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監査結果
№

頁数 指摘等の概要 措置内容又は措置方針等 措置分類
措置日

（予定日）

意見１ 90

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。

サンプリング調査により、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。
減免手続には期限があり、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。

・管轄する区役所のケースワーカーと連携し、区役所において減免申
請書の受理の際には、申請者に必ず申請日の記入をするよう助言を依
頼する。
・その他市税事務所へ直接提出の申請者に対しては、受理に際しての
留意事項として申請日の記入確認の徹底を担当内周知する。

見解 ―

意見２ 90

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。

サンプリング調査により、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。
減免手続には期限があり、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。

・日付欄について、もれなく記載してもらえるよう、減免申請書の記
載例を見直した。
・その他直接窓口へ提出されるもの等についても提出者へ記入を指導
するよう各市税事務所へ周知する。

見解 ―

意見３ 90

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。

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、営利目的使用に関す
る実態調査が求められているが、所定の調査票の使用の有無や記録の
残し方には市税事務所ごとにばらつきがあり、求められる記載内容や
写真添付の有無の観点から客観的な検証に耐えうるものではなかっ
た。また、外観調査の際、利用簿の有無にかかわらずその確認を行わ
ないなど、実効的な外観調査がされているか疑問がある。
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。
まずは外観調査の必要性について統一的見解を示し、外観調査が必要
であると判断される場合には、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。

・減免事務実施要領において、増改築の有無及び目的外使用の確認で
きる看板等の有無について外観調査したうえで、疑義分について内部
調査をするよう定めているが、外観調査の必要性も含め、各市税事務
所の状況を踏まえて検討する。
・外観調査を実施する場合は、減免事務実施要領において定めている
調査票の様式について、各市税事務所の状況を把握したうえで、改定
について検討する。

見解 ―
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措置日
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指摘１ 92

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。

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。
しかし、弁天町市税事務所では、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ため、要綱の正しい理解
に基づいた計算方法に改めるとともに、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。

・公衆浴場の減免割合を算出する方法について、令和２年度から減免
取扱要綱第10条（２）に定める算出方法によることとした。

措置済 令和2年2月19日

指摘２ 92

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。

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。
しかし、弁天町市税事務所では、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ため、要綱の正しい理解
に基づいた計算方法に改めるとともに、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。

・３月上旬に、各市税事務所の算出関係資料を確認し、誤った算出方
法が確認できた場合は、指導を行うこととした。
・要綱で定めた方法で算出するよう課長・課長代理会にて周知した。

措置済 令和2年3月16日

意見４ 93

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。

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見解であったが、固定資産税減免事務取扱要綱に
は規定がされておらず、その作成主体や様式も定められておらず、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。
児童遊園に該当することを理由とする減免審査の際の無償使用証明書
の要否、内容、様式など整備し、提出が必要なのであれば、要綱にお
いてその詳細を明記するべきである。

・無償であることを証する書類（無償使用証明書等）を添付させるこ
ととし、要綱に定める。

見解 ―
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指摘３ 93

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。

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。

・関係局・区・市税事務所と連携を図り、対象固定資産の契約実態に
ついて精査する。また、非課税と減免の適用について法的な観点から
確認を行うなど、税務部において整理を行い、結果について機関会議
（課長会）を通して各市税事務所へ周知及び指導した。

措置済 令和３年２月25日

指摘４ 93

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。

各市税事務所における災害（地震、台風）減免の判定作業の際には、
まず対象となる家屋の構成部分ごとに、当該部分の０～10の損耗度を
判定するが、その際の参考となる基準が「平成13年　損耗の状況によ
る減点補正率適用の手引き」以外にない。その内容は、重要な構成部
分や損耗形態を網羅的にカバーできているとはいい難いものであり、
担当者の判断の客観性が担保されていない。
また、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
れているため、目視以外の調査が行われていない現状では、本来認定
されるべき主体構造部等の損耗が認定されず、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。
よって、少なくとも担当者の判断の指標となる統一的基準を整備する
とともに、特に非木造家屋の主体構造部等の損耗について疎明の必要
性を積極的に説明するなど、対策を検討されたい。

災害減免（地震・台風）における減免（損耗度）の判定作業の判断の
指標となる統一的基準を整備して、当該内容について、各市税事務所
に対して周知を図った。

措置済 令和２年８月31日

意見５ 93

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。

各市税事務所における災害（地震、台風）減免の判定作業の際には、
まず対象となる家屋の構成部分ごとに、当該部分の 0 ～10 の損耗度
を判定するが、その際の参考となる基準が「平成 13年　損耗の状況に
よる減点補正率適用の手引き」以外にない。その内容は、重要な構成
部分や損耗形態を網羅的にカバーできているとはいい難いものであ
り、担当者の判断の客観性が担保されていない。
また、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
れているため、目視以外の調査が行なわれていない現状では、本来認
定されるべき主体構造部等の損耗が認定されず、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。
よって、少なくとも担当者の判断の指標となる統一的基準を整備する
とともに、特に非木造家屋の主体構造部等の損耗について疎明の必要
性を積極的に説明するなど、対策を検討されたい。

非木造家屋の損耗度判定について、部分別の構成割合の確認手法を整
理し、固定資産評価実施要領などの整備を図る。
なお、非木造家屋の主体構造部の損耗については、疎明の必要性を積
極的に説明するなどの対策を検討する。

見解 ―
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指摘５ 95

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。

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。

・災害減免（火災）における減免（損耗度）の判定作業の判断の指標
となる統一的基準を整備して、当該内容について、各市税事務所に対
して周知を図った。

措置済 令和２年８月31日

意見６ 95

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れたい。

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。
他方で、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。
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。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。

【個人市民税】
・令和２年度上半期まで：現在一部の市税事務所で使用している様式
を他の市税事務所でも試行的に使用（1/27開催の課税担当課長会で伝
達済）。
・令和２年度下半期まで：各市税事務所の実務担当者による会議の場
を設け、必要に応じ様式の改正や他により良い方策がないかを含め検
討の上、決定。
・令和３年度：決定した方策を実施。

【固定資産税】
あべの市税事務所で使用しているマニュアルや連絡票を確認のうえ、
係長会議等で各市税事務所の意見を集約及び精査し、統一した様式を
整えて周知する。

見解 ―

意見７ 96

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。

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。

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という意見
に対しては、各市税事務所で１年程度遡って調査している事案を確認
し、市税事務所での実態を踏まえた上で整理する。

見解 ―
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措置日

（予定日）

指摘６ 97

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。

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。

財産調査の目的は、効果的に滞納処分を行うことができる財産を早期
に発見することである。そのため、各事案の経過等を踏まえ引き続き
必要最小限の調査で滞納処分を実施できるよう取り組んでいく。
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、統一されたいとの指
摘については、換価の猶予等を講じるときは、「猶予制度の取扱いに
ついて（通知）　平成28年２月16日付」により、調査項目や調査範囲
を定めており、また、滞納処分の停止については、平成31年３月20日
付で「滞納処分の停止事務取扱要領」を策定しており、調査項目等も
整理したうえで取り組んでいる。
引き続き、要領等に基づいた調査等を行うよう改めて周知した。

措置済 令和2年3月31日

指摘７ 97

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。

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。

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にと
指摘された事案については、平成27年度に差押えを行ったものであ
り、担当内の連携が不十分なため生じたものと認識している。
当該市税事務所において、毎年事務の体制を見直しており、令和元年
６月からは財産判明後１週間以内に担当者を決め、すみやかに滞納処
分に移行できる体制に事務を改善している。また、担当者を決定した
後は、担当内の上席が進捗状況を確認している。
なお、当該市税事務所以外の市税事務所へ確認をした結果、すべての
市税事務所において、財産判明後すみやかに滞納処分を行える体制で
あったが、このような事例が生じないよう周知を図った。

措置済 令和2年3月31日

意見８ 98

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。

申請による換価の猶予の判断の際、全ての預貯金通帳の提出を促し、
また失業保険受取口座や水道光熱費引落口座についても提出をさせる
運用であるとのことであったが、このような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かった。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、申請者の生活状況に応じて存在する可能性の高い口
座を類型化したリストを作成するなど、通帳の提出に脱漏が生じない
ようさらに工夫し、預貯金確認のマニュアルを作成されたい。

監査報告書において監査人が例示した表については、預貯金の把握漏
れを防ぐためには非常に優れたものである。
そのため、「猶予制度の取扱いについて(通知）」にその旨を反映し、
各市税事務所に対して監査報告書中の表を活用するよう周知を図る。

見解 ―



監査結果に関する措置状況報告書
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所　管　所　属：財政局

通知を受けた日：令和３年10月26日
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意見９ 99

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。

申請による換価の猶予の要件の具備を判断するためには、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。
しかし、大阪市では提出させるべき資料についての具体的なルールは
定められておらず、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。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。

換価の猶予を行う際に、収支状況の根拠資料について統一的なルール
を定めた上で、裏付け資料を確実に収集されたいという意見に対して
は、家計調査を参考に、個々の費目で高額と認められるものについ
て、裏付け資料を求めることとする。具体的な基準は、令和２年度の
滞納整理事務検討会において検討を行い、定めることとする。

見解 ―

指摘８ 100

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。

申請による換価の猶予の要件の具備を判断するためには、当該申請者
の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、基本的に現金については確認
しておらず、財産目録には預貯金しか記入されていなかった。通帳履
歴や過去の収入状況等から少なくとも一定の保有現金が見込まれる状
況であったり、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いても確認するよう指導されたい。

猶予にかかる事務については、「猶予制度の取扱いについて（通
知）」に基づき行っている。その中で、「財産目録及び財産収支状況
書」に記載のある「預貯金等の額」については「申請書を提出する日
現在の自宅や事務所等に保管している手持ち現金の金額及び預貯金等
の金額を記載」するよう求めている。
本指摘を踏まえて、換価の猶予の際には、「財産目録及び財産収支状
況書」に現金の記載があるかどうかを確認し、記載のない場合には、
現金の保管状況の聞き取りを必ず行うよう、各市税事務所に対して改
めて周知を図った。
また、「財産目録及び財産状況書」の記載例に、現金確認の記載例を
追記した。

措置済 令和2年3月31日

意見10 101

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。

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。
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。

「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」等の提出があった際には記載内容を確認し、記載に不
備があることによって猶予の適否の判断を適切に行うことができない
とき等には補正を求めたり、必要に応じて質問、検査を行うよう記載
しているところである。
本意見を踏まえ、換価の猶予等を行う際の提出資料確認の徹底につい
て、各市税事務所に対して改めて周知を図る。

見解 ―
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意見11 101

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。

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。

「猶予制度の取扱いについて（通知）」において、猶予の申請には
「財産目録及び財産収支状況書」等の資料の提出を求めることと記載
しているところであり、徴収猶予を適用する際の資料について、漏れ
や疑義がないよう、各市税事務所に改めて周知を図る。
なお、意見のあったあべの市税事務所における事案については、資料
を添付し、処理を完了している。

見解 ―

指摘９ 101

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。

1 号停止若しくは 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。しかし、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。

財産調査後に財産がないと判断されるものについては、速やかに滞納
処分の停止を行うべきであると考えている。
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という指摘に対しては、報告
書で示された見解を踏まえ、原則１年以内に行った財産調査の結果を
根拠に滞納処分の停止を行うこととし、それより前の調査結果を用い
る場合は理由を補記することとした。また、当該内容について、各市
税事務所に対して周知を図った。

措置済 令和2年3月31日
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【あべの市税事務所]
「相続人の財産調査を行うことなく停止措置を行った」という指摘に
ついて、納税義務者が死亡している場合は、相続人調査・財産調査を
行った上で停止決議するとしているが、一部調査不足があったため、
調査不足がないよう担当内に口頭で周知した。
なお、指摘のあった事案は、法定相続人第１順位は相続放棄、第２順
位は死亡を確認し停止決議を行っていた事案である。今回の指摘を受
け、第３順位について再調査を実施しているが、不納欠損済の事案の
ため納税承継などの追加事務を行うことができないことから、調査結
果については決議書に添付した。

措置済 令和2年2月27日

【弁天町市税事務所]
「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」
との指摘については、これまで実施してきた給与支払報告書の確認な
ど公簿上の調査に加え、預金等の財産調査を行うことを徹底すること
とし、班長会で担当内へ周知した。
「保有不動産の詳細や換価可能性を調査していなかったり、相続人の
財産調査を行なうことなく停止措置を行なった案件が存在した」との
指摘については、停止決議時点において公簿上の調査をしていたもの
の、停止決議書には調査内容の記載がなく、また根拠資料の添付も不
十分な事案であった。今回の指摘を受け、当該事案３件について改め
て調査したところ、①当該法人について解散済かつ停止した固定資産
税の対象家屋について換価価値なし、②当該法人についてはあて所に
存在なく実態調査困難かつ所有不動産について換価価値なし、③当該
法人について経営不振であることを交渉時に確認かつ所有不動産につ
いてすべて名義変更済み、であることを確認し、確認資料について
は、決議書へ添付した。
今後は、調査内容や確認事項等を記事に記載するとともに、根拠資料
の添付などを徹底するよう担当内に周知した。

措置済 令和2年2月27日

指摘10 102

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。

1 号停止及び 3 号停止と異なり、2 号停止の場合は明示的には「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が、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。弁天町市
税事務所においては、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
須としていないため、改善されたい。
また、あべの市税事務所及び弁天町市税事務所においては、保有不動
産の詳細や換価可能性を調査していなかったり、相続人の財産調査を
行なうことなく停止措置を行なった案件が存在した。
財産調査の範囲を統一的に定めるべきであり、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。
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指摘11 102

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。

１号停止及び３号停止と異なり、２号停止の場合は明示的には「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が、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。弁天町市
税事務所においては、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
須としていないため、改善されたい。
また、あべの市税事務所及び弁天町市税事務所においては、保有不動
産の詳細や換価可能性を調査していなかったり、相続人の財産調査を
行うことなく停止措置を行った案件が存在した。
財産調査の範囲を統一的に定めるべきであり、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。

「滞納処分の停止事務取扱要領」において必要な財産調査の範囲を定
めており、各市税事務所に対して、当該要領に定める調査の範囲を完
了するよう改めて周知を図った。（令和２年３月31日）また、令和２
年度の事務所訪問にてサンプル調査を行い、取組内容の確認を実施し
た。

措置済 令和３年３月12日

【あべの市税事務所]
「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」という指摘について、納税義務者が死亡して
いる場合は、相続人調査・財産調査を行った上で停止決議するとして
いるが、一部調査不足があったため、調査不足がないよう担当内に口
頭で周知した。
なお、指摘のあった事案(２件)について、再度相続人調査を行った。
その結果、１件は相続人全員が相続放棄を行っている事案であった。
もう１件は、法定相続人第１順位は相続放棄、第２順位は死亡を確認
し停止決議を行っていた事案であり、第３順位について再調査を実施
しているが、不納欠損済の事案のため納税承継などの追加事務を行う
ことができないことから、調査結果については決議書に添付した。

措置済 令和2年2月27日

【弁天町市税事務所]
平成30年度に3号停止をしている事案511件について全件確認を行った
ところ、82件が調査未了であった（そのうち23件は時効完成により不
納欠損済であった）。不納欠損済を除いた事案については、滞納処分
の取り消しを行った。
「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」との指摘について、今後、本人が死亡した事
案について滞納処分の停止をする際は、相続人調査・財産調査を完了
するよう班長会で担当内に周知した。

措置済 令和2年2月27日

指摘12 103

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。

あべの市税事務所及び弁天町市税事務所では、相続人調査及び相続人
の財産の調査を行なうことなく、１号停止若しくは３号停止を決定し
ている事案が散見された。さらに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。
現在の弁天町市税事務所の運用は、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ない。本人が死亡した事案につ
いて滞納処分の停止をする際は、相続人調査・財産調査を完了された
い。
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指摘13 103

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。

あべの市税事務所及び弁天町市税事務所では、相続人調査及び相続人
の財産の調査を行うことなく、１号停止若しくは３号停止を決定して
いる事案が散見された。さらに弁天町市税事務所では、３号停止を
行った案件のうち、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号停止が行われているものが複数存在し、その
大多数を占めていた。
弁天町市税事務所の運用は、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ない。本人が死亡した事案について滞
納処分の停止をする際は、相続人調査・財産調査を完了されたい。

「滞納処分の停止事務取扱要領」において、「納税通知書送付後に滞
納者が死亡している場合は、法定相続人に対して財産調査を実施する
こと」と定めている。そのため、滞納者が死亡している場合、当該要
領に基づき、相続人及び財産の調査を完了しなければならないことに
ついて、各市税事務所に改めて周知を図った（令和２年３月31日）。
また、令和２年度の事務所訪問にてサンプル調査を行い、取組内容の
確認を実施した。

措置済 令和３年３月12日

意見12 104

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。

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。
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。

「滞納処分の停止事務取扱要領」では、所在不明を判断する際に、金
額帯により賦課住所等及び家主等に対して転出先等の調査を行うよう
定めていることから、当該規定について各市税事務所に対して改めて
周知を図る。

見解 ―

意見13 105

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。

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。

法人に関して１号停止を行う際は、可能な限り関係者への聞き取り調
査を行うよう指導されたいという意見について、「滞納処分の停止事
務取扱要領」において、金額帯により具体的な調査項目や留意点を定
めている。各市税事務所に対して、滞納処分の停止を行う際の調査項
目についてあらためて周知を図る。

見解 ―
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意見14 105

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。

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」の該当性判
断を差押え可能な財産の有無で判断している。そのため、例えば給与
収入が差押え禁止の範囲である場合には、基本的に２号停止が認めら
れることとなっている。
他方で、あべの市税事務所では、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。そ
のような基準で２号停止を運用した場合、収入の程度が低いながらも
誠実な滞納者が換価の猶予により分割納付を行う反面、場合によって
は当該滞納者よりも収入の程度が高くても猶予申請・分割納付を行な
おうとしない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。

換価の猶予の申請を受け付ける際は、滞納者の納付資力を確実に把握
し、納付可能金額を正しく算出したうえで行う。また、猶予の期間が
最大２年を超えることができないことを踏まえ、「猶予制度の取扱い
について（通知）」に基づき適正な判断を行うよう各市税事務所に通
知する。

見解 ―

意見15 107

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。

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。
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。

停止チェック表に関する統一的なルールは、「滞納処分の停止事務取
扱要領の改正について（常用）平成31年３月20日付」にて策定し、同
日付けで周知している。

見解 ―
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指摘14 107

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。

弁天町市税事務所において３号停止が行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がされており、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った。
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。
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っていたものであり、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。
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。
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。

滞納処分の停止を行う際には、「滞納処分の停止事務処理要領」に基
づいた事務処理を進めるよう、各市税事務所に対して改めて周知を
図った（令和２年３月31日）。また、令和２年度の事務所訪問にてサ
ンプル調査を行い、周知内容の確認を実施した。
なお、適切な事務処理が行われることにより、市民に対して誤解を与
えることのない情報を提供できると考えている。

措置済 令和３年３月12日

指摘28 125

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。

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、一定の
引継ぎ除外事由に該当しない限り、機械的に市債権回収対策室収納班
に引き継がれ、専門特化した債権回収の対象となる。当該除外事由該
当性の判断は、市債権回収対策室と各区役所側とで行なわれている
が、それぞれの除外事由の末尾に「その他引継ぎが相当でないと認め
られる案件」といった包括条項が定められているところ、担当者の主
観によるばらつきが排除できておらず、専門特化した債権回収部門に
引き継がれるべき案件が引き継がれないなど、不適切な状況が生じて
いる可能性がある。
市債権回収対策室収納班は平成31年度より包括条項についてさらに具
体的な基準を設けたとの説明であり、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。

引継除外事由（市税側）のうち、包括条項にかかる要件該当性判断に
あたり、停止・処分・猶予予定（競落、生活保護受給中など）、既引
継済事案、引継額基準未満、個別事情を踏まえ市税事務所で別途対策
中などの項目に該当するものは、その内容・性質から要件該当性判断
の対象としている。
これまでから、運用として上記項目に該当するもの及び個別事案とし
て市債権回収対策室内で検討のうえ引継除外相当と判断したものを包
括条項での除外対象としてきた。
なお、上記項目については、担当者間での判断に齟齬が生じないよ
う、担当者事前打合せで周知・確認を徹底していたが、平成31年度よ
りさらに判断に迷う場合にはダブルチェックの後に最終判断する取組
みを行っており、引き続き徹底していく。
上記項目に該当するもののうち、他の条項と同様に具体的列挙として
明記可能なものについては、令和2年度実施に向け、新たに条項追加す
るべく基準見直しを行った。
なお、市税にかかる措置内容は、福祉局に対して情報提供を行った。

措置済 令和2年2月18日
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意見21 126

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。

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。市債権回収対策室収納班主催のOJT研
修など、各区役所職員のノウハウ向上のための施策が講じられてはい
るが、平成31年度に入った監査期間においても未だ区役所内部の実情
は変わっていないと評価せざるを得ない状況であった。
各区役所における体制の改善が急務であり、福祉局においては他所か
ら教授を受けたノウハウを早期に浸透させるべく工夫を尽くすべきで
あり、他方で財政局においても当該状況を認識した上で、必要に応じ
て対策構築に向けた協議に積極的に応じていただきたい。

【財政局】
収税課が実施している市税の滞納整理事務初任者研修では他局の参加
を募って、滞納整理業務について網羅的に研修を行い、また市債権回
収対策室が実施している滞納整理業務についてのOJT研修では、個別事
案について研修を行うことで効率的・効果的な研修となるよう取組ん
でいる。なお、各担当による措置内容は以下のとおりであり、今後も
区役所の滞納整理に係るノウハウ向上のために、引き続きこれらの研
修を実施していく。なお、福祉局からの要請があれば、研修条件や
キャパシティに応じて可能な限り協議に応じていく。
（市債権回収対策室）
様々な研修メニューの一つであるOJT研修は受講生・所属の個別ニーズ
に研修メニューをカスタマイズしたものとしており、ほぼ全ての受講
生から研修後のアンケートで「業務に役立った」との回答が寄せられ
るとともに、徴収実績など取組実績が研修受講前よりも上がった旨の
報告をいただいている。
業務にかかるノウハウの共有・交換・蓄積は、担当者の自己研鑽・実
践、担当者間での情報共有及び研修などを通じて積み上げられるもの
であり、その一助としてOJT研修がある。
市債権回収対策室で実施するOJT研修は、講師担当の職員が平常業務を
持ちながら研修実施するため、受講生には一定期間に渡り定期的に来
室いただく必要があり、区役所はじめ各所属においては業務繁忙等の
理由により受講生の派遣に至っていないことも事実である。このた
め、全所属を対象とした正式募集（4月）に先駆け、とりわけ、全市未
収金における主要債権に該当する国保徴収担当者を対象としたOJT研修
受講勧奨活動として、平成31年度の実施に向けて、平成31年3月に開催
された福祉局主催の保険年金課長会にて、研修受講募集の事前周知を
行った。
令和2年度も同様に、令和2年3月5日開催の保険年金課長会での事前周
知を行い、その際に改めて、過去の受講実績を実例としたOJT研修の効
用・成果を説明し、より一層の受講勧奨に努めた。
（収税課）
・従前も滞納整理事務初任者研修に市債権回収対策室を通じて他局の
参加を募っている。今後も引き続き実施していく。
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