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※法律等の条文の記載について 

法律等の条文を記載するにあたっては、条については「第」をつけているが、項・

号については「第」の記載を省略している。 

 

※数字の記載について 

本文中の数字は全角で「，」をつけない。ただし，第５章の本文中で「千円」を単位

とする数値の記載は全角に「，」を記載している。 

表などの数字は半角で「，」を付ける（資料等を抜粋した場合は、そのものを掲載。）。 

 

※略称について 

条文を引用する際の略称として次のとおりとする。 

地方税法・・・「法」 

地方税法施行令・・・「法施行令」 

地方税法施行規則・・・「法施行規則」 

国税徴収法・・・「国徴法」 

国税徴収法施行令・・・「国徴令」 

佐世保市税条例・・・「条例」 

 

※年度について 

原文が「平成３１年度」となっているものを除いて、原則として「令和元年度」と

記載する。 



第１部
包括外部監査の概要





 

第１部 包括外部監査の概要 

第１ 包括外部監査の概要 

１ 外部監査の種類 

地方自治法第２５２条の３７の１項に基づく包括外部監査  

２ 選定した特定の事件 

（１）外部監査のテーマ 

佐世保市の市税（国民健康保険税を含む。） 

以下、第１部における「市税」の記載は、原則として国民健康保険税を含む

意味である。 

（２）外部監査の対象期間 

原則として、平成３０年度。ただし、必要に応じて他年度。 

 

第２ 事件を選定した理由 

１ 市税の現状等 

佐世保市の国民健康保険税を除く市税についてみると、平成３０年度の一般会

計決算においては市税の歳入がおよそ３０３億円で、歳出額約１１７２億円のう

ち約２５％を賄っている。市税が、市政を執行するための重要な財源となってい

ることがわかる。また、特別会計となる国民健康保険税は平成３０年度の決算で

約４７億円となっており、国民健康保険事業の約１６％を占めている。  

このように、佐世保市の財政の一翼を担う市税の賦課・徴収が適正かつ公平に

行われることは、市にとって大変重要である。 

こうした重要度から、市税等にかかる事務の執行が適正に執行されているか、

また公平性があるか、さらに効果的、効率的かつ経済的に行われているかを監査

することは非常に有用であると考え、本年度のテーマに選定したものである。 

 ２ 滞納整理について 

また、市税事務に関して、国民健康保険税を除く市税の滞納整理に関しては財

1



 

務部納税課が所管し、国民健康保険税の滞納整理は保健福祉部保険料課が所管し

ている。 

同じ滞納整理という事務に関して別々の課が所管していることから、その異同

等を検証することも、監査として意義のあることと考えた。 

 ３ 弁護士の特性等 

市税の事務については、地方税法を中心とした関係法令、佐世保市自体が有す

る条例・規則などの法令・規範が存在する。したがって、市税事務の執行につい

てこれらに合致するか監査することは有用である。 

また、市税事務の一つとして滞納整理があるところ、これらは強制徴収手続等

を伴うこともあり、その事務の執行にあたっては適法性を監査することも有用と

言える。 

ところで、弁護士という職業は、事実を踏まえて、法令・規範にあてはめて物

事を判断するという特性がある。 

その特性から、市税事務の監査は、上記の性質上、弁護士の上記特性を活かせ

るものである。 

４ 結語 

以上より、佐世保市における市税に関する事務の執行を検証するべく、令和元

年度の包括外部監査のテーマとして選定した。 

 

第３ 包括外部監査の手法 

１ 外部監査の対象部署 

佐世保市の市税の財務事務の執行に関与している部署を対象とした。 

市税の事務については、財務部市民税課・資産税課・納税課および保健福祉部

保険料課の所管である。 

２ 外部監査の観点 

佐世保市の市税事務の執行は、適法性、そして、有効性、経済性、効率性の各
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務部納税課が所管し、国民健康保険税の滞納整理は保健福祉部保険料課が所管し

ている。 
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第３ 包括外部監査の手法 

１ 外部監査の対象部署 

佐世保市の市税の財務事務の執行に関与している部署を対象とした。 

市税の事務については、財務部市民税課・資産税課・納税課および保健福祉部

保険料課の所管である。 

２ 外部監査の観点 

佐世保市の市税事務の執行は、適法性、そして、有効性、経済性、効率性の各

 

観点に照らして適切か、特に適法性の観点に重点を置いた。それぞれの語句の意

味について、以下のとおりである。 

適法性・・・法令等の根拠に照らし、佐世保市の市税事務が適切に執行されて

いるか。 

有効性・・・事務・事業の遂行および予算の執行の結果が、所期の目的を達成

しているか、また、効果を上げているか。 

経済性・・・より少ない費用で実施できないか。 

効率性・・・業務の実施に際し、同じ費用でより大きな成果が得られないか、

あるいは費用との対比で最大限の成果を得ているか。 

３ 外部監査の手続 

主な手続きは、以下のとおりである。 

（１）関係資料（法規集・文献等）の収集・検証 

（２）関係部署に対するヒアリング・書面照会 

関係部署に対し、必要に応じて、ヒアリングを実施した。 

また、適宜、関係部署に対する書面照会という手法を用いて事実確認をした。 

（３）関係書類の閲覧 

関係部署から必要書類の閲覧を求め、閲覧した。原本確認が必要なものは原

本を確認した。 

（４）現場視察 

監査執務は、外部監査人室のほか、必要に応じて所管課の様子や情報管理体

制等も確認した。 

 

第４ 包括外部監査の期間 

平成３１年４月１日～令和２年３月３１日 

 

第５ 包括外部監査人および包括外部監査人補助者 
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本監査において、監査人は、監査の事務に際し、監査人補助者による補助を受

けている（地方自治法第２５２条の３２の１項）。 

監査人を含め弁護士が４名、税理士が１名の合計５名体制である。多角的・専

門的視点からの監査とすべく、補助者はかかる構成とした。 

包括外部監査人      弁護士  渡 会 祐 二 

包括外部監査人補助者   弁護士  鈴 木 裕 子 

同        上   弁護士  岩 田   周 

同        上   弁護士  今 井 悠 人 

同        上   税理士  東 島 誉 志 

 

第６ 利害関係 

選定した特定の事件につき、地方自治法第２５２条の２９の規定により記載す

べき利害関係はない。 

 

第７ 報告書の構成 

１ 全体の構成 

第１部 包括外部監査の概要 

第２部 佐世保市における市税 

２ 各章の構成 

本報告書では、事務の項目ごとに、基本的に次の構成で記載することとした。

ただし、章によっては、当該構成での記載が難しい場合は、別の構成によってい

る。 

（１）概要 

制度を説明し、事務手続の流れについて図を使うなどして概要を示した。 

（２）監査の観点・監査の方法 

当該項目において意識した監査の観点と、監査の方法を記載した。 
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本監査において、監査人は、監査の事務に際し、監査人補助者による補助を受

けている（地方自治法第２５２条の３２の１項）。 
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同        上   税理士  東 島 誉 志 

 

第６ 利害関係 

選定した特定の事件につき、地方自治法第２５２条の２９の規定により記載す

べき利害関係はない。 

 

第７ 報告書の構成 

１ 全体の構成 

第１部 包括外部監査の概要 

第２部 佐世保市における市税 

２ 各章の構成 

本報告書では、事務の項目ごとに、基本的に次の構成で記載することとした。

ただし、章によっては、当該構成での記載が難しい場合は、別の構成によってい

る。 

（１）概要 

制度を説明し、事務手続の流れについて図を使うなどして概要を示した。 

（２）監査の観点・監査の方法 

当該項目において意識した監査の観点と、監査の方法を記載した。 

 

（３）事実の摘示 

事務ごとに、監査にて把握した事実関係を指摘した。 

（４）規範 

判断の前提として、その事務について適用となる法令・根拠類を「規範」と

して明示することとした。 

（５）意見等 

監査項目についての判断となる、指摘および意見、評価を記載した。それぞ

れの意義は次のとおりである。 

規範に反しているものは「指摘」とする。 

規範には反していないものの改善・変更をすべきと考えるものを「意見」と

した。 

また、事務執行のうち評価されるべき点も指摘するべきという考えのもと、

過去２か年度に引き続き、評価できる点について、端的に「評価」と記載する

こととした。 
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第２部
佐世保市の市税（国民健康保険税を含む）





第１章 市税の概要 

※佐世保市ホームページでの説明がわかりやすいため、「第９章 特別土地保有税」

の部分を除いて、本章ではその内容を引用・参照させていただいた。 

第１ 市税の種類 

佐世保市で課税している市税は次のとおりである。 

 

市税の種類 内容 担当課 

普 

通 

税 

市⺠税 個⼈市⺠税 個⼈の前年中の所得に対してかかる税 市⺠税課 

法⼈市⺠税 法⼈の所得にかかる法⼈税を基礎としてかかる税 

固定資産税 土地・家屋及び償却資産に対してかかる税 資産税課 

軽⾃動⾞税 原動機付⾃転⾞・⼆輪の⼩型⾃動⾞・軽⾃動⾞・⼩型

特殊⾃動⾞などにかかる税 

市たばこ税 たばこ製造業者・特殊販売業者・卸販売業者が市内の

⼩売店に売り渡したたばこにかかる税 

目 

的 

税 

都市計画税 市街化区域内の土地・家屋に対してかかる税 

入湯税 鉱泉浴場に入浴したときにかかる税 

国⺠健康保険税 国⺠健康保険に加入している⼈たちが国⺠健康保険に

要する費用の一部を負担しあう税 

保険料課 

 

※普通税 

その税収入の使途についてなんら制限がなく、市が一般経費として自由に使用でき

るもの。  

※目的税 

6



その税収入が特定の目的に要する経費にあてることとされている税で、一般的経費

として使用することはできない。 

すなわち、都市計画税は都市計画事業の推進のための財源として、国民健康保険税

は国民健康保険事業のための財源に使われ、また入湯税は、観光施設、消防施設の整

備などのための財源として使われる。 

 

第２ 個人市民税・県民税（個人住民税）の概要 

個人市民税・県民税は、税金を負担する能力のある人が均等の額によって負担

する均等割と、その人の所得金額に応じて負担する所得割の二つから構成され、

その年の１月１日現在に居住する市町村で課税されることになっている。 

個人市民税・県民税の税額計算の基本的な仕組みは所得税と同じであるが、所

得税は１年間の所得に対してその年に課税されるのに対し、個人市民税・県民税

は前年１年間の所得に対して課税されるなど異なる面もある。 

また、個人市民税と個人県民税はあわせて課税することとなっており、一般に

「市県民税」や「住民税」とも呼ばれている。 

１ 納税義務者 

個人市民税・県民税は、前年の所得を基礎としてその年の１月１日現在居住し

ている市町村で課税される。したがって、その後に他の市町村へ転出しても、そ

の年度の個人市民税・県民税は１月１日現在居住していた市町村に納付すること

になる。 

ただし、その市町村に住所を有しなくても、その市町村に事務所・事業所また

は家屋敷を有する人には均等割が課税される。 
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納税義務者 納める税 

市内に住所がある人（1 月 1 日現在） 均等割＋所得割 

市内に住所はないが、市内に事務所、事業所または家屋敷がある人 均等割 

  

２ 個人市民税・県民税が課税されない人（非課税） 

  個人市民税・県民税が課税されない人は次のとおりである。 

 

均等割・所得割のかか

らない人 

生活保護法によって生活扶助を受けている⼈ 

障害者、未成年者、寡婦（夫）に該当する⼈で、前年中の合計所得

⾦額が 125 万円以下の⼈ 

均等割のかからない人 

（佐世保市の場合） 

前年中の合計所得⾦額が次の算式で求められる額以下の⼈ 

（本⼈＋扶養⼈数）×31.5 万円＋18.9 万円（扶養がいる場合のみ

加算） 

所得割のかからない人 

前年中の総所得⾦額等が次の算式で求められる額以下の⼈ 

（本⼈＋扶養⼈数）×35 万円＋32 万円（扶養がいる場合のみ加

算） 

 

 ３ 個人市民税・県民税の税率 

   個人市民税・県民税の税率は次のとおりである。 

  

その税収入が特定の目的に要する経費にあてることとされている税で、一般的経費

として使用することはできない。 

すなわち、都市計画税は都市計画事業の推進のための財源として、国民健康保険税

は国民健康保険事業のための財源に使われ、また入湯税は、観光施設、消防施設の整

備などのための財源として使われる。 

 

第２ 個人市民税・県民税（個人住民税）の概要 

個人市民税・県民税は、税金を負担する能力のある人が均等の額によって負担

する均等割と、その人の所得金額に応じて負担する所得割の二つから構成され、

その年の１月１日現在に居住する市町村で課税されることになっている。 

個人市民税・県民税の税額計算の基本的な仕組みは所得税と同じであるが、所

得税は１年間の所得に対してその年に課税されるのに対し、個人市民税・県民税

は前年１年間の所得に対して課税されるなど異なる面もある。 

また、個人市民税と個人県民税はあわせて課税することとなっており、一般に

「市県民税」や「住民税」とも呼ばれている。 

１ 納税義務者 

個人市民税・県民税は、前年の所得を基礎としてその年の１月１日現在居住し

ている市町村で課税される。したがって、その後に他の市町村へ転出しても、そ

の年度の個人市民税・県民税は１月１日現在居住していた市町村に納付すること

になる。 

ただし、その市町村に住所を有しなくても、その市町村に事務所・事業所また

は家屋敷を有する人には均等割が課税される。 
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  市⺠税 県⺠税 合計 

均等割 年額 3,500 円 年額 2,000 円 年額 5,500 円 

所得割 6％ 4％ 10％ 

 

※平成２６年度～令和５年度（２０２３年度）（１０年間）、地方公共団体が実施する

防災・減災事業の財源とするため、市民税・県民税の均等割額がそれぞれ５００円引

き上げられている。 

※平成１９年度～令和３年度（２０２１年度）（１５年間）、長崎県の森林保全を目的

とした「ながさき森林環境税」として、県民税均等割額に５００円が加算されている。 

※所得割において、退職所得や土地建物の譲渡所得などについては、他の所得と区分

して分離課税の方法により課税する特例が設けられている。 

 

 ４ 個人市民税・県民税の計算方法 

   個人市民税・県民税の計算方法は次のとおりである。 

 

(1)前年中の所得⾦額の計算 収入⾦額-必要経費等＝所得⾦額 

(2)課税所得⾦額の計算 所得⾦額-所得控除＝課税所得⾦額 

(3)所得割額の計算 課税所得⾦額×税率-税額控除＝所得割額 

(4)個人市⺠税額の計算 所得割額＋均等割額＝個⼈市⺠税額 

※個人県民税も同様に計算する。 

 

退職所得や土地建物の譲渡所得などについては、他の所得と区分して分離課税

の方法により課税する特例が設けられている。 
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 ５ 個人市民税・県民税の申告 

１月１日現在において佐世保市内に住所がある人は、３月１５日までに前年中

の所得等を佐世保市に申告する必要がある。 

６ 納税の方法 

個人市民税・県民税を納税する方法には、勤務先の給与から差し引いて納める

「給与所得に係る特別徴収（給与特徴）」、公的年金から差し引いて納める「公的

年金等所得に係る特別徴収（年金特徴）」のほか、納税通知書により納税者の方が

直接金融機関等で納める「普通徴収」の方法がある。 

（１）給与所得に係る特別徴収（給与特徴） 

給与所得者の個人市民税・県民税は、原則として給与支払者である事業主が、

毎月支払う給与から引き去りして納入することが義務付けられている。 

納期は６月から翌年５月までの１２回で、それぞれ翌月１０日までに納入す

ることとされている 

（２）公的年金等所得に係る特別徴収（年金特徴） 

６５歳以上（４月１日現在）の老齢基礎年金受給者の個人市民税・県民税は、

日本年金機構等の年金支払者が、年金から引き去りして納入することとされて

いる。 

納期は年６回で、４月、６月、８月が仮徴収期間、１０月、１２月、翌年２

月が本徴収期間と位置付けられている。 

（３）普通徴収（普徴） 

事業所得者などの個人市民税・県民税は、市から送付される納税通知書に基

づき、納付書や口座振替の方法によって納税者本人から直接納付される。 

納期は６月、８月、１０月、翌年１月の年４回である。 

 

第３ 法人市民税の概要 

  市⺠税 県⺠税 合計 

均等割 年額 3,500 円 年額 2,000 円 年額 5,500 円 

所得割 6％ 4％ 10％ 

 

※平成２６年度～令和５年度（２０２３年度）（１０年間）、地方公共団体が実施する

防災・減災事業の財源とするため、市民税・県民税の均等割額がそれぞれ５００円引

き上げられている。 

※平成１９年度～令和３年度（２０２１年度）（１５年間）、長崎県の森林保全を目的

とした「ながさき森林環境税」として、県民税均等割額に５００円が加算されている。 

※所得割において、退職所得や土地建物の譲渡所得などについては、他の所得と区分

して分離課税の方法により課税する特例が設けられている。 

 

 ４ 個人市民税・県民税の計算方法 

   個人市民税・県民税の計算方法は次のとおりである。 

 

(1)前年中の所得⾦額の計算 収入⾦額-必要経費等＝所得⾦額 

(2)課税所得⾦額の計算 所得⾦額-所得控除＝課税所得⾦額 

(3)所得割額の計算 課税所得⾦額×税率-税額控除＝所得割額 

(4)個人市⺠税額の計算 所得割額＋均等割額＝個⼈市⺠税額 

※個人県民税も同様に計算する。 

 

退職所得や土地建物の譲渡所得などについては、他の所得と区分して分離課税

の方法により課税する特例が設けられている。 
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法人市民税は、市内に事務所や事業所などがある法人、人格のない社団などに

課税される税金で、法人の所得の有無に関係なく負担する均等割と、国税である

法人税額に応じて負担する法人税割がある。 

 

１ 納税義務者 

  法人市民税の納税義務者は次のとおりである。 

 

納税義務者 納める税 

市内に事務所や事業所がある法⼈ 均等割＋法⼈税割 

市内に寮、保養所等のみを持つ法⼈ 均等割 

公益法⼈及び法⼈でない社団等で収益事業を⾏うもの 均等割＋法⼈税割 

公益法⼈及び法⼈でない社団等で収益事業を⾏わないもの 均等割 

（注）法人でない社団等で収益事業を行わないものについては、平成２０年４月１日

以後に開始の事業年度から均等割が非課税となる。 

 

２ 税率 

  法人市民税の税率は次のとおりである。 

 （１）均等割額 
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資本⾦等の額 
佐世保市内の従業員数 

50 人超 50 人以下 

50 億円超 300 万円 41 万円 

10 億円超 50 億円以下  175 万円 41 万円 

1 億円超 10 億円以下 40 万円 16 万円 

1 千万円超 1 億円以下 15 万円 13 万円 

上記に掲げる法⼈以外の法⼈等 12 万円 5 万円 

 

 （２）法人税割額 

法人税額（国税）×税率で計算する。 

税率は事業年度によって次のように異なる。 

 

事業年度 税率 

平成 26 年 9 月 30 ⽇以前に開始する事業年度 14.7％ 

平成 26 年 10 月 1 ⽇以降に開始する事業年度 12.1％ 

令和元年 10 月 1 ⽇以降に開始する事業年度 8.4％ 

（注）事務所、事業所等が複数の市町村にまたがってある場合は、法人税額を従業員

数であん分して計算する。 

 

第４ 固定資産税の概要 

固定資産税は、毎年１月１日（「賦課期日」という。）に土地、家屋、償却資産

（これらを総称して「固定資産」という。）を所有している人が、その固定資産の

法人市民税は、市内に事務所や事業所などがある法人、人格のない社団などに

課税される税金で、法人の所得の有無に関係なく負担する均等割と、国税である

法人税額に応じて負担する法人税割がある。 

 

１ 納税義務者 

  法人市民税の納税義務者は次のとおりである。 

 

納税義務者 納める税 

市内に事務所や事業所がある法⼈ 均等割＋法⼈税割 

市内に寮、保養所等のみを持つ法⼈ 均等割 

公益法⼈及び法⼈でない社団等で収益事業を⾏うもの 均等割＋法⼈税割 

公益法⼈及び法⼈でない社団等で収益事業を⾏わないもの 均等割 

（注）法人でない社団等で収益事業を行わないものについては、平成２０年４月１日

以後に開始の事業年度から均等割が非課税となる。 

 

２ 税率 

  法人市民税の税率は次のとおりである。 

 （１）均等割額 
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価格を基に算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金であ

る。 

 １ 対象となる資産 

   対象となる資産は次のとおりである。 

 

土地 ⽥、畑、宅地、鉱泉地、池沼、⼭林、雑種地等 

家屋 
住家、店舗、工場（発電所及び変電所を含む）、倉庫その他の建

物  なお、未登記家屋も対象となる 

償却資産 
会社や個⼈で事業を営んでいる⼈が、その事業のために用いる機

械・器具・備品などで、土地・家屋以外の減価償却できる資産 

 

２ 納税義務者 

固定資産税の納税義務者は、１月１日現在の固定資産の所有者である。 

 

土地 
登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録さ

れている⼈ 

家屋 
登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録さ

れている⼈ 

償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている⼈ 

 

ただし、所有者として登記（登録）されている人が賦課期日前に死亡している

場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人（相続人等）

が納税義務者となる。 

３ 税額算定の流れ 
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固定資産税は、次のような手順で税額を決定し、納税者へ通知する。 

（１）評価額算定 

固定資産を評価し、その価格を決定する。その価格を基に課税標準額を算定

する。 

※課税標準額は、原則として固定資産課税台帳に登録された価格と同額だが、住宅用

地に対する特例措置を適用する場合などは、価格より低く算定される。 

 

（２）税額の算定 

課税標準額×税率＝税額となる。税率は固定資産税が１．４％、都市計画税

が０．３％である。 

※都市計画税は、都市計画事業または土地区画整理事業の費用にあてるための目的税

で、市街化区域内にある土地・家屋に対して課税される。その税収は、街路、公園緑

地、下水道、ごみ処理施設等の整備に使われる。 

 

（３）通知 

税額等を記載した納税通知書を、原則として毎年４月中旬に納税者に送付す

る。課税の内容については、課税資産明細書に記載される。 

※納期限は、第１期：４月３０日、第２期：７月３１日、第３期：９月３０日、第４

期：１２月２５日（納期限が土日・休日の場合は、翌営業日が納期限となる。） 

 

 （４）免税点 

同一名義人が市内に所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額

の合計が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されない。 

 

 

価格を基に算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金であ

る。 

 １ 対象となる資産 

   対象となる資産は次のとおりである。 

 

土地 ⽥、畑、宅地、鉱泉地、池沼、⼭林、雑種地等 

家屋 
住家、店舗、工場（発電所及び変電所を含む）、倉庫その他の建

物  なお、未登記家屋も対象となる 

償却資産 
会社や個⼈で事業を営んでいる⼈が、その事業のために用いる機

械・器具・備品などで、土地・家屋以外の減価償却できる資産 

 

２ 納税義務者 

固定資産税の納税義務者は、１月１日現在の固定資産の所有者である。 

 

土地 
登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録さ

れている⼈ 

家屋 
登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録さ

れている⼈ 

償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている⼈ 

 

ただし、所有者として登記（登録）されている人が賦課期日前に死亡している

場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人（相続人等）

が納税義務者となる。 

３ 税額算定の流れ 
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土地 30 万円 

家屋 20 万円 

償却資産 150 万円 

（注）課税標準額が免税点未満の納税義務者には納税通知書は発送されない。 

 

４ 価格の見直し 

土地と家屋の価格は３年ごとに見直すこととされており、これを「評価替え」

という。 

原則として、評価替えの年の翌年度と翌々年度は、価格は据え置かれる。土地

の価格については、地価の下落により価格を据え置くことが適当でないときは、

簡易な方法で価格を修正できることになっている。 

なお、償却資産については、毎年１月１日現在の状況を１月中に申告してもら

い、その申告に基づいて毎年評価額を決定する。 

５ 縦覧・閲覧制度 

 （１）縦覧制度 

縦覧とは、自分が所有する土地または家屋の価格と、他の土地または家屋の

価格を比較して、その評価が適正であるかを確認する制度である。 

 

縦覧期間 
4 月 1 ⽇（休庁⽇の場合は翌⽇）から第 1 期納期限まで（通常は 4 月 30

⽇） 

縦覧場所 
 市役所 2 階資産税課  

 各⽀所・宇久⾏政センター（⽀所、⾏政センターは管内分のみ）  
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縦覧できる人 
土地の固定資産税の納税者、家屋の固定資産税の納税者（免税点未満の方

は縦覧できない。） 

必要なもの 
窓⼝に来られる方の本⼈確認ができる資料（運転免許証、健康保険証な

ど）、代理⼈の場合は委任状も必要となる。 

 

 （２）閲覧制度 

閲覧とは、自分が所有する土地および家屋の課税内容を一筆若しくは一棟ご

とに確認する制度である。 

 

閲覧期間 毎年 4 月 1 ⽇（休庁⽇の場合は翌⽇）から翌年 3 月 31 ⽇まで 

閲覧場所 
 市役所 2 階資産税課  

 各⽀所・宇久⾏政センター  

閲覧できる人 土地の固定資産税の納税義務者、家屋の固定資産税の納税義務者 

必要なもの 
窓⼝に来られる方の本⼈確認ができる資料（運転免許証、健康保険証な

ど）、代理⼈の場合は委任状も必要となる。 

 

 ６ 審査の申出 

課税台帳に登録されている評価額について不服がある場合は、固定資産課税台

帳に評価額を登録した旨が公示された日（４月１日）から納税通知書の交付を受

けた日後３か月までの間に、固定資産評価審査委員会（財務部市民税課内）に対

して文書で審査の申出をすることができる。 

また、固定資産課税台帳の縦覧の後に評価額の決定または修正があった場合は、

その通知を受けた日から３か月以内に審査の申出をすることができる。 

土地 30 万円 

家屋 20 万円 

償却資産 150 万円 

（注）課税標準額が免税点未満の納税義務者には納税通知書は発送されない。 

 

４ 価格の見直し 

土地と家屋の価格は３年ごとに見直すこととされており、これを「評価替え」

という。 

原則として、評価替えの年の翌年度と翌々年度は、価格は据え置かれる。土地

の価格については、地価の下落により価格を据え置くことが適当でないときは、

簡易な方法で価格を修正できることになっている。 

なお、償却資産については、毎年１月１日現在の状況を１月中に申告してもら

い、その申告に基づいて毎年評価額を決定する。 

５ 縦覧・閲覧制度 

 （１）縦覧制度 

縦覧とは、自分が所有する土地または家屋の価格と、他の土地または家屋の

価格を比較して、その評価が適正であるかを確認する制度である。 

 

縦覧期間 
4 月 1 ⽇（休庁⽇の場合は翌⽇）から第 1 期納期限まで（通常は 4 月 30

⽇） 

縦覧場所 
 市役所 2 階資産税課  

 各⽀所・宇久⾏政センター（⽀所、⾏政センターは管内分のみ）  
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 ７ 固定資産の所有者が亡くなった場合の手続き 

固定資産の所有者が亡くなった場合、固定資産税・都市計画税の納税義務は、

相続人など固定資産を現に所有する人が承継することとなる。 

死亡された翌年度以降については、以下のとおり。 

① 年内に所有権移転登記が終わっている場合は、登記された新しい所有者が納

税義務者となる。 

② 年内に所有権移転登記が終わらない場合は、相続人など、固定資産を現に所

有する人が納税義務者となるので、「固定資産（土地・家屋）を現に所有する者の

申告書」を提出した相続人代表者に、納税通知書等を送付する。 

なお、この手続きは、相続登記が完了するまでの間、一時的に納税義務者を決

めるもので、登記の名義を変更するものではない。 

 

第５ 軽自動車税の概要 

 （令和元年１０月１日から従来の軽自動車税は軽自動車税種別割に改正されたが、 

  本書では監査の時期を踏まえて改正前の軽自動車税として記載する。） 

１ 納税義務者 

軽自動車税は４月１日現在の所有者に課税される。 

軽自動車税は、毎年５月中旬に送付する納税通知書にて５月３１日までに納付

することになる。 

持ち主の変更、廃車、転出、盗難があった場合などは、その理由が発生した日

から１か月以内に手続きを行う必要がある。 

 ２ ナンバープレート 

１２５ｃｃ以下の原動機付自転車および小型特殊自動車の廃車（廃棄処分）を

する場合には、ナンバープレートが必要となる。 

販売店・回収業者等に廃棄処分を依頼した場合でも、税止めの廃車申告の手続

きが必要となるので、ナンバープレートを取り外して廃車申告を行わなければな
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らない。 

なお、車両の譲渡、廃棄処分等を行い、納税義務者の手元に車両等がない状況

であっても、税止めの廃車申告等の手続きをされていない場合は、引き続き課税

される。 

 ３ 税額（税率） 

令和元年度の車種ごとの税額（税率）は以下のとおりである。 

 

（１）二輪車等 

 

⾞種 税額 

原付 1 種（50cc 以下） 2,000 円 

原付 2 種（90cc 以下） 2,000 円 

原付 2 種（125cc 以下） 2,400 円 

ミニカー 3,700 円 

⼩型特殊（農耕用） 2,400 円 

⼩型特殊（その他） 5,900 円 

軽⼆輪（250cc 以下） 3,600 円 

⼆輪の⼩型⾃動⾞ 6,000 円 

  

 

 ７ 固定資産の所有者が亡くなった場合の手続き 

固定資産の所有者が亡くなった場合、固定資産税・都市計画税の納税義務は、

相続人など固定資産を現に所有する人が承継することとなる。 

死亡された翌年度以降については、以下のとおり。 

① 年内に所有権移転登記が終わっている場合は、登記された新しい所有者が納

税義務者となる。 

② 年内に所有権移転登記が終わらない場合は、相続人など、固定資産を現に所

有する人が納税義務者となるので、「固定資産（土地・家屋）を現に所有する者の

申告書」を提出した相続人代表者に、納税通知書等を送付する。 

なお、この手続きは、相続登記が完了するまでの間、一時的に納税義務者を決

めるもので、登記の名義を変更するものではない。 

 

第５ 軽自動車税の概要 

 （令和元年１０月１日から従来の軽自動車税は軽自動車税種別割に改正されたが、 

  本書では監査の時期を踏まえて改正前の軽自動車税として記載する。） 

１ 納税義務者 

軽自動車税は４月１日現在の所有者に課税される。 

軽自動車税は、毎年５月中旬に送付する納税通知書にて５月３１日までに納付

することになる。 

持ち主の変更、廃車、転出、盗難があった場合などは、その理由が発生した日

から１か月以内に手続きを行う必要がある。 

 ２ ナンバープレート 

１２５ｃｃ以下の原動機付自転車および小型特殊自動車の廃車（廃棄処分）を

する場合には、ナンバープレートが必要となる。 

販売店・回収業者等に廃棄処分を依頼した場合でも、税止めの廃車申告の手続

きが必要となるので、ナンバープレートを取り外して廃車申告を行わなければな
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 （２）軽四輪車等の税率および経年車重課 

初度検査年月から１３年を経過した軽四輪車等（三輪以上の軽自動車）につ

いて、経年車重課が適用される。 

  

 ⾞種 

初度検査年月が 

平成 27 年 4 月以降 

（新税率） 

初度検査年月が 

平成 27 年度 3 月以前 

（旧税率） 

初度検査年月が 

平成 18 年 3 月以前 

（経年⾞重課） 

軽三輪 3,900 円 3,100 円 4,600 円 

軽四輪貨物

（⾃家用） 
5,000 円 4,000 円 6,000 円 

軽四輪貨物

（営業用） 
3,800 円 3,000 円 4,500 円 

軽四輪乗用

（⾃家用） 
10,800 円 7,200 円 12,900 円 

軽四輪乗用

（営業用） 
6,900 円 5,500 円 8,200 円 

電気軽⾃動⾞、天然ガス軽⾃動⾞、メタノール軽⾃動⾞、混合メタノール軽⾃動⾞及びガソリ

ンを内燃機関の燃料として用いる電⼒併用軽⾃動⾞並びに被けん引⾃動⾞は経年⾞重課の対象

から除く。 
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また、原付 1 種（50cc 以下）・原付 2 種乙（90cc 以下）・原付 2 種甲（125cc 以下）・ミ

ニカー・⼩型特殊⾃動⾞（農耕用・その他）・軽⼆輪・⼆輪の⼩型⾃動⾞も経年⾞重課の対象

とならない。 

  

経年車重課適用開始年度（例） 

初度検査年月 経年⾞重課の適⽤開始年度 

平成 18 年 3 月以前 平成 31 年度 

平成 18 年 4 月〜12 月 令和 2 年度 

平成 19 年 1 月〜3 月 令和 2 年度 

平成 19 年 4 月〜12 月 令和 3 年度 

平成 20 年 1 月〜3 月 令和 3 年度 

平成 20 年 4 月〜12 月 令和 4 年度 

 

 （３）軽課 

平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日までに新規取得（新車）した

一定の環境性能を有する軽四輪車等（三輪以上の軽自動車）について、令和元

年度分の軽自動車税に限り、燃費性能に応じて税率を軽減するグリーン化特例

（軽課）が適用される。軽課対象年度は令和元年度のみで、令和２年度以降は

本来の税率（新税率）によって課税される。 

軽課対象となる車は、車検証に記載されている型式および類別識別番号によ

 （２）軽四輪車等の税率および経年車重課 

初度検査年月から１３年を経過した軽四輪車等（三輪以上の軽自動車）につ

いて、経年車重課が適用される。 

  

 ⾞種 

初度検査年月が 

平成 27 年 4 月以降 

（新税率） 

初度検査年月が 

平成 27 年度 3 月以前 

（旧税率） 

初度検査年月が 

平成 18 年 3 月以前 

（経年⾞重課） 

軽三輪 3,900 円 3,100 円 4,600 円 

軽四輪貨物

（⾃家用） 
5,000 円 4,000 円 6,000 円 

軽四輪貨物

（営業用） 
3,800 円 3,000 円 4,500 円 

軽四輪乗用

（⾃家用） 
10,800 円 7,200 円 12,900 円 

軽四輪乗用

（営業用） 
6,900 円 5,500 円 8,200 円 

電気軽⾃動⾞、天然ガス軽⾃動⾞、メタノール軽⾃動⾞、混合メタノール軽⾃動⾞及びガソリ

ンを内燃機関の燃料として用いる電⼒併用軽⾃動⾞並びに被けん引⾃動⾞は経年⾞重課の対象

から除く。 
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って定められている。 

 

⾞種（軽四輪貨物） 軽課対象⾞両の平成 31 年度の税額 

電気軽⾃動⾞等（⾃家用） 1,300 円 

電気軽⾃動⾞等（営業用） 1,000 円 

平成 27 年度燃費基準+35％達成⾞（⾃家用）※ 2,500 円 

平成 27 年度燃費基準+35％達成⾞（営業用）※ 1,900 円 

平成 27 年度燃費基準+15％達成⾞（⾃家用）※ 3,800 円 

平成 27 年度燃費基準+15％達成⾞（営業用）※ 2,900 円 

  

⾞種（軽四輪乗⽤） 軽課対象⾞両の平成 31 年度の税額 

電気軽⾃動⾞等（⾃家用） 2,700 円 

電気軽⾃動⾞等（営業用） 1,800 円 

令和 2 年度燃費基準+30％達成⾞（⾃家用）※ 5,400 円 

令和 2 年度燃費基準+30％達成⾞（営業用）※ 3,500 円 

令和 2 年度燃費基準+10％達成⾞（⾃家用）※ 8,100 円 

令和 2 年度燃費基準+10％達成⾞（営業用）※ 5,200 円 
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 ※ガソリン⾞・ハイブリッド⾞・LPG ⾞は、いずれも平成 17 年排出ガス基準 75％低減達成⾞

（★★★★）または平成 30 年排出ガス基準 50％低減達成⾞に限る。 

 

第６ 入湯税の概要 

１ 概要 

入湯税は環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、消防施設、観光の振興に関す

る費用に充てる目的税である。 

佐世保市内に所在する鉱泉浴場の入湯客が負担するもので、特別徴収義務者に

指定された鉱泉浴場の経営者が入湯客から入湯税を徴収し、月ごとの入湯客数に

応じた税額を翌月１５日までに申告納入する。 

 ２ 税率 

１人１日につき１５０円 

 ３ 課税免除 

次の対象については課税を免除する。 

・年齢１２歳未満の者 

・共同浴場または一般公衆浴場に入湯する者 

・高校生以下の修学旅行の引率の教師および生徒 

・宿泊を伴わない日帰りの入湯者  

 

第７ たばこ税（市たばこ税）の概要 

市たばこ税は、製造たばこの卸売販売業者などから佐世保市内の小売業者にた

ばこを売り渡す際に課税されるものであり、卸売販売業者などが月ごとに売り渡

したたばこの種類および本数に応じた税額を翌月末日までに申告、納付される。 

たばこには、市たばこ税のほか、国たばこ税・県たばこ税・たばこ特別税・消

費税がかかる。 

って定められている。 

 

⾞種（軽四輪貨物） 軽課対象⾞両の平成 31 年度の税額 

電気軽⾃動⾞等（⾃家用） 1,300 円 

電気軽⾃動⾞等（営業用） 1,000 円 

平成 27 年度燃費基準+35％達成⾞（⾃家用）※ 2,500 円 

平成 27 年度燃費基準+35％達成⾞（営業用）※ 1,900 円 

平成 27 年度燃費基準+15％達成⾞（⾃家用）※ 3,800 円 

平成 27 年度燃費基準+15％達成⾞（営業用）※ 2,900 円 

  

⾞種（軽四輪乗⽤） 軽課対象⾞両の平成 31 年度の税額 

電気軽⾃動⾞等（⾃家用） 2,700 円 

電気軽⾃動⾞等（営業用） 1,800 円 

令和 2 年度燃費基準+30％達成⾞（⾃家用）※ 5,400 円 

令和 2 年度燃費基準+30％達成⾞（営業用）※ 3,500 円 

令和 2 年度燃費基準+10％達成⾞（⾃家用）※ 8,100 円 

令和 2 年度燃費基準+10％達成⾞（営業用）※ 5,200 円 
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第８ 特別土地保有税の概要 

特別土地保有税とは、土地の投機的取引を抑制し、有効利用の促進を図ること

を目的とした税で、保有分（土地の所有に対して課するもの）と取得分（土地の

取得に対して課するもの）がある。 

ただし、平成１５年度以降、特別土地保有税の課税を停止し、新たな課税は行

われないことになった。 

 

第９ 国民健康保険税（国保税）の概要 

 １ 納税義務者 

国保税の納税義務者は、原則として、国保の被保険者が属する世帯の世帯主で

ある。 

 ２ 税額 

国保税額は、次のとおりに算定される。 

・世帯ごとの計算  

・年度（４月から翌年３月）単位で計算  

・佐世保市の国保税額を算定する要素は、所得割、均等割、世帯割の３つがあ

る。  

・医療分と後期高齢者支援分と介護分（４０歳以上６５歳未満）をそれぞれ計

算し、その合計額が国保税額になる。 
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令和元年度の税率（年額） 

  医療分 
後期高齢者

支援分 
介護分 説明 

所得割 8.9% 2.9% 2.5% 

加入者の前年中の所得に応じて加

算される額。所得-33 万（基礎控

除）に率を掛ける。平成 31 年度

（令和元年度）は平成 30 年の 1

月から 12 月の所得を使う。 

均等割 25,200 円 8,400 円 8,200 円 加入者一⼈につき加算される額。 

世帯割 
24,800 円

（注） 

8,200 円 

（注） 
7,000 円 一世帯ごとにかかる基本額。 

課税限度額 610,000 円 190,000 円 160,000 円 
最高額は 96 万円。一世帯につき

これ以上は課税されない。 

（注）「特定世帯」は、医療分と後期高齢者⽀援分の世帯割が 5 年が経過する年の年度末まで、半

額になる。さらに「特定継続世帯」は、引き続き 3 年が経過する年の年度末まで、4 分の 1 の額

が減額になる。 

 

※特定世帯および特定継続世帯・・・世帯内の国民健康保険加入者が（７５歳になる

などして）国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行したために、被保険者の人数

が１人になった世帯。 

 

第１０ 納税の概要 

 １ 市税の納期 

 

第８ 特別土地保有税の概要 

特別土地保有税とは、土地の投機的取引を抑制し、有効利用の促進を図ること

を目的とした税で、保有分（土地の所有に対して課するもの）と取得分（土地の

取得に対して課するもの）がある。 

ただし、平成１５年度以降、特別土地保有税の課税を停止し、新たな課税は行

われないことになった。 

 

第９ 国民健康保険税（国保税）の概要 

 １ 納税義務者 

国保税の納税義務者は、原則として、国保の被保険者が属する世帯の世帯主で

ある。 

 ２ 税額 

国保税額は、次のとおりに算定される。 

・世帯ごとの計算  

・年度（４月から翌年３月）単位で計算  

・佐世保市の国保税額を算定する要素は、所得割、均等割、世帯割の３つがあ

る。  

・医療分と後期高齢者支援分と介護分（４０歳以上６５歳未満）をそれぞれ計

算し、その合計額が国保税額になる。 
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   令和元年度の市税の納期は次の一覧のとおり。 

 

納付月 
平成 31 年度（令和元年度） 

納期限 

市県⺠税 

（普通徴収） 

固定資

産税 

軽自動

⾞税 

国⺠健康保険税 

（普通徴収） 

4 月 令和元年 5 月 7 ⽇（火曜⽇）   1 期     

5 月 令和元年 5 月 31 ⽇（⾦曜⽇）     全期   

6 月 令和元年 7 月 1 ⽇（月曜⽇） 1 期     1 期 

7 月 令和元年 7 月 31 ⽇（水曜⽇）   2 期   2 期 

8 月 令和元年 9 月 2 ⽇（月曜⽇） 2 期     3 期 

9 月 令和元年 9 月 30 ⽇（月曜⽇）   3 期   4 期 

10 月 令和元年 10 月 31 ⽇（木曜⽇） 3 期     5 期 

11 月 令和元年 12 月 2 ⽇（月曜⽇）       6 期 

12 月 令和元年 12 月 25 ⽇（水曜⽇）   4 期   7 期 

1 月 令和 2 年 1 月 31 ⽇（⾦曜⽇） 4 期     8 期 

2 月 令和 2 年 3 月 2 ⽇（月曜⽇）       9 期 

3 月 令和 2 年 3 月 31 ⽇（火曜⽇）       10 期 

25



※口座振替の場合は納期限日に引き落としが行われる。  

 

 ２ 納付場所 

市税の納付場所としては、 

・市内に本支店のある各金融機関の窓口 

・佐世保市役所の各支所および行政センターの窓口 

・佐世保市役所の担当課窓口（市県民税・固定資産税・軽自動車税は納税課、

国民健康保険税・後期高齢者医療保険料は保険料課） 

・コンビニエンスストアの窓口 

がある。 

３ 市税の納付が遅れた場合 

納期限までに納付がない場合は、納期限の翌日から延滞金が加算されるほか、

督促状が送付され、一定期日を経過すると督促手数料が加算される。 

そのまま納付がない（滞納）状態が続くと、財産の差押えを行い、滞納してい

る市税に充てられることになる。 

   令和元年度の市税の納期は次の一覧のとおり。 

 

納付月 
平成 31 年度（令和元年度） 

納期限 

市県⺠税 

（普通徴収） 

固定資

産税 

軽自動

⾞税 

国⺠健康保険税 

（普通徴収） 

4 月 令和元年 5 月 7 ⽇（火曜⽇）   1 期     

5 月 令和元年 5 月 31 ⽇（⾦曜⽇）     全期   

6 月 令和元年 7 月 1 ⽇（月曜⽇） 1 期     1 期 

7 月 令和元年 7 月 31 ⽇（水曜⽇）   2 期   2 期 

8 月 令和元年 9 月 2 ⽇（月曜⽇） 2 期     3 期 

9 月 令和元年 9 月 30 ⽇（月曜⽇）   3 期   4 期 

10 月 令和元年 10 月 31 ⽇（木曜⽇） 3 期     5 期 

11 月 令和元年 12 月 2 ⽇（月曜⽇）       6 期 

12 月 令和元年 12 月 25 ⽇（水曜⽇）   4 期   7 期 

1 月 令和 2 年 1 月 31 ⽇（⾦曜⽇） 4 期     8 期 

2 月 令和 2 年 3 月 2 ⽇（月曜⽇）       9 期 

3 月 令和 2 年 3 月 31 ⽇（火曜⽇）       10 期 
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第２章 佐世保市の市税の現状等 

※この章では、佐世保市の作成する「市税概要（令和元年度版）」（以下、単に「市

税概要」とのみいう）が分析に優れているので、これを主な参考資料として構成す

る。 

 

第１ 佐世保市の概況 

佐世保市は、長崎県北部の中核市であり、宇久島、黒島などの離島を抱えて

いる。また、平成１７年に旧吉井町、旧世知原町、平成１８年に旧小佐々町、

旧宇久町、平成２２年に旧江迎町、旧鹿町町とそれぞれ合併した。 

人口は、おおよそ２５万人であり、長崎県内では、長崎市に次ぐ２番目の人

口を抱える都市となっている。 

このように、佐世保市は離島を複数有するほか、もともとの佐世保市だった

ところ（以下、「旧市内」という）以外の計６町と合併したという特徴がある。 

 

第２ 人口・世帯数の推移 

１ 佐世保市の人口・世帯数等の推移は、次のとおりとなっている。 
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第１ 佐世保市の概況 

佐世保市は、長崎県北部の中核市であり、宇久島、黒島などの離島を抱えて

いる。また、平成１７年に旧吉井町、旧世知原町、平成１８年に旧小佐々町、

旧宇久町、平成２２年に旧江迎町、旧鹿町町とそれぞれ合併した。 

人口は、おおよそ２５万人であり、長崎県内では、長崎市に次ぐ２番目の人

口を抱える都市となっている。 

このように、佐世保市は離島を複数有するほか、もともとの佐世保市だった
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なお、令和元年１２月１日時点での佐世保市の人口・世帯数は、２４万６８

０７人、 １０万５４０３世帯となっており、推計人口は、２５万人を切ってい

る。 

また、国立社会保障・人口問題研究所の発表した「日本の地域別将来推計人

口」によると、２０４０年には、人口が２０万人を切ることが見込まれている。 

 

第３ 一般会計歳入総額と市税（国民健康保険税を除く）収入額の推移 

過去５年度の佐世保市における一般会計歳入総額、市税収入額（国民健康保

険税を除く）および一般会計歳入総額に占める市税収入額の割合の推移は、次

のとおりである。 

 

 
 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

歳入合計（千円） 117,406,049 120,229,185 121,880,379 121,313,870 121,241,998

市税（千円） 29,051,702 28,934,593 29,035,508 29,524,985 30,337,272

割合（％） 24.74 24.07 23.82 24.34 25.02
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一般会計歳入総額、市税収入額ともにほぼ横ばいの状態である。 

したがって、一般会計歳入総額に占める市税収入額の割合も約２４～２５％

と一定している。 

 

第４ 市税の税目別（国民健康保険税を除く）の推移 

国民健康保険税を除いて、税目別の過去５年度の税収入や徴税率等について、

「市税概要」の３１・３２頁を抜粋して掲載する。 
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年 度 平成26年度 平成27年度 

 

 
税目 

区分 調定額 

A (千円) 

収入済額 

B (千円) 

徴収率 

B/A(%) 

調定額 

A (千円) 

収入済額 

B (千円) 

徴収率 

B/A(%) 

 
個 人 10,582,635 10,162,379 96.03 10,773,376 10,431,373 96.83 

 
現年課税分 10,130,708 10,008,262 98.79 10,402,085 10,298,249 99.00 

 
滞納繰越分 451,927 154,117 34.10 371,291 133,124 35.85 

市民税 法 人 2,586,479 2,505,962 96.89 2,465,059 2,385,683 96.78 

 
現年課税分 2,508,047 2,500,939 99.72 2,389,629 2,366,994 99.05 

 
滞納繰越分 78,432 5,023 6.40 75,430 18,689 24.78 

 
計 13,169,114 12,668,341 96.20 13,238,435 12,817,056 96.82 

 
固定資産税 12,502,210 11,720,798 93.75 12,171,409 11,518,215 94.63 

 
現年課税分 11,718,277 11,538,228 98.46 11,493,515 11,340,486 98.67 

固 定 滞納繰越分 783,933 182,570 23.29 677,894 177,729 26.22 

資産税 
 
国有資産等所在
市町村交付金 

 
163,395 

 
163,395 

 
100.00 

 
161,876 

 
161,876 

 
100.00 

 
計 12,665,605 11,884,193 93.83 12,333,285 11,680,091 94.70 

 

 
軽自動車税 

現年課税分 

 

滞納繰越分 

541,564 

24,898 

531,683 

7,971 

98.18 

32.01 

551,620 

23,111 

542,676 

7,949 

98.38 

34.39 

計 566,462 539,654 95.27 574,731 550,625 95.81 

市たばこ税 現年課税分 1,971,045 1,971,045 100.00 1,946,199 1,946,199 100.00 

 

 
都市計画税 

現年課税分 

 

滞納繰越分 

1,929,552 

132,940 

1,899,905 

30,960 

98.46 

23.29 

1,876,669 

114,097 

1,851,682 

29,914 

98.67 

26.22 

計 2,062,492 1,930,865 93.62 1,990,766 1,881,596 94.52 

 

 
入湯税 

現年課税分 

 

滞納繰越分 

57,404 

946 

57,404 

200 

100.00 

21.14 

59,026 

746 

59,026 

0 

100.00 

0.00 

計 58,350 57,604 98.72 59,772 59,026 98.75 

 
現年課税分 0 0 0.00 0 0 0.00 

特別土地
保有税 

滞納繰越分 0 0 0.00 0 0 0.00 

 
計 0 0 0.00 0 0 0.00 

 

 
合 計 

現年課税分 

 

滞納繰越分 

29,019,992 

1,473,076 

28,670,861 

380,841 

98.80 

25.85 

28,880,619 

1,262,569 

28,567,188 

367,405 

98.91 

29.10 

計 30,493,068 29,051,702 95.27 30,143,188 28,934,593 95.99 
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平成28年度 平成29年度 平成30年度 

調定額 

A (千円) 

収入済額 

B (千円) 

徴収率 

B/A(%) 

調定額 

A (千円) 

収入済額 

B (千円) 

徴収率 

B/A(%) 

調定額 

A (千円) 

収入済額 

B (千円) 

徴収率 

B/A(%) 

10,767,934 

10,462,246 

305,688 

10,450,770 

10,342,743 

108,027 

97.05 

98.86 

35.34 

11,109,994 

10,813,337 

296,657 

10,795,922 

10,691,383 

104,539 

97.17 

98.87 

35.24 

11,893,199 

11,593,116 

300,083 

11,590,172 

11,486,091 

104,081 

97.45 

99.08 

34.68 

2,266,603 

2,189,372 

77,231 

2,186,750 

2,180,027 

6,723 

96.48 

99.57 

8.71 

2,268,296 

2,189,736 

78,560 

2,194,252 

2,184,502 

9,750 

96.74 

99.76 

12.41 

2,521,276 

2,449,561 

71,715 

2,447,145 

2,443,455 

3,690 

97.06 

99.75 

5.15 

13,034,537 12,637,520 96.95 13,378,290 12,990,174 97.10 14,414,475 14,037,317 97.38 

12,228,056 

11,695,387 

532,669 

11,725,410 

11,557,997 

167,413 

95.89 

98.83 

31.43 

12,359,362 

11,889,007 

470,355 

11,900,864 

11,774,052 

126,812 

96.29 

99.03 

26.96 

12,055,700 

11,655,585 

400,115 

11,652,452 

11,559,210 

93,242 

96.66 

99.17 

23.30 

 
159,283 

 
159,283 

 
100.00 

 
157,171 

 
157,171 

 
100.00 

 
157,110 

 
157,110 

 
100.00 

12,387,339 11,884,693 95.94 12,516,533 12,058,035 96.34 12,212,810 11,809,562 96.70 

654,385 

20,869 

641,706 

7,463 

98.06 

35.76 

680,352 

23,891 

667,222 

9,095 

98.07 

38.07 

704,199 

26,276 

691,907 

9,886 

98.25 

37.62 

675,254 649,169 96.14 704,243 676,317 96.03 730,475 701,793 96.07 

1,904,770 1,904,770 100.00 1,797,900 1,797,900 100.00 1,839,312 1,839,312 100.00 

1,897,847 

88,778 

1,875,552 

27,902 

98.83 

31.43 

1,922,627 

77,789 

1,904,037 

20,973 

99.03 

26.96 

1,890,879 

65,756 

1,875,244 

15,324 

99.17 

23.30 

1,986,625 1,903,454 95.81 2,000,416 1,925,010 96.23 1,956,635 1,890,568 96.62 

55,902 

745 

55,902 

0 

100.00 

0.00 

58,747 

746 

58,747 

0 

100.00 

0.00 

58,720 

0 

58,720 

0 

100.00 

0.00 

56,647 55,902 98.68 59,493 58,747 98.75 58,720 58,720 100.00 

0 

0 

0 

0 

0.00 

0.00 

31,835 

0 

18,802 

0 

59.06 

0.00 

0 

13,033 

0 

0 

0.00 

0.00 

0 0 0.00 31,835 18,802 59.06 13,033 0 0.00 

29,019,192 

1,025,980 

28,717,980 

317,528 

98.96 

30.95 

29,540,712 

947,998 

29,253,816 

271,169 

99.03 

28.60 

30,348,482 

876,978 

30,111,049 

226,223 

99.22 

25.80 

30,045,172 29,035,508 96.64 30,488,710 29,524,985 96.84 31,225,460 30,337,272 97.16 
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平成28年度 平成29年度 平成30年度 
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A (千円) 
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徴収率 
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157,171 
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100.00 

 
157,110 
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100.00 

12,387,339 11,884,693 95.94 12,516,533 12,058,035 96.34 12,212,810 11,809,562 96.70 

654,385 

20,869 

641,706 

7,463 

98.06 

35.76 

680,352 

23,891 

667,222 

9,095 

98.07 

38.07 

704,199 

26,276 

691,907 

9,886 

98.25 

37.62 

675,254 649,169 96.14 704,243 676,317 96.03 730,475 701,793 96.07 

1,904,770 1,904,770 100.00 1,797,900 1,797,900 100.00 1,839,312 1,839,312 100.00 

1,897,847 

88,778 

1,875,552 

27,902 

98.83 

31.43 

1,922,627 

77,789 

1,904,037 

20,973 

99.03 

26.96 

1,890,879 

65,756 

1,875,244 

15,324 

99.17 

23.30 

1,986,625 1,903,454 95.81 2,000,416 1,925,010 96.23 1,956,635 1,890,568 96.62 

55,902 

745 

55,902 

0 

100.00 

0.00 

58,747 

746 

58,747 

0 

100.00 

0.00 

58,720 

0 

58,720 

0 

100.00 

0.00 

56,647 55,902 98.68 59,493 58,747 98.75 58,720 58,720 100.00 

0 

0 

0 

0 

0.00 

0.00 

31,835 

0 

18,802 

0 

59.06 

0.00 

0 

13,033 

0 

0 

0.00 

0.00 

0 0 0.00 31,835 18,802 59.06 13,033 0 0.00 

29,019,192 

1,025,980 

28,717,980 

317,528 

98.96 

30.95 

29,540,712 

947,998 

29,253,816 

271,169 

99.03 

28.60 

30,348,482 

876,978 

30,111,049 

226,223 

99.22 

25.80 

30,045,172 29,035,508 96.64 30,488,710 29,524,985 96.84 31,225,460 30,337,272 97.16 

 
 
 

１ 収入済額の推移 

以下は、税目別の収入済額を抜粋して表・グラフにしたものである。 

なお、下表の「固定資産税」は、「国有資産等所在市町村交付金」を含んでい

ない。本章では、以下、特に断りがない場合は「国有資産等所在市町村交付金」

を除く金額である。 

 

 

 

 

単位：千円 

 

単位（千円） 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度
個⼈市⺠税 10,162,379 10,431,373 10,450,770 10,795,922 11,590,172
法⼈市⺠税 2,505,962 2,385,683 2,186,750 2,194,252 2,447,145
固定資産税 11,720,798 11,518,215 11,725,410 11,900,864 11,652,452
軽自動車税 539,654 550,625 649,169 676,317 701,793
市たばこ税 1,971,045 1,946,199 1,904,770 1,797,900 1,839,312
都市計画税 1,930,865 1,881,596 1,903,454 1,925,010 1,890,568
入湯税 57,604 59,026 55,902 58,747 58,720
特別土地保有税 0 0 0 18,802 0
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個人市民税は漸増している。特に、平成３０年度は前年度に比べ７．３５％

も上昇している。担当課によると、これは、前年中に株式などの譲渡所得が高

額であった者に対する課税額の増による影響と考えられるとのことであった。 

法人市民税は平成２６年度から平成２８年度にかけて減少したものの、平成

３０年度には再び平成２６年度の額に近づいている。 

固定資産税・都市計画税・市たばこ税・入湯税はおおよそ横ばいの状況であ

る。 

軽自動車税は、平成２６年度と平成３０年度を比較すると、およそ３０％の

増となっている。担当課によると、これは、平成２７年４月以降に初度検査を

受ける軽自動車税の額が改定されたこと、および平成２８年度から開始された

経年車重課（初度検査年月から１３年を経過した軽三輪および軽四輪に対し課

される。）の影響と考えられるとのことであった。ただし、市税全体に占める割

合は低いため、市税全体の収入済額への影響は小さい。 

参考までに平成３０年度における市税収入済額の構成比率をグラフにする。 
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個人市民税は漸増している。特に、平成３０年度は前年度に比べ７．３５％

も上昇している。担当課によると、これは、前年中に株式などの譲渡所得が高

額であった者に対する課税額の増による影響と考えられるとのことであった。 

法人市民税は平成２６年度から平成２８年度にかけて減少したものの、平成

３０年度には再び平成２６年度の額に近づいている。 

固定資産税・都市計画税・市たばこ税・入湯税はおおよそ横ばいの状況であ

る。 

軽自動車税は、平成２６年度と平成３０年度を比較すると、およそ３０％の

増となっている。担当課によると、これは、平成２７年４月以降に初度検査を

受ける軽自動車税の額が改定されたこと、および平成２８年度から開始された

経年車重課（初度検査年月から１３年を経過した軽三輪および軽四輪に対し課

される。）の影響と考えられるとのことであった。ただし、市税全体に占める割

合は低いため、市税全体の収入済額への影響は小さい。 

参考までに平成３０年度における市税収入済額の構成比率をグラフにする。 

 

 

※円グラフの「固定資産税」は、「国有資産等所在市町村交付金」を含む。 

 

市民税（個人市民税・法人市民税）および固定資産税で全体の８割強となっ

ていることがわかる。 

 

２ 徴収率の推移 

※特別土地保有税は平成２９年度のみ徴収の実績があるという特殊事情から割愛し

た。 

（１）税目別の徴収率 

以下は、税目ごとの徴収率を表・グラフにしたものである。 

ここでの徴収率は、収入済額（現年課税分と滞納繰越分の合計額）を調定

額で除した値である。 

 

 
 

（単位：%） 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度
個⼈市⺠税 96.03 96.83 97.05 97.17 97.45
法⼈市⺠税 96.89 96.78 96.48 96.74 97.06
固定資産税 93.75 94.63 95.89 96.29 96.66
軽自動車税 95.27 95.81 96.14 96.03 96.07
市たばこ税 100 100 100 100 100
都市計画税 93.62 94.52 95.81 96.23 96.62
入湯税 98.72 98.75 98.68 98.75 100
合計 95.27 95.99 96.64 96.84 97.16
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単位：％        

 

いずれの徴収率も平成３０年度には９５％を超える徴収率を維持しているこ

とが分かる。 

特に、市たばこ税は過去５年度１００％となっている。 

入湯税については、導入された平成５年度から平成２４年度は徴収率１０

０％（滞納繰越分が生じていない）だったが、平成２５年度から平成２９年度

は１００％となっていなかった。これは、特別徴収義務者のうち１者が倒産し

て納付すべき税を滞納したためであった。この点については、当該義務者に滞

納処分できる財産がなく納付が見込めないことから、平成２９年度に法第１５

条の７の１項１号に該当するとして滞納処分の執行が停止され、これと同時に

同条５項の規定による納税義務消滅の措置がとられた。これにより、平成３０

年度の徴収率は再び１００％となっている。 

合計の徴収率をみても、毎年着実に上昇していることが分かる。 

 （２）各中核市の徴収率 

参考に、全中核市の総額と市民税（個人市民税・法人市民税）・固定資産税

の各徴収率を、総務省ホームページ記載の平成２９年度「中核市別・税目別
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単位：％        

 

いずれの徴収率も平成３０年度には９５％を超える徴収率を維持しているこ

とが分かる。 

特に、市たばこ税は過去５年度１００％となっている。 

入湯税については、導入された平成５年度から平成２４年度は徴収率１０

０％（滞納繰越分が生じていない）だったが、平成２５年度から平成２９年度

は１００％となっていなかった。これは、特別徴収義務者のうち１者が倒産し

て納付すべき税を滞納したためであった。この点については、当該義務者に滞

納処分できる財産がなく納付が見込めないことから、平成２９年度に法第１５

条の７の１項１号に該当するとして滞納処分の執行が停止され、これと同時に

同条５項の規定による納税義務消滅の措置がとられた。これにより、平成３０

年度の徴収率は再び１００％となっている。 

合計の徴収率をみても、毎年着実に上昇していることが分かる。 

 （２）各中核市の徴収率 

参考に、全中核市の総額と市民税（個人市民税・法人市民税）・固定資産税

の各徴収率を、総務省ホームページ記載の平成２９年度「中核市別・税目別

徴収実績」をグラフにして比較した。（単位はすべて％） 

なお、総額以外に市民税と固定資産税をとりあげたのは、両税が佐世保市

の市税の８割を超えている主要な税目となるからである。 

これによると、佐世保市の市民税（個人市民税・法人市民税）の徴収率は

９７．１％となっており全国平均９６．７％を上回っている。 

他方、総額の徴収率については全国平均９６．９％に対して９６．８％、

固定資産税の徴収率は全国平均９６．７％に対して９６．３％となっており、

若干ではあるが全国平均を下回っていることがわかる。徴収率については、

より改善に向けて努力する必要があると考える。 

同じ九州の大分市の徴収率はいずれも全国１位となっている。大分市がど

のような取り組みをしているのかを知ることでより良い徴収率に繋がる可能

性がある。 
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 （３）現年課税分と滞納繰越分の徴収率 

現年課税分と滞納繰越分に対する徴収率（それぞれを調定額で除した値）

も表・グラフにして検討した。 

ア 現年課税分 

現年課税分に関しては、いずれの徴収率も９８％を超えており、高い水

準にまとまっている。現年課税分をしっかりと徴収していることがわかる。 

ただ、軽自動車税については、やや減少しつつ横ばいの状況となってい

る。 

 

 
 

 

単位：％        

（単位：%） 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度
個⼈市⺠税 98.79 99 98.86 98.87 99.08
法⼈市⺠税 99.72 99.05 99.57 99.76 99.75
固定資産税 98.46 98.67 98.83 99.03 99.17
軽自動車税 98.18 98.38 98.06 98.07 98.25
市たばこ税 100 100 100 100 100
都市計画税 98.46 98.67 98.83 99.03 99.17
入湯税 100 100 100 100 100
合計 98.8 98.91 98.96 99.03 99.22
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イ 滞納繰越分 

※市たばこ税は現年課税徴収率１００％のため、滞納繰越分の一覧表・グラフには

記載しない。 

滞納繰越分に関しては、軽自動車税以外は全体に徴収率が減少傾向にあ

る。 

なお、入湯税に関しては、平成２６年度から滞納繰越分の滞納が発生し、

平成２７年度から平成２９年度まで滞納繰越分は徴収できない状況が続

いたため、０％となっている（ただし、前述のとおり平成２９年度に滞納

繰越分について納税義務消滅の措置がとられている。）。 

最も高い徴収率の軽自動車税であっても４０％を下回っており、滞納繰

越分の徴収率は全体として低い数値にとどまっていることからすると、い

かに現年課税分を効率的に徴収するか（滞納繰越分を発生させないか）が

大事となる。 

 

 

（単位：%） 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度
個⼈市⺠税 34.1 35.85 35.34 35.24 34.68
法⼈市⺠税 6.4 24.78 8.71 12.41 5.15
固定資産税 23.29 26.22 31.43 26.96 23.3
軽自動車税 32.01 34.39 35.76 38.07 37.62
都市計画税 23.29 26.22 31.43 26.96 23.3
入湯税 21.14 0 0 0 ―
合計 25.85 29.1 30.95 28.6 25.8
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イ 滞納繰越分 

※市たばこ税は現年課税徴収率１００％のため、滞納繰越分の一覧表・グラフには

記載しない。 

滞納繰越分に関しては、軽自動車税以外は全体に徴収率が減少傾向にあ

る。 

なお、入湯税に関しては、平成２６年度から滞納繰越分の滞納が発生し、

平成２７年度から平成２９年度まで滞納繰越分は徴収できない状況が続

いたため、０％となっている（ただし、前述のとおり平成２９年度に滞納

繰越分について納税義務消滅の措置がとられている。）。 

最も高い徴収率の軽自動車税であっても４０％を下回っており、滞納繰

越分の徴収率は全体として低い数値にとどまっていることからすると、い

かに現年課税分を効率的に徴収するか（滞納繰越分を発生させないか）が

大事となる。 

 

 

（単位：%） 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度
個⼈市⺠税 34.1 35.85 35.34 35.24 34.68
法⼈市⺠税 6.4 24.78 8.71 12.41 5.15
固定資産税 23.29 26.22 31.43 26.96 23.3
軽自動車税 32.01 34.39 35.76 38.07 37.62
都市計画税 23.29 26.22 31.43 26.96 23.3
入湯税 21.14 0 0 0 ―
合計 25.85 29.1 30.95 28.6 25.8

 

単位：％        

※入湯税は、平成３０年度は表では「－」であるが、編集の都合上、グラフ上は「０」

の表示となっている。 

 

第５ 市税の税目別（国民健康保険税を除く）の概況 

   本項では、市税の税目別（国民健康保険税を除く）の概況をまとめた。 

 １ 個人市民税（課税額） ※市税概要３３頁 

※退職所得に係る分を除く。 

 （１）納税義務者 

普通徴収の人口はやや減少傾向にある。 

対して、特別徴収・合計の人数は漸増している。担当課によれば、給与所

得者および年金受給者が増加していることが要因として考えられるとのこと

であった。 

 

 

（単位：⼈） 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度
普通徴収 27,451 25,046 25,129 24,642 24,241
特別徴収 85,270 87,839 89,255 90,549 91,578
合計 112,721 112,885 114,384 115,191 115,819
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単位：千円        

 （２）個人市民税額 

全体として増加傾向にある。 

なお、普通徴収分は、平成３０年度については前年度よりおおよそ６億増

加しているが、これは、前述のとおり前年中に株式などの譲渡所得が高額で

あった者に対する課税額の増によるものと考えられる。 

 

 

 

（単位：千円） 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度
普通徴収 2,093,734 1,970,691 1,911,801 2,025,644 2,624,136
特別徴収 7,971,636 8,339,175 8,493,633 8,652,737 8,754,658
合計 10,065,370 10,309,866 10,405,434 10,678,381 11,378,794
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単位：千円        

 （２）個人市民税額 

全体として増加傾向にある。 

なお、普通徴収分は、平成３０年度については前年度よりおおよそ６億増

加しているが、これは、前述のとおり前年中に株式などの譲渡所得が高額で

あった者に対する課税額の増によるものと考えられる。 

 

 

 

（単位：千円） 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度
普通徴収 2,093,734 1,970,691 1,911,801 2,025,644 2,624,136
特別徴収 7,971,636 8,339,175 8,493,633 8,652,737 8,754,658
合計 10,065,370 10,309,866 10,405,434 10,678,381 11,378,794

 

単位：千円        

 

 ２ 法人市民税（調定額） ※市税概要４２頁 

納税者数は年度ごとに増加しているが、必ずしも調定額は上昇しておらず、

むしろ減少している年度もある。 

 

 
 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度
納税者数（社） 5530 5597 5618 5676 5751
均等割額（千円） 564,530 564,665 577,409 575,713 585,873
法⼈税割額（千円） 1,943,517 1,824,964 1,611,963 1,614,023 1,863,688
合計（千円） 2,508,047 2,389,629 2,189,372 2,189,736 2,449,561
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 ３ 固定資産税  ※市税概要４３頁 

 （１）納税義務者 

    土地・家屋ともに納税義務者数は増加傾向にある。 

全体の納税義務者数も増加している。 

 

 

※滞納繰越分を除く 

※土地の納税義務者は、区分所有者毎に１納税義務者とする。 

 

（単位：⼈） 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度
土地 64,792 64,801 64,975 65,174 65,222
家屋 71,593 71,718 71,813 72,072 72,216
償却資産 3,000 3,070 3,134 3,285 3,245
交付金 9 9 9 9 9
合計 139,394 139,598 139,931 140,540 140,692
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 ３ 固定資産税  ※市税概要４３頁 

 （１）納税義務者 

    土地・家屋ともに納税義務者数は増加傾向にある。 

全体の納税義務者数も増加している。 

 

 

※滞納繰越分を除く 

※土地の納税義務者は、区分所有者毎に１納税義務者とする。 

 

（単位：⼈） 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度
土地 64,792 64,801 64,975 65,174 65,222
家屋 71,593 71,718 71,813 72,072 72,216
償却資産 3,000 3,070 3,134 3,285 3,245
交付金 9 9 9 9 9
合計 139,394 139,598 139,931 140,540 140,692

 

単位：人        

※交付金（国有資産等所在市町村交付金）のグラフは省略した。 

 

 
単位：人        

 

 （２）固定資産税調定額 
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固定資産税調定額はいずれについても大きな変動はない。全体として横ば

いの状況である。 

 

 

 

単位：千円        

※交付金（国有資産等所在市町村交付金）のグラフは省略した。 

 

 ４ 軽自動車税  ※市税概要３１・３２頁 

   軽自動車税に関しては、全体として増加傾向にある。滞納繰越分の収入済額

は、平成２８年度に落ち込みをみせたものの、その後上昇している。 

 

（単位：千円） 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度
土地 3,383,079 3,283,774 3,262,095 3,272,838 3,238,547
家屋 6,446,212 6,241,973 6,392,813 6,519,580 6,362,743
償却資産 1,888,986 1,967,768 2,040,479 2,096,589 2,054,295
交付金 163,395 161,876 159,283 157,171 157,110
合計 11,881,672 11,655,391 11,854,670 12,046,178 11,812,695
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固定資産税調定額はいずれについても大きな変動はない。全体として横ば

いの状況である。 

 

 

 

単位：千円        

※交付金（国有資産等所在市町村交付金）のグラフは省略した。 

 

 ４ 軽自動車税  ※市税概要３１・３２頁 

   軽自動車税に関しては、全体として増加傾向にある。滞納繰越分の収入済額

は、平成２８年度に落ち込みをみせたものの、その後上昇している。 

 

（単位：千円） 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度
土地 3,383,079 3,283,774 3,262,095 3,272,838 3,238,547
家屋 6,446,212 6,241,973 6,392,813 6,519,580 6,362,743
償却資産 1,888,986 1,967,768 2,040,479 2,096,589 2,054,295
交付金 163,395 161,876 159,283 157,171 157,110
合計 11,881,672 11,655,391 11,854,670 12,046,178 11,812,695

 

 

 
単位：千円        

 

 ５ 市たばこ税  ※市税概要５３頁 

 （１）課税本数 

    いずれの課税本数も減少している。 

原因としては、喫煙者の減少があるものと推測される。 

 

 

 

 

（単位：千円） 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度
現年課税分 531,683 542,676 641,706 667,222 691,907
滞納繰越分 7,971 7,949 7,463 9,095 9,886
合計 539,654 550,625 649,169 676,317 701,793

（単位：千本） 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度
製造たばこ 364,676 360,121 351,388 332,208 329,466
紙巻たばこ３級品 20,890 20,537 19,332 15,029 11,810
総数 385,566 380,658 370,720 347,237 341,276
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 （２）調定額 

   調定額は課税本数の減少とともに平成２９年度に落ち込んでいるものの、平

成３０年度は再び増加している。これは税率の上昇によるものと考えられる。 

 

 
 

 ６ 都市計画税  ※市税概要５４頁 
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 （２）調定額 

   調定額は課税本数の減少とともに平成２９年度に落ち込んでいるものの、平

成３０年度は再び増加している。これは税率の上昇によるものと考えられる。 

 

 
 

 ６ 都市計画税  ※市税概要５４頁 

   納税義務者は減少しているが、調定額の増減とは必ずしも一致していない。 

 

 
※滞納繰越分は除く。 

 

 

 

 ７ 入湯税 

   過去５年間の税率が１５０円から変動がないことから、課税入湯客数と税額

の増減が一致しているのが特徴である。平成２８年度の落ち込みは、熊本の大

震災の影響が考えられる。 

 

 
 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度
調定額（千円） 1,938,877 1,885,899 1,909,211 1,932,647 1,900,945
納税義務者（⼈） 62,102 62,001 61,950 61,953 61,947

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度
課税入湯客数（⼈） 382,690 393,508 372,678 391,648 391,464
税額（千円） 57,404 59,026 55,902 58,747 58,720
事業者数（件） 10 10 10 10 9
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 ８ 特別土地保有税 

   特別土地保有税は平成２９年度におよそ１８８０万円の徴収がなされたもの

の、約１３００万円の滞納が発生している。これについては、第９章の「特別

土地保有税」にて監査結果を報告する。 

 

 

 

第６ 国民健康保険税の推移 

国民健康保険の過去５年度の税収入や徴税率等について、「市税概要」の６５

頁の上段を抜粋して掲載する。 

 

（単位：千円） 調定額 収入済額 徴収率（％）調定額 収入済額 徴収率（％）
現年課税分 31,835 18,802 59.06 0 0 ー
滞納繰越分 0 0 ー 13,033 0 0
合計 31,835 18,802 59.06 13,033 0 0

平成２９年度 平成３０年度
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（単位：千円） 調定額 収入済額 徴収率（％）調定額 収入済額 徴収率（％）
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 １ 収入額の推移 

   収入額の推移をグラフにして推移を確認した。 

 

 

 単位：千円        

 
年度 

 
区分 

 

平成26年度 
 

平成27年度 
 

平成28年度 
 

平成29年度 
 

平成30年度 

 

 

現

年 

 

調定額 

 

5,814,956 千円 
 

6,040,788 千円 
 

5,865,019 千円 
 

5,593,522 千円 
 

4,828,879 千円 

 

収入額 

 

5,339,844 千円 

 

5,538,699 千円 

 

5,350,112 千円 

 

5,132,337 千円 

 

4,471,236 千円 

 

収入率 

 

91.8 % 
 

91.7 % 
 

91.2 % 
 

91.76 % 
 

92.59 % 

 

 

繰

越 

 

調定額 

 

2,489,565 千円 

 

2,467,123 千円 

 

2,468,999 千円 

 

2,374,813 千円 

 

2,312,280 千円 

 

収入額 

 

239,243 千円 

 

261,140 千円 

 

319,990 千円 

 

275,716 千円 

 

294,287 千円 

 

収入率 

 

9.6 % 
 

10.6 % 
 

13.0 % 
 

11.61 % 
 

12.73 % 

 

 

 

計 

 

調定額 

 

8,304,520 千円 

 

8,507,911 千円 

 

8,334,018 千円 

 

7,968,336 千円 

 

7,141,160 千円 

 

収入額 

 

5,579,088 千円 

 

5,799,839 千円 

 

5,670,103 千円 

 

5,408,054 千円 

 

4,765,524 千円 

 

収入率 

 

67.2 % 
 

68.2 % 
 

68.0 % 
 

67.87 % 
 

66.73 % 
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平成３０年度は前年度に比べておよそ６．５億円減少しているが、担当課に

よると、これは平成３０年度より国保制度改革が行われ、国保税収が県への納

付金となる等、都道府県単位での財政運営となり県内で平準化が実施された結

果、これまで全国的にも高額だった本市の調定額が大幅に引き下げられた（お

よそ７．６億円）ことが要因となっていると考えられるとのことであった。 

 

２ 徴収率（収入率）の推移 

国民健康保険税の徴収率を、表・グラフにまとめた。 

いずれの徴収率もほぼ横ばい状態である。 

 

 

 

 

単位：％        

 

（単位：％） 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度
現年分 91.8 91.7 91.2 91.76 92.59
繰越分 9.6 10.6 13 11.61 12.73
合計 67.2 68.2 68 67.87 66.73
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平成３０年度は前年度に比べておよそ６．５億円減少しているが、担当課に
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果、これまで全国的にも高額だった本市の調定額が大幅に引き下げられた（お
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２ 徴収率（収入率）の推移 

国民健康保険税の徴収率を、表・グラフにまとめた。 

いずれの徴収率もほぼ横ばい状態である。 

 

 

 

 

単位：％        

 

（単位：％） 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度
現年分 91.8 91.7 91.2 91.76 92.59
繰越分 9.6 10.6 13 11.61 12.73
合計 67.2 68.2 68 67.87 66.73

３ 全国との比較 

全国・中核市の状況と比較するため、厚生労働省のホームページで発表され

ている「平成２９年度国民健康保険（市町村）の財政状況」をもとに、全国・

中核市・佐世保市の徴収率の推移をまとめた。ただし、現年分のみとなる。 

 

 
 

 

単位：％        

 

佐世保市の徴収率は、平成２６・２７年度は全国・中核市の各平均ともに上

回っていた。しかしながら、平成２８・２９年度は中核市平均程度まで落ち込

んでいるうえ、全国平均を下回る状態に陥っている。 

もっとも、平成３０年度について佐世保市は９２．５９％まで上昇している。

平成３０年度の全国・中核市の各平均がどのようになるかはまだ資料がないが、

平成２９年度の全国平均を超えていることからすると、一定の改善がなされた

（単位：％） 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度
全国 90.95 91.45 91.92 92.45
中核市 90.2 90.75 91.21 91.76
佐世保市 91.8 91.7 91.2 91.76
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ものと考えられる。 

 

第７ 徴税費の推移 

   佐世保市の徴税費の推移を確認したところ、以下のとおりであった。 

 

 
 

 

 

徴税費における人件費の割合は７５％程度近くを占めている。 

市税の調定額と、それに対する徴税費の割合は、おおよそ同じ傾向（調定額

が増えているときは、徴税費そのものだけでなく徴税費の占める割合も高くな

る）を示している。 

 

第８ 市税事務の組織・人員等 

（単位：千円） 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度
徴税費（⼈件費） 750,166 729,366 713,688 740,148 736,212
徴税費（⼈件費以外） 230,438 206,135 285,578 221,625 235,769
徴税費合計 980,604 935,501 999,266 961,773 971,981
市税の調定額に対する徴税費の割合 3.22% 3.10% 3.33% 3.15% 3.11%
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ものと考えられる。 

 

第７ 徴税費の推移 

   佐世保市の徴税費の推移を確認したところ、以下のとおりであった。 

 

 
 

 

 

徴税費における人件費の割合は７５％程度近くを占めている。 

市税の調定額と、それに対する徴税費の割合は、おおよそ同じ傾向（調定額

が増えているときは、徴税費そのものだけでなく徴税費の占める割合も高くな

る）を示している。 

 

第８ 市税事務の組織・人員等 

（単位：千円） 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度
徴税費（⼈件費） 750,166 729,366 713,688 740,148 736,212
徴税費（⼈件費以外） 230,438 206,135 285,578 221,625 235,769
徴税費合計 980,604 935,501 999,266 961,773 971,981
市税の調定額に対する徴税費の割合 3.22% 3.10% 3.33% 3.15% 3.11%

   佐世保市行政機構図によると、市民税課・資産税課・納税課は財務部に属し

ており、国民健康保険税を扱う保険料課は保健福祉部に属している。所属する

部は異なっている。 

   また、市民税課・資産税課・納税課の３課は市役所本庁２階に執務スペース

を構えるのに対して、保険料課は１階が執務場所となる。 

   機構上また執務階上も、市民税課・資産税課・納税課の３課と保険料課が分

かれていることがわかる。 

   以下の機構図は、市税概要の３・４頁の一部を抜粋した。 
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   平成３１年４月１日現在（保険料課のみ令和１年５月３１日現在）の人員に

関しては、市民税課３４名、資産税課４１名、納税課３８名、保険料課３９名

である。 

   ４課を合わせると１５０名を超える人員体制となっている。 

   それぞれの事務分掌については、次の一覧のとおりである（市民税課・資産

税課・納税課については、市税概要の７～９頁を抜粋した。保険料課について

は、同課よりデータの提出を受けた。）。 
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   平成３１年４月１日現在（保険料課のみ令和１年５月３１日現在）の人員に

関しては、市民税課３４名、資産税課４１名、納税課３８名、保険料課３９名

である。 

   ４課を合わせると１５０名を超える人員体制となっている。 

   それぞれの事務分掌については、次の一覧のとおりである（市民税課・資産

税課・納税課については、市税概要の７～９頁を抜粋した。保険料課について

は、同課よりデータの提出を受けた。）。 
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第３章 個人市民税 

第１ 概要 

１ 制度の概要 

（１）構成 

個人市民税は、均等割と所得割から構成されている。 

均等割は、均等の額により課する市民税をいう（法第２９２条１項１号）。

均等割は、市内に住所または事務所等を有する個人と市の行政上の諸施策に

よる種々の応益関係に着目して、そのために要する経費の一部をその住民に

広く負担を求め、その税負担を通じて地方自治体の行政に参画することを期

待する、いわゆる負担分任という住民税の性格を最も端的に表すものである。 

所得割は、所得により課する市民税をいう（法第２９２条１項２号）。所得

割は、市民がその所得金額に応じて負担するものである。ただし、累進課税

制による所得再分配機能を持つ所得税とは異なり、所得割は、応益性（明確

な受益と負担の関係）や偏在度の縮小（高所得者の多い都市部に税収が集中

するのを防ぐ）の観点から税率が一律とされている。 

（２）納税義務者 

 

納税義務者 納める税 
市内に住所がある者（1 月 1 日現在） 

（法第 294 条 1 項 1 号・条例第 15 条 1 号） 
均等割＋所得割 

市内に住所はないが、市内に事務所、事業所又は家屋敷がある者 

（法第 294 条 1 項 2 号・条例第 15 条 2 号） 
均等割 

 

（３）非課税 

均等割・所得割のかか

らない者 

（法第 295 条 1 項） 

①生活保護法によって生活扶助を受けている者 

②障害者、未成年者、寡婦（夫）に該当する者で、前年中の合計所得

金額が 125 万円以下の者 
均等割のかからない

者（法第 295 条 3 項・

条例第 15 条の 2） 

前年中の合計所得金額が次の算式で求められる額以下の者 

（本人＋扶養人数）×31.5 万円＋18.9 万円（扶養がいる場合のみ加

算） 
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所得割のかからない

者（法附則第 3 条の 3

の 4 項） 

前年中の総所得金額等が次の算式で求められる額以下の者 

（本人＋扶養人数）×35 万円＋32 万円（扶養がいる場合のみ加算） 

 

（４）税額 

ア 税率 

 

 市民税 県民税 合計 
均等割 年額 3,500 円 年額 2,000 円 年額 5,500 円 
所得割 6％ 4％ 10％ 

 

イ 税額の計算方法 

 

①前年中の所得金額の計算 収入金額－必要経費等＝所得金額 

②課税所得金額の計算 所得金額－所得控除＝課税所得金額 

③所得割額の計算 課税所得金額×税率－税額控除＝所得割額 

④個人市民税額の計算 所得割額＋均等割額＝個人市民税額 

 

ウ 税額控除 

 

調整控除 

（法第 314 条の 6） 

個人市民税・県民税（住民税）と所得税とでは、扶養控除や配偶者控

除などの人的控除において、法律で定められている控除額に差が生じ

ている（人的控除差）。平成 19 年に国から地方への税源移譲（所得

税の減額、住民税の増額）が実施されたが、税源移譲に伴う税率の調

整だけでは税負担が増える場合があったため、この負担増を調整する

ための措置として、所得割額から一定の金額を控除する調整控除が設

けられている。 

配当控除 

（法第 314 条の 9） 

法人課税との二重課税を排除する趣旨から、総所得金額の中に対象と

なる配当所得（株式の配当など）があるときは、その金額に一定率を

乗じた金額が税額から差し引かれる。 

外国税額控除 

（法第 314 条の 8） 

外国にその源泉がある所得について、その国の法令によって所得税や

住民税に相当する税が課された場合、その所得にさらに日本の所得税

や住民税が課税されると国際間の二重課税になってしまうことから、

これを調整するために外国税額控除が設けられている。 

所得税において外国税額控除が行われた場合に、所得税で控除しきれ

ないときは、まず県民税の所得割額から一定の金額を限度として控除

し、さらに控除しきれない額があるときは、次に市民税の額から一定

の金額を限度として控除する。 
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住宅借入金等特別税

額控除（法附則第 5 条

の 4 等） 

平成 11 年から平成 18 年までまたは平成 21 年から令和 3 年までに入

居し、所得税の住宅ローン控除の適用を受けている者のうち、所得税

から控除しきれなかった額がある者については、翌年度の個人市民

税・県民税の所得割額から控除を受けることができる。 

寄附金税額控除 

（法第 314 条の 7） 

特定の団体等に寄附した場合、調整控除適用後の所得割額から一定の

算式により計算した額を控除できる。また、ふるさと納税を行った場

合は特例控除額が上乗せして控除される。 

 

（５）申告 

ア 申告書の提出が必要なもの 

（ア）申告する年の１月１日現在、佐世保市に住んでいる者 

次のいずれかの要件に該当する者は、原則として３月１５日までに前

年中の所得等を佐世保市へ申告する必要がある（法第３１７条の２の１

項本文・条例第１９条）。 

①佐世保市の国民健康保険・後期高齢者医療保険の加入者およびその世

帯の世帯主（前年中の収入がなかった場合も申告が必要である。） 

②営業等、農業、不動産、配当、一時、雑所得などの所得がある者 

③給与所得者で次に該当する者 

・勤務先から給与支払報告書が佐世保市に提出されていない者 

・勤務先から給与支払報告書が佐世保市に提出されているが、給与以

外の収入（営業等・農業・不動産・配当・雑・一時所得など）が別

にある者（給与所得者で、給与以外の所得が２０万円以下の所得税

の確定申告が不要な場合でも、市民税・県民税の申告は必要である。） 

④公的年金等を受給している者で公的年金等以外の所得がある者（公的

年金等の収入が４００万円以下で公的年金等以外の所得が２０万円以

下の場合は所得税の確定申告は不要であるが、市民税・県民税の申告

は必要である。） 

⑤医療費控除など各種控除を追加する者（法第３１７条の２の３項・条

例第１９条３項） 
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住宅借入金等特別税

額控除（法附則第 5 条

の 4 等） 

平成 11 年から平成 18 年までまたは平成 21 年から令和 3 年までに入

居し、所得税の住宅ローン控除の適用を受けている者のうち、所得税

から控除しきれなかった額がある者については、翌年度の個人市民

税・県民税の所得割額から控除を受けることができる。 

寄附金税額控除 

（法第 314 条の 7） 

特定の団体等に寄附した場合、調整控除適用後の所得割額から一定の

算式により計算した額を控除できる。また、ふるさと納税を行った場

合は特例控除額が上乗せして控除される。 

 

（５）申告 

ア 申告書の提出が必要なもの 

（ア）申告する年の１月１日現在、佐世保市に住んでいる者 

次のいずれかの要件に該当する者は、原則として３月１５日までに前

年中の所得等を佐世保市へ申告する必要がある（法第３１７条の２の１

項本文・条例第１９条）。 

①佐世保市の国民健康保険・後期高齢者医療保険の加入者およびその世

帯の世帯主（前年中の収入がなかった場合も申告が必要である。） 

②営業等、農業、不動産、配当、一時、雑所得などの所得がある者 

③給与所得者で次に該当する者 

・勤務先から給与支払報告書が佐世保市に提出されていない者 

・勤務先から給与支払報告書が佐世保市に提出されているが、給与以

外の収入（営業等・農業・不動産・配当・雑・一時所得など）が別

にある者（給与所得者で、給与以外の所得が２０万円以下の所得税

の確定申告が不要な場合でも、市民税・県民税の申告は必要である。） 

④公的年金等を受給している者で公的年金等以外の所得がある者（公的

年金等の収入が４００万円以下で公的年金等以外の所得が２０万円以

下の場合は所得税の確定申告は不要であるが、市民税・県民税の申告

は必要である。） 

⑤医療費控除など各種控除を追加する者（法第３１７条の２の３項・条

例第１９条３項） 

 

 

⑥前年中の収入がなかった者で、翌年度の各種手続（扶養認定、児童手

当、年金、医療給付、保育所入所など）において所得確認（所得課税

証明書など）が必要となる者 

（イ）申告する年の１月１日現在、佐世保市に住んでいないが、佐世保市内

に事務所・事業所または家屋敷のある者（法第３１７条の２の７項・条

例第２０条１項） 

イ 申告書の提出が不要なもの 

申告する年の１月１日現在、佐世保市に住んでいる者で申告をしなけれ

ばならない者のうち、次の条件のいずれかに該当する者は、市民税・県民

税の申告書の提出が免除される。 

①税務署に所得税の確定申告書を提出する者（法第３１７条の３） 

②前年中の所得が給与所得のみで他の所得がなく、勤務先から給与支払報

告書が佐世保市に提出されている者（法第３１７条の２の１項ただし書） 

③前年中の所得が公的年金等に係る所得のみで他の所得がなく、年金支払

者から公的年金等支払報告書が佐世保市に提出されている者（法第３１

７条の２の１項ただし書） 

（６）納税の方法 

ア 普通徴収 

納税者自身が納付書や口座振替等により支払う徴収方法である。 

普通徴収の方法により徴収する場合は、納税通知書が納税者等に送達さ

れた時に告知の効力が生ずる。遅くとも納期限の１０日前までに納税者に

交付しなければならない。例年６月中旬頃までに納税通知書を発送してい

る。 

納期限は、年４回、６月、８月、１０月、翌年１月の各末日である。 

イ 給与特別徴収 

納税者に対して給与を支給している者が、特別徴収義務者として、給与
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支払の際に税額を徴収した上で、当該徴収税額を市に納付するという徴収

方法である。 

給与からの特別徴収の方法により徴収する場合は、毎年５月３１日まで

に特別徴収義務者とこれを経由して納税義務者に税額を通知する。給与の

特別徴収義務者は、通知書を毎年５月３１日までに受け取った後、税額の

１２分の１の額を６月から翌年５月まで、それぞれ給与の支払をする際に

徴収し、翌月１０日までに納入する。 

ウ 公的年金特別徴収 

年金給付の支払をする年金保険者が、特別徴収義務者として、年金支給

の際に税額を徴収した上で、当該徴収税額を市に納付するという徴収方法

である。 

年金保険者は、５月２５日までに４月１日現在における６５歳以上の年

金受給者についての情報を市に通知する。これを受けて、市は年金からの

特別徴収者を決定する。特別徴収対象年金所得者に対する納税通知につい

ては、普通徴収に係る納期のうち最初の納期限の１０日前までに通知する

必要がある。 

納期は本徴収が当該年度の１０月、１２月、翌年２月であり、前年度の

公的年金に係る年税額の２分の１の額を仮徴収として４月、６月、８月に

徴収する。 

（７）減免 

佐世保市では、法第３２３条に基づき、条例第６条において市税の減免を

規定している。当該規定に基づき個人市民税の減免を受けることができる者

の範囲、減免対象となる税額および減免の割合は、以下のアからエまでに掲

げる区分に応じて、それぞれ下表のとおりである。 

ア 震災、風水害、火災その他これらに類する災害のため被害を受けた者（条

例第６条１項１号・条例施行規則第１１条１項１号イ） 
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支払の際に税額を徴収した上で、当該徴収税額を市に納付するという徴収

方法である。 

給与からの特別徴収の方法により徴収する場合は、毎年５月３１日まで

に特別徴収義務者とこれを経由して納税義務者に税額を通知する。給与の

特別徴収義務者は、通知書を毎年５月３１日までに受け取った後、税額の

１２分の１の額を６月から翌年５月まで、それぞれ給与の支払をする際に

徴収し、翌月１０日までに納入する。 

ウ 公的年金特別徴収 

年金給付の支払をする年金保険者が、特別徴収義務者として、年金支給

の際に税額を徴収した上で、当該徴収税額を市に納付するという徴収方法

である。 

年金保険者は、５月２５日までに４月１日現在における６５歳以上の年

金受給者についての情報を市に通知する。これを受けて、市は年金からの

特別徴収者を決定する。特別徴収対象年金所得者に対する納税通知につい

ては、普通徴収に係る納期のうち最初の納期限の１０日前までに通知する

必要がある。 

納期は本徴収が当該年度の１０月、１２月、翌年２月であり、前年度の

公的年金に係る年税額の２分の１の額を仮徴収として４月、６月、８月に

徴収する。 

（７）減免 

佐世保市では、法第３２３条に基づき、条例第６条において市税の減免を

規定している。当該規定に基づき個人市民税の減免を受けることができる者

の範囲、減免対象となる税額および減免の割合は、以下のアからエまでに掲

げる区分に応じて、それぞれ下表のとおりである。 

ア 震災、風水害、火災その他これらに類する災害のため被害を受けた者（条

例第６条１項１号・条例施行規則第１１条１項１号イ） 

 

 

 

減免を受ける者の範囲 減免対象税額 減免割合 

災害のため納税者が死亡した場合で、かつ、納税義

務を承継すべき相続人においてその者が納付すべ

き市民税の納付が著しく困難であると認められる

とき 

災害を受けた日以後に到来

する納期において納付する

当該年度分の均等割額及び

所得割額の合算額（特別徴

収に係るものにあっては、

災害を受けた日の属する月

の翌月以降分） 

全部 

災害により納税者が障害者となった場合で、かつ、

市民税の納付が著しく困難であると認められると

き 

災害により納税者の所有に係る住宅又は家財につ

いて生じた損害金額がその住宅又は家財の価格の

10 分の 3 以上であるもので前年中の合計所得金額

が 1,000 万円以下のもので、かつ、市民税の納付が

著しく困難であると認められるとき 

災害を受けた日以後に到来

する納期において納付する

当該年度分の所得割額（特

別徴収に係るものにあって

は、災害を受けた日の属す

る月の翌月以降分） 

損害金額

及び合計

所得金額

に応じて 

4 分の 1

～全部 

災害により農作物につき被害を受けた場合におい

てその農作物の減収による損失額の合計額が平年

における当該農作物による収入額の合計額の 10 分

の 3 以上であるもので、前年中の合計所得金額が

1,000 万円以下のもの（農業所得以外の所得が 400

万円を超えるものを除く。）で、かつ、当該税額の

納付が著しく困難であると認められる者 

災害を受けた日以後におい

て到来する納期において納

付する当該年度分の農業所

得に係る所得割額（当該年

度分の所得割額を前年中に

おける農業所得の金額と農

業所得以外の金額とにあん

分して得た額とし、特別徴

収に係るものにあっては、

災害を受けた日の属する月

の翌月以降分） 

合計所得

金額に応

じて 

10 分の 2 

～全部 

その他市長が必要と認める者 市長が適当と認める額 

 

イ 貧困により生活のため公私の扶助を受けている者（条例第６条１項２号・

条例施行規則第１１条１項１号ロ） 

 

減免を受ける者の範囲 減免対象税額 減免割合 

生活保護法の規定による保護を受けている者及び

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰

国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支

援に関する法律の規定による支援給付を受けてい

る者 

保護、支援給付又は扶助を

受けている期間中に到来す

る納期において納付する当

該年度分の税額（均等割額

及び所得割額の合算額） 

全部 

生活困窮のため私的な生活扶助を受けている者の

うち市長が必要と認める者 

市長が必

要と認め

る額 

 

ウ 当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者ま
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たはこれに準ずると認められるもの（条例第６条１項３号・条例施行規則

第１１条１項１号ハ） 

 

減免を受ける者の範囲 減免対象税額 減免割合 

失業者、廃業した者又は前年中において退職所得を

有した者のうち当該税額の納付が著しく困難であ

ると認められる者 

当該年度分の所得割額 

市長が必

要と認め

る割合 

その他市長が必要と認める者 市長が適当と認める額 

 

エ 前各号に掲げる者のほか特別の事情があると市長が認める者（条例第６

条１項４号・条例施行規則第１１条１項１号ニ） 

 

減免を受ける者の範囲 減免対象税額 減免割合 

その他市長が必要と認める者 市長が必要と認める税額 

市長が必

要と認め

る割合 

 

２ 個人市民税に関する事務の組織体制 

個人市民税の課税事務については、財務部市民税課市民税第一係および市民

税第二係が担当している。市民税第一係は主として普通徴収および公的年金特

別徴収を、市民税第二係は主として給与特別徴収を担当している。 

平成３１年４月１日現在、市民税第一係には計１８名、市民税第二係には計

９名の職員が在籍している。なお、例年、当初課税時期には臨時職員を採用し

て対応している。 
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たはこれに準ずると認められるもの（条例第６条１項３号・条例施行規則

第１１条１項１号ハ） 

 

減免を受ける者の範囲 減免対象税額 減免割合 

失業者、廃業した者又は前年中において退職所得を

有した者のうち当該税額の納付が著しく困難であ

ると認められる者 

当該年度分の所得割額 

市長が必

要と認め

る割合 

その他市長が必要と認める者 市長が適当と認める額 

 

エ 前各号に掲げる者のほか特別の事情があると市長が認める者（条例第６

条１項４号・条例施行規則第１１条１項１号ニ） 

 

減免を受ける者の範囲 減免対象税額 減免割合 

その他市長が必要と認める者 市長が必要と認める税額 

市長が必

要と認め

る割合 

 

２ 個人市民税に関する事務の組織体制 

個人市民税の課税事務については、財務部市民税課市民税第一係および市民

税第二係が担当している。市民税第一係は主として普通徴収および公的年金特

別徴収を、市民税第二係は主として給与特別徴収を担当している。 

平成３１年４月１日現在、市民税第一係には計１８名、市民税第二係には計

９名の職員が在籍している。なお、例年、当初課税時期には臨時職員を採用し

て対応している。 

  

 

 

３ 個人市民税の推移 

 

 平成 26 年度 平成 27 年度 

調定額 

（千円） 

収入済額 

（千円） 

徴収率 

（％） 

調定額 

（千円） 

収入済額 

（千円） 

徴収率 

（％） 

個人市民税 

現年課税分 

滞納繰越分 

10,582,635 

10,130,708 

451,927 

10,162,379 

10,008,262 

154,117 

96.03 

98.79 

34.10 

10,773,376 

10,402,085 

371,291 

10,431,373 

10,298,249 

133,124 

96.83 

99.00 

35.85 

 平成 28 年度 平成 29 年度 

調定額 

（千円） 

収入済額 

（千円） 

徴収率 

（％） 

調定額 

（千円） 

収入済額 

（千円） 

徴収率 

（％） 

個人市民税 

現年課税分 

滞納繰越分 

10,767,934 

10,462,246 

305,688 

10,450,770 

10,342,743 

108,027 

97.05 

98.86 

35.34 

11,109,994 

10,813,337 

296,657 

10,795,922 

10,691,383 

104,539 

97.17 

98.87 

35.24 

 平成 30 年度 

調定額 

（千円） 

収入済額 

（千円） 

徴収率 

（％） 

個人市民税 

現年課税分 

滞納繰越分 

11,893,199 

11,593,116 

300,083 

11,590,172 

11,486,091 

104,081 

97.45 

99.08 

34.68 

 

第２ 監査の観点・監査の方法 

１ 監査の観点 

（１）個人市民税が法令等に則り適法に賦課徴収されているかどうか。 

（２）個人市民税が公平に賦課徴収されているかどうか。 

（３）個人市民税の賦課徴収の手続が効率的に行われているかどうか。 

（４）個人市民税の減免が法令等に則り適法に行われているかどうか。 

２ 監査の方法 

（１）法令、条例、規則、マニュアル等の精読 

（２）担当者からの個人市民税の賦課徴収の事務処理の流れの聴取 

（３）担当者から開示を受けた資料データの検討 

（４）関係記録の閲読および問題点に関するヒアリング 

 

第３ 事実の摘示 
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１ 賦課徴収に至る事務手続の流れ 

（１）市民税第一係（普通徴収関係） 

ア １月 申告書の送付 

佐世保市では、一定の条件（申告書作成条件）に基づき申告義務のある

可能性のある者を抽出し、抽出された者に対して、申告期間開始前に申告

の手引きおよび申告書を発送している（概ね年間２万１０００件程度）。 

イ ２月初め～３月１５日 申告の受付 

毎年２月初旬から３月１５日まで、市役所等で申告を受け付けており、

受付日程および会場については、毎年１月・２月の広報させぼおよび佐世

保市ホームページにて告知されている。 

佐世保市では、市民税課（第二係も含む。）とともに、保険料課（賦課係）、

税務署と合同で確定申告および市県民税の申告の受付を実施している。 

市役所担当者において来所者を受け付け、来所者が持参した資料から所

得税の確定申告の要否を判断している。確定申告が必要な場合には確定申

告スペースに誘導し、所得税の確定申告をさせ、所得税の確定申告が不要

な場合には、市県民税・国保税の申告を受け付けている。 

なお、令和元年度課税分の申告受付日程、受付会場および来場者数は、

以下のとおりである。 
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１ 賦課徴収に至る事務手続の流れ 

（１）市民税第一係（普通徴収関係） 

ア １月 申告書の送付 

佐世保市では、一定の条件（申告書作成条件）に基づき申告義務のある

可能性のある者を抽出し、抽出された者に対して、申告期間開始前に申告

の手引きおよび申告書を発送している（概ね年間２万１０００件程度）。 

イ ２月初め～３月１５日 申告の受付 

毎年２月初旬から３月１５日まで、市役所等で申告を受け付けており、

受付日程および会場については、毎年１月・２月の広報させぼおよび佐世

保市ホームページにて告知されている。 

佐世保市では、市民税課（第二係も含む。）とともに、保険料課（賦課係）、

税務署と合同で確定申告および市県民税の申告の受付を実施している。 

市役所担当者において来所者を受け付け、来所者が持参した資料から所

得税の確定申告の要否を判断している。確定申告が必要な場合には確定申

告スペースに誘導し、所得税の確定申告をさせ、所得税の確定申告が不要

な場合には、市県民税・国保税の申告を受け付けている。 

なお、令和元年度課税分の申告受付日程、受付会場および来場者数は、

以下のとおりである。 

  

 

 

本庁会場 

（すこやかプラザ 8 階講堂） 

平成 31 年 2 月 7 日～平成 31 年 3 月 15 日（26 日間） 

来場者数 9,219 名 

江迎支所 
平成 31 年 2 月 4 日～平成 31 年 2 月 6 日（3 日間） 

来場者数 552 名 

三川内地区公民館ホール 
平成 31 年 2 月 7 日（1 日間） 

来場者数 179 名 

江上地区公民館 
平成 31 年 2 月 8 日（1 日間） 

来場者数 135 名 

黒島地区公民館 
平成 31 年 2 月 12 日（1 日間） 

来場者数 42 名（ただし、申告書受付人数） 

高島町公民館 
平成 31 年 2 月 12 日（1 日間） 

来場者数 54 名（ただし、申告書受付人数） 

宮地区公民館 
平成 31 年 2 月 13 日（1 日間） 

来場者数 133 名 

針尾地区公民館 
平成 31 年 2 月 14 日（1 日間） 

来場者数 82 名 

柚木地区公民館 
平成 31 年 2 月 15 日（1 日間） 

来場者数 133 名 

宇久行政センター 
平成 31 年 2 月 13 日～平成 31 年 2 月 15 日（3 日間） 

来場者数 181 名（ただし、申告書受付人数） 

中里皆瀬地区公民館 
平成 31 年 2 月 18 日（1 日間） 

来場者数 201 名 

小佐々支所 
平成 31 年 2 月 19 日～平成 31 年 2 月 20 日（2 日間） 

来場者数 450 名 

鹿町地区公民館 
平成 31 年 2 月 21 日～平成 31 年 2 月 22 日（2 日間） 

来場者数 343 名 

世知原支所 
平成 31 年 2 月 25 日～平成 31 年 2 月 26 日（2 日間） 

来場者数 293 名 

大野地区公民館 
平成 31 年 2 月 27 日（1 日間） 

来場者数 271 名 

ソレイユ吉井多目的ホール 
平成 31 年 2 月 28 日～平成 31 年 3 月 1 日（2 日間） 

来場者数 378 名 

相浦地区公民館 
平成 31 年 3 月 4 日～平成 31 年 3 月 5 日（2 日間） 

来場者数 558 名 

広田地区公民館 
平成 31 年 3 月 6 日（1 日間） 

来場者数 284 名 

早岐地区公民館 
平成 31 年 3 月 7 日～平成 31 年 3 月 8 日（2 日間） 

来場者数 580 名 

日宇地区公民館 
平成 31 年 3 月 11 日～平成 31 年 3 月 12 日（2 日間） 

来場者数 475 名 
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ウ 申告の受付期間中随時 

（ア）受付 

申告書の提出を受ける。担当者１名が、申告書記載内容と来場者の持

参資料（所得を証明する資料等）との間に齟齬がないかどうか、所得額

の計算や所得控除額の計算に誤りがないかどうか等を確認し、確認が完

了したら、当該担当者が、申告書上部の「受付」欄に確認印を押印する。 

ただし、郵送で受け付けられる申告書（多くは簡易申告書である。）に

ついては、臨時職員が受付を行っている。郵送受付の場合、臨時職員が

受付印を押印するのみで、記載内容の確認は行っていない（郵送受付分

の申告書の記載内容の確認は入力担当者が行う。）。 

なお、この段階では、課税システムに取り込んだ際にエラー表示がさ

れるかどうかまでは確認しない。 

実際の申告受付においては、来場者は、申告書の全部または一部に自

ら記入をしないまま受付会場に来場する場合も多い。その場合には、受

付担当者が、来場者の持参した資料に基づき、申告書１面については①

収入金額等、②所得金額のうち事業所得、不動産所得、配当所得、雑所

得・その他、③所得から差し引かれる金額に関する事項を記入する、申

告書２面については申告書１面の記載内容と対応する部分に記入されて

いることと２面の記載内容が１面の記載内容と齟齬を生じていないこと

を確認する、収支内訳書については帳簿や領収証等との照合を行うこと

としている。その余の部分、例えば１面の所得金額のうち給与所得や雑

所得・公的年金等については、計算により算出可能であるため、来場者

自身で記入していない場合は、受付段階では記入せず、来場者自身で記

入していたとしても、受付段階ではその記載内容が正しいかどうかまで

は確認しない。 

（イ）入力 
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付担当者が、来場者の持参した資料に基づき、申告書１面については①

収入金額等、②所得金額のうち事業所得、不動産所得、配当所得、雑所

得・その他、③所得から差し引かれる金額に関する事項を記入する、申

告書２面については申告書１面の記載内容と対応する部分に記入されて

いることと２面の記載内容が１面の記載内容と齟齬を生じていないこと

を確認する、収支内訳書については帳簿や領収証等との照合を行うこと

としている。その余の部分、例えば１面の所得金額のうち給与所得や雑
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（イ）入力 

 

 

受け付けられた申告書について、受付を担当した職員と同一の職員が

（ただし、郵送受付分については前記のとおり。）、課税システムに入力

してもエラー表示がされない状態になっているかどうかを確認し、確認

が完了したら、当該担当者が、申告書上部の「入力」欄に確認印を押印

する。 

ただし、前記のとおり、実際の申告書は、申告者自身で記入していな

いものも多くある。その場合には、受付段階で記入しなかった部分（例

えば、申告書１面の所得金額のうちの給与所得や雑所得・公的年金等の

欄や所得から差し引かれる金額欄等）全てに記入を行う必要がある。 

（ウ）精査 

受付・入力担当者による申告書の全ての必要箇所への記入が完了した

段階で、受付・入力担当者以外の職員が最終確認を行う。確認が完了し

たら、精査担当者が申告書上部の「精査」欄に確認印を押印する。 

なお、（ア）から（ウ）までの作業を通じて、担当者が課税便覧に基づ

き手作業で計算し、誤りがないかどうかの確認を行っている。担当者に

よれば、「Ｅｘｃｅｌソフト等の使用を試みたこともあるが、それよりも

手計算で処理する方が速かった」とのことであった。 

（エ）申告書のスキャン・画像データの送信 

受け付けられた紙媒体の申告書を、スキャンし画像データ化する。 

スキャンされた申告書の画像データをパンチ業者（申告書記載の数値

をデータ入力する業者）に送信する。 

（オ）パンチデータの作成 

スキャンされた申告書の画像データを受け取ったパンチ業者が申告書

に記載された数値をデータ入力し、入力したデータ（パンチデータ）を

市役所に返信する。 

（カ）パンチデータの課税システムへの取込み 
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パンチ業者からパンチデータが専用のコンピュータに送信されてくる。

受信したパンチデータを、ＵＳＢメモリを使用して課税システムに取り

込む。 

（キ）システムエラーの確認、修正 

課税システムに取り込まれると、エラー表示がされたものを全件印刷

して確認し、問題があるものは問題点を修正し、問題がないものは問題

がないことを確認する。 

パンチデータをシステムに取り込んだ際、エラー表示がされた件数は、

以下のとおりである。 

 

 確定申告 住民税申告 年金支払報告書 計 

平成 28 年度 6,772 579 165 7,516 

平成 29 年度 6,753 693 173 7,619 

平成 30 年度 6,660 603 67 7,330 

 

この中には、計算の誤りに基づくものも含まれているとのことである

が、計算の誤りに基づくものが何件存在するかは管理されていない。 

（ク）確定申告の処理 

以上は市民税・県民税・国民健康保険税等の申告書の処理の流れであ

るが、ここで簡単に確定申告の処理方法にも触れておく。 

確定申告については、税務署から確定申告書データがｅＬＴＡＸを経

由して送信されてくる。受信した確定申告書データについては、職員が

全件コンピュータ画面上で確認を行っている。確認が完了すると、エラ

ーチェック用として蓄積されていく仕組みになっている。 

エ ４月初め 申資合算 

確定申告や給与支払報告書等の資料と合算し、各資料間で齟齬が生じて

いないかどうかを確認する。 

この時点で、仮の課税台帳ができあがる。 
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この中には、計算の誤りに基づくものも含まれているとのことである
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確定申告については、税務署から確定申告書データがｅＬＴＡＸを経

由して送信されてくる。受信した確定申告書データについては、職員が

全件コンピュータ画面上で確認を行っている。確認が完了すると、エラ

ーチェック用として蓄積されていく仕組みになっている。 
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確定申告や給与支払報告書等の資料と合算し、各資料間で齟齬が生じて

いないかどうかを確認する。 

この時点で、仮の課税台帳ができあがる。 

 

 

オ ５月中 扶養親族関係の確認 

扶養関係に重複が生じている場合や被扶養者の所得額が基準額を超えて

いる場合には、当該納税者に連絡を取り、調整を図る。 

ここまでの処理により、税額、納期および納税方法が確定し、当初の課

税台帳が完成する。 

カ ６月中旬頃 普通徴収の対象となる納税者に納税通知書を発送 

（２）市民税第二係（給与特別徴収関係） 

ア １１月 給与支払報告書総括表の送付 

事業者は、１月から１２月までに従業員に支払った給与について、従業

員が翌年１月１日現在居住予定の市町村に対して、給与支払報告書を提出

しなければならない。佐世保市においては、給与支払報告書に関して、「平

成３１年度 給報処理マニュアル（概略版）」が作成されている。同マニュ

アルは、給与支払報告書の構成や事務処理の方法について簡潔に説明した

ものである。 

給与支払報告書は、総括表と個人別明細書から構成されている。 

総括表は、事業所名や所在地等の他に、その事業者から提出される個人

別明細書の枚数、退職者分などの人数の内訳などが記載されている。 

個人別明細書には、事業者が１人の従業員に対して支払った給与の金額

や源泉徴収した所得税額等が記載されている。通常、従業員１名につき１

部または２部ずつ提出される。 

なお、平成２９年度課税分から、従業員の個人番号や法人番号を記載す

ることが義務付けられ、給与支払報告書の大きさもＡ６からＡ５に変更さ

れた。 

佐世保市では、佐世保市が振り付けた指定番号の登録されている事業所

に対して、１１月頃に、指定番号を付した佐世保市様式の給与支払報告書

総括表等を送付し、事業者に給与支払報告書の提出を促している。 
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イ １月 給与支払報告書の受付 

給与支払報告書の提出期限は、１月３１日である（同日が休日の場合は

翌開庁日）。ただし、期限後に提出される例も多く、１月から３月頃までに

かけて多くの事業所から給与支払報告書が提出される。 

事業者は、給与支払報告書を提出するにあたっては、住民税を特別徴収

する従業員と、退職等により特別徴収することができない従業員（普通徴

収の対象となる従業員）とを区分けして個人別明細書を提出する必要があ

る。 

佐世保市では、総括表と併せて普通徴収申請書を作成・配布しており、

これを特別徴収できる従業員の個人別明細書の束と、それ以外の従業員の

束との境に挟んで提出させることにより、特別徴収対象者と普通徴収対象

者とを区別している。 

給与支払報告書の提出は、紙面での提出のほか、ＣＤ等の電子媒体に格

納しての提出やインターネットを経由した提出（ｅＬＴＡＸ）も行われて

いる。 

佐世保市における給与支払報告書の提出件数は以下のとおりである。 

 

 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

給与支払報告書提出件数 147,859 件 149,431 件 153,730 件 

うち電子媒体 （ ）内は事業所数  20,629 件（64） 20,436 件（59） 

うち電子申告 （ ）内は事業所数  35,502 件（3,277） 40,151 件（4,000） 

 

ウ 番引き 

給与支払報告書を提出した事業所の指定番号を端末で検索し、特別徴収・

普通徴収の内訳やその他注意事項等を確認する。 

新規で特別徴収を行う事業所については、指定番号の登録を行う（指定

番号がない場合、特別徴収はできない。）。 

総括表の様式によっては（佐世保市様式以外の様式の場合）、専用のシー
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イ １月 給与支払報告書の受付 

給与支払報告書の提出期限は、１月３１日である（同日が休日の場合は

翌開庁日）。ただし、期限後に提出される例も多く、１月から３月頃までに

かけて多くの事業所から給与支払報告書が提出される。 

事業者は、給与支払報告書を提出するにあたっては、住民税を特別徴収

する従業員と、退職等により特別徴収することができない従業員（普通徴

収の対象となる従業員）とを区分けして個人別明細書を提出する必要があ

る。 

佐世保市では、総括表と併せて普通徴収申請書を作成・配布しており、

これを特別徴収できる従業員の個人別明細書の束と、それ以外の従業員の

束との境に挟んで提出させることにより、特別徴収対象者と普通徴収対象

者とを区別している。 

給与支払報告書の提出は、紙面での提出のほか、ＣＤ等の電子媒体に格

納しての提出やインターネットを経由した提出（ｅＬＴＡＸ）も行われて

いる。 

佐世保市における給与支払報告書の提出件数は以下のとおりである。 

 

 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

給与支払報告書提出件数 147,859 件 149,431 件 153,730 件 

うち電子媒体 （ ）内は事業所数  20,629 件（64） 20,436 件（59） 

うち電子申告 （ ）内は事業所数  35,502 件（3,277） 40,151 件（4,000） 

 

ウ 番引き 

給与支払報告書を提出した事業所の指定番号を端末で検索し、特別徴収・

普通徴収の内訳やその他注意事項等を確認する。 

新規で特別徴収を行う事業所については、指定番号の登録を行う（指定

番号がない場合、特別徴収はできない。）。 

総括表の様式によっては（佐世保市様式以外の様式の場合）、専用のシー

 

 

ルを貼付し、指定番号や報告人員の記載を行う（指定番号がない場合は「番

なし」シールを貼付する。）。 

特別徴収の対象となる従業員がいる事業所の総括表には、特のスタンプ

（赤）を押印する。特別徴収の対象となる従業員がいない事業所の総括表

には、○普 のスタンプ（青）を押印する。 

これらの作業が完了したら、番引き担当者が総括表右上に確認印を押印

する。 

エ 精査・仕切紙添付 

（ア）概要 

給与支払報告書の内容に誤り・矛盾がないかどうか等を確認し、場合

によっては事業所に連絡の上で修正を行い、給与支払報告書を正しくパ

ンチできる状態（課税システムに取り込んだ際にエラー表示がされない

状態）にする。 

また、特別徴収・普通徴収ごとに仕切紙を記入し、添付する。 

指定番号がない事業所については、仕切紙の代わりに貼付したシール

に必要事項を記載する。 

（イ）総括表に関する確認事項 

○佐世保市様式の場合（指定番号が印字されている場合） 

①番引きした職員の押印があるかどうか。 

②特○普 いずれかの押印があるかどうか。 

③「報告人員」欄の記載が添付の個人別明細書の部数と一致するかど

うか。 

④「特別徴収できない受給者」欄に記載がある場合、普通徴収申請書

の添付があるかどうか。 

⑤「特別徴収できない受給者」欄に記載された人数の合計が、普通徴

収申請書の後ろに添えてある個人別明細書の部数と一致するかどう
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か。 

⑥総括表が複数枚ある場合、一枚目以外に控印が押印されているかど

うか。 

○佐世保市様式以外の場合（指定番号が職員による手書きの場合。ただ

し、市役所ホームページに総括表様式のＥｘｃｅｌファイルが掲載さ

れており、これを使用して事業所自身で指定番号を入力して提出した

場合を含む。） 

①番引きした職員２名分の押印があるかどうか。 

②特○普 いずれかの押印があるかどうか。 

③指定番号がある場合、「指定番号」「報告人員」「（特別徴収と普通徴

収の）内訳」欄が記入してあるかどうかおよび個人別明細書の部数

がこれに一致するかどうか。 

④普通徴収の対象者がいる場合、普通徴収申請書の添付があるかどう

か。 

⑤「番なし」シールの場合、提出枚数に記載があるかどうか（正本枚

数と一致するかどうか）。 

⑥総括表が複数枚ある場合、一枚目以外に控印が押印されているかど

うか。 

（ウ）個人別明細書に関する精査事項 

①氏名、フリガナ、住所、生年月日など、個人を特定する情報に漏れ

がないかどうか。 

②個人番号は記載がなくてもよい。 

③住所が佐世保市ではないものがあってもよい（システムにいったん

取り込み履歴を残し、エラー処理時に回送する。）。 

④計算に誤りがないかどうか（誤りがある場合、事業所に確認の上、

朱書きで訂正する。）。 
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か。 

⑥総括表が複数枚ある場合、一枚目以外に控印が押印されているかど

うか。 

○佐世保市様式以外の場合（指定番号が職員による手書きの場合。ただ

し、市役所ホームページに総括表様式のＥｘｃｅｌファイルが掲載さ

れており、これを使用して事業所自身で指定番号を入力して提出した

場合を含む。） 

①番引きした職員２名分の押印があるかどうか。 

②特○普 いずれかの押印があるかどうか。 

③指定番号がある場合、「指定番号」「報告人員」「（特別徴収と普通徴

収の）内訳」欄が記入してあるかどうかおよび個人別明細書の部数

がこれに一致するかどうか。 

④普通徴収の対象者がいる場合、普通徴収申請書の添付があるかどう

か。 

⑤「番なし」シールの場合、提出枚数に記載があるかどうか（正本枚

数と一致するかどうか）。 

⑥総括表が複数枚ある場合、一枚目以外に控印が押印されているかど

うか。 

（ウ）個人別明細書に関する精査事項 

①氏名、フリガナ、住所、生年月日など、個人を特定する情報に漏れ

がないかどうか。 

②個人番号は記載がなくてもよい。 

③住所が佐世保市ではないものがあってもよい（システムにいったん

取り込み履歴を残し、エラー処理時に回送する。）。 

④計算に誤りがないかどうか（誤りがある場合、事業所に確認の上、

朱書きで訂正する。）。 

 

 

⑤年末調整が未了のものは、「給与所得控除後の金額」欄および「所得

控除の額の合計額」欄が空白となっていることから、計算結果を朱

書きで記入する。 

⑥字が薄い、印字ずれがあるなど、スキャンして作成した画像データ

を目視する際に支障がないかどうか（場合によっては、朱書きで訂

正する。）。 

⑦提出された正本枚数が総括表（または右上シール）記載と一致する

かどうか。 

（エ）仕切紙添付 

○指定番号がある事業所の場合 

①「指定番号」を朱書きで記入する。 

②「正本枚数」「副本枚数」「スキャン資料（個人別明細書の何枚目を

スキャンするか）」を記入する。副本枚数が０枚の場合、「給与支払

者の名称（略称）」も記入する。 

③記入後、仕切紙を給与支払報告書へ添付し、ひとまとめにする。ま

とめる時はホチキスやダブルクリップにて確実に留める（ゼムクリ

ップでは留めない。）仕切紙を添付すると、給与支払報告書は、総括

表、個人別明細書（特別徴収対象従業員）、仕切紙（特別徴収）、普

通徴収申請書、個人別明細書（普通徴収）、仕切紙（普通徴収）の順

に並ぶことになる。 

○指定番号がない事業所の場合 

総括表右上のシール（番なしシール）に、「控え枚数」「スキャン資

料」を記入する。 

（オ）精査後 

①総括表右上に、精査を行った職員の確認印を押印する（佐世保市様

式は番引き職員押印欄右の欄に、それ以外はシール右下に押印す
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る。）。 

②精査済みボックスに事業所ごとにひとまとめにして入れる（特別徴

収対象従業員がいる事業所、普通徴収対象従業員しかいない事業所、

指定番号がない事業所でボックスが分かれる。）。 

オ 給報分離・スキャン 

正本・副本を分け（分離）、正本の給与支払報告書をスキャンし、画像デ

ータを作成する。画像データはパンチ業者へ渡し、システムへ取り込むた

めのデータを作成してもらう。スキャンを終えた正本および副本は、箱に

それぞれ保管する。この際、ある程度の枚数を一箱にまとめて入れる。給

与支払報告書の分離の仕方は、精査時に添付された仕切紙の記入に従って

行う。 

カ エラーチェック 

パンチ業者が作成したデータをシステムへ取り込んだ際、個人が特定で

きないものや、スキャンした給与支払報告書の文字が不鮮明である等の理

由によりパンチできなかったといった様々なエラーについて、確認、修正

を行う。 

なお、給与支払報告書については、佐世保市が受理した給与支払報告書

を逐次入力するため、給与支払報告書のみに関するエラー表示の件数は管

理されていない。 

キ ３月～４月 合算 

納税義務者ごとに提出された給与支払報告書や申告書など複数のデータ

を一つに合わせ、納税義務者一人ひとりの課税データを確定させる。まず

はシステムが自動で合算を行うが、システム処理後に出力されるリストを

確認し、内容に間違いがあれば適宜修正する必要がある。 

３月に複数の給与支払報告書および年金支払報告書同士の合算が行われ、

４月に給与支払報告書、申告書および年金支払報告書の合算（申資合算）
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る。）。 

②精査済みボックスに事業所ごとにひとまとめにして入れる（特別徴

収対象従業員がいる事業所、普通徴収対象従業員しかいない事業所、
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オ 給報分離・スキャン 

正本・副本を分け（分離）、正本の給与支払報告書をスキャンし、画像デ

ータを作成する。画像データはパンチ業者へ渡し、システムへ取り込むた

めのデータを作成してもらう。スキャンを終えた正本および副本は、箱に

それぞれ保管する。この際、ある程度の枚数を一箱にまとめて入れる。給

与支払報告書の分離の仕方は、精査時に添付された仕切紙の記入に従って

行う。 

カ エラーチェック 

パンチ業者が作成したデータをシステムへ取り込んだ際、個人が特定で

きないものや、スキャンした給与支払報告書の文字が不鮮明である等の理

由によりパンチできなかったといった様々なエラーについて、確認、修正

を行う。 

なお、給与支払報告書については、佐世保市が受理した給与支払報告書

を逐次入力するため、給与支払報告書のみに関するエラー表示の件数は管

理されていない。 

キ ３月～４月 合算 

納税義務者ごとに提出された給与支払報告書や申告書など複数のデータ

を一つに合わせ、納税義務者一人ひとりの課税データを確定させる。まず

はシステムが自動で合算を行うが、システム処理後に出力されるリストを

確認し、内容に間違いがあれば適宜修正する必要がある。 

３月に複数の給与支払報告書および年金支払報告書同士の合算が行われ、

４月に給与支払報告書、申告書および年金支払報告書の合算（申資合算）

 

 

が行われる。 

その後、税額の計算が行われ、課税台帳が作成される。 

ク ５月中旬頃 税額通知書の出力と発送 

計算された住民税を基に作成した税額通知書を特別徴収義務者へ送付す

る。 

（３）公的年金特別徴収 

年金特別徴収の事務手続の流れについては、第１の６（３）記載のとおり

であるから、割愛する。 

２ 誤課税 

（１）件数 

過誤納付の件数は、以下のとおりである。 

 

 
普通徴収 給与特別徴収 年金特別徴収 

件数 内訳 件数 内訳 件数 内訳 

平成26年度 1,497 
充当 693 

1,320 
充当 870 

2,874 
充当 183 

還付 804 還付 450 還付 2,691 

平成27年度 1,248 
充当 537 

1,433 
充当 896 

4,096 
充当 154 

還付 711 還付 537 還付 3,942 

平成28年度 928 
充当 297 

1,372 
充当 841 

2,700 
充当 120 

還付 631 還付 531 還付 2,580 

平成29年度 1,070 
充当 392 

1,483 
充当 916 

3,159 
充当 125 

還付 678 還付 567 還付 3,034 

平成30年度 1,253 
充当 446 

1,545 
充当 944 

3,388 
充当 187 

還付 807 還付 601 還付 3,201 

 

なお、年金特別徴収の還付理由のほとんどは、何らかの理由（税額の決定・

変更、年金額の更正など）による年金特別徴収の中止である。 

過誤納付の原因には、納税義務者の責めによるものと、佐世保市による誤

課税等とがある。このうち、佐世保市による誤課税については、佐世保市で

は、普通徴収・特別徴収の別なく原因ごとに以下のとおり件数のみ管理して

いる。 
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 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

①所得把握時の誤り 31 40 11 3 13 

②控除額適用に関する誤り 8 1 8 0 2 

③徴収区分に関する誤り 54 1 0 2 1 

④期割に関する誤り 101 0 0 1 0 

⑤特別徴収事業所に関する誤り 4 0 0 0 0 

⑥その他 1 1 4 5 1 

計 199 43 23 11 17 

 

平成２６年度の数字が突出しているのは、③：一部特チェックの際、年金

特別徴収者を除外していたこと、④：１２月年金特別徴収中止による普通徴

収切替えの際、本来１月とすべき納期を２月にしてしまったことがその要因

である。 

（２）佐世保市による誤課税判明後の対応 

誤課税があったものについては、平成２８年度に情報共有の仕組みを構築

し、課員がアクセスすることのできる課内共有フォルダ上で事故等発生報告

書を作成・閲覧することができるようにし、また、事故等発生報告書の紙媒

体での回覧や、必要に応じて指導も行うことにより、課員全員に対する周知

徹底を行うことで、再発防止に努めている。 

（３）個別事案における誤課税の原因 

ア 課税対象者の誤り 

妻の個人年金を誤って夫の所得として把握し、夫に課税した（ただし、

税務署から送信を受けた資料に、本来であれば契約者は妻と記載されてい

るべきであったのに契約者が夫と記載されていたため、佐世保市において

は発見することができなかったというものである。）。 

イ 非課税所得に対する課税 

一時所得の非課税分に対して誤って課税処理をしてしまった。 

ウ 申告年度の誤り 

平成２９年度の所得証明（平成２８年分の所得）が必要とのことで来所
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 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

①所得把握時の誤り 31 40 11 3 13 

②控除額適用に関する誤り 8 1 8 0 2 

③徴収区分に関する誤り 54 1 0 2 1 

④期割に関する誤り 101 0 0 1 0 

⑤特別徴収事業所に関する誤り 4 0 0 0 0 

⑥その他 1 1 4 5 1 

計 199 43 23 11 17 

 

平成２６年度の数字が突出しているのは、③：一部特チェックの際、年金

特別徴収者を除外していたこと、④：１２月年金特別徴収中止による普通徴

収切替えの際、本来１月とすべき納期を２月にしてしまったことがその要因

である。 

（２）佐世保市による誤課税判明後の対応 

誤課税があったものについては、平成２８年度に情報共有の仕組みを構築

し、課員がアクセスすることのできる課内共有フォルダ上で事故等発生報告

書を作成・閲覧することができるようにし、また、事故等発生報告書の紙媒
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るべきであったのに契約者が夫と記載されていたため、佐世保市において

は発見することができなかったというものである。）。 

イ 非課税所得に対する課税 

一時所得の非課税分に対して誤って課税処理をしてしまった。 

ウ 申告年度の誤り 

平成２９年度の所得証明（平成２８年分の所得）が必要とのことで来所

 

 

した納税者に対し、平成２８年分の確定申告がなされていなかったことか

ら、当該年分の確定申告を行うよう促したところ、納税者は誤って平成２

９年分の確定申告を行い、確定申告書の控えを持参した。しかし、その控

えを受領した職員が平成２８年分の確定申告であると思い込み、平成２９

年分の確定申告に基づき平成２９年度の所得証明（平成２８年分の所得）

を交付するとともに、平成２９年度の納付書を交付してしまった。 

エ 給与収入額の入力の誤り 

他の自治体から回送された給与支払報告書を職員が課税システムに手入

力する際、給与収入額の入力を誤った。 

オ 寄附額の入力の誤り 

寄附額を課税システムに入力する際に寄付額を誤って１ケタ少なく入力

してしまった。なお、これは、パンチではなく、職員による手入力である。 

カ パンチデータ作成時における入力の誤り 

不鮮明なスキャンデータについては、パンチ業者の判断で入力するので

はなく、別途作成リストに基づき市職員が入力しなければならない。それ

にもかかわらず、不鮮明なスキャンデータを見たパンチ業者が自らの判断

で数値を入力してしまったため、実際の申告額とは異なる金額でシステム

に取り込まれてしまった。なお、申告書の記載自体は特段薄いわけではな

く、鉛筆で普通の濃さで記載されており、スキャン時に不鮮明になったと

いうものである。印刷された画像データを確認したところ、画像データか

らは明らかに数字を判読することができなかった。 

キ 相続等生命保険年金に関する計算の誤り 

相続等生命保険年金は一定の計算式に基づく計算が必要であるが、通常

の個人年金と同様の計算方法で計算してしまった。 

ク 年金所得の計算の誤り 

確定申告書記載の年金収入額が誤って１ケタ少なくパンチデータとして
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入力された（パンチミス）。 

誤った年金収入額に基づいて年金所得額が計算されたが、これが確定申

告書に記載された年金所得額と一致しないことから、確定申告書に記載さ

れた年金所得額が個人年金のみの所得額（雑所得・その他）であるものと

誤って逆算された。 

その結果、資料上の年金収入額が誤って公的年金のみの収入額とみなさ

れ、資料上の年金収入額が公的年金のみの収入額であることを前提に計算

された公的年金のみの所得額（雑所得・公的年金等）が算出され、これが

さらに所得額として加算されてしまった。 

上記パンチミスについては、職員が画像データを確認した際に見落とし

た。また、申資合算の際にも、年金収入の欄に記載された金額と申告欄に

記載された金額とが一見して相違しており、エラー表示もされていたにも

かかわらず、見落としてしまった。 

ケ 申告書記入時の誤り 

正しくは雑収入・その他があり、雑所得・その他があるのに、申告書の

雑収入・その他に記載すべきものを誤って一時収入の欄に記入してしまっ

た。一時所得は申告書記載の一時収入額から計算することができるため、

システム上で一時所得が自動的に計算され、所得額として加算されてしま

った。なお、一時収入の欄へは職員が補記したものである。 

コ 申告書の訂正内容の誤り 

雑所得の金額が誤って総合譲渡・一時所得欄に記載されていた。エラー

チェックの際にこの誤りが発見されたことから、職員が空白の雑所得欄に

金額を入力したが、その際、総合譲渡・一時所得の金額を削除するのを失

念していた。 

サ 申告書の訂正方法の誤り 

年金収入額の記載に誤記を発見したことから職員が訂正した。金額を訂
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正する際には、年金収入額の欄に×を付けた上で、申告書１面の右下部の

訂正欄に記載することとされているが、このような方式を履践せず、収入

金額欄の別の箇所に正しい金額を記載してしまったため、別の収入項目と

して取り込まれてしまった。 

シ 複数の給与支払報告書の処理方法の誤り 

給与支払者が複数の場合、年末調整を受けた給与支払報告書には、摘要

欄に他の給与支払者が記載されるとともに、当該給与支払報告書に記載さ

れた給与支払金額は、他の支払者からの支払金額を合計した金額となる。

そのため、年末調整を受けた給与支払報告書とは別に、他の支払者からも

給与支払報告書が提出された場合には、他の支払者から提出された給与支

払報告書に記載された支払金額を収入金額に計上すると、他の支払者から

の給与支払金額が誤って二重計上されてしまうことになる。 

このような誤課税を防止するために、佐世保市では、前職の給与支払報

告書が２か所以上あるとき（１年間に３か所以上の勤務先があるとき）は、

合算時に課税システム上で「算入しない」を選択することとされている（前

職給報が１か所のときは合算時「算入する」を選択することとされている。）。 

合算時「算入する」というのは、前職給報の内容が年末調整を受けた給

報の摘要欄に記載された内容と一致するかどうかを確認するということを

意味し、「算入しない」というのは、前職給報についてこのような確認をし

ないということを意味する。 

前職給報が１か所の場合には、「算入する」を選択して、前職給報を確認

し、年末調整を受けた給報の摘要欄に記載された内容と誤りがなければ確

認作業は終了する。 

他方、前職給報が２か所以上の場合には、「算入しない」を選択し、前職

給報の確認を行わないこととしている。これは、前職給報が２か所以上あ

る納税者数はあまり多くないこと、前職給報が２か所以上ある場合、確認
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作業が複雑になり、年末調整を受けた給報記載の収入額に誤って前職給報

記載の収入額を上乗せし、前職給報記載の収入額を二重計上してしまうお

それが高くなること等がその理由である。 

佐世保市では、前職給報が２か所以上ある場合の誤課税が平成３０年度

に２件発生している。これらは、いずれも前職給報が２か所以上あるため、

本来であれば、合算時「算入しない」を選択しなければならなかったにも

かかわらず、合算時に「算入する」を選択してしまったため、職員が前職

給報を確認することになり、確認の際に年末調整を受けた給報に前職給報

の支払金額が合計されていることを見落として、誤って前職給報の給与額

を二重計上してしまったという誤課税であった。 

ス 確定申告書Ｂ第三表の見落とし 

税務署からｅＬＴＡＸ経由で送信されてきた確定申告書データをコンピ

ュータの画面上で確認する際には、第一表から順番に画面をスクロールし

て確認するが、職員が確定申告書Ｂのデータをコンピュータ画面上で確認

している際に、第二表の後に続く先物取引所得（分離）に関する申告内容

が記載された第三表の存在に気付かず、第三表までスクロールしなかった

ため、当該所得を計上していなかった。 

セ 配偶者控除の適用の誤り 

もともと配偶者控除の適用ありとする給与支払報告書等で収入額を把握

し、課税していたところ、その後本人から確定申告書が提出され、改めて

課税し直した際に、当該確定申告書には配偶者控除の適用の申告がなかっ

たにもかかわらず、配偶者控除の適用を削除するのを失念していた。 

ソ 寡夫控除の適用の誤り 

寡夫控除の申告があったが、職員が専従者である子については寡夫控除

の適用はないものと誤解し、寡夫控除を適用しなかった。 

タ 徴収区分の誤り 
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もともと給与特別徴収および公的年金特別徴収の対象者について、給与

特別徴収事業所から退職に伴う異動届を受領した際の徴収区分の処理を誤

ったため、公的年金特別徴収の未納という形で未納が発生した。本来普通

徴収として処理すべきであったため、普通徴収に切り替えた。 

チ 期割の誤りについて 

平成３０年３月に入力する追徴分については、平成３０年４月の期割（平

成３０年随１期）となるのに、誤って平成２９年随１期としてしまった。 

ツ 報告書記載の氏名の漢字表記の誤り 

なお、誤課税とは異なるが、誤課税に係る事故等発生報告書を閲覧した

際、事故等発生報告書記載の該当納税者の氏名の漢字表記の誤りを発見し

た。 

担当者に確認したところ、事故等発生報告書の漢字表記の誤りについて

は問題であったと考えているが、事故等発生報告書は、課税システムとは

独立した課内共有フォルダ内で作成・閲覧されるものであるため、事故等

発生報告書の漢字表記に誤記があったとしても他の施策等（国民健康保険

税の税額）への影響を確認する上で支障は生じないとのことであった。 

３ 無申告者に対する対応 

（１）一斉呼出し 

佐世保市では、１月１日現在佐世保市に住民登録がある者のうち、課税台

帳が作成されていない国民健康保険加入者および後期高齢者医療保険加入者

を未申告者として抽出し、一斉呼出しを行って申告を行うよう指導している

（例年７月中旬頃～下旬頃の３日間を一斉呼出期日とし、未申告者に対して

はそのうちの１日を適宜指定して呼び出している。）。 

一斉呼出状を送付した件数および出頭時に申告を受け付けた件数は以下の

とおりである。なお、出頭時に申告を受け付けなかった者の数については管

理しておらず、原則として、何らかの申告をするよう指導している。 
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 一斉呼出状送付件数 出頭時申告件数 

平成 26 年度 2,227 526 

平成 27 年度 2,151 503 

平成 28 年度 2,116 416 

平成 29 年度 2,146 506 

平成 30 年度 1,872 411 

 

（２）一斉呼出時の対応 

一斉呼出時の対応としては、以下の場合がありうる。 

ア 出頭あり かつ 課税対象者 

その場で申告を受け付ける。 

または 

収入に関する資料が不足する場合には、申告を指導する。 

イ 出頭あり かつ 非課税対象者 

簡易申告書の「※あなた自身の収入がなかったときは、昨年の生活状況

を書いてください。」の欄に、例えば他人の扶養に入っている等の事情を記

載させて、申告を受け付ける。 

ウ 出頭なし または 出頭時申告を指導したがその後申告書の提出なし 

原則として全件臨戸訪問を実施する。 

（３）臨戸訪問 

佐世保市では、一斉呼出時に出頭がないか、出頭時に申告を指導したがそ

の後申告書の提出がなかった者に対し、臨戸訪問を実施している。 

臨戸訪問は、市民税課と保険料課とが合同で実施している。臨戸訪問は、

地域ごとに職員２名体制で実施しており、組合せは市民税課職員同士または

保険料課職員同士となることもあれば、市民税課職員と保険料課職員とがそ

れぞれ１名ずつとなることもあり、組合せの決定方法に特にルールはない。 

臨戸訪問は、一斉呼出状送付後出頭しない者または出頭時申告を指導した

がその後も申告書の提出がない者に対して全件実施するのが原則であるが、
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事前に所在不明が明らかとなっている場合には、臨戸訪問を実施していない。

事前に所在不明が明らかとなっている場合というのは、臨戸訪問の実施以前

に保険料課収納係において国民健康保険税等の滞納処分のための臨戸調査を

実施しており、その調査において既に所在不明が明らかとなっている場合等

を指している。 

臨戸訪問を実施した件数および臨戸訪問を受けて申告がなされた件数は以

下のとおりである。 

 

 訪問件数 申告件数 

平成 26 年度 949 92 

平成 27 年度 892 81 

平成 28 年度 892 92 

平成 29 年度 850 81 

平成 30 年度 811 70 

 

（４）臨戸訪問時の対応 

臨戸訪問に関する記録によると、臨戸訪問時の対応としては、以下の場合

があった。 

ア 本人在宅 

その場で申告を受け付ける。 

または 

本人が申告に応じない場合、申告書を手渡し、申告を指導する。 

イ 本人不在だが、同居人が在宅 

同居人から聞き取りを行うとともに、本人に申告させるよう指導する。 

ウ 不在 

本人の居住の有無を確認するために表札を確認し、表札がある場合、申

告書をポスト投函する。表札がない場合、その旨を記録し、申告書のポス

ト投函は行わない。 

なお、表札の有無を基準としているのは、ポスト投函の際、宛名を付け
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ている関係で、税情報が第三者に漏れてしまう可能性があり、そのことを

防ぐためである。 

（５）その他 

佐世保市では、国民健康保険加入者および後期高齢者医療保険加入者以外

の者に対しては特段の措置を講じていない。遅れて申告書を提出した者に対

しては、次回以降申告期間内に申告するよう指導している。 

佐世保市では、平成３０年度に、無申告者に対して法第３１７条の５・条

例第１４条１号に基づく過料を課したことはなく、平成２９年度以前におい

ても当該過料を課したことはない。担当者によれば、長崎県内でも長崎県外

でも過料を課した例は聞いたことはないとのことであった。確定申告が必要

な者については、確定申告が遅れたことによる重加算税等が無申告者に対す

るペナルティとして機能している面があると考えられるが、確定申告が不要

な者については、市民税の申告をしないことについてそれと同様のペナルテ

ィは課されていないのが現状である。 

４ 給与特別徴収 

（１）給与特別徴収への取組み 

事業所は、従業員の個人住民税の特別徴収が義務付けられているが、事務

の煩雑さを嫌う事業所も多く、罰則規定もないためあまり徹底されていなか

った。しかし、佐世保市では、平成２６年度に一斉指定（１月１日現在納税

義務者に対して給与の支払をする者で所得税の特別徴収義務のある者を全て

個人住民税の特別徴収義務者に指定する旨の条例制定）を行い、特別徴収化

を進めている。特別徴収化の取組みを開始した平成２３年度および平成３０

年度の特別徴収の件数等（当初）の比較は以下のとおりである。 
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 平成 23 年度 平成 30 年度 比較 

事業所数 5,469 者 9,024 者 3,528 者（64.2％増） 

納税義務者 71,452 人 92,808 人 21,356 人（28.9％増） 

特別徴収税額 11,251,748 千円 14,081,092 千円 2,839,344 千円（25.2％増） 

個人住民税徴収率（全体） 98.29％ 98.86％ ※公徴・普徴を含む 

 

給与支払報告書提出時、給与特別徴収対象者として処理されていなかった

が、給与特別徴収対象者として処理されることとなった件数は以下のとおり

である。これは、給与支払報告書を提出した事業所が、給与特別徴収とすべ

きであるのに、誤解して給与特別徴収対象者として給与支払報告書を提出し

ていない場合のみならず、給与支払報告書提出時には退職者であったため給

与特別徴収の対象とはならない者であったが、その後再就職したため、他の

事業所で給与特別徴収を実施すべきこととなった場合等を含んでいる。これ

も、給与特別徴収への取組みの成果である。 

 

 事後的に判明した給与特別徴収対象者の件数 

平成 28 年度 
14,468 

給与支払報告書合計（特別徴収・普通徴収計） 147,859 

平成 29 年度 
12,235 

給与支払報告書合計（特別徴収・普通徴収計） 149,431 

平成 30 年度 
13,511 

給与支払報告書合計（特別徴収・普通徴収計） 153,730 

 

（２）給与特別徴収実施猶予事業所 

給与特別徴収を行う必要があるにもかかわらず、給与特別徴収を実施して

いない事業所（特別徴収実施猶予事業所数）の件数は以下のとおりである。 

 

 特別徴収実施猶予事業所 

平成 26 年度 － 

平成 27 年度 43 

平成 28 年度 28 

平成 29 年度 14 

平成 30 年度 9 
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長崎県および県内全市町は、平成２７年度に特別徴収推進一斉指定完全実

施を目標に取り組み、佐世保市でも積極的に特別徴収への切替えの指導を行

ってきたが（佐世保市は、長崎県および県内他市町に先立ち１年前倒しで平

成２６年度に一斉指定を行った。）、難色を示した事業所に対しては、経過措

置を設けながら、指導を継続しているところである。 

平成３０年度に給与特別徴収の実施を猶予された９件の事業所に関する記

録を確認したところ、給与特別徴収を実施することができない理由として事

業所側が述べていたのは、全国的に就職・離職が非常に多いため管理が困難

であること、給与特別徴収を実施すると特別徴収税額が未納となってしまう

おそれがあること、給与特別徴収を実施するためのシステムを整備すること

ができていないことなどが挙げられていた。これらの事業所に対しては、佐

世保市では、今後も、給与特別徴収制度への理解を求め、給与特別徴収への

切替えを促していきたいと考えている。 

（３）給与特別徴収を実施すべき事業所の把握方法 

佐世保市が給与特別徴収を実施すべき事業所を把握するためには、まずは

事業所から給与支払報告書の提出を受ける必要がある。そのため、給与支払

報告書の提出のない事業所に対しては、佐世保市の担当者から給与支払報告

書の提出を促している。担当者の実感としては、法人事業主は概ねこれに応

じて給与支払報告書を提出するが、個人事業主の場合には給与支払報告書の

提出に応じないこともあるとのことである。 

もっとも、佐世保市では、平成３０年度において、法第３１７条の７に基

づく罰則が科されたことはなく、平成２９年度以前においても当該罰則が科

された例はない。担当者によれば、長崎県内でも長崎県外でも、当該罰則が

科された例は聞いたことがないとのことであった。 

佐世保市では、給与特別徴収を実施すべき事業所を把握するために、この

ほかにも、前年度の実績（給与特別事業者として登録されている。）のほか、
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給与特別徴収の担当係（市民税第二係）が法人市民税の担当係と同一である

ため、法人市民税における調査情報を適宜係内で共有したり、市民税第一係

と連携し、給与支払報告書を提出していない事業所から給与を受給している

個人から申告を受け付けた際に情報提供を受けたりするなどして、可能な限

り給与特別徴収を実施すべき事業者を見逃さないよう努めている。 

５ 個人市県民税の減免 

（１）概要 

佐世保市では、財務部市民税課作成に係る「佐世保市個人の市県民税減免

申請取扱要領」（昭和５４年８月７日施行）に基づき、個人市県民税の減免に

係る手続を行っている。 

佐世保市における個人市民税の減免申請の件数、減免承認の件数および減

免金額は以下のとおりである。 

 

 申請件数 承認件数 減免金額（円） 

平成 26 年度 465 51 1,826,900 

平成 27 年度 475 55 2,046,900 

平成 28 年度 448 58 2,245,300 

平成 29 年度 465 67 2,472,800 

平成 30 年度 435 61 2,425,200 

 

佐世保市では、生活保護受給（条例第６条１項２号・条例施行規則第１１

条１項１号ロ）以外の理由で減免が行われた実績がないため、減免事由ごと

の件数等の管理は行われていない。 

承認件数に対して申請件数が極端に多いのは、「生活保護受給と同時に減免

申請書を提出したものの、もともと非課税のため減免対象とならなかった」

というケースが多いことによるものである。これは、上記要領に基づき、平

成２１年１０月から生活福祉課と連携して生活福祉課の窓口で減免申請書を

記入させた上で市民税第一係に回送させるという処理方法をとっていること

によるものであると思われる。 
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（２）個別事案における問題点 

平成３０年度において個人市県民税の減免申請が行われた事例のうち、佐

世保市において任意に選択した減免を承認した事例１０件と、減免を承認し

なかった事例１０件についてそれぞれ記録を閲覧したが、条例、規則および

要領に照らして問題のある事例は見受けられなかった。 

いずれも生活保護を受給することとなったことを理由とする申請であった

が、減免が承認された事例は、減免申請時において納期限が到来していなか

った個人市県民税の減免が承認されたものであった。 

他方、減免が承認されなかった事例のうち９件は、平成３０年度の個人市

県民税に係る納期限が既に全て到来した後に減免申請がされたため、減免の

対象となる個人市県民税が存在しないとの理由で減免が承認されなかったと

いうものであった。減免申請時に納期限が未到来のものに限って減免の対象

となることとされているからである（条例第６条３項）。減免が承認されなか

った事例のうち残りの１件は生活保護が廃止された後の申請であったことを

理由に減免が承認されなかったという事例であった。 

なお、減免が承認された事例の中には、もともと平成２９年分の所得につ

いて申告を行っていなかったために平成３０年度の個人市県民税が課税され

ていなかったが、生活保護の申請と併せて個人市県民税の減免申請を行った

際に、減免の前提として課税の必要があることから平成２９年分の所得につ

いて申告を行わせ、当該申告に基づき平成３０年度の個人市県民税を普通徴

収の方法により課税する旨の賦課を行った上で、当該個人市県民税の全額の

減免を承認したという事例があった。この事例では、減免申請および平成２

９年分の申告時には普通徴収の本来的な最後の納期限である第４期（１月）

は既に経過していたが、２月に申告を行うと平成３０年度の個人市県民税の

全額の納期限が２月末となり、３月に申告を行うと平成３０年度の個人市県

民税の全額の納期限が３月末となるため、減免申請時には納期限が到来して
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いないこととなり、減免が承認されていた。 

 

第４ 規範 

全般的には、地方税法、佐世保市税条例、佐世保市税条例施行規則。個別の

事務処理との関係では、平成３１年度給報処理マニュアル（概略版）、佐世保市

個人の市県民税減免申請取扱要領。 

 

第５ 意見等 

１ 賦課徴収に至る事務手続の流れ 

（１）事務手続の流れ（評価） 

賦課徴収に至る事務手続の流れに関して、法令上も、効率性の観点からも

問題と感じられる点は見受けられなかった。＝ 評価 

 

（２）マニュアルの策定（評価および意見） 

事務手続を効率的に処理するに当たっては、制度の概要や事務手続の流れ

等を説明した事務手続マニュアルが策定されていることが重要であると考え

られる。 

佐世保市では、給与支払報告書の処理方法に関して、平成３１年度給報処

理マニュアル（概略版）を策定しており、これに従って、給与支払報告書を

処理している。一般に、初めて市民税課に配属された職員にとって、給与支

払報告書は馴染みのないものであり、その内容を理解するには一定の時間を

要するものと思われるため、マニュアルを策定しておくことが有益であると

考えられる。特に、人事異動の多くが行われる年度初めは、市民税課にとっ

ての繁忙期に当たる当初課税時期と重なるため、新たに市民税課に配属され

た職員にとっては、給与支払報告書の処理方法をいち早く理解することが極

めて重要であるといえる。この点で、佐世保市策定の上記マニュアルは、給
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与支払報告書の構成や処理方法を簡潔かつ分かりやすくまとめたものであり、

評価できる。＝ 評価 

上記マニュアルは概略版となっており、そこに記載されている以上に詳細

な知識が必要な場面にも多々遭遇するものと推測されるが（そのために詳細

版のマニュアルも存在するとのことである。）、上記マニュアルに記載されて

いる以上のことについては、経験のある職員の指導を受けつつ実際の業務の

中で身に付けていくことの方がより効率的であると思われ、マニュアルとし

ては、必要かつ十分な内容であると思われる。今後も、実際に使用した職員

の声を反映させて、より使いやすいマニュアルに改定させていくことを期待

する。 

他方、個人市民税の申告書に関しては、受付から納税通知書の発送に至る

までの流れを説明するマニュアル等は策定されていない。佐世保市では、個

人市県民税初級研修資料が策定されており、個人市県民税の構成や手続の大

枠は理解することができるが、上記のとおり、新たに市民税課に配属される

職員にとって、配属当初は極めて繁忙な時期であり、迅速に手続に精通する

必要があるから、手続の流れについては、もう少し詳細に手続の流れを解説

したマニュアルやフローチャート等が策定されている方が望ましいと考える。 

   ＝ 意見 

 

２ 佐世保市による誤課税 

（１）全体を通じて（指摘） 

上記第３の２（３）アからチまでに記載した誤課税は、税務署のミスであ

るアを除き、いずれも、佐世保市における単純なミスである。職員１名によ

る処理であればミスが発生することはあり得るが、職員２名によるダブルチ

ェック（入力、精査）を行い、さらにシステムによるエラー表示の確認を行

い、何重にも確認を行う体制で課税事務に臨んでいるのであるから、これら
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２ 佐世保市による誤課税 

（１）全体を通じて（指摘） 

上記第３の２（３）アからチまでに記載した誤課税は、税務署のミスであ

るアを除き、いずれも、佐世保市における単純なミスである。職員１名によ
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い、何重にも確認を行う体制で課税事務に臨んでいるのであるから、これら

 

 

の誤課税は確認を徹底してさえいれば防止することができたはずである。 

精査担当者およびエラーチェック担当者においては、それまでの確認の経

過を安易に信頼しすぎて自身の確認をおろそかにするのではなく、確認の精

度をより一層向上させるべきである。＝ 指摘 

他方、全体を通じて、誤課税が判明した後の対応は極めて迅速であり、か

つ納税者への配慮も十分に行われており、評価できる。 

なお、言うまでもないが、誤課税に関する記録の正確性は極めて重要であ

るから、上記第３の２（３）ツのような漢字表記の誤りを含め、記録作成上

もミスが生じないよう十分注意されたい。 

 

（２）個別事案（指摘）  

   以下の個別事案について指摘する。＝ 指摘 

ア 課税対象者の誤り 

税務署資料の記載ミスであり、佐世保市において発見することができな

かったのはやむを得ない。 

税務署のミスであるが、発覚後個人市（県）民税の課税主体である佐世

保市が直ちに対応したことは評価できる。 

イ 非課税所得に対する課税 

単純な確認不足であり、確認を徹底されたい。 

ウ 申告年度の誤り 

単純な確認不足であり、確認を徹底されたい。 

なお、この事案では、納税者が早期に所得証明を必要としていたという

事情があるが、適時に所得証明の発行を受けられないのは納税者自身が申

告を怠っていたことが原因なのであるから（担当者においても、所得証明

の発行を受けられないことは、事実上、申告をしないことに対するある種

のペナルティとして機能している面があると理解している。）、税務署から
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正式に資料の提供を受け、十分な確認を行うまでは所得証明は発行しない

（併せて納付書も確認後に交付する）という対応を講じることも検討され

たい。 

エ 給与収入額の入力の誤り 

単純な確認不足であり、確認を徹底されたい。 

オ 寄附額の入力の誤り 

単純な確認不足であり、確認を徹底されたい。 

カ パンチデータ作成時における入力の誤り 

パンチ業者が不鮮明データを誤読してしまうと、佐世保市においては実

際の申告額と異なるかどうかを発見することはできない。したがって、再

発防止に当たっては、パンチ業者に対するより一層の指導の徹底が極めて

重要である。 

佐世保市においても、スキャンを担当する臨時職員が、申告書をスキャ

ンする際に、スキャンされた画像データが約１秒画面上に表示されるため、

その間に不鮮明な部分がないかを可能な限り判別するよう努めてはいるも

のの、多数の画像データの全てについてわずか１秒程度の間に不鮮明な部

分がないかどうかを見極めるのは不可能である。だからといって、全ての

スキャンされた画像データの鮮明度について時間をかけて確認するという

のは非効率であるから、現在のスキャンデータの確認方法には問題はない

と考える。 

本事案は、不鮮明部分は鉛筆書きであったということであるから、ボー

ルペンでの記入を呼び掛けることも検討されたい。 

キ 相続等生命保険年金に関する計算の誤り 

相続等生命保険年金であることが分かる資料を受け付けていたのにそれ

を見落としたという単純な確認不足である。確認を徹底されたい。 

ク 年金所得の計算の誤り 
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分がないかどうかを見極めるのは不可能である。だからといって、全ての

スキャンされた画像データの鮮明度について時間をかけて確認するという

のは非効率であるから、現在のスキャンデータの確認方法には問題はない

と考える。 

本事案は、不鮮明部分は鉛筆書きであったということであるから、ボー

ルペンでの記入を呼び掛けることも検討されたい。 

キ 相続等生命保険年金に関する計算の誤り 

相続等生命保険年金であることが分かる資料を受け付けていたのにそれ

を見落としたという単純な確認不足である。確認を徹底されたい。 

ク 年金所得の計算の誤り 

エラー表示がされているにもかかわらず、パンチミスを見落としたとい

う単純な確認不足である。確認を徹底されたい。 

ケ 申告書記入時の誤り 

申告書の雑収入・その他の欄と一時収入の欄とは近接しているため、受

付担当者が誤って記入してしまう可能性はあり、頻発しても不自然でない

ミスである。したがって、精査担当者における確認を徹底されたい。 

本事案は、電算担当者が総合・一時収入に入力があり、一時所得が未記

入の者の抽出をかけたことにより発見することができたというものであり、

本事案を受けて今後もこのような抽出をかけることとした。このような再

発防止策については評価することができ、今後も必ず実施されるべきであ

る。 

さらに、このような誤りは、雑収入・その他欄と一時収入欄収入との間

だけではなく、その他の収入欄同士でも、同様のミスに発生するおそれが

あると考えられる。パンチ業者がパンチの際に誤って入力してしまう可能

性もあると考えられる。したがって、収入または所得のいずれかに記入が

されていないものについて全て抽出をかけることについても検討されたい。

コ 申告書の訂正内容の誤り 

単純な確認不足であり、確認を徹底されたい。 

これについても、収入または所得のうちいずれかにデータ入力がされて

いないものについて電算担当者が抽出をかけることにより発見することが

できた可能性がある。電算担当者による抽出方法を検討されたい。 

サ 申告書の訂正方法の誤り 

申告書の訂正方法が職員に周知されていないことが問題である。申告書

の取扱いに関するマニュアル作成を検討されたい。 

精査担当者による確認不足でもあるから、確認を徹底されたい。 

これについても、収入または所得のうちいずれかに記入がされていない
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ものについて電算担当者が抽出をかけることにより発見することができた

可能性がある。電算担当者による抽出方法を検討されたい。 

シ 複数の給与支払報告書の処理方法の誤り 

複数の給与支払報告書の処理方法が職員に周知されていないことが問題

である。この点についても給報処理マニュアルに反映させることや、細か

い問題点をまとめた事例集やＱ＆Ａを作成することを検討されたい。 

ス 確定申告書Ｂ第三表の見落とし 

単純な確認不足であり、確認を徹底されたい。 

セ 配偶者控除の適用の誤り 

単純な確認不足であり、確認を徹底されたい。 

ソ 寡夫控除の適用の誤り 

法令解釈について職員が十分に理解していなかったことが問題である。

事業専従者については扶養控除等の対象とはならないことから誤解が生じ

た可能性があるが、このような職員による法令解釈の誤りが生じることの

ないよう、マニュアルやＱ＆Ａを作成することを検討されたい。 

タ 徴収区分の誤り 

単純な確認不足であり、確認を徹底されたい。 

チ 期割の誤りについて 

追徴分の処理方法が職員に周知されていなかったことが問題である。マ

ニュアルの作成を検討されたい。 

  

３ 無申告者に対する対応 

（１）無申告者対応の流れ（評価） 

無申告者に対する対応については、文書による呼出しおよび臨戸訪問を実

施し、全ての無申告者に対して少なくとも一度は接触することができるよう

可能な限りの努力がされており、評価できる。これ以上臨戸訪問等を実施す
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ることは、費用対効果の観点からも望ましくないと考えられる。 

また、臨戸訪問時には、無申告者の住所として把握されている場所の現況

の把握に努め、表札の有無を一律の基準として申告書のポスト投函を行うか

どうかを判断すべきこととしている点についても、職員ごとに取扱いの差異

が生じることを防ぐとともに、税情報の漏洩の防止も意識されており、評価

できる。＝ 評価 

 

（２）無申告者に対する適切なペナルティの構築（意見） 

上記のとおり、無申告者を臨戸訪問以上に追跡することは非効率であるか

ら、臨戸訪問を経ても無申告である者に対しては、有効なペナルティを与え

るべきであり、今後は無申告者に対するペナルティを充実させることも検討

されたい。 

無申告者に対する過料の運用については、佐世保市が直ちに積極的に運用

することは難しい面もあるとは思われるが、所得があるにもかかわらず数年

にわたって無申告を続けるなど悪質性の高い事案に限って過料を課すなど、

他の自治体とも協調しつつ、今後の運用に向けた議論が期待される。 

他には、無申告者は、課税台帳が作成されないため、所得証明の発行を受

けることができない。担当者によれば、このことが、事実上、無申告に対す

るペナルティとして作用することがあるとのことであるし、確認が不十分な

ままに所得証明を発行したことによる誤課税も発生しているのであるから、

無申告者が所得証明の発行を求めても、申告を受け付けた後十分な確認のた

めに一定の時間をかけるなどして、所得証明を直ちには発行しないという運

用をすることにより申告を間接的に促すということについても検討すること

ができるのではないかと思われる。＝ 意見 

 

４ 給与特別徴収（評価） 
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給与特別徴収への取組みについては、多くの事業所からの理解を得られる形

で進めており、評価できる。給与特別徴収への切替えが進んだことにより徴収

率の向上にもつながっており、今後も継続して納税者および事業所に給与特別

徴収への理解を得ることができるよう積極的に取り組まれることを期待する。 

  ＝ 評価 

 

５ 個人市県民税の減免 

（１）要領の策定（評価） 

個人市県民税の減免に関しては、佐世保市では、佐世保市個人の市県民税

減免申請取扱要領が策定されている。佐世保市税条例および佐世保市条例施

行規則の規定のみでは承認の要件が抽象的であり、取扱いに不均衡が生じる

おそれがあるため、要件を具体化した同要領を策定していることは評価でき

る。 

個人市民税の減免は、基本的には、生活困窮を要件の一つとしており、生

活困窮の判断基準は、収入については生活保護法を基準として設定した生活

基準額を一応の目安とし、資産についても生活保護法の規定が準用されてい

る。市民税課職員によっては、生活保護法に精通していない場合も想定され

るから、生活保護法に基づく収入、資産基準の内容を簡潔にまとめた同要領

が策定されていることは有益であるといえる。これまでは、生活保護の受給

以外の事情を理由とする個人市県民税の減免はなかったため、要件判断自体

は生活福祉課において完結していたものと考えられるが、自然災害の増加し

ている昨今では、生活保護の受給以外の理由による個人市県民税の減免がさ

れる可能性も出てくると考えられるから、実績のない減免についても、要領

に基づき適正に実施されることが期待される。 

また、減免申請から承認に至るまでの事務手続の流れについても、条例お

よび施行規則には特段規定が設けられていないため、手続の内容を具体化す

103



 

 

給与特別徴収への取組みについては、多くの事業所からの理解を得られる形

で進めており、評価できる。給与特別徴収への切替えが進んだことにより徴収

率の向上にもつながっており、今後も継続して納税者および事業所に給与特別

徴収への理解を得ることができるよう積極的に取り組まれることを期待する。 

  ＝ 評価 

 

５ 個人市県民税の減免 

（１）要領の策定（評価） 

個人市県民税の減免に関しては、佐世保市では、佐世保市個人の市県民税

減免申請取扱要領が策定されている。佐世保市税条例および佐世保市条例施

行規則の規定のみでは承認の要件が抽象的であり、取扱いに不均衡が生じる

おそれがあるため、要件を具体化した同要領を策定していることは評価でき

る。 

個人市民税の減免は、基本的には、生活困窮を要件の一つとしており、生

活困窮の判断基準は、収入については生活保護法を基準として設定した生活

基準額を一応の目安とし、資産についても生活保護法の規定が準用されてい

る。市民税課職員によっては、生活保護法に精通していない場合も想定され

るから、生活保護法に基づく収入、資産基準の内容を簡潔にまとめた同要領

が策定されていることは有益であるといえる。これまでは、生活保護の受給

以外の事情を理由とする個人市県民税の減免はなかったため、要件判断自体

は生活福祉課において完結していたものと考えられるが、自然災害の増加し

ている昨今では、生活保護の受給以外の理由による個人市県民税の減免がさ

れる可能性も出てくると考えられるから、実績のない減免についても、要領

に基づき適正に実施されることが期待される。 

また、減免申請から承認に至るまでの事務手続の流れについても、条例お

よび施行規則には特段規定が設けられていないため、手続の内容を具体化す

 

 

る必要がある。上記要領は、減免申請から承認に至るまでの流れ（受付窓口、

受付から決定までの期間等）を解説するとともに、申請書様式が添付されて

おり、手続の流れも明瞭になっているといえる。＝ 評価 

 

（２）個別事案における問題点（評価、意見） 

法令上問題のある個人市県民税の減免手続は存在しなかった。この点は評

価できる。＝ 評価 

もっとも、個人市県民税の減免に関しては、不公平さを感じさせる取扱い

が存在した。 

個人市県民税は、減免申請時に納期限が到来していないものに限り減免の

対象となる（条例第６条３項）。減免が承認されなかった事例は、平成２９年

分の申告や給与支払報告書に基づいて把握された所得額に基づき平成３０年

度の個人市県民税が普通徴収の方法により適正に課税されていたが、減免申

請時既に普通徴収の最後の納期限である第４期（１月）が経過していたため

に、減免の承認を受けられなかったという事例がほとんどであった。 

他方、上記第３の５（２）のとおり、個人市県民税が減免された事例の中

には、適正に所得の申告を行っていれば減免を受けられなかったはずである

にもかかわらず、適正に所得の申告を行っていなかったことにより、結果的

に、平成３０年度の個人市県民税の全額の減免を受けることができたという

事例が存在することが判明した。 

担当者によれば、このような取扱いとなることは、法令上問題はないとの

ことであった。しかし、適正に所得の申告を行い課税されていた者は納期限

が到来していることから個人市県民税の減免は受けることができないのに、

適正に所得の申告を行っていなかった者は減免申請と併せて所得の申告を行

うことにより全額の減免を受けられるというのは、不公平ではないかと感じ

られる。 
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たしかに、この事例については、このような不公平感を理由として減免を

承認しなかったとしても、結局は生活保護費をもって個人市県民税を支払う

ことになるため、減免を承認することもやむを得ないという判断になるのか

もしれない。しかし、仮に生活保護受給以外の理由に基づく減免申請であっ

た場合にはそのような考慮も当てはまらないのであるから、やはりこのよう

な不公平感の解消は必要なのではないかと思われる。＝ 意見 
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第４章 法人市民税 

第１ 概要 

１ 制度の概要 

（１）構成 

法人市民税は、法人がその地域で経済活動を行うにあたって、市から受け

る便益に対して応分の負担を負わせるという見地から課税されるものである。 

法人市民税は、均等割と法人税割から構成されている。 

均等割は、均等の額により課する市民税をいい（法第２９２条１項１号）、

法人税割は、法人税額を課税標準として課する市民税をいう（法第２９２条

１項３号）。 

（２）納税義務者 

 

納税義務者 納める税 

市内に事務所や事業所がある法人 均等割＋法人税割 

市内に寮、保養所等のみを持つ法人 均等割 

公益法人及び法人でない社団等で収益事業を行うもの 均等割＋法人税割 

公益法人及び法人でない社団等で収益事業を行わないもの 均等割 
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（３）非課税 

公共法人 

（法第 296 条 1 項 1

号、2 項） 

国、非課税独立行政法人、国立大学法人等、日本年金機構、都道府

県、市町村、特別区、地方公共団体の組合、財産区、合併特例区、

地方独立行政法人、港務局、土地改良区及び土地改良区連合、水害

予防組合及び水害予防組合連合、土地区画整理組合、独立行政法人

郵便貯金・簡易生命保険管理機構 

公益法人等 

ただし、収益事業を

行う場合は非課税対

象外。 

（法第 296 条 1 項 2

号、2 項） 

日本赤十字社、社会福祉法人、更生保護法人、宗教法人、学校法

人、私立学校法第 64 条 4 項の法人、労働組合、職員団体等、漁船保

険組合、漁業信用基金協会、漁業共済組合及び漁業共済組合連合

会、信用保証協会、農業共済組合及び農業共済組合連合会、農業協

同組合連合会の一部、中小企業団体中央会、国民健康保険組合及び

国民健康保険団体連合会、全国健康保険協会、健康保険組合及び健

康保険組合連合会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連

合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会、地方

公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団、公益社団

法人又は公益財団法人で博物館の設置を主たる目的とするもの又は

学術の研究を目的とするもの、政党等 

人格のない社団等  

（法第 294 条 8 項） 
収益事業を行わないものに限る。 

 

（４）税額 

ア 均等割 

 

法人の区分 佐世保市内の従業者数 

 50 人超 50 人以下 

①公益法人等のうち、非課税対象法人以外の法人 

②人格のない社団等 

③一般社団法人及び一般財団法人（非営利型法人に該当するもの

を除く。） 

④保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資

金の額を有しないもの 

（法第 312 条 1 項 1 号イ～ニ・条例第 16 条 2 項 1 号イ～ニ） 

5 万円 

資本金等の額が 1,000 万円以下であるもの 

（法第 312 条 1 項 1 号ホ、2 号・条例第 16 条 2 項 1 号ホ、2 号） 
12 万円 5 万円 

資本金等の額が 1,000 万円を超え 1 億円以下であるもの 

（法第 312 条 1 項 3 号、4 号・条例第 16 条 2 項 3 号、4 号） 
15 万円 13 万円 

資本金等の額が 1 億円を超え 10 億円以下であるもの 

（法第 312 条 1 項 5 号、6 号・条例第 16 条 2 項 5 号、6 号） 
40 万円 16 万円 

資本金等の額が 10 億円を超え 50 億円以下であるもの 

（法第 312 条 1 項 7 号、8 号・条例第 16 条 2 項 7 号、8 号） 
175 万円 

41 万円 
資本金等の額が 50 億円を超えるもの 

（法第 312 条 1 項 9 号・条例第 16 条 1 項 9 号） 
300 万円 
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イ 法人税割 

法人税額（国税）×税率 

税率は以下のとおりである（事業年度によって異なる。）。 

 

事業年度 税率 

平成 26 年 9 月 30 日以前に開始する事業年度 14.7％ 

平成 26 年 10 月 1 日以降に開始する事業年度 12.1％ 

令和元年 10 月 1 日以降に開始する事業年度 8.4％ 

 

なお、事務所、事業所等が複数の市町村にまたがってある場合は、法人

税額を従業員数であん分して計算する。 

（５）納税の方法 

納税義務者である法人等が自ら自己の課税標準および税額を算出し、その

内容を申告するとともに、その税額を納付する。 

個人住民税との相違点をまとめると、以下のとおりである。 

 

 個人住民税 法人住民税 

決定方式 賦課決定方式 

市町村が課税資料を基に税額を計算し、納税（税額

決定）通知によって納税義務を確定させる。 

申告納税方式 

納税者自らが自己の課税標準・税額を計算し、申告

によって納税義務を確定し、納付する。 

県民税 市が市民税と県民税を同時に賦課徴収 別途県へ申告納付を要する 

 

  

 

 

（３）非課税 

公共法人 

（法第 296 条 1 項 1

号、2 項） 

国、非課税独立行政法人、国立大学法人等、日本年金機構、都道府

県、市町村、特別区、地方公共団体の組合、財産区、合併特例区、

地方独立行政法人、港務局、土地改良区及び土地改良区連合、水害

予防組合及び水害予防組合連合、土地区画整理組合、独立行政法人

郵便貯金・簡易生命保険管理機構 

公益法人等 

ただし、収益事業を

行う場合は非課税対

象外。 

（法第 296 条 1 項 2

号、2 項） 

日本赤十字社、社会福祉法人、更生保護法人、宗教法人、学校法

人、私立学校法第 64 条 4 項の法人、労働組合、職員団体等、漁船保

険組合、漁業信用基金協会、漁業共済組合及び漁業共済組合連合

会、信用保証協会、農業共済組合及び農業共済組合連合会、農業協

同組合連合会の一部、中小企業団体中央会、国民健康保険組合及び

国民健康保険団体連合会、全国健康保険協会、健康保険組合及び健

康保険組合連合会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連

合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会、地方

公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団、公益社団

法人又は公益財団法人で博物館の設置を主たる目的とするもの又は

学術の研究を目的とするもの、政党等 

人格のない社団等  

（法第 294 条 8 項） 
収益事業を行わないものに限る。 

 

（４）税額 

ア 均等割 

 

法人の区分 佐世保市内の従業者数 

 50 人超 50 人以下 

①公益法人等のうち、非課税対象法人以外の法人 

②人格のない社団等 

③一般社団法人及び一般財団法人（非営利型法人に該当するもの

を除く。） 

④保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資

金の額を有しないもの 

（法第 312 条 1 項 1 号イ～ニ・条例第 16 条 2 項 1 号イ～ニ） 

5 万円 

資本金等の額が 1,000 万円以下であるもの 

（法第 312 条 1 項 1 号ホ、2 号・条例第 16 条 2 項 1 号ホ、2 号） 
12 万円 5 万円 

資本金等の額が 1,000 万円を超え 1 億円以下であるもの 

（法第 312 条 1 項 3 号、4 号・条例第 16 条 2 項 3 号、4 号） 
15 万円 13 万円 

資本金等の額が 1 億円を超え 10 億円以下であるもの 

（法第 312 条 1 項 5 号、6 号・条例第 16 条 2 項 5 号、6 号） 
40 万円 16 万円 

資本金等の額が 10 億円を超え 50 億円以下であるもの 

（法第 312 条 1 項 7 号、8 号・条例第 16 条 2 項 7 号、8 号） 
175 万円 

41 万円 
資本金等の額が 50 億円を超えるもの 

（法第 312 条 1 項 9 号・条例第 16 条 1 項 9 号） 
300 万円 
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（６）減免（条例第６条１項４号・条例施行規則第１１条１項１号ニ） 

 

減免を受ける者の範囲 減免対象税額 減免割合 

一般社団法人・一般財団法人（非営利型法人に限

る）、公益社団法人・公益財団法人（収益事業を営

む場合を除く。）で、①主として社会福祉法第 2 条

1 項に規定する社会福祉事業を行う法人、②主とし

て国又は地方公共団体の補助金又は交付金等によ

って運営されている法人、③専ら災害事故防止に関

する事業を行う法人、④法第 296 条 1 項各号に掲げ

る法人とその性格及び事業内容が類似している法

人のいずれか 

均等割額の全額 全部 

認可地縁団体（収益事業を営む場合を除く。） 

特定非営利活動法人（収益事業を営む場合を除く。） 

その他市長が必要と認める者 市長が必要と認める税額 

市長が必

要と認め

る割合 

 

２ 法人市民税に関する事務の組織体制 

法人市民税の課税事務については、平成３１年４月１日現在、財務部市民税

課市民税第二係（担当係長ほか８名）が担当しており、２名体制となっている。 

  

109



 

 

３ 法人市民税の推移 

 

 平成 26 年度 平成 27 年度 

調定額 

（千円） 

収入済額 

（千円） 

徴収率 

（％） 

調定額 

（千円） 

収入済額 

（千円） 

徴収率 

（％） 

法人市民税 

現年課税分 

滞納繰越分 

2,586,479 

2,508,047 

78,432 

2,505,962 

2,500,939 

5,023 

96.89 

99.72 

6.40 

2,465,059 

2,389,629 

75,430 

2,385,683 

2,366,994 

18,689 

96.78 

99.05 

24.78 

 平成 28 年度 平成 29 年度 

調定額 

（千円） 

収入済額 

（千円） 

徴収率 

（％） 

調定額 

（千円） 

収入済額 

（千円） 

徴収率 

（％） 

法人市民税 

現年課税分 

滞納繰越分 

2,266,603 

2,189,372 

77,231 

2,186,750 

2,180,027 

6,723 

96.48 

99.57 

8.71 

2,268,296 

2,189,736 

78,560 

2,194,252 

2,184,502 

9,750 

96.74 

99.76 

12.41 

 平成 30 年度 

調定額 

（千円） 

収入済額 

（千円） 

徴収率 

（％） 

法人市民税 

現年課税分 

滞納繰越分 

2,521,276 

2,449,561 

71,715 

2,447,145 

2,443,455 

3,690 

97.06 

99.75 

5.15 

 

第２ 監査の観点・監査の方法 

１ 監査の観点 

（１）法人市民税が公平に賦課徴収されているかどうか。 

（２）法人市民税の賦課徴収の手続が効率的に行われているかどうか。 

（３）法人市民税の減免手続が法令等に則り適法に行われているかどうか。 

２ 監査の方法 

（１）法令、条例、規則、マニュアル等の精読 

（２）担当者から法人市民税の賦課徴収の事務処理の流れの聴取 

（３）担当者から開示を受けた資料データの検討 

（４）関係記録の閲読およびヒアリング 

 

第３ 事実の摘示 

１ 法人市民税に関するマニュアル等の有無 

 

 

（６）減免（条例第６条１項４号・条例施行規則第１１条１項１号ニ） 

 

減免を受ける者の範囲 減免対象税額 減免割合 

一般社団法人・一般財団法人（非営利型法人に限

る）、公益社団法人・公益財団法人（収益事業を営

む場合を除く。）で、①主として社会福祉法第 2 条

1 項に規定する社会福祉事業を行う法人、②主とし

て国又は地方公共団体の補助金又は交付金等によ

って運営されている法人、③専ら災害事故防止に関

する事業を行う法人、④法第 296 条 1 項各号に掲げ

る法人とその性格及び事業内容が類似している法

人のいずれか 

均等割額の全額 全部 

認可地縁団体（収益事業を営む場合を除く。） 

特定非営利活動法人（収益事業を営む場合を除く。） 

その他市長が必要と認める者 市長が必要と認める税額 

市長が必

要と認め

る割合 

 

２ 法人市民税に関する事務の組織体制 

法人市民税の課税事務については、平成３１年４月１日現在、財務部市民税

課市民税第二係（担当係長ほか８名）が担当しており、２名体制となっている。 
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佐世保市では、法人市民税に関しては、市民税第二係作成に係る法人市民税

研修資料が存在し、法人市民税の概要、課税手続の概要、申告書、設立・設置

申告書の内容等が簡潔に解説されている。 

その他、法人市民税については、事務作業フローや実務用のシステム操作マ

ニュアルも作成されている。 

２ 設立・設置届未届法人に対する対応 

（１）未届法人調査の方法 

佐世保市では、平成２９年度から未届法人調査を開始した。 

調査の方法は、平成２９年度から、株式会社東京商工リサーチの発行して

いるＴＳＲ情報に掲載された「ＴＳＲ情報 長崎県版 新設会社紹介」を参

照する方法、国税庁法人番号公表サイトを参照する方法を実施し、平成３０

年度は、特別徴収事業所データとのマッチング調査を実施した。 

また、未届法人に対する臨戸調査も実施し、平成２９年度には長崎県と佐

世保市が合同で実施し（長崎県が佐世保市南部を、佐世保市が佐世保市北部

を担当した。）、平成３０年度は佐世保市単独で臨戸調査を実施した。 

さらに、令和元年度は、タウンページ掲載情報からの突合を実施すること

とした。これは、上記の方法では、法人の支店を含めた事業所の設立・設置

状況を把握することに限界があったためである。 

もっとも、佐世保市においては、この他に未届法人調査の方法は確立した

ものはなく、例えば営業許可に関する情報等の照会は行っていない。 

また、法的には、法人は、税務署、県および市それぞれに対して設立・設

置届を提出すべきこととされているため、設立・設置届や申告の状況の全て

が共有されているわけではない。例えば、長崎県に設立・設置届が提出され

たとしてもそれが佐世保市にも共有されているわけではない。他方、法第６

３条４項に基づき長崎県から送付される法人税に係る更正または決定の通知

により法人税額等の変更に関する情報は共有される（そのため、そもそも佐
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世保市に設立・設置に関する情報がない事業所について、更正に関する情報

に接して初めて設立・設置を把握することができるという場合もある。）。佐

世保市において未届法人調査を開始し、当該法人に関する情報を問い合わせ

るなどして初めて長崎県や税務署から情報を得ることができるというのが現

状である。 

（２）佐世保市において確認されていた未届法人の件数 

このような調査方法により、佐世保市において確認されていた未届法人件

数は、以下のとおりである。 

 

 件数 
事後対応状況（令和元年 9 月現在） 

提出 職権登録 届出依頼中 

平成 29 年度 33 21 11 1 

平成 30 年度 61 38 1 22 

計 94 59 12 23 

 

（３）大規模商業施設出店事業所の未届法人件数 

佐世保市内に所在する大規模商業施設１施設を監査人において任意に選択

し、同施設に出店している店舗を当該商業施設のホームページから拾い出し

た上、佐世保市に対して設立・設置届の提出状況を確認したところ、新たに

未届法人が４件存在することが判明した。これらの未届法人がこれまで発見

されていなかった理由は、以下のとおりである（なお、その後、担当者にお

いて当該事業所に対して速やかに届出依頼を行ったとのことである。）。 

ア 国税庁法人番号公表サイトを参照する方法では、本店が佐世保市内に所

在する法人を検索し、設立・設置届の提出状況を確認しているところ、上

記いずれの法人についても、その本店が佐世保市外に所在するため、国税

庁法人番号公表サイトからの突合では発見されなかった。 

イ 「ＴＳＲ情報 長崎県版 新設会社紹介」を参照する方法では、未届法

人調査を開始した頃以前のＴＳＲ情報も参照したが、上記いずれの法人も、

 

 

佐世保市では、法人市民税に関しては、市民税第二係作成に係る法人市民税

研修資料が存在し、法人市民税の概要、課税手続の概要、申告書、設立・設置

申告書の内容等が簡潔に解説されている。 

その他、法人市民税については、事務作業フローや実務用のシステム操作マ

ニュアルも作成されている。 

２ 設立・設置届未届法人に対する対応 

（１）未届法人調査の方法 

佐世保市では、平成２９年度から未届法人調査を開始した。 

調査の方法は、平成２９年度から、株式会社東京商工リサーチの発行して

いるＴＳＲ情報に掲載された「ＴＳＲ情報 長崎県版 新設会社紹介」を参

照する方法、国税庁法人番号公表サイトを参照する方法を実施し、平成３０

年度は、特別徴収事業所データとのマッチング調査を実施した。 

また、未届法人に対する臨戸調査も実施し、平成２９年度には長崎県と佐

世保市が合同で実施し（長崎県が佐世保市南部を、佐世保市が佐世保市北部

を担当した。）、平成３０年度は佐世保市単独で臨戸調査を実施した。 

さらに、令和元年度は、タウンページ掲載情報からの突合を実施すること

とした。これは、上記の方法では、法人の支店を含めた事業所の設立・設置

状況を把握することに限界があったためである。 

もっとも、佐世保市においては、この他に未届法人調査の方法は確立した

ものはなく、例えば営業許可に関する情報等の照会は行っていない。 

また、法的には、法人は、税務署、県および市それぞれに対して設立・設

置届を提出すべきこととされているため、設立・設置届や申告の状況の全て

が共有されているわけではない。例えば、長崎県に設立・設置届が提出され

たとしてもそれが佐世保市にも共有されているわけではない。他方、法第６

３条４項に基づき長崎県から送付される法人税に係る更正または決定の通知

により法人税額等の変更に関する情報は共有される（そのため、そもそも佐
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参照した「ＴＳＲ情報 長崎県版 新設会社紹介」には掲載されていなか

った。また、上記法人は、いずれも本店所在地が佐世保市外にあるため、

この方法では、上記法人の設立・設置状況を確認することができなかった。 

ウ 令和元年度から開始したタウンページからの突合でも発見されなかった。

これは、上記法人がいずれも上記大規模商業施設に出店している店舗の電

話番号をタウンページに登録していなかったためである。 

エ 特別徴収事業者データとのマッチングでも発見することができなかった。

これは、上記法人のうち１社は、佐世保市において従業員個人の市県民税

に係る給与特別徴収を実施していなかったため、特別徴収事業者データに

登録されていなかったためである。 

また、上記法人のうち３社は、佐世保市において従業員個人の市県民税

に係る給与特別徴収を実施していたが、給与支払報告書は佐世保市外の本

店から提出されたものであり、給与支払報告書には佐世保市内に所在する

支店に関する情報が記載されないため、支店を特定することができなかっ

たことによる。 

（４）過料の運用 

佐世保市では、平成３０年度において、設立・設置届を提出していない法

人に対して過料を課したことはなく、平成２９年度以前においても、過料を

課したことはないとのことであった。また、担当者によれば、長崎県内にお

いても県外においても、未届法人に対して過料を課した例は聞いたことがな

いとのことであった。 

３ 無申告法人に対する対応 

（１）文書および臨戸訪問による督促 

佐世保市では、従前から、申告期限を２か月過ぎても申告のない法人に対

し、文書および臨戸訪問による督促（申告指導）を実施している。平成２９

年度は初めて長崎県と連携して無申告・未届法人調査を実施し（長崎県が佐
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世保市南部を、佐世保市が佐世保市北部を担当した。）、平成３０年度の臨戸

調査については、未届法人調査から拾い上げた無申告法人と併せて、佐世保

市単独で臨戸調査（一部の事業者のみ長崎県との合同調査）を実施した。文

書督促を実施した件数、文書督促後に申告納税のあった件数および臨戸訪問

後に申告納税のあった件数は、以下のとおりである。 

 

 件数 督促後申告納税 臨戸訪問後申告納税 

平成 29 年度 30 7 4 

平成 30 年度 114 12 9 

計 144 19 13 

 

（２）臨戸訪問時の対応 

臨戸訪問に関する記録によると、臨戸訪問時の対応としては、以下の場合

があった。なお、単なる無申告の場合だけではなく、設立・設置届すら提出

されていない場合も含まれている。 

ア 営業中の場合 

代表者に申告を指導する。 

イ 不在の場合 

建物の状況や表札を調査し、確認できた場合には、申告を促すための文

書を差し置く。 

ウ 長期にわたり休業中の場合 

実態届の提出を促す。 

エ 廃業を確認できた場合 

原則として、清算結了までの対応（申告を含む。）を促しているが、金銭

的な問題などにより清算結了まで対応することができない場合には、実態

届の提出を促している。 

オ 支店に該当せずとの判断がされた場合 

調査を終了する。 
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った。また、上記法人は、いずれも本店所在地が佐世保市外にあるため、

この方法では、上記法人の設立・設置状況を確認することができなかった。 

ウ 令和元年度から開始したタウンページからの突合でも発見されなかった。

これは、上記法人がいずれも上記大規模商業施設に出店している店舗の電

話番号をタウンページに登録していなかったためである。 

エ 特別徴収事業者データとのマッチングでも発見することができなかった。

これは、上記法人のうち１社は、佐世保市において従業員個人の市県民税

に係る給与特別徴収を実施していなかったため、特別徴収事業者データに

登録されていなかったためである。 

また、上記法人のうち３社は、佐世保市において従業員個人の市県民税

に係る給与特別徴収を実施していたが、給与支払報告書は佐世保市外の本

店から提出されたものであり、給与支払報告書には佐世保市内に所在する

支店に関する情報が記載されないため、支店を特定することができなかっ

たことによる。 

（４）過料の運用 

佐世保市では、平成３０年度において、設立・設置届を提出していない法

人に対して過料を課したことはなく、平成２９年度以前においても、過料を

課したことはないとのことであった。また、担当者によれば、長崎県内にお

いても県外においても、未届法人に対して過料を課した例は聞いたことがな

いとのことであった。 

３ 無申告法人に対する対応 

（１）文書および臨戸訪問による督促 

佐世保市では、従前から、申告期限を２か月過ぎても申告のない法人に対

し、文書および臨戸訪問による督促（申告指導）を実施している。平成２９
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（３）過年度分の申告納税 

複数年にわたって申告納税のない法人が督促の結果複数年分の申告を行っ

た場合には、過年度分についても申告納税を受け付けている。 

また、担当者によれば、複数年にわたって申告納税がなく、督促を受けて

もなお申告をしない法人に対しては、長崎県の不申告決定を受け、佐世保市

において調査を行った上で、過年度分も含め、法第３２１条の１１の２項に

基づき、税額の決定を行っているとのことであった。 

４ 届出・申告内容に関する実態調査 

（１）届出内容に関する実態調査 

上記大規模商業施設に関する調査の結果、設立・設置日が上記施設の開業

日より後の日として届出がされている法人が１４件存在した。これらの法人

を含め、設立・設置届に記載された設立・設置日が実態に即しているかどう

かについて調査を実施しているかどうかを確認したところ、佐世保市におい

てはそのような調査は実施していないとのことであった。 

（２）申告内容に関する実態調査 

平成３０年度、均等割の従業者数が４６名以上５０名以下として申告がな

された事業所の件数は、５４件であった。 

佐世保市においては、申告された従業者数が実態に即しているかどうかに

ついて実態調査を実施していない。 

なお、上記５４件のうち、佐世保市において任意に選択した１０件につい

て、平成２６年から平成３０年までの法人市民税の確定申告書を閲覧したと

ころ、当該５年分の申告における従業者数の記載がいずれも５０名以下であ

った法人は３件であったが、いずれの法人についても、申告に税理士が関与

しており、明らかな問題は発見されなかった。 

５ 法人市民税の減免 

（１）概要 
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佐世保市では、平成３０年度までは、平成２４年４月２日作成の佐世保市

法人市民税減免取扱要領に基づき、法人市民税の減免事務を取り扱ってきた。

平成３０年度までは、事前に把握している法人市民税の減免の対象となる可

能性のある法人等に対しては「減免申請書」を送付していたものの、事前に

減免の対象となる可能性があることを把握することが困難な一般社団法人や

一般財団法人などに対しては「減免申請書」を送付していなかったため、減

免申請手続の期限を徒過して提出された申請も受け付けることがあり、また、

申告前の法人市民税についても遡及して減免を承認することがあった。 

令和元年度からは、平成３１年４月１日作成の佐世保市法人市民税減免取

扱要領に則り減免に係る事務手続を行うこととした（この時、平成２４年４

月２日作成の旧要領を廃止した。）。これによれば、令和元年度からは、地縁

団体ならびに公益法人および特定非営利活動法人の設立情報を収集の上、毎

年４月上旬までに減免申請書および法人市民税申告書を送付し、４月３０日

を提出期限として、減免申請書受付後２週間以内を目安として減免の可否を

書面により通知することとされ、翌年度以降については、法人の減免申請書

提出の事務負担を考慮して条例施行規則第１１条３項に基づき減免事由の存

在を確認できる場合に限り（確認方法は同要領に限定列挙されている。）、翌

年度以降の減免申請書の提出を不要としている（法人市民税申告書の提出も

不要とし、法第３２１条の１１の２項に基づき均等割の決定を行った上で、

それにより発生した納税義務を減免するという処理を行うこととした。）。こ

れにより、申請期限を徒過した減免申請を認めず、また、遡及的な減免も行

わないこととされた。 

（２）法人市民税の減免の件数等 

法人市民税の減免の件数等の状況は、以下のとおりである。 

  

 

 

（３）過年度分の申告納税 

複数年にわたって申告納税のない法人が督促の結果複数年分の申告を行っ

た場合には、過年度分についても申告納税を受け付けている。 

また、担当者によれば、複数年にわたって申告納税がなく、督促を受けて

もなお申告をしない法人に対しては、長崎県の不申告決定を受け、佐世保市

において調査を行った上で、過年度分も含め、法第３２１条の１１の２項に

基づき、税額の決定を行っているとのことであった。 

４ 届出・申告内容に関する実態調査 

（１）届出内容に関する実態調査 

上記大規模商業施設に関する調査の結果、設立・設置日が上記施設の開業

日より後の日として届出がされている法人が１４件存在した。これらの法人

を含め、設立・設置届に記載された設立・設置日が実態に即しているかどう

かについて調査を実施しているかどうかを確認したところ、佐世保市におい

てはそのような調査は実施していないとのことであった。 

（２）申告内容に関する実態調査 

平成３０年度、均等割の従業者数が４６名以上５０名以下として申告がな

された事業所の件数は、５４件であった。 

佐世保市においては、申告された従業者数が実態に即しているかどうかに

ついて実態調査を実施していない。 

なお、上記５４件のうち、佐世保市において任意に選択した１０件につい

て、平成２６年から平成３０年までの法人市民税の確定申告書を閲覧したと

ころ、当該５年分の申告における従業者数の記載がいずれも５０名以下であ

った法人は３件であったが、いずれの法人についても、申告に税理士が関与

しており、明らかな問題は発見されなかった。 

５ 法人市民税の減免 

（１）概要 
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 申請件数 却下件数 減免決定数 
前年度から

の継続件数 
減免法人数 

減免額 

（円） 

平成 26 年度     324 16,054,000 

平成 27 年度     332 16,487,000 

平成 28 年度 20 0 20 322 342 16,782,700 

平成 29 年度 14 1 13 324 337 17,066,400 

平成 30 年度 20 1 19 332 351 17,391,100 

※空白部分はデータなしとの報告 

 

（３）個別事案における問題点 

平成３０年度に新たに法人市民税の減免を承認した法人のうち、佐世保市

において任意に選択した１０件について、記録を閲覧した。 

要件該当性について問題となる事例は見受けられなかった。 

他方、手続に関しては、減免申請に必要な書類一式の提出が完了してから

減免承認の決定通知を発送するまでに２週間以上を要した事例が４件見受け

られた。 

また、減免申請の期限は４月３０日であるが、それを徒過してされた減免

申請を承認した事例が１件存在した。 

 

第４ 規範 

地方税法、佐世保市税条例、佐世保市税条例施行規則 

 

第５ 意見等 

１ マニュアル、フローチャート等（評価） 

佐世保市では、法人市民税に関するマニュアルとしては、法人市民税研修

資料が策定されている。これは、法人市民税の概要等を簡潔に解説しており

分かりやすく、初めて市民税第二係に配属された職員にとっても法人市民税

の概要等を早期に理解する上で有益な資料であるといえ、評価できる。 

また、申告から賦課徴収に至るまでのフローチャートや各種手続きごとに
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システムに入力すべき項目等を解説したファイルが作成されており、この点

も評価できる。＝ 評価 

 

２ 未届法人に対する対応 

（１）未届法人調査の方法（意見） 

平成２９年度から未届法人調査を開始し、一定の成果を上げていることに

ついては評価できる。 

未届法人調査の方法としての法人番号公表サイトからの突合や特別徴収事

業者データとのマッチングについては、過去に設立・設置されたものを含め

て網羅的に調査することができるものであり、評価できる。これらの調査に

は相応の時間と労力を要したのではないかと推測され、これらの調査と併せ

て他の調査方法にも取り組むのには困難が伴うのではないかと思われるが、

今後どこかの時点でこれらの調査は一段落するはずであるから、その段階で

より一層の調査方法の拡充が期待される。 

例えば、保健所において把握している営業許可情報の照会は、富山市や千

葉市などの他市においても実施されており、一定の成果を上げているところ

であるから、佐世保市においても調査方法として取り入れることを検討され

たい。 

また、大規模商業施設や商店街に出店している店舗の設立・設置届の提出

状況を調査することについても、後述のとおり検討されたい（千葉市におい

て実施されている。）。 

その他、佐世保市内に所在する各種団体に加入する事業者の設立・設置届

の提出状況について調査を行うことなども考えられる。＝ 意見 

 

（２）大規模商業施設調査の重要性（意見） 

監査人において任意に選択した大規模商業施設１施設に出店している店舗

 

 

 申請件数 却下件数 減免決定数 
前年度から

の継続件数 
減免法人数 

減免額 

（円） 

平成 26 年度     324 16,054,000 

平成 27 年度     332 16,487,000 

平成 28 年度 20 0 20 322 342 16,782,700 

平成 29 年度 14 1 13 324 337 17,066,400 

平成 30 年度 20 1 19 332 351 17,391,100 

※空白部分はデータなしとの報告 

 

（３）個別事案における問題点 

平成３０年度に新たに法人市民税の減免を承認した法人のうち、佐世保市

において任意に選択した１０件について、記録を閲覧した。 

要件該当性について問題となる事例は見受けられなかった。 

他方、手続に関しては、減免申請に必要な書類一式の提出が完了してから

減免承認の決定通知を発送するまでに２週間以上を要した事例が４件見受け

られた。 

また、減免申請の期限は４月３０日であるが、それを徒過してされた減免

申請を承認した事例が１件存在した。 

 

第４ 規範 

地方税法、佐世保市税条例、佐世保市税条例施行規則 

 

第５ 意見等 

１ マニュアル、フローチャート等（評価） 

佐世保市では、法人市民税に関するマニュアルとしては、法人市民税研修

資料が策定されている。これは、法人市民税の概要等を簡潔に解説しており

分かりやすく、初めて市民税第二係に配属された職員にとっても法人市民税

の概要等を早期に理解する上で有益な資料であるといえ、評価できる。 

また、申告から賦課徴収に至るまでのフローチャートや各種手続きごとに

118



 

 

の設立・設置届の提出状況を調査した結果判明した４件の未届法人について

は、佐世保市において実施している調査方法では発見不可能な法人であった

から、これらを発見することができなかったことについてはやむを得なかっ

たと考える。 

もっとも、上記大規模商業施設は、佐世保市民であれば誰でも一度は訪れ

たことのある、市民に広く親しまれた施設である。当該施設に店舗を設置し

ているということは、当該店舗を設置する法人に対する信用を表す一つのメ

ルクマールであるということもできる。当該施設に店舗を設置している法人

が法人市民税の納税を怠っているということは、佐世保市民や他の法人の納

税意識に対して強い影響を与える可能性があるとともに、適正に納税してい

る法人にとっても強い不公平さを感じさせるはずであることは明らかである。

したがって、このような大規模商業施設や商店街に店舗を設置している法人

が設立・設置届を提出しているかどうかを調査することは、極めて重要であ

ると考えられる。 

また、大規模商業施設や商店街には、多数の店舗が存在し、かつ、定期的

または不定期にテナントが入れ替わることが通常であるから、定期的に大規

模商業施設に店舗を設置している法人の設立・設置届の提出状況を調査する

ことにより、多数の未届法人を効率的に発見することができる可能性のある

調査方法であるともいえる。実際、他市においても一定の成果を上げている

し、本監査の中でも４件の未届法人を発見することができたところである。 

以上のことからすると、佐世保市においても、大規模商業施設や商店街に

店舗を出店している法人の設立・設置届の提出状況を調査することを検討さ

れたい。全ての施設や商店街について毎年設立・設置届の提出状況の調査を

行うことは難しいと考えられるし、毎年全ての調査を行うことは逆に非効率

であるから、年度ごとに調査対象となる施設や商店街を変えることもあり得

ると考える。＝ 意見 
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なお、本論からは外れるが、上記未届法人のうち１社については、佐世保

市において従業員の個人市県民税について給与特別徴収を実施していない。

また、佐世保市では、給与特別徴収を実施していない事業所に勤務する従業

員個人からの所得の申告を受け付けた際に、佐世保市において把握していな

かった事業所の存在が明らかになった場合には、給与特別徴収の担当者に情

報共有が図られているということであるから、当該未届法人に勤務する従業

員についても、その所得が把握されていない可能性がある。当該未届法人に

勤務する従業員が全員佐世保市外に在住する者であれば問題はないが、佐世

保市民である可能性も高いと考えられるから、当該未届法人の設立・設置届

を受け付けた後は、過年度を含む法人市民税を適正に課税するのみでなく、

当該未届法人に勤務する従業員に佐世保市民がいるかどうかを調査し、佐世

保市民である従業員がいるとすれば、その従業員の個人市県民税の納税状況

についても調査を行うことが重要であると考えられる。 

 

（３）未届法人判明後の対応（評価） 

平成２９年度および平成３０年度に判明した未届法人に対しては、その全

件について、届出を促すなどの措置が講じられており、評価できる。上記大

規模商業施設調査において判明した未届法人４件に対しても、未届が判明し

た後直ちに届出を促しており、評価できる。 

また、未届法人に対しては、平成２９年度から臨戸調査を開始したことに

ついても、評価できる。＝ 評価 

 

（４）未届法人に対する適切なペナルティの構築（意見） 

未届法人に対する過料の運用については、佐世保市が直ちに積極的に運用

することは難しい面もあるとは思われるが、悪質性の高い事案に限って過料

を課すなど、他の自治体とも協調しつつ、今後の運用に向けた議論が期待さ

 

 

の設立・設置届の提出状況を調査した結果判明した４件の未届法人について

は、佐世保市において実施している調査方法では発見不可能な法人であった

から、これらを発見することができなかったことについてはやむを得なかっ

たと考える。 

もっとも、上記大規模商業施設は、佐世保市民であれば誰でも一度は訪れ

たことのある、市民に広く親しまれた施設である。当該施設に店舗を設置し

ているということは、当該店舗を設置する法人に対する信用を表す一つのメ

ルクマールであるということもできる。当該施設に店舗を設置している法人

が法人市民税の納税を怠っているということは、佐世保市民や他の法人の納

税意識に対して強い影響を与える可能性があるとともに、適正に納税してい

る法人にとっても強い不公平さを感じさせるはずであることは明らかである。

したがって、このような大規模商業施設や商店街に店舗を設置している法人

が設立・設置届を提出しているかどうかを調査することは、極めて重要であ

ると考えられる。 

また、大規模商業施設や商店街には、多数の店舗が存在し、かつ、定期的

または不定期にテナントが入れ替わることが通常であるから、定期的に大規

模商業施設に店舗を設置している法人の設立・設置届の提出状況を調査する

ことにより、多数の未届法人を効率的に発見することができる可能性のある

調査方法であるともいえる。実際、他市においても一定の成果を上げている

し、本監査の中でも４件の未届法人を発見することができたところである。 

以上のことからすると、佐世保市においても、大規模商業施設や商店街に

店舗を出店している法人の設立・設置届の提出状況を調査することを検討さ

れたい。全ての施設や商店街について毎年設立・設置届の提出状況の調査を

行うことは難しいと考えられるし、毎年全ての調査を行うことは逆に非効率

であるから、年度ごとに調査対象となる施設や商店街を変えることもあり得

ると考える。＝ 意見 
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れる。＝ 意見 

 

３ 無申告法人に対する対応 

（１）申告の督促等への取組み（評価） 

申告納税のない法人に対し、文書および臨戸訪問による督促を行っている

ことは、評価できる。＝ 評価 

 

（２）無申告法人に対する適切なペナルティの構築（意見） 

督促を受けてもなお申告を行わない法人に対しては、法第３２１条の１１

の２項に基づき、積極的に法人市民税額の決定を行うべきである。 

均等割額については、給与支払報告書の枚数等から従業者数を把握して税

額を決定することが可能であると考えられるし、法人税の申告を行っている

場合には、税務署から情報共有を受けて法人税割の金額を計算することが可

能である。 

また、悪質な場合には、佐世保市税条例第１４条１号に基づく過料を活用

することや、法第３２１条の８の３の１項、２項に基づく罰則を活用するこ

とも検討すべきではないかと考える。＝ 意見 

 

４ 届出・申告内容に関する実態調査（意見） 

佐世保市においては、設立・設置届に記載された設立・設置時期および申告

書に記載された均等割額の計算根拠となる佐世保市における従業者数について、

当該届出・申告内容が実態に即しているかどうかについて調査を行ったことは

ないとのことであった。 

たしかに、法人市民税は、申告納税方式を採用しているから、第一次的には、

法人自身が実態に即した届出・申告を行うことが本来的にはもっとも重要であ

ることについては言うまでもない。 
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しかし、これらの届出・申告内容が実態に即しているかどうかは、法人市民

税を納付すべき時期および税額を決定する上で重要な事実であり、調査の必要

性は高いといえる。 

全ての法人について実態調査を行うことは困難であると思われるが、大規模

商業施設については、施設の開業時期よりも届出のあった設立・設置年月日が

遅い法人に的を絞って調査を行うことは可能であると考えられる（なお、言う

までもなく、大規模商業施設ではテナントの入れ替わりにより、施設の開業時

期よりも後に店舗が設置されることもあるから、そのような理由で実態と即し

ていることが確認されれば問題ない。ここで述べているのは、確認すること自

体の重要性である。）。 

また、均等割額は従業者数５０名を区切りとして金額が変わることとなって

いるから、従業者数がその前後である法人としては、従業者数を５０名以下の

人数に過少に申告することについての動機が生じることとなる。したがって、

従業者数が５０名を若干下回っており、かつ、数年にわたって従業者数に大き

な変動がない法人や、申告に税理士が関与していない法人などに的を絞って調

査を行うことも可能であると考えられる。 

今後、このような観点からの実態調査を実施することについて検討されたい。 

また、実態調査の結果、申告内容との齟齬が発覚した場合には、法第３２１

条の１１の１項に基づく更正決定が考えられるし、また、悪質な場合には、法

第３２１条の９に基づく罰則の適用についても検討すべきである。＝ 意見 

 

５ 法人市民税の減免（意見） 

法人市民税の減免については、新要領および旧要領ともに、減免申請の受付

から通知までの期間は２週間以内を目安としているから、必要書類一式の提出

を受けた後２週間以上を要した事例については、その原因と改善策を検討すべ

きである。佐世保市では、一般社団法人については、減免の要件である非営利

 

 

れる。＝ 意見 

 

３ 無申告法人に対する対応 

（１）申告の督促等への取組み（評価） 

申告納税のない法人に対し、文書および臨戸訪問による督促を行っている

ことは、評価できる。＝ 評価 

 

（２）無申告法人に対する適切なペナルティの構築（意見） 

督促を受けてもなお申告を行わない法人に対しては、法第３２１条の１１

の２項に基づき、積極的に法人市民税額の決定を行うべきである。 

均等割額については、給与支払報告書の枚数等から従業者数を把握して税

額を決定することが可能であると考えられるし、法人税の申告を行っている

場合には、税務署から情報共有を受けて法人税割の金額を計算することが可

能である。 

また、悪質な場合には、佐世保市税条例第１４条１号に基づく過料を活用

することや、法第３２１条の８の３の１項、２項に基づく罰則を活用するこ

とも検討すべきではないかと考える。＝ 意見 

 

４ 届出・申告内容に関する実態調査（意見） 

佐世保市においては、設立・設置届に記載された設立・設置時期および申告

書に記載された均等割額の計算根拠となる佐世保市における従業者数について、

当該届出・申告内容が実態に即しているかどうかについて調査を行ったことは

ないとのことであった。 

たしかに、法人市民税は、申告納税方式を採用しているから、第一次的には、

法人自身が実態に即した届出・申告を行うことが本来的にはもっとも重要であ

ることについては言うまでもない。 
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型法人であることの確認ができないものもあるため、長崎県の決定を待って処

理を行っているのが実情であり、２週間以上を要したものは、長崎県の決定が

された時点で既に２週間を経過したものであったとのことであり、やむを得な

いものもあると考えられるが、期間に目安を設けた趣旨に鑑み、引き続き迅速

な対応の実現に取り組まれることが期待される。 

また、平成３０年度以前は申請期限を徒過した減免申請についても減免を承

認していたとのことであるから、申請期限を徒過した減免申請に対して減免を

承認したこともやむを得なかったと考えるが、令和元年度以降は、申請期限を

徒過したものについては、新要領に則り、減免を承認してはならないと考える

（少なくとも、均等割の課税を行わなければならない。）。＝ 意見 
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第５章 固定資産税・都市計画税 

第１ 概要 

 １ 固定資産税 

固定資産税は、毎年１月１日現在において市内に固定資産を所有している者に

対して課される賦課課税方式の税金である。具体的には、以下のとおりである。 

（１）納税義務者 

毎年１月１日現在において、市内に固定資産（土地、家屋および償却資産）

を所有する者（登記簿に登記されているまたは課税台帳に登録されている者）

が納税義務者となる。 

（２）非課税 

    ①国および地方公共団体等に対しては固定資産税を課することができない。

いわゆる人的非課税。 

    ②公共の用に供する道路等、墓地ならびに宗教法人、社会福祉法人および学

校法人等が所有する固定資産のうち所定の要件を満たす固定資産。いわゆる物

的非課税。 

（３）減免 

    法第３６７条において、市町村長は、天災その他特別の事情がある場合にお

いて固定資産税の減免を必要とすると認める者、貧困に因り生活のため公私の

扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該市町村の条例の定める

ところにより、固定資産税を減免することができる、とされている。佐世保市

においては、条例第６条に基づき、減免が行われている。 

（４）課税標準 

    固定資産税の課税標準は、固定資産課税台帳に登録された固定資産の価格で

あり、価格とは適正な時価をいう。ただし、住宅用地に代表される課税標準の

特例措置および土地についての税負担の調整措置により、課税標準額は固定資

産の価格より低く算定される場合がある。 
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（５）税額の計算 

    課税標準額に１．４％の税率を乗じて算出した金額である。 

（６）免税点 

    同一の者について当該市町村の区域内におけるその者の所有に係る土地、家

屋または償却資産に対して課する固定資産税の課税標準となるべき額が①土

地にあっては３０万円、②家屋にあっては２０万円、③償却資産にあっては１

５０万円に満たない場合においては、固定資産税を課することができない。 

（７）納付方法 

    固定資産税は、納税通知書によって市町村から納税義務者に対し税額が通知

され、年４回に分けて納付する。なお、納期について佐世保市の場合は法第３

６２条に定める４月、７月、１２月および２月中ではなく、同条ただし書きを

適用しこれと異なる納期であり、４月、７月、９月および１２月中となってい

る。 

２ 都市計画税 

都市計画税は、毎年１月１日現在において市内の市街化区域内に土地および家

屋を所有している者に対して課され、都市計画事業または土地区画整理事業に要

する費用にあてるための目的税である。具体的には、以下のとおりである。 

（１）納税義務者 

毎年１月１日現在において、市内の市街化区域内に土地および家屋を所有す

る者（登記簿に登記または課税台帳に登録されている者）が納税義務者となる。 

（２）非課税 

    都市計画税の非課税対象は、一部を除き固定資産税の非課税対象と同一であ

る。 

（３）減免 

    固定資産税が減免された場合は、当該納税者に係る都市計画税についても、

当該固定資産税に対する減免額の割合と同じ割合によって減免される。 
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（４）課税標準 

    都市計画税の課税標準は固定資産税の課税標準とほぼ同一であるが、住宅用

地に代表される課税標準の特例措置について固定資産税と差異がある。 

（５）税額の計算 

    課税標準額に０．３％の税率を乗じて算出した金額である。 

（６）免税点 

    固定資産税が免税点未満につき課されなかった場合は、都市計画税も同様に

課されない。 

（７）納付方法 

    都市計画税は固定資産税とあわせて通知され、納付することとなっている。 

 

第２ 監査の観点・監査の方法 

固定資産税・都市計画税の課税が適正に行われているかどうかを監査すること

は、租税法律主義および課税の公平の観点から非常に重要であると考える。 

以上から、土地、家屋および償却資産別に課税の状況について調査した。 

 

第３ 事実の摘示 

 １ 土地 

（１）空家等対策の推進に関する特別措置法の規定に基づく勧告について 

平成２８年度から、同法の規定に基づき市町村長が特定空家等の所有者等に

対して周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを勧告（以下、

この章において「勧告」という。）した場合は、当該特定空家等に係る敷地につ

いて固定資産税等の住宅用地特例の対象から除外することとなった。換言する

と当該敷地に係る固定資産税等の負担が重くなることとなった。平成３０年度

末までの累計勧告数として、全国では９２２件、うち長崎県では７６件となっ

ている。長崎県で７６件であれば佐世保市においてもある程度の勧告数がある

 

（５）税額の計算 

    課税標準額に１．４％の税率を乗じて算出した金額である。 

（６）免税点 

    同一の者について当該市町村の区域内におけるその者の所有に係る土地、家

屋または償却資産に対して課する固定資産税の課税標準となるべき額が①土

地にあっては３０万円、②家屋にあっては２０万円、③償却資産にあっては１

５０万円に満たない場合においては、固定資産税を課することができない。 

（７）納付方法 

    固定資産税は、納税通知書によって市町村から納税義務者に対し税額が通知

され、年４回に分けて納付する。なお、納期について佐世保市の場合は法第３

６２条に定める４月、７月、１２月および２月中ではなく、同条ただし書きを

適用しこれと異なる納期であり、４月、７月、９月および１２月中となってい

る。 

２ 都市計画税 

都市計画税は、毎年１月１日現在において市内の市街化区域内に土地および家

屋を所有している者に対して課され、都市計画事業または土地区画整理事業に要

する費用にあてるための目的税である。具体的には、以下のとおりである。 

（１）納税義務者 

毎年１月１日現在において、市内の市街化区域内に土地および家屋を所有す

る者（登記簿に登記または課税台帳に登録されている者）が納税義務者となる。 

（２）非課税 

    都市計画税の非課税対象は、一部を除き固定資産税の非課税対象と同一であ

る。 

（３）減免 

    固定資産税が減免された場合は、当該納税者に係る都市計画税についても、

当該固定資産税に対する減免額の割合と同じ割合によって減免される。 
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のではないかと考え担当者へ勧告数の確認を行ったところ、佐世保市では０件

であるとの回答があった。勧告については資産税課ではなく建築指導課が行う

ものなので一概には言えないが、自治体によって勧告をするかどうかについて

温度差があるとのことであった。 

（２）物的非課税および減免（生活保護での減免を除く）について 

    物的非課税の適用を受けた者は、平成２６年度から平成３０年度までで延べ

９４者、平均すると約１９者となる。また、減免の適用があった件数および税

額は、平成２６年度から平成３０年度までで延べ２９３件、税額は１３，３８

３，６００円であり、平均すると、約５９件、税額は約２６７万円となる。物

的非課税の適用を受ける場合は、納税義務者はその年の１月３１日までに必要

な書類を市に提出する必要があり、また、減免の適用を受ける場合は、納税義

務者は納期限までに必要な書類を市に提出する必要がある。なお、減免につい

ては、納期限を過ぎた分についての適用は無い。物的非課税および減免の手続

きに関し、一度物的非課税または減免の規定の適用を受けた場合、次年度以降

の手続きの要否および手続が不要な場合における定期的な要件確認の有無に

ついて担当者に確認を行ったところ、次年度以降の手続きについては物的非課

税または減免の適用を受けることができなくなった場合を除いて特段の手続

きは必要でなく、また、定期的な要件確認は行っていないとのことであった。 

（３）評価替えがあった場合のデータ入力について 

    土地の評価については、原則として３年に１度評価替えが行われる。３年に

１度の評価替えの作業の流れについて確認を行ったところ、正面路線価を含め

他の価格形成データ生成は外部に委託し、完成されたデータを市職員が担当地

区ごとに見直しを行い、見直しが完了してから総合行政システムに読み込ませ

るとのことであった。 

（４）一筆毎の評価額の詳細な計算過程の開示について 

    毎年納税義務者に送付される納税通知書に同封される課税資産明細書、所定
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の手数料を支払ったうえで交付を受けることができる名寄帳では評価額およ

び課税標準額を知ることができる。なお、一筆毎の評価額の詳細な計算過程に

ついて書面で交付を受けるためには、現行の規定では個人情報開示の手続きを

とる必要がある。 

（５）宅地造成があった場合の課税について 

    その年の１月１日時点において宅地造成が完了し、住宅用地として販売が開

始されている土地については、造成後の宅地としての評価にて固定資産税が課

税されるが、課税もれの防止策としてどのようなことが実施されているかにつ

いて確認を行ったところ、原則として区画整理の段階で登記がなされるので、

当該登記をもって判定していることと、大規模な宅地造成については建築指導

課に確認を行っているとのことであった。ただ、造成の途中で販売されず塩漬

けされている土地等については、課税地目の認定が難しい場合があるとのこと

であった。 

（６）更正について 

    平成２６年度から平成３０年度までの更正について確認を行った。更正件数

は延べ１３０件、年度別の１件当たりの税額の最大額は全て住宅用地特例適用

もれに対する減額更正であり、年度別にそれぞれ平成２６年度１，８０６千円、

平成２７年度３，１４６千円、平成２８年度１１，９００千円、平成２９年度

８９４千円および平成３０年度１，９７６千円であり、特に平成２８年度につ

いては２０年間分の還付ということもあり、後述する高額案件となった。更正

理由としては、住宅用地特例適用もれ、所有者更正、価格更正、地積更正に分

けられ、これらのうち住宅用地特例適用もれについては、他の自治体の事例が

多数報道されたことから、地籍調査実施地区について重点的に調査を行ってい

たところ、平成２８年度に高額の案件が調査により発覚し、平成２９年３月に

補正予算が計上され、議会において今後市内全域調査して是正していくとの報

告がなされ、平成２９年度から３か年計画で調査を行い、是正することとされ、

 

のではないかと考え担当者へ勧告数の確認を行ったところ、佐世保市では０件

であるとの回答があった。勧告については資産税課ではなく建築指導課が行う

ものなので一概には言えないが、自治体によって勧告をするかどうかについて

温度差があるとのことであった。 

（２）物的非課税および減免（生活保護での減免を除く）について 

    物的非課税の適用を受けた者は、平成２６年度から平成３０年度までで延べ

９４者、平均すると約１９者となる。また、減免の適用があった件数および税

額は、平成２６年度から平成３０年度までで延べ２９３件、税額は１３，３８

３，６００円であり、平均すると、約５９件、税額は約２６７万円となる。物

的非課税の適用を受ける場合は、納税義務者はその年の１月３１日までに必要

な書類を市に提出する必要があり、また、減免の適用を受ける場合は、納税義

務者は納期限までに必要な書類を市に提出する必要がある。なお、減免につい

ては、納期限を過ぎた分についての適用は無い。物的非課税および減免の手続

きに関し、一度物的非課税または減免の規定の適用を受けた場合、次年度以降

の手続きの要否および手続が不要な場合における定期的な要件確認の有無に

ついて担当者に確認を行ったところ、次年度以降の手続きについては物的非課

税または減免の適用を受けることができなくなった場合を除いて特段の手続

きは必要でなく、また、定期的な要件確認は行っていないとのことであった。 

（３）評価替えがあった場合のデータ入力について 

    土地の評価については、原則として３年に１度評価替えが行われる。３年に

１度の評価替えの作業の流れについて確認を行ったところ、正面路線価を含め

他の価格形成データ生成は外部に委託し、完成されたデータを市職員が担当地

区ごとに見直しを行い、見直しが完了してから総合行政システムに読み込ませ

るとのことであった。 

（４）一筆毎の評価額の詳細な計算過程の開示について 

    毎年納税義務者に送付される納税通知書に同封される課税資産明細書、所定
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調査の結果を踏まえ納税者への謝罪説明および還付金額の確定を行い、１４８

件１１２，４３７千円について令和元年１０月１５日付で還付処理を行い是正

済みとのことであった。また、他の更正理由の案件についてもそれぞれ対応策

がとられている。 

 ２ 家屋 

（１）増改築があった場合の評価替えについて 

    家屋の増改築が行われた際は、原則として家屋の評価替えの必要性の有無の

確認を行う必要があるため、家屋の増改築の情報収集の方法について確認を行

ったところ、現在のところ建築確認申請および登記簿（床面積の増減、用途の

変更）による情報収集を行っているとのことであった。これら以外の情報収集

の方法として、①法人税または所得税申告に添付されている減価償却明細の建

物のうち、登記簿上の取得時期以外の取得とされているものや②相続税申告書

に添付されている家屋の評価について、固定資産税評価額に別途加算がされて

いるもの、①および②について換言すると、いわゆる資本的支出について情報

収集することは可能かどうかの確認を担当者から税務署に照会していただい

たところ、不特定多数の申告書の閲覧は不可との回答であった。また、③不動

産業者のチラシやインターネット上での広告で、いわゆるリノベーション物件

として掲載されているものについて情報収集することは可能かどうかの確認

を行ったところ、物件の所在地番が明記されていないので活用することは難し

い、また、県内の他市においても本市と同様、リノベーション等の把握に苦慮

しており研修会等を通して情報交換や改築に関する知識を深めていきたい、と

の回答であった。 

（２）物的非課税および減免（生活保護での減免を除く）について 

    物的非課税の適用を受けた者は、平成２６年度から平成３０年度までで延べ

１０６者、平均すると約２１者となる。また、減免の適用があった件数および

税額は、平成２６年度から平成３０年度までで延べ１０５件、税額は３，６８
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２，３００円であり、平均すると、約２１件、税額は約７３万円となる。物的

非課税の適用を受ける場合は、土地と同様、納税義務者はその年の１月３１日

までに必要な書類を市に提出する必要があり、また、減免の適用を受ける場合

も土地と同様、納税義務者は納期限までに必要な書類を市に提出する必要があ

る。なお、減免については、納期限を過ぎた分についての適用は無い。物的非

課税および減免の手続きに関し、一度物的非課税または減免の規定の適用を受

けた場合、次年度以降の手続きの要否および手続が不要な場合における定期的

な要件確認の有無について担当者に確認を行ったところ、土地と同様、次年度

以降の手続きについては物的非課税または減免の適用を受けることができな

くなった場合を除いて特段の手続きは必要でなく、また、定期的な要件確認は

行っていないとのことであった。 

（３）評価替えがあった場合のデータ変更について 

    家屋の評価についても土地と同様、原則として３年に１度評価替えが行われ

る。３年に１度の評価替えの作業の流れについて確認を行ったところ、総合行

政システムで一括して評価替えを実施し、その後電算担当者がチェックを行い

確定させるとのことであった。 

（４）一棟毎の評価額の詳細な計算過程の開示について 

    土地と同様、毎年納税義務者に送付される納税通知書に同封される課税資産

明細書、所定の手数料を支払ったうえで交付を受けることができる名寄帳では

評価額および課税標準額を知ることができる。なお、一棟毎の評価額の詳細な

計算過程について書面で交付を受けるためには、現行の規定では個人情報開示

の手続きをとる必要がある。 

（５）更正について 

    平成２６年度から平成３０年度までの更正について確認を行った。更正件数

は延べ５９件、年度別の１件当たりの税額の最大額は年度別にそれぞれ平成２

６年度８０千円、平成２７年度１，３８８千円、平成２８年度１５４千円、平

 

調査の結果を踏まえ納税者への謝罪説明および還付金額の確定を行い、１４８

件１１２，４３７千円について令和元年１０月１５日付で還付処理を行い是正

済みとのことであった。また、他の更正理由の案件についてもそれぞれ対応策

がとられている。 

 ２ 家屋 

（１）増改築があった場合の評価替えについて 

    家屋の増改築が行われた際は、原則として家屋の評価替えの必要性の有無の

確認を行う必要があるため、家屋の増改築の情報収集の方法について確認を行

ったところ、現在のところ建築確認申請および登記簿（床面積の増減、用途の

変更）による情報収集を行っているとのことであった。これら以外の情報収集

の方法として、①法人税または所得税申告に添付されている減価償却明細の建

物のうち、登記簿上の取得時期以外の取得とされているものや②相続税申告書

に添付されている家屋の評価について、固定資産税評価額に別途加算がされて

いるもの、①および②について換言すると、いわゆる資本的支出について情報

収集することは可能かどうかの確認を担当者から税務署に照会していただい

たところ、不特定多数の申告書の閲覧は不可との回答であった。また、③不動

産業者のチラシやインターネット上での広告で、いわゆるリノベーション物件

として掲載されているものについて情報収集することは可能かどうかの確認

を行ったところ、物件の所在地番が明記されていないので活用することは難し

い、また、県内の他市においても本市と同様、リノベーション等の把握に苦慮

しており研修会等を通して情報交換や改築に関する知識を深めていきたい、と

の回答であった。 

（２）物的非課税および減免（生活保護での減免を除く）について 

    物的非課税の適用を受けた者は、平成２６年度から平成３０年度までで延べ

１０６者、平均すると約２１者となる。また、減免の適用があった件数および

税額は、平成２６年度から平成３０年度までで延べ１０５件、税額は３，６８
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成２９年度４５６千円および平成３０年度１１８０千円であり、平成２７年度

のみ増額更正、あとの年度は全て減額更正である。更正理由としては、所有権

移転入力もれ、滅失入力もれ、新規データ入力誤りがある。それぞれについて

対応策がとられていたが、前述の平成２７年度の増額更正について確認を行っ

たところ、システムに入力する際、単位を誤って入力したため税額を過少に賦

課したことが原因であり、対応策として平成２９年３月３１日付でプログラム

の改修を行い是正済みとのことであった。 

３ 都市計画税 

（１）市街化区域と市街化区域外との境界確認について 

市街化区域にある土地および家屋については、前述のとおり都市計画税が課

される。また、市街化区域外にある土地および家屋については、都市計画税は

課されないので、特に市街化区域と市街化区域外との境界およびその近隣にあ

る土地および家屋については、適正に課税されているかどうかの確認は非常に

重要である。この確認方法について確認したところ、家屋の新築時には必ずチ

ェックする方法および市街化区域に変更が生じた場合には当該変更が生じた場

所は全てチェックする方法により確認しているとのことであった。また、これ

ら以外の土地および家屋について、定期的なチェックはなされているか確認を

行ったところ、定期的なチェックはなされていないとの回答であった。 

４ 償却資産 

（１）機械及び装置の課税標準額の増加について 

市内全事業所の機械及び装置の課税標準額の合計額について。平成２６年度

が３８，６９０，１４６千円に対し平成３０年度が５５，８４３，０７２千円

であり、１７，１５２，９２６千円の大幅な増加となっていたことから、当該

増加の主な要因について確認したところ、小佐々町の工業団地への企業立地が

あるのではないかとの回答であった。小佐々町はいわゆる過疎地域であり、当

該地域で一定の要件に該当する設備投資を行った事業者については、固定資産
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税が３年間課税免除されることとなっている。当該課税免除の手続きが適正に

なされているかどうかについて、ある事業者から提出された書類一式を確認し

たところ、課税免除により減収となる金額について交付金が市に交付される関

係上、当該書類については県のチェックもなされており、特段問題はなかった。 

（２）物的非課税および減免（生活保護での減免を除く）について 

    物的非課税の適用を受けた者は、平成２６年度から平成３０年度までで延べ

３４者、平均すると約７者となる。また、減免の適用があった件数および税額

は、平成２６年度から平成３０年度までで延べ３０件、税額は３，４３４，５

０７円であり、平均すると、６件、税額は約６９万円となる。物的非課税の適

用を受ける場合は、土地および家屋と同様、納税義務者はその年の１月３１日

までに必要な書類を市に提出する必要があり、また、減免の適用を受ける場合

も土地および家屋と同様、納税義務者は納期限までに必要な書類を市に提出す

る必要がある。なお、減免については、納期限を過ぎた分についての適用は無

い。物的非課税および減免の手続きに関し、一度物的非課税または減免の規定

の適用を受けた場合、次年度以降の手続きの要否および手続が不要な場合にお

ける定期的な要件確認の有無について担当者に確認を行ったところ、既存資産

については次年度以降の手続きについて物的非課税または減免の適用を受け

ることができなくなった場合を除いて特段の手続きは必要ではないが、新規取

得資産等で新たに物的非課税または減免の規定の適用を受けようとする場合

は当該資産については手続きが必要であること、また、定期的な要件確認は行

っていないとのことであった。 

（３）税務署調査・実地調査等について 

    平成２６年度から平成３０年度までの実地調査について確認を行ったとこ

ろ、基本的には税務署調査（税務署へ行き、減価償却明細書を確認する方法）

により申告もれがあると思われる事業者および未申告と思われる事業者に対

して行っているとのことであった。その結果、修正等が行われた件数は５年間

 

成２９年度４５６千円および平成３０年度１１８０千円であり、平成２７年度

のみ増額更正、あとの年度は全て減額更正である。更正理由としては、所有権

移転入力もれ、滅失入力もれ、新規データ入力誤りがある。それぞれについて

対応策がとられていたが、前述の平成２７年度の増額更正について確認を行っ

たところ、システムに入力する際、単位を誤って入力したため税額を過少に賦

課したことが原因であり、対応策として平成２９年３月３１日付でプログラム

の改修を行い是正済みとのことであった。 

３ 都市計画税 

（１）市街化区域と市街化区域外との境界確認について 

市街化区域にある土地および家屋については、前述のとおり都市計画税が課

される。また、市街化区域外にある土地および家屋については、都市計画税は

課されないので、特に市街化区域と市街化区域外との境界およびその近隣にあ

る土地および家屋については、適正に課税されているかどうかの確認は非常に

重要である。この確認方法について確認したところ、家屋の新築時には必ずチ

ェックする方法および市街化区域に変更が生じた場合には当該変更が生じた場

所は全てチェックする方法により確認しているとのことであった。また、これ

ら以外の土地および家屋について、定期的なチェックはなされているか確認を

行ったところ、定期的なチェックはなされていないとの回答であった。 

４ 償却資産 

（１）機械及び装置の課税標準額の増加について 

市内全事業所の機械及び装置の課税標準額の合計額について。平成２６年度

が３８，６９０，１４６千円に対し平成３０年度が５５，８４３，０７２千円

であり、１７，１５２，９２６千円の大幅な増加となっていたことから、当該

増加の主な要因について確認したところ、小佐々町の工業団地への企業立地が

あるのではないかとの回答であった。小佐々町はいわゆる過疎地域であり、当

該地域で一定の要件に該当する設備投資を行った事業者については、固定資産

132



 

で６９９件、税額は７６，９３７，９００円であり、平均すると約１４０件、

税額は約１，５３９万円である。 

（４）申告書の提出および申告内容の確認について 

    償却資産は固定資産税であり賦課課税であるが、土地および家屋と違い、毎

年の事業者からの償却資産申告書の提出により成り立っているといって過言

ではない。また、当該申告書の提出については電子申告によるものと紙ベース

による申告によるものとがあるが、電子申告によるものであっても課税データ

についてはシステム連動ではなくデータ入力がなされている。よって、事業者

から適正な申告がなされることおよびデータの正確な入力が非常に重要とな

ってくる。特に、事業者における対象資産の申告もれおよび無申告については

適正な申告を行っていただく必要がある。そこで、申告もれおよび無申告の確

認について、いくつか質問を行った。 

    ①コンビニエンスストアの設備について、当該設備の所有者が加盟店ではな

く、チェーン本部である場合において、チェーン本部から適正な申告がなされ

ているかどうかについて確認されたことがあるかどうかについて質問したと

ころ、確認したことがないとの回答であったため、確認を依頼したところ、適

正に申告がなされていたとのことであった。 

    ②市内の大規模店舗内に入居する事業者について、各テナントから適正な申

告がなされているかどうかについて確認されたことがあるかどうかについて

質問したところ、ショッピングモール新設時に全店舗の確認を行っているため、

大部分の事業者は適正に申告がなされていたが、入れ替わったばかりの店舗で

法人名が不明なものなど一部の事業者については申告の確認ができなかった

との回答であった。また、ショッピングモールの運営会社に対して最新のテナ

ント情報提供を依頼しているところであり、引き続き確認を行うとのことであ

った。 

    ③いわゆる所有権移転外ファイナンス・リースに係る資産については、リー
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ス会社において申告する必要があるが、リース会社から適正な申告がなされて

いるかどうかについて確認されたことがあるかどうかについて質問したとこ

ろ、確認したことがないとの回答であったため、包括外部監査補助者ならびに

資産税課、市民税課および納税課がそれぞれ有している所有権移転外ファイナ

ンス・リース資産について、リース会社の申告書に計上がなされているかどう

かについて確認を依頼したところ、全ての資産について適正に計上がなされて

いたとのことであった。ただ、リース会社そのものの申告が適正かどうか検証

することについては、リース会社の所有するリース資産の管理情報は膨大であ

り、適正に申告されているかを確認、検証する方法については、全国的に現在

のところ特段のものがないのが実情であるとの回答であった。 

   ④登記や保健所への届出がない事業者についての事業所確認の方法について

質問したところ、現在のところ登記や保健所への届出以外での確認は行ってお

らず、今後、たとえばタウンページや航空写真によって事業者や資産を捕捉す

ることを考えているとの回答であった。 

（５）更正について 

平成２６年度から平成３０年度までの更正について確認を行った。更正件数

は延べ１９件、年度別の１件当たりの税額の最大額は年度別にそれぞれ平成２

６年度５９千円、平成２７年度は更正件数ゼロ、平成２８年度７６千円、平成

２９年度１１０千円および平成３０年度５千円であり、平成２９年度のみ増額

更正、あとの年度は全て減額更正である。更正理由としては、入力誤りおよび

増減登録もれであるが、それぞれ対応策がとられている。 

 

第４ 規範 

   地方税法 

   佐世保市税条例 

   空家等対策の推進に関する特別措置法 

 

で６９９件、税額は７６，９３７，９００円であり、平均すると約１４０件、

税額は約１，５３９万円である。 

（４）申告書の提出および申告内容の確認について 

    償却資産は固定資産税であり賦課課税であるが、土地および家屋と違い、毎

年の事業者からの償却資産申告書の提出により成り立っているといって過言

ではない。また、当該申告書の提出については電子申告によるものと紙ベース

による申告によるものとがあるが、電子申告によるものであっても課税データ

についてはシステム連動ではなくデータ入力がなされている。よって、事業者

から適正な申告がなされることおよびデータの正確な入力が非常に重要とな

ってくる。特に、事業者における対象資産の申告もれおよび無申告については

適正な申告を行っていただく必要がある。そこで、申告もれおよび無申告の確

認について、いくつか質問を行った。 

    ①コンビニエンスストアの設備について、当該設備の所有者が加盟店ではな

く、チェーン本部である場合において、チェーン本部から適正な申告がなされ

ているかどうかについて確認されたことがあるかどうかについて質問したと

ころ、確認したことがないとの回答であったため、確認を依頼したところ、適

正に申告がなされていたとのことであった。 

    ②市内の大規模店舗内に入居する事業者について、各テナントから適正な申

告がなされているかどうかについて確認されたことがあるかどうかについて

質問したところ、ショッピングモール新設時に全店舗の確認を行っているため、

大部分の事業者は適正に申告がなされていたが、入れ替わったばかりの店舗で

法人名が不明なものなど一部の事業者については申告の確認ができなかった

との回答であった。また、ショッピングモールの運営会社に対して最新のテナ

ント情報提供を依頼しているところであり、引き続き確認を行うとのことであ

った。 

    ③いわゆる所有権移転外ファイナンス・リースに係る資産については、リー
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   佐世保市個人情報保護条例 

   所得税法 

   法人税法 

   固定資産評価基準 

   過疎地域自立促進特別措置法 

 

第５ 意見等 

 １ 空家等対策の推進に関する特別措置法の規定に基づく勧告が０件について（意

見） 

   佐世保市においては上記勧告が平成３０年度末において０件であった。佐世保

市内においても管理がなされず倒壊の恐れがある住宅用家屋は見受けられるよ

うである。勧告については自治体によって温度差があり、また、勧告については

資産税課の管轄ではなく建築指導課の管轄であるとのことであるので、今後、建

築指導課において、より積極的に勧告を行うよう要望する。＝意見 

 

 ２ 物的非課税および減免について適用があった者に対する定期的な確認がなさ

れていないことについて（意見） 

   土地、家屋および償却資産のいずれにおいても一度非課税または減免の規定の

適用があった者について、適用を受けた次年度以降、定期的な要件確認が行われ

ていなかった。適用を受けた次年度以降において納税義務者が物的非課税または

減免の規定の適用が受けられなくなったにもかかわらず、その旨の手続きを失念

等する可能性もあるので、今後は定期的な要件確認を行うことが望ましいと考え

る。＝ 意見 

 

 ３ 評価替え（土地および家屋）におけるデータ変更および償却資産データ入力に

ついて（評価および指摘） 
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   これらの作業に起因しての多額または多数の課税誤りは後述の件以外につい

ては、特に見受けられなかった。また、課税誤りが発見される都度、対応策を講

じられていた。件数が膨大であるため課税誤りがゼロになることは難しいと考え

られるが、ゼロに近づくよう、今後もさらなる削減を目指していかれるよう努め

ていただきたい。＝ 評価 

   ただし、家屋の平成２７年度更正についてはシステム入力時に単位を誤って入

力したことに起因して１，３８８千円の増額更正が行われていた。納税義務者に

落ち度がない更正は納税義務者にとって経済的なことはもちろんのこと、精神的

にも負担となる。この誤りに対する対応策は既にとられているとのことであるが、

今後このようなことがないよう十分気をつけられたい。＝ 指摘 

 

 ４ 土地および家屋の評価額の詳細な計算過程の送付について（意見） 

   土地および家屋の評価額の詳細な計算過程を知るためには、現行の規定では個

人情報開示の手続きをとる必要がある。もし、計算過程に誤りがあり、これが長

期間納税義務者および市双方が気付かないまま経過した場合、納税義務者および

市双方に大きな影響を与えかねない。また、賦課課税である以上、どのような計

算根拠で課税されたかを市は納税義務者に明示すべきであると考える。計算過程

に誤りがないかどうかを納税義務者本人にも確認してもらう手段のひとつとし

て、現行法上の義務でもなく事務コスト等の関係上もあり難しいかもしれないが、

たとえば、所有権移転等により納税義務者に変更が生じた土地および家屋の当該

年度について、評価額の詳細な計算過程を課税資産明細と同封して当該納税義務

者に送付することを検討してはいかがだろうか。＝ 意見 

 

 ５ 住宅用地の特例の適用もれによる多額の還付について（指摘および意見） 

   前述のとおり土地の更正について、平成２６年度から平成３０年度までの全て

の年度の税額の最大額は住宅用地特例適用もれに対する減額更正であり、年度別

 

   佐世保市個人情報保護条例 

   所得税法 

   法人税法 

   固定資産評価基準 

   過疎地域自立促進特別措置法 

 

第５ 意見等 

 １ 空家等対策の推進に関する特別措置法の規定に基づく勧告が０件について（意

見） 

   佐世保市においては上記勧告が平成３０年度末において０件であった。佐世保

市内においても管理がなされず倒壊の恐れがある住宅用家屋は見受けられるよ

うである。勧告については自治体によって温度差があり、また、勧告については

資産税課の管轄ではなく建築指導課の管轄であるとのことであるので、今後、建

築指導課において、より積極的に勧告を行うよう要望する。＝意見 

 

 ２ 物的非課税および減免について適用があった者に対する定期的な確認がなさ

れていないことについて（意見） 

   土地、家屋および償却資産のいずれにおいても一度非課税または減免の規定の

適用があった者について、適用を受けた次年度以降、定期的な要件確認が行われ

ていなかった。適用を受けた次年度以降において納税義務者が物的非課税または

減免の規定の適用が受けられなくなったにもかかわらず、その旨の手続きを失念

等する可能性もあるので、今後は定期的な要件確認を行うことが望ましいと考え

る。＝ 意見 

 

 ３ 評価替え（土地および家屋）におけるデータ変更および償却資産データ入力に

ついて（評価および指摘） 
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にそれぞれ平成２６年度１，８０６千円、平成２７年度３，１４６千円、平成２

８年度１１，９００千円、平成２９年度８９４千円および平成３０年度１，９７

６千円であった。特に平成２８年度については２０年間分の還付ということもあ

り、高額案件となった。住宅用地特例適用もれに関しては、既に平成２９年度か

ら３か年計画で対応策がとられているが、今後同様の案件が発生しないよう十分

気を付けられたい。＝ 指摘 

   また、対応策のひとつとして上記４の計算過程を新築された家屋に係る敷地の

所有者に対して当該家屋の完成の翌年に送付することを検討してはいかがだろ

うか。＝ 意見 

 

 ６ 増改築物件の把握が困難なことについて（意見） 

   増改築物件の把握について、建築確認申請および登記のいずれも無い物件につ

いては、本市に限らず県内の他市においても把握が困難であるとのことであった。

特に改築については数百万円、場合によっては一千万円を超えるような費用がか

かったものについても、建築確認申請が不要な工事である限りにおいては把握が

困難ということになる。増改築における資産の取得についての考え方は、所得税

法および法人税法における資本的支出とほぼ同様である。多額な改築費用がかか

っている場合は、たとえば全額が塗装費用等の修繕費となるべきケースを除いて

は資本的支出がある可能性が高いと考えられる。本来であればこのような増改築

を全て把握し、再評価し、課税すべきであるが、現状は困難であるということで

ある。課税されるべきものに課税がなされない、これは課税の公平上問題であり、

現状を放置してはならない。増改築物件の把握が困難なことについては、本市だ

けの問題ではないので、市は増改築物件を把握するためのノウハウの研修や、国

税とのさらなる協力関係の構築、そして増改築物件の把握をより容易とするため

の法改正への働きかけを他の自治体と協力して行うことを検討してはいかがだ

ろうか。＝ 意見 
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 ７ 都市計画税における市街化区域の定期的な確認について（意見） 

   都市計画税における市街化区域の確認について、家屋の新築時および市街化区

域に変更が生じた場合の当該変更が生じた場所はなされていたが、これら以外に

ついて定期的なチェックはなされていなかった。マンパワーの関係上、全ての土

地および家屋を定期的にチェックすることは難しいと考えられるが、少なくとも

市街化区域と市街化区域外の区域との境界近辺の土地および家屋については定

期的なチェックをすることが望ましいと考える。＝ 意見 

 

 ８ リース会社が有する償却資産の申告確認方法について（意見） 

   リース会社が有する償却資産の多くは、一般的な事業者が自己所有している資

産と違い、資産の所在が借主の事業所にあることにより現物確認のための実地調

査が非常に困難なことおよびリース会社が所有する償却資産の管理情報が膨大

であり、適正に申告されているかを確認、検証する方法について全国的に現在の

ところ特段のものがないという実情である。これは上記６と同様、本市だけの問

題ではないので、申告の確認、検証方法のさらなる研究を他の自治体と協力して

行うことを検討してはいかがだろうか。＝ 意見 

   また、私見であるが、リース資産の借主からリース契約の内容を申告させるよ

うな法改正の働きかけを他の自治体と協力して行ってみてはいかがだろうか。 

 

 ９ その他 

   宅地造成があった場合の課税ならびに償却資産における税務署調査・実地調査

および申告もれ等の確認（リース資産を除く）については、特段の意見等はない。 

 

にそれぞれ平成２６年度１，８０６千円、平成２７年度３，１４６千円、平成２

８年度１１，９００千円、平成２９年度８９４千円および平成３０年度１，９７

６千円であった。特に平成２８年度については２０年間分の還付ということもあ

り、高額案件となった。住宅用地特例適用もれに関しては、既に平成２９年度か

ら３か年計画で対応策がとられているが、今後同様の案件が発生しないよう十分

気を付けられたい。＝ 指摘 

   また、対応策のひとつとして上記４の計算過程を新築された家屋に係る敷地の

所有者に対して当該家屋の完成の翌年に送付することを検討してはいかがだろ

うか。＝ 意見 

 

 ６ 増改築物件の把握が困難なことについて（意見） 

   増改築物件の把握について、建築確認申請および登記のいずれも無い物件につ

いては、本市に限らず県内の他市においても把握が困難であるとのことであった。

特に改築については数百万円、場合によっては一千万円を超えるような費用がか

かったものについても、建築確認申請が不要な工事である限りにおいては把握が

困難ということになる。増改築における資産の取得についての考え方は、所得税

法および法人税法における資本的支出とほぼ同様である。多額な改築費用がかか

っている場合は、たとえば全額が塗装費用等の修繕費となるべきケースを除いて

は資本的支出がある可能性が高いと考えられる。本来であればこのような増改築

を全て把握し、再評価し、課税すべきであるが、現状は困難であるということで

ある。課税されるべきものに課税がなされない、これは課税の公平上問題であり、

現状を放置してはならない。増改築物件の把握が困難なことについては、本市だ

けの問題ではないので、市は増改築物件を把握するためのノウハウの研修や、国

税とのさらなる協力関係の構築、そして増改築物件の把握をより容易とするため

の法改正への働きかけを他の自治体と協力して行うことを検討してはいかがだ

ろうか。＝ 意見 
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第６章 軽自動車税 

第１ 概要 

  （令和元年１０月１日から従来の軽自動車税は軽自動車税種別割に改正されたが、 

  本書では監査の時期を踏まえて改正前の軽自動車税として記載する。） 

軽自動車税は、毎年４月１日（賦課期日）において、市内に軽自動車等（原動

機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および２輪の小型自動車）を所有してい

る者に課税される。また、軽自動車税は、毎年５月中旬に送付する納税通知書に

て５月３１日までに納付することになる。 

軽自動車等を取得した場合のほか、持ち主の変更、廃車、転出、死亡、盗難が

あった場合などは、その理由が発生した日から１か月以内に手続きを行う必要が

ある。 

軽自動車税は４月１日現在の軽自動車等の所有者に課税されることから、これ

らの届出がなされないと従来の所有者に課税されることになる。 

軽自動車税の税額（税率）は、第１章「市税の概要」の第５項に紹介している

とおり、車種ごとに定額となっている。なお、軽自動車税には月割課税の制度は

ないため、軽自動車等の車両を年度途中（４月２日～翌年３月３１日）で登録し

た場合には翌年度からの課税となり、年度の途中で廃車されたとしても軽自動車

税の還付はない。 

 

第２ 監査の観点・監査の方法 

軽自動車税に関しては、賦課する税額は定額となっていることから、税額の算

定に関してはさほどの問題は起きにくい。他方、各車両の類型ごとに、登録、変

更や抹消の手続が定められており、かつその数も相当数に上る。そのため、佐世

保市においては、概要で述べたとおり、各手続に対応するマニュアルを作成して

いる。 

そこで、保管されている実際の案件をランダムにサンプルとして抽出する方法
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第６章 軽自動車税 

第１ 概要 

  （令和元年１０月１日から従来の軽自動車税は軽自動車税種別割に改正されたが、 

  本書では監査の時期を踏まえて改正前の軽自動車税として記載する。） 

軽自動車税は、毎年４月１日（賦課期日）において、市内に軽自動車等（原動

機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および２輪の小型自動車）を所有してい

る者に課税される。また、軽自動車税は、毎年５月中旬に送付する納税通知書に

て５月３１日までに納付することになる。 

軽自動車等を取得した場合のほか、持ち主の変更、廃車、転出、死亡、盗難が

あった場合などは、その理由が発生した日から１か月以内に手続きを行う必要が

ある。 

軽自動車税は４月１日現在の軽自動車等の所有者に課税されることから、これ

らの届出がなされないと従来の所有者に課税されることになる。 

軽自動車税の税額（税率）は、第１章「市税の概要」の第５項に紹介している

とおり、車種ごとに定額となっている。なお、軽自動車税には月割課税の制度は

ないため、軽自動車等の車両を年度途中（４月２日～翌年３月３１日）で登録し

た場合には翌年度からの課税となり、年度の途中で廃車されたとしても軽自動車

税の還付はない。 

 

第２ 監査の観点・監査の方法 

軽自動車税に関しては、賦課する税額は定額となっていることから、税額の算

定に関してはさほどの問題は起きにくい。他方、各車両の類型ごとに、登録、変

更や抹消の手続が定められており、かつその数も相当数に上る。そのため、佐世

保市においては、概要で述べたとおり、各手続に対応するマニュアルを作成して

いる。 

そこで、保管されている実際の案件をランダムにサンプルとして抽出する方法

をとり、それらのサンプルにおいて法令・マニュアルに則った適正な処理が行わ

れているかを監査した。 

  

第３ 事実の摘示 

   本章では、後記の「第５ 意見等」において事実の摘示を行うこととする。 

 

第４ 規範 

   佐世保市税条例 

   佐世保市作成の軽自動車税マニュアル 

 

第５ 意見等  

１ 送付先の確認の不十分（指摘） 

軽車両の登録書類を確認していたところ、申請者が佐世保市以外の他自治体に

住民登録したまま佐世保市に現実に居住している方で、佐世保市の居住地への通

知書の送付を希望し、システム上当該居住地を送付先として登録したケースがあ

った。 

この場合、軽自動車税マニュアルによると、「市内に住所を有することを確認

できる書類（賃貸借契約書、料金の通知等）を提出させること」になっている。 

しかしながら、本件では、佐世保市から通知書を送って戻ってきた場合は登録

住所を抹消する（住民票上の住所を送付先とする）旨を申請者に説明し、必要書

類の提出をさせていなかった。 

上記の処理は、そもそもマニュアルに反した運用であった。 

しかも、上記のような運用では、万一、当該居住地が誤りで別の市民が居住し

ているような場合には、情報が開示されてしまう危険がある。 

マニュアルに沿って、送付先の確認を行わなければならない。＝ 指摘 

 

140



２ 法人の送付先の確認（意見） 

小型特殊車両について、法人が対象者となっている場合で、かつ納税通知書の

送付先が法人の本店等の市外の住所地となっている場合、たとえば法人登記情報

の取得等によって送付先に誤りがないかの確認がなされていなかった。 

確かに、有名企業等であれば申請書に記載された住所地を送付先とすることで

間違いはないとは思われるが、必ずしも有名企業等に限らないであろう。また、

仮に有名企業であっても、何らかの方法で送付先に間違いがないか確認が必要と

考える（たとえば、インターネットでの検索や、申請者に登記情報を一緒に提出

させるなど） 

法人の送付先についても確認ができるよう、運用方法について検討されたい。 

  ＝ 意見 

 

３ 登録対象の特定の不十分（指摘） 

農耕用車両の申請書において、車体番号も車名もまったくない車両、あるいは

車名のみ記載されている車両について、登録がなされているケースがあった。 

このような運用であると、当該車両が存在することの確認もできないし、車両

の特定もできない。 

ヒアリングによると、長年使われていなかったなどの事情で車体番号等が不明

の車両があるということであり、車体番号等がわからないケースがあることはや

むをえないことと理解したが、せめて、写真等によって車両の存在を確認、特定

すべきである。 

なお、監査をしたケースは、第三者から譲り受けたものの登録せずに使用して

いた車両について登録に来たケースのようであった。それ自体、本来は問題があ

る。こういった未登録車両を減らすために、適正な登録を行うよう周知すること

にも努力されたい。＝ 指摘 
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２ 法人の送付先の確認（意見） 

小型特殊車両について、法人が対象者となっている場合で、かつ納税通知書の

送付先が法人の本店等の市外の住所地となっている場合、たとえば法人登記情報

の取得等によって送付先に誤りがないかの確認がなされていなかった。 

確かに、有名企業等であれば申請書に記載された住所地を送付先とすることで

間違いはないとは思われるが、必ずしも有名企業等に限らないであろう。また、

仮に有名企業であっても、何らかの方法で送付先に間違いがないか確認が必要と

考える（たとえば、インターネットでの検索や、申請者に登記情報を一緒に提出

させるなど） 

法人の送付先についても確認ができるよう、運用方法について検討されたい。 

  ＝ 意見 

 

３ 登録対象の特定の不十分（指摘） 

農耕用車両の申請書において、車体番号も車名もまったくない車両、あるいは

車名のみ記載されている車両について、登録がなされているケースがあった。 

このような運用であると、当該車両が存在することの確認もできないし、車両

の特定もできない。 

ヒアリングによると、長年使われていなかったなどの事情で車体番号等が不明

の車両があるということであり、車体番号等がわからないケースがあることはや

むをえないことと理解したが、せめて、写真等によって車両の存在を確認、特定

すべきである。 

なお、監査をしたケースは、第三者から譲り受けたものの登録せずに使用して

いた車両について登録に来たケースのようであった。それ自体、本来は問題があ

る。こういった未登録車両を減らすために、適正な登録を行うよう周知すること

にも努力されたい。＝ 指摘 

 

４ マニュアルの及ばない部分があること（意見） 

保管している台帳を確認したところ、ナンバープレートの番号だけを変更する

（所有者の変更はない）手続がとられていることがあった。 

たとえば、番号の部分の色落ちがして番号が見づらくなった場合や、近年、佐

世保市の特徴を描きこんだナンバープレートを発行したところ、それに変更する

場合に、そのようなケースが発生しているようである。 

ところで、ナンバープレートの番号変更のみの場合に関する手続に関しては、

マニュアルには記載がなかった。手続の実際には、申請書のほかに、当該ナンバ

ープレートの返納を受けることで、本当にナンバープレートの番号の変更である

ことの確認をしているとのことであった。 

この方法であれば、本人の確認としては十分であろう。ただ、マニュアルへの

記載がないと、個々の担当者で違った運用をしてしまうおそれがある。したがっ

て、市としての処理を統一するためにも、上記のケースに関してもマニュアルを

作成すべきである。＝ 意見 

 

５ チェックリスト等の整備（意見） 

今回の監査でわかったが、軽自動車等の登録・変更・抹消等の手続に関しては、

いろいろな手続・パターンがある。 

前記４で記載したようなマニュアル化されていない手続もあるが、基本的には

軽自動車税マニュアルにて確認することで事務処理は進められる。もっとも、都

度、マニュアルを見て提出書類等がないかを確認するのは時間がかかるし、漏れ

も生じやすい。 

そこで、たとえば手続ごとにチェックリストを作成するなどして、効率的に、

かつ漏れがなく確認できるものと思われる。 

そのようなチェックリストの整備・作成について、検討されたい。＝ 意見 
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６ 申請書への記載漏れ（指摘） 

原動機付自転車等の登録・廃止に関する資料を確認していたところ、申請書へ

の記載漏れが散見された。 

たとえば、原動機付自転車の廃車手続きの申請書を確認したところ、「申告の

理由」欄で、申告の理由をチェック（☑）する箇所があるところ、それが欠けて

いた。また、標識返納の有無の欄の「有」「無」のいずれかに〇をつけなければい

けないところ、いずれにも○はついていなかった。 

申請書の提出を受けた際、記載の漏れがないかをチェックして、漏れが見つか

った場合には、申請者に修正をさせるべきである。もちろん、当該項目を担当者

が記載する欄である場合には、担当者において記載漏れがないように、しっかり

と確認を行うべきである。＝ 指摘 

 

７ ケース記録の不十分（意見） 

他自治体登録の車両の廃車申請書において、所有者の欄は空白で、届出人、譲

渡人欄は記載があるという、イレギュラーなケースがあった。このケースについ

て説明を求めたところ、記録をみるだけではわからなかった。そこで、当時の担

当者に事情を確認したところ、譲渡人（前所有者）名義で他自治体に登録した状

態のまま、届出者（前所有者から譲り受けた申請者）が使用していた原動機付自

転車について、廃車手続にきたという案件であった。 

そのほかにも、ミニカーを登録する案件の申請書について、所有者欄にＡ、譲

渡人欄に販売店Ｂの記載があり、添付書類に原動機付自転車をミニカーに改造し

たことの申告書があったが、その作成者はＣであった。このケースについて、な

ぜ所有者・譲渡人とは異なるＣ作成の申告書が添付されているのか経緯が不明で

あった。そこで、改めて事情を確認してもらったところ、ＡがＢから原動機付自

転車を購入した後、友人のＣにミニカーに改造してもらってから、Ａが登録申請

を行ったということが判明した。記録をみただけでは事情がわからないため、い
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６ 申請書への記載漏れ（指摘） 

原動機付自転車等の登録・廃止に関する資料を確認していたところ、申請書へ

の記載漏れが散見された。 

たとえば、原動機付自転車の廃車手続きの申請書を確認したところ、「申告の

理由」欄で、申告の理由をチェック（☑）する箇所があるところ、それが欠けて

いた。また、標識返納の有無の欄の「有」「無」のいずれかに〇をつけなければい

けないところ、いずれにも○はついていなかった。 

申請書の提出を受けた際、記載の漏れがないかをチェックして、漏れが見つか

った場合には、申請者に修正をさせるべきである。もちろん、当該項目を担当者

が記載する欄である場合には、担当者において記載漏れがないように、しっかり

と確認を行うべきである。＝ 指摘 

 

７ ケース記録の不十分（意見） 

他自治体登録の車両の廃車申請書において、所有者の欄は空白で、届出人、譲

渡人欄は記載があるという、イレギュラーなケースがあった。このケースについ

て説明を求めたところ、記録をみるだけではわからなかった。そこで、当時の担

当者に事情を確認したところ、譲渡人（前所有者）名義で他自治体に登録した状

態のまま、届出者（前所有者から譲り受けた申請者）が使用していた原動機付自

転車について、廃車手続にきたという案件であった。 

そのほかにも、ミニカーを登録する案件の申請書について、所有者欄にＡ、譲

渡人欄に販売店Ｂの記載があり、添付書類に原動機付自転車をミニカーに改造し

たことの申告書があったが、その作成者はＣであった。このケースについて、な

ぜ所有者・譲渡人とは異なるＣ作成の申告書が添付されているのか経緯が不明で

あった。そこで、改めて事情を確認してもらったところ、ＡがＢから原動機付自

転車を購入した後、友人のＣにミニカーに改造してもらってから、Ａが登録申請

を行ったということが判明した。記録をみただけでは事情がわからないため、い

きなり第三者Ｃが登場しているように見えた。 

上記の２件のような案件については、記録をみただけでは当該事情がわからな

いため、その経緯等を何らかの方法で記録に残しておくべきである。＝ 意見 

 

８ 減免についてのアナウンス（評価） 

障がい者等の使用車両については、軽自動車税の減免が認められる。そして、

その減免手続については、申請者は４月２日～５月末までに申請をする必要があ

る。 

その周知方法について確認したところ、毎年３月の佐世保市の広報誌に申請期

間を記載しているとのことであった。また、納税通知書にもその旨のアナウンス

が記載されている。さらに、障がい福祉課が作成している「障がい者のための保

険医療福祉 サービスガイド」の税の減免のページに、軽自動車税の減免につい

ての記載がある。ほかにも、説明用にパンフレットを作成し、希望者には配布し

ているとのことであった。 

市民にとって有益な減免についてのアナウンスが十分に行われていると評価

する。＝ 評価 

 

９ 米軍関係者からの徴収マニュアルの矛盾（意見） 

軽自動車マニュアルに記載の「軽自動車税米軍徴収手順書」をみると、「（１）

窓口対応」の手順の③には、「受領日、対象車両、受領した納付金、受領した担当

者名を記録する」と記載がある。これについて確認したところ、担当課に備え付

けの「取扱整理票」に記載するという意味のことであった。ただし、同票には、

「対象車両」欄はない。 

他方、「（２）担当者による当日処理」の手順では、①業務終了時間前（午後５

時頃）にその日に納付があった金額を確認する。（米軍収納リストと実際に受領

した金額を比較）、②米軍収納リストを確認し、「現金取り扱い整理票（勤務日誌）」
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に記録する。となっており、業務終了前に記載するかのように定められている。

確認したところ、この「現金取り扱い整理票（勤務日誌）」も、上記の「取扱整理

票」のことであった。 

そうすると、同じ「取扱整理票」という書類について、時系列の違う２つの場

面で記載するようになっており、矛盾していると思われる。 

上記の矛盾を解消する意味を含め、改めて「軽自動車税米軍徴収手順書」に記

載の手続を整理されたい。＝ 意見 

 

１０ 課税取消のマニュアルの整理（意見） 

職権課税取消の事例を見たところ、原動機付自転車の納税義務者が死亡し、親

族に調査表を送付したものの、回答がなかったケースがあった。軽自動車税マニ

ュアルの「軽自動車税職権課税取消対応手順書」を確認したところ、上記のよう

に原動機付自転車の納税義務者が死亡して、かつ調査表の回答がない場合の手順

が存在しないため、どのような処理をすべきかマニュアルからは分からなかった。 

ほかにも、閉鎖登記されていないものの実質的に廃業しているであろう法人の

事例があったが、上記手順書には、「納税義務者が法人であり閉鎖等（破産）して

いた場合」のみ手順があり、閉鎖等はしていないけれども実質的に廃業している

法人の場合の手順は定められていなかった。 

職権取消については多種多様なケースがあり、全てを網羅することは困難かも

しれないが、マニュアルに記載のないケースについてその都度、どのように取り

扱うかを検討するところから始めるのは、時間・労力の無駄になりかねない。現

在のマニュアルに手順の定めがないもので、過去の事例から手順を定めておいた

方がよいケースをピックアップし、改めてマニュアルに盛り込むことが望ましい。 

なお、現在のマニュアルのように文章のみでだけでなく、フローチャート方式

で一覧性を高めることも検討されたい。＝ 意見 
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に記録する。となっており、業務終了前に記載するかのように定められている。

確認したところ、この「現金取り扱い整理票（勤務日誌）」も、上記の「取扱整理

票」のことであった。 

そうすると、同じ「取扱整理票」という書類について、時系列の違う２つの場

面で記載するようになっており、矛盾していると思われる。 

上記の矛盾を解消する意味を含め、改めて「軽自動車税米軍徴収手順書」に記

載の手続を整理されたい。＝ 意見 

 

１０ 課税取消のマニュアルの整理（意見） 

職権課税取消の事例を見たところ、原動機付自転車の納税義務者が死亡し、親

族に調査表を送付したものの、回答がなかったケースがあった。軽自動車税マニ

ュアルの「軽自動車税職権課税取消対応手順書」を確認したところ、上記のよう

に原動機付自転車の納税義務者が死亡して、かつ調査表の回答がない場合の手順

が存在しないため、どのような処理をすべきかマニュアルからは分からなかった。 

ほかにも、閉鎖登記されていないものの実質的に廃業しているであろう法人の

事例があったが、上記手順書には、「納税義務者が法人であり閉鎖等（破産）して

いた場合」のみ手順があり、閉鎖等はしていないけれども実質的に廃業している

法人の場合の手順は定められていなかった。 

職権取消については多種多様なケースがあり、全てを網羅することは困難かも

しれないが、マニュアルに記載のないケースについてその都度、どのように取り

扱うかを検討するところから始めるのは、時間・労力の無駄になりかねない。現

在のマニュアルに手順の定めがないもので、過去の事例から手順を定めておいた

方がよいケースをピックアップし、改めてマニュアルに盛り込むことが望ましい。 

なお、現在のマニュアルのように文章のみでだけでなく、フローチャート方式

で一覧性を高めることも検討されたい。＝ 意見 

 

１１ 事後の確認不足（指摘および意見） 

原動機付自転車の納税に関し、納税義務者の死亡が確認できたものの、その親

族が使用しており、近日中に廃車手続（おそらくは、死亡者から親族への名義変

更の趣旨）を行うということで、職権での取り消しを見送った事案があった。そ

の処理が行われたのは、平成２９年のことであった。 

その後、実際に廃車手続がなされたのかを確認したところ、残念ながら、監査

を行った令和元年７月現在も、まだ死亡者名義のままで課税もなされていた。 

死亡が判明しているのに、数年にわたって当該死亡者に対して課税しているこ

と自体が不適切である。＝ 指摘 

もちろん、当該親族への名義変更が行われていれば問題はなかったであろうが、

その後の行く末を確認して適切な事後処理を行うべきである。＝ 意見 
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第７章 市たばこ税 

第１ 概要 

たばこ税（市のほかに、国のたばこ税、県たばこ税がそれぞれあるが、本書で

は市たばこ税のことを、単に「たばこ税」と記載する。）は、製造たばこの卸売販

売業者等から佐世保市内の小売販売業者にたばこを売り渡す際に課税されるも

のである。（条例第５１条） 

佐世保市のたばこ税の平成３０年度の納税義務者は、６事業者であった。 

たばこ税は、製造たばこの卸売販売業者等が、佐世保市内の小売販売業者に売

り渡す製造たばこの本数を課税標準として、卸売販売業者等に課される。税率は、

売り渡したたばこの本数×税率（１０００本につき５６９２円。条例第５１条の

４。ただし、旧３級品の紙巻たばこ（エコー、わかば、しんせい等）の税率はこ

れより低率であり、令和元年１０月まで順次、引き上げられる。）となっており、

納税義務者が毎月の売渡し分を翌月末日までに申告し、その申告した税額を納付

することになる（第５１条の６・７）。 

たばこ税は、商品の価格に上乗せされているので、最終的にはたばこを吸う者

の負担となる。そして、卸売販売業者等が市内の小売店に販売した本数により計

算されることから、市内の小売店の売上げが多くなると市の税収が増える関係に

ある。 

 

第２ 監査の観点・監査の方法 

概要に記載のとおり、たばこ税は卸売販売業者等の申告に基づくことから、そ

れらの申告が適正になされているか、各納税義務者の申告書等を監査した。 

 

第３ 意見等 

   適正に処理がなされており、特に意見等はない。 

なお、第２章で報告をしているとおり、たばこ税の税収は漸減しているが、こ
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第７章 市たばこ税 

第１ 概要 

たばこ税（市のほかに、国のたばこ税、県たばこ税がそれぞれあるが、本書で

は市たばこ税のことを、単に「たばこ税」と記載する。）は、製造たばこの卸売販

売業者等から佐世保市内の小売販売業者にたばこを売り渡す際に課税されるも

のである。（条例第５１条） 

佐世保市のたばこ税の平成３０年度の納税義務者は、６事業者であった。 

たばこ税は、製造たばこの卸売販売業者等が、佐世保市内の小売販売業者に売

り渡す製造たばこの本数を課税標準として、卸売販売業者等に課される。税率は、

売り渡したたばこの本数×税率（１０００本につき５６９２円。条例第５１条の

４。ただし、旧３級品の紙巻たばこ（エコー、わかば、しんせい等）の税率はこ

れより低率であり、令和元年１０月まで順次、引き上げられる。）となっており、

納税義務者が毎月の売渡し分を翌月末日までに申告し、その申告した税額を納付

することになる（第５１条の６・７）。 

たばこ税は、商品の価格に上乗せされているので、最終的にはたばこを吸う者

の負担となる。そして、卸売販売業者等が市内の小売店に販売した本数により計

算されることから、市内の小売店の売上げが多くなると市の税収が増える関係に

ある。 

 

第２ 監査の観点・監査の方法 

概要に記載のとおり、たばこ税は卸売販売業者等の申告に基づくことから、そ

れらの申告が適正になされているか、各納税義務者の申告書等を監査した。 

 

第３ 意見等 

   適正に処理がなされており、特に意見等はない。 

なお、第２章で報告をしているとおり、たばこ税の税収は漸減しているが、こ

れは喫煙者数の減少等に伴うものと推察される。 
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第８章 入湯税 

第１ 概要 

 １ 入湯税の概要 

入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、消防施設、観光の振興に

関する費用に充てる目的税である（法第７０１条）。 

この入湯税は、佐世保市内に所在する鉱泉浴場の入湯客に課税される（条例

第７４条）。課税額は、一人一日あたり１５０円である（条例第７５条）。私た

ちが、市内の温泉付き宿泊施設を利用する際に、別途１５０円の入湯税がかか

るという趣旨の掲示が受付でなされていることがあるが、それのことである。 

徴収方法は、特別徴収義務者に指定された鉱泉浴場の経営者が入湯客から入

湯税を徴収し、月ごとの入湯客数に応じた税額を翌月１５日までに申告納入し

てもらう方法となる（条例第７６条ないし第７７条）。そして、特別徴収義務者

は、毎日の入湯客数、入湯料金および入湯税額を帳簿に記載する（条例第７９

条）。 

なお、年齢１２歳未満の者、共同浴場または一般公衆浴場に入湯する者、高

校生以下の修学旅行の引率の教師および生徒、宿泊を伴わない日帰りの入湯者

については、課税が免除される（市税条例施行規則第９条１項４号）。 

佐世保市の定める運用によると、特別徴収義務者に対して、毎年１回の定期

の実態調査を行うこととし（その旨は、佐世保市のホームページに掲載されて

いる。）、適正な課税を担保する調査を行うこととしている。 

  

第２ 監査の観点・監査の方法 

   入湯税は、前記のとおり特別徴収義務者である鉱泉浴場の事業者（以下、単

に「事業者」という。）からの申告に基づき徴収することになっていることか

ら、事業者から適正に申告がなされているかが重要である。そのためには、事

業者に対して申告の裏付けとなる資料を確認する必要がある。 

149



第８章 入湯税 

第１ 概要 

 １ 入湯税の概要 

入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、消防施設、観光の振興に

関する費用に充てる目的税である（法第７０１条）。 

この入湯税は、佐世保市内に所在する鉱泉浴場の入湯客に課税される（条例

第７４条）。課税額は、一人一日あたり１５０円である（条例第７５条）。私た

ちが、市内の温泉付き宿泊施設を利用する際に、別途１５０円の入湯税がかか

るという趣旨の掲示が受付でなされていることがあるが、それのことである。 

徴収方法は、特別徴収義務者に指定された鉱泉浴場の経営者が入湯客から入

湯税を徴収し、月ごとの入湯客数に応じた税額を翌月１５日までに申告納入し

てもらう方法となる（条例第７６条ないし第７７条）。そして、特別徴収義務者

は、毎日の入湯客数、入湯料金および入湯税額を帳簿に記載する（条例第７９

条）。 

なお、年齢１２歳未満の者、共同浴場または一般公衆浴場に入湯する者、高

校生以下の修学旅行の引率の教師および生徒、宿泊を伴わない日帰りの入湯者

については、課税が免除される（市税条例施行規則第９条１項４号）。 

佐世保市の定める運用によると、特別徴収義務者に対して、毎年１回の定期

の実態調査を行うこととし（その旨は、佐世保市のホームページに掲載されて

いる。）、適正な課税を担保する調査を行うこととしている。 

  

第２ 監査の観点・監査の方法 

   入湯税は、前記のとおり特別徴収義務者である鉱泉浴場の事業者（以下、単

に「事業者」という。）からの申告に基づき徴収することになっていることか

ら、事業者から適正に申告がなされているかが重要である。そのためには、事

業者に対して申告の裏付けとなる資料を確認する必要がある。 

   そこで、佐世保市がどのような方法で納税者の申告の裏付けの確認を行って

いるのか、その方法を確認するとともに、それが適切に運用されているかを監

査することとした。 

    

第３ 事実の摘示 

   本章では、後記の「第５ 意見等」において事実の摘示を行うこととする。 

 

第４ 規範 

   佐世保市税条例および「第１ 概要」記載の内容が規範となる。 

 

第５ 意見等 

 １ 記録の保管の不十分（意見） 

 （１）実態調査の方法 

前記のとおり、佐世保市の運用では、毎年１回、各事業者に対して実態調

査を行うこととしている。 

その具体的方法について担当課に確認したところ、過去の申告の際に提出

されている入湯税納入明細書（入湯客の人数等がわかる明細）のコピーを各

事業所に持っていき、実際の帳簿等と突合する方法をとっているということ

であった。 

なお、当該調査にあわせて、調査の実態を記入する「検査メモ」を作成す

るようにしている。 

  （２）調査記録の編綴状況 

平成２８年度～３０年度の実態調査の結果については、いずれも問題はな

いということの確認がなされていた。 

ただし、その記録の編綴の状況をみたところ、２８年度分については特に

問題は見当たらなかったものの（すべての事業者の実態調査に関する「検査
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メモ」が綴られていた。）、平成２９年度・３０年度の分には次のとおりの問

題があった。 

まず、平成２９年度分は、事業者側の立会者や検査結果については入湯税

実態調査結果一覧（以下「結果報告書」という。）でわかるが、検査訪問時に

おいて事業所ごとに作成する「検査メモ」自体がつづられていなかった。 

また、平成３０年度は対象となる９事業者のうち６事業者にしか「検査メ

モ」は綴じられていなかった。そして、立会者を記載する欄があるところ、

空白になっているのが６事業者中４事業者であった。 

「検査メモ」の趣旨は、現場において事業者側の誰が立ち会ったか、誰が

どのように実態調査を実施したのかを結果報告書に適正に反映させるため、

事業所ごと担当者ごとにその詳細をメモに残すものである。そうであれば、

「検査メモ」には立会者を明記するとともに、検査証跡の記録として結果報

告書とともに編綴しておくことが求められているといえる。 

今後は、実態調査を行った際は「検査メモ」を遺漏なく記載し、記録に編

綴しておくべきである。＝ 意見 

 

２ データによる検証の検討（意見） 

入湯税の申告について不審な点がないかを調査するにあたっては、過去の実数

を比較するという方法が考えられる。たとえば、当該事業者の利用者数が過去の

年度に比べて不自然に減少していないか、あるいはそれぞれの事業者の利用者数

の増減と比較して当該事業者の利用者数の増減に不自然な点がないかをチェッ

クするといった方法が考えられる。 

担当課によると、入湯税に関する予算作成（歳入見込をたてるため）の目的で

はあるが、これまでも事業者ごとに各年月の利用者数を一覧表として作成してい

たということであった。そこで、これを流用して、上記で例示したようなチェッ

クに使用できないか検討してはどうかと考える。＝ 意見 
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第９章 特別土地保有税 

第１ 概要 

 １ 特別土地保有税の意義等 

特別土地保有税とは、土地の投機的取引を抑制し、有効利用の促進を図るこ

とを目的とするもので、昭和４８年度に創設された市町村税である。その内容

は、毎年１月１日現在で所有する土地ならびに毎年１月１日また７月１日前１

年以内に取得した土地について合計して同一市町村内に５０００㎡以上に達し

ている場合に土地を所有している者、または取得した者を納税義務者として、

その土地の所在する市町村が課税する。 

特別土地保有税の納税義務者は、登記の有無にかかわらず実質上の所有者ま

たは取得者である。 

課税対象となる土地は、佐世保市内にある田・畑、宅地・鉱泉地・池沼・山

林・牧場、原野・雑種地その他の土地であって、申告納付すべき日の属する年

の１月１日において保有期間が１０年間を超えるものを除いた土地である。た

だし、以下のような用途に供する土地については、法第５８６条２項に基づき

特別土地保有税は非課税とされる。 

・固定資産税や不動産取得税が非課税の土地 

・地域開発立法関係、農林漁業関係、中小企業関係、環境公害関係、都市

再開発関係など、国の施策に基づく一定の事業の用に供する土地 

・住宅用地(住宅が既に建築されている土地) 

・病院等の用に供する土地 

本税の徴収は納税義務者が自ら課税標準額、税額を計算し、その申告した税

額を納付する申告納付の方法による。 

２ 納税義務の猶予・免除 

土地の所有者等が、その所有する土地を一定の要件を満たして、非課税土地

として使用しようとする場合、または優良な宅地等として譲渡しようとする場
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合において、市長がその事実を認定したときは、一定期間(原則２年間。最大５

年間)その土地についての税額が徴収猶予される。さらに、徴収猶予期間内に上

記使用を開始または譲渡したことを市長が確認したときには、徴収猶予された

税額についての納税義務が免除される。 

納税義務の免除および徴収猶予の対象となる土地は、①非課税に該当する用

途として使用しようとする土地（非課税土地）、②官公庁への譲渡、宅地の供給

に資する土地の譲渡など（特例譲渡）をしようとする土地、③法第６０３条の

２の１項に該当する、恒久的な建物、構造物、一定の施設等の用に供する土地

（免除土地）として使用しようとする土地などである。 

３ 猶予・免除の手続 

上記の非課税土地、特例譲渡、免除土地について、納税義務の免除を受けよ

うとする場合は、「非課税土地、特例譲渡、免除土地認定申請書」にその事実を

証する書類（事業計画書・建築確認通知書・開発許可書等の写）を添付して法

定納期限までに市長あてに提出する。 

市長は、申請の土地について、申請用途に使用されることが明確であると認

められる場合は、基準日を定め、この基準日から一定の期間（原則２年間）を

限って特別土地保有税の徴収を猶予する。 

徴収猶予の期間は事業規模、進捗状況などにより５年以内の期間を申請でき

る。また、徴収猶予期間満了時までに事業が終了しなかったことについて止む

を得ない事情がある場合には、満了後に延長申請することができる（平成１７

年法改正により非課税土地・特例譲渡は現在の徴収猶予の周期到来後、原則と

して延長期間を最大１０年間。ただし免除土地の延長は１回限りの当初から１

０年)。 

また、非課税土地として使用開始した、特例譲渡が完了した、または免除土

地として使用を開始した場合は、「非課税土地、特例譲渡、免除土地確認申請

書」を提出し、確認を受けなければならない。市長の確認を受けた場合は、そ
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れまでの徴収猶予を受けていた土地に係る特別土地保有税が免除される。 それ

以降は、非課税土地にあたる土地に対しての特別土地保有税は課せられない。 

免除土地として使用開始された土地については、現地を確認後、利用状況な

どに変更がない限り納税義務は免除される。 

徴収猶予期間内にその目的が達成されない場合や、他の目的に転用したり、

対象の土地を譲渡した場合には、徴収猶予を取り消すことがある。ただし、そ

の譲渡後に非課税土地、特例譲渡、免除土地のどれかに該当する事業を継続す

るときは、譲渡した方の徴収猶予を継続し、譲り受けた方が完成させたときに

納税義務を免除することができる。また、一定の要件を満たす事業計画変更に

ついても徴収猶予の継続を受けられる場合がある。 

４ 課税の停止 

平成１５年度以降、特別土地保有税の課税を停止し、新たな課税は行わない

ことになった。保有分については平成１５年度分（平成１５年１月１日現在の

保有分）以降、取得分については平成１５年１月１日以後取得された土地につ

いては課税されない。 

しかしながら、平成１４年度以前に課税対象となり現在徴収猶予を受けてい

る土地については、徴収猶予期間内に、①非課税土地もしくは免除土地として

使用を開始または宅地供給に資する土地等として譲渡を確認できない場合、②

徴収猶予を受けた土地を事業完了前に譲渡したり、用途変更したことが明らか

になった場合徴収猶予が取り消され、徴収猶予されていた税をすべて納めるこ

とになる。 

 

第２ 監査の視点・監査の方法 

特別土地保有税について、実際の案件を監査したところ、滞納になっている

案件があった。 

合において、市長がその事実を認定したときは、一定期間(原則２年間。最大５

年間)その土地についての税額が徴収猶予される。さらに、徴収猶予期間内に上

記使用を開始または譲渡したことを市長が確認したときには、徴収猶予された

税額についての納税義務が免除される。 

納税義務の免除および徴収猶予の対象となる土地は、①非課税に該当する用

途として使用しようとする土地（非課税土地）、②官公庁への譲渡、宅地の供給

に資する土地の譲渡など（特例譲渡）をしようとする土地、③法第６０３条の

２の１項に該当する、恒久的な建物、構造物、一定の施設等の用に供する土地

（免除土地）として使用しようとする土地などである。 

３ 猶予・免除の手続 

上記の非課税土地、特例譲渡、免除土地について、納税義務の免除を受けよ

うとする場合は、「非課税土地、特例譲渡、免除土地認定申請書」にその事実を

証する書類（事業計画書・建築確認通知書・開発許可書等の写）を添付して法

定納期限までに市長あてに提出する。 

市長は、申請の土地について、申請用途に使用されることが明確であると認

められる場合は、基準日を定め、この基準日から一定の期間（原則２年間）を

限って特別土地保有税の徴収を猶予する。 

徴収猶予の期間は事業規模、進捗状況などにより５年以内の期間を申請でき

る。また、徴収猶予期間満了時までに事業が終了しなかったことについて止む

を得ない事情がある場合には、満了後に延長申請することができる（平成１７

年法改正により非課税土地・特例譲渡は現在の徴収猶予の周期到来後、原則と

して延長期間を最大１０年間。ただし免除土地の延長は１回限りの当初から１

０年)。 

また、非課税土地として使用開始した、特例譲渡が完了した、または免除土

地として使用を開始した場合は、「非課税土地、特例譲渡、免除土地確認申請

書」を提出し、確認を受けなければならない。市長の確認を受けた場合は、そ
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そこで、当該案件について、法令等の規範にしたがった処理がなされている

か、滞納となっていることについて問題がなかったかについて監査を行った。 

 

第３ 事実の摘示 

今回監査した案件は次のとおりであった。 

１ 申告 

（１）取得分 

平成１１年３月に、Ａ社から平成１１年２月に取得分につき、申告がなさ

れた。合計５１３万５９００円の申告であった（平成１０年度分）。 

（２）保有分 

平成１０年度から平成１４年度の５年度分で、合計１０４５万６８００円

の申告がなされた。 

取得分・保有分の合計１５５９万２７００円について、徴収猶予となっ

た。 

２ 猶予の延長 

（１）当初は、商業施設および福祉型分譲マンションの建設の計画利用として、

徴収猶予が認定された。そのうち、商業施設部分については免除土地として

認定し、平成１３年度に納税義務が免除された。福祉型分譲マンションの計

画のみが未達成で、徴収猶予となっていた。 

（２）平成１５年に特別土地保有税は新規課税停止となった。 

猶予の確認通知を送付したところ、Ａ社から延長申請書を受理し、平成２

０年５月末まで猶予が認定された。 

当時の申請書類をみると、申請書１枚の提出がなされていただけだった。

また、申請書のタイトル部分は、「非課税土地」「特例譲渡」「免除土地」が併

記されており、申請の内容によって該当に○囲みするようになっているが、
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それが漏れていたため、監査人がどの種類の申請なのかどうか、一見して判

別することができなかった。 

徴収猶予にあたって担保を徴していなかったが、その理由が分かるような

資料の添付や記載はなされていなかった。 

（３）平成２０年５月末で徴収猶予の期限到来となるため、猶予の確認通知を送

付したところ、Ａ社より延長申請書を受理し、平成２２年５月末まで猶予の

延長を認定している。 

なお、申請書が提出されたのは、平成２０年６月２７日であった。また、

後記のとおり後日判明することだが、平成２０年６月２０日に対象土地が第

三者のＢ社へ売却されている。 

当該申請書を確認したところ、土地の表示の記載があるだけで、延長を必

要とする理由の記載すらなかった。当然、延長の理由を説明する資料も添付

されていない。 

徴収猶予にあたって担保を徴していなかったが、その理由が分かるような

資料の添付や記載はなされていなかった。 

（４）平成２２年５月末に期限到来のため、資産税課から猶予の確認通知を送付

した。そうしたところ、Ａ社が平成２０年１２月に解散し清算手続に入って

いること、土地の所有権も第三者であるＢ社へ移転されていることが判明し

た。 

資料に綴じられているメモをみると、代表清算人から特例譲渡の利用の意

思、Ｂ社への計画譲渡を確認し、平成２２年５月に延長申請書を受理して、

平成２７年５月末までの猶予の延長を認定している。 

もっとも、当該申請書にはＢ社への計画譲渡の記載はなく、計画譲渡がな

されたことを裏付ける資料も添付されていない。 

また、徴収猶予にあたって担保を徴していなかったが、その理由が分かる

ような資料の添付や記載はなされていなかった。 

そこで、当該案件について、法令等の規範にしたがった処理がなされている

か、滞納となっていることについて問題がなかったかについて監査を行った。 

 

第３ 事実の摘示 

今回監査した案件は次のとおりであった。 

１ 申告 

（１）取得分 

平成１１年３月に、Ａ社から平成１１年２月に取得分につき、申告がなさ

れた。合計５１３万５９００円の申告であった（平成１０年度分）。 

（２）保有分 

平成１０年度から平成１４年度の５年度分で、合計１０４５万６８００円

の申告がなされた。 

取得分・保有分の合計１５５９万２７００円について、徴収猶予となっ

た。 

２ 猶予の延長 

（１）当初は、商業施設および福祉型分譲マンションの建設の計画利用として、

徴収猶予が認定された。そのうち、商業施設部分については免除土地として

認定し、平成１３年度に納税義務が免除された。福祉型分譲マンションの計

画のみが未達成で、徴収猶予となっていた。 

（２）平成１５年に特別土地保有税は新規課税停止となった。 

猶予の確認通知を送付したところ、Ａ社から延長申請書を受理し、平成２

０年５月末まで猶予が認定された。 

当時の申請書類をみると、申請書１枚の提出がなされていただけだった。

また、申請書のタイトル部分は、「非課税土地」「特例譲渡」「免除土地」が併

記されており、申請の内容によって該当に○囲みするようになっているが、
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（５）平成２７年５月末で期限到来のため、猶予の確認通知を送付したところ、

Ａ社代表清算人よりＢ社への計画譲渡申出書と延長申請書を受理し、平成３

０年５月末までの延長を認定している。当該申請にあたって、ようやく計画

譲渡を受けたとするＢ社から計画を承継していることを証する書面の提出が

なされている。 

また、徴収猶予にあたって担保を徴していなかったが、その理由が分かる

ような資料の添付や記載はなされていなかった。 

３ 猶予取消 

平成３０年２月、Ａ社代表清算人より徴収猶予の取消申出書を受理した。平

成３０年２月２６日に徴収猶予の取消がなされ、同日、納付書がＡ社へ送付さ

れた。なお、同日付の猶予取消にかかる決裁文書には、「計画もＢ社へ引き継ぎ

されていることを、平成２７年５月２９日付の譲渡申出書で確認しており」と

の記載があった。 

納付されなかったため、平成３０年３月１６日付けで督促状を発送した。督

促状に記載の金額は、特別土地保有税合計１３０３万２７００円、延滞金合計

８９０万７７００円となっており、総額約２２００万円の滞納が発生した。 

なお、本件は、納税義務者に滞納処分できる財産がなく納付が見込めないこ

とから、平成３０年に法第１５条の７の１項１号に該当するとして滞納処分の

執行が停止され、これと同時に同条５項の規定による納付義務消滅の措置がと

られた。 

 

第４ 規範 

地方税法 

地方税法施行令 

 

第５ 意見等 
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１ 猶予の延長にあたっての調査の不十分（意見） 

記録によれば、平成１５年、平成２０年、平成２２年、平成２７年に徴収猶

予の決定がなされている。 

ところで、当時の資料を見ると、平成１５年の申請では、申請書１枚の提出

がなされていただけだった。また、申請書のタイトル部分は、「非課税土地」

「特例譲渡」「免除土地」のいずれであるか分かるように、該当に○囲みするよ

うになっており、どの申請だったかも一見しては分からない状況であった。 

平成２０年の申請では、申請書が提出されたのは、平成２０年６月２７日で

ある（すでに猶予期限が切れている）というのも問題であるし、同日時点で

は、実際には、対象土地はＢ社に売却されているということも後に発覚してい

る。また、当該申請書には、延長を必要とする理由の記載すらなく、当然、延

長の理由を説明する資料も添付されていなかった。 

平成２２年の申請の際には、Ａ社が平成２０年１２月に解散し清算手続に入

っていること、土地の所有権も第三者であるＢ社へ移転されていることが判明

した。そして、資料に綴じられているメモには、Ｂ社への計画譲渡を確認した

との趣旨の記載があるものの当該申請書にはＢ社への計画譲渡の記載はなく、

計画譲渡がなされたことを裏付ける資料も添付されていない。実際、平成２７

年の申請の際になってようやく計画譲渡を受けたとするＢ社から計画を承継し

ていることを証する書面の提出がなされているし、平成３０年２月２６日の猶

予取消にかかる決裁文書には、「計画もＢ社へ引き継ぎされていることを、平成

２７年５月２９日付の譲渡申出書で確認しており」と、Ｂ社への確認の時期は

平成２７年になってからとの疑念をもたざるをえない。 

税金の徴収猶予というのは、税収入が一定期間減少するという経済的な側面

のみならず、市民間の公平にもかかわってくる重要な事項であり、市民の関心

も高いであろう事項である。したがって、徴収猶予を決定する際には、十分な

調査と検討がなされるべきであるし、安易に認められるべきものではない。 

（５）平成２７年５月末で期限到来のため、猶予の確認通知を送付したところ、

Ａ社代表清算人よりＢ社への計画譲渡申出書と延長申請書を受理し、平成３

０年５月末までの延長を認定している。当該申請にあたって、ようやく計画

譲渡を受けたとするＢ社から計画を承継していることを証する書面の提出が

なされている。 

また、徴収猶予にあたって担保を徴していなかったが、その理由が分かる

ような資料の添付や記載はなされていなかった。 

３ 猶予取消 

平成３０年２月、Ａ社代表清算人より徴収猶予の取消申出書を受理した。平

成３０年２月２６日に徴収猶予の取消がなされ、同日、納付書がＡ社へ送付さ

れた。なお、同日付の猶予取消にかかる決裁文書には、「計画もＢ社へ引き継ぎ

されていることを、平成２７年５月２９日付の譲渡申出書で確認しており」と

の記載があった。 

納付されなかったため、平成３０年３月１６日付けで督促状を発送した。督

促状に記載の金額は、特別土地保有税合計１３０３万２７００円、延滞金合計

８９０万７７００円となっており、総額約２２００万円の滞納が発生した。 

なお、本件は、納税義務者に滞納処分できる財産がなく納付が見込めないこ

とから、平成３０年に法第１５条の７の１項１号に該当するとして滞納処分の

執行が停止され、これと同時に同条５項の規定による納付義務消滅の措置がと

られた。 

 

第４ 規範 

地方税法 

地方税法施行令 

 

第５ 意見等 
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ところが、上記の諸事実や資料をみる限り、十分な調査がなされていたとは

到底評価できない。特に、平成２０年の申請書に至っては、理由すら記載がな

いし、申請日は期限を徒過した後であった。かつ、同日時点では対象土地は売

却されていたことも後日判明している。 

このように、不十分な調査であり、その調査に基づく徴収猶予の決定も適法

だったといえるのか、疑問なしとしない状況である。 

特別土地保有税については、すでに新規課税はなされないが、ほかの業務に

おいて、今後、このような事態が起こらないように、厳重に注意されたい。 

  ＝ 意見 

 

２ 担保不徴収の問題（意見） 

上記の事実の摘示にて記載のとおり、本件では、一度として徴収猶予にあた

って担保を徴収していないし、担保を徴収しないこととした理由が分かるよう

な資料の添付や記載は、どの申請の際にもなされていなかった。 

法施行令第５４条の４４は、「土地の所有者等が当該認定の日前３年以内にお

いて特別土地保有税および固定資産税に係る地方団体の徴収金について滞納処

分を受けたことがなく、かつ、最近における特別土地保有税および固定資産税

に係る地方団体の徴収金の納付状況からみて当該徴収猶予に係る特別土地保有

税を納付する資力を有することが確実であると認められる」場合には、担保徴

収しなくてよいとなっている（「実務必携 特別土地保有税」自治省税務局固定

資産税課編）。 

この点について現存するＡ社の過去の記録（平成１８年度から平成２０年度

まで）を確認したところ、同社は滞納処分を受けたことはなかったことから、

前記条文の前段の要件は充たしている。他方、現存記録中の固定資産税の支払

には滞納はないものの、平成２０年にはＡ社はＢ社に対象土地を売却してお

り、平成２２年度以降は固定資産税の支払という実績そのものが存在していな
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い。そうすると、少なくとも平成２２年以降の各申請が、前記条文の後段の要

件を充たしているかどうかは微妙なところである。加えて、Ａ社は平成２０年

には解散して清算手続きに入ったことが判明し、保有していた土地も売却して

おり、Ａ社に資力があるとの期待は到底できない状況であった。 

そうすると、少なくとも平成２２年度以降は担保が必要と判断されるべきと

考えられる。もし、担保が不要という判断をするとしても、相当慎重に調査・

検討すべきであったが、そのような形跡も残っていない。 

結局、Ａ社の特別土地保有税は、滞納額が総額約２２００万円までにのぼ

り、最終的には前述のとおり平成３０年に滞納処分の執行が停止され、これと

同時に納付義務消滅の措置がとられた。 

特別土地保有税については新規の課税は停止されているが、今回の状況を十

分に省みて、今後、ほかの業務について同様な処理を行わないよう十分に注意

されたい。＝ 意見 

ところが、上記の諸事実や資料をみる限り、十分な調査がなされていたとは

到底評価できない。特に、平成２０年の申請書に至っては、理由すら記載がな

いし、申請日は期限を徒過した後であった。かつ、同日時点では対象土地は売

却されていたことも後日判明している。 

このように、不十分な調査であり、その調査に基づく徴収猶予の決定も適法

だったといえるのか、疑問なしとしない状況である。 

特別土地保有税については、すでに新規課税はなされないが、ほかの業務に

おいて、今後、このような事態が起こらないように、厳重に注意されたい。 

  ＝ 意見 

 

２ 担保不徴収の問題（意見） 

上記の事実の摘示にて記載のとおり、本件では、一度として徴収猶予にあた

って担保を徴収していないし、担保を徴収しないこととした理由が分かるよう

な資料の添付や記載は、どの申請の際にもなされていなかった。 

法施行令第５４条の４４は、「土地の所有者等が当該認定の日前３年以内にお

いて特別土地保有税および固定資産税に係る地方団体の徴収金について滞納処

分を受けたことがなく、かつ、最近における特別土地保有税および固定資産税

に係る地方団体の徴収金の納付状況からみて当該徴収猶予に係る特別土地保有

税を納付する資力を有することが確実であると認められる」場合には、担保徴

収しなくてよいとなっている（「実務必携 特別土地保有税」自治省税務局固定

資産税課編）。 

この点について現存するＡ社の過去の記録（平成１８年度から平成２０年度

まで）を確認したところ、同社は滞納処分を受けたことはなかったことから、

前記条文の前段の要件は充たしている。他方、現存記録中の固定資産税の支払

には滞納はないものの、平成２０年にはＡ社はＢ社に対象土地を売却してお

り、平成２２年度以降は固定資産税の支払という実績そのものが存在していな
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第１０章 納税課の滞納整理等 

第１ 滞納整理事務に関する組織体制 

１ 概要 

   滞納整理手続に関する概要は、後述する第１１章・国民健康保険税の滞納整

理と同じである。マニュアルは、保険料課、納税課のいずれも個別に作成され

ており、本監査でもそれぞれの部署で作成されているマニュアルの交付を受け、

監査人らにおいて参照した。 

   本項では、上記マニュアルのほか、滞納整理手続のうち保険料課と異なる点

や、納税課の組織体制について報告する。 

 

２ 監査の観点・方法 

（１）監査の観点 

本項では、納税課がいかなる方針で業務運営を行っているか、どの納税者、

滞納者に対しても公平・公正に対応するため各種手続に一定の指針（マニュ

アルや要綱等）があるか、各滞納者とのやり取りや財産調査・差押え等の情

報が適切に共有できているかについて監査した。 

（２）監査の方法 

具体的には、納税課基本方針、各種マニュアル等の資料を閲覧し、また、

納税課にてヒアリングをして監査を行った。 

 

３ 事実の摘示 

（１）納税課基本方針の策定 

 課長が年度初めに課の基本方針を作成する。基本的には、前年度の調定額、

収納額、徴収率を明示し、当該年度の目標とする収納額や財産調査・差押え

の目標件数等、具体的な対応策を共有している。 

 本監査では、平成２９年度の結果を踏まえた平成３０年度の基本方針と、
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第１０章 納税課の滞納整理等 

第１ 滞納整理事務に関する組織体制 

１ 概要 

   滞納整理手続に関する概要は、後述する第１１章・国民健康保険税の滞納整

理と同じである。マニュアルは、保険料課、納税課のいずれも個別に作成され

ており、本監査でもそれぞれの部署で作成されているマニュアルの交付を受け、

監査人らにおいて参照した。 

   本項では、上記マニュアルのほか、滞納整理手続のうち保険料課と異なる点

や、納税課の組織体制について報告する。 

 

２ 監査の観点・方法 

（１）監査の観点 

本項では、納税課がいかなる方針で業務運営を行っているか、どの納税者、

滞納者に対しても公平・公正に対応するため各種手続に一定の指針（マニュ

アルや要綱等）があるか、各滞納者とのやり取りや財産調査・差押え等の情

報が適切に共有できているかについて監査した。 

（２）監査の方法 

具体的には、納税課基本方針、各種マニュアル等の資料を閲覧し、また、

納税課にてヒアリングをして監査を行った。 

 

３ 事実の摘示 

（１）納税課基本方針の策定 

 課長が年度初めに課の基本方針を作成する。基本的には、前年度の調定額、

収納額、徴収率を明示し、当該年度の目標とする収納額や財産調査・差押え

の目標件数等、具体的な対応策を共有している。 

 本監査では、平成２９年度の結果を踏まえた平成３０年度の基本方針と、

平成３０年度の結果を踏まえた令和元年度の基本方針との２か年度分を閲

覧・監査した。 

 平成３０年度の基本方針では、平成３０年度課内の目標徴収率を９７．０％

以上（現年度分９９．１％以上、滞納繰越分３０．０％以上）と設定した。

これに対して令和元年度の基本方針にその結果が記載されているところ、滞

納繰越分については２５．８０％と目標を下回ったものの、現年度分の徴収

率は９９．２２％、さらに合計の徴収率は９７．１６％と総合的な目標は達

成された（下記表参照）。 
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①年度別の徴収率、調定額、収入済額の推移（令和元年度市税概要） 
     (金額の単位：千円) 

    H26 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度 H30 年度 

現

年

度

分 

調定

額 
29,019,992 28,880,619 29,019,192 29,540,712 30,348,482 

収入

済額 
28,670,861 28,567,188 28,717,980 29,253,816 30,111,049 

収入

未済

額 

349,131 313,431 301,212 286,896 237,433 

徴収

率 
98.80% 98.91% 98.96% 99.03% 9999..2222%%  

前年度か

らの伸び 
0.11% 0.11% 0.05% 0.07% 0.19% 

滞

納

繰

越

分 

調定

額 
1,473,076 1,262,569 1,025,980 947,998 876,978 

収入

済額 
380,841 367,405 317,528 271,169 226,223 

収入

未済

額 

1,092,235 895,164 708,452 676,829 650,755 

徴収

率 
25.85% 29.10% 30.95% 28.60% 2255..8800%%  

前年度か

らの伸び 
1.13% 3.25% 1.85% △2.35% △2.80% 
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①年度別の徴収率、調定額、収入済額の推移（令和元年度市税概要） 
     (金額の単位：千円) 

    H26 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度 H30 年度 

現

年

度

分 

調定

額 
29,019,992 28,880,619 29,019,192 29,540,712 30,348,482 

収入

済額 
28,670,861 28,567,188 28,717,980 29,253,816 30,111,049 

収入

未済

額 

349,131 313,431 301,212 286,896 237,433 

徴収

率 
98.80% 98.91% 98.96% 99.03% 9999..2222%%  

前年度か

らの伸び 
0.11% 0.11% 0.05% 0.07% 0.19% 

滞

納

繰

越

分 

調定

額 
1,473,076 1,262,569 1,025,980 947,998 876,978 

収入

済額 
380,841 367,405 317,528 271,169 226,223 

収入

未済

額 

1,092,235 895,164 708,452 676,829 650,755 

徴収

率 
25.85% 29.10% 30.95% 28.60% 2255..8800%%  

前年度か

らの伸び 
1.13% 3.25% 1.85% △2.35% △2.80% 

合

計 

調定

額 
30,493,068 30,143,188 30,045,172 30,488,710 31,225,460 

収入

済額 
29,051,702 28,934,593 29,035,508 29,524,985 30,337,272 

収入

未済

額 

1,441,366 1,208,595 1,009,664 963,725 888,188 

徴収

率 
95.27% 95.99% 96.64% 96.84% 9977..1166%%  

前年度か

らの伸び 
0.97% 0.72% 0.65% 0.20% 0.32% 

当年度不

納欠損額 
178,043 180,040 61,799 85,232 72,708 

滞納繰越率 4.83% 4.19% 3.41% 3.11% 2.81% 

 なお、上記表には記載していないが、統計資料（「納税課滞納整理の成果値・

活動値の推移（この１０年の歩み）」）にて、平成２１年度・９０．９８％、平

成２２年度・９１．７３％、平成２３年度・９２．７７％、平成２４年度・９

３．３３％、平成２５年度・９４．３０％と、平成２１年度以降の合計徴収率

が１０年間連続で年々上昇していることを確認した。 
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（２）各種マニュアルの設定 

具体的な業務については、「滞納整理マニュアル」、「滞納処分執行停止マニ

ュアル」、「納税の猶予マニュアル」等各種マニュアルが定められており、こ

れらに基づいて各手続が行われている（以下、まとめて「納税課のマニュア

ル」という）。 

（３）滞納整理システムでの情報共有 

滞納情報については、滞納整理システムにより管理している（平成３１年

４月より滞納整理システムが入れ替わり、保険料課と同じく「ＴＨＩＮＫ Ｔ

ＡＸ」が使われている）。 

具体的な管理事項は、滞納額・延滞金、期別の時効情報、納税者（滞納者）

との交渉経緯（文書の送付や電話・臨戸でのやりとり等）、差押えや執行停止

等を行う場合の内部手続の経過などであり、変更や変化があった事項につい

てはその都度更新をしている。 

滞納情報については、当該滞納整理システムに一元化されており、課内に

おける情報共有や滞納整理事務が適法、適切に行われたかを事後的に検証す

るためにも、滞納整理システムへ正確かつ迅速に記録を入力することが重要

である。 

職員は、滞納整理システムを閲覧することができ、案件に動きがあった場

合は、随時これに情報を反映させるルールとなっている。 

（４）滞納整理事務にかかる組織体制 

個人市県民税・法人市民税、固定資産税、軽自動車税、入湯税等の滞納整

理は、納税課の整理係および納税第一係、納税第二係が所管している。 

構成員は、課長が１名と整理係が７名、納税第一係が１２名、納税第二係

が１１名である（なお、納税課には管理係７名もいるが、滞納整理業務には

関与していない。平成３１年４月１日現在）。 
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組織図  （平成３１年４月１日時点） 

 

   

   

 

 

     

滞納整理業務における各係の担当区分は次のとおりである。 

  ア 納税第一係 

    現年度新規滞納発生分の事案と、滞納繰越１年目分（前年度に滞納発生）

の事案を担当する。平成３０年度６月当初時点における滞納繰越事案の件

数は４４３５件であり、納税第一係の担当職員一人当たり約４０３件を担

当していた。 

  イ 納税第二係 

    滞納繰越２年目ないし５年目（平成２５年度～平成２８年度）の事案を

担当する。当該年度１２月初めに納税第一係から滞納繰越１年目の事案の

移管を受け、納税第二係の担当となる。平成３０年度６月当初時点におけ

る件数は３５１５件であり、納税第二係の担当職員一人当たり約４３９件

を担当していた。 

  ウ 整理係 

    滞納繰越６年目（平成２４年度）以前の事案、執行停止中の事案、その

他附帯業務を担当する。平成３０年度６月当初時点における件数は１０３

７件（執行停止中４０３件を含む）、整理係担当職員一人当たり約３４６件

を担当していた。 

 

管理係 納税第一係 納税第二係 整理係 

納税課 
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  エ 小括 

上記組織体制を前提に、本監査は、滞納整理手続の具体的な事案を検討

するため、滞納整理事務を担当している納税第一係、納税第二係、整理係

を中心に行った（具体的な事案に関する監査報告は、本章の第３以降で行

う）。 

 

 ４ 規範 

   納税課のマニュアル 

  納税課基本方針 

  市税概要 

 

５ 意見等 

（１）基本方針、マニュアルの策定と運用（評価） 

滞納整理では、業務の遂行結果は、徴収額、徴収率等の数値に明確に反映

される。また、財産調査の件数や差押えの件数が増えると徴収額も増加する

傾向にあり、徴収率にも関与する。したがって、財産調査等の件数も具体的

な数値目標として掲げることが望ましい。 

 この点、納税課においては、年度当初に基本方針が策定され、当該基本方

針の中で、前年度の徴収額や徴収率、今年度の各種数値目標が掲げられてい

る。また、これらの目標達成のため、管理職および担当職員が実施すべき事

項についても具体的に定められ、課内での共有が図られている。 

 結果としても、平成３０年度に設定された目標について、現に合計徴収率

９７．０％以上を達成していること、年度ごとの合計徴収率は直近の１０年

間において毎年上昇していること、年度ごとに前年度の反省点やそれを踏ま

えた対策の策定・実行がされており、総合的に適正な業務が行われていると

評価できる。今後は、滞納繰越分の徴収率の上昇が望まれるところ、一例と
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９７．０％以上を達成していること、年度ごとの合計徴収率は直近の１０年

間において毎年上昇していること、年度ごとに前年度の反省点やそれを踏ま

えた対策の策定・実行がされており、総合的に適正な業務が行われていると

評価できる。今後は、滞納繰越分の徴収率の上昇が望まれるところ、一例と

して、令和元年度の事務改善点として執行停止の運用の見直し（生活保護受

給中で６５歳以上の滞納者については原則として即時消滅の処理を行う、当

該年度に単純消滅時効５年となる事案で、それ以降の滞納があり改善が見ら

れない事案は年度内に執行停止処理を行うなど）が検討、実施されている。 

その他、当該基本方針によって、業務のＰＤＣＡサイクルが明確に定めら

れているため、効率的な業務推進が可能な体制となっている。 

また、詳細なマニュアルが定められており、第２以降でも検証するように、

概ねこれらのマニュアルに沿って手続がなされていた。＝ 評価 

 

（２）滞納整理システムでの情報共有（評価） 

 管理職において、滞納整理システムへの入力（情報の共有）の重要性を折

に触れて指導していた。 

 個別の事案においても、例えば財産調査を行わない特段の理由がある場合

はその理由が記載され、また、有用な結果が得られなかった場合でも財産調

査を行った記録を残すとともに、預金調査の結果であれば取引明細にある生

命保険料の支払い履歴等を、一言経過記録に残すなど、重要な部分について

詳細な記載がある事案が多かった。＝ 評価 

 

第２ 督促・催告等 

１ 制度概要 

督促、催告、納税相談、延滞金に関しては、後述する「第１１章 国民健康

保険税の滞納整理等」の「第４ 督促・催告等」第１項制度概要（１）および

（２）記載の手続と共通する。 

 

２ 監査の観点・監査方法 

（１）監査の観点 
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各制度について、法令等の定めがあるものは当該法令等に沿った運用がな

されているか、各制度についてマニュアル等が定められているか、当該マニ

ュアル等に沿った実施がなされているかが重要である。 

（２）監査方法 

 ・各制度についてのマニュアル・要綱等の確認 

 ・納税課に対するヒアリング 

 

３ 事実の摘示 

（１）佐世保市における各制度概要 

ア 督促 

佐世保市における過去５年間の督促状の送付（発付）件数は以下のとお

りである（令和元年度市税概要）。  

 

平成 26 年

度 
平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

105,073 97,680 98,341 96,088 91,050 

    

なお、督促状の送付件数が年々減少しているが、これは納期内の納付率が向

上したことによるものと考えられる。納期限とは納期の最終日をいい、税目に

よっては同年度内で複数の納期が設定されている。 

 

イ 催告 

佐世保市では、文書による催告を行っている。督促状の送付と異なり、

滞納処分の前提条件となるような効果はないため、適宜行われる。 

滞納者との接触は滞納者の現在の生活状況・財産状況・納税意識等を調

査する直截な方法であり、納税課の基本方針においても、滞納者本人等か
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滞納者との接触は滞納者の現在の生活状況・財産状況・納税意識等を調

査する直截な方法であり、納税課の基本方針においても、滞納者本人等か

らの聞き取り調査を重要視する記載がある。特に、督促状発送や一斉催告

の発送の後、これを受領した滞納者からの電話・窓口来所等による接触の

機会が増加するところ（現に、本監査においても毎月月末は納期限を迎え

ることもあり、多忙なことが多いとして監査の日程を調整していた）、当該

接触の際に滞納者から直接事情聴取することは、「第３ 財産調査等」以下

でも触れる滞納整理手続にとって重要である。 

もっとも、納税課のマニュアルには催告（催告状の送付、電話催告など）

に関する記載はほとんどなかった。 

 

４ 規範 

納税課のマニュアル 

納税課基本方針 

保険料課収納業務マニュアル（参照） 

 

５ 意見等 

（１）マニュアルの追記（意見） 

納税課のマニュアルには、財産調査、執行停止、消滅時効等の記載は詳細

に記載がされているが、催告その他督促後の手続に関する対応方法等の具体

的な記載がほとんどなかった。滞納整理処分が財産の差押え、財産の換価、

換価代金の配当という数個の行為からなる一連の手続を指すため（平成３０

年度図解国税徴収法１４９頁）、納税課のマニュアルには法理論面の記述を

中心としており、具体的に滞納者と直接接触した際の対応方法については記

載されていない（職員に配付される基本方針には記載されている。）。 

ところで、保険料課のマニュアルには、納税相談、窓口徴収・臨戸指示、

夜間・日曜相談、納税誓約分割納付約束など、滞納者と直接接触する各手続

に関して、相当程度具体的な方法が記載されている。 
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前記のとおり基本方針には記載されているものの、保険料課のマニュアル

ほどの内容ではないので、納税課においても内部のノウハウの集積を活かし

つつ、その情報を徴収担当職員全員が共有できるよう、具体的にマニュアル

に記載することが望まれる。＝ 意見 

 

第３ 財産調査等 

 １ 制度概要 

 （１）概要 

    財産調査とは、滞納処分の対象となる財産の発見、第二次納税義務を課す

場合の徴収不足の判定および納税の緩和制度の適用の可否（執行停止、納税

の猶予など）の判定のための調査など、徴収手続を進めるために行われる重

要な手続をいう。 

財産調査の手続の概要については、「第１１章 国民健康保険税の滞納整理

等」の「第５ 財産調査等」第１項で後述するものと共通する（納税課にお

いては市民税の滞納分も徴収の対象となるため、法第３２９条以下も適用さ

れるが、法第７２６条以下の条文構造と類似している）。ただし、納税課では、

収集した調査結果（帳票等）をデータ化して滞納整理システムへ保存するこ

とを行っておらず、経過記録に概要の入力を行っているなど、実務上異なる

部分も存する。 

本項では、財産調査の具体的な方法につき、納税課作成のマニュアルや、

ヒアリングによって聴取した内容を詳述する。なお、財産調査そのものでは

ないが、滞納者が死亡した場合に相続人の調査に関しても、本項で触れる。 

（２）財産調査の具体的方法 

ア 口頭による聴取（任意の質問調査） 

     後述する各滞納者名義の財産については、定型的な取得方法が存するが、

調査のためのコストや回答までに時間がかかること等の問題点も存する。
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前記のとおり基本方針には記載されているものの、保険料課のマニュアル

ほどの内容ではないので、納税課においても内部のノウハウの集積を活かし

つつ、その情報を徴収担当職員全員が共有できるよう、具体的にマニュアル

に記載することが望まれる。＝ 意見 

 

第３ 財産調査等 

 １ 制度概要 

 （１）概要 

    財産調査とは、滞納処分の対象となる財産の発見、第二次納税義務を課す

場合の徴収不足の判定および納税の緩和制度の適用の可否（執行停止、納税

の猶予など）の判定のための調査など、徴収手続を進めるために行われる重

要な手続をいう。 

財産調査の手続の概要については、「第１１章 国民健康保険税の滞納整理

等」の「第５ 財産調査等」第１項で後述するものと共通する（納税課にお

いては市民税の滞納分も徴収の対象となるため、法第３２９条以下も適用さ

れるが、法第７２６条以下の条文構造と類似している）。ただし、納税課では、

収集した調査結果（帳票等）をデータ化して滞納整理システムへ保存するこ

とを行っておらず、経過記録に概要の入力を行っているなど、実務上異なる

部分も存する。 

本項では、財産調査の具体的な方法につき、納税課作成のマニュアルや、

ヒアリングによって聴取した内容を詳述する。なお、財産調査そのものでは

ないが、滞納者が死亡した場合に相続人の調査に関しても、本項で触れる。 

（２）財産調査の具体的方法 

ア 口頭による聴取（任意の質問調査） 

     後述する各滞納者名義の財産については、定型的な取得方法が存するが、

調査のためのコストや回答までに時間がかかること等の問題点も存する。

一方で、滞納者と直接接触ができた場合は、滞納者自身から即時に回答を

得ることができ、方法としても直接的かつ簡潔である。 

イ 預貯金債権 

佐世保市内においては、親和銀行および十八銀行の２銀行のみで滞納者

が開設している銀行口座の大部分を占める。同２銀行についてのみ、佐世

保市からデータによる照会を行い、データにてその回答結果を得ることが

できる（ただし、一部書面（紙媒体）での照会・回答もある）。それら以外

の金融機関については、書面にて照会を行う。 

納税課においては、回答結果を紙媒体（ないしＰＤＦファイル）で保管

するのが通常である。 

ウ 給与債権 

給与債権の調査、差押え等については、滞納者の勤務先の理解、協力が

不可欠であるところ、勤務先から回答がない場合や回答を拒否される場合

が一定数ある。勤務先の協力が得られない場合は、電話や訪問するなどし

て、必要に応じて勤務先への協力依頼を行い、給与債権差押えの意味を理

解させるなどの配慮が必要である。滞納整理手続以降の滞納者と職場との

関係に配慮が必要な点も、国民健康保険税の滞納整理手続と共通である。 

エ 公的年金等 

オ 国税（所得税等）還付金 

カ 生命保険金（解約返戻金等） 

調査方法の概要は「第１１章 国民健康保険税の滞納整理等」の「第５ 

財産調査等」第３項事実の摘示（２）イで後述する調査と共通する。 

調査の結果は、手入力ではあるが、滞納整理システムの経過記録に記載

する。令和元年度から保険料課と滞納整理システムが同一となり、生命保

険会社の一括照会リストを受領することができるようになった。もっとも、

両課において財産情報の共有はしていないとのことであった。 
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キ 不動産 

調査方法の概要は「第１１章 国民健康保険税の滞納整理等」の「第５ 

財産調査等」第３項事実の摘示（２）カと共通する。 

佐世保市内の不動産については、名寄帳により不動産の所有の有無を調

査する。佐世保市外については、所得税申告書関係資料により、不動産収

入を生じる市外の不動産を調査する。預貯金調査結果の固定資産税の口座

振替記録から、市外の不動産を捕捉することができる場合もある。また、

登記事項証明書を取得し、不動産に設定されている抵当権や根抵当権とそ

の現在債権額を確認し、名寄帳等の記載以上の情報を得て、当該不動産に

換価価値があるか否かを判断するとのことであった。 

ク 電話加入権 

 本監査において閲覧した記録の中では、電話加入権が差押または執行停

止等の対象となっているものは確認できなかったため、電話加入権につい

ては詳述しない。 

ケ 無体財産 

 ゴルフ会員権や、信用組合、信用金庫、農協、漁協等の出資金など。通

帳の記録から確認するか、滞納者本人に質問調査して回答を得て、ゴルフ

クラブや信用組合等に照会を行う。 

コ 自動車 

 普通自動車については陸運局（九州運輸局長崎運輸支局佐世保自動車検

査登録事務所）、軽自動車については軽自動車検査協会や陸運局に照会を

行い、「登録事項証明書」を取得することで調査を行う。登録事項証明書に

は、自動車検査証とほぼ同じ事項が記載されている。 

（３）財産調査の時期 

    財産調査に着手する時期は、各担当者の裁量に任されているとのことであ

る（例えば、滞納が確認されてから何か月以内に調査に着手するといった規
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キ 不動産 

調査方法の概要は「第１１章 国民健康保険税の滞納整理等」の「第５ 

財産調査等」第３項事実の摘示（２）カと共通する。 

佐世保市内の不動産については、名寄帳により不動産の所有の有無を調

査する。佐世保市外については、所得税申告書関係資料により、不動産収

入を生じる市外の不動産を調査する。預貯金調査結果の固定資産税の口座

振替記録から、市外の不動産を捕捉することができる場合もある。また、

登記事項証明書を取得し、不動産に設定されている抵当権や根抵当権とそ

の現在債権額を確認し、名寄帳等の記載以上の情報を得て、当該不動産に

換価価値があるか否かを判断するとのことであった。 

ク 電話加入権 

 本監査において閲覧した記録の中では、電話加入権が差押または執行停

止等の対象となっているものは確認できなかったため、電話加入権につい

ては詳述しない。 

ケ 無体財産 

 ゴルフ会員権や、信用組合、信用金庫、農協、漁協等の出資金など。通

帳の記録から確認するか、滞納者本人に質問調査して回答を得て、ゴルフ

クラブや信用組合等に照会を行う。 

コ 自動車 

 普通自動車については陸運局（九州運輸局長崎運輸支局佐世保自動車検

査登録事務所）、軽自動車については軽自動車検査協会や陸運局に照会を

行い、「登録事項証明書」を取得することで調査を行う。登録事項証明書に

は、自動車検査証とほぼ同じ事項が記載されている。 

（３）財産調査の時期 

    財産調査に着手する時期は、各担当者の裁量に任されているとのことであ

る（例えば、滞納が確認されてから何か月以内に調査に着手するといった規

範はない）。滞納が確認されたらなるべく早期に着手することが望ましいこ

とは言うまでもないが、実際には人員や労力等の限界があるため、効率性を

考慮し滞納額の大きい滞納者から優先して着手している。 

    なお、財産調査の結果、財産があることが判明した場合は、早期に差押え

がされている。もっとも、預貯金が著しく僅少であって滞納額の徴収が見込

めないなど、差押えの必要性が乏しいと考えられる場合や、滞納者の生活に

大きな影響を与える給与債権については、給与額や滞納者の経済状況等を十

分に把握した上で差押えの可否を判断している。 

 （４）相続人の調査 

    納税課が滞納者の死亡した事実を把握することが調査の始点となる。市県

民税については、当該滞納者が死亡した場合には、翌年度以降は課税が発生

しなくなり、固定資産税・軽自動車税については相続人に課税することにな

る。滞納者が死亡したことは、佐世保市内に住所を有するものについては住

民基本台帳より把握することができるが、市外に住所を有する者はその把握

が難しい。市外の情報は佐世保市では有していないため、市外に転出した者

については、転出先の自治体に市長名で照会を行うなどして、生存の有無の

調査を行う。死亡が確認できた場合は、戸籍の取得により、相続人の氏名・

人数等を把握することとなる。 

    また、滞納者（被相続人）の相続につき、相続人が相続放棄の申述を行っ

ている場合もあり、裁判所に照会することで相続放棄申述の手続の有無を確

認する。相続人が把握できた場合は、相続人の代表者が誰かを確認し、以降

は当該代表者に納税指導を行うこととなる。 

 

２ 監査の観点・監査の方法 

（１）監査の観点 

財産調査は滞納整理手続で各滞納者の方針決定を行う際、その指針となる
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ものである。財産調査が適式な方法で、適切な時期に行われているか等が重

要である。 

（２）監査の方法 

    納税課から提出を受けた要綱、マニュアルを精査し、平成３０年度に差押

えや執行停止がなされた事案、消滅時効が完成した事案を検討の上、法令お

よびマニュアル等の内部基準に従った財産調査がなされているかを監査した。 

本章で後述する差押え・執行停止・消滅時効の監査対象記録合計６５件を

閲覧した（平成３０年度内に執行停止を決議した事案１６件、執行停止後不

納欠損が完了した事案１６件、即時消滅事案２１件、単純消滅時効事案１２

件）ため、当該事案の中での財産調査に着目して、次のとおり事実の摘示と

評価を記載する。 

 

３ 事実の摘示 

（１）財産調査の件数（財産調査） 

 平成２６年度から平成３０年度までの財産調査の件数は次のとおりである。

前年度まで上昇をしていたが、平成３０年度は平成２９年度よりも約２％財

産調査の件数が減少した（下記表参照）。 

②活動指標：財産調査件数（令和元年度納税課基本方針） （件数） 

財産 

調査 

  H26 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度 H30 年度 

預貯金 20,099 18,474 20,547 20,856 19,529 

生命保険 18,381 21,408 23,421 27,106 27,606 

給与 664 588 590 551 628 

年金ほか 289 236 187 183 153 

合計 39,433 40,706 44,745 48,696 47,916 

前年比 105.86% 103.22% 109.92% 108.83% 98.40% 
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ものである。財産調査が適式な方法で、適切な時期に行われているか等が重

要である。 

（２）監査の方法 

    納税課から提出を受けた要綱、マニュアルを精査し、平成３０年度に差押

えや執行停止がなされた事案、消滅時効が完成した事案を検討の上、法令お

よびマニュアル等の内部基準に従った財産調査がなされているかを監査した。 

本章で後述する差押え・執行停止・消滅時効の監査対象記録合計６５件を

閲覧した（平成３０年度内に執行停止を決議した事案１６件、執行停止後不

納欠損が完了した事案１６件、即時消滅事案２１件、単純消滅時効事案１２

件）ため、当該事案の中での財産調査に着目して、次のとおり事実の摘示と

評価を記載する。 

 

３ 事実の摘示 

（１）財産調査の件数（財産調査） 

 平成２６年度から平成３０年度までの財産調査の件数は次のとおりである。

前年度まで上昇をしていたが、平成３０年度は平成２９年度よりも約２％財

産調査の件数が減少した（下記表参照）。 

②活動指標：財産調査件数（令和元年度納税課基本方針） （件数） 

財産 

調査 

  H26 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度 H30 年度 

預貯金 20,099 18,474 20,547 20,856 19,529 

生命保険 18,381 21,408 23,421 27,106 27,606 

給与 664 588 590 551 628 

年金ほか 289 236 187 183 153 

合計 39,433 40,706 44,745 48,696 47,916 

前年比 105.86% 103.22% 109.92% 108.83% 98.40% 

 

（２）経過記録の記載 

前記のとおり、６５件の記録を閲覧する中で、全く調査が行われていなか

ったものはなかった。ただし、経過記録（各事案を担当した職員が、いつ・

誰に対して・どのような手続をしたか・結果はどうであったかなどの事実経

過について記載されているもの）のみの閲覧であったため、具体的に財産調

査により取得した資料までは検討できなかった。 

もっとも、経過記録を閲覧する限りでは、財産調査をした結果、該当があ

った預貯金の残高（銀行名、支店名、口座番号等を含む）、生命保険の解約返

戻金等（保険会社名、証券番号等含む）、不動産の所在地、給与債権（勤務先

の会社名等）については、詳細に記録がされていた。 

（３）財産着手までの期間、相続人の調査 

滞納が判明してから財産調査の着手までに１年以上経過していたもの、滞

納者が死亡してから当該死亡の事実を把握するまでに２年以上経過したもの

があった。 

 

４ 規範 

  地方税法  

国税徴収法 

納税課のマニュアル 

 

５ 意見等 

（１）財産調査の件数について 

   平成２６年度以降、財産調査の件数が増加しており、積極的に財産調査に

取り組んでいることが分かる。特段意見等はない。 

（２）経過記録の記載について 

   納税課のマニュアルには、各財産の調査方法等について相当程度具体的に
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記載されており、滞納整理手続の初級者であっても業務を進めることができ

ると考えられる。また、各財産の照会手続も定型化されていることから、財

産の調査方法、その結果の取得と記録方法については、今回閲覧した記録の

中では、特段問題がなかった。 

（３）財産調査着手までの期間、相続人の調査について 

   調査開始（着手）までの期間や相続人の把握までの期間が長いことに対す

る意見等は、それぞれ執行停止および徴収権の消滅時効の項目で詳述する。 

 

第４ 差押え 

１ 手続の概要 

   差押手続の概要、流れ、効力などは、後述する「第１１章 国民健康保険税

の滞納整理等」の「第６ 差押え」第１項の記載と共通する。 

 

２ 監査の観点・監査の方法 

（１）監査の視点 

差押手続については、国税徴収法等に詳細に定められている。 

当該手続の履践が法律効果の発生原因となる場合もあり、法令にのっとっ

た差押手続の履践は極めて重要である。 

（２）そこで、各種法令および市が独自に定めるマニュアルに即して行われてい

るかを、平成３０年度に差押えを行った事案について、ランダムに選定し、

また、「第６ 執行停止」、「第７ 徴収権の消滅時効」にて閲覧した事案の録

についても、差押えがされている場合には、監査の対象とした。 

 

３ 事実の摘示 

（１）佐世保市における差押えに関するデータ等 

ア 平成２９年度および平成３０年度における納税課が実施した差押えの件
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記載されており、滞納整理手続の初級者であっても業務を進めることができ

ると考えられる。また、各財産の照会手続も定型化されていることから、財

産の調査方法、その結果の取得と記録方法については、今回閲覧した記録の

中では、特段問題がなかった。 

（３）財産調査着手までの期間、相続人の調査について 

   調査開始（着手）までの期間や相続人の把握までの期間が長いことに対す

る意見等は、それぞれ執行停止および徴収権の消滅時効の項目で詳述する。 

 

第４ 差押え 

１ 手続の概要 

   差押手続の概要、流れ、効力などは、後述する「第１１章 国民健康保険税

の滞納整理等」の「第６ 差押え」第１項の記載と共通する。 

 

２ 監査の観点・監査の方法 

（１）監査の視点 

差押手続については、国税徴収法等に詳細に定められている。 

当該手続の履践が法律効果の発生原因となる場合もあり、法令にのっとっ

た差押手続の履践は極めて重要である。 

（２）そこで、各種法令および市が独自に定めるマニュアルに即して行われてい

るかを、平成３０年度に差押えを行った事案について、ランダムに選定し、

また、「第６ 執行停止」、「第７ 徴収権の消滅時効」にて閲覧した事案の録

についても、差押えがされている場合には、監査の対象とした。 

 

３ 事実の摘示 

（１）佐世保市における差押えに関するデータ等 

ア 平成２９年度および平成３０年度における納税課が実施した差押えの件

数および金額は以下のとおりである。 

 

 平成２９年度 平成３０年度 

件数 1,988 2,166 

金額(円) 289,403,019 296,255,969 
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イ 財産別の差押え実績は以下のとおりである。 

令和元年度市税概要より 

（金額：千円） 

年度  不動産 債権 動産 

他 
計 

給与 預貯金 生保 その他 

27 事案 108 130 919 246 123 5 1,531 

件数 1,500 968 5,052 1,476 1,502 240 10,738 

金額 81,655 16,643 74,965 43,381 51,390 3,231 271,265 

28 事案 109 138 1,211 243 122 0 1,823 

件数 1,402 945 6,135 1,478 1,001 0 10,961 

金額 79,783 18,797 111,360 63,734 75,928 0 349,602 

29 事案 68 113 1,441 259 103 4 1,988 

件数 1,138 909 8,443 1,768 1,391 36 13,685 

金額 31,396 12,422 137,721 56,150 47,758 3,956 289,403 

30 事案 139 113 1,476 293 144 1 2,166 

件数 1,951 843 8,817 1,940 2,311 6 15,868 

金額 55,426 13,073 139,620 46,182 41,868 87 296,256 

 ※上記表の「事案」とは、差押えの件数（事案件数）をいい、「件数」は期別の合

計件数をいう。例えば、同年度内で１期から４期まで計４回納期が設定されてお

り、４期とも滞納があり、差押えがされた場合は、事案を１件、件数を４件と数

えることになる。 

 

 上記４年分の差押えに関するデータをみると、差押えの対象は不動産、債権

が主となっており、動産については、平成２８年度以降減少している。 

 不動産の差押事案数については、平成２９年度に６８件に減少したものの、
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イ 財産別の差押え実績は以下のとおりである。 

令和元年度市税概要より 

（金額：千円） 

年度  不動産 債権 動産 

他 
計 

給与 預貯金 生保 その他 

27 事案 108 130 919 246 123 5 1,531 

件数 1,500 968 5,052 1,476 1,502 240 10,738 

金額 81,655 16,643 74,965 43,381 51,390 3,231 271,265 

28 事案 109 138 1,211 243 122 0 1,823 

件数 1,402 945 6,135 1,478 1,001 0 10,961 

金額 79,783 18,797 111,360 63,734 75,928 0 349,602 

29 事案 68 113 1,441 259 103 4 1,988 

件数 1,138 909 8,443 1,768 1,391 36 13,685 

金額 31,396 12,422 137,721 56,150 47,758 3,956 289,403 

30 事案 139 113 1,476 293 144 1 2,166 

件数 1,951 843 8,817 1,940 2,311 6 15,868 

金額 55,426 13,073 139,620 46,182 41,868 87 296,256 

 ※上記表の「事案」とは、差押えの件数（事案件数）をいい、「件数」は期別の合

計件数をいう。例えば、同年度内で１期から４期まで計４回納期が設定されてお

り、４期とも滞納があり、差押えがされた場合は、事案を１件、件数を４件と数

えることになる。 

 

 上記４年分の差押えに関するデータをみると、差押えの対象は不動産、債権

が主となっており、動産については、平成２８年度以降減少している。 

 不動産の差押事案数については、平成２９年度に６８件に減少したものの、

平成３０年度は１３９件に増加し、差押金額も約３１３９万円から５５４２万

円に増加している。 

 債権については、預貯金、生命保険ともに平成２７年度から平成３０年度に

かけて差押件数が増加している（生保の金額については、平成３０年度は１０

００万円ほど減少した）。給与に関しては平成２８年度をピークにやや平成２

９年度、平成３０年度は減少した。金額についても、平成２８年度の１８７９

万円をピークに平成２９年度、平成３０年度は減少している。 

 

ウ 平成３０年度の税目別・財産別差押状況は以下のとおりである。 

令和元年度市税概要より 

（金額：千円） 

差押 

種目 

税目 普徴市 

県民税 

固定資 

産税 

軽自動 

車税 

特徴市 

県民税 

合計 

不動産 件数 553 2,763 174 197 3,687 

未納額 18,083 121,090 867 8,646 148,686 

電話 

加入権 

件数 0 0 0 0 0 

未納額 0 0 0 0 0 

債権 件数 866 732 192 82 1,872 

未納額 39,349 31,602 1,129 1,957 74,037 

動産 件数 0 0 0 0 0 

未納額 0 0 0 0 0 

自動車 件数 0 0 0 0 0 

未納額 0 0 0 0 0 

合計 件数 1,419 3,495 366 279 5,559 

未納額 57,432 152,692 1,996 10,603 222,723 
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（２）納税課の滞納整理業務における活動指針・指標（差押え関連） 

ア 平成２６年度から平成３０年度の差押え件数は次のとおりである。 

 
      （件数） 

差押え 

件数 

  H26 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度 H30 年度 

不動産 121 108 109 68 139 

動産 2 5 0 1 0 

無体財産 0 0 0 3 1 

債権 2,094 1,418 1,714 1,916 2,026 

(預貯金) (1,444) (919) (1,211) (1,441) (1,476) 

(生命保険) (360) (246) (243) (259) (293) 

(給与) (192) (130) (138) (113) (113) 

(年金ほか) (98) (123) (122) (103) (144) 

合計 2,217 1,531 1,823 1,988 2,166 

前年度比 81.56% 69.05% 119.07% 109.10% 108.89% 

  ※債権のうち預貯金、生命保険、給与、年金ほかは内訳を指し、債権の項目に

その合計が記載されている（ゆえにカッコ表記されている）。 

 

イ 各係の活動指標として、平成２９年度実績値（調査件数、差押件数、執

行停止件数）を上回る値を目標としている。 

  差押えについては、平成２９年度が１９８８件であったが、平成３０年

度はこれを上回る２１６６件の差押えがなされており、差押えに関しては

設定目標が達成されている。 
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（２）納税課の滞納整理業務における活動指針・指標（差押え関連） 

ア 平成２６年度から平成３０年度の差押え件数は次のとおりである。 

 
      （件数） 

差押え 

件数 

  H26 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度 H30 年度 

不動産 121 108 109 68 139 

動産 2 5 0 1 0 

無体財産 0 0 0 3 1 

債権 2,094 1,418 1,714 1,916 2,026 

(預貯金) (1,444) (919) (1,211) (1,441) (1,476) 

(生命保険) (360) (246) (243) (259) (293) 

(給与) (192) (130) (138) (113) (113) 

(年金ほか) (98) (123) (122) (103) (144) 

合計 2,217 1,531 1,823 1,988 2,166 

前年度比 81.56% 69.05% 119.07% 109.10% 108.89% 

  ※債権のうち預貯金、生命保険、給与、年金ほかは内訳を指し、債権の項目に

その合計が記載されている（ゆえにカッコ表記されている）。 

 

イ 各係の活動指標として、平成２９年度実績値（調査件数、差押件数、執

行停止件数）を上回る値を目標としている。 

  差押えについては、平成２９年度が１９８８件であったが、平成３０年

度はこれを上回る２１６６件の差押えがなされており、差押えに関しては

設定目標が達成されている。 

                                   

 

 

（３）個別の事案 

ア 送達手続 

預貯金、生命保険の解約返戻金について、送達手続が遵守されているか

を確認したところ、受領書については、すべての事件で各案件ごとのファ

イルに綴られていた。 

イ 閲覧したすべての事案で、配当計算書は、入金後３日以内に発送されて

いた。 

ウ 財産調査で差押え可能な財産が発見されてから差押え手続の実行まで概

ね速やかに執行されていた。 

また、財産調査から差押え可能な財産が発見されてから長期間６か月か

ら１年程度まで間が空いていた事案について当該理由をヒアリングした

ところ、長期間空いたことについてやむを得ない事由があったことが確認

された。 

 

４ 規範 

   国税徴収法  

   滞納整理事務の手引き  

   納税課のマニュアル 

 

５ 意見等 

（１）目標の達成（評価） 

差押えに関して設定された目標が到達されていた。＝ 評価 

令和元年度は、徴収率９７．３％の目標と合わせて、差押え件数２２００

件以上の目標が設定されている。平成３０年度の差押え件数は２１６６件で

あるため、十分達成可能な目標である。令和元年度以降も適切な目標の設定
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がされ、達成されることが望ましい。 

 

（２）平成３０年度に行われた差押え手続については、特段、指摘意見等はない。 

 

第５ 交付要求・参加差押え 

 １ 制度概要 

   交付要求・参加差押えの手続の概要は、後述する「第１１章 国民健康保険

税の滞納整理等」の「第７ 交付要求・参加差押え」第１項制度概要の記載と

共通する。 

 

 ２ 監査の視点・監査の方法 

 （１）監査の視点 

    交付要求は、強制換価手続を先行する執行機関に担当させ、後行の執行機

関が配当を要求するものであり、参加差押えは交付を要求することに加え、

先行する差押えが解除されたときは差押えの効力を生じるものであるから、

適切に手続が取られることにより、徴収につながる可能性が高まる。本監査

では、納税課において交付要求・参加差押えの必要性を把握し、適切に手続

が取られているかを監査する。 

 （２）監査の方法 

    直近年度の交付要求、参加差押えの実施件数を統計資料から把握し、分析

するとともに、滞納整理手続や競売手続、破産手続に関与しない限り、一般

的に聞く機会の少ない交付要求・参加差押えについて、具体的な手続の手順

が納税課職員に周知されているか（例えば、異動で納税課に来たばかりの職

員にも理解が容易になるように周知されているか）、マニュアルの記載やヒ

アリング結果を踏まえて監査した。 

 

183



がされ、達成されることが望ましい。 

 

（２）平成３０年度に行われた差押え手続については、特段、指摘意見等はない。 

 

第５ 交付要求・参加差押え 

 １ 制度概要 

   交付要求・参加差押えの手続の概要は、後述する「第１１章 国民健康保険

税の滞納整理等」の「第７ 交付要求・参加差押え」第１項制度概要の記載と

共通する。 

 

 ２ 監査の視点・監査の方法 

 （１）監査の視点 

    交付要求は、強制換価手続を先行する執行機関に担当させ、後行の執行機

関が配当を要求するものであり、参加差押えは交付を要求することに加え、

先行する差押えが解除されたときは差押えの効力を生じるものであるから、

適切に手続が取られることにより、徴収につながる可能性が高まる。本監査

では、納税課において交付要求・参加差押えの必要性を把握し、適切に手続

が取られているかを監査する。 

 （２）監査の方法 

    直近年度の交付要求、参加差押えの実施件数を統計資料から把握し、分析

するとともに、滞納整理手続や競売手続、破産手続に関与しない限り、一般

的に聞く機会の少ない交付要求・参加差押えについて、具体的な手続の手順

が納税課職員に周知されているか（例えば、異動で納税課に来たばかりの職

員にも理解が容易になるように周知されているか）、マニュアルの記載やヒ

アリング結果を踏まえて監査した。 

 

３ 事実の摘示 

 （１）統計資料 

    納税課においては、普通徴収市県民税、特別徴収市県民税、固定資産税、

軽自動車税、法人市民税、特別土地保有税の滞納分に関して、当該年度に交

付要求を実施した合計額と件数とが月ごとに統計資料として記録されてい

る。また、当該年度に交付要求が完結した件数、参加差押えを実施した件数

については統計資料が取られていないため、個別にヒアリングを実施した

（なお、より詳細な種目別や合計額について統計を取ろうとすると数千件の

事案の記録から事件をピックアップして集計する必要があり、過大な労力が

発生すると見込まれたため、件数のヒアリングにとどめる）。 

    統計資料とヒアリング結果は次の表のとおりである。 

 

ア 交付要求が当該年度にされた新規件数等の統計 （金額は円） 

   ＜平成２８年度の統計＞ 人数は合計のみ 

 金額 件数 人数 

普徴市県民税 2,595,310 82  

特徴市県民税 1,182,760 45  

固定資産税 15,183,650 230  

軽自動車税 270,200 39  

法人市民税 729,000 9  

特別土地保有税 0 0  

合計 19,960,920 405 65 
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   ＜平成２９年度の統計＞ 人数は合計のみ 

 金額 件数 人数 

普徴市県民税 10,912,006 293  

特徴市県民税 4,622,900 191  

固定資産税 28,163,760 602  

軽自動車税 313,557 51  

法人市民税 13,825,600 27  

特別土地保有税 0 0  

合計 57,837,823 1,164 160 

 

   ＜平成３０年度の統計＞ 人数は合計のみ 

 金額 件数 人数 

普徴市県民税 14,701,741 306  

特徴市県民税 6,606,188 117  

固定資産税 20,359,988 571  

軽自動車税 815,440 104  

法人市民税 609,100 13  

特別土地保有税 0 0  

合計 43,092,457 1,111 177 

  

（上記３つの表について） 

当該年度に新規交付要求がされた件については、年度によって合計額

のばらつきがあるものの、固定資産税は安定して高い合計額となってい
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   ＜平成２９年度の統計＞ 人数は合計のみ 

 金額 件数 人数 

普徴市県民税 10,912,006 293  

特徴市県民税 4,622,900 191  

固定資産税 28,163,760 602  

軽自動車税 313,557 51  

法人市民税 13,825,600 27  

特別土地保有税 0 0  

合計 57,837,823 1,164 160 

 

   ＜平成３０年度の統計＞ 人数は合計のみ 

 金額 件数 人数 

普徴市県民税 14,701,741 306  

特徴市県民税 6,606,188 117  

固定資産税 20,359,988 571  

軽自動車税 815,440 104  

法人市民税 609,100 13  

特別土地保有税 0 0  

合計 43,092,457 1,111 177 

  

（上記３つの表について） 

当該年度に新規交付要求がされた件については、年度によって合計額

のばらつきがあるものの、固定資産税は安定して高い合計額となってい

る。また、普通徴収市県民税と法人市民税は、年度によっては高い合計

額となっている。 

イ 交付要求による換価・配当の実績（金額は円） 

 

種類 
平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

金額 人数 金額 人数 金額 人数 

交

付

要

求 

配当金 

(競売事件) 
0 0 89,040 4 154,400 2 

配当金 

(破産事件) 
14,789,963 13 2,875,186 9 2,683,558 15 

配当金 

(国・県等) 
1,052,396 18 2,281,105 18 1,947,120 30 

合計 15,842,359 31 5,245,331 31 4,785,078 47 

 

 （上記イの表について） 

換価・配当実績については、年度ごとに配当を受けられた金額の合計

額にばらつきがある。 

 

ウ 交付要求が当該年度で完結した件数（競売または破産手続開始による交

付要求の事案のみ） 

 

 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

件数 ４６件 ５０件 ４８件 

 

（上記ウの表について） 
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３年度のみではあるが、年間５０件前後の交付要求が完結しているこ

とが分かる。また、参加差押えについては、年度によって多少のばらつ

きがあるものの、年間２８件～５４件の参加差押えがされており、月に

直すと２件～４件程度平均で参加差押えされていることが分かる。 

 

  エ 参加差押えの実施件数（いずれも不動産に対する参加差押えのみ） 

 

 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

件数 ５４件 ２８件 ３９件 

 

    交付要求や参加差押えをした場合、当該年度内に完結するかどうかをヒア

リングしたところ、多くの事案では年度内に完結せず、次年度以降に持ち越

しになる旨の回答があった。 

（まとめ） 

 統計資料のみでは交付要求・差押え手続の各詳細の把握まではできない

が、交付要求による換価・配当の実績が多いときは１０００万円を超えてい

ること、参加差押えの機会も月に２～４件程度あることからすると、適切な

滞納整理手続の実現にあたって交付要求・参加差押えの役割は決して低くな

い。今後も、下記具体的な手順を踏まえて、適切な交付要求・参加差押えの

手続が取られるべきである。 

 

 （２）具体的な手順のノウハウ 

ア 交付要求や参加差押えを行う（先行する強制換価手続を把握する）きっ

かけはいくつかあり、大きく分けると競売手続が開始される場合（裁判所

からの連絡か、登記簿の取得による把握）、滞納者の破産手続が開始され
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３年度のみではあるが、年間５０件前後の交付要求が完結しているこ

とが分かる。また、参加差押えについては、年度によって多少のばらつ

きがあるものの、年間２８件～５４件の参加差押えがされており、月に

直すと２件～４件程度平均で参加差押えされていることが分かる。 

 

  エ 参加差押えの実施件数（いずれも不動産に対する参加差押えのみ） 

 

 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

件数 ５４件 ２８件 ３９件 

 

    交付要求や参加差押えをした場合、当該年度内に完結するかどうかをヒア

リングしたところ、多くの事案では年度内に完結せず、次年度以降に持ち越

しになる旨の回答があった。 

（まとめ） 

 統計資料のみでは交付要求・差押え手続の各詳細の把握まではできない

が、交付要求による換価・配当の実績が多いときは１０００万円を超えてい

ること、参加差押えの機会も月に２～４件程度あることからすると、適切な

滞納整理手続の実現にあたって交付要求・参加差押えの役割は決して低くな

い。今後も、下記具体的な手順を踏まえて、適切な交付要求・参加差押えの

手続が取られるべきである。 

 

 （２）具体的な手順のノウハウ 

ア 交付要求や参加差押えを行う（先行する強制換価手続を把握する）きっ

かけはいくつかあり、大きく分けると競売手続が開始される場合（裁判所

からの連絡か、登記簿の取得による把握）、滞納者の破産手続が開始され

る場合（申立代理人や破産管財人からの連絡か、官報のチェックによる把

握）、執行機関等が既に差押えしている場合である。 

イ 納税課の滞納整理マニュアルには、滞納整理の法的処理の全体像の項で

「交付要求、参加差押」の文言が出てくるのみで、上記具体的な手順や処

理方法については記載がなかった。滞納整理マニュアルについてどのくら

いの頻度で更新（追記・修正含む）がされるかをヒアリングしたところ、

マニュアル作成からこれまで更新がされたことはないが、現在、課内にお

いて事務改善プロジェクトチームを立ち上げ、その中でマニュアルの更新

が検討されているとのことであった。 

 

 ４ 規範 

   地方税法 

   国税徴収法 

   納税課のマニュアル 

 

５ 意見等 

（１）統計資料について 

   統計資料を見る限りでは、特段問題は見当たらなかった。 

（２）具体的な手順のノウハウについて（意見） 

交付要求・参加差押え特有の問題ではなく、納税課の滞納整理手続全般に

関わる事項であるが、滞納整理マニュアルの更新の必要性について、ここで

触れる。 

滞納整理マニュアルについては、各職員が普段の業務を遂行するにあたっ

て適宜参照するものであり、また、納税課に異動してきたばかりで滞納整理

業務の経験が浅い職員にとっては、通常業務をどのように進めていくかのよ

りどころとなるものである。このような事情を踏まえると、業務遂行にあた
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っての理論面だけでなく、具体的な手続の手順やノウハウについても、でき

る限りマニュアルに記載されることが望ましい。また、マニュアルの記載内

容については、各職員の気が付いた変更点、改善点がある場合には適宜その

蓄積・共有がなされるとともに、可能であれば１年毎に更新が検討されるべ

きである。 

令和２年４月施行の民法改正にあたり、第７で後述する消滅時効に大いに

関わる改正があるため、この機会により良いマニュアルの作成・更新がされ

るべきである。＝ 意見 

 

第６ 執行停止 

１ 制度概要 

  執行停止の制度概要については、後述する「第１１章 国民健康保険税の滞

納整理等」の「第８ 執行停止」第１項制度概要の記載と共通する。 

 

２ 監査の視点・監査の方法 

（１）監査の視点 

   執行停止は、地方自治体として強制的な徴収が見込めない滞納者に対する

滞納処分手続を停止することであり、事務処理の効率化を図ること等に資す

ることとなる。その反面、納税義務を履行した市民との関係では不公平とな

る結果をもたらす一面も合わせ持つ。この点を踏まえ、執行停止にあたって

は、十分な調査がなされ、要件の充足性の認定について適切な判断がなされ

ているかが重要である。 

（２）監査の方法 

   平成３０年度に執行停止を決議した事案１６件、平成３０年度内に執行停

止から３年経過または執行停止後に法定納期限から５年の消滅時効完成によ

り不納欠損となった事案１６件、即時消滅事案２１件を閲覧した。なお、閲
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っての理論面だけでなく、具体的な手続の手順やノウハウについても、でき

る限りマニュアルに記載されることが望ましい。また、マニュアルの記載内

容については、各職員の気が付いた変更点、改善点がある場合には適宜その

蓄積・共有がなされるとともに、可能であれば１年毎に更新が検討されるべ

きである。 

令和２年４月施行の民法改正にあたり、第７で後述する消滅時効に大いに

関わる改正があるため、この機会により良いマニュアルの作成・更新がされ

るべきである。＝ 意見 

 

第６ 執行停止 

１ 制度概要 

  執行停止の制度概要については、後述する「第１１章 国民健康保険税の滞

納整理等」の「第８ 執行停止」第１項制度概要の記載と共通する。 

 

２ 監査の視点・監査の方法 

（１）監査の視点 

   執行停止は、地方自治体として強制的な徴収が見込めない滞納者に対する

滞納処分手続を停止することであり、事務処理の効率化を図ること等に資す

ることとなる。その反面、納税義務を履行した市民との関係では不公平とな

る結果をもたらす一面も合わせ持つ。この点を踏まえ、執行停止にあたって

は、十分な調査がなされ、要件の充足性の認定について適切な判断がなされ

ているかが重要である。 

（２）監査の方法 

   平成３０年度に執行停止を決議した事案１６件、平成３０年度内に執行停

止から３年経過または執行停止後に法定納期限から５年の消滅時効完成によ

り不納欠損となった事案１６件、即時消滅事案２１件を閲覧した。なお、閲

覧記録は、滞納額１００万円を超える高額事案から中心に検討した（理由は

意見等の項目で述べる）。 

 

３ 事実の摘示 

（１）執行停止等の件数 

   平成３０年度における執行停止等の件数は次のとおりである（令和元年度

納税課基本方針参照）。 

 
     （金額単位：円） 

執行停

止等の

処理件

数 

  H26 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度 H30 年度 

即時 

消滅 

145 件 147 件 144 件 150 件 257 件 

39,963,438 17,165,062 16,903,705 65,223,973 50,745,876 

通常執 

行停止 

261 件 225 件 241 件 163 件 352 件 

21,692,515 27,609,416 40,823,176 20,204,146 57,972,701 

 

平成３０年度に執行停止を決議した事案については、いずれも無財産また

は生活困窮の要件具備が十分に検討され、適切に決裁（決議）がされてい

た。 

（２）海外渡航の事案 

   特殊な事案ではあるが、海外渡航予定があり、数年後（単純消滅時効完成

とならない年数で）帰国後に納付する予定であるとのやりとりがあったが、

明確に納付催告がなされておらず、滞納者の帰国予定が遅れて単純消滅時効

期間の経過が危ぶまれたが、最終的に帰国後に財産調査を行い、滞納者が生

活困窮要件を充足すると判断され、執行停止後不納欠損処理となった事案が

あった。 

（３）高額滞納事案 
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   平成３０年度に不納欠損として処理した事案のうち、１号・無財産事案は

１２件、２号・生活困窮事案は３件であった。最も高額の滞納額は、６００

万円台であった。 

   １００万円を超える高額滞納事案については、元々個人事業をしていたた

めに市県民税が高くなり、経済状況が悪化してからその延滞金等がかさんだ

事案、不動産に対する固定資産税が長い年月積み重なって滞納額が高額化し

たが、既に一部は任意売却等により換価・徴収済みであり、残った不動産は

換価価値がないために滞納額が減らない事案などがあった。不動産の換価価

値についてであるが、鑑定には費用が掛かるため（事案によっては１００万

円以上）、鑑定を行うのは、公売に付した場合に佐世保市への配当が見込ま

れる事案に限られる。基本的には固定資産税評価額や地目を参考にし、職員

が現地調査を行って換価価値の有無を判断している。 

また、軽自動車税によって滞納額が高額化している案件について、毎年４

月１日に軽自動車を所有している者に対して課税がされるところ、初めて車

両番号指定を受けてから１３年を経過した軽自動車については軽自動車税が

２０％重課されるため（国土交通省ホームページ軽自動車グリーン化特例参

照）、これが毎年積み重なることで合計の滞納額が高額化しているものがあ

った。 

記録を閲覧したところ、いずれも適切な時期に預貯金・生命保険・不動

産・給与債権（勤務先）等の財産調査が行われていた。また、適宜差押えが

行われ、生命保険や預貯金から徴収すべき分は徴収がなされていた。 

（４）所在不明事案 

   平成３０年度内に不納欠損が完了した事案のうち、３号・所在不明事案は

１件であった。不動産登記簿上に所有者として本人の氏名が記載されている

が、本人の現在地が不明な事案で、かつ、不動産登記の登記原因発生時期か

ら推察すると、滞納者本人が死亡していると思われる固定資産税の滞納事案
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   平成３０年度に不納欠損として処理した事案のうち、１号・無財産事案は

１２件、２号・生活困窮事案は３件であった。最も高額の滞納額は、６００

万円台であった。 

   １００万円を超える高額滞納事案については、元々個人事業をしていたた

めに市県民税が高くなり、経済状況が悪化してからその延滞金等がかさんだ

事案、不動産に対する固定資産税が長い年月積み重なって滞納額が高額化し

たが、既に一部は任意売却等により換価・徴収済みであり、残った不動産は

換価価値がないために滞納額が減らない事案などがあった。不動産の換価価

値についてであるが、鑑定には費用が掛かるため（事案によっては１００万

円以上）、鑑定を行うのは、公売に付した場合に佐世保市への配当が見込ま

れる事案に限られる。基本的には固定資産税評価額や地目を参考にし、職員

が現地調査を行って換価価値の有無を判断している。 

また、軽自動車税によって滞納額が高額化している案件について、毎年４

月１日に軽自動車を所有している者に対して課税がされるところ、初めて車

両番号指定を受けてから１３年を経過した軽自動車については軽自動車税が

２０％重課されるため（国土交通省ホームページ軽自動車グリーン化特例参

照）、これが毎年積み重なることで合計の滞納額が高額化しているものがあ

った。 

記録を閲覧したところ、いずれも適切な時期に預貯金・生命保険・不動

産・給与債権（勤務先）等の財産調査が行われていた。また、適宜差押えが

行われ、生命保険や預貯金から徴収すべき分は徴収がなされていた。 

（４）所在不明事案 

   平成３０年度内に不納欠損が完了した事案のうち、３号・所在不明事案は

１件であった。不動産登記簿上に所有者として本人の氏名が記載されている

が、本人の現在地が不明な事案で、かつ、不動産登記の登記原因発生時期か

ら推察すると、滞納者本人が死亡していると思われる固定資産税の滞納事案

であった。 

   不動産が佐世保市内に存在するため固定資産税は毎年課税されるところ、

本件は滞納者の所在が不明であるため、納税通知書や督促状の発送ができ

ず、また、生死の確認や現在地の追跡が事実上不可能であり、必要な調査が

完了できなかった（おそらく死亡していると思われる）。この場合、納税課

としては単純消滅時効期間の経過を防ぐための滞納整理手続を継続すること

となる。 

（５）即時消滅事案 

   平成３０年度に即時消滅が決議された事案については、前記概要でも記載

したように、その要件からしても、滞納者自身が死亡しておりかつ相続人か

らの徴収が見込めない事案、廃業しかつ財産のない法人、本人が生活保護受

給中かつ高齢で担税力の回復が見込めない事案（生活福祉課において６５歳

以上の生活保護受給者へは就労指導はされない）が対象であり、今回閲覧し

た記録もこれらに該当する者であった。最も高額の滞納額は、１３００万円

台であった。法人の場合は個人の場合に比して１年度ごとの課税額が大きい

ため、即時消滅時に高額となっている場合が多い。また、法人か個人かにか

かわらず、滞納期間が長期化することで、滞納が複数年度積み重なり、即時

消滅時に高額となっている場合が多い。 

   記録を閲覧したところ、いずれも十分な財産調査がなされ、差押え・換

価・配当、執行停止等の手続が履践されていた。 

（６）相続発生事案 

   滞納者死亡事案については、死亡から納税課が把握するまで１年以上、長

い者では５年以上の期間を要した事案が複数件存在した。 

   滞納者の死亡の把握についてヒアリングしたところ、契機としては滞納者

の家族から連絡がある場合、住民票上の住所が佐世保市内にある場合は住民

基本台帳から調査可能である。一方で、住所が佐世保市外にある場合は住民
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基本台帳から調査ができず、死亡の事実の把握までに時間が掛かる場合があ

るとのことであった。 

（７）保険料課との情報共有 

   保険料課との情報共有についてヒアリングしたところ、例えば職員間で質

問を受けた場合に回答すること、滞納整理システムで相手先における滞納の

有無については確認できること等から情報共有をすること自体は可能とのこ

とであった。特に、令和元年度から導入した滞納整理システムにより、保険

料課と納税課のどちらに滞納があるかについては、各課でいずれもシステム

上にて確認をすることができるようになったとのことであった。 

   また、約３割程度、納税課における滞納者と、保険料課における滞納者は

重複しているとのことであった。 

（８）執行停止の通知 

   執行停止の通知についてヒアリングしたところ、佐世保市においては通知

をしていない運用である旨の回答があった。その理由については、執行停止

の通知を実際に履行している地方自治体は少数派でありしていない自治体が

多いこと、通知のコストを要すること、執行停止を滞納者に知らせると自主

納付の意識低下を招く結果となること（執行停止中であっても、滞納者が自

主的に納税することは可能である）等の回答があった。 

   また、マニュアルには、「滞納処分の停止の通知は滞納処分の執行の効力

発生要件ではなく、訓示規定（なるべく通知するよう努めなければならない

規定）であると解釈される」との記載があった。 

 

４ 規範 

  地方税法 

国税徴収法 

納税課のマニュアル 
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基本台帳から調査ができず、死亡の事実の把握までに時間が掛かる場合があ

るとのことであった。 

（７）保険料課との情報共有 

   保険料課との情報共有についてヒアリングしたところ、例えば職員間で質

問を受けた場合に回答すること、滞納整理システムで相手先における滞納の

有無については確認できること等から情報共有をすること自体は可能とのこ

とであった。特に、令和元年度から導入した滞納整理システムにより、保険

料課と納税課のどちらに滞納があるかについては、各課でいずれもシステム

上にて確認をすることができるようになったとのことであった。 

   また、約３割程度、納税課における滞納者と、保険料課における滞納者は

重複しているとのことであった。 

（８）執行停止の通知 

   執行停止の通知についてヒアリングしたところ、佐世保市においては通知

をしていない運用である旨の回答があった。その理由については、執行停止

の通知を実際に履行している地方自治体は少数派でありしていない自治体が

多いこと、通知のコストを要すること、執行停止を滞納者に知らせると自主

納付の意識低下を招く結果となること（執行停止中であっても、滞納者が自

主的に納税することは可能である）等の回答があった。 

   また、マニュアルには、「滞納処分の停止の通知は滞納処分の執行の効力

発生要件ではなく、訓示規定（なるべく通知するよう努めなければならない

規定）であると解釈される」との記載があった。 

 

４ 規範 

  地方税法 

国税徴収法 

納税課のマニュアル 

  東京税務レポート２０１７年夏季号（No.513）：公共財団法人東京税務協会専

門講師斎藤博史「『滞納処分の執行停止をめぐって』（第１回）」 

 

５ 意見等 

（１）海外渡航の事案について（意見） 

   今回記録を閲覧した海外渡航の事案は、旅行目的ではなく、海外移住目的

の渡航であった。滞納金額にもよるが、一般的に海外渡航できるだけの資力

がある者に、少なくとも出国時点で担税力が全くないことは考え難い。本件

は海外渡航時点での滞納者の資力が潤沢な事案ではなかったが、仮に滞納者

の帰国予定がさらに延期になった場合は、単純消滅時効期間が経過してしま

う事案であった。海外渡航の場合、何らかの事情で帰国予定が延期になる事

案、帰国自体がなくなる事案、滞納者が在留資格や入国管理手続等の問題で

日本への帰国時期が不確定となる事案、帰国した場合でも元の住所地に戻ら

ない事案など、後の滞納整理手続が困難になる場合が複数想定される。この

ような事情があることから、滞納者に海外渡航予定があることを把握できた

場合で、財産調査未着手の場合は速やかに財産調査を行うこと、その時点で

執行停止要件を充足している場合には執行停止の決議をすることが望まし

い。仮に、出国前に財産調査等が完了できない場合は、少なくとも出国前に

完納するよう明確に納付催告することが望ましい。＝ 意見 

 

（２）高額滞納事案について（評価） 

   執行停止後の不納欠損事案については、財産調査・差押え・執行停止決議

等の滞納整理において要求されている法的手続が適正に履践されていなけれ

ばならない。そこで、本監査においては、滞納時には何らかの財産があって

差押えがされている可能性が高いと見込まれる高額滞納事案について、滞納

額が高い順に検討を行った（すなわち、高額滞納事案を中心に見ることで、
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財産調査・差押え・執行停止等の一連の滞納整理手続が履践されている案件

を閲覧できると見込んだ）。上記見込みどおり、いずれの事案も財産調査・

差押・執行停止決議等の手続が履践されていた。 

   ヒアリングによれば、納税課では特に高額滞納者については優先順位を高

く設定して滞納整理手続を行っており、また課長も高額滞納者については進

捗状況等を適時にチェックしているとのことであった。当該業務の結果、高

額滞納事案の滞納整理・不納欠損については適切に処理がなされていた。   

＝ 評価 

 

（３）所在不明事案について（意見） 

   法律上、マニュアル上の手続処理は違反がないものの、滞納整理手続の繰

り返しになってしまう事案である。徴収権の債権管理が長期化すること等の

長期的に見た労力の浪費になるため、公売等による換価が見込まれる事案に

ついては不在者財産管理人の選任申立て等の手続の活用をし、処理を終了さ

せることが望まれる。＝ 意見 

 

（４）即時消滅事案について 

   滞納整理手続そのものについては、上記（２）と同じく問題ない。もっと

も、滞納者が死亡した場合については、次の（５）で触れる。 

 

（５）相続発生事案について（意見） 

   滞納者の死亡の事実が早期に確認できない場合、本来であれば、課税され

ないはずの課税が発生し、死亡者宛てに納税通知書が送付され、そのことに

より各種調査の業務が必要になる。これに伴い、職員の必要以上の業務が増

え、そのための費用も掛かる。一方で、今回の記録閲覧・検討や、ヒアリン
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（４）即時消滅事案について 

   滞納整理手続そのものについては、上記（２）と同じく問題ない。もっと

も、滞納者が死亡した場合については、次の（５）で触れる。 

 

（５）相続発生事案について（意見） 

   滞納者の死亡の事実が早期に確認できない場合、本来であれば、課税され

ないはずの課税が発生し、死亡者宛てに納税通知書が送付され、そのことに

より各種調査の業務が必要になる。これに伴い、職員の必要以上の業務が増

え、そのための費用も掛かる。一方で、今回の記録閲覧・検討や、ヒアリン

グで聞いた限りでは、死亡者の把握の遅れは職員の業務の怠慢を原因とする

ものではなかった。 

相続放棄の有無にかかわらず、滞納者が死亡した場合に家族がいる場合

は、市役所に死亡届が提出されるはずである。制度上は、滞納者が死亡した

事実が戸籍に反映され（除籍）、戸籍に反映されたことが住民票上の住所を

有する自治体に自動的に通知されるようになっている。当該通知以降、課税

および滞納整理の担当職員が滞納者の死亡の事実を把握するまでにタイムラ

グがあることが上記問題点の原因であり、このタイムラグを可能な限り短く

する仕組みづくりが望まれる。＝ 意見 

 

（６）保険料課との情報共有について（意見）   

   他の地方自治体の一部では、納税課と保険料課を分けずに同一部署として

業務を行っている。一方で、佐世保市においては、これら２つを分けてお

り、財産調査をはじめそれぞれ別に滞納整理手続を行っている。 

滞納整理の業務を統一化すべきかどうかについて考えは色々とあろうが、

監査人は、後記第１２章で詳しく述べるとおり、両課の統一化を図っていく

べきと考えている。＝ 意見 

 

（７）執行停止の通知について（指摘） 

ア 執行停止の通知がなされていないことに対する監査人の見解 

法第１５条の７の２項は、執行停止をした場合に滞納者に対して通知を

しなければならない旨を規定しており、当該通知をしないことは、法が要

求している義務規定に違反している。 

納税課のマニュアルによれば、「なるべく通知するように努めなければ

ならない規定」と努力義務規定を想定した記載がなされていたが、努力義

務規定の場合は、法令において「努めなければならない」等の文言が用い
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られるのが通例であるところ、執行停止の通知についてはそのような文言

となっていない以上、努力義務規定ではない。 

前記趣旨のとおり、滞納者に滞納処分の執行が停止されたことを了知さ

せ、安心して生活・事業の再建にあたれるようするためにも、執行停止の

通知はなされなければならない。  

イ 実務における乖離の状態 

（ア）上記のとおり、法が要求する手続の違反がみられるものの、納税課へ

のヒアリングでは、実際の運用は多くの地方自治体では、執行停止の通

知を行っていないとの回答があった。1そこで、この点について分析する。 

（イ）佐世保市が執行停止の通知をしていない理由 

事実の摘示で前述したとおり、納税課からヒアリングしたところ、執

行停止の通知をしていない理由としては、①滞納者に滞納処分の執行停

止通知をすることで、直ちに納税義務が免除されるとの誤解を与えるこ

と（実際にそのような事例が複数あり）、②滞納者の納税意識の低下が

みられること、③執行停止の通知の送付にも相応のコストがかかること

等の回答があった。 

納税課としては、当該不利益を考慮して、運用上執行停止の通知をし

ていないとのことであった。これに対して、次のとおり、監査人の見解

を述べる。 

ウ 監査人の見解 

（ア）結論 

 
1 東京税務レポートには「実務では、この停止通知をしない取扱いをしている団体も数多くあると
聞いています」という記載、納税課の職員が参照しているＮＯＭＡ行政管理講座の「徴収事務(滞
納整理)実践講座」テキスト（一般社団法人日本経営協会主催の研修で、税理士かつ不動産鑑定士
が講師を務めているもの）にも、「滞納処分の停止の通知は滞納処分の執行停止の効力の発生要件
ではな」い旨の記載があった。 
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ていないとのことであった。これに対して、次のとおり、監査人の見解

を述べる。 

ウ 監査人の見解 

（ア）結論 

 
1 東京税務レポートには「実務では、この停止通知をしない取扱いをしている団体も数多くあると
聞いています」という記載、納税課の職員が参照しているＮＯＭＡ行政管理講座の「徴収事務(滞
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が講師を務めているもの）にも、「滞納処分の停止の通知は滞納処分の執行停止の効力の発生要件
ではな」い旨の記載があった。 

執行停止の通知については、他の自治体における住民監査請求や包括

外部監査でもしばしば指摘がされているところである。2本監査において

は次の理由から指摘と結論付ける。 

（イ）理由 

前記趣旨のとおり、滞納処分が停止されたことを滞納者に了知させる

ことは重要である。市民目線から考えても、自ら滞納していることは折

に触れて頭の片隅にあり、行政の手続が継続されているのか、停止され

ているのかは日常生活における重大な関心事であろう。執行停止を了知

することで安心して生活や事業に安心して生活・事業の再建に集中する

ことができ、以降の納税に対して前向きとなり納税意識が高まる者も一

定数いると考えられ、執行停止の通知が須らく滞納者の納税意識の低下

を招くものではない。 

 また、監査人が閲覧した滞納処分の停止通知書（執行停止の通知につ

いては、滞納整理システムに文書の雛形が設定されている）には、滞納

処分の執行停止によって納税義務が消滅したわけでないこと、資力が回

復し次第、直ちに納付すること等の文言が冒頭に入っており、執行停止

の効果を説明する教示はされている。滞納者から執行停止の効力に関す

る質問があった場合は、効力の内容を十分に説明し、理解させることが

必要となる。 

通知書送付のコストについてであるが、法が要求している手続である

以上は、コストのみでは手続を省略する理由にはならない。この点、執

行停止の効果の誤解の問題と併せて、執行停止の対象となった滞納者を

呼び出し、窓口で通知書を渡すとともに、その内容を十分に理解させる

ための説明を行うなどの工夫が期待される。 

 
2 八尾市の平成２１年５月１日付の住民監査請求に係る監査の結果、札幌市の平成２７年度の包括

外部監査報告書 
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（ウ）小括 

以上のとおりであるから、執行停止の通知を行わなければならないと

考える。この点につき、早急に是正をなされたい。 

併せて、納税課のマニュアルにおける当該箇所も誤りであるため、修

正されるべきである 。＝ 指摘 

 

第７ 徴収権の消滅時効等 

１ 制度概要 

  徴収権の消滅時効の制度については、「第１１章 国民健康保険税の滞納整

理等」の「第９ 徴収権の消滅時効」第１項制度概要の記載を引用する。 

 

２ 監査の視点・監査の方法 

（１）監査の視点 

   消滅時効は法定納期限後５年を経過することにより完成し、この場合はも

はや徴収できない。このような事態を防ぐために、時効期間経過前に時効中

断事由が執られるか、または、徴収が見込まれない（担税力がない）滞納者

については執行停止等の適切な処理が必要になる。これらがいずれもされず

に漫然と時効が完成することは避けるべきである。 

（２）監査の方法 

   平成３０年度までに差押え、執行停止等の処理がされずに消滅時効が完成

した事案１０件を閲覧した。また、平成３０年度における消滅時効の実態等

について、職員にヒアリングした。 

 

３ 事実の摘示 

（１）平成３０年度の概観 

ヒアリングによれば、平成３０年度に単純消滅時効により時効が完成した
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はや徴収できない。このような事態を防ぐために、時効期間経過前に時効中

断事由が執られるか、または、徴収が見込まれない（担税力がない）滞納者

については執行停止等の適切な処理が必要になる。これらがいずれもされず

に漫然と時効が完成することは避けるべきである。 

（２）監査の方法 

   平成３０年度までに差押え、執行停止等の処理がされずに消滅時効が完成

した事案１０件を閲覧した。また、平成３０年度における消滅時効の実態等

について、職員にヒアリングした。 

 

３ 事実の摘示 

（１）平成３０年度の概観 

ヒアリングによれば、平成３０年度に単純消滅時効により時効が完成した

徴収権（徴収金）の合計額は約３００万円である（なお、これが０円になる

ことが望ましく、納税課としてもこれを目指している）。納税課の職員は、当

該年度課税の徴収担当、経過年度の徴収担当など滞納者の担当係および担当

職員を分けている。業務の優先順位については、人員や労力の限界があるこ

と等を考慮し、滞納額の大きな滞納者から優先して滞納整理に着手している。 

   今回閲覧した１０件については、いずれも滞納額が数千円～１０万円未満

と、他の項で閲覧した事案に比較すると少額の事案であった。また、事実関

係は滞納者ごとに作成される経過記録を追って確認したところ、１０件の滞

納者はいずれも、平成２４～２５年頃に突然滞納が始まったわけではなく、

平成１０年代から度々滞納と分割納付等を繰り返しており、平成３０年度以

前の徴収についてもその徴収には相当程度の労力を必要とした者であった。 

   なお、納期限到来から５年経過まで完全放置（滞納者に対する催告すらし

ないなど）された事案はなかった。 

（２）財産調査や差押えの時期 

滞納者に対する財産調査の開始時期、財産調査結果を踏まえて差押えに着

手する時期については、各担当者の裁量に任されている（滞納のあることが

判明した時点から、何か月以内に調査、差押えしなければならないといった

規範はない）。経過記録を見る限り、滞納が判明してから財産調査の開始まで

に１年以上経過していた事案、長いものでは４年経過していた事案があった。

財産調査の開始が遅れた原因として考えられるものは何かをヒアリングした

ところ、例えば預貯金調査については、１～２年前にすでに照会がされた結

果、徴収の見込みがない僅少な残高しかないときで、かつ、滞納者の生活実

態（勤務先や収入など）が変わっていない場合に再度調査をする必要性が乏

しいこと、また、滞納者またはその家族が定期的に納税課との間で連絡を取

っており、生活状況の把握や分割納付の約束についての情報収集ができてい

る事案については、財産調査や差押えが遅れる傾向にあるとのことであった。 
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なお、預貯金の差押えを例に検討すると、普通預金、通常貯金は即時で取

り立てを行っており、滞納者の預貯金口座が凍結される期間は短時間にとど

まっているとのことであった。また、預貯金の残高が１０００円以下の場合

には、費用対効果の観点から原則として差押えを行わない運用としていると

のことであった。 

 （３）なお、消滅時効以外の不納欠損についても、本項で触れておく。 

 納税課においては、不納欠損処理となった市税につき、次の表とおり①市

税合計、②執行停止ありで５年の消滅時効になった事案、③執行停止なしで

５年の消滅時効になった事案、④執行停止で３年の消滅にかかった事案、⑤

即時消滅（滞納繰越分）、⑥即時消滅（現年度分）、に分けて統計資料が作成

されている（市税不納欠損額推移参照）。 
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①市税合計 

 金額（円） 人数(延べ) 件数 

H30 年度 72,707,250 1,671 4,924 

H29 年度 85,232,523 1,325 3,705 

H28 年度 61,798,877 1,595 4,406 

H27 年度 180,039,703 2,671 7,469 

H26 年度 178,042,916 3,169 8,947 

 

②執行停止ありで５年の消滅時効になった事案 

 金額（円） 人数(延べ) 件数 

H30 年度 8,950,541 342 805 

H29 年度 6,902,112 289 691 

H28 年度 8,422,567 332 783 

H27 年度 15,078,068 505 1,236 

H26 年度 27,433,034 794 2,024 

 

③執行停止なしで５年の消滅時効になった事案（単純消滅時効） 

 金額（円） 人数(延べ) 件数 

H30 年度 3,150,259 183 482 

H29 年度 5,431,128 202 559 

H28 年度 4,427,420 215 535 

H27 年度 4,766,481 219 549 

H26 年度 6,941,980 221 506 
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④執行停止で３年の消滅にかかった事案 

 金額（円） 人数(延べ) 件数 

H30 年度 12,230,908 333 859 

H29 年度 9,932,154 401 1,046 

H28 年度 33,886,587 664 1,843 

H27 年度 144,417,496 1,618 4,691 

H26 年度 105,484,127 1,840 5,409 

 

⑤即時消滅（滞納繰越分） 

 金額（円） 人数(延べ) 件数 

H30 年度 36,783,125 659 2,229 

H29 年度 52,460,515 345 1,095 

H28 年度 13,585,546 324 1,034 

H27 年度 11,737,670 240 707 

H26 年度 34,631,087 210 639 

 

⑥即時消滅（現年度分） 

 金額（円） 人数(延べ) 件数 

H30 年度 11,592,417 154 549 

H29 年度 10,506,614 88 314 

H28 年度 1,476,757 60 211 

H27 年度 4,039,988 89 286 

H26 年度 3,552,688 104 369 

 

203



 

④執行停止で３年の消滅にかかった事案 

 金額（円） 人数(延べ) 件数 

H30 年度 12,230,908 333 859 

H29 年度 9,932,154 401 1,046 

H28 年度 33,886,587 664 1,843 

H27 年度 144,417,496 1,618 4,691 

H26 年度 105,484,127 1,840 5,409 

 

⑤即時消滅（滞納繰越分） 

 金額（円） 人数(延べ) 件数 

H30 年度 36,783,125 659 2,229 

H29 年度 52,460,515 345 1,095 

H28 年度 13,585,546 324 1,034 

H27 年度 11,737,670 240 707 

H26 年度 34,631,087 210 639 

 

⑥即時消滅（現年度分） 

 金額（円） 人数(延べ) 件数 

H30 年度 11,592,417 154 549 
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※上記６つの表の「件数」も、期別の合計件数をいう（期別の合計件数の考

え方は、「第４ 差押え」の３項「事実の摘示」のイの表で説明したのと同じ

である）。なお、「人数」については、税目ごとの延べ人数である。 

 

４ 規範 

地方税法 

国税徴収法 

民法 

納税課のマニュアル 

 

５ 意見等 

（１）平成３０年度の概観について 

   人員や労力の限界があること、これを踏まえて業務に優先順位を付けるこ

と自体は妥当である。平成３０年度の現年度課税分の佐世保市の徴収率は９

９．２２％であり（中核市５４自治体の中では２７位であるが、平均徴収率

を僅かながら上回っている）、少なくとも現年度分については相当程度の成

果を上げていることから、業務の方法については特段の意見はなく、優先順

位を付けた業務方法については継続することが望ましい。 

 

（２）財産調査や差押えの時期について（意見） 

   一方で、滞納繰越分の徴収率は２５．８０％（中核市５４自治体の中では

３８位。１位の高槻市は５１．５２％）と課題が残る。当該徴収率の中には、

前年度までに不納欠損がされた滞納金は含まれないため、適時に執行停止等

の手続を踏むことで、滞納繰越分の縮減につながる。 

   上記を踏まえた上で、現在担当職員の裁量に一任されている財産調査や差

押えの着手時期については、目安の標準処理期間を設けるのが望ましい。一
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例として、滞納が判明した時点から１年以内に少なくとも預貯金の財産調査

を実施する（前年度すでに実施している場合は除く）、財産調査の結果が判明

してから１年以内に、当該滞納者を①分割を含め納付（完納）を見込める者、

②執行停止を検討する者に振り分け、後者については速やかに生活状況等の

具体的な事実関係の把握に努めるなどの時期を設定すること、また、年度末・

年度初めには、当該振り分け結果の確認と、今後の処理方針の策定を全件に

ついて行う体制づくりが求められる。納税課では、現年度分の担当職員と、

滞納繰越分の担当職員が係単位で分かれるため、全件について詳細な引継ぎ

をすることが困難であるから、担当交代による事案の放置を防ぐため、前記

のとおり、係単位で年度末・年度初めに全件のチェックをすることが望まし

い（滞納整理システム上は、各滞納者について最終接触日や最終納付日が表

示されているため、当該日付に着目した事案の管理がされるべきである）。 

ここまで見てきたとおり、預貯金の調査や差押えは、他の財産と比較する

と手続が容易である。今回閲覧した消滅時効の完成事案では、いずれも生活

状況の改善が見込めず、消滅時効完成後に、消滅時効未到来の滞納分につい

ては執行停止されていることがほとんどであった。このような実態を踏まえ

ると、既に無財産など執行停止該当事由ないしそれに近い事由が生じている

場合が多く、仮に納税意識が高まっても滞納繰越分の完納は難しい事案であ

るから、前記のとおりチェック体制を整理することや、少なくとも手続が簡

易な預貯金の調査に早期に着手し、滞納者の財産の早期把握に努めることで、

より適切な不納欠損処理につなげることができると思われる。＝ 意見 

 

（３）不納欠損の統計資料について（意見） 

   不納欠損の統計資料のうち、②、④、⑤、⑥については、執行停止処分をし

た上で消滅時効を迎えた事案または即時消滅処分がされ、適切に滞納整理手続

（不納欠損処理）がなされた数字を示すものである。一方で、③（執行停止な
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（３）不納欠損の統計資料について（意見） 

   不納欠損の統計資料のうち、②、④、⑤、⑥については、執行停止処分をし

た上で消滅時効を迎えた事案または即時消滅処分がされ、適切に滞納整理手続

（不納欠損処理）がなされた数字を示すものである。一方で、③（執行停止な

しで５年の消滅時効になった事案）は執行停止等何らかの滞納整理処分をせず

に単純消滅時効にかかってしまった数字を示すものであり、③の合計金額・人

数・件数をいかに減らしていくかが課題の一つである。 

   ③の表について分析する。平成２６年度から平成３０年度までの金額を見る

と、平成２９年度を除いて年々金額は減少しているものの、１年度あたり２０

０人程度（税目ごとの述べ人数）単純消滅時効となった事案があることが分か

る。この単純消滅時効にとなった金額は一人あたり２～３万円程度と比較的低

額ではあるものの、納期限どおりに完納している他の市民との間で不公平な状

況となっていることには違いない。この点を踏まえ、（２）で前述したように、

チェック体制の整備が推進されるべきである。＝ 意見 
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第１１章 国民健康保険税の滞納整理等 

第１ はじめに～国民健康保険制度の概要～ 

１ 我が国の医療保険制度 

（１）日本の公的医療保険 

日本の公的医療保険は、職業や雇用形式、年齢などに応じて種類が違うも

のの、誰もがいずれかに加入する国民皆保険制度である。個人が医療機関で

支払う医療費の負担の原則は３割であり、残りの７割は後述の各保険者が負

担している。 

現在、日本の公的医療保険は、会社などに勤めている人が加入する「被用

者保険」、地域保険とも呼ばれ、農家やフリーランス、非正規雇用者、会社

を退職した人などが加入する「国民健康保険」、７５歳以上を全員対象とす

る「後期高齢者医療制度」の大きく３つに分けることができる（日本医師会

ホームページ参照）。 
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（公的医療保険の種類と対象者（年齢によって加入する保険が変わる）） 

 

（日本医師会ホームページ「日本の医療保険制度のしくみ」より） 

   

（２）日本の公的医療保険の種類・保険者数・加入者数は以下のとおりである。 

（平成２８年３月末時点の数値） 

 

主な制度名 保険者数 加入者数 

国民健康保険 1880 約 3500 万人 

全国健康保険協会管掌健康保険 

（協会けんぽ） 

1 3700 万人 

組合管轄健康保険 1405 2900 万人 

共済組合 85 900 万人 

後期高齢者医療保険 47 1600 万人 

（保険料課提供資料より） 
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保険者は、被保険者が支払う保険料（全体で約２０兆７０００億円）と国

や地方公共団体が負担する公費・支援金でそれぞれの保険制度を運用してい

る。 

診療所や病院で治療を受けた時、保険証を持っていれば、患者個人が窓口

で支払う金額は、負担割合に応じて、かかった医療費の一部で済む。（原則と

して自己負担は３割なので、支払いが１５００円であれば、５０００円の医

療費がかかったことになる。） 

残りの７割（上記例だと３５００円）は、毎月、保険者へ納めている保険

料が使われる。会社員の健康保険料は、従業員(加入者本人)だけではなく、

事業主も折半で負担している。 

医療機関は７割分の費用を「審査支払機関」に請求することで、この仕組

みが成り立っている。 

（公的医療保険の仕組み） 

 

（日本医師会ホームページ「日本の医療保険制度のしくみ」より） 
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なお、自己負担の割合は、小学生未満と７０歳～７４歳が２割、７５歳以

上が１割である。ただし、７０歳以上でも「現役並み所得者」であれば３割

となる。なお、子どもの医療費助成は、市区町村により、対象年齢、負担の

方法（入院外のみ無料など）が異なる。 

 

（公的医療保険の自己負担の割合） 

 

（日本医師会ホームページ「日本の医療保険制度のしくみ」より） 

 

２ 国民健康保険制度（市町村国保） 

（１）本監査で対象としているのは国民健康保険制度である。 

市町村国保とは、他の医療保険に加入していない住民を被保険者とする国民

皆保険制度の基礎である。 

被保険者数は、平成２９年度末で約３０１３万人（１８４７万世帯）であり、

加入者平均年齢（平成２８年度）は、５２．３歳で、６５歳から７４歳の加入

者は全体の４１．１％である。 

昭和３０年代は農林水産業者や自営業者が中心であったが、平成２９年度時

点の職業構成は非正規雇用者や年金生活者等の無職者が８割を占めている。 
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平成２８年度の保険料は全国平均で１人あたり年額約８．４万円1（一世帯当

たり１４．０万円2）だが、実際の保険料は、各市町村が財政の安定化や医療費

水準等を勘案して定めているため、自治体により異なる。また、各都道府県内

の全市町村は、財政の安定化や医療費水準・保険料水準の平準化のため、医療

費を共同で負担する事業（保険財政共同安定事業）を実施している。 

（以上の数値については、国民健康保険中央会「国保のすがた」より引用し

た。） 

 

（２）平成３０年度 制度改革 

平成２９年度までは、市町村が個別に国保を運用していた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1加入者一人当たりの保険料額は、国保（市町村）は現年度保険料調定額を元に推計。介護分は含まない。（平成３０年度

「国保のすがた」ｐ．８より） 
2 加入者一人当たりの保険料額は、国保（市町村）は現年度保険料調定額を元に推計。介護分は含まない。（平成３０年度

「国保のすがた」ｐ．８より） 

平平成成２２９９年年度度ままでで 

 

医医療療給給付付費費等等 保保険険事事業業等等 

国国・・県県等等のの公公費費 保保険険料料必必要要額額 一一般般会会計計繰繰越越金金 

市市町町村村 

〔〔歳歳出出〕〕 

〔〔歳歳入入〕〕 

 
保保険険料料のの 

決決定定・・賦賦課課・・徴徴収収 

 被被保保険険者者 
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1加入者一人当たりの保険料額は、国保（市町村）は現年度保険料調定額を元に推計。介護分は含まない。（平成３０年度

「国保のすがた」ｐ．８より） 
2 加入者一人当たりの保険料額は、国保（市町村）は現年度保険料調定額を元に推計。介護分は含まない。（平成３０年度

「国保のすがた」ｐ．８より） 
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医医療療給給付付費費等等 保保険険事事業業等等 

国国・・県県等等のの公公費費 保保険険料料必必要要額額 一一般般会会計計繰繰越越金金 

市市町町村村 

〔〔歳歳出出〕〕 

〔〔歳歳入入〕〕 

 
保保険険料料のの 

決決定定・・賦賦課課・・徴徴収収 

 被被保保険険者者 

 
 

 

 

しかし、平成３０年度から、都道府県が財政運営の責任主体となり、安定

的な財政運営や効率的な事業の確保等の国保運営に中心的な役割を担い、制

度の安定化を目指している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

具体的には、給付に必要な費用は全額都道府県が市町村に交付する一方、

都道府県は市町村毎の標準保険料率や納付金、国保の運営指針を定め市町村

事務の効率化、広域化を推進する。 

平平成成３３００年年度度かからら 

都都道道府府県県 

県県内内のの医医療療給給付付費費等等 

国国・・県県のの公公費費 国国保保事事業業納納付付金金 

〔〔歳歳出出〕〕 

〔〔歳歳入入〕〕 

AA 市市 

医療給付費 納付金 保険事業費 〔〔歳歳出出〕〕 

〔〔歳歳入入〕〕 保険給付費等交

付金 

国・県等

の公費 

保険料 

必要額 

一般会計繰

入金 

 
保保険険税税（（料料））のの 

決決定定・・賦賦課課・・徴徴収収 

ＢＢ市市 ＣＣ市市 

 被被保保険険者者 
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一方、市町村は、地域住民と身近な関係の中、資格管理、保険給付、保険

料率の決定、賦課徴収、保健事業等地域における細かい事業を引き続き行う。 

３ 佐世保市の国民健康保険制度（保険料課提供資料「国民健康保険について」

より） 

（１）佐世保市における国民健康保険制度は、保健福祉部医療保険課および保険

料課が所管している。 

（２）佐世保市における国民健康保険制度の歳入と歳出 

令和元年度の佐世保市国民健康保険事業特別会計予算における歳出は約

２８１億円であり、そのうち約７割（１９８億円）が保険給付費、２６．８％

が国保事業費納付金、０．８％が保健事業費、その他が１パーセント、総務

費が０．８％である。 

一方、歳入は、保険税が１６．６％、県の支出金が７２．３％、一般財源

繰入金が８．３％、財政調整基金繰入金が２％、繰越金が０．５％、その他

の収入が０．３％であった。 

 

 

保険給付費

70.6%

国保事業納付金

26.8%

保健事業費

0.8%

その他

1%

総務費

0.8%

歳歳出出
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保険給付費

70.6%

国保事業納付金

26.8%

保健事業費

0.8%

その他

1%

総務費

0.8%
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また、平成３０年度の加入世帯数の合計は３万５８７８世帯、被保険者数

は５万５９０６人、介護保険の第２号被保険者数は１万７０５２人であった。 

 

 加入世帯数 被保険者数 介護２号被保険者数 

平成３０年度 35,878 55,906 17,052 

 

（３）保険税の計算方法（佐世保市ホームページより） 

国保の保険税は、使用目的別に「医療分」、「後期高齢者支援金分」、「介護

保険分」に分かれており、それぞれにおいて所得割、均等割（１人当たりの

保険料）、世帯割（１世帯当たりの保険料）の計算を行い、それらを組み合わ

せて世帯ごとの保険税額が決められる。介護保険分は、４０歳から６４歳の

介護保険２号被保険者のみが納める。 

（下記は令和元年度保険料率である。） 

 医療分 

（全被保険者共通） 

後期高齢者支援分 

（全被保険者共通） 

介護分 

（４０歳～６４歳の介護保険

２号被保険者） 

均等割 

（１人当たり） 

２万５２００円 ８４００円 ８２００円 

世帯割 

（１世帯当たり） 

２万４８００円 ８２００円 ７０００円 

所得割 課税所得金額の 

８．９ 

課税所得金額の 

２．９％ 

課税所得金額の 

２．５％ 

課税限度額※ 

（１世帯当たり） 

６１万円 １９万円 １６万円 
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※課税所得金額は、総所得から基礎控除額（３３万円）を差し引いた金額とな

る。 

※後期高齢者医療制度移行に伴う経過措置 

同一世帯の国保被保険者が後期高齢者の医療制度に移行することにより、

国保被保険者が１人の世帯になる人は、対象となってから５年間は保険税の

世帯割が２分の１軽減、その後３年間は４分の１軽減される。 

（４）納税義務者 

納税義務者は世帯主である。そのため、世帯主が国保に加入していなくて

も、世帯の中に一人でも国保に加入している者がいれば、納税通知書は世帯

主に送られる。 

（５）納付方法 

国保の納付方法は、年齢によって異なる。 

４０歳未満の国保加入者は、医療分と後期高齢者支援金分3を組み合わせて、

一つの国保税として納付する。 

４０歳から６４歳までの国保加入者は、介護保険２号被保険者となるので、

医療分と後期高齢者支援金分に介護保険分を合わせて納入する。 

６５歳から７４歳の国保加入者は、介護保険の第１号被保険者となるため、

医療分と後期高齢者支援金分を合わせて国保の保険税として支払い、介護保

険料は原則として年金から天引きされる。 

（６）保険税の資格取得時 

保険税は、資格取得の月から資格喪失の前月まで発生する。（届け出時期か

らではない。） 

資格取得は、ほかの市町村から転入してきた場合、職場の健康保険を脱退

した場合などである。保険税は年度ごとに決められる。したがって、年度の

 
3
 後期高齢者支援金とは、後期高齢者医療制度にかかる費用のうちの一部を現役世代（０歳から７４歳）が負担するもの。 

215



 
 

※課税所得金額は、総所得から基礎控除額（３３万円）を差し引いた金額とな
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途中で加入脱退した場合は、保険税額に増減が生じ、月割りで計算する。 

（７）減免制度 

国保税は被保険者の疾病、負傷、出産または死亡に関して必要な保険給付

を目的として運営されるものであり、低所得者に対しては一定の減額の規定

がある。これに対して、減免は納税義務者の申出により行政処分によって納

税義務の一部を消滅させるものである。 

ただし、佐世保市国民健康保険条例（以下、「国保条例」という。）第２６

条１項４号に該当する者については、申し出を要しない。 

佐世保市国民健康保険条例 

第第 2266 条条 市長は、次の各号の一に該当する納税者のうち特に必要があると認

める者に対し、保険税を減額する。 

(１) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害のため被害を受けた者 

(２) 貧困により生活のため公私の扶助を受けている者 

(３) 当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者

又はこれに準ずると認められる者 

(４) 次のいずれにも該当する者（資格取得日の属する月以後２年を経過す

る月までの間に限る。） 

イ 被保険者の資格を取得した日において、65 歳以上である者 

ロ 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する

者（当該資格を取得した日において、高齢者医療確保法の規定による被保険

者となった者に限る。）の被扶養者であった者 

（ｉ） 健康保険法の規定による被保険者。ただし、同法第３条第２項の規

定による日雇特例被保険者を除く。 

（ｉｉ）  船員保険法の規定による被保険者 

（ｉｉｉ） 国家公務員共済組合法に基づく共済組合の組合員 
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（ｉｖ）  私立学校教職員共済法（昭和 28 年法律第 245 号）の規定による

私立学校教職員共済制度の加入者 

（ｖ）  健康保険法第 126 条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を

受け、その手帳に健康保険印紙を貼り付けるべき余白がなくなるに至るまで

の間にある者。ただし、同法第３条第２項ただし書の規定による承認を受け

て同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び第 126

条第３項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。 

(５) 前各号に掲げる者のほか、特別の事情があると市長が認める者 

 

第２ 滞納整理事務に関する組織体制  

１ 滞納整理事務の概要 

滞納整理事務とは、市税等が納期限までに納付されない場合（滞納金）に行

われる一連の事務手続きの総称、または地方団体等が自力執行権等に基づいて

行う租税債権の強制的実現手続きの総称をいう。具体的には、督促、催告、財

産調査、納税交渉、差押えや換価等の滞納処分、納税猶予、滞納処分の執行停

止、不納欠損処理などがある。 

佐世保市における具体的な国民健康保険税（以下、「国保税」という。）の滞

納整理手続きは、保険料課が作成した「収納業務マニュアル」に基づいて行わ

れている。また、執行停止については「滞納処分（執行停止）」というマニュア

ルが定められ、各手続はこれらのマニュアルに基づき行われている。 

本章では、国保税の滞納整理事務について、主に監査を行った。 

 

２ 滞納整理事務に係る組織体制・滞納情報の管理 

（１）制度概要 

ア 滞納整理事務にかかる組織体制 

佐世保市における国保税の滞納整理は、保険料課が所管している。保険
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(５) 前各号に掲げる者のほか、特別の事情があると市長が認める者 

 

第２ 滞納整理事務に関する組織体制  

１ 滞納整理事務の概要 

滞納整理事務とは、市税等が納期限までに納付されない場合（滞納金）に行

われる一連の事務手続きの総称、または地方団体等が自力執行権等に基づいて

行う租税債権の強制的実現手続きの総称をいう。具体的には、督促、催告、財

産調査、納税交渉、差押えや換価等の滞納処分、納税猶予、滞納処分の執行停

止、不納欠損処理などがある。 

佐世保市における具体的な国民健康保険税（以下、「国保税」という。）の滞

納整理手続きは、保険料課が作成した「収納業務マニュアル」に基づいて行わ

れている。また、執行停止については「滞納処分（執行停止）」というマニュア

ルが定められ、各手続はこれらのマニュアルに基づき行われている。 

本章では、国保税の滞納整理事務について、主に監査を行った。 

 

２ 滞納整理事務に係る組織体制・滞納情報の管理 

（１）制度概要 

ア 滞納整理事務にかかる組織体制 

佐世保市における国保税の滞納整理は、保険料課が所管している。保険

 
 

料課は、賦課係（１５名）、収納係（３５名：嘱託職員を含む）で構成され

ている。構成員は、課長（１名）と賦課係の１５名、収納係の２３名の他

嘱託職員が１２名いる。（平成３１年４月１日現在）。 

 

組 織 図 

（平成３１年４月１日時点） 

 

   

 

   

   

 

 

      １５名       １２名        １２名 

（嘱託職員含まず） 

 

滞納処分については、主に収納第一係が担当しており、佐世保市南部を３

名、中部地区を４名、北部地区を３名、高額滞納・処遇困難案件を２名で担

当し、これら各担当者を収納第一係長が統括している。 

収納第二係は、庶務や口座振替、還付手続き等を担当している。 

保険料課収納第一係における職員１人あたりの担当件数（令和元年７月１

日時点）は以下のとおりであり、高額、処遇困難案件を除く担当者一人当た

りの平均件数は、約６００件であった。 

なお、監査対象時点である平成３０年度の職員一人当たりの件数は約６８

０件であった。平成３０年度と比較し、令和元年度の一人当たりの担当件数

が減少したのは滞納総数が減少したためである。 

医療保険課 保険料課 

賦課係 収納第一係 収納第二係 
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（令和元年７月１日時点の担当件数） 

 南部 中部 北部 

担当 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ 

件数 634 621 564 610 624 593 602 542 593 626 

（保険料課提供資料より） 

 

なお、高額案件、処遇困難案件については、上記とは別の２名が担当し、

高額案件等の担当者、一人当たりの担当数は約５００件とのことである。 

 

第３ 佐世保市における国保税の収納率 

１ 制度概要（全国的な国保制度に関する数値） 

（１）国民健康保険税（料）の調定額の状況 

国保における保険税（料）調定額の総額は、全国的に減少傾向となってい

る一方で、一人当たりの保険税（料）の調定額は保険税（料）率の引き上げ

等により増加傾向にある。 

平成２９年度における国保加入者一人当たりの調定額は９万５２３９円

であった。 
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（令和元年７月１日時点の担当件数） 

 南部 中部 北部 

担当 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ 

件数 634 621 564 610 624 593 602 542 593 626 

（保険料課提供資料より） 

 

なお、高額案件、処遇困難案件については、上記とは別の２名が担当し、

高額案件等の担当者、一人当たりの担当数は約５００件とのことである。 

 

第３ 佐世保市における国保税の収納率 

１ 制度概要（全国的な国保制度に関する数値） 

（１）国民健康保険税（料）の調定額の状況 

国保における保険税（料）調定額の総額は、全国的に減少傾向となってい

る一方で、一人当たりの保険税（料）の調定額は保険税（料）率の引き上げ

等により増加傾向にある。 

平成２９年度における国保加入者一人当たりの調定額は９万５２３９円

であった。 

 
 

 

（国民健康保険中央会「国保のすがた」より） 
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（２）全国の保険税（料）収納率 

国保の保険税（料）収納率は、平成２０年度より後期高齢者医療制度が

施行され、納付率の高い７５歳以上の高齢者が移行したこと等により、平成

２０年度から平成２１年度にかけて大きく落ち込んだが、平成２９年度で

は、全国平均が９２．４５％まで上昇した。中核市における国保税（料）の

収納率は平成３０年時点で９２．１２％（平成２９年度は９１．７６％）で

ある。 

なお、全国の滞納繰越分に関する収納率の統計は発見できなかった。（な

お、中核市については後述） 

 

 

（国民健康保険中央会「国保のすがた」より） 
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（２）全国の保険税（料）収納率 

国保の保険税（料）収納率は、平成２０年度より後期高齢者医療制度が

施行され、納付率の高い７５歳以上の高齢者が移行したこと等により、平成

２０年度から平成２１年度にかけて大きく落ち込んだが、平成２９年度で

は、全国平均が９２．４５％まで上昇した。中核市における国保税（料）の

収納率は平成３０年時点で９２．１２％（平成２９年度は９１．７６％）で

ある。 

なお、全国の滞納繰越分に関する収納率の統計は発見できなかった。（な

お、中核市については後述） 

 

 

（国民健康保険中央会「国保のすがた」より） 

 

 
 

（３）全国的な滞納状況 

保険税（料）滞納世帯数は、各保険者が納付環境の整備・充実を図り、

また滞納処分の強化を行ったこと等により、平成２３年度の約４１５万世帯

から約１４８万世帯減少し、平成３０年度は約２６７万世帯となった。 

平成３０年度における全世帯に占める滞納世帯の割合は、１４．５％で

あり、短期被保険者証の交付世帯は約７５万４０００世帯、資格証明書の交

付世帯数は約１７万２０００世帯である。 

 

 

（国民健康保険中央会「国保のすがた」より） 

 

２ 監査の観点・監査の方法 

（１）監査の観点 

佐世保市における収納率および他市町村との比較を通じ、佐世保市の滞納

処分の実施状況を概観する。 

（２）監査の方法 

・佐世保市における統計等の資料の閲覧、精査 
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・保険料課へのヒアリング 

・他の自治体の滞納整理対策についてインターネットを通じた調査 

 

３ 事実の摘示 

（１）佐世保市の調定額等 

ア 調定額、収入額、収納率      （平成２８年度から平成３０年度） 

 

    調定額 収入額 収納率 

平
成
２
８
年
度 

現年度分 5,865,019 5,350,112 91.20% 

滞納繰越分 2,468,999 319,990 13.00% 

合計 8,334,018 5,670,103 68.04% 

平
成
２
９
年
度 

現年度分 5,593,522 5,132,337 91.76% 

滞納繰越分 2,374,813 275,716 11.61% 

合計 7,968,336 5,408,054 67.87% 

平
成
３
０
年
度 

現年度分 4,828,879 4,471,236 92.59% 

滞納繰越分 2,312,280 294,287 12.73% 

合計 7,141,160 4,765,524 66.73% 

（単位：千円） 

（令和元年度市税概要より） 

 

平成３０年度における国保税の現年度4の調定額は、４８億２８８７万円、

収納額は４４億７１２３万円、収納率は９２．５９％であった。 

 
4 現年度：当該年度に課税が行われたもの。 
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・保険料課へのヒアリング 

・他の自治体の滞納整理対策についてインターネットを通じた調査 

 

３ 事実の摘示 

（１）佐世保市の調定額等 

ア 調定額、収入額、収納率      （平成２８年度から平成３０年度） 

 

    調定額 収入額 収納率 

平
成
２
８
年
度 

現年度分 5,865,019 5,350,112 91.20% 

滞納繰越分 2,468,999 319,990 13.00% 

合計 8,334,018 5,670,103 68.04% 

平
成
２
９
年
度 

現年度分 5,593,522 5,132,337 91.76% 

滞納繰越分 2,374,813 275,716 11.61% 

合計 7,968,336 5,408,054 67.87% 

平
成
３
０
年
度 

現年度分 4,828,879 4,471,236 92.59% 

滞納繰越分 2,312,280 294,287 12.73% 

合計 7,141,160 4,765,524 66.73% 

（単位：千円） 

（令和元年度市税概要より） 

 

平成３０年度における国保税の現年度4の調定額は、４８億２８８７万円、

収納額は４４億７１２３万円、収納率は９２．５９％であった。 

 
4 現年度：当該年度に課税が行われたもの。 

 
 

平成３０年度における国保税の滞納繰越5分の調定額は、２３億１２２８

万円、収納額は２億９４２８万円、収納率は１２．７３％であった。 

イ 普通徴収および特別徴収の各件数（現年度分の納付件数） 

 

  平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

普通徴収 277,365 264,047 253,037 

特別徴収 47,834 48,807 51,028 

合計 325,199 312,854 304,065 

 

（２）他中核市の収納率 

平成３０年度に佐世保市が行った他中核都市の国保税（料）の収納率に関

する調査結果によると現年、繰越、全体の各収納率は次ページ以降のとおり

である。 

 

 
5 滞納繰越：当該年度より前に課税が行われたもので、各年度末時点で収納できていない分。 
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順位 現年一般 差 順位 自治体 差 順位 自治体 現年全体 差

1 96.00 0.00 1 　横須賀市 99.36 0.00 1 豊田市 96.01 0.00

2 95.72 Δ0.28 2 　久留米市 98.97 △ 0.39 2 　 呉市 95.72 △ 0.29

3 95.04 △ 0.96 3 豊中市 98.96 △ 0.41 3 松江市 95.06 △ 0.94

4 94.90 △ 1.10 4 尼崎市 98.85 △ 0.52 4 前橋市 94.92 △ 1.08

5 94.78 △ 1.22 5 下関市 98.83 △ 0.54 5 　久留米市 94.80 △ 1.21

6 94.69 △ 1.31 6 松江市 98.78 △ 0.58 6 富山市 94.71 △ 1.30

7 94.69 △ 1.31 7 前橋市 98.73 △ 0.63 7 大津市 94.70 △ 1.31

8 94.61 △ 1.39 8 　東大阪市 98.61 △ 0.75 8 姫路市 94.63 △ 1.38

9 94.60 △ 1.40 9 倉敷市 98.53 △ 0.84 9 西宮市 94.61 △ 1.40

10 94.42 △ 1.58 10 川ロ市 98.49 △ 0.87 10 大分市 94.45 △ 1.56

11 94.36 △ 1.64 11 福島市 98.47 △ 0.90 11 高槻市 94.37 △ 1.64

12 94.33 △ 1.67 12 富山市 98.45 △ 0.91 12 高崎市 94.35 △ 1.66

13 94.18 △ 1.82 13 姫路市 98.43 △ 0.93 13 明石市 94.20 △ 1.81

14 93.79 △ 2.21 14 豊田市 98.40 △ 0.97 14 松山市 93.81 △ 2.20

15 93.75 △ 2.25 15 大分市 98.40 △ 0.97 15 　東大阪市 93.75 △ 2.26

16 93.54 △ 2.46 16 明石市 98.18 △ 1.19 16 福島市 93.57 △ 2.44

17 93.34 △ 2.66 17 西宮市 98.01 △ 1.35 17 那覇市 93.36 △ 2.65

18 93.22 △ 2.78 18 大津市 97.81 △ 1.55 18 鳥取市 93.26 △ 2.75

19 93.16 △ 2.84 19 那覇市 97.80 △ 1.56 19 高知市 93.19 △ 2.82

20 93.13 △ 2.87 20 松山市 97.78 △ 1.59 20 奈良市 93.15 △ 2.86

21 93.09 △ 2.91 21 福井市 97.74 △ 1.62 21 尼崎市 93.11 △ 2.90

22 93.04 △ 2.96 22 高松市 97.71 △ 1.65 22 福井市 93.08 △ 2.93

23 93.04 △ 2.96 23 　寝屋川市 97.66 △ 1.70 23 倉敷市 93.04 △ 2.97

24 92.69 △ 3.31 24 盛岡市 97.59 △ 1.78 24 豊中市 92.71 △ 3.30

25 92.69 △ 3.31 25 島取市 97.55 △ 1.82 25 宮崎市 92.69 △ 3.31

26 92.66 △ 3.33 26 高知市 97.50 △ 1.86 26 長野市 92.69 △ 3.32

27 92.60 △ 3.40 27 高崎市 97.44 △ 1.92 27 下関市 92.63 △ 3.38

28 92.52 △ 3.48 28 旭川市 97.44 △ 1.92 28 　佐世保市 92.55 △ 3.46

29 92.39 △ 3.61 29 　函館市 97.21 △ 2.15 29 甲府市 92.40 △ 3.61

30 92.25 △ 3.75 30 岡崎市 97.21 △ 2.15 30 金沢市 92.28 △ 3.73

31 92.15 △ 3.84 31 船橋市 97.07 △ 2.30 31 函館市 92.18 △ 3.83

32 92.05 △ 3.95 32 奈良市 96.74 △ 2.63 32 豊橋市 92.07 △ 3.94

33 91.99 △ 4.01 33 金沢市 96.64 △ 2.72 33 旭川市 92.01 △ 4.00

34 91.97 △ 4.03 34 豊橋市 96.57 △ 2.79 34 岡崎市 92.00 △ 4.01

35 91.96 △ 4.04 35 　和歌山市 96.49 △ 2.88 35 山形市 91.98 △ 4.02

36 91.95 △ 4.05 36 　鹿児島市 96.32 △ 3.05 36 枚方市 91.97 △ 4.04

37 91.89 △ 4.11 37 枚方市 96.30 △ 3.06 37 八尾市 91.90 △ 4.10

38 91.86 △ 4.14 38 　佐世保市 96.29 △ 3.07 38 長崎市 91.88 △ 4.13

39 91.41 △ 4.59 39 　 柏市 96.23 △ 3.13 39 盛岡市 91.43 △ 4.57

40 91.35 △ 4.65 40 秋田市 96.14 △ 3.23 40 　和歌山市 91.37 △ 4.64

41 91.29 △ 4.71 41 　八王子市 96.10 △ 3.26 41 　八王子市 91.32 △ 4.69

42 91.21 △ 4.79 42 八尾市 96.10 △ 3.27 42 福山市 91.22 △ 4.78

43 91.05 △ 4.95 43 　 呉市 95.99 △ 3.37 43 越谷市 91.05 △ 4.96

44 90.83 △ 5.17 44 　長崎市 95.92 △ 3.44 44 　鹿児島市 90.85 △ 5.16

45 90.70 △ 5.30 45 長野市 95.88 △ 3.48 45 川越市 90.71 △ 5.29

46 90.42 △ 5.58 46 川越市 95.80 △ 3.56 46 高松市 90.45 △ 5.55

47 90.27 △ 5.73 47 高槻市 95.57 △ 3.80 47 　横須賀市 90.28 △ 5.73

48 90.25 △ 5.75 48 山形市 95.19 △ 4.17 48 八戸市 90.25 △ 5.75

49 90.23 △ 5.77 49 　宇都宮市 94.82 △ 4.54 49 船橋市 90.25 △ 5.76

50 90.15 △ 5.85 50 郡山市 94.60 △ 4.77 50 青森市 90.13 △ 5.88

51 89.97 △ 6.03 51 　いわき市 94.46 △ 4.90 51 　寝屋川市 90.00 △ 6.01

52 89.87 △ 6.12 52 甲府市 94.19 △ 5.18 52 　 柏市 89.90 △ 6.10

53 89.86 △ 6.14 53 宮崎市 93.96 △ 5.41 53 　いわき市 89.88 △ 6.13

54 89.80 △6.20 54 福山市 93.95 △ 5.42 54 岐阜市 89.79 △ 6.22

55 89.29 △ 6.71 55 八戸市 91.44 △ 7.93 55 郡山市 89.33 △ 6.68

56 89.17 △ 6.83 56 越谷市 90.91 △ 8.45 56 秋田市 89.20 △ 6.81

57 87.69 △ 8.31 57 青森市 87.70 △ 11.67 57 川口市 87.72 △ 8.29

58 87.60 △ 8.40 58 　 岐阜市 85.93 △ 13.43 58 　宇都宮市 87.64 △ 8.37

92.10 - 96.33 - 92.12 -平均 平均 平均

　いわき市

岐阜市

郡山市

秋田市

川口市

　宇都宮市

　横須賀市

八戸市

船橋市

青森市

　寝屋川市

　 柏市

　八王子市

福山市

越谷市

　鹿児島市

川越市

高松市

山形市

枚方市

八尾市

長崎市

盛岡市

　和歌山市

甲府市

金沢市

函館市

豊橋市

旭川市

岡崎市

倉敷市

宮崎市

豊中市

長野市

下関市

　 佐世保市

那覇市

鳥取市

高知市

奈良市

尼崎市

福井市

高親市

高崎市

明石市

松山市

　東大阪市

福島市

　久留米市

大津市

富山市

姫路市

西宮市

大分市

平成30年度 国民健康保険税(料)収納率実績 【中核市全58市】   ※事業年報より
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:%)

自治体

豊田市

　 呉市

松江市

前橋市
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順位 現年一般 差 順位 自治体 差 順位 自治体 現年全体 差

1 96.00 0.00 1 　横須賀市 99.36 0.00 1 豊田市 96.01 0.00

2 95.72 Δ0.28 2 　久留米市 98.97 △ 0.39 2 　 呉市 95.72 △ 0.29

3 95.04 △ 0.96 3 豊中市 98.96 △ 0.41 3 松江市 95.06 △ 0.94

4 94.90 △ 1.10 4 尼崎市 98.85 △ 0.52 4 前橋市 94.92 △ 1.08

5 94.78 △ 1.22 5 下関市 98.83 △ 0.54 5 　久留米市 94.80 △ 1.21

6 94.69 △ 1.31 6 松江市 98.78 △ 0.58 6 富山市 94.71 △ 1.30

7 94.69 △ 1.31 7 前橋市 98.73 △ 0.63 7 大津市 94.70 △ 1.31

8 94.61 △ 1.39 8 　東大阪市 98.61 △ 0.75 8 姫路市 94.63 △ 1.38

9 94.60 △ 1.40 9 倉敷市 98.53 △ 0.84 9 西宮市 94.61 △ 1.40

10 94.42 △ 1.58 10 川ロ市 98.49 △ 0.87 10 大分市 94.45 △ 1.56

11 94.36 △ 1.64 11 福島市 98.47 △ 0.90 11 高槻市 94.37 △ 1.64

12 94.33 △ 1.67 12 富山市 98.45 △ 0.91 12 高崎市 94.35 △ 1.66

13 94.18 △ 1.82 13 姫路市 98.43 △ 0.93 13 明石市 94.20 △ 1.81

14 93.79 △ 2.21 14 豊田市 98.40 △ 0.97 14 松山市 93.81 △ 2.20

15 93.75 △ 2.25 15 大分市 98.40 △ 0.97 15 　東大阪市 93.75 △ 2.26

16 93.54 △ 2.46 16 明石市 98.18 △ 1.19 16 福島市 93.57 △ 2.44

17 93.34 △ 2.66 17 西宮市 98.01 △ 1.35 17 那覇市 93.36 △ 2.65

18 93.22 △ 2.78 18 大津市 97.81 △ 1.55 18 鳥取市 93.26 △ 2.75

19 93.16 △ 2.84 19 那覇市 97.80 △ 1.56 19 高知市 93.19 △ 2.82

20 93.13 △ 2.87 20 松山市 97.78 △ 1.59 20 奈良市 93.15 △ 2.86

21 93.09 △ 2.91 21 福井市 97.74 △ 1.62 21 尼崎市 93.11 △ 2.90

22 93.04 △ 2.96 22 高松市 97.71 △ 1.65 22 福井市 93.08 △ 2.93

23 93.04 △ 2.96 23 　寝屋川市 97.66 △ 1.70 23 倉敷市 93.04 △ 2.97

24 92.69 △ 3.31 24 盛岡市 97.59 △ 1.78 24 豊中市 92.71 △ 3.30

25 92.69 △ 3.31 25 島取市 97.55 △ 1.82 25 宮崎市 92.69 △ 3.31

26 92.66 △ 3.33 26 高知市 97.50 △ 1.86 26 長野市 92.69 △ 3.32

27 92.60 △ 3.40 27 高崎市 97.44 △ 1.92 27 下関市 92.63 △ 3.38

28 92.52 △ 3.48 28 旭川市 97.44 △ 1.92 28 　佐世保市 92.55 △ 3.46

29 92.39 △ 3.61 29 　函館市 97.21 △ 2.15 29 甲府市 92.40 △ 3.61

30 92.25 △ 3.75 30 岡崎市 97.21 △ 2.15 30 金沢市 92.28 △ 3.73

31 92.15 △ 3.84 31 船橋市 97.07 △ 2.30 31 函館市 92.18 △ 3.83

32 92.05 △ 3.95 32 奈良市 96.74 △ 2.63 32 豊橋市 92.07 △ 3.94

33 91.99 △ 4.01 33 金沢市 96.64 △ 2.72 33 旭川市 92.01 △ 4.00

34 91.97 △ 4.03 34 豊橋市 96.57 △ 2.79 34 岡崎市 92.00 △ 4.01

35 91.96 △ 4.04 35 　和歌山市 96.49 △ 2.88 35 山形市 91.98 △ 4.02

36 91.95 △ 4.05 36 　鹿児島市 96.32 △ 3.05 36 枚方市 91.97 △ 4.04

37 91.89 △ 4.11 37 枚方市 96.30 △ 3.06 37 八尾市 91.90 △ 4.10

38 91.86 △ 4.14 38 　佐世保市 96.29 △ 3.07 38 長崎市 91.88 △ 4.13

39 91.41 △ 4.59 39 　 柏市 96.23 △ 3.13 39 盛岡市 91.43 △ 4.57

40 91.35 △ 4.65 40 秋田市 96.14 △ 3.23 40 　和歌山市 91.37 △ 4.64

41 91.29 △ 4.71 41 　八王子市 96.10 △ 3.26 41 　八王子市 91.32 △ 4.69

42 91.21 △ 4.79 42 八尾市 96.10 △ 3.27 42 福山市 91.22 △ 4.78

43 91.05 △ 4.95 43 　 呉市 95.99 △ 3.37 43 越谷市 91.05 △ 4.96

44 90.83 △ 5.17 44 　長崎市 95.92 △ 3.44 44 　鹿児島市 90.85 △ 5.16

45 90.70 △ 5.30 45 長野市 95.88 △ 3.48 45 川越市 90.71 △ 5.29

46 90.42 △ 5.58 46 川越市 95.80 △ 3.56 46 高松市 90.45 △ 5.55

47 90.27 △ 5.73 47 高槻市 95.57 △ 3.80 47 　横須賀市 90.28 △ 5.73

48 90.25 △ 5.75 48 山形市 95.19 △ 4.17 48 八戸市 90.25 △ 5.75

49 90.23 △ 5.77 49 　宇都宮市 94.82 △ 4.54 49 船橋市 90.25 △ 5.76

50 90.15 △ 5.85 50 郡山市 94.60 △ 4.77 50 青森市 90.13 △ 5.88

51 89.97 △ 6.03 51 　いわき市 94.46 △ 4.90 51 　寝屋川市 90.00 △ 6.01

52 89.87 △ 6.12 52 甲府市 94.19 △ 5.18 52 　 柏市 89.90 △ 6.10

53 89.86 △ 6.14 53 宮崎市 93.96 △ 5.41 53 　いわき市 89.88 △ 6.13

54 89.80 △6.20 54 福山市 93.95 △ 5.42 54 岐阜市 89.79 △ 6.22

55 89.29 △ 6.71 55 八戸市 91.44 △ 7.93 55 郡山市 89.33 △ 6.68

56 89.17 △ 6.83 56 越谷市 90.91 △ 8.45 56 秋田市 89.20 △ 6.81

57 87.69 △ 8.31 57 青森市 87.70 △ 11.67 57 川口市 87.72 △ 8.29

58 87.60 △ 8.40 58 　 岐阜市 85.93 △ 13.43 58 　宇都宮市 87.64 △ 8.37

92.10 - 96.33 - 92.12 -平均 平均 平均
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①現年度分 

①－１ 現年一般 

  

  

     

①－２ 現年退職 

  

 

 

 

 

①－３ 現年全体 

 

 

 

 

 

 

順位 自治体 現年一般 

１ 豊田市 96.00% 

２８ 佐世保市 92.52% 

平  均 92.10% 

順位 自治体 現年退職 

１ 横須賀市 99.36% 

３８ 佐世保市 96.29% 

平  均 96.33% 

順位 自治体 現年退職 

１ 豊田市 96.01% 

２８ 佐世保市 92.55% 

平  均 92.12% 
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順位 滞繰一般 差 順位 自治体 滞繰退職 差 順位 自治体 滞繰全体 差

1 42.61 0.00 1 高知市 63.19 0.00 1 高知市 42.88 0.00

2 41.39 △ 1.22 2 八戸市 61.39 △ 1.80 2 　 呉市 41.50 △ 1.39

3 34.65 △ 7.95 3 　 呉市 48.94 △ 14.25 3 松山市 34.63 △ 8.25

4 33.40 △ 9.21 4 倉敷市 48.47 △ 14.72 4 高税市 33.47 △ 9.42

5 33.36 △ 9.25 5 豊田市 47.21 △ 15.98 5 倉敷市 33.41 △ 9.48

6 33.33 △ 9.27 6 前橋市 45.95 △ 17.23 6 大分市 32.54 △ 10.34

7 32.40 △ 10.20 7 大分市 44.76 △ 18.43 7 豊田市 31.73 △ 11.16

8 31.59 △ 11.02 8 枚方市 43.89 △ 19.29 8 枚方市 31.43 △ 11.46

9 31.32 △ 11.29 9 金沢市 42.42 △ 20.76 9 長崎市 29.60 △ 13.29

10 29.35 △ 13.26 10 福井市 41.99 △ 21.20 10 高崎市 29.42 △ 13.46

11 29.07 △ 13.54 11 船橋市 40.83 △ 22.35 11 明石市 29.09 △ 13.80

12 28.93 △ 13.68 12 姫路市 39.54 △ 23.64 12 下関市 29.05 △ 13.84

13 28.41 △ 14.20 13 旭川市 38.83 △ 24.36 13 盛岡市 28.38 △ 14.51

14 28.17 △ 14.44 14 鳥取市 38.61 △ 24.58 14 　和歌山市 28.25 △ 14.63

15 28.03 △ 14.58 15 下関市 38.27 △ 24.92 15 前橋市 28.16 △ 14.72

16 27.25 △ 15.36 16 高松市 37.74 △ 25.45 16 姫路市 27.33 △ 15.55

17 27.11 △ 15.50 17 高槻市 36.48 △ 26.71 17 鳥取市 27.25 △ 15.64

18 27.03 △ 15.57 18 　横須賀市 34.44 △ 28.74 18 船橋市 27.14 △ 15.74

19 27.03 △ 15.58 19 高崎市 34.41 △ 28.78 19 松江市 27.14 △ 15.75

20 26.12 △ 16.49 20 松山市 32.93 △ 30.25 20 金沢市 26.23 △ 16.66

21 26.06 △ 16.55 21 　和歌山市 32.41 △ 30.77 21 　八王子市 26.11 △ 16.77

22 25.77 △ 16.84 22 川越市 31.21 △ 31.98 22 旭川市 25.94 △ 16.95

23 24.52 △ 18.09 23 明石市 30.48 △ 32.71 23 　久留米市 24.55 △ 18.34

24 24.34 △ 18.26 24 尼崎市 29.81 △ 33.38 24 高松市 24.47 △ 18.42

25 23.85 △ 18.76 25 西宮市 28.77 △ 34.42 25 　宇都宮市 23.58 △ 19.30

26 23:32 △ 19.29 26 福島市 28.56 △ 34.62 26 川越市 23.40 △ 19.49

27 22.76 △ 19.84 27 松江市 28.56 △ 34.63 27 福井市 23.02 △ 19.86

28 22.35 △ 20.26 28 盛岡市 27.43 △ 35.76 28 　東大阪市 22.35 △ 20.53

29 21.82 △ 20.79 29 川口市 26.71 △ 36.48 29 西宮市 21.88 △ 21.01

30 21.75 △ 20.86 30 豊中市 26.67 △ 36.52 30 岡崎市 21.78 △ 21.11

31 21.58 △ 21.03 31 　久留米市 26.46 △ 36.73 31 山形市 21.59 △ 21.30

32 21.11 △ 21.50 32 　八王子市 25.49 △ 37.70 32 福島市 21.21 △ 21.67

33 21.09 △ 21.52 33 　鹿児島市 25.19 △ 38.00 33 　横須賀市 21.16 △ 21.72

34 21.06 △ 21.55 34 函館市 24.98 △ 38.20 34 　鹿児島市 21.16 △ 21.73

35 21.02 △ 21.59 35 長野市 24.61 △ 38.57 35 　いわき市 21.01 △ 21.88

36 20.82 △ 21.79 36 　東大阪市 24.35 △ 38.84 36 尼崎市 20.93 △ 21.96

37 20.69 △ 21.92 37 那覇市 23.25 △ 39.94 37 川ロ市 20.76 △ 22.12

38 20.26 △ 22.35 38 甲府市 22.88 △ 40.31 38 長野市 20.34 △ 22.55

39 19.84 △ 22.77 39 山形市 21.95 △ 41.24 39 越谷市 19.84 △ 23.04

40 19.50 △ 23.11 40 　柏市 20.29 △ 42.90 40 八戸市 19.76 △ 23.12

41 19.20 △ 23.40 41 　いわき市 20.24 △ 42.95 41 豊中市 19.27 △ 23.62

42 19.18 △ 23.42 42 越谷市 19.86 △ 43.33 42 富山市 19.19 △ 23.69

43 18.61 △ 24.00 43 富山市 19.65 △ 43.53 43 甲府市 18.69 △ 24.19

44 18.09 △ 24.52 44 岡崎市 19.61 △ 43.58 44 那霸市 18.13 △ 24.75

45 17.90 △ 24.71 45 岐阜市 19.09 △ 44.09 45 郡山市 17.86 △ 25.03

46 17.43 △ 25.18 46 　佐世保市 18.57 △ 44.62 46 函館市 17.49 △ 25.39

47 16.90 △ 25.70 47 大津市 18.42 △ 44.77 47 宮崎市 16.93 △ 25.96

48 16.84 △ 25.77 48 宮崎市 18.09 △ 45.10 48 　 柏市 16.91 △ 25.98

49 15.98 △ 26.63 49 郡山市 15.96 △ 47.23 49 大津市 16.04 △ 26.85

50 15.61 △ 26.99 50 青森市 15.70 △ 47.49 50 岐阜市 15.64 △ 27.24

51 15.50 △ 27.11 51 豊橋市 15.07 △ 48.12 51 豊橋市 15.49 △ 27.39

52 14.33 △ 28.27 52 福山市 14.74 △ 48.44 52 福山市 14.34 △ 28.54

53 13.50 △ 29.11 53 　宇都宮市 13.99 △ 49.19 53 青森市 13.56 △ 29.33

54 13.42 △ 29.19 54 奈良市 13.41 △ 49.77 54 秋田市 13.22 △ 29.66

55 13.24 △ 29.37 55 秋田市 12.53 △ 50.66 55 　寝屋川市 12.97 △ 29.91

56 12.77 △ 29.84 56 八尾市 8.23 △ 54.96 56 奈良市 12.78 △ 30.11

57 12.59 △ 30.02 57 長崎市 4.69 △ 58.50 57 　佐世保市 12.73 △ 30.16

58 11.74 △ 30.87 58 　寝屋川市 3.91 △ 59.28 58 八尾市 11.66 △ 31.23

21.83 - 20.60 - 21.81 -平均 平均 平均
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順位 滞繰一般 差 順位 自治体 滞繰退職 差 順位 自治体 滞繰全体 差

1 42.61 0.00 1 高知市 63.19 0.00 1 高知市 42.88 0.00

2 41.39 △ 1.22 2 八戸市 61.39 △ 1.80 2 　 呉市 41.50 △ 1.39

3 34.65 △ 7.95 3 　 呉市 48.94 △ 14.25 3 松山市 34.63 △ 8.25

4 33.40 △ 9.21 4 倉敷市 48.47 △ 14.72 4 高税市 33.47 △ 9.42

5 33.36 △ 9.25 5 豊田市 47.21 △ 15.98 5 倉敷市 33.41 △ 9.48

6 33.33 △ 9.27 6 前橋市 45.95 △ 17.23 6 大分市 32.54 △ 10.34

7 32.40 △ 10.20 7 大分市 44.76 △ 18.43 7 豊田市 31.73 △ 11.16

8 31.59 △ 11.02 8 枚方市 43.89 △ 19.29 8 枚方市 31.43 △ 11.46

9 31.32 △ 11.29 9 金沢市 42.42 △ 20.76 9 長崎市 29.60 △ 13.29

10 29.35 △ 13.26 10 福井市 41.99 △ 21.20 10 高崎市 29.42 △ 13.46

11 29.07 △ 13.54 11 船橋市 40.83 △ 22.35 11 明石市 29.09 △ 13.80

12 28.93 △ 13.68 12 姫路市 39.54 △ 23.64 12 下関市 29.05 △ 13.84

13 28.41 △ 14.20 13 旭川市 38.83 △ 24.36 13 盛岡市 28.38 △ 14.51

14 28.17 △ 14.44 14 鳥取市 38.61 △ 24.58 14 　和歌山市 28.25 △ 14.63

15 28.03 △ 14.58 15 下関市 38.27 △ 24.92 15 前橋市 28.16 △ 14.72

16 27.25 △ 15.36 16 高松市 37.74 △ 25.45 16 姫路市 27.33 △ 15.55

17 27.11 △ 15.50 17 高槻市 36.48 △ 26.71 17 鳥取市 27.25 △ 15.64

18 27.03 △ 15.57 18 　横須賀市 34.44 △ 28.74 18 船橋市 27.14 △ 15.74

19 27.03 △ 15.58 19 高崎市 34.41 △ 28.78 19 松江市 27.14 △ 15.75

20 26.12 △ 16.49 20 松山市 32.93 △ 30.25 20 金沢市 26.23 △ 16.66

21 26.06 △ 16.55 21 　和歌山市 32.41 △ 30.77 21 　八王子市 26.11 △ 16.77

22 25.77 △ 16.84 22 川越市 31.21 △ 31.98 22 旭川市 25.94 △ 16.95

23 24.52 △ 18.09 23 明石市 30.48 △ 32.71 23 　久留米市 24.55 △ 18.34

24 24.34 △ 18.26 24 尼崎市 29.81 △ 33.38 24 高松市 24.47 △ 18.42

25 23.85 △ 18.76 25 西宮市 28.77 △ 34.42 25 　宇都宮市 23.58 △ 19.30

26 23:32 △ 19.29 26 福島市 28.56 △ 34.62 26 川越市 23.40 △ 19.49

27 22.76 △ 19.84 27 松江市 28.56 △ 34.63 27 福井市 23.02 △ 19.86

28 22.35 △ 20.26 28 盛岡市 27.43 △ 35.76 28 　東大阪市 22.35 △ 20.53

29 21.82 △ 20.79 29 川口市 26.71 △ 36.48 29 西宮市 21.88 △ 21.01

30 21.75 △ 20.86 30 豊中市 26.67 △ 36.52 30 岡崎市 21.78 △ 21.11

31 21.58 △ 21.03 31 　久留米市 26.46 △ 36.73 31 山形市 21.59 △ 21.30

32 21.11 △ 21.50 32 　八王子市 25.49 △ 37.70 32 福島市 21.21 △ 21.67

33 21.09 △ 21.52 33 　鹿児島市 25.19 △ 38.00 33 　横須賀市 21.16 △ 21.72

34 21.06 △ 21.55 34 函館市 24.98 △ 38.20 34 　鹿児島市 21.16 △ 21.73

35 21.02 △ 21.59 35 長野市 24.61 △ 38.57 35 　いわき市 21.01 △ 21.88

36 20.82 △ 21.79 36 　東大阪市 24.35 △ 38.84 36 尼崎市 20.93 △ 21.96

37 20.69 △ 21.92 37 那覇市 23.25 △ 39.94 37 川ロ市 20.76 △ 22.12

38 20.26 △ 22.35 38 甲府市 22.88 △ 40.31 38 長野市 20.34 △ 22.55

39 19.84 △ 22.77 39 山形市 21.95 △ 41.24 39 越谷市 19.84 △ 23.04

40 19.50 △ 23.11 40 　柏市 20.29 △ 42.90 40 八戸市 19.76 △ 23.12

41 19.20 △ 23.40 41 　いわき市 20.24 △ 42.95 41 豊中市 19.27 △ 23.62

42 19.18 △ 23.42 42 越谷市 19.86 △ 43.33 42 富山市 19.19 △ 23.69

43 18.61 △ 24.00 43 富山市 19.65 △ 43.53 43 甲府市 18.69 △ 24.19

44 18.09 △ 24.52 44 岡崎市 19.61 △ 43.58 44 那霸市 18.13 △ 24.75

45 17.90 △ 24.71 45 岐阜市 19.09 △ 44.09 45 郡山市 17.86 △ 25.03

46 17.43 △ 25.18 46 　佐世保市 18.57 △ 44.62 46 函館市 17.49 △ 25.39

47 16.90 △ 25.70 47 大津市 18.42 △ 44.77 47 宮崎市 16.93 △ 25.96

48 16.84 △ 25.77 48 宮崎市 18.09 △ 45.10 48 　 柏市 16.91 △ 25.98

49 15.98 △ 26.63 49 郡山市 15.96 △ 47.23 49 大津市 16.04 △ 26.85

50 15.61 △ 26.99 50 青森市 15.70 △ 47.49 50 岐阜市 15.64 △ 27.24

51 15.50 △ 27.11 51 豊橋市 15.07 △ 48.12 51 豊橋市 15.49 △ 27.39

52 14.33 △ 28.27 52 福山市 14.74 △ 48.44 52 福山市 14.34 △ 28.54

53 13.50 △ 29.11 53 　宇都宮市 13.99 △ 49.19 53 青森市 13.56 △ 29.33

54 13.42 △ 29.19 54 奈良市 13.41 △ 49.77 54 秋田市 13.22 △ 29.66

55 13.24 △ 29.37 55 秋田市 12.53 △ 50.66 55 　寝屋川市 12.97 △ 29.91

56 12.77 △ 29.84 56 八尾市 8.23 △ 54.96 56 奈良市 12.78 △ 30.11

57 12.59 △ 30.02 57 長崎市 4.69 △ 58.50 57 　佐世保市 12.73 △ 30.16

58 11.74 △ 30.87 58 　寝屋川市 3.91 △ 59.28 58 八尾市 11.66 △ 31.23

21.83 - 20.60 - 21.81 -平均 平均 平均

青森市

　寝屋川市

秋田市

奈良市

　佐世保市

八尾市

宮崎市

 　柏市

大津市

岐阜市

豊橋市

福山市

豊中市

富山市

甲府市

那霸市

郡山市

函館市

　いわき市

尼崎市

川ロ市

長野市

越谷市

八戸市

岡崎市

西宮市

山形市

　鹿児島市

　横須賀市

福島市

　久留米市

高松市

　宇都宮市

川越市

福井市

　東大阪市

松江市

船橋市

鳥取市

　八王子市

金沢市

旭川市

明石市

下関市

盛岡市

　和歌山市

前橋市

姫路市

長崎市

倉敷市

大分市

豊田市

枚方市

高崎市

平成30年度 国民健康保険税(料)収納率実績 【中核市全58市】   ※事業年報より
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:%)

自治体

高知市

 　呉市

松山市

高槻市

 
 

 

②繰越分（滞納分） 

②－１ 繰越一般 

 

 

 

 

  

②－２ 繰越退職  

 

 

 

 

 

 

②－３ 繰越全体    

 

 

 

 

 

 

順位 自治体 繰越一般  

１ 高知市 42.61% 

５７ 佐世保市 12.59% 

平  均 21.83% 

順位 自治体 繰越退職  

１ 高知市 63.19% 

４６ 佐世保市 18.57% 

平  均 20.60% 

順位 自治体 繰越全体  

１ 高知市 42.88% 

５７ 佐世保市 12.73% 

平  均 21.81% 
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③全体 

 

 

 

 

 

調査結果によると、 

①－１ 

佐世保市の現年度分の一般被保険者6の収納率は、９２．５２％であり、

５８の中核都市中２８位であった（中核都市平均９２．１０％）。 

①－２ 

佐世保市の現年度分の退職者医療制度の被保険者7（以下、「退職者」と

いう。）の収納率は、９６．２９％であり、５８の中核都市中３８位であっ

た（中核都市平均９６．３３％）。 

①－３ 

佐世保市の現年度分の全体の収納率は、９２．５５％であり、５８の中

核都市中２８位であった（中核都市平均９２．１２％）。 

 

②－１ 

佐世保市の滞納繰越分の一般被保険者の収納率は、１２．５９％であり、

５８の中核都市中５７位であった（中核都市平均２１．８３％）。 

②－２ 

佐世保市の滞納繰越分の退職者の収納率は、１８．５７％であり、５８

 
6 一般被保険者とは、退職者医療制度の被保険者以外の者をいう。 
7 退職者医療保険制度とは、会社などを退職し、被用者年金（厚生年金保険や各種共済年金）を受給される６５歳未満の人、

およびその被扶養者が「退職者医療制度」で医療を受けられる制度である。年金受給権が発生した日から適用になる。対象

者は、次の(1)～(3)すべてにあてはまる者とその被扶養者（家族）である。(1)国民健康保険加入者、(2)65 歳未満で、平成

27 年 3 月までに、被用者年金の年金受給権が発生している者、(3)被用者年金を受けられる人で、その加入期間が 20 年以

上、もしくは 40 歳以降に 10 年以上ある者（佐世保市ホームページより。） 

順位 自治体 全体 

１ 呉市 91.16% 

５２ 佐世保市 66.70% 

平  均 75.86% 
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の中核都市中４６位であった（中核都市平均２０．６０％）。 

②－３ 

佐世保市の滞納繰越の全体の収納率は、１２．７３％であり、５８の中

核都市中５７位であった（中核都市平均２１．８１％）。 

 

③国保税の全体の収納率は、６６．７０％であり、５８の中核都市中５２

位であった（中核都市平均７５．８６％）。 

 

以上の調査結果から分かるように、現年度の収納率については、退職分で

中核都市平均より下回るものの、全体としては中核都市の平均をやや上回る

水準であった。 

一方、滞納繰越分のうち、一般被保険者の収納率については、１２．５９％

であり、５８中核都市中５７位、退職者とあわせた全体の収納率も１２．７

３％と５８中核都市中５７位とかなり低い水準であった。 

また、現年度と滞納繰越分を合わせた収納率についても中核市平均が７５．

８６％であるのに対して、佐世保市は６６．７０％（５８都市中５２位）と

低い水準であった。 

なお、滞納繰越分の収納率の水準が低いことについては、債権管理対策室

からの指摘もあり、後述のとおり令和元年度から対策を講じてきた。 

 

（３）佐世保市の滞納繰越分の収納率が低い原因 

佐世保市の国保税の収納率が低い原因について、保険料課にヒアリングを

行った。 

ア 国保税そのものの高さと所得の低さ 

佐世保市は、法定外繰入金がないため、他の自治体と比較し保険税率が

割高になっていることに加え一人当たりの所得が低いため、国保税の徴収
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の中核都市中４６位であった（中核都市平均２０．６０％）。 

②－３ 

佐世保市の滞納繰越の全体の収納率は、１２．７３％であり、５８の中

核都市中５７位であった（中核都市平均２１．８１％）。 

 

③国保税の全体の収納率は、６６．７０％であり、５８の中核都市中５２

位であった（中核都市平均７５．８６％）。 

 

以上の調査結果から分かるように、現年度の収納率については、退職分で

中核都市平均より下回るものの、全体としては中核都市の平均をやや上回る

水準であった。 

一方、滞納繰越分のうち、一般被保険者の収納率については、１２．５９％

であり、５８中核都市中５７位、退職者とあわせた全体の収納率も１２．７

３％と５８中核都市中５７位とかなり低い水準であった。 

また、現年度と滞納繰越分を合わせた収納率についても中核市平均が７５．

８６％であるのに対して、佐世保市は６６．７０％（５８都市中５２位）と

低い水準であった。 

なお、滞納繰越分の収納率の水準が低いことについては、債権管理対策室

からの指摘もあり、後述のとおり令和元年度から対策を講じてきた。 

 

（３）佐世保市の滞納繰越分の収納率が低い原因 

佐世保市の国保税の収納率が低い原因について、保険料課にヒアリングを

行った。 

ア 国保税そのものの高さと所得の低さ 

佐世保市は、法定外繰入金がないため、他の自治体と比較し保険税率が

割高になっていることに加え一人当たりの所得が低いため、国保税の徴収

 
 

が容易ではないとのことであった。 

そこで、当該理由について検証する。 

まず、法定外繰入金8についてみると、確かに東京都、沖縄県等では高額

の法定外繰入金がなされている（下記表参照）。そして、保険料負担率につ

いてみると、これらの自治体では一人当たりの負担率は低く、長崎県全体

でみると保険料負担率は全国的にも高い水準にあるといえる。 

 

 

（国民健康保険中央会「国保のすがた」より） 

 
8 法定外繰入金 

国民健康保険は、一般的に中高齢者層を多く抱えることから医療費が多額となることや離職した者や無職の者が多く加入

することから、所得が少ない者が多くなる傾向にある。このため、国や県から負担金等を受けるとともに、市の一般会計か

ら保険税の軽減分や事務費などを国民健康保険特別会計へ繰り入れることで支援する制度があり、これを繰入金という。 

この繰入金の中には、歳出に対する歳入の財源不足を補うことを目的とした、「法定外繰入金（その他繰入金）」と言われ

るものがある。・・・この法定外繰入金については、国保の被保険者以外の税を充当していることから、国保被保険者以外の

市民からの理解を得られることが難しいとともに、多額の繰入金は一般会計を圧迫することにもなるので、市全体の財政状

況を勘案しながら、政策的に決定する必要があると考えられている（久喜市のホームページより）。 

なお、国としても法定外繰入金については削減を目標としており、2020 年度の保険者努力支援制度において、①市町村指

標及び都道府県指標において、赤字解消計画の策定状況に加え、法定外繰入等の有無や赤字解消 計画の進捗状況について

も評価、②法定外繰入の解消等について、指標の新設（市町村指標）や配点割合の引き上げ（都道府県指標）を行うととも

に、策定状況、進捗状況等によっては点数のマイナス評価を導入することとなどを検討している。 
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●一人当たり課税所得（医療費分）（高順率）

〇全体

順位 都市名 金額(円) 差額(円)

1 柏市 1,119,095 0

2 豊田市 1,014,203 △ 104,892

3 岡崎市 881,907 △ 237,188

4 川越市 839,374 △ 279,721

5 船橋市 822,814 △ 296,281

6 川ロ市 814,275 △ 304,820

7 西宮市 802,679 △ 316,416

8 八王子市 799,548 △ 319,547

9 越谷市 798,257 △ 320,838

10 豊橋市 789,175 △ 329,920

11 豊中市 743,486 △ 375,609

12 佐賀市 672,972 △ 446,123

13 積須賀市 672,830 △ 446,265

14 金沢市 667,020 △ 452,075

15 宇都宮市 658,121 △ 460,974

16 奈良市 654,284 △ 464,811

17 前橋市 649,856 △ 469,239

18 那覇市 647,050 △ 472,045

19 大津市 631,201 △ 487,894

20 高崎市 630,153 △ 488,942

21 福島市 624,728 △ 494,367

22 郡山市 624,523 △ 494,572

23 明石市 618,352 △ 500,743

24 高槻市 615,571 △ 503,524

25 宮山市 614,888 △ 504,207

26 松江市 594,394 △ 524,701

27 八尾市 587,644 △ 531,451

28 いわき市 585,033 △ 534,062

29 高松市 584,975 △ 534,120

30 長野市 582,152 △ 536,943

31 枚方市 579,049 △ 540,046

32 盛岡市 567,758 △ 551,337

33 久留米市 537,932 △ 581,163

34 尼崎市 537,913 △ 581,182

35 東大阪市 532,483 △ 586,612

36 高知市 527,714 △ 591,381

37 八戸市 511,884 △ 607,211

38 宮崎市 506,331 △ 612,764

39 長崎市 497,869 △ 621,226

40 大分市 483,443 △ 635,652

41 下関市 479,106 △ 639,989

42 鹿児島市 470,299 △ 648,796

43 和歌山市 464,212 △ 654,883

44 松山市 463,620 △ 655,475

45 佐世保市 458,797 △ 660,298

46 秋田市 449,564 △ 669,531

47 青森市 445,875 △ 673,220

48 旭川市 441,515 △ 677,580

49 函館市 435,136 △ 683,959

627,164平均

●一人当たり調定額(高額順)

順

位
都市名     金額

(円)
差額(円)

1 金沢市 107,945 0
2 佐賀市 107,188 △ 757
3 岡崎市 106,024 △ 1,921
4 豊橋市 105,423 △ 2,522
5 松江市 103,974 △ 3,971
6 川口市 99,834 △ 8,111
7 柏市 98,830 △ 9,115
8 下関市 98,562 △ 9,383
9 豊国市 98,115 △ 9,830

10 八尾市 97,988 △ 9,957
11 宇都宮市 97,829 △ 10,116
12 前橋市 97,268 △ 10,677
13 尼崎市 97,098 △ 10,847
14 横須賀市 96,983 △ 10,962
15 越谷市 96,957 △ 10,988
16 佐世保市 96,487 △ 11,458
17 宮崎市 95,848 △ 12,097
18 高槻市 95,368 △ 12,577
19 奈良市 95,267 △ 12,678
20 富山市 94,916 △ 13,029
21 大津市 94,886 △ 13,059
22 福島市 94,292 △ 13,653
23 高松市 93,833 △ 14,112
24 盛岡市 93,326 △ 14,619
25 西宮市 93,307 △ 14,638
26 高崎市 93,193 △ 14,752
27 高知市 92,895 △ 15,050
28 函館市 92,777 △ 15,168
29 枚方市 92,235 △ 15,710
30 いわき市 92,017 △ 15,928
31 長野市 91,979 △ 15,966
32 久留米市 91,941 △ 16,004
33 明石市 91,743 △ 16,202
34 郡山市 91,550 △ 16,395
35 豊中市 90,344 △ 17,601
36 長崎市 89,573 △ 18,372
37 船橋市 88,329 △ 19,616
38 大分市 87,631 △ 20,314
39 東大阪市 86,971 △ 20,974
40 秋田市 86,789 △ 21,156
41 川越市 86,485 △ 21,460
42 八戸市 85,820 △ 22,125
43 和歌山市 85,457 △ 22,488
44 八王子市 84,320 △ 23,625
45 青森市 83,071 △ 24,874
46 松山市 82,753 △ 25,192
47 鹿児島市 79,149 △ 28,796
48 旭川市 78,612 △ 29,333
49 那霸市 72,561 △ 35,384

平均 92,974

〇全体
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●一人当たり課税所得（医療費分）（高順率）

〇全体

順位 都市名 金額(円) 差額(円)

1 柏市 1,119,095 0

2 豊田市 1,014,203 △ 104,892

3 岡崎市 881,907 △ 237,188

4 川越市 839,374 △ 279,721

5 船橋市 822,814 △ 296,281

6 川ロ市 814,275 △ 304,820

7 西宮市 802,679 △ 316,416

8 八王子市 799,548 △ 319,547

9 越谷市 798,257 △ 320,838

10 豊橋市 789,175 △ 329,920

11 豊中市 743,486 △ 375,609

12 佐賀市 672,972 △ 446,123

13 積須賀市 672,830 △ 446,265

14 金沢市 667,020 △ 452,075

15 宇都宮市 658,121 △ 460,974

16 奈良市 654,284 △ 464,811

17 前橋市 649,856 △ 469,239

18 那覇市 647,050 △ 472,045

19 大津市 631,201 △ 487,894

20 高崎市 630,153 △ 488,942

21 福島市 624,728 △ 494,367

22 郡山市 624,523 △ 494,572

23 明石市 618,352 △ 500,743

24 高槻市 615,571 △ 503,524

25 宮山市 614,888 △ 504,207

26 松江市 594,394 △ 524,701

27 八尾市 587,644 △ 531,451

28 いわき市 585,033 △ 534,062

29 高松市 584,975 △ 534,120

30 長野市 582,152 △ 536,943

31 枚方市 579,049 △ 540,046

32 盛岡市 567,758 △ 551,337

33 久留米市 537,932 △ 581,163

34 尼崎市 537,913 △ 581,182

35 東大阪市 532,483 △ 586,612

36 高知市 527,714 △ 591,381

37 八戸市 511,884 △ 607,211

38 宮崎市 506,331 △ 612,764

39 長崎市 497,869 △ 621,226

40 大分市 483,443 △ 635,652

41 下関市 479,106 △ 639,989

42 鹿児島市 470,299 △ 648,796

43 和歌山市 464,212 △ 654,883

44 松山市 463,620 △ 655,475

45 佐世保市 458,797 △ 660,298

46 秋田市 449,564 △ 669,531

47 青森市 445,875 △ 673,220

48 旭川市 441,515 △ 677,580

49 函館市 435,136 △ 683,959

627,164平均

●一人当たり調定額(高額順)

順

位
都市名     金額

(円)
差額(円)

1 金沢市 107,945 0
2 佐賀市 107,188 △ 757
3 岡崎市 106,024 △ 1,921
4 豊橋市 105,423 △ 2,522
5 松江市 103,974 △ 3,971
6 川口市 99,834 △ 8,111
7 柏市 98,830 △ 9,115
8 下関市 98,562 △ 9,383
9 豊国市 98,115 △ 9,830

10 八尾市 97,988 △ 9,957
11 宇都宮市 97,829 △ 10,116
12 前橋市 97,268 △ 10,677
13 尼崎市 97,098 △ 10,847
14 横須賀市 96,983 △ 10,962
15 越谷市 96,957 △ 10,988
16 佐世保市 96,487 △ 11,458
17 宮崎市 95,848 △ 12,097
18 高槻市 95,368 △ 12,577
19 奈良市 95,267 △ 12,678
20 富山市 94,916 △ 13,029
21 大津市 94,886 △ 13,059
22 福島市 94,292 △ 13,653
23 高松市 93,833 △ 14,112
24 盛岡市 93,326 △ 14,619
25 西宮市 93,307 △ 14,638
26 高崎市 93,193 △ 14,752
27 高知市 92,895 △ 15,050
28 函館市 92,777 △ 15,168
29 枚方市 92,235 △ 15,710
30 いわき市 92,017 △ 15,928
31 長野市 91,979 △ 15,966
32 久留米市 91,941 △ 16,004
33 明石市 91,743 △ 16,202
34 郡山市 91,550 △ 16,395
35 豊中市 90,344 △ 17,601
36 長崎市 89,573 △ 18,372
37 船橋市 88,329 △ 19,616
38 大分市 87,631 △ 20,314
39 東大阪市 86,971 △ 20,974
40 秋田市 86,789 △ 21,156
41 川越市 86,485 △ 21,460
42 八戸市 85,820 △ 22,125
43 和歌山市 85,457 △ 22,488
44 八王子市 84,320 △ 23,625
45 青森市 83,071 △ 24,874
46 松山市 82,753 △ 25,192
47 鹿児島市 79,149 △ 28,796
48 旭川市 78,612 △ 29,333
49 那霸市 72,561 △ 35,384

平均 92,974

〇全体

 
 

前頁に記載した佐世保市が独自に行った調査結果9では、平成２９年度の

他中核市の国保税の調定額（一人当たり）をみると、一般被保険者と退職

者を合わせた平均は９万６４８７円（１６位）である。 

１位の金沢市（１０万７９４５円）と比較すると１万１４５９円安く、

４９位の那覇市（７万２５６１円）と比較すると２万３９２６円高い。佐

賀市を含めた４９市の平均調定額は９万２９７４円であり、佐世保市の調

定額は当該平均より、３５１３円高い。 

一方、佐世保市の国保加入者の一人当たりの課税所得は、全体で４５万

８９７９円であり、１位の柏市１１１万９０９５円と比較すると約６６万

円低く、中核市と佐賀市を合わせた４９都市中４５位であり、確かに低い。 

そこで、中核市５４都市中10、課税所得の下位１０都市の現年度・滞納繰

越・全体の収納率を比較したところ、課税所得が低い１０都市のうち、６

都市は調定額が４０位以下となっている。また大分市についても３８位と

４０位に近い順位になっており、佐世保市は調定額が高額な割に課税所得

が低いことがうかがえる。 

一方、収納率全体の順位が３０位より高い市は大分市、下関市、松山市、

旭川市の４都市（網掛け部分）で、残りの６都市の収納率は３０位より下

であった。 

これをみると課税所得額と収納率については緩やかな相関関係が否定で

きないものの、課税所得額の下位１０位中半分に近い４都市が収納率にお

いてそれなりの健闘をしていることがわかる。特に、大分市や松山市は収

納率が全中核市中１０位以内である。 

 

 

 
9 佐世保市からの照会に対する回答があった４８中核市と佐賀市の結果をまとめたもの。 
10 平成２９年度の現年度・滞納繰越分及びこれらの合計の収納率実績は佐世保市が独自にまとめた調査に基づく。 
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課税所得 保険料

調定額 

収納率の順位（中核市５４都市中） 

順位 都市名 金額 順位 現年度 滞納繰越 全体 

40 大分市 483,443 38 6 4 7 

41 下関市 479,106 8 25 21 25 

42 鹿児島市 470,299 47 45 34 40 

43 和歌山市  464,212 43 38 13 33 

44 松山市 463,620 46 17 12 8 

45 佐世保市 458,797 16 27 53 47 

46 秋田市 449,564 40 51 50 52 

47 青森市 445,875 45 46 47 53 

48 旭川市 441,515 48 37 18 30 

49 函館市 435,136 28 33 43 36 

 

これらの数値からみるに、課税所得が低いことは収納率の低さに影響を

あたえることは否定できず、当該仮説が間違っていると断定することはで

きない。しかし、課税所得が低い中にも健闘している自治体も多いことか

ら、法定外繰入金がないため、保険料が割高になり、収納率の低下につな

がるという仮説については再検証する必要があるととともに、課税所得が

低いながらも収納率において健闘している自治体の収納方針や具体的方針

などを調査するなどして、収納率の向上のための対策をとる必要があると

考える。 

イ 平成１０年度から平成２０年度後半における徴税方針 

以前の方針では、滞納している税金については払ってもらえる限り払っ

てもらうという方針だった。 
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てもらうという方針だった。 

 
 

特に、平成１０年代後半から平成２０年代の後半くらいまでは、時効完

成をさせない、執行停止も抑制的に行うという方針を採用していた。その

結果、時効完成しない滞納金額が膨れ上がり、調定額が増大したとのこと

であった。 

ウ 現場の徴税に対する意識 

国保税は、そもそも当該年度に必要となる税収を確保するために、どの

程度の税率で課税すべきかを前年度に計算し、これを基に課税されている

税であるので、当該年度（＝現年度）を優先して徴収すべき税である。 

また、例えば、年に十数件であるが、本人が入院のため親族等が限度額

認定証を取得しようとした際に、本人が滞納者であったため限度額認定証

が発行されず、親族により代理で一括納税が行われるという例がある。か

かる場合に執行停止がなされていると当該滞納金を収納できない場合があ

る、心理的にも執行停止を行うことに消極的であったとのことであった。 

エ モチベーション 

厚生労働省が行う保険者努力支援制度11において、過年度の収納率が高

い場合よりも現年度収納率が高い場合の方が交付金を受けるための評価点

数が高くなるとのことであった。 

（４）保険料課内での問題意識 

滞納繰越分の収納率の低さについては、保険料課内でも従前から問題意識

があったものの、現年度課税分の収納を優先していた。また、平成３０年度

に債権管理対策室からも滞納繰越分の収納率の低さとその対策の必要性につ

いて指摘を受けた。 

（５）現在行われている対応策 

ア 執行停止の積極的実施 

 
11 保険者努力支援制度とは自治体（保険者）における医療費適正化や、医療保険加入者の予防・健康づくりの推進などの

保険事業等に対する取り組みを評価し、基準を達成した自治体（保険者）に対して、国から補助金を交付する制度であ

る。 
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徴税方針を大きく転換し、令和元年度からは今後の徴収が困難な事案に

ついては、積極的に執行停止を行っていくという方針とした。 

執行停止を積極的に行うことで徴収困難な債権を判別し、徴収可能な滞

納分の取立てに力を入れることができる。 

また、執行停止が行われた債権については、原則として執行停止から３

年を経過すると納税義務が消滅するため、執行停止の対象を増加させるこ

とで結果として滞納繰越額が減少していくことにつながる。 

当該方針は、月に１回行われる係の研修で共有している。具体的な対策

としては、執行停止の可能性がある者をリストアップし、当該該当者に対

して、改めて財産調査を行い、執行停止の可否を検討するというものであ

る。また、上役において、担当者ごとの執行停止の進捗状況を逐一管理す

るとともに、メンバー全員が当該リストを閲覧できるため、進捗状況が共

有できる。初年度は各自担当者に割り振られた者の２０％の者について執

行停止を行うか否かを判断することを目標としている。 

さらに、執行停止を行った事案においても任意の納付を継続している者

に対しては、当該納付を受け付けていく予定とのことであった。 

イ 滞納繰越分の徴収に注力する期間の設定 

毎年１０月を滞納繰越分の差押え・執行停止の強化月間に指定している。 

また、１０月に差押え、執行停止が実施できるように５月末の出納閉鎖

後、６月から９月にかけて滞納繰越分がある滞納者に対する財産調査等を

積極的に行っているとのことであった。 

たとえば、金融機関の取引履歴は通常３か月分を取得するが、滞納繰越

がある滞納者については、１年間分の履歴を取得し、当該滞納者の入出金

の状況の確認分析を行うなどしている。 

あるいは、通常は、預貯金→保険→給与→自動車の順で行う財産調査に

ついても、預貯金調査と同時並行で差押え可能な自動車の存否の調査を行
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っている。 

ウ 職員の養成 

執行停止の積極的実施を係全体で管理したところ、令和２年１月時点で

担当の達成率が３０％を超える者がいる一方、達成率が６％代にとどまる

職員がおり、職員間の差が明らかになった。 

達成率が３０％を超える者については、過去に生活福祉課（生活保護の

担当部署）や子ども未来部などの他部署を経験するなど国保のみならず社

会福祉全般に関する知識が豊富で、納税者に的確なアドバイスをすること

ができていたため、滞納者との信頼関係の構築ができていた。かかる信頼

関係が滞納者との折衝をスムーズにし、収納率の向上につながっていると

のことであった。 

現在、年１０回実施している研修において、徴税のテクニックのみなら

ず他の福祉制度の理解を深めるよう努めたいとのことであった。 

エ 収納率向上対策事務の強化 

佐世保市は滞納繰越分だけでなく、現年も含めた全体の収納率向上のた

め、①社保等調査、②居所不明者調査、③未申告者に対する申告指導、④

口座振替納付の促進等を行っている。（詳細は後述）これらの収納率向上対

策事務についても取り組んでいく予定であるとのことであった。 

 

４ 規範 

特になし 

 

５ 意見等 

（１）滞納繰越分に関する収納率の向上に一層注力すべきである（意見） 

ア 滞納繰越分の収納率が低い原因の分析 

ヒアリングの結果、保険料課が認識している滞納繰越分の収納率が低い
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原因については、①国保税そのものの高さと所得の低さ、②平成１０年度

後半から平成２０年度後半における徴税方針、③現場の実感・徴税に対す

る意識が大きな原因であるとのことであった。 

これらの原因について、首肯できるものもあるが、①については再考お

よび他市事例の研究が必要であると考える。 

確かに、国民健康保険制度には、他の地方自治体債権にはない「税」方

式と「料」方式が全国で混在しているという特殊性がある。税と料では時

効完成にかかる年数が異なるため、抱える滞納繰越分にも５年分と２年分

の違いが出る。そのため、滞納繰越分の収納率を安易に比較できない。し

かし、収納率が低い原因については、上記の要因が相互に作用し、また保

険料課が認識していない要因が作用している可能性も否定できないことか

ら、まずは、滞納繰越分の収納率が低い原因について再考することが必要

であると考える。＝ 意見 

 

イ 現在採用している方針の強化（意見） 

原因の分析が必要である一方、滞納繰越分の国保税については時効が現

在も進行しているものが多くあるため、これらに対して対策をとっていく

必要がある。 

滞納繰越分の徴収率向上については、令和元年から執行停止の積極的活

用や繰越分の収納率向上対策強化月間を実施しているとのことであり、当

該方策自体は徹底して行っていく必要があると考える。 

もっとも、執行停止処分がなされると、滞納処分ができなくなるととも

に、執行停止後、原則として３年（その３年間の間に単純時効が完成する

債務がある者についてはその期間）が経過すると、当該執行停止中の税の

納税義務が消滅する（収納できなくなる）。したがって、執行停止処分を行

うか否かについては、十分な財産調査と慎重な検討が必要であるとともに、
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に、執行停止後、原則として３年（その３年間の間に単純時効が完成する

債務がある者についてはその期間）が経過すると、当該執行停止中の税の

納税義務が消滅する（収納できなくなる）。したがって、執行停止処分を行

うか否かについては、十分な財産調査と慎重な検討が必要であるとともに、

 
 

執行停止後も適宜当該滞納者の収入状況を確認し、収納が可能であれば早

期に執行停止処分の取消しをする必要がある。 

また、執行停止をしても調定額が直ちに減少するわけではなく、前述の

ように原則として３年が経過して、初めて欠損処理が可能になり、当該債

権を調定額から控除することができる。執行停止の適正な運用を図るとと

もにその他の収納率向上事務についても具体的な目標を立てて実現する必

要があると考える。 

徴収困難な事案については早期に執行停止し、他の徴収可能な事案に注

力する方が合理的であるため、現在採用している対策は今後も継続するこ

とが望ましいと考える。＝ 意見 

 

ウ 他の市区町村の収納率向上対策等の調査（意見） 

（ア）佐世保市の滞納繰越分の収納率は中核市の中では下位になるので、他

の市町村の徴税対策等を調査することも有用であると考える。 

（イ）北海道厚生局健康福祉部保険年金課資料「鷹栖町における滞納繰越分

収納率向上対策について」 

鷹栖町では、平成２４年度に２６．３５％だった滞納繰越分の収納率

が、平成２８年度に７１．６５％にまで上昇した。 

鷹栖町での主な取り組みは、債権管理マニュアルの策定、滞納整理月

間の設定、自主納付の納付方法の拡大、預貯金、給与、生命保険、軽自

動車の差押え、税務課全体でのＰＤＣＡサイクルであり、特に税務課全

体でのＰＤＣＡサイクル効果については、課全体で滞納者の進捗状況が

把握でき、課全体で滞納者に対する協議をしていることから担当者が的

確な対応が可能であり（職員のスキルアップ）、また職員の異動があって

も大きな影響が発生しない、などの効果が見られた。 

この中にはすでに佐世保市で行われている対策もあるが、後述のよう
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に保険料課においては、課全体でのＰＤＣＡサイクルに弱い面があると

思われるので、参考にしていただきたい。 

（ウ）その他、佐世保市と同規模の中核市（呉市（人口：約２２万人）・下関

市（人口：約２６万人）・松江市（人口：約２０万人）等）においても、

佐世保市と比較して、２０ポイント以上も滞納繰越分の収納率が高い自

治体もあるので、当該自治体の収納方針・対策を検討する等の調査を行

ってみてはどうか。＝ 意見 

 

第４ 督促・催告等 

１ 制度概要 

（１）督促 

納税者が納期限までに税を完納しない場合は、納期限後２０日以内に督促

状を発しなければならない。もっとも、督促状の発行日は、条例で２０日を

超えて定めることも可能であり、実際、長崎市は国保税の納期限後３０日以

内と定めている。 

督促状は書面によらなければならない要式行為であり、督促によって時効

が中断する。 

なお、「納期限後２０日以内に、督促状を発しなければならない。」という

のは市町村が事務の遅滞を防ぐ目安としての訓示規定であり、たまたま２０

日を超えて督促状を発したとしてもその効力には影響はないと解されている。 

また、督促状を発した場合、当該地方団体の条例の定めるところにより、

手数料を徴収することができる。 

（２）催告 

催告とは、督促を発しても納付がない者に対して納付を促す行為全般を指

し、文書や電話、訪問といった方法で行われる。 

納期限の失念、やむを得ない事情による滞納について、滞納処分を実施す
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に保険料課においては、課全体でのＰＤＣＡサイクルに弱い面があると

思われるので、参考にしていただきたい。 

（ウ）その他、佐世保市と同規模の中核市（呉市（人口：約２２万人）・下関

市（人口：約２６万人）・松江市（人口：約２０万人）等）においても、

佐世保市と比較して、２０ポイント以上も滞納繰越分の収納率が高い自

治体もあるので、当該自治体の収納方針・対策を検討する等の調査を行

ってみてはどうか。＝ 意見 

 

第４ 督促・催告等 

１ 制度概要 

（１）督促 

納税者が納期限までに税を完納しない場合は、納期限後２０日以内に督促

状を発しなければならない。もっとも、督促状の発行日は、条例で２０日を

超えて定めることも可能であり、実際、長崎市は国保税の納期限後３０日以

内と定めている。 

督促状は書面によらなければならない要式行為であり、督促によって時効

が中断する。 

なお、「納期限後２０日以内に、督促状を発しなければならない。」という

のは市町村が事務の遅滞を防ぐ目安としての訓示規定であり、たまたま２０

日を超えて督促状を発したとしてもその効力には影響はないと解されている。 

また、督促状を発した場合、当該地方団体の条例の定めるところにより、

手数料を徴収することができる。 

（２）催告 

催告とは、督促を発しても納付がない者に対して納付を促す行為全般を指

し、文書や電話、訪問といった方法で行われる。 

納期限の失念、やむを得ない事情による滞納について、滞納処分を実施す

 
 

る前に催告を行うことで、自主的な納税を促すことができる。また、滞納者

と直接コンタクトを取り、滞納者の納税意識、財産状況、生活状況、事業の

状況その他の個別事情を把握するために有用な事情聴取の端緒となる。 

なお、催告について、国税徴収法基本通達（第４７条（差押えの要件）関

係１８）では、「督促状若しくは納付催告書又は譲渡担保権者に対する告知書

を発した後６月以上を経て差押えをする場合には、あらかじめ、催告をする

ものとする。」と定められている。 

（３）収納率向上対策事務 

平成３年５月１７日付「国民健康保険の保険料(税)収納率向上対策の推進

について」（保険発第四九号・各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省保険

局国民健康保険課長通知)では、当時の国保税（料）の収納率が低迷してい

たことにともない、特に都市部のうち収納率の低い市および収納率が年々低

下している市町村に対し、「収納率向上特別対策実施要領」に基づき保険者

の実態に即した対策を策定し、収納率の向上を図るよう通知が出された。 

当該通知では、徴収体制の整備（職員による休日・夜間の戸別徴収の強

化・ 徴収職員の増員・嘱託徴収員の採用または増員等）、滞納世帯につい

て、例えば地域別、滞納額別等保険者の実情に応じた方法で滞納原因分析を

行うこと、口座振替の拡大、滞納処分等の強化（滞納整理強化期間を設け

る・滞納者に対する差押え等を強化・滞納整理事務組合を設立する等）の手

段が提案されていた。 

他自治体においても、例えば浜松市は「滞納の芽を～作るな！ 増やす

な！ 見逃すな！～国民健康保険料滞納削減 アクションプラン」を、三重県

では、「三重県国民健康保険運営方針」を策定し、収納率の向上に取り組ん

でいる。当該施策の内容はインターネット上でダウンロード可能であり、だ

れでも閲覧することができる。 

また、長崎県でも平成３０年３月に運営方針を策定し、当該内容について
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もインターネット上でダウンロード可能であり、だれでも閲覧することがで

きる。 

（４）延滞金 

納税者が納期限後にその税金を納付した場合、当該税額に、その納期限の

翌日から納付日までの日数に応じ、年１４．６％の割合（当該納期限の翌日

から１月を経過する日までの期間については、７．３％）を乗じて計算した

金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。 

もっとも、現在は、地方税法附則にて、当分の間、延滞金割合について別

段の定めがなされている。たとえば、平成３０年に滞納した国保税の延滞分

は、年８．９％（当該納期限の翌日から１月を経過する日までの期間につい

ては、年２．６％）の割合を乗じて計算した金額が当該延滞金となる。 

地方公共団体の長は、納税者が納期限までに税金を納付しなかったことに

ついてやむを得ない事由があると認める場合には、当該延滞金額を減免する

ことができる。 

なお、徴収方針は地方団体によって異なり、例えば、保険料課から提供を

受けた平成２８年度長崎市町村国保連携会議資料によれば、諌早市や新上五

島町においては、延滞金を徴収していないようである。 

平成３０年度から国保制度が都道府県単位化とされたことで、現在、長崎

県内でもバラバラの徴収方針について統一化するための作業が続けられてい

る（令和６年度目標）。同時に国保「料」での県内統一についても検討事案

の一つとなっているとのことであった。 

 

２ 監査の観点・監査方法 

（１）監査の観点 

・各制度について、法律の定めがあるものは当該法律に沿った運用がなさ

れているか。 
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もインターネット上でダウンロード可能であり、だれでも閲覧することがで

きる。 

（４）延滞金 

納税者が納期限後にその税金を納付した場合、当該税額に、その納期限の

翌日から納付日までの日数に応じ、年１４．６％の割合（当該納期限の翌日

から１月を経過する日までの期間については、７．３％）を乗じて計算した

金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。 

もっとも、現在は、地方税法附則にて、当分の間、延滞金割合について別

段の定めがなされている。たとえば、平成３０年に滞納した国保税の延滞分

は、年８．９％（当該納期限の翌日から１月を経過する日までの期間につい

ては、年２．６％）の割合を乗じて計算した金額が当該延滞金となる。 

地方公共団体の長は、納税者が納期限までに税金を納付しなかったことに

ついてやむを得ない事由があると認める場合には、当該延滞金額を減免する

ことができる。 

なお、徴収方針は地方団体によって異なり、例えば、保険料課から提供を

受けた平成２８年度長崎市町村国保連携会議資料によれば、諌早市や新上五

島町においては、延滞金を徴収していないようである。 

平成３０年度から国保制度が都道府県単位化とされたことで、現在、長崎

県内でもバラバラの徴収方針について統一化するための作業が続けられてい

る（令和６年度目標）。同時に国保「料」での県内統一についても検討事案

の一つとなっているとのことであった。 

 

２ 監査の観点・監査方法 

（１）監査の観点 

・各制度について、法律の定めがあるものは当該法律に沿った運用がなさ

れているか。 

 
 

・各制度についてマニュアル等が定められているか、当該マニュアル等に

沿った実施がなされているか 

（２）監査方法 

・各制度についてのマニュアル・要綱等の確認 

・保険料課に対するヒアリング 

・他の自治体については、ホームページ等に掲載されている資料の確認 

 

３ 事実の摘示 

（１）佐世保市における各制度の概要 

ア 督促 

佐世保市においては、納期限後２０日以内に督促状を発しなければなら

ないと定められている（法第７２６条１項）。 

督促状の送付事務は賦課係が担当している。 

督促状の送達は、①滞納者に対し税の未納を知らせ、②時効中断効をも

ち、③差押え等の滞納処分の要件となるため、極めて重要な手続きであ

る。 

佐世保市の督促状には「本月２５日から督促手数料８０円を徴収」と明

記してある。督促手数料は督促状発送の郵送料のみならず、発送業務にか

かる費用全体を反映し決定している。 

マニュアルには、督促状の送付は法定事項であるため、分納約束に優先

している旨が記載され、分納約束を履行中の滞納者に対しても督促状は今

後も届く旨の説明を忘れないよう記載されている。 

 

佐世保市における過去５年間の督促状の送付件数は以下のとおりであ

る。  
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  平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

送付件数 83,259 77,619 74,381 67,404 61,618 

（保険料課提供資料より） 

 

イ 催告 

佐世保市では、文書による催告および口頭（電話、臨戸）による催告が

行われている。前述の督促状の送付と異なり、滞納処分の前提条件となる

ような効果はないため、催告手続きは適宜行われている。 

佐世保市の保険料課においては、滞納繰越がある滞納者に対して年に１

回から２回程度、催告状の一斉送付を行っている。また、個別に対応が必

要な滞納者に対しては適時に行っている。 

催告は、差押えの要件ではないものの、自納を促したり、差押え後、滞

納者との「知らなかった。」、「聞いていなかった。」といったトラブルを防

止するのに役立つ。また、時効完成前に催告状を送付し、その時効期間を

経過しても催告状発送から６か月以内に滞納処分を執行すれば、催告状を

発送した時点に遡って時効が中断する（法第１８条３項・民法第１５３条）。 

また、マニュアルによると、「催告状に設定した期間の管理を行い、期間

経過後は、すみやかに次の処分（差押え等）に移行する。」とある。 

さらに、同マニュアルには、催告状に反応して、来庁や電話をしてきた

滞納者に対しては、今後の展開を想定し、伝えるべきことをシステムに記

録しておき、接触時に漏れがないように指導を行うよう書かれている。 

佐世保市における過去５年間の催告書の発送件数を保険料課に問い合わ

せたところ、以下のとおりの回答であった。 
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  平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

送付件数 83,259 77,619 74,381 67,404 61,618 

（保険料課提供資料より） 

 

イ 催告 

佐世保市では、文書による催告および口頭（電話、臨戸）による催告が

行われている。前述の督促状の送付と異なり、滞納処分の前提条件となる

ような効果はないため、催告手続きは適宜行われている。 

佐世保市の保険料課においては、滞納繰越がある滞納者に対して年に１

回から２回程度、催告状の一斉送付を行っている。また、個別に対応が必

要な滞納者に対しては適時に行っている。 

催告は、差押えの要件ではないものの、自納を促したり、差押え後、滞

納者との「知らなかった。」、「聞いていなかった。」といったトラブルを防

止するのに役立つ。また、時効完成前に催告状を送付し、その時効期間を

経過しても催告状発送から６か月以内に滞納処分を執行すれば、催告状を

発送した時点に遡って時効が中断する（法第１８条３項・民法第１５３条）。 

また、マニュアルによると、「催告状に設定した期間の管理を行い、期間

経過後は、すみやかに次の処分（差押え等）に移行する。」とある。 

さらに、同マニュアルには、催告状に反応して、来庁や電話をしてきた

滞納者に対しては、今後の展開を想定し、伝えるべきことをシステムに記

録しておき、接触時に漏れがないように指導を行うよう書かれている。 

佐世保市における過去５年間の催告書の発送件数を保険料課に問い合わ

せたところ、以下のとおりの回答であった。 

 

 

 
 

  平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

送付件数 6,359 6,193 5,810 4,899 4,776 

 （保険料課提供資料より） 

 

なお、上記は一斉催告分のみで、随時催告分を含めた全体の数値は統計

を取っていないとのことであった。 

また、保険料課に臨戸と電話催告の件数を問い合わせたところ、各件数

は以下のとおりであった。 

 

  平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

電話催告※ 29,332 28,890 28,912 29,738 29,264 

臨戸 27,249 24,577 18,475 15,423 14,819 

（保険料課提供資料より） 

※電話催告はコールセンター分の件数。 

 

臨戸訪問については、令和２年度では、１０名の嘱託職員に担当地区を

割り振り、１年かけて行う予定である。なお、平成２０年当時は２０名だ

った嘱託職員は、令和２年には、半分の１０人に減少している。 

ウ 佐世保市が実施する収納率向上対策事務 

（ア）社保調査 

社会保険の資格取得手続きにかかる国保資格の喪失手続きについては、

市役所または支所での手続きが必要であるが、その手続きがなされてい

ないため、社会保険資格と国民健康保険資格を重複して持つ者が存在す

る。これらの者は本来課税される必要がない税金が課税されているため、

それを整理することで国保税の調定額が減額となり、収納率が向上する。 
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原則として、資格喪失者本人が行う手続きであるが、本人との接触が

著しく困難である場合等は職権による処理を検討することもできる。 

最終的な判断は、保険料課ではなく医療保険課資格係によるため、保

険料課では必要資料の収集等を行う。 

（イ）居所不明調査 

ａ 佐世保市における居所不明者の調査件数およびその結果、居所不明

と認定された者の数について、保険料課に問い合わせたところ、以下

のとおりの回答であった。  

 

 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

調査件数 110 88 39 104 69 

調定減12 53 42 17 53 28 

  （保険料課提供資料より） 

 

ｂ 調査方法 

佐世保市の国保資格取得者で、本市に住民票はあるが居住実態がな

い者については、調査の上、住民票の職権消除、および国保資格の喪

失を依頼する。 

居住実態調査は、主に 

①郵便物の戻りが続いている者 

②臨戸で居所が確認できない者 

③公示送達一覧に記載されている者 

などを対象に行う。 

居所不明調査は、調査日までに設定居所の状況や賃貸であれば管理

 
12 調定減とは、居所不明調査の結果、居所不明と認定でき、国保資格を喪失した者の数である。 
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ｂ 調査方法 

佐世保市の国保資格取得者で、本市に住民票はあるが居住実態がな

い者については、調査の上、住民票の職権消除、および国保資格の喪

失を依頼する。 

居住実態調査は、主に 

①郵便物の戻りが続いている者 

②臨戸で居所が確認できない者 
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などを対象に行う。 

居所不明調査は、調査日までに設定居所の状況や賃貸であれば管理

 
12 調定減とは、居所不明調査の結果、居所不明と認定でき、国保資格を喪失した者の数である。 

 
 

者等の把握を行い、戸籍住民窓口課住民係の担当者を同伴した上で現

地調査を行う。調査後は、速やかに現地調査・接触記録・病院受診歴・

その他資料から不現住認定日を決定し、「居所不明被保険者調査台帳」

を作成する。 

戸籍住民課住民係による実態調査が終了した後は、調査結果を供覧

し、各担当者は、調査結果に応じた処理を行う。なお、住民票の職権

消除がなされた日と国保資格喪失日は、原則として同じだが、国保資

格については住民票の職権消除日より前から居住実態がないと判明す

れば、国保資格の喪失日を遡って認定することがある。 

遡って国保の資格を喪失させてもなお滞納が残る場合は、執行停止

の処理を行う（法第１５条の７の１項３号）。 

（ウ）未申告者に対する申告指導 

国保税の計算時、世帯主が未申告であると適正な課税ができない。前

年度の収入が一定額以下であれば、所得額と世帯員の人数に応じて７割、

５割、３割の軽減措置を受けることができ、課税額が減額更正されるこ

ともあるため、結果、収納率の向上につながる。 

９月の第１土曜日に市民税課と保険料課合同の市内全域の未申告調査

が実施される。 

（エ）口座振替促進 

「うっかり未納」の予防や業務コスト削減のため、口座振替による納

税を促進する。 

現在は、完納者に推奨はがきを送付するとともに、嘱託員による勧奨

（１件１０００円の報酬）、コールセンターでの呼びかけが行われている。 

もっとも、現在は口座振替の加入率が伸び悩んでいる。原因としては、

７５歳以上の後期高齢者医療制度への移行および６５歳から７４歳の前

期高齢者特別徴収が開始されたこと、コンビニ納付が開始されたことに
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よる（マニュアル）。 

佐世保市の国保に関する口座振替の状況は以下のとおりである。 

（いずれも平成３１年３月３１日時点） 

 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

納付件数 Ａ 110,000 104,142 99,979 

金額（千円）Ｂ 2,033,987 1,932,961 1,647,645 

現年調定額 Ｃ 5,865,019 5,593,522 4,828,879 

Ｂ／Ｃ 34.68% 34.56% 34.12% 

（市税概要のデータをもとに監査人が作成） 

 

佐世保市国保の口座振替加入率（人）は以下のとおりである。 

 

 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

納税義務者 37,116 35,857 35,085 

口座加入者 10,744 10,338 9,806 

加入率 28.9% 28.8% 27.9% 

（市税概要より） 

 

平成３０年度の佐世保市国保の口座振替実績は以下のとおりである。 

 

銀行送付 振替済 振替不能 

件数 金額（千円） 件数 金額（千

円） 

収納率 件数 金額（千円） 

103,158 1,711,039 99,979 1,647,645 96.3% 3,179 63,394 

（市税概要より） 
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よる（マニュアル）。 
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納税義務者 37,116 35,857 35,085 

口座加入者 10,744 10,338 9,806 

加入率 28.9% 28.8% 27.9% 

（市税概要より） 

 

平成３０年度の佐世保市国保の口座振替実績は以下のとおりである。 

 

銀行送付 振替済 振替不能 

件数 金額（千円） 件数 金額（千

円） 

収納率 件数 金額（千円） 

103,158 1,711,039 99,979 1,647,645 96.3% 3,179 63,394 

（市税概要より） 

 
 

 

コンビニエンスストアにおける国保税の納付状況は以下のとおりであ

る。 

 

 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

納付件数 Ｄ 42,341 42,951 44,726 

収納額（千円）Ｅ 646,640 650,000 607,828 

（市税概要より） 

 

口座振替とコンビニエンスストアを合わせた納付状況 

 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

納付件数（Ａ＋Ｄ） 152,341 147,093 144,705 

収納額（千円） （Ｂ＋

Ｅ） 
2,680,627 2,582,961 2,255,473 

現年調定額Ｃ 5,865,019 5,593,522 4,828,879 

（Ｂ＋Ｅ）／Ｃ 45.7% 46.2% 46.7% 

（市税概要のデータをもとに監査人が作成） 

 

（まとめ） 

口座振替を行っている者が納付すべき国保税のうち、９６．３％が振

替えられている。平成３０年度については、現年調定額のうち、４６．

７％が口座振替およびコンビニエンスストアから納付されていた。 

もっとも、ヒアリングでは、口座振替について、農業、漁業従事者は

給与のように毎月定額の収入があるわけではないため引き落とせないこ

ともしばしばあり、再振替時にも残高不足で振替不能となることもある

とのことであった。 
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エ 延滞金 

（ア）佐世保市における延滞金の未納金額については、システム上算出する

ことができないとのことであった。 

ヒアリングによると、佐世保市においては、本税→督促手数料→延滞

金の順序で取り立てることが多く、徴収の優先順位は後手に回りがちで

ある。また、本税すら支払う能力のない者については、延滞金の徴収は

できず、その点からも延滞金の徴収の優先順位は低くならざるをえない

とのことであった。  

（イ）延滞金減免の要件（条例施行規則第３２条） 

延滞金の減免については、条例施行規則第３２条に規定がある。 

同条では、法第３２１条の１２（法人の市町村民税の不足分額及びそ

の延滞金の徴収）４項等に規定する更正又は決定を受けたことについて

やむを得ない理由があると認められる場合、法第３２６条（納期限後に

納付し、又は納入する市町村税に係る延滞金）３項等に規定する納期限

までに税金を納付しなかったこと・・・についてやむを得ない理由があ

ると認める場合・・・は、下記表の左欄に掲げる減免の要件に減免の要

件に該当する場合とし、納税者又は特別徴収義務者が同欄に掲げる者に

該当する場合においては、徴税吏員は、必要と認めるときに限りその者

から徴収すべき延滞金額からそれぞれ同表の右欄に掲げる額を減免する

ことができる、と規定されている。 
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減免の要件 減免する額 

１ 納税者が条例第６条（市税の減免）第１項各号の一に

該当する場合において同条の規定の適用を受けずに納

税するとき又は納税者が同条の規定の適用を受けた場

合において減免の対象とならなかった税額を納付する

とき。 

納期限（納期限

の延長があった

ときは、その延

長された納期限

とする。以下こ

の表において同

じ。）の翌日か

ら起算して納付

又は納入の日ま

での期間に対応

する金額 

２ 法第１５条の７（滞納処分の停止の要件等）第１項第

１号（滞納処分をすることができる財産がないとき）

又は同項第２号（滞納処分をすることによって生活を

著しく窮追させるおそれがあるとき）に該当する場合

において同条の規定の適用を受けずに納税するとき。 

３ 納税者又は特別徴収義務者の住所若しくは所在が不明

のため納税通知書又は督促状を公示送達の方法によっ

て送達した場合においてやむを得ない事情があると認

められるとき。 

しかし、当該条例施行規則では、国保税に関する地方税法の条文（法

第７２０条、第７２３条等）は引用されておらず、佐世保市の現行制度

では、国保税の延滞金の減免手続きを行うことができない。 

（ウ）延滞金の減免を行う場合、担当者の判断で行い、課内の決裁等は不要

である。 

 

４ 規範 

・地方税法 

・佐世保市税条例施行規則 
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５ 意見等 

（１）マニュアルの整備 

保険料課において、各手続について詳細なマニュアルが定められている。

滞納者やその親族に対する声かけ方法など実務的に役立つ事柄が詳細に定め

られている。 

 

（２）口座振替・コンビニエンスストア納付等の促進（意見） 

口座振替については、再振替でも振替できない者が一定数いるものの、振

替済率は９６％以上と高い水準であるところ、納付方法を口座振替にするこ

とを促すよう引き続き対策をとっていく必要があると考える。 

特に、ここ３年間の口座振替割合は減少傾向にあるところ、来年度につい

ては課全体の目標と個人の目標数値を定めるなどして、口座振替率の向上に

努められたい。＝ 意見 

 

（３）国保税の延滞金にかかる条例の整備（指摘） 

事実の摘示（１）エ「延滞金」（イ）「延滞金減免の要件（条例施行規則３

２条）」で指摘したとおり、現行の条例および規則では、市民税等の延滞金の

減免について定められているが、国保税については延滞金の減免について定

められていない。 

ヒアリングによると、現在は、延滞金の減免については執行停止の処理の

中で行っており、実務上大きな支障は生じていないとのことであったが、早

急に条例の整備をすることが必要である。＝ 指摘 

 

（４）延滞金の徴収（意見） 

延滞金は本来支払わなければならない（徴収しなければならない）もので
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５ 意見等 
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（２）口座振替・コンビニエンスストア納付等の促進（意見） 
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替済率は９６％以上と高い水準であるところ、納付方法を口座振替にするこ

とを促すよう引き続き対策をとっていく必要があると考える。 

特に、ここ３年間の口座振替割合は減少傾向にあるところ、来年度につい

ては課全体の目標と個人の目標数値を定めるなどして、口座振替率の向上に

努められたい。＝ 意見 

 

（３）国保税の延滞金にかかる条例の整備（指摘） 

事実の摘示（１）エ「延滞金」（イ）「延滞金減免の要件（条例施行規則３

２条）」で指摘したとおり、現行の条例および規則では、市民税等の延滞金の

減免について定められているが、国保税については延滞金の減免について定

められていない。 

ヒアリングによると、現在は、延滞金の減免については執行停止の処理の

中で行っており、実務上大きな支障は生じていないとのことであったが、早

急に条例の整備をすることが必要である。＝ 指摘 

 

（４）延滞金の徴収（意見） 

延滞金は本来支払わなければならない（徴収しなければならない）もので

 
 

ある。延滞金の減免については、執行停止相当の案件でなければできないた

め、執行停止がなされていない案件で延滞金の減免を行う場合は、担当者の

みで判断するのではなく、課内で検討する必要があると考える。＝ 意見 

この点、延滞金は、地方税法第７２３条にも規定があるとおり、納税者側

に課せられたものである。また、延滞金の徴収については、他の市町村でも

優先順位が低くなりがちであり、国や県の監査項目においても具体的な金額

の聞取りもないとのことであった。また、先に記載した諌早市のように、「料」

で賦課徴収している自治体は延滞金の徴収が条例任せであるため、取らない

と規定することも可能であることから、延滞金については、あえて消極的な

徴収方針を選択し、他の分野に注力するということも考えられる。 

しかしながら、平戸市においては、国保税に限らないが延滞金の徴収を厳

密に行ったことで収納率の増加が見られたようである。また、鹿児島県垂水

市においても、延滞金の徴収を厳密に行いだした翌年から収納率の増加が見

られたようである（垂水市ホームページより。） 

延滞金の徴収に力を入れることで、公平な課税の実現にもなるし、徴税に

対する行政の厳格な態度を示すことで収納率の向上につながりうると考える

ため、延滞金の処理については再考することが望ましいと考える。＝ 意見 

 

第５ 財産調査等 

１ 制度概要 

効果的な滞納整理を行うに当たっては、滞納者の経済状況を把握することが

最も重要である。差押えや執行停止の可否、分納の可否、分納金額を検討する

ために滞納者の財産状況を調査することを財産調査という。 

財産調査の方法としては、滞納者への質問調査（国徴法第１４１条）、滞納者

の物や住居等の捜索（同１４２条）、戸籍・住民票等の官公署への協力要請（法

第２０条の１１）、預貯金・生命保険・給与・年金の照会等がある。 
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２ 監査の観点・監査の方法 

（１）監査の観点 

財産調査は滞納整理手続きで各滞納者の方針決定を行う際、その指針とな

るものである。また、執行停止処理における当該処理の妥当性を担保するに

は、適切な財産調査がなされる必要がある。 

そこで、本章では、適時適切な財産調査を各職員が行うための環境（マニ

ュアル等）が整備されているか、また、各別の案件で、法令や内部基準にし

たがって適時適切な財産調査が行われているかについて監査した。 

（２）監査の方法 

①保険料課から提出を受けた要綱、マニュアルの精査 

②具体的な案件の記録を預貯金、生命保険、給与等財産項目別に、合計３

４件の記録を閲覧し、適法、適正な事務処理が行われているかを確認し

た。 

 

３ 事実の摘示 

（１）佐世保市における財産調査の実施状況 

佐世保市の国保税の滞納分に対する財産調査の実施状況を保険料課に確認

したところ、以下のとおりの回答があった。 

  

255



 
 

 

２ 監査の観点・監査の方法 
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３ 事実の摘示 
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したところ、以下のとおりの回答があった。 

  

 
 

 

  平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

預貯金 6,300 10,122 7,552 9,290 7,823 

生命保険 524 1,048 2,148 2,334  1,278 

給与・年金  66  126  226  655  269 

その他債権  17  5  21  49  81 

自動車  242  515  158  208  131 

動産  0  0  0  0  0 

不動産  21  137  90  44  34 

家宅捜索 9 2 6 0 14 

（保険料課提供資料より） 

 

（２）佐世保市における財産調査および相続人調査の概要（マニュアルおよびヒ

アリングより） 

ア 預貯金調査 

（ア）預貯金調査とは 

佐世保市が行う預貯金調査は、全体調査と個別調査があり、全体調査

は毎月まとめて特定の銀行に対して一斉照会をかけて行う。一方、個別

調査は、差押えや以前の調査記録をもとに最新の状況を把握するために

行われる。 

原則として滞納者のうち、①現年度の滞納者で完納見込みがない者、

②滞納繰越分に滞納がある者については全員預貯金調査を行っている。 

（イ）費用・方法 

方法：各金融機関へ照会を行う 

費用：１口座につき６０円から１５０円程度 

（ウ）入手した情報の共有・活用 
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必要な情報（銀行名・支店名・残高等）は滞納整理システム上の記事

にする。 

紙ベースで入手した履歴（特に取引履歴）についてはデータ化し、係

で共有となっているハードディスクに保存しており、係の者はだれでも

閲覧ができる状態になっている。 

イ 生命保険等調査 

（ア）生命保険等調査とは 

生命保険や損害保険契約を途中解約した場合、解約返戻金が支払われ

ることがある。また、入院等をした場合、入院給付金等が支払われるこ

とがある。当該解約返戻金や入院給付金の有無を確認するために行う調

査である。 

預貯金履歴に保険会社名の記載がある場合や所得申告の際に「生命保

険料控除」があることなどから存在を確認する。生命保険等の調査は、

滞納者の納付状況に応じて随時行う。調査の結果、解約返戻金があり、

十分な納税指導が行われている場合は直ちに差押えを行う。 

保険の内容や実現可能な分納計画が提出された場合や高齢、病気治療

中などの場合は、納税誓約書を書かせたうえ直ちに解約を行わないこと

もある（換価の猶予）。 

（イ）費用・方法 

方法：生命保険および損害保険会社への照会による 

費用：無料 

（ウ）入手した情報の共有・活用 

調査結果（契約の有無）について、滞納整理システムの記事欄に記入

する。保険会社等から送付された文書がある場合、原則として紙ベース

で保存し、データ化して残す特段の必要がある場合は、これらの資料を

データ化し、滞納整理システムにアップする。もっとも、容量の関係で
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必要な情報（銀行名・支店名・残高等）は滞納整理システム上の記事

にする。 

紙ベースで入手した履歴（特に取引履歴）についてはデータ化し、係

で共有となっているハードディスクに保存しており、係の者はだれでも

閲覧ができる状態になっている。 

イ 生命保険等調査 

（ア）生命保険等調査とは 

生命保険や損害保険契約を途中解約した場合、解約返戻金が支払われ

ることがある。また、入院等をした場合、入院給付金等が支払われるこ

とがある。当該解約返戻金や入院給付金の有無を確認するために行う調
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預貯金履歴に保険会社名の記載がある場合や所得申告の際に「生命保

険料控除」があることなどから存在を確認する。生命保険等の調査は、

滞納者の納付状況に応じて随時行う。調査の結果、解約返戻金があり、

十分な納税指導が行われている場合は直ちに差押えを行う。 

保険の内容や実現可能な分納計画が提出された場合や高齢、病気治療

中などの場合は、納税誓約書を書かせたうえ直ちに解約を行わないこと

もある（換価の猶予）。 

（イ）費用・方法 

方法：生命保険および損害保険会社への照会による 

費用：無料 

（ウ）入手した情報の共有・活用 

調査結果（契約の有無）について、滞納整理システムの記事欄に記入

する。保険会社等から送付された文書がある場合、原則として紙ベース

で保存し、データ化して残す特段の必要がある場合は、これらの資料を

データ化し、滞納整理システムにアップする。もっとも、容量の関係で

 
 

全部をデータ化することはしていないとのことであった。 

ウ 給与・年金調査 

（ア）給与・年金調査とは 

預貯金調査、給与支払報告書などから勤務先が把握できた場合は、当

該勤務先からの給与が毎月何日頃支払われるのか、支払金額はいくらか

等を通帳等から把握し、勤務先へ照会をかける。 

なお、マニュアルによれば勤務先によっては給与調査を解雇の理由と

する場合があるため、事前に催告等で予告しておこなうことが望ましく、

財産調査に引き続き給与差押えを行う場合、当該会社の協力が不可欠で

あるため、電話や直接訪問するなどして担当者等への協力依頼を行うよ

う配慮が必要であるとのことであった。 

（イ）費用・方法 

方法：勤務先への照会による 

費用：無料 

（ウ）入手した情報の共有・活用 

会社からの回答書をデータ化した上、滞納整理システムにアップする。

また、会社担当者とのやり取りや注意事項等を滞納整理システムの記事

欄に記入する。 

会社担当者から照会書の返送を受けた場合も、生命保険調査と同様、

原則として紙ベースで保存する。 

エ その他の債権調査 

（ア）その他の債権調査とは 

その他の債権とは、家賃や駐車場の賃料債権、売掛金、冠婚葬祭互助

金の積立金、国税等の還付金等である。 

（イ）費用・方法 

方法：預貯金履歴の精査や本人親族などからのヒアリング、国税還付
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金については随時、納税課からの情報提供が行われる。（保険

料課から情報提供する場合もある。） 

（ウ）入手した情報の共有・活用 

入手した情報について、滞納整理システムの記事欄に入力する。 

オ 車両調査 

（ア）車両調査とは 

滞納者名義の普通自動車および軽自動車の存否を調査する。車両は比

較的発見がしやすく、かつ換価で高額になる場合も多いので預金や生命

保険等の債権で滞納解消ができなかった場合に検討する財産である。 

（イ）費用・方法 

方法：臨戸での現地確認や面談での聞取り、取引履歴等に自動車保険

等の取引があるかなどを確認する。 

また、軽自動車については資産税課への問合せ、軽自動車協会

長崎事務所佐世保支部への照会が可能である。普通自動車につ

いては県税事務所に照会の上、九州運輸局長崎運輸支局佐世保

自動車検査登録事務所へ照会をかける。 

費用：無料 

（ウ）入手した情報の共有・活用 

臨戸や聞取りの結果や、入手した車検証等に記載されている公売に有

用な情報（型式・年式・車体の色等）等は滞納整理システムに掲載し、

車検証等についてはデータ化し滞納整理システムにアップする。 

また、公売可能性がある自動車の車検証の写しは個別にファイリング

を行う。 

カ 不動産調査 

（ア）不動産調査とは 

固定資産税の課税があるかについては滞納整理システムで確認可能で
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いては県税事務所に照会の上、九州運輸局長崎運輸支局佐世保

自動車検査登録事務所へ照会をかける。 

費用：無料 
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車検証等についてはデータ化し滞納整理システムにアップする。 

また、公売可能性がある自動車の車検証の写しは個別にファイリング

を行う。 

カ 不動産調査 

（ア）不動産調査とは 

固定資産税の課税があるかについては滞納整理システムで確認可能で

 
 

あるため、滞納整理システムで不動産の評価額等を確認し、差押えにつ

いて検討可能な不動産であれば、法務局で登記事項証明書をとるなどし

て調査する。また、納税相談や嘱託職員の臨戸記事などを参照に不動産

の保有を推定し、法務局で登記事項証明書を取得するなどして調査する

場合もある。 

（イ）費用・方法 

方法：①滞納整理システムでの確認 

・固定資産税の課税の有無 

・固定資産評価額等の不動産の価値 

等を確認する。 

②登記事項証明書の取得：請求書を滞納整理システムから印刷

し、法務局へ持参、交付請求を行う。 

なお、インターネットでの請求も可能であるが、登記事項証

明書は法務局で受領する必要があるため、手間はあまり変わ

らないので、利用はしていないとのことであった。          

手数料：免除 

※登記手数料令 第１９条 

国又は地方公共団体の職員が、職務上請求する場合には、手数

料（第２条第６項から第８項まで、第３条（同条第６項を第１０

条第３項において準用する場合を含む。）、第４条、第７条、第９

条及び第１０条第２項に規定する手数料を除く。）を納めることを

要しない。 

（ウ）入手した情報の共有・活用 

取得した情報は、滞納整理システムに入力する。 

原則として、取得した登記は紙ベースで保存する。 

入手した登記事項証明書のうち、情報の確認だけでなく、特に引続き
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の検討が必要な場合はデータ化し、滞納整理システムにアップする。 

キ 相続人調査 

（ア）相続人調査とは 

滞納者が死亡し、当該滞納者の相続人が滞納者の財産を相続した場合、

その相続人は納税義務を承継することになるため、滞納者に相続人がい

るか、いる場合は相続放棄をしているかについて確認する必要がある。 

（イ）費用・方法 

相続人の有無を滞納者の戸籍や関係者の聞取りを通じて調査する。 

相続人がいる場合には、その者に対し相続放棄をするか（する予定が

あるか）を確認する。相続人と連絡が取れない場合は、裁判所に滞納者

（被相続人）の相続人が相続放棄をしているかを照会する。 

費用：戸籍取得については、取得手数料は無料（他市町村から戸籍を

郵送にて取得する場合は、郵送料が発生する。） 

裁判所への照会は、無料である。（手続きを郵送で行う場合、

郵送料は別途発生する。また、証明書を取得する場合も費用が

発生する。） 

（ウ）入手した情報の共有・活用 

入手した各種資料のうち、必要事項（相続人の有無、連絡先、放棄し

たか、資料を入手しているか等）をシステムに入力し、戸籍や申述書の

写し、回答結果などは紙のままファイリングを行う。   

（３）個別の事案 

ア 不動産登記事項証明書の取得 

滞納者が生前不動産を所有していたことが伺われる案件で、不動産の登

記事項証明書を取得した記録が滞納整理システムに残っていなかった。 

当該案件では、根抵当権が設定された上、当該根抵当設定契約が解除さ

れていることも担当者は把握していた。 
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の検討が必要な場合はデータ化し、滞納整理システムにアップする。 

キ 相続人調査 

（ア）相続人調査とは 

滞納者が死亡し、当該滞納者の相続人が滞納者の財産を相続した場合、

その相続人は納税義務を承継することになるため、滞納者に相続人がい

るか、いる場合は相続放棄をしているかについて確認する必要がある。 

（イ）費用・方法 

相続人の有無を滞納者の戸籍や関係者の聞取りを通じて調査する。 

相続人がいる場合には、その者に対し相続放棄をするか（する予定が
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裁判所への照会は、無料である。（手続きを郵送で行う場合、

郵送料は別途発生する。また、証明書を取得する場合も費用が

発生する。） 

（ウ）入手した情報の共有・活用 

入手した各種資料のうち、必要事項（相続人の有無、連絡先、放棄し

たか、資料を入手しているか等）をシステムに入力し、戸籍や申述書の

写し、回答結果などは紙のままファイリングを行う。   

（３）個別の事案 

ア 不動産登記事項証明書の取得 

滞納者が生前不動産を所有していたことが伺われる案件で、不動産の登

記事項証明書を取得した記録が滞納整理システムに残っていなかった。 

当該案件では、根抵当権が設定された上、当該根抵当設定契約が解除さ

れていることも担当者は把握していた。 

 
 

担当者は、金融機関関係者に登記事項証明書があればその写しをもらう

ことはできないかと依頼しているが、システム上、その後に登記事項証明

書の写しを取得した記録がなかった。なお、登記事項証明書を取得しても

紙ベースで保存することが原則のため、本件事案で取得していた可能性あ

るとのことであった。 

イ 給与調査の記録が残っていなかった案件  

「高額の給与をもらっている。」との情報提供があったものの、情報提

供があった後に給与等の調査を行ったが記録に残っていなかった案件があ

った。 

ウ 相続人調査の不十分 

相続人数名のうち、１名は相続予定、残りの者が相続放棄を予定してい

ると親族から情報提供があった案件で、当該相続予定の相続人調査をせず

に執行停止を行い、３年後に納税義務が消滅した案件があった。 

エ 追加調査が不十分であった案件 

５年以上前に世帯主が死亡し、判明している相続人が相続放棄を行い、

残りの相続人調査が未了であったが、差し押さえている不動産の価値が低

いとして執行停止が行われた案件で、第三者が抵当権を実行し配当が出る

かもしれないという情報を把握しておきながら、その後の調査を行わなか

った案件があった。 

オ メインバンクと思われる金融機関の預貯金調査が不十分であった事案 

メインバンクが十八銀行・親和銀行以外の滞納者について、当該メイン

バンクの定期的な預金調査がなされていない案件があった。 

カ 他県に転出した際、転出先の金融機関に対する財産調査を行っていない

案件 

他県に転出したことが明らかになった滞納者について、転出先の金融機

関に対する財産調査を行っていない案件があった。 
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４ 規範 

・地方税法 

・佐世保市保険料課収納業務マニュアル 

 

５ 意見等 

（１）記録の残し方が不十分（上記事実の摘示（３）個別の事案ア・イについて）

（意見） 

財産調査を行った場合の登記事項証明書の取得の事実や当該登記事項証明

書から取得した情報、給与調査（総合行政システムにある申告内容の確認）

について、ヒアリング上は調査を行った可能性が高いと回答を得たものの、

当該調査結果について、滞納整理システムに入力されていない事案が散見さ

れた。 

保険料課作成のマニュアルにもあるとおり、昨今、自治体が時効消滅させ

た税について、住民訴訟が提起されることがある。また、保険料課としては、

今後滞納繰越分の収納率を上げるため積極的に執行停止を行っていくことを

目標としている。適正な執行停止を行うためには十分な財産調査が不可欠で

あり、せっかく十分な財産調査を行ってもそれが記録に残っていなければ、

当該調査が水泡に帰す可能性も大いにある。 

財産調査を行った場合に限ることではないが、行った業務について必要な

情報を滞納整理システムへの入力することの徹底を図られたい。＝ 意見 

 

（２）相続人の調査（上記事実の摘示（３）個別の事案ウ関連）（意見） 

通常の処理としては、相続人から相続放棄の申述書の写し等相続放棄を証

明する書類の任意の提出を求める。相続人からの協力が得られない場合は、

裁判所に対して相続放棄の申述がなされているかの照会を行う。 

しかし、本件では、相続人と連絡が取れていたにも関わらず、放棄の申述
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４ 規範 

・地方税法 

・佐世保市保険料課収納業務マニュアル 

 

５ 意見等 

（１）記録の残し方が不十分（上記事実の摘示（３）個別の事案ア・イについて）

（意見） 

財産調査を行った場合の登記事項証明書の取得の事実や当該登記事項証明

書から取得した情報、給与調査（総合行政システムにある申告内容の確認）

について、ヒアリング上は調査を行った可能性が高いと回答を得たものの、

当該調査結果について、滞納整理システムに入力されていない事案が散見さ

れた。 

保険料課作成のマニュアルにもあるとおり、昨今、自治体が時効消滅させ

た税について、住民訴訟が提起されることがある。また、保険料課としては、

今後滞納繰越分の収納率を上げるため積極的に執行停止を行っていくことを

目標としている。適正な執行停止を行うためには十分な財産調査が不可欠で

あり、せっかく十分な財産調査を行ってもそれが記録に残っていなければ、

当該調査が水泡に帰す可能性も大いにある。 

財産調査を行った場合に限ることではないが、行った業務について必要な

情報を滞納整理システムへの入力することの徹底を図られたい。＝ 意見 

 

（２）相続人の調査（上記事実の摘示（３）個別の事案ウ関連）（意見） 

通常の処理としては、相続人から相続放棄の申述書の写し等相続放棄を証

明する書類の任意の提出を求める。相続人からの協力が得られない場合は、

裁判所に対して相続放棄の申述がなされているかの照会を行う。 

しかし、本件では、相続人と連絡が取れていたにも関わらず、放棄の申述

 
 

書を取得していなかった。執行停止は滞納処分の執行を停止するもので、執

行停止になったほぼすべての税についてはその強制徴収が困難となることか

ら、その運用は慎重になされる必要があると考える。 

本事案においても、相続をする者がいるのであれば当該相続人を調査後、

徴収を行うことが考えられるため、執行停止を行う前に相続放棄の申述の有

無についてそれを証する書類の取得を行うべきであったと考える。 

＝ 意見 

 

（３）追加調査が不十分であった案件（上記事実の摘示（３）個別の事案エ関連）

（意見） 

５年以上前に世帯主が死亡し、判明している相続人が相続放棄を行い、残

りの相続人調査が未了であったが、差し押さえている不動産の価値が低いと

して執行停止が行われた案件で、第三者が抵当権を実行し配当が出るかもし

れないという情報を把握しておきながら、その後の調査を行わなかった案件

があった。 

結果的に配当は生じなかったようであるが、当該情報提供があった以上、

その結果について随時調査し、調査結果を滞納整理システム等に反映し、情

報共有を図るべきであったと考える。＝ 意見 

 

（４）メインバンクと思われる金融機関の預貯金調査が不十分であった事案（上

記事実の摘示（３）個別の事案オ関連）（意見） 

メインバンクが十八銀行・親和銀行以外の滞納者について、当該メインバ

ンクの定期的な預金調査がなされていない案件があった。 

親和、十八銀行は定期的な預貯金調査を係内でまとめて行っているとのこ

とであったが、履歴等の検討結果、親和銀行、十八銀行以外の金融機関がメ

インバンクであることが疑われるものについては、当該金融機関を重点的に
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調査すべきと考える。＝ 意見 

 

（５）他県に転出した際、転出先の金融機関に対する財産調査を行っていない案

件（上記事実の摘示（３）個別の事案カ関連）（意見） 

転出したことが明らか案件については、当該転出地の預貯金調査を行うこ

とが望ましい。＝ 意見 

 

第６ 差押え 

１ 制度概要 

（１）差押えとは 

地方公共団体の徴収金が滞納になり、督促等によっても完納に至らない場

合には、徴税吏員は自力執行としての滞納処分を行うことになる。 

この自力執行としての滞納処分は、差押えに始まり、換価配当に終わる一

連の手続きから構成され、徴収の早期確保を目的としている。差押えは、こ

の一連の手続きの第一段階の処分であり、滞納者の財産の処分を制限し、換

価（公売）できる状態におく強制処分である。すなわち、差押えの目的とは、

換価するための財産を保全することである。（滞納整理事務の手引） 

 

 

（２）差押え手続きの流れ 

ア 債権の差押え（銀行預貯金・保険の解約返戻金・売掛金・賃貸料・敷金

等） 

（ⅰ）差押え手続きの流れ 
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調査すべきと考える。＝ 意見 

 

（５）他県に転出した際、転出先の金融機関に対する財産調査を行っていない案

件（上記事実の摘示（３）個別の事案カ関連）（意見） 

転出したことが明らか案件については、当該転出地の預貯金調査を行うこ

とが望ましい。＝ 意見 

 

第６ 差押え 

１ 制度概要 

（１）差押えとは 

地方公共団体の徴収金が滞納になり、督促等によっても完納に至らない場

合には、徴税吏員は自力執行としての滞納処分を行うことになる。 

この自力執行としての滞納処分は、差押えに始まり、換価配当に終わる一

連の手続きから構成され、徴収の早期確保を目的としている。差押えは、こ

の一連の手続きの第一段階の処分であり、滞納者の財産の処分を制限し、換

価（公売）できる状態におく強制処分である。すなわち、差押えの目的とは、

換価するための財産を保全することである。（滞納整理事務の手引） 

 

 

（２）差押え手続きの流れ 

ア 債権の差押え（銀行預貯金・保険の解約返戻金・売掛金・賃貸料・敷金

等） 

（ⅰ）差押え手続きの流れ 

  

 
 

 

    

 

       （国徴法第５４条） 

 

 （国徴法第６２条１項） 

  

 （国徴法第６５条／５６条１項） 

 

       （国徴法第６２条３項） 

 

（ⅱ）差押えの効力発生時期 

債権差押えの効力は、第三債務者に債権差押通知書が送達された時に

生じる（国徴法第６２条３項）。  

取引先調査 

差押調書作成 

証書の取上げ 

送達 

取立て 
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イ 不動産の差押え 

（ⅰ）差押え手続きの流れ 

      土地・建物の差押えにあたっては、土地上

に建物が存在することや建物が滅失してい

ること等、不動産登記事項証明書からは判明

しない事項が生じる可能性があるので、でき

る限り実地調査を行う（『滞納整理事務の手

引』ｐ．５７）。 

 

 

 

                 （国徴法第６８条１項） 

 

             （国徴法第６８条３項） 

   

（ⅱ）差押えの効力発生時期 

不動産の差押えの効力は、差押調書（謄本）が滞納者に送達されたと

きに生じる（国徴法第６８条２項）。ただし、差押えの登記が、差押調書

（謄本）の送達前にされた場合には、差押登記がされたときにその効力

が生じる（国徴法第６８条４項）。 

  

差押調書作成 

送達 

関係機関に差押登記を嘱託 

実地調査 

267



 
 

イ 不動産の差押え 

（ⅰ）差押え手続きの流れ 

      土地・建物の差押えにあたっては、土地上

に建物が存在することや建物が滅失してい

ること等、不動産登記事項証明書からは判明

しない事項が生じる可能性があるので、でき

る限り実地調査を行う（『滞納整理事務の手

引』ｐ．５７）。 

 

 

 

                 （国徴法第６８条１項） 

 

             （国徴法第６８条３項） 

   

（ⅱ）差押えの効力発生時期 

不動産の差押えの効力は、差押調書（謄本）が滞納者に送達されたと

きに生じる（国徴法第６８条２項）。ただし、差押えの登記が、差押調書

（謄本）の送達前にされた場合には、差押登記がされたときにその効力

が生じる（国徴法第６８条４項）。 

  

差押調書作成 

送達 

関係機関に差押登記を嘱託 

実地調査 

 
 

 

ウ 動産の差押え（現金・貴金属・美術品等） 

（ⅰ）差押手続きの流れ 

    

 

 

 

 

 

 

 ※差押え後に直ちに搬出

する場合は、搬出調書の

作成に代えることができ

る（国徴令第２６の２の

２項） 

 

（ⅱ）差押えの効力発生時期 

動産等の差押えの効力は、徴税吏員がその財産を占有した時に生じる

（国徴法第５６条２項）。ただし、差し押さえた動産等を滞納者または

第三者に保管させたときは、封印、公示書等によって、それが差押財産

であることを明白に表示したときにその効力が生じる（国徴法第６０条

２項）。 

 

（３）差押えの制限 

ア 超過差押えの禁止（国徴法第４８条１項） 

イ 無益な差押えの禁止（国徴法第４８条２項） 

徴税吏員による差押対象物件の占有確保 

搬出調書作成 

債務者等による保管 

搬出調書を交付 

搬出 

差押調書作成 

差押調書を滞納者へ交付 
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（４）差押えの効果 

ア 差押えの一般的効力 

①処分禁止の効力 

差押えは、差押財産の法律上の処分（売買等）または事実上の処分（毀

損等）を禁止する効力がある。 

ただし、この処分禁止の効力は、差押債権者との関係における相対的

効力にとどまり、処分を絶対的に禁止するものではない。 

②時効中断の効力 

差押えにかかる地方税については、その差押えの効力が生じた時に徴

収権の消滅時効が中断し、差押え中は時効中断効が継続する（法第１８

条３項・民法第１４７条）。 

③相続があった場合の効力 

差押え後に、滞納者が死亡または法人が合併により消滅したとき、滞

納処分は続行することができる（国徴法第１３９条１項）。 

また、滞納者の死亡後、滞納者の死亡を知らないで滞納者名義の財産

に対して行われた差押えは、相続人に対してなされたものとみなされる

（国徴法第１３９条２項）。 

イ 差押えの及ぶ範囲 

①従物に対する効力 

主物（例：建物）を差し押さえたときは、従物（例：畳や建具等）に

対しても差押えの効力は及ぶ（民法第８７条２項）。 

②果実に対する効力 

（ⅰ）天然果実 

（ⅱ）法定果実 

③損害保険金請求権等に対する効力  
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（４）差押えの効果 

ア 差押えの一般的効力 

①処分禁止の効力 

差押えは、差押財産の法律上の処分（売買等）または事実上の処分（毀

損等）を禁止する効力がある。 

ただし、この処分禁止の効力は、差押債権者との関係における相対的

効力にとどまり、処分を絶対的に禁止するものではない。 

②時効中断の効力 

差押えにかかる地方税については、その差押えの効力が生じた時に徴

収権の消滅時効が中断し、差押え中は時効中断効が継続する（法第１８

条３項・民法第１４７条）。 

③相続があった場合の効力 

差押え後に、滞納者が死亡または法人が合併により消滅したとき、滞

納処分は続行することができる（国徴法第１３９条１項）。 

また、滞納者の死亡後、滞納者の死亡を知らないで滞納者名義の財産

に対して行われた差押えは、相続人に対してなされたものとみなされる

（国徴法第１３９条２項）。 

イ 差押えの及ぶ範囲 

①従物に対する効力 

主物（例：建物）を差し押さえたときは、従物（例：畳や建具等）に

対しても差押えの効力は及ぶ（民法第８７条２項）。 

②果実に対する効力 

（ⅰ）天然果実 

（ⅱ）法定果実 

③損害保険金請求権等に対する効力  

 
 

２ 監査の観点・監査の方法 

差押手続きについては、国税徴収法等に詳細に定められている。 

当該手続きの履践が法律効果の発生原因となる場合もあり、法律にのっとっ

た差押手続きの履践は極めて重要である。そこで、各種法令および市が独自に

定めるマニュアルに即して行われているかを、平成３０年度に差押えを行った

事案について、ランダムに選定し当該事案について検証した。 

監査した事案 

預貯金    ：３件 

給与     ：４件 

生命保険   ：３件 

その他債権 

国税還付金 ：１件 

家賃    ：１件 

出資金   ：１件 

年金    ：１件 

残預金   ：１件 

互助会   ：１件 

漁業拠出金 ：１件 

工事代金  ：１件 

 

３ 事実の摘示 

（１）佐世保市における差押えに関するデータ等 

ア 平成２６年度から平成３０年度における保険料課が実施した差押えの件

数は以下のとおりである。 

 

 

270



 
 

  平成２６年

度 

平成２７年

度 

平成２８年

度 

平成２９年

度 

平成３０年

度 

債 

権 

預貯金 144 299 249 317 287 

生命保険 43 112 218 158 158 

給与 34 62 57 60 70 

国税還付金 37 34 29 27 22 

家賃 7 2 2 1 0 

その他債権 16 24 22 38 32 

不動産 10 34 41 0 0 

自動車 2 4 0 1 1 

動産 6 3 2 0 0 

合計 299 574 620 602 570 

（保険料課提供資料より） 

（単位：件） 

 

イ 直近３年の年間差押金額 

 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

債 権 396,125,331 396,573,668 338,789,831 

不 動 産 17,033,200 0 0 

自動車・動産等 4,928,536 1,984,380 391,380 

合計 418,087,067 398,558,048 339,181,211 

（保険料課提供資料より） 

（単位：円） 
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  平成２６年

度 

平成２７年

度 

平成２８年

度 

平成２９年

度 

平成３０年

度 

債 

権 

預貯金 144 299 249 317 287 

生命保険 43 112 218 158 158 

給与 34 62 57 60 70 

国税還付金 37 34 29 27 22 

家賃 7 2 2 1 0 

その他債権 16 24 22 38 32 

不動産 10 34 41 0 0 

自動車 2 4 0 1 1 

動産 6 3 2 0 0 

合計 299 574 620 602 570 

（保険料課提供資料より） 

（単位：件） 

 

イ 直近３年の年間差押金額 

 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

債 権 396,125,331 396,573,668 338,789,831 

不 動 産 17,033,200 0 0 

自動車・動産等 4,928,536 1,984,380 391,380 

合計 418,087,067 398,558,048 339,181,211 

（保険料課提供資料より） 

（単位：円） 

 

 

 
 

 

ウ 公売の件数 

 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年

度 

平成３０年度 

出 品 14 8 21 1 1 

落 札 14 8 17 0 1 

売却額 2,240,521 3,424,322 77,449 0 412,000 

（保険料課提供資料より） 

 

平成２８年度まで１年間で１０件程度あった公売の件数が、平成２９年

度から激減している。この理由をヒアリングしたところ、差押可能な物件

の発見ができなかったとのことであった。 

また、平成２８年度までは「差押え可能な物件（特に自動車）」について、

滞納者名義の一定の資産価値がある自動車であれば原則差し押さえる、と

いう方針をとってきた。 

しかし、平成２９年頃から差押え可能な自動車が滞納者の通勤用や仕事

用であり、生活に不可欠（周囲に十分な公共交通機関がない等）であるに

もかかわらず、差押えを行った結果、滞納者が失業したり、新たな自動車

を購入するためローンを組むなどして、当該ローンの支払いで新たな滞納

税が増加する例があった。 

そのため、安易な自動車の差押えが適切か、という意見が保険料課内に

出てきた。そこで、平成２９年度からは後の納税をも考慮した慎重な処分

を進めているところであるとのことであった。 

しかし、その一方で、自動車は換価が比較的容易であることから、調査

を進めて、差押えに力を入れたい分野であるとのことであった。 
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（２）佐世保市における第三債務者に対する送達手続きについて 

ア 佐世保市における第三債務者への送達手続き 

（ⅰ）預貯金 

佐世保市内に金融機関の支店がある場合、当該金融機関に債権差押通

知書を直接持ち込み、債権差押通知書の受領者に当該調書を受領した日

付、受領時間、印鑑を押してもらう（以下、当該書面を「送達記録書」

という。）。可能であれば受領者の署名をもらうが、金融機関によっては

受領者個人の署名を拒否する場合もあり、その場合はあえて署名までは

求めない。 

佐世保市内に第三債務者の支店がない場合や第三債務者がゆうちょ銀

行である場合は、債権差押通知書を簡易書留で郵送する。また、郵便局

のホームページ上で第三債務者の受領日時を確認し、当該頁を印刷し、

記録に綴る。 

（ⅱ）保険・給与債権・売掛金等 

債権差押通知書を簡易書留で第三債務者に郵送し、日本郵便のホーム

ページ上にある配達状況の確認画面（以下、「確認画面」という。）で第

三債務者の受領日時を確認後、当該頁を印刷し、記録に綴る。 

（ⅲ）国税還付金 

第三債務者である税務署長、徴税吏員から配達証明書に署名をもらう。 

（ⅳ）残余金 

第三債務者は佐世保市長である。送達は、残余金を把握している担当

課に対して行い、当該担当課の担当者が送達記録書の受領欄に署名する。 

なお、保険料課内での残余金を差し押さえる場合もある。送達がなさ

れたことの客観的な証明を担保することが困難な場合もあるので、同じ

課内で残余金を差し押さえるという手続きはできる限り避けることが望

ましい。 
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（２）佐世保市における第三債務者に対する送達手続きについて 

ア 佐世保市における第三債務者への送達手続き 

（ⅰ）預貯金 

佐世保市内に金融機関の支店がある場合、当該金融機関に債権差押通

知書を直接持ち込み、債権差押通知書の受領者に当該調書を受領した日

付、受領時間、印鑑を押してもらう（以下、当該書面を「送達記録書」

という。）。可能であれば受領者の署名をもらうが、金融機関によっては

受領者個人の署名を拒否する場合もあり、その場合はあえて署名までは

求めない。 

佐世保市内に第三債務者の支店がない場合や第三債務者がゆうちょ銀

行である場合は、債権差押通知書を簡易書留で郵送する。また、郵便局

のホームページ上で第三債務者の受領日時を確認し、当該頁を印刷し、

記録に綴る。 

（ⅱ）保険・給与債権・売掛金等 

債権差押通知書を簡易書留で第三債務者に郵送し、日本郵便のホーム

ページ上にある配達状況の確認画面（以下、「確認画面」という。）で第

三債務者の受領日時を確認後、当該頁を印刷し、記録に綴る。 

（ⅲ）国税還付金 

第三債務者である税務署長、徴税吏員から配達証明書に署名をもらう。 

（ⅳ）残余金 

第三債務者は佐世保市長である。送達は、残余金を把握している担当

課に対して行い、当該担当課の担当者が送達記録書の受領欄に署名する。 

なお、保険料課内での残余金を差し押さえる場合もある。送達がなさ

れたことの客観的な証明を担保することが困難な場合もあるので、同じ

課内で残余金を差し押さえるという手続きはできる限り避けることが望

ましい。 

 
 

（３）預貯金の差押え 

担当者が「差押調書」、「差押調書（謄本）」、「債権差押通知書」、「預貯

金調査証」を作成し、部長までの決裁をとる。 

     ↓    

「債権差押通知書」、「預貯金調査証」を持参し、金融機関へ臨場する 

（市外など遠方の場合は郵送する。） 

     ↓ 

預金調査証を提示し、現在の預貯金額や入出金記録を確認する。 

     ↓ 

差押えの実施と換価 

①金融機関の担当者に「債権差押通知書」を渡し、「送達記録書（受取

証明）をもらう。 

②金額確認後、金融機関に振込みを依頼する。 

↓ 

滞納者に「差押調書（謄本）」を簡易書留にて送付する。 

  ↓ 

金融機関から、差押金額の入金を受ける。 

  ↓ 

滞納者宛に「配当計算書（謄本）」を入金の翌日から３日以内に発送す

る。 

  ↓  

配当計算書の写しと充当する税の納付書を作成し、庶務担当へ渡す。 
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（４）保険の差押え 

ア 手続きの流れ 

「債権差押通知書」を生命保険会社・本人に送付（簡易書留） 

↓ 

「差押え」に関して、保険会社から連絡や書類等の送付がない場合もあ

るので、配達を確認し、必ず記録を残す。 

↓ 

換 価 

①保険会社に専用用紙の送付を依頼 

②保険会社から、専用の解約請求書用紙が送られてくる。 

③解約請求書用紙に必要事項を記入し、決議後、公印押印の上、保険会

社へ送付する。 

※介入権が行使される場合、このタイミングで保険会社から通知があ

る。 

    ↓ 

「配当計算書」の作成、決裁、送付 

①配当計算書（謄本）は、振込日から３日以内に送付する。 

②「交付期日」は、送付日から７日を経過した日とする。 

 

イ 生命保険契約の解約返戻金請求権の取立て（国税庁ホームページより） 

生命保険契約の解約返戻金を差し押さえた場合には、差押債権者は、そ

の取立権に基づき滞納者（契約者）の有する解約権を行使することができ

る（平成１１年９月９日最高裁判決）。だたし、その解約権の行使に当た

っては、解約返戻金によって満足を得ようとする差押債権者の利益と保険

契約者および保険受取人の不利益（保険金請求権や特約に基づく入院給付

金請求権等の喪失）とを比較考量する必要があり、例えば次のような場合
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（４）保険の差押え 

ア 手続きの流れ 

「債権差押通知書」を生命保険会社・本人に送付（簡易書留） 

↓ 

「差押え」に関して、保険会社から連絡や書類等の送付がない場合もあ

るので、配達を確認し、必ず記録を残す。 

↓ 

換 価 

①保険会社に専用用紙の送付を依頼 

②保険会社から、専用の解約請求書用紙が送られてくる。 

③解約請求書用紙に必要事項を記入し、決議後、公印押印の上、保険会

社へ送付する。 

※介入権が行使される場合、このタイミングで保険会社から通知があ

る。 

    ↓ 

「配当計算書」の作成、決裁、送付 

①配当計算書（謄本）は、振込日から３日以内に送付する。 

②「交付期日」は、送付日から７日を経過した日とする。 

 

イ 生命保険契約の解約返戻金請求権の取立て（国税庁ホームページより） 

生命保険契約の解約返戻金を差し押さえた場合には、差押債権者は、そ

の取立権に基づき滞納者（契約者）の有する解約権を行使することができ

る（平成１１年９月９日最高裁判決）。だたし、その解約権の行使に当た

っては、解約返戻金によって満足を得ようとする差押債権者の利益と保険

契約者および保険受取人の不利益（保険金請求権や特約に基づく入院給付

金請求権等の喪失）とを比較考量する必要があり、例えば次のような場合

 
 

には、解約権の行使により著しい不均衡を生じさせることがないか慎重に

判断する必要がある。 

①近々保険事故の発生により、多額の保険金請求権が発生することが予

測される場合 

②被保険者が現実に特約に基づく入院給付金の給付を受けており、当該

金員が療養生活費に充てられている場合 

③老齢又は既病歴を有する等の理由により、ほかの生命保険契約に新規

に加入することが困難である場合 

④差押えに係る滞納税額と比較して解約返戻金の額が著しく少額である

場合 
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（５）軽自動車および普通自動車の差押え 

普通自動車の場合： 

 部長決裁をとる。 

    ↓                     

普通自動車の場合： 

九州運輸局に対して、差押えの登記を嘱託す

る。 

    ↓ 

普通自動車・軽自動車共通： 

自動車の所在地に臨場し、差押対象物件を確認する。 

    ↓ 

当該自動車を差押え（タイヤロック）、差押調書を作成し、滞納者がいれば、そ

の謄本を滞納者に交付する。 

    ↓ ↓ 

滞納者が納税を拒否したり、具体

的な支払日等が決まらない場合 

→レッカー業者に連絡し、レッ

カー移動 

（佐世保市の施設にて保管） 

    ↓ 

搬出調書の作成 

（または、差押調書の余白に当該

差押物件を搬出した旨を記載） 

※滞納処分の執行中におきた事故については市が加入している国家賠償の

任意保険が支払われないため、必ず運搬会社の者に運搬を任せなければ

滞納者が支払い意思を見せ、具体

的な支払日がその場で決まる場合 

→タイヤロックのまま滞納者によ

り保管させる。 

 

軽自動車の場合： 

 課長決裁をとる。 
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（５）軽自動車および普通自動車の差押え 

普通自動車の場合： 

 部長決裁をとる。 

    ↓                     

普通自動車の場合： 

九州運輸局に対して、差押えの登記を嘱託す

る。 

    ↓ 

普通自動車・軽自動車共通： 

自動車の所在地に臨場し、差押対象物件を確認する。 

    ↓ 

当該自動車を差押え（タイヤロック）、差押調書を作成し、滞納者がいれば、そ

の謄本を滞納者に交付する。 

    ↓ ↓ 

滞納者が納税を拒否したり、具体

的な支払日等が決まらない場合 

→レッカー業者に連絡し、レッ

カー移動 

（佐世保市の施設にて保管） 

    ↓ 

搬出調書の作成 

（または、差押調書の余白に当該

差押物件を搬出した旨を記載） 

※滞納処分の執行中におきた事故については市が加入している国家賠償の

任意保険が支払われないため、必ず運搬会社の者に運搬を任せなければ

滞納者が支払い意思を見せ、具体

的な支払日がその場で決まる場合 

→タイヤロックのまま滞納者によ

り保管させる。 

 

軽自動車の場合： 

 課長決裁をとる。 

 
 

ならない。 

    ↓  

換 価（公 売） 

ヤフー官公庁オークションサイトに出品する。 

※令和２年度末、官公庁オークションが閉鎖予定である。 

当該サイトへの出品以前は、市報での告知、市のホームページへの掲載、

他の市町との合同販売会への参加等を行っていたが、官公庁オークショ

ン程の効果が出なかったため、今後の自動車の公売方法検討が課題とな

っている。 

     ↓    

「配当計算書」の作成、決裁、送付 
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（６）不動産の差押え 

担当者が「差押調書」、「差押調書（謄本）」、「差押書」を作成し、部長

までの決裁をとる。 

 ↓ 

滞納者に対して、「差押書」を送付する。 

 ↓ 

法務局に差押え登記を嘱託する。 

   ↓ 

公売手続きにて換価 

    ↓ 

「配当計算書」の作成、決裁、送付 

 

（７）個別の事案 

ア 送達手続き 

預貯金、保険の解約返戻金、給与債権、出資金、互助会返戻金、年金、

工事代金、家賃債権について、（１）の送達手続きが遵守されているかを

確認したところ、受領書については、すべての事件で記録に綴られてい

た。 

しかし、預貯金および保険の解約返戻金以外の債権差押えにおいては、

ホームページの印刷画面が綴られていない案件があった。 

イ 閲覧したすべての事案で、配当計算書は、入金後３日以内に発送されて

いた。 

ウ 自動車および不動産の差押えについて、マニュアルに記載がなかった。 

エ 差し押さえた自動車を市の敷地に搬出した後、駐車位置を移動させるた

め、市職員が当該自動車を運転し、敷地内の設置物とぶつかり当該自動車

が破損した事案があった。 
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（６）不動産の差押え 

担当者が「差押調書」、「差押調書（謄本）」、「差押書」を作成し、部長

までの決裁をとる。 

 ↓ 

滞納者に対して、「差押書」を送付する。 

 ↓ 

法務局に差押え登記を嘱託する。 

   ↓ 

公売手続きにて換価 

    ↓ 

「配当計算書」の作成、決裁、送付 

 

（７）個別の事案 

ア 送達手続き 

預貯金、保険の解約返戻金、給与債権、出資金、互助会返戻金、年金、

工事代金、家賃債権について、（１）の送達手続きが遵守されているかを

確認したところ、受領書については、すべての事件で記録に綴られてい

た。 

しかし、預貯金および保険の解約返戻金以外の債権差押えにおいては、

ホームページの印刷画面が綴られていない案件があった。 

イ 閲覧したすべての事案で、配当計算書は、入金後３日以内に発送されて

いた。 

ウ 自動車および不動産の差押えについて、マニュアルに記載がなかった。 

エ 差し押さえた自動車を市の敷地に搬出した後、駐車位置を移動させるた

め、市職員が当該自動車を運転し、敷地内の設置物とぶつかり当該自動車

が破損した事案があった。 

 
 

オ 国税や市税も滞納している滞納者について、平成２８年度「早急な滞納

処分を要する状況となっている。」との記載があるのに平成３０年度にな

るまで差押えを行っていない事案があった。 

 

４ 規範 

・国税徴収法  

・滞納整理事務の手引き  

・佐世保市保険料課収納業務マニュアル 

 

５ 意見等 

（１）差押各種手続きが概ね適法であったこと 

差押手続きについては、以下で指摘、意見を述べる点以外は、概ね法令に

沿った手続きが履践されていた。 

 

（２）送達記録の残し方について（意見） 

第三債務者への送達は、差押えの効力発生要件であり、極めて重要な手続

きであるところ、第三債務者への送達については確実に行う必要がある。 

かかる手続きの重要性を踏まえ、マニュアル（債権差押（生命保険）の手

続きｐ．２／４）には、「配達を確認したら必ず記録すること。」との記載が

ある。（なお、当該マニュアルは預貯金債権と生命保険の返戻金についての

み定められたもので、その他の債権については事案が少ないためマニュアル

にないとのことであったが、送達の確認の重要性については債権の種類を問

わないものであると考える。） 

担当者からのヒアリングによれば、記録に綴られてはいないが、すべての

案件において、送達がなされているかの確認は実施しており、確認したこと

を送達記録書に記載しているとのことである。 
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しかし、仮に送達の有無が問題になった場合、当該記載だけでは、差押調

書（謄本）の送達を証明することが不確実となる事態も考えられるし、問題

発覚後に確認画面を印刷しようとしても、日本郵便のホームページによると

当該確認仮面は、ウェブ上に１００日しか保存されないので、その証明をす

ることが困難となる事態も考えられる。 

したがって、ホームページ上で配達日時を確認するだけでなく、その画面

を印刷したものを記録に綴るよう注意していただきたい。＝ 意見 

 

（３）自動車の差押え、不動産の差押えに関するマニュアルの整備（意見） 

保険料課では、滞納者へ対応や財産調査等について詳細なマニュアルが定

められていることは、前に述べた通りであるが、自動車の差押え、不動産の

差押え手順についてのマニュアルの記載がほぼなかった。 

ヒアリングにおいては、自動車の差押え、公売については一定の徴収が可

能であることが多いとの話があり、後述のように自動車の差押え手続きで注

意を要する事項もあることから、自動車の差押えについてはマニュアルを整

備することが望ましいと考える。＝ 意見 

なお、現在、公売に利用しているヤフーの官公庁オークションが令和２年

度末をもって閉鎖されるとのことなので、マニュアルの整備とともに公売方

法の早急な検討を行う必要があると思われる。 

 

（４）自動車の運搬（意見） 

差し押さえた自動車を市の敷地に搬出した後、駐車位置を移動させるため、

市職員が当該自動車を運転し、敷地内の設置物とぶつかり当該自動車が破損

した事案があった。滞納処分の最中の事故については、地方公共団体が加入

する国賠保険の対象ではないため、当該修理費用は全額市の負担となる。書

籍（出版社：ぎょうせい／堀博晴・佐藤章夫著／『インターネットが変えた!
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を印刷したものを記録に綴るよう注意していただきたい。＝ 意見 

 

（３）自動車の差押え、不動産の差押えに関するマニュアルの整備（意見） 

保険料課では、滞納者へ対応や財産調査等について詳細なマニュアルが定

められていることは、前に述べた通りであるが、自動車の差押え、不動産の

差押え手順についてのマニュアルの記載がほぼなかった。 

ヒアリングにおいては、自動車の差押え、公売については一定の徴収が可

能であることが多いとの話があり、後述のように自動車の差押え手続きで注

意を要する事項もあることから、自動車の差押えについてはマニュアルを整

備することが望ましいと考える。＝ 意見 

なお、現在、公売に利用しているヤフーの官公庁オークションが令和２年

度末をもって閉鎖されるとのことなので、マニュアルの整備とともに公売方

法の早急な検討を行う必要があると思われる。 

 

（４）自動車の運搬（意見） 

差し押さえた自動車を市の敷地に搬出した後、駐車位置を移動させるため、

市職員が当該自動車を運転し、敷地内の設置物とぶつかり当該自動車が破損

した事案があった。滞納処分の最中の事故については、地方公共団体が加入

する国賠保険の対象ではないため、当該修理費用は全額市の負担となる。書

籍（出版社：ぎょうせい／堀博晴・佐藤章夫著／『インターネットが変えた!

 
 

自治体増収大作戦』） にも自動車の滞納処分においては、市職員が運転する

ことは厳禁との記載もあることから、今後は、マニュアル等を整備し、同種

の事故が起きないように心がけていただきたい。＝ 意見 

 

（５）保険料課と納税課の連絡調整の業務効率化（意見） 

国税や市県税も滞納している滞納者について、平成２８年度「早急な滞納

処分を要する状況となっている。」との記載があるのに、平成３０年度になっ

てから給与差押えを行っている案件があった。 

当該案件について、給与差押まで約２年の空白があった理由について、保

険料課に問い合わせたところ、納税課等が給与の差し押さえを行っていたた

め、本人の生活の最低の生活保障のため差押えを控えており、納税課の滞納

が解消後、給与の差押えを実施したとの回答であった。本件については滞納

者の給与等の財産状況をみると、担当者が差押え等を控えたことについては

理由があったといえる。 

ところで、本件のような国保税と市県民税等の双方の滞納者については、

保険料課、納税課双方に担当者を配置し、担当者間で連絡調整を行っている

とのことであった。また、本件では行われなかったものの、滞納者に毎月一

定額の医療費がかかっており、国保税の滞納が続くことで医療の給付に支障

が出るような場合は担当者および両課で協議し、国保税を優先して徴収する

こともあるとの回答であった。 

現在、両課が同一の滞納者にそれぞれ担当者を置いているが、本件のよう

な事案や前述の事案で、滞納税の徴収の順序の決定、そのため連絡調整を行

うことは担当者にとって余計な仕事を増やしている（滞納者１人（１世帯）

について担当が一人であれば、各課間の連絡調整は不要である。） 

後述の提言にあるように滞納税の徴収の順序の決定、そのための連絡調整

についても業務の効率化の実現が可能な場面であると考える。＝ 意見 
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第７ 交付要求・参加差押え 

１ 制度概要 

（１）交付要求と参加差押え 

交付要求と参加差押えは、ともに滞納者の財産についてすでに滞納処分や

強制執行等の強制換価手続きが開始されている場合に、その手続きに参加し

て配当を受け、それにより租税を徴収する制度である。 

（２）交付要求 

ア 交付要求の要件 

①滞納となっている地方団体の徴収金があること（督促の有無を問わな

い） 

②滞納者の財産について強制換価手続き（滞納処分、強制執行、担保権

実行としての競売、企業担保権の実行手続き又は破産手続き）が行わ

れたこと（法第３３１条４項等） 

イ 交付要求の制限 

滞納者が、他に換価容易な財産で第三者の権利の目的となっていないも

のを所有しており、かつ、その財産により地方団体の徴収金の全額を徴収

することができると認められるときは、交付要求をしないで差し押さえる

ことができる（国徴法第８３条）。 

ウ 交付要求の手続き 

（ア）交付要求の方法 

「交付要求書」を強制換価手続きの執行機関に交付する（国徴法第８

２条１項）。 

（イ）滞納者等への通知 

①交付要求をした場合には、滞納者に対し、その旨を「交付要求通知

書（滞納者用）」により通知する（国徴法第８２条２項）。 
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第７ 交付要求・参加差押え 

１ 制度概要 

（１）交付要求と参加差押え 
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（ア）交付要求の方法 
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①交付要求をした場合には、滞納者に対し、その旨を「交付要求通知

書（滞納者用）」により通知する（国徴法第８２条２項）。 

 
 

②交付要求をした場合には、交付要求に係る財産上の質権者等のうち、

知れている者に対し、その旨その他必要な事項を「交付要求通知書

（権利者用）」により通知する（国徴法第８２条３項） 

（ウ）交付要求ができる終期 

交付要求をいつまでにすべきかについては、法令に特別の規定はない

が、次に掲げる時期までに行う必要がある。 

①滞納処分の場合 

（ⅰ）財産売却による換価・・・売却決定の日の前日まで 

（ⅱ）金銭の取立ての方法による換価・・・その取立てのときまで 

②強制執行の場合 

（ⅰ）不動産、船舶、航空機、自動車、建設機械および小型船舶 

・・・執行裁判所が定める配当要求の終期（民事執行法（以

下、「民執法」という。）第４９条１項・３項、同法５２

条） 

（ⅱ）動産・・・執行官が売得代金の交付を受ける時まで（民執法第

１４０条） 

（ⅲ）金銭の支払いまたは動産の引渡しを目的とする債権 

ａ 第三債務者が民事執行法第１５６条による供託をした時まで 

ｂ 取立訴訟の訴状が第三債務者に送達された時まで 

ｃ 売却命令により執行官が売得代金の交付を受けた時まで 

ｄ 動産引渡請求権の差押えの場合は、執行官がその動産の引渡

しを受けた時まで 

（ⅳ）その他の財産権に対する強制執行の場合、上記ｃに準じる。 

③担保権の実行としての競売の場合 

・・・上記②に準じる。 

④企業担保権実行の場合 
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（ⅰ）一括競売のときは競落期日の終了時まで 

（ⅱ）任意売却による換価のときは裁判所が定めて公告した日まで

（企業担保法第５１の２） 

エ 交付要求の効力 

① 配当を受け得ること 

交付要求は、その強制換価手続きから配当を受けることができる（国

徴法第１２９条１項２号、民執法第８７条１項２号等）。 

②消滅時効中断の効力 

交付要求書が執行機関に送達されたときに、その交付要求にかかる聴

取金の消滅時効が中断し、その交付要求がされている間は時効が進行し

ない（法第１８条の２の１項３号）。 

オ 交付要求の解除 

納付、充当、更正の取消しその他の理由で、交付要求に係る地方団体の

徴収金が消滅したときは、その交付要求を解除しなければならない（国徴

法第８４条１項）。 

（３）参加差押え 

ア 参加差押えの要件 

参加差押えは、下記財産について、すでに滞納処分による差押えがなさ

れている場合で、滞納となっている地方団体の徴収金について差押えの要

件を満たしているときに行うことができる（法第３３１条５項等、国徴法

第８６条１項）。 

①動産および有価証券 

②不動産、船舶、航空機、自動車、建設機械および小型船舶 

③電話加入権 

これら以外の財産については、交付要求をし、または二重差押えをする

ことになる。 
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参加差押えは、下記財産について、すでに滞納処分による差押えがなさ

れている場合で、滞納となっている地方団体の徴収金について差押えの要

件を満たしているときに行うことができる（法第３３１条５項等、国徴法
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ことになる。 

 
 

イ 参加差押えの制限 

交付要求と同様である。 

ウ 参加差押えの手続き 

① 参加差押えの方法 

参加差押えは「参加差押調書」を作成し、「参加差押書」を滞納処分

による差押えをした執行機関等に交付することによって行う（国徴法第

８６条１項）。 

②滞納者への通知 

（ⅰ）参加差押えをした場合には、滞納者および質権者等の利害関係人

に対し、「参加差押通知書」により、その旨を通知しなければならな

い（国徴法第８６条２項、４項） 

（ⅱ）参加差押えをした財産が、電話加入権である場合は、上記

「（ⅰ）」の通知と併せて、第三債務者（地域会社）に対し、「参加

差押通知書」によりその旨を通知しなければならない（国徴法第８

６条２項）。 

この第三債務者（地域会社）に対する通知は、参加差押えの効力

要件ではないが、参加差押えが後日、差押えに転換した場合にその

差押えを第三者に対抗するためのものである（国徴法第８６条２

項）。 

（ⅲ）参加差押えをした財産が不動産、船舶、航空機、自動車、建設機

械及び小型船舶である場合には、参加差押えの登記（登録）を関係

期間に嘱託しなければならない（国徴法第８６条３項）。 

③参加差押えができる終期 

参加差押えは、先行の滞納処分による売却決定の日の前日（金銭によ

る取立ての方法により換価するものであるときは、その取立ての時）ま

でにしなければならない。 
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エ 参加差押えの効力 

①交付要求としての効力 

②先行する差押えの解除等に伴う効力 

③換価の催告 

④差押えの解除 

オ 参加差押えをした行政機関等による換価執行制度の創設 

 

２ 監査の観点・監査方法 

財産調査、差押え、執行停止で閲覧した記録のうち、交付要求、参加差押え

を行ったものを適宜確認した。 

 

３ 事実の摘示 

（１）国保税に関する交付要求等の手順 

交付要求、参加差押えともに前出の滞納整理マニュアルの一部に記載があ

る。 

ア マニュアルの内容 

すでに差押えが執行されている財産について、換価、配当してなお残余

金が出る見込みがある場合は交付要求をして別途、配当を受ける。交付要

求は単独で換価手続を行えず、先行の差押処分がある場合、一定の順序に

従い配当を受ける処理である。 

したがって、先行の差押処分が消滅すれば、当然に交付要求も失効する。

交付要求の対象となる先行の差押処分は、納税課や税務署など、他部署や

他の執行機関が行っているものを対象としてもよい。交付要求には、納期

限が過ぎている期別分まで含めることが可能である。また、交付要求の処

理には終期限があり、対象となる先行差押えの取立ての時までである。 

イ 詳細な方法や疑問点については市販の書籍等で調査している。 
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なお、交付要求等については、納税課との情報共有を心がけており、担

当者間で交付要求等が可能な案件については適宜連絡を取り合っていると

のことであった。 

 

（２）国保税に関する交付要求および参加差押えの実施状況 

ア 交付要求 

（ア）新規交付要求 

 

新規交付要

求 

債権額 

 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

件数 24 10 19 

期数合計（件） 455 276 382 

処分による総額（円） 10,571,540 8,442,076 8,604,073 

 

（イ）交付要求完結 

 

申立債権 

現在額 

 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

件数 11 17 8 

期数合計（件） 179 397 162 

処分による総額（円） 4,628,939 11,283,643 2,619,203 
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平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

件数 処分による総額

（単位：円） 

件数 処分による総額

（単位：円） 

件数 処分による総額 

 （単位：円） 

配当あり 10 2,744,829 12 2,278,885 6 978,684 

完全解除 0 0 7 1,534,900 0 0 

取下取消 2 0 2 0 0 0 

配当なし 3 0 4 0 0 0 

合計 15 2,744,829 25 3,813,785 6 978,684 

（以上の数値は、保険料課提供資料による。） 

（まとめ） 

新規交付要求については件数が増加しているものの、平成３０年度に完

結した件数は８件であり、配当を受けた金額も平成２８年度、平成２９年

度が２００万円以上あったのと比較し、約９７万円であった。平成３０年

度に大幅な金額の減少はあるものの、例年一定数の交付要求が行われてい

る。 

イ 参加差押え 

 

  平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

  件数 処分による総額 件数 処分による総額 件数 処分による総額 

不動産 26 17,398,670 0 0 0 0 

電話加入権等 0 0 0 0 0 0 

動産・有価証券等 0 0 0 0 0 0 

自動車 0 0 0 0 0 0 

合計 26 17,398,670 0 0 0 0 

（保険料課提供資料による。） 
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（まとめ） 

参加差押えについては、平成３０年度は行われなかった。 

（３）個別事案 

    問題のある事案は見当たらなかった。 

 

４ 規範 

・地方税法 

・国徴法 

・民事執行法 

 

５ 意見等 

（１）納税課との情報共有（意見） 

納税課、保険料課とも毎年相当件数の参加差押えおよび交付要求を行って

いる。 

納税課、保険料課ともこれらの情報共有ができるよう担当者間で連絡をと

りあっており、例えば納税課が先に差押えを行い、保険料課が二重差押えを

行っていた給与債権について、納税課の滞納分が当月の給与の一部で完納で

きるため、残りの部分について交付要求ができるという声かけが来ることが

ある、とのことであった。 

一方で、参加差押えができる案件については、当該情報提供がないと困難

な場合もあり、担当者が連絡を失念したような場合は、参加差押え等が実施

できない可能性がある。現在は、他課の滞納整理システムに記載された内容

は原則としてみることができない（滞納整理システムで見ることができるの

は当該滞納者に市税または国保の滞納があるか否かのみである。）。 

財産調査や差押えの実施状況が双方の担当者で把握できるようになれば、

290



 
 

業務の効率化および確実な参加差押え等の実施の実現が可能になると考える。

＝ 意見 

 

第８ 執行停止 

１ 制度概要 

（１）執行停止とは 

納期限後、督促状を発送した日から起算して１０日を経過した日までに税

が完納されない場合は、滞納処分をして強制的に徴収することが原則である。

滞納者に財産がある場合は、差押えを行って財産の処分を禁止し換価可能な

状態にすることで徴収（滞納処分）につなげる。 

一方で、滞納者の個別事情によっては、強制的な手続によって徴収するこ

とが適当でない場合がある。地方税法にはこのような場合に納税を緩和する

制度が定められており、履行の緩和に重点がある制度として納期限等の延長、

徴収手続全体の緩和に重点がある制度として徴収の猶予、滞納処分の緩和に

重点がある制度として換価の猶予と執行停止がある。本監査では、上記のう

ち執行停止事案について検証する。 

執行停止は、一定の要件に該当する場合に、滞納処分の執行を停止する制

度であり、最終的には納税義務の消滅（不納欠損）につながる手続である。

財産調査がなされ、滞納者の個別事情に応じて執行停止がとられることは、

法が要求している適正な手続の履践である。 

（２）執行停止の要件 

地方団体の長は、滞納者が次のいずれかに該当するときは、滞納処分の執

行停止をすることができる（地方税法１５条の７の１項）。 

①滞納処分をすることができる財産がないとき（無財産。１号） 

財産がない場合、差押えできない財産しかない場合、交付要求または参

加差押え（以下、「交付要求等」という）をしているが配当が見込まれない
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場合、換価困難・換価不可能な財産であるなど取扱上無財産とする場合等

がある。 

すでに差し押さえた財産および差押えの対象となりうる財産の処分予定

価額が滞納処分費用および租税債権に優先する債権の合計額を超える見込

みがない時（すなわち財産がマイナスになると評価される場合）、差押えの

対象となりうる全ての財産を差し押さえ、換価した後になお徴収できない

税金がある場合が該当する。 

②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ある

とき（生活困窮。２号） 

滞納者および生計を一にする親族等が生活維持に必要な最低限の財産し

か有しておらず、当該財産を滞納処分すると生活保護法の適用を受けなけ

れば生活が維持できない状態になるおそれがある場合をいう。 

③その所在及び滞納処分をすることができる財産がともに不明であるとき

（所在不明。３号） 

滞納者本人の住所（居所）が不明で、かつその財産も不明である場合に

適用される。よって、本人の住所（居所）が不明でも、滞納処分をするこ

とができる財産が確認されているときは、本号の該当にはならない。 

なお、執行停止は原則として、滞納者の徴収金全てについて行うもので

あるが、一定の場合には、納付または配当が見込まれる金額を控除した徴

収金についてのみ執行停止をする場合がある（一部執行停止）。 

（３）執行停止の効果、納税義務の消滅（不納欠損） 

ア 執行停止がなされた場合、地方団体の長は、その旨を滞納者に通知し（法

第１５条の７第２項）、すでに差し押さえた財産がある場合は、その差押え

を解除しなければならない（地方税法第１５条の７第３項）。したがって、

差押え後、換価あるいは執行停止の手続がとられない場合には、長期間に

わたって差押えが継続する案件もある。 
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執行停止をしたのみでは直ちに納税義務は消滅しないため、滞納者が自

発的に執行停止の対象となった徴収金を納付したとき、当該金額を収納し、

または過誤納金等および交付要求等に係る受け入れ金を徴収金に充当する

ことは差し支えない（ヒアリングをした限りでは、このような案件も珍し

くない）。 

イ 執行停止が３年間継続したときは、執行停止に係る滞納金の納税義務は

消滅する（法第１５条の７第４項）。３年間継続したときとは、執行停止の

決議をした日の翌日から起算して３年を経過した日をいう。 

また、執行停止の決議から３年間が継続する前に、法定納期限から５年

が経過した場合（消滅時効が先に完成した場合）は、その時点で納税義務

が消滅する。 

上記のほか、執行停止に係る徴収金の徴収をすることができないことが

明らかである場合は、納税義務を消滅させることができる（即時消滅。法

第１５条の７第５項）。滞納者がすでに死亡しており、その相続人が不存在

で（全員相続放棄の場合を含む）、滞納処分可能な財産がない場合、解散し

た法人または廃業して将来事業再開の見込みがない法人について処分でき

る財産がない場合、年齢・労働能力・健康状態等を勘案して滞納者に納付

能力がなく、執行停止期間満了を待つまでも無く本人の納付能力の回復が

見込めない場合などである。 

（４）執行停止の取消し 

執行停止をした後３年以内に、当該執行停止に係る滞納者につき、停止の

要件のいずれにも該当する事実がないと認められるときは、その停止を取り

消さなければならない。取り消された場合、執行停止処分は将来に向かって

撤回される。 

（５）通知 

地方団体の長は、滞納処分の執行停止をした場合は、その旨を滞納者に通
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知しなければならない（法第１５条の７の２項）。 

執行停止通知の趣旨は、滞納者の財産につき強制的な徴収措置としての滞

納処分を棚上げしたことを滞納者に了知させることにある。当該通知により、

滞納者の強制執行を受けることの不安を除去し、安心して生活や事業の再建

に努めることを促すことになる（東京税務レポート参照）。 

また、執行停止を取り消した場合も、その旨を滞納者に通知しなければな

らない（法第１５条の８の２項）。 

執行停止取消通知（取消通知）の趣旨は、滞納処分（差押え等）再開を滞

納者に了知させ、予測可能性を与えることにある。 

 

 ２ 監査の観点・監査の方法 

執行停止を行った多くの事案は、即時消滅や執行停止後３年の経過により滞

納金の徴収ができなくなることに鑑み、執行停止がなされた事案が各種法令お

よび基準に則った処理がなされているかについて、１４件の事案をサンプリン

グして確認した。 

平成３０年度に執行停止をした事案のうち、 

①滞納金額が５０万円以上の案件１０件 

②滞納金額が５０万円以上で即時消滅の処理を行った案件４件 

 

３ 事実の摘示 

（１）佐世保市の制度概要 

佐世保市国民健康保険税の滞納処分執行停止の処理基準によると、法第１

５条の７の１項各号が定める判定基準は以下のとおりである。 

①滞納処分をすることができる財産がないとき（無財産事案） 

ア 財産がまったく無いとき。ここでの財産が無いときとは、調査の結果、

以下のいずれの財産も無いときとする。調査方法は書面及び臨場、嘱託職
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員からの情報収集等によるものとする。 

（ア）預貯金 

（イ）生命保険 

（ウ）給与・年金等 

（エ）車両等 

（オ）不動産 

イ 法令等に差押えが禁止されている、次に掲げる財産しかないとき。 

（ア）国徴法第７５条から第７８条に規定する差押禁止財産。 

（イ）国徴法以外の法令で差押が禁止されている財産（国税庁官通達「差押

禁止財産の範囲及び差押の登記又は登録を嘱託する場合の関係機関につ

いて」昭和５８年７月１３日 徴４-２通達によるものに限る。） 

ウ 差押財産又は差押対象財産を処分しても税への配当が見込めないとき。 

エ すべての財産の換価後（債権の取立を含む）、なお徴収できない滞納額

があるとき。 

オ 日本国内に財産が無いとき。 

カ 強制換価手続きの執行機関に対して交付要求しているが、その執行機関

からの配当がまったく見込めないとき。 

キ 破産者（同時廃止。または交付要求終結（破産廃止）後。）で、差押可

能な財産がないとき。 

ク 換価困難な財産、取立困難な財産又は換価不能な財産しかないとき。 

ケ 滞納者に所有権がない動産しかないとき。 

コ 滞納者が死亡し、相続人（滞納者の配偶者、子又は親に限る。）全員が

相続放棄又は限定承認したとき。 

サ その他滞納処分をすることができる財産がないと認められるとき。 

②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あると

き（生活困窮事案） 
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ア 生活保護法の適用を受けているとき。 

イ 生活保護法の適用基準と同程度かそれ以下の生活をしているとき。 

ウ 解雇・退職・失業・廃業等により、収入が皆無又は激減となったため、

明らかに生活困窮と認められるとき。 

エ 本人又は家族が手術・入院により多額の費用を必要とし、また休職によ

り収入が皆無又は激減したため、明らかに生活困窮と認められるとき。 

オ 世帯主、もしくは生計を一にする世帯員が、高齢、障害、疾病等の事情

を抱え、医療費、介護費用等が生計を圧迫して生活維持が困難となってい

るとき。 

カ 高齢、障害、疾病等により、１年以内に納税資力の回復が望めないとき。 

キ 不動産を所有しているが、生活に必要な最小限度のものと判断されると

き。 

ク 所有財産が生活の用に供されており、生活の維持に必要不可欠と認めら

れ、これを差し押えることで生活困窮に陥ることが明白なとき。 

ケ その他、生活を著しく窮迫させるおそれがあると認められるとき。 

③その所在及び滞納処分をすることができる財産がともに不明であるとき

（所在不明事案） 

ア 納税通知書や督促状等が公示送達されているとき。 

イ 住登外課税者又は職権削除された者で居所の追跡ができないとき。 

ウ 住民票の所在地に居住しないことが大家や不動産業者、近隣住民などか

ら確認できたとき。 

エ 住民票の所在地に建物がなく又は住民票の所在地が現存しないとき。 

オ 海外に移住しているときで、その移住先が国名以外、不明のとき。 

カ 出国が認められるときで短期のうちに帰国の見込みがないとき。 

キ その他、その住所又は居所が不明と認められるとき。 
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（２）個別の事案 

ア 平成１８年度以前の延滞金のみが一部執行停止になっていた事案 

その理由を確認したところ、延滞金の計算が非常に煩雑であること、平

成３１年４月以前に導入されていた滞納処理システムでは、過去の延滞金

の計算が正確にできないため、平成１８年度以前の延滞金がある事案につ

いては、数年前に当該延滞金について一部執行停止として一括して執行停

止処理を行ったとのことであった。 

イ 財産調査後、執行停止まで３年の期間が空いた事案 

財産調査後、財産がないことが判明してから特段の理由なく執行停止が

なされていなかった案件があった。 

ウ １０年以上前から財産がほとんど変動していない事案 

１０年以上前から滞納があり分割納付等がされていたが、最終的に無財

産を理由に執行停止がされた。ヒアリングによれば、長期化した理由とし

て、滞納者の同居家族の財産の調査に時間がかかり、生活困窮要件該当性

の判断のための資料収集が不十分だったことが挙げられる。 

エ 滞納者に多重債務があった事案 

記録上滞納者が破産手続を行ったか否かが確認できなかった。 

 

４ 規範 

・地方税法 

・滞納整理事務の手引き  

・佐世保市国民健康保険税の滞納処分執行停止の処理基準 

・佐世保市保険料課マニュアル「滞納処分の停止（執行停止）」 

 

５ 意見等 

（１）執行停止の通知の送付（指摘） 
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執行停止を行う場合、当該処分を行った旨を滞納者に通知しなければなら

ない（法第１５条の７の２項）が、本市においては当該通知がなされていな

い運用であった（納税課も同様。）。 

当該通知の趣旨は、執行停止が滞納者に対して利益を与える処分であるこ

とに鑑み、当該処分結果を滞納者に伝えその利益を確保させるところにある。 

また、保険料課では、執行停止が行われていることについては、滞納者か

ら問い合わせがあっても特段回答していなかったり、執行停止中に滞納分の

分納する指導を行っていることもあるとのことであった。 

執行停止の効力は、滞納処分ができなくなるというものであるため、執行

停止中の滞納者が任意に支払いをした場合、これを受け取ること自体は問題

ないと考えるが、滞納者が執行停止（本来、納税が猶予されている状態）で

あることを知らないことに乗じて、支払いを受けたり、分納の指導をするこ

とは本条の趣旨に反するものであると考える。執行停止要件に該当する場合、

無財産や生活困窮など、少額の納付であっても当該滞納者にとっては貴重な

金銭であり、執行停止がされている以上は生活費への充当が許されるもので

あって、これを徴収することは更なる生活困窮の事態を招くことになる。 

この点について、ヒアリングでは、他の自治体でも通知は行っていないこ

と、通知のコストがかかることを理由に通知は行っていないとの回答であっ

たが、本条の趣旨に鑑みれば、通知はなされるべきであろうし、法律上、滞

納分の徴収を猶予されている者に対して、支払いを求めるような行為は慎む

べきと考える。＝ 指摘 

（なお、執行停止の通知については、納税課（市民税等）の滞納処分に対

する監査においても同趣旨の指摘をしている。詳細な検討については、当該

項を参照のこと。） 

  

（２）執行停止を行うにあたっての財産調査（意見） 
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今後、滞納繰越分の収納率の向上を目指すにあたり、執行停止に力を入れ

ていくとのことであった。かかる方針自体は是認できると考えるが、執行停

止は当該滞納分の徴収をあきらめるに等しい行為であり、適正な執行停止処

分は、適正な財産調査と執行停止要件充足性の慎重な判断がされることが前

提条件である（徒に徴収を減免することは、適正に納税を行っている市民と

の間で不均衡・不公平を招く）。 

実施にあたっては、財産調査および相続人調査を徹底するとともに、その

調査の過程で入手した資料、聴取した内容、判断過程等をしっかりと記録に

残し、当該事務の適法性と妥当性が明らかになるようにした方がよい。 

＝ 意見 

 

（３）平成１８年度以前の延滞金の処理（上記事実の摘示（２）個別の事案ア関

連）（意見） 

概要で指摘したとおり、滞納処分の執行停止ができる要件は法定されてい

る。 

確かに、延滞金計算システムが不完全であると、延滞金について手計算を

する必要性があり、長期にわたって滞納や分納を繰り返している滞納者の延

滞金を正確に手計算することは容易ではないことは理解できる。 

現在は新システムが導入されたため、この点については改善されていると

の報告を受けてはいるものの、執行停止ができる要件に当てはまらない事案

で執行停止を行うことは不適当と言わざるを得ない。今後はこのようなこと

がないように、注意されたい。＝ 意見 

 

 （４）財産調査後、執行停止まで３年の期間が空いた案件（上記事実の摘示

（２）個別の事案イ関連）（意見） 
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執行停止可能な要件がそろっていることを把握した時点で執行停止を行う

べきであった。また、特段の事情がなければ、当該調査は早期に行われるべ

きで、３年間放置することは妥当でない。すなわち、財産調査の結果、滞納

者に執行停止の要件があると判断される場合は、可及的速やかに執行停止の

決議がされるべきである。現年度の納税指導がされる点は問題ないが、滞納

繰越分の滞納について長期間にわたって放置することは、滞納者の生活にも

市の滞納整理手続の点からも健全な状態とは言えない。＝ 意見 

 

（５）１０年以上前から滞納があった事案（上記事実の摘示（２）個別の事案ウ

関連）（意見） 

当該滞納者は経過記録上、１０年以上もの間大きな財産の変化がなかった

ため、生活困窮要件を理由とする執行停止であれば、もう少し早期に執行停

止ができたのではないかと思われる。 

一方で、ヒアリングの回答にもあったように、生活困窮要件は生活保護の

基準を下回る経済状況かなどが要件であるため、滞納者のみならずその家族

の財産調査はされるべきであり、この財産調査が不十分な状態で執行停止が

されるべきではない。 

財産調査等については法令やマニュアルには期限の設定がされていないよ

うである。この点、租税債権に５年の消滅時効が設定されている点が一つの

判断基準となる。すなわち、５年を超えて滞納が発生している事案は、５年

より前のものについては分割納付（一部弁済）や差押えの継続等がされてい

なければすでに消滅時効の期間が経過していることとなる。５年以上の長い

期間滞納が積み重なっている事実は、滞納繰越分の完納が困難であることを

推認させる事情といえる。したがって、５年以内に財産調査や経済状態の回

復具合を精査し、少なくとも１度は執行停止をするか否かの結論を出すべき

である。仮に、執行停止をしない判断をした場合には、その判断過程を経過
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記録に残すことが望ましい。こうすることで、当該滞納者の担当職員が異動

した場合でも、後任の担当職員がなぜ執行停止をしないのか、現在の滞納者

およびその家族の財産状況がどうなっているのかの把握が容易だからである。

＝ 意見 

 

（６）滞納者が多重債務を負っていた案件（上記事実の摘示（２）個別の事案エ

関連）（意見） 

当該案件では滞納者が破産・免責手続をとったのか否かが記録上明らかで

なかった（とっていないと思われる）。滞納者が多重の債務を抱えていること

は、納税をするだけの資力がないことを推認する一つの事情である。もっと

も、免責されない債権（租税債権を含む）を除き、破産・免責手続がとられ

て免責決定が確定した場合には、多重債務の大部分からは解放されることに

なる。滞納者が多重債務を負っており、全債務の完済ができない場合でも、

毎月の返済を停止（免責されると見込まれる債務の弁済を停止）すれば、返

済に充てていた分を滞納税額の支払に充てられる可能性がある。 

このように、滞納者が多重債務を負っているという事情のみでは、滞納繰

越分の完済の可否は判断できず、破産・免責手続をとり、免責が確定した場

合には後に滞納額への分割納付の可能性も出てくることから、滞納者が破産・

免責手続をとったのか否か、取らないとすればその理由は何か等を聴取し、

記録に残すべきである。＝ 意見 

 

第９ 徴収権の消滅時効等 

１ 制度概要 

（１）消滅時効 

ア 消滅時効とは 

消滅時効とは、一定の期間地方団体の権利（地方税・公課の徴収権）を
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記録に残すことが望ましい。こうすることで、当該滞納者の担当職員が異動
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（６）滞納者が多重債務を負っていた案件（上記事実の摘示（２）個別の事案エ

関連）（意見） 

当該案件では滞納者が破産・免責手続をとったのか否かが記録上明らかで

なかった（とっていないと思われる）。滞納者が多重の債務を抱えていること

は、納税をするだけの資力がないことを推認する一つの事情である。もっと

も、免責されない債権（租税債権を含む）を除き、破産・免責手続がとられ
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行使しない場合に、その権利（納税者から見ると納税の義務）を消滅させ

る制度である（法第１８条１項本文、国税通則法第７２条１項、地自法第

２３６条１項）。地方税の徴収権の消滅時効については、地方税法等に特別

の定めがない限り、民法の規定が準用される。 

そして、徴収金の履行を求める権利は原則として法定納期限1314の翌日か

ら起算して、５年間行使しないと時効により消滅する（法第１８条１項）

15。 

消滅時効が認められる理由としては、一定の期間権利を行使しない者に

対する法律上の不保護（権利の上に眠る者を法は保護しないこと）、一定の

期間の経過による証拠資料保全の困難性（立証の困難性）、永続した事実状

態の尊重などがある。もっとも、後述するように絶対的効力があることか

ら、当事者の意思の尊重という趣旨は必ずしも妥当せず、民法上の消滅時

効とはあきらかな差異がある。 

イ 時効の絶対的効力 

民法上の債権は消滅時効が完成した場合でも、その効力を得るには時効

援用の意思表示が要件となり（民法第１４５条）、また、時効完成後は時効

の利益を放棄することもできる（民法第１４６条）。このように、民法上の

消滅時効制度は、時効を使うかどうか、その効力・利益を得るかどうかに

ついては当事者の意思を尊重することを前提とした規定ぶりとなっている。 

 
13  法定納期限（法第１１条の４）：法又はこれに基づく条例の規定により地方税を納付し、又は納入すべき期限（修正申

告、期限後申告、更正若しくは決定、繰上徴収又は徴収の猶予に係る期限その他政令で定める期限を除く。）をいい、地方税

で納期を分けているものの第２期以降の分については、その第１期分の納期限をいい、督促手数料、延滞金、過少申告加算

金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費については、その徴収の起因となった地方税の当該期限をいい、随時に課する

地方税については、その地方税を課することができることとなった日（法１７条の５第１項）をいう。 
14
 納期を分けている地方税については、その第１期の納期限が法定納期限であるが、納期を分けている地方税は、各納期

限の翌日から各納期分の徴収権の時効が進行すると考えなければならない。これは、第１期の納期限の翌日から時効が進行

すると、第２期分以降については納期限が到来していないにも関わらず、時効が進行することとなり不合理だからである（納

税課マニュアル１２頁）。 

実際に、納期限が４期に分けられている地方税があるが、例えば、第１期分のみ消滅時効が完成し、第２期以降については

時効中断事由があるなど、同一年度内に発生した徴収権についても、消滅時効の完成時期や完成の有無が分かれる場合があ

る。 
15
なお、介護保険料については、介護保険法第２００条により、「保険料、納付金その他この法律の規定による徴収金を徴収

し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、二年を経過したときは、時効によって消滅する。」と規定され

ている。 
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これに対して、地方税・公課については、滞納者が時効の援用をしなく

とも、時効完成によって絶対的に徴収権が消滅し、また、時効の利益を放

棄することはできない（法第１８条２項）。 

したがって、時効完成後は、滞納者に請求することができず、滞納者が

納税しようとしても収納できない。また、誤って収納した場合は過誤納金

となり、還付しなければならないこととなる（法第１７条）。絶対的効力の

趣旨は、滞納者の意思次第で取り扱いを変えることによって事務処理が複

雑化する事態を避けること、法的安定性の確保や事務処理の画一化などに

ある。もっとも、次のとおり、時効の中断の制度は存する。 

ウ 時効の中断 

徴収権の消滅時効は、次の事由により中断し、その定める期間を経過し

た時から更に進行する。本税の徴収権の時効が中断したときは、その中断

した部分にかかる延滞金等の徴収権の時効も中断する。 

（ア）地方税の規定による時効の中断事由 

①納付・納入に関する告知（法第１８の２の１項１号） 

告知書で指定した納付・納入期限までの間 

②督促（法第１８条の２の１項２号） 

督促状を発した日から起算して１０日を経過した日までの期間 

③交付要求（法第１８条の２の１項３号） 

交付要求がなされている期間（交付要求書が執行機関に到達した時

に時効が中断する。また、納税者に通知がされていない期間があると

きは、その期間は除く。） 

（イ）民法第１４７条の規定による時効の中断事由 

①請求（民法第１４７条１号）・裁判以外の請求（権利の主張） 

告知（税額確定）・催告、「督促」は履行の請求としての効果もある。 

②差押え・仮差押え又は仮処分（民法第１４７条２号） 
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これに対して、地方税・公課については、滞納者が時効の援用をしなく

とも、時効完成によって絶対的に徴収権が消滅し、また、時効の利益を放

棄することはできない（法第１８条２項）。 

したがって、時効完成後は、滞納者に請求することができず、滞納者が

納税しようとしても収納できない。また、誤って収納した場合は過誤納金

となり、還付しなければならないこととなる（法第１７条）。絶対的効力の

趣旨は、滞納者の意思次第で取り扱いを変えることによって事務処理が複

雑化する事態を避けること、法的安定性の確保や事務処理の画一化などに

ある。もっとも、次のとおり、時効の中断の制度は存する。 

ウ 時効の中断 

徴収権の消滅時効は、次の事由により中断し、その定める期間を経過し

た時から更に進行する。本税の徴収権の時効が中断したときは、その中断

した部分にかかる延滞金等の徴収権の時効も中断する。 

（ア）地方税の規定による時効の中断事由 

①納付・納入に関する告知（法第１８の２の１項１号） 

告知書で指定した納付・納入期限までの間 

②督促（法第１８条の２の１項２号） 

督促状を発した日から起算して１０日を経過した日までの期間 
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交付要求がなされている期間（交付要求書が執行機関に到達した時

に時効が中断する。また、納税者に通知がされていない期間があると

きは、その期間は除く。） 

（イ）民法第１４７条の規定による時効の中断事由 

①請求（民法第１４７条１号）・裁判以外の請求（権利の主張） 
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滞納処分の終了または差押え解除までの期間 

③承認（民法第１４７条３号） 

一部納付・納入、期限後申告、修正申告、徴収猶予の申請、申請に

よる換価の猶予の申請または債務承認があったとき 

（ウ）民法第１５３条の規定による催告 

納付催告書は民法第１５３条の催告に該当する。 

納付催告書送付後、６か月以内に差押えまたは交付要求・納付・承認

をしなければ時効中断の効力は生じない  

エ 時効の停止 

時効の停止とは、一定の事由があるとき、その時効の完成が猶予される

ことをいう。時効の進行を一時停止するもので、停止期間が経過すると、

引き続き時効が進行し、停止前の時効期間を合わせて計算する。 

（ア）徴収猶予・職権による換価の猶予、申請による換価の猶予の期間（法

第１８条の２の４項） 

（イ）相続財産に関し、相続人の確定、管理人の選任、破産手続き開始の決

定があったときから起算して６か月を経過するまでの期間（民法第１６

０条） 

（ウ）天災その他避けることのできない事変ため、その徴収する権利の時効

を中断することができないとき、その災害が止んだ時から２週間の期間

（民法第１６１条） 

（エ）会社更生法の規定によるもの（更生法第５０条２項、１０項） 

（オ）偽りその他不正行為により免れた地方税の徴収権の消滅時効は法定納

期限の翌日から起算して２年間の期間。ただし、この２年間の期間内に

納付・納入の告知があった場合は、その告知書発送の日又は申告納付、

納入の税の場合はその申告書提出の日までの期間（法第１８条の２の３

項）。 
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オ 保険料課マニュアルより 

保険料課のマニュアルには下記の通りの記載がある。 

「税の徴収権とは公債権であり、これを時効完成により喪失することは

国保税を賦課する自治体の損失につながる。その意味で、他県の事例では

あるが、時効完成を職務怠慢とみなし、住民訴訟により訴追をうけた例も

ある。 

時効は一部納付や督促、差押え、交付要求などによって中断する。以前

はこれを利用し、各期の未納税に１００円ずつ内入れをして時効中断を図

る例もあったが、これは滞納額をいたずらに増やすばかりである。」（法第

１８条２項） 

（２）不納欠損処理 

不納欠損とは、収納がないにも関わらず徴収事務を終了させる決算上の処

分をいう。 

 

２ 監査の観点・監査の方法 

・ヒアリング 

・平成３０年度に単純消滅時効により欠損した事案の閲覧 

 

３ 事実の摘示 

（１）佐世保市の運用 

ア 時効消滅 

保険料課では、滞納整理システムに当該年度に時効が完成する滞納分が

ある者は赤字で表示がなされる。 

また、当該年度に時効が完成する滞納分がある者の一覧を作成し、担当

者、係長、課長で情報共有をして、該当者の方針決定を行う。 

イ 不納欠損 
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国保税を賦課する自治体の損失につながる。その意味で、他県の事例では

あるが、時効完成を職務怠慢とみなし、住民訴訟により訴追をうけた例も
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佐世保市において、執行停止や時効により義務や権利が消滅した課税分

を調定額から減額処理するには市長の決裁が必要である（佐世保市財務規

則第２４条、第２５条）。 

（２）佐世保市における平成２６年度から平成３０年度の不納欠損額およびその

内訳（執行停止済み額と単純消滅時効にかかった額）  

※なお、執行停止から３年経過した場合も納税の義務が消滅する。不納欠損

には当該執行停止から３年経過した場合も含まれるので、次の表ではこれ

も含んだ数値をあげている。   

 

    不納欠損額 執行停止済 単純消滅時効 

平成２６年度 件数 17,635 6,943 10,692 

金額 241,995,466 101,128,112 140,867,354 

平成２７年度 件数 16,744 6,815 9,929 

金額 225,601,241 98,829,254 126,771,987 

平成２８年度 件数 17,956 7,722 10,234 

金額 262,059,189 127,650,363 134,408,826 

平成２９年度 件数 16,505 5,331 11,174 

金額 226,867,945 72,908,962 153,958,983 

平成３０年度 件数 15,286 4,700 10,586 

金額 209,637,702 62,657,171 146,980,531 

（保険料課提供資料より）  

 

上記統計からわかるように毎年、２億円以上が不納欠損として計上されて

いる。そのうち５年の消滅時効にかかった件数は、毎年多少の増減はあるも

のの１万件前後である。 
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平成３０年度に単純消滅時効で消滅した債権は１万５８６件、総額１億４

６９８万円で、不納欠損総額（件数・金額とも）の約７割が単純消滅時効に

よるものである。 

単純消滅時効にかかっている債権は、平成３０年度に平成２９年度年より

若干減少したものの、平成２６年度以降、毎年１億円以上計上されている。 

執行停止がなされている滞納分については、当該滞納者の担税力が不十分

であることについて一応の調査、検討がなされているため、やむをえない面

があるが、単純消滅時効にかかっている分については当該調査、検討が不十

分であったり、そもそも調査、検討がなされないまま（徴収可能なのに）放

置されている債権がある可能性もある。 

かかる事態については、保険料課内部でも危機意識があり、単純時効完成

による不納欠損を減少させるため、対策を講じている。 

（３）具体的事案 

ア 平成２９年に、滞納税のうち約１８万円が時効消滅した事案について、

財産調査が不十分であった事案。 

イ 平成３０年度に滞納税のうち約２５万円が時効消滅した事案について、

事前の財産調査で約１５０万円の預貯金を発見していた事案。 

 

４ 規範 

・地方税法 

・佐世保市税条例 

・佐世保市財務規則 

・収納業務マニュアル 

・平成３０年版図解国税徴収法 

・滞納整理事務の手引 

・実務解説国民健康保険税 
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であることについて一応の調査、検討がなされているため、やむをえない面

があるが、単純消滅時効にかかっている分については当該調査、検討が不十

分であったり、そもそも調査、検討がなされないまま（徴収可能なのに）放

置されている債権がある可能性もある。 

かかる事態については、保険料課内部でも危機意識があり、単純時効完成

による不納欠損を減少させるため、対策を講じている。 

（３）具体的事案 

ア 平成２９年に、滞納税のうち約１８万円が時効消滅した事案について、

財産調査が不十分であった事案。 

イ 平成３０年度に滞納税のうち約２５万円が時効消滅した事案について、

事前の財産調査で約１５０万円の預貯金を発見していた事案。 

 

４ 規範 

・地方税法 

・佐世保市税条例 

・佐世保市財務規則 

・収納業務マニュアル 

・平成３０年版図解国税徴収法 

・滞納整理事務の手引 

・実務解説国民健康保険税 

 
 

５ 意見等 

（１）時効が完成した事案で、完成前に生命保険の差押えの検討や互助会費の財

産調査がなされていない事案（上記事実の適示（３）具体的事案ア関連）

（意見） 

平成２９年に約１８万円の滞納分が時効消滅した事案において、平成２５

年頃から互助会費や生命保険の存在が疑われていたが、当該生命保険の調査

が時効完成後に行われた事案があった（互助会は時効完成後も調査なし。） 

平成２５年頃から当該債権の存在の可能性を担当者は把握していたのであ

るから、早期の対応で時効による消滅を防ぐことができた可能性がある。時

効完成については、滞納整理システムにも情報が表示されるため、早期の対

応をしていただき、今後、同様の事態が発生しないよう心掛けていただきた

い。＝ 意見 

 

（２）財産調査で預貯金が１５０万円程度あることが発見されていたのに、平成

３０年度に滞納税約２５万円について消滅時効が成立していた事案（上記事

実の適示（３）具体的事案イ関連）（意見） 

当該案件では、数年前から、預貯金があることを把握できていた案件であ

り、早期対応による時効消滅が回避できていた可能性が高かった。今後、同

種事案においては同様のことがないように対応いただきたい。＝ 意見 

 

第１０ 短期被保険者証等の発行 

１ 制度概要 

国民健康保険法第９条１０項によると、市町村は、被保険者証および被保険

者資格証明書の有効期間を定めることができ、保険税（料）を滞納している世

帯主およびその世帯に属する被保険者の被保険者証については、特別の有効期

間を定めることができる。ただし、１８歳に達する日以後の最初の３月３１日
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までの間にある者が属する世帯に属する被保険者の被保険者証について６か月

未満の特別の有効期間を定める場合においては、当該者に係る被保険者証の特

別の有効期間は、６か月以上としなければならない。そして、この規定により

被保険者証または被保険者資格証明書の有効期間を定める場合（被保険者証に

つき特別の有効期間を定める場合を含む。）には、同一の世帯に属するすべて

の被保険者（同項ただし書に規定する場合における当該世帯に属する１８歳に

達する日以後の最初の３月３１日までの間にある者その他厚生労働省令で定め

る者を除く。）について同一の有効期間を定めなければならない。 

 

（２）全国平均 

 

 

（国民健康保険中央会「国保のすがた」より） 

 

平成３０年度における市町村国保全体の滞納世帯数は、約２６７万１００

０世帯であり、このうち短期被保険者証が発行されたのは約７５万４０００

件（約２８％）である。また、資格証明書が発行されたのは、約１７万２０

００件（約６．４％）である。 
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２ 監査の観点・監査の方法  

（１）監査の観点 

短期被保険者証、資格証明書の発行は、滞納整理を行うために滞納者と接

触する場を設けるチャンスとなる。その一方で、特に資格証明書は滞納者へ

の医療給付を一定程度制限する性質があるため、その発行については慎重で

ある必要がある。 

（２）監査の方法 

本項では、短期被保険者証の発行の際に、滞納者と接触する機会を適正に

設けているか、また、資格証明書の発行が適法適切かについて、各種要綱の

確認および短期被保険者証が発行された事案について監査した。 

 

３ 事実の摘示 

（１）佐世保市の運用 

ア 各種要綱・マニュアル 

佐世保市国民健康保険被保険者証保険資格証明書交付及び保険給付の差

し止め等要綱が定められている。 

イ 短期被保険者証の佐世保市における取扱い 

佐世保市においては、原則として前年度の年税額の３分の２以上の未納

がある世帯には、確実に接触機会を持つため「短期被保険者証」（有効期間

は６か月）を交付している。当該短期被保険者証の有効期間は、８月から

１月までのものと、２月から７月までのものがある。 

対象世帯については、原則として短期証更新の呼び出しハガキを送付し、

呼出しに応じ来庁した際に、生活状況や今後の納付計画について聴取りを

行うように努める。ただし、来庁できないことにやむを得ない理由がある

場合は、呼び出しハガキを送付せずに（または送付後）、短期証を郵送にて

交付している。 
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ウ 資格証明書の佐世保市における取扱い 

納期限より１年以上納付がない世帯には資格証明書を交付する。 

近年は、医療を受ける機会の適正な確保のため、資格書の交付は減少傾

向にあり、まったく接触できず、滞納の理由も生活状況も不明な者など限

定的に交付されている。 

平成３０年６月１日時点、佐世保市において資格証明書が交付されてい

るのは８世帯にとどまる。 

（２）佐世保市における短期被保険者証および資格証明書の発行件数 

 

（令和元年６月１１日時点） 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

滞納世帯※ 5,612 5,370 4,819 4,372 

短期被保険者証 3,556 3,254 2,797 2,526 

資格証明書 38 21 13 8 

（保険料課提供資料より） 

 

※集計時に国保の資格を有する世帯数 

平成３０年度の滞納世帯数は４３７２件、短期被保険者証の発行数は２５

２６件で、集計時に国保加入資格を有し、国保税の滞納がある世帯の約５７．

８％が短期被保険者証の発行対象世帯である。全国平均の約２８％と比較す

ると佐世保市の短期被保険者証の発行率が大幅に高いことが分かる。 

一方、平成３０年度の資格証明書発行数は８件で、０．１８％であり全国

平均の約６．４％と比較すると大幅に少ないことが分かる。 

（３）個別の事案 

来庁に大きな障害がないと思われる案件でも郵送で短期証を発行している

事案が散見された。 
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（３）個別の事案 

来庁に大きな障害がないと思われる案件でも郵送で短期証を発行している

事案が散見された。 

 
 

４ 規範 

・国民健康保険法 

・佐世保市国民健康保険被保険者証保険資格証明書交付及び保険給付の差し

止め等要綱 

 

５ 意見等 

（１）短期証の郵送がされている点（意見） 

来庁に大きな障害がないと思われる案件でも郵送で短期証を発行している

事案が散見された。前述のとおり呼出しハガキを発送し、来庁した際に納付

計画等を聴取するのは、当該滞納者の滞納整理を行う貴重な端緒となるため、

接触が必要な世帯については呼出しハガキの郵送の発送を心がけられたい。

＝ 意見 

 

312



 
 

第１２章 滞納整理等に対する提言 

第１ 国保税と市県民税等の制度の違い 

１ 所管部署 

佐世保市では、個人市県民税、法人市民税、固定資産税、軽自動車税、市た

ばこ税、都市計画税、入湯税（以下、「市県民税等」という。）の徴収業務を納

税課が、国民健康保険税（以下、「国保税」という。）の収納業務を保険料課が

担当している。 

※なお、以下では収納と徴収という用語が出てくるが、本項では、国保制度

にかかる部分以外の文言に関しては徴収を用いる。 

２ 一般会計と特別会計 

市県民税等は一般会計1の歳入であり、国保税は特別会計2の歳入である。国民

健康保険事業については、国民健康保険法（以下、「国保法」という。）によ

り、特別会計を設けなければならない（同法第１１条）とされている。 

３ 課税方法 

個人市県民税は、原則として１月１日に佐世保市に住民票がある者に課税さ

れる3。個人市県民税は、均等割（佐世保市における令和元年度の均等割の年額

は、市民税３５００円と県民税２０００円の合計５５００円）と所得割（課税

所得金額に１０％を乗じて算出）で構成されており、それぞれ一定の収入があ

る者に対して課税される。（なお、非課税の区分や課税所得金額の計算方法等に

ついては第１章「市税の概要」を参照のこと。） 

また、固定資産税、軽自動車税等は不動産等の資産を保有している者に対し

て課税される。（各税金の具体的課税方法については、第１章「市税の概要」を

 
1 一般会計は、教育・福祉や道路・公園の整備など、主に市の基本的な行政サービスを行う会計をいう。一方、特別会計

は、特定の目的のための会計で国民健康保険税など特定の収入があり、一般会計から切り離して、その収入・支出を経理

する会計のこという。 
2特別会計とは、特別の事情、必要に基づいて、一般会計から切り離して、その収入、支出を経理する会計をいう（広辞

苑）。佐世保市においては、国民健康保険事業のほか、競輪事業、住宅事業（市営住宅）、卸売市場事業等も特別会計であ

る。 
33  市内に住所はないが、市内に事務所、事業所または家屋敷がある者は均等割のみ課税される。  
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参照のこと。） 

一方、国保税は、軽減制度はあるものの、国保制度に加入すれば、収入がな

くても課税されるという課税方法の違いがある。 

４ 課税世帯の所得の違い 

平成３０年度の納税義務者１人あたりの課税標準額は、4１７１万５４９５円

である。国保税の平均課税所得は約４３万円5であり、かつ、国保加入世帯の約

７割が何らかの軽減措置を受けている。（なお、納税義務者１人当たりの課税標

準額および国保税の課税平均所得の計算方法は下記注釈のとおりである。完全

に一致する概念ではないので純粋な比較はできないことを付言する。） 

また、高齢者も多く、一般の市県民税等と比較して、国保税の徴収が難しい

面があることは否定できない。 

実際、全国的にみても、平成２９年度の市県民税等の全体の徴収率が９６．

９％であるのに対し、国保の徴収率は９１．９２％と大きな差がある。 

５ 滞納した場合のペナルティ 

市県民税等については、未払いの場合、差押えなどの滞納整理手続を受ける

不利益が生じる。 

一方、国保税については、未払いの場合、差押えなどの滞納整理手続に加え、

保険証の発行を制限できるという強力なペナルティがある。当該制度について

は、慎重に運用しなければ、国保税の未納により、滞納者およびその家族の生

命に危険が生じることがある。 

 
4納税者一人当たりの課税標準額の算出方法 

【算式】 

（所得金額－所得控除額）÷納税義務者数≒１、７１５、４９５円 

【注釈】平成３０年度課税にかかるものであり、分子は、納税義務者にかかる所得から所得控除額を差し引いた額であ

る。また、所得および所得控除額には、総合課税にかかるものだけでなく、分離課税の対象となるもの（退職所得、山林

所得などほかの所得と通算せずに課税を行う対象となるもの）も含んでいる。なお、１人あたりの課税標準額というの

は、一般的に他都市と比較したり、国が統計的な数字として市町村に算出を求めたりしている数字ではなく、今回の監査

において、特別に算出した額である。 
5 国保税の平均課税所得の算出方法 

【算式】 

（所得－基礎控除（３３万円））÷全加入者数 
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第２ 納税課と保険料課の業務内容について 

１ 業務内容 

前２章までで見てきたように、納税課と保険料課の滞納整理手続は、根拠と

なる法令、財産調査方法、差押えや執行停止など滞納整理手続の全般について、

そのほとんどが共通している。 

また、本監査の対象は平成３０年度の滞納整理手続であるが、令和元年度か

らは納税課も保険料課も同一のシステム（滞納整理システム：株式会社シンク・

THINK TAX）が導入されている。その結果、滞納額・延滞金、期別の時効管理、

経過記録欄（滞納者やその関係者とのやり取り、財産調査・差押えの結果等を

記入する欄）等、滞納整理に必要な情報を両課とも同じフォーマットで管理す

ることとなった。 

もっとも、現在の滞納整理システムの設定では、例えば一人の滞納者に国保

税と市県民税等の滞納があった場合、納税課からは国保税の滞納があること、

保険料課からは市県民税等の滞納があることは確認できるが、一方の課が入力

した当該滞納額や滞納者との接触状況、財産調査、差押え、執行停止の状況な

どはもう一方の課では見ることができない。 

２ 組織 

（１）組織構成・業務分担 

納税課で滞納整理を担当しているのは、整理係・納税第一係、納税第二係

である。滞納者との折衝、財産調査、差押えは主に納税第一係、納税第二係

が担当し、滞納繰越期間によって担当者を分けている。 

保険料課で滞納整理を担当しているのは、収納第一係および収納第二係で

ある。納税課と同じく、滞納者との折衝、財産調査、差押え等について、滞

納者の居住地区ごとに担当者を分けている。 

納税課、保険料課の職員が担当する地区ごとの滞納者の人数は、以下のと
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おりである。 

（令和元年度分） 

 係 担当案件の区分 平均担当数※ 

保険料課 収納第一係 佐世保南部地区 606 

佐世保中部地区 607 

佐世保北部地区 587 

納税課 納税第一係 滞繰１年目 333 

納税第二係 滞繰 1 年目 321 

納税第二係 滞繰２～４年目 458 

整理係 滞納５年目～ 454 

（納税課および保険料課提供資料より） 

※ 平均担当数の単位について、保険料課は「世帯」を単位とし、納税課は「件」

を単位とする。 

 

（２）コールセンター 

保険料課では、滞納者に対する催告をコールセンターに委託している。一

方で、納税課では、外部委託は行っていない。 

 

第３ 各課の監査結果のまとめ 

１ 納税課 

（１）評価点 

年度はじめに基本方針を策定し、目標徴収率の設定、当該目標を達成する

ための財産調査や差押えの目標件数の設定など、１年間で達成すべき目標が

明確にされ、共有されている。このようにしっかりした基本方針があるため、

業務全体でＰＤＣＡサイクルを実施しやすい状況になっている。現に、平成

３０年度の基本方針で定められた目標を達成できたかを令和元年度の基本方
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針では確認されており、その上で前年度の結果を踏まえて更に高い目標の設

定がされているなど、前年度の振り返りを踏まえ、翌年度への継続もなされ

ている。 

 そして、当該基本方針にもあるとおり、滞納整理システムへ漏れなく記載

することが（以前のシステム時からも）課内で徹底されている。 

納税課においては、概ね基本方針に沿った業務遂行と管理職による業務管

理が出来ており、確認した個別の事案の対応について大きな問題があるもの

は見当たらなかった。 

（２）改善点 

一方、滞納繰越分の徴収率については、合計の徴収率が２５．８％と低い

数値にとどまっており、滞納繰越分を発生させないとともに、滞納繰越分の

徴収率の向上が課題となる。 

なお、平成３０年度の数値の佐世保市の現年度分および滞納繰越分の合計

の徴収率は９７．１６％であった。 

平成３０年度の県下２１市町の平均が９６．５％、中核市５８都市の平均

は９７．０９％であった。 

平成２９年度は全国平均を下回っていたものの、平成３０年度は、現年度

および現年度と滞納繰越分を合わせた合計の徴収率が中核市および県下２１

市町の平均を上回り、年々徴収率の向上が見られる。滞納繰越分も含め、今

後も徴収率の向上に努めていただきたい。 

その他の課題としては、死亡者課税における資産税課との情報共有、是正

への取組み、執行停止の通知の実施がある。 

（３）小括 

 納税課においては、各種課題はあるが、目標を設定し、それを実行、検証

するという流れが業務の中にできている。現在問題となっている各種課題に

ついてもこの方向性で取り組んでいくことが望ましい。 
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もっとも、滞納整理業務全体を見ると、保険料課と同一の業務が行われて

おり、両課ともにかなりの部分で費用、時間、手間の削減が可能な部分があ

り、徴収率の向上のためにはこれらの効率化を行うことが必須と考える。ま

た、本章では両課の評価できる点について触れるが、それぞれ両課の良い部

分がある。これらを掛け合わせ一つとすることで、市全体の滞納整理事務の

効率化につながるはずである。 

 

２ 保険料課 

（１）評価点 

現年度の徴収率は、中核市の平均以上の実績がある。 

また、マニュアルが詳細に定められているほか、頻繁な研修が行われて職

員の能力向上を図っている。 

（２）改善点 

ア 滞納繰越の徴収率が低い 

平成３０年度における佐世保の滞納繰越額は２３億１２２８万円であ

り、収入額は２億９４２８万円であった。徴収率は１２．７３％だった。

これは、５８の中核市中５７位である。 

確かに、佐世保市自体の課税所得額は、中核市５８都市と佐賀市を加え

た５９市中５７位であり、国保加入世帯の軽減対象世帯が７割以上あるこ

とから、そもそも滞納処分可能な財産を見つけ出すことが難しいことは否

定できない。 

しかし、他の中核市を見ると、佐世保市と同程度の課税所得額にも関わ

らず現年度分、滞納繰越分の徴収率が良好である市（大分市・下関市・松

山市等）もある。佐世保市においては、現年度分の徴収率の向上はもちろ

んのこと、国保税の滞納繰越分の徴収率を改善する必要が高い。 

イ 数値低下に対する原因分析 
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また、ここ数年の財産調査、差押え等の数値をみると平成２９年度、平

成３０年度においては多くの場面で数値の低下がみられる。例えば、居所

不明者調査の調査件数、不動産の差押え件数、自動車の公売件数等である。 

居所不明調査については、他の課の事情があるため保険料課のみで直ち

に改善することは確かに一定の困難さがあることは理解できる。 

しかし、その他の数値が低迷している原因については、佐世保市の課税

所得の低さ（滞納者の貧しさ）、保険料の高さ、という抽象的な回答しかえ

られず、各原因分析が十分になされていないように感じた。 

ウ 課としての基本方針の不在 

毎年度の収納額および徴収率の目標値達成のため、係として個別に財産

調査や不在者調査の目標件数を設定し、年１０回のミーティングで逐次共

有しているとのことであった。 

しかし、課としての基本方針を設定していないため、徴税に対する総合

的で明確な方針が見えず、結果が出せなかった理由についての原因分析が

十分にできていないように感じた。課として目標設定→実施→実施状況の

確認→改善というＰＤＣＡサイクルが機能不全に陥っている印象を受け

た。今後、執行停止等で調定額を減少させる方針をとるのであれば、市民

に対し十分な説明をする必要性が高くなる。 

保険料課の業務改善と市民への説明のため、基本方針等保険料課が実現

したい（実現すべき）像をしっかりと提示する必要性がある。１項で述べ

た納税課の基本方針の策定と、その結果の分析、翌年度の目標設定等の方

法が参考になる。 

エ 滞納整理システムへの情報入力 

滞納整理システムへの情報入力が徹底されていなかった。もっとも、情

報入力については、滞納整理システムが平成３１年４月に導入された後は、

改善されてきている。 
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（３）小括 

 滞納繰越分の徴収率の改善および現年度分の徴収率の向上のために、全体

的な業務の見直しが必要と考える。 

     

第４ 業務効率化に対する提言 

１ 前提～佐世保市の課題～ 

（１）徴収率の向上 

過年度の滞納繰越分の徴収率については、両課とも全国平均よりも低い水

準にあり、改善の必要性が高い。一方、現年度の徴収率については、市税お

よび国保税ともに全国平均と同程度の水準にあるが、佐世保市よりも良好な

徴収率の地方団体も多く、市の財政が厳しい本市においては、更に現年度徴

収率も向上させる努力が必要である。 

（２）業務効率化 

徴税業務は業務量が多く、徴収（取立て）という心理的な負荷も大きい業

務であり、各職員の負担は大きい。たとえば、滞納者からの相談業務、窓口

対応、電話対応、クレーム処理など、数値には見えない部分での労力も相当

なものがある。 

その中で各課とも様々な課題はあるものの、現年度分および現年度分と滞

納繰越分の合計の徴収率を向上させており、一定の成果は出している。 

しかしながら、監査の結果、両課の業務内容に共通する点が多く、業務の

無駄（削減・効率化を要する業務）が多かったように思う。また、現年度、

過年度の徴収率の向上のためにも、業務に関する効率化は必須であると考え

る。  

以下では、監査人が感じた業務の効率化について提案したい。 

 

２ 具体的方策 
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（１）滞納整理業務の効率化 

ア 問題点 

前述のとおり、納税課、保険料課の各滞納整理業務内容は大部分におい

て共通している。また、国保税および市県民税等の双方を重複して滞納し

ている者（以下、「重複滞納者」という。）も相当数いる。 

重複滞納者についての正式な統計については、現時点で存在しないもの

の、債権管理対策室が行った調査によると令和元年５月時点の重複滞納者

については約２３００人であり、これは、市税の滞納者のうち約３２％、

国保税の滞納者のうち約３０％にあたるとのことであった。また、重複滞

納額は１１億８０００万円であるとのことであった。 

現在は、重複滞納者に対して、保険料課、納税課双方が督促状の送付か

ら催告、納税相談、財産調査、差押え、執行停止等というほぼ同じ手続を

行っている。すなわち、重複滞納者に対し、同一の業務が２回行われると

いう大きな無駄がある（労力・時間・費用が二重にかかる）。以下、現在、

生じている非効率な業務の具体例を挙げる。 

イ 具体例 

① 催告 

督促は発送を担当する課税課が国保税とその他の税で異なるため、保

険料課と納税課で直ちに一元化することは困難かもしれない。 

しかし、催告については、保険料課と納税課は年に数回、一斉催告を

行っており、国保税と市県民税等双方を滞納している者は、一斉催告の

度に、同様の催告書を２通受け取ることになる。市民（滞納者）目線か

らしても、２通の通知を別々に受領しその内容を把握する必要があり、

別々に対応する必要があることから、その対応の労力や精神的負担も増

加する。 

このことから、当該一斉催告および随時の催告書の送付をまとめて行
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うことができれば、文書の印刷代、郵送料、職員の業務時間・業務負担

の削減になる。 

② 滞納相談・滞納者や関係者からの事情聴取 

滞納者や関係者からの納税相談、滞納者や関係者への臨戸訪問、電話

連絡、事情聴取等も各課で行われ、その調査結果を共有する制度がない。 

その結果、相談や調査に二重の時間、手間が掛かっている。また、後

述のように、滞納者に対してもどちらの課に相談に行くべきかという混

乱を与えている。 

担当課（担当者、担当窓口など）の一元化や情報共有等が実現できれ

ば、上記問題点の改善が見込まれる。 

③ 財産調査・相続人調査等の場面 

預貯金調査については、預貯金の取引履歴の取得は履歴１枚を取得す

ると数十円から百数十円の費用が発生する。 

不動産調査や保険調査、自動車調査等については、資料の取得費用は

掛からないが、申請書作成に要する時間や郵送費用、登記調査の場合は、

申請と登記簿等の受領に法務局へ赴く時間等が二重に発生している。 

相続人調査も不動産調査等と同じく、戸籍の取得手数料は発生しない

が、戸籍等が他市町村の場合は、郵送料が発生する。また、申請の準備

など職員の労力と時間が二重に掛かる。 

相続放棄の申述結果を裁判所から取得する場合、調査自体は無料であ

るが、申述結果の証明書を取得する場合は裁判所に納める手数料が二重

に発生する。 

これら各種調査の実施を一元化し、結果について納税課と保険料課で

共有できれば、費用と手間（時間）の削減につながる。 

④ 差押えの統一化 

 重複滞納者への差押え手続きの実施について、納税課、保険料課が個
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別に行ってきた調査、面談等の折衝、これらの結果を踏まえた課内の協

議や決裁手続きが各課で行われている。また、その結果、一方の課では

差押えを行い、もう一方の課では差押えをしていないという状況も生じ

ている。 

これらの手続き、決裁等をまとめて行えれば、これらにかかる手間や

時間の削減が可能になる。 

⑤ 交付要求の見落とし防止 

 差押えの情報が共有できれば、交付要求の実施が円滑になり、交付要求

が可能な案件の見落しが減る可能性がある（現監査で、情報共有がうまく

いかずに交付要求が出来なかったという事案は発見されなかったが、口頭

での情報共有だと、交付要求可能な案件の連絡がなされず、交付要求し損

なう可能性が否定できない。）。 

⑥ 執行停止の統一化 

 執行停止について、現在は納税課と保険料課で個別に判断している。

現在のシステムでは、一方の課が執行停止をしても他方の課に反映しな

いため、もう一方の課が執行停止しているが分からず、各課とも財産調

査、課内の検討、担当者の起案、決裁等を完全に別々に行っている。 

執行停止については、保険料課、納税課とも適正な実施を掲げている

が、執行停止をするには詳しい財産調査、家計状況の調査等をした上、

課長までの決裁が必要であり、その処分の実施には時間的にも労力的に

も負担が大きい。 

したがって、執行停止処分の場面においても、手続きの一元化あるい

は、調査結果・検討結果の共有できれば、業務の時間的手間的負担が削

減される。 

また、現在の運用だと例えば、差押えの場面と同様、国保税について

は執行停止を行っているが、市県民税等については執行停止を行ってい
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ないという状態も起こりかねず、滞納者にも混乱や不平等が生じる可能

性がある。 

⑦ 滞納者の管理の一元化 

 現在、重複滞納者については、保険料課と納税課の担当者間で、口頭

にて情報共有、交換を行っているが、滞納者の管理を一元化できれば、

当該情報共有や交換が不要になるため、業務時間の削減につながるし、

情報伝達や共有がうまくいかないというミスが減少する可能性が高い。 

⑧ マニュアルの共有 

納税課、保険料課とも内容の充実したマニュアルを設けているが、作

成の視点が少し異なる（納税課のマニュアルは法的な説明に主眼があり、

保険料課のマニュアルは滞納者への具体的な声かけ方法等、かなり実務

的な視点から作成されている）。  

これらのマニュアルを共有できれば、たとえば、法的な疑問点の調査

等にかける時間が減り、ノウハウの習得に時間を割けるなど、職員全体

の対応スキルが上がる可能性もある。 

また、マニュアルの更新作業も納税課、保険料課個別に行っていたも

のを同一に行えれば業務時間と業務負担の削減につながる。さらに、ノ

ウハウが集約されることで、業務の効率化にもつながる。 

⑨ 研修結果の共有 

 現在、先進地視察や全国的な研修には納税課、保険料課各課から参加

している。これらの研修結果について、両課で共有できれば職員のスキ

ルアップにつながるし、研修の参加費用等の削減につながる。 

⑩ 対応困難者への対応の時間、手間の削減 

重複滞納者は、滞納額が高額になりがちで対応が困難であることもま

まある。そして、対応困難者の電話や面談での納税相談等では、長時間

掛かる事例もしばしばあるとのことである。このような場合は、滞納者
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本人への対応だけでなく、課内で検討する時間（担当者だけでなく、上

司の業務時間も費やされる。）も発生するのであるから、できる限り無駄

をなくすべきである。 

ウ 小括 

滞納整理の多くの場面で納税課、保険料課双方が同じ作業を行っている。

たとえば、重複滞納者に対しては実質的に、二名の担当者がついている状

態である。その結果、財産調査の結果や滞納者に対する差押え、執行停止

等の処分が両課でばらばらに行われおり、調査費用、郵送料、印刷代等の

費用や職員の業務の手間、時間が二重に浪費されている。 

 

（２）利用者の便宜 

ア 問題点 

現行の制度では、重複滞納がある場合、保険料課と納税課どちらに納付

相談に行くかは、滞納者の判断に任されており、滞納者に混乱を生じさせ

ているおそれがある。 

その結果、滞納者が自分の判断で、一方の税の支払いを優先させている

可能性もある。しかし、例えば、国保税の場合は、滞納が継続すればその

給付に制限が加えられる可能性があるため、国保税の支払いを優先させた

方が滞納者にとって望ましい場合もある。現在のように国保税と市県民税

等の窓口が完全に分かれていると、このようなケースで適切な助言ができ

ない可能性がある。 

 また、保険料課と納税課が別々に滞納整理を行っていることから、保険

料課から催告の電話がかかってきた翌日に、納税課からも同様の催告文書

が届くなど、滞納者に二重に対応する手間が発生している。そして、この

状況は、裏を返せば、電話代や電話を掛ける職員の労力の無駄遣いでもあ

る。 
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イ 小括 

 以上のような業務の効率化を行うことで、滞納者、市民への利便性向上

に資する可能性がある。 

 

３ 提言 

（１）監査の視点 

外部監査の目的は、地方公共団体の事務の真実性、適法性、有効性、経済

性、効率性を確認し、必要な指摘、意見を述べることである。 

この点、本年の外部監査において、適法性が問題となる箇所も見られたが、

佐世保市における納税事務においては、概ね適法な手続きがなされていた。

一方、有効性、経済性、効率性の部分では、徴収率の向上と業務の効率化（労

力・時間・費用の無駄な部分の見直し）が大きな課題であると考える。 

 

（２）意見等 

ア 正確な数値の算出 

以上で検証した問題点について、まずは、重複滞納者の人数、金額等に

ついて正確な数値を算出する必要があると考える。 

イ 滞納整理システムの閲覧方法の検討 

比較的容易に対応可能な対策としては、滞納整理システムを双方の課で

閲覧できるようにすることが考えられる。 

ウ 業務の効率化を可能とする体制作り 

現在、重複滞納案件につき、１名の滞納者に対し実質的に２名の担当が

ついているという状態は、調査費用、滞納者への対応、内部での検討や手

続きの執行に二重の費用、手間を掛けている。  

当該現状については早急な効率化が必要であり、効率化を可能とする業

務および組織の体制作りが必要である。 
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一方で、国保税と市県民税等では課税方法が異なり、課税世帯の所得も

違っている。国保の加入者の多くが軽減措置を受けており、低所得者が多

いことから、国保税の収納業務においては、貧困世帯への対応対策的な視

点も要求される。 

また、市県民税等と国保税は一般会計と特別会計との違いがある。ただ

し、他の自治体では一元的に管理しているところもあり、これらの違いは

滞納整理の業務効率化の観点からは大きな問題とはならないと考えられ

るが、滞納整理以外の観点から調整が必要になってくる可能性もある。国

保税と市県民税等の徴収についてはそれぞれの制度の特性も十分に配慮

した制度設計が必要になる。 

上記視点は、限られた財源を有効活用しつつ、一人一人の市民（滞納者）

につき、どの程度の困窮状態にあるのか、どの程度財産があるのかを自治

体が正確かつ一元的に把握し、当該滞納者が自主納付あるいは当該滞納者

から徴収する金銭をどの税目の滞納金に充てるべきか適正に判断する上

で重要となる。 

 

（３）結び 

平成３０年度の佐世保市の国保税を除く市税における不納欠損額は約７２

００万円で、調定額に占める割合は０．２４％である。当該数値は中核市平

均（０．２９％）を下回っているものの、国保税の不納欠損額は２億円を超

える高額である。 

また、国保税を含む市税について滞納繰越分の徴収率も徴収率向上に課題

があるわが市において、今後、市の財政の改善、税の公平な賦課徴収、滞納

者の生存権の確保の調和がとれた制度設計（滞納処分を横断的に行う部署を
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一方で、国保税と市県民税等では課税方法が異なり、課税世帯の所得も

違っている。国保の加入者の多くが軽減措置を受けており、低所得者が多
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滞納整理の業務効率化の観点からは大きな問題とはならないと考えられ

るが、滞納整理以外の観点から調整が必要になってくる可能性もある。国

保税と市県民税等の徴収についてはそれぞれの制度の特性も十分に配慮

した制度設計が必要になる。 
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から徴収する金銭をどの税目の滞納金に充てるべきか適正に判断する上

で重要となる。 

 

（３）結び 

平成３０年度の佐世保市の国保税を除く市税における不納欠損額は約７２

００万円で、調定額に占める割合は０．２４％である。当該数値は中核市平

均（０．２９％）を下回っているものの、国保税の不納欠損額は２億円を超

える高額である。 

また、国保税を含む市税について滞納繰越分の徴収率も徴収率向上に課題

があるわが市において、今後、市の財政の改善、税の公平な賦課徴収、滞納

者の生存権の確保の調和がとれた制度設計（滞納処分を横断的に行う部署を

 
 

設ける67のか、高額滞納者や対応困難者・国保税と市県民税等双方に滞納があ

る滞納者を個別に扱うポジションや部署を設ける8のか、滞納整理業務の中で

例えば財産調査に特化したポジションや部署を設けるのか等）について、他

の徴収率が良好な自治体を参考にしながら、全庁横断的な議論を行い、業務

の効率化、更なる徴収率の向上を実現することが急務である。 

以上より、納税課と保険料課の徴収（収納）部門を統一すべきと監査人は

考え、ここに提言する。 

 

 

 
6 広島県呉市（平成３０年度の国保税全体の収納率が１位）においては、市税及び公課で国税徴収法または地方税法の滞納

処分の例により処分することのできる債権のうち所管課から高額困難案件として移管を受けた事案を収納課が担当してい

る。（総務省資料「地方公共団体における公金債権回収取り組み状況」より。） 

 明石市（平成３０年度の国保税全体の収納率３位）においても、市債権全般を債権管理課が一元的に管理しているようであ

る（総務省資料「地方公共団体における公金債権回収取り組み状況」より。）。 
7 長崎県松浦市 

 松浦市においては、平成２１年に企画財政課に収納対策室を設け、税を含めた市全体の未収金徴収強化を図った。収納対

策室は、平成２４年に副市長をトップとする松浦市未収金回収機構となり、現在も松浦市の未収金債権全体を管理している。 
8 静岡県浜松市 

静岡県浜松市では、市県民税等と国保税双方に滞納がある場合は、収納対策課が市税との同時徴収に取り組んでいたり（浜

松市健康福祉部国保年金課「国民健康保険料滞納削減第４期アクションプラン」平成３１年３月）、高額滞納者に対しては収

納対策課の特別滞納対策室が重点的な対応を行っているようである（浜松市ホームページより）。 
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第１３章 暴力団等の反社会的勢力および不当要求行為等への対策 

第１ 概要 

 １ 暴力団等の反社会的勢力への対策の重要性 

市民生活の安全と平穏を脅かす暴力団等の反社会的勢力（以下、「反社会的勢

力」という。）の排除は社会にとって重要であり、地方公共団体も積極的に取り組

むべき事項である。 

佐世保市においても「暴力団が市民生活及び社会経済活動に多大な脅威を与え、

市民の人権を脅かしている状況に鑑み、暴力団の排除に関し、基本理念を定め、

並びに市の責務及び市民等の役割を明らかにするとともに、暴力団の排除に関す

る施策等を定めることにより、暴力団事務所の撤去その他の暴力団の排除を推進

し、もって市民の安全で平穏な生活を確保し、及び社会経済活動の健全な発展に

寄与することを目的」として、平成２４年に佐世保市暴力団排除条例を制定し、

反社会的勢力の排除を目指している。 

実際に、佐世保市内においても、近年、暴力団事務所が住宅街・小学校の近傍

にできて、当該暴力団事務所撤去を求めて裁判等がなされたこともあった（すで

に当該暴力団事務所は撤去されている。）。 

市税事務において反社会的勢力が問題となるのは、市税の賦課・徴収の場面で、

反社会的勢力に属する者がその属性を理由に法に反した取り扱い、すなわち自己

に有利に取り扱うように求めてくるといった場面が考えられる。 

したがって、市税事務においても、反社会的勢力に対して適正に対応すること

が必要である。 

２ 不当要求行為等への対策の重要性 

市税事務は市民に対して市税を賦課・徴収する業務であるため、反社会的勢力

に所属しているか否かにかかわらず、一般の市民でも課税金額や徴収に対して不

当な要求や行為等（「税金をもっと安くしろ」、「自分が納得しなければ支払わな

い」など）を行ってくる可能性がある。 
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実際に、佐世保市内においても、近年、暴力団事務所が住宅街・小学校の近傍

にできて、当該暴力団事務所撤去を求めて裁判等がなされたこともあった（すで

に当該暴力団事務所は撤去されている。）。 

市税事務において反社会的勢力が問題となるのは、市税の賦課・徴収の場面で、

反社会的勢力に属する者がその属性を理由に法に反した取り扱い、すなわち自己

に有利に取り扱うように求めてくるといった場面が考えられる。 

したがって、市税事務においても、反社会的勢力に対して適正に対応すること

が必要である。 

２ 不当要求行為等への対策の重要性 

市税事務は市民に対して市税を賦課・徴収する業務であるため、反社会的勢力

に所属しているか否かにかかわらず、一般の市民でも課税金額や徴収に対して不

当な要求や行為等（「税金をもっと安くしろ」、「自分が納得しなければ支払わな

い」など）を行ってくる可能性がある。 

もし、そのような不当要求を認めるようなことがあれば、市の事務は公平・公

正を失い、市民の信頼を裏切ることになろう。したがって、不当要求行為等に対

しては、職員は毅然とした対応を行い、不当要求行為等に屈しないことが重要で

ある。 

 

第２ 監査の観点・監査の方法 

   上記のとおり、反社会的勢力への適正な対応、および不当要求行為等の拒絶に

向けて適切な対応を行うことが必要であることから、それらの取組が適切になさ

れているかを監査した。 

 

第３ 事実の摘示 

１ 規程等について 

  佐世保市は、反社会的勢力を排除するために、佐世保市暴力団排除条例を定め

ているほか、各種規程を設けている。 

  また、不当要求行為等に対する規程として不当要求行為等対策要綱を作成して

いるほか、具体的な対応手順として「不当要求行為等対応マニュアル」（以下「対

応マニュアル」という。）が置かれている。 

対応マニュアルには面談時・電話時ともに必要に応じて録音をする旨の記載が

あった。また、事案に対して迅速、適切な対応を行うべく所属内での積極的な研

修を推奨している。 

２ 反社会的勢力案件について 

   市税事務において過去５年度の間に反社会的勢力に絡む案件があったかどう

かを確認したところ、いずれの課においても無いとの回答であった。 

   なお、反社会的勢力に該当するかどうかについて行政対象暴力担当者に照会を

行った案件が１件あったが、この件については該当しないとの回答を得ていた。 

 ３ 不当要求行為等について 
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   次に、市税事務における不当要求行為等の案件（過去３年度）の有無について

ヒアリングを行ったところ、各課より１～２件があがってきた（なお、不当要求

行為等に該当するかどうかということは具体的な事実によらざるをえず判断が

難しいが、監査人からは対応に要した時間や、執拗さの度合いが通常レベルを超

えているとみられるかどうかを一つの基準に抽出をお願いした。）。 

   これらの事例について聴取して検討した結果、おおよそ適切な対処はなされて

いた。 

   ただし、各事例では、対象者への対応に長時間をとられたケースや、何度も対

応させられたケース、さらには電話で暴言を受けた事例もあった。担当した職員

によると、顔がみえない電話の方がよりひどい暴言を受ける傾向にあるとの話が

あった。 

   録音の関係では、面談時に使用できる録音機はいずれの課にもあるが、監査を

実施した当初は、保険料課の分は故障中で使えないとのことであった。もっとも、

その後、保険料課からは録音機は修理を行ったとの報告を受けている。 

電話機に関して録音ができる電話機は、納税課１台、資産税課１台ずつあるも

のの、市民税課、保険料課にはないとの回答であった。 

 ４ 研修等について 

   不当要求行為等への対策としての研修等の参加を確認したところ、ハードクレ

ーム対応研修などに職員が参加していることが確認できた。 

他方、課内での研修等に関しては、上記の課外研修の資料等の回覧という程度

であり、職員が集まってまでの研修は行われていなかった。 

 

第４ 規範 

第１「概要」であげた条例等の各規定等が規範となる。特に対応マニュアルが

重要である。 
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 ４ 研修等について 

   不当要求行為等への対策としての研修等の参加を確認したところ、ハードクレ

ーム対応研修などに職員が参加していることが確認できた。 

他方、課内での研修等に関しては、上記の課外研修の資料等の回覧という程度

であり、職員が集まってまでの研修は行われていなかった。 

 

第４ 規範 

第１「概要」であげた条例等の各規定等が規範となる。特に対応マニュアルが

重要である。 

 

第５ 意見等 

 １ 監査した範囲では反社会的勢力に関する事案はなかったことから、その点に関

する意見は特にはない。 

 

２ 対応時間について（意見） 

  不当要求行為等の事例について聴いたところ、その対応に長時間、あるいは何

回もの回数を対応せざるをえないケースが大半であった。ヒアリングした職員か

らは、市税の内容は簡単には理解できないことも多いため丁寧な説明を行うこと

で理解をいただくことが大切だとする反面、その対応に時間がとられることでほ

かの業務にしわ寄せがかかる現実もあるとのことであった。事例をきくと、面談

の際に１時間以上かかったという案件もあった。 

  対応マニュアルにも面談の場面、電話の場面いずれでも短時間での対応（面談

時間を約束させるなど）を定めている。これは、長時間対応したからといって解

決にはつながりにくいことや、時間をとられることで業務の効率性が低下するこ

とから定められているものと思われる。 

  どの程度の時間を対応すべきかについては、個々の事例によるし、またどのよ

うにバランスをとるのか非常に悩ましいところであることは理解するが、対応マ

ニュアルに記載される趣旨も踏まえて、勇気をもって話を打ち切るなど対応時間

の短縮化を意識していただきたい。＝ 意見 

 

 ３ 録音機の整備（意見） 

   不当要求行為等を受けた場合の録音体制を確認したところ、面談時の録音機は

いずれの課も備えていた。なお、保険料課の分は当初の監査で故障中とのことだ

ったが、その後修理を行ったと報告を受けた。したがって、面談時の録音機は現

在すべての課で用意ができていることになる。 

   電話機の関係では、そもそも録音機がない課が２課（市民税課・保険料課）あ

332



った。録音機を備え付けた課（納税課・資産税課）でも対応している電話機は各

課１台にとどまり、録音体制が不十分といわざるをえない（現場の電話機をみた

ところ、「録音」ボタンがついているものもあるが、実際には使えないとのことで

あった。）。 

対応マニュアルでは録音を想定しているのにその体制が整っていないことが

判明した。 

録音は、後々の言った言わないの水掛け論の防止に役立つほか、暴言等を受け

たときの証拠にもなるものである。暴言の程度がひどければ、毅然とした対応の

一環として脅迫罪等での告訴もありうるが、その証拠がなければ告訴も難しくな

る。録音でき悪質な相手には告訴を辞さないという体制を整えることは、職務に

精励する職員の安心につながるというメリットもある。 

全部の電話機に録音機能を付加することが理想ではあるが、予算上も現実的で

はないとは考えられることから、せめて課に複数個（１つの係に１台程度）の設

置を検討されたい。＝ 意見 

付言すると、電話機はナンバーディスプレイ機能も備わっていないとのことで

あるから、業務の効率性向上のほか、嫌がらせや不当要求行為等を行う者の電話

番号を把握できるという趣旨から、ナンバーディスプレイの機能も備えるべきで

ある。 

監査の対象としている市税事務以外にもこの意見は当てはまると想定される

ので、全庁的な問題として検討が必要と思われる。 

 

 ４ 研修等について（意見） 

   前記したとおり、職員が課外の研修を受けていることは確認できたが、課内で

の研修は、資料の回覧程度にとどまり十分とは言えない。 

   今回の監査で事例としてあげていただいた件数は少数であったが、これは不当

要求行為等をどの程度でとらえるかという微妙な点を含むことから、実際にあが
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精励する職員の安心につながるというメリットもある。 

全部の電話機に録音機能を付加することが理想ではあるが、予算上も現実的で

はないとは考えられることから、せめて課に複数個（１つの係に１台程度）の設

置を検討されたい。＝ 意見 

付言すると、電話機はナンバーディスプレイ機能も備わっていないとのことで

あるから、業務の効率性向上のほか、嫌がらせや不当要求行為等を行う者の電話

番号を把握できるという趣旨から、ナンバーディスプレイの機能も備えるべきで

ある。 

監査の対象としている市税事務以外にもこの意見は当てはまると想定される

ので、全庁的な問題として検討が必要と思われる。 

 

 ４ 研修等について（意見） 

   前記したとおり、職員が課外の研修を受けていることは確認できたが、課内で

の研修は、資料の回覧程度にとどまり十分とは言えない。 

   今回の監査で事例としてあげていただいた件数は少数であったが、これは不当

要求行為等をどの程度でとらえるかという微妙な点を含むことから、実際にあが

ってきてないものであっても不当要求行為等と判断できるものが少なからず存

在すると思われる。 

   対応マニュアルにもあるように、不当要求行為等への対応スキルの向上のため

にも課内での積極的な研修を実施すべきである。 

   なお、不当要求行為等への対応で一番怖いのは、担当職員がそれを抱え込んで

孤立し、結果として不当要求行為等に屈することである。その点、課内での研修

を実施することは、その際にそれぞれの職員の体験等を聞くなどして情報・経験

の共有につなげることで、事案が生じたときの担当職員の抱え込みや孤立を防止

することにつながると考える。 

   この点からも、課内での研修を積極的に行っていただきたい。＝ 意見 
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第１４章 情報管理 

第１ 概要 

１ 情報管理の重要性と対策 

市税事務においては、市民にかかる個人情報を収集・保管・利用している。特

に、税額を決定するにあたっては当該市民の所得情報や資産情報を把握する必要

があるため、プライバシーの高い情報を収集・保管・利用している。したがって、

情報管理の重要性は改めて述べるまでもない。 

監査人もいくつかの情報管理システムを閲覧したが、プライバシーの程度の高

い情報が満載であった。業務に利用する職員自身にも情報管理に対する高い意識

が必要であると感じた。 

個人情報の管理体制について確認したところ、佐世保市の各種法令等に基づく

ほか、市民税課には「情報セキュリティ説明資料」が作成されていた。税情報の

重要性から、別途に情報管理の心得を定めたものである。 

佐世保市情報セキュリティポリシーの内容を確認すると、 

（１）職員が各法令を遵守して適正に情報を管理する責務（第５条） 

（２）情報セキュリティ対策の実施（第８条） 

具体的には、 

ア 物理的セキュリティ対策 

情報システムを設置する施設、通信回線および職員等の端末機等の管理に

ついて、物的な対策を講ずる。 

イ 人的セキュリティ対策 

情報セキュリティに関し、職員等が遵守すべき事項を定めるとともに、情

報資産を利用する全ての者に情報セキュリティポリシーの内容を周知徹底

するための教育および啓発を行う等の人的な対策を講じる。 

ウ 技術的セキュリティ対策 

端末機等の管理、アクセス制御、不正プログラム対策、不正アクセス対策
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個人情報の管理体制について確認したところ、佐世保市の各種法令等に基づく

ほか、市民税課には「情報セキュリティ説明資料」が作成されていた。税情報の

重要性から、別途に情報管理の心得を定めたものである。 

佐世保市情報セキュリティポリシーの内容を確認すると、 

（１）職員が各法令を遵守して適正に情報を管理する責務（第５条） 

（２）情報セキュリティ対策の実施（第８条） 

具体的には、 

ア 物理的セキュリティ対策 

情報システムを設置する施設、通信回線および職員等の端末機等の管理に

ついて、物的な対策を講ずる。 

イ 人的セキュリティ対策 

情報セキュリティに関し、職員等が遵守すべき事項を定めるとともに、情

報資産を利用する全ての者に情報セキュリティポリシーの内容を周知徹底

するための教育および啓発を行う等の人的な対策を講じる。 

ウ 技術的セキュリティ対策 

端末機等の管理、アクセス制御、不正プログラム対策、不正アクセス対策

等の技術的対策を講じる。 

エ 運用面のセキュリティ対策 

（３）情報セキュリティの自己点検の実施（第９条） 

などが定められている。 

また、市民税課の「情報セキュリティ説明資料」には、課税に係る情報は、市

民の生命、財産、プライバシー等に重大な影響を及ぼすもの（Ⅰ類）、市民サービ

スの停止または行政事務の執行等に重大な影響を及ぼすもの（Ⅱ類）となること

を指摘し、それを受けて具体的な情報の管理方法を定めている。 

２ システム 

佐世保市の市税の事務に関しては、総合行政システムのほか、ｅＬＴＡＸ（エ

ルタックス：地方税電子申告・納税システム）、土地評価システム、家屋評価シス

テム、滞納整理システムが利用されている。 

 

第２ 監査の観点・監査の方法 

前記のとおり、情報管理は極めて重要である。 

この点を監査すべく、情報セキュリティについてどのように各課が取り組んで

いるのか、ヒアリング、現場視察、自己点検の結果の閲覧等により確認した。資

料の管理状況については、現存する資料のみならず、資料の廃棄の場面も含めて

適切に行われているかの監査を行った。 

また、各システムは市税事務をサポートするものであり、それゆえに、適切に

利用されること、そのデータを適正に管理することが重要となる。したがって、

各システムがどのように利用されているのか、またその情報をどのように適正に

管理するかを監査した。 

ほかにも、平成３０年度に市民税課、資産税課、納税課、保険料課は個人番号

利用事務における情報セキュリティ監査を受けていたことから、その結果と対応

の有無等を確認した。 
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第３ 事実の摘示 

１ セキュリティ対策 

税務３課および保険料課におけるセキュリティ対策の実施内容を確認したと

ころ、次のとおりであった。 

（１）物理的セキュリティ 

課内のパソコン等すべてにセキュリティワイヤーロックが設置されており、

定期的にパソコンの現数、設置状況、保管状況、動作状況を確認している。 

（２）人的セキュリティ 

各課とも課長が情報セキュリティ責任者になって、情報を管理している。セ

キュリティ責任者および職員の昨年度の情報管理に関する研修の状況を確認

したところ、次のとおりの回答であった。 

   ア 市民税課 

①特定個人情報取扱担当者向け研修 

（平成３０年６月２６日、平成３１年１月１０日） 

②住基ネット取扱研修 

定期研修（平成３０年６月２６日） 

転入職員向け（平成３０年４月１１日） 

③ｅラーニングによる情報連携に向けた研修（平成３０年７月～１２月） 

    このうち、①・②の定期研修分は、資料を課内で回覧した。 

   イ 資産税課 

①情報セキュリティ研修（平成３１年２月１９日） 

②特定個人情報取扱担当者向け研修 

定期研修（平成３０年１１月２０日、平成３１年２月１３日） 

転入職員向け研修（臨時職員含む） 

（平成３０年５月３１日、６月１９日、７月２日、１０月９日、 

 平成３１年１月９日） 
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したところ、次のとおりの回答であった。 

   ア 市民税課 

①特定個人情報取扱担当者向け研修 

（平成３０年６月２６日、平成３１年１月１０日） 

②住基ネット取扱研修 

定期研修（平成３０年６月２６日） 

転入職員向け（平成３０年４月１１日） 

③ｅラーニングによる情報連携に向けた研修（平成３０年７月～１２月） 

    このうち、①・②の定期研修分は、資料を課内で回覧した。 

   イ 資産税課 

①情報セキュリティ研修（平成３１年２月１９日） 

②特定個人情報取扱担当者向け研修 

定期研修（平成３０年１１月２０日、平成３１年２月１３日） 

転入職員向け研修（臨時職員含む） 

（平成３０年５月３１日、６月１９日、７月２日、１０月９日、 

 平成３１年１月９日） 

③情報セキュリティ担当者向け研修（平成３１年３月１８日） 

④住基ネット取扱研修 

定期研修（平成３０年６月２５日） 

転入職員向け研修（平成３０年４月９日） 

    このうち、①～④の定期研修分は、資料を課内で回覧した。 

   ウ 納税課 

①情報セキュリティの取組（平成３０年６月１８日） 

②個人情報の取扱い（転入者向け）（平成３０年１０月１１日） 

③特定個人情報取扱担当者向け研修（平成３１年１月２２日） 

④情報セキュリティ担当者向け研修（平成３１年３月１５日） 

⑤ｅラーニングによる情報連携に向けた研修 

（平成３０年７月～平成３１年３月） 

⑥住基ネット取扱研修 

定期研修（平成３０年６月２６日） 

転入職員向け研修（平成３０年４月９日） 

    このうち、③・④の研修資料は課内で回覧した。 

   エ 保険料課 

①情報セキュリティ研修（平成３０年１２月２５日） 

②特定個人情報取扱担当者向け研修（平成３０年１２月２５日） 

③住基ネット取扱研修 

定期研修（平成３０年７月１０日） 

新規取扱予定者向け研修（平成３１年３月１８日） 

これらの資料については、課内で回覧した。 

（３）技術的セキュリティ 

端末機等の管理については、ＵＳＢメモリ等の電子媒体を各課で一括管理し

ている。また、電子媒体は使用後、データを削除するようになっている。 
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ところで、ＵＳＢメモリの管理に関しては後記のとおり、問題点が発覚した。

詳細は後記する。 

２ 資料等の保管状況（廃棄の場面を含む） 

 （１）現存する資料について 

    いずれの課でも、施錠できるキャビネット等で保管を実施していた。 

また、鍵についても適切に管理されていた。 

 （２）資料の廃棄について 

ア 廃棄文書の保管状況 

令和元年１０月に行われた資料等の廃棄作業の現場で、税務３課の作業状

況を確認した。 

まず、廃棄対象文書は、本庁のある場所にて梱包されて一時的に集積・保

管されていた。その状況を見ると、廃棄対象文書を事前に段ボール箱等に入

れたうえで、各部署ごとに指定された保管場所（赤いテープで区切られてい

る）に集積・保管されていた。 

上記場所での廃棄対象文書の集積・保管については１～２週間前からなさ

れており、廃棄当日まで上記保管場所で保管されていた。 

なお、この保管場所は、一般人も出入りできる場所のため、やろうと思え

ば一般人が入り込み、保管されている文書を開披することができる状況であ

った。 

イ 当日の搬出作業 

当日の搬出作業を見ると、税務３課は１０名程度が廃棄担当として文書の

搬出作業に従事していた。なお、全庁的な廃棄作業であったため、当日は税

務３課のみでなく、他の部署も廃棄のための搬出作業を行っていた。 

搬出および車両への積み込みは市役所職員の手によって行われ、廃棄場所

への車両の運転も市役所職員によって行われていた。 

 ３ 現場作業における情報管理 

339
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管されていた。その状況を見ると、廃棄対象文書を事前に段ボール箱等に入

れたうえで、各部署ごとに指定された保管場所（赤いテープで区切られてい

る）に集積・保管されていた。 

上記場所での廃棄対象文書の集積・保管については１～２週間前からなさ

れており、廃棄当日まで上記保管場所で保管されていた。 

なお、この保管場所は、一般人も出入りできる場所のため、やろうと思え

ば一般人が入り込み、保管されている文書を開披することができる状況であ

った。 

イ 当日の搬出作業 

当日の搬出作業を見ると、税務３課は１０名程度が廃棄担当として文書の

搬出作業に従事していた。なお、全庁的な廃棄作業であったため、当日は税

務３課のみでなく、他の部署も廃棄のための搬出作業を行っていた。 

搬出および車両への積み込みは市役所職員の手によって行われ、廃棄場所

への車両の運転も市役所職員によって行われていた。 

 ３ 現場作業における情報管理 

   市税事務においては、特別徴収税額通知など一度に大量の郵便を発送する事務

が存在する。 

   そこで、各課に誤送付案件の有無等を確認したところ、市民税課において、住

所誤登録、個人や事業所名の誤登録などによる誤送付案件が数件見られた。なお、

いずれの案件でも本来送るべきだった相手、間違って届いた相手双方に謝罪し改

めて対応を行っている。 

   また、現金納付を受けることがあることから、その収納事務に過誤案件がなか

ったか確認したところ、保険料課において本人確認不足により過誤納付された案

件が１件判明した。発覚後は、謝罪のうえ事後対応を行って処理されている。 

   さらに、各課の情報セキュリティ取組の自己点検表を確認したところ、保険料

課では文書をプリントアウトした後にそのまま置き忘れるという事案が散見さ

れているようである。その主な原因としては、職員が窓口対応時に大型コピー・

プリンター（複合機・高速）機で出力して迅速に対応しようとしていた際、当該

大型機が大量印刷中のために出力文書が即座に印刷されない状況があり、他のプ

リンターで再出力を行ったところ、もともと大型機で出力した文書を取り忘れて

しまったためと考えられるとのことであった。保険料課としては、取り忘れがあ

った場合は、気づいた他の職員が確認して、その場で不明な場合も概ね３０分以

内には、シュレッダー対応を取っており、取り忘れ防止を徹底するために月１回

の係研修において周知を図っているとのことであった。 

４ システムについて 

（１）システムの利用方法等 

市税事務にかかわる各システムにアクセスするためには、ＩＤ、パスワード

が必要となる。 

各システムのうち、総合行政システム、土地評価システム、滞納整理システ

ムについては、担当職員に付与されるＩＤごとにアクセスできる項目も限定さ

れている。ｅＬＴＡＸのシステム管理については、次の表のとおりとなっている。 
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また、家屋評価システムは、家屋の評価額を算出する専用のシステムで、外

部との接続も無く、利用者は家屋係員に限られ且つ家屋係全員が使用するもの

であることから、ＩＤ・パスワードは１つで利用しているとのことであった。 

 （２）パスワード等の管理 

それぞれのシステムで利用される各ＩＤに対応するパスワードは３か月以

内に変更するようにし、不正に流用されることを防止している。ただし、ｅＬ

ＴＡＸ（国税連携以外）については、パスワードの変更手続は行っていなかっ

た。 

各システムの閲覧・使用に関しては、全てがログに残るようになっている。

アクセスログは何か有事のときに遡って確認するためのものという位置づけ

であり、定期的にチェックを行ってはいない。 

なお、総合行政システムについては、当該システムの管理者である情報政策

課がログ管理をしており、各課でチェックすることはできない。ｅＬＴＡＸに

ついても、当該システムの管理者である地方税共同機構がログ管理をしており、

各課でチェックすることはできないとのことであった。 

 ５ 平成３０年度監査 

平成３０年度に市民税課、資産税課、納税課、保険料課はいずれも個人番号利

用事務における情報セキュリティ監査を受けていた。 

そこで、その結果を確認したところ、市民税課では不適合事項（緊急改善事項）

１件・改善事項１１件、資産税課では不適合事項（緊急改善事項）０件・改善事

項３件、納税課では不適合事項（緊急改善事項）０件・改善事項４件、保険料課

では不適合事項（緊急改善事項）０件・改善事項６件という結果であった。 

この点について改善の有無を確認したところ、すべて対応は完了していた。 

 

第４ 規範 
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佐世保市個人情報保護条例および施行規則、佐世保市電子情報資産取扱要綱、

佐世保市情報セキュリティ管理基準、佐世保市情報セキュリティポリシーのほか、

情報セキュリティガイドブック（平成３１年３月２６日作成 第二版）などが規

範となる。 

 

第５ 意見等 

 １ 研修等の実施等（評価） 

情報管理にかかわる研修の実施等の状況を確認したところ、各課とも複数回の

研修を受け、あるいは実施していた。また、必要に応じて研修資料の課内の回覧

も行っていた。 

情報の重要性を意識して研修を受講・実施しているあらわれといえる。 

今後もこの姿勢を継続されたい。＝ 評価 

 

２ ＵＳＢ管理の不十分（指摘） 

ＵＳＢを使用する際のルールを確認したところ、管理台帳に持ち出したことを

わかるよう記載し、返却を行った際に、返却者が「返却確認」欄にサインないし

押印をすることになっている。 

しかしながら、ＵＳＢをまだ使用中なのに、「返却確認」欄に押印がすでになさ

れていたり（納税課）、使用しているのにそのことを記載していないということ

があった（資産税課。使用して返却した同日に再び持ち出した事案で、この２回

目の記載が漏れていた事案であった。）。 

管理簿は、ＵＳＢを現在誰が使用しているか、またきちんと返却がなされてい

るかを確認するためのものであり、ルールどおり記載しないと、その管理ができ

ないことになる。ルールに従った記載が必要である。 

また、技術的セキュリティの一つとして、電子媒体は使用後にデータを削除す

るようになっている。これはデータを残したままにしていると、別の使用者がそ
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佐世保市個人情報保護条例および施行規則、佐世保市電子情報資産取扱要綱、
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情報管理にかかわる研修の実施等の状況を確認したところ、各課とも複数回の

研修を受け、あるいは実施していた。また、必要に応じて研修資料の課内の回覧

も行っていた。 

情報の重要性を意識して研修を受講・実施しているあらわれといえる。 

今後もこの姿勢を継続されたい。＝ 評価 

 

２ ＵＳＢ管理の不十分（指摘） 

ＵＳＢを使用する際のルールを確認したところ、管理台帳に持ち出したことを

わかるよう記載し、返却を行った際に、返却者が「返却確認」欄にサインないし

押印をすることになっている。 

しかしながら、ＵＳＢをまだ使用中なのに、「返却確認」欄に押印がすでになさ

れていたり（納税課）、使用しているのにそのことを記載していないということ

があった（資産税課。使用して返却した同日に再び持ち出した事案で、この２回

目の記載が漏れていた事案であった。）。 

管理簿は、ＵＳＢを現在誰が使用しているか、またきちんと返却がなされてい

るかを確認するためのものであり、ルールどおり記載しないと、その管理ができ

ないことになる。ルールに従った記載が必要である。 

また、技術的セキュリティの一つとして、電子媒体は使用後にデータを削除す

るようになっている。これはデータを残したままにしていると、別の使用者がそ

の情報を閲覧・使用できたり、万一、紛失した時に第三者に情報が漏えいする可

能性があるからと思われる。 

ところが、ＵＳＢについて使用後もデータがそのままとなっているものが確認

できた（市民税課・保険料課）。 

したがって、ＵＳＢの使用後は、定められているとおり、データを削除すべき

である。＝ 指摘 

 

 ３ 資料廃棄の際の保管状況（意見） 

現存する資料等の管理については、問題は見当たらなかった。反面、資料等の

廃棄の場面では、前記したとおり、一般人も立ち入りが可能な場所に一時的とは

いえ廃棄対象文書が保管されていたため、情報漏洩の可能性が皆無ではない。 

当該場所は、見たところ人気のない場所である一方、常駐している職員もいな

い場所であることからすると、持ち出されても分からない可能性がある。 

情報管理上、問題がないとは言えない。 

これは市税事務にかかるというより全庁的な運用にかかる問題であるが、上記

のようなリスクを踏まえ、このままの運用でよいのか検討されるべきである。 

  ＝ 意見 

 

４ 誤送付の発生（指摘） 

市民税課では、特別徴収額の通知の発送業務において、住所誤登録、個人や事

業所名の誤登録などによる誤送付案件が数件見られた。 

人間の手による以上、誤りが生じることは避けられないとも思えるが、その誤

りにより知られるべきではない相手方に情報が開示されるという事態が生じて

しまう（生じうる）ことは忘れてはならない。また、誤送付の発生による事後処

理のために時間をとられるという問題も生じる。 

誤りを防ぐために、これまでも発送の際にはダブルチェック等できる対処を行
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ってはいるということではあるが、今後、更なる注意を払い誤送付の発生を防止

されたい。＝ 指摘 

なお、誤送付が発覚した後の対処は適切といえる。 

 

５ 誤納付の発生（指摘） 

保険料課では、過誤納付された案件が１件判明した。 

その原因を確認したところ、思い込みによる本人確認不足というイージーミス

が原因とのことであった。誤った処理によって納付額等の個人情報が漏れてしま

うことを避けなければならない。また、誤納付の発生によって、その事後処理の

ために相当の時間や労力をとられた事案であったが、これによりほかの事務の遅

延も想定される。 

今後は納付を受ける際には、本人確認を徹底しなければならない。＝ 指摘 

なお、誤納付が発覚した後の対処は適切であった。 

 

６ プリントアウトの際の注意（意見） 

保険料課では、個人情報文書をプリントアウトした後、そのまま取り忘れてプ

リンターに残している事案が生じているとの報告があった。 

取り忘れが発生したプリンター（大型機）の位置からすると、外部の方がその

まま目にするということはない状況であるが、怖いのは取り残された文書がほか

の文書に混入して、情報が漏洩する事態である。 

取り忘れの主な原因は前記のとおりであり、窓口対応時に迅速に対応しようと

したことが却って裏目に出たような状況であった。また、取り忘れがあった場合

の対策も前記のとおり行っているようであり、取り忘れへの対処については一定

の対応ができている。 

しかしながら、情報の混在のリスクや、取り忘れによって当該書類がどこに入

り込んだのか探すことになる手間暇を考えると、そもそも取り忘れが生じない体

345



ってはいるということではあるが、今後、更なる注意を払い誤送付の発生を防止
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ために相当の時間や労力をとられた事案であったが、これによりほかの事務の遅

延も想定される。 

今後は納付を受ける際には、本人確認を徹底しなければならない。＝ 指摘 

なお、誤納付が発覚した後の対処は適切であった。 

 

６ プリントアウトの際の注意（意見） 

保険料課では、個人情報文書をプリントアウトした後、そのまま取り忘れてプ

リンターに残している事案が生じているとの報告があった。 

取り忘れが発生したプリンター（大型機）の位置からすると、外部の方がその

まま目にするということはない状況であるが、怖いのは取り残された文書がほか

の文書に混入して、情報が漏洩する事態である。 

取り忘れの主な原因は前記のとおりであり、窓口対応時に迅速に対応しようと

したことが却って裏目に出たような状況であった。また、取り忘れがあった場合

の対策も前記のとおり行っているようであり、取り忘れへの対処については一定

の対応ができている。 

しかしながら、情報の混在のリスクや、取り忘れによって当該書類がどこに入

り込んだのか探すことになる手間暇を考えると、そもそも取り忘れが生じない体

制をできる限り整えることが重要である。たとえば大型機で大量に出力する日や

時間帯を事前に明確に周囲にアナウンスすること、あるいは大型機を利用する運

用（少ない枚数のものは大型プリンターを使わないなど）の見直し・制定などが

考えられる。 

以上のとおり、プリンター利用の運用について改善がなされるべきである。 

  ＝ 意見 

なお、大型機は保険料課に１機しか用意していないようである。時期によって

は相当多量のコピーを行うとのことなので、予算の問題もあるであろうが、必要

であれば大型機の更なる導入も検討されたい。 

 

 ７ アクセスログのチェック（意見） 

アクセスログについて、土地評価システム、家屋評価システム、滞納整理シス

テムについてはチェックが可能であるが、定期にも不定期にもそのチェックは行

っていない。アクセスログは、何かあったときに確認するためのものとして位置

付けているようである。 

しかし、むしろアクセスログをチェックすることで、情報への違法なアクセス

等がないかを発見する契機となりえるものである。また、その行為自体により、

情報への不正なアクセスを防止する効果も見込める。 

税情報というプライバシーの高い情報を扱う業務という性質からも、何らかの

方法でのチェックが必要であろう。 

以上の観点から、定期的にアクセスログをチェックする体制をぜひ整えていた

だきたい。＝ 意見 

 

 ８ パスワードの変更の未実施（指摘） 

各システムで利用するＩＤに対応するパスワードは、ｅＬＴＡＸ（国税連携以

外）以外は情報セキュリティガイドブックの定める３か月以内のパスワード変更
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を実施していることが確認できた。 

ｅＬＴＡＸ（国税連携以外）がパスワード変更を実施していない理由をヒアリ

ングしたところ、ｅＬＴＡＸ（国税連携以外）の利用規定ではパスワードの定期

変更は特には定められてはいないこと、利用できるパソコンは５台に限られてお

り、そのパソコンにログインするＩＤに対応するパスワードは３か月以内に変更

しているためということであった。また、パスワードの変更は可能ということで

あった。 

しかしながら、情報セキュリティガイドブックによれば、ｅＬＴＡＸ（国税連

携以外）について定期的パスワード変更を除外しているものとは認められないし、

ｅＬＴＡＸ（国税連携）についてはパスワードの変更を実施していること、また

システムには個人情報が保管していることなどからすれば、同様にｅＬＴＡＸ

（国税連携以外）でもパスワードの３か月以内の定期的変更を実施すべきである。 

  ＝ 指摘 

 

９ 平成３０年度監査の結果（意見） 

平成３０年度の個人番号利用事務における情報セキュリティ監査において、市

民税課、資産税課、納税課、保険料課とも複数の改善事項の指摘を受けている。 

市税事務における情報管理は重要であるところ、上記のとおり複数の改善事項

を指摘されたことは、反省すべきである。 

すべての改善事項について対処完了していることは確認できたが、上記監査の

結果を真摯に受け止め、今後の情報管理体制に生かしていただきたい。＝ 意見 
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第１５章 支出事務等 

第１ 概要 

行政を運営するためには当然のことながら運営するための支出が発生する。当

該支出は無制限に認められるものではなく、費用対効果を考えた支出でなければ

ならない。 

 

第２ 監査の観点・監査の方法 

行政を運営するための支出が適正であるかどうかを監査することは、費用対効

果測定の観点から非常に重要であると考える。 

以上から、市民税課、資産税課、納税課および保険料課の支出のうち、人件費

等および保険給付に係る支出以外の支出について調査した。また、支出以外での

問題点や評価すべき点があったものについても記載し、調査したもののうち特段

問題がなかった支出については記載を割愛した。 

 

第３ 事実の摘示 

 １ 市長決裁の代決について（全ての課） 

平成３０年７月２４日決裁の「佐世保市滞納整理システム開発業務の委託契約

の締結について」の文書を確認したところ、本来であれば市長の決裁が必要であ

るところ、副市長の代決がなされていた。代決については、佐世保市事務処理規

程第１２条において「代決は、事務の決裁が急施を要する場合に限るものとする。」

と規定されているが、当該代決が要件を満たしたものであるかどうかまでは調査

する手段はないので、代替調査として市民税課、資産税課、納税課および保険料

課の平成２８年度から平成３０年度までの３年間において、急施でなければ市長

が決裁すべき案件（支出に関する案件以外の案件を含む。）の件数およびこれらの

うち代決がなされた件数を担当者に調査を依頼したところ、それぞれ以下の件数

であるとの回答があった。 
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【市税３課（市民税課、資産税課および納税課）】 

平成２８年度 市長決裁 ５件 うち代決 ３件（代決割合６０．０％） 

平成２９年度 市長決裁２３件 うち代決２１件（代決割合９１．３％） 

平成３０年度 市長決裁１６件 うち代決１１件（代決割合６８．７％） 

３年度分合計 市長決裁４４件 うち代決３５件（代決割合７９．５％） 

  【保険料課】 

   平成２８年度 市長決裁 ３件 うち代決 ３件（代決割合１００％） 

   平成２９年度 市長決裁 ４件 うち代決 ４件（代決割合１００％） 

   平成３０年度 市長決裁 ５件 うち代決 ５件（代決割合１００％） 

   ３年度分合計 市長決裁１２件 うち代決１２件（代決割合１００％） 

 ２ 定例行政視察に係る観光船等の借上料について（市民税課） 

佐世保市で平成２８年度に開催された長崎県都市税務協議会定例会における行

政視察に関し、観光バス等の借上げを行うこととし、借上料１０万円を支払うこ

とを決定する決裁が平成２８年５月１６日に行われていた。決裁文書には、目的

として「平成２８年度長崎県都市税務協議会定例行政視察のため、佐世保市の独

自性を持たせた観光ＰＲとして観光バス等を借上げるもの。先日４月２５日に文

化庁により佐世保市を含む旧軍港４市が日本遺産に認定された。このため、本市

においても積極的な情報発信を行うことで賑わいのある街の創出を図ることとし

ているため、当課においても今回の定例会はその絶好の機会であると捉え、観光

バス等を利用するもの。」との記載がなされていた。当該支出と徴税費との関係性

等について疑問があり質問を行ったところ、「長崎県都市税務協議会は、県内すべ

ての市が構成員となっており、毎年輪番で会議を開催しています。当該会議にお

いては、どの市においても①定例会会議②意見交換会③行政視察という形式で開

催しています。③については、各市が重要施策と位置づける部分について視察を

行うことにより、これを賄う税務行政を考える一助になると考えております。ま

た、当該会議は、税務行政推進のため必要なものと位置づけております。会議は
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①から③まで一体のもので、特定の部分のみを別の性質の費目で賄うことは考え

ておりません。」との回答があった。また、②について公費支出は無い。 

 ３ 税収に対する徴税費の割合の計算に貸付金が含まれていることについて（市民

税課） 

   平成２６年度から平成３０年度の各年度の徴税費の中に貸付金がそれぞれ１

千万円ずつ計上されていた。当該貸付金は市税過誤納準備預託金として金融機関

に貸し付けられており、貸付行為そのものについて問題はなかったが、市税概要

に掲載されている税収に対する徴税費の割合の計算上、当該貸付金についても徴

税費に含めて徴税費の割合の計算がなされていた。 

 ４ 国民健康保険税電話催告業務（コールセンター）に係る支出について（保険料

課） 

保険料課では、平成２３年度からは催告業務についていわゆるコールセンター

を市役所内に設置し、当該業務については外部に委託している。導入経費はハー

ド面の経費であり５～６年程度で更新が必要である。運用経費の多くは委託費用

が占め、その他通信費、ハードの保守費用等がある。年度別の導入経費および運

用経費、納期限後３０日以上経過している期別でコールセンターからの納付案内

（架電接触）後３０日以内に納付された納付額、納付人数および納付件数ならび

に費用対効果測定として納付額を経費で除した割合は以下のとおりである（保険

料課より提示）。 

 

【市税３課（市民税課、資産税課および納税課）】 

平成２８年度 市長決裁 ５件 うち代決 ３件（代決割合６０．０％） 

平成２９年度 市長決裁２３件 うち代決２１件（代決割合９１．３％） 

平成３０年度 市長決裁１６件 うち代決１１件（代決割合６８．７％） 

３年度分合計 市長決裁４４件 うち代決３５件（代決割合７９．５％） 

  【保険料課】 

   平成２８年度 市長決裁 ３件 うち代決 ３件（代決割合１００％） 

   平成２９年度 市長決裁 ４件 うち代決 ４件（代決割合１００％） 

   平成３０年度 市長決裁 ５件 うち代決 ５件（代決割合１００％） 

   ３年度分合計 市長決裁１２件 うち代決１２件（代決割合１００％） 

 ２ 定例行政視察に係る観光船等の借上料について（市民税課） 

佐世保市で平成２８年度に開催された長崎県都市税務協議会定例会における行

政視察に関し、観光バス等の借上げを行うこととし、借上料１０万円を支払うこ

とを決定する決裁が平成２８年５月１６日に行われていた。決裁文書には、目的

として「平成２８年度長崎県都市税務協議会定例行政視察のため、佐世保市の独

自性を持たせた観光ＰＲとして観光バス等を借上げるもの。先日４月２５日に文

化庁により佐世保市を含む旧軍港４市が日本遺産に認定された。このため、本市

においても積極的な情報発信を行うことで賑わいのある街の創出を図ることとし

ているため、当課においても今回の定例会はその絶好の機会であると捉え、観光

バス等を利用するもの。」との記載がなされていた。当該支出と徴税費との関係性

等について疑問があり質問を行ったところ、「長崎県都市税務協議会は、県内すべ

ての市が構成員となっており、毎年輪番で会議を開催しています。当該会議にお

いては、どの市においても①定例会会議②意見交換会③行政視察という形式で開

催しています。③については、各市が重要施策と位置づける部分について視察を

行うことにより、これを賄う税務行政を考える一助になると考えております。ま

た、当該会議は、税務行政推進のため必要なものと位置づけております。会議は
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費用対効果（％）
導入費用 運用経費 納付額 納付人数 納付件数 全体 運用のみ

23 6,056,400 4,634,666 42,105,820 1,318 3,216 394         908         
24 0 5,178,009 46,261,260 1,436 3,274 893         893         
25 0 6,595,782 74,683,270 1,913 4,867 1,132      1,132      
26 0 7,191,462 83,065,130 2,084 5,081 1,155      1,155      
27 0 7,141,381 84,554,759 1,958 4,816 1,184      1,184      
28 0 8,501,423 86,436,630 2,009 4,925 1,017      1,017      
29 0 9,276,213 81,200,030 1,791 4,516 875         875         
30 6,897,062 9,246,662 81,720,985 1,942 5,168 506         884         

年度
決算額（円） 実績（円・人・期）

 

 

当該業務については平成２３年度から一貫して公募型プロポーザル方式による

入札によって業者が選定されている。平成２４年度以外は全てＡ社が落札してい

る。平成２５年度において運用費用、納付額および費用対効果が共に前年度より

増加していることについて質問を行ったところ、コールセンターに配置する人員

に関し、前年度までと比べて高いスキルを求めたことおよび委託期間の増による

ものとのことであった。次に、平成２８年度から平成３０年度にかけて運用経費

が増加していることについて質問を行ったところ、コールセンターに配置する人

員に係る人件費が高騰してきたためとのことであった。なお、長年Ａ社が落札し

ていた当該業務であったが、令和元年度においてＡ社は入札に参加しなかった。

入札に参加しなかった理由は、提示された入札条件では採算があわない、とのこ

とであった。 

Ａ社は６月および７月以外の年１０か月間（４月および５月については随意契

約によるもの。）当該業務を行っており、保険料課に対し月次業務報告に加え定期

的な会議の開催も行われており、意見交換や問題点の検証等がなされていた。当

該月次報告および会議録を監査したところ、特に問題はなく、月次報告について

は電話でのやりとりで生じた課題点を含め、詳細な報告がなされていた。 
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第４ 規範 

   佐世保市事務処理規程 

 

第５ 意見等 

 １ 市長決裁の代決のありかたについて（意見） 

   上記第３事実の摘示にて記載のとおり、代決の割合が市税３課においては３年

平均で約８０％、保険料課においては１００％、つまり３年間一度も市長本人が

決裁をしていない。これだけ代決の割合が高いということは、代決が日常化して

いると言わざるを得ない。佐世保市事務処理規程第５条において市長の決裁事項

として１号から３５号までの３５の事項が掲げられている。市長が多忙であるこ

とは理解できるが、代決が日常化している状況は決して好ましい状況とは言えな

い。よって、代決の割合の低減のための改善策を検討する必要があると考える。

また、今回は４課のみの調査であったが、市役所全体での代決の割合の調査を行

い、当該調査の結果、市役所全体での代決の割合が高かった場合の改善策（たと

えば規程の見直し等）を検討することも必要と考える。＝ 意見 

 

 ２ 定例行政視察に係る観光船等の借上料について（意見） 

   市側の回答の内容については上記第３事実の摘示にて記載のとおりである。市

側の回答の内容については理解できなくもないが、「文化庁により佐世保市を含

む旧軍港４市が日本遺産に認定された。このため、本市においても積極的な情報

発信を行うことで賑わいのある街の創出を図ることとしているため、当課におい

ても今回の定例会はその絶好の機会である。」との理由が果たして市民が納得す

る理由となるのか疑問が残るところである。また、徴税費として支出することに

関して「①定例会会議②意見交換会③行政視察は一体のもので、特定の部分のみ

を別の性質の費目で賄うことは考えておりません。」とのことであり、また、「③

については、各市が重要施策と位置づける部分について視察を行うことにより、

 

費用対効果（％）
導入費用 運用経費 納付額 納付人数 納付件数 全体 運用のみ

23 6,056,400 4,634,666 42,105,820 1,318 3,216 394         908         
24 0 5,178,009 46,261,260 1,436 3,274 893         893         
25 0 6,595,782 74,683,270 1,913 4,867 1,132      1,132      
26 0 7,191,462 83,065,130 2,084 5,081 1,155      1,155      
27 0 7,141,381 84,554,759 1,958 4,816 1,184      1,184      
28 0 8,501,423 86,436,630 2,009 4,925 1,017      1,017      
29 0 9,276,213 81,200,030 1,791 4,516 875         875         
30 6,897,062 9,246,662 81,720,985 1,942 5,168 506         884         

年度
決算額（円） 実績（円・人・期）

 

 

当該業務については平成２３年度から一貫して公募型プロポーザル方式による

入札によって業者が選定されている。平成２４年度以外は全てＡ社が落札してい

る。平成２５年度において運用費用、納付額および費用対効果が共に前年度より

増加していることについて質問を行ったところ、コールセンターに配置する人員

に関し、前年度までと比べて高いスキルを求めたことおよび委託期間の増による

ものとのことであった。次に、平成２８年度から平成３０年度にかけて運用経費

が増加していることについて質問を行ったところ、コールセンターに配置する人

員に係る人件費が高騰してきたためとのことであった。なお、長年Ａ社が落札し

ていた当該業務であったが、令和元年度においてＡ社は入札に参加しなかった。

入札に参加しなかった理由は、提示された入札条件では採算があわない、とのこ

とであった。 

Ａ社は６月および７月以外の年１０か月間（４月および５月については随意契

約によるもの。）当該業務を行っており、保険料課に対し月次業務報告に加え定期

的な会議の開催も行われており、意見交換や問題点の検証等がなされていた。当

該月次報告および会議録を監査したところ、特に問題はなく、月次報告について

は電話でのやりとりで生じた課題点を含め、詳細な報告がなされていた。 
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これを賄う税務行政を考える一助になると考えております。」とのことでもある

が、各市が重要施策と位置づける部分について視察を行うことにより、これを賄

う税務行政を考える一助になるという考えが果たして市民が納得する考えとな

るのか疑問が残るところである。当該協議会定例会は毎年輪番で会議を行うとの

ことであるので、近い将来、再び佐世保市において会議が行われることが想定さ

れる。その際の行政視察については、税務との関連性が明確な視察を起案される

ことが望まれる。＝ 意見 

 

 ３ 税収に対する徴税費の割合の計算に貸付金が含まれていることについて（意見） 

   貸付金についての会計処理については、徴税費からの支出とすることについて

問題はない。ただ、貸付金は通常回収されるものであり、徴収不能とならない限

りにおいてコストとはならない。また、当該貸付金が徴収不能とはなっていない。

よって、市税概要に記載される税収に対する徴税費の割合の計算時においては、

貸付金を徴税費から除外して計算すべきである。＝ 意見 

 

 ４ 国民健康保険税電話催告業務（コールセンター）について（評価） 

当該業務については、保険料課に対し月次業務報告に加え定期的な会議の開催

も行われており、意見交換や問題点の検証等がなされていた。当該月次報告およ

び会議録を監査したところ、特に問題はなく、月次報告については電話でのやり

とりで生じた課題点を含め、詳細な報告がなされていた。これらについては、当

該業務が開始された平成２３年度から平成３０年度までにおける市、Ａ社双方の

継続した改善努力によるものであり、評価に値する。＝ 評価 

一方、納税課においてはコールセンターの設置はなされていない。保険料課と

納税課における収納、滞納整理の差異等については、第１０章および第１１章で

述べたとおりである。 
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第１６章 総括 

以上のとおり、本年度は、佐世保市の市税（国民健康保険税を含む。）について、包

括外部監査を行った。 

監査人として、今回の監査結果を振り返ると、まず「評価」の意見を付したものは、

合計１７項目であった。 

第３章の個人市民税では、無申告者への対応が十分になされていることなど複数の

項目を評価とさせていただいた。その他にも、軽自動車税の減免に関してしっかりと

アナウンスが行われている点や、納税課において高額滞納者につき優先順位を高く設

定して滞納整理手続を行っている点などを評価した。 

このように、佐世保市が執行している市税事務の評価すべき点を確認できたことは

大きな意義があった。 

次に、「指摘」は１５項目、「意見」は６９項目に及んだ。 

それぞれの項目については、早急に対応すべきもの、また、改善が必要なものなど、

その内容は多岐に亘っている。 

例えば、第４章の法人市民税に関しては、大規模商業施設や商店街に店舗を出店し

ている法人の設立・設置届の提出状況について、定期的な調査を行うことが未届法人

の発見につながるものと思われる。 

また、第５章の固定資産税では、住宅用地特例の適用漏れによる多額の還付の事案

が発生しており、既に平成２９年度から３か年計画で対応策がとられてはいるが、今

後同様の事案が発生しないよう十分気を付けられたい。 

第１４章の情報管理に関しては、特別徴収額の通知の誤送付やＵＳＢによる情報管

理の不適切な点など、複数の指摘事項があった。市税事務における情報の重要性に鑑

みるに、その管理体制を万全なものとすべきである。 

第１０章・第１１章の滞納整理に関連する共通の指摘事項として、執行停止の通知

がなされていないという問題があった。具体的な監査の内容や監査人の判断について

は、それぞれの章で述べているが、法律の条文どおり、執行停止の通知がなされるべ
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きである。本報告書の内容を踏まえて、早急に検討されたい。 

以上、今回の監査で付した「指摘」「意見」「評価」を真摯に受け止められた上で、

佐世保市の市税に関してより適正・公平な事務の執行を進めていくことは、市民の公

共の福祉の増大に寄与することになり、さらには佐世保市の行財政の適正な運営に資

するものであると確信するものである。 

さらに、今回の監査においては、第１２章にて提言を行った。 

詳しくは、第１２章に記載しているとおりであるが、徴収率の向上、業務効率化の

観点から、監査人としては、他の徴収率が良好な自治体を参考にするなどして、全庁

横断的な議論を行い、業務の効率化、更なる徴収率の向上を実現することが急務と判

断した。 

そのためには、納税課と保険料課の徴収（収納）部門を統一する必要があると考え、

第１２章においてその旨提言したものである。 

ぜひ提言の趣旨を理解いただき、市政の更なる発展のためにも、すみやかに検討・

実施されることを切望するものである。 
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