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知らせします。
●引受件数
１千 件
億３千６百万円
●徴収金額 ５億２千９百万円
●徴収率
％
（Ｈ 実績
％）
●納付誓約件数及び税額
件 ３千１百万円
●滞納処分中件数及び税額
件 １億８千７百万円
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今年度の体制
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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２百 件実施
し、うち百 件については宝飾品等
の動産の差押を執行しました。
また、
その他に不動産 件、自動車 件、
債権その他の財産を６百 件の差押
を執行したほか機構に連絡のあった
（２面につづく）

捜索により発見した書類を精査しながら滞納者の
生活状況等を聞き取りしている機構職員

22

「天命にしたがって
人事をつくす」

16

32
21 .
4
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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ＬＩＮＥ(通信紙名)

14

Ｈ 機構活動結果

21
.
0
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21

22
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納めＬＩＮＥ

提案しています。震災を機に地方分
宮城 県地 方 税滞 納整 理 機構 通 信
権を加速させ、現代社会の課題に対
応した先進的な地域づくりを目指し
ます。茨の道に「人間力」の花を咲
かせ、「地方自治」を見事に結実さ
せることが、犠牲となった多くの方
及び国保税の県内平均の徴収率が
々や次世代を担う人々への責務と考
知事 挨拶「復 興 と税 」 ．
８％、全国平均が ．９％ですか えます。
ら、「滞納縮減」「税の公平性の確
保」という機構のミッションを果た
すことができました。
今回の大震災を受け、これまでの
平成 年度機構参加自治体は、宮
徴税、滞納処分に「被災滞納者の納 城県、石巻市、塩竈市、気仙沼市、
税相談」、「法に基づく納税緩和措 名取市、岩沼市、登米市、栗原市、
置の適用」を加え、「『人間力』の 東松島市、大崎市、
亘理町、山元町、
ある徴税職員の育成」を目指します。 松島町、
七ヶ浜町、
利府町、大和町、
「人間力」というのは、コミュニケ 大郷町、富谷町、大衡村、色麻町、
ーション力、課題解決力、決断力等 加美町、涌谷町、美里町、女川町、
のことで、納税者との信頼関係をベ 南三陸町です。
ースに実効性のある滞納整理をする
地方税は地方行政の重要な財源で
ために欠かせない能力です。また、 あり、復興期を経た後に自主財源で
危機管理やマネジメント力にもつな 安定的な行政サービスを提供するた
がり、ひいては地域復興を支える人 めにも、磐石な徴収体制が望まれま
材の育成に資するものです。
す。復興期においては被災した滞納
ところで、現在、私は政府の復興 者に対し法に基づく緩和措置を含め
構想会議の委員として最大の課題で た滞納整理を行う一方、被災してい
ある
「財源不足」
に直面しています。 ない滞納者には毅然とした徴収を行
この課題解決には、地震に加え、台 っていくことが、税行政の責務と考
風など恒常的に起こる災害対策のた えます。
めの税金を創設し、国民全体から薄
く広く徴収し、平時には基金として
蓄え災害時に全国どこでも復興対策
に充てられるようにしたらどうかと
平成 年度の機構の活動結果をお
25

千年に一度といわれるマグニチュ
ード９．０の巨大地震から、３ヶ月
が経とうとしています。豊かな水産
資源を有する気仙沼市、南三陸町、
女川町、石巻市はもとより、東松島
市、仙台市、名取市、岩沼市、亘理
町、山元町など太平洋沿岸部は壊滅
的な打撃を受け、最大の被災県とな
った宮城県は、今県民一丸となって
復興への茨の道を歩んでおります。
平成 年度から３年の時限で設置
された地方税滞納整理機構は、２年
目の平成 年度を正念場と定め、納
税者との信頼関係を重視しながら捜
索や差押え、インターネット公売な
ど積極果敢な滞納整理を行い、目標
値の ％を大幅に超える ．４％を
達成しました。平成 年度市町村税

23

22

22

宮城県総務部地方税徴収対策室(機構事務局)

第１号 １面
平成23年6月10日
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機構
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員の
のヴ
ヴォ
ォイ
イス
ス
機

〒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/

滞納整理機構
キャラクター
納馬(のうま)くん

は。
」
いつも迷いながら業務を行って
います。そういった面では、毎日が
自分との戦いなのかもしれません。
しかし、滞納者から最後に御礼の言
葉を言ってもらえた時、今まで頑張
ってきて良かった。自分のしてきた
ことは間違いではなかったんだと自
信や充実感を味わうこともできまし
た。派遣２年目を迎え、これからの
目標として、『人間力』を養ってい
きたいと思います。

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)

滞納者と今後の滞納解消について話
し合う納税相談を７百 件実施して
います。
このように滞納者の実情を把握し
た上で徴収猶予や滞納処分執行停止
等の納税緩和措置を適用し、適正な
滞納整理を実施しました。
このほか、県内一斉インターネッ
ト公売を 月から 月にかけて実施
し、また、滞納整理推進のため各市
町村及び県のホームページ、広報誌
に加えテレビ等のマスコミを活用し
た広報活動を行いました。

く）と賦課徴収業務の一部を共同で
実施する組織として、広域連合「京
都地方税機構」を平成 年 月に設
「違う釜の飯を食べてみるのもい
立。府内 カ所に事務所を持ち、府 いんじゃないか。」
税 と 市 町 村 税 の 徴 収 を 行っていま
町の人事担当班長からの一言が私
す。将来的には課税事務も共同化す の機構勤務の始まりでした。平成
ることを目指しています。
年度に機構派遣となり、気づけば、
静岡県も県と市町村による広域連 もう１年以上が経過しました。
合「静岡地方税滞納整理機構」を平
私の町からは、平成 年度には職
成 年１月に設置しました。現在は 員を派遣しておらず、私が初めての
滞納整理に特化した広域連合ですが 派遣職員です。派遣前の心境は、機
今後は課税事務も行い事務の効率化 構の仕事に対するプレッシャーや期
を目指しています。
待よりも『不安』の一言につきまし
香川県では県と全市町が平成 年 た。当時を振り返ってみると、滞納
月に任意組織「香川県滞納整理推 整理業務での経験不足が故の不安だ
進機構」を設立しました。県税務課 ったように思います。実際に、４月
に事務局を置き、県の税務職員 名 を迎え蓋を開けてみれば、今まで悩
が県内全ての市町及び滞納整理組合 んでいたのは何だったのかと思うほ
の併任職員となり、市町の担当者と ど、機構内の雰囲気はとても良く、
滞納整理を行っています。３年間の 時には迷ったり、悩んだりしていま
設置期間が終了し、市町村のスキル す が 充 実 し た 日 々 を 過 ごしていま
が向上した後も、地域とのしがらみ す。そんな日々の業務の中で心がけ
がない機構が必要とされ現在も継続 ていることは、滞納者との信頼関係
しています。また、税以外の公金徴 の構築です。市町村税は毎年課税さ
収も行っています。
れていくため、滞納者の納税意識そ
当機構の今後のあり方を考える際 のものを変えなければ、滞納処分を
に重要なことは、課税権は自治体固 いくら行っても何の解決策にもなら
有の権利であり、機構や広域連合は、 ないからです。
便宜上の
「システム」
に過ぎず、「課
滞納整理業務の中でも特に納税折
税や徴収の一元化」と「システムと 衝は大部分が徴税吏員の判断に委ね
しての機構」の在り方は別であると られるため、これが正しいというも
いう見地で検討しなければならない のがありません。「これでよかったの
ということです。
か 。 も っ と こ う す べ き だったので

ご意見ご要望は下記までお願いします
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11

必 ず来る
第三回
テ ー マ メ メ ン ト ・ モ リ 終 わり
当機構の設置期間は平成 年 月
から平成 年 月末までとなってお
ります。しかし、これまでの実績か
ら機構の設置期間を延長してほしい
との声が多く、現在、地方税徴収対
策室では市町村課と税務課と共同で
滞納整理機構あり方タスクフォース
を設置し、今後の機構のあり方につ
いて検討中です。
当機構の組織形態は任意組織です
が、他県では広域連合や一部事務組
合の形態で運営している団体もある
ため、平成 年 月に京都府、静岡
県、香川県の滞納整理機構を視察し
て参りました。
京都府は府内 市町村（京都市除

4

宮城県総務部地方税徴収対策室(機構事務局)
第１号 ２面
平成23年6月10日

8

20

10

21

7

21

22

