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税務裁判所における電子公聴会 
 

2020年 5月 29日、税務裁判所は裁判所命令 No.KEP-016/PP/2020 （以下

「KEP-016」）を公布し、税務裁判所の電子公聴会 （以下「e-公聴会」）の実施につ

いて規定しました。当該命令は、情報通信技術を活用しより効率的で費用対効果

の高い公聴会を実施することを趣旨としています。 

 

KEP-016では、e-公聴会には税務裁判所による証拠調べ、口頭弁論及び租税

紛争の判決言い渡しをビデオ会議を通じて行うことを規定しています。e-公聴会

は法的に公開裁判の原則と規則を満たしているものとみなされます。 
 

KEP-016では e-公聴会の一般規則を規定しており、他方で税務裁判所は通達 

No.SE-12/PP/2020 （以下「SE-12」）を公布し、COVID-19パンデミック期間中に

おける所在地外における電子公聴会の手続を規定しています。 

 

上記の命令及び通達の詳細は以下のとおりです。 

 

e-公聴会の手続 

 

召喚 

 

KEP-016では、紛争の当事者（納税者及び国税総局（DGT））に対し召喚状が電

子的な情報伝達手段を通じて送達されると規定しています。納税者に送達される

召喚状には e-公聴会の承認書も含まれます。納税者が公聴会について電子的

手段での実施に同意する場合、当該の承認書に記名押印し、収入印紙を貼り付

け、電子的方法で税務裁判所に対し公聴会開催の 3営業日前までに提出しなけ

ればなりません。当該承認書が提出されない場合、e-公聴会は実施されません。 

 

公聴会 

 

公聴会はビデオ会議を使用して、所定の日時に開催されます。 

 
 
 
 

____________________ 

税務裁判所における電子

公聴会 P1 

 

COVID-19 パンデミック期

間中における税務裁判所

の事務サービス P2 

____________________ 



TaxFlash | Page 2 of 4 

証拠及び文書の提出 

 

e-公聴会の必要書類提出の手続は以下のとおりです: 

1. 電子文書は公聴会予定日より前に提出しなければなりません。 

2. 当該の期日までに電子文書を提出しない当事者は当該文書提出の権利を放

棄したものとみなされます。 

3. 裁判官は必要に応じて当事者に対し書面での文書の提出を要請することがあ

ります。 

4. 参考人、専門家又は通訳者による陳述や宣誓はビデオ会議を通じて実施でき

ます。 

 

KEP-016にて規定される電子文書は、税務裁判所情報システムにて受信・保存・

管理される裁判所関連の文書を指します。 

 

判決の言い渡し 

 

税務裁判所による判決は電子的手段を通じて言い渡されます。 

 

署名 

 

記録係 （Panitera） は、e-公聴会の各段階でその内容を電子的に記録しなけれ

ばなりません。さらに、税務裁判所の判決は、（電子情報及び取引法に準拠する）

電子署名の付された電子裁決のコピーという形式でなされます。電子署名ができ

ない場合、文書への署名は物理的な手法で実施されます。） 
 

所在地外での電子公聴会 

 

税務裁判所法に基づき、公聴会は首都を所在地としなければなりません。しかし

必要があれば、公聴会は所在地外で開催することができます （例：ジョグジャカル

タやスラバヤ）。 

 

COVID-19 パンデミック期間中、所在地外の公聴会 （Sidang di Luar Tempat 

Kedudukan/SDTK）は電子的手段により実施されます。その手続は一般的に

KEP-016下の手続と同様で、主な相違点は、SE-12では納税者による e-公聴会

の承認は必須ではない点です。納税者は国家財政ビル（Gedung Keuangan 

Negara） 又は納税者の居住地のいずれかにて電子的な所在地外の公聴会

（SDTK）に出席するかを選択するのみです。 

 
 

COVID-19 パンデミック期間中における税務裁判所の事務サービス 
 

税務裁判所は 2020年 6月 3日付けで通達 No.SE-01/SP/2020 （以下「SE-01」）

を公布し、COVID-19 パンデミック期間中における税務裁判所の事務サービスに

ついて規定しました。 

 

SE-01では、2020年 6月 8日以降、税務裁判所の事務局が業務を再開し、月

曜日から金曜日の午前 10時から午後 3時まで、以下のサービスを提供すること

を規定しています: 

1. 控訴状又は訴訟通知書の提出（当初の期限日が 2020年 3月 17日から同

年 6月 7日であるもの）。提出期限日が当該期間よりも後の不服申立て又は

訴訟通知書の提出及びその他の文書（抗弁書又は追加証拠文書等）の提出

は郵便/書留サービスを通じて提出する。 

2. 税務裁判所ライセンス及びその他の情報サービスに係る新規申請又は延長

要請の提出。 

3. 最高裁判所への司法審査要請又は司法審査への回答の提出。 
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税務裁判所敷地周辺へのアクセスには、駐車場利用及び送迎規則、物理的な距

離、訪問者が携帯する文書又はその他所持品の消毒を含め、健康に関するプロ

トコルが適用されます。 

 

税務裁判所内への入館は、訪問者の体温が 37.3°C以下であり、かつ訪問者が

オンラインで訪問を事前申請しているか若しくは公聴会のスケジュール 

（Rencana Umum Sidang） に氏名が記載されている（下記のウェブサイトに事前

アップロードする必要がある： www.setpp.kemenkeu.go.id）場合にのみ、許可さ

れます。 

 

オンライン登録制度 

 

税務裁判所の事務サービスを必要とする訪問者は、訪問予定日の 2営業日前ま

でにオンライン上で訪問登録をしなければなりません。訪問予定時間枠は、訪問

予定日の 1日前に上記のウェブサイトにアップロードされます。 

 

当該登録は www.setpp.kemenkeu.go.id に記載される指示に従って行います。

これには必要書類のダウンロード及び記入（必要な事務サービスごとに異なる）

並びに必要事項を記載した書類の指定 Eメールアドレスへの送信の方法が記載

されています。オンラインでの訪問登録時に受付票が発行され、当該の受付票を

税務裁判所の建物入口で提示しなければなりません。 

 
 

 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.setpp.kemenkeu.go.id/
http://www.setpp.kemenkeu.go.id/
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