
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） 108,872,867 5,919,886,461 

収入済額

調定額

収入済額

調定額 （略） 138,386,399 5,563,365,149 

収入済額

調定額

収入済額

調定額 （略） 10,201,211 229,837,511 

収入済額

調定額

収入済額

調定額

収入済額

調定額 （略） 23,703,183 936,385,503 

収入済額

調定額 （略） 287,793,688 13,840,193,854 

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） 194,446,483 6,005,460,077 

収入済額

調定額

収入済額

調定額 （略） 151,936,387 5,576,915,137 

収入済額

調定額

収入済額

調定額 （略） 11,438,282 231,074,582 

収入済額

調定額

収入済額

調定額

収入済額

調定額 （略） 26,024,060 938,706,380 

収入済額

調定額 （略） 390,475,240 13,942,875,406 

収入済額

令和2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2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2年度

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

収納率
（全体）

市民税

個人 98.7 

法人 （略） （略）

固定資産税 97.7 

国有資産等所在
市町村交付金

（略） （略）

軽自動車
税

種別割 95.7 

環境
性能割

（略） （略）

市たばこ税 （略） （略）

都市計画税 97.6 

計 98.2 

収納率
（全体）

市民税

個人 97.3 

法人 （略） （略）

固定資産税 97.4 

国有資産等所在
市町村交付金

（略） （略）

軽自動車
税

種別割 95.2 

環境
性能割

（略） （略）

市たばこ税 （略） （略）

都市計画税 97.4 

計 97.5 



下線部分が正誤の箇所です。

　年度

税目

調定額 108,872,867 148,740,559 △ 39,867,692

収入済額 （略） （略） （略）

調定額

収入済額

調定額 138,386,399 156,167,372 △ 17,780,973

収入済額 （略） （略） （略）

調定額 10,201,211 10,730,604 △ 529,393

収入済額 （略） （略） （略）

調定額 23,703,183 26,925,035 △ 3,221,852

収入済額 （略） （略） （略）

調定額 287,793,688 349,820,248 △ 62,026,560

収入済額 （略） （略） （略）

　区分

税目

調定額 194,446,483 237,914,746 △ 43,468,263

収入済額 （略） （略） （略）

調定額

収入済額

調定額 151,936,387 169,400,410 △ 17,464,023

収入済額 （略） （略） （略）

調定額 11,438,282 12,225,175 △ 786,893

収入済額 （略） （略） （略）

調定額 26,024,060 29,206,562 △ 3,182,502

収入済額 （略） （略） （略）

調定額 390,475,240 456,003,571 △ 65,528,331

収入済額 （略） （略） （略）
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誤
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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２年度（A) 収納率 令和元年度（B) 収納率 比較（A）-（B)

市民税

個人 74.6 68.7 

法人 （略） （略） （略） （略） （略）

固定資産税 43.0 37.2 

軽自動車
税

種別割 37.4 38.5 

都市計画税 43.0 37.2 

計 55.0 50.2 

令和２年度（A) 収納率 令和元年度（B) 収納率 比較（A）-（B)

市民税

個人 41.8 42.9 

法人 （略） （略） （略） （略） （略）

固定資産税 39.1 34.3 

軽自動車
税

種別割 33.4 33.8 

都市計画税 39.1 34.3 

計 40.5 38.5 



下線部分が正誤の箇所です。

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 287,793,688 13,840,193,854 

収入済額

調定額 349,820,248 13,887,975,921 

収入済額

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 390,475,240 13,942,875,406 

収入済額

調定額 456,003,571 13,994,159,244 

収入済額
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誤
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（単位：円、%）

収納率

（略）

（略）

正

68ページ

（単位：円、%）

収納率

（略）

（略）

区  分 現年度課税分 滞納繰越分 計

令和
2年度

（略） （略） 54.97 98.24

令和
元年度

（略） （略） 50.23 97.71

区  分 現年度課税分 滞納繰越分 計

令和
2年度

（略） （略） 40.51 97.52

令和
元年度

（略） （略） 38.53 96.97



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2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 6,525,692,489 70,129,760 98.75 

固定資産税 5,568,266,349 115,111,449 97.67 

軽自動車税 239,629,411 8,875,530 95.85 

市たばこ税 （略） （略） （略）

都市計画税 936,385,503 19,606,201 97.65 

合　計 13,840,193,854 213,722,940 98.24 

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 

0701　徴収事務に要する経費

2.税目別収納状況

令和2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 6,611,266,105 155,703,376 97.47 

固定資産税 5,581,816,337 128,661,437 97.44 

軽自動車税 240,866,482 10,112,601 95.36 

市たばこ税 （略） （略） （略）

都市計画税 938,706,380 21,927,078 97.40 

合　計 13,942,875,406 316,404,492 97.52 

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 

令和2年度決算報告書　正誤表　（68ページその2）

誤

68ページ

正
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（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（%）

423,411 42.8 

9,862 15.4 

433,273 42.2 

547,162 42.5 

14,299 27.0 

561,461 42.1 

(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（%）

459,080 39.5 

4,911 31.0 

463,991 39.4 

586,059 39.7 

9,284 41.6 

595,343 39.7 

令和2年度決算報告書　正誤表　（320ページ）

誤

320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

320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
2年度

（略）

（略）

（略）

令和
元年度

（略）

（略）

（略）

令和
2年度

（略）

（略）

（略）

令和
元年度

（略）

（略）

（略）


