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統一的な基準やルールに則った事務運用がなされていない可能性が数値上からも

みてとれる状況であり、実査により各部署の運用を確認してこれを比較することの

意義は大きいと考えられた。また、特に国民健康保険料については、良好な徴収実

績を上げる区役所での実務運用を、結果の芳しくない区役所等と共有することによ

り、ノウハウや実績の底上げをはかることができる可能性があると考えられる。



9190

第3編　監査の結果及び意見

第1　各論①　―　大阪市市税（個人市民税、固定資産税・都市計画税）

1　減免・非課税事務について

ア、固定資産税・都市計画税

意見1　あべの市税事務所は、減免申請書の日付を記入させるべきである。

意見 2　財政局は、減免申請書の日付を記入させるよう各市税事務所に指導されたい。

財政局は、減免申請書の日付を記入させるよう各市税事務所に指導されたい。

（理由）

監査人がサンプリング調査を行ったところ、いくつかの減免申請書において日付が

空欄となっているものが存在した。特に生活保護の受給を理由とする減免申請につい

て、阿倍野区役所では、ケースワーカーが担当している受給者からの固定資産税の減

免申請書を取りまとめてあべの市税事務所に送付しているため、ほとんどの申請書の

日付が空欄であった。

この点、受付印により日付が押印されているためそれで代用しているとのことであ

るが、申請日と受付印の日付との間が開く場合があるため、受付印の押印のみでは適

切とはいえない。

減免手続は一定の期限までに行わなければならないことからしても、申請日は減免

の要件を判断する上で重要なものであるから、可能な限り申請日も記入してもらうよ

うにすべきである。

意見 3　財政局は、独自の外観調査の要否及び減免審査の根拠資料について再検討し、

独自の外観調査を要するとするのであれば、統一的な様式を定め、外観調査の結

果を記録させられたい。

（理由）

児童遊園、地域活動協議会又は地域活動協議会の傘下となる団体が使用する集会所

及び倉庫、及び老人憩の家に該当することを理由とする固定資産税の減免申請に対す

る審査については、外観調査を行い、疑義が生じた場合にはその点についてさらに詳

細な調査を行うことになっている（固定資産税・都市計画税減免事務実施要領第 4　



91

1、2）。これらの施設については、「施設において営利団体等の使用が認められる場合

で、区分された部分を営利団体等が占有しているときは、当該部分を減免対象とし

ない。」とされており（大阪市固定資産税・都市計画税減免取扱要綱第 4条（1）イ

（ア）等）、ここでいう「「占有している」とは、当該年度の賦課期日を含め、常時、

営利団体等が使用している状態を指し、一時的使用（毎週一定の曜日に開催など、定

期的使用である場合も含む。）の場合は減免対象となる。」とされている（同（イ））。

外観調査の際には、かかる一時使用についても調査を行っている。

これに関し、外観調査を行った際の記録や結果を記載する調査票の様式は定められ

ているものの、記載項目が非常に簡素であって、外観調査を行った際の記録の写真も

添付されていないため、客観的な検証に耐えうるものではない。また、調査票の作

成、添付は必須とされていない。また、外観調査の際には利用簿を確認することが必

須とされていないため、利用簿の有無も確認せず、利用簿があったとしても確認して

いないとのことである。そのため、営利目的での使用がされている場合であっても、

口頭での確認や、常時使用を疑わせる看板などの掲示の有無の確認を中心とし、予定

表などを掲示している施設についてはそれを目視しているのみとのことである。

その一方で、弁天町市税事務所では、所定の調査票とは異なるものの、より詳細な

形での調査票が添付されているなど、その扱いは一貫性がない。

しかし、一時的使用に該当するかは、減免事由の存否を判断するための重要な要件

であるため、いずれの市税事務所においても口頭確認以外に可能な限り客観的な資料

を収集し、判断すべきであり、少なくとも利用簿が存在するのであれば確認すること

が望ましい。また、調査結果については、写真などにより記録し、保存するべきであ

る。

一方、財政局によると、児童遊園については建設局、地域集会所は市民局、老人憩

の家は福祉局が、当該施設が当該用途に利用されるものとして、公益性のある施設と

して認定をしており、各局が把握している施設に関しては基本的に減免の適用ができ

るため、外観調査はあくまでそれを補完する程度の位置づけとしている。そのうえ

で、認定自体に疑義が生じるような状態が確認できた場合は、税務部を通じて各局へ

問合せすることになり、そもそもの認定は各局となるため、写真まで残しておく必要

性はないと考えているとのことであった。
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監査人としては、実施要領としても外観調査を行うこととなっているから、弁天町

市税事務所での添付資料などを参考に統一的な調査票の様式を再考し、その記録を写

真などでも記録させるべきであると考えている。しかし、財政局の見解のように、当

該施設の認定はあくまで担当部局が行っており、当該担当部局の認定が正しい場合に

は基本的に減免事由に該当すると判断するのであれば、財政局においてあえて別途外

観調査を行う必要性がない。すなわち、財政局としてはあくまで当該担当部局に対し

て、各施設の認定結果のみを確認し、その結果を減免判断の証拠資料とすればよい。

ついては、財政局独自の外観調査の必要性について再検討の上、不要なのであれば

担当部局に対する認定結果の確認を審査資料とするなど、審査資料についても再検討

されたい。また、外観調査が必要であると判断するのであれば、より詳細な調査票を

再考し、調査結果を記録化させるべきである。

指摘1　弁天町市税事務所は、浴場の減免割合を算出する際、要綱が定める計算方法を

採用するようにされたい。

指摘2　財政局は、減免割合の計算方法に誤りがないか、各市税事務所を適切に監督さ

れたい。

（理由）

減免の対象となる土地または家屋が 1筆または 1棟の一部分である場合の減免対象

税額の算出方法は、面積の割合によることとされている（大阪市固定資産税・都市計

画税減免取扱要綱第 10 条（1）イ）。他方、増改築があった場合は増改築部分により

評価額が異なるため、単に建物全体に対する面積割合で減免対象税額を算出するので

はなく、評価額の割合も加味して減免対象税額を算出することにより減免対象税額が

異なることになる。

しかし、弁天町市税事務所では、同規定において「これが適当でないと認められる

場合は、評価額の割合、その他適当と認められる割合でもよい」とされていることか

ら、増改築があった場合には増改築部分ごとに評価額が異なるため、増改築された部

分の床面積に応じて評価額を異ならせて減免対象税額を算出し、より減免対象税額の

大きい方を採用するという誤った運用をしていた。

ついては、弁天町市税事務所においては要綱の正しい理解に基づいた計算方法に改
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めるとともに、財政局においても、定期的にサンプル調査を行うなどして、誤った計

算方法が採用されていないかを適切に監督されたい。

意見4　財政局は、児童遊園の減免審査における無償使用証明書の要否を再考し、必要

とするのであればその位置づけを明確にすべきである。

（理由）

児童遊園に該当するとして減免申請がされた場合、当該土地を無償使用しているこ

との証明書が提出されている場合がある。これについて財政局に確認したところ、無

償使用証明書については、市税条例第 95 条第 1項で定める「証拠となる書類」とし

て申請書に添付することが求められているとのことであった。しかしながら、固定資

産税減免事務取扱要綱には規定がされておらず、誰に無償使用証明書を作成してもら

うかについても明確に定まっていない。また、無償使用証明書の様式は特に定められ

ておらず、無償使用証明書が提出されていないものも 1件存在した。

ついては、児童遊園に該当することを理由とする減免審査の際に、無償使用証明が

必要なのか否か、必要とした場合にどのような主体から提出させるのが適切なのか、

様式をどうするのかなど、その位置づけを検討されたい。また、提出が必要な書類な

のであれば、要綱においてもその旨を明記し、要綱を定めるべきである。

指摘3　財政局は、非課税と減免の適用の誤りがないかを適切に監督されたい。

（理由）

児童遊園に該当するとして減免がされている事例の中に、市が当該土地の無償貸与

を受けているものが存在した。しかし、市が借り受けている場合はそもそも非課税で

あり（地方税法第 348 条第 2項第 1号）、減免制度の対象とされるものではない。

ついては、財政局は、非課税と減免の適用の誤りがないかを適切に監督されたい。

指摘4　財政局は、地震、台風による災害減免の判断の客観性を担保する措置を講じら

れたい。

意見5　財政局は非木造家屋における損耗度判定については、その前提となる構成割合

を開示する、目視以外の損耗度確認の手法を整備するなどの措置を講じられたい。
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（理由）

固定資産評価基準（昭和 38 年自治省告示第 158 号）によれば、損耗の程度に応ず

る減点補正率（以下「損耗減点補正率」という。）は、以下のとおり求めるものとさ

れている。

部分別損耗減点補正率基準表によって各部分別に求めた損耗残価率を、当該非

木造家屋について非木造家屋経年減点補正率基準表によって求めた経年減点補正

率に乗じて各部分別に求めるものとする。

損耗残価率は、各部分別の損耗の現況を通常の維持管理を行うものとした場合

において、その年数の経過に応じて通常生ずる損耗の状態に修復するものとした

場合に要する費用を基礎として定めたものであり、当該非木造家屋の各部分別の

損耗の程度に応じ、部分別損耗減点補正率基準表により求めるものとする。

判定にあたっては当該家屋の評価時点の価額を基準とする。

これを受けて、実際の各市税事務所における判定作業の際には、判断の対象となる

家屋は木造若しくは非木造に分けられ、それぞれ建築年代別に構成割合が設定され

（木造家屋と違い、非木造家屋においては主体構造部、基礎、外周壁骨組、間仕切骨

組といった目視では損傷の確認が不可能な部分に多くの構成が割かれている。）、その

上で、概略以下の手順により残価率を計算し、一定の減価が認められた場合に、その

程度に応じて段階的な減免率が適用される。

①各構成部分について、0～ 10 の損耗度を判定する。

②判定した損耗度を、建物全体における構成割合で乗じ、その和を全体の減価率

とする。

①の各構成部分の損耗度の判定については、「平成 13 年　損耗の状況による減点補

正率適用の手引き」（以下「減点補正率手引き」という）以外に参考にする基準がな

い。減点補正率手引きは、外壁、屋根、仕上げなど一定の項目（構成部分）について

参考写真を掲載し、損耗度の判定の助けとなっているものの、すべて目視による判断

の指標を示しているに過ぎず、また全ての構成部分、全ての損耗形態について網羅的

にカバーできているものではない。その結果、確認した資料の中で、「水損」事案に

ついて、内壁、床、天井、衛生設備に関して具体的な基準がなく「損耗度 5」～「損

耗度 10」という高い損耗度が認定されている事案が多く見られた。
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また、②に関連して、前述のとおり非木造家屋においては主体構造部、基礎、外周

壁骨組、間仕切骨組といった外観目視では損傷の確認が不可能な部分に多くの構成が

割かれているところ、現在の確認調査は全て外観目視によるものに過ぎず、主体構造

部の損傷などについて建築士等による専門的知見からの判断は一切行なわれていな

い。その結果、確認した資料の中で、主体構造部の損耗度が認定されたものは皆無で

あり、その影響もあって非木造家屋のほとんどが、結果として減免が適用されていな

かった。

担当者の判断の客観性が担保されていない点、「非木造家屋は外観目視では損耗判

定が困難な主体構造部に多くの構成割合が割かれている」との判断枠組み及び判断の

実情について積極的な説明を行なっていないことで事実上減免の適用を受けることが

著しく困難となっていると思われる点にそれぞれ公平性に疑義がある。

よって、損耗度に関する過去の事案の集約と共有を行なう、構成割合の提示により

躯体損傷の疎明の必要性を積極的に説明するなど、市民に対して公平性を示すことが

望まれる。

指摘5　財政局は、火災による災害減免の判断の客観性を担保する措置を講じられたい。

（理由）

台風、地震による災害減免の判断の場合と同様、各構成部分の損耗の程度の判断に

おいては、減点補正率手引き以外に参考にする基準がない。

また、台風、地震による災害減免の場合と違い、各構成部分の評価を「総合評価」

に結びつける際の基準がなく、全体の外観から「減価率 60%」「全壊・復旧不能」な

どと判断している。

担当者の主観的判断による不公平が生じる危険性が否定できず、上記指摘 4と同様

に、過去の事案の集約と共有、算定方法の整備等により、市民に対して公平性を示す

ことが望まれる。

イ、個人市民税、及び固定資産税・都市計画税共通

意見6　財政局は、減免事務における納税者との電話、面談の際に画一的かつ確実に必

要事項を伝達し、やりとりに行き違いが生じないようにするための方策を検討さ
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れたい。

（理由）　

通常、市民との面談、電話でのやりとりについては、やりとりのあとにこれを受け

た者が端末に入力し、記事として記録している。他方、あべの市税事務所では減免手

続の電話相談を受けた際に、やりとりや必要な伝達事項をチェック項目形式で記載し

た様式を作成し、画一的かつ確実に必要事項を伝達するとともに、やりとり内容を記

録する工夫を行っていた。

面談や電話の際には、必要な事項を画一的かつ確実に伝達する必要があり、必要事

項をまとめていなければ、担当者ごとに伝達内容が異なってくる可能性がある。ま

た、事前にチェック項目としてまとめていれば、やりとりに疑義が生じた場合の事後

検証も容易である。特に、梅田市税事務所においては、担当者とのやり取りにおける

行き違いを原因としたクレームがされていたが、このような場合にも、必要な伝達事

項が明確にされていれば、事後的な検証の一助となる。

市民とのやりとりについては、必ず伝達しなければならない事項や徴求すべき書類

等をリストアップし、担当者ごとに異ならないようにするための方策を検討すべきで

ある。

2　滞納整理事務について

ア、財産調査

意見7　財政局は、預金取引履歴を遡って再度取得するべき類型を整理し、統一的な基

準をもって預金取引履歴を遡って取得するよう運用されたい。

（理由）

預貯金の取引履歴については、概ね 3ヶ月程度を金融機関より収集し、確認をされ

ていた。この点、隠匿資産（現金・動産、第三者預け）の調査、定期収入及び支出の

調査としては、1年程度遡ることが有用であり、高額滞納者で口座履歴をさかのぼっ

て財産調査を行う必要性が認められるものについては、あべの市税事務所において

は、1年程度遡って口座履歴を取得しているものも存在した。

調査量が膨大となること、金融機関からあくまで任意に開示を受けている現状か

ら、全件について上記指摘を実現することが現実的でないとしても、高額滞納者、高
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額所得者など、より長期間の口座履歴の開示を求める必要がある類型を整理したうえ

で、担当者ごとに財産調査の要否の判断が異ならないよう、統一的な基準の策定を検

討されたい。

指摘6　財政局は、市税事務所ごとに、調査対象の財産の範囲についてのルールにばら

つきがあるため、最低限必要な財産調査を整理し、統一されたい。

（理由）

梅田市税事務所、弁天町市税事務所、あべの市税事務所においては、財産調査に際

し、調査対象、調査範囲、着手基準について独自のルールに基づいて、財産調査を行

なっていた。

財産調査は、滞納処分の前提となるとともに、滞納処分の停止等の徴収緩和を行う

際の要件判断としても重要である。

財産調査の対象が異なれば、滞納処分の際の公平性に疑義が生じるとともに、滞納

処分の停止等を行う際の法律要件該当性の判断の妥当性にも疑義が生じることとな

る。ついては、財政局において最低限必要な財産調査項目や範囲を整理し、統一され

たい。

イ、滞納処分

指摘7　財政局は、各市税事務所において、財産調査の結果、財産の存在が確認できた

場合、速やかに滞納処分を実施するよう指導、監督されたい。

（理由）

あべの市税事務所において、預金照会の結果、差し押さえ可能な財産が判明したも

のの、回答受理から差押実行までに約 3ヶ月を要したため、その間財産が減少し、結

果的に差押えができなかったという事案が 1件存在した。この件については、当初、

担当者が指定されておらず、財産発見から担当者を指定するまでの事務処理に約 2か

月半ほどの時間を要してしまったため、差押実行が遅れたとのことである。

ついては、担当者の指定に時間を要した原因を調査のうえ事務フローを見直すとと

もに、財産調査結果が出てから速やかに担当者を指定できるよう指導、監督し、内部

的な事務処理の時間によって滞納処分が空振りに終わることのないようにされたい。
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ウ、換価の猶予・徴収の猶予

意見8　財政局は、通帳の提出に脱漏が生じないように預貯金確認のマニュアルを作成

し、各市税事務所にて運用されたい。

（理由）

申請による換価の猶予である「徴収金を一時に納付し、又は納入することによりそ

の事業の継続又はその生活の維持を困難にするおそれがあると認められる場合」（地

方税法第 15 条の 6第 1 項）にあたるかを判断する際、自己名義の預貯金をすべて提

出するよう伝えるとともに、虚偽の申請があった場合は猶予を取り消すことを伝える

などにより、すべての預貯金の提出を促している。また、失業者の場合は雇用保険の

受取口座については必ず提出させている。また、個別の事案によっては水光熱費の引

き落とし口座の有無を確認する場合もあるとのことである。しかし、担当者から用途

を特定した形での口座の聴取は、全ての案件では行われていない。

しかし、通帳の提出については、申請者の失念等により脱漏がある場合もありうる

から、申請受付担当者の方からも脱漏が生じないような詳細な聴き取りをする必要が

ある。例えば、かつて給料を受給していた場合は給与振込口座がある可能性があり、

水光熱費の負担がある場合やクレジットカードを利用している場合は各種引き落とし

口座が存在する可能性が高い。このように、申請者の生活状況に応じて類型的に存在

する可能性の高い口座があるから、これらを類型化することにより通帳提出の漏れを

可能な限りなくすことができる。例えば、後掲の表のようなリストを作成しておけ

ば、預貯金口座の脱漏を防ぐことができる。

ついては、通帳の提出に脱漏が生じないように預貯金確認のマニュアルを作成され

たい。

□ 給与受取口座 □給与の受け取り方法

　□振込の場合、給与受取口座の提出があるか

□ 公共料金の支払口座 □公共料金の支払の支払い方法

（電気、水道、ガス、携帯電話などそれぞれについて確認）

　□口座引落の場合、支払口座の提出があるか

　□請求書払の場合、領収書の提出はあるか

□ クレジットカードの

支払口座

□クレジットカードの利用をしているか

□利用している場合、カード利用料の支払口座の提出

はあるか
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□ 返済用口座 □消費者金融からの借り入れがあるか

　□ある場合、返済方法は口座引落しか

　　□口座引落しの場合、返済用口座の提出があるか

　　□振込払いの場合、振込伝票の提出はあるか

意見9　財政局は、換価の猶予を行う場合の収支状況の根拠資料について統一的なルー

ルを定めたうえ、必要な裏付け資料を確実に収集されたい。

（理由）

申請による換価の猶予を行うには、「徴収金を一時に納付し、又は納入することに

よりその事業の継続又はその生活の維持を困難にするおそれがあると認められる場

合」であることが要件とされている（地方税法第 15 条の 6第 1項）。そのため、かか

る要件の具備を判断するため当該申請者の収支状況を把握する必要があり、その際に

は口頭のみでの聴取だけでなく、それが客観的資料をもって裏付けられている必要が

ある。

大阪市では、「猶予制度の取扱いについて（通知）」において、「財産目録及び財産

収支状況書」並びに収入及び支出の状況を明らかにする資料の提出を求めること、と

定め（同 5頁等）、「滞納金額が高額な場合等、必要に応じ、預金通帳の写しなどの提

示により記載内容を確認すること」（同 9頁）としている。しかし、かかる規定を除

いて、具体的に提出させるべき資料についての規定はされておらず、預金通帳の写し

などの提示を求める場合も「必要に応じ」とされるにとどまり、必要なものとはされ

ていない。

そのため、携帯電話料金や水道光熱費などが高額であるにもかかわらず領収書が添

付されていないなど、個々の支出費目の裏付けがされていないものが複数存在した。

裏付け資料が提出されているものも存在するが、裏付け資料の提出があるものとない

ものとが存在し、取扱いに一貫性がないだけでなく、ともすれば、支出を水増しし、

大阪市に対する弁済資力がないかのように欺いている事案すら存在する可能性があ

る。

しかし、食費や交通費などのように正確に把握しづらい費目であればともかく、水

道光熱費や電話料金、保険料などであれば、通帳履歴やクレジットカードの利用履
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歴、領収書などの資料により把握することは容易である。したがって、裏付け資料の

提出が容易な資料については、具体的なルールを定め、提出をさせるべきである。

換価の猶予については、「徴収金の納付又は納入について誠実な意思を有すると認

められる」ことも要件の一つとされていることからすれば、裏付け資料の提出に応じ

ない申請者についてはそもそも「誠実な意思」を有するとは認められない。したがっ

て、そのような根拠資料の提出を拒む滞納者については、換価の猶予の申請自体を却

下すべきであり、すべからく客観的な裏付け資料を提出させる必要がある。

ついては、収支状況について、いかなる費目についていかなる資料を提出させるか

について統一的なルールを定めた上、客観的な裏付け資料を提出させるようにされた

い。

指摘8　財政局は、換価の猶予の要件審査の際には、保有している現金額についても確

認し、記録するよう指導されたい。

（理由）

換価の猶予を行う場合、「徴収金を一時に納付し、または納入することによりその

事業の継続またはその生活の維持を困難にするおそれがあると認められる」ことが要

件とされている（地方税法第 15 条の 6）。かかる要件を判断するためには、預貯金や

収支を把握するだけでなく、保有現金の額も重要な考慮要素となる。

しかし、弁天町市税事務所においては、財産目録及び財産収支状況書に現金及び預

貯金の額を記入する欄が設けられているが、基本的に現金については確認しておら

ず、預貯金しか記入されていなかった。この点、およそ全ての現金を確認することは

困難であるとしても、直近の収入状況や預貯金残高、収支状況などを対照し、一定の

保有現金が見込まれる場合もあるから、そのような疑義が生じる場合には現金の有無

についても確認する必要がある。また、預貯金の残高を確認する際に、直近の一定の

期間の通帳の履歴を提出させ、不自然な預貯金の引き出しの有無を合わせて確認し、

自宅で保管している現金がないかを聴取することにより、自宅で保管している現金の

有無を確認することも可能である。

ついては、所持している現金についても確認の上記録に残すとともに、通帳履歴や

過去の収入状況等から一定の現金保有が疑われる場合には、自宅保有現金の有無につ
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いても確認するよう指導されたい。

意見 10　財政局は、各市税事務所が分納誓約を行う際に、申告財産・収入について必

要な聴き取り・資料提出を徹底するよう指導すべきである。

（理由）　

弁天町市税事務所において、換価の猶予に先立って分納誓約を行う際に、個人事業

者である旨の申告がなされているにもかかわらず、事業用預金口座の確認・提出がな

されていない事案や、本人の作成した収支計算書と通帳の入出金履歴とが整合してい

ない事案が見受けられた。担当者の説明によると、前者は滞納金額が少額であるこ

と、後者は収支赤字にもかかわらず能動的な支払いを申し入れていることから、細部

の確認まではしていないとのことであった。

分納誓約は、滞納者が自主的に納税を完了するものではあるが、納期限までに納税

を行っている納税者との公平性の観点から、滞納者の財産状況及び収支状況に関し

て、不明確又は申告と整合しないものについては必要な聴き取りや資料提出を促した

うえで分納誓約を認めるべきである。

意見 11　財政局は、徴収猶予を行う場合、財産状況及び収支報告書の添付漏れがない

かの確認を徹底するよう各市税事務所に指導されたい。

（理由）

徴収猶予の審査を行う際、法人であれば決算書、自然人であれば財産状況及び収支

報告書を提出させることとなっている。しかし、あべの市税事務所において、財産状

況及び収支報告書が添付されていない案件が 1件存在した。

財産状況及び収支報告書は徴収猶予の判断をするうえで重要な資料であるから、添

付漏れがないかの確認を徹底するよう指導されたい。

エ、滞納処分の停止

指摘9　財政局は、滞納処分の停止の判断根拠とする財産調査結果について、一定の期

間が経過している場合は再調査をするようにされたい。

（理由）
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地方税法第 15 条の 7 第 1 項第 1 号又は第 3号により滞納処分の停止を行う場合、

滞納処分をすることができる財産がない（又は不明である）ことが要件とされてい

る。これらにより滞納処分の停止を行う場合は財産調査を行い、その結果をもとに判

断しているが、催告や分割納付の交渉と並行して財産調査を行い、結果的に回収がで

きなかった場合に、2年以上前の財産調査結果をもとに滞納処分の停止の決議を行っ

ている事案が存在した。

滞納処分の停止の要件は当該決議時点で充足されている必要があるところ、財産調

査後、相当期間を経過した場合、預金口座であれば口座残高が変動している可能性が

十分にある。したがって、少なくとも財産調査から 1年が経過した場合には再調査を

行うことが望ましい。

ついては、滞納処分の停止の決議を行うにあたっては、財産調査から一定期間が経

過した場合には再調査を行うよう一定のルールを整備し、運用されたい。

指摘 10　あべの市税事務所及び弁天町市税事務所は、滞納処分の停止をする際は、必

要な財産調査を完了されたい。

指摘 11　財政局は、滞納処分の停止をする際には、必要な財産調査を完了するよう各

市税事務所に指導するとともに、サンプリング調査をするなどして十分に監督さ

れたい。

（理由）

1号停止及び 3号停止を行う場合、滞納処分をすることができる財産がない（又

は不明である）ことが要件とされている（地方税法第 15 条の 7 第 1 項第 1 号、第 3

号）。また、2号停止は「滞納処分をすることによってその生活を著しく窮迫させる

おそれがある」ことが要件とされており（同条第 2項）、1号停止及び 3号停止と異

なり、明示的には「滞納処分をすることができる財産」の有無は要件とされていな

い。弁天町市税事務所では、2ヶ月の収支状況から弁済余力があるかを見極めて 2号

停止の要件を満たしているかを判断しており、財産調査は必須としていない。しか

し、収支状況としては弁済余力がなかったとしても、他に潤沢な財産が形成されてい

るのであれば滞納処分により回収するべきであるから、2号停止を行う場合であって

も財産調査を行うことは必要である。
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この点、監査人がいくつかの決議を調査したところ、あべの市税事務所及び弁天町

市税事務所において、財産調査が完了されないまま滞納処分の停止が行なわれている

事例が、以下のとおり複数存在した。

まず、弁天町市税事務所において、1号停止を行った事案のうち 21 件中 3 件につ

いて、不動産を所有していることを把握しているにもかかわらず、滞納処分停止を

行った当時に登記事項証明書の取得がされていることが確認できなかった。また、当

該不動産が換価不可能か否かの根拠資料がなく、記録上明らかでなかった。弁天町市

税事務所の説明によると、法人の活動実態がないことから換価不可能であると判断し

たとのことであるが、法人の活動実態と当該不動産の換価可能性との間に直接的な関

係性はないから、別途、換価可能性について調査をする必要がある。

財政局によると、これら 3件のうち 2件は、不動産（土地）に抵当権が設定されて

いないものの、接道要件を満たさなかったり土地上に建物が存在するなどして公売の

可能性が乏しい事案ということである。しかし、法人が土地所有者のまま活動休止を

すれば、流動性を失ったまま、新たに固定資産税を賦課することもできない状態が半

永久的に続くことになる。したがって、当該土地周辺の所有者や土地上の建物所有者

に入札意向を伺うなどして、可能な限り公売を行う努力をすべきであったと考えられ

るが、そのような形跡はなかった。

また、相続により債務を承継した場合は、本人の財産だけでなく被相続人の財産も

調査しなければ要件該当性を判断できないが、双方の財産調査がされていないもの

が、あべの市税事務所において 20 件中 1件、存在した。　　

財産調査の範囲を統一的に定めるべきであることは、既述のとおりであって、滞納

処分の停止を行う際は、かかるルールにしたがって必要な財産調査を完了するととも

に、財政局においても、財産調査が完了しているかについてサンプリング調査などを

して監督されたい。

　　　　　　

　指摘 12　あべの市税事務所及び弁天町市税事務所は、本人の死亡を理由に滞納処分

の停止を行う場合は、相続人及び財産の調査を完了されたい。

　指摘13　財政局は、本人の死亡を理由に3号停止を行う場合は、相続人及び財産の

調査を完了するよう各市税事務所に指導し、監督されたい。



105104

（理由）

弁天町市税事務所では、3号停止を行なった案件のうち、本人の死亡を把握してか

ら数年間経過後に、相続人不明を理由として 3号停止が行なわれているものが複数存

在し、その大多数を占めていた。これらの事案では、停止の判断をした時点では相続

人調査が未了であるゆえに相続人が不明であるとして、相続人調査が未了であるにも

かかわらず停止の判断がされている。また、財産が仮に存在したとしても相続人が判

明していなければ差押えることが出来ないため、相続人調査が未了のものについては

財産調査も行っていないとのことである。これに対し、あべの市税事務所では、相続

人調査未了のまま 1号停止を行っているものが 20 件中 2件存在するものの、相続人

調査未了のまま 3号停止は行っていないとのことであった。

この点、滞納処分の停止は、当該債権について滞納処分を行うことが出来ず、実質

的に債権回収ができなくなるという効果を有するものであり、税負担の公平性なども

考慮すると厳格に運用されるべきである。本人死亡時の 3号停止に関する現在の市の

運用は、調査ができていないことをもって要件に該当するとしているにほかならず、

要件該当事実が明らかになったとは言えない。すなわち、要件に該当しない執行停止

を行っているに等しい。調査ができない理由は人的資源の限界によるところが大きい

と思われるが、ともすれば単に放置されていたものであっても滞納処分の停止をする

ことができ、債権回収の怠慢を放置することにもなりかねず、妥当でない。

また、実質的にも、財産が存在する場合には早期に相続人調査を行って回収するこ

とができるのであり、そのような回収可能性があるものすら滞納処分の停止が行なわ

れている可能性もある。

ついては、3号停止を行うにあたっては、相続人の調査、及び滞納処分の停止事務

取扱要領に従った財産の調査を完了されたい。

意見 12　財政局は、所在不明を判断する際に、関係者への聴取なども行うよう各市税

事務所に指導されたい。

（理由）

弁天町市税事務所及びあべの市税事務所では、住民票の追跡と住民票上の住所へ送

付した文書が返送されてくるかのみにより所在不明か否かを判断し、現地調査や関係
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者への所在確認を行っていない事案が確認された。他方で、国民健康保険料の滞納処

分の停止に関し、北区役所では、臨戸調査により転居先等の実情調査を実施すること

としている（北区役所滞納処分の停止事務取扱）。

最終の居住先の賃貸人や親族などの関係者であれば、現在の居住先を知っている可

能性があるから、滞納者のプライバシーを害しないよう留意しつつ、関係者への聴取

も行うべきである。また同じ要件であるにもかかわらず、市税事務所ごとに調査事項

が異なることも不適当であるから、実地調査をすべき場合を例示して定めるなどし、

少なくとも一定の場合には、所在不明の判断の際に実地調査を行われたい。

意見13　財政局は、法人に関して1号停止を行う際は、可能な限り法人代表者に対す

る聴き取り調査を試みるよう指導されたい。

（理由）

破産手続の終結又は清算結了に至っていない法人が事実上休眠状態になり、1号停

止を行う場合、あべの市税事務所及び弁天町市税事務所においては、法人代表者に対

して財産の有無について聴き取り調査を行っていないとのことであった。

しかし、破産手続の終結又は清算結了に至っていない法人で、法人代表者の所在が

つかめているのであれば、少なくとも書面を送付するなどにより、聴き取り調査を試

みるべきである。

意見14　財政局は、各市税事務所における2号停止の要件該当性の判断状況を確認し

たうえで、2号停止の適用の可否について厳格に運用されたい。

（理由）

あべの市税事務所では、2号停止の要件である「滞納処分をすることによってその

生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき」について、財産調査を行なった上で、国

税徴収法第 76 条第 1項に規定する差押禁止の給料等を上回る収入があるかによって

判断しており、差押え可能な財産がない場合には 2号停止の要件が認められるとして

いる。他方で、換価の猶予の申請がされた場合、差押禁止の給料等を下回る場合で

あっても、分割納付を受けている。

換価の猶予と 2号停止は、それぞれ、前者は「徴収金を一時に納付し、または納入
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することによりその事業の継続またはその生活の維持を困難にするおそれがある」こ

と、後者は「滞納処分をすることによってその生活を著しく窮迫させるおそれがあ

るとき」として要件が類似している。2号停止の要件である「滞納処分をすることに

よってその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき」については、「個人である滞

納者の財産につき滞納処分を執行することにより、おおむね、生活保護法の適用を受

けなければ生活を維持できなくなる程度の状態（国税徴収法第 76 条第 1項第 4号に

規定する差押禁止の給料程度による生活の維持状態）になるおそれのある場合をい

う」（地方税務研究会編「地方税法総則逐条解説〔初版〕」380 頁）とされている。ま

た、2年以内に完納が見込める事案については「困難」の範囲になり、換価の猶予の

要件に該当し、完納に至るまで 2年を超える期間を要する場合や担税資力が全くない

事案で完納などを見込むことが出来ない事案が「窮迫」の範囲であり、2号停止の要

件に該当するとする解釈がある（自治体徴収実務研究会編「地方公共団体　徴収実務

の要点」第一法規　4608 頁）。また、換価の猶予についてはこれに加えて「その者が

当該地方団体の徴収金の納付または納入について誠実な意思を有すると認められる」

ことも要件とされている。

そうであるにもかかわらず、あべの市税事務所のような基準で 2号停止を運用した

場合、より収入の程度が低く、誠実な滞納者が換価の猶予により分割納付を行う反

面、より収入の程度が高く、誠実性を欠く滞納者が 2号停止により請求を免れること

になるという矛盾が生じることになる。

実際、あべの市税事務所においては、当初換価の猶予を行う方向で納付交渉を行っ

ていた滞納者が、来庁約束を数回守らないまま一定年月が経ち、最終的に 2号停止が

されたという案件が存在した。かかる事例において、最終的に地方税法第 15 条の 7

第 4項により滞納処分の停止後 3年での消滅、又は時効による消滅がされた場合、不

誠実であることが滞納者を利することになり、誠実に納付交渉を行い換価の猶予を受

けている滞納者と著しい不公平が生じる。ともすれば、2号停止を受けるためにあえ

て納付交渉に応じない滞納者が生じる等、モラルハザードを助長しかねない。

ついては、各市税事務所における 2号停止の要件該当性の判断状況を確認したうえ

で、換価の猶予を申請した者との公平性も考慮し、2号停止の適用の可否について厳

格に判断するようにされたい。
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意見 15　財政局は、各市税事務所における滞納処分執行停止チェック表の記載方法・

活用方法について統一的なルールを策定し、周知すべきである。

（理由）

滞納処分の停止を行うために、各市税事務所において共通の様式による「停止

チェック表」の作成が行われているが、その記載方法について異なる市税事務所はも

ちろん同一の市税事務所においても異なる取扱いがされている場合があった。

たとえば、財産調査の各項目について、「有」又は「無」をチェックする欄が設け

られているが、その意味について、①当該項目に関する調査実施の有無、②調査結果

としての該当財産の有無、③当該停止に当たっての決裁資料の添付の有無、など各事

務所又は担当者によって解釈が異なっている例が散見された。

滞納処分の停止にあたっては、税負担の公平性の観点から、一定の停止事由を充足

しているか否かが客観的に判断できる資料を漏れなく確認する必要があるところ、統

一的な様式を用いているにもかかわらず、その運用に差異があると停止実務の公平性

について疑義を持たれかねない。

そのため、停止チェック表等の様式を作成したときは、その具体的な記載方法等に

ついても合わせて統一的なルールを策定し、市内で公平な取扱いとなるよう留意すべ

きである。なお、停止チェック表の様式は平成 31 年度にはすでに変更が加えられて

いるとのことであり、今後の運用状況について確認し、必要があれば指導を徹底され

たい。

オ、不納欠損

指摘 14　財政局は、債権回収の状況が適切に公表されるように各市税事務所を監督す

べきである。

（理由）

大阪市では、不納欠損理由ごとの件数を毎年公表している。このうち、「消滅時効」

は滞納処分の停止を行ったもののうち、消滅時効が成立したもの、「期間満了」は、

滞納処分の停止を行ったもののうち、地方税法第 15 条の 7第 4 項が定める 3年間の

期間が満了して債権が消滅したもの、「自然消滅」は滞納処分の停止を行うことなく

消滅時効期間が満了したものとされている。このような分類を設けていることの趣旨
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は、滞納処分の停止を行った債権については、法律上、新たに財産の差押えをするこ

とが出来ず（地方税務研究会編「地方税法総則逐条解説〔初版〕」381 頁）、かつすで

に差し押さえをした財産についてはその差押えを解除しなければならないという効力

が認められていることから（同条 3項）、滞納処分の停止を行うという積極的な判断

のもとに債権が消滅をしたものと、そのような判断を行うことなく消滅に至らしめた

ものとを区別するところにある。

しかし、前述のとおり、弁天町市税事務所において 3号停止が行なわれているもの

の大半は、債務者本人が死亡した後、相続調査や財産調査が未了のまま相続人不明と

して滞納処分の停止を行っているものであり、そもそも 3号停止の要件を満たしてい

るか疑義がある。また、実際の処理としても、相続人調査の処理が追いつかないまま

数年間が経過し、消滅時効が完成する間際になってから 3号停止を行っているものが

多数あり、十分な調査を踏まえて滞納処分の停止がされているとは言い難い。また、

弁天町市税事務所において、財産調査が不十分なまま、推測のみに基づいて無財産で

あるとして 1号停止がされている案件が散見されたことも前述のとおりである。

このように、自然消滅にかからしめないために、十分な調査を経ないまま便宜的に

滞納処分の停止を行うことは不適切な運用と指摘せざるを得ない。相続人調査や財産

調査が十分にできていないことは人的資源の限界によるところが大きいと思われるた

め、その事自体を手放しに非難することはできない。しかしこのような滞納処分の停

止の運用を放置すると、相続人調査や財産調査が十分にできない状況にあることが公

にされないことになり、市民への情報公開の観点からも不適切である。

他方、あべの市税事務所では相続人調査未了のまま 3号停止を行っていないがゆえ

に、自然消滅として分類される件数が多く存在するが、市民への情報公開の観点から

すれば、あべの市税事務所の運用の方が適切であると考える。このように 3号停止の

運用が市税事務所間で異なることによって、自然消滅件数の市税事務所間での数値の

差異が、市民に対して誤って伝わることも極めて不適切といえる。

ついては、滞納処分の停止の要件該当性判断を厳格に行うとともに、債権回収状況

については、市民に誤解を与えないような形で公表されるよう監督されたい。
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第２　各論②　―　大阪市国民健康保険

1　減免事務について

ア、減免基準第 2項第 1号

指摘15　福祉局は、大阪市国民健康保険料徴収猶予、減免基準第2項第 1号に基づく

減免申請の承認にあたって「無収入又は減収状態が相当期間にわたると認められ

る」か否かに疑義が残る場合には、3月の納期限までを最大として審査を保留し、

確定申告書の控え等、事実を証し得る資料により確認したうえで、申請時に遡っ

て適用を判断することができる旨を大阪市国民健康保険料減免事務取扱要領に明

記し、各区役所に周知されたい。

（理由）

国民健康保険条例第 21 条は、市長が、災害その他特別の理由により保険料の全額

負担に堪えることが困難であると認められる者に対して、保険料を減免することがで

きる旨を定める。

これを受けた大阪市国民健康保険料徴収猶予、減免基準は、倒産、廃業、休業、退

職等で、当該状況が発生した月以降の平均月額見積所得（退職所得を除く）を基に算

出した 1年間の見込所得が前年中の所得金額に比し 10 分の 7以下になる者について、

該当者の基礎賦課額、後期高齢者支援金等賦課額又は介護納付金賦課額それぞれの所

得割額に下表で定める減免率を乗じて得た額を減免することを定めている。

減免率表

所得減少率 減免率

30%以上 40%未満 30%

40%以上 50%未満 40%

50%以上 60%未満 50%

60%以上 70%未満 60%

70%以上 80%未満 70%

80%以上 90%未満 80%

90%以上 100%未満 90%

100% 100%
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そして、大阪市国民健康保険料減免事務取扱要領は、「保険料は、大阪府に事業費

納付金を納めるために徴収しなければならないが、減免を適用することで、事業納付

金を納めるために必要な額に満たないこととなるため、あらかじめ保険料の算定に含

んでいる。よって、減免にあたっては、他の被保険者との公平性の観点からも、当該

被保険者の保険料負担能力について客観的な状況把握を充分に行い、適用を検討する

必要がある」と前置きしたうえで（1（3））、上記減免基準第 2項第 1 号の適用対象

は「事業又は業務の倒産、廃業、休業、退職等の他に、所得税の予定納税額の減額承

認又は府事業税の減免を受けた場合、失踪、盗難、交通事故などの場合であり、無収

入又は減収状態が相当期間にわたると認められる者」であるとし（3（2）①）、この

適用にあたっては、「申請時点で当該本人が再就職等により資力が回復し、減免を適

用するまでもなく保険料を納付できると認められる場合は、本基準は適用されないの

で、これらの確認については、充分留意すること」と定めている（3（2）①）。

しかるに、北区役所の平成 30 年度国民健康保険料減免申請書類を実査したところ、

上記減免基準が適用された 1件について、減免申請の根拠資料として提出された退職

証明書の退職事由欄に「転職」との記載があるにもかかわらず、申請時に即時減免が

承認されているものが検出された。

この点、当該本人について庁内システムには「6/14 本人来庁。減免に。説明承諾

のうえ、失業減免適用する。」との記事履歴が残っていることを確認した。

しかし、当該記事履歴だけをもっては、どのように「再就職等により資料が回復し

ている可能性」がないものと判断したかが検証不能であると言わざるを得ない。

例えば、経済変動による営業不振のため所得が大幅に減少していると申し出があっ

た者や、給与所得者で前年中に比して当年中の収入が大幅に減少していると申し出が

あった者と同様に、3月の納期限までを最大として審査を保留し、確定申告書の控え

等、事実を証し得る資料により確認したうえで、申請時に遡って適用を判断すること

も可能であろうが、大阪市国民健康保険料減免事務取扱要領にはかかる旨の明記がな

い。

たしかに、減免又は徴収猶予の措置を受けた者の資力その他の事情が変化したた

め、減免又は徴収猶予をすることが不適当であると認められるとき、又は保険料の納

付を不正に免れようとする行為があったと認められるときには、減免の適用を遡って
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取り消し得る（大阪市国民健康保険条例施行規則第 18 条）。

しかし、実務上当該本人が減免承認後に資力回復を自主申告することは期待し難い

ことからすると、減免適用の場面で慎重な取扱いが励行されるべきである。

意見16　福祉局は、大阪市国民健康保険料徴収猶予、減免基準第2項第 1号に基づく

減免申請の承認にあたって、離職票や雇用保険受給者資格者票等の公的書類以外

の書類の提出があるときに、いかなる形式により承認を認めるかにつき基準を定

められたい。

（理由）

大阪市国民健康保険料徴収猶予、減免基準は、倒産、廃業、休業、退職等で、当該

状況が発生した月以降の平均月額見積所得（退職所得を除く）を基に算出した 1年間

の見込所得が前年中の所得金額に比し 10 分の 7以下になる者について、該当者の基

礎賦課額、後期高齢者支援金等賦課額又は介護納付金賦課額それぞれの所得割額に所

定の減免率を乗じて得た額を減免することを定めている。

また、大阪市国民健康保険料減免事務取扱要領は、「保険料は、大阪府に事業費納

付金を納めるために徴収しなければならないが、減免を適用することで、事業納付金

を納めるために必要な額に満たないこととなるため、あらかじめ保険料の算定に含ん

でいる。よって、減免にあたっては、他の被保険者との公平性の観点からも、当該被

保険者の保険料負担能力について客観的な状況把握を充分に行い、適用を検討する必

要がある」と定める（1（3））。　　

しかるに、各区役所の平成 30 年度国民健康保険料減免申請書類を実査したところ、

以下の形式の文書をもって申請者の退職の事実が確認できたと認め、減免を承認した

例が検出された。

ⅰ）雇用主の氏名まで減免申請者のものと思われる筆跡で書かれた退職証明書（但

し、雇用主名の押印あり）

ⅱ）押印がない退職証明書

ⅲ）雇用主の代表者ではなく人事部長名義で作成された退職証明書（但し、雇用主

名の押印ではなく、当該人事部長名の押印）

ⅳ）雇用主の代理人弁護士名義の破産申立受任通知（当該弁護士名義の退職証明書
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や離職票の提出を受けていない）

これら文書は上記減免基準適用の根拠にならないわけではない。しかし、偽造が比

較的容易である形式であったり（上記ⅰ～ⅲ）、退職の事実を直接証明するものでは

ないため（上記ⅳ）、市としてどの程度の形式が揃えば減免適用を承認する資料とし

て認めるのかについて統一的な基準を設けることで、各区役所の公平性が保たれると

ともに、事務効率を高めるものと考える。

イ、減免基準第 2項第 3号

指摘16　福祉局は、大阪市国民健康保険料徴収猶予、減免基準第2項第 3号に基づく

減免申請承認の取扱に関して、本市消防署からは被害の程度を証する情報の確認

ができず、区地域課の所管する小災害救助実施報告書により申請承認がされてい

る実態に鑑み、大阪市国民健康保険料減免事務取扱要領 3（4）①を改訂し、各

区役所に周知されたい。

（理由）

国民健康保険条例第 21 条は、市長が、災害その他特別の理由により保険料の全額

負担に堪えることが困難であると認められる者に対して、保険料を減免することがで

きる旨を定める。これを受けた大阪市国民健康保険料徴収猶予、減免基準は、災害に

より保険料の全額負担に堪えることが困難であると認められる者に対して、基礎賦課

額、後期高齢者支援金等賦課額及び介護納付金賦課額それぞれの所得割額、均等割額

及び平等割額について、下表で定める減免率を乗じて得た額を減免することを定めて

いる（第 2項第 3号）。

減免率表

災害の種類及び程度 減免率

全壊、全焼、大規模半壊 100%

半壊、半焼 70%

火災による水損又は床上浸水 50%

そして、大阪市国民健康保険料減免事務取扱要領は、上記減免基準第 2項第 3号の

適用にあたっては、「り災証明書等、被災の事実を証明する資料及び被害程度の確認

ができる資料の写しの提出を求めること、被災の程度の判定が、り災証明書等だけで
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は困難なものにあっては、消防署や固定資産税担当等の証明書発行所属に確認するこ

と」を定めている（3（4））。

しかるに、北区役所の平成 30 年度国民健康保険料減免申請書類を実査したところ、

本市では消防署に確認を行っても被害程度（全焼、半焼等）の判定を行わないことか

ら、同区長名義の小災害救助実施報告書をもって上記の減免申請を承認する取扱いが

行われていたことを検出した。

上記取扱いは、上記要領 3（4）①には通常想定されているように読めないことか

ら、以後事務の効率性を阻害しないよう改訂の必要を認める。

2　滞納整理事務について

ア、分納誓約

意見 17　福祉局は、滞納案件について分納誓約を認める場合であっても、滞納者に財

産が判明した場合には速やかに滞納処分を先行させ、換価の猶予手続を利用しな

がら交渉を行う運用を推進されたい。

（理由）

国民健康保険料は、「地方自治法第二百三十一条の三第三項に規定する法律で定め

る歳入」とされているので（国民健康保険法第 79 条の 2）、「地方税法の滞納処分の

例により処分する」ことができる（地方自治法第 231 条の 3第 3項）。

この地方自治法の規定を根拠として、次の換価の猶予に関する規定（地方税法 15

条の 5以下）も国民健康保険料に適用されることとなる。

（換価の猶予の要件等）

第十五条の五

1　地方団体の長は、滞納者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合

において、その者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金の納付又は納入につ

いて誠実な意思を有すると認められるときは、その納付し、又は納入すべき地

方団体の徴収金（徴収の猶予又は第十五条の六第一項の規定による換価の猶予

（以下この章において「申請による換価の猶予」という。）を受けているものを

除く。）につき滞納処分による財産の換価を猶予することができる。ただし、そ

の猶予の期間は、一年を超えることができない。
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一　その財産の換価を直ちにすることによりその事業の継続又はその生活の維

持を困難にするおそれがあるとき。

二　その財産の換価を猶予することが、直ちにその換価をすることに比して、

滞納に係る地方団体の徴収金及び最近において納付し、又は納入すべきこと

となる他の地方団体の徴収金の徴収上有利であるとき。

2　第十五条第三項から第五項までの規定は、前項の規定による換価の猶予（以

下この章において「職権による換価の猶予」という。）について準用する。この

場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それ

ぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

ところで、大阪市では、1期分の保険料負担の軽減を図り、新たな未収金を発生さ

せることなく保険料を円滑に完納するための納付方法として、分納誓約を認めてい

る。分納誓約とは、翌年 5月末日までの完納を原則とし、やむを得ない場合は、滞納

繰越分を翌年 3月までに完納する計画を立てる運用のことである。

しかし、分納誓約にはそもそも法的根拠が見当たらないことや、納付について誠実

な意思を有する滞納者に対する救済は上記規定に予定されていること等からして、あ

くまで滞納者に財産が判明した場合は、滞納処分ができない事情が認められない限り

これを先行させることが原則であり、分納誓約の運用の存在がこれを排することはな

いというべきである。

この点、各区役所の平成 30 年度滞納管理記録を実査したところ、①同一の滞納者

との間で分納誓約、不履行を繰り返し、1年以上にわたって納付交渉が続けられてい

る例や、②その間財産調査により生命保険、預金、給与、売掛金債権等の財産が明ら

かになっているにもかかわらず滞納処分を先行させず、分納誓約を認めている例が複

数検出された。

市としては法律に則った原則的な対応が望まれるところである。
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イ、財産調査

意見18　福祉局は、滞納者に対する財産調査にあたり預金取引履歴を1年程度遡って

開示するよう金融機関等の第三債務者に求めるべき類型を整理し、各区役所に周

知されたい。

（理由）

滞納者に対して適時に効果的な滞納処分を行うためには、滞納者の保有する財産を

いかに的確に把握できるかが重要となる。

現在、滞納者の預貯金債権については、主要金融機関や過去に取引があったことを

把握している金融機関等の取引履歴について概ね 3ヶ月程度分の開示を求め、確認す

るという運用が行われている。

しかし、預貯金にかかる取引履歴は、単に現在残高を知るにとどまらない、滞納者

の生活状況を知るきわめて重要な情報源である。財産調査という面でも、滞納者本人

が認識していなかったり隠匿していたりする財産（現金、動産、第三者に対する債権

等）の発見につながることが多い。定期収入及び支出の調査としては、1年程度履歴

を遡ることが有用である。

量が膨大となること、金融機関より任意開示を受けている現状から、全件について

上記指摘を実現することが現実的でないとしても、高額滞納者や高額所得者などの、

長期間の取引履歴の開示を求めるべき類型を整理することが望まれる。

指摘17　福祉局は、滞納者の財産調査の結果明らかになった預貯金取引履歴について、

債権の存在が疑われる入金元や不当な財産移転が疑われる出金先の調査を大阪市

行政手続条例第 2条第 7号に基づいて行うべき類型を整理し、各区役所に周知

されたい。

（理由）

滞納者に対して適時に効果的な滞納処分を行うためには、滞納者の保有する財産を

いかに的確に把握できるかが重要となる。

本監査において実査を行った区役所のうち、北区役所では、滞納者の預貯金取引に

表れた入金履歴について、預貯金口座を管理する金融機関に仕向金融機関を照会し、

照会により判明した仕向金融機関に対して振込人の情報をさらに照会するという方法
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によって、滞納者が債権を有する先を把握した例を検出した。このような調査は他区

（住之江区、平野区、西淀川区）では行われていない。財産調査として非常に有用な

方法であり、他区でも励行されるべきである。

この点、西淀川区役所でのヒアリングによれば、上記の債権調査について、法的根

拠がない又は相手方に回答義務がないことを理由に実施していないとのことであっ

た。

しかし、法的根拠については大阪市行政手続条例第 2条第 7号に求めることができ

る上、相手方に回答義務がないからといって調査不能というわけではなく、区役所が

調査を実施しない理由にはならないというべきである（現に北区役所では調査により

債権先を把握することができている。）。

指摘 18　福祉局は、滞納者の有する給与債権について、国税徴収法第 76条第 1項第

4号所定の差押禁止額を超える額が認められれば、別途滞納者から生活状況につ

いて説明を受けるなどの事情がない限り、遅滞なく差押えを実行するよう各区役

所に指導されたい。

（理由）

滞納者に保有財産が判明しているにもかかわらず、適時の差押えを行わず責任財産

を逸失させてしまった場合には、市として債権管理の不備を問われかねない。

しかし、市税事務所においては表見財産の一つとして積極的に給与債権の調査・差

押えが行なわれているのに対し、各区役所においては給与債権の差押えの実績がきわ

めて低調である。

例えば、西淀川区における実査では、滞納者について平成 29 年 9 月の時点で勤務

先及び給与額が判明しており給与の差押えが可能な状況にはあったものの、直ちに差

押えを行わず、翌平成 30 年 2 月に再度給与照会を行った時点では、滞納者は同年 1

月に退職をしてしまっており、数ヶ月分の給与債権からの回収の機会を逸した例を検

出した。

ヒアリングの結果、給与債権の差押えの実績がきわめて低調である原因の一つに、

各区役所担当者が滞納者の「生存権」（憲法第 25 条）に行き過ぎた配慮をし、生活の

原資となる給与債権に対する強制力の発動を躊躇している傾向があるように思われ
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る。

現状でも、各区役所は、国税徴収法第 76 条第 1 項第 4 号所定の金額を指標とし、

当該金額を超える給与債権のみを差押可能と認識しており、この基準によって滞納者

の「生存権」（憲法第 25 条）に対する配慮を十分に行っている。したがって、当該金

額を超える給与債権が認められている場合には、原則として、重ねて滞納者の「生存

権」への配慮を理由に差押えを控えるべきではない。

上記の国税徴収法第 76 条第 1項第 4号所定の金額も一指標である以上、滞納者か

ら具体的な生活状況の説明を受けた場合に例外的に差押えを控えるべき事例がないわ

けではない。しかし、少なくとも滞納者との接触もないままに区役所の一方的な配慮

で差押えを控えることは、公平の観点から不適切というべきである。

指摘 19　福祉局は、滞納者が有する売掛債権等について、各区役所が売掛先等の調査

及び売掛債権等の差押えを適切に実行することができるよう各区役所に指導され

たい。

（理由）

滞納者に保有財産が判明しているにもかかわらず、適時の差押えを行わず責任財産

を逸失させてしまった場合には、債権管理の不備を問われかねない。

実査の結果、現状では、各区役所は、滞納者が有する売掛金等の取引債権について

は積極的に差押え対象とせず、調査（預金取引履歴から仕向金融機関、振込人を遡っ

て行う調査等）自体も低調であることが判明した（平野区役所・住之江区役所では 0

件であり、そのような調査等を検討したこともないとのことである。）。より効果的・

効率的な回収という点から、今後は積極的な調査・差押えが望まれる。

なお、特に滞納者が個人事業主である場合では、売掛金等の取引債権の差押えが事

業破綻のきっかけとなり、結果として滞納者の「生存権」（憲法第 25 条）を脅かすこ

とがないわけではない。たしかに、このような滞納者に対しては、減免制度や換価の

猶予制度などの活用により緩和措置が検討されるべきであるが、少なくとも区役所の

一方的な配慮により調査・差押えを控える理由にはならないというべきである。

指摘 20　福祉局は、区役所が主体となって滞納者が保有する動産等（現金を含む。）
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を捜索・公売する体制の整備を検討されたい。

意見 19　福祉局は、区役所において滞納者の動産等（現金を含む。）を捜索・公売す

る体制の整備が完了するまでの間、一定の滞納者に対する滞納整理について移管

基準の見直しを検討されたい。

（理由）

滞納者に保有財産が判明しているにもかかわらず、適時の差押えを行わず責任財産

を逸失させてしまった場合には、市として債権管理の不備を問われかねない。

しかし、現状では、仮に滞納者が動産等（現金を含む。）を隠匿している可能性を

認識できたとしても、区役所が主体となって動産等を捜索・公売する体制がなく、実

務的には処分をあきらめざるを得ないという実態が判明した。実際、本監査において

実査対象とした 4区役所全てにおいて、動産捜索・公売の実績はなかった。

本監査における実査でも、預金債権に対する差押え処分の直前に預金が引き出され

た例は複数検出されている。悪質（高額）滞納者は、自宅や事業場に現金や換価可能

動産を保有・保管している可能性は十分に考えられるところ、実際に捜索・公売を実

行せずとも、そのような制度的背景があることで、将来の滞納発生に対する抑止力も

期待できる。さらに、来庁をせず、財産開示に応じない不誠実な高額滞納者に対し、

直接接触する機会ともなり、その後の納付交渉・任意納付につながることも期待でき

る。

福祉局所管の市債権回収対策室国保・介護班において動産捜索・公売を行なう体制

が既に存在するのであれば、各区役所にて動産捜索・公売の体制が整うまで、同部署

への積極的な移管を行なう方向での基準の見直しがなされるべきである。しかし、同

部署にても当該体制が備わっていないのであれば、暫定措置として、縦割り行政の枠

を超えて、財政局所管の市債権回収対策室収納班（市税との重複滞納が前提ではあれ

ど国民健康保険料の収納も取り扱っている。過去に動産捜索を行なっていたという実

績もある。）への移管も一つの選択肢として、人員体制の面も含めて積極的に対策協

議を行なっていただきたい。
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ウ、滞納処分の停止

1号停止

指摘21　福祉局は、滞納者に対して地方税法第15条の 7第 1項第 1号の例により滞

納処分の停止を行うに際し、財産調査の結果少額でも預貯金債権が判明している

場合には、当該債権が差押禁止財産を原資とするからといって「無財産」の要件

を満たさない、という運用が各区役所において徹底されているかを継続的に監督

されたい。

（理由）

国民健康保険料は「地方自治法第二百三十一条の三第三項に規定する法律で定める

歳入」とされているので（国民健康保険法第 79 条の 2）、「地方税法の滞納処分の例

により処分する」ことができる（地方自治法第 231 条の 3第 3項）。

これを受け、地方税法第 15 条の 7に定める滞納処分の停止についても国民健康保

険料に対する適用があり、同条第 1項各号の要件を満たした場合に限り、滞納者に対

して滞納処分の停止を行うことができる。

ここで、地方税法第 15 条の 7第 1 項第 1号に「滞納処分をすることができる財産

がないとき」には滞納処分の停止をすることができる旨の規定がある。

この点、西淀川区の滞納処分の停止にかかる一件記録を実査したところ、財産調査

の結果預貯金債権が判明したにもかかわらず、その金額が少額であるか、給与等の差

押禁止財産を原資とするものであることを理由として、「滞納処分をすることができ

る財産」ではないと判断し、滞納処分の停止を認めた例が検出された。

しかし、少額であっても預貯金債権は「滞納処分をすることができる財産」に該当

するものであるし、給与等の差押禁止財産を原資とするものであったからといって、

ただちに預貯金債権がその属性を承継するものでもなく、個別具体的な検討が必要と

されるところである。

折しも平成 31 年 3 月に福祉局は、上記是正を内容に含む「滞納処分の停止にかか

る事務処理手引き」を作成している。今後はこの手引きを各区役所が遵守するよう継

続的な監督が必要となる。
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2 号停止

指摘22　福祉局は、滞納者に対して地方税法第15条の 7第 1項第 2号の例により滞

納処分の停止を行うに際し、滞納者から「生活・財産状況申出書」の提出を受け

るか、少なくとも生活用預貯金口座の履歴を 1年程度遡って調査するなどして

滞納者の生活状況を正確に把握してから停止の可否について検討する運用が、各

区役所において徹底されているかを継続的に監督されたい。

（理由）

国民健康保険料は「地方自治法第二百三十一条の三第三項に規定する法律で定める

歳入」とされているので（国民健康保険法第 79 条の 2）、「地方税法の滞納処分の例

により処分する」ことができる（地方自治法第 231 条の 3第 3項）。

これを受け、地方税法第 15 条の 7に定める滞納処分の停止についても国民健康保

険料に対する適用があり、同条第 1項各号の要件を満たした場合に限り、滞納者に対

して滞納処分の停止を行うことができる。

ここで、地方税法第 15 条の 7第 1 項第 2号に「滞納処分をすることによってその

生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき」には滞納処分の停止をすることができる

旨の規定がある。

この点、各区役所の滞納処分の停止にかかる一件記録を実査したところ、滞納者か

ら「生活・財産状況申出書」の提出を受けないまま停止を認めた例や、一とおり預貯

金債権の調査は行っているものの生活用預貯金口座が判明しないまま停止を認めた例

が複数検出された。

滞納者が生活保護を受けていないのであれば、何らかの生活資金を調達しているこ

とは間違いなく、それを確認しないまま滞納処分を停止するのでは、「滞納処分をす

ることによってその生活を著しく窮迫させるおそれ」がない者に対してまで停止を認

めてしまう法令違反が発生するリスクが否定できない。

折しも平成 31 年 3 月に福祉局は、上記生活状況の把握を内容に含む「滞納処分の

停止にかかる事務処理手引き」を作成している。今後はこの手引きを各区役所が遵守

するよう継続的な監督が必要となる。

意見 20　福祉局は、滞納者に対して地方税法第 15条の 7第 1項第 1号又は第 2号
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の例により滞納処分の停止を行うに際し、無財産や生活困窮に至った経緯の把握

に努め、仮に浪費がある滞納者に対しては慎重な判断を行うよう各区役所に指導

されたい。

（理由）

滞納処分の停止を判断するにあたっては、滞納者から「生活・財産状況申出書」の

提出を受けるか、少なくとも生活用預貯金口座の履歴を 1年程度遡って調査するなど

して滞納者の生活状況を正確に把握することが肝要であることは先に述べた。

このとき、無財産や生活困窮に至った経緯を把握することは、滞納者の認識しない

債権の発見につながることがあるほか、滞納者の浪費の発見につながることがある。

浪費により無財産や生活困窮に至った者に安易に滞納処分の停止を認めることは、法

律上許されないものではないが、モラルハザードを招くおそれが大きく、慎重な判断

が求められるところである。

この点、西淀川区の滞納処分の停止にかかる一件記録を実査したところ、預金取引

履歴に JRA（競馬）への支出が見られた滞納者に対して、特別な検討をすることも

なく（面談もせず）無財産による停止の判断を行なった例を検出した。

同区担当者は、このような浪費について特段調査の必要性を感じなかったとのこと

であるが、国民健康保険制度への信頼を高め、保険料をきちんと納付している大部分

の者の納付意思を持続させるためにも、モラルハザードに対しては十分な配慮が求め

られるところである。

3号停止

指摘 23　福祉局は、出国により所在不明となった滞納者に対して地方税法第 15条の

7第 1項第 3号の例により滞納処分の停止を行うに際しては、滞納者の国内財

産の調査を行うよう各区役所に指導されたい。

指摘24　福祉局は、出国により所在不明となった滞納者に国内財産が判明した際には、

直ちに滞納処分を実施するよう各区役所に指導されたい。

（理由）

国民健康保険料は「地方自治法第二百三十一条の三第三項に規定する法律で定める

歳入」とされているので（国民健康保険法第 79 条の 2）、「地方税法の滞納処分の例
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により処分する」ことができる（地方自治法第 231 条の 3第 3項）。

これを受け、地方税法第 15 条の 7に定める滞納処分の停止についても国民健康保

険料に対する適用があり、同条第 1項各号の要件を満たした場合に限り、滞納者に対

して滞納処分の停止を行うことができる。

ここで、地方税法第 15 条の 7第 1 項第 3号に「その所在及び滞納処分をすること

ができる財産がともに不明であるとき」には滞納処分の停止をすることができる旨の

規定がある。

この点、各区役所の滞納処分の停止にかかる一件記録を実査したところ、滞納者が

出国した事実をもって直ちに地方税法第 15 条の 7第 1 項第 3号の例による停止を認

めた例を複数検出した。

同号に基づく停止は「所在不明」だけではなく「滞納処分をすることができる財産

がともに不明」であることまで要件とするものであるから、たとえ滞納者自身が出国

した場合であっても、記録上国内に財産を保有している可能性が認められるのであれ

ば、その調査なしには停止の判断は行ってはならない。

上記検出例では、出国直前に滞納者名義の預金口座に振替が行われていることが預

金取引履歴上明らかである例や、高級な賃貸マンションに居住しており敷金・保証金

返還債権の存在が疑われる例などが存在したが、いずれの例でも特段の調査は行われ

ないまま停止の判断が行われていたものであり、法令違反の可能性が認められる。

また、滞納者に国内財産の保有が判明した場合、公示送達により差押通知を行うこ

とで財産を差し押さえることが可能である。一部の区役所では、この公示送達で差押

えを行うことができないという誤解により、出国した滞納者にかかる差し押さえ可能

な財産を発見した場合であっても滞納処分を実施していない事例が存在した。

指摘25　福祉局は、納付義務者が死亡した場合に地方税法第15条の 7第 1項第 3号

の例により滞納処分の停止を行うに際しては、相続人及び財産の調査を完了する

よう各区役所に指導されたい。

（理由）

地方税法第 15 条の 7第 1 項第 3号は「その所在及び滞納処分をすることができる

財産がともに不明であるとき」には滞納処分の停止をすることができる旨を定める。
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しかるに、本監査でのヒアリングによれば、各区役所とも、納付義務者が死亡した

場合には、葬祭費の請求を行なった遺族や同居の親族に対して納付義務を相続して支

払うよう促しているものの、それ以上相続人（又は相続放棄）の調査はせず、ほぼ自

動的に地方税法第 15 条の 7第 1 項第 3号の例による滞納処分の停止とされているこ

とが判明した。

市税の徴収事務にかかる指摘と同様、国民健康保険料についても、上記の運用は、

相続人に対する差押え等の機会を失うだけでなく、他の納付義務者の存在の可能性が

ある以上、停止要件に該当していることにならないため、法令違反の疑いがある。

調査ができない理由は、これも市税の徴収事務と同様、人的資源の限界によるとこ

ろが大きいと思われるが、法令違反の疑いがある以上、相続人及び財産の調査を完了

することを要求せざるを得ない。

その他、執行停止について

指摘26　平野区役所は、執行停止判定会議の開催を徹底されたい。

指摘27　福祉局は、各区役所に対して、適時に執行停止判定会議を開催するよう促進し、

その運用について区役所間の統一を図られたい。

（理由）

滞納処分の停止の判断を行うにあたっては、重大な意思決定過程について市民に対

する説明責任を果たせないリスクを回避すべく、執行停止判定会議を実施し、その

判断について公文書として記録を行う必要がある（大阪市公文書管理条例第 4条第 3

項）。

この点、住之江区役所は平成 30 年度に 4度の執行停止判定会議を開き、地方税法

第 15 条の 7第 1 項第 2号の例による停止に関して、形式的判断が可能である生活保

護世帯以外の生活困窮について判定会議を行い議事録まで残していた一方、平野区役

所は、執行停止判定会議を行なった実績がなかった。

平野区担当者は、判定会議に出席するべき者は随時相談をして判断を行っており、

必要な決裁手続を経ているため、敢えて判定会議を開催する必要がない旨弁解する

が、会議を行うか否かによる結論への影響が不明である以上、要綱上定められたとお

り会議を開催し、その議事録を残すべきであり、それが市民に対する説明責任を果た
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すことにつながるものである。

3　その他

国民健康保険法上、国民健康保険料は「世帯主」に賦課されるため、住民基本台帳

上の「世帯主」でない者の所得に対して国民健康保険料が賦課された場合、「世帯主」

の負担能力に比して高額な国民健康保険料が賦課される場合がある。

そして、各区役所に対する実査の結果、上記の「世帯主」でない者の納付協力が得

られない結果、「世帯主」の財産状況（高齢で年金受給者である等）を基準として滞

納処分の停止を認めざるを得なかった事例が複数検出されている。

上記事例は、世帯員に連帯納付義務を認めるなど国民健康保険法が改正されない限

り根本的に解決し得ない問題であるため、市に対する指摘・意見とはしなかったが、

国民健康保険制度の問題点として本書に紹介しておく。
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第3　各論③　―　市税及び国民健康保険に関する横断的な意見

1　市債権回収対策室への引継ぎについて

指摘 28　市債権回収対策室収納班は、引継ぎ除外事由（市税側）のうち、包括条項に

ついて、要件該当性判断のさらに具体的な基準を設定されたい。

指摘 29　福祉局は、引継ぎ除外事由（国保側）のうち、包括条項について、要件該当

性判断のさらに具体的な基準を設定されたい。

指摘 30　福祉局は、各区役所において包括条項により引継ぎ除外の判断を行なった案

件について、その具体的な判断過程を記録されたい。

（理由）

市税、国民健康保険料（資格喪失）の重複滞納案件については、概略以下の流れで

引継ぎ対象リストが作成される（市債権回収対策室収納班対応分のみ）。なお、以下

の流れにおける「包括条項」とは、「その他引継ぎが相当でないと認められる案件」

との除外事由を指すものである。

①市税金額上位から順にピックアップ→市債権回収対策室収納班による「市税側

の除外事由」該当性判断→目標件数に満つるまでピックアップ→暫定リスト作

成→区役所による「国保側の除外事由（包括条項も含む全て）」該当性判断→

引継ぎリスト完成

②上記①以外で、国保金額上位から順にピックアップ→市債権回収対策室収納班

による「国保側の除外事由（包括条項以外）」該当性判断→暫定リスト作成→

区役所による「国保側の除外事由（包括条項も含む全て）」該当性判断→引継

ぎリスト完成

市債権回収対策室収納班による除外事由認定はすべて端末画面上での判断ではある

ものの、包括条項の適用により引継ぎ除外を行なった案件についても、その理由を端

末リスト上に端的に記録している。

他方で、各区役所においては除外事由認定に際して紙媒体のリストに除外事由を手

書きで記載するのみであり、具体的な判定理由や判断過程の記録が適切に残っている

とは言いがたい状況であった。

市債権回収対策室収納班及び福祉局は、包括条項の該当性判断について、担当者の

主観によるばらつきが排除できていない点がまず問題であり、包括条項についてさら
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に具体的な基準を定められたい。なお、市債権回収対策室収納班は、この点について

平成 31 年度よりすでに具体的な取り組みを始めているとの説明であり、その運用実

態と成果の確認を徹底されたい。

また、各区役所においては、当該包括条項による除外認定の適否の事後検証ができ

ない点も問題であり、判断過程を資料として適切に残すべく福祉局により監督された

い。

2　その他

指摘 31　福祉局は、提供を受けた財産調査及び滞納処分についてのノウハウを各区役

所にて速やかに実践するよう、指導を徹底されたい。

意見 21　財政局及び福祉局は、区役所と市税事務所、市債権回収対策室との間で、財

産調査及び滞納処分についてのノウハウの共有・交換・蓄積を図られたい。

（理由）

前述のとおり、区役所において給与、売掛金、クレジット売上げ、動産等の財産調

査・差押え処分の実績がほぼ皆無であった一つの原因として、区役所単体としてのノ

ウハウ不足がある。

現在、給与債権については試験的に差押えが実施されているものの、裏を返せば差

押えを受けた者と、差押えを受けず放置若しくは事実上猶予を受けている者との公平

性にも疑義が生じている状況である。

従来から滞納整理事務の新任者に向けた「新任者研修会」は行なわれており、さら

に平成 27 年度からは、市債権回収対策室収納班の主催によって福祉局職員及び各区

役所の徴収事務担当者を対象としたより実践的な滞納整理に関するOJT研修が実施

されている。同OJT研修は、概ね 3ヶ月間の研修期間中週一回市債権回収対策室収

納班へ出張しノウハウを学ぶというものであるが、年に 5名ほどの受け入れであり、

24 の区役所への直接的な知見の浸透は困難であり、現に研修開始から 4年が経った

平成 30 年度においても、各区役所では給与差押えすらほぼ行なえていない状況にあ

る。

よって、福祉局は、提供を受けた財産調査及び滞納処分についてのノウハウを各区

役所にて速やかに実践するよう、指導を徹底されたい。ノウハウ共有をさらに実効的
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なものとするべくその方法に工夫を尽くすと同時に、共有を受けたノウハウを直ちに

各区役所において実践する体制を整えることで、早期に各区役所における財産調査・

滞納処分の実績を改善するよう努めていただきたい。

そして、財政局と福祉局は、各区役所における体制の改善が急務であることを互い

に認識した上で、市税事務所及び市債権回収対策室のノウハウ共有の充実に向け、必

要に応じて随時積極的な協議を推進していただきたい。
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第4　総括

1　今年度の包括外部監査は、大阪市の歳入の約 4割を占める地方税（市税）の徴収

事務、及び大阪市が保険者として運営している国民健康保険事業の収入の約 2割を占

める国民健康保険料の徴収事務を対象としている。

市民・加入者に対するサービスの向上と制度の維持を実現していくために、その財

源確保が適正に行なわれているかは、市民・加入者の重大な関心事項である。

市民層の多様化・高齢化が進む中で複雑化を余儀なくされている市政、及び、医療

費が拡大を続ける中で国民皆保険制度の最後の砦となっている国民健康保険事業、そ

れぞれの政策・事業を実施する原資として市民・加入者が負担する市税・保険料につ

いては、法律・条例に基づいて各人の負担能力に応じた公平な賦課を前提としている

以上、制度上の限界はありながらも、100%の納税・納付率を目指した徴収事務の改善・

効率化を不断に進めるのでなければ、凡そ市民の理解は得られないものとなる。

しかし現実には、大多数の市民・加入者がルールに従った納税・納付を行っている

ものの、現実には納税・納付率が 100%ではない状況である。

つまり、賦課された市税・健康保険料を誠実に納付している市民・加入者と、納付

していない市民・加入者との間には不公平が生じているか、少なくとも誠実な市民・

加入者にとっては不公平に受け止められかねない状況にあり、この点について第三者

の立場から確認を行うことが有用と考え、下記の基本的視点から監査を行うこととし

た。

①　減免措置適用の申請を行った者に対する支払い能力に関する調査が適正に行わ

れ、他方で必要な者に対する減免等は必要・十分に行われているのか。

②　滞納者に対する徴収手続が適正な手順を確立した上で、適正に督促し、調査し、

差押え等の執行が行われているのか。また、徴収が実現出来ない場合に公平かつ

適正に不徴収処理・欠損処理がなされているのか。

③　①、②の疑問に対して、事後的チェックを行うことが可能か。

2　前記の基本的視点から、市税と国民健康保険料の徴収事務について、下記の事項

について監査を行った。

①　法令により与えられた権限を最大限に活用し、財源確保の最大化を実現できて
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いるか。

②　法令に従い、公平かつ平等な徴収ができているか。

③　限られた人的・物的資源の中で、効率的な徴収ができているか。

④　上記①から③を事後的に検証可能なものとする目的で、適正な資料の管　理・

保管、データの集約保存ができているか。

⑤　市民・加入者に対し、実態を正確に反映した情報が提供されているか。

3　上記 2①については、実査対象として選定した市税事務所及び区役所にて、特に

財産調査・滞納処分、分納制約による任意納付の実態を確認したうえで、弁護士とし

ての職務経験から得た専門的知見である、民事執行、民事債権回収における最大回収

努力の有り様と比較し、権限を最大限活用できているか、適正な任意 /強制の手段選

択がなされているかという視点から、指摘・意見を行なった

現に、差押え可能な財産の発見後速やかに滞納処分に着手しないことにより差押え

が功を奏しなくなってしまったという案件は、市税・国民健康保険料ともに確認され

ており（指摘 7、指摘 18）、通常の民事執行、民事債権回収における最大回収の例に

比して対応不十分といわざるを得ないため、この点は速やかに対応をされたい。

特に国民健康保険料の徴収事務においては、窓口における分納誓約による事実上の

差押え猶予（換価の猶予措置と違い、法令の根拠のないもの）が原則であるかのよう

に運用され、現に把握できている差押え可能財産を差し押さえることなく任意の分割

納付を受け入れているという実態がある。本来、かかる猶予措置は地方税法が定める

要件を満たした場合に初めて行いうるものであるため、事実上の差押え猶予が緩慢か

つ際限なく行われる危険性をはらんでいる。この法令の根拠を欠く措置自体に猶予期

間中の財産の逸出の危険性という問題が潜在していることをここで指摘し、長期的な

視点としては「差押え可能財産が現に存在するのであれば速やかに差し押さえを行い、

要件を充たす場合に法令上の換価の猶予措置をとる」という取扱いが法令上予定され

ていることを念頭に、市民への説明責任に堪える徴収事務の有り様を検討すべきであ

る。

国民健康保険料の強制徴収に関しては、市税事務所との明らかなノウハウの差が浮

き彫りとなり、現に、各区役所による給与、売掛金、クレジット売上金、自宅内動産
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等の財産調査・差押え処分の実績はほぼ皆無の状態であった。通常の民事執行、民事

債権回収との比較の視点からは大きな問題であると捉えており、改善を繰り返しなが

ら取り組んでいるという研修会などの成果に期待したいところである。

4　上記 2 ②については、まず過去の実績数値の精査を行い、年度ごとのばらつき、

市税事務所及び区役所ごとのばらつきについて確認・検証した。その上で、特に減免

措置・滞納処分の停止措置・猶予措置について、統一的基準に基づいて要件判断が

行なわれているか（担当者による主観的判断排除の仕組みが整っているか）、財産調

査・滞納処分について公平な着手と一定水準の調査・処分が行なわれているかを確認

し、指摘・意見を行なった。

法令を根拠として、一義的に明らかなルールに則り機械的に決定がなされる事務（賦

課・課税）においては、単純なエラーの発生以外に、その正確性や公平性に疑義が生

じることは一般的に考えがたい。他方で、減免措置・滞納処分の停止措置・猶予措置

など事案ごとに一定の判断が求められる事務や、財産調査・滞納処分など一定のノウ

ハウが求められる事務においては、担当者レベル・組織レベルにおいて判断基準やノ

ウハウに差異が生じやすい。また、申請主義が取られている減免措置においては市民

への制度の周知や教示の方法によって公平性に疑義が生じる可能性もある。　　

現に、国民健康保険料における滞納処分の停止状況（72 頁 ~75 頁）については、停

止事由ごとの年度別実績人数の増減、区役所ごとの停止事由適用判断のばらつきは極

めて顕著であって、同一の基準・ルール・解釈に基づいて処分が実行されているとは

考えられない程度に達していると評価せざるをえない状況にあった。

さらに、比較的主観的判断の余地が少ないと考えられる減免措置においても、固定

資産税の災害減免における判断基準の参考資料が不足していることで損耗度の判定が

不明瞭であったり（指摘 4、5）、所得減少について客観的根拠を求める運用が徹底さ

れていなかったり（意見 16）と、組織ごと、担当者ごとに判断が異なる危険性が存

在する状況であったことが確認できている。これらの点は早急に上局において統一的

な対応を検討願いたい。

国民健康保険料については、前述のように例外的取扱いであるはずの分納誓約（事

実上の差押えの猶予と任意の分納の受け入れ）が多く活用されている実態があるが、
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分納誓約と不履行を繰り返している例も散見され、現に一括納付を行なった滞納者や

差し押さえを受けた滞納者との不公平も生じている状況にある。例外的取扱いの更な

る例外的取扱いを現場の判断にて認めることで原則的取扱いが意義を失っている現状

の一例であり、結果として悪質な滞納者を利することとなっているケースもあるもの

と考える。

　　　

5　上記 2①③と②は、時に相反するとの現場の声もあった。現場においては、債権

回収の実効性・効率性を確保するために、現場の判断で「必要に応じた個別対応」

「例外的取扱い」がなされている。上記のように、現場判断で分納誓約による事実上

の猶予措置を認める、場合によっては繰り返しの分納誓約を認めるというものは、任

意の分割納付という回収方法の「効率性（費用対効果）」を重視した代表例であると

いえよう。

しかし、法令に準拠した画一的処理が求められる行政の運用においては、上記 2①

③は上記 2②の範囲内にて実現されるべきものである。有効かつ効率的な例外的手段

が存在すると考えるのであれば、そのノウハウを共有し、検証し、その上でルールと

して一般化する努力をなすべきであり、現場判断による例外的取扱いを安易に認める

べきではない。　　

市税事務所や区役所ごとの実績数のばらつきと、実査において発見された公平性の

観点からの具体的な事務処理上の問題との関連性は、必ずしも明らかであったとはい

えない。しかし、行政の在り方としては、有効かつ効率的と考えられる例外的手段に

ついては現場判断でこれを執り行うのではなく、その有効性だけでなく問題点も検証

し、ルールとして一般化するべきであり、これにより公平性・平等性が担保されると

同時に、部署や担当者のノウハウの底上げにも寄与することとなり、長期的視点では

「回収の最大化」につながるものと考える。

6　記録保管の重要性について触れておく。法令に基づく正確な行政、公平・平等な

行政であることが求められている以上、市税事務所においても、区役所においても、

事務の正確性、効率性、公平性等につき事後的に検証可能なルールを設定し、実践す

る必要がある。
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書類の編綴方法、判断の根拠資料の添付や保管の方法について、各市税事務所や各

区役所にてばらつきがあるようであれば、少なくとも今後の行政事務については統一

的なルールのもと画一的な記録の保管を実践し、定期的に上局によるチェックを行う

ことを検討願いたい。

7　最後に、本監査報告書が、各部署に物理的な不可能を強いる趣旨ではないことを

付言する。滞納処分の停止判断に至る前の相続調査など、本来行なうべき事務が行な

えていない現状の原因として「人員不足」が挙げられるのであれば、人員配置の再検

討や専門部署の設置などの工夫を行なうべきではあるが、場合によっては法令上委託

可能な事務を精査のうえで、可能な範囲で積極的に外部委託を行なうことも検討をす

るべきであると考える。

以上


