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はじめに

　厳しい経済情勢が続くなか、支払い能力があるのに払わないモラルの低下もあり、税金等の未

収金が、毎年増え続けています。このような状況が続けば、監査機関や議会から厳しく指摘をう

けるだけでなく、地方財政を一段と圧迫し、主体的なまちづくりを進めていくうえでも支障が生

じます。

　そこで、本研究会では地方分権時代において「地方自治確立の実践」という観点から、各分野

の研究者や先進的な取組みをしている自治体担当者をゲストスピーカーにお迎えして、事例研究

等を実施し、納付システム、滞納整理、民間力の活用、一体徴収体制、さらには組織のあり方、

職員のモチベーションアップをも含めた、さまざまな角度から自治体の「徴収力」を高める方策

について研究いたしました。

　本書は、その研究成果をとりまとめたものです。

　各市の徴収力強化の取組みの参考になれば幸いです。

平成23年３月　　　　　　　　　

徴収力強化研究会研究員一同
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第１部　研究レポート

は　じ　め　に

１．自治体を取り巻く急激な環境変化

　バブル崩壊以降の2002年から2007年の戦後最長の景気回復期にもかかわらず給与所得総額は

200兆円から198兆円に減少し、地価は下落傾向が続き、2008年10月には、100年に一度という大

不況に見舞われるなど、長引く不況の影響は、自治体の財政状況にも深刻な影響を及ぼしている。

一方、現在、すすめられている地方分権改革によって国から地方への３兆円規模の税源移譲が

2008年４月に実施された。その結果、地方税のウエイトが大きくなると同時に低所得者層の負担

が増したことにより、地方税の滞納は増加傾向にあり、その滞納額は約２兆円にまでに及んでい

る。また、権限移譲により市町村が取り扱う事務は増加する一方、職員数は減少傾向にある中で、

自治体財政の根幹である税収入の効率的な確保が緊急課題となっている。

　加えて、税収入のみならず国民健康保険料・介護保険料等の公課の徴収をはじめ、その他の債

権を含めた自主財源を確保することが、今後も分権社会の進展により個性豊かで活力に満ちた地

域社会を実現するために必要な戦略的課題であると言える。その課題の解決策として、本研究会

では、“徴収力”の強化を提案したい。

　本研究会では“徴収力”とは、納期限内に納税しない滞納者に対して、滞納原因に応じた滞納

整理を行って、市町村税や公課の徴収を行い、自主財源を確保し、納付義務者の公平を確保する

ことのできる自治体の“組織的能力”と定義した。これを強化するため、市町村税や公課を滞納

させないための努力と、滞納となった市町村税や公課について公平を確保するため、徴収をおこ

なう努力の２つが求められる。

　本研究会では、平成21年12月から約１年間にわたり、計９回に及ぶ先進的な事例を研究すると

ともに、同じく先進的な取組みを行っている自治体の視察をおこない、これからの徴収組織のあ

り方を研究してきた。また、大阪府内市町村を中心にアンケート調査（以下、「研究会アンケー

ト」と言う。）を実施し、現時点の自治体運営の実態を把握した。本稿では現在の徴収組織の問

題点を明らかにしたうえで、分権時代の徴収組織のあり方について論じる。

₂．「組織」であるための₄つの要素

　冒頭に述べたとおり、徴収力は組織的能力であることから、それを強化するためには徴収組織

のあり方を見直さなければならない。

　まずは、組織とは何かを考えたい。辞書（大辞泉）によれば、組織とは「一定の共通目標を達

成するために、構成員間の役割や機能が分化・統合されている集団」とある。つまり、①共通の
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目標　②構成員　③役割・機能　④分化・統合の４つの要素が「組織」であるための条件だとい

える。

⑴　共通の目標

　上記の定義からいえば、組織には「目標」が必須であり、「目標」のない集団は単なる集合体

に過ぎず、「組織」とはいえない。徴収組織でいえば、「財源を最大限確保すること」が大きな目

標である。そして、より具体的な「中目標」「小目標」を設定することが、大目標を達成するカ

ギを握る。

　さらに、それらが「共通」した目標であることが必要である。これには二つの意味があり、ひ

とつは、大小の目標に「整合性」があること。二つ目は、それが構成員間で「共有」されている

ことである。つまり大小の目標に整合性がなければ、目標の方向性が定まらず達成には結びつか

ないし、構成員同士が目標を共有していない場合も同様である。

　以上の視点に立って、徴収力を強化するために、いかに目標を設定し、組織全体がそれを共有

するのかを『第１章　滞納整理における進行管理』の項目で述べる。

⑵　構成員

　組織においては、「人財＝人は財産」といわれるように、構成員の働き如何が目標達成に大き

な影響を及ぼすことから、組織の骨格と捉えることができる。では、構成員はどのような能力

を求められるのであろうか。一般的には、①目標設定能力　②職務遂行能力　③協調的コミュニ

ケーション能力　④問題解決能力であるといわれている。そして何より組織に「貢献しようとす

る意欲」がカギを握る。このような能力を有した人材をいかに育成・確保するかを『第₂章　徴

収組織の人材育成』及び『第₃章　職員のモチベーションを高く保つためには』で考えていく。

⑶　機能・役割

　徴収組織のなかには市町村税や公課を徴収するための機能として、課税事務、納税折衝、催告

事務、進行管理などがある。これらの業務をいかに効率かつ効果的に運用するのか。また、20世

紀の経営学者であるＣ・Ｉ・バーナードは「組織とは複数の人々の協働システムである」と定義

しているように、それぞれの構成員がどのような役割を果たしていくことが徴収力の強化につな

がるのかを主に『第₄章　徴収事務の効率化（高次元での滞納整理実現に向けて）』で述べる。

⑷　分化・統合

　経営学者Ａ・Ｄ・チャンドラーの「組織は戦略に従う」という有名な言葉があるように、戦略

があってはじめて組織が形成される。徴収組織においては、冒頭で述べたとおり、近年、自治体

を取り巻く環境の変化により、効率的、効果的に徴収業務を行なうことが求められている。この
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ようななか、一部の自治体では国の指針のもと徴収業務の一部を民間に委託する動きや、高額・

困難な滞納案件を処理するために特化した組織を設置する動きがみられる。本稿では『第₅章　徴

収組織の一元化』『第₆章　民間活用による徴収力強化』について現状課題を分析し、メリット、

デメリットについて述べる。

　これら₄つの要素は相互、密接に関連しているため、１つでも不十分であると組織の実力が十

分発揮されない。徴収組織のあり方を考えるうえで、どの部分に問題があるのかを、見極めるこ

とが重要となる。

　以上の視点を踏まえたうえで論じていく。
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第１章　滞納整理における進行管理

　これまでの滞納整理業務といえば、締め切りがなく、また行政側から働きかけなければ、基本

的に滞納者側から連絡はないという性質上、業務に対して消極的な職員は、何もしなければ漫然

と日々を過ごすことがあるという側面があった。また、仮に職員が個々に努力したとしても、そ

れぞれが違う方針、違う目標、違う考え方で動いていれば、全体として力のベクトルが分散して

しまい、大きな成果を上げることは難しい。こうした事態を防ぎ、組織としての方向性を定め、

徴収率の向上に向けて、組織全員が一丸となるためのツールとして進行管理業務の重要性は増し

ている。

　進行管理とは「滞納整理業務が計画どおり、うまく進んでいるかどうかを把握し、効率的に組

織を運用する過程」である。これを踏まえ、進行管理における効果的な業務プロセス及び管理監

督者の果たす役割について述べていく。

１．目標の設定

　前述したとおり、「目標」のない集団は単なる集合体に過ぎず、「組織」とはいえない。もっと

言えば、目標が仮にあっても、職員がそれを意識せず業務を漫然と行っている場合も同様である。

ここでは、目標を設定するポイントについて述べる。

⑴　実現可能性

　目標設定の際にポイントとなるのは、目標そのものが「実現可能かどうか」である。簡単に達

成できる目標では意味がないのは言うまでもないが、逆に理想の目標を掲げたとしても実効性に

乏しい。例えば、現在のような経済状況の中で徴収率を５％向上させるというような目標を設定

しても、よほど特殊な自治体でない限り、その実現は不可能であろう。職員が実現不可能と思え

るような目標を立てても誰もその目標に向かって努力はしないものである。人は「やればでき

る」「がんばれば手が届く」と思わなければ、行動を起こさないという特性１を押さえておく必要

がある。

１ 期待理論： 人がどのような心理的プロセスで動機づけられ、行動の選択とその持続がなされるのかというメカニズム
を理論化したもの。動機付けは、職務遂行の努力が何らかの個人的報酬に繋がるであろうという期待と、
その報酬に対して人が持つ主観的価値の二つの要因で決まるとした。個人が報酬に高い価値を認め、努力
すれば報酬が得られると感じる期待が高ければ高いほど、人はより一層努力するとする。

　　　　　　　（GLOBIS MANAGEMENT SCHOOLホームページより引用http://gms.globis.co.jp/dic/00154.php）
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⑵　目標は誰が設定するのか

　目標設定のもうひとつのポイントは、職員全員がその目標を“組織全体の意志”として捉えて

いるかどうかである。たとえば、管理監督者が一方的に、「今期はこの目標で行く！」と単に宣

言したとしても、他の職員は当事者意識をもてず、「やらされ感」が残るだけであり、結果、十

分な成果を期待することはできない。必要なことは、目標を設定するまでのプロセスに「組織全

員が参加しているかどうか」である。

　これを示している例として1947年に発表されたリピットとホワイトの実験がある。この実験で

は３つのグループに異なるリーダー（自由放任型、専制型、民主型）を配して、それぞれのグ

ループの作業の量と質を調べた。その結果、作業量では「専制型＞民主型＞自由放任型」で僅か

に専制型が勝ったものの、品質面では「民主型＞専制型＞自由放任型」という結果となった。こ

れは、組織内の物事を決める（意思決定）際に、構成員が参加しているか否かによって成果に差

が出たことを示したものであり、目標設定するうえでも重要なポイントであるといえる。また、

この実験結果で注目すべきは、構成員の仕事に対する“満足度・充実度”の面において、「専制

型グループ」では極限まで不満が溜まっていたことである。これは業務の「持続性」を示唆して

いるものであり、「やらせる」「やらされる」の関係では継続的に成果をあげることができないの

である。

⑶　数値目標（KPI：Key Performance Indicator）

　組織として数値目標を設定することは、目標がより具体的となるため、職員にとって行動に移

しやすいという点で効果的である。では、どのような数値を設定すれば良いか。代表的なものと

して、徴収率がある。ただ、徴収率のみを示すだけでなく、徴収率を上げるために必要な具体的

な業務に数値目標を設定することがポイントである。

　滞納整理は「取るか、押さえるか、落とすか」と言われるように、「自主納付」、「差押えの執

行」、「滞納処分の執行を停止」、この三つのいずれかを行うことになる。その意味では、たとえ

ば収納額、滞納者未接触率、差押件数、催告書送付件数など「具体的な数値目標」を設定するこ

とにより、職員は行動に移しやすくなり、管理監督者側も達成度を計りやすく、後述する目標管

理を効率的に行うことができるのである。これらの数値目標を、職員に落とし込むことで、日々

の業務を漫然と行うことなく、より明確な目標を持って取り組むことが可能となる。このように、

まず命題となる「徴収率（戦略目標）」を定め、次にその目標を具体的に実現するための「手段

（主要成功要因：CSF　Critical success factors）」に対し、それが、きちんと遂行されているか

どうかを定量的に測定する「指標」を決める。この指標を「KPI：Key Performance Indicator

（重要目標達成指標）」という。つまり、KPIは戦略目標を達成するための重要な指標というこ

とになる。KPIを設定する際のポイントは以下のとおりである。
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「KPI」を設定する際のポイント【SMART】

１．明確性（Specific）

　　職員が何をすべきか明確に把握でき、実務に直結した指標でなければならない。

２．計量性（Measurable）

　　実務に基づいた計測可能な定量的な指標でなければならない。

３．現実性（Achievable）

　　職員も合意する現実的な指標でなければならない。

４．関連性（Relevant）

　　最終的な目標と関連している指標でなければならない。

５．適時性（Time-bound）

　　 業務が行われた時、もしくは業務が行われた時点を含む短い期間内に、その実施状況を

把握できる指標でなければならない。

（Ｑ－BPMホームページ引用：http://ja.q-bpm.org/mediawiki/index.php?title=KPI&oldid=1930）

⑷　数値目標の落とし穴

　数値目標を設定すると、その数値を達成すること自体が目的化してしまう恐れがある。例えば

差押えは滞納整理を誠実に進めていれば、当然、一定数行うことになるが、目標件数を設定する

と、差押え自体は滞納整理の中の一手段に過ぎないにもかかわらず、それを達成するために無為

な差押えを誘発する可能性がある。

　ここで忘れてはならないのは、差押件数などの具体的な数値目標は、あくまで、徴収率の向上

のために設定しているということである。よって管理監督者側も差押件数が目標に満たないとい

うことのみで指導するのではなく、その他の指標等も総合的に勘案して、徴収率が高い職員がい

た場合、差押件数を増やすように指導するのではなく、その職員にヒアリングを行い、催告方法

や折衝方法などの工夫をしているのであれば、ほかの職員に対して、その職員の方法を共有する

というように活用することが重要である。

戦略目標（徴収率○％向上）

ＣＳＦ（主要成功要因）
収納額、 滞納者接触率、 差押件数、 催告書送付件数

具体的な数値目標＝ＫＰＩ（重要目標達成指標）
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　なお、研究会アンケート結果では徴収額（または徴収率）を数値目標に設定している団体は28

団体あったが、差押件数などの具体的な業務を数値目標として設定している団体は少数であった。

　数値目標を適正に設定することは容易ではないが、正しく設定するために、前年実績や経済状

況など外部環境を考慮して、まず一度、数値目標を設定し、数年かけて実態にあった適正な数値

目標を設定することは組織全体の徴収力のレベルアップに繋がるものと考える。

₂．目標管理（MBO：Management By Objective）

　職員に目標を落とし込むことができたら、組織的に進捗状況を把握し、それぞれの目標が達成

できるように取組まなければならない。その方法として「数値管理」と「事案管理」について述

べる。

⑴　数値管理

　具体的業務そのものを数値目標として設定し、職員自身の数値目標を管理・報告をさせること

によって、目標達成度が一目瞭然となる。また、数値にできるものは、なるべく数値化して、こ

れらのデータを分析し、駆使することにより、管理監督者が「事案管理」で指導・監督・援助を

行う際や「進捗状況の見える化」するうえでの基礎資料となる。

　ただ、前述の研究会アンケート結果が示すとおり、これらの数値の管理が非常に煩雑になると

の声も聞こえてきそうであるが、滞納整理にかかる具体的業務の数値管理が徴収力強化に役立つ

ことは間違いなく、こうした地道な作業が成果に繋がるのではないだろうか。

⑵　事案管理

　事案管理とは、管理監督者が職員の個別事案における処理方針や進捗状況のヒアリングなどを

通じて把握し、指導・監督・援助することである。ヒアリングを行うにあたっては、職員の滞納

整理の方法や考え方が、組織の方針と異なっていないかを確認することが必要である。例えば、

差押えなどの処分に消極的である場合や執行停止案件に該当するにもかかわらず低額の分納誓約

を行い、時効の中断のみを行っている場合などが考えられる。これらが組織の方針と異なってい

れば、適切な処理を行うよう指導することはもちろんであるが、改めて組織の方針を伝え、意識

の共有化を図る場にしなければならない。また、組織としての処理方針がなぜ適切にその職員に

伝わっていなかったのかを考え、今後の組織運用の在り方についても検討する材料とすべきである。

　単に職員の業務を管理するのではなく、ヒアリングを通じて、管理監督者と職員とのコミュニ

ケーション（意思疎通）を図り、滞納整理に対して同じ意識を持ち、協力して事案処理を進める

関係を作ることが、組織としての一体感を生み出すことになると考える。
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⑶　目標管理の落とし穴

　「目標管理制度」は最近、成果主義の人事制度とセットで述べられることが多く、専ら勤務評

定の手段としてのイメージがあるが、これは経営学者であるＰ．ドラッカーが提唱した考え方で

あり、原語は「Management by objective and“selfcontrol”」で「自己の目標を“自身”で管理

する」という意味である。つまり、職員が管理監督者によって目標達成度を管理されるというも

のでなく、職員が自律的に目標を設定し、目標達成に向けた業務管理を行うことが重要であると

説いているのである。職員が「やらされ感」を持っている状況では、仕事の質量、持続性の面で

うまくいかないのは、前述のとおりである。管理監督者は目標達成度のみを重視することなく、

このことを十分に認識してうえで、個人目標と組織目標の整合性を保ちながら目標管理すること

が求められている。

₃．行動計画

⑴　単年度徴収方針

　研究会アンケートによれば、単年度の徴収方針を定めている団体は全体の80％に達している。

ここで注意しなければならないのは、安易に前年度と同じ行動計画を続けていくことは、業務の

マンネリ化により、職員に対して停滞感を与えることになる。また、催告業務を例にあげれば、

滞納者に対して「去年と同じ時期に同じ催告が来た」などの慣れを与えてしまう原因となる。

　前年度の行動計画を単に焼き直すような計画にすることなく、事案管理などを通して得た情報

を基に、現在の組織の課題を解消するための行動計画を作成すべきである。効率的な滞納整理を

行うために、常に組織の課題発見とその解消に向けて検討していくというPDCA（Plan：計画－

Do：実行－Check：評価－Action：改善）サイクルを意識した取組みが必要である。

⑵　中・長期徴収方針

　単年度方針に加えて、中・長期的な徴収方針が必要であると考える。研究会アンケート結果に

よれば、中・長期的な徴収計画を立てている団体は30％にとどまっている。将来的なビジョンの

ない場当たり的な単年度計画では、職員に先が見えない不安を与え、目標の価値を見出せなく

なる可能性がある。このため、組織には必ず中・長期的な徴収方針が不可欠であり、現状との

ギャップを長期的な視点に立って計画することにより、継続的に高い徴収力を保つことが可能と

なるのである。
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₄．進行管理をより効果的に行うために

　さらに進行管理業務を組織が“一丸”となるツールとして活用していくために、「コミュニ

ケーション」「ヒアリング・会議」「進捗状況の可視化」の重要性について述べたい。

⑴　コミュニケーションの重要性

　最近は特に通信機器の発達、少人数化による業務多忙、個人の仕事に対する多様な考え方など

が原因で、コミュニケーション不足が深刻化しており、その重要性が強調されている。ある民間

企業では、業務中に誰が誰とどれだけコミュニケーションを図っているかを専用の機器を使って

分析し、活性化を図っている事例もある。では、なぜコミュニケーションが重要であるのか。ド

イツの社会心理学者リンゲルマンによって明らかにされた「社会的手抜き」という現象と「生産

性」との関連について考えたい。

　分かりやすい例でいえば、綱引きを思い浮かべてほしい。人は集団のなかで共同作業を行う場

合に「誰かがやるだろう」とか「私一人くらい」という気持ちが起きて、自身の能力を最大限出

さない者があらわれるというものである。この現象が組織全体の生産性を低下させることになる

のである。このような状況を防ぐために重要になるのが、「コミュニケーション」である。

　コミュニケーションの語源はラテン語のcommunis（共通したもの）、communico（共有する）、

communicatio（わかちあう）といわれている。これが示すように、お互いの意識（目標）を共

有すること、すなわちコミュニケーションが組織全体の潜在能力を最大限発揮させるのである。

　以上のことから、もしコミュニケーションが不足していれば、仮に職員が個々に努力したとし

ても、全体として力のベクトルが分散してしまい、大きな成果を上げることができないことは容

易に想像がつくであろう。

⑵　ヒアリングと会議　≪量と質の両立≫

　①　≪量≫

　　 　コミュニケーションの重要性を述べたが、それを図る場としては、業務中の職員同士の会

話や「ヒアリング」や「会議」がある。今回のアンケートで「ヒアリング」「会議」をどれ

くらいの頻度で実施しているかを尋ねたところ、ヒアリング、会議とも約60%の団体が「必

要時に行う」という回答であった。この「必要時」というのは、効率的のように思われるが、

一方で組織の力を高めるための重要な場を任意とすることによって、極端にいえば、全く開

催しないということも考えられる。持続的に成果をあげるためには決して好ましい状況であ

るとはいえない。例えば、奈良県王寺町では毎月徴収力強化会議を開催しており、慣例化さ

れている。行動計画等で定めるなどして、コミュニケーションを図る場を意識的につくるこ

とが重要である。
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　②　≪質≫

　　 　ヒアリングや会議が慣例化すると、それ自体、形骸化し、無駄で長い会議になる恐れがあ

る。これを防ぐためには、リードする管理監督者が議論する内容を絞り込み、会議の終着点

である「誰がいつまでに何をやるか」ということ明確にすることまで想定して臨まなければ

ならない。

　　 　このためにも日頃から数値データを分析し、目標の進捗状況や問題点を効率的に伝えるた

めに事前準備を怠ってはならない。

⑶　進行状況を「見える化（可視化）」

　より効果的に進行管理を行うひとつの方法が進捗状況の「見える化」である。少し余談である

が、NHKのテレビ番組で、ある作業をするだけで簡単にダイエットができる方法を紹介してい

た。内容は１日２回体重を50ｇ～100ｇ単位で量り、それを時系列グラフに表すというものであ

る。これは、日々の体重をグラフに表す、つまり「見える化」することによりダイエットへのイ

ンセンティブを与え、毎日の小さな目標をクリアすることにより達成感を味わい、さらに大きな

目標を目指すという好循環を生み出していることを物語っている事例ではないだろうか。ちなみ

に研究によれば「やった！」という達成感を味わった際に、脳内ではβ-エンドルフィンという

快感物質が出るとのことである。

　これを進行管理に当てはめてみると、例えば徴収率の進捗状況を「見える化」することが考え

られる。個々の職員は日々受件事案を処理するわけであるが、毎月の徴収率の状況をグラフ等の

図表にして定期的に示す。もし、成果があがっていれば、職員の士気は上がり、良い循環が生ま

れるであろうし、逆に芳しくない場合は、これまでの業務プロセスを見直し、改善策を素早く検

討することが可能となる。「見えにくい」あらゆる情報を効果的に「見える化」して組織全員で

進捗状況を共有することにより、全員が同じ方向を目指す効果があると考える。

₅．管理監督者の₂つの役割

　最後に、管理監督者の役割として「マネジメント」と「リーダーシップ」ついて考えたい。マ

ネジメントとは、動詞「manage＝うまくやる」の名詞形で「物事をうまくやりくりすること」

という意味である。一方、リーダーシップとは「組織を一定の目標に行動づけるための影響の過

程」と定義づけられる。この２つの機能を分けて考える必要があると提唱したのはジョン・P・

コッターである。これは変革的リーダーシップ理論の１つで、1988年に発表されたものである。

それぞれの役割を表にあらわしたのが下図である。
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コッターのリーダーシップとマネジメントの役割

⑴　マネジメント

　まず、マネジメントのプロセスは「①計画の立案と予算の策定」から始まる。ここでいう計画

は「短期的な目標」で、前述の「単年度徴収方針」が当てはまる。次に「②組織化と人材配置」

を行い、計画が達成されるための手立てを打つ。最後の「③コントロールと問題解決」では、会

議やヒアリングといった方法により計画と進捗状況を比べ、両者にギャップがあれば、解決に向

けて対策を講じるというものである。

　進行管理は先に「滞納整理業務が計画どおり、うまく進んでいるかどうかを把握し、効率的に

組織を運用する過程」と述べたが、いわば、「進行管理＝マネジメント」そのものであり、管理

監督者の重要な役割のひとつである。

⑵　リーダーシップ

　一方、リーダーシップのプロセスは「①針路の設定」から始まる。「針路」とは「将来のビ

ジョン」のことであり、前述の「中・長期徴収方針」がこれにあたる。次に「②人心を統合す

る」つまり職員の気持ちを一つにまとめることである。これがなければ、いくら行動計画を立て

たとしても必ず失敗するであろうとも指摘している。最後に「③動機づけと啓発」により職員の

行動を起こさせるというものである。（③については第３章で詳しく述べる。）

　どちらも組織を動かすという点では共通しているが、果たすべき役割は異なる。コッターによ

れば「マネジメント」は、これまである既存のものを抜かりなく運用することを期待しているの

に対し、「リーダーシップ」は、直面している環境の変化に対応して、組織を変革していくこと

が役割であると述べている。特に変革期においてはリーダーシップの重要性が強調されている。

　現在、自治体がおかれている状況はまさに変革期であるといえる。管理監督者に求められる役

割はマネジメント能力のみならず、リーダーシップが徴収力強化のカギとなると考える。

₆　おわりに

　進行管理とは、組織を単なる個人の集合体ではなく、個々人が自身の役割を認識し、チームと

して機能するための手段である。本研究会において、奈良県王寺町納税課の取組みについて事例

マネジメント リーダーシップ

役　　割 複雑な環境にうまく対処し、既存のシス
テムの運営を続ける

組織をより良くするための変革を成し遂
げる

プロセス
①計画立案と予算策定
②組織化と人材配置
③コントロールと問題解決

①針路の設定
②人心の統合
③動機付けと啓発
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研究を行った。玉寺町は平成17年度に前年度の88％から93.5％と大幅に徴収率を向上させた自治

体である。特筆すべきは平成17年度における滞納繰越分の徴収率は50％を超えたということであ

る。この驚くほどの徴収率の向上の理由を尋ねたところ、特別なことをしたのではなく、チーム

“一丸”となって滞納整理を行った結果であるとのことであった。これは組織がチームとして機

能した時の効果を物語っていると言える。

　これまで述べてきたことは、目新しいものではなく、いわば当たり前のことを述べたに過ぎな

い。しかし、これらのポイントを整理、理解したうえで、組織のどこに問題があるのかを考えて、

行動を起こすことが徴収力強化の近道だと考える。

≪参考文献≫

　・ジョン・P・コッター『リーダーシップ論』ダイヤモンド社、1999年12月

　・中西　晶『マネジメントの心理学－会社を元気にする方法』日科技連出版社、2006年４月

　・中西　晶『高信頼性組織－不測の事態を防ぐマネジメント』生産性出版、2007年１月

　・東京都都税務事務研究所『徴収事務のマネジメント』㈱都政新報社、2005年９月

　・藤井　朗『皆伝プロの極意　滞納整理と進行管理』財団法人東京税務協会2006年４月

　・日経情報ストラテジー３月号、日経BP社『「見える化」の基準を疑え』Ｐ24～51
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第₂章　徴収組織の人材育成

　2000年４月施行された「地方分権一括法」に付随する「地方分権の推進に関する基本理念」に

おいて、「地方公共団体の自主性及び自立性を高め、個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現を

図る」と謳われており、今後、自治体の役割が大きくなることは間違いない。それに伴い自治体

職員の人材育成が喫緊の課題となっている

　それに先立つ1999年４月には旧自治省の地方公務員制度調査研究会において分権社会における

地方公務員の必要なものとして①専門性・創造性・柔軟性、②豊かな人間性、③住民の信頼を得

る職務能力、④公務員としての倫理観や責任感の４項目が示されている。これまで自治体職員に

求められきたことは、基本的には「与えられた仕事をきちんとできているか」という行政運営面

での評価であったが、これからは「専門性・創造性を持っていかに効率よく成果をあげるか」と

いう行政経営の視点に立って仕事をしなければならない。

　以上のことから、今後ますます重要性を増す「人材育成」と「人材確保」に焦点を当てて、今

後の地方自治体の「人材戦略」のあり方について論じる。

１．自治体の「組織文化」

　組織文化とは、組織内の構成員がより深いところで共有している価値観によって形成されてい

るもので、行動を起こす際に大きな影響を与えるものである。

　では、自治体の組織文化とはどのようなものか。自治体によって多少の違いはあるが大きく２

つあると考えられる。ひとつは国と自治体の関係によるものである。これまで「３割自治」と揶

揄されてきたように、国主導のもと政策が推し進められてきたこともあり、自治体側には国に依

存する体質があるのではないだろうか。

　冒頭に述べたとおり、地方分権一括法施行以降、国から自治体へ権限・財源が移譲されてきた

が、極端にいえば、制度・枠組みを変えたに過ぎず、自治体自体もこれまで進められてきた分権

改革で得た果実を十分に生かせていないのも事実である。住民もまた改革の成果を実感できずに

いる。このような依存体質が、自治体の組織文化として定着しているという面があるのは否めな

いように思う。

　もうひとつは行政機関の運営における特性である。一般的に「非営利性」「公平・中立性」

「公正性」「独占性」「権力性」の５つである。これらの特徴と陥りやすい弊害を表にまとめたも

のが下図である。

　また、自治体職員は、よほどのことがなければ不利益処分にならないという強固な身分保障制

度に守られているため、チャレンジ精神を忘れて保身をはかる職員が出てしまう面も指摘される
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ところである。逆にいえば、チャレンジした職員を評価する風土ができていなかったりすること

が、原因であると考えられる。

　長年かけて形成されたこれらの組織文化が少なからず弊害をもたらしている。例えば、第１章

のなかで“滞納整理業務といえば、締め切りがなく、また行政側から働きかけなければ、基本的

に滞納者側から連絡はないという性質上、業務に対して消極的な職員は何もしなければ漫然と

日々を過ごすことがあるという側面があった。”と述べたが、その一面を表しているものである。

　組織論のなかで「ベイトソンのゆでガエル実験」がよく用いられる。これは、ふたつの鍋にそ

れぞれ水を入れ、ひとつは水の段階からかえるを入れ、もう一方は沸騰させてから入れる。結果、

沸騰した鍋に入れたかえるは熱さにびっくりして飛び出して助かったのに対し、水から入ってい

た方は温度の変化に気づかず茹で上がってしまったというものである。これは、徐々に進行する

環境の変化に鈍感になり、慣れた環境からから抜け出せず、気づいたときにはすでに手遅れで対

処できないという教訓である。

　いずれにしても地方自治体が置かれている環境は明治維新、戦後改革に続き「第三の改革」と

位置づけられるほど歴史的分岐点に立っているという認識を持つ必要がある。このような組織文

化を変えていくには職員一人ひとりの意識の変革が必要であり、徴収組織においても、これまで

の「行政運営」から「行政経営」への視点を持って業務に取り組むことが求められている。

₂．「ゼネラリスト」か、「スペシャリスト」か

　自治体の公務は職員によって担われているため、職員の行動によって得られる結果が、自治体

のクオリティであるといっても過言ではない。

　人材育成の基本は、個々の職員が自身の持っている気力、体力、知力などを最大限発揮させる

ために、その潜在的能力をいかに引き出していくかである。これは、自治体のクオリティアップ

公務の特性と弊害
性　　格 特　　　　　徴 弊　　害

非 営 利 性 利潤動機を持たず、活動に係る経費は、税金で賄う。 □ コスト意識の欠如
□ 事務処理が遅い

公平・中立性 住民全体のニーズに応えるため、恣意的に弾力的活動
は許されない。

□ 仕事が前例踏襲
□ 融通が利かない

公 　 正 　 性 公共福祉、社会的正義の観点から広範な公正性を志向
する。

□ 法令万能主義
□ 柔軟性がない

独 　 占 　 性 基本的に民間参加、運営が規制されており独占業務。 □ サービス精神欠如
□ 業務のマンネリ

権 　 力 　 性 公平中立な立場で実施することを使命とし、強制性が
ある。 □ 威圧的・横柄な態度

（財）公務研修協議会：期待される公務員を目指して（平成22年度版）を参考に作成
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のための戦略的重要性を持っている。しかし、これまでの一般行政職の育成方針としては「将来

的には幹部職員として自治体運営の主体的な役割を果たす」という共通認識があり、このため職

員を同じ職場に勤務させることは少なく、いろいろな部署を経験させることで人的ネットワーク

拡大及び幅広い見識を身につける「ゼネラリスト志向」ですすめられてきた。

　しかし、現在の自治体がおかれている環境は、地方分権の進展により、量質ともに高いレベル

が求められているうえ、働く価値観も多様化しているため、これに対応した人材の育成が求めら

れている。

　日本労働研究機構が2004年（平成16年）に国内の従業員数300人以上の全民間企業を対象に

行った調査でも「関連の深い仕事間を異動するなら、新たな仕事に必要な技量の修得も難しくな

く、現在まで修得した技量も使える。但し、異動先の仕事があまりに前の仕事と違えば、それま

で修得した技量を活かせないのみならず、新たに修得すべき技量の修得コストが甚大となる」と

スペシャリストを育成することが組織のためになるとの結果を出している。

　徴収組織においては、研究会アンケートでは92%の自治体が「徴収のスペシャリストが必要」

と回答していることからも「官」と「民」の考え方に差異は見受けられないという結果となった。

それと同時に、現実的な問題として約55%の自治体が人事部局に対して徴収部門の職員の無計画

な異動をさせない要望をしていることが明らかになった。

　以上から、人事異動を考える際に一定数のスペシャリストの確保が必要であると結論付けられ

ることができ、スペシャリストとゼネラリストを徴収組織内にバランスよく配置することが好ま

しいと考えられる。併せて、人事異動のサイクルや異動の際のルール（特に希望者については地

方税や国民健康保険料などに代表される公課及び私的債権の徴収を担当する課を順次異動させる

ことや納税担当部署と課税担当部署との異動など）作りを明確にし、継続的で組織的な徴収体制

を作ることが、自治体全体の徴収力の強化に繋がるのではないかと考えられる。

₃．OJTによる人材育成

　地方自治体で行政運営の根幹を担うのはその職務を行う職員であり、その職員が有する知識、

技術及び経験は大きな財産であるが、滞納整理を実施していくためには、実務経験に裏打ちされ

た高度な税務知識や滞納整理技術が必要とされる。

　地方行政改革による地方公務員の減少及び税源移譲による滞納件数の増加により少数精鋭によ

る徴収体制が進み、滞納整理に携わる個々の職員に求められる能力や資質のレベルはかつてない

ほど高まっている中で、現在だけでなく将来も継続して高次元での滞納整理を目指すためには、

これらの知識や技術をどのように継承し、滞納整理のプロを育成するか、どのように人材を育成

していくかが重要であり、その人材育成の大きな一翼を担うのが、OJT（On-the-Job Training）

である。
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⑴　OJTとは

　OJTとは、各職場で行われる職場内教育・教育訓練手法のひとつで職場の上司や先輩が部下や

後輩に対し具体的な仕事を通じて仕事に必要な知識・技術・技能・態度などを意図的・計画的・

継続的に指導し、修得させることによって全体的な業務処理能力や力量を育成するすべての活動

を指す。

　OJTの特徴は次のとおりである。

①実務に密着した教育

　OJTは、実務能力及び職務遂行能力を育て、発達させるための教育である。

②個人の意欲や能力にマッチさせた個性尊重の教育

　集合教育のように大量画一的でないため、きめの細かい教育訓練が可能であり、必要なとこ

ろで必要な人に、必要な量だけを教育指導することができる。

③知識や技能の伝承に役立つ教育技法

　OJTは、職場で長年かかって築き上げた様々なノウハウやハウツーを使い捨てにせず、引き

継ぎ、さらに改善、向上、発展させていくことができる教育技法である。

　滞納整理事務の中にはマニュアルなどから自身で習得することができるもの（形式知２）もあ

るが、それには限界がある。例えば、財産調査の実務、滞納者との折衝、差押え等の滞納処分の

実務、不動産公売の実務などにおいても、事務処理の「コツ」であったり、折衝における現場の

「カン」であったりと、言葉で表すことができないもの（暗黙知２）が数多くあり、上司・先輩

等の指導なしに理解し、習得することが難しい。このため、上記の特徴を持つOJTは、滞納整理

事務に必要な技術を継承していくための実効性のある人材育成の方法であると言える。

⑵　計画的なOJT（埼玉県越谷市に学ぶ）

　OJTは冒頭にも述べたとおり、「意図的」「計画的」「継続的」に行われるものであるため、組

織的に取り組むべき課題であり、誰が、いつまでに、どのような人材を育成するのか、という視

点に立って、人材育成計画を策定することが必要である。

　OJTを計画的に行い、成果をあげている一例として、埼玉県内徴収率１位の越谷市がある。越

谷市では、新人職員や徴収事務の経験がない異動職員に対して、配属後の１週間は、課税方法の

初歩から、差押えの種類・方法、換価・配当までの一連の流れを講義形式で習得させ（形式知）、

２ 「形式知」と「暗黙知」
 　 1990年代半ばから注目されたナレッジマネジメント（組織のなかの知識管理）のキーワードとなるもの。「形式知」

とは言葉に表すことができる知識でマニュアルなどで、比較的容易に組織全体が共有しやすいのに対し、「暗黙知」
は言葉に表すことができない知識であるため、伝えることが難しい。この「暗黙知」をいかに継承していくかが重要
な論点となっている。
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その後すぐに経験豊富な先輩職員がOJTを行う。その結果、滞納整理が初めての職員であって

も、１年間に100件を超える差押えを執行することができる。そうした、徴収職員としての基礎

を、この１週間の短期集中的な講義とOJTで築きあげるというものである。また、職員のレベル

や時期に応じたOJTを計画的に実施することにより、副次的に、次の効果も生まれるということ

である。

　◆教育指導する側の研鑽

　　 　OJTは受ける側だけでなく、指導する側にも効果がある。部下や後輩を指導するためには、

自身の経験等を振り返り、それらを伝えるために自主的に学習し、研鑽する必要が生じる。

また、指導の過程において相手の反応からいろいろと学ぶことが多いため、教えることは学

ぶことと同意義となる。

　◆職場のコミュニケーションの改善

　　 　管理監督者が、各職員の税務知識の習得状況や適正に応じてOJTを計画的に実施するため

には、習得レベルの調査等が必要であり、その過程において、各職員の知識レベルを含めた

個々の実情を再認識する必要が生じ、途絶えがちになる各職員とのコミュニケーションが回

復し、職場全体の活性化につながることが多い。

　以上のように、高次元での滞納整理を目指すためには、実務経験に裏打ちされた高度な税務知

識や滞納整理技術が必要であり、これらの知識・技術の習得に、OJTによる人材育成が必須であ

ると考えるものであり、各自治体は、OJTによる人材育成プログラムを充実させ、少数精鋭によ

る徴収体制においても耐えうる組織体制を築くことが求められているのではないだろうか。

⑶　OJTを効果的に実施するために

　OJTを効果的に行ううえで、ヒントとなるのは、ハー

シィー・ブランチャードのSL（Situational Leadership）

理論である。これは部下の成熟度を４つに分類（成熟度

順　Ｓ1→Ｓ2→Ｓ3→Ｓ4）し、それに応じてリーダー

シップのスタンスを使い分けるというものである。右図

によれば、部下がＳ1の場合、リーダーのスタンスは指

示的行動が強く、協働的行動を弱めるのが効果的である

ことを示している。同じようにＳ2→Ｓ3→Ｓ4と部下の

成熟度が高まるにつれて仕事志向が弱まり協働的行動が

強まり、最後のＳ4に至っては、両事項について、弱め
引用： http://www.educate.co.jp/glossary/3-

education/108-pmsl.html
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ることが望ましいとされている。例えば、はじめて徴収事務に携わる職員でも、新入職員では、

徴収にかかる具体的な業務はもちろんのこと、それ以外にも教えることが中心となる。一方、入

庁20年目の職員ではこれまでの実績・経験が蓄積されているため、徴収事務のなかでも教示中心

のものがあったり、逆にこれまでの経験を踏まえた新たな視点で参加したりする場面も当然出て

くるであろう。このことを考えれば、指導スタンスが異なるのは明らかである。もちろん、この

理論は概念的に捉えたものであるので、型どおりに実践できるものではないが、重要なことは、

この₂つの行動（指示的行動と協働的行動）を状況に応じて指導方法を使い分けるということで

ある。

　部下の成熟度がどの程度のものかを判別したうえで、指示、命令行動を中心にるのか、協働、

参加行動を強めるのか、両機能とも最小限にして仕事を任せてしまうのかを念頭において関わる

ことにより効率的・効果的なOJTを実践するうえで参考になるのではないだろうか。

⑷　メンター制度

　最近注目されている「メンター制度」について触れてみたい。メンター制度とはメンターと呼

ばれる支援者（主に先輩）が、メンティーと呼ばれる被支援者（後輩）を仕事に関することだけ

でなく、社会人としてのマナーやコミュニケーションスキルなど日常生活も含めて相談、支援す

ることにより育成を図る制度である。OJTは業務にかかる知識や技術をいかに継承していくかに

力点を置いているのに対しメンター制度は、より人間的な関わりが強いという側面がある。企業

においては2000年以降積極的に導入しており、自治体においても導入され始めている。

　冒頭に、求められる公務員像のひとつとして「豊かな人間性」があげられていたが、これを組

織で育んでいくには、相談、援助、助言、助けあいを通じて、より人間的な関わりを深めること

で、お互いの信頼感が生まれ、「豊かな人間性」が育まれるのではないだろうか。

　今回のアンケート項目でOJT対象者に対して、特定の指導者を配置しているかどうかを尋ねた

ところ、約50%の自治体が配置していると回答したが、従来のOJTに加えて、この制度を取り入

れることにより、人間関係の面においても良い影響を与え、組織力のアップに繋がるのではない

だろうか。

₄．おわりに

　今日、ますます公務員の人材育成などへの関心は高まっている。自治体は職員の意欲と能力を

最大限に引き出すという意味で職員は「人財（人は財産）」であるという認識を強く持ち、大切

な人材として育てていくためにも、思い切った機構改革や人材育成システムの改善に乗り出して

いくことが求められている。併せて、正規の職員が担当する仕事の再編と非正規の職員が担当す

る仕事を区分けし、改革や改善を推し進めることで、行政パーソンとしての自治体職員の存在理
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由を確立することが求められている。

　これまでにも増して住民の厳しい眼にさらされている状況下で、人材育成は待ったなしの改革

課題である。「徴収力を高めるための徴収組織のあり方」と言う研究テーマにおいて自治体の徴

収力を強化するために人材育成は人的資源の損失を避けるためにも長期的な戦略を持って行うこ

とが望ましいと考える。

≪参考文献≫

　・中西　晶『マネジメントの心理学－会社を元気にする方法』日科技連出版社、2006年４月

　・人材教育2009年４月号。JMAM人材教育『特集現場教育を見直せ「OJT再構築」』Ｐ20～33

　・ 企業と人材2004年６月20日号、産労総合研究所『特集「効果的なOJTマネジメントで職場の

育成力を高める」』Ｐ４～17

　・期待される公務員を目指して（平成22年度版）、㈶公務研修協議会
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第₃章　職員のモチベーションを高く保つためには

　徴収業務の大きな特徴として、積極的に仕事をすればするほど滞納者から強い反発を受けると

いうジレンマがある。

　加えて、徴収業務は個々の職員の仕事に対するモチベーション（本稿では基本的に「やる気」

「積極性」といった広義の意味で使用）次第で徴収率が大きく左右されるという特徴がある。

　この２つの特徴が、自治体間で徴収率に差が生ずる大きな要因の一つとなる。つまり、滞納者

からの強い反発を避けるため、職員が催告をおろそかにしたり、財産調査や差押えに消極的で

あったりする自治体では徴収率が低くなる。一方で、滞納者からの強い反発を恐れることなく職

員が積極的に催告し、徹底した財産調査、厳しい差押えを実施している自治体では、当然、徴収

率が高くなる。そして、そのような姿勢を一定期間保つことができれば、滞納者の納付に対する

意識も変わり、高い徴収率が安定的に維持される。

　従って、本稿では徴収力を強化するための有効な手段として、職員のモチベーションを高く保

つ方法を模索する。

　はじめに、モチベーションに関する様々な文献を参考にしながら本研究会研究員へのアンケー

ト調査及び先進自治体への視察を踏まえ、モチベーションを左右する要因を分析する。次にその

分析結果をもとに、職員のモチベーションが高く保たれる組織体制を作るための具体的な方法を

提案し、最後に一職員（個人）としてモチベーションを高く保つ具体的な方法を提案したい。

１．モチベーションを左右する要因の分析

⑴　動機づけに関する₃つの研究

　モチベーションを高めることを一般的に「動機づけ」といい、様々な研究がなされている。ま

ず、この「動機づけ」について理解を深めるため、いくつかの研究事例に触れておきたい。

　①マズローの欲求段階説（図１）

　　 　まず、動機づけを語るにあたってよく用いられるのがアブラハム・マズローの「欲求段階

説」であり、人間の欲求を５段階に分け、下位段階の欲求が満たされると、その次の段階の

欲求を満たすよう人は行動するというものである。つまり、第一段階の生理的欲求が満たさ

れれば第二段階の安全を求め、それが満たされれば第三段階の所属と愛を求める、とマズ

ローは主張している。

　　 　ひとつ例を挙げると、「滞納処分＝窓口に滞納者が来て怒鳴られる＝安全が脅かされる」

という図式が頭の中にある場合、その職員は上司からの承認よりも安全欲求を求め、滞納処
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分に消極的になる可能性がある。この問題を解決するにあたっては、クレーム対応研修の開

催や窓口でのフォロー体制の確立（トラブルが生じた場合、上司・同僚が加勢して複数で対

応する等）といったリスクマネジメントが効果的であると思われる。

（図１）

　②ハーズバーグの二要因論（図２）

　　 　次に、フレデリック・ハーズバーグの「二要因論」も参考となる重要な研究である。ハー

ズバーグは仕事における様々な要因を「動機づけ要因」と「衛生要因」に分け、前者を満足

に繋がるもの、後者を不満に繋がるものと位置付け、特に前者の動機づけ要因の重要性を説

いている。

（図₂）

ハーズバーグの二要因論

【動機づけ要因】

　 職務に内在するものであり、満たされると満足につながるが、欠けていても不満には繋が

らないもの

　例）達成、承認、仕事そのもの、責任、昇進、成長

【衛生要因】

　 職務に外在するものであり、不足していると不満に繋がるが、十分に満たされたからと

いって満足に繋がるわけではないもの

　会社の政策と経営、監督、関係、条件、給与

第五段階（自己実現の欲求）
　可能性の探求・目標達成・自己啓発
第四段階（承認欲求）
　高次：自分自身の評価（自信・自己尊重感）
　低次：他者からの評価（尊敬・地位・名声）
第三段階（所属と愛の欲求）
　他者に受け入れられているという感覚
第二段階（安全欲求）
　不安からの逃亡・セーフティネットを求める
第一段階（生理的欲求）
　食欲・睡眠欲など本能的・根源的欲求

マズローの欲求段階説
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　③ピンクのモチベーション3.0

　　 　最後に、最近の動機づけに関する文献からダニエル・ピンクが提唱する「モチベーション

3.0」を紹介したい。ピンクはモチベーション（ここでは「動機づけ」の意味で使用）にもコ

ンピューター同様、基本ソフト（OS）があると定義し、時代によってバージョンアップが

必要であると主張している。

　　 　まず、太古の時代からある、生存を目的とする「モチベーション1.0」。次にルーティン

ワークが中心であった時代に発展した信賞必罰に基づく動機づけ「モチベーション2.0」。そ

して、これからの社会に求められるのは、自らの内面から湧き出るやる気にもとづく「モチ

ベーション3.0」であるという。

　　 　モチベーション3.0には３つの要素（「自律性」「マスタリー（熟達）」「目的」）がある（図３）。

詳細については割愛するが、徴収職員のモチベーションアップを考えるにあたって、これら

の要素をひとつのヒント・糸口として利用するとよいのではないだろうか。

（図₃）

モチベーション3.0の₃つの要素

【自　律　性】

　自分の人生（仕事）を自ら導きたいという気持ち

　（例：職員の自主性・自律性を重んじることで職員のやる気を引き出す）

【マスタリー（熟達）】

　自分にとって意味のあることを上達させたいという衝動

　（例：徴収業務は奥が深く、熟達の道は無限に開かれている）

【目　　　的】

　自分よりも大きいこと、自分の利益を超えたことのために活動したい、という切なる思い

　（例：「真面目な納税者が報われる社会を作る」という大きな目的）

⑵　研究員へのモチベーション↑↓アンケート

　徴収業務を行っていく上において、どのような要因がモチベーションを左右するのか調査する

ため、実際に本研究会の研究員へアンケート調査を実施した。質問内容は２つ。

　『「これでモチベーションが上がった」「これでモチベーションが下がった」という事例を教え

てください』というもの。どちらも自由回答方式を取った（参考資料参照）。

　まず、モチベーションが上がった事例では「上司に褒められたとき」「自分の仕事を評価され

たとき」「処理困難案件を解決した後、慰労会を開いてもらったとき」等、周囲から認められた

とき、つまり承認されたときや「年間の徴収率が上がったとき」「塩漬け案件を解決に導いたと
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き」等、達成感を味わったときにモチベーションがアップするという回答が多数を占めた。

　また、モチベーションが下がった事例として「職場の中に仕事に対する温度差があったとき」

「ここからは一歩も譲れないという姿勢で対応しているのに、上司があっさり少額の分割納付を

認めてしまったとき」等があり、組織内での業務に対する温度差（同僚や上司との関係性）がモ

チベーションを著しく下げることが示唆されている。

　前述したハーズバーグの主張に従えば、モチベーションが上がった要因を強化することに重点

をおくべきであり、本稿においても基本的に「達成」や「承認」に焦点を当て、どうすればその

ような状態を生じさせることができるかを考えたい。ただし、モチベーションを下げる要因につ

いても対応が必要であると考え、一定の解決案を示すこととする。

⑶　モチベーションが高い組織の視察

　「長期間高い徴収率を維持している＝組織としてモチベーションを高く維持している」という

仮定のもと、この条件に該当する自治体を視察した。詳細は視察報告書に委ねるが、ここで述べ

ておきたいのは徴収率向上に対するアプローチの仕方はそれぞれ違えど、すべての自治体におい

て「公平性を確保する」「納期限内に納付している市民に対しての説明責任を果たす」といった、

徴収職員としての使命感・責任感が所属長・職員を問わず組織として浸透していたということで

ある。

　そして、その使命感・責任感が滞納者からの強い反発を乗り越える原動力となっており、結果

として長期的に高い徴収率を維持できているのではないかと我々は考えた。

　従って、「徴収職員としての責任感・使命感」に着目し、それらを高める方法を模索すること

とする。

₂．モチベーションを高く保つための組織づくり

　１の要因分析の結果、キーワードとして「達成」「承認」「自律性」「熟達」「目的」「同僚や

上司との関係性」「徴収職員としての責任感・使命感」等が挙げられた。これらを踏まえた上で、

ここではモチベーションを高く保ち、高い徴収率を維持できるような組織をつくるにあたっての

方法を大きく１目的の共有　₂適正な評価　₃会話・対話　₄自己の成長に分類し、それぞれ具

体的に提案したい。

⑴　目的の共有

　◆何のために徴収業務を行うのか

　　 　組織のモチベーションを高めるにあたって、一番重要なことは目的を共有することであ

る。何よりも先に、「我々は何のために徴収業務を行うのか」ということを、所属長はもと
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より、すべての職員が理解し、その目的を達成するために一丸となって行動することができ

るかどうかがモチベーションアップの鍵を握るといっても過言ではない。一例を挙げるなら、

我々は「自治体を運営する際に必要な自主財源を確保する」ため、「納期限内に納付してい

る住民の声なき声に応える」ため、「真面目な納税者が報われる社会を作る」ために日々の

徴収業務を行っている。このような目的を共有するための方法として、日頃から所属長等が

各職員に伝え続けること、また理念研修等の機会を設けて、各職員に目的を認識し続けても

らうことが考えられる。特に新入職員や異動職員については、実際の徴収業務に従事する前

の段階で徴収職員の目的をしっかりと認識させるような機会を設ける必要がある。後述する

「評価（承認）」行為も、この「目的の共有」という軸がなければ、単なるご機嫌取りとな

り、逆効果となる可能性がある。従って、繰り返しになるが、「目的の共有」は何よりも最

優先すべき事項であり、これが実現しなければ、以降に示す方法の効果も半減してしまうも

のと思われる。

　◆徴収職員としての使命感、責任感を養う

　　 　第１章で触れたが、これはモチベーションの源泉となるものであり、徴収力を高めるため

のいかなる技術面の努力をしようとも、これがなければ、成果は限られており、何より持続

しないのである。職員が徴収職員としての使命感、責任感を養っていくにあたっては、何よ

りもまず日々の業務を着実に遂行していくことである。目的をしっかりと理解し、法に基づ

いた滞納処分を執行していくことで、公権力を行使する使命感、責任感が自ずと高まってい

くのではないだろうか。

　　 　また、そうした日々の業務に加え、全国的な規模で開かれる研修へ参加する等、日常とは

違った刺激に触れることも効果的である。他自治体の職員や事例と出会うことで、徴収業務

に対する自らの使命感、責任感を見つめ直す機会にもなるだろう。

　　 　従って、組織として積極的にそのような機会を設け、職員を参加させることが必要であり、

また参加した職員がその経験を他の職員と共有できるような体制を築くことができれば、組

織全体のモチベーションアップに繋がることが期待される。

⑵　適正な評価

　①　組織への評価

　　◆イメージの転換（徴収吏員としての誇り）

　　　 　東京都では徴税部門の出身者が副知事に就任する等、徴税部門での努力が、より責任あ

る役職という形で報われている。また、本研究会の講師を務めた永嶋氏がいる千葉県船橋

市では、徴税部門が庁内での人気職種となっており、他課から優秀な人材が集まるという。

　　　 　これらの事例から、徴収の仕事を「つらい」「できればやりたくない」といった負のイ
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メージに留めておくのではなく、「やりがいのある仕事」「意義ある仕事」であるといった

正のイメージへと転換していくことで、徴収業務の重要性が認められ、職員のモチベー

ションアップに繋がるのではないだろうか。そもそも現場業務が自治体の価値を左右する

のである。行政経営の時代を迎むかえ自治体はますます「現場重視」にたった運営を行わ

ざるを得なくなるのである。住民と直に接することでニーズを把握し、施策に生かしてい

く。組織全体がこのような意識を持つことにより、徴収業務の重要性が認められ、職員の

モチベーションアップに繋がるのではないだろうか。その結果として徴税部門に優秀な人

材が集まるという良い循環が期待できる。

　　　 　なお、この「徴収業務のイメージの転換」については台東都税事務所長の藤井氏が、そ

の著書や講演等において常々提言されている。今後、ますます重要となる「自主財源の確

保」に取り組むにあたって、大きな鍵を握る考え方ではないだろうか。

　　◆ジョブローテーション

　　　 　「徴収業務は地方自治体の根幹を担う、非常に重要な業務である」ということを徹底し

て示すために、「昇進するためには必ず徴収業務を経験しなければならない」という人事

上の決まりを設けるのもひとつの手段である。

　　　 　なお、これはモチベーションアップとは直接関係ないことであるが、予算の執行に対し

て大きな権限を持つような重役に就く者が、歳入を確保するのがどれだけ大変かというこ

とを理解しておく必要があるのではないだろうか。そのような意味でも、徴収部門をジョ

ブローテーションに組み込むことは極めて有意義であると思われる。

　②　個人への評価

　　◆目的を果たした者が評価（承認）される風土づくり

　　　 　目的を共有したならば、職員はその目的に基づいて評価される必要がある。例えば、滞

納者との間に衝突があり、トラブルになった場合も、目的のひとつである「公平性を確保

するため」にやむなくそうなったのであれば、評価されて然るべきである。

　　　 　それを、「滞納者とトラブルを起こした」という点ばかりに目をつけて注意したり、

叱ったりすれば、職員のモチベーションは著しく下がる。この場合、まず滞納者とトラブ

ルを起こしてでも公平性を確保したいという姿勢を評価する。その後、トラブルの原因を

特定し、それを回避できる工夫があれば伝えるといった対応が望ましいのではないだろうか。

　　　 　例えば、「お疲れ様、あれだけ怒鳴られていたのに、一歩も引かなかったね。素晴ら

しい。」と評価した後で、「じゃあ今度から、言い方をこういう風に変えてみたら、もう

ちょっと穏やかに話が進むんじゃないかな。毎回あんな風に怒鳴られたら、あなたも疲れ

るでしょう？」等とアドバイスをする。同じ対応をして、「なんでトラブルばかり起こす
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んだ！」と注意された場合と比較して、どちらがモチベーションアップに繋がるかは明白

である。

　　◆具体的・客観的に評価する

　　　 　評価することが重要だからといってただやみくもに評価すればいいのではなく、具体

的・客観的に評価する必要がある。徴収業務においては徴収率、滞納処分件数等の具体

的・客観的な指標があるため、まずこれらが伸びているかどうかで評価できる。他には

「窓口で怒鳴る滞納者にも動じることなく応対した」等、評価される相手が分かりやすい

よう、評価の仕方を工夫する必要がある。こうした観点からも、次に紹介する埼玉県越谷

市の取組みは非常に参考になるのではないだろうか。

　　◆結果のフィードバック

　　　 　視察先の埼玉県越谷市では視察先の地区担当制を採用しているが、毎週、現時点での各

職員の滞納処分件数、収納率等の結果をグラフにして目に見える形でフィードバックして

いる（図４）。この方法によって、苦労した分だけ、その結果が皆の目に触れる形で返さ

れる。

　　　 　また、結果が芳しくない職員がいた場合、所属長はその職員の業務のやり方や方向性に

間違いがないか確認することも必要である。そして、よりよい方法をともに検討し、実施

した後、良い結果がフィードバックされればモチベーションも上がり、信頼関係もより深

まるのではないだろうか。

　　　 　なお、何度も繰り返すことになるが、これも「目的の共有」という土台があって始めて

　　　（図₄）
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成り立つものであり、その土台が築かれないままこの方法だけ導入したとしても、職員間

の関係不和を引き起こすだけで終わる可能性があることに留意して頂きたい。

⑶　会話・対話

　◆コミュニケーションの「距離」と「冗長性」

　　 　徴収率の高い自治体において共通していたのが、職員間のコミュニケーションが活発であ

るということであった。組織においてコミュニケーションが大切であるということは、これ

まで述べてきたところであるが、ここでは視察内容を踏まえた上でコミュニケーションにお

ける二つの視点「物理的な距離を縮めること」と「冗長性」について述べたいと思う。

　　 　埼玉県多摩市では職員がその執務室の狭さに嘆いていたが、逆にその狭さのおかげで、隣

の係との距離が近く、他の職員が電話で話している内容もよく聞こえるため、情報共有がで

きているという利点があるように思われた。当然、職員が互いに理解しようとする姿勢が

あった上での結果ではあるが、物理的に離れてしまったとしたら、今よりも情報共有に苦労

するのではないかと考えられる。

　　 　これを意識的に実践しているのが、インターネット検索エンジン大手のGoogleである。社

内で定められている「10の黄金律（Ten Golden Rules）」の中に「協力を容易にする環境を

作り出す」という項目があり、メンバー間の物理的な距離を縮めてコミュニケーションを容

易にする環境を意識的に作っている。そのうえで、社員は、週に一度、先週１週間に何をし

たかをメンバーにメールで送ることになっている。これにより、メンバーとの距離をハー

ド・ソフトの両面から縮め、組織の一員としての自覚を促し、互いに協力しあう体制となる

よう工夫している。これらの事例から分かるように「物理的な距離を縮める」ということは

コミュニケーションを活発にするうえでの第一歩ではないだろうか。

　　 　もうひとつの視点は、「冗長性」である。これは東京都台東都税事務所長の藤井氏がその

重要性を指摘している。冗長性とは「必要最低限のものに加えて、余分や重複がある状態」

という意味で、コミュニケーションにおいては、仕事における最低限の会話だけじゃなくて、

冗談も言い、雑談もしましょう、ということを仰っている。つまり、普段から仕事に必要で

あることないことを含めて多くの会話を交わしていなければ、本当に重要な話や注意をしな

ければならない時などに、コミュニケーションできないというのが藤井所長の主張である。

冗長性という言葉こそ使ってはいないが、同じ内容を越谷市、多摩市においても実践されて

いた。

　◆職員が目的から逸脱した行動を取った時の対応

　　 　上記の方法を実践すれば、多くの職員のモチベーションを高めることが可能であると我々

は考えているが、モチベーションが低く、徴収業務に消極的な態度を取り続ける職員が残る
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場合もある。例えば、トラブルを避けるために長期・高額滞納案件には取り組まず、簡単な

案件ばかり処理するような者について、どうすればよいのだろうか。

　　 　このような職員を放置し続ければ、組織としてのモラルが下がるだけでなく、他の徴収職

員のモチベーションも著しく下がるため、何らかの対応が必要であることは間違いない。

　　 　越谷市や台東都税事務所においては、もしそのような職員がいた場合、所属長（所長）が

１対１で注意を促すとのことであった。注意される職員側の感情を考えても、そのような対

応が望ましいと思われる。

　　 　ただし、台東都税事務所では回数を重ねても行動が改善されない時には他の職員の前で叱

責することもあるという。

　　 　他の職員のモチベーションを下げないためには、やむを得ずこのような厳しい対応を取る

必要もあるのではないだろうか。

⑷　自己の成長

　これまで述べてきた方法については、所属長等の管理職に頼る部分が大きく、一職員としてで

きないことも多い。従って、ここでは一個人でできることをいくつか提案したい。

　なお、上述した「徴収職員としての使命感、責任感を養う」に記載した内容と重なる部分があ

るが、組織としてモチベーションアップの機会が与えられなくとも、自ら機会を求めて頂きたい

という願いを込めてこの項を作成した。

　◆職員が研修の講師を務める

　　 　新人研修や、課内でのスキルアップ研修を、職員自身が講師となって開催する。講師と

なった職員は人一倍勉強し、研修科目についての知識が豊富になる。そうなると、周囲から

頼られることとなり、自己の成長はもちろんのことだが、組織全体としてより一層のモチ

ベーションアップが図られる。

　　 　この方法を実践している越谷市、台東都税事務所の話では「職員の責任感も養われる」と

のことであり、二重三重の効果が期待される。

　◆モチベーションの高い職員に触れる

　　 　まず、意識の高い徴収職員に出会うことである。今回３か所、視察に伺ったが、すべての

自治体において出会う職員の意識が非常に高く、その高い意識に引っ張られるように、自身

の意識が高まるのを強く感じた。そのような職員に、一人でも多く接することが重要ではな

いかと思う。
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　◆他の自治体の事例に学ぶ

　　 　「徴収率の高い自治体は、他の自治体の優れた事例を収集し、うまく徴収率アップに繋げ

ている」。これは多摩市の係長の言葉であるが、実際に他の自治体を視察すると、同じ徴収

業務でもやり方が異なることに驚かされる。優れた事例の中に自分でもできるものがあれば

実践してみることである。その結果、徴収率が上がれば、モチベーションも上がり、その方

法を他の職員に伝えれば、より良い組織づくりに貢献できる。

　◆同志を持つ

　　 　冒頭でも述べたが、徴収業務は尽力すればするほど滞納者からの反発を受ける仕事である。

一人では、くじけてしまうことでも悩みを共有する同志がいれば乗り越えられる。そのよう

な同志を持つことがモチベーションアップの鍵となる。自分の所属する組織にそのような同

志が見つかれば良いが、もし見つけられない場合でも、他の自治体には必ず志の高い職員が

存在し、相談すればきっと励まし、支えてくれる。今はインターネットやメールが普及し、

自治体間の垣根はほぼ無いに等しい。自ら同志を求める姿勢があれば、必ず一人や二人は互

いに支え合う同志が見つかるだろう。

₃．キーパーソンを待つか、キーパーソンになるか

　徴収率が高く保たれている職場には、必ず徴収職員としての使命感・責任感が強く、組織を積

極的な方向に導く鍵を握る人、つまりキーパーソンが存在する。人事異動によって意識の高い所

属長が就任する等、キーパーソンが分かりやすい場合もあれば、表だって目立たないが、複数の

職員がキーパーソンとなっており、いつの間にか良い組織風土が築かれていたという場合もある。

つまり、どのような立場の人間でもキーパーソンになれる可能性を持っている。

　そのようなキーパーソンの出現を待つのか、それとも自らがキーパーソンになるのか。さらに

は組織としてキーマンを生みだす仕組みをつくるのか。その選択権は我々一人ひとりにあること

を述べておきたい。

　ただし、既に徴収に対して後ろ向き・消極的な組織風土が確立されている場合、これを前向

き・積極的なものに転換していくのには非常に大きなエネルギーが必要となる。そのような時、

本稿の内容や別途報告した他の自治体等の事例が少しでも参考になれば幸いである。

₄．モチベーションを下げないための「苦情対応」

　長引く景気低迷のなか、公務員に対する世間の風当たりは以前にも増して強くなっており、滞

納者との折衝も容易でないことが多くなっている。民間ではリストラや給料の大幅な減少も増え
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ているなか、高い身分保証がされている公務員に対しては、仕事もろくにせずに高い給料をも

らっているというイメージを持っている住民や何かにつけて文句を言おうと来庁する「クレー

マー」と言われる住民も少なからず存在する。また、各自治体においても徴収率向上のため、よ

り厳しい滞納処分を行う傾向にあり、住民からの苦情やトラブルは増えている。このような職場

環境において上述アンケートのなかでモチベーションが下がる要因として多かったのは、納税折

衝の場面の職員間の意思疎通に関するものであった。このような時こそ、組織としての対応が求

められている。

⑴　毅然とした態度で対応

　徴収業務では苦情やトラブルはよく起きる。税金の納付よりもローンの返済を優先する滞納者

や、「払わないでいいなら払わないでおこう。」と考える滞納者を相手に納税折衝を行うので、仕

事をすればするほど苦情やトラブルは増えてくる。

　ほとんどの納税者は納期限までに税金を納付しており、納期内納税者に税負担の公平性を実感

してもらうためにも、徴税吏員の自覚と責任感をもって毅然とした態度で納税折衝にあたらなけ

ればならない。大きな声を出すなどの威圧的な態度をとる滞納者を相手にした場合、まず大切な

のは毅然とした態度で対応することである。決して過剰反応せず、怯えずに落ち着いた態度をと

り、「こいつに言っても無駄だ。」と思わせるように対応する必要がある。もし相手の言いなりに

なり、少額分納や延滞金減免を認めてしまうと後々まで悪影響を残す可能性がある。

⑵　管理職が盾となる

　しかし、担当職員がすべての苦情やトラブルを一人で対応するには限界があり、徴収組織とし

ての組織的な対応が必要となってくる。何かあった時、いざとなれば管理職が担当職員の盾にな

らなければならず、この後ろ楯があってこそ職員は安心して職務を行うことができるのである。

職員が苦情に持ちこたえられず、「課長出てください。」と言って振り返ると、今まで席にいた課

長がいなくなっていた、ということはあってはならず、管理職はトラブルが起こったときは自ら

滞納者の前へ出て行き、担当職員をサポートすることが大切であり、担当職員のモチベーション

を決して下げてはいけない。繰り返しになるが徴収業務を行う職員で一番大切なことは仕事に対

する高いモチベーションを持つことであり、頑張るという気持ちを持ち続けることである。徴収

業務ではトラブルを起こすことが仕事をしていることの裏付けでもあり、いくらトラブルを起こ

しても、それを怖がらない組織を作らないといけない。

⑶　段階を踏まえて対応する

　担当職員の説明に納得できない滞納者は「お前に言っても話にならん。上と替われ。」と言う

ことがよくある。そう言われても担当職員はすぐに上司を呼ぶべきではない。自分は徴税吏員と
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して市町村長に代わって仕事をしているのであり、あくまでも自分が担当で、状況を一番理解し

ていることを相手にはっきりと伝えるべきであり、何が問題なのかを的確に見極める必要がある。

それでも収まらない場合の対応の順序としては直属の上司から順に対応し、最後に課長がでるよ

うに段階を踏まなければならない。課の最終的な決定権を持つ課長が最初から出てしまうと後が

なくなってしまうからである。そして上司は、出て行った際には滞納者を納得させるように理論

武装しておかなければならない。また職員によって言うことが違うということがないように、研修

やOJTを通じて課の徴収方針を職員全員が十分に理解したうえで業務にあたらなければならない。

⑷　接遇も大切な仕事

　徴税吏員は余計な苦情やトラブルを起こさないために、接遇も大事な仕事であると自覚すべき

である。服装がおかしいとか、言い方が生意気だとか、上から目線で話しているとか、そういっ

たことについて文句を言う滞納者がいるが、そうした接遇の悪さから業務に支障をきたすことは

徹底してなくさないといけない。身なりをきちっとして、言葉使いは丁寧に、話し方は優しく、

しかし言うことはきっちり言うように心がけなければならない。

⑸　庁内の連携

　例えば財産を差し押さえられた滞納者が窓口で苦情を申立て、徴収部門の職員の説明に納得い

かない場合、次に秘書担当課や住民相談窓口に苦情を言いに行くことがある。滞納者は自分に都

合のいい言い方をすることが多く、受けた職員は徴収職員に非があるのではないか思ってしまう

ことがある。しかし、法律に則って瑕疵なく差押えを行ったのであれば、こちらに非はないので、

そのことを秘書担当課や住民相談窓口に理解してもらわないといけない。

　また、秘書担当課や住民相談窓口に行くであろう市民がいたら、すぐに連絡を入れ、こういう

人が行くかもしれないと伝えておくことで、受ける職員に心の準備ができ、うまく対応すること

ができる。お互いの信頼関係を高めてうまく連携ができると、苦情対応を迅速に行い、早期解決

につながるのである。

⑹　警察との協力体制の重要性

　これからは警察との連携がより重要になってくると思われる。市町村によっては警察OBを非

常勤として採用し、窓口で大声を出すなど、威圧的な態度をとる滞納者との折衝時に同席しても

らう体制がとられている。職員にとっては心強い味方であり、いざという時に警察との連絡も

とってくれるメリットもある。また、徴収部門以外の職場も含めて全庁的に警察OBが対応でき

る体制が取れれば有効であると思われる。

　また、インターネット公売の普及により動産の公売を実施する市町村が増えており、公売に出

品するための動産を確保するため捜索を行う市町村も増えている。国税徴収法第142条に基づく
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捜索に対して警察は介入できないが、捜索を受けて立腹している滞納者が警察に電話する場合も

あるため、捜索を行うことを事前に警察に連絡しておくほうが望ましい。捜索時には滞納者が怒

りにまかせ、刃物を持って徴収職員に向かってくることも実際に起きており、日頃から警察と連

携をとり、いざという時に対応してもらえるようにしておくことも必要となっている。

⑺　おわりに

　いかなる仕事においてもミスをなくし余計な苦情やトラブルを避けることは当然であるが、徴

収業務ではこちらに瑕疵がない場合でも苦情を受けることがよくあり、苦情やトラブルが起きた

場合は組織として迅速・適切に対応し、早期解決に導かなければならない。そのためには普段か

ら組織内でコミュニケーションとって意思疎通を図り、お互いの信頼関係を高め、それぞれの職

員が自分の役割を自覚することで組織としての対応が可能となる。特に管理職はいざとなれば担

当職員の盾にならなければならず、担当職員のモチベーションを下げさせることがあってはなら

ない。

　徴税吏員としての自覚と責任感を持ち、納期内納税者の立場にたった徴収業務を行う場合、滞

納者に対してはより厳しい滞納処分を行うことになるため、苦情やトラブルは必然的に増えてく

る。それに対し組織として対応することが重要である。
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第₄章　徴収事務の効率化（高次元の滞納整理実現に向けて）

１．ソフトウエアの観点から

　人的資源に限界がある以上、日々の徴収業務において効率性の観点を取り入れることが当然必

要となる。

　部分的な最適化の和が組織全体の最適化の総和となることが必要であり、部分的な効率性を追

及するだけでは、徴収の最終目的である財源確保という結果に十分資するとは言い難い。このこ

とから、効率化を図るために５つの観点から述べていく。

⑴　「基準の明確化」による効率化

　担当者一人あたりの事案件数が1,000件を超えている自治体が少なくない現状において、明確な

基準もないまま各業務を担当者の個々の判断で行うことは、組織を運営していくうえで非効率か

つ公正公平の観点からも好ましくない。このため、業務によって組織の処理方針・基準を明確に

定める必要がある。

　例えば、分納不履行による差押執行基準がある。地区別担当制を採用しているケースでよく見

かけられるが、分割納付をしている場合で、財産調査済みのケースにおいて、担当者によっては

差押えの対象とする分納不履行回数の基準が一定でなかったりすることがある。これも、分納不

履行の回数などが基準化されていれば、そのような差異が生じることはない。もちろん滞納事案

は千差万別であるため、基準だけですべての滞納事案に対応することが正しいというわけではな

いが、一定の基準により判断することで担当者によるブレが生じない、迅速な判断・処分を実施

することができるなどメリットは多い。

　もっと大きな視点で見れば、滞納整理業務は、地方税法と国税徴収法を根拠法令とし、この二

つの法律に基づいて行っていくこととなる。しかし、実際の業務においてはこの二つの法律にさ

え従っていればいいというわけではない。例えば、督促状を発付して10日を経過した日にすべて

の滞納者の財産を差押えしている自治体はもちろん存在せず、事実上の徴収猶予と言われる、分

割納付をしていない自治体も存在しない。また、滞納処分の停止をするためにどの程度の財産調

査を行うべきかについても書かれておらず、換価猶予の規定の中には、「納税について誠実な意

思を有すると認められる」という抽象的な文言が存在するだけである。このような抽象的な根拠

法令に対する解釈は、個人によってさまざまな考え方があるため、絶対的な正解は存在しない

（少なくとも絶対的な正解であることは証明できない）ものである。つまり、限られた時間と人

員のなかで、実際の滞納整理業務を行っていくには、このような根拠法令をどう解釈し、組織運

用や処理方針を明確に定めることが、効率的で効果的な滞納整理が促進されると考える。
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　また、担当者によっては、特定事案に対して必要以上に力を注いでしまうことがある。これは、

各担当者の思い入れや意思といった主観的なものと組織目標との間に「ズレ」が生じているケー

スである。このような「ズレ」による非効率性を防止するためには、高額事案や累積滞納事案等

の組織目標の優先順位付が重要であり、これらの優先順位付を明確化し、各担当者に周知・徹底

する必要がある。

　つまり、差押執行等の滞納整理の基準が明確であり、組織目標が明確に示され、担当者に周知

されていれば、これら基準及び組織目標に添った担当者判断が容易となり、「人」の意思決定に

おける負担が軽減され、労働力のロスも減少する。

⑵　定型的業務の効率化

　日常業務において非定型的業務に注力するため、定型的業務の徹底した省力化を図ることが重

要である。

　一例を挙げると、差押処分を執行する前段階として多種多様な財産調査業務は大量反復的に行

う必要があるため、各担当者が場当たり的に処理することはいかにも非効率であり、労力のロス

に繋がるものである。そのため個々の職員の経験や能力に依ることなく、財産調査を迅速かつ機

械的に執行するために、滞納支援システムの調書作成機能を活用し、又はその機能の代替として

可能な限り使用する帳票のテンプレート化を徹底することにより、個々の職員の能力に拠ること

なく、定型的業務を機械的に実施することでき、結果的に、職員は納税折衝、滞納処分などの非

定形的業務に専心することができる。

⑶　催告業務の見直しによる効率化

　本来、納税は国民の義務であり自主納付が基本とされている。よって、滞納者に対してコスト

をかけることは望ましいことではない。できるだけ少ない費用と労力で、いかに効率よく滞納を

解消するかがポイントとなる。ここでは、上記の視点にたって膨大な事務量が発生する催告業務

を見直していきたい。

　催告には郵送料などの費用がかかるだけでなく、時間と手間が取られてしまう。そのため、催

告はできるだけ少ない回数で完納へ導けるような工夫が必要である。

　まず、催告書を送付する際の封筒や文書用紙の色に変化を加え、文言や字体に変化をつけるこ

とで受け手に強い印象を与えることが重要である。例えば、催告書の宛名を手書きにするだけで

も、一斉に打ち出した印字のものより、対象が特定的となる印象を与えられる。視覚から訴えて

滞納者に催告書を開封させるための工夫が必要である。併せて滞納者が催告慣れしないように

ペース配分を考慮し、催告から差押えへの流れの基準も設定する工夫も必要である。催告によっ

て完納に至らなくても、滞納者からの反応があれば接触の機会ができ、聴き取り調査に結び付く。

また、反応がなく納付に不誠実であれば財産調査、差押えへと繋げていくなど、滞納に対する自
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治体の姿勢も示すことができる。大量の事案を扱うため、すべてにおいて個別対応をすることは、

ほぼ不可能であり、本当に個別で対応しなければ、解消へ繋がらない対象者を絞り込まなければ

効率的な滞納整理をすることはできない。

　また、対象者を選ぶ際には一定要件のもとに抽出し、各班や各担当に公平に振り分けをする。

人の気持ちとして、面倒なこと、嫌なことは後回しにしてまい、後任に回ことになることも少な

くない。それは組織に負の遺産として残り、滞納初期なら解決が容易だったものが複雑化し悪質

化してしまう。高額事案の滞納整理はもちろん大切だが、小額滞納も放置すると全体の滞納の温

床となる。「少しなら何も言ってこない」というような意識ではなく、「少しでも残していたらだ

めだ」という意識を生むことが、今後の滞納の予防にも繋がる。小額滞納の解決にも力を入れる

ことは、滞納しやすい環境を作らず、負担の公平性を保つことに役立つのである。

⑷　非常勤・嘱託職員の活用

　今回の研究会アンケートで、徴税組織の職員数に関する調査を行ったが、いずれも５年前に比

べて、正職員が減っていると答えた団体が58％に及んでいる。これを反映してか、職員一人当た

りの滞納事案持ち件数は66％の団体で増加していると答えた。一方、正職員以外の職員について

は63％の団体が増加しているとの結果であった。つまり、非常勤職員や嘱託職員は貴重な戦力と

なっている。現状において、これらの人的資源を有効かつ効果的に配置するかが、緊急の課題と

なっている。

　滞納整理事務には，事案の性質によって２つに分けることができる。ひとつは、滞納額、期間

が小額で短期間などの滞納案件を対象とする量的滞納整理と、高額で長期間などの滞納事案を対

象とする質的滞納整理に分かれる。これらの違いは、公権力の行使を伴う事務が多いかどうかあ

る。質的滞納整理の事務は、納付相談や差押えなどの滞納処分に徴税吏員の対応が必要となって

くるなど、公権力の行使を必要とする事務が多い。これに対して、量的滞納整理の事務は、督促

や催告にかかる大量の郵便物の発送業務や、これに伴う端末への入力作業、財産調査など公権力

の行使を必要としないものも多い。これらの事務を非常勤職員等が専属で担うことにより事務効

率の向上とコスト削減に繋がるのである。

　また、滞納処分の専門家として、国税や都道府県税などの滞納整理の経験者を活用することも

有効である。滞納整理事務における知識や経験は、即戦力になるのみならず、特に差押実績の少

ない自治体では、ノウハウの習得、継承につながるものである。職員は実務に沿った知識の習得、

滞納者との折衝能力や現場感覚を養うことが可能となり、徴収職員の育成に有効である。

　以上のように効率かつ効果的に徴収事務をおこなうためには、各業務において正職員と非正職

員との役割を明確にして、分担することが重要である。
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₂．ハードウエアの観点から

⑴　滞納整理支援システムの活用

　2007年（平成19年）に、三位一体の改革によって税源移譲が行われ、住民税の税率が一律10％

にフラット化されたことに伴い、各市町村において調定額そのものは増加した。しかし、一方で

フラット課税により低所得者層の負担が増したことにより、滞納件数及び滞納額については増加

傾向にある。また、都道府県からの権限委譲により各市町村が取り扱う事務は増加し、各市町村

の職員数は減少傾向にある中で、増加する滞納事案の整理に立ち向かう状況にあることから、い

かに効率良く滞納整理を行うかが重要であり、滞納整理支援システムの活用がその一助であると

考えている。

　また、議論に先立ち大阪府内の市町村に対して、東大阪市がアンケートを行った、滞納整理支

援システムの導入の有無、導入時・導入後の収納率・差押件数の推移、導入時の成果・問題点、

分納管理の方法についての調査を踏まえて考察していくこととする。

　現在、滞納整理支援システムを大きく分類すると、次の２つに系統づけることができる。

　① 　ホストコンピュータ及びオンライン端末（以下「ホスト」と言う。）に独自の滞納整理支

援システム機能を組み込んでいる場合

　②　ホストとパッケージ販売されている滞納整理支援システムを連携させている場合

　この場合、システムが古く、構築自体を各自治体が行っているため、複雑多様化している事務

処理に対応するには、システムの改修を継続的に行う必要がある。しかし、システムの改修が行

われていない場合は、ワードやエクセルで各種の帳票を作成するといった事務の効率化が図られ

ていない自治体も存在している。視察を実施した大阪府八尾市においては、細かな改修により滞

納支援機能を高めており、分割の履行管理や調書の作成、還付事務に至るまでをオンライン端末

で行えるようになっている。

　本論文においては、①の中でもホストに独自の滞納整理支援システム機能を組み込んでいる場

合と、②を「滞納整理支援システム」として議論する。

　滞納整理支援システムの導入成果として、次の事項が報告されている。（2010年（平成22年）

９月東大阪市調査結果から）

　ア 　滞納事案の進行管理が容易になった。

　イ 　分納管理、財産調査及び滞納処分等に係る各帳票類の作成が容易になり、差押件数が増加

した。

　ウ 　滞納事案の折衝経過及び催告状等の送付経過の履歴により、組織の全員が窓口又は電話で

の対応を迅速かつ的確に行えるようになった。

　エ 　世帯名寄せ機能により、世帯員に滞納がある場合も把握可能となり、世帯員の納税折衝漏

れがなくなった。
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　オ 　滞納金額区分、保有財産区分など様々な区分で管理することが可能になり、効果的かつ効

率的な滞納整理を実施することができるようになった。

　カ 　近年注目を集めているコールセンターの事務処理に必要な滞納者抽出についても、様々な

条件での抽出が可能なことから柔軟に対応できるようになった。

　キ 　時効管理が容易にできるようになった。

　ク 　事務効率が向上し、超過勤務時間が減少した。

　上記成果のうち、滞納整理支援システムの最大の導入成果であり注目すべきは、「イ　分納計

画、財産調査及び滞納処分等に係る各帳票類の作成が容易になり、差押件数が増加した。」であ

ろう。視察を実施した兵庫県芦屋市においては、滞納整理支援システムから滞納者データを抽出

して各種の一斉照会等（年金及び生命保険照会、給与特別徴収者照会、年金所得照会、不動産登

記簿請求）に活用している。これにより効率的な財産調査が行われ、早期の滞納処分につながっ

ている。実際に2009年（平成21年）度の差押件数が433件であることからも滞納整理支援システ

ムが成果を出していると考えられる。

　一方で、滞納整理支援システムの問題点としては、ホストとのデータ連携による不具合、使い

勝手を良くするためのカスタマイズの必要性、帳票等のレイアウト変更に即時対応できないなど

が挙げられている。（2010年（平成22年）９月東大阪市調査結果から）また、滞納整理支援シス

テムの導入による徴収率への影響については、次のとおりである。

　上記の滞納整理支援システムの導入成果や徴収率の調査結果から判断すると、滞納整理支援シ

ステムの導入後において、滞納整理事務が効率化され、徴収率や差押件数においても向上が図ら

れていることが示されている。

　しかしながら、常に高い徴収率を打ち出している吹田市・高槻市2009年（平成21年）度大阪府

内各市における徴収率第３・６位）においては、滞納整理支援システムを導入していないことか

らも、滞納整理支援システムを導入するだけで必ずしも高い徴収率を確保できるものではないと

言えるであろう。調査結果から、滞納整理支援システムがもたらすメリットとして滞納整理事務

の効率化等が挙げられているが、いかに滞納整理支援システムを使いこなし、徴収率の向上又は

徴収額の増につなげていくかが重要である。

　近年、滞納データだけを取り扱う従来型の滞納整理支援システムから課税処理と一体型のパー

ケージソフトが販売されている。効率的な調査を行うには課税データが不可欠であり、一体型の

パッケージソフトの導入により、課税データを利用した効率的な調査を行うことも一つの方法で

導入前年度 導入１年目 導入２年目

徴収率（滞繰） 20.07％ 20.52％ 22.43％

差 押 件 数 199.3件 252.2件 286.2件
（2010年（平成22年）₉月東大阪市調査結果から）

※　徴収率は滞納繰越分の徴収率比較による大阪府内市町村の平均を記載
※　差押件数はいずれも有効回答のあった大阪府内市町村の平均値を記載
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あると考えられる。

　また、一部の府内の市町村において、滞納整理支援システムを利用して分納管理を分納不履行

事案のみのデータ抽出で行い、分納履行事案の管理を行わず履行管理の省力化を図っている場合

や分納終了後も残税が残る事案について、最終回の納付が終了した事案のデータ抽出を行い、再

相談時期の期間を空けることなく相談業務に活用して効率化を図っている市町村もある。（2010

年（平成22年）９月東大阪市調査結果から）これには滞納整理支援システム自体が対応してない

場合、システムの改修が必要となるが、効率化を図る一つの活用方法と考えられる。

　各自治体は徴収率の向上又は徴収額の増のために、どのようにすれば滞納整理支援システムが

最大限の効果を生み出すのかについて常に研究する必要がある。徴収率の高い自治体での活用

法・運営方法等を検証することにより、滞納整理支援システムの実力を最大限に発揮させる手法

を学び、これを活用した適切な滞納整理の実施がなければ本来あるべき滞納整理支援システムの

構築とはならないと思われる。

⑵　インターネット公売の推進

　昨今の差押の動向として、換価しやすい債権に限らず、動産、自動車、不動産等の財産（以下

「動産等」と言いう。）を差し押さえるケースは往々にしてある。その場合、強制徴収の最終段

階として、換価若しくは公売の手続きが必要となるのは周知のとおりである。

　そして、現在、公売の手続きにおいて、インターネット公売の存在を無視して議論をすること

ができないほど、その存在は大きくなっている。それは次の表により明らかである。

（Yahoo！ JAPANからの資料提供）
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　上表のとおり、インターネット公売は、画期的なツールとして登場し、現在不動の存在となっ

ている。従来の公売では入札者が限られ、換価にはつながりにくかったが、インターネット公売

では、各地に入札者が存在し、一人でも出品物を欲しいと思う人がいるならば、財産の換価が可

能になる。また、複数人からのせり売り効果により高価格での換価が期待できる。さらに、イン

ターネット公売に出品し落札されれば、滞納税金に充当でき、万一、落札されなかった場合でも、

滞納者に出品物を返却すれば済むという利点もある。インターネット公売を実施したことのない

自治体にとっては、手続き等の情報が不足しがちであり、何から手をつけていいものかと不安に

なるかもしれないが、例えば、ヤフー㈱では一連の流れや操作が理解できるような研修も行われ

ており、参考としてのガイドラインについても情報提供をしてもらえるので、自治体として実施

できる環境さえ整えば、その点は心配ない。さらに、副次的な効果として、インターネット公売

を実施することによって、滞納すると本当に財産を売却されてしまうという実例を広報紙やイン

ターネット上で公に示すことで、滞納に対する抑止効果にもつながるものと考察する。実際、徴

収力強化研究会の視察で訪れた兵庫県芦屋市においても、目を引く高級車をインターネット公売

に出品する等、広報関係を上手く利用しながら、市民への波及効果に広く繋げている。

　このように、差し押さえた動産等については、換価価値があり、配当が見込める場合は、積極

的に公売にかけるべきであり、その際の強力な武器として、24時間全国どこからでも閲覧可能な

インターネット公売を積極的に活用すべきである。

　その一方で、インターネット公売については、あくまで公売の一形式であるということを踏ま

える必要がある。つまり、換価事務提要に定められている従来の公売方式の事務手続の流れを理

解した上で、インターネット公売を行うべきである。それは、インターネット公売ではなく、通

常の公売方式の方が適する動産等というものが存在するからである。例えば、分譲マンションの

所有者しか所有できないとマンション規約で定められているマンション付属駐車場の場合は、イ

ンターネット公売の利用ではなく、対象者を限定した従来の公売方式が適している。その際、通

常の公売の手法を理解し、通常公売を実施するノウハウを有している必要がある。また、その技

術を継承していくことも重要である。本来、公売には公売換価事務に関する知識を要するととも

に多大な時間と労力を要するが、年に１度程度はインターネット公売ではなく、従来の公売を実

施し、経験者の指導の下で未経験者にその事務を行わせることによって、知識や実務を継承させ、

途絶えることのないようにすることが重要なのである。

　また、インターネット公売については、動産等を継続的に差し押さえる必要があるため、滞納

者に任意提供を呼び掛けたり、強制手段としての捜索に踏み切るという作業が前提となってくる。

そのため、折衝の中で、上手く任意提供してもらえる動産がないかを引き出したり、捜索を日常

的に実施したりすることが、必要不可欠である。さらに、執行停止を考慮する際も、換価価値の

ある動産等を有しているかどうかを調べるために、捜索した上で執行停止を決断すべきである。

　以上のように、滞納整理の要点は、どのようにして「取るか、押さえるか、落とすか」であり、
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言い換えると「自主納付させるか、差し押さえて公売するか、執行停止とするか」である。その

中の「差し押さえ、換価公売する」ための強力な武器であるインターネット公売及びその前提条

件である捜索については、税の公平性の確保及び納税秩序の維持のために、ぜひとも活用又は実

施すべきものであることは間違いない。

₃　おわりに

　本論において、滞納整理に必要かつ重要である事柄を、ソフトウエアとハードウエアの観点か

ら述べてきた。

　しかし、ノウハウやツールだけでは高い次元での滞納整理の実現は望み難く、徴収力の強化に

はつながらない。それは、ソフトウエアとハードウエアを使いこなし、結果を生み出していくの

は「人」だからである。

　「人」の原動力となり、滞納整理をしていく上で最も大切なものが使命感、責任感、正義感で

ある。大部分の納税者がその納税義務を果たしている中で、滞納整理という事務がこれらの善良

な納税者から信託された任務であることを常に意識し、使命感と責任感、そして正義感を持って、

滞納整理に当たらなければ、税の公平性、納税秩序を維持することはできない。もの造りに例え

るならば、良い製品を造ろうとする「人」の意思がなければ、優れた技術や設備が整っていても、

優れた製品を造ることができないのと同様である。
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第₅章　徴収組織の一元化

１．公金一元化徴収について

　この近年の不況などにより、市町村税だけでなく、ほかの市町村債権の滞納も増え続けており、

それに伴い複数の市町村債権を滞納する重複滞納者も増加していることも事実である。そのため

自治体では市町村債権の徴収方法を多様化するなど徴収を強化・整備している。その徴収方法の

中の一つに徴収組織を一元化する「公金一元化徴収」がある。

　総務省の調査資料によると平成21年７月現在で、公金一元化徴収を行っている自治体は、市町

村で441団体あり、平成19年度が365団体、平成20年度が389団体であったことを考えると実施す

る自治体が着実に増えてきている。今回私たちが実施した研究会アンケートでもほぼ半数の自治

体が実施もしくは実施を検討しているとしていると回答しているため、今後も実施する自治体は

増えていくものと思われる。

　本稿では研究会での事例研究や視察にて収集した情報及び研究会アンケートの結果に基づき、

公金一元化徴収を実施するに伴い発生する様々な問題と実施した際に生じるメリット・デメリッ

トについて述べ、徴収組織を一元化することによる意義について考える。

⑴　公金一元化徴収とは

　公金一元化徴収とは、種類の異なる市町村債権を一括徴収することである。

　はじめに、公金一元化徴収を行う理由と業務形態について述べる。

　①　公金一元化徴収を行う理由

　　 　公金一元化徴収を行う理由としては、まず不況による重複滞納者の増加や住民の立場に

立った窓口一本化への住民サービス及び徴収業務の効率化が挙げられる。

　　 　これは日々の業務でも感じることであるが、一人の滞納者が納税相談にやってくる。「不

況により給料が下がり、保険料の支払いも遅れてしまっている。全部で合わせて１万円しか

払えない。」「いろんな課から催促文書が送られてくるので混乱する。」などといった意見が

多く聞かれる。様々な債権を重複して滞納している住民に対して、所管課ごとに催告書を発

送し、財産調査や滞納整理まで行う。これは明らかに事務処理の面からもコスト面から考え

ても効率的でなく、合わせて１万円しか納付できないと言っている滞納者に対しても滞納額

を合算し、納税交渉を行うほうが滞納者も納付計画を立てやすく、精神的な負担も少なくな

り効率的で効果的であると考える。
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　②　業務形態

　　 　次にその業務形態について考える。その業務形態の中身は自治体によって異なると思われ

るが、大きく分けて「徴収組織全般を一元化する形」と「高額事案や徴収困難事案などに限

局して一元化する形」がある。

　　 　前者は、納付、滞納の発生から滞納整理・滞納処分（執行停止）まで一つの課で行う形で

ある。大規模の自治体では導入が難しい形であるが、比較的メリットが多い小規模な自治体

では導入していることが多いようである。第９回事例研究会の石川県加賀市のように公金一

元化徴収実施時には、賦課から滞納整理まで一つの課で行っていた自治体もあるようである。

これは窓口一本化による住民の利便性の向上という面で言えば有効と考える。

　　 　後者は、高額事案や徴収困難事案などに限局して一元化を行うため、基本的には各所管課

で行っていた徴収業務を滞納処分等に関する豊富な知識やノウハウを持った税関係の部局に

徴収を移管することが多い。税関係の資料等も使用しやすいため、税務部局内に新たに債権

回収対策室等といった部局を設置する自治体も多い。第３回研究会の事例研究（千葉県船橋

市）や視察で訪れた静岡県浜松市などはこの形態であり、大きな成果をあげている。

　　 　また、公金一元化徴収といっても、市町村債権を一元化し徴収するというと、簡単そうな

聞こえはあるが、実施するとなると様々な問題を解決していかねばならない。例えば、

　　　�　どのような市町村債権があるのか

　　　�　その中からどの債権を一元化するのか

　　　�　債権ごとの異なる法律の理解

　　　�　滞納処分の手法の違いや時効の関係

　　　�　電算システムの統一

　　　�　市町村債権ごとの守秘義務の違い

　　　�　債権管理条例の作成

　　など数多い。

⑵　取り扱う債権の範囲

　自治体が財産として管理の対象としている債権は、金銭の給付を目的とする権利、即ち金銭債

権である。

　強制徴収を行った際の配当における地方税優先の原則や債権ごとに異なる法律や時効の違い、

督促発付以降、強制徴収の手法の違いなどにおける滞納整理の観点から大きく分けて、滞納処分

をすることができる債権と滞納処分をすることができない債権の二つに分類できると考える。

　滞納処分をすることができる債権とは、具体的に地方税の他、地方自治法第231条の３第３項

に規定する強制徴収により徴収する債権としての分担金、加入金、過料または法律で定める使用
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料その他の地方公共団体の公法上の歳入並びに当該歳入に関わる地方自治法第231条の３第２項

の手数料や延滞金を言う。

　滞納処分をすることができない債権とは、地方自治法231条の３第３項に規定する強制徴収に

より徴収する債権としての分担金、加入金、過料または法律で定める使用料を除くものを言う。

　滞納処分をすることができる市町村債権とできない市町村債権について債権管理の方法及び時

効制度等についてそれぞれ異なった取り扱いをしているので、債権管理を進めていく上でこの点

に十分留意する必要がある。

　その他滞納処分を行うにあたり重要視される債権ごとに異なる事項に関しては、債権管理条例

の章にて詳しく述べることとする。

　大きく二つに分類できる市町村債権であるが、ここでは、徴収組織、債権管理の観点から考え、

滞納処分をすることができる地方税・公課と滞納処分をすることができない公的債権（公法上の

債権、以下、「公的債権」と言う。）と私的債権（私法上の債権、以下、「私的債権」と言う。）

の四つに分類し考えていくこととする。

　次に、その四つの分類について簡単に述べていく。

　①　地方税

　　 　地方税とは、地方自治法第223条に規定された債権であり、地方税法第２条においては、

「地方団体は、この法律の定めるところによって地方税を賦課徴収することができる。」と

されている。地方税法の規定に基づく徴収金に係る債権と言える。

　　 　滞納処分については、税目ごとに規定されており、「国税徴収法に規定する滞納処分の例

による」とされている。民事上の手続きによらず、自ら差押え、公売等を行い、強制的に徴

収ができるものを言う。

　②　公課

　　 　公課とは、地方税法第14条や地方自治法第231条の３第３項等に規定されているが、地方

税及び国税以外の債権のうち、滞納処分をすることができる公法上の債権と言える。ここで

言う公法上の債権とは公法上の原因に基づき発生する債権であり、行政庁の処分によって発

生し、相手方の同意を要件とせず、行政庁の一方的な意思決定により発生する。

　　 　滞納処分については、地方税の滞納処分の例により処分することができるとされている。

　　 　この債権には、国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、下水道使用料や保

育園の保育料などがある。

　③　公的債権

　　 　ここでは、滞納処分をすることができない公法上の債権、これを、公的債権と定義する。
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ここで言う公法上の債権も行政庁の一方的な意思決定により発生することは②と同様である。

　　 　この債権は、自力執行権を持たないことから、地方税の滞納処分の例による強制徴収はす

ることはできず、地方自治法施行令第171条の２の規定による通常の民事訴訟の手続き（裁

判所の関与）により強制執行を行い、債権を回収することとなる。

　　 　主なものとして、公立幼稚園の保育料や公立学校の授業料などが挙げられる。

④　私的債権

　　 　ここでは、滞納処分をすることができない私法上の債権、これを、私的債権と定義する。

ここで言う私法上の債権とは私法上の原因（契約、不法行為、事務管理、不当利益）に基づ

いて発生する債権、両当事者の合意に基づいて発生する債権である。

　　 　地方税及び公課、公的債権が地方団体の賦課等により成立することと異なり、地方団体と

債務者との契約により成立する。

　　 　こちらも公的債権同様、地方税の滞納処分の例による強制徴収することはできず、通常の

民事訴訟の手続きにより強制執行を行い、債権を回収することとなる。

　　 　主なものとして、公営住宅使用料、学校給食費、公立病院の診療費や上水道料金などがある。

⑶　取り扱う債権の選定

　ここまで、自治体が取り扱う債権の種類、債権の区分について述べてきたが、公金一元化徴収

を行うに当たって最初に頭を悩ますのが、どの債権について一元化徴収をするのかということで

ある。業務形態によっても選定方法は異なり、「徴収組織全体を一元化している場合」は、実施

の際に、取り扱う債権は決定されている場合が多いと思われるため、ここでは「高額事案や徴収

困難事案などに限局して一元化徴収を実施する場合」に限定して論じることにする。

　①　選定方法

　　 　選定する際のポイントは、ある程度の滞納額、重複滞納者のボリュームがなければ公金一

元化のメリットはないということである。そこでまず始めなければいけないのは、各市町村

債権の滞納額、そして個人ごと、世帯ごとに滞納額、滞納債権を調査することである。そし

て各所管課とヒアリングなどを行い、徴収状況や滞納処分実績などを調査することにより、

どのような組み合わせの滞納債権が多いのか、また各所管課はどのような滞納者の移管を希

望しているのか、そして最終的に、どのような条件で移管を引き受ければ効果的であるのか

というのがおのずと見えてくる。

　　 　次に、今回の事例研究や視察を実施したいくつかの自治体、研究会アンケートの結果、い

くつかの文献などから取り扱う債権の組み合わせと移管基準について順に考える。
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　②　取り扱う債権の組み合わせ

　　 　業務形態や、各市町村の規模などによって異なるが、滞納処分をすることができる地方

税・公課においてのみ一元化徴収を行うのか、それ以外の滞納処分をすることができない

債権についても一元化徴収を行うのかに大きく分かれる。千葉県船橋市をはじめ研究会ア

ンケートでもほぼ半数の自治体が、地方税・公課のみ一元化徴収を行っている。『税』2011

年１月号でも総務省の調査資料により取り扱う債権の組み合わせベスト10を公表しているが、

１～４位までの組み合わせは地方税と公課の組み合わせである。この理由としては、税関係

の資料を使用し滞納整理を行いやすい業務形態であること、強制徴収を行う手法が地方税・

公課は同様であり効率が良いということ、また移管基準の項でも述べるが、高額滞納や処理

困難となっている事案に地方税・公課が多いことが考えられる。公課の中でも、国民健康保

険料（税）、介護保険料、後期高齢者医療保険料を組み合わせた一元化徴収が圧倒的に多く、

中でも介護保険料は全国統計でも研究会アンケートでも６割を超える自治体が一元化徴収を

行っている。

　　 　一方、地方税・公課だけでなく公的債権、私的債権を併せて一元化徴収を行っている自治

体も少なくない。公的債権、私的債権の中で多いのは、公営住宅使用料や上水道料金といっ

た債権である。滞納処分をすることができない債権を一元化徴収に含める理由としては、滞

納処分をすることができない債権については、強制執行を行う際に民事訴訟による手続きが

必要となるため、所管課ごとに民事訴訟を行うより、滞納処分をすることができない債権を

まとめて行うほうが効率的に行うことができるためである。その他の理由には、個人ごとに

滞納額・滞納債権を調査した際に、少額滞納となっている滞納処分のできない債権が含まれ

ている場合、少額であってもまとめて納税交渉したほうが効率的であることが挙げられる。

　③　移管基準

　　 　次に移管基準について述べる。高額事案や徴収困難事案などに限定して一元化徴収を行う

場合、明確な移管基準を設定する必要がある。

　　 　各市町村の移管基準について見てみると、ほとんどが高額事案や徴収困難事案に限定して

いる。滞納金額や滞納年度を明確に設定している自治体もあれば、金額にはあまりこだわら

ず、滞納処分や財産調査が必要な事案であったり、悪質な滞納事案であったり、不納欠損処

分の検討事案であるなど、目安として移管基準を定めている自治体もある。

　　 　移管基準を明確に設定していないと、一元化徴収を行っても効果的でない事案が移管され

る可能性もある。このため、ある程度の金額設定や滞納年度設定は必要であると考える。た

だし、各債権の収納状況や滞納者の重複債権の組み合わせは変化していくものであるので、

移管希望のある所管課と十分なヒアリングやシミュレーションなどを実施することにより臨

機応変に対応していくことも重要と考える。あくまで一元化徴収は効率かつ効果的に滞納整
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理を行うことが目的であることを忘れてはならない。

　④　納付及び回収金の分配基準

　　 　債権ごとに時効が異なると、回収後どの債権に優先して充当すればよいか迷うことがある

から、納付及び回収金の分配基準についても決定している市町村がほとんどである。基本的

には地方税法第14条（地方税優先の原則）に基づくとされるが、納付及び回収金を優先的に

税に充当するというところは一元化徴収の主旨に外れると考えられるため、分配基準を債権

管理条例の中に組み込まれていることが多い。

　　 　各市町村の例を見てみると、滞納者の意向を優先、給付制限のある債権を優先、時効間際

の債権を優先、少額滞納となっている債権を優先、均等配分するなど様々なものがある。

　　 　その時の滞納者の状況や各債権の収納状況にも左右されるが、あらかじめ基準を定めてお

くことで事務処理的な困難を招くことも少なくなり、スムーズに充当処理が可能であると思

われる。

　次に、公金一元化徴収を実施するメリット、デメリットについて述べ、公金一元化徴収の有効

性、効果について考える。そして滞納処分をすることができる債権とできない債権を同時に扱っ

た場合の守秘義務について考える。

₂．公金一元化徴収のメリット・デメリット

⑴　メリット

　メリットとしてまず挙げられるのが、公平性を確保できることである。自治体では債権ごとに

徴収する課が存在するが、積極的に徴収に取組む課もあればそうではない課も存在している現状

がある。しかし、一元化徴収をすることにより、それぞれの所管課における滞納者に対する徴収

体制の格差を統一的な対応により取り払うことや修正することができる。

　次に挙げられることは、事務の効率化である。公金一元化徴収をしていない場合は、重複して

滞納している人に対して各所管課が重複した事務を行うことになる。しかし、公金一元化徴収を

している場合は、それぞれの債権が一つの窓口で行うことができる（折衝、催告文書など）ため、

無駄がなく効率的である。後述の守秘義務の問題もあるが、財産調査や実態調査などにおいても

公金一元化徴収担当課が知り得た情報を共有することができるので再度の調査をする手間を省く

ことができる。

　また、公金一元化徴収担当課の職員は、専門的に徴収事務に取り組むことになるので、滞納整

理に関する知識・経験を積むことができ、徴収力の向上が期待できる。

　最後に副次的なものとして、所管課から移管する場合に、滞納者に移管予告などを通知するこ
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とにより滞納者にプレッシャーやインパクトを与える効果があり、自主納付の意識を高める効果

も期待される。

　なお、研究会アンケートにおいても、重複滞納者への対応及び滞納処分などが公金一元化徴収

により事務の効率化ができ、また専門的に滞納整理に取り組むことで多くの経験を積むことがで

きるという回答や住民、滞納者に対して市町村の取組みを示すことができたという回答も得られ

ている。

⑵　デメリット

　次にデメリットとしては、公金一元化徴収担当課の職員の業務負担が挙げられる。移管された

異なる種類の債権を専門的に取り扱うので、それぞれの債権に関する知識を習得し取扱い方法な

どを熟知する必要があるため、職員にとってはかなりの業務負担となり得る。

　その解決策としては、対象債権の専門的な知識を有する職員を配置して助言や指導また研修な

どを行う必要がある。そうすることにより、滞納が発生したことにより生じる給付制限の有無や

滞納処分が可能かどうかといったような債権ごとの詳細な特徴を把握できると考えられる。

　また、徴収事務を移管した所管課が公金一元化徴収担当課に依存しすぎ、所管課の徴収意識が

低下するということもある。

　その解決策としては、まず業務を移管する際には、高額事案や未接触事案に限定すると言った

ような一定の移管基準を設定しておき、すべての事案を安易に移管できない環境にすべきである。

移管基準に満たない事案については公金一元化徴収担当課から所管課へ助言などを行い、今後の

対応策や指針などを示すといったことも必要である。移管されたことにより一度は解決された事

案に関しても同じように今後の対応策を所管課に示して、以後の滞納が発生しないように所管課

で管理する必要がある。そうすることにより所管課にも自ら徴収していく意識が生まれるはずで

ある。

　その他には、地方税以外に複数の債権を滞納している滞納者に差押えなどにより換価手続きを

した場合には、地方税法第14条にある「地方税優先の原則」が適用され、優先的に地方税に配当

が行くため、ほかに優先的に配当したい債権があったとしても自由に配当できないという問題も

ある。

　その解決策としては、地方税とほかの債権の２つ以上を滞納しており、ほかの債権に優先して

配当したい場合は、まず優先したい債権で差押えをして配当を済ませた後に、税で差押えをして

配当をするという手続きを踏む必要がある。

　なお、研究会アンケートにおいても、取り扱う債権が増えるので人員が確保できないと一元化

徴収担当課の職員の負担が増加するという回答、各債権の違いを熟知する必要があるという回答

や所管課が一元化徴収担当課に依存しすぎるという回答が多く得られている。
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　これまで述べたポイントを念頭に置いて、実施するかどうか十分検討しなければならない。繰

り返しになるが、公金一元化徴収の主旨は、市町村の財源確保のため、様々な債権の高額滞納や

徴収困難な案件を効率よく滞納整理を行うことにある。それに伴い、滞納者への納付に対する意

識付けや、移管のあった各所管課への後方支援を行うことによって、各所管課での滞納整理への

意識改革を行い、滞納債権の早期着手による翌年度への繰越しを未然に防ぐといったような様々

な効果も表れるのである。

　しかし、単に公金一元化徴収を実施したからといって、必ずしも徴収率が向上するわけでもな

く、効率よく滞納整理が行われるわけではない。各市町村債権の滞納額を減らすにはどうすれば

よいか、滞納処分をすることができる債権とできない債権を当事者が考え、定期的に市町村債権

の徴収状況から多角的に分析し、移管希望のある各所管課とのヒアリングを念入りに行い、どの

ような効果があるのかをシミュレーションしながら、効果的に市町村債権全体の徴収向上を図れ

るよう各自治体の規模や状況にあった公金一元化徴収を組織全体で考え、実施していくことが重

要である。

⑶　守秘義務

　上記のメリットでも述べたが公金一元化徴収担当課が滞納整理の過程で把握した情報を所管課

と共有できれば、事務の効率化を図ることができる。しかし、同じ公債権だが所管課と公金一元

化徴収担当課が情報共有することは、個人情報保護の観点において問題がないのか疑問が生じる。

そこで、公金一元化徴収担当課と所管課との情報共有の問題点について整理していく。

　①　地方税及び公課

　　 　守秘義務が解除される代表例は、国税徴収法第141条に規定する質問検査権がある。「滞納

処分のため滞納者の財産を調査する必要があるときは、その必要と認められる範囲内におい

て、滞納者などに質問し、またはその者の財産に関する書類を検査することができる」旨を

定めている。

　　 　公課とは、地方税の滞納処分の例により処理できる債権、つまり差押えなどの滞納処分を

行うことができる自力執行権を有する債権を指す。

　　 　よって、公課については国税徴収法第141条の規定が適用され、滞納者に対し財産に関す

る必要な質問及び検査への応答義務が課されている。このため、当該情報は滞納者との関係

においては秘密ではないと考えられる。この点については総務省が平成19年３月27日付け総

税企第55号「地方税の徴収対策の一層の推進に係る留意事項などについて」（総務省自治税

務局企画課長通知）においても明記されている。公金一元化徴収を実施する事例が増えたこ

とを述べ、具体的には ①「地方団体の歳入を確実に確保する観点からも、地方団体内部で

は専門的な徴収ノウハウを有する税務担当部局の活用を図ることは有用と考えられるので、
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それぞれの債権に関する個人情報保護に十分かつ慎重な配慮を行いつつ、各地方団体の実

情などに応じ、検討していただきたい。」 ②「なお、国民健康保険料については、地方税の

滞納処分の例により処分することができることから、国税徴収法第141条の規定が適用され、

滞納者などに対し財産に関する必要な質問及び検査への応答義務が課されている。

　　 　よって、当該情報は滞納者との関係においては秘密ではないと考えられ、地方税法第22条

に定める守秘義務に関し、地方税と国民健康保険料を一元的に徴収するため、滞納者の財産

情報を利用することについては差し支えない。保育所保育料など、地方税の滞納処分の例に

よると規定されているものについても同様と考えられるので、参考としていただきたい。」

と述べられている。

　　 　以上から地方税と公課を担当する部局間での情報共有については可能である。しかし、こ

のようなことはあくまで滞納処分を行うために認められていることであり、常に自由に閲覧

できるような状態にしてはいけないので注意する必要がある。

　②　公的債権と私的債権

　　 　公的債権と私的債権は滞納処分を行うことができないため、各自治体により判断基準が異

なる。それぞれの異なる視点から考えてみる。

　　　�　 滞納処分をすることができない債権は自力執行権を有しないので、国税徴収法第141

条の規定が適用されないため、情報共有できる根拠がない。したがって地方税法第22

条の守秘義務は解除されず、部局間での情報共有は基本的にはできない。しかし、滞

納者から同意書や承諾書の提出があった場合において情報共有することは差し支えな

い、という意見である。

　　　�　 上記の�の意見とは全く異なる見解である。債権者がともに市町村長であるので、情

報の活用ができる首長の権限を拡大解釈するという考え方である。少なくとも首長は、

税と滞納処分をすることができない債権の情報を知り得る立場にあることから、ただ

ちに地方税法第22条の守秘義務規定に抵触する恐れがあるとは言えないという意見で

ある。例えば、神奈川県秦野市では債権の管理などに関する条例を設けており、第１

章の第６条では「本市が保有する債権に係る納付金について納付遅滞となった債務者

が同時に市税を滞納している場合においては、その債務者に係る事務相互に、市税に

関する情報を利用し、又は市税に関する情報に利用することができる。」と明記され

おり、情報の相互利用を認めている。

　　 　上記のように現状では、意見が分かれているのが実情であり、今後の判例などを参考にし

て行く必要がある。
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₃．債権管理条例について

　住民税や固定資産税などの市町村税は地方税法の規定により督促、滞納処分や不納欠損の処理

がされる。しかし、自治体が有する債権のうち、公的債権は地方税の滞納処分の規定がなく、私

的債権では不納欠損の取り扱いが異なる。つまり、各債権の法的根拠、時効期間、時効の取扱い

及び不納欠損の方法が異なるのである。公金一元化徴収により様々な債権をひとつの部署で取り

扱う場合、各債権の特徴を把握しなければならなくなることから、「債権管理条例」や「債権管

理の手引き」の必要性を考えてみたい。

⑴　債権管理条例が必要な理由

　滞納処分をすることができる公課と滞納処分をすることができない公的債権及び私的債権は強

制徴収の方法が異なる。

　公課は、国税又は地方税の滞納処分の例により強制的に徴収することができる。このため、地

方税と公課を強制徴収債権ということがある。滞納処分をすることができない公的債権及び私的

債権は、滞納処分の例により強制的に徴収することはできない。このため、公的債権及び私的債

権を非強制徴収債権ということがある。強制的に徴収するためには、民事訴訟の手続きにより強

制執行を行わなければならない。

　滞納処分をすることができない私的債権については、地方自治法施行令第171条（督促）から

第171条の７（免除）までの規定において、その滞納整理の方法が定められている。地方自治法施

行令の規定を受けて「債権管理条例」を制定し、私的債権の滞納整理の方法を定める市町村がある。

　さらに私的債権の時効の期間や時効の効力について「債権管理条例」に定める市町村がある。

その理由は次のとおりである。

　地方税、公課及び公的債権と私的債権は、時効についてその根拠となる法律の規定が異なるた

めである。

　①　時効の期間の根拠規定

　　�　地方税

　　　　地方税は地方税法第18条第１項が時効の期間の根拠規定となる。

　　�　公課

　　　　地方自治法その他の法律の規定が時効の期間の根拠規定となる。

　　�　公的債権

　　　　地方自治法の規定が時効の期間の根拠規定となる。
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　　�　私的債権

　　　　民法の規定が時効の期間の根拠規定となる。

　②　時効が完成した場合の時効の効力

　　�　地方税

　　　 　時効には絶対的効力がある。時効の絶対的効力とは、時効が完成した場合において、時

効の援用を要せず、また時効の利益の放棄ができない効力をいう。時効の期間の満了によ

り、債権は絶対的に消滅する。

　　�　公課

　　　　地方自治法第236条第２項の規定により、時効には絶対的効力がある。

　　�　公的債権

　　　　地方自治法第236条第２項の規定により、時効には絶対的効力がある。

　　�　私的債権

　　　 　時効期間が満了して時効が完成した場合の時効の効力については、地方自治法第236条

第２項の規定の適用はなく、民法の規定の適用がある。民法の規定においては、時効の期

間が満了して時効が完成しても、債務者の援用がなければ債権は消滅せず（民法第145条）、

また、時効の利益はあらかじめ放棄することはできないが、時効完成後は放棄することが

できる（民法第146条）。これを時効の相対的効力という。

　③　時効が完成した債権の取り扱い

　　 　時効が完成した私的債権の取り扱いについて「債権管理条例」に定めておく市町村がある。

その理由は次のとおりである。

　　�　時効が完成した債権の取り扱い

　　　 　私的債権は、時効が完成しても債務者の時効の援用がないと消滅しないので、その取り

扱いを定めておく必要がある。

　　�　時効が完成した債権の放棄

　　　 　時効が完成した私的債権で履行の見込みのないものは、債権を放棄すれば債権は消滅す

るが、債権を放棄するには条例に特別の定めがある場合を除くほか、議会の議決を得る必

要がある（地方自治法第96条第１項第10号）。「債権管理条例」に債権の放棄について特別

の定めをしておけば、議会の議決がなくても債権を放棄することができる。

　　　　これらの債権の性質を踏まえ債権整理の概要等を述べてみたい。

⑵　債権整理の概要

　債権の回収から不納欠損までは、成立根拠により流れは別図のようになる。
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　①　地方税及び公課

　　 　地方税は、地方税法の滞納処分の規定に基づき、賦課から不納欠損までの処理を行う。

　　 　また、公課は滞納処分をすることができる債権になるため、個別の法律に債権管理の規定

があり地方税の滞納処分の例によって徴収事務を進めることになる。地方税の滞納処分の例

によるとは、地方税の手続きを準用することである。このため時効の援用は不要で、時効期

間を経過すれば債権は当然に消滅し、不納欠損を行うことができる。

　②　公的債権

　　 　滞納処分の規定がないため、督促状の送付以降の処理は民事訴訟の手続きにより強制徴収

を行い、回収することとなる。裁判所による民事訴訟の手続きは次のとおりである。

　　�　債務名義の取得

　　　　次の手段により債務名義の取得が必要となる。

　　　　・支払督促（金額上限なし、民事訴訟法第382条～396条）

　　　　・少額訴訟（金額上限60万円、民事訴訟法第368条～381条）

　　　　・訴えの提起（民事訴訟法第133条）

　　　　・起訴前の和解（民事訴訟法第275条）

　　　　・民事調停（民事調停法）

　　�　強制執行、財産差押え

　　　 　裁判所で債務名義を取得した後、裁判所又は執行官に強制執行を申し立てることによっ

て財産差押えが行われる。

　　　　・不動産執行（民事執行法第43条）

　　　　・債権執行（民事執行法第143条）

　　　　・動産執行（民事執行法第122条）

　　�　配当、取立て

　　　　裁判所により財産が換価され、配分される。

　　　 　なお、公的債権の時効については、地方自治法第236条第２項の規定が適用され、時効

の援用が不要であるため、時効期間が経過すれば債権が消滅し、不納欠損を行うことがで

きる。

　③　私的債権

　　　徴収手続きについては、公的債権の①から③と同じである。

　　 　次に不納欠損であるが、既に述べたとおり、私的債権は他の債権とは異なり、時効期間が

経過しただけでは債権が消滅することはない。つまり私的債権について不納欠損を行うため

には債務者から時効の援用を受けるか、債権者が債権放棄をする必要がある。このため、私
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的債権は時効が完成した後でも不納欠損を行うまでは、債権が消滅していないため回収する

ことは可能である。しかし、履行の見込みがない場合において債務者からの時効の援用がな

いために不納欠損を行わず、受け入れることができる状態にしておくことには問題がある。

つまり回収不能な債権をいつまでも回収できる債権として計上することになり、その管理に

必要な労力や公平の視点からも適正に債権を管理する規定が必要になるのである。

⑶　債権管理条例の概要

　私的債権で時効が完成したものの取り扱いは、既に述べたように、時効の援用がされた私的債

権か権利放棄の議決を求めた債権の方法で不納欠損（債権放棄）を行うことになる。不納欠損が

できなければ滞納として繰り越し、翌年度に計上されることになる。また、国では「債権管理事

務取扱規則第30条」でみなし消滅を規定しているが、地方自治法などには同じ趣旨の規定はない。

このため、権利放棄には議会で議決しなければならない。しかし、債権の不納欠損（債権放棄）

を効率的に行うためには、地方自治法の「条例に特別な定めがある場合」には議会の議決が必要

でないことから、債権管理条例に権利放棄の項目を設けることになる。ただし、自治体が本来回

収すべき債権を放棄することにほかならないため、放棄に至るまでの徴収努力が必要であること

は言うまでもない。このため条例には消滅時効の完成のみで債権放棄をするのではなく、債務者

の資力、破産法などの適用の確認は必須であると考える。

　なお、債権放棄に該当する事由としては次のことが考ええられる。

　①　消滅時効が完成したとき。

　②　債務者が死亡し、限定承認があった場合で、債権の回収の見込みがないとき。

　③　債務者の所在などが不明のとき。

　④　破産などで債務の免責がなされたとき。

　⑤　債権の所在につき争いがあり、勝訴の見込みがないとき。

　また、債権放棄を行ったときは、債権の名称、債権額、放棄した理由などを議会に報告するこ

とが必要と考える。これらを条例や規則で定め、債権管理を行うことになる。

　研究会アンケートの結果、債権管理条例の制定状況は、「制定済　なし、制定を検討中　４団

体、検討なし　６団体」となっているが、今後自治体が有する債権の統一した処理の必要性や負

担の公平性からも債権管理条例をどのように制定するのか、またその運用をいかに容易にするか

が重要になるのではないだろうか。

　また、債権管理条例の制定に当たっては、各債権個別に定めるのではなく私的債権を中心とし

たものにすることが良いと考える。不納欠損について地方税、公課及び公的債権には地方自治法

第236条第２項などに規定があるからである。

　以上から債権管理の方法を条例や規則で定め、事務の効率化を図ることに意義があると考える。
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⑷　債権管理の手引き

　次に債権管理の手引きの必要性について述べていきたい。

　債権管理の手引きを作成する理由は、その自治体での債権回収の方法を統一し、効率よく事務

処理を行うことにある。

　地方税及び公課は、地方税法及び地方自治法などにより滞納処分から不納欠損まで一連の徴収

方法が明確に定められている。しかし、公的債権や私的債権は、裁判所への手続きが必要となり、

明確な指針がなければ催告書の送付を繰り返していることにとどまっているケースが多いのでは

ないだろうか。このため裁判所への手続きを債権管理の手引きで定め、事務効率を上げる必要が

ある。

　以上から債権管理の手引きを作成にするにあたり必要な項目は次のとおりと考える。

　①　債権管理のポイントを整理すること。

　②　各債権の法的根拠、時効期間、滞納処分の規定の有無を明確化すること。

　③　各債権の徴収の流れを明確にすること。

　④　不納欠損（債権放棄）の扱いを明確にすること。

　⑤　徴収台帳を整備すること。

　⑥　各種帳票（督促状、催告書）を定めること。

　⑦　質疑応答集を作成すること。

　⑧ 　税徴収における債務者との交渉方法、催告の方法、徴収強化月間などの取組みを紹介する

こと。

　なお、研究会アンケートの結果、債権管理マニュアルの作成状況は「作成済　２団体、作成を

検討中　５団体、検討なし　３団体」となっているが、重要なことはその自治体全体の徴収力の

レベルアップに繋げることである。そのために必要なことは具体的な対策とその実施である。

　また、公的債権や私的債権のみではなく地方税や公課においても債権管理の手引きは必要と考

える。それは、自治体として債権管理の手引きを作成し、活用することが、徴収力を向上させる

ための一つの手法としての公金一元化徴収に結びつくためである。

　以上のことにより債権処理のスケジュールや手順を明確にし、徴収可能な債権に対しては自治

体として統一した形ですみやかに対応し、また、徴収不能な債権については、あいまいな形で放

置することなく不納欠損ができるようになり、債権管理の効率化を図ることができるのである。

　また、自治体が有する債権を適切かつ迅速に回収する必要性を認識することは、職員に対する

意識改革にも大きな役割を持つと考えられる。

　最後に債権管理に関する今後の課題についてであるが、フォローアップや定期的な研修の実施

が必要である。そのためには、「情報の共有化をどのように行うか」、「所管職員の債権管理力の

向上」及び「督促・催告の定期的実施」などが挙げられる。
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　また、債権管理条例や規則の見直しは当然として、事項の処理などについて今後の判例に十分

注意することが必要である。

　別図　債権の回収から不納欠損までの流れ

≪参考文献≫

　「徴収事務のマネジメント」　編集者　東京都税務事務研究会

　「滞納整理と進行管理」　　　著　者　藤井　朗

　自治体職員が知っておきたい債権管理術　　　　　ぎょうせい

　自治体の有する債権の管理　第１回～第６回　　　自治体法務ナビ

　月刊「税」　　　　　　　　2008年３月～７月号　ぎょうせい
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　－都市自治体の法的整合性確保に関する調査研究最終報告書－　2009年９月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　財団法人日本都市センター

　自治大阪　　　　　　　　　2009．６月

　地方行政　　　　　　　　　2010．６．21　　　　時事通信社

　自治体が有する債権管理マニュアル　　　　　　　ぎょうせい

市町村の債権と債権回収の流れ
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第₆章　民間活用による徴収力強化について

　近年、地方自治体の税務徴収事務を取り巻く環境は、めまぐるしく変化している。平成18年度

税制改正において、三位一体改革により所得税から個人住民税へ約３兆円の税源移譲がなされ、

平成21年９月以降にはリーマン・ショックに端を発した世界的な不況の影響により、多額の法人

住民税の中間納付額の還付額が発生した。また、税務徴収事務における民間活用においても、そ

の変化は著しく、平成15年度税制改正においては、納税者の利便性の向上を図る観点から、収納

事務の民間委託を認める地方自治法施行令の改正が行われ、コンビニエンスストア（以下、「コ

ンビニ」とする。）での地方税の収納が可能となった。平成17年３月には規制改革・民間開放推

進３カ年計画が閣議決定され、これを受けて、総務省自治税務局長通知「地方税の徴収にかかる

合理化・効率化の一層の推進について」（総税企第79号）及び同企画課長通知「地方税の徴収に

かかる合理化・効率化の推進に関する留意事項について」（総税企第80号）が発出され、公権力

を行使しない業務については民間委託することを禁じていないことを示した。これにより、各地

方自治体において公権力の行使に該当しない自主的納付の呼びかけとしてコールセンターなどの

民間委託が拡大している状況にある。そこで、現在、各地方自治体が取り組んでいる民間委託の

手法について、調査し、研究を行うものである。

１．納付環境の整備

⑴　コンビニエンスストアにおける収納

　①　コンビニ収納の概要

図１　コンビニ収納のフロー

①コンビニ対応納付書送付

②納付

③速報データ
　収納資金が送られる。

④速報データ／確定データ
　収納資金がコンビニ収納代行会社に送られる。

⑤速報データが毎営業日に配信
　確定データは納付日から10日後に配信される。
　収納資金は確定データから３営業日後に振り込まれる。
　※上記の日程については、各地方自治体により異なる。

コンビニ収納代行会社

地方自治体

地方自治体

住民

コンビニ店舗

コンビニ本部
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　　収納データの種類

　　ⅰ．速報データ

　　　 　コンビニの各店舗で受け付けたPOSデータ（point of sales system：店舗での販売情報

の集計するシステム）を速報として翌営業日に地方自治体へ送信される。

　　ⅱ．確定データ

　　　 　コンビニ本部で各店舗から回収した払込票の半券を再チェックし、速報データと照合し

て確認済みのデータを、確定データとして収納代行会社に送信される。確定データは、コ

ンビニ本部ごとに、概ね５日単位で集計が取りまとめられ、３～４営業日後に地方自治体

へ送信される。

　　ⅲ．速報取消データ

　　　　速報データが取り消された場合に地方自治体へ送信される。

　②　コンビニ収納導入目的

　　 　金融機関や市町村の窓口に行かずとも、収納代行会社と契約しているコンビニであれば全

国どこでも都合の良い場所で、休日・夜間問わずいつでも納付が可能となり、住民の利便性

が向上することとなる。雇用形態の多様化や会社員など金融機関での納付が困難であった納

税者が納期内納付を行なうことにより、初期滞納を防ぎ収納率の向上が見込める。

　③　導入の現状（平成22年７月１日現在）

　　○コンビニ収納実施団体数

　　　都道府県　　　　　　47／47　（100.0％）

　　　全国市区町村　　　 486／1750（27.8％）

　　　大阪府内市町村　　　27／43　（62.8％）

　　○コンビニ収納手数料平均額

　　　都道府県　　　　　　58.97円／件

　　　全国市区町村　　　　59.14円／件

　　　大阪府内市町村　　　57.75円／件

　　　※平均額は、具体的な手数料額について回答がなされた地方自治体の単純平均値。

　④　コンビニ収納導入事例～愛知県知立市～

　　 　市税収納率の向上のために平成19年１月より納付環境の整備・拡大のため、プロジェクト

チームを発足。公募型プロポーザルによりコンビニ及びマルチペイメントネットワークを活

用した収納、クレジットカードによる納付の多様なチャンネルに対応可能な業者を選定した。

　　 　納付書レイアウトを変更し、収納代行会社でのテスト及び郵便局での私製承認を経た後、
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コンビニ店舗でのテスト及びシステム改修を行い、平成21年４月導入に至った。

　　ⅰ．システム導入費用

　　　　2,370千円

　　ⅱ．運用費用

　　　　取扱手数料　　　 　56円／件

　　　　月額利用料　　　15,000円／月

　　ⅲ．導入効果

　　　 　知立市は、面積が16.34㎢で、約４キロ四方の中に20件のコンビニが隣接している。状

況としては１㎞範囲内で必ずコンビニに立ち寄れる計算となる。一方、金融機関・郵便局

は市内に合計６箇所で、都市中心部の名古屋鉄道本線「知立」駅周辺に集中しているため、

中心部から離れた地域の住民については納付環境が悪い状況にあったが、コンビニ収納導

入により利便性が向上した。

　　　 　また、近年、金融機関の合併、支店の統廃合が行なわれ、窓口納付の機会が減っている

状況の中、コンビニは平成22年11月時点において全国で４万３千店舗を超えており、物品

販売に限らず電気・ガス・電話料金などの収納代行サービスを手がけている。コンビニ利

用者にとって、商品を購入するのと同時に公共料金等の支払いをすることに違和感はなく

なっている。この現状をふまえるとコンビニ収納の有効性はかなり高いものと考える。

　⑤　問題点

　　ⅰ．導入経費等

　　　 　初期費用としてシステム導入費用が高額であり、収納代行会社への使用料と手数料が必

要である。手数料については１枚当りの金額であるため、複数枚の納付書で一括納付の場

合は、窓口での納付や口座引落しと比較した場合、手数料が高額になる。

　　ⅱ．納付書様式の変更

　　　 　コンビニ対応納付書については、あらかじめ税額等の決められた情報をバーコード印字

する必要があり、従前より使用していた様式のように延滞金や督促手数料を追記すること

ができない。また、コンビニ収納に対応するため、納付書を単票形式に改める必要があり、

納付月が入れ替わることや納付書の紛失等が懸念される。

　　ⅲ．納付書取扱い上限額の設定

　　　 　コンビニでのPOSシステムでは、６ケタ（999,999円）まで読み取ることができるが、防

犯上の観点からJFA（日本フランチャイズチェーン協会）より取扱限度を30万円以下に上

限設定されている。

　　ⅳ．納付書取扱期限の設定

　　　 　納付書取扱期限が設定されており、取扱期限を経過した納付書は使用することができな
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い。延滞金の加算されない一定の期間まで設定する場合や督促の発布日までを取扱い可能

とする場合など、その取扱いは地方自治体によって異なっている。

　　ⅴ．納付した日から納付データが消し込まれるまでのタイムラグ

　　　 　収納資金の振り込みがあってから収納システムへ消し込みを行う場合には、納付の日か

ら10日後に確定データが地方自治体に届き、その３日後に入金処理されるとした場合、納

付データが収納システムに消し込まれるまでおよそ２週間の期間を要し、タイムラグが発

生する。

　　ⅵ．立地条件

　　　 　地方自治体によってコンビニの立地状況が異なり、都市部と村落部等により利便性に差

がある。

　　ⅶ．個人情報の取扱い

　　　 　納付データに含まれる個人情報の漏えいが問題とされる。取り扱う個人情報を最小限と

するため、納付書に記載する個人情報は名前のみにし、納税義務者ごとに個別に設定した

通知書番号等により識別、データ化することによりリスクを軽減している。

⑵　マルチペイメントネットワークを活用した収納（Pay-easy（ペイジー））

　マルチペイメントネットワーク（以下、「MPN」とする。）とは、収納企業・官公庁・地方自

治体等の収納機関と金融機関を結ぶ電子決済のためのネットワークである。

　ペイジーとは、「いつでも、どこでも、ペイジー」のキャッチフレーズでMPNを活用して金融

機関が提供する各種サービスを世の中に広く浸透させることを目的に作られた利用者向けサービ

スの名称であり、税金や公共料金、各種料金などの支払いを、金融機関の窓口やコンビニのレジ

に並ぶことなく、パソコンや携帯電話、ATMから支払うことができるサービスである。地方税

の電子申告（ｅLTAX）に合わせ、電子納付の導入が必要とされている。

　①　MPNの提供サービスについて

　　ⅰ．収納サービス

　　　 　料金・税金等の支払いが金融機関等の窓口のほかパソコン、携帯電話、ATM等の各種

チャンネルを利用して24時間、休日であっても納付でき、即時に消込情報が収納機関に通

知されるサービス。

　　ⅱ．口座振替受付サービス

　　　 　利用者がパソコンやATM等を利用して口座振替契約（新規、変更）を行うことができ

るサービス。

　　　 　金融機関への口座振替依頼書の原本送付が不必要となり、口座振替契約を行う際に必要

とされていた届出印が不要となる。また、金融機関からの口座振替依頼書の記載事項の不
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備による返却が減少し、事務が効率化する。収納率の向上と１件当たりの手数料の安さか

らも、口座振替の利用率の向上を図るためには有効と考えられるが、各銀行との初期登

録料金などの初期費用が高額になるため地方自治体において導入することは困難である。

（初期登録料金の例：みずほ銀行　315万円）

　　ⅲ．口座振替データ伝送サービス

　　　 　収納機関と金融機関間の口座振替データの授受をフロッピーディスク等の電子媒体で行

うのではなく、電話回線を利用して振り込みや預金口座の照会を行うサービス。EB（エ

レクトロニック・バンキング）サービスとして地方自治体においても利用されている。

　②　ペイジーによる収納の概要

図₂　ペイジーによる収納のフロー

　　 　地方自治体と金融機関との間をネットワークで結ぶことにより、利用者はパソコン、携帯

電話、ATM等の各種チャンネルを利用して地方税等の支払いができ、即時に消し込み情報

が地方自治体に通知される。地方自治体、金融機関がネットワークに接続する通信サーバは、

その量に応じて個別型・共同利用型を選択できる。

①ペイジー対応納付書の送付

②パソコン・携帯電話・ＡＴＭより手続き

③収納機関番号など情報を入力

④納付情報の照会 ＊ＭＰＮを利用

⑤納付情報の通知　＊ＭＰＮを利用

⑥納付情報の通知

⑦振込先等納付内容を確認し、支払いを依頼

⑧住民口座より引落し、地方自治体口座へ振り込み
⑨消込情報の通知　＊ＭＰＮを利用

地方自治体

金融機関

住民

金融機関

地方自治体

地方自治体

金融機関

各種納付チャンネル

住民
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　③　ペイジーによる収納の導入目的

　　 　MPNを通じ、従来窓口で行ってきた税金等の納付について、パソコンや携帯電話、ATM

等を通じて夜間や休日でも行うことができるようになり、住民の利便性が向上する。また、

地方自治体・金融機関においても人的関与がなくなることにより、トラブルの防止、事務負

担の軽減及びコストの削減が見込まれ、その結果、住民サービスも向上する。

　④　導入の現状（平成22年７月１日現在）

　　○ペイジーによる収納実施団体数

　　　都道府県　　　　　　17／47　（36.2％）

　　　全国市区町村　　　　25／1750（1.4％）

　　　大阪府内市町村　　　２／43　（4.6％）

　　○納付書様式にMPN標準帳票を使用している団体数

　　　都道府県　　　　　　21／47　（44.7％）

　　　全国市区町村　　 　112／1750（6.4％）

　　　大阪府内市町村　　　７／43　（16.3％）

　⑤　ペイジーによる収納の導入事例～埼玉県北本市～

　　 　景気低迷による収納率の低下と雇用形態、ライフスタイルの変化に対応するために、収納

チャンネルの多様化「日本一の納付環境の構築」を目指して、平成16年より住民情報システ

ム（基幹システム）の入れ換えに伴い、平成17年５月にペイジーによる収納の対応を検討開

始、同年12月に住民情報システム稼動後、平成18年10月にペイジーによる収納の導入に至る。

　　ⅰ．システム導入費用

　　　　3,625千円

　　ⅱ．運用費用

　　　　基本利用料等月額利用料　　　　190,000円／月

　　　　納付情報消込料　　　　　　　　　 　15円／件

　　　　金融機関手数料　　　　　　　　　 　33円／件

　　　　一括伝送使用料（郵便局のみ）　　20,000円／月

　　　　MPN協議会年会費　　　　　　　100,000円／年

　　ⅲ．導入効果

　　　 　北本市も他の地方自治体と同様に平成19年の税源移譲により調定額が増加している。経済

危機による景気の先行き不安、税源移譲による重税感などの劣悪な収納環境下で、収納率と

しての向上は見られないが、平成19年度納付済額の増加が見られる。増加の要因として平成

18年度よりコンビニ収納、平成19年度よりペイジーによる収納を開始したことが考えられる。
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図₃　調定額、納付済額及び徴収率の推移

　　【利用実績】

　　　○平成19年度

　　　　利用件数　　　　 　29,385件（総件数256,846件）

　　　　利用率　　　　　　 　11.4％

　　　　納付金額　　　 644,383,719円

　　　○平成20年度

　　　　利用件数　　　　 　38,661件（総件数256,435件）

　　　　利用率　　　　　　 　15.1％

　　　　納付金額　　　1,135,865,713円

　⑥　問題点

　　ⅰ．導入経費等

　　　 　システム改修や導入に係る費用が高額であり、導入後も運用費用として月額利用料が必

要となる。

　　ⅱ．納付書様式の変更

　　　　ペイジーによる収納に対応するため、MPN標準帳票に様式を変更する必要がある。

　　ⅲ．オンライン手続きによる問題

　　　 　インターネット上で納付手続きが完結し、領収書が発行されず、納付書が手元に残って

しまうことにより二重納付の恐れがある。

　　ⅳ．決済期日の問題（ゆうちょ銀行のみ）

　　　 　ゆうちょ銀行のみ資金移動（決済）が従来どおり月２回のため、納付から入金までの期

間が長い。
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　　ⅴ．ネットワークのセキュリティ

　　　 　インターネットを利用し手続きを行うため、利用者側が個人情報の漏えいに対する不信

感がある。

　　ⅵ．納付環境の整備

　　　　ペイジーによる収納に対応できる金融機関のATMの設置台数が少ない。

⑶　クレジットカードによる納付

　①　クレジット納付の概要

図₄　クレジット納付のフロー

　　 　クレジット納付については、平成18年６月に地方自治法改正案が可決、地方自治法施行令

が改正されたことにより、地方自治体のクレジット納付が可能となった。クレジット納付は

立替払い方式をとっており、地方自治体と住民の関係は従前と変わらず、クレジット会社が

住民に代わって第三者納付するという方式である。

　　 　住民は窓口払い（毎回）・申込書提出（自動払い：口座振替のイメージ）・インターネッ

ト・携帯電話により申込みが可能である。窓口での申請方法としては、窓口での受付端末に

よる場合と申込書による場合とがある。窓口での受付端末での手続きは、その都度、地方自

①マルチペイメント対応納付書送付

②申込（地方自治体窓口・パソコン等）

③申込情報を受付・登録。データ化し
　オーソリ送信

④申込受付データよりオーソリ確認デ
　ータを送付
　有効性チェック送信

⑤オーソリ処理結果返信
　有効性チェック返信

　　⑥オーソリ処理結果返信

⑦売上データを送信

⑧売上代金振込

地方自治体の窓口・パソコン

地方自治体

各カード会社

地方自治体

住民

地方自治体の窓口・パソコン

データ処理センター

データ処理センター

各カード会社
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治体窓口でクレジットカードを提示しての納付となるが、それ以外の方法は一度手続きすれ

ば継続払いとなる。手続き以降は、各カード会社に行なうオーソリゼーション（与信照会）

が確認される限り、納付がなされ滞納は発生しない。なお、継続払いの場合は毎月登録者情

報をクレジットカード会社に送り、クレジットカード会社の登録者情報と突合させて、与信

が有効なものかどうかの確認作業が必要となる。

　　 　納付日については、納付期限内にクレジットカードによる納付を行えば、地方自治法第

231条の２第７項の規定により期限内納付となる。クレジットカードによる納付を行えば、

クレジットカード会社より立替払いがされ、地方自治体での納付管理・督促・滞納処分準備

などの一切の処理が必要なくなるのが大きな利点であると考える。利用者にしても、分割・

リボ払いなどが選択でき、支払いも１ヶ月以上先となり資金繰りがしやすくなる。利用案内

も送付されるので家計簿として利用もでき資金管理もしやすくなる。ヤフーが指定代理納付

者の場合はヤフーJAPANカードのポイントを利用して納付することも可能となっている。

　②　クレジット納付の仕組み

　　ⅰ．図４「②申込（地方自治体窓口・パソコン等）」について

　　　 　対面式と非対面式とがある。対面式は窓口端末による処理で、非対面式は自動払いやイ

ンターネットによるものがある。

　　ⅱ．図４「③申込情報を受付・登録。データ化、オーソリ送信」について

　　　 　地方自治体とデータ処理センター、決済収納代行会社とを結ぶシステムの構築・運用方

法は４種類あり、以下のとおりである。

　　　ア ．地方自治体＋クレジットカード会社（もしくはデータ処理センター）＋ＩＴベンダ

（システム開発会社）

　　　　 　個人情報を分散して持つことになるため、情報漏えいなどの危険性が高まるが、コス

ト負担も同様に分散される。

　　　イ．地方自治体完結型

　　　　 　個人情報を地方自治体内で保持するため、個人情報の保護という面は有効であるが、

メンテナンス・セキュリティなどの対策が必要となる。委託料が発生しない代わりに、

システムの構築・運営コストが必要となる。

　　　ウ．ASP（アプリケーション・サービス・プロバイダー）型

　　　　 　クレジットカード納付のシステムを共同運営するのでコストが安い。利用料だけで運

用が出来るので初期費用はほとんどかからない。

　　　エ．カード会社完結型

　　　　 　運営やデータのメンテナンスなど、すべてを委託するので、地方自治体の手間は省け

る。ただしコストが高い。
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　　ⅲ．データ処理センター

　　　 　決済代行会社とも言う。日本カードネット、NTTデータ、GPネットなどから選ぶ。地

方自治体は指定代理納付者のほかにオーソリゼーションを行なうためにデータ処理セン

ターと契約する必要がある。

　　ⅳ．指定代理納付者

　　　　カード会社が一般的である。ヤフーのような決済代行会社も対象となる。

　　ⅴ．イシュアーとアクワイアラー

　　　　 イシュアーとは、カードブランドの統括機関である国際ブランド（VISAやMasterCard

など）より、当該ブランドのカードのマークを付けて利用者にカードを発行し、ポイン

ト付与も行う会社である。

　　　 　アクワイアラーとは、国際ブランドより、当該ブランドの加盟店契約権を得て、クレ

ジットカードが使える加盟店を開拓・登録・清算を行なう会社である。

　　ⅵ．オンアス契約とブランド契約

　　　 　地方自治体がクレジットカード収納を行なう場合は、加盟店登録を行なうアクワイア

ラーと契約を行なう。契約には、オンアス契約とブランド契約がある。

　　　 　オンアス契約とは、地方自治体の契約しているクレジットカード会社と利用者のクレ

ジットカード会社が一致しないと利用することができない。地方自治体はそれぞれのクレ

ジットカード会社と契約を行なう必要があるが、顧客情報の管理は容易である。

　　　 　ブランド契約とは、地方自治体が契約しているクレジットカード会社１社（VISAブラ

ンドのセゾンカードやVISAブランドの三井住友カードなど）が利用者のクレジットカー

ド会社のブランドと契約していれば、異なるクレジットカード会社であっても利用が可能

である。

　　　　※JCBはブランド契約が出来ないため、直接JCBとの契約が必要となる。

　　ⅶ．手数料について

　　　 　総務省は「納税者がクレジットカードを利用した地方税等の納付を行うことを選択する

ことにより必要になる手数料については、仮に地方団体が負担するとしても、他の収納手

段における手数料との均衡を保つことが必要であり、それを超える部分は、当該選択を行

なった納税者本人が負担すべき性格のものであると考えられる」と全国の地方自治体に通知

している。現状としては、全額納税者負担とはなっておらず、地方自治体で手数料を定率

制で負担しているのがほとんどである。宮崎県では定額制、埼玉県北本市では市負担の手

数料の上限額を100円と設定し、それぞれ設定金額を超える場合は納税者負担としている。

　③　クレジット納付の導入目的

　　 　クレジットカードによる納付は、インターネットを通じ、従来窓口で行ってきた税金等の
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納付について、パソコンや携帯電話等を通じて夜間や休日でも24時間手続きすることができ

るようになり、住民の利便性が向上する。また、納税等資金を持ち歩かなくても納付ができ

るため、収納率の向上も期待できる。

　④　導入の現状（平成22年７月１日現在）

　　○クレジット納付実施団体数

　　　都道府県　　　　　10／47　（21.3％）

　　　全国市区町村　　　25／1750（1.4％）

　　　大阪府内市町村　　１／43　（2.3％）

　⑤　クレジット納付導入事例～神奈川県藤沢市～

　　 　藤沢市では、平成18年５月に軽自動車税を対象にパソコンからインターネットに接続でき

る環境があれば、休日を含めて24時間クレジット決済で納付できるようにする実証研究を実

施した。

　　○　導入効果

　　　 　藤沢市における住民アンケートの結果、クレジット納付利用者の94％が満足し、今後も

ほぼ全員が利用を希望しているほか、今回は利用しなかった市民からも次回から利用した

いとの回答が４割近くを占めるという高い評価を得ている。納付期間中の利用状況をみて

も、金融機関や郵便局の窓口が開いていない休日や、時間帯も夜10時台、11時台が多く、

利用者の利便性向上に大きく寄与する結果となった。クレジット納付利用者のクレジット

納付を利用してよかった点については、図５のとおりである。

図₅　クレジット納付を利用して良かった点

（出典：藤沢市　実証研究コンソーシアム共同調査）
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　⑥　問題点

　　 　上記の住民アンケートの結果より、クレジット納付を行なわなかった理由としてプライバ

シーの保護が挙げられており、個人情報の漏えいが心配されている。

　　 　また、地方自治体においても、みずほ情報総研株式会社が47都道府県、東京23区、人口20

万人以上の市を対象として、平成21年２月19日から３月６日の期間に行った「公金収納方法

の多様化に関する実態調査報告書」によれば、新しい公金収納方法の問題点として、全体の

90％が手数料負担の増加を指摘しており、全体の50％が多様なチャネルから納付データが送

られてくるため、納付データ等処理にかかるシステム投資やその維持管理、更新等の追加費

用による投資負担増を指摘している。また、カード利用に伴うポイントの取扱いについても

公平性に問題があると指摘している。現状採用している収納方法は、コンビニ収納が50％と

なっており、ペイジーによる収納は8.1％、クレジット納付は4.2％にとどまっている。コン

ビニ収納を導入する地方自治体は拡大しているものの、ペイジーによる収納やクレジット納

付を導入している地方自治体は少なく、収納方法の多様化の必要性は認識しつつも、システ

ム投資負担などから他の地方自治体の動向を見極めている状況にあるといえる。

₂．電話による自主的納付の呼びかけ業務（コールセンター）

　コールセンターとは、専門のオペレーターが滞納者に対し電話による納付勧奨を行うことによ

り、自主的な納付を促し、収納率の向上を目的として行うものであり、業務の範囲としては、地

方自治法、地方税法等現行法制度の範囲内の民間委託が可能な「公権力の行使」にあたらない業

務について行うものとしている。以下、具体的な業務の内容について、堺市における「市税コー

ルセンター」を例としてあげる。

①　自主的納付の呼びかけ

　収納状況の確認を行った上で滞納者に対して電話による自主納付の呼びかけを行い、納付約束

を行った場合には、期限までに納付が確認されないときに再度架電するなど納付の期日管理も行

う。また、不在者については昼間、夜間、休日など時間帯や曜日を変更し電話するなど細やかな

対応を行うことにより、自主納付の呼びかけ機会向上に努める。

②　文書催告の作成・発送業務

　電話番号不明者及び電話番号が判明しているものの常時不在で接触できない者については、文

書催告の封入及び発送を行っており、催告文書の宛名を手書きしている。
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③　コールセンターの導入目的

　滞納者に対して早期に納付の呼びかけを行うことにより、納税意識を高め、収納率の向上と滞

納の早期解消、滞納繰越額の減少、更には累積滞納の予防を図る。業務を民間委託することで、

閉庁時間（休日、夜間）中の催告が可能になり、滞納者と直接会話する機会の向上が期待できる

ほか、初期段階の滞納整理業務を民間のオペレーターにシフトし、徴収職員を財産調査や滞納処

分等の公権力の行使にかかる業務に集中させることにより、効率的な滞納整理を行うことを目的

とする。

④　導入の現状（平成22年７月１日現在）

　○電話による自主的納付の呼びかけ業務（民間委託のみ）

　　都道府県　　　　 　11／47　 （23.4％）

　　全国市区町村　　　110／1,750（6.3％）

　　大阪府内市町村　 　13／43　 （30.2％）

　（参考）臨戸訪問による自主的納付の呼びかけ業務

　　都道府県　　　　 　該当なし

　　全国市区町村　　 　11／1,750（0.6％）

　　大阪府内市町村　 　該当なし

⑤　コールセンター導入事例～静岡県浜松市～

　浜松市では、電話催告を平成16年より実施、訪問催告は平成10年より非常勤職員により行って

きたが、会話率が低調に推移していたため、平成19年に業務を民間に委託した。これにより、休

日、夜間の対応が可能となり、また訪問催告との一般的な取り組みや情報の共有により会話率の

向上及び効果的な運用が図られた。

　導入効果は、平成21年度において約９千万円が業務の効果として分析されている。また、民間

委託したメリットとしては、休日、夜間に集中した催告を行えるため高い会話率を維持している

ことがあげられる。

　個人情報の管理体制については、別館にある納税センター内に分室と民間委託スペースが個別

に設置されており、民間委託スペースへの出入りにはIDカードを必要とし、ビデオによりその出

入室が撮影、記録されている。また、個人情報の保護に関する法律、条例等の規定を遵守するこ

とをはじめ、個人所有物の持ち込み制限に至るまで詳細に仕様書で明記し、セキュリティの確保

に努めている。

　今後の方針として、訪問催告についてはコストもかかり時間的にも非効率であるため縮小し、

電話催告をさらに充実させていく考えであるとのことであった。
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⑥　コールセンター導入事例～岸和田市～

　岸和田市では、堺市が平成17年度よりコールセンターを開設し一定の効果をあげていたことに

注目し、市税徴収強化策の一環として平成21年４月に「市税納付案内センター」が設置された。

　業務内容は、電話による呼びかけ業務、文書催告業務、分割納付の履行管理及び国や他の地方

自治体からの照会に対する回答書の作成等の補助業務を行う。

　導入効果としては、電話にて納付勧奨を行った後、収納確認がとれたものとして２億５千万円

が業務の効果として分析されている。また、民間委託したメリットとしては、多くの滞納者に対

し、集中的かつ画一的な納付勧奨（電話・文書）を実施することができることや分割納付の履行

管理について月２回の集中的なチェックが可能になったことがあげられる。

　また、個人情報の管理体制については、個人情報の保護に関する法律、条例等の規定を遵守す

ることなど基本的な事項について仕様書に明記している。

　岸和田市では、公権力の行使に該当する部分と該当しない部分の業務を明確にし、電話催告の

他に、公権力の行使に該当しない滞納処分に係る補助業務も行っている。徴収職員との役割を分

担することにより、それぞれの長所を生かす業務体制を確立し、業務の効率化を図っている。

⑦　コールセンター導入事例～堺市～

　堺市では、当初自動催告電話システムの導入を検討していたところ、平成17年３月に「民間開

放推進３カ年計画（改定）」が閣議決定され、同月総務省自治税務局課長通知は出され「現年度

徴収率向上委員会」を設置し、全国に先駆けて民間活用によるコールセンターを導入した。

　導入の効果としては、平成17年11月から５月末までの間で、コールセンター業務の対象となっ

た10万円未満の滞納者31,876人、滞納税額８億6,298万３千円に対し、延べ36,410件の架電を行っ

た結果、約21,000人から約５億7,500万円の納付があり、このうち電話催告を実施するまでもなく

自主的に納付されたと判断できるものを除き、直接コールセンターが関わった成果を検証した結

果、約15,000人から約３億3,500万円の納付があったとされている。

　また、直接対話や手書催告書の作成・発送による納付率の向上も効果の一つとされ、これまで

折衝機会を持つことができなかった滞納者に対して、対話による納付の慫慂や催告書の送付は非

常に有効であり、これらによって納付されない事案については、速やかに職員に引継ぐことによ

り早期に滞納整理に着手できるとしている。堺市においても、徴収職員と民間活用による業務の

住み分けを行い、徴収職員は公権力の行使に係る業務に集中して取り組むなど、効率的な滞納整

理に取り組んでいる。

　なお、市税催告コールセンターは収税課の隣に設置し、電話による呼びかけ業務、不在者に対

する手書き催告文書の送付にかかる宛名記入業務を行っている。また、対象とする税目は個人市

民税（普通徴収、特別徴収）、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、法人市民税である。
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⑧　導入効果

　導入事例にあるように各市において一定の効果があると示されているが、これについては、納

付勧奨により納付に結びついたものであるか、自主的に納付されたものであるか正確に数値を把

握することが難しく、当該業務が直接的に収納率向上の主要因になったかということまでは検証

できないというのが現状である。しかし、コールセンター業務を民間委託することによって、直

接の納付を呼びかけることから住民の納税意識を刺激することができ、また、早期に交渉・相談

の機会を持つことによって、その後の滞納処理を早期に進められるというメリットがあることは

確かである。

　浜松市のように一人の滞納事案担当件数が数千件にのぼる地方自治体においては、徴収職員の

管理が行き届いていなかった案件、特に少額滞納者への対応を可能とし、税の公平性を確保する

一助になっている。また、徴収職員が、困難滞納案件への対応など、公権力の行使に該当する業

務に集中的に取り組むことが可能になっていることなども呼びかけ業務の効果として評価できる

と考える。

　また、岸和田市においては、事務内容を精査し、民間でもできる仕事、職員でなければできな

い仕事を適確に分類し、それぞれの役割分担を明確にすることにより、行財政改革による全庁的

な職員数の削減についても適正に対応できる体制を確保していることなども民間委託の効果とし

て評価できる。

⑨　問題点

　自主的納付の呼びかけ業務を民間委託するにあたり、各地方自治体とも重要な懸案事項は、守

秘義務や個人情報の取扱いにかかる部分である。その解決方法として、契約書に「個人情報保護

法」や各地方自治体の個人情報保護に関する条例を順守するよう明記し、万一違反した場合には、

契約の解除はもとより、違反に至った経過や会社名の公表を契約書に含めている地方自治体も見

受けられる。また、執務室への個人所有物の持ち込みや執務室からの物品の持ち出しを禁止する

など物理的な対策もとっている。

　今回、コールセンターを設置している３市について視察を実施し、コールセンターにかかる業

務における問題点・デメリットについて確認を行ったが、個人情報の漏洩に関するもの以外、問

題点もデメリットも無いという回答であり、コールセンターに関しては、個人情報のセキュリ

ティが唯一の問題点であると考える。

₃．収納代行システム

①　収納代行システムの概要

　OCRの読み取り、納付済通知書のパンチ入力作業、日計表のチェックなどの計数精査、エラー
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データの修正、コンビニ収納・ペイジー収納などのデータ統合やデータの一元化、各種帳票の作

成・電子データの提供、消込み用データ・口座振替データ授受代行、イメージ検索など、その提

供されるサービスは様々である。地方自治体においては、多様化する収納チャンネルからの収納

データの処理に苦慮しているところである。そのような公金収納事務の課題を解決する一つの方

法として収納代行システムがある。なお、収納代行システムは課単位での導入では、十分な効果

を発揮することが出来ないため、公租公課、手数料等の歳入全般について導入するのが効果的で

ある。

②　収納代行システムの導入目的

　地方自治体においては、滞納事案の処理が優先して行われているが、日常的に発生する収納事

務にかかる人的、時間的負担は相当なものとなっている。また、行財政改革等により人員削減が

なされており、徴収職員一人当たりの事務負担は増加する一方である。そのような状況の中、収

納事務の民間委託を行うことにより、収納事務に従事していた人員を滞納整理事務にあてること

より徴収職員の負担を軽減し、滞納事案の処理促進を図るものである。

③　導入の現状

　○消込業務の民間委託実施団体

　　全国市町村　　116／1727（6.7％）

　　　※ 全国の市町村にアンケートを実施し、回答のあった分のみで算出。また、民間委託して

いるかのみで、収納代行システムであると限らない。

④　導入効果

　口座振替にかかる事務、OCRの読取り、消し込み事務など従事していた時間を、滞納整理事務

に振り替えることにより、滞納事案の処理が進行し、細かな対応が可能となる。また、財産調査

や滞納処分なども効果的に行うことができ、徴収率の向上、納期内納税者の増加、滞納処理件数

の増加に繋がり、現年度滞納者への対応も可能となる。

⑤　問題点

　地方自治体の歳入全般での導入となれば、システム導入費用や運用費用についても高額なもの

となる。そのため、企画担当課、財政担当課、会計担当課、徴収担当課等の関係各課が協議しな

がら進めていく必要があり、実施主体や管理責任の所在が不明確になる可能性がある。
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₄．まとめ

⑴　納付環境の整備

　①　コンビニ収納について

　　 　コンビニ収納については、24時間いつでも取扱が可能となり納付環境の整備・利便性の向

上を図る上では非常に有効なものである。しかし、先に述べたように地方自治体に所在する

コンビニ数や取扱可能コンビニ数に差があり、また、導入に係る初期経費や取扱手数料等に

ついては、現行の口座振替など他の収納方法との比較を行う必要がある。現代のライフスタ

イルにおいては、コンビニは生活から切り離せないものとなっていることも事実であり、各

地方自治体の置かれた状況を的確に分析し、導入に係る判断を行う必要がある。現在、全国

47都道府県においては既に実施されており、市区町村においてもコンビニ収納の導入団体は

増加し続けていることを考慮すれば、コンビニ収納は納税の窓口として標準的なものになっ

てきているともいえる。今後は、取扱金額等のシステム上の制約やコンビニ窓口における収

納事故（店員による着服）等が検討課題となる。

　②　ペイジーによる収納について

　　 　ペイジーによる収納は、全国においても導入している地方自治体は少ない。これは導入に

かかる費用が高額になっていることが考えられる。しかし、民間の収納機関も含めたオンラ

イン方式（インターネットバンキング・モバイルバンキング・ATMを利用する方式。）によ

る利用件数は200万件（地方公金納付は41万件）を超えており、インターネットショッピン

グ等の民間料金での利用の増加や、自動車税・固定資産税等の地方税の納付を中心とした利

用が増加している。これらのことから潜在的な利用者数は相当数いるものと考えられ、地方

税ポータルシステム（ｅLTAX）の導入や、総務省による自治体クラウド開発実証事業など、

ネットワーク上での決済が可能なペイジー収納は、今後の普及促進が期待される。

　③　クレジット納付について

　　ⅰ．個人情報保護について

　　　 　藤沢市クレジット納付実証研究でも問題となっている個人情報保護であるが、自治体

独自でシステムを運営することは個人情報の保護に最も有効とされているもののコス

ト・内部負担が大きくなるため、運営方法についてはアウトソーシングを行ない、強固

な対策を講じている決済代行会社を選ぶことが考えられる。具体的な選定基準としては、

PCIDSS・プライバシーマーク・ISMS（ISO27001）等のリスク対策にかかる基準の規格

を取得しているかにより、対策を講じているか判断することができる。また、運用実績

（決済サービスを始めてからの年数）、導入実績（実際に利用されている店舗数）なども
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重要な選定基準となる。導入に伴う投資負担については新しい収納方法を既に採用してい

る自治体・部署においても50％が問題と感じている点であり、今後、運営方法の検討やシ

ステム投資などのコスト削減が必要と考える。

　　ⅱ．今後の公金収納について

　　　 　みずほ情報総研株式会社が行った「公金収納方法の多様化に関する実態調査報告書」に

よれば、新しい収納方法を採用して36.2％の地方自治体・部署で収納率が向上したと回答

があった。今後については、20％～35％の地方自治体・部署が新しい収納方法の採用を検

討しており、平成21年から平成22年にかけて採用予定としている。また、既に新しい収納

方法を採用している地方自治体・部署の70％からは、「年々、取扱が増加している」との

回答が多く寄せられていることから、新しい収納方法が住民に支持をされてきている姿が

浮かび上がる。総務省が発表した『新電子自治体推進指針』等にも見られるように地方自

治体においては諸手続きのオンライン化が課題となっており、実現のために、民間マー

ケットにおけるインターネット上の決済手段として最も利用されているクレジットカード

決済が有効であると考えられている。住民にすれば、自宅にいながら納付が24時間でき、

実際の引き落としは１ヶ月以上も先になり、分割払い・リボ払いを選択できるために、資

金繰りについてもメリットがある。地方自治体においても、指定代理納付者からの立替払

いとなるため、住民との債権債務関係はなくなり督促・催告業務は不要となる。その結果、

用紙印刷、郵便料金、人件費などの削減も見込めるため、地方自治体においてもメリット

がある。

　　ⅲ．手数料について

　　　 　手数料がどのように分配されているのかを例としてみてみると、手数料が１％で１万円

の納付があった場合に、手数料100円をアクワイアラー（窓口・店舗の決済端末を設置し

たカード会社）32円、ブランド（VISAやMasterCard）８円、イシュアー（セゾンや三井

住友などクレジットカード発行会社）60円にそれぞれ分配することとなる。

　　　 　平成21年３月末現在、国内のクレジットカード発行枚数は、３億1,783万枚、成人人口比

では１人当たり3.0枚も所有していることになる。公金市場は地方税で40兆円を越え、使

用料・手数料が２兆円超、公営企業の料金収入が10兆円弱など総額で50兆円の規模となっ

ている。手数料については地方自治体との個別対応となっているため、料率については地

域のショッピングモール発行のクレジットカードなど、競合させて手数料を抑える方法が

考えられる。ポイントの付与についてはイシュアーがそれぞれの基準でポイント額を決め

付与しており、利用者自身はポイント付与などを含むサービス内容によって、クレジット

カード会社（イシュアー）を選択することとなるが、納税によるポイント付与はアクワイ

アラーと契約している地方自治体とは別の問題と考える。ポイントの付与を公平性の観点

から不適当であるとしても、イシュアーのポイント付与を一律にすることはできない。ポ
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イント還元分以上は利用者負担にさせる必要があると考えるが、事実上ポイントが一律で

ないため困難である。よってポイントは別の問題として考え、利便性を享受している受益

者に他の収納手段との手数料の均衡を保つためにも、手数料負担させるべきだと考える。

⑵　電話による自主的納付の呼びかけ業務（コールセンター）

　コールセンターにおける民間活用については、全国で初めてコールセンターを導入した堺市に

おいて初年度より大きな成果をあげたことから一躍クローズアップされることとなり、都道府県

や政令指定都市を中心に膨大な案件数を抱える自治体において、全国的な広まりを見せている。

　コールセンター設置の目的として、各地方自治体とも共通しているのは、現年度課税分におけ

る早期着手による新規滞納者の抑制と現年分の収納率向上である。中には、催告業務以外にも分

納の履行管理や他の自治体からの照会文書の回答など、「民」と「官」の役割を明確にし、公権

力の行使に当たらない範囲で職員の事務補助を委託している地方自治体もある。

　導入効果としては、先に述べたように実証が難しく、新規滞納者の抑制、収納率の向上、どち

らにおいても数値化はできないため、費用対効果の算出も難しいといえる。しかし、コールセン

ターを設置している自治体では確実に変化が表れており、職員の滞納処分等の事務的負担を軽減

していることは事実である。つまり、公権力の行使に当たらない補助業務について民間活用する

ことにより、徴税吏員は滞納整理などの公権力の行使に該当する事務に集中することができ、効

果的かつ効率的な徴収体制の構築が可能となるものである。

　コールセンター業務をすでに導入している地方自治体の中には、政府の緊急雇用対策補助金に

よりその費用を捻出している自治体も見受けられ、当該補助金の交付については期間が定められ

ていることから、将来的にコールセンター業務を廃止せざるを得なくなることも考えられる。そ

ういった場合、現年課税分の徴収対策についてコールセンター業務に依存していたならば、徴収

率に大きく影響を与える可能性がある。そのため、現年課税分の徴収対策としてコールセンター

の計画的な予算確保を行う必要があり、また、あわせてコールセンターが現年課税分にかかる唯

一の徴収対策とならないよう、自治体独自の取り組みが必要とされる。

　今後も多くの自治体が導入を検討、あるいは導入を進めているものと思われるが、その過程で

必ず検討課題となる費用対効果及び徴収組織の見直しである。その地方自治体の徴収体制の現状

を分析し、その地方自治体に最も適した組織体制、業務内容を検討することが必須であり、その

ような過程を経て導入した民間力の活用によるコールセンターは、収納額の増加だけではなく事

務の効率化や徴収職員の滞納処分への専業等、徴収力強化にとって波及的に良い効果をもたらす

と確信する。

⑶　収納代行システム

　収納代行システムは、収納事務にかかる徴収職員の業務を軽減させることにより、いかに徴収
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職員が行うべき公権力の行使にかかる滞納処分をはじめとした滞納整理事務に専念させるかとい

うものである。これは、前述のコールセンターと同様であるが、現状を分析することにより、徴

収組織の見直しや事務の効率化を図り、効率的な税務事務の運営を可能とするものである。また、

その効率的な運営を行うことにより住民サービスの向上にも波及するものと考える。

₅．おわりに

　ここまで地方税の徴収に係る民間力の活用について述べてきたが、地方自治体の税務事務に求

められるものは、公平、公正な徴収であり、その原則は納期内納税である。三位一体改革による

税源移譲の影響により地方税の調定総額は増加し、それに比例するように滞納繰越額も増加して

いる。地方税の徴収率は平成19年度以降下降しており、様々な影響がある中で納税者の納税意識

の低下もその要因の一つであると考えられ、納税意識の向上も地方自治体においては重要な課題

である。

　現在の各地方自治体における税務事務は、滞納事案の増加により、公平、公正な徴収、納期内

納付率の向上という要請に対応しきれていない団体が多く見受けられる。各地方自治体において

は、定員管理の観点より正規の職員数を削減しており、その影響は地方税の徴収部門においても

例外ではなく、多くの地方自治体において徴収担当の職員数は減少している。職員数の減少によ

る一人当たりの滞納事案担当件数の増加は、滞納整理事務を停滞させることとなり、その結果、

現年度課税分からの滞納繰越額が増加することが考えられる。そして、一度滞納整理事務が停滞

してしまう状況に陥ると、組織の見直しや事務の配分等、徴収体制の立て直しに相当の時間を要

することとなり、一向に徴収率が向上しないことになる。

　このような状況を改善していくためにも民間力活用は有効であると考える。コンビニ収納、ク

レジット納付、MPNを活用したペイジーによる収納を導入することにより、地方税の納付機会

を拡大し、納期限内納付の増加を図るとともに、地方税のコールセンターにより現年度課税分の

滞納繰越事案を最小限に抑えることができると考えられる。また、滞納繰越事案が減少すること

により、徴収職員の担当件数も軽減され、より適切な滞納事案管理がなされ、公権力を行使した

滞納処分の促進が図られ、滞納繰越分の徴収強化にも資することができる。また、収納代行シス

テムでは、消し込み等の管理にかかる業務負担の軽減が図れ、徴収職員の効果的な配置、事務分

担など組織的な対応を行うことにより、さらなる徴収力の強化につなげることが可能となる。
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コラム　滞納予防の観点から徴収を考える

　報告書の本編では徴収率の向上に努め、自主財源を確保することの重要性を説き、そのために

必要な徴収力を強化するための組織のあり方等を提言しているが、本コラムについては視点を変

えて、「予防」の観点から徴収率の向上について考えてみたいと思う。

１．予防の重要性

　日々、徴収業務をこなして行く中で、私はある時「滞納は怪我や病気に似ている」と考えるに

至った。誰にでも起こりうること、放置し続ければ悪化してしまう場合もあるために早期発見、

早期治療が望ましいこと等、共通点がたくさんある。

　このように滞納を怪我や病気と同様に捉えると、納付折衝や財産調査、滞納処分の一連の業務

は「治療」といえる。つまり、症状（滞納）が発生した後の対応であり、医師が問診後に投薬し

たり、手術をしたりするのと同様に位置づけることができる。

　この「治療」に対して「予防」がある。発症を未然に防ぐための手立てであり、風邪をひかな

いための手洗い・うがいが代表例である。

　「予防は治療にまさる」と言ったのは15世紀の神学者エラスムスだが、医学の世界において、

21世紀はまさに予防の時代である。健康保険法が改正され、平成20年度から各健康保険組合にお

いてメタボリック診断が義務付けられたのも、この「予防」の観点からに他ならない。

　滞納の問題についても同様に「予防は治療にまさる」と言えるのではないだろうか。我々はま

ず「滞納者」の絶対数を減らすことに力を注ぐべきである。そもそもの滞納自体がないにこした

ことはない。戦わずに勝つ、つまり徴収職員が何もせずに自主納付してもらうのが一番いいので

ある。

　当然、すべてを完全に予防できるわけではないため、本編で論じたような対策が必要となるわ

けだが、滞納者の絶対数が減ることで、滞納者一人一人に対してより集中した対応ができるよう

になることは間違いないだろう。

₂．具体的な予防対策（ファイナンシャルリテラシーの習得）

　滞納の予防対策はいくつか考えられるが、私が考える一番効果的な方法は、学校教育や市民へ

の公開講座等を通じて、市民に一定のお金に関する知識（ファイナンシャルリテラシー）を身に

つけてもらうことである。一例として、次のような内容を考えてみた。

　１　 公租公課（国税・地方税・保育料など）が賦課される仕組みと滞納した場合の滞納処分の



80 おおさか市町村職員研修研究センター

平成22年度　徴収力強化研究会報告書

内容

　２　金利18％でお金を借りた場合の月々の返済額と返済総額

　３．不動産を購入した場合にかかる費用

１． 公租公課（国税・地方税・保育料など）が賦課される仕組みと滞納した場合の滞納処分の内

容

　今は現役を引退し、タレントになっている元日本ハムファイターズの新庄選手が阪神タイガー

ス時代、年棒が2,200万円（推定）になったため、2,000万円のベンツを購入したという有名なエ

ピソードがある。このエピソードには続きがあって、多額の税金のことをまったく考えておらず、

滞納しかけたところを叔父さんに助けてもらって事なきを得たそうである。ここまで豪快なこと

をする方はいないが、滞納者の中に「市民税や保育料が去年の所得に応じて賦課されるなんて知

らなかった。稼いだお金は使ってしまったし、仕事も変わって今はお金がない」という人が結構

いる。「税金」という我々の生活とは切っても切れないものに対して、もう少し詳しく勉強する

機会があってもいいのではないだろうか。

　その際に、滞納処分の内容について一歩踏み込んで説明する。不動産や給与だけでなく、自動

車や生命保険の保険金請求の権利、果ては不動産を借りる際の敷金までありとあらゆるものが差

押えの対象となることや、自宅を捜索される可能性もあることなど、具体的な事例を用いて「差

押えは嫌だ」という強烈な印象を与えることが滞納の予防に繋がるのではないだろうか。

₂．金利18％でお金を借りた場合の返済総額

　今まで多重債務状態の滞納者を多数見てきたが、多重債務に陥る理由のひとつに「複利」に対

する理解の欠如があると思われる。相対性理論で有名なアルバート・アインシュタインは、「複

利」について、「宇宙で最強の力」と言ったそうである。確かに50万円を年率18％で運用できれ

ば、５年後には約２倍の116万円になるのだが、逆に言えば50万円を年率18％で借りて５年で返

済するならば約２倍の金額を返済しなければいけないわけである。しかも、数年前までは大半の

消費者金融会社がグレーゾーン上限ギリギリの年率27％程度だった。年率27％で同様に計算して

みると恐ろしい金額になる。

　金利について勉強し、「複利」というものをしっかり理解していれば18％という利率で長期間、

お金を借りようとは思わないだろう。

₃．不動産を購入した場合にかかる費用

　納付折衝をしている中で、不動産会社の営業担当に言われるままに家を購入している人の多い

ことに驚かされる。「銀行の審査を通すために必要」と言われ、所得を水増しして修正申告する

人もいれば、営業担当に実印を渡してしまう人さえいる。
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　そんな人達が購入後「こんなはずじゃなかった」と頭を抱えて納付相談にやって来る。固定資

産税が払えない、水増し申告した際の税金や税金に基づいて徴収される保育料が払えない。ひど

い人になると購入したはいいが欠陥住宅で、修理代のために消費者金融でお金を借りたという人

もいる。

　不動産の購入はたいていの人にとっては一番大きな買い物である。①・②の勉強をしていれば

間違った判断をする人は少なくなると思うが、不動産購入時に必要な金額を、具体的な事例を示

して紹介することが必要ではないかと思われる。

₃．まとめ

　このコラムで提案した内容は徴収担当課だけではできない内容であり、各自治体の教育委員会

をはじめとする関係機関と連携して取り組む必要がある。また、容易に実現できることではない

だろう。新しい試みには、往々にして組織内外に大きな抵抗があるものだ。だが、方法はひとつ

ではない。上述の方法はあくまで例を示しただけであり、本当に大切なこと、つまりこのコラム

で読者に伝えたかったことはただひとつ。我々徴収職員の目的は何か？ということを改めて問い

直す必要があり、その際に「予防の観点」から考えることが必要ではないかということである。

　繰り返すが「予防は治療にまさる」のである。従って、我々徴収職員は、滞納を治療する名医

となるために修練すると同時に、滞納者の絶対数を減らすための予防措置を考え続ける努力を

怠ってはいけないのである。
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〈視察報告書１〉　八尾市役所

【視察目的】

　八尾市は、府下において常に高い収納率を上げており、その手法を検証することにより本研究

会に役立たせる。

【視察内容及び質問事項】

　１．徴収目標等にかかる運営方針

　２．分納管理の手法

　３．人材育成について

　４．ヒアリングについて

【八尾市の概要】

　八尾市は大阪府の中央部の東寄りに位置し、西は大阪市に、北は東大阪市に、南は大和川を境

として松原、藤井寺の両市と東南部の柏原市に、東は生駒山脈を境にして奈良県に接している。

　現在の面積は41.71平方キロメートル、人口は約27万人である。

視察日時 平成22年８月６日㈮　午前10時～正午

視 察 先

視察場所：八尾市役所
住　　所：大阪府八尾市本町一丁目一番一号
最 寄 駅：近鉄八尾駅
対 応 者：山原　義則（財務部次長兼債権管理課長）
　　　　　田辺　雄一（財政部次長兼納税課長）
　　　　　志賀　英友（納税課長補佐）
　　　　　天野　哲郎（納税係長）
　　　　　西　　裕史（納税係長）
　　　　　西田　政崇（納税係長）

視 察 者

濱田　卓弥（富田林市総務部納税課）
森口　孝彦（泉大津市総務部税務課）
永井　健晴（藤井寺市市民生活部税務課）
中川　義夫（東大阪市収納対策室納税課）
井上あゆみ（高槻市税務室収納課）
石田　裕昭（高槻市国民健康保険課）
藤間　義隆（和泉市総務部税務室納税担当）
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【視察結果】

　１．徴収目標等にかかる運営方針

　　 　徴収目標は、徴収実績の最高値である96.02％（現年度　98％以上、滞納繰越　30％の合

算）を目標としている。

　　 　運営方針は、今年度より現年度重視の体制へ移行している。徴収体制は納税係11名・整理

係４名で機能別担当制を採用しており、納税係では五十音順で担当分けを行い、主に納付相

談、分納管理、差押、交付要求を担当している。差押、交付要求の案件等は１カ月後に整理

係に移管する体制を採用している。五十音順の担当制の利点は、滞納者が生活圏内での情報

共有を防ぐ効果及び難事案の偏りをなくすことにある。また、主担・副担を置き、いつでも

対応可能な体制をとっている。

　２．分納管理の手法

　　 　分納誓約時において、特に１年以上にわたる案件については滞納者の生活状況などの十分

な聞き取りを行っている。調査票を使用することにより、聴き忘れや経験年数の浅い職員で

も滞納者とも一定の納税交渉ができる効果がある。聞き取りの内容は、滞納原因・勤務先・

月収・家賃等の必要経費・同居の家族構成・所有財産（土地家屋・生保）等であり、約束不

履行時においての財産調査を簡易に行うことができる。

　３．人材育成について

　　 　八尾市独自で事務処理要領を作成し、業務の基本的な指針を定めている。また、徴収は班

体制を組んでおり、ベテラン職員と若手職員が情報を共有することによって業務の遂行に当

たっている。　課内研修の他に新人職員に対して３～４年目の職員を教育係として担当させ

ることにより人材育成を図っている。これにより３～４年目の教育係の職員の知識の向上も

同時に図っている。

　　 　その他、債権管理課が作成した債権管理マニュアルを用いて、自力執行権が有する他の課

の職員とも研修を実施しており、新人研修として位置づけている。用語の意味から始まり、

業務を行うメリット、デメリットなども記載されている。電話や訪問時の対応の仕方、交渉

の記録方法、分析、進行管理、必要な様式、法令まで記されており、配属１年目から職務全

般を把握する事ができる。また、この一冊で課の方向性を示す事ができている。

　４．ヒアリングについて

　　 　納税係　年３～４回（11月～４月）、整理係　年１回のヒアリングを課長・課長補佐・係

長・担当者で１週間かけて行っている。１回目は主な目的として各事案の基本方針を立てる

ことを目的とし、２回目以降は、困難事案を上司と相談しながら方向性を決めている。すぐ
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には解決できない困難事案については、ヒアリングにより組織で対応できるように方針を立

てている。

【所感】

　現年98％以上を目標に翌年度への滞納繰越分の発生を極力抑制する方策が立てられている。

　まず、現年分の督促状の１ヶ月後には催告書が発付され、さらに現年の滞納事案を税目・滞納

金額等により６分類されている。そのうちの５分類については翌年の５月までに差押予告・差押

決定通知が発付され、残りの１分類についても翌年５月までに差押予告まで発付される管理スケ

ジュールとなっている。滞納者によっては督促状催告状を合わせて年間10通発付されることとな

り、これにより納付忘れの防止、滞納者への納税意識を高める効果があると思われる。

　滞納分は７分類されており、８月までに差押予告・差押決定通知が発付される管理スケジュー

ルとなっている。

　また、送付する文書の色にも工夫がされており、差押予告（黄色）、差押決定通知（赤色）で

行い、滞納者に対し視覚的に圧迫して滞納の抑制を図っている。

　上記により現年、滞繰分にかかわらず早期の滞納処分が行われる体制を築いており、視察の中

で「滞納をゆるさない」という課の一丸となった職員の意識と毎年研究を重ねて効率的に滞納整

理を行い、更なる徴収率の向上を目指す姿勢が感じられた。

　また、人材を育てることに重点を置いた組織作りを行っており、計画的な研修によって職員の

知識の向上を図り、ヒアリングに多くの時間をかけて担当者と上司の双方向の意見交換により滞

納整理の方向性を導きだす体制が構築されているとともに、担当者が一人で問題を抱えこまない

体制をつくることによって職員間のコミュニケーションやモチベーションを上げる効果につな

がっている。

　全体的に職員間の関係が密に図られており、「滞納をゆるさない」という組織の意思統一が確

立された強固な組織であると感じられた。
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＜視察報告書₂＞　芦屋市役所

【視察目的】

　芦屋市は、公売、過払い金請求等の先進的な取り組みを積極的に行っている。その手法を検証

することにより本研究会に役立たせる。

【視察内容及び質問事項】

　１．徴収目標等にかかる運営方針

　２．年間スケジュール

　３．効果的な滞納整理の手法

　４．課内会議等による情報共有化

　５．公売・過払い金返還請求について

　６．新たな取り組み

【芦屋市の概要】

　芦屋市は、兵庫県の南東部に位置し、国際観光文化都市に指定されている。また、関西圏を代

表する高級住宅街が多数存在し、総面積は18.57キロメートルである。

　人口は、95,423人（平21．８．１現在）であるが高額所得者も多く、税収は重要な市の財政を

担っている。そのため滞納事案を早期解決に導くことは、必要不可欠であり、効果的な滞納整理

が望まれる。

視察日時 平成22年８月６日㈮　午後３時～午後５時まで

視 察 先

視察場所：芦屋市役所
住　　所：兵庫県芦屋市精道町７－６
最 寄 駅：阪神線芦屋駅
対 応 者：長谷川省三氏（収税課長）
　　　　　長谷　啓弘氏（主査）

視 察 者

濱田　卓弥（富田林市総務部納税課）
森口　孝彦（泉大津市総務部税務課）
永井　健晴（藤井寺市市民生活部税務課）
中川　義夫（東大阪市収納対策室納税課）
井上あゆみ（高槻市税務室収納課）
石田　裕昭（高槻市国民健康保険課）
藤間　義隆（和泉市総務部税務室納税担当）
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【視察結果】

　１．市の財政状況と主な取り組みについて

　　 　芦屋市では、平成７年１月に発生した阪神・淡路大震災の復旧・復興事業のため最大時に

は、約1,100億円を超える市債残高があったが、平成21年度末時点では750億円台にまで減少

させている。

　　 　また、平成19年度の国から地方への税源移譲により、通常、住民税の増が見込まれるとこ

ろであるが、高額所得者の多い芦屋市の場合、平成19年度税収に基づき税源移譲がなかった

ものとした試算では、逆に約17億円の減少となっている。

　　 　このような状況の中、税収確保に向けての様々な取り組みを、職員一同が工夫を凝らし、

市が一丸となって積極的に行っている。

　　 　主な内容として、平日に金融機関等での納付が困難な方のために、毎月の最終日曜日に納

税相談窓口の開設、債権差押の強化、捜索の実施、インターネット公売、県税事務所との合

同公売、兵庫県職員による併任徴収、人材派遣による電話等での市税催告業務の実施を行う

など徴収率の向上に向け、日々努力を積み重ねている。

　２．具体的な取り組みについて

　　 　まず、毎年度当初の課内会議にて徴収率の目標値、差押件数の目標値、高額案件の取組方

針を決定し、そこから滞納整理が始まっていく。職員は現在９名で対応しており、一人当た

りの持ち件数は600件程度。高額所得者が多い分、高額滞納事案も発生しやすく、中には１

件で１億を超える滞納事案もある。

　　 　滞納整理については、地区別担当制を導入し、各担当者が低額から高額までの事案を受け

持つが、困難案件発生時にはその都度、職員が情報を共有し、対応できる仕組みとなってい

る。さらに、年間を通じて一斉作業の日程がきめ細やかに決まっており（主な流れ：各関係

機関への一斉調査依頼（年金・生命保険照会、給与照会、他市照会）→調査回答に基づく催

告対象者の決定→差押予告の一斉発送（給与特別徴収義務者差押予告、年金所得者差押予告、

不動産差押予告、生命保険解約予告等）→交渉成立・滞納処分・執行停止案件等の見極め）、

他機関への照会や財産調査が速やかに、かつ、効率的に行われる制度が確立されている。そ

れにより、担当者毎の進捗状況に統一性が図られ、具体的な日程が決められていることによ

り、その後の滞納処分についても予定を立てて執行できる体制を構築している。

　　 　また、毎月１回の課内会議を行い、困難案件の相談や次月予定を担当者間で確認し、組織

としての方向性の統一も図られている。

　　 　さらに「やるからには１番を目指す！」をモットーに、不動産公売に関する広告を職員が

工夫を凝らしながら作成し、PRするほか、話題性のあるもの（例：ポルシェ、最高級の洋

酒、高級ブランドバッグ等）を公売にかけたりすることで新聞紙に掲載（別添１）されるこ
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とも多数あり、広報関係をうまく活用している。あわせて、催告文書発送時に自動車のタイ

ヤロックの実物写真を載せた文書（別添２）を同封するなど、視覚的にも滞納に対する注意

を促している。

　　 　滞納処分関係では、他市に先駆け、過払い金請求（平成22年５月末時点での過払金差押状

況：滞納者数19名、貸金業者数20社、差押件数43件、差押金額2,183万円、滞納額3,022万円。

このうち11社、21件、約730万円の支払い（裁判上の和解を含む）あり）を多数行い（補

足：芦屋市の場合、日常生活に困らないだけの一定の収入があるにもかかわらず、小額分納

を繰り返す滞納者に対しては、納付誓約更新時等に、生活状況、特に支出の内訳を詳細に聞

き取る中で、消費者金融等を利用しているかどうかの把握を行っている。また、銀行預金照

会による取引履歴において、クレジットカードでのキャッシングを利用していると考えられ

る場合には、本人に利用状況を確認することにより実態把握に努めている。さらに、催告書

には過払い金の相談案内パンフレットを同封している。）、多重債務者でもある滞納者の滞納

市税の解消と同時に生活改善・再生にも寄与している。

　　 　さらに全国の自治体に向けて「過払金債権全国自治体サミット（趣旨：貸金業者に対する

統一的な対応や連携強化、滞納整理の方策及び多重債務解消に係る課題を持ち寄って、事例

発表、意見交換と検討を行い、早期に滞納地方税等の徴収及び多重債務者の救済を図る）」

を開催し、過払い金返還請求の取り組みを全国に向けて発信し、各機関との情報交換・連携

強化を幅広く行っている。

【所感】

　一斉催告による年間スケジュールが徹底され、滞納整理が無駄なく効率的に行われている。高

額案件１件あたりの滞納額が非常に大きいことには驚いたが、困難案件については随時、相談し

やすい環境が整えられ、組織としての一体性も保たれており、職員間のコミュニケーションが上

手く図られている。

　また、職員が新たな取り組みを考え、提案し、管理職がそれに対しブレーキをかけることなく

フォローしており、それが職員のモチベーションアップにもつながっている。仕事を遂行する上

で、モチベーションを積極的に向上させていくということは、どの職場においても、非常に重要

なことであるが、実務上、滞納整理を進めていく上では、なかなか解決に至らず、各担当職員が

行き詰まるケースも少なくない。時には理不尽な苦情や文句を言われ、自分の交渉が果たして正

しいのかと不安になることさえある。そんな時、同じ職場に相談し合える仲間がいたり、後押し

をしてくれる上司がいれば、自分一人で立ち向かっている訳ではないという意識が職員間にも芽

生え、元気ある職場が出来ていくと考える。視察を通じ、芦屋市にはそのような職場環境が整え

られているように感じた。

　さらに、新聞紙やホームページ等の広報関係を上手く利用することで、芦屋市の滞納整理方針
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を広く市民に周知し、市として積極的に歳入確保に努めていることを知らしめ、その結果、「税

金を滞納しても、結果的になんの得にもならない」という市民全体の納税意識が向上し、かなり

の波及効果があると考えられる。広く市民感情に訴えかけていくということも非常に有効な滞納

整理の手法であると感じた。

（別添１）

2010年₆月₈日　神戸新聞

2008年₅月30日　神戸新聞 2010年₂月19日
読売新聞
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（別添₂）
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＜視察報告書₃＞　静岡県湖西市

【視察目的】

　湖西市は静岡県下で第１位の徴収率を上げており、その徴収組織の体制及び徴収に関する取り

組みを現地にて視察及び聴き取り調査を行い、後日、本研究会で研究した結果を大阪府内各市町

村へ反映させることで、組織全体の徴収力の強化を図る。

【視察内容及び質問事項】

　○徴収組織について

　　１．徴収組織について　　２．人材育成について　　３．進行管理について

　　４．セーフティネット、組織対応について

　○公金一元化徴収について

【視察結果】

　１．湖西市について

　　 　湖西市は静岡県最西端に位置し、東は浜松市、西は愛知県豊橋市に隣接している。距離的

には浜松市より豊橋市に近く、文化圏や商圏は愛知県側に含まれている。

　　 　また、湖西市は工業中心の都市であり、スズキ、アス

モ、浜名湖電装（デンソー系）などの自動車関連や電器

関連の工場があり、市税収入のうち法人市民税が占め

る割合が高い。今年３月22日に隣の新居町を編入合併

し、合併時の人口は62,792人となっており、そのうち、約

3,700人を外国人が占めている。

視察日時 平成22年８月19日㈭　午後２時～午後４時30分

視 察 先

視察場所：静岡県湖西市総務部税務課
住　　所：〒431-0441　静岡県湖西市吉美3268
最 寄 駅：JR東海道本線「鷲津駅」
対 応 者：小林　勝美氏（湖西市総務部税務課収納係長）
　　　　　岡部　雅史氏（　　　　　〃　　　　　係員）

視 察 者

樋口　　翼（門真市水道局お客さまセンター）
吉岡　潔朗（枚方市財務部税務室納税課）
井上　節子（寝屋川市市民生活部保険事業室）
新城　広志（守口市企画財政部納税課）



94 おおさか市町村職員研修研究センター

平成22年度　徴収力強化研究会報告書

　２．徴収体制について

　　 　総務部税務課収納係は係長１名、係員４名の正規職

員と国税OBの納税相談員（非常勤）１人で構成され

ており、徴収業務のほか、収納業務や軽自動車税の課

税業務も合わせて行っている。

　　 　平成16年９月から納税相談員を採用しているが（現

在も同じ相談員を採用）、それ以前は差押処分をほと

んど行っていなかった。納税相談員からの適切な納税

交渉の指導、また差押処分、執行停止等の徴収技術の習得により徴収職員の意識改革が図ら

れ、その後の徴収率向上に繋がっている。

　　 　催告書を送付し期限が過ぎて連絡がなければ財産の差押を行うことを基本としており、平

成21年度の差押件数は不動産を約50件、預金を中心とした債権を約75件（前年は約100件）

実施している。善良な納税者の目線で徴収業務を行っており、差押えた預金は全額取り立て

ている等、その姿勢は一貫しており、見習うべきところである。不動産公売を過去に一度実

施したことはあるが、人数が少ないこともあり積極的な捜索・公売は現在のところ行ってい

ない。

　　 　市税の滞納者は約9,500人。係長を含めた５人で割り振っているため、一人当たりの件数は

2,000人弱と非常に多い。また人口の６％弱はブラジル、ペルーをはじめとした外国人であり、

一昨年のリーマンショック以来外国人の滞納者が急増。個人市県民税において滞納者の約半

分と滞納税額の約半分は外国人となっている。職を解雇された人や居所不明の人も多く、外

国人対策が今後の大きな課題となっている。

　　 　徴収部門以外の職員にも徴収のことを理解してもらうため、課税部門の職員も動員して臨

戸や電話催告を実施している。その内容は直近年度の滞納者を対象に臨戸、現年の督促状の

納期限までに納付がなかった人を対象に電話催告を行っている。臨戸については積極的に行

うべきかどうか疑問ではあるが、職員が少ないなか郵送戻りの現場調査も兼ねていること、

また課税部門の職員にも、課税されたら全額納付される訳ではなく徴収努力をしてこそ徴収

率が上がることを理解してもらう意味でも有意義であると思われる。

　　 　臨戸や財産調査のうえ担税力がないと判断した滞納者はすぐに執行停止を行っており、昨

年は時効消滅による不能欠損は１件もない（ただし旧新居町には数件あり）。

　　 　徴税方針や滞納整理マニュアルは特に定めていないが、懸案事項があれば収納係の職員が

集まってその都度協議していく体制がとられている。

　　 　納税相談員や係長は徴収職員に対し「徴税吏員としての自覚と責任」を持って業務を進め

るように指導しており、そのための知識を身に付けるように合わせて指導している。苦情対

応においては「課長を出せ。」「市長を出せ。」と大声を出されても窓口の職員が拒否してお
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り、また上司は何かあればすぐに出て行けるようにその心構えをして対応を見守っている。

職員のモチベーションを下げないような体制がとられていると言える。

　　 　今年合併した新居町では差押処分はほとんど実施されておらず、旧新居町の滞納者対策も

一つの課題となっている。

　　 　公金一元化徴収に向けての話は税務課はじめ庁内であがっておらず、今のところ一元化の

予定はない。

【所　　感】

　少ない人数で徴収業務を行っているが、問題があれば全員が集まって方向性を決定して徴収実

務にあたっており、非常にチームワークの良さが感じられる。また、苦情対応についてもそれぞ

れの役割を自覚して組織として対応しており、職員のモチベーションを下げないようにしている。

納税相談員からの適切な指導もあり、徴税吏員としての自覚と責任を持って徴収業務にあたるこ

とが徹底されていると感じた。
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＜視察報告書₄＞　静岡県袋井市

【視察目的】

　袋井市は、平成20年度以降、税務課収納対策室において、住民税に代表される公租以外に保育

料等の公課及び水道料金等の一般債権を纏めて、全庁体制による市税等滞納整理期間を設定し、

市の債権回収に積極的な取り組みを実施している。

　袋井市の徴収組織の体制及び徴収に関する取り組みを現地にて視察及び聴き取り調査を行い、

後日、本研究会で研究した結果を大阪府内各市町村へ反映させることで、組織全体の徴収力の強

化を図ることを目的とする。

【視察内容及び質問事項】

　○徴収組織について

　　１．徴収組織について　　２．人材育成について　　３．進行管理について

　　４．セーフティネット、組織対応について

　○公金一元化徴収について

　　１．徴収組織の一元化について　　２．取り扱う債権の範囲について

　　３．守秘義務について　　４．メリット・デメリットについて

　　５．債権管理条例について

【袋井市の概要】

　袋井市は、静岡県西部に位置し、東は掛川市、西は磐田市、

北は森町に隣接している。東海道新幹線や東名高速道路など

主要交通路が横断し、東京へは240キロメートル、大阪へも

320キロメートルと交通条件にも恵まれている。東西約15キロ

メートル、南北約17キロメートルにわたり、面積は108.56平方

キロメートルで、平成21年度の主な土地利用の状況は、宅地

視察日時 平成22年８月19日㈭　　午後２時30分～午後４時30分

視 察 先

視察場所：静岡県袋井市企画財政部税税務課
住　　所：静岡県袋井市新屋１丁目１番地の１
最 寄 駅：JR袋井駅
対 応 者：税務課収納対策室　長谷川和也氏、田中　伸弥氏

視 察 者
竹内　弘明（豊能町総務部税務課）
辻井　智之（松原市健康部保険年金課）
野口　武士（松原市財務部納税課）
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15.9％、農地34.9％、山林11.2％となっており、平坦な地域が広がり、土地利用もしやすい条件が

整っている。また、可住地面積は85.13平方キロメートルあり、人口は86,935人（Ｈ22．９．１現

在）と着実に増加を続けている。

【視察結果】

　○徴収組織について

　　 　袋井市の収納対策室は10名で、その内訳は徴収担当６名、窓口、口座振替、収納消込み、

軽自動車税賦課担当等４名で構成され、国民健康保険税の徴収及び消込み業務も担当してい

る。また、徴収業務は地区担当制であり、現年度・滞納繰越の優先順位は事案に応じて行っ

ている。

　　 　滞納者の特徴としては近在に自動車メーカー関連の企業が多いことから派遣関係の職業に

従事していた者、その中でも外国人滞納者が多いことである。収入未済額及び滞納者数の３

分の１を外国人が占め、その対策が急務である。このため市民税係では、従業員が３名以上

いる事業所に特別徴収へ切り替えを推進している。

　　 　袋井市の徴収業務の最大の特徴は平成20年度から市を挙げての徴収体制（以下「全庁体

制」という。）を実施していることである。これは市長をトップとする市税等収納対策本部

を設置し、税務課収納対策室が事務局となり、本庁・支所勤務及び病院職員事務局の主任以

上（主任の下には副主任と主事のみ）の職員で臨戸を中心に滞納者との直接交渉を目的とし

た滞納整理を実施していることである。平成21年度は11月９日から11月27日の間に職員341

名が２名１組でチームを編成し、平日朝９時から夜８時まで臨戸を実施した。臨戸を実施す

るにあたり、袋井市市税等収納対策実施要領に基づき職員に徴税吏員証等を交付し、対象件

数は各課100件、職員一人当たり10件程度を割り当てている。市税の滞納者と各課の滞納者

を名寄せし、普段担当している債権以外も滞納整理を行うことに意義がある。ただし、水道

料金等の公営企業会計は同じ期間に別途、臨戸を実地している。組織としての対応は臨戸中

の対応や苦情処理のために、各課に最低１名を待機している。

　　 　全庁体制による滞納整理の事前準備として、「全庁体制による市税等滞納整理の手引き

（以下「市税等滞納整理の手引き」という。）を作成、研修を行い、納税・納付交渉の経験

がない職員でも行えるよう滞納整理の基本から催告書の見本等を示し、すべての職員が同じ

レベルで滞納整理を実施できるように努めている。この市税等滞納整理の手引きは全28ペー

ジで構成され、滞納者との交渉・対応方法、Q＆A、催告書の作成見本、交渉経過の書き方、

徴収金の取扱方法等についてきめ細かく説明がされている。外国人滞納者が多いことから催

告書見本には催告書名や連絡先に英語とポルトガル語が併記され、少しでも滞納者の目に留

まる工夫がされている。この手引きは初任者研修に使用できるものであるといえる。反面、

準備に要する時間や職員の労力は相当なものがある。この期間のみ使用するのではなく、徴
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収事務マニュアルとして活用する必要がある。

　　 　全庁体制による滞納整理に参加する職員のモチベーションを上げるために各課で目標額を

設定し、その達成に努めている。

　　 　また、広報誌でも全庁体制で滞納整理を行うことをアピールし、滞納者への直接的な効果

を求めるとともに潜在的な滞納予備軍に対する滞納抑止も狙っている。事実、公報掲載後、

滞納者等からの問合わせは多いとのことである。ただし、いずれ滞納者側にもいわゆる「催

告なれ」の現象が発生するのではと思われる。その現象が発生する前に全庁体制による滞納

整理の手法を検討する必要があると考える。

　　 　平成21年度全庁体制による滞納整理の実績は、目標額64,766千円に対し、徴収額71,747千

円（予告効果47,479千円、自主納付11,616千円、臨戸徴収12,652千円）、対目標額110.8％と当

初の目的を達成している。催告書の事前予告による効果が66.2％を占めており、実際に職員

が臨戸を行うことを予告した効果といえる。

　　 　袋井市は独自の取組み以外に「静岡地方税滞納整理機構」に参加している。静岡地方税滞

納整理機構とは、静岡県と県内すべての市町が協力し、困難事案を同機構に移管して滞納整

理を行うものである。ただし、事案を移管するだけではなく、市の職員も２年間同機構に出

向し、県内の様々な事案の滞納整理を行うことにより徴収技術の向上を図っている。移管す

る事案や職員の派遣については、一定の基準、割当てがあり、一事案あたり20万円の負担金

が必要なため、高額かつ処理困難事案から移管を行っている。大阪府では滞納整理機構は作

られていないが、様々な徴収ノウハウを有している組織に処理困難事案を集約、集中して滞

納整理を行うことや職員を派遣し、徴収技術の向上に努めることは意義があると思われる。

　○公金一元化徴収について

　　 　現時点では公金一元化徴収は実施しておらず、今後も未定である。各債権で電算システム

が異なること、市税以外には延滞金の規定がなくその整備が必要であること、新たな体制の

整備や人員配置の問題等を検討、解消する必要があるためである。

　　 　一方で１年のうち約３週間ではあるが、袋井市が有するすべての債権について、全庁体制

で集中し滞納整理を行っている実績がある。この実績やこれまでのノウハウを有効に活用し

公金一元化徴収を行う部署を作ることは可能ではないだろうか。今後解決すべき課題は多い

と思うが、ゼロから公金一元化を目指す市町村に比べ、その実現は容易であると思われる。

【所　　感】

　全庁体制による滞納整理は、税の徴収強化月間に併せて他の債権も同時期に強化月間を設定し、

共同で徴収に当たるという考え方が基本となっている。税の公平性、市の財源の確保、使用料等

の受益者負担の原則等から市民に対するアピールだけではなく、職員の意識改革につながる効果
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があると思われる。平成21年度は前年度を上回る効果を挙げている。

　一方で事前準備に関わる一部の職員の負担、時間、費用等の問題があり、いかに効率よくかつ

効果的に全庁体制による滞納整理を実施するかが課題と思われる。現在は税務課収納対策室の職

員が市税等滞納整理の手引きを作成、各職員に配付そして説明・研修を行っている。このため収

納対策室の職員にかかる負担はかなり大きいものと思われ、その改善が必要ではないだろうか。

　市町村の規模、滞納額やその構成・内容等により必ずしも公金一元化徴収が最良の方法ではない

かもしれず、また、市町村の実情に即した公金徴収一元化の手法を取り入れることが必要である。

　「公金一元化徴収について」で述べたことの繰り返しになるが、ゼロから公金一元化徴収を行

う市町村に比べ、すでに職員が全員で徴収を行うことにより債権回収の重要性について認識して

いることや平成20年以降の実績があることを考慮すれば、その実現は十分可能と思われ、また、

袋井市独自の新たな徴収体制を築くことが可能と思われる。
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＜視察報告書₅＞　静岡県浜松市

【視察目的】

　浜松市は、人口・大きさともに静岡県一の都市であり、多くの自治体が長引く不況等で歳入減少、

市税・公課など収納率の低下が続く中、債権回収対策課の設立による公金の一元化徴収、インター

ネット公売及び電話催告の民間委託化等様々な手法を駆使するなど債権回収に積極的である。そ

の徴収組織の体制および徴収に対する取り組みを現地にて視察および聞き取り調査を行い、この

研究会で研究した結果を大阪府内各市町村へ反映させることで、組織全体の徴収力の強化を図る。

【視察内容及び質問事項】

　○徴収組織について

　　１．徴収組織について　　２．人材育成について　　３．進行管理について

　　４．セーフティネット、組織対応について

　○公金一元化徴収について

　　１．徴収組織の一元化について　　２．取り扱う債権の範囲について

　　３．守秘義務について　　４．メリット・デメリットについて

　　５．債権管理条例について

視察日時 平成22年８月20日㈮　午前10時～正午

視 察 先

視察場所：静岡県浜松市債権回収対策課　など
住　　所：〒430–8652　静岡県浜松市中区元城町103番地の２
最 寄 駅：遠洲鉄道「遠洲病院駅」
対 応 者：鈴木　喜博氏（財務部債権回収対策課　課長）
　　　　　高須　克己氏（財務部納税推進課　専門監）
　　　　　内山　　守氏（財務部納税推進課　徴収対策グループ長）
　　　　　菅野　竜平氏（財務部債権回収対策課）
　　　　　村松　俊司氏（財務部債権回収対策課）
　　　　　財津　浩利氏（財務部納税推進課）

視 察 者

樋口　　翼（門真市水道局お客さまセンター）
竹内　弘明（豊能町総務部税務課）
新城　広志（守口市企画財政部納税課）
吉岡　潔朗（枚方市財務部税務室納税課）
井上　節子（寝屋川市市民生活部保険事業室）
辻井　智之（松原市健康部保険年金課）
野口　武士（松原市財政部納税課）
阪上　博則（泉佐野市総務部税務課）
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【浜松市の概要】

　浜松市は、静岡県の西部に位置し、北は赤石山系、東は天

竜川、南は遠州灘、西は浜名湖と四方を異なる自然に恵まれ

ている。面積は1,588.04k㎡で岐阜県高山市に次いで全国２位

の大きさで、人口は820,454人（平成22年10月１日現在）で静

岡県１位となっており、平成19年４月１日に全国で16番目と

なる政令指定都市に移行した。浜松市はこれまでオートバイ

などの輸送機器、繊維産業、ピアノをはじめとする楽器産業の三大産業を中心に「製造業のま

ち」、「モノづくりのまち」として発展してきた。特に楽器産業には力を入れており、ヤマハ・河

合楽器・ローランドの３大楽器メーカーの企業が存在する。

【視察結果】

　○徴収組織について

　　・方針、目標設定、進行管理

　　　 　徴税方針としては、平成19年「市税滞納削減アクション・プラン」、平成22年「市税収

納率向上・滞納額削減について」、「債権回収対策課の徴収対策について」の作成により、

目標設定の指針としている。職員研修でもこれを徹底し、周知している。

　　　 　債権回収対策課ではグループ分けし、各グループ長が進行状況を統括的に管理する。担

当は月例報告、評価・反省を行うようにしており、課で組織する債権処理検討会を実施、

進まない案件は審議し、処理方針を導く。

　　　 　催告書発送の際も、対象者テーマを決めて発送、呼出し、滞納処分へのスケジュールを

立てる。目標を立てて達成、競争しながらやりがいを持って業務を行っている。

　　　 　苦情等は原則担当で対応するが、場合によって上司も担当する。「税務担当危機管理マ

ニュアル」などを作成し業務に当たる。

　　　 　職員のモチベーションを高め、組織を活性化するため、差押件数や収納額上位者等職員

を年２回の表彰を実施している。

　　・納付環境の整備

　　　 　口座振替率は政令市でもトップクラスであり、口座振替手数料も予算化、再振替もして

いる。コンビニ収納も実施している。但し納期内納付率は向上するが、潜在的納付者の納

付時期を早める効果が中心と思われる。
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　○公金一元化について

　　１．徴収組織の一元化について

　　　 　従来より市債権の重複滞納者が多いことは分かっていたが、滞納整理という業務の閉鎖

性、また縦割り組織等が障害となり一元化が出来なかった。このような中で平成17年12月

に市長の諮問機関「行財政改革推進審議会」から債権回収の一元化を進めるよう提言があ

り、およそ１年半の準備期間を経て債権回収対策の一元化組織「債権回収対策課」を設置

した。

　　　 　「債権回収対策課」は税務担当部局内に設置されており、理由としては市税徴収（滞納

整理）を担当している部局内であるため税務情報もあり徴収のノウハウがある程度蓄積さ

れているからである。

　　２．取り扱う債権の範囲

　　　 　「債権回収対策課」では９割以上の職員は市税50万円以上、国民健康保険料70万円以上

の滞納者について担当し、その他の債権は２名程度の職員で取り扱っている。

　　　 　債権の範囲としては、前年度に債権回収対策課と同課への移管希望がある債権所管課と

の間で12～２月までの間に各課２回程度ヒアリングを実施し、一部高額案件と処理困難案

件について移管を引き受けている。このため、毎年扱う債権及び移管基準が異なってくる

（平成22年度・10債権／3260万円、前年度より１億円減）。

　　　 　移管を受ける際、原課とヒアリングを実施しているが、内容としては滞納発生時期・時

効・滞納額・督促状発送状況・台帳・交渉経過・収納方法（納付書発行方法・現金取扱い

方法）・主管部局確認（併任辞令・吏員証）・根拠法令（法律・条令・内規等）・移管予告

発送・事務引継書提出依頼等確認後、移管対象案件を選定する。

　　　 　移管不適合になる案件には、請求不備・過年度移管済案件・時効到来済（公課のみ、私

債権は受ける）・債権所管課で未処理案件（未給水停止等）などの理由がある。

　　　 　事前ヒアリングの結果は移管時に「取決め事項」として取り交わしている。

　　　 　今後、債権所管課で完結（完納・執行停止・徴収停止・債権放棄）まで出来るよう個別

支援や、各課体制の相談や調査・差押に同行するなど後方支援（徴収支援）を強化していく。

　　　 　担当割りについては、徴収以外の業務なども考え年度初めに決定している。基本的に債

権毎に主・副の２名で担当しているが、限られた職員（２名）で移管債権処理にあたって

いるため、どちらかが必ず主となる。

　　　 　徴収金の債権間での分配基準についても手引きで考え方を定めており、基本的には市税

優先の原則に基づくが、滞納者、各主管課、担当者の意向や滞納状況、短期完納見込み、

資格制限の対象、時効中断、均等配分などの理由により優先して処理することがある。
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　　３．守秘義務について

　　　 　担当課以外の原課の債権を取り扱うことについて、守秘義務についてもマニュアル化さ

れており、基本的には公課については守秘義務を解除しており、税情報を活用している。

その他の債権については税情報は見ることが出来ないため、財産等の把握に苦慮しており、

平成22年度から財産調査のために、本人の同意の署名・押印をとるなどして、情報収集を

している。

　　　 　情報管理システムについては、市税と国保料は電算システムが統一されている。その他

の移管債権は別に職員が作成した「債権管理台帳システム」（アクセス）により一括管理

している。

　　４．メリット・デメリットについて

　　　 　一元化を実施するに伴うメリットは、重複して市債権を滞納している滞納者への対応が

合理的にできることである。税の部局内にあるため税情報をすぐに見ることが出来る（公

課に使用可）。市税の滞納整理の経験者が担当することで、納税交渉の手法・徴収ノウハ

ウが活用できることなどがある。

　　　 　デメリットとしては、多数の債権を扱うこととなるため、債権毎の法律を広範囲に亘り

把握する必要がある。劣後する債権に充当ができないことがある。基本的には徴収に関し

て業務を行っているため、賦課の説明であるなどその債権に対する発生原因の説明が出来

ないことなどがある。

　　５．債権管理条例について

　　　 　平成19年12月に「浜松市債権管理条例」を制定。現在のところ改定の予定はない。

　　　 　債権管理の手引きについては、概要説明編と法令・資料編の２種類を作成している。

【所　　感】

　浜松市では、行政機構改革で職員数減により体制も変わっていき、催告も文面を厳しくし合理

的に滞納処分できるよう図っていった。人員削減はどの自治体でも抱えるテーマであり、徴収で

は合理的に滞納整理を行わないと滞納は増える一方であると感じた。

　以前は差押もほとんどしなかったが、様々な自治体の事例などを見るうちに世間との違いを感

じ、個人やグループ毎の差押件数を競争させると、あるグループの差押件数が突出し、それに伴

い他のグループも件数を上げていった。一人がやりだすと相乗効果により周りもやりだし、よい

結果が得られたと言う事であった。

　新人職員の研修は、かなりの時間をかけてみっちり行っており、即戦力として業務を行えるよ

う指導している。講師は職員自ら行うため、講師を務める職員にもレベルアップが期待できる。
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　滞納整理や執行停止、守秘義務（プライバシー）や危機管理等でもマニュアルがしっかり作成

されている上に、年間通じて細かくスケジュールも管理されていることから、個人の役割分担等

が明確化されており、効率よく滞納整理を行うことができる。全員が同じ目的意識を持つことに

もつながり、職員同士の市債権徴収への取組みに対する相乗効果なども期待できる。

　マニュアル化やスケジュール管理の詳細化については実施できそうな部分でもあり、特に持ち

帰って検討したいと感じた。

　公金一元化に関して、債権回収対策課にて移管を受けた債権について滞納整理を行うが、それ

だけでなく債権所管課に対しても後方支援（徴収支援）を行っていくことで、所管課での滞納整

理への意識を向上させるとともに、債権回収に関わる全ての職員が同じ目的意識を持ち滞納整理

を行うことができるのと同時に、債権回収対策課への依存を防ぐ目的もあるのではと感じた。

　人口80万規模の政令市として大規模な徴収組織を、実績をあげるために効率化し、目標設定、

進行管理、職員のモチベーション向上によって徴収率を高めていったと感じた。

　全ての根本にアクションプランがあり、職員全体にも浸透しており、滞納整理に積極的である

と感じた。同じ目的意識をもつことによって職員のモチベーションも維持でき、大きな効果が得

られていることになる。
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＜視察報告書₆＞　静岡県富士市

【視察目的】

　静岡県下第３位の人口規模の富士市の徴収組織の体制や、徴収に対する取り組み、公金一元化

の状況及び効果を調査する。そこから、徴収率・徴収力を強化できる組織のあり方を本研究会で

研究し、大阪府下の各市町村の徴収力強化を図る。

【視察内容及び質問事項】

　・公金一元化について　特別滞納整理室（取扱債権、メリット、効果、守秘義務など）

　・組織体制　初動班・滞納班・特別滞納整理室／徴収指導員（国税OB）、徴収嘱託員

　・民間活用　コールセンター「ふじし納税お知らせセンター」

　・職員のモチベーションアップの工夫

　・徴税指針「富士市滞納整理執行指針」

【富士市の概要】

　富士市は富士山の南に位置し、東西22.7キロメートル、南北27.5キロメートルにわたり、面積

245.02平方キロメートルで、人口261,573人（平成22年４月１日現在）と静岡県下第３位の人口規

模である。

　産業は、古くから製紙業が栄え、現在も製紙会社60社・製紙工場70工場と日本一の規模で、中

でもトイレットペーパー生産量が日本一で、「紙のまち」として知られる。

【視察結果】

　○具体的な取り組み

　　・組織体制

　　　 　収税担当は、現年課税分のうち現年分納、行方不明、特別な案件など、嘱託員を担当と

視察日時 平成22年８月20日㈮　午後３時～午後５時

視 察 先

視察場所：静岡県富士市財政部収納課・特別滞納整理室
住　　所：富士市永田町１丁目100番地
最 寄 駅：岳南鉄道　ジヤトコ前駅
対 応 者：佐野　公信氏（収納課特別滞納整理室　主幹）
　　　　　大石　　信氏（収納課収税担当　主幹）

視 察 者
竹内　弘明（豊能町総務部税務課）
吉岡　潔朗（枚方市財政部税務室納税課）
井上　節子（寝屋川市市民生活部保険事業室）
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することが不適当な事案を担当する「初動班」と、滞納繰越分（４月１日現在で、滞納額

100万円以上を除く）を担当する。

　　　 　さらに公金一元化の実施として、滞納繰越額100万円以上及び保育料、市営住宅家賃な

どのうち、原課で徴収困難とされた案件を担当する「特別滞納整理室」を設置している。

　　　 　また、正職員以外に徴収嘱託員10名をおき、現年度滞納者宅を訪問して、催告と徴収金

受領する。他に徴収指導員として国税OBを１名採用。今年で７年目となり、主に困難事

案への助言や、新任者研修の講師などをする。

　　　 　国税OBのように徴収業務に知識が深く、現場経験も長い指導者を置くことで、職員の

知識と意欲向上につながる。ただし、職員の折衝時の対応や心構えに直接関わる部分も多

く、指導者の資質についての人選は大切である。

　　・目標設定、進行管理

　　　 　おおむねの滞納整理の流れとしては、納付書納期限→督促状発送→コールセンター→嘱

託員訪問（納期限から40～60日後）となっている。その後、催告書発送、差押と流れを止

めないようにしている。

　　　 　「富士市滞納整理執行指針」を作成し、担当の徴収進行だけでなく、管理職が進行管理

してゆく上での柱としている。

　　　 　収税担当では高額案件（滞納90万円以上）のヒアリングをして管理、以降も随時に設定

して行う。特別滞納整理室では、指針に基づき各担当が目標収納額を設定、年度後半に案

件ごとのヒアリング、差押件数を各担当で日計して進捗状況を見る。

　　　 　目標を設定して達成、差押件数も数字で確認してゆくことで、職員のモチベーションも

高く保てると思われる。

　　・人材育成

　　　 　新規採用や新任者には隣席上司をつけ、ペア制で指導している。初期～応用と段階的に

期間を区切って研修を実施し、１日も早く２年目以降の職員と同等の業務が行えることを

目指す。

　　　 　「誰かができる」ではなく、「誰もができる」体制を早く作ってゆけることが、効率的

な徴収に欠かせないものである。人材育成に力を入れなくては、継続的な滞納整理は望め

ない。

　　・苦情対応

　　　 　苦情対応は、原則担当上司が対応している。

　　　 　また、富士市では「市長への手紙」という市民の意見・提言を文書やメールで受け付け
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る目安箱のような制度があり、回答を求めるものには回答し、苦情についても同様にして

いる。

　　・職員のモチベーションについて

　　　 　まず、各職員間の仕事配分の考慮をしている。席の配置（窓口に近いなど）や、事務機

器の新旧でも仕事量にばらつきが生じるため、できる限り一人の人に集中しないようにす

るなど、やらない人をつくらないように管理する。職員間の不公平感がなくなるよう、仕

事の配分も考え、職員のモチベーションを下げないようにしている。

　　　 　また、捜索など危険をともなう処分をするときや行政対暴力に際し、職員に危険が及ば

ないよう、警察との連携を迅速に行えるようにして、職員の意欲を削がないよう気をつけ

ている。

　　　 　職員の意欲があっても、安心して職務遂行できる配慮が薄いと、その職員は孤立してし

まう。しかし、組織として滞納を許さないという姿勢があれば、反対に職員のモチベー

ション向上につながる。滞納整理をすすめるにあたり、不当な要求や行政への暴力を許さ

ないという組織の姿勢が求められる。

　○公金一元化について

　　 　平成21年４月１日から「特別滞納整理室」を設置し、基本的には収税のベテランを配置し

て一元化を開始した。取扱債権は、国民健康保険税、保育料、市営住宅使用料、市立高校授

業料、市立病院診療報酬負担金（H22～）などである。

　　 　21年度差押の充当実績としては、国民健康保険税がほとんどで、原課であまり差押できて

いなかったこともあり効果をあげた。

　○民間活用

　　・「ふじし納税お知らせセンター」（コールセンター）の見学

　　　 　公金一元化と同時にコールセンターを開始、静岡県下で先に設置されていた浜松市及び

静岡市を参考とした。納期限後１カ月の未納者へ１ヶ月間電話での納付慫慂、また口座振

替の勧奨を行う。

　　　 　世帯情報を切り離し、滞納が有るとわかるのみなど、必要最低限の情報のみを共有し、

情報制限をすることで個人情報保護にも努めている。

　　・効果

　　　 　厳密なアンケート調査などは困難であり、具体的数値はないが、現年収納率の落ち込み

は、県下他市より小さかったため、一定の効果があったと思われる。
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　　　 　コールセンターの設置をしている自治体は多いが、何によって納付に至ったかという原

因特定は難しい。電話により納付したという人は、期限内でなくともいずれ納付する潜在

的納付者である場合が多い。期限内納付の勧奨にはつながると思われ、少なくとも現年徴

収率を上げる、または維持する意味での効果はある。ただし、コールセンター導入による

費用と見合わせて、導入するかどうかを考えなければならない。

　　　 　電話があって払う、というような習慣化に至らないよう、今後のコールセンターの活用

には、口座勧奨など他の目的も兼ねられるようなシステム構築が必要かもしれない。

【所　　感】

　徴収組織として初動班・滞納班・特別滞納整理室と分けており、それらが「富士市滞納整理執

行指針」を軸に協力して業務にあたり、組織立っての効率化ができている。

　捜索の積極的実施も警察と連携し、組織として滞納を許さない体制がとられていると感じた。

滞納整理をする上で、大切な基礎となる部分である。ここが弱いと、努力して徴収しても誰も助

けてくれないような孤立感を感じてしまい、職員の士気を弱めてしまう。

　研修や新人教育にも力を入れており、人事異動などで代替わりしても、継続的に滞納整理を

行っていける組織づくりをしている。

　また、職員の方々と話す中で、他の自治体の取り組みや体制にも非常に関心を持っておられ、

徴収スキルをより向上させてゆこうという姿勢が見られた。内部に向けてだけでなく、外部にも

常に目を配り、自発的な向上心を持てる職員を育ててゆける組織風土があると感じた。

　不況など外部要因での収納率落ち込みは、どの自治体でも起こり得ることである。その時の収

納率向上のための対策は大切だが、収納率が低下してしまうような内部要因を作らないことがよ

り重要である。

　まずは、滞納整理を行うのは人（職員）であるというのが根本である。しかし、それは特定の

「人」に頼るのではない。人事異動にもスムーズに対応できる知識・ノウハウの共有をし、持続

的に滞納整理してゆける組織が、徴収力の高い組織であると感じた。
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＜視察報告書₇＞　静岡県富士宮市

【視察目的】

　富士宮市の徴収組織の体制及び徴収に対する取り組みを現地にて視察及び聴き取り調査を行い、

後日、本研究会で研究した結果を大阪府内各市町村へ反映させることで、組織全体の徴収力の強

化を図ることを目的とする。

【視察内容及び質問事項】

　○徴収組織について

　　１．徴収組織について　　２．人材育成について　　３．進行管理について

　○公金一元化徴収について

　　１．徴収組織の一元化について　　２．取り扱う債権の範囲について

　　３．メリット・デメリットについて　　４．債権管理条例について

　○その他

　　１．アクションプランについて　　２．特別徴収義務者の包括指定について

【視察結果】

　○富士宮市の概要

　　 　富士山の西南麓に広がる富士宮市は、富士山を御神体として平安時代に造営されたといわ

れる富士山本宮浅間大社の門前町として栄えてきた。

　　 　富士山の湧水が豊富で、水に関する工業が盛んである。富士宮市は、人口135,695人（平成

22年８月１日現在）に対し、年間観光客数600万人を超える観光都市である。

視察日時 平成22年８月20日㈮　午後３時～午後５時まで

視 察 先

視察場所：静岡県富士宮市収納課
住　　所：〒418-0073　静岡県富士宮市弓沢町150番地
最 寄 駅：JR東海　富士宮
対 応 者：佐野　和也氏（富士宮市収納課債権回収対策室室長）
　　　　　加々見一郎氏（富士宮市収納課債権回収対策室主任主査）

視 察 者

樋口　　翼（門真市水道局お客さまセンター）
新城　広志（守口市企画財政部納税課）
辻井　智之（松原市健康部保険年金課）
野口　武士（松原市財政部納税課）
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　○徴収組織について

　　１．徴収組織について

　　　 　収納課として28名おり、滞納整理を行う納税係が16名（正職員11名、臨時職員１名、嘱

託職員４名）、収納消込等を行う税制係が５名（正職員４名、臨時職員１名）、滞納額100

万円以上の高額滞納者と原課から移管を受けたその他債権の滞納案件を扱う債権回収対策

室が６名（正職員５名、臨時職員１名）である。臨時職員には預金調査の回答のまとめ等

の補助業務を行わせている。納税係で一人当たり千数百件、債権回収対策室で一人当たり

約三百件の事案を担当している。

　　　 　現在のところ地区別担当制を採っており、機能別担当制に移行するかどうか検討中である。

　　２．人材育成について

　　　 　入庁した４，５月は徴税経験２年以上の職員とペアを組ませて滞納整理を行わせ、先輩

職員が教育することとしている。教育方針については、特に定めていない。

　　　 　月に１度、収納課職員１名をランダムに選出し、他の収納課職員に対して、徴税関連の

講義を行わせている。講義テーマについては講師に選ばれた者に考えさせているが、捜索

や公売等、市として初めて行う予定のあることがある場合についてはそのことについて講

義をさせている。講師に選ばれた者の徴税知識の整理とレベルアップが図れると共に、収

納課全体のレベルアップ及び意識の共有化が図れる。

　　３．進行管理について

　　　 　個別事案ごとの進行管理は行っておらず、ヒアリング等も行っていない。２週間に一度、

交渉件数や差押件数を記載した報告書を提出させて、業務量の管理を行っている。２週間

に一度という提出の頻度については、職員から報告書の作成のための時間が業務の負担と

なっているとの意見もある。

　○公金一元化徴収について

　　１．徴収組織の一元化について

　　　 　平成19年度に企画経営課主導で公金一元化を実施することが決定され、平成20年度から

「収納課の税における徴収ノウハウを活用する」という考え方に基づき、元々収納課内の

高額事案を扱っていた債権回収対策室が、その他債権も扱うという形で公金一元化が開始

された。

　　　 　収納課としては、十分な人員配置を伴わずにその他債権の移管を受けたため、本来の収

納課の業務が圧迫されていると考えている。庁内の組織機構部会に対し、その他債権の回

収業務を各原課に行わせるよう要望を提出している。
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　　２．取り扱う債権の範囲について

　　　 　債権回収対策室設置の検討段階において、組織・機構の担当課である企画経営課が庁内

の債権回収部門に希望調査を行い決定した。

　　　 　平成20年度開始当時は、市営住宅使用料、市営住宅駐車場使用料、介護保険料、保育料、

給食費を取り扱い、平成21年度からは墓地管理料が追加された。

　　３．メリット・デメリットについて

　　　①メリット

　　　　 　基本的に収納課にとっては、メリットはない。原課としては徴収困難な事案が収納課

のノウハウを活用することにより、回収または不納欠損の処理が促進されていることが

大きなメリットである。また、収納課との繋がりができたことにより原課が滞納整理に

ついて収納課に相談できるようになったこと、原課が滞納整理について積極性を持ち始

めたこともメリットである。

　　　②デメリット

　　　　 　公金一元化の担当係を収納課内に設置したため、原課からの預かり債権を扱っている

という意識から、債権回収対策室としては、税の滞納よりも、その他債権の回収を優先

させないといけないという意識を持ってしまう。そのため、税の高額滞納事案よりも、

比較的滞納額の少ない、その他債権の事案を優先的に扱ってしまい、税の高額滞納事案

の処理が後回しになってしまう。結果として本来収納課として行いたいことができず、

職員のモチベーションが下がってしまう。

　　４．債権管理条例について

　　　 　債権管理条例については、検討部会を作り、作成するべきかどうかを検討した結果、公

金一元化を行うために必要なことは、地方自治法上にすでに記載されていることから債権

管理条例を作成する必要はないという結論に至ったため作成しなかった。

　○その他

　　１．アクションプランについて

　　　 　アクションプランを作成し、平成25年度までに静岡県内23市中５位以内になることを目

標として掲げている（現在は23市中18位）。徴収率ではなく、順位を目標としたのは、徴

収率は景気の動向に大きく影響を受けるため、指標として適さないと考えたため、県内で

の順位を目標とした。
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　　２．特別徴収義務者の包括指定について

　　　 　静岡県は住民税の徴収率が低いことから、県主導で、特別徴収義務者の包括指定を進め

ていくことが決定した。平成23年度に下田市等が開始し、富士宮市は平成24年度から開始

することとなっている。

【所　　感】

　富士宮市の視察において主に考えさせられたことは、公金一元化をどのような形で実現すべき

か、ということである。

　富士宮市のように、徴税担当課内に公金一元化の係を設置するという方法は「徴税担当課のノ

ウハウの活用」としては、最もその活用が期待できる方法であるが、そのような設置の仕方は

他課からの預かり債権であるという意識を持たせてしまう可能性があるのはいなめない。また、

「徴税担当課のノウハウの活用」が期待できるのはあくまで公租公課という自力執行権を持つ債

権の範囲であり、その他の私債権においては「徴税担当課のノウハウの活用」は期待できるもの

ではないので、公金一元化においてはそのことも勘案して一元化の範囲を検討すべきであると感

じた。公金一元化はより効率的に市の債権を回収するという観点から実施され始めているもので

あり、その実施によって税の徴収が後回しにされたり、業務が圧迫されるようでは本末転倒であ

る。公金一元化の実施にあたってはどのような形が最も効率的に市の債権を回収できるのか十分

に検討する必要があるということ、また、関係課内で調整し、徴収基準について協議することが

必要であると感じた。

　その他に感じたこととして、人材育成の一環として、職員一名を講師に選び、他の職員に講義

をさせているとのことで、講師に選出された者の徴収知識の向上と課内の徴収レベルの統一を同

時に図れる方法であると感じた。

　進行管理については、業務量の把握は、怠慢職員の発生を抑止するものとして有用であり実施

することが望ましいと考えるが、２週間に１度の報告書作成は職員の負担になっているとのこと

でもあり、一人当たりの担当事案が1000件を超えるような状況での管理方法としては検討が必要

と感じた。



第
１
部

第
２
部

第
３
部

113おおさか市町村職員研修研究センター

第₂部　視察報告

＜視察報告書₈＞　静岡県浜松市

【視察目的】

　浜松市は、平成17年７月の合併により増加した累積滞納額を削減させるため平成19年６月に市

税滞納削減アクション・プランを発表、市長自らが先頭に立ち全庁的に滞納額削減に取り組んで

いる。債権回収対策課の設立による公金の一元化徴収、インターネット公売の実施、電話・臨戸

訪問による自主的納付の呼びかけ業務の民間委託など様々な手法を駆使し債権回収に積極的であ

る。中でも電話による自主的納付の呼びかけ業務と臨戸訪問によるものとを並行して行うのは全

国でも珍しい取り組みである。この取り組みを研究することで、本研究会に役立たせることを目

的とする。

【視察内容及び質問事項】

　電話・臨戸訪問による自主的納付の呼びかけ業務に関して

　　１．業務を実施した経緯について

　　２．委託業者の選定方法及び選定理由について

　　３．導入経費とランニングコストについて

　　４．メリット、デメリットについて

　　５．個人情報の管理体制について

視察日時 平成22年８月20日㈮　午前10時～正午

視 察 先

視察場所：浜松市財務部納税推進課・債権回収対策課
住　　所：静岡県浜松市中区元城町103番地の２
最 寄 駅：JR浜松駅
対 応 者：鈴木　喜博氏（財務部債権回収対策課課長）
　　　　　高須　克己氏（財務部納税推進課専門監）
　　　　　内山　　守氏（財務部納税推進課徴収対策グループ長）
　　　　　菅野　竜平氏（財務部債権回収対策課）
　　　　　村松　俊司氏（財務部債権回収対策課）
　　　　　財津　浩利氏（財務部納税推進課）

視 察 者

樋口　　翼（門真市水道局お客さまセンター）
竹内　弘明（豊能町総務部財務課）
新城　広志（守口市企画財務部納税課）
吉岡　潔朗（枚方市財務部税務室）
井上　節子（寝屋川市市民生活部保険事業室）
辻井　智之（松原市健康部保険年金課）
野口　武士（松原市財務部納税課）
阪上　博則（泉佐野市総務部税務課）
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　　６．対象者の選定方法について（電話と臨戸の住み分け等）

　　７．履行の管理体制について（統計データのフィードバック等）

【視察結果】

　浜松市は、市域1,558平方キロメートル、静岡県の西部に位置し、平成17年７月１日の市町村合

併を経て平成19年４月１日に政令指定都市としてスタート、浜名湖とうなぎが有名である。

　人口は、82万人、市税収入は1,369億円、一般会計歳入総額2,834億円の約半分を占める。収入

率については、現年度98.12％、滞納繰越18.16％、合計94.00％である。

　浜松市の市税徴収にかかる運営方針としては、「アクション・プラン」および「収入率向上・

滞納削減対策」に則って徹底した取り組みを実施している。組織全体として取り組む体制を構築

し、徴収職員の意識向上を図り、より効果的・効率的な滞納整理を目指している。中でも差押え

などの法的措置を中心とした滞納整理方式を徹底、「お願いの滞納整理」や「集金による滞納整

理」「安易な分割納付容認」からの脱却を目指している。

　また、現年度課税分の年度内徴収を目指した取り組みを推進し、滞納の発生から法的処理に至

るまでのスケジュール管理を徹底しシステマティックな滞納整理に取り組んでいる。

　１．業務を実施した経緯について

　　 　電話催告は平成16年より実施し、訪問催告は平成10年より非常勤職員による催告を行って

きたが会話率が低調に推移していた。

　　 　民間委託することで、休日、夜間の対応を可能とすること、また訪問催告の一般的な取り

組みや情報の共有により会話率の向上及び効果的な運用を図っていきたいと考えた。

　　 　対象税目は、市県民税（普通徴収）、固定資産税・都市計画税、法人市民税、軽自動車税、

国民健康保険料。

　　 　電話及び訪問による自主的納付の呼びかけ業務の範囲としては、地方自治法、地方税法等

現行法制度の範囲内で、民間委託が可能な「公権力の行使」に当たらない業務について委託

するものとした。

　２．委託業者の選定方法及び選定理由について

　　 　総合評価一般競争入札により、評価委員会で企画提案書を審査し、評価項目に基づき得点

化し順位をつけ最高得点の業者を選定した。
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　３．導入経費とランニングコストについて

　　○導入経費

　　○ランニングコスト〈平成21年実績〉

　４．メリット、デメリットについて

　　 　民間委託したメリットは、休日、夜間に集中した催告を行えるため高い会話率を維持して

いること。

　　 　デメリットは、オレオレ詐欺などと勘違いする市民からの問い合わせがあることがあげら

れる。

　５．個人情報の管理体制について

　　 　市役所牛山別館１階にある納税センターには、納税推進課分室と民間委託スペースが設置

されており、民間スペースへの出入りにはIDカードを必要とし、ビデオ撮影で出入りが記録

されている。

　　 　また、個人情報の保護に関する法律、条例等の規定を遵守することをはじめ、納税セン

ター内への個人所有物の持ち込み制限に至るまでセキュリティについては詳細まで仕様書に

明記している。

　６．対象者の選定方法について（電話と臨戸の住み分け等）

　　 　以下により対象を分けている。

　　 　電話催告… 滞納市税、滞納国民健康保険料とも納期経過後30日から80日のものについて滞

納者に架電し納税指導を行う。その他、口座振替の勧奨についても行っている。

　　 　訪問催告… 滞納市税、滞納国民健康保険料とも現年度に賦課した納期経過後80日を超える

ものについて滞納者宅を訪問し納付指導を行う。また、電話催告の対象者のう

ち電話番号不明者についても対象とする。その他の業務としては、高齢者世帯

など特殊事情のある場合で、滞納者が希望した場合に限り、その領収（現金に

システム改修費 20,475千円

システム移設等 1,082千円

納税センター工事費 7,173千円

備品購入費 1,986千円

催告業務委託料 109,500千円

電話料 1,080千円

電算機器使用料 2,329千円
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限る）と付随する事務を行う。口座振替の勧奨と依頼書提出の取り次ぎ、国民

健康保険からの脱退手続きの取り次ぎ、原付自動車の廃車手続きの取り次ぎに

ついても行っている。

　７．履行の管理体制について（統計データのフィードバック等）

　　 　納税センターと本庁とはオンラインでは繋がっておらず、本庁で抽出されたデータを納税

センターに持ち込み、センターにおいては独自のシステム上で処理を行い紙ベースで折衝記

録を出力、本庁のシステムにデータを入力し反映させている。

　　 　折衝記録が本庁のシステムに反映されるため当該滞納者についての傾向と対策はフィード

バックされることになるが、全体の統計データ等はとっていない。

【所　　感】

　現在、地方自治体では財政状況が厳しいとう理由だけではなく、公平性の面からも税や国民

健康保険料の滞納を放置できない状況となっており、浜松市においても徴収に関する姿勢を強化

するとともに公課の徴収一元化、業務の民間委託など様々な取り組みを行い滞納の圧縮に努めて

いる。

　浜松市での民間委託の状況は、コンビニ収納、電話による自主的納付の呼びかけ業務及び訪問

による自主的納付の呼びかけ業務が行われている。

　コンビニ収納による効果については、導入年度に納期内納付率が若干アップしたことがあるが、

コンビニ収納が直接的に納付率アップに貢献したかどうかは検証不可能である。

　次に、自主的納付の呼びかけ業務の効果については一定の効果が分析されており、約９千万円

が業務による効果額として算出されている。これは、「会話・折衝ができなかった案件に対する

実績」の納付率を「会話・折衝ができた案件に対する実績」の対象額に乗じて「会話・折衝がで

きた案件」が会話・折衝ができなかったと仮定した仮納付額を算出、次に「会話・折衝できた案

件に対する実績」の納付額からこの仮納付額の差を増収額とし、更に、この増収額から委託経費

を差し引いた額を業務による効果額としてあげている。しかし、これについても催告を行ったこ

とにより納付されたものなのか、しなくても納付されたものなのかが判断できないため、業務が

直接的に納付率アップの要因になったかということまでは検証できないというのが現状である。

　以上のとおり、効果については実証するのは難しく、費用対効果が明確に表れるものでないと

思われる。しかし、担当者一人当たりの案件数が３千件（納税推進課）に上る浜松市においては、

コールセンターは、徴収職員の管理が行き届いていなかった案件への対応を可能とし、税の公平

性を確保する一助になっていることは事実である。また、困難滞納案件への対応など、公権力の

行使に該当する業務に集中的に取り組むことが可能になっていることも呼びかけ業務の効果とし

て評価できると考える。
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　最後に、民間委託といえばどの自治体でも費用対効果、コスト面ばかりが注目されるが、浜松

市では民間委託を、業務を効率化し本来行わなければならない業務、たとえば公権力の行使を伴

う捜索や差押え処分等に集中することができるようするものと位置付けていると感じた。
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＜視察報告書₉＞　埼玉県越谷市

【視察目的】

　越谷市は最近、埼玉県でも１位の市税徴収率（平成21年度：現年度98.1%・滞納33.3%･合計

94.9%）を保ち続けている。差押えも多数実施している。このような市では、個人及び組織のモ

チベーションが相当高いと考えられる。徴収力の強化のためには、いかなる方法でモチベーショ

ンをアップしているのか、保持しているのかを聞き取り、研究の一助にすることを視察の目的と

した。

【視察内容及び質問事項】

　１．新入職員・他課からの異動職員のモチベーションアップ

　　・どのような手法を用いて指導しているか

　　・指導マニュアルはあるか

　　・精神的、技術的な負担を周囲はどうフォローしているか

　２．管理者の立場から考えるモチベーション管理

　　・部下が逸脱した行動を取った場合の指導方法

　　・過去の悪い習慣が影響している場合の対応

　　・目標と役割分担をどのように各職員に意識づけさせているか

　３．組織のマネジメント・コミュニケーション

　　・徴収業務の重要性や目的をどのようにして全職員に共有させているか

　　・職員間のコミュニケーションについてどのような対策を取っているか

【視察結果】

視察日時 平成22年８月26日㈭　午後２時～午後５時30分まで

視 察 先

視察場所：越谷市市民税務部納税課
住　　所：埼玉県越谷市越ヶ谷４丁目２番１号
最寄駅：東武伊勢崎線　越谷駅
対応者：東　龍三郎氏（市民税務部副部長兼納税課長）

視 察 者

小巻　直三（豊中市財務部税務室納税管理課）
本多　育子（豊中市健康福祉部保険収納課）
都志　伸仁（熊取町総務部税務課納税室）
岡元　譲史（寝屋川市保健福祉部こども室）
荒木　敏行（寝屋川市水道局下水道室）
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　１．越谷市について

　　 　越谷市は、埼玉県南東部にある市で、面積は60.31㎡・人口は327,327人（平成22年８月１

日現在）である。周辺にはさいたま市・春日部市・川口市・草加市・吉川市・松伏町がある。

なお、国民健康保険制度の発祥地である。

　２．新入職員・他課からの異動職員のモチベーションアップ

　　 　新入職員に対しては、人事課の研修が終わり次第、納税課の研修を１週間行っている。講

師は内部職員が行う。この時に、税務職員の使命や技術的なことを徹底して教え込む。この

間は研修のみを行い、仕事はさせない。

　　 　納税課は地区担当制をとっており、当然、新入職員にも地区が割り当てられ、滞納整理・

財産調査・差押え等をすべて一人でこなさなければならない。そこで、研修が終わるとすぐ

に実態調査をさせる。その後、実際に滞納整理や差押えをしていく。その時はベテラン職員

が新人の回りを固め（ベテランの横に新人の席を置く）、精神的・技術的フォローを行って

いる。指導マニュアルは、新人研修用にパソコンに入っている。パソコンは個人に割り当て

られているので、マニュアルはいつでも見ることができる。

　　 　中には、担当職員だけでは解決できない事例もあり、その事例は管理職に相談することと

なる。その時に管理職は、職員がとった行動（方針）が正しければ（正しいと思ったら）、

その職員を擁護する。上司が勝手に部下の方針を変更することはない。また、最終的に管理

職が解決すべき事案となった場合、管理職が最後まで処理をする。

　　 　このような事を行うことによって、新人も安心して仕事ができる。当然モチベーションも

アップする。平成21年度に新規採用された職員が、その年に128件の差押えをした。その人

の話も聞けたのだが、その話はあとで報告する。

　　 　なお、ベテラン職員が新人に対する研修をすることによって、その職員自身のスキルアッ

プにつながっている。

　　 　異動職員に対する指導の方法も、大体上記のとおりである。

　３．管理職の立場から考えるモチベーション管理

　　 　管理者は、職員の個性を大事にしながら仕事をさせている。ただ、職員も完璧でないので、

何か誤り等があればその都度指導している。また、納税システムのパソコンは各個人の机に

１台ずつ置かれており、当然、管理職の机の上にも１台ある。管理職はそのパソコンを見な

がら職員の進行管理をし、そこで気付いたことを職員に指導・助言する。

　　 　毎年情勢が変わるため、前例主義は認めていない。悪しき前例は、気付いた地点で方針変

換する。

　　 　徴収基本方針・目標徴収率は、決算の状況を見ながら、課長自身が決定する。また、実績
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（成果）はみんなで共有する。各個人の実績はパソコンにデータとして入っており、毎月全

員に供覧している。

　　 　管理職は以上の事を行いながら、職員と組織のモチベーションを上げている。

　４．組織のマネジメント・コミュニケーション

　　 　徴収業務の重要性や目的を全職員に共有させるときに、東課長が気をつけていることは２

つある。１つは、現年度でいえば、越谷市の納税者の98％がきっちり法を守って納税してい

る。その人たちのためにも、残りの２％の人をどのようにして徴税に結びつけていくかが重

要であるということである。もう１つは、市税は越谷市の市政運営をしていくための根幹と

なる重要な収入源であるということである。だからこそ、徴税業務は大変責務のある業務で

ある、ということを全員に共有させている。

　　 　また、明るい職場づくりも大切である。時には冗談も飛び交う時間も必要である。そうす

ることで、職員は前向きに仕事ができ、モチベーションもアップする。

【所　　感】

　この市を訪問して感じたのは、まず、職員が納税業務の大切さを認識して仕事をしているとい

うこと、そして、管理職がその職員を大切にし、仕事の成果を認めているということである。

　その結果、職員が安心して仕事ができるし、職員の自信もつく。そのことが、職員と組織のモ

チベーションアップにつながっている。

　さらに、課長・管理職のモチベーションが高いと、職員のモチベーションも高くなっていく。

　平成21年度128件の差押えをした新入職員に話を聞くことができた。本人は「先輩がやってい

ることと同じことをしただけで、特別なことはしていません」と謙遜していたが、そこまででき

たのは、当然本人の努力の賜物であることはもちろん、上記のことも成果の要因であると思う。
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＜視察報告書10＞　東京都多摩市

【視察目的】

　東京都多摩地区26市の中でも常にトップクラスの徴収率を維持していることから、モチベー

ションが高いことが徴収率が高いことに結び付いているのか、また、モチベーションが高い要因

について調査することを視察の目的とした。

【視察内容及び質問事項】

　１　新入職員・他課からの異動職員のモチベーションアップ

　　・どのような手法を用いて指導しているか

　　・指導マニュアルはあるか

　　・精神的、技術的な負担を周囲はどうフォローしているか

　２　管理者の立場から考えるモチベーション管理

　　・目標と役割分担をどのように各職員に意識づけさせているか

　３　組織のマネジメント・コミュニケーション

　　・徴収業務の重要性や目的をどのようにして全職員に共有させているか

　　・職員間のコミュニケーションについてどのような対策を取っているか

　　・個人のヒアリングの形式や回数

　　・ミーティングの形式や回数

視察日時 平成22年８月27日㈮　午前10時～正午まで

視 察 先

視察場所：多摩市市民経済部納税課
住　　所：東京都多摩市関戸６丁目12番地１
最 寄 駅：京王相模原線　永山駅
対 応 者：本多　剛史氏（市民経済部納税課長）
　　　　　渡邊　淳二氏（市民経済部納税課収納係長）
　　　　　赤壁　聡子氏（市民経済部納税課整理係長）

視 察 者

小巻　直三（豊中市財務部税務室納税管理課）
本多　育子（豊中市健康福祉部保険収納課）
荒木　敏行（寝屋川市水道局下水道室）
岡元　譲史（寝屋川市保健福祉部こども室）
都志　伸仁（熊取町総務部税務課納税室）
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【視察結果】

　１．多摩市について

　　 　多摩市は、北は多摩川を境に府中市、東は稲城市、南は神奈川県川崎市と町田市、西は八

王子市と日野市に接している。面積は、21.08平方キロメートルで人口は147,739人。納税課

の最近の取り組みにおいては、平成22年４月から、市税等がコンビニエンスストア納付やペ

イジー納付（パソコン、携帯電話、ＡＴＭ）を導入している。

　２．納税課について

　　 　平成21年度において現年度徴収率98.8％、現年滞繰含めた徴収率96.6％と高い徴収率を維

持している。多摩市納税課の組織については、収納係（現年分徴収担当の係）と整理係（滞

納繰越分徴収の係）と１課２係の組織となっている。

　　 　新入職員や異動職員に対する研修は原課では特に実施していないが、外部の研修に積極的

に行かせるように指導しており、新入職員については人事の育成シートに基づく指導を４月

から９月の間で月１回実施している。なお、特に指導マニュアルなどはないとのことであった。

　　 　また、話の中で、納税課のスペースが他の部署より狭く劣悪な環境の中で仕事をしている

という話があったが、かえってその狭さが課内全員の距離を縮め、そのことが日常のコミュ

ニケーションに繋がっていると感じた。

　３．収納係について

　　 　収納係については、収納・消し込み業務もある中で、現年度分の徴収業務を行っている。

徴収業務については、徴収率に影響するような高額納税者の納付状況の監視や、分割納付相

談においては、分納期間が１年以上（翌年５月以降）とならないよう、交渉の際には延滞金

の全額負担や翌年度課税分に伴う納税者の負担を説明するなどの取り組みを行っている。ま

た、行方不明者の追跡や国外転出者の納税管理人などの各種調査は、年度内に必ず実施し滞

納整理を即時に行いやすい状況としている。加えて、２期以上納付がない者については、臨

戸催告（差し置き送達のみ）を期間を設け、１回に100件から200件を年間２回から５回実施

しているなど、極力滞納繰越にしないという意識が高い。さらに、現年度徴収率が高いなが

らも、現年度分のみの滞納者においては原則として滞納処分はしないということであった。

　４．整理係について

　　 　整理係については、主に滞納繰越分を地区担当制で徴収業務を行っており、収納係のきめ

細やか処理に応えるという事が念頭におかれ、年間処分件数の目標をたて（平成22年度目標

件数担当一人あたり80件）積極的に処分をすることや、延滞金についても全額請求及び徴収

しているとのことであり、例えば、差押中の不動産の任意売買についても、全額納付でなけ
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れば解除に応じないなど、厳格に対応していることが感じられた。

　　 　また、話の中で、各職員のそれぞれの長所を活かすことや、各種業務をお互いが自然とサ

ポートする体制となっており、地区担当制を実施する中で各地区ごとに対応のムラがでない

ように、概ね２年ごとに地区のローテーションを行うなど策を講じているとのことであった。

【所　　感】

　課内研修や定期的なミーティングなどがない中で、モチベーションアップにつながる要因とし

ては、組織の業務方針が前向きで明確であり、課長、係長が徴収に対して公平性の意識が高く、

責任感や使命感が強いことがまず挙げられる。過去に「市長を出せ」と言ってきた滞納者に対し

て、「義務を果たしたうえで話を聞きます」と言った、住民が果たさなければならない義務につ

いて厳しい市長がおられたということがその起因のひとつであると思われる。

　また、日常のコミュニケーションの中で、そうした上司の意識の高さに各職員が感化され、ま

た、組織全体の意思統一に繋がり、一人一人が役割を認識したうえでサポートしあえていること

も感じられた。

　さらに、係間の垣根を越えた係長からの指導などがあり、係間の助け合いの中でもコミュニ

ケーション（感謝することなど）が広がり、お互い強い信頼関係が築きあげられていることなど、

多摩市では、研修の充実、徴収マニュアル、進行管理などよく大切だといわれる部分よりも、徴

収業務においての意思統一と、組織のチームワークが成果に繋がっていることを感じた。
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＜視察報告書11＞　東京都主税局台東都税事務所

【視察目的】

　藤井氏が、係長・課長時代に、職場のモチベーションが低く、苦労されたことは研究会講演の

話にあった。職員をいかにやる気にさせて、仕事に向かわせるかを中心に話をうかがった。また、

藤井氏が講演で話せない部分や失敗談を聞くとともに、我々の経験談を交えながら、職員のモチ

ベーションを上げていく方法論を探る。

【視察内容及び質問事項】

　１．職員のモチベーションアップについて

　　　徴収業務の理解

　　　職員の育成

　２．管理職によるモチベーションアップについて

　　　管理職の役割

　　　職員との信頼関係

　　　職員が逸脱した行動時の指導

　　　過去の慣習や職場風土の活性化

　３．女性職員のモチベーションアップについて

　４．組織によるモチベーションアップについて

　　　モチベーションが低い場合は

　　　職員を守ること

視察日時 平成22年８月27日㈮　午後３時～午後５時まで

視 察 先

視察場所：東京都主税局台東都税事務所
住　　所：〒111-8606　東京都台東区雷門１丁目６番１号
最 寄 駅：地下鉄銀座線田原町駅
対 応 者：藤井　朗氏（主税局台東都税事務所長）

視 察 者

小巻　直三（豊中市財務部税務室納税管理課）
本多　育子（豊中市健康福祉部保険収納課）
都志　伸仁（熊取町総務部税務課納税室）
荒木　敏行（寝屋川市水道局下水道室）
岡元　譲史（寝屋川市保健福祉部こども室）
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【視察結果】

　１．職員のモチベーションアップ

　　 　徴収業務の理解が、モチベーションアップにおいて大切であるということであった。納税

に異動があると、職責や知識について理解してもらう。新人研修やその他の研修を実施し、

徴税職員は、都の財政の根幹を担う仕事であることを指導している。

　　 　徴収に人事異動があると、嫌な顔をすることがあるが、嫌な仕事である偏見を取り外して、

希望のある仕事にしようと取り組んでいた。徴収を管理職等に昇任するための困難ポストに

指定し、その困難ポストを経験しないと承認しないようにするなど、モチベーションアップ

に配慮した職場にするように提言している。また、中枢職場から異動してもらって、多くの

都職員が、滞納税金を徴収することが、いかに大変であるかをわかってもらい、結果、税金

の大切さを理解できるような職員育成を図っている。

　　 　職員の育成に関して言えば、適度に困難な仕事が必要で、多少無理があっても仕事をさせ

て職員育成を図っている。根性論だけではだめで、本人が納得していることがポイントで

あった。

　　 　管理職からいろいろと注意や意見をしたい時も、部下に「このようなことをやれば良いの

に～」とひとりごとを言って、直接には言わないよう、我慢して部下に考えさせている。初

めてする仕事は大変であるから、褒めることを大切にしていた。頑張った職員には「この仕

事は評判良かったぞ」、「よく頑張ったな」と褒めている。

　　 　次に、反省なしには進歩がないということで、仕事の振り返り『リフレクション（reflection 

省察）』を課の方針としている。いろいろな経験から反省を促し、その中から学ぶように努

めていた。

　２．管理職によるモチベーションアップ

　　 　管理職（課長以上の職員を以下「管理職」という）は、いろいろなことを複層的に行なっ

てモチベーションを上げている。一つ何かをしてモチベーションを上げているのではない。

そのモチベーションの高さが、職員のモチベーションアップに影響するので、管理職の考え

方や徴収率確保の執念を、職員に感じさせるように意識している。

　　 　管理者は、全人格を使いながら職員と信頼関係を構築していくべきとの事であった。職場

を回って、職員に声をかけて、職員から「このようなことをしてくれ、あのようにしてく

れ」と言われたら、信頼に応えるように心掛け実行している。朝も挨拶をするし、週末は

「良い週末を」と声を掛けて帰る。お互いの信頼関係を築くようにし、コミュニケーション

を取るように心掛けていた。

　　 　また、職員が間違ったことをすれば、個別に呼んで注意し、それでも直らない場合は、職

員の前でも「何をやっているか」と大声で怒ることも必要との事であった。
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　　 　氏の経験で、課や係によって、仕事の忙しさがそれぞれ違っている。そういう職場で職員

の不満を管理職が十分受け止めて対応していないと管理職に対して不信があり、職場がうま

くいかない場合がある。係内・課内で協力する体制を常日頃から見せることで、「お互いさ

ま（協力していく）」の精神を醸成している。こうすることで課内連携・所内連携を図るこ

とができ、「お互いさま（協力していく）」を合言葉としている。

　　 　悪い職場には悪い風土がある。管理職はそれを変えていくのが職責であり、問題点を打破

（ブレイクスルー）しないといけない。そのためにはいろいろなことの勉強をする必要があ

るとの事であった。

　　 　基本の解決策は、職員との信頼関係を作ることで、いろいろなことを積極的に話し、職場

で明るく振る舞うようにしている（ATM『明るく・楽しく・前向きに』の実践）。管理職は

おおまかなことを決めて、具体的なことは現場の係長や職員に判断を任せる、細かなことは

言わない。管理職ひとりの力ではどうにもならない。おおらかな気持ちで、職員と一緒に解

決する気持ちを大切にしていた。職員は宝であり、道具ではない。管理職がそのことを理解

しないといけないとの事であった。

　３．女性職員のモチベーションアップ

　　 　女性のモチベーションから言えば、女性の社会進出を認めており、公務員が先んじて女性

を登用するべきであるという意見であった。女性にもチャンス・ポストを与え、普段から

「次（係長）を考えているけど」とそれとなく言うようにしている。

　　 　次のポストになることを準備・意識させている。男性と女性の区別がないことを理解させ

ている。このことが女性のモチベーションアップにとって大事なことであった。都では、女

性職員の活用を組織風土になっているが、地方はまだまだで、職場環境が整理できていない

ということである。一朝一夕にできないが、先進都市に行けば、女性が大きな役割を果たし

ていることがわかるとの事であった。

　４．組織によるモチベーションアップ

　　 　一般的に、「優２・普通６・劣２」の割合で構成されていると言われる。優秀な２割以外

の職員をどうしていくかである。中でも普通の６割をやる気のある方に持っていくことが

大切である。なぜならやる気のない職員の方に引っ張られると停滞した組織になってしまう。

そのためモチベーションが低い職員については、雇用制度のあり方を変えるなど、危機感を

持たさなければ、モチベーションアップにつなげることは難しいとの事であった。

　　 　最後に、差押えをすることによって、いろいろなトラブルが発生する。組織対応すること

が求められる。そのことによって職員間の話し合いが生まれ、組織が活性化し、差押えに耐

える組織になっていくとの事であった。
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　　 　組織には管理職の役割が非常に大切である。優れた管理職を育成するためには、マネジメ

ント研修が必要である。先進都市では、毎年マネジメント研修をしているところがある。滞

納整理研修だけではなく、管理職のマネジメント研修がより重要であるからである。

　　 　たとえば、滞納者から「上から目線で態度が悪い」と職員をよく誹謗・中傷された場合、

誠実に対応した職員を守らなければ、職員のモチベーションは下がる。理不尽な滞納者から、

職員をバカにしたようなことがあれば、滞納者を帰らせる。職員を守るようにする。そうで

ないと職員はやる気が出ない。そのことを管理職は理解しておかないと、モチベーション

アップにつながらない。モチベーションアップで言えば、市長が職場に来て、激励でもあれ

ば、がんばる気持ちになるとの意見であった。

【所　　感】

　藤井氏からは、管理職論を中心に話があった。職員のモチベーションアップには、管理職が果

たすべき役割が大きいということであった。管理職がそのことを理解して、組織を変えていくべ

きであるという論旨であった。課長が、日頃から、職員と対話をして、信頼関係を築くことが大

切との事であった。ほんとうに当たり前のことであるが、なかなか実際にはできない。実践され

ている藤井さんのお話を聞かせてもらい元気がでました。
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＜視察報告書12＞　愛知県知立市

【視察目的】

　通年、愛知県は徴収率が都道府県の中でもトップクラスで推移している。

　平成18年度の税制改正と平成19年度に行なわれた税源移譲によって、現年課税分の個人市県民

税の負担が重くなり、徴収率の低下が懸念されていたが、知立市では、税源移譲当時より、自主

財源である地方税確保の重要性から、電話催告、休日納税相談、徴収嘱託員による勧奨、県派遣

職員と協力しての高額滞納者対策など、徴収対策に取り組んでいる。

　さらに、平成21年度には徴収対策として、収納方法の拡大事業を実施し、コンビニ収納・クレ

ジット収納・マルチペイメント収納を導入させた。複雑化する収納データについても民間の歳入

システムを利用し、収納事務の労力を軽減させている。知立市は現年課税分だけでなく、滞納繰

越課税分の徴収率が高い。その理由としては、先進的な取り組みが徴収力強化に繋がっているの

ではないかと考える。

　徴収力強化のためには、どう民間活用をすべきかを知立市の取り組みを事例として、今後の徴

収力強化研究に活用することを目的とする。

【視察内容及び質問事項】

　１．収納システムの拡大に至った経緯について

　２．業者の選定方法について

　３．導入費用とランニングコストについて

　４．各収納チャンネルの利用率について

【知立市の概要】　平成22年１月１日現在

　知立市は、愛知県の中央部に位置する三河地方の市で、名古屋都市圏の郊外圏域に含まれる。

本圏域では自動車関連産業の高度な集積を軸として、これらを支える運輸・流通産業、サービス

産業など、多様で厚みのある工業集積を誇っている。東海道本線、国道１号線、東名高速道路に

視察日時 平成22年９月１日㈬　午前10時～正午まで

視 察 先

視察場所：愛知県知立市総務部税務課
住　　所：愛知県知立市広見三丁目１番地
最 寄 駅：名鉄本線　知立駅
対 応 者：小笠原忠利氏（知立市総務部税務課長）
　　　　　長谷　嘉之氏（知立市総務部税務課徴収係長）

視 察 者 有澤　久喜（泉大津市健康福祉部保険年金課）
難波　篤司（門真市総務部納税課）
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加えて、第二東名高速道路、さらにこれらの広域幹線道路のバイパス的な道路の整備が進められ、

東西の広域交通が集中する交通の要衝となっている。産業は恵まれた交通条件から、サービス業、

卸売・小売業等の第三次産業の割合が高い。市域は平坦で恵まれた交通条件から住宅都市として

の性格を呈している。統計によると、知立駅の１日当たりの平均乗客人員は31,000人。名古屋本

線の駅では７番目に多く、三河線の駅では、最も利用客が多い。

　　人　口：69,455人

　　世　帯：28,675世帯

　　面　積：16.34㎢

　　職員数：448人（うち税務職員数27人）

【視察結果】

　１．収納システムの拡大に至った経緯

　２．業者選定について

　　 　知立市も他の地方自治体と同様、税源移譲により滞納繰越額が増加傾向である。経済危機

による景気の先行き不安、定率減税の廃止と税源移譲による重税感、派遣切り等による就労

困難者の増加が滞納繰越額増加の原因と考える。この劣悪な収納環境下での自主財源である

税収の確保は、至上の課題となっている。

　　○滞納繰越分調定額推移

　　○滞納繰越分徴収率
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　　 　税制改正のあった平成18年より、早急に収納体制の強化を図る必要があり、訪問徴収から

差押を主体とした滞納整理方法に変更が行なわれた。

　　○差押件数

　　 　休日窓口の開催、電話催告など、職員一丸となって滞納原因の把握を行った。調査の結果、

差押により強制徴収しなければならない滞納者に対しては、県と連携して公売を行い、平成

19年度には県職員の派遣を受け、高い滞納処理技術を習得し、捜索の実施が可能となってい

る。平成20年度の総差押件数429件中、預金・定期預金は221件と半数以上を占め、その他の

項目で、動産42件もの実績が挙がっている。平成18年度からの滞納整理方法の変更による差

押件数と徴収率の向上は、滞納支援システムの導入とインターネット公売の導入などのハー

ド面だけから来るものではない。職員間のOJTにより、「市の歳入を担っている意識」・「税

の公平性を確保し、市民の信頼を守る意識」が税務課職員には徹底して指導されているため、

モチベーションが高く保たれている。ソフト面とハード面とが高い次元で融合している。そ

の結果、滞納繰越分の収納率は県下５位まで上昇している。

　　○現年度徴収率

　　 　滞納整理方式への変更後も現年度の徴収率は、経済危機、重税感、失業者の増加が要因と

なり、向上はみられなかった。

　　 　平成17年５月「地方税の徴収に係る合理化・効率化の一層の推進について」の総務省自治

税務局長通知で、徴収事務の民間開放が可能であると、初めて明確に具体的業務の事例が挙
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げられた。公権力の行使に当たらない業務として、「滞納者に対する電話による自主納付の

呼びかけ業務」・「コンビニエンスストアによる収納業務」が例示されている。この通知を基

に、現年度徴収率向上のため、収納方法の拡大事業について副市長より提言があり、平成19

年１月より関係部署に納付方法拡大に対する認識の統一を行い、プロジェクトチームを発足

した。その後も徴収事務の民間開放に関する調査・研究を継続している。平成19年３月「地

方税の徴収対策の一層の推進について」と「地方税の徴収対策の一層の推進に係る留意事項

等について」の総務省自治税務局企画課長通知を受けて、「徴収に関する業務にノウハウを

有する民間事業者の活用」として収納手法の多様化「コンビニエンスストアにおける収納」

「マルチペイメントネットワークによる収納」「クレジットカードを利用した納付」が示さ

れると、以前の調査・研究結果をもとに、現在、実現可能な最新の収納手法を備えた業者を

選定し、選定業者に委託、歳入システム導入調査や基幹システムの調査を行い導入の準備を

進めた。準備するにあたっては、今後のシステム・庁内の調整などを税務課が主体となり進

めることとなった。導入準備のためと徴収率の向上を図るため、人事当局に電算経験者・モ

チベーションの高い人材を税務課に配属するよう働きかけを行い、導入前後も業務が円滑に

進むように事前準備がなされていた。

　　 　平成20年度に選定業者とプロジェクトチームにより具体的な検証を行い、平成21年度当初

課税から全ての税目についての導入に至った。

　　 　知立市にとって、約７割が自主納付であるため、あらゆる収納チャンネルを駆使し、納付

環境を整え、納税の基本である納期内納付を推進することが現年度の収納率向上の鍵となる。

納期内納付の推進は、新規滞納を生まない滞納予防策として効果がある。滞納させない環境

作りは、滞納により発生してくる業務、督促・催告・調査・差押などを不要にさせて、効率

化と職員のモチベーションアップにもかかわるものと考えられる。さらに財政的にも用紙印

刷費、郵便通信費、残業による人件費などの削減も行える。

　　 　収納チャンネルの拡大にともなう収納業務の煩雑さは、歳入システムを同時に導入するこ

とにより軽減される。入金日の違うチャンネル間の収納データを取りまとめ、総合した収納

データと日計データが基幹システムに提供される。消し込み・パンチ作業、データ集計など

が効率化され、さらに複数の収納チャンネル導入時に懸念される二重払いの恐れについても

抑制され、還付作業も軽減されるなどの利点がある。このことにより税務課職員が、本来行

わなければならない業務、―公権力の行使を伴う差押処分、捜索や公売等―に集中すること

ができ、新たに高次の滞納整理技術の習得が可能となる。
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　３．各収納チャンネルの利用率について（国保税は除く　単位：件、千円）

平成21年度　市税等収納チャンネル別納付統計（平成21年₄月₁日～平成22年₅月31日）

　４．導入費用とランニングコストについて

　　　19年度　歳入システム導入調査事業費（歳入システム、基幹システム）　　　 1,932千円

　　　20年度　開発事業費　市税等（支払窓口拡大）　　　　　　　　　　　　　　27,510千円

　　　21年度　開発事業費　市税等（歳入システム）　　　　　　　　　　　　　　11,655千円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計　41,097千円

　　①　手数料及び平成21年度件数

　　②　収納拡大事業にかかる平成21年度決算額

件数 納税額 件数 納税額 件数 納税額 件数 納税額

調　　　定 119,830 6,013,094 86,617 5,539,094 17,720 95,746 224,167 11,647,934

窓口（金融機
　関・市役所等） 83,937 4,465,967 81.28% 80.85% 19,692 2,878,149 43.60% 54.00% 7,792 40,008 46.64% 46.86% 111,421 7,384,124 67.47% 67.50%

コ ン ビ ニ 8,259 206,715 8.00% 3.74% 4,325 107,163 9.58% 2.01% 5,317 28,001 31.83% 32.80% 17,901 341,879 10.84% 3.13%

Ｍ　Ｐ　Ｎ 1,176 67,343 1.14% 1.22% 1,156 118,778 2.56% 2.23% 709 3,576 4.24% 4.19% 3,041 189,697 1.84% 1.73%

クレジット 509 44,386 0.49% 0.80% 644 38,763 1.43% 0.73% 91 522 0.54% 0.61% 1,244 83,671 0.75% 0.76%

口　　　座 9,391 739,386 9.09% 13.39% 19,344 2,187,000 42.83% 41.03% 2,796 13,272 16.74% 15.54% 31,531 2,939,658 19.09% 26.87%

合　　　計 103,272 5,523,797 45,161 5,329,853 16,705 85,379 165,138 10,939,029

税額 割合
合　　　　計

税額 割合 件数 件数割合税　目
市県民税 固定資産税 軽自動車税

税額 割合 件数 税額件数

収納方法 単価（消費税別） 年間件数

直納（銀行・市役所等） 無料 111,421件

口座振替 10円 31,531件

コンビニエンスストア 56円 17,901件

クレジットカード 納付額×１％ 1,244件

ペイジー（MPN） 33円 3,041件
165,138件　

内　　容 金　額 内　　容 金　額

歳入システム 10,201千円 郵便振替手数料 354千円

コンビニ収納 2,370千円 振替納税手数料 772千円

クレジットカード 1,993千円 プリンター借上料 2,052千円

ペイジー（MPN） 3,563千円 MPN推進協議会負担金 100千円
合計　21,405千円　
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【所　　感】

　知立市の徴収係は求心力のある係長が中心となってリーダーシップを執っている。

　収納方法の拡大事業を導入し、その結果を徴収率向上につなげるため、人事当局に人材要望を

している。市全体を見て、どこに組織の重点を置くべきかを判断することは容易ではない。今回

の視察を経て、現状維持で満足しないで、さらなる高みへ向かう目標を掲げ、着実に進んでいく

姿を、私自身が見習わなければいけないと感じた。税務課職員の年齢層は20～30歳代の職員が多

く、経験年数も５年未満でちょうど私と重なるところである。

　職員間のOJTを行うことで、講師となる職員の知識も、受ける側の職員の知識も向上する。住

民負担の適正と税の公平性を確保することを基本し、市民の信託を受けて職務を遂行する意味の

大切さをOJTにより共有している。

　市税収入は、全収入の58.9％（平成20年度）を占め、不況と税源移譲があった平成18年以降も

高い水準で推移している。徴収率について、平成21年度は不況の影響を受けているが、収入方法

拡大の実施により納付環境を整えることで、長期的には、自主納付者などの納期内納付が増大し、

あわせて徴収率も向上することだろう。

　収納方法の拡大による納期内納付の推進は、滞納予防策として効果がある。滞納させない環境

づくりは、滞納整理の効率化に有効である。その時代の情勢に柔軟にすばやく対応し、どうする

べきかビジョンを確固として事案に積極的に取り組んでいく。目標を高く設定し、現状に甘んじ

ることなく、よりよく変えていく姿が周囲のモチベーションを高め、上向きのスパイラルをなし

ていく。そうした姿が最終的には、市民サービスにつながるものと考える。
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＜視察報告書13＞　愛知県豊明市

【視察目的】

　豊明市は、以前より収納代行システムを導入しており、今年度より新たにコンビニ収納も開始

しました。それによって納付率はどうなったのか？反応がどれくらいあるのか？また、徴収率に

おいても毎年高い数値を出しているのと、債権差押においては、非常に多い件数を行っているの

で、我々が普段行っている業務のやり方と何が異なるのかを検証する。それが、何か民間委託に

関係あるのか？どのような手段を行っているのか？その手段を検証することにより本研究会の研

究に役立たせる。

【視察内容及び質問事項】

　１．収納代行システムの効果

　２．利用率

　３．メリット＆デメリット

　４．業務内容の変化

【視察結果】

　１．豊明市について

　　 　豊明市は、愛知県の中央よりやや西部に位置し、面積は、23.18㎢、周囲27㎞で人口は

68,850人の市です。名古屋市に隣接しているため、ベットタウンとして発展してきました。

また、こうした“新しい街”という顔と織田信長が今川義元の大軍を破り、天下統一の糸口

を作った桶狭間古戦場を有する“歴史の街”という２つの顔を持つ市でもあります。

　　 　滞納整理においては、収納代行システムを導入しており、口座・OCR・パンチ入力・消し

込みなどの事務作業は、外部へ出して、職員が徴収事務に専念する体制を取っています。そ

の効果もあるのか、年間差押件数は債権だけで600件を超えており、預金メインの徹底した

滞納整理を行っている。また、今年度よりコンビニ収納を導入し、徴収率の向上・納期内納

税者の向上のため、日々、努力を積み重ねている。

視察日時 平成22年９月１日㈬　午後２時～午後５時まで

視 察 先

視察場所：豊明市役所
住　　所：愛知県豊明市新田町子持松１－１
最 寄 駅：名古屋鉄道名古屋本線　前後駅
対 応 者：近藤　正純（課長補佐）、中村　泰正（管理係長）

視 察 者 有澤　久喜（泉大津市健康福祉部保険年金課）
難波　篤司（門真市総務部納税課）
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　２．具体的な取り組み等について

　　 　まず、今年度からコンビニ収納を開始し、24時間納付できる環境を整備して、納期内納税

者を拡大する努力をしている。

　　 　収納代行システムを導入しているので、口座・OCR・パンチ入力・消し込みなどの管理・

事務作業は民間委託して、本来、徴税吏員にしかできない仕事に力を入れている。口座振替

については、データ入力や死亡者リストの張り替え作業だけに事務量が軽減されるのもあり、

再振替も行っていて、不能者の47％が再振替で引き落としできているという結果もある。そ

れから、収納代行システムを活用することによって、管理グループの負担も軽減されるので、

徴収・滞納整理をすることが可能になり、窓口や電話催告など、課全体で取り組んでいる。

　　 　徴収面においては、徹底した方法で滞納整理を行っている。財産調査の照会は、全店照会

をせず、財産を特定してから照会をかける形を取っており、無駄なく調査をしている。何よ

りもまず、第一に口座を見つけることをモットーに取り組んでいる。そのため、催告文書に

も工夫を凝らしており、はじめに、“会社に照会文書を送付しますよ”といった内容の文書

を送付する。次に、来庁・納付がなかった人全員、会社に照会文書を送付する。それと同時

に、本人に“会社に照会文書を送付しました”という内容の文書を送付する。段階的に何回

も同じ催告をしたり、無駄に照会したりするのではなく、短期間で行動し、判断している。

　　 　差押に関しては、毎月５・10・15・20・25・30日の給与日に職員３人を半日かけて金融機

関を回らせて差押をしている。しかも、全額差押するのではなく、給与というグレーゾーン

を利用して一部だけ差押をし、その場ですぐに引き抜いて帰るという強制分割のようなスタ

ンスをとっている。これで来庁がない滞納者については、出てくるまで何度でも毎月差押を

しているとのこと。これで何人かは自然と完納になる。このスタンスをとることで滞納者に

交渉すれば、“差押について何とかなる。”“解除してもらえる。”などの隙を見せないよう工

夫している。

　　 　その結果、毎月預金だけで40～50件差押を執行しているので、年間600件という驚異的な

数字を出すことが可能になっているのだろう。

★利用率★

月 件　数 金　額（円）

４ 2,201 102,826,500

５ 4,990 53,936,647

６ 3,463 72,382,487

７ 2,897 53,664,460
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【所　　感】

　毎月、徹底したスケジュール管理を立てているので、滞納整理が無駄なく行われている。収納

代行システムを活かして、誰でも可能な事務作業は、外部に出すことにより、職員の負担を軽減

する。そうすることで、口座振替の再振替を行う時間を設けることができたり、OCR・消し込

み・パンチ入力などの作業で１日張り付いていた時間を現年分の滞納者に催告したり、滞納処分

などの徴収事務にまわすことが可能になってくる。

　限られた人手と時間の中で如何に効率よく徴収事務をしていくかが、これからは求められてく

る。そのためにも収納代行システムを活用して、本来の徴税吏員の仕事である“徴収”というこ

とに集中できる体制や時間をかけれるような環境を整えて、専念していくべきだと考える。そう

することで、今まで目が通せなかった滞納者を見ることができたり、差押件数の向上、納期内納

税者を増やすことに繋がると思う。

　また、課の職員全員が徴収事務に取り組んでいるため、職員ひとりひとりの徴収に対する意識

も向上し、徴収力強化に繋がると考えられる。
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＜視察報告書14＞　岸和田市

【視察目的】

　岸和田市は、平成21年４月に市税納付案内センター（コールセンター）を設置し、現年課税分

について早期段階での納付案内を実施することにより徴収率を上げ、滞納繰越となる金額を抑制

に努めている。この取り組みを研究することで、本研究会に役立たせることを目的とする。

【視察内容及び質問事項】

　電話による自主的納付の呼びかけ業務に関して

　　１．導入に至った経緯について

　　２．委託業者の選定方法及び選定理由について

　　３．導入にかかった経費とランニングコストについて

　　４．納税者との会話率等取組実績について

　　５．メリット、デメリットについて

　　６．対象者の選定方法について

　　７．業務の実施期間及び実施時間について

【視察結果】

　岸和田市は、大阪府の南部に位置し、府内では３番目に市制をしいている歴史ある市で、古く

から「城とだんじりのまち」として知られ、岸和田城を有する泉州地方唯一の城下町であり、勇

壮なだんじり祭りが全国的に有名である。

　人口は20万人、市税収入は240億円、徴収率（平成21年度）は、94.8％で府内では上位に推移し

ている。

　徴収体制は、現年担当５人、滞納繰越担当10人の計15人。特徴的なのは、平成21年度から設置

された市税納付案内センター（コールセンター）を中心として、現年担当において現年分徴収の

視察日時 平成22年９月21日㈫　午前10時～正午

視 察 先

視察場所：岸和田市総務部納税課
住　　所：大阪府岸和田市岸城町７番１号
最 寄 駅：南海本線岸和田駅
対 応 者：矢倉　　茂氏（総務部納税課課長）
　　　　　岩崎　　稔氏（総務部納税課徴収担当長）
　　　　　西村眞知子氏（総務部納税課徴収担当主査）

視 察 者 有澤　久喜（泉大津市健康福祉部保険年金課）
阪上　博則（泉佐野市総務部税務課）
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強化に努めていることである。

　センターの人員体制は、管理者１人、オペレーター３人の計４人。対象税目は、対象を個人に

限定していることもあり、市府民税（普通徴収）、固定資産税・都市計画税、軽自動車税の３種

類である。業務の範囲としては、地方自治法、地方税法等現行法制度の範囲内で、民間委託が可

能な「公権力の行使」に当たらないものとし、具体的には、電話による呼びかけ業務、文書催告

業務、分割納付の履行管理及び他自治体からの照会に対する回答書の作成等の補助業務を行って

いる。対応した折衝記録等については、既存の滞納管理システムに記事入力を行うため、職員が

リアルタイムで確認できるよう整備されており効率的に運用されている。

　また、個人情報の管理体制については、個人情報の保護に関する法律、条例等の規定を遵守す

ることなど基本的な事項については仕様書に明記している。

　１．導入に至った経緯について

　　 　行革担当より市税徴収強化策の一環によるものとして、堺市が平成17年度よりコールセン

ターを開設し、一定の効果をあげていたことからクローズアップされ、現年課税分につい

て早期に接触を図り、新規滞納者増加の予防策として平成21年４月に「市税納付案内セン

ター」が設置された。

　２．委託業者の選定方法及び選定理由について

　　 　公募型プロポーザル方式により、応募２社から選定委員会が、評価項目に基づき得点化し

順位をつけ最高得点の業者を選定した。

　　 　選定理由としては、取組方針、実績、提案の的確性・効率性、収入増加見込額、見積額等

の提案項目について、契約業者が優れていたことによる。

　３．導入にかかった経費とランニングコストについて

　　○導入経費

　　○ランニングコスト〈平成21年度〉

オペレーター用基幹系及び管理者用情報系パソコン初期設定費用（４台） 11,268千円

オペレーター用基幹系パソコン賃借料（３台） 1,293千円

管理者用情報系パソコン賃借料（１台） 27千円

滞納管理システム増設分の保守業務委託料 110千円

滞納管理システム増設分の賃借料 720千円

市税納付案内業務委託料 16,653千円
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　４．納税者との会話率等取組実績について

　　①電話催告

　　　　会話率は、37.0％（電話着信数9,560件／電話発信数25,865件×100）。

　　　○収納実績

　　　　・電話催告発信数（電話番号判明分） 25,865件

　　　　・着信及び受信件数 11,321件

　　　　・納付約束件数 6,196件

　　　　・納付約束金額 338,890千円

　　　　・収納確認がとれている件数 4,746件

　　　　・収納確認がとれている金額 251,696千円

　　②文書催告

　　　 　発送件数、平成20年度課税分1,687件、平成21年度課税分4,380件、滞納繰越分3,123件、

計9,190件。

　　　○収納実績

　　　　平成20年度課税分

　　　　・発送件数 1,687件

　　　　・収納件数 944件

　　　　・収納金額 36,087千円

　　　　平成21年度課税分

　　　　・発送件数 4,380件

　　　　・収納確認がとれている件数 1,053件

　　　　・収納確認がとれている金額 63,413千円

　　③分割納付の履行管理

　　　　・分割納付の履行チェック件数 12,406件

　　　　・分割納付不履行注意書発送件数 1,517件

　　④補助業務

　　　　・検索ソフトによる電話番号照会 7,523件

　　　　・他自治体からの照会に対する回答書作成 2,623件

　　　　・電話催告に係る口座振替申込書発送件数 30件

　５．メリット、デメリットについて

　　 　メリットは、多くの滞納者に対し、集中的かつ画一的な納付案内（電話・文書）を実施で

きること。分割納付の履行管理について、月２回の集中的なチェックが可能になったことが

あげられる。
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　デメリットとまではいかないが、職員はいかに効率的かつ早期に滞納事案を完結するかを考え

ているが、オペレーターはいかに多くの滞納者と接触し納付約束をとった上で納付してもらうか

であるので、なかなか接触できない対象者に対し何度も架電し、職員に引き継いだ際には既に１

年も経過しており滞納繰越になるものがあるなど、センターから職員への取次のルールの検討が

必要となっている。

　６．対象者の選定方法について

　　 　個人の現年分を対象としており、税目ごとに金額帯を設定した上で対象者を抽出しリスト

を作成している。

　　 　なお、現年分20万円以上の高額滞納者については、原則として職員が把握し対応している。

　７．業務の実施期間及び実施時間について

　　　平日：午前９時から午後５時30分まで

　　　夜間（月１回）：午後５時30分から午後８時まで

　　　休日（原則的に月１回）：午前９時から午後５時30分まで

【所　　感】

　岸和田市での民間委託の状況は、電話及び文書による自主的納付の呼びかけ業務（コールセン

ター）のみであり、民間委託としては一般的なコンビニ収納は行われていない。

　導入経過については、組織体制及び行財政改革の担当課からの指示で市債権回収強化策の一環

として開設に至ったということであるが、平成17年度から導入し効果を挙げている堺市の存在が

少なからず影響したものと思われる。

　事業の効果としては、電話催告により納付約束を取り付けた後、収納確認がとれたものとして

２億５万円という金額があげられており、現年課税分の収納率が微増ではあるが上昇している。

これは、リーマンショック等により収納環境が著しく悪化した中においては、一定の効果があっ

たものと分析できる。

　また、岸和田市のコールセンターでは、電話催告や文書催告の他に、分割納付の履行管理、他

自治体からの照会に対する回答書の作成等の補助業務も行っており、職員でしかできない仕事、

民間でもできる仕事を的確に分類し業務の効率化を図っている。従来のように電話や文書による

催告から滞納処分まで全てを職員が行うのではなく、業務を精査し、徴税吏員として公権力を行

使する業務と、職員以外、民間委託などでも可能な業務に分類し、役割分担を明確にすることに

より効率的な組織体制を確立しているものと考えられる。
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＜視察報告書15＞　堺市

【視察目的】

　大阪府堺市は、平成17年11月全国に先駆けて民間活用による市税コールセンターを実施し、また、

コンビニエンスストア及びマルチペイメントネットワークを活用したペイジー収納を導入してい

る。大阪府内で民間活用について先進的に取り組んでいる堺市における導入の効果を調査した。

【視察内容及び質問事項】

　１．コンビニエンスストア収納について

　２．マルチペイメントネットワークを活用したペイジー収納について

　３．市税コールセンターについて

【視察結果】

　１．コンビニエンスストア収納について

　　 　コンビニエンスストア（以下、「コンビニ」という。）収納は、コンビニ収納を導入する以

前から実施していた市税コールセンターによって現年課税滞納分の徴収に力を入れていたも

のの、軽自動車税の収入率が低く推移していたことから、納税者の利便性向上及び納税環境

の整備による市税収入の確保を目的として、マルチペイメントネットワークを活用したペイ

ジー収納とともに導入された。導入の発端は、ボトムアップによる軽自動車税のみの導入を

検討していたところ、トップダウンにより個人市府民税、固定資産税を含め対応することと

なった。

　　 　委託業者の選定にあたっては、コンビニ収納、ペイジー収納をあわせて導入することから、

市側の基幹システムの改修費用を最低限に抑えるために、コンビニ収納、ペイジー収納の

データをまとめて提供できる業者を対象とした。

　　 　コンビニ収納を導入したことによるメリットとして、第一に納税者の利便性の向上、第二

に多様化する市民ニーズ、第三として市税収入の確保、第四として領収済通知書の保管ス

視察日時 平成22年９月30日㈭　午前10時～正午

視 察 先

視察場所：堺市理財局税務部収税課
住　　所：大阪府堺市堺区南瓦町３番１号
最 寄 駅：南海高野線　堺東駅
対 応 者：川口　　力氏（堺市理財局税務部収税課課長補佐）
　　　　　藤川　記代氏（堺市理財局税務部収税課主査）

視 察 者 阪上　博則（泉佐野市総務部税務課）
岩本　靖弘（大阪府総務部市町村課）
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ペースの解消が挙げられる。コンビニ収納の特徴として、コンビニの店舗は全国に所在して

おり、その店舗数も多く市民に身近であることやその営業時間が、銀行等の金融機関のよ

うに平日の一定の時間に制限されないことが、多様化する納税者の生活スタイルに対応し

たサービスである。また、副次的な効果として、毎日蓄積されていく領収済通知書の保管

スペースの解消にも貢献する。堺市では毎年約100万枚の領収済通知書が蓄積されていたが、

コンビニ収納及びペイジー収納により約２割をデータにて受領することとなったため、保管

箱にして年間20箱の保管スペースが解消された。今後、コンビニ収納及びペイジー収納の納

付割合が増加することとなれば更なる保管スペースの解消が見込まれる。

　　 　導入によるデメリットとして挙げられているのが、金融機関窓口での納付や口座振替の手

数料よりも高額な取扱手数料である。また、堺市では前納報奨金制度があり、コンビニで全

期分を納付した場合に、地方自治法施行令の規定により地方税に係る報奨金を繰替払いする

ことができないため、別途対応が必要となり事務が煩雑となっている（平成23年度より前納

報奨金制度を廃止するため、平成23年度以降は発生しない。）。最後に、コンビニで納付した

後の収納確認、収納金の入金までに日数を要することが挙げられており、催告文書の行き違

いや納税証明書の発行などにおいて納税者とのトラブルが発生する可能性が考えられる。

　２．マルチペイメントネットワークを活用したペイジー収納について

　　 　コンビニ収納とともに納税者の利便性向上及び納税環境の整備による市税収入の確保の観

点から導入された。インターネットバンキング、モバイルバンキング、銀行ATMにより手

続きが可能であり、日中納税できない納税者に対応することができる。そのメリットは、コ

ンビニ収納と重なる部分が多く、第一に納税者の利便性向上、第二に多様化する市民ニーズ

への対応、第三として市税収入の確保、第四に収納事務の効率化、第五として納付情報が

データで提供されることによる領収済通知書の保管スペース解消があげられる。コンビニ収

納と異なる事由として、収納事務の効率化（ゆうちょ銀行一括伝送及び農協窓口のオンライ

ン分）が挙げられている。また、デメリットとしてあげられるのが、第一に金融機関窓口で

の納付や口座振替による手数料よりも高額な取扱手数料の負担が挙げられ、第二に登録手数

料の負担が挙げられている。ペイジー収納では納付対象のすべての納付書データを実際の納

付の有無に関わらずMPNセンターへデータ登録する必要があり、税額更正等により納付税

額が変更になった場合には納付書の発送と併せてMPNセンターへの登録情報の更新が必要

となる。そして、最後に市指定取扱金融機関31行のうち、ペイジー収納に対応している金融

機関は約半数（ATM対応は４行のみ）であるため、今後対応できる金融機関の増加がペイ

ジー収納の普及には必要となってくる。
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　３．市税コールセンターについて

　　 　導入に至る経緯は、平成15年度より市税特別滞納対策室を設置し、滞納繰越分を対象とし

た徴収強化により、滞納繰越分については一定の収入率の改善、滞納繰越額の圧縮がなされ、

次なる対策として現年課税分を対象とした自動電話催告システムの導入を検討していたとこ

ろ、平成17年３月に「民間開放推進３カ年計画（改定）」が閣議決定され、総務省自治税務

局企画課長通知「地方税の徴収に係る合理化・効率化の推進に関する留意事項について」の

なかで「電話による自主的納付の呼びかけ業務」が、公権力の行使にあたらない業務として

例示された。これを受けて、係員から課長補佐級で構成する「現年度徴収率向上委員会」に

おいて検討した結果、市税コールセンターの導入に至った。

　　 　委託業者の選定にあたっては、当初債権管理回収会社（サービサー）に業務委託すること

を検討していたが、債権管理回収業に関する特別措置法（サービサー法）では、納付案内の

際に社名・自己の名前を名乗らなければならないこと、滞納者のデータを庁舎外に持ち出す

こととなり職員の管理下に置けないなど個人情報の管理ができないことから、サービサーへ

の業務委託を行うのではなく、債権回収のノウハウを有するサービサーで人材派遣免許を取

得している民間会社よりオペレーターの派遣を受けることとなった。なお、平成21年度まで

は人材派遣という形態をとっていたが、平成22年度からは業務委託へと移行している。

　　 　コールセンターを導入したことによるメリットとして、第一に挙げられるのは、直接対話

することによる納付率の向上である。これは折衝機会を持つことができなかった滞納者に対

して非常に有効である。次に挙げられているのが、手書催告書の作成・発送による納付率の

向上である。これは抽出された案内対象となる滞納者について、電話番号調査においても電

話番号が不明である場合や滞納者が不在であった場合など接触できない場合に手書催告書を

送付している。第三として納付案内を行い、なお納付がない事案について、職員に引継ぐこ

とにより早期に滞納整理に着手できることが挙げられる。堺市においては、各区役所に所在

する市税事務所において滞納整理事務を行っており、高額・困難事案については本庁の市税

特別滞納対策室にて所管しているため、市税コールセンターで納付案内を行ったにもかかわ

らず完納されない場合や納付が困難な場合には速やかに各市税事務所に引き継がれる。これ

により、それぞれの事案において切れ間なく対応することができ、効率的な滞納整理を行う

ことができる。

　　 　また、導入に係るデメリットについては、納付案内の対象となる滞納者のリスト作成以外

に事務負担はなく、特に見当たらないとのことであった。

　　 　堺市においては、平成17年11月に市税コールセンターを導入しており、すでに５年が経過

している。この間に、市税コールセンターでの実績の蓄積や委託業者のノウハウの活用によ

り対象とする滞納者や滞納金額について拡大している。導入初年度は、現年度滞納のみで10

万円未満の滞納者が対象であったものが、早期着手することにより納税につながると考え、
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現在では現年度のみ滞納の滞納者については金額の制限はなく、現年度及び前年度を滞納し

ている場合や前年度のみの滞納であれば20万円未満の滞納者を対象として業務を行っている。

なお、対象となる税目は、市府民税（普通徴収、特別徴収）、固定資産税・都市計画税、軽

自動車税、法人市民税（確定・中間・予定）である。

　　 　最後に、堺市の市税コールセンターにおける個人情報保護の取り組みとしては、委託業者

の選定においてプライバシーマークを取得していることを条件とし、契約時には、受託業者

から個人情報保護の誓約、オペレーターからは秘密保持に関する誓約書の提出を義務付けて

いる。また、事故が発生した場合の社名等の公表などを契約書に記載していることやコール

センターの業務に従事するオペレーターには入室時の物品の持ち込みを制限している。

【所　　感】

　堺市は全国の地方自治体に先駆けて民間活用によるコールセンターを導入したことから、その

導入過程においては手探りの状態であり数々の検討を重ねたものと思われるが、コールセンター

により一定の実績を挙げたことにより、多くの地方自治体が現年度滞納の解消や滞納整理の効率

化に向け民間力を活用したコールセンターを導入するようになった。その率先して先進的な取り

組みを行ってきたのは、税の担当部局のみならず市全体で歳入を確保するという目的があり、そ

の目的を達成するために各部局が同じ方向を向いて業務を行ってきたからであろう。また、徴収

職員だけではなく受託している業者の担当者も、より効率的に収入に結び付くように相互に努力

し滞納整理業務を補完し合っていると感じられた。具体的には、コールセンターにおいて常時納

付の慫慂のための連絡のみを行うのではなく、連絡が取れない滞納者に対して送付する催告文書

の宛名を記入するなど公権力の行使に該当しない業務を実施することにより、より効率的に滞納

整理事務をサポートしていくことができる。堺市においては徴収の担当職員と受託業者の担当者

とが相乗効果を発揮し、事務の効率化が図られていると感じられた。

　現在、各地方自治体で行っている滞納整理事務には、必ず民間委託や民間力の活用になじむ業

務、公権力の行使に該当しない業務が必ず存在する。現在の業務について精査し、徴収職員が行

わなくてもよい業務を洗い出すことにより、逆に徴収職員が行わなければならない業務を明確に

できる。民間委託や民間力を活用した滞納整理には、単に収入額を増加させるという効果だけで

はなく、事務の効率化を達成し、徴収職員による効率的な滞納整理の実行にもつながっていくも

のと考える。
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このアンケートは職員のモチベーションがどのような要因で上がるのか、また

下がるのかについて具体的な事例を収集することを目的として実施しています。

なお、回答内容については事例のみを利用し、個人名や組織名等、回答した個

人が特定できる部分については割愛させて頂きます。

お仕事ご多忙の中、大変お手数かとは思いますがご協力お願いします。

あなたが日々、徴収業務に励んでいる中で「これでモチベーションが上がった」

といった事例があれば教えてください。なお、あなたに関する事例ではなく、

あなたの同僚に関する事例でも構いません。その場合、その同僚に了承を得た

上でご記入ください。

1

2

※ 事例が２つを超える場合は、別紙「事例追加記入用紙」にご記入ください。

あなたが日々、徴収業務に励んでいる中で「これでモチベーションが下がった」

といった事例があれば教えてください。なお、あなたに関する事例ではなく、

あなたの同僚に関する事例でも構いません。その場合、その同僚に了承を得た

上でご記入ください。

1

2

※ 事例が２つを超える場合は、別紙「事例追加記入用紙」にご記入ください。

平成２２年６月１１日（金）

本様式をメーリングリストに流してください。タイトルは次のようにお願いします。

「モチベーションアンケート回答（自治体名／氏名）」

なお、直接下記代表者のアドレスに回答して頂いても結構です。

本件に関してご不明な点などございましたら下記までご連絡ください。

職員のモチベーションアップ グループ 代表者

　寝屋川市　岡元 譲史 電話：072-838-0134 E-mail：okamoto.joji@city.neyagawa.osaka.jp

　豊 中 市　本多 育子 電話：06-6858-2306 E-mail：hoshunou@city.toyonaka.osaka.jp

回答希望日

回答方法及びお問い合わせ先

職員のモチベーションアップに関するアンケート

質問２

質問１

目 的
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「モチベーションが上がった」事例（追加）

3

4

5

6

7

8

9

10

「モチベーションが下がった」事例（追加）

3

4

5

6

7

8

9

10

質問２

職員のモチベーションアップに関するアンケート（事例追加記入用紙）

質問１
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職員のモチベーションアップに関するアンケート（集計）

質問１　「モチベーションが上がった」事例

1 目標設定した時。

2 徴税の研修で受けた影響。
（納期内納税者の立場、また、町の減収＝給料カット＝滞納額の穴埋めを意識すること。）

3 組織のモチベーションが高い時。

4 滞納者に感謝された時。

5 上司にほめらたとき。相談後の完納。自分の目標を達成できたとき。

6 徴収率が上がった時。プライベートが順調な時。

7
差押えをして完納させた時もモチベーションが上がりますが、国保の大事さなどを説明して市民が納
得して自主的に完納して頂いた時です。こういう人は今後、賦課されてもきっちり払ってくれる可能
性が高いですしね。

8 収納率が上がり係全体で部長からのお褒めの言葉を頂いた時。

9 滞納者が交渉の結果、自主納付に応じたとき。

10 上司に、揉めても出て行くからどんどん納税交渉してくれと言われた時。

11 自分のやった仕事が、数字として上がったとき（滞納繰越分UP）。

12 滞納者と折衝によって、高額滞納が解消したとき。

13
長期間放置されていた案件について財産調査を行った結果、高額の養老保険が見つかり、差し押えて
強制換価し、完納に至った。このように、自分が介入することで案件が解決できると、達成感があり、
モチベーションも上がります。

14
多重債務状態に陥っている滞納者と相談した際に解決のためのアドバイスをしたところ、実際に多重
債務状態が解消され、滞納分を完納した上に、お礼を言われたこと。普段、お礼なんて言われること
がないので、感動した記憶があります。

15 幸い、理解ある上司に恵まれ、自分のやりたいようにさせてもらっています。滞納処分についても
「どんどんやってくれ」といった感じで、そう言って頂けるとモチベーションが上がります。

16 自分のやったことを発表する機会を頂き、周囲の人に努力を認められた時

17 単純に、年間の徴収率が上がった時
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18 ななかな納税してくれない納付者が納付してくれて完納になったとき

19 納税者から納税の説明を求められ、説明した後に分かりましたと言われたとき。
（後日全額支払いを受けた）

20 いわゆる塩漬け案件を完納に導いたときなど達成感を得たとき。

21 自分の仕事を評価されたとき。もちろん良い評価です。

22 悪質な滞納者の財産を差押えたとき。

23 悪質滞納者の理不尽な要求をつっぱね、更に返り討ちにしたとき。

24 処理率や徴収率、差押件数などの数値目標が達成されたとき。

25 目標値（徴収率、徴収額等）を達成した際、上司から「よく頑張った」等の声をかけられたとき

26 かなり煩い滞納者の対応している際、いつの間にか、同僚及び上司が後ろに立ってサポートしてくれ、
組織として対応できたとき

27 自分の担当地区に係る仕事を片付けるため残業していた際、自分の分を終えた同僚が手助けしてくれ
たとき

28 病気により１週間程度休まざるを得なくなった際、事前に処理をお願いした以上のことを同僚がこな
してくれていたとき

29 不動産差押をしていた滞納案件が任売により完納＆市外転出（以後の賦課がなくなった）となったと
き。

30 納付交渉を重ねた結果、現年分以上の納付者に導けたとき。

31 仕事の業務改善が行われてスムーズに仕事が行えるようになった。

32 悪質滞納者の預金を差押したとき。

33 税務署等、他団体より先に差押が出来たとき。

34 高額滞納者との交渉の結果、納付があったとき。

35 悪質滞納者への臨戸や電話をためらっているときに、上司や部下の背中を押してくれる一言をもらえ
たとき。

36 夜間督税を行って、へとへとになり職場に帰ったときに、上司から「オツカレ」「ごくろうさん」と声
をかられたとき。

37 案件を片付けたとき
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38 隠していた財産を預金調査で見つけたとき

39 怒って来庁された折衝相手が、帰りに「ありがとう」って言って帰られた時。

40 上司より「最近がんばってるな。」って一声もらった時。

41 事案が解決した時など、達成感を味わった時。

42 高額や処理困難事案について成果が上がったとき。

43 組織として取り組んだ事案が完結になったとき。

44 行き詰っている状況で新たな突破口や解決方法を見つけたとき。

45 文書や電話による催告で完納となったとき。

46 「財産なんか何もないよ。」と言っていた滞納者の財産調査をして、財産が見つかり、差押えを執行し
たとき。

47 本市で初めての財産を差押える時、苦労しながら差押えを完了し、そのことを上司に認めてもらった
とき。

48 預金差押後、激怒して来庁した滞納者に対し、上司が差押解除など一切妥協せず、結果全額取立てし
て完納となったとき。

49 処理困難事案を解決した後、慰労会をしてくれたとき。

50 納付が困難な状況にある滞納者に対し、分納等で納付がしやすい状況を作り出して感謝された時。

51 同じ滞納整理の仕事をしている他市町村の職員との話で、同じ苦労を共感できたとき。「自分も頑張ろ
う。」と思う。

52 長期間滞納していた滞納者が折衝等の結果完納となり、その後も期限内納付を行っていることを確認
できたとき。

53 10年以上の滞納があり延滞金も高額になっている滞納者で、近年は交渉もあまりない状態であったが、
納税交渉の結果、本税、延滞金も完納に結びついたとき。

54 《管理職》ミスをした職員を注意したあと、その後の仕事ぶりが良く褒めたとき。

55 《管理職》職員が懸命に努力したにもかかわらず、滞納者を説得できなかったときに、上司の立場で
一緒に交渉に入り、職員と同じ方向性で最後まで交渉を貫いたとき。

56 困難案件に取り組んでいる際、上司が自分の考えや思いをきいてくれたうえで、今後の方向性につい
て後押ししてくれた時

57 担当者それぞれが徴収目標額を設定し、それを達成するためにお互いを刺激しあいながら頑張った時
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職員のモチベーションアップに関するアンケート（集計）

質問₂　「モチベーションが下がった」事例

1 職員の欠員補充がなかった時。

2 差押に出向き預金が抜かれていた時。

3 納税者と揉めたとき。体調が悪いとき。上司に怒られたとき。

4 納税者の分納不履行。納税者の財産を差押えしたとき。

5

窓口において預貯金などかなりの資力がある人と相談して、その日は結局、話がまとまらず後日に相
談と言う事で帰ってもらいました。それから数日後にその人がどうなったか気になり、交渉経過を確
認すると担当者の入力をせずに誰かが電話で適当に低額分誓をしてるのを見た時です。（誰かはすぐに
想像がつきましたけど…）前回の自分の交渉もすべて無駄にされましたし、同じ志を持ってるはずの
先輩に裏切られた気がしてかなりモチベーションは下がりました。

6 納税者に税制度（年金特徴など）に対する不満を述べられたとき。

7
私と同じく窓口で納付相談する同僚たちが、滞納者に対し「このままだったら差押されますよ」と他
人事のように低分割をし、職員に足を引っ張られるとき。

8
例えば、差し押えた生命保険契約を差し押えた後、実際に強制解約するに至るまでに時間を置き過ぎ
て換価価値が大きく下がる等、自分の判断の遅れから好ましくない状況に陥った時

9 徴収率が目標とする値に達しなかった時

10
自分のちょっとした言葉づかいの誤り等から滞納者に罵倒された時。なんで滞納者に怒鳴られないと
いけないのかと憤りを感じたことがあります。

11 年度末に未払い金があることが判明したとき

12
絶対こらしめてやろうと思っていた悪質な案件を知らない間に他の担当や上司が対応し小額分納など
を組んでたとき。

13 一緒に折衝に入った上司が「どっちの味方やねん！」って状態になったとき。

14
納税交渉でここからは引けないという話になっている際、上司がそのラインからあっさりと引いた話
を提示し、話をまとめてしまったとき

15
本税を納付したが、延滞金は断固として納付しない滞納者（地元有力者）に対し、延滞金のみで差し
押さえを執行しようとしていた際、当該滞納者と組織上部が話し合いを行い、延滞金をまけて、話を
収めてしまったとき

16 仕事量においてオーバーフローしかけているにもかかわらず、仕事量の割り増しがなされたとき

17
以前、滞納整理班を一定期間限定で設置していた時期があった。当時の担当は件数を目標として、本
人との接触もせず、預金残があれば、手当たり次第に差押を執行していた。解除や分納協議は現課の
担当が窓口で対応していたので、クレームを全て受けることとなった。
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18 特に市としての方針が伝わらないこと。

19 組織の長期的なあり方を提案しているにも関わらず上司が全く前向きに検討しない場合

20
担当者が滞納者と折衝して分割納付となったにもかかわらず、上司が外部圧力に屈して小額分割と
なった場合

21 差押後の苦情を含めた納税相談の時に誰からも援護射撃がないとき。

22 職場の中に仕事に対する熱意の温度差があったとき。

23 前向きな意見を、否定されたとき。

24 約束を破られたとき

25 夜間督税を行って、無人の職場に帰ったとき

26 折衝時、後に男性職員を立たせてるだけで相手の対応が変わった時。

27 夜間、休日の業務が増えたり、続いたりで家庭との両立が負担に感じた時

28 職場内に仕事をしない者がいた時。

29 業務に行き詰った時。

30
徴収業務に限らず課税業務も含めた「税務課の業務」はチームや組織で行なうべきと考えています。
しかし、業務の改善等を提案し実行に移しても「総論賛成各論反対」的考え方で結局は何も変わらな
いことがあったとき。

31
仕事のやり方や処理方法を改善しようとしたとき、「過去からの慣例、いままでこのように処理をして
きた」の一言で片付けられ、議論等が全くできないとき。

32
徴収業務に限らず、決定事項に従い進んでいたのにいつの間にか梯子をはずされていたときや梯子を
はずされたとき。また、その事について抗議したときに「状況が変わった」の一言で片付けられたと
き。

33 滞納整理の方法（解決策）が見つけられないとき。

34 滞納処分できる財産があるのに長期間放置し、その事案を引き継いだとき。

35 悪質な滞納者に対し差押えすると断言し財産調査をするも、何も見つからなかったとき。

36
折衝により納付計画が確定した後に、滞納者が市議会議員に相談した結果、相談に同席した上司から
滞納者の言いなりに近い納付計画に変更するように指示を受けたとき。

37 直属の上司から指示を受けたが、翌日別の上司からまったく逆の指示を受けたとき。
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38 《管理職》質問１「54」のケースで注意をしたまま放置されたとき。

39 担当者が窓口等にて大声で怒鳴られているにもかかわらず、上司がそしらぬ顔で仕事をしている所を
みた時

40 滞納処分を前提に話を進めているにもかかわらず、上司が簡易な分割等で勝手に話をまとめてしまっ
た時
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大阪府内統一アンケート ～税収納～
（マッセOSAKA徴収力強化研究会～組織研究グループ～）

該当する項目のすべてを○で囲んでいただき、必要に応じて自由にお書きください。

【回　答　者】　　　　　　　　　　　　　　　自治体名：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担 当 課：　　　　　課　　　　　係（Ｇ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ご 氏 名：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号：　　　　　　　　　内線
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｅメール：
・ 回答していただきました内容に掘りさげてお聞きしたいことなどがありましたらお電話で確認させてい

ただく場合がありますので、ご協力をお願いいたします。

○　徴税組織について

１．組織体制について

　① 　徴税組織の全職員数（再任用、非常勤、臨時含む。アルバイトは除く）は、５年前と比べ

て増えていますか？

　　　　Ａ．増えている　　Ｂ．減っている　　Ｃ．変わらない

　②　徴税組織の正職員数は、５年前と比べて増えていますか？

　　　　Ａ．増えている　　Ｂ．減っている　　Ｃ．変わらない

　③ 　徴税組織の正職員以外の職員数（アルバイトは除く）は、５年前と比べて増えていますか？

　　　　Ａ．増えている　　Ｂ．減っている　　Ｃ．変わらない

　④　職員一人当りの滞納事案の持ち件数は、５年前と比べて増えていますか？

　　　　Ａ．増えている　　Ｂ．減っている　　Ｃ．変わらない

　⑤　職員の意思統一を図るための会議は、どの程度の頻度でされていますか？

　　　　Ａ．毎週　　Ｂ．２週間　　Ｃ．毎月　　　Ｄ．２か月　　Ｅ．３か月　　Ｆ．４か月

　　　　Ｇ．半年　　Ｈ．年１回　　Ｉ．必要時　　Ｊ．実施していない

　⑥　徴税組織の担当割りはどのようにされていますか？

　　　　Ａ．地区別　　Ｂ．機能別（収納や整理等）　　Ｃ．金額別

　　　　Ｄ．年度別　　Ｅ．その他
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　⑦　滞納整理マニュアルは作成されていますか？

　　　　Ａ．している　　Ｂ．していない（検討中）　　Ｃ．していない（検討なし）

　⑧ 　本研究会では、大阪府内の全ての自治体で共通に使用できる滞納整理マニュアルを作成し

ようと考えています。滞納整理マニュアルを作成されている場合は、参考にしたいと思いま

すので１部いただけませんか？

　　　　Ａ．お渡しできます　　Ｂ．お渡しできません

　⑨　１年間の徴収方針を定めていますか？

　　　　Ａ．定めている　Ｂ．定めていない（検討中）　Ｃ．定めていない（検討なし）

　⑩　中期もしくは長期を見定めた徴収計画を定めていますか？

　　　　Ａ．定めている　Ｂ．定めていない（検討中）　Ｃ．定めていない（検討なし）

　⑪　民間活用を実施されていますか？

　　　　Ａ．実施している　　Ｂ．実施していない（検討中）　　Ｃ．実施しない

　　　　　　　　↓　　　　　　　　　↓

　　｛委託項目｝（例：コールセンター、催告文書の封入封緘、証明発行窓口等）

２．人材育成及び人材確保について

　①　課内研修（新規配属職員研修は除く）は、年に何回実施されていますか？

　　　　Ａ．年１～２回　　Ｂ．年３～４回　　Ｃ．年５～６回

　　　　Ｄ．７回以上　　　Ｅ．実施していない

　②　新規配属職員研修はいつ頃まで実施していますか？

　　　　Ａ．異動後２週間以内　　　　Ｂ．異動後１か月以内　　Ｃ．異動後２～３か月以内

　　　　Ｃ．異動後４～６か月以内　　Ｄ．新規入庁職員は本採用になるまで

　　　　Ｅ．実施していない

　③　新規配属職員を教育する際は、特定の指導者をつけていますか？

　　　　Ａ．つけている　　Ｂ．つけていない
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　④ 　人材を確保するために人事担当課にアプローチをされているとは思いますがどういった項

目を重点的に要求されていますか？

　　　　Ａ．徴税部門の職員を不用意に移動させないでほしい

　　　　Ｂ．異動してしまった徴税部門の経験者を呼び戻したい

　　　　Ｃ．その他

　　　　　　　↓

　　｛アプローチ内容｝

　⑤ 　徴収力を強化するための人事交流（自治体内外を問わず、税部門間や徴収職種等で）に特

定のルールを定めていますか？

　　　　Ａ．定めている　　Ｂ．定めていない

　　　　　　　　↓

　　｛ルール内容｝（例：納税部門や課税部門の異動で人材育成を図ることにしている）

　⑥ 　貴市町村では、組織的に特定のスペシャリストを育てるための方針を定めていますか？

（スペシャリストとは、特定の部門（例：税部門や福祉部門等）間あるいは、特定の職種

（例：徴収や賦課等）間で人事異動を行い、専門分野を深く習得した人材のことをいう。）

　　　　Ａ．定めている　　Ｂ．定めていない　　Ｃ．不明

　⑦　徴収部門においては、徴収のスペシャリストの存在が必要だと感じますか？

　　　　Ａ．感じる　　Ｂ．感じない

３．進行管理について

　①　事案ごとのヒアリングは、どの程度の頻度でされていますか？

　　　　Ａ．毎週　　Ｂ．２週間　　Ｃ．毎月　　　Ｄ．２か月　　Ｅ．３か月　　Ｆ．４か月

　　　　Ｇ．半年　　Ｈ．年１回　　Ｉ．必要時　　Ｊ．実施していない

　②　進行管理表は作成されていますか？

　　　　Ａ．している　　Ｂ．していない（検討中）　　Ｃ．していない（検討なし）
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　③　進行管理の中心人物は誰ですか？

　　　　Ａ．担当者　　Ｂ．主任級　　Ｃ．係長級　　Ｄ．課長級　　Ｅ．その他

４．数値目標について

　①　目標収納額（あるいは率）

　　　　Ａ．定めている　　Ｂ．定めていない

　②　目標差押件数（あるいは率）

　　　　Ａ．定めている　　Ｂ．定めていない

　③　目標架電件数（あるいは率）

　　　　Ａ．定めている　　Ｂ．定めていない

　④　目標文書送付件数（あるいは率）

　　　　Ａ．定めている　　Ｂ．定めていない

　⑤　その他の数値目標（訪問率、口座普及率等）

　　　　Ａ．定めている　　Ｂ．定めていない

　　　　　　　　↓

　　｛内容｝

○　公金一元化について

１．徴収組織の一元化について

　①　一元化を実施されていますか？

　　　　Ａ．している　　Ｂ．していない（検討中）　　Ｃ．していない（検討なし）

　　　　　　　　　　　　　　　　↓　　　　　　　　　　　　　↓

　　｛実施していない場合の理由｝（例：平成23年度より実施したいと考えている）

　アンケートは、以上です。ご協力ありがとうございました。

頂戴いたしました回答の集計結果が、できあがり次第、Ｅメールで送付させていただきたいと考

えていますので、よろしくお願いいたします。
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大阪府内統一アンケート ～一元徴収～
（マッセOSAKA徴収力強化研究会～組織研究グループ～）

該当の項目を○で囲んでいただき、必要に応じて自由にお書きください。

【回　答　者】　　　　　　　　　　　　　　　自治体名：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担 当 課：　　　　　課　　　　　係（Ｇ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ご 氏 名：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号：　　　　　　　　　内線
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｅメール：
・ 回答していただきました内容に掘りさげてお聞きしたいことなどがありましたらお電話で確認させてい

ただく場合がありますので、ご協力をお願いいたします。

１．徴収組織の一元化について

　①　一元化の開始時期はいつですか？

　　　　Ａ．平成20年度以前　　Ｂ．平成21年度　　Ｃ．平成22年度

　②　一元化を決めたのはトップダウンですか、ボトムアップですか？

　　　　Ａ．トップダウン　　Ｂ．ボトムアップ

　③　一元化担当部署は税務部局内もしくは独立した部局のどちらですか？

　　　　Ａ．税務部局内　　Ｂ．独立した部局（本来の担当課からの移管タイプ）

　　　　Ｃ．独立した部局（自治体の債権回収を最初からすべて受け持つタイプ）

　④　債権の収納は、本来の担当課でも取り扱っていますか？

　　　　Ａ．取り扱っている　　Ｂ．取り扱っていない

　⑤　移管の際には、本来の担当課と事前協議をされていますか？

　　　　Ａ．行っている　　Ｂ．行っていない　　Ｃ．同一課内である

　⑥　一元化担当部署の担当割りは、どのようにされていますか？

　　　　Ａ．地区別　　Ｂ．機能別（収納や整理等）　　Ｃ．金額別

　　　　Ｄ．債権別　　Ｅ．その他
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　⑦　自主納付時もしくは換価事務時の分配基準は、定められていますか？

　　　　Ａ．定めている　Ｂ．定めていない（検討中）　Ｃ．定めていない（検討なし）

　　　　　　　　↓

　　｛分配基準｝（例：租税以外の徴収金は、権利が関係するものを優先している）

　⑧　各債権間の守秘義務の解除の解釈をどのようにされていますか？

　　　　Ａ．独自の判断基準を設けている

　　　　Ｂ．条例化等で対応した

　　　　Ｃ．地方公務員の守秘義務だけで十分

　　　　Ｄ．その他

　⑨　債権を一元管理したことによるメリットを教えてください。

　　｛メリット内容｝（例：住民へのワンストップサービスを実現できた）

　⑩　債権を一元管理したことによって発生したデメリットを教えてください。

　　｛デメリット内容｝（例：仕事内容が幅広いため、職員の覚えることが増えた）

　⑪　債権を一元管理したことは、住民のサービス向上に繋がりましたか？

　　　　Ａ．繋がった　　Ｂ．繋がらなかった

２．取り扱う債権の範囲について

　①　取り扱う債権の範囲を教えてください

　　｛範囲の内容｝（例：税、国保、保育料、水道料金のように箇条書きで）
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　②　これまでに取り扱う債権の範囲を変更されましたか？

　　　　Ａ．追加変更をした　　Ｂ．縮小変更をした　　Ｃ．変更していない

　　　　　　　　　↓　　　　　　　　　　↓

　　｛変更内容｝（例：項目と理由を教えてください）

３．その他

　①　一元化した債権の情報は、電算で統一されていますか？紙ベースですか？

　　　　Ａ．電算で統一　　Ｂ．紙ベース　　Ｃ．今後統一する予定　　Ｄ．未定

　②　債権管理条例は作成されていますか？

　　　　Ａ．している　　Ｂ．していない（検討中）　　Ｃ．していない（検討なし）

　③　債権管理マニュアルは作成されていますか？

　　　　Ａ．している　　Ｂ．していない（検討中）　　Ｃ．していない（検討なし）

　④ 　本研究会では、大阪府内の全ての自治体で共通に使用できる債権管理マニュアルを作成し

ようと考えています。債権管理マニュアルを作成されている場合は、参考にしたいと思いま

すので１部いただけませんか？

　　　　Ａ．お渡しできます　　Ｂ．お渡しできません

　アンケートは、以上です。ご協力ありがとうございました。

頂戴いたしました回答の集計結果が、できあがり次第、Ｅメールで送付させていただきたいと考

えていますので、よろしくお願いいたします。
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大阪府内統一アンケート集計結果

○　徴税組織について

１．組織体制について

　① 　徴税組織の全職員数（再任用、非常勤、臨時含む。アルバイトは除く）は、５年前と比べ

て増えていますか？

　　・３割の団体は増えているが、５割は減っている。全職員数は減る傾向にある

　②　徴税組織の正職員数は、５年前と比べて増えていますか？

　　・１割の団体は増えているが、６割の団体は減っている。正職員数は減る傾向にある。

　③ 　徴税組織の正職員以外の職員数（アルバイトは除く）は、５年前と比べて増えていますか？

　　・６割の団体が増えており、正職員以外の職員数は増える傾向にある。

増えている
32%

減っている
50%

変わらない
18%

増えている
10%

減っている
58%

変わらない
32%

増えている
63%

減っている
8%

変わらない
29%
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　④　職員一人当りの滞納事案の持ち件数は、５年前と比べて増えていますか？

　　・７割の団体が増えており、その原因は全職員数の減少と滞納者数の増加が考えられる。

　⑤　職員の意思統一を図るための会議は、どの程度の頻度でされていますか？

　　・ 必要時に会議を開催している団体が最も多いが、月１回程度定期的な開催が望ましいと考

える。

　⑥　徴税組織の担当割りはどのようにされていますか？

　　・ 地区別を採用している団体が最も多いが、各団体の実情にあった担当割を採用すればよい

と考える。

増えている
66%

減っている
13%

変わらない
21%

毎月
24%

２ヶ月
2%

３ヶ月
3%

半年
3%

必要時
65%

実施していない
3%

地区別
34%

機能別
18%

その他
24%

地区別・機能別
8%

地区別・金額別
5%

地区別・機能別・金額別
3%

地区別・機能別・その他
3%

地区別・機能別・金額別・年度別
3%

機能別・金額別・年度別・その他
3%
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　⑦　滞納整理マニュアルは作成されていますか？

　　・ 検討中も含め７割の団体が滞納整理マニュアルを作成していないが、効率的に職員のスキ

ルアップを図るためには、処理方針等を定めたマニュアルは必要だと考える。

　⑨　１年間の徴収方針を定めていますか？

　　・ 多くの団体が徴収方針を定めているが、一部の団体では定めていない。組織として意思統

一を図るうえでも徴収方針は必要だと考える。

　⑩　中期もしくは長期を見定めた徴収計画を定めていますか？

　　・ 検討中も含め７割の団体で中・長期的な徴収計画を定めていないが、徴収率向上のために

は長期的なビジョンも必要だと考える。

している
34%

していない
（検討中）
29%

していない
（検討なし）
37%

定めている
81%

定めていない
（検討中）
8%

定めていない
（検討なし）

8%

回答なし
3%

定めている
31%

定めていない
（検討中）
32%

定めていない
（検討なし）
37%
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　⑪　民間活用を実施されていますか？

　　・ 検討中も含め半数の団体が民間活用を実施していないが、効率的な組織運営を考えると、

今後は実施する団体が増えていくと思われる。

２．人材育成及び人材確保について

　①　課内研修（新規配属職員研修は除く）は、年に何回実施されていますか？

　　・ 年７回以上課内研修を実施している団体もあれば、実施していない団体も半数を超え、バ

ラつきがある。職員のスキルアップ・モチベーションアップのためには課内研修は実施す

るほうがよいと考える。

　②　新規配属職員研修はいつ頃まで実施していますか？

　　・ ４割近い団体は新規配属職員研修を実施していないが、規模の小さな団体だと思われる。

「鉄は熱いうちに打て」と言われるように新規配属職員に対しては早期の研修が望ましい

と考える。

実施している
50%

実施していない
（検討中）
24%

実施しない
24%

回答なし
3%

年１～２回
29%

年３～４回
5%

年５～６回
8%

７回以上
3%

実施していない
55%

異動後２週間以内
3%

異動後
１か月以内
31%

異動後２～３ヶ月以内
29%

異動後４～６ヶ月
3%

実施していない
37%
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　③　新規配属職員を教育する際は、特定の指導者をつけていますか？

　　・ 半数以上の団体で特定の指導者をつけており、人材育成の観点から優秀な特定の指導者を

つけているほうが望ましいと考える。

　④ 　人材を確保するために人事担当課にアプローチをされているとは思いますがどういった項

目を重点的に要求されていますか？

　　・ 徴収部門の専門性の高さから、人事担当課へアプローチをしている団体が多い。また、職

員数が減少する中、増員を求める団体が多い。

　⑤ 　徴収力を強化するための人事交流（自治体内外を問わず、税部門間や徴収職種等で）に特

定のルールを定めていますか？

　　・ 人事交流で特定のルールを定めていない団体がほとんどである。人材育成の観点から、税

と税以外の徴収部門との人事交流も必要かもしれない。

つけている
54%

つけていない
44%

回答なし
3%

回答なし
5%

徴税部門の職員を
不用意に移動
させないでほしい

46%

異動してしまった徴税部門
の経験者を呼び戻したい

5%

その他
33%

徴税部門の職員を不用意に
移動させないでほしい・
異動してしまった徴税部門
の経験者を呼び戻したい

8%

異動してしまった徴税部門
の経験者を呼び戻したい・

その他
3%

定めている
5%

定めていない
95%
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　⑥ 　貴市町村では、組織的に特定のスペシャリストを育てるための方針を定めていますか？

（スペシャリストとは、特定の部門（例：税部門や福祉部門等）間あるいは、特定の職種

（例：徴収や賦課等）間で人事異動を行い、専門分野を深く習得した人材のことをいう。）

　　・方針を定めている団体はごくわずかで、ほとんどの団体では定めていない。

　⑦　徴収部門においては、徴収のスペシャリストの存在が必要だと感じますか？

　　・ スペシャリストの方針は定めていないが、スペシャリストの必要性は感じている団体がほ

とんどである。国税や府税のОＢを採用する方法もあるが、独自で育成するためには、そ

の方針を定める必要があると考える。

３．進行管理について

　①　事案ごとのヒアリングは、どの程度の頻度でされていますか？

　　・ ６割の団体が、ヒアリングは必要時に行っている。適切な進行管理を行うためには、定期

的なヒアリングを年間計画に組み入れるべきと考える。

定めている
3%

定めていない
79%

不明
18%

感じる
92%

感じない
8%

毎月
3%

３ヶ月
8%
４ヶ月
8%

半年
13%

年１回
5%

必要時
59%

半年・必要時
3%

３ヶ月・必要時
3%
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　②　進行管理表は作成されていますか？

　　・ 検討中も含め７割の団体が進行管理表を作成していないが、効率的に進行管理を行うため

には管理表の作成は必要だと考える。

　③　進行管理の中心人物は誰ですか？

　　・ 係長級が中心人物となっている団体が、４割と最も多い。事案を持たない係長級が中心と

なり進行管理を行うことが望ましいと考える。

４．数値目標について

　①　目標収納額（あるいは率）

　　・ 目標収納額（率）を定めている団体が８割以上も占め、日頃の業務の結果が徴収率として

表れるため、数値目標は必要と考える。

している
33%

していない（検討中）
31%

していない
（検討なし）
36%

担当者
15%

主任級
3%

係長級
44%

課長級
26%

その他
10%

担当者・係長級・課長級
3%

定めている
85%

定めていない
15%
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　②　目標差押件数（あるいは率）

　　・ 目標差押件数（率）を定めていない団体がほとんどである。目標件数を定めていると、そ

の目標をクリアするために不要な差押を行う可能性もあり、目標差押件数を定めるかどう

か意見の分かれるところである。

　③　目標架電件数（あるいは率）

　　・ 目標架電件数（率）を定めていない団体がほとんどである。４－２と同様に目標架電件数

を定めるかどうか、意見の分かれるところである。

　④　目標文書送付件数（あるいは率）

　　・目標文書送付件数（率）を定めている団体はない。

定めている
13%

定めていない
87%

定めている
10%

定めていない
90%

定めていない
97%

回答なし
3%
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　⑤　その他の数値目標（訪問率、口座普及率等）

　　・その他の数値目標では、口座振替加入率を定めている団体が多い。

５．公金一元化について

　①　徴収組織の一元化について

　　・ 検討中も含めて実施していない団体が８割近くあるが、今後実施していく団体が増えると

思われる。

○公金一元化について

１．徴収組織の一元化について

　①　一元化の開始時期はいつですか？

　　・年々一元化を開始する団体が増えてきている。

　　・どこの団体でも一元化の必要性を感じていると考える。

定めている
18%

定めていない
82%

している
25%

していない
（検討中）
26%

していない
（検討なし）
49%

平成20年度
以前
20%

平成21年度
40%

平成22年度
40%
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　②　一元化を決めたのはトップダウンですか、ボトムアップですか？

　　・トップダウンにより一元化を決めた団体のほうが多いと考える。

　③　一元化担当部署は税務部局内もしくは独立した部局のどちらですか？

　　・ 一元化の担当部署は、税務部局内に作る団体が40％で、独立した部局（本来の担当課から

の移管タイプ）が60でほぼ同割合である。

　④　債権の収納は、本来の担当課でも取り扱っていますか？

　　・ 債権の収納は本来の担当課が行っているという団体が90％、行っていない団体が10％であ

る

　　・ 担当課が収納を行っているにもかかわらず一元化しているということは、困難事案件数が

増加しており、担当課で処理しきれない団体が増えてきていると考える。

　　・ また効率的な滞納整理をするために知識やノウハウの共有を目的としている団体も増えて

きているのではないかと考える。

トップダウン
80%

ボトムアップ
20%

税務部局内
40%

独立した部局
（本来の担当課から
の移管タイプ）

60%

取り扱っている
90%

取り扱っていない
10%



172 おおさか市町村職員研修研究センター

平成22年度　徴収力強化研究会報告書

　⑤　移管の際には、本来の担当課と事前協議をされていますか？

　　・ 移管の際には、本来の担当課と事前協議を行っているのが全団体である。一元化に際して、

事前協議を行い、各課の意見を聞くことは不可欠であると考える。

　⑥　一元化担当部署の担当割りは、どのようにされていますか？

　　・ 各団体により様々な意見があるので各団体の実情に合った担当割を採用するのがよいと考

える。

　⑦　自主納付時もしくは換価事務時の分配基準は、定められていますか？

　　・ ６割の団体が基準を定めている、もしくは定めることを検討しているので、ある程度の分

配基準を定めることが適切であると考える。

行っている
100%

地区別
30%

機能別
10%

金額別
10%

債権別
30%

その他
20%

定めている
40%

定めていない
（検討中）
20%

定めていない
（検討なし）
40%



第
１
部

第
２
部

第
３
部

173おおさか市町村職員研修研究センター

第₃部　参考資料

　⑧　各債権間の守秘義務の解除の解釈をどのようにされていますか？

　　・ 大阪府下では守秘義務解除の解釈において、独自の判断基準を設けている団体、条例化等

で対応した団体はない。地方公務員の守秘義務だけで十分であると考えている団体やそれ

以外の考えを採用している団体が多いようである。

　⑨　債権を一元管理したことによるメリットを教えてください。

　　・重複滞納者に対しては財産調査の結果を共有でき、事務を一元化できる。

　　・ 債権回収のノウハウを共有することができるため、債権回収能力を持った人材を育てるこ

とができる。

　　・滞納者に対して、本市の取組み姿勢を示すことができる。

　　といった回答が多く得られた。

　⑩　債権を一元管理したことによって発生したデメリットを教えてください。

　　・ 原課が一元化を担当する部局に依存しすぎて、原課の徴収レベルが低下するおそれがある

といった内容の意見が多く得られた。したがって原課で調査や納付交渉を行ったのちに案

件を移管するという基準を設けることも必要であると考える。

　　・職員の負担が増えるといった意見もあるので、人事面における配慮も必要であると考える。

　⑪　債権を一元管理したことは、住民のサービス向上に繋がりましたか？

　　・ 債権を一元管理したことにより半数以上の団体が住民サービス向上に繋がったとの回答が

得られている。よって一元化により住民の利便性が向上したと考える。

地方公務員の
守秘義務だけで

十分
30%

その他
70%

繋がった
50%

繋がらなかった
30%

回答なし
20%
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２．取り扱う債権の範囲について

　①　取り扱う債権の範囲を教えてください

　　・ 多くの団体が市税、国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料などの強制徴収

できる債権をまとめて扱っている。なかには市営住宅使用料などの滞納処分できない債権

をまとめて扱う団体も少しはある

　②　これまでに取り扱う債権の範囲を変更されましたか？

　　・20％の団体が追加変更を行っていて、80％の団体が追加変更をしていない。

　　　 たいていの団体が一元化をスタートしたばかりなので、今後は追加変更を行う団体が増え

てくると考える。

３．その他

　①　一元化した債権の情報は、電算で統一されていますか？　紙ベースですか？

　　・やはり、費用面で問題はあるが電算で統一するのが望ましいと考える。

追加変更を
した
20%

変更していない
80%

電算で統一
30%

紙ベース
30%今後統一する予定

10%

未定
30%



第
１
部

第
２
部

第
３
部

175おおさか市町村職員研修研究センター

第₃部　参考資料

　②　債権管理条例は作成されていますか？

　　・ 作成していないという回答が多いが、私債権を扱っている団体が少ないから多くの団体が

必要性を感じていないのではないかと考える。

　③　債権管理マニュアルは作成されていますか？

　　・ マニュアルを作成している団体は20％、検討中の団体が50％なので多くの団体がマニュア

ルの必要性を感じているのではないかと考える。

　④ 　本研究会では、大阪府内の全ての自治体で共通に使用できる債権管理マニュアルを作成し

ようと考えています。債権管理マニュアルを作成されている場合は、参考にしたいと思いま

すので１部いただけませんか？

していない
（検討中）
40%

していない
（検討なし）
60%

している
20%

していない
（検討中）
50%

していない
（検討なし）
30%

できない
80%

回答なし
20%
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