
下線部分が正誤の箇所です。

市税

区分

税目 現年課税額 滞納繰越額 合計

調定額 （略） 280,885,448 6,008,801,096 

収入済額

調定額

収入済額

調定額 （略） 270,994,283 5,554,597,893 

収入済額

調定額

収入済額

調定額 （略） 10,649,948 205,901,948 

収入済額

調定額

収入済額

調定額 （略） 47,695,411 955,921,231 

収入済額

調定額 （略） 619,704,390 15,084,746,393 

収入済額

市税

区分

税目 現年課税額 滞納繰越額 合計

調定額 （略） 370,788,193 6,098,703,841 

収入済額

調定額

収入済額

調定額 （略） 283,361,074 5,566,964,684 

収入済額

調定額

収入済額

調定額 （略） 12,206,169 207,458,169 

収入済額

調定額

収入済額

調定額 （略） 49,871,985 958,097,805 

収入済額

調定額 （略） 725,706,721 15,190,748,724 

収入済額

平成29年度決算報告書　正誤表　（13ページ）

誤

13ページ 歳入の状況

（１）市税収納状況 （単位：円、%）

平成29年度

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

正

13ページ 歳入の状況

（１）市税収納状況 （単位：円、%）

平成29年度

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

収納率
（全体）

市民税

個人 96.0 

法人 （略） （略）

固定資産税 96.0 

国有資産等所在
市町村交付金及び

納付金
（略） （略）

軽自動車税 94.0 

市たばこ税 （略） （略）

都市計画税 95.9 

計 96.5 

収納率
（全体）

市民税

個人 94.6 

法人 （略） （略）

固定資産税 95.8 

国有資産等所在
市町村交付金及び

納付金
（略） （略）

軽自動車税 93.3 

市たばこ税 （略） （略）

都市計画税 95.7 

計 95.8 



下線部分が正誤の箇所です。

　年度

税目

調定額 280,885,448 415,664,271 △ 134,778,823

収入済額 （略） （略） （略）

調定額

収入済額

調定額 270,994,283 418,518,801 △ 147,524,518

収入済額 （略） （略） （略）

調定額 10,649,948 9,921,495 728,453

収入済額 （略） （略） （略）

調定額 47,695,411 74,133,373 △ 26,437,962

収入済額 （略） （略） （略）

調定額 619,704,390 930,315,892 △ 310,611,502

収入済額 （略） （略） （略）

　年度

税目

調定額 370,788,193 502,424,971 △ 131,636,778

収入済額 （略） （略） （略）

調定額

収入済額

調定額 283,361,074 430,887,640 △ 147,526,566

収入済額 （略） （略） （略）

調定額 12,206,169 11,477,716 728,453

収入済額 （略） （略） （略）

調定額 49,871,985 76,324,299 △ 26,452,314

収入済額 （略） （略） （略）

調定額 725,706,721 1,033,192,578 △ 307,485,857

収入済額 （略） （略） （略）

平成29年度決算報告書　正誤表　（14ページ）

誤

14ページ

②市税収納状況（滞納繰越分） （単位：円、%）

正

14ページ

②市税収納状況（滞納繰越分） （単位：円、%）

平成29年度（A) 収納率 平成28年度（B) 収納率 比較（A）-（B)

市民税

個人 43.2 32.9 

法人 （略） （略） （略） （略） （略）

固定資産税 38.2 25.6 

軽自動車税 28.7 27.8 

都市計画税 38.2 25.6 

計 39.9 29.0 

平成29年度（A) 収納率 平成28年度（B) 収納率 比較（A）-（B)

市民税

個人 32.7 27.2 

法人 （略） （略） （略） （略） （略）

固定資産税 36.6 24.9 

軽自動車税 25.0 24.1 

都市計画税 36.6 24.9 

計 34.1 26.1 



下線部分が正誤の箇所です。

72ページ 0701 徴収事務に要する経費

1.市税の収納状況

現年 滞納 計

調定額 619,704,390 15,084,746,393 

収入済額

調定額 930,315,892 14,739,680,000 

収入済額

72ページ 0701 徴収事務に要する経費

1.市税の収納状況

現年 滞納 計

調定額 725,706,721 15,190,748,724 

収入済額

調定額 1,033,192,578 14,842,556,686 

収入済額

平成29年度決算報告書　正誤表　（72ページその1）

誤

（単位：円、%）

収納率

（略）

（略）

正

（単位：円、%）

収納率

（略）

（略）

区  分 現年度課税分 滞納繰越分 計

平成
29年度

（略） （略） 39.94 96.50

平成
28年度

（略） （略） 29.01 94.43

区  分 現年度課税分 滞納繰越分 計

平成
29年度

（略） （略） 34.11 95.83

平成
28年度

（略） （略） 26.12 93.77



下線部分が正誤の箇所です。

0701　徴収事務に要する経費

2.税目別収納状況

平成29年度 （単位：円、%）

区　分 調定額 収入額 不納欠損額 収入未済額 収納率

市　民　税 7,795,625,396 204,881,975 96.75 

固定資産税 5,561,126,393 197,847,604 95.99 

軽自動車税 205,901,948 10,651,831 93.98 

市たばこ税 （略） （略） （略）

都市計画税 955,921,231 34,593,540 95.92 

合　計 15,084,746,393 447,974,950 96.50 

平成28年度 （単位：円、%）

区　分 調定額 収入額 不納欠損額 収入未済額 収納率

市　民　税 7,330,189,951 290,961,298 94.97 

固定資産税 5,638,184,741 270,869,183 93.36 

軽自動車税 197,055,795 10,682,448 93.71 

市たばこ税 （略） （略） （略）

都市計画税 972,365,313 47,674,711 93.21 

合　計 14,739,680,000 620,187,640 94.43 

0701　徴収事務に要する経費

2.税目別収納状況

平成29年度 （単位：円、%）

区　分 調定額 収入額 不納欠損額 収入未済額 収納率

市　民　税 7,885,528,141 294,784,720 95.65 

固定資産税 5,573,493,184 210,214,395 95.78 

軽自動車税 207,458,169 12,208,052 93.27 

市たばこ税 （略） （略） （略）

都市計画税 958,097,805 36,770,114 95.70 

合　計 15,190,748,724 553,977,281 95.83 

平成28年度 （単位：円、%）

区　分 調定額 収入額 不納欠損額 収入未済額 収納率

市　民　税 7,416,950,651 377,721,998 93.86 

固定資産税 5,650,553,580 283,238,022 93.16 

軽自動車税 198,612,016 12,238,669 92.97 

市たばこ税 （略） （略） （略）

都市計画税 974,556,239 49,865,637 93.00 

合　計 14,842,556,686 723,064,326 93.77 

平成29年度決算報告書　正誤表　（72ページその2）

誤

72ページ

正

72ページ

（略） （略）

（略） （略）

（略） （略）

（略） （略）



下線部分が正誤の箇所です。

(2)国保税の収納状況 （単位：千円）

年　度 調定額累計 収納額 収納率（%）

896,283 31.93 

101,423 8.23 

997,706 29.52 

1,221,393 24.88 

107,583 7.41 

1,328,976 23.47 

(2)国保税の収納状況 （単位：千円）

年　度 調定額累計 収納額 収納率（%）

1,003,977 28.51 

25,533 32.70 

1,029,510 28.61 

1,322,340 22.98 

43,492 18.33 

1,365,832 22.84 

平成29年度決算報告書　正誤表　（305ページ）

誤

305ページ 　  7601 国保税徴収に要する経費

内　　訳

一般被保険者現年（医療・後期・介護）

退職被保険者現年（医療・後期・介護）

現年度（一般・退職）

一般被保険者滞納（医療・後期・介護）

退職被保険者滞納（医療・後期・介護）

過年度（一般・退職）

一般被保険者現年（医療・後期・介護）

退職被保険者現年（医療・後期・介護）

現年度（一般・退職）

一般被保険者滞納（医療・後期・介護）

退職被保険者滞納（医療・後期・介護）

過年度（一般・退職）

正

305ページ 　  7601 国保税徴収に要する経費

内　　訳

一般被保険者現年（医療・後期・介護）

退職被保険者現年（医療・後期・介護）

現年度（一般・退職）

一般被保険者滞納（医療・後期・介護）

退職被保険者滞納（医療・後期・介護）

過年度（一般・退職）

一般被保険者現年（医療・後期・介護）

退職被保険者現年（医療・後期・介護）

現年度（一般・退職）

一般被保険者滞納（医療・後期・介護）

退職被保険者滞納（医療・後期・介護）

過年度（一般・退職）

平成
29年度

（略）

（略）

（略）

平成
28年度

（略）

（略）

（略）

平成
29年度

（略）

（略）

（略）

平成
28年度

（略）

（略）

（略）


