
監査結果に関する措置状況報告書

令和元年度包括外部監査（市税及び国民健康保険料の徴収事務の執行について）

所　管　所　属：福祉局

通知を受けた日：令和４年２月18日

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）

指摘15 109

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上で、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。

大阪市国民健康保険料減免事務取扱要領上、上記減免基準第２項第１
号の適用対象は「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」とされ、その適用にあたっては「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」とし、さら
に再就職など資力回復の可能性がある場合には同基準が適用されない
としている。
しかし、北区役所において、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
減免が承認されており、どのように「再就職等により資力が回復して
いる可能性」がないものと判断したかが検証不能であるものが検出さ
れた。例えば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上で、申請時に遡っ
て適用を判断するといった方法で慎重な審査が行われるべきである。

・所得減少減免の審査を保留する場合の考え方及び事務取扱いについ
ては、「大阪市国民健康保険料減免事務取扱要領」（以下「事務取扱
要領」という）及び「国民健康保険料及び延滞金減免事務質疑応答
集」（以下「質疑応答集」という）に示している。

・今般の指摘事例である、退職証明書の退職事由欄に「転職」と記載
されている場合の減免の適用について、事実確認の方法や記録の残し
方など、取扱いについて、令和２年５月に質疑応答集に追記し、各区
に周知するとともに庁内ポータルに掲載した。

措置済 令和２年５月26日

意見16 111

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。

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、提出資料中、例えば退職証明書については、作成名義人の立場や
押印の有無まで区々であり、さらには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ものまで存在し、これらに基づいて退
職の事実を認定していたものがあった。また、雇用主の代理人弁護士
名義の破産申立受任通知により、同様に退職の事実を認定していたも
のもあった。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。

・減免適用を承認するための公的書類以外の書類については、質疑応
答集において例を示している。
・今後も各区役所での対応事例などを元に、必要に応じて例を追加す
るなど事務処理の標準化を図り、各区へ周知する。

見解 ―



監査結果に関する措置状況報告書

令和元年度包括外部監査（市税及び国民健康保険料の徴収事務の執行について）

所　管　所　属：福祉局

通知を受けた日：令和４年２月18日

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）

指摘16 112

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いに関して、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。

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。
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。

・「小災害救助実施報告書」については、災害見舞金及び災害弔慰金
の支給を決定するために各区役所防災担当が作成している書類であ
り、本人に交付されるものではないことから、保険料減免申請時にお
ける本人からの提出資料として想定されるものではないが、被災の状
況等により、申請者からの資料提出が困難な場合が考えられるため、
その場合に被災程度の確認用資料として扱うことができるよう、同報
告書の管理所管である危機管理室と協議するとともに事務手続きの方
法等について整理・調整を行った。

・上記を踏まえ、令和３年12月に事務取扱要領の改正を行い、事務連
絡文書や質疑応答集への追記により各区に周知するとともに庁内ポー
タルに掲載した。

措置済 令和３年12月24日

意見17 113

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。

各区役所の窓口においては、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。しかし、分納誓約にはそもそも法
的根拠が見当たらず、他方で納付について誠実な意思を有する滞納者
に対する救済は換価の猶予措置にて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、分納誓約をし
たことがこれを排することはないというべきである。
現に、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
数検出されており、市として法律に則った原則的な対応が望まれると
ころである。

・納付誓約において計画どおりの納付が履行されない場合は、未納保
険料の一括納付を求めるとともに、財産が判明している場合は滞納処
分に向けた事務を進める取扱いとしており、適正な事務処理の実施に
ついて各区へ周知する。

見解 ―



監査結果に関する措置状況報告書

令和元年度包括外部監査（市税及び国民健康保険料の徴収事務の執行について）
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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18 115

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。

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か月
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。

・滞納者に対する財産調査にあたり、通常の３か月より遡って金融機
関に対する預金履歴等を照会する取扱いについて、全件について対象
とすることは現実的ではないことから、高額滞納案件などその調査対
象について整理を図り各区に周知する。

見解 ―

指摘17 115

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。

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
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。
西淀川区役所では、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。

・滞納者の財産調査について、国税徴収法第141条の質問検査権に基づ
き行うものであるが、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情報については国税徴収法の質問検査権には含ま
れていない｡

・国税徴収法第141条の調査対象外である項目に対して､大阪市行政手
続条例第２条第７号に基づいて行う財産調査の可否について、リーガ
ルチェックを行った。リーガルチェックの結果、第三者から個人情報
を収集する際の法的リスクが指摘されたことから、事務運用の標準化
については困難であると考えるが、監査指摘を踏まえ、各区個別案件
に対しては法令等・過去事例・リーガルチェック結果等を基に適正に
相談・指導を行っていく。

措置済
令和３年７月７日



監査結果に関する措置状況報告書

令和元年度包括外部監査（市税及び国民健康保険料の徴収事務の執行について）

所　管　所　属：福祉局
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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）

指摘18 116

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。

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。
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った。現状として、各区役所は国税徴収
法第76条第１項第４号所定の金額を超える給与債権のみを差押え可能
と認識している。これにより滞納者の「生存権」に対する配慮は十分
に行われているのであるから、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。

・滞納者の有する給与債権については、令和２年度から市債権回収対
策室（国保・介護班）の体制を強化し、新たに給与の差押えを実施し
ている。

・各区に対しては、令和２年10月２日に「国民健康保険料滞納処分業
務にかかる研修会」を開催し、財産調査及び滞納処分のノウハウにつ
いて周知した。

措置済 令和２年10月２日

指摘19 117

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。

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。
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
事業破綻の危険は潜在するが、これに対しては減免制度や換価の猶予
制度などの活用による緩和措置が検討されるべきであり、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。

・滞納者が有する売掛債権等については、税務署資料の閲覧ができな
いため、取引債権を把握するための調査は困難である。

・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に
対して、大阪市行政手続条例第２条第７号に基づいて行う財産調査の
可否について、リーガルチェックを行った。リーガルチェックの結
果、第三者から個人情報を収集する際の法的リスクが指摘されたこと
から、事務運用の標準化については困難であると考えるが、監査指摘
を踏まえ、各区個別案件に対しては法令等・過去事例・リーガル
チェック結果等を基に適正に相談・指導を行っていく。

措置済 令和３年７月７日



監査結果に関する措置状況報告書

令和元年度包括外部監査（市税及び国民健康保険料の徴収事務の執行について）

所　管　所　属：福祉局

通知を受けた日：令和４年２月18日

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）

指摘20 117

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。）を捜索・公売する体制の整備を検討されたい。

仮に滞納者が動産等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。
預金債権差押え直前の預金引き出しなどが複数検出されており、この
ような悪質(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がある。また、将来の滞納発生に対する抑止
力、来庁要請・財産開示に応じない不誠実な高額滞納者と直接接触す
る機会の確保の面からも有用な手続きであり、市債権回収対策室国
保・介護班へ移管して専門的に執り行うこと、場合によっては暫定措
置として市債権回収対策室収納班への移管も選択肢の一つとして、早
期に動産等の捜索・公売を実現していただきたい。

・区役所への動産の捜索などの体制整備について、本市国民健康保険
では、被保険者の一人当たりの所得が低いことや、資格異動が多く、
滞納世帯数が非常に多いことから、効率的に換価が可能な預貯金等の
財産を基本に滞納整理の取組を実施し、収納率の向上、未収金の縮減
を図ってきたところである。
・市債権回収対策室（国保・介護班）では、長期未収世帯を中心に預
貯金等の財産調査、差押え予告を実施しているが、令和２年度から体
制を強化し、新たに給与の差押えを実施するとともに、預貯金等の財
産調査を集約化することにより、区役所において納付指導、預貯金等
の差押えなど、滞納整理の取組を強化することとしている。
・現状において、各区に動産等の捜索、公売を行うような体制を整備
することは困難である。

措置済 令和2年3月31日

意見19 118

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。

仮に滞納者が動産等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。
預金債権差押え直前の預金引き出しなどが複数検出されており、この
ような悪質(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がある。また、将来の滞納発生に対する抑止
力、来庁要請・財産開示に応じない不誠実な高額滞納者と直接接触す
る機会の確保の面からも有用な手続きであり、市債権回収対策室国
保・介護班へ移管して専門的に執り行うこと、場合によっては暫定措
置として市債権回収対策室収納班への移管も選択肢の一つとして、早
期に動産等の捜索・公売を実現していただきたい。

・区役所への動産の捜索などの体制整備について、本市国民健康保険
では、被保険者の一人当たりの所得が低いことや、資格異動が多く、
滞納世帯数が非常に多いことから、効率的に換価が可能な預貯金等の
財産を基本に滞納整理の取組を実施し、収納率の向上、未収金の縮減
を図ってきたところである。
・市債権回収対策室（国保・介護班）では、長期未収世帯を中心に預
貯金等の財産調査、差押え予告を実施しているが、令和２年度から体
制を強化し、新たに給与の差押えを実施するとともに、預貯金等の財
産調査を集約化することにより、区役所において納付指導、預貯金等
の差押えなど、滞納整理の取組を強化することとしている。
・現状において、市債権回収対策室に動産等の捜索、公売を行うよう
な体制を整備することは困難である。

見解 ―



監査結果に関する措置状況報告書

令和元年度包括外部監査（市税及び国民健康保険料の徴収事務の執行について）

所　管　所　属：福祉局

通知を受けた日：令和４年２月18日

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）

指摘21 119

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。

西淀川区において、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以上、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
ものではない。
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」を作成しており、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。

・滞納処分の停止については、福祉局において平成31年３月に作成し
た「滞納処分の停止にかかる事務処理手引き」の中で、少額でも預貯
金等が判明した場合は、執行停止の対象とならないこととしており、
執行停止について適正に運用されるよう、令和３年３月に開催した係
長会において周知するとともに、会議資料を各区に送付して周知徹底
を図った。

措置済 令和３年３月31日

指摘22 120

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。

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ている。
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。
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。

・滞納処分の停止について、福祉局において平成31年３月に作成した
「滞納処分の停止にかかる事務処理手引き」の中で、生活を窮迫させ
る場合、２号停止については「生活・財産状況申出書」を提出させる
こととしており、執行停止について適正に運用されるよう、令和３年
３月に開催した係長会において周知するとともに、会議資料を各区に
送付して周知徹底を図った。

措置済 令和３年３月31日



監査結果に関する措置状況報告書

令和元年度包括外部監査（市税及び国民健康保険料の徴収事務の執行について）

所　管　所　属：福祉局

通知を受けた日：令和４年２月18日

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20 120

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。

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。
西淀川区において、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。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。

・滞納処分の停止について、福祉局において平成31年３月に「滞納処
分の停止にかかる事務処理手引き」及び「滞納処分の停止にかかるＱ
＆Ａ集」を作成しており、その中で、浪費がある滞納者に対する執行
停止については、モラルハザードを招くものであり、安易に停止する
べきではないとし、慎重に判断することとしており、執行停止につい
て適正に運用されるよう、５月に実施する担当者会や担当課長会など
を通じて各区へ周知徹底する。

見解 ―

指摘23 121

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。

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。
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が、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押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。

・出国により所在不明となった滞納者に対して行う執行停止のうち、
滞納者の所在が不明で財産が不明の場合の執行停止（３号停止）につ
いて、福祉局が平成31年３月に作成した「滞納処分の停止にかかる事
務処理手引き」において、所在及び処分可能な財産がともに不明な場
合に限り、３号停止とすることとしており、執行停止について適正に
運用されるよう、令和３年３月に開催した係長会において周知すると
ともに、会議資料を各区に送付して周知徹底を図った。

措置済 令和３年３月31日



監査結果に関する措置状況報告書

令和元年度包括外部監査（市税及び国民健康保険料の徴収事務の執行について）

所　管　所　属：福祉局

通知を受けた日：令和４年２月18日

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）

指摘24 121

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。

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。
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が、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押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。

・出国により所在不明となった滞納者に処分可能な財産が判明した場
合について、福祉局が平成31年３月に作成した「滞納処分の停止にか
かる事務処理手引き」において、処分可能な財産が判明している場合
は、執行停止の対象としないこととしている。

・また、処分可能な財産が判明した場合はすみやかに滞納処分をすべ
きであり、滞納処分や執行停止が適正に運用されるよう、令和３年３
月に開催した係長会において周知するとともに、会議資料を各区に送
付して周知徹底を図った。

・出国者に対する滞納処分については「滞納処分の停止にかかるＱ＆
Ａ集」に事例を追記し、令和３年３月に開催した係長会において周知
するとともに、会議資料を各区に送付して周知を図った。

措置済 令和３年３月31日

指摘25 122

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。

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、その原因が人的資源の限界にあったとしても、指摘
せざるを得ない問題点である。

・納付義務者が死亡した場合の取扱いについて、国保の場合､葬祭費の
請求や還付請求により相続人等を把握することとしており、納付義務
者が死亡した場合の執行停止の取扱いについても同様の取扱いとなる
ため、「滞納処分の停止にかかるＱ＆Ａ集」等に記載のうえ、令和３
年３月に開催した係長会において周知するとともに、会議資料を各区
に送付して周知徹底を図った。

措置済 令和３年３月31日

指摘27 123

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。

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った実績が
なかった。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。

・執行停止判定会議の開催について、令和３年度に向けて構成メン
バーや開催要件などの基準を作成し、令和３年３月に開催した係長会
において周知するとともに、会議資料を各区に送付して周知徹底を
図った。

措置済 令和３年３月31日



監査結果に関する措置状況報告書

令和元年度包括外部監査（市税及び国民健康保険料の徴収事務の執行について）

所　管　所　属：福祉局

通知を受けた日：令和４年２月18日

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）

指摘29 125

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。

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。

・市債権回収対策室（収納班）への引継ぎ除外事由のうち、包括条項
である「その他」の区分については、具体の理由を記載するよう様式
を変更し、令和２年６月26日付事務連絡において各区に周知した。ま
た、各区から提出された「国保事案引継ぎリスト」について、引き継
がれるべき案件について、引き継がれない状況が生じていないかを確
認した。

・また、各区において引継ぎ対象外とした案件について、その後の処
理が適正に行われるよう、令和３年３月に開催した係長会において周
知したほか、会議資料を各区に送付して周知を図った。

措置済 令和３年３月31日

指摘30 125

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。

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。

・市債権回収対策室（収納班）への引継ぎ除外事由のうち、包括条項
である「その他」の区分については、具体の理由を記載するよう様式
を変更し、令和２年６月26日付事務連絡において各区に周知した。ま
た、各区から提出された「国保事案引継ぎリスト」について、引き継
がれるべき案件について、引き継がれない状況が生じていないかを確
認した。

・また、各区において引継ぎ対象外とした案件について、その後の処
理が適正に行われるよう、令和３年３月に開催した係長会において周
知したほか、会議資料を各区に送付して周知を図った。

措置済 令和３年３月31日



監査結果に関する措置状況報告書

令和元年度包括外部監査（市税及び国民健康保険料の徴収事務の執行について）

所　管　所　属：福祉局

通知を受けた日：令和４年２月18日

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）

指摘31 126

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。

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。

・令和２年10月２日に各区の担当職員を対象に、「国民健康保険料滞
納処分業務にかかる研修」を実施し、財産調査及び滞納処分のノウハ
ウについて周知した。

・また、研修等で得られた知識・ノウハウについて、職場における伝
達研修等を実施し、業務で実践されるよう、令和３年３月に開催した
係長会において周知するとともに、会議資料を送付して各区に周知を
図った。

措置済 令和３年３月31日

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・蓄積につ
いて、福祉局における各種研修の実施や、市債権回収対策室で実施す
るOJT研修の受講により、職員のスキルの向上に努めるとともに、研修
後に職場における伝達研修等の実施について報告を求め、各区におい
てノウハウの伝達が実践されているか確認する。

見解 ―


