
税　務　統　計　書

62

令和３年度

宮崎県総務部





税 務 統 計 書





目 次

１ 令和３年度税務行政運営方針 1

２ 県税・総務事務所一覧表・同管内図 4

財 政 状 況

１ 令和３年度一般会計予算額及び決算額 9

(1) 歳 入 9

(2) 歳 出 9

２ 令和３年度一般会計決算額の構成図 10

３ 平成26年度～令和３年度一般会計歳入歳出決算比較図 11

４ 平成26年度～令和３年度一般会計歳入総額に占める県税収入の割合 11

５ 平成29年度～令和３年度一般会計歳入歳出決算額の推移 12

(1) 歳 入 12

(2) 歳 出 12

６ 県税予算対県税収入の状況 14

７ 令和３年度県税歳入予算額補正状況 15

８ 令和元年度～令和３年度基準財政収入額と県税・地方譲与税決算額との比較 16

９ 市町村交付金の状況 18

県税調定収入額の状況

１ 令和３年度県税調定収入額の状況 26

２ 令和３年度税目別収入構成割合図 28

３ 令和３年度事務所別収入構成割合図 28

４ 平成28年度～令和３年度県税収入決算額構成比較図 29

５ 県税決算額累年比較 30

６ 税外収入調定収入状況 32

(1) 科目別 32

(2) 事務所別 32

７ 令和３年度事務所別・税目別県税調定収入額の状況

(1) 県税総額 34

(2) 個人県民税（均等割及び所得割） 35

(2)-2 市町村別 36

(3) 個人県民税（配当割） 38

(4) 個人県民税（株式等譲渡所得割） 38

(5) 法人県民税 38

(6) 利子割県民税 39

(7) 個人事業税 39

(8) 法人事業税 40

(9) 地方消費税（譲渡割） 40

(10) 地方消費税（貨物割） 40

(11) 不動産取得税 41



(12) 県たばこ税 41

(13) ゴルフ場利用税 42

(14) 自動車税（環境性能割） 42

(15) 自動車税（種別割） 43

(16) 鉱区税 43

(17) 軽油引取税 44

(18) 狩猟税 44

(19) 産業廃棄物税 45

８ 令和３年度事務所別県税収入決算額構成比較図 46

９ 月別県税調定収入額の状況 50

(1) 県税総額 50

(2) 個人県民税（均等割及び所得割） 50

(3) 個人県民税（配当割） 51

(4) 個人県民税（株式等譲渡所得割） 51

(5) 法人県民税 52

(6) 利子割県民税 52

(7) 個人事業税 53

(8) 法人事業税 53

(9) 地方消費税（譲渡割） 54

(10) 地方消費税（貨物割） 54

(11) 不動産取得税 55

(12) 県たばこ税 55

(13) ゴルフ場利用税 56

(14) 自動車税（環境性能割） 56

(15) 自動車税（種別割） 57

(16) 鉱区税 57

(17) 軽油引取税 58

(18) 狩猟税 58

(19) 産業廃棄物税 59

10 累年県税調定収入額の状況 60

(1) 県税総額 60

(2) 個人県民税（均等割及び所得割） 60

(3) 個人県民税（配当割） 61

(4) 個人県民税（株式等譲渡所得割） 61

(5) 法人県民税 62

(6) 利子割県民税 62

(7) 個人事業税 63

(8) 法人事業税 63

(9) 地方消費税（譲渡割） 64

(10) 地方消費税（貨物割） 64

(11) 不動産取得税 65

(12) 県たばこ税 65

(13) ゴルフ場利用税 66

(14) 自動車税（環境性能割） 66



(15) 自動車税（種別割） 67

(16) 鉱区税 67

(17) 自動車取得税 68

(18) 軽油引取税 68

(19) 狩猟税 69

(20) 産業廃棄物税 69

(21) 旧法による税 70

11 県税納期内納付（入）状況 71

課税状況に関する調

１ 納税義務者・特別徴収義務者数等調 75

２ 個人県民税に関する調 76

(1) 納税義務者数に関する調（均等割及び所得割） 76

(2) 調定額に関する調（均等割及び所得割） 77

(3) 県民税配当割に関する調 78

(4) 県民税株式等譲渡所得割に関する調 78

３ 法人県民税に関する調 80

(1) 県民税額等に関する調 80

(2) 県民税超過課税額に関する調 82

４ 県民税利子割に関する調 83

５ 事業税に関する調 84

(1) 個人事業税に関する調 84

(2) 法人事業税に関する調 92

６ 地方消費税に関する調 103

(1) 調定額に関する調 103

(2) 清算金収入額、清算金支出額等に関する調 103

７ 不動産取得税に関する調 104

(1) 家屋に関する調 104

(2) 家屋の取得価格段階別に関する調 106

(3) 土地に関する調 108

(4) 土地の取得価格段階別に関する調 110

(5) 課税標準の特例の適用状況に関する調 110

８ 県たばこ税に関する調 112

９ ゴルフ場利用税に関する調 113

施設数・税額等に関する調 113

10 自動車税に関する調 114

(1) 自動車税（環境性能割）及び軽自動車税（環境性能割）に関する調 114

(2) 自動車税（種別割）に関する調 116



11 鉱区税に関する調 122

12 狩猟税に関する調 122

13 軽油引取税に関する調 123

(1) 軽油の引取数量等に関する調 123

(2) 課税免除措置の対象となる軽油に関する調 124

徴収状況に関する調等

１ 徴収状況に関する調 128

２ 不納欠損状況に関する調 130

３ 執行停止に関する調 130

４ 延滞金等に関する調 132

(1) 延滞金等に関する調 132

(2) 加算金等に関する調 132

収納環境に関する調

１ 収納環境に関する調 135

(1) 口座振替を通じて行われた納税に関する調 135

(2) ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ、ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ及びｽﾏｰﾄﾌｫﾝを通じて行われた納税に関する調 135

税 務 機 構 等

１ 税 務 機 構 139

(1) 本 庁 139

(2) 出先機関 140

(3) 税務職員配置数 141

２ 組織・機構等の沿革 142

３ 県税徴税費に関する調 150

税 制 等

１ 令和３年度の県税の概要 153

２ 課税免除及び不均一課税適用一覧表 176

３ 県税の課税免除等の特例に関する条例による県税の減免額に関する調 176

４ 地方税に関する争訟に関する調 177

(1) 不服申立てに関する調 177

(2) 訴訟に関する調 177

５ 県税の税率等の推移 178

参 考 資 料

○ 令和３年度都道府県税決算見込額 229

(1) 合計額一覧 229

(2) 税目別一覧 231



令和３年度税務行政運営方針

-1-



令和３年度税務行政運営方針

わが国は、昨年１月に最初の感染者が確認されて以降、新型コロナウイルス感染症の

感染拡大と戦後最大の経済の落ち込みに直面した。このため、感染症の爆発的な感染拡

大の防止に注力するとともに、これと社会経済活動の両立を図り、ウィズコロナ・ポス

トコロナの新しい社会をつくり、改めてデフレ脱却と経済再生を確かなものとしていく

ことが求められている。

今回の感染症では、わが国における行政サービスや民間分野のデジタル化の遅れなど

様々な問題が浮き彫りになった。これらを受け、税制においては、国民の利便性向上や

生産性向上の観点から、わが国社会のデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）の取

り組みを強力に推進することとされた。また、成長戦略の柱に経済と環境の好循環を掲

げ、グリーン社会実現のため、温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする「2050年カ

ーボンニュートラル」の実現を目指した必要な支援、さらに、中小企業の支援や地方創

生、経済社会の構造変化を踏まえた見直し等が示されたところである。

本県においても、徹底して感染防止対策に取り組むとともに、本県経済の維持・発展

に向け、人口減少問題への対応をはじめ、激甚化する自然災害や家畜防疫などの危機管

理、生涯健康・活躍社会づくり、未来を担う人材づくりや産業振興などに全力で取り組

んでいく必要がある。

このため、本年度当初予算については、令和元年６月に策定した財政健全化指針に基

づき、引き続き健全な財政運営を維持しつつ、これらの諸課題に的確に対応するととも

に、ポストコロナの地域社会を見据え、本県の持続可能な成長につなげる取組について

積極的な展開を図ることを基本的な考え方として、前年度当初予算比２．１％増の

６，２５５億５００万円を計上したところである。

このような中、県税収入予算は、消費税率引上げの影響が平準化することに伴い、地

方消費税の増収が見込まれるものの、個人県民税や法人二税の減収が見込まれることか

ら、前年度当初比３．６％減の９５４億８，０００万円を計上した。

これは、一般会計歳入予算の１５．３％、自主財源の３９．４％を占め、本県の厳し

い財政状況の中にあって貴重な財源となっており、様々な課題に的確に対応する施策を

積極的に展開するためにも、税財源の充実確保は、ますます重要となっている。

県税収入を確保するためには、個人県民税の収入未済額の圧縮をはじめ、課税客体の

的確な把握など課税・徴収一体となった徴税体制の確立が必要である。

このような状況を踏まえ、令和３年度は次の基本方針の下に、高い順法精神と行動規

範に基づき、県民からの信頼を保持しながら、積極的な税務行政を推進するものとする。
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基 本 方 針

１ 県民に信頼される税務行政の推進

税務行政の円滑な推進には、納税者の理解と協力と信頼を得ることが不可欠であり、

そのためには県民目線に立った行政運営を行うとともに、内部統制制度に基づき適切に

事務を執行する必要がある。

(1) 納税者には、常に誠意を持って接する。

(2) 納税者の意見・要望はもとより苦情や不満についても十分に聴取する。

(3) 納税者の立場をよく理解した上で分かりやすく丁寧な説明に努める。

(4) 納税者の利便性向上のため、税を納付しやすい環境の整備を図る。

(5) 情報管理を徹底し、個人情報の取扱いには細心の注意を払う。

２ 適正・公平な税務行政の推進と適切な県税収入の確保

税務職員は、県税の役割とその重要性を十分認識し、常に適正・公平な賦課徴収の実

現を図りながら県税収入の確保に努めることが重要である。

(1) 関係法令及び専門的知識の習得に努める。

(2) 「県税・総務事務所現金収納等取扱要領」を遵守した出納事務に努めるとともに、

電算事務については、正確で確実な事務処理に努める。

(3) 課税客体を的確に把握し、適正・公平かつ早期の課税に努める。

(4) 滞納原因等の実態を早期に把握し、滞納処分が必要なものについては、厳正かつ適

切に執行するよう努める。

(5) 災害時における徴収猶予等納税緩和制度の適正な運用に努める。

３ 効率的な税務行政の推進

今後ますます専門化・複雑化する税務事務に的確かつ迅速に対応するため、効率的な

税務行政を推進する必要がある。

(1) 税務事務全般にわたる適切な事務執行計画の樹立と進行管理の徹底を図る。

(2) 常に効率を意識し、経費・労力の縮減に努めつつ、適正・公平な事務執行に努める。

(3) 所属の総合力を効率的かつ効果的に発揮するために担当制を活用する等、機動性と

弾力性を意識した組織運営に努める。

(4) 具体的な事務処理・対応方法等の情報共有化を推進し、組織的な事務処理・意思決

定及び各事務所間の協調連携を強化する。

(5) 電算システムの安定的運用に努めるとともに、より一層の有効活用を図る。

４ 国・市町村との協力体制の強化

県の税務行政を円滑かつ効率的に進めていくためには、国・市町村との相互協調関係

が不可欠である。

(1) 国・市町村と税務事務全般にわたり協力体制を強化する。

(2) 特に、個人県民税の収入確保において、個々の市町村の実情を踏まえた支援策を講

じ、あわせて、市町村間相互の徴収支援体制の構築を推進する。
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２　県税・総務事務所一覧表・同管内図
　                                                      　　   

人 k㎡

〒880-0805 宮崎市

宮崎市橘通東1-9-10 東諸県郡(国富町、綾町) 425,849 869.36

TEL 0985(26)7271

〒887-0031 日南市

日南市戸高1-12-1 串間市 66,339 831.27

TEL 0987(23)3771

〒885-0024 都城市

都城市北原町24-21 北諸県郡(三股町) 185,272 763.38

TEL 0986(23)4516

〒886-0004 小林市

小林市細野367-2 えびの市 68,819 931.27

TEL 0984(23)3194 西諸県郡(高原町)

〒884-0002 西都市

児湯郡高鍋町大字北高鍋3870-1 児湯郡(高鍋町、新富町、西米良村､ 94,825 1,153.82

        TEL 0983(23)0213 　木城町、川南町、都農町)

〒883-0046 日向市

日向市中町2-14 東臼杵郡(門川町、諸塚村、 84,713 1,630.96

TEL 0982(52)4147 　椎葉村、美郷町)

〒882-0872 延岡市

延岡市愛宕町2-15 西臼杵郡（高千穂町、日之影町、 135,141 1,554.95

TEL 0982(35)1811 　五ヶ瀬町）

　（注）人口は、令和３年１０月１日現在宮崎県の推計人口による。

        面積は、令和３年１０月１日国土地理院公表基準による。

 高鍋県税・
総務事務所

 日向県税・
総務事務所

 延岡県税・
総務事務所

所　在　地 管　轄　区　域 人　口 面　積事務所名

 日南県税・
総務事務所

 都城県税・
総務事務所

 宮崎県税・
総務事務所

 小林県税・
総務事務所
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