乙１４の２）。 

 しかし，前記（ア）の家屋調査の後である平成２５年３月に作成された平成２５年度の

名寄帳兼課税台帳においては，Ｐ３名義土地及びＰ３名義建物の所有者はＰ３，納税管理

人兼相続代表人等はＰ１とされていた（乙１５の１）。 

 平成２６年３月に作成された平成２６年度の名寄帳兼課税台帳においては，Ｐ３名義土

地及びＰ３名義建物の所有者はＰ３，納税管理人兼相続代表人等はＰ１とされていた（乙

１６の１）。 

２ 違法行為の有無（請求原因（２）） 

 請求原因（１）の事実は当事者間に争いはない。そこで，請求原因（２）の事実につい

て検討する。 

（１）伊賀市長のした取扱い 

ア 家屋課税台帳登録事務 

 市町村長は，登記簿に登記されている家屋について，所有権の登記名義人の住所及び氏

名又は名称等を家屋課税台帳に登録しなければならない（地方税法３８１条３項）。 

 前記１（２）アのとおり，Ｐ３名義建物については，Ｐ３が所有権保存登記をして以来，

一度も登記が移転されることはなかったのであるから，Ｐ３名義建物についても，その所

有権の登記名義人の名称であったＰ３を家屋課税台帳に登録する必要があった。 

 しかしながら，前記１（２）イ，同（３）ウ及び同（４）イのとおり，Ｐ３名義建物に

関する昭和５９年度，平成１０年度及び平成２４年度の家屋課税台帳においては，いずれ

も原告が所有者と記載されていた。 

 したがって，伊賀市長は，遅くとも昭和５９年から平成２５年度の家屋課税台帳におい

て所有者をＰ３と訂正するまでの間，地方税法３８１条３項に反する取扱いをしていたこ

とになる。 

イ 固定資産税の納税義務者 

 固定資産税は，固定資産の所有者に対して課するものである（地方税法３４３条１項）

が，ここにいう所有者とは，家屋については登記簿等に所有者として登記等がされている

者をいうとされている（同２項）。そうすると，Ｐ３名義建物に係る固定資産税の納税義務

者はＰ３となるが，前記アのとおり，昭和５９年度の家屋課税台帳には，Ｐ３名義建物の

所有者は原告と記載され，伊賀市長は，原告を納税義務者として扱っていたことが認めら

れる。 

 したがって，伊賀市長は，地方税法３４３条２項にも反する取扱いをしていたことが認

められる。 

（２）国家賠償法１条１項の違法といえるか 

ア 市町村長のする土地の固定資産税等の賦課は，市町村長が固定資産課税台帳の登録事
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項に関する認定において誤認し，その誤認に基づいて固定資産課税台帳に登録し，この登

録に基づいて固定資産税等を賦課していたとしても，そのことから直ちに国家賠償法１条

１項にいう違法があったとの評価を受けるものではなく，市町村長が職務上尽くすべき注

意義務を尽くすことなく固定資産課税台帳の登録事項に関する認定において漫然と誤認し

たと認め得るような事情がある場合に限り，上記評価を受けるものと解するのが相当であ

る（最高裁平成５年３月１１日第１小法廷判決・民集４７巻４号２８６３頁，最高裁平成

１１年１月２１日第１小法廷判決・裁判集民事１９１号１２７頁参照）。 

イ 前記１（１）ア，同（２）ア及びイのとおり，Ｐ３名義建物の建築が完了（昭和５０

年４月１０日）した後である昭和５１年２月１３日に，同族会社である原告が設立され，

Ｐ３名義建物の所有者を原告の前身である高橋楽器製作所とする家屋調査票が昭和５９年

以前に作成され，これが存在する。これらの事実からすれば，Ｐ３は，Ｐ３名義建物の建

築当初の家屋調査において，同建物は事業用であると申告していたところ，昭和５１年２

月１３日に個人事業者であったＰ３がいわゆる法人成りをしたことに伴い，Ｐ３がＰ３名

義建物の所有権を事後設立又は営業譲渡により当然に高橋楽器製作所から原告に移転した

旨を原告（代表者・Ｐ３）又はＰ３が伊賀市長に説明したものと認められる（被告として

は，地方税法に従い登記簿に基づき課税すれば足りるうえ，通常の手続において，Ｐ３名

義の建物について原告所有と誤認する理由もないことからすれば，わざわざ登記名義人で

はない原告を課税台帳に登録したのは，Ｐ３からの働きかけ，すなわち所有権移転につい

ての説明があるとともに，その説明が，原告がＰ３を代表取締役とする同族会社であった

という客観的な状況に裏付けられていたことによると合理的に推認される。）。 

 すなわち，伊賀市長は，昭和５９年までのいずれかの時点において，原告又はＰ３が上

記説明をしたことによって，Ｐ３名義建物の実質的な所有者は原告であるとの認定を行っ

たものと認められるのである。 

 そして，伊賀市長は，上記認定に基づき，遅くとも昭和５９年から平成２５年度の家屋

課税台帳において所有者をＰ３と訂正するまでの間，Ｐ３名義建物の実質的な所有者と認

定した原告に課税したに過ぎないから，市町村長が職務上尽くすべき注意義務を尽くすこ

となく固定資産課税台帳の登録事項に関する認定において漫然と誤認したと認め得るよう

な事情があったとは認められない。 

 したがって，伊賀市長のした前記（１）の各取扱いに国家賠償法１条１項にいう違法が

あったとは評価できない。 

ウ 原告は，〔１〕昭和５１年２月から昭和５５年７月までの間，Ｐ３からＰ３名義建物を

賃借し，実際に賃料を支払っていたこと，〔２〕平成４年１２月４日付けのＰ３名義建物の

固定資産評価証明書（甲３０）には，Ｐ３名義建物の所有者がＰ３であることについて，「上

記のとおり固定資産課税台帳に登載されていることを証明します。」との記載があることを

前提に，Ｐ３からＰ１及びＰ５に遺産分割がされているから，Ｐ３名義建物の所有権がＰ

３から原告に移転したことはなく，原告又はＰ３が高橋楽器製作所から原告に所有権を移

https://lex.lawlibrary.jp/lexbin/LinkInyo.aspx?Bunban=22005671
https://lex.lawlibrary.jp/lexbin/LinkInyo.aspx?Bunban=28040189
https://lex.lawlibrary.jp/lexbin/LinkInyo.aspx?Bunban=28040189
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転した旨を伊賀市長に説明したことはないと主張する。 

 しかしながら，〔１〕の事実については，何ら認めるに足りる証拠はないうえ，昭和５９

年度の課税台帳（家屋名寄帳）にＰ３名義建物の所有者が原告とされていた上記認定を覆

すに足りない。なお，原告は，同課税台帳（乙８）及び同課税台帳の基となった家屋調査

票（乙９）については，作成者及び作成日を確認する記載がないこと等を理由に，信用性

がないと主張する。しかし，被告があえて法の定めとは異なる認定（登記名義人とは異な

る所有者を認定したこと。）をする理由はなく，また，その根拠となる書面についても偽造

等する必要性はない。したがって，信用性がないとは認められない。 

 〔２〕の事実については，固定資産評価証明書は，固定資産課税台帳に登載されている

事項のうち，固定資産の評価額に関する証明書であり（なお，固定資産評価証明書は，平

成１４年度の法改正により法定化〔地方税法３８２条の３〕されたもので，それ以前は各

自治体の施策として交付されていたものである。），原則として固定資産課税台帳に登載さ

れているとおりに記載されるものである。このことは，「上記のとおり固定資産課税台帳に

登載されていることを証明します。」との定型文が記載されていることからもうかがわれる。 

 しかしながら，固定資産課税台帳は所有権の帰属を証明するものではないうえ，原告が

証拠として提出するそれ（甲３０）の上記定型文は元から印字されているものの，所有者

氏名は手書きであること，前記１（３）アのとおり，上記固定資産評価証明書の交付申請

目的は相続税の申告のためであったことからすれば，被告の職員が登記簿に従って所有者

をＰ３と記載したに過ぎないと推認される。 

 そうすると，固定資産評価証明書（甲３０）の記載からは，原告又はＰ３が高橋楽器製

作所から原告にＰ３名義建物の所有権を移転した旨を伊賀市長に説明したとの上記認定を

覆すには足りないというべきである。 

 以上から原告の上記主張は採用できない。 

エ したがって，請求原因（２）の事実は認められない。 

（３）まとめ 

 以上の次第で，その余について判断するまでもなく原告の請求は認められない。 

第６ 結論 

 よって，原告の甲事件に係る訴えは不適法であるからこれを却下することとし，原告の

乙事件に係る請求には理由がないからこれを棄却することとして，主文のとおり判決する。  

津地方裁判所民事部 

裁判長裁判官 坪井宣幸 裁判官 瀬戸さやか 裁判官 大久保陽久 
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別紙１ 物件目録 

１ 所在   三重県伊賀市γ字δ 

  地番   △△△△番△ 

  地目   雑種地 

  地積   ２６０１平方メートル 

２（主である建物の表示） 

  所在   三重県伊賀市γ字δ △△△△番地△ 

  家屋番号 △△△△番△ 

  種類   事務所 

  構造   鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 

  床面積  ６７．５７平方メートル 

（附属建物の表示） 

  符号   １ 

  種類   工場 

  構造   鉄骨造コンクリート板葺平家建 

  床面積  １８６．０２平方メートル 

（附属建物の表示） 

  符号   ２ 

  種類   工場 

  構造   鉄骨造コンクリート板葺平家建 

  床面積  ３３０．１２平方メートル 

３ 所在   三重県伊賀市γ字δ △△△△番地△ 

  家屋番号（未登記につきなし） 

  種類   工場 

  構造   鉄骨造瓦一部亜鉛メッキ鋼板葺２階建 

  床面積  １階 ７０．７５平方メートル 

       ２階 ７０．７５平方メートル 

      （未登記につき現況） 

４ 所在   三重県伊賀市γ字ε 

  地番   ◇◇◇番◇ 

  地目   雑種地 

  地積   １８４平方メートル 

５ 所在   三重県伊賀市γ字ε 

  地番   ◇◇◇番◆ 

  地目   宅地 

  地積   ３６．００平方メートル 
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６ 所在   三重県伊賀市γ字ε 

  地番   ◇◇◇番▲ 

  地目   雑種地 

  地積   ３２６平方メートル 

７（主である建物の表示） 

  所在   三重県伊賀市γ字ε ◇◇◇番地◇、◇◇◇番地◆，◇◇◇番地▲ 

  家屋番号 ◇◇◇番◇ 

  種類   事務所・居宅 

  構造   軽量鉄骨造スレート葺２階建 

  床面積  １階 ４０．２１平方メートル 

       ２階 ３７．２１平方メートル 

（附属建物の表示） 

  符号   １ 

  種類   工場 

  構造   軽量鉄骨造スレート葺２階建 

  床面積  １階 １０６．９６平方メートル 

       ２階 １０３．２２平方メートル 

（附属建物の表示） 

  符号   ２ 

  種類   工場 

  構造   軽量鉄骨造陸屋根２階建 

  床面積  １階 １０６．９６平方メートル 

       ２階 １０３．２２平方メートル 
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別紙２ 関係法令等 

 

１ 地方税法 

 

（同族会社の第二次納税義務） 

第１１条の４ 

 １項 （略）当該滞納に係る地方団体の徴収金の法定納期限（この法令又はこれに基づ   

く条例の規定により地方税法を納付し，又は納入すべき期限（修正申告，期限後申

告，更正若しくは決定，繰上徴収又は徴収の猶予に係る期限その他政令で定める期

限を除く｡）をいい，地方税で納期を分けているものの第二期以降の分については，

その第一期分の納期限をいい，督促手数料，延滞金，過少申告加算金，重加算金及び

滞納処分費については，その徴収の基因となった地方税法の当該期限をいう｡） （略） 

以下略 

 

（更正，決定等の期間制限） 

第１７条の５ 

 １項 更正又は決定は，法定納期限（略）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。加算金の決定をすることができる期間についても，

また同様とする。 

 ２項 （略） 

 ３項 賦課決定は，法定納期限の翌日から起算して３年を経過した日以後においては，

することができない。 

 ４項 （略） 

 ５項 不動産取得税，固定資産税又は都市計画税に係る賦課決定は，前２項の規定に関

わらず，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。 

 ６項 （略） 

 

（更正，決定等の期間制限の特例） 

第１７条の６ 

 １項 更正，決定若しくは賦課決定又は加算金の決定で次の各号に掲げるものは，当該

各号に定める期間の満了する日が，前上の規定により更正，決定若しくは賦課決定

又は加算金の決定をすることができる期間の満了する日後に到来するときは，同条

の規定にかかわらず，当該各号に定める期間においても，することができる。 

  １号 更正，決定若しくは賦課決定に係る不服申立てについての決定若しくは裁決（略）

又は更正，決定若しくは賦課決定に係る訴えについての判決（以下この号におい
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て「裁決等」という｡）による原処分の異動に伴って課税標準又は税額に異動を生

ずべき地方税（略）で当該裁決等を受けた者にかかるものについての更正，決定

若しくは賦課決定又は当該更正若しくは決定に伴う当該地方税に係る加算金の決

定 当該裁決等があった日の翌日から起算して６月間 

以下略 

 

（行政不服審査法との関係） 

第１９条 

 地方団体の徴収金に関する次の各号に掲げる処分についての不服申立てについては，こ

の款その他この法律に特別の定めがあるものを除くほか，行政不服審査法（昭和３７年法

律第１６０号）の定めるところによる。 

 １号 更正若しくは決定（略）又は賦課決定 

 以下略 

 

（不服申立てと訴訟との関係） 

第１９条の１２ 

 第１９条に規定する処分の取消しの訴えは，当該処分についての異議申立て又は審査請

求に対する決定又は裁決を経た後でなければ，提起することができない。 

 

（修正申告等の効力） 

第２０条の９の２ 

 １項 修正申告は，すでに確定した納付すべき税額に係る部分の地方税についての納付

義務に影響を及ぼさない。 

 ２項 すでに確定した納付し，又は納入すべき税額を増加させる更正は，すでに確定し

た納付し，又は納入すべき税額に係る部分の地方税についての納付又は納入の義務

に影響を及ぼさない。 

 ３項 すでに確定した納付し，又は納入すべき税額を減少させる更正は，その更正によ

り減少した税額に係る部分以外の部分の地方税についての納付又は納入の義務に影

響を及ぼさない。 

 ４項 更正又は決定を取り消す処分又は判決は，その処分又は判決により減少した税額

に係る部分以外の部分の地方税についての納付又は納入の義務に影響を及ぼさない。 

 ５項 前３項の規定は，賦課決定又は加算金の決定について準用する。 

 

（固定資産税の納税義務者等） 

第３４３条 

 １項 固定資産税は，固定資産の所有者（略）に課する。 
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 ２項 前項の所有者とは，土地又は家屋については，登記簿又は土地補充課税台帳若し

くは家屋補充課税台帳に所有者（略）として登記又は登録されている者をいう。（略） 

 以下略 

 

（住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例） 

第３４９条の３の２ 

 １項 専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋で政令

で定めるものの敷地の用に供されている土地で政令で定めるもの（略）（以下「住宅

用地」という。）に対して課する固定資産税の課税標準は，（略）当該住宅用地に係

る固定資産税の課税標準となるべき価格の３分の１の額とする。 

 ２項 住宅用地のうち，次の各号に掲げる区分に応じ，当該各号に定める住宅用地に該

当するもの（以下この項において「小規模住宅用地」という。）に対して課する固定

資産税の課税標準は，（略）当該小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準となる

べき価格の６分の１の額とする。 

  １号 住宅用地でその面積が２００平方メートル以下であるもの 当該住宅用地 

  ２号 住宅用地でその面積が２００平方メートルを超えるもの 当該住宅用地の面積

を当該住宅用地の上に存する居住で政令で定めるものの数（以下この条（略）に

おいて「居住の数」という。）で除して得た面積が２００平方メートル以下である

ものにあっては当該住宅用地，当該除して得た面積が２００平方メートルを超え

るものにあっては２００平方メートルに当該住居の数を乗じて得た面積に相当す

る住宅用地 

  ３号 前項に規定する住居の数の認定その他同項の規定の適用に関し必要な事項は，

総務省令で定める。 

 

（固定資産課税台帳の登録事項） 

第３８１条 

 １，２項（略） 

 ３項 市町村長は，家屋課税台帳に，総務省令で定めるところによって，登記簿に登記

されている家屋について不動産登記法第２７条第３号及び第４４条第１項各号に掲

げる登記事項，所有権の登記名義人の住所及び氏名又は名称並びに当該家屋の基準

年度の価格又は比準価格（略）を登録しなければならない。 

以下略 

 

（固定資産の実地調査） 

第４０８条 

 市長村長は，固定資産評価員又は固定資産評価補助員に当該市町村所在の固定資産の状
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況を毎年少なくとも一回実地に調査させなければならない。 

 

（固定資産の価格等のすべてを登録した旨の公示の日以後における価格等の決定又は修正等） 

第４１７条 

 １項 市町村長は，（略）固定資産の価格等の登録がなされていないこと又は登録された

価格等に重大な錯誤があることを発見した場合においては，直ちに固定資産課税台

帳に登録された類似の固定資産の価格と均衡を失しないように価格等を決定し，又

は決定された価格等を修正して，これを固定資産課税台帳に登録しなければならな

い。この場合においては，市町村長は，遅滞なく，その旨を当該固定資産に対して

課する固定資産税の納税義務者に通知しなければならない。 

 ２項 道府県知事又は総務大臣は，（略）固定資産の価格等の決定がなされていないこと

又は決定された価格等に重大な錯誤があることを発見した場合においては，直ちに，

類似の固定資産の価格と均衡を失しないように価格等を決定し，又は決定された価

格等を修正するとともに，当該決定又は修正に係る固定資産が所在するものとされ

る市町村を決定し，及び当該決定又は修正に係る価格等を当該市町村に配分し，そ

の配分に係る固定資産及びその配分した価格等を当該市町村の長に通知しなければ

ならない。この場合においては，道府県知事又は総務大臣は，遅滞なく，その旨を

当該固定資産の所有者に通知しなければならない。 

以下略 

 

（固定資産の価格等の修正に関する道府県知事の勧告） 

第４１９条 

 １項 道府県知事は，市町村における固定資産の価格の決定が（略）固定資産評価基準

によって行われていないと認める場合においては，当該市町村の長に対し，固定資

産課税台帳に登録された価格を修正して登録するように勧告するものとする。 

 ２項 前項の勧告をうけた市町村長は，その勧告について，固定資産の価格等を修正す

る必要があると認める場合においては，遅滞なく，その価格等を修正して登録しな

ければならない。 

以下略 

 

（固定資産の価格等の修正に基く賦課額の更正） 

第４２０条 

 市町村長は，前条第２項の規定によって固定資産の価格等を修正して登録した場合にお

いては，固定資産税の賦課後であっても，修正して登録された価格等に基いて，既に決定

したその賦課額を更正しなければならない。 

 



津地裁 平成 26（行ウ）3、津地裁 平成 26（ワ）408 

26 

 

２ 地方税法（平成２３年１２月２日法律第１１５号による改正前のもの。旧法） 

 

（更正，決定等の期間制限） 

第１７条の５ 

 １項 更正，決定又は賦課決定は，法定納期限（略）の翌日から起算して３年を経過し

た日以後においては，することができない。加算金の決定をすることができる期間

についても，また同様とする。 

 ２項 （略） 

 ３項 （略）固定資産税若しくは都市計画税に係る賦課決定は，前２項の規定にかかわ

らず，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。 

 ４項 （略） 

 

 

３ 平成２３年１２月２日法律第１１５号（附則） 

 

（更正，決定等の期間制限及び消滅時効に関する経過措置） 

第２条 

 １ （略）改正後の地方税法第１７条の５の規定は，この法律の施行の日（以下「施行

日」という。）以後に同条第１項に規定する法定納期限が到来する地方税又は加算金

について適用し，施行日前に第１条の規定による改正前の地方税法第１７条の５第

１項に規定する法定納期限が到来した地方税に係る更正，決定若しくは賦課決定又

は加算金の決定をすることができる期間については，なお従前の例による。 

以下略 

 

 

４ 地方税施行令 

 

（法第３４９条の３の２第１項の家屋及び土地） 

第５２条の１１ 

 １項 法第３４９条の３の２第１項に規定する家屋で政令で定めるものは，その一部を

人の居住の用に供する家屋のうち人の居住の用に供する部分（別荘（略）。以下次条

までにおいて同じ。）の用に供する部分を除く。）の床面積の当該家屋の床面積に対

する割合（次項において「居住部分の割合」という。）が４分の１以上である家屋と

する。 

 ２項 法第３４９条の３の２第１項に規定する土地で政令で定めるものは，次の各号に
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掲げる土地の区分に応じ，当該各号に定める土地（その全部が別荘の用に供される

家屋及び専ら人の居住の用に供する家屋でその別荘の用に供する部分の床面積の当

該家屋の床面積に対する割合が４分の３を超えるものの敷地の用に供されている土

地を除く。）とする。 

   １号 専ら人の居住の用に供する家屋（別荘の用に供する部分を有する専ら人の居

住の用に供する家屋でその別荘の用に供する部分以外の部分の床面積の当該家屋

の床面積に対する割合が４分の１以上であるもの（次号において「別荘部分を有

する専用住宅」という。）を除く。）の敷地の用に供されている土地 

     当該土地（当該土地の面積が当該家屋の床面積の１０倍の面積を超える場合に

は，当該１０倍の面積に相当する土地とする。） 

   ２号 前項の家屋又は別荘部分を有する専用住宅の敷地の用に供されている土地 

      次の表の上欄に掲げる家屋の区分及び同表の中欄に掲げる当該家屋に係る居

住部分の割合（別荘部分を有する専用住宅にあっては，その別荘の用に供する部

分以外の部分の床面積の当該住宅の床面積に対する割合とする。以下この号にお

いて同じ。）の区分に応じ，同表の下欄に掲げる率を当該土地の面積（当該面積が

当該家屋の床面積の１０倍の面積を超える場合には，当該１０倍の面積とする。）

に乗じて得た面積に相当する土地 

家屋 居住部分の割合 率 

イ ロに掲げる家屋 ４分の１以上２分の１未満 ０．５ 

 以外の家屋 ２分の１以上 １．０ 

ロ 地上階数５以上 ４分の１以上２分の１未満 ０．５ 

 を有する対価建築 ２分の１以上４分の３未満 ０．７５ 

 物である家屋 ４分の３以上 １．０ 

 以下略 

  

 

５ 伊賀市市税条例（平成１６年１１月１日条例第１０９号） 

 

（固定資産税の納期） 

第６７条 

 １項 固定資産税の納期は，次の通りとする。 

   第１期 ４月１日から同月３０日まで 

   第２期 ７月１日から同月３１日まで 

   第３期 １２月１日から同月２５日まで 

   第４期 翌年２月１日から同月末日まで 

 以下略 
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