
地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを

基本として、地域における行政を自主的かつ総合的

に実施する役割を広く担う（地方自治法第１条の２）

ものとされている。中でも、基礎的自治体として位

置づけられている市町村は、住民に最も近い存在と

して、多くの行政サービスを安定的かつ継続的に提

供しなければならない。

しかしながら、これらの行政サービスの安定的な

提供には、これを賄うだけの安定的な財源が必要で

ある。この財源の主なものとなるのが｢税｣であるこ

とは言うまでもないが、この受益と負担の関係を最

もよく表しているのが個人住民税であろう。

個人住民税は、市町村税の中でも固定資産税と並

んで基幹的地位を占め、住所地の地方団体から行政

サービスを受けている者が負担すべきものとして、

「地域社会の会費」と位置づけられている。

地方団体の行政サービスの多くは、基本的に住民

（当該地方団体の区域内に「住所」を有する者）に対

して提供されることから、地方税法上、地方団体が

その住民に対して課することになっているが、具体

的な「住所を有する事実」については、住民基本台

帳の記録によることを原則として、さらに、住民基

本台帳の記録と異なる「真正な住所」がある場合に

は、その「真正な住所」の市町村が住民基本台帳の

記録があるとみなして課税するというように、行政

サービスを行う地方団体と行政サービスを受ける者

を一致させる事を前提としている。

このように、「住所」とは個人住民税の納税義務を

確定させるために不可欠で重要な要素となるもので

あるが、この｢住所｣の定義については、地方税法上、

特段の規定がされておらず、市町村税の課税に係る

関係法令の解釈等、留意事項を定めた地方税法の施

行に関する取扱について（以下、「取扱通知」とい

う。）にその取扱いが示されているのみである。

そこで、本稿においては、近年、単身赴任や複数

居住にみられるように居住形態が多様化している中、

適正課税を失することのないよう、この｢住所｣の考

え方について判例を交えながら再認識するとともに、

みなし課税の事務処理について事例を活用しながら

整理することとする。

なお、一概に個人住民税と言うと都道府県が個人

に対して課する都道府県民税と、市町村及び東京都

の特別区が個人に対して課する市町村民税と特別区

民税があるが、論点は基本的に同じであるので、本

稿では市町村民税について解説する。

前述のとおり個人住民税の納税義務者は、地方税

法第２９４条第１項第１号に示されているように「市町

村内に住所を有する個人」と規定されており、「市町

村内に住所を有する個人」とは、住民基本台帳法の

適用を受ける者については、当該市町村の住民基本

台帳に記録されている者とされている（同条第２項）。

また、当該市町村の住民基本台帳に記録されていな

い個人が当該市町村内に住所を有する者である場合

には、その者を当該住民基本台帳に記録されている

者とみなして、その者に市町村民税を課することが

できるとされている（同条第３項）。

この規定に基づき各市町村では、住民基本台帳に

記録されている者に対して個人住民税の納税通知書

を送付するとともに、住民基本台帳に記録されてい

ない者が当該団体に住所を有する者である場合には、

個人住民税の納税義務者

はじめに
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その者を市町村内に住所を有する者とみなして課税

を行っている。

一般的に「住所」とは、民法第２２条の規定による

「各人の生活の本拠」を指すとされており、取扱通知

においても、各人の生活の本拠をいうものと解され

ており、その個人の日常の生活の状況、家族の生活

の状況、家族との連絡の状況、職業、選挙権の行使

の状況、住民基本台帳の記録の状況等、その者の生

活関係のすべての面を総合してその中心をいうもの

である。

また、住所の個数については、単数説と複数説が

存在するが、個人住民税における住所が課税権の帰

属を決定し、納税者の納税義務を確定する効果を有

するものであるから、課税の重複をさけるため、地

方税法上その施行地を通じて１人１個とされている。

このように、個人住民税における「住所」とは、

前述のような諸要素を総合的に勘案し、個々具体的

に「生活の本拠」の所在を認定するものであるが、

これらの取扱いについては、住所に関する事務の処

理をすべて住民基本台帳に基づいて行うこととする

等の制度を定めた住民基本台帳法の施行に伴い、住

民基本台帳法の適用を受ける者については、住民基

本台帳上の記録のなされている市町村にその住所が

存するという扱いを昭和４５年度の個人住民税から原

則として適用されることとなっている。

（１）地方税法と民法

地方税法上、「住所」について特段の規定はなく、

原則として民法第２２条の規定による「各人の生活の

本拠」を指すとされていることは先に述べたところ

である。

では、なぜ地方税法上の「住所」を民法上の「住

所」と同意義で解釈するという取扱いをしているか

については、次の２つの判例により整理することが

できる。

①基本選挙人名簿異議決定取消請求（最高裁昭和

２９年１０月２０日判決）

これは、修学のための寄宿舎で生活している学

生の選挙人名簿登録の要件としての住所認定の判

例であり、「およそ法令において人の住所につき法

律上の効果を規定している場合、反対の解釈をな

すべき特段の事由のない限り、その住所とは各人

の生活の本拠を指すものと解するを相当とする」

と法令における住所の意義について判示し、公法

上の住所についても原則として民法と同義に解す

る立場を明らかにしている。

②特別区民税課税処分取消訴訟事件（東京地裁昭

和４５年３月９日判決）

次に、日本国内に滞在居住する外国人につき、

地方税法第２９４条にいう住所を認定した判例である

が、ここでは上記①の最高裁の判示を援用し、「一

般に、法令において人の住所につき法律上の効果

を期待している場合には、その住所とは各人の生

活の本拠をさすものと解するを相当」と述べた上

で、「地方税法２９４条にいう住所は、その人の一般

的生活にもっとも関係の深い場所（全生活の中心）

である」とし、税法上の住所についても、民法の

住所と同義に解する立場を明らかにしている。

（２）住所の認定基準

次に、住所の認定基準についての整理を行う。

①生活の本拠

生活の本拠については、定住の事実という客観

的な事実だけで認定すべしという見解の客観説と、

客観的事実のほかに定住の意思をも必要とする見

解である主観説がある。学説としては、客観説を

基本とし、定住の意思は客観的事実を判断するに

当たって考慮されるべき資料とする考え方が有力

である。

判例も上記有力説と同様といえる。近時のもの

として、市議会議員選挙の被選挙権の要件として

の住所が問題となった事例があるが、「一定の場所

が住所に当たるか否かは、客観的な生活の本拠た

る実態を具備しているか否かによって決すべきも

のであるから、主観的に住所を移転させる意思が

個人住民税における住所
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あることのみをもって直ちに住所の設定、喪失を

生ずるものではなく」と判示している（最高裁平

成９年８月２５日判決）。

また、（１）②の東京地裁判決も、「人の生活の

本拠がどこにあるかを決めるには、その人の生活

関係をめぐる客観的事実によって判断すべきであ

り、ある場所を住所とする意思は、右の客観的事

実を判断するにあたって考慮されるべき一つの資

料にすぎない」としている。

つまり、定住の意思といった内面の意思は、外

部からは必ずしも容易に判断できるものではない

から、これを住所の認定にあたって客観的事実と

同等に扱うことは法的安定性の見地から容認でき

ないが、事案によっては客観的事実からだけでは

判然としない場合もあろうから、そのような場合

には、客観的事実を判断する一つの資料として本

人の意思が考慮されて然るべきであるとし、生活

の本拠は客観説を基本とする見解が一般的である。

②生活の本拠の認定

①により、生活の本拠は客観的事実で認定する

ものであるといえるが、では、生活の本拠の有無

を判断する客観的事実とはどのように考えるべき

であろうか。この点については、所得税法第２条

第１項第３号にいう住所が問題となった事案にお

いて、神戸地裁判決（昭和６０年１２月２日）が次の

ように判示している。

「所得税法の解釈適用上当該個人の生活の本拠

がいずれの土地にあると認めるべきかは、租税法

は多数人を相手方として課税を行う関係上、便宜、

客観的な表象に着目して画一的に規律せざるを得

ないところからして、客観的な事実、即ち住居、

職業、国内において生計を一にする配偶者その他

の親族を有するか否か、資産の所在等に基づき判

定するのが相当である」

すなわち、上記判決によれば、当該個人の住居、

職業、国内において生計を一にする配偶者その他

の親族の存否、資産の所在等が生活の本拠の有無

を判断するに当たって考慮すべき客観的事実とい

うことになる。実務面では、各種の通知や行政実

例等を参考にしつつ判断することになるが、基本

的な要件は以上のような事実を考慮し当該個人の

生活全般の客観的事実を総合して判断することに

なる。

（３）住所の個数

次に、住所の個数が地方税法上その施行地を通じ

て１人１個とされていることについて、現在のよう

に生活が多面的になるに伴い、住所を１個に限るこ

とができるかということについて整理を行う。

判例としては、公職選挙法第９条第２項の住所に

関するものがあり、「選挙権の要件としての住所は、

その人の生活にもっとも関係の深い一般的生活、全

生活の中心をもってその者の住所と解すべく、私生

活面の住所、事業活動面の住所、政治活動面の住所

等を分離して判断すべきものでない」と判示してい

る（最高裁昭和３５年３月２２日判決）。

この判例は、必ずしも住所の個数について正面か

ら答えているわけではないが、住所は１個に限るこ

とが望ましいとする、単数説の立場であると解する

ことができる。

一方、学説では、住所は数個あり得るとする複数

説が多数である。

確かに人の生活が多面的になっている今日、人の

関与する法律的立場も多方面に渡っている。したが

って、それぞれの法律関係について最も関係の深い

場所を住所と認めることは合理的であり、その意味

では住所複数説をもって妥当とすべきとも考えられ

る。

しかしながら複数説に拠るとしても、法的安定性

の見地からすると、一つの法律関係にあっては、住

所は１個に限定されるべきであると考えられる。た

とえば、選挙権の住所について複数の住所を認めた

のでは、選挙権行使の基準としての住所が重複する

という問題が生じる。

これを個人住民税で考えてみると、個人住民税で

複数の住所を認めることは、課税の重複の問題を生

じさせることとなる。個人住民税における住所は、

市町村の課税権の帰属を決定し、納税者の納税義務

を確定する効果を有するものであるから、課税の重

複を避けるため、選挙権などと同様に住所は１個で
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あるべきだと言える。

（４）住民基本台帳法

①趣旨・目的

住民基本台帳法は、昭和４２年法律第８１号として

公布され、昭和４５年度の個人住民税から適用され

ている。

もともと、昭和２７年以来、住民把握のための基

本法として機能してきた旧住民登録法においては、

住民たる地位を記録する台帳に関する制度が各行

政ごとに個々に定められていたため、住民は、一

つの「住所移転」という事実が発生する毎に、

様々な法令の適用を受け、個々に届出義務を課せ

られるという負担を強いられていた。また、住民

に関する正確な記録の整備という見地からも、行

政の合理化、効能率化という見地からも問題があ

ったため、これらの是正を図るために住民基本台

帳法が設けられたのである。

住民基本台帳法の目的は、住民の居住関係の公

証、選挙人名簿の登録その他の住民に関する届出

を統合、簡素化し、あわせて住民に関する記録の

適正な管理を図るため、住民に関する各種の台帳

を統合して住民に関する正確、統一的な記録を整

備する住民基本台帳制度を設け、この制度の実施

によって住民の利便を増進するとともに、国、地

方公共団体の行政の合理化に資するということで

ある。

②住所の概念

住民基本台帳法における「住所」とは、その第

４条に、地方自治法第１０条第１項の「住所」と同

一である旨の規定がある。地方自治法第１０条第１

項の法解釈は、民法第２２条と同様に各人の生活の

本拠をいうものとされているから、住民基本台帳

法における住所の考え方は、地方自治法を通じて

民法にいう「住所」と同一であることがわかる。

次にみなし課税について整理する。

個人住民税は、賦課期日である１月１日現在に市

町村内に住所がある個人に対して課税を行うもので

ある。

この際、住民基本台帳は制度的に正確性が担保さ

れており、それが「真正な住所」である蓋然性が高

いものであると考えられるので、そこに住所がある

ものとして課税を行っている。

しかし、ある個人について、賦課期日に当該市町

村内に真正な住所が認められるにもかかわらず、何

らかの事情により当該市町村の住民基本台帳に記録

がされていないという場合が想定される。

このような場合は、住民基本台帳に記録されてい

る住所と異なる「納税義務者の生活の本拠」を特定

し、実質的に住所がその市町村の住民基本台帳に記

録がある者とみなして課税することとしている。こ

れがいわゆるみなし課税である。

（１）みなし課税による賦課決定

①住所の把握

みなし課税を行うには、市町村において、ある

個人についてその住民基本台帳に記録されている

内容と異なる住所を有する事実の存在が前提とな

るが、この事実は、通常、給与支払報告書、住民

税の申告書又は所得税の確定申告書（以下「申告

書等」という。）における本人住所の記録と住民基

本台帳との突合の際に確認される。

この場合、市町村において真正な住所の認定に

係る事務を開始するものであるが、先に述べたと

おり、申告書等において本人の主観的な意思に基

づいて住所として記録された場所については、真

正な住所の認定にあたっては考慮されるべき一資

料にすぎず、この突合作業において不一致がみら

れる事実のみをもって当該市町村内に住所を有す

る者とみなして課税することは不適当である。

②住所の認定

当該市町村の住民基本台帳に記録されていない

者を、当該市町村に「真正な住所」を有する者と

して認定するにあたっては、先に述べたとおり、

地方税法の取扱いとその他法令に係る事務との関

係において、不一致となることは避けなければな

らない。

みなし課税
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したがって、住民の住所に関する情報は住民基

本台帳所管部局において一元的な管理が必要なも

のであることから、課税担当部局において独自に

住所認定を行うことは適切でなく、関係する部局

が計画的かつ継続的に連絡調整を図ることは当然

の責務である。

住所の認定に疑義又は争いがあるときは、関係

市町村とも協議のうえ、その事実の調査及び確認

を行うこととなるが、各法令に関する事務におい

て異なった住所の認定が行われることのないよう、

この作業は第一義的に住民基本台帳所管部局がイ

ニシアチブをとるのが望ましいといえる。

そして、調査の結果、住民基本台帳の記録とは

別に当該市町村内に真正な住所が認められる場合

には、住民基本台帳所管部局において、住所の異

動について届出義務を有する者に住民票に関する

届出を行うよう催告を行い、催告してもなお届出

がないのであれば、住民基本台帳法施行令第１２

条第１項により、職権で住民票の記載をしなけれ

ばならない。

（２）みなし課税後の処理

みなし課税が行われた場合、市町村長は住民基本

台帳法第１４条により、住民基本台帳の正確な記録を

確保するため必要な措置を講じなければならない義

務を有しているものである。したがって、みなし課

税が行われた場合、速やかに住民基本台帳の訂正を

すべきであるが、仮に何らかの事情で住民基本台帳

の訂正をすることなく、前年に引き続きみなし課税

を行ったとしても適法（昭和５８年６月２７日　高知地

裁判決）であるとされている。

しかしながら、これはあくまでみなし課税におけ

る法的適法性を示しているにすぎず、本来、住民基

本台帳法に定められている市町村長の義務を放棄す

るものであるので、速やかな台帳への記載をしなけ

ればならないことは当然である。

なお、複数の市町村による一個人に対する重複課

税を防止するためには、第一に正確な住民基本台帳

が整備されていることが前提となるので、課税担当

部局においては、みなし課税を行った事実を地方税

法第２９４条第３項後段の規定により、他の市町村の長

に通知しなければならない。同一市町村長の名にお

いてなすべき各種行政事務について、それぞれの事

務の所管部局の都合により複数の住所が存在するよ

うな事態を回避し、合理的な行政に資するためにも、

常に住民基本台帳所管部局と密な連携関係を維持す

るよう努めなければならない。

判例を交えながら住所及びみなし課税について整

理してきたが、最後に事例による検証を行い、各種

項目のまとめとしたい。

【事例】

自営業を営み甲市の賃貸マンションに居住する

Ａ男は事業を平成１９年１２月１０日に廃業し、同年

１２月２０日に郷里乙市へ帰るための準備を進めてい

たが、盲腸になり同年１２月１８日から２８日までＰ市

内の病院で入院治療し、退院後、Ｐ市の叔父の家

で療養し、平成２０年１月１０日に乙市へ帰り同年３

月に乙市で確定申告をした。この場合、平成２０年

度の個人住民税の課税権はいずれの市にあるか。

【住所の認定】

すでに述べたように、地方税法第２９４条にいう住所

とは、納税義務者本人の生活の本拠をいい、地方税

法上その施行地を通じて１人１個に限られるもので

あり、住所の具体的認定にあたっては、本人の日常

生活関係（住居、職業、国内において生計を一にす

る配偶者その他の親族を有するか否か、資産の所在

等の客観的事実）により考慮するものである。

事例では、郷里乙市に帰るための準備の進捗状況

等具体的事情が明らかでないので、次の二つの事象

に分けて考える。

①まず、平成１９年内に乙市における居住すべき家屋

が決定しており、Ｐ市で生活するに必要最低限の

もの以外の家財等を乙市へ配送の上、甲市の賃貸

マンションは契約解除済（平成１９年１２月２０日引渡

し）の場合で考えてみる。

事例による検証
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これは、例えば、乙市における居住すべき家屋

が賃貸マンションで賃貸契約が完了しており荷物

を運び入れているとか、乙市における居住すべき

家屋が実家で荷物を運び入れているということが

想定できる。

この場合、

●甲市での生活の事実は存在するが、乙市におけ

る居住すべき家屋が決まっていること、甲市に

おける賃貸マンションの契約は解除済であり平

成１９年１２月２０日以降当該マンションで生活がで

きないこと及びＰ市で生活するに必要最低限の

もの以外の家財等を乙市へ送っている状況から、

当該マンションでの生活は平成１９年１２月２０日ま

でと考えられる。

●賦課期日現在には、Ｐ市の叔父のところで生活

しているが、そこで生活を続けていく意思及び

客観的事実もなく、たまたまそこで過ごしてい

たにすぎないと考えられる。

以上のことから、平成２０年度の課税権は乙市に

あるものと解する。

②次に、乙市における居住すべき家屋は決定してい

るが、甲市の賃貸マンションの契約解除を行って

おらず、かつ、生活に必要な家財等を平成２０年１

月１０日に乙市における居住すべき家屋に送った場

合で考えてみる。

この場合

●例えばアパートの賃貸契約の完了や実家へ戻る

ことを両親等に伝えているという状況であるの

で、乙市で平成１９年１２月２０日から生活をすると

いう本人の意思は確認できる。

●しかしながら、甲市の賃貸マンションの契約解

除を行っていないこと及び生活に必要な家財等

も甲市にあり、乙市で通常人が営む日常生活活

動ができないものと考えられる。

●賦課期日現在には、Ｐ市の叔父のところで生活

しているが、そのことは、そこで生活を続けて

いく意思及び客観的事実もなく、たまたまそこ

で過ごしていたにすぎないと考えられる。

以上のことから、乙市での生活をするという意

思は確認できるが、その他の状況から乙市を生活

の本拠とする客観的事実はなく、むしろ、甲市が

生活の本拠であるという客観的事実が整っている

ことから、平成２０年度の課税権は甲市にあるもの

と解する。

【みなし課税】

みなし課税の対象となるか否かは、上記事例にお

いて住民基本台帳法上の転出届け及び転入届けの手

続きをいつ行ったかによる。

上記①において、例えば平成１９年１２月２８日に当該

手続きを行ったのであれば、平成２０年１月１日現在

で生活の本拠は乙市であり、かつ、乙市の住民基本

台帳に記録されていることから、何らみなし課税の

対象にはならない。みなし課税に該当してくるのは、

平成２０年１月１日に乙市に生活の本拠があるが住民

基本台帳に記録されていない場合となるので、当該

手続きを平成２０年１月１日以降に行ったか、もしく

は何もしていないときとなる。

実務的には、Ａ男が乙市に提出した個人住民税の

申告書に記載された本人住所と乙市の住民基本台帳

を突合した際に、異なることが確認される。

住所の認定については、個人住民税の申告におい

て本人の主観的な意思に基づいて住所として記録さ

れた場所でもって、乙市に住所があるとして課税す

ることは不適当であり、また、当該市町村の住民基

本台帳に記録されていない住所の認定については、

地方税法の取扱いとその他法令に係る事務との関係

において不一致となることは避けなければならない

ことから、課税担当部局で独自に住所認定を行わず、

住民基本台帳所管部局との綿密な情報交換及び連絡

調整を行うことになる。

住所認定に必要な調査の結果、住民基本台帳の記

録とは別に乙市内に真正な住所が認められる場合、

乙市の課税担当部局は、Ａ男に対しみなし課税を行

うとともに、みなし課税を行った旨を甲市長に通知

することになる。

【まとめ】

以上、いろいろと検討を加えてきたが、住所が個

人住民税の納税義務を確定させるために不可欠で重
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要な要素である以上、「生活の本拠」の認定について

は慎重に行わなければならない。

たとえば、①の場合で、甲市の賃貸マンションの

契約解除を行っておらず、当該解除が平成２０年１月

１０日であった場合は、生活の本拠を認定するために

は、例えば甲市のマンションと叔父の家との行き来

があったのか。また、行き来があったとしたとして、

その理由が家の片付けのためなのか、それとも通常

人が生活を営むに必要な活動を行っていたのか。さ

らに、そのような活動を行っていたとして、それは、

平成２０年１月１日以降は行っていないのか、引き続

き行っていたのかなど、あくまで想定ではあるが、

認定のための確認項目はさらに複雑に増えていくも

のと考えられる。

要するに、現時点で判明している事実のみをもっ

て容易に判断するのではなく、その事実から波及す

るその他の事実についても、慎重かつ適正な検証を

行った上で総合的に認定を行う必要がある。

個人住民税をめぐっては、先の三位一体の改革で

「国から地方への３兆円の税源移譲」が実施され、所

得割の税率構造が累進税率から比例税率化されたこ

とから、その税額が所得税よりも大きくなる納税義

務者が大幅に増加し、さらに、平成２０年度地方税制

改正（案）では、「ふるさと」に対し貢献又は応援を

したいという納税者の思いを実現するため、寄付金

税制の拡充が提案されている（平成２０年３月現在）。

また、今後の地方分権を論じていく中では、所得

税から住民税へのさらなる税源移譲が検討されるこ

とも十分に予想され、行政サービスを受けるための

「地域社会の会費」的な性格を有し、住民との間に明

確な受益と負担の関係にある個人住民税に対する関

心は、これまで以上に高まっていくだろう。

課税担当部局の職員にとって個別事案は数ある事

案の内の一つであるが、納税義務者にとっては１分

の１の出来事であることを肝に銘じて欲しいと思う。

居住形態が多様化する中にあっては、より的確かつ

分かりやすい説明を心がけ、適正課税を失すること

のない事務処理を全力を挙げて遂行してもらいたい。

課税担当部局の職員が地方税法を再度確認される

際、また、実務において疑義が生じた際などに本稿

が参考になれば幸いである。

参考文献

・野上敏行「住民税・事業所税の重点詳解」株式会

社中央経済社

・日本税理士会連合会「続　民・商法と税務判断」

六法出版社

・自治省行政局振興課「新版　住民基本台帳法逐条

解説」日本加除出版株式会社

・矢野浩一郎「地方税財政制度」学陽書房

月刊「税」

・「住民税における住所の認定　－依命通達の改正

を中心として－」（１９７１年９月号）

・「地方税における表見課税制度及びみなし規定に

ついての一考察」（２０００年１０月号）

・「「住所」に関する予備知識　－裁判例をベースに

法的視点から検討する」（２００１年９月号）

・「住所を有しない個人・法人の住民税実務」（２００１

年９月号）

月刊「地方税」

・「個人住民税における「住所」と住民基本台帳と

の関係について」（１９００年１０月号）

・「住民税における住所の意義　－住民基本台帳法

案に関連して－」（１９６７年８月号）

・「個人住民税の帰属」（２００６年７月）

おわりに

55自治大阪 ／ 2008 － 4


