宮 城 県 地方 税 滞 納整 理 機 構通 信

宮城 県内のイ ンター
ネッ ト公売契 約状況

宮城県 議会
総務企 画委員 会委員長
あいさ つ
市町村及び機構におかれ
ては「絶対に滞納を許さな
い」という毅然とした姿勢
で、滞納額の縮減に御尽力
されますようお願いいたし

の徴収体制」を構築できる
よう、県議会としても支援
して参ります。

理という意味でも、相手の
懐に 飛び 込 んで 行う 捜 索
は、滞納者の実態を直接見
るわけですから、机上の財
産調査とは得るものが全く

平成 年に 東京 都 が ヤ
フー オークションを利用
し初めて実施したインター

滞納整理機構ではすでに
三件の捜索を実施していま

６月議会において総務企
画委員会委員長に就任した
宮城県議会議員の須田善明
でございます。
当委員会は、滞納整理機
ます。

中 市町村がインターネッ
ト公売を導入済（ ％）で
あり、未導入の 市町も今
年度中に導入する予定との

機構が捜索により差押え
た動産等については、７月
以降のインターネット公売
に順次出品して、速やかに
換価していく予定です。

おり、６月 日現在で二十
五市町村を訪問し、七百五
十六件・滞納額約十六億四
千万円のヒアリングを実施
しました。これからヒアリ
ネット公売については、こ
れまで換価価値を見出すこ
とが難しかった動産や自動
車の高値落札が相次いだこ
とから、急速に全国に普及

す。機構にきて初めて捜索
を実施したという県北Ｔ市
の Ｔ ・Ｓ さん に イン タ ビ
ューしてみました。
Ｑ．初めての捜索はいかが

今回は徴収第１グループ
を紹介します。第１Ｇは塩
竈市・名取市・岩沼市・亘
理町・山元町・松島町・七
ヶ浜町・利府町の担当です。

納者から反応があったり、
三百万円の一括納付があっ
たりと、順調な滑り出しと
なっています。また、
早速、
各種財産調査に着手してお

ことです。
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構を所管する県議会の常任
委員会であります。
滞納整理機構は、市町村
から単独処理困難な滞納事
案を引き受け、個人住民税

り、自動車の差押、さらに
は捜索による動産差押を随
時実施しています。
このように機構業務がい

Ａ．現場の緊張感は相当な
ものですね。でも、始まっ
てしまえば事前に打ち合わ
せした手順で淡々と行う感
じで思っていたほど難しい

しました。固定資産係にい
たことがあるので、これは
得意分野ですね。
Ｑ．総括的な感想をお願い
します。

捜索 を実 施

ングを予定している市町村
もあるため、当分の間は引
受済事案の滞納処分と事前
ヒアリングを並行していく
ことになります。

しています。
宮城県でも平成 年度に
インターネット公売を導入
し、換価体制を強化してい
るところですが、昨今は県

でしたか？
Ａ．徴収の仕事も初めてな
の に いき なり 捜 索で す か
ら、それはもう緊張しまし
た。気付かれないようにし

几帳面なメンバーが集まっ
ているグループなので、綿
密な調査が期待できそうで
す。

６月上旬より、市町村と
の事前協議が完了した滞納
事案から正式に引受を開始
しました。市町村での徴収

よ いよ 本格 始 動し まし た
が、今年度の機構目標であ
る「徴収率 ％以上」達成
に 向け て機 構 職員 一丸 と
なって頑張りますので、今
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機構紹介

て捜索できるよう勉強して
いきたいと思います。

違いますし、実施する意義
は大きいですね。困難事案
ほど早期解決を図る手段と
して捜索は有効です。経験
を積んで、私が指揮をとっ

正式に引受けた事案につ
いては、連日、滞納者から
の電話や来庁相談が来てお
り、中には、今まで催告等
には無反応だったという滞

内の市町村への浸透度も目
覚ましいものがあります。
当機構が行った調査によれ
ば平成 年６月初旬の状況
として、機構参加 市町村

ていましたが、手が震えて
いました。
Ｑ．捜索中の役割は？
Ａ．現場の見取り図を作成

をはじめとした市町村税の
滞納整理を推進する組織と
して設置されたと伺ってい
ますが、県議会でもこれま

が困難で、個人住民税を含
む滞納額が五十万円以上の
滞納事案という引受基準に
基づき、６月 日現在で十
一市町から二百七十八件・
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でより一歩踏み込んだ新た
な徴収対策として、大いに
期待しているところです。
基礎自治体である市町村
と広域自治体である県とそ

!

後ともご支援ご協力をよろ
しくお願いいたします。

25

徹 底 した 財産 調査 と
素 早 い差 押
滞 納 は一 切許 さな い

〒９８０－８５７０
宮城県仙台市青葉区本町３丁目８番１号
電話022-211-6681/FAX022-211-2289
E-mail:choutai@pref.miyagi.jp
http://www.pref.miyagi.jp/choutai/
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滞納額約八億円を引受けて
います。引受の前段として、
引受対象事案の内容を事前
確認するため、４月下旬か
ら随時各市町村を訪問して

ものではなかったかなと。
一緒に捜索したメンバーも
頼れる皆さんでしたから不
安はなかったです。滞納整

宮城県地方税滞納整理機構
(宮城県総務部地方税徴収対策室内)

納めてください(標準語)
納めてください(標準語)
納めらいん(宮城の方言)
納めらいん(宮城の方言)
納めＬＩＮＥ(通信紙名)
納めＬＩＮＥ(通信紙名)

して共同組織である機構が
連携を強化し、自らの財源
である地方税を確保する活
動を通じて、各市町村が
「分
権型社会に対応した地方税
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（栗原市でインターネット
公 売に 出 品し たテ レ ホ ン
カードセット）

ご意見 ご要 望は 下記ま でお 願い します

納め ＬＩ Ｎ Ｅ

宮城県総務部地方税徴収対策室(機構事務局)
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