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【事案の概要】 

本件は，別紙３記載１の土地（以下「本件土地」という。）に係る固定資産

税及び都市計画税（以下「固定資産税等」ということがある。）を納付してき

たとする原告が，東京都知事から権限の委任を受けた練馬都税事務所長がした

本件土地に係る平成９年度から平成２４年度まで（一の年度は４月１日から翌

年３月３１日まで。以下，上記各年度を併せて「本件各年度」という。）の固

定資産税等の各賦課決定（以下「本件各賦課決定」という。）は，小規模住宅

用地に対する固定資産税等の課税標準の特例の適用を誤っており，その結果，

原告は固定資産税等を過大に納付させられたと主張して，被告に対し，〔１〕

主位的に，東京都主税局長が発出した「東京都固定資産税及び都市計画税に係

る還付不能額の返還等要領」（以下「本件要領」という。）及び同要領実施細

目（以下「本件細目」といい，本件要領と併せて「本件要領等」という。）に

基づき，還付不能額（過納金相当額）１０３万６８３０円の返還及びこれに対

する本件各年度の固定資産税等の納付のあった日の翌日から支払済みまで年７

分３厘の割合による返還加算金の支払を求める（以下，これらの請求に係る訴

えを「本件要領等に基づく給付の訴え」という。）とともに，国家賠償法（以

下「国賠法」という。）１条１項に基づき，弁護士費用相当損害金１０万３６

８３円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成３０年２月１７日から

支払済みまで年５分の割合による遅延損害金の支払を求め、〔２〕予備的に，

国賠法１条１項に基づき，過納金相当損害金１０３万６８３０円及び弁護士費

用相当損害金１０万３６７７円並びにこれらに対する本件各年度の各２月２８

日から支払済みまで年５分の割合による遅延損害金の各支払を求める事案であ

る。 

１ 関係法令等 

（１）関係法令の定め 

ア 本件に関する地方税法（平成２７年法律第２号による改正前のもの。以

下，単に「地方税法」という。）の定めは，別紙４－１記載のとおりである。

なお，平成１８年度から平成２２年度までの固定資産税の各賦課決定について

は，平成２３年法律第８３号による改正前の地方税法が，平成１２年度から平

成１７年度までの固定資産税の各賦課決定については，平成１８年法律第７号

による改正前の地方税法が，平成９年度から平成１３年度までの固定資産税等

の賦課決定については，平成１３年法律第８号による改正前の地方税法が，そ

れぞれ適用されるが，本件に関する部分に実質的な差異はない。  

イ 本件に関する地方税法施行令の定めは，別紙４－２記載のとおりである。 

ウ 本件に関する東京都都税条例（以下「都税条例」という。）の定めは，別

紙４－３（現行のもの。）及び同４－４（平成９年東京都条例第８８号による
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改正前のもの。平成９年度の固定資産税等の納期に適用。）記載のとおりであ

る。なお，平成９年度から平成２０年度までにおける住宅用地に関する知事へ

の申告義務については，平成２１年東京都条例第５８号による改正前の都税条

例が適用されるが，本件に関する部分に実質的な差異はない。（い９，３６～

４１） 

（２）固定資産税の仕組み（本件各年度共通）   

固定資産税は，固定資産（土地，家屋及び償却資産）を課税客体，その価格

を課税標準として，当該固定資産所在の市町村（特別区の存する区域について

は都）において，固定資産の所有者（所有者として登記又は登録されている

者。その者が死亡又は消滅している場合には，当該固定資産を現に所有してい

る者。）に対して課される地方税（普通税）である（地方税法３４２条１項，

３４３条１項，２項）。固定資産税の賦課期日は，当該年度の初日の属する年

の１月１日であり，その税額は，市町村長（特別区については東京都知事）の

賦課決定により確定され，その徴収については，普通徴収の方法（徴税吏員が

納税通知書を納税者に交付することによって徴収する方法）によることとされ

ている（同法３５９条，３６４条１項）。   

なお，地方税法１７条の５第５項は，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年を経過した日以降においてはすることができな

いと定めている（以下，かかる定めを「賦課決定の期間制限」という。）。 

（３）都市計画税の仕組み（本件各年度共通）   

都市計画税は，都市計画区域のうち市街化区域内に所在する土地及び家屋を

課税客体，その価格を課税標準として，当該土地又は家屋の所在する市町村

（特別区の存する区域については都）において，当該土地又は家屋の所有者に

対して課される地方税（目的税）である（地方税法７０２条１項）。都市計画

税の課税標準，納税義務者，賦課期日等は固定資産税と同様であり（同条２

項，同法７０２条の６），その賦課徴収は，固定資産税の賦課徴収の例によ

り，原則として固定資産税と併せて行われる（同法７０２条の８第１項）。 

（４）固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例（本件各年度共通）   

固定資産のうち住宅用地については，主として住宅政策上の見地から税負担

の軽減を図るため，固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例が設けられて

おり，〔１〕小規模住宅用地に該当すると認定された土地については，固定資

産税の課税標準が６分の１に，都市計画税の課税標準が３分の１にそれぞれ減

額され（小規模住宅用地に対する課税標準の特例。以下「小規模住宅用地特

例」という。），〔２〕小規模住宅用地以外の住宅用地に該当すると認定され

た土地については，固定資産税の課税標準が３分の１に，都市計画税の課税標

準が３分の２にそれぞれ減額される（住宅用地に対する課税標準の特例。以下
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「一般住宅用地特例」という。）。具体的には，住宅用地のうち，〔ア〕面積

が２００平方メートル以下であるもの及び〔イ〕面積が２００平方メートルを

超えるもので，当該面積を当該住宅用地上に存する住居の数で除して得た面積

（以下「住居ごとの面積」という。）が２００平方メートル以下であるものに

ついては，その全面積が小規模住宅用地特例の適用を受ける。一方，〔ウ〕面

積が２００平方メートルを超えるもので，住居ごとの面積も２００平方メート

ルを超えるものについては，２００平方メートルに住居の数を乗じて得た面積

の限度で小規模住宅用地特例の適用を受け，その余の面積は一般住宅用地特例

の適用を受ける（地方税法３４９条の３の２第１項，２項，７０２条の３第１

項，２項。以下，上記の制度を概括して「住宅用地特例」ということがあ

る。）。   

なお，東京都においては，住宅用地の認定に資するため，特別区の存する区

域の住宅用地の所有者は，住宅用地の所有者の住所等，住宅用地の上に存する

家屋の所有者，住居の数といった固定資産税の賦課徴収に関し必要な事項（以

下「法定申告事項」という。）に異動が生じた場合には，各年度の初日の属す

る年の１月３１日までに法定申告事項を記載した申告書を知事に提出しなけれ

ばならない。住宅用地の所有者が正当な事由なく上記申告をしなかった場合に

は，過料の制裁の対象となる（地方税法３８４条１項，都税条例１３６条の２

第１項，１３７条１項。以下，上記の知事への申告義務を「住宅用地の申告義

務」という。）。 

（５）本件要領等の定め（あ１０）   

東京都主税局長は，平成９年８月２９日，東京都固定資産税及び都市計画税

に係る還付不能額の返還等要領（本件要領）及び同要領実施細目（本件細目）

を定め，これを各都税事務所長に通知している。 

ア 本件要領の定め   

本件要領の定めは，別紙５－１の第１～８のとおりである。   

本件要領第２は，還付不能額とは，所有者違いその他の事由による固定資産

税等の過誤納金相当額であって，地方税法所定の賦課決定の期間制限又は還付

金の消滅時効の適用により還付ができないもの及びこれに係る納付済みの延滞

金をいう旨規定する。   

そして，本件要領第３の１は，都税事務所長は納税者からの請求を受けて還

付不能額の返還をする旨規定し，同要領第４は，還付不能額の返還に当たって

は別に定めるところにより計算した利息相当額（返還加算金）を加算する旨規

定する。 

イ 本件細目の定め   

本件細目の定めは，別紙５－２の第１～７のとおりである。   
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本件細則第２は，本件要領第２に規定する還付不能額を返還すべき事由につ

いて，〔１〕固定資産の所有者でない者に誤って固定資産税等を賦課したこ

と，〔２〕課税客体がないにもかかわらず固定資産税等を賦課したこと又は

〔３〕その他瑕疵ある賦課処分が行われた場合であって，還付不能額を返還す

ることが公益上真に必要と認められるときであることのいずれかである旨規定

する。   

また，本件細則第５は，返還加算金の計算について，返還金に係る固定資産

税等又は延滞金の納付のあった日の翌日から返還のための支出を決定した日ま

での期間の日数に応じ，年７．３％（７分３厘）の割合を乗じて計算する旨規

定する。 

２ 前提事実（争いのない事実，顕著な事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣

旨により容易に認められる事実） 

（１）本件土地に関する事実経過等 

ア 原告の父であるＣ（以下「Ｃ」という。）は，昭和３３年３月２５日，本

件土地（地積２９２．８５平方メートル）を購入し，同年４月２８日，本件土

地について所有権移転登記手続をした（甲１）。 

イ Ｃは，昭和３３年５月，本件土地の西側部分に別紙３記載２の建物（木造

平家建，５４．１１平方メートル。以下「本件建物１」という。）を建築し

た。本件建物１は，以後，Ｃ及びその妻（昭和６０年死亡）ほか家族らの居住

の用に供されていた。Ｃには原告を含め４人の子がいたが，長女（原告の長

姉）は昭和３６年に婚姻し，二女（原告の２番目の姉）は昭和３８年に婚姻し

て，それぞれ実家を離れ，原告も昭和４８年に婚姻し，後記ウのとおり本件土

地上に本件建物２を建てて自らの家族と住むようになったため，その後，本件

建物１にはＣとその妻及び病弱であった三女（原告の３番目の姉）のＤ（以下

「Ｄ」という。）が居住していた。（あ２，５の１，２７） 

ウ 原告は，昭和５０年４月，本件土地の東側部分に別紙３記載３の建物（木

造平家建，４０．３６平方メートル。以下「本件建物２」という。）を建築し

た。本件建物２は，以後，原告及びその家族のための居住の用に供されてい

る。これにより，本件土地上に存する住居の数は２となった。（あ３） 

エ Ｃは，平成３年４月９日，死亡した。Ｃを被相続人とする遺産分割によ

り，原告及びＤは，本件土地の持分をそれぞれ２分の１ずつ相続したが，当該

相続に係る所有権移転登記手続は行わなかった。なお，本件建物１について

は，Ｄがその全部を相続した。（あ１，２，５の１～２，６，８の１～３） 

オ Ｄは，平成１５年１０月１５日，死亡した。原告は，本件土地に係るＤの

持分全部を相続し，平成１６年６月３日，本件土地についてＣ及びＤからの各

相続に係る所有権移転登記手続をした。なお，Ｄが所有していた本件建物１に
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ついても，原告がその全部を相続した。（あ１，２，５の１，７，８の１～

３） 

カ 本件建物１は，平成２８年５月，取り壊された。原告の長男であるＥは，

同年１０月１５日，本件建物１の跡地に別紙３記載４の建物（木造２階建。以

下「本件建物３」という。）を建築し，自らの居住の用に供した。これによ

り，本件土地上に存する住居の数は引き続き２となった。（あ４） 

（２）本件土地に係る固定資産税等の課税の経緯（あ９） 

ア 上記（１）のとおり，本件土地上には，平成９年度から平成２８年度まで

の各初日が属する年の１月１日（賦課期日）において，住居である本件建物１

及び２が存していた。そうすると，本件土地は，上記各年度において，面積が

２００平方メートルを超えるもので，住居ごとの面積が２００平方メートル以

下である住宅用地（本件土地の地積２９２．８５平方メートルを住居の数２で

除して得た面積は１４６．４２５平方メートルである。）ということになるか

ら，その全面積が小規模住宅用地特例の適用を受けるべきものであった（関係

法令等（４）参照）。 

イ ところが，東京都知事から固定資産税の賦課徴収に関する権限の委任を受

けていた練馬都税事務所長は，本件土地上に存する住居の数は１であり，本件

土地は，面積が２００平方メートルを超えるもので，住居ごとの面積も２００

平方メートルを超える住宅用地であると誤認した。そのため，本件土地のうち

２００平方メートル（２００平方メートルに住居の数１を乗じて得た面積）に

ついては小規模住宅用地特例を適用したが，その余の９２．８５平方メートル

については減額率の低い一般住宅用地特例を適用し，本件土地に係る固定資産

税等の課税標準及び税額を本来よりも過大に認定した（関係法令等（４）参

照）。 

ウ 練馬都税事務所長は，上記イの認定に基づき，平成９年度から平成２８年

度までの固定資産税等の各賦課決定をした（このうち平成９年度から平成２４

年度まで〔本件各年度〕に係るものが，本件各賦課決定である。）。上記各賦

課決定に係る各納税通知書は，平成９年度分から平成１６年度分までについて

はＣに宛てて，平成１７年度分以降については原告に宛ててそれぞれ郵送さ

れ，上記各通知書に記載された納付すべき税額は，過大に認定された部分を含

め，いずれも所定の納期限までに納付された。 

（３）本件訴訟に至る経緯 

ア 練馬都税事務所の職員は，平成２８年１１月１５日，本件建物３の新築

（前記（１）カ）を契機として本件土地の調査を行い，その結果，本件土地上

に本件建物２及び３が存しており，本件土地上の住居の数が２であることを把

握した。 
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イ 練馬都税事務所の職員は，平成２９年に入り，本件土地を改めて調査する

とともに，本件建物１及び２に係る登記簿，固定資産（家屋）課税台帳及び航

空写真等の確認や，原告からの聴取りなどの調査を行い，本件建物３が建築さ

れる以前の平成９年度から平成２８年度までの各賦課期日においては，本件土

地上に本件建物１及び２が存しており，住居の数がやはり２であったことを把

握した。 

ウ 練馬都税事務所長は，平成２９年１２月８日，本件土地に係る固定資産税

等について，賦課決定の期間制限（関係法令等（２））内である平成２５年度

分から平成２８年度分までに係る減額賦課決定を行い，過大に納付されていた

金額（過納金）を原告に還付した。   

一方，賦課決定の期間制限を過ぎていたために減額賦課決定の対象とされな

かった平成９年度から平成２４年度まで（本件各年度）の固定資産税等の税額

について，前記（２）イのとおり本来よりも過大に認定された金額は，別紙２

－１の「過納金相当損害金」欄記載のとおりであり，その合計額は１０３万６

８３０円である（あ９）。 

エ 原告は，平成３０年２月６日，本件訴訟を提起した。 

３ 争点 

（主位的請求に関する争点） 

（１）本件要領等に基づく給付の訴えの適法性 

（２）本件要領等に基づく請求の成否 

（３）国賠法に基づく弁護士費用に係る損害賠償請求の成否（予備的請求に関

する争点） 

（４）本件各賦課決定の国賠法上の違法性 

（５）損害額及び過失相殺 

（６）除斥期間経過の有無 

４ 争点に関する当事者の主張の要旨   

争点に関する当事者の主張の要旨は，別紙６記載のとおりである。なお，同

別紙で定義した略語は本文においても用いる。 

 

【当裁判所の判断】 

  当裁判所は，〔１〕本件要領等に基づき還付不能額の返還等を求める原告

の主位的請求については，請求権の発生が認められないから棄却すべきものと

判断し，他方，〔２〕国賠法１条１項に基づき過納金相当損害金の賠償を求め

る原告の予備的請求については，練馬都税事務所長がした本件各賦課決定は，

国賠法上違法と評価すべきものであり，原告側の過失割合を２割として，主文

第２項記載の限度で認容すべきものと判断する。その理由の詳細は，以下のと



 東京地裁 平成 30年(行ウ)528 

 7 

 

おりである。 

１ 争点（１）（本件要領等に基づく給付の訴えの適法性）について   

原告は，被告に対して本件要領等に基づく還付不能額返還請求権及び返還加

算金請求権を有することを前提に，その給付を求める訴え（本件要領等に基づ

く給付の訴え）を公法上の法律関係に関する訴訟（行政事件訴訟法４条）とし

て提起している。これに対し，被告は，本件要領等に基づいて原告と被告との

間に公法上の法律関係が創設されるものではないから，本件要領等に基づく給

付の訴えは「公法上の法律関係に関する訴訟」に当たらず不適法であると主張

する。   

しかしながら，本件要領等に基づいて公法上の法律関係が創設されるか否か

の問題は，本件要領等に基づき還付不能額返還等請求権が発生する余地がある

か否かを問うものにほかならないから，被告の上記主張は，要するに，原告主

張の還付不能額返還等請求権が不存在であることをもって上記訴えを不適法と

するものにほかならない。原告が上記請求権を有するかどうかは，本案請求の

当否にかかわる事項であって，訴訟要件の問題ではないから，被告の上記主張

は失当であって採用することができない。   

そして，そのほかに本件要領等に基づく給付の訴えの適法性に影響を及ぼす

事情は認められないから，原告の同訴えは適法である。 

２ 争点（２）（本件要領等に基づく請求の成否）について 

（1）原告は，被告に対して本件要領等に基づき還付不能額の返還及び返還加

算金の支払を求めている。   

そこで検討するに，原告が請求の根拠とする本件要領等は，東京都主税局長

が平成９年に下級行政機関である各都税事務所長に宛てて発した通知であり，

その内容は，固定資産税等に係る過誤納金相当額であって，地方税法所定の賦

課決定の期間制限又は還付請求権の時効消滅により還付することができないも

の等（還付不能額）の返還について規定するものである（関係法令等

（５））。もとより，減額賦課決定がされない限り従来の固定資産税等の賦課

決定の効力が失われるものではないから，賦課決定の期間制限を過ぎてしまっ

た場合には，過納金が発生する余地はなく，また，還付請求権が消滅時効によ

り消滅した場合にも，同請求権は行使し得ないことになる。本件要領等は，こ

れらの場合であっても一定の事情があるときには公益上の観点から過納金相当

額の支給をすることが相当であることに鑑み，還付不能額に返還加算金を付し

て返還することとしたものであるところ，その返還の根拠となるべき法律や条

例の規定は見当たらない。このように，本件要領等は，被告の行政機関によっ

て法令の根拠に基づかずに定められたものであり，行政主体が法令の根拠に基

づかず行う金員の給付については，いわゆる契約方式の推定が働くのであるか
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ら，上記の具体的な請求権は，請求者の申込みに対する行政主体（被告）の承

諾があって初めて発生するものであると解するのが相当である。   

なお，原告は，本件要領等は国民の権利義務に直接影響を与えるものである

から法的拘束力を有すると解すべきである旨主張するが，以上において説示し

たとおり，本件要領等に係る権利義務の発生は上記のような申込みと承諾の合

致によるものであって，本件要領等の規定それ自体が法的拘束力を有すること

によるものではないから，採用することができない。また，原告は，行政規則

たる本件要領等の規定に違背して返還を拒むことが裁量権の範囲の逸脱又はそ

の濫用に当たる場合には当該返還拒否は違法の評価を受けるとも主張するが，

仮に本件要領等の規定に違背した行為が国賠法１条１項の適用上違法の評価を

受けることがあったとしても，これにより損害賠償請求権とは別個に本件要領

等に基づく還付不能額返還等請求権が生ずるものでないことは明らかである。 

（２）以上の検討に基づいて本件をみるに，弁論の全趣旨によれば，原告が行

った本件要領等に基づく還付不能額の返還等の請求（申込み）に被告が同意

（承諾）していないことは明らかであるから，原告の被告に対する本件要領等

に基づく還付不能額返還請求権及び返還加算金請求権は発生していないという

べきである。したがって，その余の点について判断するまでもなく，原告の本

件要領等に基づく請求は理由がない。 

３ 争点（３）（国賠法に基づく弁護士費用に係る損害賠償請求の成否）につ

いて   

原告は，被告は原告に対して還付不能額を返還すべき義務を負っていたにも

かかわらず任意の返還に応じなかったため，原告はその返還を求める訴訟の提

起を余儀なくされ，還付不能額である１０３万６８３０円の１割に相当する１

０万３６８３円の弁護士費用の損害を被ったと主張する。しかしながら，上記

２で説示したとおり，原告の還付不能額の返還を求める請求は理由がないので

あるから，原告にその訴訟の提起に要した弁護士費用に係る損害が生じていな

いことは明らかである。したがって，その余の点について判断するまでもな

く，原告の国賠法１条１項に基づく弁護士費用に係る損害賠償請求（主位的請

求に係るもの）は理由がない。 

４ 争点（４）（本件各賦課決定の国賠法上の違法性）について   

上記１から３までに説示したところによれば，原告の主位的請求は理由がな

いから，以下，原告の予備的請求について検討する。 

（１）認定事実   

前提事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば，次の事実が認められ

る。 

ア 本件各年度における本件土地の概況等（後掲のほか，あ２３，い２の１～
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２，３の１～３，２７，２９，３１，３２，３４） 

（ア）本件土地は，地積が２９２．８５平方メートル（約９０坪）である長方

形の土地であって，その西側で本件区道に接している。また，本件土地の東

側，南側及び北側には，それぞれ建築物が立ち並んでいる。 

（イ）本件土地上には，昭和３３年５月に本件建物１が，昭和５０年４月に本

件建物２が建築され，その建築の直後から，それぞれ居住の用に供されていた

（前提事実（１）イ，ウ）。本件建物１は，本件土地の西側部分に存し，本件

建物２は，本件土地の東側部分に存していた。また，平成２１年７月当時，本

件建物１の南側（本件土地の南西部分）には，屋根付きのカーポート（本件カ

ーポート）が存していた（い２の１）。なお，本件カーポートが設置された時

期については証拠上明らかでない。 

（ウ）本件区道から本件土地に正対すると，向かって左側に本件建物１が，向

かって右側に本件カーポートがあり，これらの後方に本件建物２が見えた。ま

た，本件カーポートと本件建物２との間には若干の植え込みがあった。 

（エ）本件建物１は，木造平家建であり，外壁は白色及び茶色，入母屋屋根に

銀黒色の瓦が葺かれていた。一方，本件建物２は，本件建物１と同じく木造平

家建であるが，外壁は鮮やかな赤色であり，切妻屋根に亜鉛メッキ鋼板が葺か

れていた。（あ２，３） 

イ 本件建物１及び２に係る登記等の状況 

（ア）本件建物１については，昭和３３年５月３０日に所有権保存登記がされ

ている。本件建物２については，昭和５２年５月２６日に表示に関する登記

（表題登記）がされ，同年６月８日に所有権保存登記がされている。また，本

件建物１及び２は，いずれも所在が「練馬区α×丁目×××番地××」（本件

土地の地番），種類は「居宅」と登記されている。（あ１～３，い２５） 

（イ）本件土地並びに本件建物１及び２は，いずれも被告が備え付けた土地課

税台帳及び家屋課税台帳に登録されている。なお，それぞれの登録事項をみる

と，本件土地及び本件建物２の所在は「α×丁目△×××番（地）××」であ

るが，本件建物１の所在は「α×丁目×××番地××」となっている。（い

８） 

ウ 練馬都税事務所による調査の状況等（後掲のほか，い１１） 

（ア）昭和４８年法律第２３号による地方税法の改正により，昭和４８年度か

ら固定資産税に係る一般住宅用地特例の制度が導入され，さらに，昭和４９年

法律第１９号による地方税法の改正により，昭和４９年度から固定資産税に係

る小規模住宅用地特例の制度が導入された（なお，両制度とも，現行の制度と

は内容が一部異なっている。い１３，１４）。   

昭和４９年当時，本件土地上に存する住居は本件建物１のみであったため，
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練馬都税事務所長は，本件土地上に存する住居の数を１と認定して本件土地に

係る固定資産税の賦課徴収を行うようになった。 

（イ）昭和５０年４月，本件土地上に本件建物２が建築され，居住の用に供さ

れた。練馬都税事務所の家屋部門（以下，単に「家屋部門」という。）の職員

は，登記所から本件建物２の表示に関する登記（昭和５２年５月２６日〔上記

イ（ア）〕）がされた旨の通知を受けたことから，同年８月２２日，本件建物

２の現地調査を行い，同建物が本件土地上に存することを確認した。しかし，

上記の通知や現地調査の結果は，練馬都税事務所の土地部門（以下，単に「土

地部門」という。）には共有されなかった。（い２３～２５） 

（ウ）平成５年法律第４号による地方税法の改正により，平成６年度から，固

定資産税に係る住宅用地特例の減額率が拡大するとともに，都市計画税に関し

ても住宅用地特例の制度が導入されることとなった（これにより，現行と同様

の制度となった。）。東京都主税局資産税部長は，上記改正により住宅用地と

非住宅用地との税負担の差が拡大したことに鑑み，平成６年８月１日，各都税

事務所長に宛てて通達を発出し，３年間のうちに管轄区域の全土地を対象とし

て，住宅用地の認定に係る現地調査を行うよう指示した。これを受け，土地部

門の職員は，平成８年２月７日，本件土地に対する現地調査を行ったが，その

結果は，本件土地上に存する住居は本件建物１のみであるとするものであっ

た。（い１，１５） 

（エ）東京都主税局資産税部長は、平成９年１０月１日，各都税事務所長に宛

てて通達を発出し，平成６年度から３年間にわたって実施された現地調査の結

果を踏まえ，平成９年度においては，住宅用地等に係る現行の認定内容と住宅

地図とを照合して，現行の認定内容に誤りがないかを検証するよう指示した

（い１６）。これを受け，土地部門の職員は，本件土地に係る上記（ウ）の認

定内容と住宅地図とを照合したが，認定内容の誤りに気付くことができなかっ

た。なお，本件土地に係る認定調査票（い１）には，本件土地の地積（２９

２．８５平方メートル）のほか，本件建物１の延床面積（５９．０６平方メー

トル）も記載されていたところ，当時の住宅地図（平成８年１０月発行。い２

７）では，本件土地の範囲のほとんどの部分に建物が存在しているかのように

記載されており，また，その建物の形状も，東西に長い建物と南北に長い建物

の２棟が渡り廊下などでつながれているかのような形で記載されていた。 

（オ）東京都主税局資産税部長は，平成１２年，平成１６年，平成１９年及び

平成２３年にも，それぞれ各都税事務所長に宛てて通達を発出し，一定期間内

のうちに管轄区域の全土地を対象として，住宅用地の認定に係る現地調査を行

うよう指示した。これを受け，土地部門の職員は，〔１〕平成１４年６月１１

日，〔２〕平成１６年～平成１８年頃，〔３〕平成１９年頃，〔４〕平成２４
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年８月の４回にわたって本件土地に対する現地調査を行ったが，認定内容の誤

りに気付かなかった。なお，平成１２年に作成された「認定事務業務の手引

き」（い１８）では，現地調査を行うに当たって住宅地図の写しを携帯すべき

ことが記載されており，本件土地に係る上記各調査の際にも土地部門の職員は

当時の住宅地図の写しを携行したところ，これらの住宅地図においても，本件

土地上の建物の記載は上記（エ）と同様のものであった。（い１，３の１，４

の１～２，１７～２２，２９，３１，３２，３４） 

（カ）上記（エ）及び（オ）の各住宅地図における本件土地上の建物の位置及

び形状は，本件土地の上空から撮影された航空写真の画像ともおおむね合致す

る（い１０の１～４，乙１２，２８，３０，３３）。  

エ 本件土地に係る固定資産税等の納付状況等 

（ア）平成９年度から平成１６年度までの各初日が属する年の１月１日（賦課

期日）における本件土地の登記簿上の所有者はＣであったが，同人は上記各賦

課期日前に死亡していた（前提事実（１）エ）。しかし，練馬都税事務所長は

このことを把握していなかったため，本件土地に係る平成９年度から平成１６

年度までの固定資産税等の各納税通知書は，Ｃに宛てて郵送された。上記各納

付通知書をＣに代わって受領した原告は，遅くとも上記各年度の第４期の納期

限（２月末日。ただし，当該末日が土曜日又は日曜日の場合にはこれらの日の

翌日〔別紙２－４の「課税年度」欄記載の各年度に対応する「納付日」欄記載

の各日〕。）までに，本件土地に係る固定資産税等の連帯納付義務者（地方税

法１０条の２第１項）として，上記各通知書に記載されていた納付すべき税額

を全額納付した。なお，本件土地の持分を原告とともにＣから相続した姉のＤ

は，病弱で資力もなかったため，上記の納付に当たっては原告がその全額を負

担した。（あ２７，弁論の全趣旨） 

（イ）Ｄの死亡後，原告が平成１６年６月３日に本件土地の相続に係る所有権

移転登記手続をしたこと（前提事実（１）オ）により，本件土地の登記簿上の

所有者は原告となり，本件土地に係る平成１７年度から平成２４年度までの固

定資産税等の各納税通知書は，原告に宛てて郵送された。これを受領した原告

は，別紙２－４の「課税年度」欄記載の各年度（各期）に対応する「納付日」

欄記載の各日（平成１７年度及び平成１９年度については各年度の第４期の納

期限）までに，記載されていた納付すべき税額を全額（平成２１年度から平成

２４年度までについては各四半期分）納付した。（あ１２，１３，１４～１７

〔枝番号を含む〕，２７，弁論の全趣旨） 

（ウ）Ｃ又は原告に宛てて郵送された本件各年度の納税通知書には，〔１〕課

税明細書のほか，〔２〕固定資産税等の仕組みや住宅用地特例に関する説明書

が同封されていた。なお，平成１５年度分以降の説明書には，課税明細書の読
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み方についての説明も記載されていた。（い６の１～１６） 

また，平成１０年度から平成１７年度までの納税通知書には，上記〔１〕及

び〔２〕のほかに，〔３〕「ご存じですか？」との見出しが付されたリーフレ

ット（以下「付属リーフレット」という。）が同封されていた。付属リーフレ

ットには，住宅用地特例の説明に加え，住宅を新築，増築するなど土地や家屋

の状況に変更があった場合には，住宅用地の所有者はその旨を申告しなければ

ならない旨の説明（住宅用地の申告義務に関する説明）が記載されていた。

（い７の１～８） 

（エ）Ｃ又は原告が，東京都知事に対して本件土地に係る法定申告事項を記載

した申告書を提出したことはない（弁論の全趣旨）。 

（２）本件各賦課決定の国賠法上の違法性について 

ア 地方団体の長（長から権限の委任を受けた者を含む。以下同じ。）が行う

固定資産税等の賦課決定は，課税標準や税額を過大に認定していたとしても，

そのことから直ちに国賠法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，地方団体の長が資料を収集し，これに基づき課税要件事実を認定，

判断する上において，職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と

賦課決定をしたと認め得るような事情がある場合に限り，上記違法があったと

の評価を受けるものと解するのが相当である（最高裁平成元年（オ）第９３０

号，第１０９３号同５年３月１１日第一小法廷判決・民集４７巻４号２８６３

頁参照）。 

イ 前提事実（２）のとおり，東京都知事から権限の委任を受けた練馬都税事

務所長は，本件土地上に存する住居の数が２ではなく１であると誤認し，その

結果，本来であれば本件土地の全面積について小規模住宅用地特例を適用すべ

きところ，そのうち９２．８５平方メートルについては減額率の低い一般住宅

用地特例を適用し，その結果，本件土地に係る固定資産税等の課税標準及び税

額を本来よりも過大に認定した。このような認定に基づく本件各賦課決定が地

方税法の規定に反するものであることは明らかである。   

ところで，練馬都税事務所長がこのように課税標準及び税額を本来よりも過

大に認定したのは，上記のとおり，本件土地上に存する住居の数を誤って認定

したことによるものである。しかしながら，練馬都税事務所長は，本件土地上

に本件建物１が存することについては昭和５０年以前から認識していたところ

（認定事実ウ（ア）），昭和５２年には，登記所からの通知を契機に，家屋部

門の職員において本件建物２の現地調査を行い，本件建物２が本件土地上に存

することを把握したのであり，被告が備付けた課税台帳においても本件土地と

本件建物２は所在が一致しているのであるから（認定事実イ（イ），ウ

（イ）），これらの情報を土地部門の職員においても共有していたならば，練



 東京地裁 平成 30年(行ウ)528 

 13 

 

馬都税事務所長において，本件土地上に存する住居の数が２であることを，特

段の調査を要することなく認識し得たというべきである。   

以上の点を措いたとしても，本件土地をその西側に接する本件区道から目視

すれば，本件土地の手前側に本件建物１が存することにとどまらず，本件土地

の奥側に本件建物２が存することを把握することが可能であったといえる（認

定事実ア（ア）～（ウ））。また，本件土地については，平成８年２月７日に

現地調査が行われた後，平成９年度に住宅地図との照合が行われ，その後の４

回にわたる現地調査にも当時の住宅地図の写しが携行されたところ（認定事実

ウ（ウ）～（オ）），これらの調査や照合において職務上通常の注意を払って

いれば，本件土地に係る認定調査票の記載では本件土地の地積に対する本件建

物１の延床面積は４分の１の割合に満たないのに対し，住宅地図では本件土地

の範囲のほとんどの部分に建物が存在しているかのように記載されていること

や，その形状も２棟の建物がつながれているかのように記載されていることに

気付くことができたものといえる（そして，このような住宅地図における建物

の位置や形状については，当時の航空写真によっても確認することが可能であ

ったといえる〔認定事実ウ（カ）〕。）。そこで，このような関心の下に現地

調査において上記２棟が一体であるのか，それとも別個独立の建物であるのか

を調べることにより，土地部門の職員は，本件土地上に存する住居の数が２で

あることを容易に把握することができたというべきである。   

そうすると，練馬都税事務所長は，以上のように容易に把握することが可能

な本件土地上の住居の数を誤認して，本件土地に係る固定資産税等の課税標準

及び税額を本来よりも過大に認定したものであるから，その職務上通常尽くす

べき注意義務を尽くすことなく漫然と本件各賦課決定をしたものと認めるのが

相当である。 

ウ（ア）この点に関し，被告は，〔１〕本件建物２の姿は本件建物１及びその

右側に設置された本件カーポートに遮られて十分に目視することができなかっ

たことや，〔２〕本件土地に接する道路は本件区道のみであり，本件土地の周

辺には建物が密集していたことから，土地部門の職員が本件建物２を本件土地

の東側に位置する別の土地上の建物であると認識したとしても無理はないこ

と，〔３〕現地調査の参考とされた住宅地図において本件土地上に記載された

建物は１戸のみであったことなどを理由に，練馬都税事務所長が本件土地上に

存する住居の数を１と誤認したことについてはやむを得ない事情があるなどと

主張する。   

確かに，平成２１年７月当時，本件区道から見て本件建物２の手前には本件

建物１及び本件カーポートがあり，さらに本件カーポートと本件建物２との間

には若干の植え込みがあったことが認められ（認定事実ア（イ）～（ウ）），
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これらにより本件区道から本件建物２への見通しは相当程度妨げられていた可

能性がある。しかしながら，仮に本件カーポート又はこれと同様の構造物が平

成８年以降の各現地調査の当時において存在していたとしても，本件建物２の

上部については本件区道から十分に目視できる上（い２の１～２），本件建物

１と本件建物２とは，外壁や屋根の色等が異なっており（認定事実ア

（エ）），これらが別の建物であると識別することは困難ではなかったといえ

る。   

また，住宅地図については，そこに記載された本件土地上の建物が１戸であ

るかのように見えるとしても，本件土地に係る認定調査票の記載と照らし合わ

せて見たときには，かえって，本件土地上の住居が本件建物１のみであるとの

認定に疑念を抱かせる契機となり得るものであることは，上記イに説示したと

おりである。本件区道から本件建物２への見通しを妨げるものがあったとして

も，認定調査票や住宅地図等の基礎資料との照合により，本件土地上に本件建

物１以外の建物が存在するかもしれないとの疑念を持って見れば，本件区道か

らであっても本件建物２を確認することはできたはずであるし，仮にそのよう

な方法では十分に確認することができなかったとしても，本件土地の東側の土

地に接する道路から直接目視可能な同土地上の建物と，本件区道から本件建物

１の奥に見える建物とを比較して，これらが同一の建物であるか否かを確認す

ることは容易にできたものといえる（い３の１，２７，２９，３１，３２，３

４）。   

以上によれば，練馬都税事務所長が本件土地上に存する住居の数を誤認した

ことにつきやむを得ない事情があったとは認められず，被告の上記主張は採用

することができない。 

（イ）さらに，被告は，本件土地上に本件建物２が建築され，本件土地上の住

居の数が１から２へ異動したり，本件土地や本件建物１の所有者が相続により

異動したりしたにもかかわらず，本件土地の所有者であるＣ又は原告が住宅用

地の申告義務を果たしておらず，練馬都税事務所長は，判断資料となるべき住

宅用地の所有者の申告を欠いた状態で本件土地上に存する住居の数を認定しな

ければならなかったのであるから，職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすこ

となく漫然と本件各賦課決定をしたものではないと主張する。   

しかしながら，固定資産税等の徴収については普通徴収の方法によることと

されており，徴収する税額は地方団体の長の賦課決定によって確定されるので

あるから（関係法令等（２），（３）），税額の確定に必要な資料の収集及び

これに基づく課税要件事実の認定，判断は，地方団体の長の責任において，税

負担の公平な配分が害されることのないよう適正かつ公正に行われなければな

らない（地方税法４０３条２項が，固定資産の評価に関する事務に従事する職
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員に対してあらゆる方法によって公正な評価をするように努めなければならな

い旨規定していることも，その一つのあらわれであると解される。）。被告が

主張する住宅用地の申告義務は，地方団体の長が行う資料の収集方法の任意の

一手段であって（申告義務を課すかどうかは地方団体の任意である〔地方税法

３８４条１項〕。），住宅用地の所有者が申告を怠ったからといって，他の方

法により収集される資料によって本来あるべき課税標準及び税額を認定するこ

とが可能である以上，地方団体の長が職務上通常尽くすべき注意義務を尽くし

たと直ちに評価されるものではない。   

そして，練馬都税事務所長が，容易に把握することが可能な住居の数を誤認

して課税標準及び税額を本来よりも過大に認定したことは，前記イに認定した

とおりであるから，仮にＣ又は原告が住宅用地の申告義務を怠ったのだとして

も，これが過失相殺の問題となることは別段，職務上通常尽くすべき注意義務

を尽くすことなく漫然と本件各賦課決定をしたとの上記の認定判断に影響を及

ぼすものではないというべきである。したがって，被告の上記主張は，採用す

ることができない。 

エ 以上のとおりであるから，練馬都税事務所長がした本件各賦課決定は，国

賠法１条１項の適用上違法と評価すべきものである。そして，このような本件

各賦課決定について，練馬都税事務所長の過失が認められることは明らかであ

る。 

５ 争点（５）（損害額及び過失相殺）について 

（１）弁護士費用を除く損害の額について（１０３万６８３０円）   

原告は，本件各賦課決定に基づいて，本件土地に係る本件各年度の固定資産

税等を全額納付しているところ（認定事実エ（ア），（イ）），本件各年度の

固定資産税等について本来よりも過大に納付された金額は，別紙２－１の「過

納金相当損害金」欄記載のとおりであり，その合計額は１０３万６８３０円で

あるから（前提事実（３）ウ），本件各賦課決定によって原告に生じた損害の

額（弁護士費用を除く。）は，１０３万６８３０円である。   

なお，被告は，平成９年度から平成１６年度までの固定資産税等について，

原告が納付したのは原告の法定相続分に相応する４分の１の税額にとどまる旨

主張する。しかしながら，〔１〕上記各年度に係る固定資産税等の各納税通知

書は，その当時既に死亡していたＣに宛てて郵送されたこと（認定事実エ

（ア）），〔２〕Ｃの住所であった本件建物１には原告の姉であるＤが平成１

５年に死亡するまで居住していた（前提事実（１）イ）が，Ｄは病弱であり，

就労しておらず，資力もなかったこと（あ２７），〔３〕原告は本件土地上の

本件建物２に居住しており（前提事実（１）ウ），Ｄの生活の経済的な援助を

していたこと（あ２７），〔４〕Ｃの相続については，遺産分割により原告と
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Ｄが本件土地の持分をそれぞれ２分の１ずつ相続したこと（前提事実（１）

エ）が認められ，これらに照らせば，Ｃ宛てに郵送された上記各納税通知書を

原告が受領し，本件土地の持分２分の１を相続した資力のないＤに代わり，上

記各納税通知書に記載された固定資産税等の全額を納付したと認めるのが自然

であって，これと同旨の原告の陳述（あ２７）は十分に信用性を有するものと

いえる。したがって，被告の上記主張は採用することができない。 

（２）過失相殺について（２割）   

特別区の存する区域の住宅用地の所有者は，住宅用地の認定に資するため，

住宅用地の所有者の住所等，住宅用地の上に存する家屋の所有者，住居の数と

いった固定資産税の賦課徴収に関し必要な事項（法定申告事項）に異動が生じ

た場合には，各年度の初日の属する年の１月３１日までに法定申告事項を記載

した申告書を知事に提出しなければならないこととされている（住宅用地の申

告義務。関係法令等（４））。   

これを本件土地についてみれば，昭和５０年に本件建物２が建築されたこと

により，本件土地上に存する住居の数が１から２に増え，また，平成３年のＣ

の死亡及び平成１５年のＤの死亡によって，本件土地及び本件土地上に存する

本件建物１の所有者が異動しているのであるから（前提事実（１）ウ～オ），

Ｃ又は原告は，これらの異動に際し，本件土地に係る法定申告事項を東京都知

事に申告すべきであった。しかるに，Ｃ又は原告が，東京都知事に対して本件

土地に係る法定申告事項を記載した申告書を提出したことはなく（認定事実エ

（エ）），このような申告義務のけ怠により練馬都税事務所長が住居認定の資

料の一部を欠くことになったものであって，申告義務が果たされていれば，練

馬都税事務所長は本件土地上の住居の数を誤認していることに気付くことがで

きたと考えられるから，国賠法上違法な本件各賦課決定がされたことについて

は，原告側にも過失があるというべきである。   

他方，前記４（２）ウ（イ）に説示したとおり，固定資産税等の税額の確定

に必要な資料の収集等は地方団体の長の責任において行うべきものであり，住

宅用地の所有者が住宅用地の申告義務を果たすことは，上記の資料の収集のた

めの一つの方法であるにすぎない。これに加えて，〔１〕本件建物２が建築さ

れた昭和５０年は，固定資産税に係る小規模住宅用地特例の制度が導入された

翌年であり（認定事実ウ（ア）），住宅用地の申告義務がどの程度周知されて

いたかは不明であること，〔２〕Ｃ及びＤの死亡は本件土地上の住居の数に直

接関わるものではないところ，本件各年度の納税通知書に同封されていた付属

リーフレットには，住宅を新築，増築するなど土地や家屋の状況に変更があっ

た場合には申告しなければならない旨の説明が記載されているにとどまり（認

定事実エ（ウ）），住宅用地又はその土地上の家屋の所有者に変更があったと
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きにも申告義務があることを直ちに理解できるものではないことも併せて考慮

すれば，違法な本件各賦課決定に係る原告側の過失割合は２割と評価するのが

相当である。 

（３）過失相殺後の損害の額（８２万９４５７円）   

上記（１）で認定した本件各賦課決定によって原告に生じた損害の額（合計

１０３万６８３０円）から上記（２）の原告の過失割合２割を控除すれば，そ

の残額は別紙２－１の「過失相殺後の額」欄記載のとおりとなり，その合計額

は８２万９４５７円となる。 

（４）弁護士費用（８万２９３６円）   

原告が弁護士である原告訴訟代理人に対し本件訴訟の提起及び遂行を委任し

たことは，当裁判所に顕著である。そこで，本件訴訟の内容などを勘案すれ

ば，原告が原告訴訟代理人に支払う着手金及び報酬のうち別紙２－１の「弁護

士費用」欄記載の金額（合計８万２９３６円）の範囲内で本件各賦課決定と因

果関係のある損害と認めるのが相当である。 

（５）弁護士費用加算後の損害の額（９１万２３９３円）   

上記（３）で認定した過失相殺後の損害の額８２万９４５７円に上記（４）

の弁護士費用の額８万２９３６円を加えれば，その合計額は９１万２３９３円

となる。 

（６）遅延損害金の起算日について   

国賠法に基づく損害賠償債務は損害の発生時から遅滞に陥ると解されるとこ

ろ，認定事実エ（ア），（イ）によれば，原告は別紙２－４の「課税年度」欄

記載の各年度（各期）に対応する「納付日」欄記載の各日までに本件各年度の

固定資産税等を納付したと認められるから，当該各納付日（四半期分ずつ納付

している平成２１年度から平成２４年度までについては過納金相当損害金が確

実に生じたと認められる第４期に係る納付日）に，本件各賦課決定に係る原告

の損害が生じ，かつ，遅滞に陥ったというべきである。   

したがって，本件各賦課決定に係る遅延損害金は，上記各納付日から起算す

べきである（ただし，原告の主張する起算日がこれよりも後の日である場合に

は，当該後の日から起算すべきである。）。よって，遅延損害金の起算日は，

別紙２－１の「遅延損害金起算日」欄記載のとおりとなる。 

６ 争点（６）（除斥期間経過の有無）について   

被告は，本件各賦課決定のうち平成９年度に係るもの（平成９年度賦課決

定）は，遅くとも平成９年５月初旬には行われているから，原告の予備的請求

のうち平成９年度賦課決定に係る部分は，本件訴訟の提起時（平成３０年２月

６日）において既に除斥期間が経過しており消滅していると主張する。   

しかしながら，除斥期間は「不法行為の時」から起算すべきところ（国賠法
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４条，民法７２４条後段），平成９年度賦課決定に係る不法行為が終了したの

は，同決定に基づいて固定資産税等が本来よりも過大に納付された平成１０年

３月２日（別紙２－４の「課税年度」欄の平成９年度に対応する「納付日」欄

記載の日）であるから，平成９年度賦課決定に係る除斥期間は同日から起算す

べきである。そうすると，本件訴訟の提起時（平成３０年２月６日）におい

て，平成９年度賦課決定に係る除斥期間がいまだ経過していないことは明らか

であるから，被告の上記主張は採用することができない。 

【結論】   

以上によれば，原告の主位的請求は，理由がないからこれを棄却し，原告の

予備的請求は，損害賠償金９１万２３９３円及び別紙２－１の「課税年度」欄

記載の各年度に対応する「損害額」欄記載の各金額に対する「遅延損害金起算

日」欄記載の各日から支払済みまでそれぞれ年５分の割合による遅延損害金の

支払を求める限度で理由があるからこの限度で認容し，その余の部分は理由が

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。なお，仮執行宣

言については，相当でないからこれを付さないこととする。 

東京地方裁判所民事第５１部裁判長裁判官  

清水知恵子 裁判官 村松悠史 裁判官 松原平学 


