年７月

日、宮城県

第２回幹事会開催
平成

地方税滞納整理機構幹事会
（第２回）
が開催され、第１
四半期の活動状況報告等が
行われました。
■機構への移管予告による
効果
①移管予告送付市町村
市町村
②送付件数及び税額
千百 件
億円

このコーナーでは滞納整理
機構に派遣されている市町

と 言 える よう に なり ま し
た。相手に嫌われるのを恐
れるのではなく、毅然とし
た姿勢を示さなければ滞納
額の縮減にはつながらない

最近はもし同じことを言わ
れたら「○○を持っていか
れたくなかったら、完納し
てください。完納しなけれ
ば滞納処分を実行します。
」

です。石巻市、気仙沼市、
富谷町、大和町、女川町、
南三陸町、本吉町を担当し
ています。とにかくしゃべ
りが 達者 な メン バー 揃 い

今回紹介は第２グループ

います。』

を一通り学び、町に戻った
時にそれをいかに普及し、
滞納額の縮減、徴収率アッ
プにつなげることができる
かが今後の課題だと思って

機構職員の
ヴォイス
職員の声をお届けします。
『私は県南の町から税務経
験３年（固定資産係６ヶ月、
納税係２年半）を経て滞納
整理機構
（以後「機構」）
に

ものだと実感しています。
もうひとつ感じたことは
滞納処分は日常的に行われ
なくてはならないものだと
いうことです。と言うのも、

で、周りからは徴税吏員よ
りも漫才師のほうが向いて
いるとの声も聞かれます。

は電子メールで参加市町村
に送付しています。

う場合は、必ず写真とビデ
オを撮影しています。捜索
時には納税者の大切な財産
を扱うので慎重に作業を行
うわけですが、万が一「物

派遣されました。機構での
生活も、はや４ヶ月が経過
しそろそろこちらの生活も
板についてきました。納税
経験が２年半といっても、

私の町での納税担当の仕事
は滞納整理の仕事よりも収
納 一 般の 事務 が ほと ん ど
で、滞納整理に費やす時間
は事務の合間にする程度で
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を破損してしまった」、も
しくは「壊された」といっ
た申し出があった場合にも
写真と映像は有力な資料と
なるものです。

実際私が差押したのは数え
る程度の件数ですし、知識
も 曖昧 な もの がほ と ん ど
だったので、今でも改めて
参考書を読み返し、他の市

した。他の市町村でも似た
ような現状でやはり人手不
足の声が聞こえてきます。
地方分権の実現を図るため

推進等の議題が議論されま
した。

滞納処分
実施状況

財産を発見するために滞
納者の自宅や店舗等への捜
索を 件実施し、うち 件
については軽自動車、絵画、

滞納整理機構で捜索を行
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捜索 ワ ンポ イン ト

また、捜索時は、物を移
動したりタンスを開けたり
と気を使わなければならな
い場面が多々あります。遠
慮していては仕事になりま

町の職員と意見交換をしな
がら再確認と新しい知識の
補充を行う毎日です。
さて、機構での滞納整理

③移管予告による効果
３百 件 ２億８千５百
万円（効果率
８％）
■機構に移管後の徴収や滞

宝飾品等の動産の差押えを
執行し、今後インターネッ
ト公売で換価を進める予定
です。
また、その他に不動産３

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 ＬＩ Ｎ Ｅ

機構の第１四半期の活動
実績 は 前記 のと お りで す

せんが、納税者への配慮も
必要です。捜索後には引き
上げた動産以外の物につい
てはキチンと現状復旧する

にも自主財源の確保につな
がる滞納整理業務にもっと
ウェイトをおくべきではな
いかと感じています。
機構としての滞納整理業

納処分による効果
①引受市町村
市町
②引受件数及び税額
２百 件 ８億円
③納付件数及び税額

ご意見ご要望は下記までお願いします

機構 紹介

が、７月に入り本格的な財
産調査と滞納処分がスター
トしているので、７月末現
在の滞納処分の実施状況を
お知らせします。

のが原則です。

の実務はいままでとはまっ
たく違うもので、考え方そ
のものを変える必要があり
ました。初めの頃の滞納者
との折衝では、どうしても

務もまだまだ始まったばか
りで、これからも毎日新し
い こ との 連続 だ と思 い ま
す。機構に派遣されたから
には、滞納整理のノウハウ

件、普通自動車４件、債権
件の差押えを執行してい
ます。
特に預金や給与等の債権
については、換価が容易な

平成 年 月 県 内一斉
インタ ーネッ ト公 売実施 予定

相 手に 情 が移 って し ま い
「○○だけは持っていかな
いでください」と言われて
しまうと、少し躊躇してし
まっていました。しかし、

件 千３百万円
④滞納処分件数及び税額
９件 ７千５百万円
⑤引受効果（③＋④）
件 ８千８百万円

公売を待つ動産
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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)

ことから今後さらに調査を
強化して積極的に差押えを
実施していく予定です。
なお、幹事会の会議資料
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（効果率
０％）
また、各市町村の延滞金
の取扱いや時効管理の適正
化、インターネット公売の
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