
財団法人日本漢字能力検定協会が毎年１２月１２日

（漢字の日）に発表している「今年の漢字」におい

て、２００８年の「今年の漢字」として選ばれた「変」

が象徴するように、２００８年は、世界情勢が激動した

一年であったといえる。特に、リーマン・ブラザー

ズの破綻等がきっかけとなり急速に進んだ世界同時

株安は世界経済を大きく後退させた。日本経済の牽

引役であった輸出産業も大打撃を受けたため、日本

企業の業績も悪化の一途をたどり、税収面において

も法人税収を中心に大幅な減収が続き、行政運営の

ために必要とされる税収の確保が困難になる事態が

危惧されている。事実、平成２１年度の府内市町村に

おける法人税割の税収見込は、約４７０億円（前年比▲

２５％）の減収と見込まれている。

このような経済情勢においては、生活困窮等によ

る租税滞納の増加が懸念されるが、どのような時代

背景であっても公平性を確保し、適正な徴収業務を

推進していかなければならないのは言うまでもない。

そこで、本稿では、地方税法（以下、「法」とい

う。）における租税債権確保の手法について検討する

こととし、その代表例である第二次納税義務につい

て過去の判例等を交えながら検証を行い、今後の徴

収業務を考えていきたい。

通常、租税の滞納事案については、滞納者に督促

状を発付した後においてもその納税義務の履行を行

わない場合は、滞納者の財産について差押え等の滞

納処分を執行することにより租税債権の確保を図る

ことになるが、滞納者の中には、財産調査を行って

も換価価値のある財産が見受けられないといったも

のも少なくなく、場合によっては法第１５条の７に基

き、滞納処分の執行を停止することになる。しかし、

滞納事案の中には、滞納処分を免れるために滞納者

自身が所有する土地や家屋を第三者に無償又は著し

く低い額で譲渡するといった行為（以下、「無償譲渡

等の処分」という。）によって換価価値のある財産を

表見上なくし、結果として、滞納処分ができないよ

うにするという悪質なケースも見られるところであ

る。

そこで、法はこのようなケースに対処する手段の

一つとして詐害行為取消権（民法第４２４条）の規定を

準用（法第２０条の７）している。これは、債務者が

債権者を害することを知ってなした行為（詐害行為）

のある場合は、裁判所に請求することによってその

行為を取り消すことでその財産を滞納者（本来の納

税義務者）に再度帰属させることができる権利であ

り、当該財産に対して滞納処分を執行することで、

税の徴収確保を図ることになる。

しかし、詐害行為の取消は裁判所に請求して行う

ため、必ず訴訟によることになるが、全ての租税徴

収に対する詐害行為について、訴訟により滞納整理

事務を行うこととなれば、処理が遅れ、租税の簡

易・迅速な確保が困難になる可能性もあり得る。そ

こで、さらに法は、前述したような事案に対する租

税債権の確保の手段として、一定の要件に該当する

者に対しては二次的に納税義務を負わせることによ

り、租税の確保を図るという第二次納税義務制度

（無償又は著しい低額の譲受人等）を規定している。

２．租税債権確保の手法

１．はじめに
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（１）意義

第二次納税義務とは、本来の納税義務者が地方団

体の徴収金を滞納している場合において、当該納税

義務者に滞納処分をしても満足な租税の確保ができ

ないと認められるときは、当該納税義務者と一定の

関係にある第三者に納税義務を負わすことができる

制度である。

これは、納税義務者以外の第三者に財産が帰属し

ていても、実質的には、納税義務者にその財産が帰

属していると認めても公平性を保つことができる場

合において、その財産が帰属している第三者に対し

て補充的に納税義務を負担させることにより、徴収

手続きの合理化を図るという制度である（法第１１条

から第１１条の９まで（参考１）及び第１２条の２第２

項もしくは第３項。なお、国税においても国税徴収

法（以下、「徴収法」という。）第３２条から第４１条に

おいて同様の制度が設けられている。）。

３．第二次納税義務について
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（２）本来の納税義務との関係

第二次納税義務は、本来の納税義務との関係にお

いて、補充性と附従性の二つの性格を有するとされ

ている。

補充性とは、第二次納税義務者に対し、本来の納

税義務者がその義務を履行しない場合、二次的にそ

の義務の履行を求めるという性格のものである。

附従性とは、そもそも第二次納税義務が、本来の

納税義務がなければ成立しないものであるため、本

来の納税義務者の納税義務について生じた事由（納

税義務の消滅等）の効力が原則として第二次納税義

務者にも及ぶという性格のものである。

このような性格から、本来の納税義務と第二次納税

義務との間には、次のような制約がある。

（３）第二次納税義務者からの徴収手続

（１）で述べたように第二次納税義務の趣旨は徴

収手続の合理化を図ることであるが、本来の納税義

務者の滞納税額を第二次納税義務者から徴収する場

合の手続については、原則として、本来の納税義務

者に対する徴収手続と同様であり、次のとおりとさ

れる。

①告知

本来の納税義務者の滞納税額を第二次納税義務

者から徴収するためには、第二次納税義務者に対
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して、納付又は納入すべき金額、期限、場所、適

用する条文その他必要な事項を記載した納付又は

納入の通知書によって告知しなければならないと

されている（法第１１条第１項）。

なお、納付又は納入の告知はいつの時点までに

行う必要があるかについて規定されていないが、

遅くとも納付又は納入の期限日の１０日前までに第

二次納税義務者に当該通知書を交付しなければな

らない。

②督促

第二次納税義務者が納付又は納入の期限までに

完納しない場合は、繰上徴収をする場合を除いて、

納付又は納入の期限後２０日以内に催告書を発して

督促しなければならない（法第１１条第２項）。

③滞納処分

第二次納税義務者は、催告書を発した日から起

算して１０日を経過した日までに、地方団体の徴収

金を完納しないときは、第二次納税義務者の財産

を差し押さえることができる（法第３３１条第１項

他）。

なお、第二次納税義務を負わせるにあたり、滞

納者に滞納処分を行うことが必要かどうかについ

ては、「あらかじめ滞納処分を行うことは必要でな

い」との判例がある（長崎地判昭和４３.２.２９）。

では、本稿において取り上げている無償譲渡等の

処分によるものについて、検討していくこととする。

（１）意義

無償譲渡等の処分の第二次納税義務とは、租税の

滞納者が自身の財産を第三者に無償譲渡等の処分を

したため、その租税について徴収不足が生じると認

められる場合、その受益者たる第三者に対して、一

定の限度で第二次納税義務を負わせる制度である。

（法第１１条の８（参考２））。

参考２

「法第１１条の８」

（無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義

務）

滞納者の地方団体の徴収金につき滞納処分をし

てもなおその徴収すべき額に不足すると認められ

る場合において、その不足すると認められること

が、当該地方団体の徴収金の法定納期限の一年前

の日以後に滞納者がその財産につき行った、政令

で定める無償又は著しく低い額の対価による譲渡

（担保の目的でする譲渡を除く。）、債務の免除その

他第三者に利益を与える処分に基因すると認めら

れるときは、これらの処分により権利を取得し、

又は義務を免かれた者は、これらの処分により受

けた利益が現に存する限度（これらの者がその処

分の時にその滞納者の親族その他の特殊関係者で

あるときは、これらの処分により受けた利益の限

度）において、当該滞納に係る地方団体の徴収金

の第二次納税義務を負う。

したがって、無償譲渡等の処分による第二次納税

義務を負わすには、次の①から④までの要件のいず

れにも該当する必要がある。

① 無償又は著しく低い額の対価による譲渡、債

務の免除、第三者に利益を与える処分を行った

こと。

② ①の処分を地方団体の徴収金の法定納期限の

一年前の日以後にしたものであること。

③ 滞納処分を執行しても、なおその徴収すべき

額に不足すると認められること。

④ ③が①の処分に基因すると認められること。

それではそれぞれの要件についてみていくことと

する。

（２）成立要件

①無償又は著しく低い額の対価による譲渡等

無償については解説するまでもないが、「著しく

低い額の対価」については、社会通念上、通常の

取引に比べて著しく低い額の対価であるかどうか

によって判定することになる。

４．無償譲渡等の処分の第二次納税義
務について
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時価が明確である上場株式等であれば、価額の

差が比較的少なくても著しい低額と判定する場合

があるが、人により評価の幅が異なるような財産

については、価額がある程度開いていても著しく

低額と判断すべきでない場合もある。例えば、同

様の制度を定めている国税においては、不動産の

ように値幅のある財産については、一般的に時価

の概ね二分の一に満たない価額をもって著しく低

いと判定しても差し支えないとされているが、時

価の二分の一を超える場合においても、著しく低

い額と認められる場合もあるとの留意規定を置い

ている（徴収法基本通達３９条関係７）。

また、「債務の免除」とは、債権を無償で消滅さ

せる行為であり、「第三者に利益を与える処分」と

は、譲渡及び債務の免除以外の処分で、広く第三

者に利益を与えることとなるものをいい、例えば、

地上権、抵当権、賃借権の設定等がある。

②法定納期限の一年前の日以後にされたもの

無償譲渡等の処分の第二次納税義務は、法定納

期限の一年前の日以後にされた無償又は著しく低

額の譲渡について適用することとされており、「一

年前に当たる日」にされた処分も含まれる。

なお、国税における「一年前に当る日」の取り

扱いについては、他の条件からなる第二次納税義

務の制度（同族会社、人格のない社団等に係る第

二次納税義務等）において、当該日を除いている

ことから、同じ第二次納税義務であっても１日の

差が生じてしまい、公平性が保たれないとして、

実務上の取扱いとして、一年前に当たる日につい

ては第二次納税義務を負わせないとしている。

また、法定納期限の一年前の日から後の日であ

るかどうかは、次の要件で判断することとされて

おり、地方税においても留意すべきである。

（ア）譲渡等の処分について、登記等の対抗要件、

又は、効力要件の具備を必要とするときは、

その要件を具備した日（登記日等）によって

判定する。

（イ）（ア）以外のものについては、契約が成立し

た日及びそれに基づく譲渡等の処分がされた

日が異なる時は譲渡等の処分がされた日によ

って判定する。

したがって、売買契約の日が法定納期限から

一年前の日より前であっても、所有権の移転登

記の日が法定納期限の一年前の日以後であれば、

第二次納税義務の対象となる（参考３）。

③徴収不足の意義

納税者の財産につき滞納処分を執行してもなお

徴収不足であると認められるかの判定については、

原則として、本来の納税義務者の財産で滞納処分

ができるものの価額と租税の総額とを比較するこ

とにより行うこととされ、その際、滞納処分がで

きない財産（差押禁止財産等）については当然に

除くことになる（徴収法基本通達第２２条関係４及

び第３９条関係１参照）。

なお、第二次納税義務者に対する差押えは、本

来の納税義務者の財産に対する差押えを実施する

前にすることができるが、換価については制限が

あり、原則として本来の納税者の財産を換価に付

した後でなければ行うことができない（法第１１条

第３項）。

一方、徴収不足の判定時期については、本来の

納税義務者に納付通知書を送付する時点の現況に

よるとされている（徴収法基本通達第３３条関係１

参照）。

④徴収不足との基因関係

③のような徴収不足の場合において、②でいう
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法定納期限の一年前の日以後に無償譲渡等の処分

がされている時は、当該処分と徴収不足との間に

基因関係があるものとされている。ただし、無償

譲渡等の処分をした後に、納税者がその租税の総

額を徴収できる財産を取得している場合には、当

該処分について、基因関係がないものとして取り

扱って差し支えない（東京高判昭和５２.４.２０）。

（３）第二次納税義務の範囲

無償譲渡等の処分によって第二次納税義務者が負

う第二次納税義務については、第二次納税義務者が

本来の納税義務者の①親族及びその他の特殊関係者、

もしくは、②①以外の第三者であるかで取扱いが異

なる。

①親族及びその他の特殊関係者

無償譲渡等の処分を受けた時における当該利益

額を限度として、滞納税額の全額を負う。

「当該利益額を限度として」とは、利益が消滅、

滅失または盗難にあったとしても、無償譲渡等の

処分により受けた利益額によることをいう。

②①以外の第三者

無償譲渡等の処分を受けた利益額が現存する限

度で、滞納税額の全額を負う。

「利益が現存する限度」とは、当該利益額が全

部消滅してしまった場合は含まないが、原物が残

存する場合や原物から生じた収益等が現存する場

合などのように何らかのものとして利益額になっ

たときは、その利益の限度をいう。

なお、「親族その他の特殊関係者」については、

（参考４）のとおりである。
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（４）無償譲渡等の処分が二以上ある場合

納税義務者が滞納する租税について、法定納期限

の一年前の日以後の無償譲渡等の処分が二以上ある

場合は、次のとおりとすることが望ましいと考えら

れる。

（ア）納付通知書発付時に最も近いものから第二

次納税義務を負わせることとして取り扱う。

（イ）「親族その他の特殊関係者」と「それ以外の

第三者」とがある場合には、前者から第二次

納税義務を負わせることとして取り扱う。

前項では、無償又は著しい低額の譲渡による第二

次納税義務の概要を述べてきたが、ここからは実際

に当該納税義務を負わすにあたって争われた事例を

もとに検討を行うこととする。

（１）時価の二分の一を超える価額で譲渡された場合

における事例

４（２）①で述べたように不動産のような値幅の

ある財産については、一般的に時価の二分の一を下

回る場合に著しく低い額として判定するとされてい

るところであるが、一方、時価の二分の一を超える

場合についても著しく低い額とされる場合がある。

次の判例は、不動産の譲渡価格が時価の二分の一

を超える価額で譲渡されたことについて、当該譲渡

が無償又は著しく低額の譲渡にあたるとして争われ

た事例である。

（事案の概要）

滞納者Ａ所有の土地を５３０万円でＢ（原告）に

譲渡したことについて、Ｂが、「時価よりも低額で

あるが、時価の二分の一を超えていることから、

徴収法第３９条にいう「著しく低い額」ではない」

と主張したことに対して、Ｘ税務署長は、「同法に

いう「著しく低い額」とは、時価を大幅に下回る

価額であればよい」として、当該譲渡が無償又は

著しい低額の譲渡にあたるとして争われた。

なお、Ｂは当該譲渡の約１ヶ月半後に当該土地

を１,０５３万９,１００円でＣへ転売している。

【平成２年２月１５日広島地裁判決】

判決は、まず、「徴収法基本通達３９条関係６（注：

現在は７）は、本文において、「著しく低い額の対価

によるものかどうかは、社会通念上、通常の取引に

比べ著しく低い額の対価であるかどうかによって判

定する。」と定め、その注において「１．値幅のある

財産については、特別の事情がない限り、時価のお

おむね二分の一に満たない価額をもって著しく低い

と判定しても差し支えない。２．対価が時価の二分

の一を超えている場合においても、その行為の実態

に照らし、時価と対価との差額に相当する金員等の

無償譲渡等の処分がされていると認められる場合が

あることに留意する。」と定めている。（略）したが

って、「おおむね二分の一」とは、文字通り二分の一

前後のある程度幅を含んだ概念と解すべきであって、

二分の一を境に低額譲渡と否とを峻別する趣旨では

なく、二分の一をある程度上回っても、諸般の事情

に照らし、低額譲渡に当たる場合があることを示し

たものと解すべきである。」とし、本件譲渡価格につ

いては、「本件譲渡の代金額五三〇万円は、右認定の

時価である一〇三七万〇四七四円の五一・一パーセ

ントに当たるにすぎない」としたうえで、「時価の二

分の一を上回る対価でなされた本件譲渡をもって、

低額譲渡であると認定しても、前記通達に反するも

のとはいえない。以上によれば、本件譲渡は、国税

徴収法三九条にいう「著しく低い額の対価」による

譲渡であるというべきである。」としている。

したがって、無償又は著しい低額の譲渡と認めら

れるかどうかの判定は、不動産の譲渡価格が時価の

二分の一を超える価額で譲渡されたことだけをもっ

て画一的に判断するのではなく、譲渡価格が時価に

比べて社会通念上著しく低い額と認められるか否か

で判断することとなる。

（２）借地権等の設定のある場合における事例

無償譲渡等の処分であるかを判定する場合、例え

ば、土地や家屋などの不動産であれば、一般的には

固定資産税評価額から算出する方法や不動産鑑定士

５．無償又は著しい低額の譲渡の判定
について
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に依頼する方法などが考えられる。しかし、時価の

算出額が適正に行われなければ、当然に著しい低額

の譲渡であるかの判定についても誤った判定となる

可能性がある。

次の判例は、時価の算定にあたって借地権による

減価について言及した事例である。

（事案の概要）

Ｘ税務署は、国税を滞納している滞納者の徴収す

べき額に不足が生じていたことが、法定納期限の

一年前の日以後である昭和４０年７月１２日にＳが所

有する土地（時価９９６万円）をＡ（原告）へ著し

く低額（３８０万円）で譲渡したことにあるとして、

Ａに対して同年１１月４日までに納付すべき旨の告

知をした。

これに対して、Ａは、時価を９９６万円としてい

るのは過大であり、本件土地は建付地（建物等の

用に供されている敷地）であるため、それを理由

とする減価及び借地権を有していたことによる減

価を考慮するべきであると主張した。また、譲渡

価格についても、当時事業に行き詰まり窮状にあ

ったＳを援助するため、Ｓの債権者に対する弁済

等として、貸金２００万円を支払い、後に当該金員

は本件土地に充当されたため、合計５３０万円が譲

渡価格となり、著しい低額譲渡とは言えないとし

て争われた。

【昭和５２年１２月７日大阪地裁判決】

判決は、まず、「土地の時価とはあくまで客観的な

価値を指すのであるから、たまたま、土地上の建物

所有者が当該土地を譲り受けたことを理由に建付地

を理由とする減価を考慮する必要がないとすること

は相当ではなく、本件土地についても同地上に原告

及びその妻Ｂ所有の二棟の建物が存在することによ

る建付地減価修正を行うべき」とし、「土地の使用借

主が当該土地を譲受けたことを理由に使用貸借を理

由とする減価を考慮する必要がないとする被告の主

張は失当というべく、本件土地の右残余部分につい

ても、原告が使用貸借による借地権を有していたこ

とによる減価修正を行うべき」としたうえで、本件土

地の時価は、「８,０５５,６２１円と認められる。」とした。

したがって、実際に時価を算定する場合について

は、借地権等の減価要因を反映させて評価しなけれ

ばならないこととされた。判例のケースのように減

価の反映を行わずに時価を算出すると、第三者への

譲渡価格が概ね二分の一に満たない無償譲渡等の処

分にあたるという判断をしてしまうケースは十分に

ありうる。このことから、時価を算出するにあたっ

ては、権利関係を含め十分な調査が必要となるとい

える。

（３）財産分与の場合における事例

離婚をした者が財産分与をする際、無償譲渡等の

処分にあたるかが問題となる場合がある。

財産分与は、夫婦間の財産関係の精算、離婚後の

扶養、損害賠償の３つの要素を含んでいるため、そ

の趣旨からすれば、無償譲渡等の処分には該当しな

いのが妥当であるとされている。しかし、当時者間

で協議した財産分与が、不相当に多額であるような

場合については、当該部分は無償又は著しい低額の

譲渡に該当するとしているが、不相当に多額かどう

かの判定は極めて難しいところである。

これについて争われたのが、次の事例である。

（事案の概要）

Ｘ税務署長は、滞納者Ａに対して滞納処分を執

行してもなおその徴収すべき額に不足が生じてい

たため、その不足の原因が当該国税の法定納期限

の一年前の日以後である昭和３８年５月頃に夫婦

であったＢ（原告）に慰謝料や財産分与等として

１,０００万円を支給する旨を約諾し、そのうち５００

万円を贈与していたことにあるとして、国税徴収

法第３９条の規定により、Ｂに対して税額を同年

１１月１７日までに納付すべき旨の告知処分をした。

これに対して、Ｂに支給された５００万円は、借

地権放棄の代償と離婚に基づく慰謝料及び財産分

与であると主張し、Ｂに対する課税は無効である

として争われた。

【昭和４５年１１月３０日東京地裁判決】

本判決は、法定納期限の一年前の日以後に行われ

た財産分与を含む贈与を受けたＢが、無償又は著し
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い低額の譲受人に当たるかについて争われた事例で

ある。

判決は、まず、「無償譲受人等の第二次納税義務

は、（略）必ずしも贈与、売買、債務免除、財産分与

等特定の行為類型に属することを必要とせず、これ

ら各種の約因を帯有する行為であつても、それによ

って第三者に異常な利益を与えるものであれば足り

る、と同時に、無償又は著しく低い対価による譲渡

等であつても、実質的にみてそれが必要かつ合理的

な理由に基づくものであると認められるときは、右

の処分行為に該当しないと解するのが相当である。」

とし、「その一つ一つの約因についてみれば格別、こ

れらを総合して判断すれば、前叙のごとき事実関係

のもとにおいては、資産の見るべきもののないＡに

とつても、右約旨に基づいて支給された５００万円は、

まさに、必要かつ合理的な理由に基づくものであり、

国税徴収法第３９条所定の処分行為に該当しないとい

うべきである。」として、Ｘ税務署に取消を命じた。

このように、財産分与による無償又は著しい低額

の譲渡であっても、実質的に見た場合、それが必要

かつ合理的な理由に基づくものと認められるときは、

第二次納税義務者に該当しないこととされている。

したがって、実際に財産分与があった場合、一般的

には財産分与は無償又は著しく低い対価による譲渡

等の処分には該当しないと見るのが妥当だが、財産

分与として行われた譲渡等であっても、譲渡等の名

目によって判断するのではなく、実質的な判断によ

ることになるため、第二次納税義務を負わせること

ができる可能性もあることに注意する必要がある。

（１）原因調査の徹底

ここまで述べたとおり無償又は著しい低額の譲渡

の第二次納税義務を負わせるためには、４（１）①

から④までの成立要件のいずれにも該当しなければ

ならないことから、徹底した調査が求められる。

特に、５（３）でも触れたように、財産分与の場

合については、当該財産分与の額のみで判断するの

ではなく、その実状をきちんと整理し、実質的にみ

てそれが必要かつ合理的な理由に基づくものでない

無償及び著しい低額の譲渡であると認められるとき

に初めて第二次納税義務を負わせることができるこ

とになるため、十分な確認が必要となる。

また、第二次納税義務を負わす上では、借地権等

の設定の有無を確認しておく必要がある。５（２）

のように借地権等が設定されている場合、その減価

を反映させなければ、時価が正しく算出できない。

登記簿等の確認を行うだけでなく、借地権等が登記

されていない可能性も考慮し、当事者への聞き取り

も行うなど十分に確認しておくべきである。

（２）聞き取り調査

第二次納税義務を負わせるにあたっては、事実関

係の調査の充実を図っていかなければならないが、

事前の調査を行うにあたり、細かい部分の確認につ

いては、借地権等以外の点についても当事者に確認

すべきことも出てくるだろう。そのため、滞納者及

び一定の関係のある第三者から聞き取り調査を行う

ことも必要となる。このように直接対話することで

具体的な事実を聞き出し、第二次納税義務の成立要

件に該当するかを判断していくことが重要である。

なお、聞き取った内容のうち重要なものについて

は、質問てん末書等の形で記録に残しておき、後日

の争いに備えて保管しておくべきである。

（３）時間的要因

そもそも第二次納税義務制度は、冒頭で述べた詐

害行為取消権のように訴訟を前提にしているもので

はなく、簡易・迅速な納税の確保に向けた制度であ

るが、これまでみてきたことからも解るように、第

二次納税義務を負わせることで裁判となるケースが

少なくない。裁判で争うことになると、場合によっ

ては、最高裁判所まで争われることになり、第二次

納税義務が成立するまでに相当な手間と時間を要す

ることとなり、簡易・迅速な徴収の確保とはいえな

い結果になる可能性もある。

しかし、必ずしも全てのケースにおいて裁判とな

るわけではない。また、徴収の確保を図るという観

点からすると、第二次納税義務制度を活用すれば徴

６．第二次納税義務制度の活用に向けて
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収できる可能性があるにも関わらず、手間と時間が

かかることのみを理由として十分な検討もせずに徴

収を断念することは、当然のことながら望ましいも

のではない。

以上見てきたように、無償又は著しい低額の譲渡の

第二次納税義務制度は、第三者へ納税義務を拡張する

もので、租税の徴収を確保する一つの手段である。

一般的に、滞納者が換価価値のある財産を有さず、

納税資力がない場合には、先にも述べたとおり滞納

処分の執行を停止することになるが、表見上の納税

資力がない場合でも、財産調査等の結果、その原因

が無償譲渡等の処分である可能性がある場合におい

ては、徴収手段の一つとして第二次納税義務制度の

活用も視野に入れて滞納整理事務を行う必要がある。

しかし、６（３）で述べた時間的要因に加え、制度

自体の複雑さもあり、市町村の徴収実務においては、

第二次納税義務制度が十分活用されているとは言い

難い状況にある。

また、地方公共団体においては、近年、行政のス

リム化に向けた取組が進められており、市町村によ

っては徴収担当者数が削減されるなど、最近の景気

悪化等による滞納の増加とも相まって、税の徴収を

取り巻く環境はさらに厳しさを増していくと思われ

る。そのため、市町村においては、従来にも増して

効率的な徴収事務の執行が求められている。

しかし一方で、このような環境の中であっても、

財政的な理由等から、市町村においては税収確保を

図るための様々な取組が求められている。そのため、

効率性と税収確保という、いわば二律背反的なこの

二要素を同時に追求することは困難なのではないか、

といった意見が出てくることも考えられる。

だが、効率性と税収確保は決して相容れないもの

ではない。むしろ、いわゆる「払えない」滞納者に

は法第１５条の５に基づく換価の猶予や滞納処分の執行

の停止などの納税の猶予制度の適用を検討し、「払わ

ない」滞納者には滞納処分の執行を前提とした厳正な

態度で臨むなど、個別具体のケースに応じて早期・的

確に滞納事案の処理方針を定め、着実に実行に移して

いくことで、効率的な徴収事務の執行と税収確保の両

方を同時に追求することは十分に可能と考えられる。

今回採り上げた第二次納税義務制度についても、

他の滞納事案への対応だけで手一杯の状況であった

ならば、適用の可否を判断することすら困難であろ

う。効率性と税収確保とは二者択一の関係にあるの

ではなく、効率的な徴収体制が構築されてこそ、複

雑に入り組んだ滞納事案や悪質な滞納事案に正面か

ら取り組むことが可能になるのではないだろうか。

事実、府内の富田林市では、裁判で争われはした

が、第二次納税義務の活用により滞納案件の解消に

取り組んだところであり、参考となる先例として紹

介もされている（月刊「税」２００８年７月号～）。

今後、市町村において行われる税の徴収に関する

取組について、本稿がその一助になれば幸いである。
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