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地方税共同機構（以下「機構」という。）は、地方団体が共同して運営する組織と

して、機構処理税務事務を行うとともに、地方団体に対してその地方税に関する事務

に関する支援を行い、もって地方税に関する事務の合理化並びに納税義務者及び特別

徴収義務者の利便の向上に寄与することを目的として、平成 31年４月１日に設立さ

れた。 

令和元年度に実施した事業については、次のとおりである。 

 

Ⅰ 機構処理税務事務 

 

 １ eLTAX関係 

地方税の電子申告、電子納税等を取り扱う地方税ポータルシステム（以下「eLTAX」

という。）の開発及び運用を行った。具体的には、電子申告等事業、国税連携事業、

年金特徴事業及びこれらに附帯する事業を実施した。特に令和元年度においては、

以下の事業を実施するとともに、eLTAXの機能の拡充に関する検討を進めた。 

(1)地方税共通納税システムの導入 

eLTAXを活用した地方税共通納税システムについては、地方団体等と連携した総

合運転試験等を経て、令和元年 10 月１日に稼働を開始した。稼働初期において、

プログラムミスの修正を要する問題が散見されたが、必要な対応を実施しつつ、概

ね安定的に運用できた。 

(2)eLTAXの安全性・信頼性の確保 

令和元年秋の eLTAX更改に当たり、システムの一層の安全性及び信頼性を確保す

る観点から、データセンタに新たにバックアップセンタを設置するとともに、平常

時にメインセンタとバックアップセンタにて適時にデータの同期を図ることとし

た。 

(3)eLTAXの利用者の増大への対応 

地方税共通納税システムの導入や大法人の電子申告義務化（令和２年４月１日以

後に開始する事業年度から適用）等により、eLTAX の利用者のさらなる増大が見込

まれることから、eLTAXホームページについて、デザイン等を刷新し、AI機能を活

用したＦＡＱを開設するとともに、ヘルプデスクについて、ＦＡＱ機能と連携した

ナレッジの蓄積・共有により問い合わせ対応の精度の改善を図るなど、利用者の使

いやすさやわかりやすさ等を目指した更改を行った。 

また、地方団体の利用環境の改善のため、LGWAN環境での eLTAXホームページの

利用を可能とした。 

(4)ベンダー連絡会の設置 

地方税電子化の一層の推進が求められる中、地方団体の基幹税務システム側の円

滑・迅速な対応を支援するため、基幹税務ベンダーの情報交換等の場として、新た

にベンダー連絡会を設置した。 

 (5)その他 

「行政手続コスト」削減のための基本計画（平成 31 年３月末総務省改定）に位

置付けられた税務手続の電子化の取組として、法人設立ワンストップサービスや法

人税及び法人住民税・法人事業税の電子申告における共通入力事務の重複排除等の



 

 

2 

ためのシステム改修を実施した。 

また、新元号に対応するために必要な改修を実施した。 

さらに、令和２年度税制改正の大綱（令和元年 12 月 20 日閣議決定）において、

金融所得課税（利子割・配当割・株式等譲渡所得割）について、申告手続の電子化

及び地方税共通納税システムの対象税目への追加が明記されたことから、施行時期

（令和３年 10月）に向けて具体的な準備に着手した。 

 

２ 自動車 OSS関係 

   国土交通省等と共同で運営している自動車保有関係手続のワンストップサービ

スについて、関連するサービスの共通基盤であるインターフェースシステムの利

用、都道府県税事務として必要な OSS 都道府県税共同利用化システム及び自動車

税納付確認システム（JNKS）の運用及びこれらに附帯する事業を実施した。 

  特に、令和元年 10月の自動車税における環境性能割の導入に対応するためのシ

ステム改修等を実施した。 

  また、地方税（軽自動車税種別割及び環境性能割）に係る軽自動車関係手続の効

率化に向けたオンライン・ワンストップ化等の仕組みの構築に向けて、地方団体の

意見を聴取しながら、検討・調整を開始した。 

 

３ 情報セキュリティ対策の充実・強化 

   地方税共通納税システムの稼働開始や大法人の電子申告義務化等による eLTAX

の役割の拡大に適切に対応するとともに、OSS都道府県税共同利用化システム等の

安定的な管理運営に資するため、機構処理税務情報保護委員会の意見を踏まえつ

つ、第三者による情報セキュリティ監査やセキュリティ診断を実施するなど、情報

セキュリティ対策の充実・強化を図った。 

 

Ⅱ 研修・調査研究等 

 

地方税電子化の動きが加速化する中で、地方税を取り巻く環境変化に機動的に対

応するため、研修・調査研究等の事業を以下のように実施した。また、研修・調査研

究等検討部会における意見聴取等を踏まえながら、一般市区町村を含めた全地方団

体向けの事業を充実するなどの観点から、令和２年度以降の研修・調査研究等事業の

方向性について、検討を進めた。 

 

１ 教育及び研修 

地方団体の職員に対し、eLTAX研修や情報セキュリティ研修、税務研修（不動産

評価研修、直税課税研修、軽油引取税調査事務研修、ブロック別徴収事務研修、政

令指定都市研修）等の地方税に関する教育及び研修を実施した。 

 

２ 調査研究 

地方税務行政を取り巻く状況の変化に的確に対応し、適正、公平で効率的な地方

税務行政の推進に資するため、地方税の諸課題に関して、実務者等の連携による調
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査研究を実施した。 

また、代表者会議（令和元年６月 26日）で決定された「今後の検討課題に係る

取組について」に基づき、主要な検討課題（軽自動車関係手続、特徴税額通知、償

却資産申告、共通納税の拡大と収納方法の多様化）について検討・調整等を進めた。

その際には、課題に応じ、複数の案を作成し、全地方団体アンケート等を実施した

ほか、説明会、検討部会、実務者会議、全国連絡会議等を通じ、広く意見聴取や情

報共有を行いながら検討等を行った。 

令和元年秋には、「地方税における電子化の推進に関する検討会」を設置し、主

に地方税共通納税システムの対象税目の拡大や収納方法の多様化等を議論した。

金融所得課税（利子割・配当割・株式等譲渡所得割）に係る申告・納入手続の電子

化については、この検討会のとりまとめ（令和元年 11月 26日公表）における「可

能な限り早期に実現するべき」との提言を踏まえ、令和２年度税制改正で実現が決

定された。 

 

３ 広報その他の啓発活動 

  地方税に関する広報その他の啓発活動を実施した。具体的には、eLTAXの利用率

及び認知度向上等のための広報、自動車税の納期内納付や税を考える週間、税制改

正内容等全国共通で行うことが効果的かつ効率的である広報及び啓発を行った。 

  特に、令和元年度は、地方税共通納税システムの開始、地方消費税率の引上げ、

自動車税及び軽自動車税における環境性能割の導入等の時期であったことを踏ま

え、これらの広報を充実させた。 

 

４ 情報の提供その他の支援 

   地方団体に対する地方税に関する情報の提供その他の支援を実施した。具体的

には、地方団体が実施する講演会等への助成を行ったほか、不正軽油撲滅や全国一

斉路上軽油抜取調査についての都道府県間の連携調整や広報等を実施した。 

 

Ⅲ その他業務運営 

 

１ 組織体制 

   機構設立に当たり承継した事業等を円滑に執行するとともに、eLTAX更改や地方

税共通納税システムの新規稼働、当面の検討課題への対応などの業務の拡大等に

適切に対応できるよう、効率的な執行体制の構築に努めつつ、業務運営を行った。 

 

 ２ 内部統制の実施等 

内部統制の仕組みを導入しリスク管理の取組を進めるとともに、監事による定

例の監査や、外部監査、情報セキュリティ監査等を実施するなど、役職員の職務の

執行が法令・定款等に適合し、業務が適切に行われることを確保するための体制の

整備を図った。 
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（参考）地方税共同機構の概要 

 

Ⅰ 基本情報（令和２年３月 31日現在） 

１ 名称 

   地方税共同機構 

   （英文名称：Local Tax Agency（ＬＴＡ）） 

 

２ 設立年月日 

   平成 31年４月１日 

 

３ 目的 

   地方団体が共同して運営する組織として、機構処理税務事務を行うとともに、

地方団体に対してその地方税に関する事務に関する支援を行い、もって地方税に

関する事務の合理化並びに納税義務者及び特別徴収義務者の利便の向上に寄与す

ること。 

 

４ 所在地 

   東京都千代田区永田町１－11－32 全国町村会館西館６階 

 

５ 役員  

役 職 氏 名 

理事長 加藤   隆 

副理事長 川窪 俊広 

監事（非常勤） 加納 理行 

監事（非常勤） 横山 円吉 

 

 

６ 職員数 

   43名 
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Ⅱ 代表者会議・運営審議会・機構処理税務情報保護委員会の開催状況 

１ 代表者会議 

(1)概要 

代表者会議は、機構の業務及び財務の方針を決定する機関として設けられており、

次に掲げる事項を議決する。 

   ア 定款の変更 

   イ 業務方法書の作成又は変更 

   ウ 予算及び事業計画の作成又は変更 

   エ 決算 

   オ 役員の報酬及び退職金 

   カ その他代表者会議が特に必要と認めた事項 

また、代表者会議は、理事長及び監事の任命、理事長が副理事長及び理事を任命す

る際の同意も行うこととされている。 

 

(2)委員（令和２年３月 31日現在） 

区 分 氏 名 役 職 備 考 

地方団体の 

代表者 

河野 俊嗣 宮崎県知事 議長 

髙橋 正樹 富山県高岡市長 議長代理 

永原 譲二 福岡県大任町長 議長代理 

※ 令和元年９月５日 

に委員に就任 

学識経験者 大谷 和子 株式会社日本総合研究

所執行役員法務部長 

 

佐藤 英明 慶應義塾大学大学院法

務研究科教授 

 

辻  琢也 一橋大学大学院法学研

究科教授 

 

※ 平成 31年４月１日～令和元年９月４日は、岩田 利雄(千葉県東庄町長)が委員

(議長代理)であった。  

 

(3)開催状況 

回 数 開催年月日 概 要 

第１回 平成 31年４月１日 ・議長の互選 

・会議規則の制定 

・役員の任命及び兼職の承認 

・運営審議会委員の任命 

・役員の任命同意 

・役員の報酬及び退職金の決定 

第２回 平成 31年４月 18日 ・議長代理の指定 

・業務方法書 
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第３回 令和元年６月 14日 ・役員の兼職の承認 

第４回 令和元年６月 26日 ・令和２年度負担金総額見込（案） 

・今後の検討課題に係る取組について（案） 

・一般社団法人地方税電子化協議会、全国地方税

務協議会及び OSS都道府県税協議会からの資産

等の承継（報告） 

第５回 令和元年 10月１日 ・運営審議会委員の任命 

第６回 令和２年３月６日 ・令和２年度事業計画（案） 

・令和２年度予算（案） 

・eLTAX次期更改準備資金積立計画（案） 

・検討課題に係る取組状況（報告） 

・基本的財産の確保（案）（その他）  
 

２ 運営審議会 

(1)概要 

運営審議会は、機構の業務に関する審議機関として設けられており、理事長は、次

に掲げる事項について、運営審議会の意見を聴かなければならない。 

ア 業務方法書の作成又は変更 

イ 予算及び事業計画の作成又は変更 

ウ 決算 

エ その他代表者会議が特に必要と認めた事項 

また、運営審議会は、機構の業務について、理事長の諮問に応じ、又は自ら必要と

認める事項について、理事長に対し建議を行うことができる。 

 

(2)委員（令和２年３月 31日現在） 

 氏 名 役 職 備 考 

石井夏生利 中央大学国際情報学部教授 会長代理 

稲継  裕昭 早稲田大学政治経済学術院教授 会長 

中里    透 上智大学経済学部准教授  

鴫原  俊秀 茨城県総務部税務課長  

 豊田  善之 神奈川県小田原市総務部長  

 細山  英明 石川県津幡町総務部税務課長 ※ 令和元年 10月１日

に委員に就任 

※ 平成 31年４月１日～令和元年９月 30日は、野崎 秀幸（愛知県阿久比町副町長）

が委員であった。  
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(3)開催状況 

回 数 開催年月日 概 要 

第１回 平成 31年４月 17日 ・会議規則の制定 

・会長の選出 

・会長代理の指定 

・業務方法書（案）に対する意見 

第２回 令和元年６月 13日 ・令和２年度負担金総額見込（案） 

・今後の検討課題に係る取組について（案） 

・一般社団法人地方税電子化協議会、全国地方

税務協議会及び OSS都道府県税協議会からの

資産等の承継（報告） 

第３回 令和２年２月 20日 ・令和２年度事業計画（案） 

・令和２年度予算（案） 

・eLTAX次期更改準備資金積立計画（案） 

・検討課題に係る取組状況（報告） 

 ・基本的財産の確保（案）（その他） 

 

３ 機構処理税務情報保護委員会 

(1)概要 

理事長の諮問に応じ、機構処理税務情報の保護に関する事項を調査審議し、及び

これに関し必要と認める意見を理事長に述べることができる。 

 

(2)委員（令和２年３月 31日現在） 

氏 名 役 職 備 考 

岡村 久道 弁護士・京都大学大学院医学研究科講師  

佐々木良一 東京電機大学研究推進社会連携センター総

合研究所特別専任教授 

サイバーセキュリティ研究所所長  

委員長 

藤原 靜雄 中央大学法科大学院法務研究科教授 委員長代理 

 

(3)開催状況 

回 数 開催年月日 概 要 

第１回 平成 31年４月 19日 ・会議規則の制定 

・委員長の選出 

・セキュリティポリシー 

・情報セキュリティ事業 

・情報公開・個人情報保護 
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第２回 令和２年３月 25日 ・令和元年度情報セキュリティ事業 

・令和２年度情報セキュリティ事業（案） 

・第１回機構処理税務情報保護委員会におけ

る意見への対応状況 

・情報公開・個人情報保護 

・会議規則の改正 

・システムの稼働状況（報告） 

・今後のシステムの拡充予定（報告） 

・今後の検討課題（報告） 
 


