
都市計画税とは、都市計画事業又は土地区画整理

事業が実施されることによって、土地や家屋の利用

価値が向上し、その所有者の利益が増大することが

認められるという受益関係に着目して、土地及び家

屋の所有者に対し課される市町村税で、都市計画事

業又は土地区画整理事業に要する費用に充てられる

目的税である。

地方税法では、このような都市計画税の性格にか

んがみ、地域における都市計画事業等の実情に応じ

て、都市計画税を課するか否か、あるいは、その税

率水準をどの程度にするかを市町村の自主的判断に

委ねている。

したがって、税率の設定については市町村で違い

が生じてくるものであるが、現在、大阪府で都市計

画税を課することができる条例規定のある３６の団体

（うち１団体は課税停止中）においては、ほとんどが

制限税率（０.３％）を用いるなど、ほぼ似通ったも

のとなっている。

また、都市計画税の課税標準が固定資産税の課税

標準となるべき価格により課するものとされ、その

徴収も原則として固定資産税と併せて行われること

から、納税者のみならず、課税庁である市町村でさ

え、固定資産税の「上乗せ課税」として捉えている

面も少なくなく、目的税としての性格が分かりにく

くなっていると思われる。

そこで、市町村において都市計画税が適正に運用

され、その使途を議会及び住民に対して明確にして

いくことが重要であるという認識のもと、最近の地

方税法改正の内容も交えながら、都市計画税の使途

や課税状況等について検証したい。

都市計画税は、地方税法上目的税として位置付け

られていることから、その使途についても明記され

ており、具体的には、地方税法第７０２条において、

「都市計画法に基づいて行う都市計画事業又は土地区

画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する

費用に充てるため」と規定されている。

これらの事業の内容について、税務担当職員が意

識することは少ないかもしれないが、本来、都市計

画税は、これらに「要する費用」にしか充てること

ができないものであり、納税者への説明責任を果た

す為にも正確に把握しておく必要があると思われる

ので、ここで具体的に説明しておく。

（１）都市計画法に基づいて行う都市計画事業

「都市計画法に基づいて行う都市計画事業」の位

置付けは、都市計画法第４条第１５項に規定されてお

り、同法第５９条の規定による認可又は承認を受けて

行われる「都市計画施設の整備に関する事業」及び

「市街地開発事業」をいうとされている。

したがって、都市計画に定められた都市計画施設

の建設や、既存施設の更新・改良であっても、これ

を都市計画法第５９条の認可又は承認を受けないで行

われる場合にあっては、ここにいう「都市計画法に

基づいて行う都市計画事業」には当たらないことと

なり、注意が必要である。

①都市計画施設の整備に関する事業

「都市計画施設の整備に関する事業」とは、都

市計画において定められた都市施設の整備に関す

る事業をいうものであり、都市計画法第１１条及び

都市計画税の使途はじめに
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同法施行令第５条に規定されている下記（参考１）

の都市施設の整備に関する事業をいうものである。

○参考１

１ 道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミ

ナルその他の交通施設

２　公園、緑地、広場、墓園その他の公共空地

３ 水道、電気供給施設、ガス供給施設、下水道、

汚物処理場、ごみ焼却場その他の供給施設又は

処理施設

４　河川、運河その他の水路

５ 学校、図書館、研究施設その他の教育文化施設

６ 病院、保育所その他の医療施設又は社会福祉

施設

７　市場、と畜場又は火葬場

８ 一団地の住宅施設（一団地における五十戸以

上の集団住宅及びこれらに附帯する通路その他

の施設をいう。）

９ 一団地の官公庁施設（一団地の国家機関又は

地方公共団体の建築物及びこれらに附帯する通

路その他の施設をいう。）

１０ 流通業務団地

１１ 電気通信事業の用に供する施設

１２ 防風、防火、防水、防雪、防砂若しくは防潮

の施設

②市街地開発事業

「市街地開発事業」とは、都市計画法第４条及

び第１２条に規定されている下記（参考２）の事業

をいうものである。

○参考２

１　土地区画整理法による土地区画整理事業

２ 新住宅市街地開発法による新住宅市街地開発

事業

３ 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整

備に関する法律による工業団地造成事業又は近

畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及

び開発に関する法律による工業団地造成事業

４　都市再開発法による市街地再開発事業

５　新都市基盤整備法による新都市基盤整備事業

６ 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の

促進に関する特別措置法による住宅街区整備事

業

７　密集市街地整備法による防災街区整備事業

（２）土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事

業

次に、「土地区画整理法に基づいて行う土地区画整

理事業」とは、土地区画整理法第３条の規定に基づ

いて行う事業であって、土地の区画形質の変更のた

めの換地処分等の事業及び公共施設の新設又は変更

に関する事業を指すものである。

土地区画整理事業は、同法同条、第３条の２及び

第３条の３によって、施行することができるものが

定められている。具体的には、宅地について所有権

又は借地権を有する個人、同じく宅地について所有

権又は借地権を有する者が設立する土地区画整理組

合、一定の要件を満たす株式会社、都道府県又は市

町村、国土交通大臣、独立行政法人都市再生機構及

び地方住宅供給公社などである。

（３）事業に要する費用

以上、「都市計画法に基づいて行う都市計画事業又

は土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業」

の位置付けについては、法律を読み解くことでそれ

ぞれ限定することができるが、この「事業」に「要

する費用」とは、どの範囲までこれに含めて考える

べきであるか判然としない。

これについては、地方税法の解釈等の留意事項を

まとめた「地方税法の施行に関する取扱について

（市町村税関係）」において、既に実施した事業並び

に現に実施中の事業及び今後実施することを決定し

た事業のために必要な直接、間接の費用をいうもの

であり、例えば、当該事業の実施のため借り入れた

借入金の償還費等は含まれるものであるが、当該事

業に関連して行われる事業のための費用は含まれな

いものであることとされている。この様に、安易な

拡大解釈による費用の充当は許されないものであり、

また、事業に要する費用である以上、都市計画税に

かかる徴税費について充当することができないこと

は当然である。
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この他、事業の実施主体の如何にかかわらず市町

村の都市計画区域内において行われる都市計画事業

又は土地区画整理事業の実施に必要な費用をいうも

のであるので、国又は都道府県の実施するこれらの

事業に要する費用の一部として、市町村が負担する

費用又は市町村の都市計画区域内において土地区画

整理組合等が行う土地区画整理事業に対する市町村

の補助金の財源とすることは差し支えないとされて

いる。

さらに、都市計画税にその財源を求める部分は、

都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用の

うち、国の負担金、受益者負担金等特定収入のある

ものについては、これを控除した額によるものであ

ることとされており、これらに沿った事業費用を算

定し、これに見合う財源確保を行っていくべきもの

である。

地方税法第７０２条に規定される都市計画税の課税区

域については、平成１８年度税制改正において一部内

容の改正が行われ、その改正内容については、市町

村からの問合せも多くあったところであるが、この

改正は、引用している都市計画法の条文改正にあわ

せたものであり、解釈として大きく変わるものでは

ない。

まず、都市計画税は、都市計画法第５条に規定さ

れる都市計画区域のうち、同法第７条に規定される

市街化区域内に所在する土地及び家屋に対して課す

ることができるものである。しかし、一定の場合に

は、都市計画区域のうち、同法同条に規定する市街

化調整区域の一部においても課することができると

されている。（参考３）

○参考３

「都市計画区域」

：　都道府県知事が自然的及び社会的条件並びに

人口、土地利用、交通量等一定の事項に関する現

況及び推移を勘案して指定した、一体の都市とし

て総合的に整備し、開発し、及び保全する必要が

ある区域をいう。

大阪府においては、大阪、北部大阪、東部大阪、

南部大阪の４つの都市計画区域が定められており、

全市町村がいずれかの都市計画区域に属している。

「市街化区域」

： 都市計画区域のうち既に市街地を形成してい

る区域及び概ね１０年以内に優先的かつ計画的に

市街化を図るべき区域として都市計画に定めら

れた区域をいう。

「市街化調整区域」

： 都市計画区域のうち市街化を抑制すべき区域

として都市計画において定められた区域をいう。

ここで、都市計画税の課税区域を原則として都市

計画区域のうちの市街化区域に限るとされているの

は、都市計画事業及び土地区画整理事業が原則とし

て市街化区域において行われるものであること、例

外的に市街化調整区域において都市計画事業が行わ

れる場合であっても、それらの多くは、市街化区域

の開発・整備等との関連で行われるものであること

等の理由に基づくものである。

また、都市計画事業等は、いわば市街化区域を一

体として総合的に整備し、開発し、及び保全しよう

とするために実施されるものであるので、たとえ、

具体の事業が市街化区域の一部においてのみ実施さ

れるような場合であっても、当該市街化区域のうち

の一部の区域のみを課税区域とし、あるいは一部の

区域を課税区域から除外することを条例で定めるこ

とはできない。

一方、市街化調整区域であっても、市街化調整区

域内に所在する土地及び家屋に対して都市計画税を

課さないことが当該市街化区域内に所在する土地及

び家屋の所有者に対して都市計画税を課することと

の均衡を著しく失すると認められる特別の事情があ

る場合に限り、条例で市街化調整区域の一部を課税

区域として定めることによって、そこに所在する土

地及び家屋について都市計画税を課することができ

るとされている。この市街化調整区域に関する規定

都市計画税の課税区域
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が、平成１８年度税制改正で変更された箇所である。

従来の規定においては、市街化調整区域において

都市計画税を課することができる場合として、「都市

計画法第３４条第１０号イに掲げる開発行為に係る開発

区域内で同法に基づく都市計画事業が施行されるこ

とその他特別の事情がある場合」とされていたが、

平成１８年に都市計画法が改正され（全面施行は平成

１９年１１月３０日）、郊外に大規模集客施設等が立地され

ている現状を是正するため、市街化調整区域におけ

る一定の大規模住宅開発等について許可できること

とする基準（旧都市計画法第３４条第１０号イ）が廃止

され、市街化調整区域における相当規模の開発行為

に対する開発許可は、地区計画又は集落地区計画に

定められた内容に適合する場合に許可できる基準

（都市計画法第３４条第１０号）によることと改められ、

それに併せて地方税法も改正がされたものである。

地方税法の改正では、「特別な事情」の例示である

「都市計画法第３４条第１０号イに掲げる…」の部分が削

除され、「特別な事情」の趣旨である「市街化区域と

の課税の均衡」が一般的な要件として規定されてお

り、これは都市計画法の改正後も、都市計画税を課

税できる区域に実質的な変化が生じないように規定

の整備が図られたものである。

この「特別の事情」とは、例えば市街化調整区域

に存在する既存集落等において街路事業、下水道事

業等が行われるなど、特に地元の利益となる都市計

画事業が施行される場合等が考えられるが、仮に市

街化調整区域で都市計画事業が行われる場合であっ

ても、主として市街化区域の利便のために、市街化

区域の開発・整備との関連で行われるに過ぎないよ

うな場合は該当しないとされている。

先に述べた「地区計画」とは、都市計画法第１２条

の５において、「建築物の建築形態、公共施設その他

の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区

域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各

街区を整備し、開発し、及び保全するための計画」

と規定されており、この地区計画の決定又は変更に

関する都市計画の手続きを通じて、市街化調整区域

における相当規模の開発行為に対する開発許可の可

否が判断されることになったものである。

今回の都市計画法の改正により、今後、市街化調

整区域内で相当規模の開発行為に係る開発区域が発

生した場合、その区域に所在する土地及び家屋に対

して都市計画税を課さないことが、市街化区域内に

所在する土地及び家屋の所有者に対して都市計画税

を課することとの均衡を著しく失すると認められる

ような「特別の事情」が生じる可能性もあるので、

注意が必要である。

ところで、大阪府内で都市計画税を課することが

できる条例を規定している３６団体のうち、市街化区

域だけではなく、市街化調整区域も課税区域として

定めている団体は、現在３団体ある。その課税区域

の内容を例示すると、下水道事業の行われている区

域、旧都市計画法第３４条第１０号イに掲げる開発行為

に係る開発区域、旧住宅地造成事業に関する法律第

９条による認可のあった区域等となっている。

地方税の税率は、地方税法上、その税目ごとに標

準税率（地方団体が課税する場合に通常よるべき税

率で、その財政上の特別の必要があると認める場合

においては、これによることを要しないもの）、制限

税率（この税率を超えてはならないもの）、一定税率

（これ以外の税率によることを許されないもの）及び

任意税率（その課税自体が地方団体に委ねられてい

るものについて、任意に定めることのできる税率）

の４種類のいずれかにより、地方団体の条例で定め

ることとされている。

都市計画税においては、固定資産税のような標準

税率（１.４％）の規定は無く、「百分の〇．三を超え

ることができない」という制限税率の規定がなされ

ているだけなので、この制限税率の範囲で市町村が

条例で定める税率によって課税することになる。

このように、都市計画税において制限税率のみが

法定されているのは、都市計画税によって調達すべ

き財源が個々の市町村の都市計画事業又は土地区画

整理事業に要する費用の額等により大きく異なるた

め、全ての市町村を通じて適用される一定税率や標

準税率は都市計画税になじみにくい面があること等

都市計画税の税率
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の理由によるものである。ちなみに、地方税法上、

制限税率のみが定められている税目は、都市計画税

だけである。

平成２０年度の大阪府内市町村の税率に関する調査

によれば、都市計画税を課することができる条例を

規定している団体が採用している税率は、０.２％が

３団体（うち１団体は合併前団体の税率であり、合

併後５年度間に限り、不均一課税として適用されて

いるものである。）のみで、残りの団体は全て制限税

率の０.３％を採用（うち２団体は、企業立地促進条

例等に基づく不均一課税を実施している。）してお

り、制限税率いっぱいまで適用している団体の割合

が、全国的にもかなり高くなっている。

また、全国の市町村における税率の採用状況（平

成１９年度調査結果）をみると、約半数の団体で制限

税率の０.３％を採用しているものの、残りの約半数

の団体は、０.０５％から０.２８％までと、実に様々な税

率を採用している。（参考４・５）

全国的な都市計画事業等の進捗状況を検証した訳

ではないので、確たることは言えないが、これらの

結果は、各市町村における都市計画事業等の実情に

応じた個別事情が反映された結果であろう。

ただ、漫然と過去からの税率で課税を続け、その

事業費用の状況を見ていない団体はないだろうか。

今一度の検証を望みたい。

一方、都市計画事業等に要する費用への都市計画

税収の充当状況をみれば、各市町村が都市計画税収

だけで費用を賄うことは事実上困難であり、このよ

うな費用と税収との乖離から、都市計画税の制限税

率については引き上げる余地があるのではないか、

また、課税自主権の尊重の立場から、国が制限税率

を設けて制限すること自体が地方分権に逆行するの

ではないか、といった意見も出ているところである。

（参考６）

都市計画税は、土地及び家屋の価格を課税標準と

するが、その価格とは土地又は家屋に係る固定資産

税の課税標準となるべき価格をいうものであり、ま

た固定資産税の納税義務者をそのまま都市計画税の

納税義務者として課する等の事情から、市町村長が

都市計画税と併せて賦課徴収することができないと

認める特別の事情がある場合以外においては、納税

者の納付事務の簡素化及び課税団体側の事務の能率

化を図る趣旨から、賦課徴収に用いられる納税通知

都市計画税の使途の明確化
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書等の文書は、固定資産税と併せて作成される。

したがって、例えば納税通知書に記載する両税の

税額の総額及び各納期ごとに徴収すべき額について

これを区別することは要さず、ただ納税者に対し都

市計画事業又は土地区画整理事業に要する経費を分

担する趣旨を明らかにするために、都市計画税決定

の明細（課税標準額、税率、税額等）を附するべき

ものとされているにすぎない。

このような事情から、冒頭でも述べたとおり、納

税者にとって都市計画税は、固定資産税の「上乗せ

課税」的な意味で捉えられる面が多く、また、市町

村においても、都市計画税が目的税であって、その

受益と負担の関係を明確にするためにも、「使途の明

確化を図ることが重要である」という認識が希薄に

なっているのではないかと思われる。

そもそも都市計画税は、都市計画事業又は土地区

画整理事業に要する費用に充てなければならないも

のであり、たとえ都市計画税収が充当対象事業に要

35自治大阪 ／ 2008 － 7

○参考５

○参考６



する費用を上回り余剰が生じても、これを充当対象

事業以外の費用に充てることはできないものである。

よって、このことを明らかにするため、都市計画税

の経理については、原則として特別会計を設置して

行うべきであり、仮に特別会計を設置しないで都市

計画税収を一般会計に繰り入れている場合であって

も、その予算の編成、事業の執行等に当たっては、

予算書、決算書、事項別明細書あるいは説明資料等

において明示することにより議会に対しその使途を

明らかにするとともに、住民に対しても広報誌等に

よって周知する必要がある。（参考７）

また、この都市計画税の使途の明確化の取組みを

進めるために、平成８年には旧自治省税務局固定資

産税課長の内かんが示されているところである。（参

考８）

「使途の明確化」の状況については、国が市町村

を対象に毎年調査を行っており、平成１９年度調査に

おける大阪府内市町村の回答状況は下表（参考９）

のとおりである。その回答内容をみると、明確化に

対する差し迫った必要性が感じられない等として、

周知に積極的ではない意見等も見受けられた。

しかし、都市計画税は、市町村が地域の実情に応

じて決定できる分権時代にふさわしい税目であると

ともに、都市施設整備のための費用として市町村財

政の重要な財源であることは明らかである。このよ
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うな観点から、今後とも、都市計画事業等の需要に

応じ、住民に身近な行政を総合的に担う市町村の自

主的かつ主体的な運用がなされることが期待される

ところであり、さらに納税者に対して受益と負担の

関係を明らかにしていくため、その使途を一層明確

化していくことを求めたい。

地方分権時代を迎えた今日、これからの地方自治

の運営は、税という存在が中心に据えられ、これを

負担分任する納税者が主役となるよう改められてい

くものと思われる。というのも、本来、地方自治の

本質は、住民が納める税の使途を自らが決める過程

を通じて、自らの地域のあり方を決めていくことに

ほかならないからである。

そして、そのためには、事業の内容によって税負

担が増加することを受け入れるか、又は事業を取り

やめて税負担を減らすか、という選択を納税者が行

い、それに応じて税負担の水準が変えられるという

仕組みが構築される必要があると言える。しかし、

従来の地方自治の現場ではそのような選択がされる

機会はほとんどなく、税負担は既定のものとして存

在し、それを前提にして歳出が決められてきたので

はないだろうか。

一方、地方税法においては、各自治体がその必要

とする特定の費用に充てるため、条例に法定外目的

税を規定することができるという制度が存在してい

る。地方分権が進む中、市町村が独自に財源を確保

するための策として、法定外目的税の創設が検討さ

れる機会も今後増加すると思われるが、当然のこと

ながら、住民に新たな負担を求めるということにつ

いては、その必要性が十分に議会及び住民との間で

議論され、かつ理解されるものでなければならない。

同様に、都市計画税においても、地域における都

市計画事業等の実情に応じ、その課税の要否ととも

に課税区域や税率水準までも市町村の自主的判断に

委ねられているという目的税としての性格から、本

来は、各自治体の独自性が発揮できうるはずのもの

である。

仮に、今後、都市計画税の制限税率の上限が引き

上げられたり、または撤廃されるといった法改正が

行われることがあれば、各市町村においては、その

受益と負担の関係を明らかにし、住民が納得して税

負担をする環境を作っていかなければならないだろ

う。したがって、都市計画税を固定資産税の上乗せ

課税などと安易に捉えることがあってはならないの

である。

以上のことを踏まえて、今後の地方自治の運営に

おいて、税全般にわたる事務が適正になされ、その

使途について議会及び住民に明確にされていくこと

が、極めて重要であるということを、ここであらた

めて認識をしていただきたい。
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