ガンとして掲げ、徹底した
財産調査と差押えを中心と
し、約１千件の事案につい
て滞納整理を実施してきま
した。
図るとともに、市町村の滞
納整理の進め方の見直しや
徴収体制の強化を支援する
取組みをさらに充実してま

機構の活動は二年目に入
りますが、これまでの活動
をとおして得た教訓を踏ま
え、個人住民税を初めとす
る市町村税の滞納額縮減を

毅然と滞納処分を実施する
宮 城県地 方税滞 納整理
こととし、
一方、事業不振、
機 構本部 長
宮 城県総 務部長
失業 や 多重 債務 な どに よ
石 山 英 顕 年 度 末 の 挨 拶 り、納税が困難と認められ
た場合には、地方税法に基
づく納税緩和制度の適用を
積極的に推進することとし
ています。

捜索グループ８名、支援グ
ループ６名の体制で捜索を
実施し、滞納者はスナック
に不在だったものの従業員
からの連絡により本人と折

当日は県庁本部に３名、

構全体で取り組む案件とし
入念な計画と打合せを行い
ました。

く 、滞 納者 が 経営 する ス
ナックを営業開始と同時に
捜索をせざるを得ない状況
と判断。しかし、捜索を夜
間に行うことなどから、機

納解消策について話し合い
を行いました。
機構では、今年度に引き
受けた事案は３月中に引継
元の市町村に返還し、４月

権などの財産に対し４百
件 の差 押 えを 執行 し た ほ
か、納税意思があると認め
られる滞納者７百 人と納
税相談を実施し、今後の滞

納者の自宅や店舗等への捜
索を２百 件実施し、うち
１百 件については宝飾品
等の動産の差押えを執行し
ました。また、不動産や債

者は住所地におらず居所不 ●徴収金額 ３億７千万円
明、市内にいるという情報 ●徴収率
．３％
はあるものの実態をつかめ ●納税誓約件数及び税額
ず、
これまでコンタクト無。
件 ７千３百万円
納税に対する誠意は全くな
財産を発見するために滞

村 中 市 町村 が イン タ ー
ネ ッ ト公 売を 実 施し ま し
た。

落札価格 せり売り１百
万９千８百 円、入札０
円、合計１百 万９千８百
円
今年度は機構参加 市町

宮城県が参加
出品件数 せり売り２百
件、入札２件
落札件数 せり売り１百
件、入札０件

万８千８百 円、入札３
百 万円、合計５百 万８
千８百 円
●２月申込開始公売 機構
参加 市町村中 市町及び

当機構が設置され、まも
なく１年が経過します。こ
の間、機構では「滞納は絶
対に許さない！」をスロー

からは新たな事案を引き受
けて２年目の滞納整理をス
タートする予定です。

卒 構職 員 コメ ント

向けての姿勢や折衝術、処
分の仕方など学ぶべき点を
吸収し、今後の滞納整理事
務に役立てていきたいと思
います。★一年間機構で業

★周りの方々のエネルギッ
シュで徹底した仕事ぶりに
自分の未熟さを思い知った
一年間でした。案件処理に

１月から３月に実施され
た機構参加市町村が行った
インターネット公売の結果

イ ンタ ーネ ット
公 売実 施結 果

16

務し、早期着手の重要性を
痛感した１年でした。現在
の経済状況からも高額滞納
者が全額納付することは難
しく、初期滞納時の対応が
14

宮 城 県 地方 税 滞 納整 理 機 構通 信

また、県内一斉インター
ネット公売やこの機構通信
「納めＬＩＮＥ」の発行と
いった情報発信、「生活保

いります。是非初年を上回
る成 果 を上 げた い もの で
す。
もとより現年分の徴収が
重要 な のは 言を 待 ちま せ

94

は次のとおりです。
●１月申込開始公売 機構
参加 市町村中 市町及び
宮城県が参加
出品件数 せり売り２百

元に戻って機構でのノウハ
ウを活かし頑張って行きた
いと思います。★機構の初
年度に参加が出来たことは
大変有意義なことでした。

それぞれに培ってきたノウ
ハウを存分に出し合って、
『効率良く』『適切な』滞
納整 理が で きた と思 い ま
す。★機構は私にとって新

大陸！新しい体験と発見の
毎日でした。市に戻ったら
地域性を加味しながら効果
的な滞納整理を行っていき
たいと思います。★滞納整

理に奔走した１年間が無事
終わ って ホ ッと して い ま
す。機構で培った知識と経
験を今後の滞納整理に活か
していきたいと思います。

〒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/

50

大事です。★機構での仕事
は、何もかもが初めての経
験であり、色々勉強になり
ました。これからは、派遣

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 )
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94
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78
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74

34

20

18

件、入札２件
落札件数 せり売り２百
件、入札１件
落札価格 せり売り１百

ご意見ご要望は下記までお願いします

38

24

23

29

86

29

58

24

納め ＬＩ Ｎ Ｅ

護、雇用対策、多重債務及
び地方税法に基づく納税緩
和制度に関する研修会」の
開催など市町村の徴収業務
の支援など、滞納整理にと

20

衝でき、今後の納付につな
がる結果となりました。

ん。各市町村におかれまし
ては、その点についてご尽
力いただきますようお願い
申し上げます。

夜間捜索

機構の２月末現在の活動
状況をお知らせします。
●引受件数及び税額
９百 件
億１千万円

54

27

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)

平成 年３月上旬県北の
繁華街、とあるスナックで
捜索を実施しました。滞納
22

機
構
活動状況

どまらず積極的に活動の幅
を広げてまいりました。
機構の滞納整理において
は、ていねいな納税相談と
捜索を重点とする徹底した

財産調査を実施することに
より、滞納者の生活実態を
把握した上で、納税の意志
が認められない場合には、

66

宮城県総務部地方税徴収対策室(機構事務局)
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