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規 制 改 革 推 進 室 

 

個人住民税の特別徴収に関する制度概要 

 

１．個人住民税の特別徴収とは 

 

○給与所得者については、個人住民税（都道府県民税と市区町村民税を合わせたもの）は事

業主（特別徴収義務者）が市区町村から通知された税額を毎月の給与から天引きする方法

により徴収される（特別徴収）。 

○所得税の源泉徴収義務がある事業主は、原則として全て特別徴収義務者として、従業員の

個人住民税を特別徴収しなければならない。（地方税法第３２１条の４） 

○特別徴収の対象となる従業員は、前年中において給与の支払を受けた者であり、かつ当該

年度の初日（４月１日）において給与の支払を受けている者。（地方税法第３２１条の３） 

 

２．住民税特別徴収手続の流れ 

 

（１）給与支払報告書の提出 

○事業主が、毎年１月末日までに、従業員の前年の給与を記載した給与支払報告書を、従業

員の居住する各市区町村に提出する。（地方税法第３１７条の６） 

 

（２）特別徴収税額決定通知書の送付 

○各市区町村が、１月１日現在当該市区町村に居住している従業員について、前年の所得に

基づき特別徴収税額を決定し、毎年５月末日までに特別徴収税額決定通知書（事業主向け

および従業員向け）を郵送で事業主に送付する。（地方税法第３９条、第３１８条、第３

２１条の４） 

○特別徴収税額決定通知書の様式は、地方税施行規則様式第３号の様式に準じて市区町村

が作成するものとされている。（地方税法第４３条、地方税法施行規則第２条） 

 

（３）事業主における特別徴収税額決定通知書の処理 

○事業主は、受領した特別徴収税額決定通知書の内容につき、誤り（記載ミス、漏れ、特別

徴収の対象者外の人、他社分等が含まれていないか等）がないか確認し、誤りがある場合

は市区町村に通知する。 

○事業主は、受領した従業員向けの特別徴収税額決定通知書（一枚の用紙に複数人分の決定

通知書が切り離し可能な連結用紙に印刷された状態で届くケースが主流）を、個々の従業

員毎に切り離したうえで、従業員に交付する。 
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（４）納税 

○毎年６月～翌年５月まで、事業主が毎月従業員に支払う給与から特別徴収税額を天引き

して徴収を行い、各徴収月の翌月１０日までに市区町村に納入する。（地方税法第３２１

条の５） 

 

３．特別徴収税額決定通知書の電子情報による送付 

 

○特別徴税額決定通知書については、平成 28年４月１日施行の地方税法改正により、市区

町村は、特別徴収義務者の同意がある場合には、eLTAXを通じて正規の特別徴収義務者向

け特別徴税額決定通知書を電子情報で送ることができることとされた。（この場合特別徴

収義務者向けの通知が書面により行われることはない。なお、従業員向けの通知は引き続

き紙で送付される。） 

（地方税法第３２１条の４第７項） 

 

以上 

  



別紙 関連条文 

 

地方税法 
 
（個人の道府県民税の賦課期日）  
第三十九条  個人の道府県民税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の一月一日とす

る。  
 
（個人の道府県民税の納税通知書等）  
第四十三条  第四十一条第一項の規定によつて道府県民税を賦課徴収する市町村が当該

道府県民税の賦課徴収に用いる納税通知書、納期限変更告知書、特別徴収義務者及び特別徴

収に係る納税義務者に交付する特別徴収の方法によつて徴収する旨の通知書、督促状その

他の文書は、当該市町村の市町村民税の賦課徴収に用いるそれらの文書と併せて、総務省令

で定める様式に準じて作成するものとする。  
 
（給与支払報告書等の提出義務）  
第三百十七条の六  一月一日現在において給与の支払をする者（法人でない社団又は財団

で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下本節において同じ。）で、当該給与の支

払をする際所得税法第百八十三条 の規定によつて所得税を徴収する義務があるものは、同

月三十一日までに、総務省令の定めるところによつて、当該給与の支払を受けている者につ

いてその者に係る前年中の給与所得の金額その他必要な事項を当該給与の支払を受けてい

る者の一月一日現在における住所所在の市町村別に作成された給与支払報告書に記載し、

これを当該市町村の長に提出しなければならない。  
２  前項の規定によつて給与支払報告書を提出する義務がある者は、同項の規定によつて

市町村長に提出した給与支払報告書に記載された給与の支払を受けている者のうち四月一

日現在において給与の支払を受けなくなつたものがある場合においては、四月十五日まで

に、総務省令の定めるところによつて、その旨を記載した届出書を当該市町村長に提出しな

ければならない。  
３  前二項に定めるもののほか、給与の支払をする者で給与の支払をする際所得税法第百

八十三条 の規定によつて所得税を徴収する義務のあるものは、当該給与の支払を受けてい

る者のうち給与の支払を受けなくなつたものがある場合においては、その給与の支払を受

けなくなつた日の属する年の翌年の一月三十一日までに、総務省令の定めるところによつ

て、当該給与の支払を受けなくなつた者についてその者に係る給与の支払を受けなくなつ

た日の属する年の給与所得の金額その他必要な事項を当該給与の支払を受けなくなつた者

のその給与の支払を受けなくなつた日現在における住所所在の市町村別に作成された給与

支払報告書に記載し、これを当該市町村の長に提出しなければならない。ただし、その給与

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%81%5a%96%40%8e%4f%8e%4f&REF_NAME=%8f%8a%93%be%90%c5%96%40%91%e6%95%53%94%aa%8f%5c%8e%4f%8f%f0&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000018300000000000000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000018300000000000000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000018300000000000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%81%5a%96%40%8e%4f%8e%4f&REF_NAME=%8f%8a%93%be%90%c5%96%40%91%e6%95%53%94%aa%8f%5c%8e%4f%8f%f0&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000018300000000000000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000018300000000000000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000018300000000000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%81%5a%96%40%8e%4f%8e%4f&REF_NAME=%8f%8a%93%be%90%c5%96%40%91%e6%95%53%94%aa%8f%5c%8e%4f%8f%f0&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000018300000000000000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000018300000000000000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000018300000000000000000000000000000


の支払を受けなくなつた日の属する年に当該給与の支払をする者から支払を受けた給与の

金額の総額が三十万円以下である者については、この限りでない。  
４  一月一日現在において公的年金等の支払をする者で、当該公的年金等の支払をする際

所得税法第二百三条の二 の規定によつて所得税を徴収する義務があるものは、同月三十一

日までに、総務省令の定めるところによつて、当該公的年金等の支払を受けている者につい

てその者に係る前年中の公的年金等の支払額その他必要な事項を当該公的年金等の支払を

受けている者の一月一日現在における住所所在の市町村別に作成された公的年金等支払報

告書に記載し、これを当該市町村の長に提出しなければならない。  
５  第一項又は第三項の規定によつて給与支払報告書を提出する義務がある者で、当該給

与支払報告書の提出期限の属する年において所得税法第二百二十六条第一項 に規定する

源泉徴収票について同法第二百二十八条の四第一項 の規定の適用を受けるものは、第一項

又は第三項の規定にかかわらず、当該給与支払報告書に記載すべきものとされるこれらの

規定に規定する事項（以下この項及び第七項において「給与支払報告書記載事項」という。）

を次に掲げる方法のいずれかによりこれらの規定に規定する市町村の長に提供しなければ

ならない。  
一  電子情報処理組織（行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条第

一項 に規定する電子情報処理組織をいう。次項第一号において同じ。）を使用する方法とし

て総務省令で定める方法  
二  当該給与支払報告書記載事項を総務省令で定めるところにより記録した光ディスク、

磁気テープその他の総務省令で定める記録用の媒体（以下この条において「光ディスク等」

という。）を提出する方法  
６  第四項の規定によつて公的年金等支払報告書を提出する義務がある者で、当該公的年

金等支払報告書の提出期限の属する年において所得税法第二百二十六条第三項 に規定す

る源泉徴収票について同法第二百二十八条の四第一項 の規定の適用を受けるものは、第四

項の規定にかかわらず、当該公的年金等支払報告書に記載すべきものとされる同項に規定

する事項（以下この項及び次項において「公的年金等支払報告書記載事項」という。）を次

に掲げる方法のいずれかにより第四項に規定する市町村の長に提供しなければならない。  
一  電子情報処理組織を使用する方法として総務省令で定める方法  
二  当該公的年金等支払報告書記載事項を総務省令で定めるところにより記録した光デ

ィスク等を提出する方法  
７  第一項、第三項又は第四項の規定によつて給与支払報告書又は公的年金等支払報告書

（以下この項及び次項において「報告書」という。）を提出すべき者（前二項の規定の適用

を受ける者を除く。）が、政令で定めるところにより第一項、第三項若しくは第四項に規定

する市町村の長の承認を受けた場合又はこれらの規定により提出すべき報告書の提出期限

の属する年以前の各年のいずれかの年において前二項の規定に基づき給与支払報告書記載

事項若しくは公的年金等支払報告書記載事項（以下この項及び次項において「記載事項」と

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%81%5a%96%40%8e%4f%8e%4f&REF_NAME=%8f%8a%93%be%90%c5%96%40%91%e6%93%f1%95%53%8e%4f%8f%f0%82%cc%93%f1&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000020300200000000000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000020300200000000000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000020300200000000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%81%5a%96%40%8e%4f%8e%4f&REF_NAME=%8f%8a%93%be%90%c5%96%40%91%e6%93%f1%95%53%93%f1%8f%5c%98%5a%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000022600000000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000022600000000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000022600000000001000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%81%5a%96%40%8e%4f%8e%4f&REF_NAME=%93%af%96%40%91%e6%93%f1%95%53%93%f1%8f%5c%94%aa%8f%f0%82%cc%8e%6c%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000022800400000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000022800400000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000022800400000001000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%88%ea%8e%6c%96%40%88%ea%8c%dc%88%ea&REF_NAME=%8d%73%90%ad%8e%e8%91%b1%93%99%82%c9%82%a8%82%af%82%e9%8f%ee%95%f1%92%ca%90%4d%82%cc%8b%5a%8f%70%82%cc%97%98%97%70%82%c9%8a%d6%82%b7%82%e9%96%40%97%a5%91%e6%8e%4f%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000300000000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000300000000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000300000000001000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%88%ea%8e%6c%96%40%88%ea%8c%dc%88%ea&REF_NAME=%8d%73%90%ad%8e%e8%91%b1%93%99%82%c9%82%a8%82%af%82%e9%8f%ee%95%f1%92%ca%90%4d%82%cc%8b%5a%8f%70%82%cc%97%98%97%70%82%c9%8a%d6%82%b7%82%e9%96%40%97%a5%91%e6%8e%4f%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000300000000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000300000000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000300000000001000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%81%5a%96%40%8e%4f%8e%4f&REF_NAME=%8f%8a%93%be%90%c5%96%40%91%e6%93%f1%95%53%93%f1%8f%5c%98%5a%8f%f0%91%e6%8e%4f%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000022600000000003000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000022600000000003000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000022600000000003000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%81%5a%96%40%8e%4f%8e%4f&REF_NAME=%93%af%96%40%91%e6%93%f1%95%53%93%f1%8f%5c%94%aa%8f%f0%82%cc%8e%6c%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000022800400000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000022800400000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000022800400000001000000000000000000


いう。）を記録した光ディスク等を提出した場合には、その者が提出すべき報告書の記載事

項を記録した光ディスク等の提出をもつて当該報告書の提出に代えることができる。  
８  第五項又は第六項の規定により行われた記載事項の提供及び前項の規定により行わ

れた光ディスク等の提出については、第一項、第三項又は第四項の規定により報告書の提出

が行われたものとみなして、第四十五条の二第二項、第三百十七条の二第二項、この条第一

項から第四項まで、次条及び第三百二十一条の四第三項の規定を適用する。  
 
（個人の市町村民税の賦課期日）  
第三百十八条  個人の市町村民税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の一月一日と

する。  
 
（給与所得に係る個人の市町村民税の特別徴収）  
第三百二十一条の三  市町村は、納税義務者が前年中において給与の支払を受けた者であ

り、かつ、当該年度の初日において給与の支払を受けている者（支給期間が一月を超える期

間により定められている給与のみの支払を受けていることその他これに類する理由がある

ことにより、特別徴収の方法によつて徴収することが著しく困難であると認められる者を

除く。以下この条及び次条において「給与所得者」という。）である場合においては、当該

納税義務者に対して課する個人の市町村民税のうち当該納税義務者の前年中の給与所得に

係る所得割額及び均等割額の合算額は、特別徴収の方法によつて徴収するものとする。ただ

し、当該市町村内に給与所得者が少ないことその他特別の事情により特別徴収を行うこと

が適当でないと認められる市町村においては、特別徴収の方法によらないことができる。  
２  前項の給与所得者について、当該給与所得者の前年中の所得に給与所得以外の所得が

ある場合においては、市町村は、当該市町村の条例の定めるところによつて、当該給与所得

以外の所得に係る所得割額を同項本文の規定によつて特別徴収の方法によつて徴収すべき

給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額に加算して特別徴収の方法によつて徴収す

ることができる。ただし、第三百十七条の二第一項の申告書に給与所得以外の所得に係る所

得割額を普通徴収の方法によつて徴収されたい旨の記載があるときは、この限りでない。  
３  前項本文の規定によつて給与所得者の給与所得以外の所得に係る所得割額を特別徴

収の方法によつて徴収することとなつた後において、当該給与所得者について給与所得以

外の所得に係る所得割額の全部又は一部を特別徴収の方法によつて徴収することが適当で

ないと認められる特別の事情が生じたため当該給与所得者から給与所得以外の所得に係る

所得割額の全部又は一部を普通徴収の方法により徴収することとされたい旨の申出があつ

た場合でその事情がやむを得ないと認められるときは、市町村は、当該特別徴収の方法によ

つて徴収すべき給与所得以外の所得に係る所得割額でまだ特別徴収により徴収していない

額の全部又は一部を普通徴収の方法により徴収するものとする。  
４  第一項の給与所得者が前年中において公的年金等の支払を受けた者であり、かつ、当



該年度の初日において第三百二十一条の七の二第一項に規定する老齢等年金給付の支払を

受けている年齢六十五歳以上の者である場合における前二項の規定の適用については、こ

れらの規定中「給与所得以外」とあるのは、「給与所得及び公的年金等に係る所得以外」と

する。  
 
（給与所得に係る特別徴収義務者の指定等）  
第三百二十一条の四  市町村は、前条の規定により特別徴収の方法によつて個人の市町村

民税を徴収しようとする場合には、当該年度の初日において同条の納税義務者に対して給

与の支払をする者（他の市町村内において給与の支払をする者を含む。）のうち所得税法第

百八十三条の規定により給与の支払をする際所得税を徴収して納付する義務がある者を当

該市町村の条例により特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。こ

の場合においては、当該市町村の長は、前条第一項本文の規定により特別徴収の方法によつ

て徴収すべき給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額又はこれに同条第二項本文の

規定により特別徴収の方法によつて徴収することとなる給与所得以外の所得に係る所得割

額（同条第四項に規定する場合には、同項の規定により読み替えて適用される同条第二項本

文の規定により特別徴収の方法によつて徴収することとなる給与所得及び公的年金等に係

る所得以外の所得に係る所得割額）を合算した額（以下この節において「給与所得に係る特

別徴収税額」という。）を特別徴収の方法によつて徴収する旨（第七項及び第八項において

「通知事項」という。）を当該特別徴収義務者及びこれを経由して当該納税義務者に通知し

なければならない。  
２  市町村長が前項後段の規定により特別徴収義務者及び特別徴収義務者を経由して納

税義務者に対してする通知は、当該年度の初日の属する年の五月三十一日までにしなけれ

ばならない。  
３  第三百十七条の六第一項の規定により提出すべき給与支払報告書が同項の提出期限

までに提出されなかつたことその他やむを得ない理由があることにより、市町村長が前項

に規定する期日までに第一項後段の規定による通知をすることができなかつた場合には、

当該期日後において当該通知をすることを妨げない。ただし、次条第一項の規定により当該

通知のあつた日の属する月の翌月から翌年五月までの間において給与所得に係る特別徴収

税額を徴収することが不適当であると認められる場合には、この限りでない。  
４  第一項の場合において、同一の納税義務者に対して給与の支払をする者が二以上ある

ときは、市町村は、当該市町村の条例によりこれらの支払をする者の全部又は一部を特別徴

収義務者として指定しなければならない。この場合において、特別徴収義務者として二以上

の者を指定したときは、給与所得に係る特別徴収税額をこれらの者が当該年度中にそれぞ

れ支払うべき給与の額に按分して、これを徴収させることができる。  
５  納税義務者である給与所得者に対し給与の支払をする者に当該年度の初日の翌日か

ら翌年の四月三十日までの間において異動を生じた場合において、当該給与所得者が当該
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給与所得者に対して新たに給与の支払をする者となつた者（所得税法第百八十三条 の規定

により給与の支払をする際所得税を徴収して納付する義務がある者に限る。以下この項に

おいて同じ。）を通じて、当該異動によつて従前の給与の支払をする者から給与の支払を受

けなくなつた日の属する月の翌月の十日（その支払を受けなくなつた日が翌年の四月中で

ある場合には、同月三十日）までに、前条第一項本文の規定により特別徴収の方法によつて

徴収されるべき前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額（既に特別徴収の

方法によつて徴収された金額があるときは、当該金額を控除した金額）を特別徴収の方法に

よつて徴収されたい旨の申出をしたときは、市町村は、当該給与所得者に対して新たに給与

の支払をする者となつた者を当該市町村の条例により特別徴収義務者として指定し、これ

に徴収させるものとする。ただし、当該申出が翌年の四月中にあつた場合において、当該給

与所得者に対して新たに給与の支払をする者となつた者を特別徴収義務者として指定し、

これに徴収させることが困難であると市町村長が認めるときは、この限りでない。  
６  第一項後段の規定は、前項本文の場合について準用する。  
７  市町村長は、第一項又は第五項の規定により指定した特別徴収義務者の同意がある場

合には、第一項後段（前項において準用する場合を含む。次項において同じ。）の規定によ

る当該特別徴収義務者に対する通知に代えて、通知事項を電子情報処理組織（行政手続等に

おける情報通信の技術の利用に関する法律第四条第一項 に規定する電子情報処理組織を

いう。）を使用する方法として総務省令で定める方法により当該特別徴収義務者に提供する

ことができる。  
８  前項の規定による通知事項の提供が行われたときは、第一項後段の規定による通知が

あつたものとみなして、次条第一項及び第三百二十一条の六第一項の規定を適用する。  
 
（給与所得に係る特別徴収税額の納入の義務等）  
第三百二十一条の五  前条の特別徴収義務者は、同条第二項に規定する期日までに同条第

一項後段（同条第六項において準用する場合を含む。）の規定による通知を受け取つた場合

にあつては当該通知に係る給与所得に係る特別徴収税額の十二分の一の額を六月から翌年

五月まで、当該期日後に当該通知を受け取つた場合にあつては当該通知に係る給与所得に

係る特別徴収税額を当該通知のあつた日の属する月の翌月から翌年五月までの間の月数で

除して得た額を当該通知のあつた日の属する月の翌月から翌年五月まで、それぞれ給与の

支払をする際毎月徴収し、その徴収した月の翌月の十日までに、これを当該市町村に納入す

る義務を負う。ただし、当該通知に係る給与所得に係る特別徴収税額が均等割額に相当する

金額以下である場合には、当該通知に係る給与所得に係る特別徴収税額を最初に徴収すべ

き月に給与の支払をする際その全額を徴収し、その徴収した月の翌月の十日までに、これを

当該市町村に納入しなければならない。  
２  前項の特別徴収義務者は、前条の規定によりその者が徴収すべき給与所得に係る特別

徴収税額に係る個人の市町村民税の納税義務者が当該特別徴収義務者から給与の支払を受

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%81%5a%96%40%8e%4f%8e%4f&REF_NAME=%8f%8a%93%be%90%c5%96%40%91%e6%95%53%94%aa%8f%5c%8e%4f%8f%f0&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000018300000000000000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000018300000000000000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000018300000000000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%88%ea%8e%6c%96%40%88%ea%8c%dc%88%ea&REF_NAME=%8d%73%90%ad%8e%e8%91%b1%93%99%82%c9%82%a8%82%af%82%e9%8f%ee%95%f1%92%ca%90%4d%82%cc%8b%5a%8f%70%82%cc%97%98%97%70%82%c9%8a%d6%82%b7%82%e9%96%40%97%a5%91%e6%8e%6c%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000400000000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000400000000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000400000000001000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%88%ea%8e%6c%96%40%88%ea%8c%dc%88%ea&REF_NAME=%8d%73%90%ad%8e%e8%91%b1%93%99%82%c9%82%a8%82%af%82%e9%8f%ee%95%f1%92%ca%90%4d%82%cc%8b%5a%8f%70%82%cc%97%98%97%70%82%c9%8a%d6%82%b7%82%e9%96%40%97%a5%91%e6%8e%6c%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000400000000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000400000000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000400000000001000000000000000000


けないこととなつた場合には、その事由が発生した日の属する月の翌月以降の月割額（前項

の規定により特別徴収義務者が給与の支払をする際毎月徴収すべき額をいう。以下この項、

次項及び第三百二十一条の六第三項において同じ。）は、これを徴収して納入する義務を負

わない。ただし、その事由が当該年度の初日の属する年の六月一日から十二月三十一日まで

の間において発生し、かつ、総務省令で定めるところによりその事由が発生した日の属する

月の翌月以降の月割額を特別徴収の方法によつて徴収されたい旨の納税義務者からの申出

があつた場合及びその事由がその年の翌年の一月一日から四月三十日までの間において発

生した場合には、当該納税義務者に対してその年の五月三十一日までの間に支払われるべ

き給与又は退職手当等で当該月割額の全額に相当する金額を超えるものがあるときに限り、

その者に支払われるべき給与又は退職手当等の支払をする際、当該月割額の全額（同日まで

に当該給与又は退職手当等の全部又は一部の支払がされないこととなつたときにあつては、

同日までに支払われた当該給与又は退職手当等の額から徴収することができる額）を徴収

し、その徴収した月の翌月十日までに、これを当該市町村に納入しなければならない。  
３  前項の場合においては、特別徴収義務者は、総務省令で定めるところにより、給与の

支払を受けないこととなつた納税義務者の氏名、その者に係る給与所得に係る特別徴収税

額のうち既に徴収した月割額の合計額その他必要な事項を記載した届出書を当該特別徴収

に係る納入金を納入すべき市町村の長に提出しなければならない。  
４  前条の規定により、他の市町村内において給与の支払をする者が特別徴収義務者とし

て指定された場合には、当該特別徴収義務者は、その納入すべき納入金を当該他の市町村内

に所在する銀行その他の金融機関で当該市町村が指定して当該特別徴収義務者に通知した

ものに払い込むものとする。この場合においては、当該特別徴収義務者が当該通知に係る金

融機関に払い込んだ時に、当該市町村にその納入金の納入があつたものとみなす。  
５  市町村の指定した特別徴収義務者が国の機関である場合における第三百二十六条第

一項の規定の適用については、当該特別徴収義務者が給与所得に係る特別徴収税額に係る

納入金に相当する金額の資金を日本銀行に交付して納入金の払込みをした時において当該

市町村に納入金の納入があつたものとみなす。  
 
地方税法施行規則 

 
（道府県民税及び市町村民税に係る納税通知書・申告書等の様式）  
第二条  法第四十三条 の規定によつて市町村が道府県民税及び市町村民税の賦課徴収に

用いる左の表の上欄に掲げる文書の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるもの

とする。 
文書の種類 様式 
（一） 市町村民税・道府県民税税額決定納税通知書 第一号の三様式 
（二） 市町村民税道府県民税納税通知書（分離課税に係る所得割 第一号の四様式 
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分） 
（三） 納期限変更告知書 第二号様式 
（四） 給与所得等に係る特別徴収義務者及び特別徴収に係る納税

義務者に交付する特別徴収の方法によつて徴収する旨の通知書 
第三号様式（別

表） 
（五） 督促状 第四号様式又は

第四号の二様式 
（六） 市町村民税道府県民税更正（決定）通知書 第五号の二様式 

 
（法第三百二十一条の四第七項 に規定する総務省令で定める方法）  
第九条の三の二  法第三百二十一条の四第七項 （法第三百二十一条の六第二項 において

準用する場合を含む。以下この条において同じ。）に規定する総務省令で定める方法は、法

第三百二十一条の四第七項 に規定する市町村長の定めるところにより、当該市町村長の指

定する地方税関係の行政手続等の迅速かつ的確な処理に必要な電子情報処理組織の運営に

関する業務を行う法人であつて総務大臣が指定したものの使用に係る電子計算機に備えら

れた受信者ファイル（専ら同項 に規定する特別徴収義務者の使用の用に供せられるファイ

ルをいう。次項において同じ。）に同条第一項 に規定する通知事項（法第三百二十一条の六

第一項 の規定に該当する場合には、特別徴収税額を変更した旨）に係る情報（次項におい

て「通知情報」という。）を電気通信回線を通じて記録する方法をいう。  
２  前項の場合においては、市町村長は、通知情報を受信者ファイルに記録した旨を法第

三百二十一条の四第七項 に規定する特別徴収義務者に対し、電子メール（特定電子メール

の送信の適正化等に関する法律（平成十四年法律第二十六号）第二条第一号に規定する電子

メールをいう。）により送信しなければならない。  
（特別徴収に係る給与所得者異動届出書の提出義務）  
第九条の五  法第三百二十一条の五第三項 に規定する届出書は、同条第二項 の事由が発

生した日の属する月の翌月の十日までに提出しなければならない。ただし、当該事由が四月

二日から五月三十一日までの間に生じた場合における当該事由が生じた者に係る市町村民

税を当該年度から新たに特別徴収の方法によつて徴収すべき市町村の長に対する当該届出

書の提出は、法第三百二十一条の四第一項 後段の規定による通知のあつた日の属する月の

翌月の十日までとする。  
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