
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） 148,740,559 5,929,373,085 

収入済額

調定額

収入済額

調定額 （略） 156,167,372 5,506,931,654 

収入済額

調定額

収入済額

調定額 （略） 10,730,604 221,776,804 

収入済額

調定額

収入済額

調定額

収入済額

調定額 （略） 26,925,035 928,946,493 

収入済額

調定額 （略） 349,820,248 13,887,975,921 

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） 237,914,746 6,018,547,272 

収入済額

調定額

収入済額

調定額 （略） 169,400,410 5,520,164,692 

収入済額

調定額

収入済額

調定額 （略） 12,225,175 223,271,375 

収入済額

調定額

収入済額

調定額

収入済額

調定額 （略） 29,206,562 931,228,020 

収入済額

調定額 （略） 456,003,571 13,994,159,244 

収入済額

令和元年度決算報告書　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、%）

令和元年度

（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、%）

令和元年度

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

収納率
（全体）

市民税

個人 98.0 

法人 （略） （略）

固定資産税 97.3 

国有資産等所在
市町村交付金

（略） （略）

軽自動車
税

種別割 95.0 

環境
性能割

（略） （略）

市たばこ税 （略） （略）

都市計画税 97.2 

計 97.7 

収納率
（全体）

市民税

個人 96.5 

法人 （略） （略）

固定資産税 97.0 

国有資産等所在
市町村交付金

（略） （略）

軽自動車
税

種別割 94.4 

環境
性能割

（略） （略）

市たばこ税 （略） （略）

都市計画税 97.0 

計 97.0 



下線部分が正誤の箇所です。

　年度

税目

調定額 148,740,559 196,104,465 △ 47,363,906

収入済額 （略） （略） （略）

調定額

収入済額

調定額 156,167,372 197,365,464 △ 41,198,092

収入済額 （略） （略） （略）

調定額 10,730,604 10,565,981 164,623

収入済額 （略） （略） （略）

調定額 26,925,035 34,500,030 △ 7,574,995

収入済額 （略） （略） （略）

調定額 349,820,248 446,212,440 △ 96,392,192

収入済額 （略） （略） （略）

　年度

税目

調定額 237,914,746 288,010,580 △ 50,095,834

収入済額 （略） （略） （略）

調定額

収入済額

調定額 169,400,410 210,289,689 △ 40,889,279

収入済額 （略） （略） （略）

調定額 12,225,175 12,186,152 39,023

収入済額 （略） （略） （略）

調定額 29,206,562 36,759,220 △ 7,552,658

収入済額 （略） （略） （略）

調定額 456,003,571 554,922,141 △ 98,918,570

収入済額 （略） （略） （略）

令和元年度決算報告書　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、%）

令和元年度（A) 収納率 平成30年度（B) 収納率 比較（A）-（B)

市民税

個人 68.7 56.5 

法人 （略） （略） （略） （略） （略）

固定資産税 37.2 40.5 

軽自動車
税

種別割 38.5 35.9 

都市計画税 37.2 40.5 

計 50.2 47.1 

令和元年度（A) 収納率 平成30年度（B) 収納率 比較（A）-（B)

市民税

個人 42.9 38.5 

法人 （略） （略） （略） （略） （略）

固定資産税 34.3 38.1 

軽自動車
税

種別割 33.8 31.2 

都市計画税 34.3 38.1 

計 38.5 37.9 



下線部分が正誤の箇所です。

78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 349,820,248 13,887,975,921 

収入済額

調定額 446,212,440 14,406,405,511 

収入済額

78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 456,003,571 13,994,159,244 

収入済額

調定額 554,922,141 14,515,115,212 

収入済額

令和元年度決算報告書　正誤表　（78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

令和
元年度

（略） （略） 50.23 97.71

平成
30年度

（略） （略） 47.09 97.41

区  分 現年度課税分 滞納繰越分 計

令和
元年度

（略） （略） 38.53 96.97

平成
30年度

（略） （略） 37.86 96.68



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

令和元年度 （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 6,652,507,863 115,502,895 98.06 

固定資産税 5,511,919,654 138,386,399 97.25 

軽自動車税 224,625,604 10,201,211 95.07 

市たばこ税 （略） （略） （略）

都市計画税 928,946,493 23,703,183 97.21 

合　計 13,887,975,921 287,793,688 97.71 

平成30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 7,358,639,753 154,904,245 97.71 

固定資産税 5,349,452,986 156,167,372 96.93 

軽自動車税 216,946,081 10,730,604 94.69 

市たばこ税 （略） （略） （略）

都市計画税 920,028,048 26,925,035 96.92 

合　計 14,406,405,511 348,727,256 97.41 

0701　徴収事務に要する経費

2.税目別収納状況

令和元年度 （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 6,741,682,050 204,677,082 96.76 

固定資産税 5,525,152,692 151,619,437 97.02 

軽自動車税 226,120,175 11,695,782 94.45 

市たばこ税 （略） （略） （略）

都市計画税 931,228,020 25,984,710 96.97 

合　計 13,994,159,244 393,977,011 96.97 

平成30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 7,450,545,868 246,810,360 96.50 

固定資産税 5,362,377,211 169,091,597 96.69 

軽自動車税 218,566,252 12,350,775 93.99 

市たばこ税 （略） （略） （略）

都市計画税 922,287,238 29,184,225 96.68 

合　計 14,515,115,212 457,436,957 96.68 

令和元年度決算報告書　正誤表　（78ページその2）

誤

78ページ

正

78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（%）

547,162 42.5 

14,299 27.0 

561,461 42.1 

697,009 37.0 

20,690 28.0 

717,699 36.8 

(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（%）

586,059 39.7 

9,284 41.6 

595,343 39.7 

738,571 35.0 

16,051 36.1 

754,622 35.0 

令和元年度決算報告書　正誤表　（321ページ）

誤

321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

321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）

令和
元年度

（略）

（略）

（略）

平成
30年度

（略）

（略）

（略）

令和
元年度

（略）

（略）

（略）

平成
30年度

（略）

（略）

（略）


