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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、そのゲストスピーカーの講演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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１．滞納整理に対する基本的な考え方

　私は心臓の僧帽弁の手術をして、今年の２
月４日で丸５年になります。心臓のバイパス
手術などとは少し違って、手術だけで８時間、
麻酔から集中治療室までを入れると12時間と
いう大変な手術でした。そんな手術ができる
先生は日本でもそんなに何人もいらっしゃい
ませんが、その先生に巡り合えて、こうやっ
て皆さんの前でお話しできるのです。その先
生の先生は、皆さんよくご存じの「ブラッ
ク・ジャック」に出てくるＳ先生のモデル
で、その先生も私の手術に立ち会ってくださ
いました。それほど難しい手術なのです。そ
れから定期的に東京医科歯科大学の方へ心臓
の検診に行っていて、私の後に私よりも少し
重い方が何人か手術をされたと聞いています
が、いずれにしても当時、私の心臓手術は恐
らく日本でも相当難しく、翌年の日本胸部外
科学会で200事例のうちの10事例に入ったそ
うです。私の心臓が資料として出されていて、
私はその大学の教授に「藤井さんが生きるこ
とは私の手術がうまくいっている証拠なので、
ぜひ長生きしてくれ」と言われています。
　私がなぜこの心臓の手術をしたというと、
別に倒れたわけではなく、たまたまその３ヶ
月前に私の部下の職員ががんで亡くなったの
ですが、本当は見つかったときに手術してい
れば助かったと私は思っているのです。恐ら
く「未分化がん」という増殖しないがんだか
ら大丈夫だと過信したのだと思いますが、７
月に分かって11月15日に亡くなっています。

私はその部下のことを思うと、もしかしたら
私に早く心臓の手術をしろと言っているので
はないかと思いました。そこで、都立病院の
先生に手術させてくださいと言ったら、都立
病院では「そんな高度な手術はできません。
ただ、名医を知っていますから、そちらを紹
介いたします」ということで東京医科歯科大
学を紹介していただき、手術することになり
ました。手術の日は自分で決めなさいと言わ
れて、私は立春の日に「今日（凶）より吉」、
つまりこれからは全部吉なのだと決めて、手
術をしました。なぜこんな話をしたかという
と、今日のサブテーマは「先送りしない」だ
からです。

１－１．徴収事務に対する固定概念の払拭

　私は滞納整理の実務は３年しかやっていま
せんが、平成７～９年の３年間で400件ほど
差押えをしました。押さえられるものは何で
も押さえするという考えで、極端な例では保
釈保証金まで差押えしました。もう見つけた
ら何でも差押えしてやるという主義なのです。
そして、債権の差押え、不動産の差押え、そ
の他の差押えといろいろ体系化して、それが
うまくいったのかいかなかったのか、特にう
まくいかないものについて、自分がかけたエ
ネルギーをまた同じだけ使うことはないので
すから、どんどん同僚や若い職員にそのノウ
ハウを伝えていきたいと考えて、研修に力を
入れてきました。今も研修は非常に重要だと
思っています。OJTができていない職場は基

「滞納整理と進行管理」

 　東京都品川都税事務所　副所長兼総務課長　
 藤　井　　　朗　氏
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本的には組織が成り立たないと常々思ってい
て、今まで先頭に立ってOJTや研修をしてき
ました。
　基本的な考えとして、まず滞納整理に関し
ては大変だという固定概念を持っている方が
たくさんいます。一般行政職であれば、いつ
税務の徴収のところに配属されるか分かりま
せんが、別に大変なことは何もありません。
大変だという固定概念を持っているから、そ
こで自分でブロックしてしまうのですが、こ
のような考えをまず始める前に取り払っても
らわなければいけません。私が３年間滞納整
理をして、その後マネジメントを10年くらい
やっていて思うのは、特殊な能力など要らな
い、経験年数も関係ない、大事なことはモチ
ベーションを持っていることで、頑張るとい
う気持ちがないと駄目だということです。で
すから、動機付けが非常に重要です。
　二つ目に、使命感と正義感、プラス責任感
がないといけません。皆さんはこの仕事を何
のためにやっているのかということを、もう
一度思い返してください。今日は税金の徴収
をされている方がメーンだと思うのですが、
皆さんが税金を徴収しなければ、地方行政の
財源確保ができません。最も大事なことなの
です。まして税源移譲されている今の状況の
中では、国を頼るわけにはいきません。皆さ
ん一人一人が自分の自治体の財源を確保して
いるのだと決意しなければならないのです。
そのために、使命感や正義感、そして責任感
が必要です。
　三つ目に、今日も女性の方が何人もいらし
て、私は非常にうれしいのですが、この仕事
はどちらかというと女性に向いています。な
ぜ向いているかというと、原理原則を追求す
るからです。私が事務所や市町村をいろいろ
回ってみて思うのは、差押えなどをされて窓

口へ怒鳴り込んでくる人がいると、男性職員
の方はどこを落としどころにしようかとそれ
ばかり考えているのですが、女性の方は原理
原則を言うわけです。「差押えを解除するた
めには全額納付していただかないといけませ
ん」とずっと言うわけです。これは滞納者に
とっては非常につらいですね。私が一緒に仕
事をした職員の中でも、優秀な職員は女性の
方が多いので、私は女性の職員にどんどん頑
張ってもらいたいと考えています。私のいる
東京都主税局では、女性と男性の比が事務職
員においては50対50でほとんど変わらず、徴
収にも女性がたくさんいます。若い職員もた
くさんいます。むしろ若い職員の方が頑張っ
ていて、今までずっとルーチン作業のような
ことばかりしていた年配の職員の方が滞納整
理はできないのです。
　つい先日、隣の茨城租税債権管理機構の課
長から「県内の市町村はあまり徴収率が上
がっていない。その原因の一つは、女性職員
の活用がうまくいっていないからではないか
と分析した」という話を聞きました。茨城租
税債権管理機構は一部事務組合で、茨城県内
の全市町村が一緒にやっているのですが、私
はずっと前からデータを見てそう思っていま
した。「そこで、今年から女性職員向けにス
キルアップの研修をしたいのですが、どなた
か推薦していただけませんか」という話が
あったので、ある方を推薦させていただきま
したが、やはり滞納整理に携わる女性の方の
比率があまりにも少な過ぎます。もっと極端
な自治体は、滞納整理というと窓口で激論を
戦わせるということもあって、女性職員はこ
の仕事に向いていないといって、男性職員だ
けにしています。でも、はっきりいってそう
いう自治体は数字が全然伸びていないのです。
当たり前でしょう。この仕事は、男性もいれ
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ば女性もいて、考え方が多少違っていてもい
いから、同じようなところへ進まないといけ
ないのです。ましてや最近の男女共同参画社
会の中において、なぜ男性だけなのですか。
もっと女性がなぜ入らないのか、私は不思議
で仕方ありません。
　少し余談になっていますが、私は今、自分
の主税局で「子育てに優しい主税局」をテー
マに庁内アピールをしなさいと提案していま
す。育児短時間勤務制度ができました。女性
の方はよくご存じだと思いますが、そういう
方にどんどん来てもらえばいいのです。時間
内にきっちり仕事をしていただいて、そして
子育てをやってもらう。何が悪いのですか。
こういうことがきちんとできないと、いい職
場にはなりません。また、それを認める職場
でないと駄目なのです。でも、男女共同参画
社会といいながら、現場においてはほとんど
できていません。そういう面では、私の所属
している事務所や主税局にはどんどん若い職
員に入ってきてほしいと考えています。
　やはり人が動くことによって職場を活性化
できるのですが、そういうことを考えている
マネジャーがいないのです。もっと言うと、
今まで滞納整理というと、どちらかというと
滞納整理のノウハウをスキルアップするとい
う話ばかりでしたが、大事なことは、その人
たちを束ねるマネジャーを育てることです。
マネジメントできる人がいないのが現状なの
です。皆さんにはぜひこの後上に上り詰めて
いただいて、マネジャーになっていただきた
いと思います。そして、皆さんが自分の自治
体から変えてください。
　自分自身の経験からいって、係長でできる
ことと課長でできることは全く違います。権
限が全然違うのです。私も係長になっていま
す。係長のときに管理職試験に受かって今の

ゼネラル管理職になっていますが、課長に
なったときの権限は全然違います。例えば私
の前のポストは主税局徴収部の徴収指導課長
でしたが、決裁は私のところでほとんど全部
終わります。部長のところに上げるのは月に
１回か２回だけ、局長まで上げることは年に
数回しかありませんでした。ヒエラルキー型
の組織の中で、皆さんよく階級組織というか
もしれませんが、ほとんど階級組織ではなく、
フラットなのです。私のところでほとんどの
業務は決裁できます。そういう面では東京都
には非常にスピード感があります。これは決
裁が速いからなのです。この点は、皆さんの
ところもぜひ見習ってほしいと思います。決
裁時間にどれだけかかるかということは重要
で、そこで３日も４日もかかるようだったら
全部遅れていきます。東京都主税局徴収部に
は都内の市町村だけではなく、過去には下関
や埼玉、千葉などいろいろな所から実務研修
生に来ていただいていますが、その方々が異
口同音に東京都にはスピードがあると言って
いました。今、自治体にはスピードも求めら
れていると思っています。

１－２．税源移譲による財源確保の重要性

　2007年（平成19年）の税源移譲によって、
皆さんの仕事は今まで以上に重要性を増して
います。これは誰が見ても明らかで、何のた
めに、誰のためにこの仕事をしているのかと
いう気持ちがないと駄目です。この気持ちさ
えあれば、揺らぐことはないのです。怒鳴ら
れても、あなたのために仕事をしているので
はない、私たちの後ろにはサイレントマジョ
リティー、声なき９割の人たちがいらっしゃ
る、その人たちが自分の背中を応援してくれ
ているのだという思いで仕事をすればいいわ
けです。
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　一番大切なのは、「税の公平性、納税秩序
の維持のため」という意識です。これは当た
り前ですね。誠意のない滞納者については差
押え処分をどんどんしていく。私はこれまで
たくさんの差押えをしました。また、部下の
差押えもたくさん見てきましたが、「差押え
てはいけません」と部下に言ったことは一度
もありません。何百か何千か数えたことはあ
りませんが、１回も止めたことはない。何か
あったら私が出ればいいと思っているからで
す。
　今日、皆さんにこの話を聞いてぜひ職場に
持ち帰っていただきたいのは、皆さんを助け
てくれる管理監督者なり管理職が盾となって
くれているかどうかということです。皆さん
をベースにして仕事をしてもらって、いざと
いうときに盾になれないような管理職、管理
監督者であれば、その組織はもちません。そ
んなことは当たり前です。別に軍隊でなくと
も、組織とはそういうものなのです。ところ
が、これをできない上の人がたくさんいて、
「課長、最後に出てください」と言って後ろ
を向いたら誰もいなかったという笑い話が過
去にはたくさんあります。現在もまだあるよ
うです。はっきり言って、あなた方は上を選
べません。だから、あなた方に上になっても
らいたいのです。私は言われたら絶対に前へ
出ます。それはパフォーマンスであってもや
ります。そうしないと組織は持ちません。わ
れわれは個人で仕事をしているのではなく、
組織で仕事をしているのです。今まではそう
いう観念がなく、滞納整理はまるで職人が仕
事をするようなイメージでずっと来ていたの
ですが、それは違うと思います。なぜ組織で
仕事をしないのでしょうか。一人で悩む必要
はありません。分からなかったら組織を挙げ
てやればいいのです。

　例えばもし滞納者に暴力団の人がいたら、
徹底的にやればいいのです。見せしめではあ
りませんが、ぼろぼろになっても絶対に戦う
のです。その代わり、絶対に負けてはいけま
せん。相手の暴力団は絶対に手を出しません。
なぜかというと、手を出したら警察が入って
壊滅させられることを彼らは知っているから
です。もし手を出したら、逆に皆さんが何十
人体制の捜索要員を準備して、１日でも２日
でも、つぶすつもりでやればいいのです。そ
こで引いてはいけません。
　私は今、皆さんのところでこうして話して
いますが、私が引いたら、ここへ来て話はで
きません。昨年11月にも私のところに同和団
体と名乗る人が来て、最初から私と交渉しろ
と言うので、私が出て話をしました。最初は
担保を出すからと言っていたので、「ああ、
分かりました」と聞いていたのですが、その
うちに課長と話をし始めたら担保を出さない
という話になって揉め始めたのです。そして、
私のところに何とかしてくれと来たので、私
は「何とかできません。あなたの言っている
ことは最初と違いますから、話はできませ
ん」と断りました。「おまえ、最初の話と違
うじゃないか」「あなたが違います」という
ことで、決裂してそのまま帰してしまったの
ですが、それで二度と私の方には来なくなっ
たのです。「あのばかに言ってもしょうがな
い」と思ったのでしょう。それでいいのです。
職員は私がやっていることをみんな見ていま
すから、私がそこで引いたら、全部そうなっ
てしまいます。また、「うちの副所長は言っ
ていることとやっていることが違う」と思わ
れたら、もう何を言っても駄目です。それは
当たり前の話で、私はシンプル・イズ・ベス
トをモットーとしていますから、二進法の世
界、イエスかノーかなのです。非常に単純で
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分かりやすいですね。

１－３．地方自治体における少数精鋭時代

　今、自治体に求められているのは少数精鋭
です。これは私が勝手に言っているだけです
が、私のところもやはり定数削減に遭ってい
て、平成16～21年の５年間を見ても、職員が
10％削減されています。昨年４月１日現在
で、主税局だけで約3,400人の職員がいます
が、10％削減されているのです。これは東京
都だけではなく、皆さんのところも同じで
しょう。公務員バッシングが始まっているだ
けではなく、団塊の世代の人たちがどんどん
辞めていって、その分の補充があるかという
と、ほとんどありません。そうすると、一人
一人の能力をアップしていかないと、これか
らは業務を維持できないのです。それが少数
精鋭時代ということで、職員一人一人が自分
の頭を使って知恵を出すことが求められてい
るわけです。
　この頭を使うということが大事で、ルーチ
ン作業を仕事だと思っている人がいたら、切
り替えてもらわないといけません。ルーチン
作業はあくまで作業なのです。こういう話を
すると「副所長は何を言っているのか」と言
う人もいますが、単に作業でやるような仕事
はあなた方がしなくてもいいのです。アルバ
イトさんにしてもらってもいいし、極論を言
えばアウトソーシングをしてもいいでしょう。
要するに、あなた方でないといけない仕事を
しないといけないわけです。それは何かとい
うと、やはり自分の頭を使うことです。そう
いう面では、上に行く・行かないは別として、
能力勝負の時代に入っています。自分は管理
職を目指さないという人は、それはそれでい
いでしょう。ただし、組織のリーダーシップ
を取ってください。私は管理職になった方が

自分のやりたいことを実現できると思って、
試験を受けて管理職になりました。
　今は自分で考え、行動することが求められ
ています。こういうことは訓練していないと
いけません。私は都庁に入って30年間過ごし
ていますが、年を取ってポストに就いて、課
長くらいになれば自分で考えて行動すること
は当たり前ですけれども、係長でも自分の頭
で考えようとしない人がたくさんいます。こ
こに課長や係長の方がいらっしゃったら、若
い人にはどんどん宿題を与え、考える訓練、
トレーニングをしてください。これが大事な
のです。何も考えないところには何も出てき
ません。イノベーションなんて起こせません。
新しいことなんてできません。考えていない
ものは出るわけがないでしょう。考えさせな
いといけないのです。
　今日のテーマで考えても、自分の受け持っ
ている事案を自分で進行管理できていない組
織は進行管理に馴染みません。やらされてい
ると思うとできないのです。自分の案件は自
分でどう解決しようかと考えないといけませ
ん。そういうことに頭を使ってください。
　こういうことを一生懸命やっている自治体
とやっていない自治体は、そのうち、すごく
できる自治体と全然できていない自治体に二
極化するでしょう。その一端は、例えば税源
移譲に伴う徴収率などにも見えてくるのでは
ないでしょうか。一生懸命頭を使った自治体
は以前と変わらない徴収率を確保できるかも
しれませんが、やっていないところはどんど
ん下がっていくということで、これからは大
きく差が開いていきます。そうなったらサー
ビスができなくなってしまうので、困るのは
皆さんです。
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２．滞納整理の実務

　では、本題に入ります。今日は滞納整理の
話をベースにして、進行管理とはどういうも
のかという話をしていきます。私は平成７年
に初めて滞納整理をやりました。そして、２
年目のときに自分が差押えをたくさんやって
失敗もたくさんしたことを、同じエネルギー
を使ってほしくないということで、自ら手弁
当で研修を企画しました。ある時、組合が非
常に強い水道局から来られた主任が、「この
職場では誰も教えるやつがいないのか」と大
きな声で研修をしてもらっていないという不
満を述べたので、私が手弁当で研修をやると。
「その代わり、夕方はパンと牛乳でいいです
か」と言ったところ、それでやってくれとい
う話だったので、そこから研修を始めたわけ
です。
　そこでは、私のうまくいった事例よりも、
失敗した事例の方をたくさん出すことにしま
した。失敗はなるべく少ない方が、その分の
エネルギーを別のところに注入できるので、
いいわけです。そういう研修を手弁当でして
いたら、当時の所長に「おまえのやっている
研修は非常にいいので、所としての研修に位
置付けるために企画書を作ってこい」と言わ
れました。そこで、最初は５～６回でやめよ
うと思っていた企画を９回にして、そのうち
６回は私がやって、あとの３回は同僚にやっ
てもらうという企画書を作りました。そして、
実際にやった９回の研修が「滞納整理と進行
管理」という本のベースになっています。
　その研修をしていたら、隣の区から「今度、
ブロックの研修をするから、そこでやってく
ださい」と言われました。またその区から来
ている人が隣の区に紹介し、そちらへも研修
に出かけるという形で、どんどん広がってい
きました。その結果、こちらにも呼んでいた

だいているわけです。私も100回まではカウ
ントしていたのですが、それ以降はやめてし
まったので、恐らく120～130回になっている
と思うのですが、実際の回数はよく分かりま
せん。でも、こうやって呼んでいただけるの
は非常にうれしいと思っています。
　最初のころは、滞納整理のノウハウの話を
随分しました。でも、管理職になってからは、
マネジメントの話をするようにしました。よ
く考えると、ノウハウというかスキルアップ
するための研修はたくさんあって、皆さんも
たくさん受けていると思うのですが、マネジ
メントの研修はほとんどないのです。平成15
年に今の自治大学校で初めて講義をするとき
に、マネジメントの授業をどうするかという
打ち合わせに参加して、いろいろ意見交換を
する中で、マネジメントの研修を受け持ちま
した。ここでは５時間（１時限＝70分）をか
けています。今もそれが続いていて、私は３
回ほどやって後任に引き継いでいますが、そ
れからはなるべくマネジメントの研修をする
ようにしています。
　一昨年はある県のトップマネジメントの研
修に呼ばれて、首長相手の研修をしました。
首長にもこういうことを分かってほしいとい
うことでやってきたのですが、今足りないの
は、皆さんの研修よりもむしろ、皆さんより
上の層の研修かもしれません。管理職、特に
課長や部長レベルの人たちの研修が必要で、
引いてはいけません、職員の盾になってくだ
さいと訴えなければいけないのです。当たり
前のことなのですが、それができていません。
これさえできれば、皆さんは気持ちよくたく
さん仕事してくれるのです。私が現場の課長
をしていたときは、何かトラブルがあれば私
が出ていって、場合によっては滞納者に帰り
なさいと言っていました。そうすると、職員
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が課長を出したらもっと大変だから、出さな
い方がいいのではないかと考えたのか、その
うち「課長は出なくていいです。私たちがや
りますから」と言ってきました。私は後ろで
「おお、そうかそうか」と見ていればいいの
ですから、いい組織ですね。その代わり、何
かあったときにはいつでも出られる体制を
取っています。やはりいつでも出られる体制
づくりをしておくことも、管理監督者、管理
職にとっては非常に重要なポイントだと思い
ます。

２－１．始動準備の要点

２－１－１．優先順位をつけて日常業務に取

り組もう

　最初は始動準備です。これは、優先順位を
つけて日常業務を行わないといけない、はっ
きり言うと、プライオリティをつけて仕事を
しなさいということです。皆さんは恐らく、
日々の業務の中で簡単に意思決定をしている
と思います。経験則的に、これが一番重要だ、
これはさほど重要ではないと判断されると思
うのですが、その意思決定を紙に書いてきち
んと明確にすることが重要です。そうしない
と忘れてしまうのです。皆さんはまだ若いか
らいいのですが、私ぐらいになってくると忙
しさにかまけてほとんど忘れてしまうので、
やはり紙に書いて優先順位をつけないといけ
ません。
　これも訓練が必要で、トレーニングしてい
ない人は50歳になってもできません。私のと
ころに、ある区から係長試験を受かった私と
同じ年の実務研修生が来られましたが、その
方は訓練されていないからできないのです。
１年間いらっしゃいましたが、結局何もでき
ませんでした。この方は、自分の頭で考える
ことができなかったのです。なぜそうなった

かというと、その区は納税課だけで50人も60
人もいて、毎朝ラインの係長に「今日の仕事
はこれだぞ」と言われて、歯車の一つとして
作業をしていたからです。自分の頭で考えな
くてもよかったのですね。これは、本人が悪
いというよりも考えるという訓練を与えてい
なかった組織が悪いのだと思います。だから、
20歳でもできている人がいて、50歳になって
もできない人がいるわけです。
　毎朝５分、10分でできるのですが、優先順
位をどうつけるかというと、まずは今日しな
ければいけない仕事を箇条書きにします。そ
して、それに１、２、３、４と番号を振って、
その後、時間の配分も書きます。これは、50
分や１時間というような時間ではなく、午前
中とか午後でいいのです。そして、最低限こ
れだけは絶対にやろうという処理目標を作っ
ておいてください。これがないと、時間に流
されてしまうのです。
　私は課長のとき、実績がとても悪い係長が
いたので、その人を呼んで、なぜあなたはこ
んなに数字が悪いのですかと聞いたことがあ
ります。すると、当時はまだ係長も案件を
持っていたので、「課長、私は非常に忙しい
のです。職員の相談もしないといけないし、
進行管理もしないといけないし、案件も処理
しないといけないから、忙しいのです」と言
うわけです。私はあなただけ忙しいのではな
く、みんな同じように忙しいのだと言った後
で、「ところで、あなたは優先順位をつけて
仕事をしていますか。プライオリティをつけ
ていますか」と聞くと、「は？」と言いまし
た。要するに、何も考えていないわけです。
結局、その人は滞納整理に馴染まないと思っ
て、私はほかの事務所へ出してしまいました。
管理職で権限を持っていますから、駄目だと
思ったらすぐ出してしまうのですが、そうし
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たら、また戻ってきました。要するに、訓練
されていないから使い物にならないわけです。
組織で自分がどう仕事をしたらいいかという
ことを学んでいない、トレーニングされてい
ないから、どこへ行っても恐らく使い物にな
りません。
　皆さんはそんなダボハゼ人間にはならない
でください。ダボハゼ人間とは、口を開けて
餌が来るのを待っている人間です。そういう
職員は何十人いようと何百人いようと意味が
ないので、どんどん辞めてもらうことになり
ます。高度経済成長時代で、職員が次から次
へとどんどん入ってくる時代であればそれで
もよかったのですが、もう今はそういう時代
ではありません。そんな時代はもう過ぎ去っ
たのです。今は大量退職が問題になっていて、
東京都主税局もこの３年間は毎年200人、つ
まり３年間で600人辞めるわけです。それで
毎年200人が補充されているかというと、せ
いぜい半分です。あとの100人分をカバーし
ていかなければいけないのですから、知恵を
出さないといけません。そういうときに、ダ
ボハゼ人間は要らないと言っているのです。
　世の中には恐らくいろいろな意見があって、
相当ぶれていると思います。昨年、自民党政
権から民主党政権に移行して、世の中もぶれ
ていると思いますが、そのうち落ち着いてき
ます。私も今は相当極端なことを言っている
と思われているかもしれませんが、それがど
んどん世の中に受け入れられるようになって
くると自分では考えています。そういう面で
は、組織というものは個性豊かな人がたくさ
ん集まって、けんけんがくがくやればいいの
です。大事なことは、そういう個性を持った
人を束ねるマネジャーがいることです。ここ
でマネジャーの能力が問われるのです。昔の
ように下の人が全部作って、決裁だけお願い

しますという時代ではありません。管理職の
人は特に、自分でグランドデザインを書く必
要があります。どうしたいのかということを
自分の頭で考える。職員に自分で提案するこ
ともできない管理職であれば、いてもらって
も困るので、辞めた方がいいです。自分のビ
ジョンがないのに、どうして「やってくれ」
と言えるのですか。こういう話は皆さんより
もっと上の方にしないといけないのですが、
もうそういう時代です。

２－１－２．滞納事案も優先順位をつけて効

率的に

　滞納整理におけるプライオリティの付け方
として、まず事案を四つに分けます。一つは
高額滞納事案です。この定義は自治体によっ
て違って、都税事務所の中でも500万円以上
というところもあれば、100万円以上という
ところもあります。周辺区へ行くと50万円以
上になるのですが、これはそれぞれの自治体
なり事務所が抱えている規模、納税環境に
よって違いますから、自分たちで考えてくだ
さい。まずは高額事案をリストアップして、
それを１件ずつつぶせば非常に効率的ですね。
　もう一つは長期累積滞納事案です。まさか
今日ご参加の皆さんの中には昭和の時代の滞
納事案はないと思うのですが、どうでしょう
か。後生大事によく持っておられるところが
ありまして、私も滞納整理をしていたときに
20年前の事案があって驚いたのですが、そう
いう事案を見ると、なぜこんな20年前のもの
を自分がやらないといけないのかと、ほとん
ど戦意喪失してしまいます。本当にそうなの
です。だからこそ、長期累積滞納事案は早く
処理しなければいけません。通常に戻さない
といけないのです。これは、はっきり言って
先送りの結果です。ずっと次の人へ、次の人
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へと先送りしてきたのです。都内の区市町村
を事案相談で回ったときなどは本当にそうで
した。なぜこれを処理しないのかと聞くと、
「前任がやってきましたから」と言うのです。
一つ差押えすれば完ぺきに終わってしまうの
にと思うのです。どんな事例か聞くと、テレ
ビによく出ている歌手が数千万円滞納してい
るとうので、「NHKの出演料を差押えろ」
と言いました。そうすれば一発で終わるのに、
なぜしないのかと言うと、「本人とコンタク
トが取れませんので」と言います。結局、や
る気がないのです。皆さんのところにもしそ
ういう有名人がいたら、一番痛いところを突
いてください。なぜやらないのですか。時間
の無駄でしょう。こういう長期累積滞納事案
は早く処理してください。そして、将来的に
は時効完成の５年間のところまで持っていく
のです。そういう長期計画も立てなければい
けません。
　私はぜひ皆さんにそういうものを立ててい
ただきたいと思っています。自分の自治体の
ことは、自分で立てなさい。課長が頼りにな
らなかったら、あなた方が作って課長が出し
たことにすればいいのです。私は担当係長の
ときにいろいろな取組を考えました。いつも
自分で提案して、企画書を作って所長に直接
持っていくのです。そうすると、「おお、や
ろう。係長会議を招集してくれ」と言われる
ので、そこで私が説明するのですが、最初の
うちは「また藤井が変わったことを言い始め
た」という感じでみんな黙っていました。そ
こで、何人かに手助けをお願いしたら、仲間
になってくれた人が３人いて、その人たちが
「藤井がそう言うのなら、１回やってみよう
よ」と言うと、「仕方ないな、分かったよ」
ということになります。そして、やって数字
が上がってきたら面白くなってくるのです。

ですから、最初に動かすのが大変なのです。
物事はすべてそうです。車を動かすのと同じ
で、動いてしまったら、あとは惰性ですっと
行ってしまうので、最初に誰が動かすかで
あって、それは皆さんなのです。
　次は時効完成直前滞納事案です。税源移譲
になったら、特に住民の目が厳しくなってき
ます。これまで国税の所得税が大きかったの
ですが、今度は住民税のウェイトの方が重く
なってきますから、一体この住民税はどう
なっているのかということで、住民監査請求
があるだけでなく、議会で議員も質問してく
るでしょう。そのときに、地方税法18条の不
納欠損をどう説明するのでしょうか。皆さん
はできますか。停止していて期間満了の不納
欠損は分かります。これは誰も文句は言わな
いでしょう。ところが、何もやっていなくて、
「５年間の不作為によりまして不納欠損を生
じております」なんて説明できますか。でき
ないでしょう。これがどこかの自治体で突か
れたら、燎原の火のごとく、全部の自治体に
飛び火します。公務員バッシングが始まった
ときには、そういうことも出てきます。だか
らこそ、時効完成事案を少なくしないといけ
ないのです。努力しているということを見せ
なければいけないわけで、これは皆さんの仕
事です。
　「そんなことを言っても、もう４年経過し
ているものを、あと１年でどうすればいいの
か」「あと３カ月でどうすればいいのか」と
いうものもあるかもしれませんが、取りあえ
ず財産を見つけて押さえてください。時効を
中断させるわけです。「それはおれの案件で
はない」と言いたいかもしれませんが、あな
た方が今やっているのだから、それはあなた
方の責任なのです。これは行政であれば仕方
がないことです。私だって、引き継いだら私



12 おおさか市町村職員研修研究センター

徴収力強化研究会講演録集

の仕事、私の責任なのだから、これはどう弁
解しても仕方がありません。処理するのはあ
なた方しかいないのです。
　そういう面では、限られたエネルギーです
から、効率的に仕事をしないといけません。
民間でいうベストプラクティスにどう近づけ
ていくかということを追求していかないとい
けないのです。公務員にはベストプラクティ
スという観念、効率的・効果的という観念が
ありません。もちろん、公務員の仕事が効率
や効果だけで評価されるものだとは思ってい
ませんが、先ほど言ったように、絶対許して
はいけない滞納者、確信犯に対しては徹底的
にやる必要があります。一人や二人ではな
く、５人や10人の体制でもいいのです。そう
いうことをすると、恐らくマスコミに流さな
くても本人がいろいろなところへ行ってPR
してくれます。そのPR効果が大きいのです。
やってみてください。特に捜索などをすると、
本当にそうです。「市役所から捜索に入られ
た」といろいろなところで言うので、周りの
人は「滞納したら捜索までされるのか」とい
うことで、皆さんが捜索しなくても、捜索す
るだけの効果が出てくるのです。これが捜索
をすることによっての波及効果、シナジー効
果です。
　滞納事案管理の際に、私はシグナル・セパ
レート・チェック方式（SSC方式）というも
のを作りました。シグナルとは信号で、ビ
ジュアルに物事を管理してくださいという意
味です。どう管理するかというと、納付履行
監視だけのもの、例えば約束していてきちん
と守っているような事案には、青のシールで
もファイルでもテープでも何でもいいのです
が、青の印をつけます。これは、月に１回、
納付になっているかどうかを確認すればいい
ものです。黄色は過去に１回ないし２回、約

束を不履行した人の事案です。これは要注意
だということで、赤は過去に約束不履行を４
～５回もやっている、差押え処分をしなけれ
ばいけない事案です。このように、自分の
ファイルがあったとすると、案件をビジュア
ルに管理するのです。このようにビジュアル
に物事を管理しておくと、見ればすぐに「そ
うだった、この赤はすぐ差押えしないといけ
ない」と分かります。逆にビジュアルに管理
しないと、400件も500件もある案件をずっと
上から眺めていただけでは、内容が分かりま
せんよね。
　青の部分については、あなた方がやらなく
ても、内部事務をする管理部門の人に「これ
を月１回だけチェックしてください」と言っ
てやってもらうこともできます。500件ある
案件のうちに青が50件あったら、50件は管理
部門の職員にやってもらえばいいのですから、
少なくなるでしょう。黄色は差押え準備に
入っていくもので、赤は差押えをする案件だ
と分かっていれば、例えば管理監督者の係長
であれば、「おい、赤の案件をすぐに差押え
しろ」と言ってもいいわけです。簡単でしょ
う。シンプル・イズ・ベストですから、難し
いことは何もないのです。
　もう一つ、シグナルにプラスして黒のファ
イルも作っています。これは、イメージ的に
分かると思うのですが、執行停止案件です。
黒のファイルや黒のテープが張ってある案件
は、停止案件だと思えばいいのです。
　仮に500件自分が管理しているとすると、
一度これで色分けしてみてください。そうし
たら、300件は色分けできても、200件は色の
判別ができないかもしれません。また、その
500件をすべて完結させるには何年かかるか
分かりません。でも、300件を取りあえず色
分けして処理を進め、200件は色分けできな
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いグループとして置いておいて、また次にそ
の200件を色分けしていけばいいのです。そ
の方が進みやすいでしょう。500件を全部完
璧に分けようとする必要はありません。

２－１－３．書類の管理は整理の習慣づけが

肝要

　書類の管理については後で読んでいただき
たいと思いますが、その中の情報の共有化は
非常に重要です。私は今、自分の職場で何を
職員にキーワードとして出しているかという
と、冗長性なのです。つまり、無駄口ですね。
私はコミュニケーションを取るために「どん
どんしゃべりない」と言っているのです。話
しもせずに仕事だけで、本当に必要な事項を
伝えられるかというと、そんなことはあり得
ません。冗長性の重要性は大学院に行って学
んだのですが、いろいろと話している中で大
事なことも伝わっていくものです。無駄口を
たたかないで仕事ができるかというと、そん
なことはあり得ないのです。だから、いろい
ろな話をたくさんしてください。私はこの冗
長性を非常に重要視しています。
　もう一つはリフレクトです。リフレクトと
は省察、分かりやすくいうと省みる、反省す
る、振り返るということです。プロ野球選手
の方々を見てください。今日の試合で３連続
ノーヒットだったとか、ピッチャーが打ち込
まれたというときには、試合が終わってから
すぐに、今日はなぜ打てなかったのか、なぜ
打たれたのかと反省しています。あのプロの
人たちが毎日毎日リフレクトしているのです。
振り返るということがいかに大切なことか、
ここからも分かると思います。わざわざ金を
出して大学院に行って、こんな単純なことを
学んでいるのですが、私はこのリフレクトと
冗長性を自分の事務所の中ではキーワードに

しています。

２－１－４．事案を先送りさせてはならない

　先送りするのは非常に楽です。今までこう
だったからということで、せめぎ合いも何
もない、厳しい納税交渉もないので楽です
が、あなた方の本来の仕事は厳しい納税交渉
です。それにはどんなに体力をつぎ込んでも
いいわけですが、楽をしようと思うと、一番
簡単な例が、滞納者と納税交渉をしていると
きに「そうですか、景気が悪いですか。では、
しばらくお待ちしましょう」、ガチャンです。
これは一番楽ですね。もっと言うと、「今は
景気が悪くて１万円しか払えない。それで何
とか堪忍してくれよ」「はい」でガチャンで
す。これでは交渉になっていないでしょう。
私に言わせれば、徴税吏員でなくとも、アル
バイトでもできます。こんなものは納税交渉
でも何でもないのです。本来であれば、「今
あなたがおっしゃった、景気が悪くて１万円
しか払えないという根拠は何ですか。資料を
出してください」と言わなければなりません。
そして、「○日までに持ってきてください」
と言わなければいけないわけです。せめぎ合
いをしないといけないのですが、これができ
ていないという人がたくさんいます。
　私たちの究極の目的は完納・完結です。私
は将来、100％納期内納税を目指したいので
すが、そのためにはどうしたらいいのでしょ
うか。本当は国民総背番号制になれば一番い
いと思っているのですが、なかなかそうもい
きません。これまで仕事で楽なことをしてき
た経緯があると思います。その一番端的な例
が、皆さんのところにある滞納金額に見合わ
ないような分割納付（分納）です。具体的に
は、100万円の滞納があって、毎月１万円の
分納を認めているようなケースです。そう
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すると、１年間で12万円、完納するまでに
は９年間かかります。5,000円だとほぼ20年
かかるのです。本当にそれでいいのでしょう
か。どうやって判断したのかと聞いてみると、
「相手がそう言ってきたから受けました」
「それで、文句を言われないために12回分の
分割納付書を作って送りました」と言うので
すが、それは楽でしょう。トラブルも何もな
いと思います。でも、皆さんの自治体の中で
トラブルばかりでしょうもないと言うような
管理職がいたら、「課長、それは違いますよ。
仕事をしていたらトラブルが起きるのは当た
り前でしょう」と言ってやってください。私
はずっとそう思って見ていましたから、トラ
ブルになれば必ず自分が出ていきますし、そ
れで職員を怒ることは絶対にありません。む
しろトラブルになっていない人は何もやって
いないのです。これはデータを見て全部分
かっているから、評価も非常に低くしていま
す。やればどんどんトラブルになるのは当た
り前なのです。
　ここで、これから公務員として何十年と仕
事をしていく上で、大事なことをお伝えして
おきます。「仕事とは□□の△△である」。
ここに何という言葉を入れますか。答えは
「仕事とは問題の解決である」です。私たち
の滞納整理における問題とは何ですか。ルー
チンでできるようなものは問題ではなく、た
だの作業です。私たちに問われている問題と
は、長期累積案件、トラブルの案件です。そ
の問題をどうやって解決するかが仕事なので
す。それをやるのは、今日ご参加の皆さんで
す。悪しきスパイラルを断ち切れるのは皆さ
んしかいないのです。やらない方が楽ですが、
それで満足できるかどうかです。そのうち皆
さんは自分でこれでは駄目だと分かってくる
と思います。そのときにどうしていくかとい

うことです。

２－１－５．徴税吏員もマネジメント感覚を

　以前テレビで、確か宅配会社のクロネコヤ
マトだったと思うのですが、「社員一人一人
が経営者」という社是を掲げて、朝みんなで
それを読み上げていたのを見ました。それを
見てから私たちは各自治体が債権として持っ
ているものを個別に預かって、回収している
わけですから、見方を変えると一人の経営者
です。経営者として債権回収をしないといけ
ないと思ったら、またやり方が違うでしょう。
やはり自分の頭でどう回収するかを考える必
要があります。
　私は、どうせ仕事をするのなら、楽しくし
たいと思っています。ですから、事務所でも
「明るく・楽しく・前向きに」をモットーに
実践しています。この頭文字を取るとＡ・
Ｔ・Ｍになりますね。自動現金支払機ではあ
りませんよ。こんなふうに、自分で造語を作
ればいいのです。うちの事務所でもこのＡＴ
Ｍを実践しています。ですから、何かの機会
があればぜひ来てほしいのですが、みんなが
楽しく仕事をしています。滞納整理だけでは
なく、事務所全体が明るく楽しいのです。
　余談ですが、私の事務所は今年度の職員提
案制度として、「所内留学制度」というもの
を出しました。うちには事業税課、固定資産
税課、徴収課、総務課の４課14係があるので
すが、仕事が忙しくなったら「忙しいので何
人か来てほしい」と言って、所内の職員に応
募してもらって応援体制を取るということを
しています。非常に機動的で、面白いでしょ
う。
　そういうことは、頭で分かっても実際には
なかなかできません。係長のレベルだとそこ
まで動かせないのですが、私は副所長の立場
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だからできるわけです。だから、皆さんも管
理職になってください。ぜひポストに就いて
ください。そうすれば、自分のやろうとして
いることができます。自分の考えていること
を何か実現したいと思ったら、そのポストに
就けばいいのです。私の前々ポストは個人都
民税対策室長で、都内の住民税対策を一手に
まとめていましたが、地方税法第48条に基づ
く徴収引継関係は３度目の正直でした。過去
２回トライしましたが駄目で、３回目に成功
したのです。

２－１－６．業務は同時並行的に進めよう

　業務は同時並行的に進めなければいけませ
ん。終わってから次を考えるのではなく、種
をどんどんまいておいて、一つが終わったら
次にまた実が成るようにしておくというよう
に、複合的、複層的に物事を考えていくので
す。一つのことだけをやっていればいいので
はなく、それをしながら隣のことも、その隣
のことも走らせるというように、複数を同時
に走らせていく必要があるのですが、これは
なかなか難しいものです。

２－１－７．忘れてならない守秘義務

　守秘義務だけは絶対に忘れてはいけません。
特に今は個人情報について非常にうるさいで
すから、どこで財産を見つけたかについては
滞納者や誰かに聞かれても絶対に口外しては
いけません。ここはぜひ覚えておいてくださ
い。口外した途端に地方税法違反で処罰され
ます。私が見る限り、地方公務員法より地方
税法の方が重いのです。それで懲役になると、
その段階で失職します。聞かれたときには
「財産調査権に基づいて調査しました」と答
えておけばいいのです。「あなたに教える必
要はありません」と言っておけばいいのです

が、たまにご丁寧に教えてしまう人がいるの
ですね。私もそれで以前、ひどい思いをしま
した。

２－２．納税交渉の要点

２－２－１．接遇も大事な仕事

　接遇のミスはなくしてください。「滞納者
の○○さんですね」という納税交渉をしてい
る人はいないと思いますが、少し前までこう
いうことが本当にあったのです。滞納してい
ても、電話のときには「納税者の○○さんで
すね」と言うのが当たり前です。滞納者と
言った時点で、もう納税交渉なんてできませ
ん。こんな単純ミスをなくして、その先に進
めなければいけません。
　実は私の同僚は、ある個人経営の社長のと
ころへ行って、たまたまお客さんがいたにも
かかわらず、納税交渉をしてしまいました。
そうしたら、お客さんが帰ってからその社長
がかんかんに怒って、「なぜ客がいる前で納
税交渉をしなければいけないのか。おまえな
んて帰さない」と言われて軟禁事件が発生し
たのです。「帰りたかったら、ここから電話
して、課長がもらい受けに来い」と言われた
事件が本当にありました。
　そういうこともあって、まだ私が現場の担
当係長をしていたときは、特に悪質な不動産
屋とディーラーの案件については全部私が引
き受けました。あるとき、自動車ディーラー
のところへ行くと、たまたまそこにお客さん
がいたので、｢社長さん、今日はお客さんが
いらっしゃるから話はしませんけれど、明日、
都税事務所へ来ていただけますか」と言った
ら、その社長は目を大きくして「分かった、
必ず行く」と言って、次の日にきちんと来ま
した。やはりこちらのオーラが分かるのです。
　接遇のミスをするほど無駄なことはありま
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せん。なぜ無駄かというと、次のステップに
進めない、なぜなら接遇ミスが解決されてい
ないからです。これはぜひ皆さん肝に銘じて
おいてください。

２－２－２．納税交渉のポイント

　納税交渉の常識として、例えば７月、８
月、９月ごろにはまず12月あたりで完結させ
るように持っていき、それで駄目だったら３
月、それで駄目だったら５月の出納閉鎖とい
うことで、最初から５月の出納閉鎖のところ
へは持っていきません。実は私が徴収指導課
長だったときにこの話をしたところ、当時の
職員たちに「課長、そんな常識は聞いたこと
がありません」と言われて驚きました。これ
は教えていなかった私が悪かったのだと思い
ます。

２－２－３．徴税吏員の権限は活用してこそ

生きてくる

　徴税吏員の権限は、活用してこそ生きてき
ます。よく集金に来いという滞納者がいると
思いますが、行ってはいけません。なぜかと
いうと、滞納が発生してしまうと、滞納者が
逆に「おまえたちが取りに来なかったのが悪
い」という言い方になるからです。これで
は本末転倒です。例えば何か銀行に行けな
い、役所に来ることができない理由があるの
なら別ですが、そうでない限りは、電話で怒
鳴ってくるような元気な人には「自分で金融
機関に行って納めなさい。うちは集金人では
ありません」とはっきり断った方がいいので
す。集金を認めてはいけません。行政は何で
もすると思われたら、とんでもない間違いに
なります。そんなことはサービスではありま
せん。例えば、差押えをしたときに、すぐ解
除しないとその会社が継続できないというこ

とで、「悪いけど、納めたら今日中にすぐ解
除の手続きを取ってくれ」と言われてすぐに
動くのがサービスだと思います。今であれば、
不動産の差押えをすると、解除するのに登記
所へ持っていって、金融機関へ行って1週間
くらいかかるのが当たり前なのですが、金融
機関の融資担当に直接説明するなど、きちん
と対処するのがサービスです。相手が税金を
納めて困っているのであれば、すぐに対応す
べきですが、納付もしないで何とかしろと怒
鳴ってくるものにいちいち対応していては駄
目なのです。そんなことはサービスではない
のです。取りに来いと言われても、われわれ
は集金人ではないということを徹底してくだ
さい。
　そして、財産調査は相手の一番弱いところ
を突くことがポイントです。一番記憶に残っ
ているのは、△△国立劇場の方から定期的に
Ａ滞納者の銀行口座にお金が振り込まれてい
たのですが、何が振り込まれているのか分か
らなかったので、△△国立劇場へ行って「悪
いですが、Ａさんのところにこちらが振り込
んでいるのは何のお金ですか」と聞いたので
す。そうしたら「これは定期公演のお金で
す。年に２回、100万円単位で振り込んでい
るのは特別公演です」と言われました。「ご
存じなかったのですか。この方は大道具の親
方ですよ」「ああ、そうですか。ありがとう
ございます」ということで、これで差押えは
完璧だと思って事務所へ帰って差押処分をし
ようと思った途端、Ａ滞納者から電話が入り、
「藤井さん、あなたは今日どこへ行ったので
すか」と。「△△国立劇場へ行ってきまし
た」「△△国立劇場から呼び出しを受けまし
たよ。もう二度と行かないでほしい」「では、
私と約束してください。３カ月以内にこの滞
納金を全部納めるという約束を守るのなら行
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きません」「約束は守る」「きちんと履行し
てくださいよ」ということで、きちんと守っ
てくれました。やはり一番痛いところを突く
ということをうまく使わないといけません。

２－２－４．徴収権の根拠はどこにあるのか

　次は徴収権の根拠についてです。地方税法
の徴収根拠は５年間徴収しなければ消滅時効
が完成します。この地方税の時効は絶対的消
滅時効と言って、時効の援用（証明）が必要
ではないし、時効による権利の放棄もできな
い。時効が完成すると、もう徴収することは
できません。だから、時効だと分かっていて
徴収しては駄目なのです。そこで徴収をして、
後で納税者、滞納者にそれが分かったら地方
税法違反ということになります。
　あなたの自治体の不納欠損は、今どれくら
いありますか。自分の自治体の不納欠損額が
どれだけあるか、皆さん職場に戻ってから確
認しておいてください。それが後々議会で問
題になる可能性は十分にあると思います。私
のように滞納整理をした経験のある人間が、
自分の住んでいる自治体へ行って「一体どう
してこんなにたくさん不納欠損が出るのです
か。何をやっているのですか。どんな手立て
を取っているのですか」と徹底的に追及した
ら、どうなるでしょうか。やはりそれを減ら
す取組が必要だと思います。

２－２－５．納付委託は一定のルールを徹底

する

　仮に100万円の滞納があって、１年ないし
２年で完納できるような金額で分割納付を認
めるとしましょう。例えば毎月６万円納める
という申出を滞納者がしてきたときには、そ
れはそれで受けることにします。そうすると、
１年間で72万円ですから、１年半余りで納め

られるのですが、そうすると、１回目から11
回目までは６万円で、ここまでで66万円です
から、12回目のところには34万円の納付委託
を取らなければいけません。これが担保の実
効性であり、継続性です。普通だと、６万円
の分を１年間納付委託で取るとしたら、12回
目まで６万円で取ると72万円しか取れません。
終わったらそこで納付委託も終わりましたと
いうことで、また納税交渉をして、２カ月も
３カ月もかかりますから、途切れてしまうの
です。本当に納付させようと思ったら、最後
の12回目に34万円の納付委託を入れなければ
いけないのです。それが入っていると、必ず
取戻しに来ますね。取戻しとは、業界用語で
ジャンプといいます。「今日はジャンプに来
た」というと取戻しに来たということですが、
そのときに34万円を返す代わりに、今度は
６万円ではなく、７万円や８万円の納付委託
を出しなさいと言えばいいのです。そうした
ら、継続性が取れるでしょう。そういう小さ
な積み重ねが徴収率アップにつながるのです。
徴収率は一朝一夕に上がりませんので、きち
んと最後の納付委託の月にまるめておかなけ
ればいけません。最後のところにまとめるこ
とを業界用語で「まるめ」というのですが、
そういう業界用語もきちんと押さえておいて
ください。

２－３．財産調査の要点

２－３－１．所内調査は財産調査の第一歩

　私がいろいろ見ている限りにおいては、所
内調査の情報量は都道府県よりも市町村の皆
さんの方がたくさんあります。これは当たり
前ですが、もっと言うと、市町村の課税窓口
へ来られたときに、「何かまたご連絡するこ
とがあるかもしれませんので、連絡先として、
携帯電話でもいいですし、自宅の電話番号で
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もいいですし、職場の電話番号でもいいです
から、教えてください」と言えば、相手は何
も疑問に思いません。滞納になったら、その
データをそのままもらえばいいのです。携帯
電話であれば預金の差押えができるし、電話
であれば電話の加入権を差押えできるし、会
社の電話であれば給与の差押えができます。
全部差押えにつながっているのです。私が徴
税吏員のときは、どうやったら差押えができ
るかということで、すべて差押えに物事を結
び付けて考えていました。今はマネジャーで
すからそんなことはしませんが、そのように
突き詰めてものを考える時間があってもいい
と思います。ですから、組織の壁が厚くてな
かなか難しいことは分かっているのですが、
課税から徴収へ情報をもっと流せるようにな
るといいですね。

２－３－２．預金照会は効率的かつ効果的に

　預金の照会については、紙爆弾と称して金
融機関に無差別に照会を送りつけるのはやめ
た方がいいと思います。そういう時代ではあ
りません。どうしても分からないからやると
いうのも一つの方法かもしれませんが、私は
むしろ照会しない方がいいと思っています。
金融機関との関係においては、あまりいいこ
とではないのです。だから、最近ではあまり
ひどいと金融機関が「これは任意の調査です
か、財産調査権に基づいた調査ですか」と聞
いてきます。そこは皆さんも考えた方がいい
ところで、きちんと裏を取って、「これは国
税徴収法第141条の財産調査権に基づく調査
です」と言った方がいいと思います。
　履歴照会については、３カ月よりもむしろ
６カ月取った方がいいでしょう。なぜかとい
うと、１年に１回のいろいろな手数料払込み
もありますが、大体６カ月が一般的だからで

す。株の配当も大体６カ月に１回で、１年に
１回の会社もありますから、なるべく１カ月、
２カ月というのはやめた方がいいと思います。

２－３－３．財産調査の効率的な方法

　私たちの仕事では見極めが大切です。見極
めるために財産調査をしているのであって、
その結果、財産があれば差押えをすればいい
し、なければ執行停止にすればいいわけです。
財産調査をしたにもかかわらず、そのまま放
置することを調査貧乏といいます。要するに、
そこで何も判断しないと、時間だけが経過し
てしまって、次に判断しようとするときには
その資料が古くなっていて使えないというこ
とで、もう一度調査をしなければならないの
です。これは非常に無駄ですから、そういう
ことがないようにしてください。
　もう一つ、皆さんの自治体の中で、電話の
加入権を差押えしていないところ、もうやめ
てしまったところはありますか。それは、な
ぜやめたのでしょうか。それはもう換価価値
がないからだということだと思うのですが、
私のところはまだ電話加入権を差押えて、公
売しています。それも５件や10件ではなく、
やるときには数十件単位、もっと多いときに
は100件や200件単位でやっています。数をま
とめると、スケールメリットで業者が来てく
れるのです。１件、２件とか10件ぐらいでは
公売見積金額が少な過ぎてこないのですが、
数十件にまとまってくると、業者は来てくれ
るのです。もっと言うと、買い取って、滞納
者にそのままリースしている場合もあります。
いずれにしても、公売前収入が入るのです。
換価価値は確かにほとんどなくて、１件売却
しても数千円にしかならないのですが、本当
に売られたら困る人は売ってほしくないから、
公売前に納めに来ます。私が徴収指導課長
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のときには、実際に200件の公売予告を通知
して、1,000万円の公売前収入がありました。
つまり、１本５万円です。売れば数千円のも
のなのに、公売前収入で1,000万円入ってい
るのです。ですから、確かに価値は少ないし、
手間も大変かもしれませんが、公売前収入で
これだけ入るのであれば公売すべきであって、
公売しないという論理はもう一度考えた方が
いいのではないかと思います。

２－３－４．滞納処分は見極めが肝心

　私たちの仕事は見極めが大切ですが、その
ためには、どこの土俵で仕事をしているかと
いうことが重要になってきます。滞納者の土
俵で仕事をするのではなく、徴税吏員、つま
り皆さんの土俵で仕事をしなければいけませ
ん。そのためには、滞納者を徴税吏員のとこ
ろに引っ張り出す必要があります。その一番
いい方法が、差押え処分です。これをすると、
徴税吏員の土俵に乗ってくるのです。滞納者
の土俵で話をすると、「困った、困った」で
終わってしまうのですが、そんなものは納税
交渉でも何でもありません。これは、土俵を
間違えているのです。あなた方の土俵で勝負
しないと負けます。５年、10年の滞納者は、
いわば滞納のベテランです。そのベテランに
勝つためには、あなた方の土俵に引っ張り込
まないといけないわけです。滞納者の土俵で
勝負したら、負けるのは当たり前です。皆さ
んの土俵で仕事をして、納付能力を見極めて
ください。
　ここで大事なことは、分割納付の見直しを
することです。徴収率を上げたかったら、分
割納付の案件を全部リストアップして、本当
に滞納金額に見合った分納になっているかど
うかをチェックしてください。地方税法の中
には分納という言葉はどこにも出ていません。

でも、現実はこれを使わないと回らないこと
も分かっています。ではどうしたらいいかと
いうと、組織の中で、あなた方の自治体の中
で、１年ないし２年で完納できる分納にする
というルールを作ればいいのです。それがな
いと、てんでんばらばらで、徴税吏員の勝手
気ままに認めることになります。実際、私が
都内の自治体を回ったときに、「うちには最
長20年の分割納付があります」と言われたと
きには目がくらくらして、「ちょっと待って
ください、20年もしたら私は死んでいる」と
思いました。その20年の管理費の手間は誰が
出すのですか。よくもそんなものを認めたと
思います。私だったら担当者に「あなたはど
うしてこんなことを認めたのか、理由を言い
いなさい。理由がはっきり言えなかったら、
もう一回交渉してきなさい。私も言ってあげ
ますよ」と叱咤激励します。それくらいの気
概がないといけません。
　駄目なのは中途半端な分納で、皆さんのと
ころにも恐らくそういうものが相当たくさん
あると思います。１年ないし２年で完納でき
ないような分割納付がどれだけあるかチェッ
クして、そういう滞納事案は一度ご破算にす
るのです。すぐに差押えたら、滞納者から
「約束が違うだろう。信義則違反だ」と言わ
れてしまうので、信義則違反にならないため
に、一度ご破算にするわけです。このときに
はもちろんエネルギーが必要です。そういう
ときに管理監督者に出てもらわないといけな
いのです。管理監督者に出てもらって、「あ
なたの案件は長期分納で、延滞金が付きます
から、あなた自身にとっても不利です。です
から、もう一度考え直して、１年ないし２年
で完納できる計画を再提出してください」と
交渉するのです。これは、中途半端ではでき
ません。係長には腹をくくってもらわないと
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いけないのですが、それができれば、間違い
なく徴収率がアップします。
　納税交渉の留意点は、まず期限の設定です。
こんな単純なことができていないのです。い
つまでに納付する、いつまでに資料を持って
くる、いつまでに納付計画書を出すというこ
とで、すべてにおいて期限が設定されていな
い納税交渉なんて、納税交渉とはいいません。
そして、もう一つは滞納金額に見合った分割
納付にすることです。さらに、納付委託につ
いてはまるめることが重要です。
　滞納金額に見合った分割納付を設定する際
に、「新たに滞納を発生させたら差押え処分
する」と最初から言っておけば、新規の案件
が出てきたときにすぐ押さえられます。誰も
文句が言えないわけです。もう一つ、延滞金
の話はその時点でしてはいけません。「延滞
金については勉強しましょう」などと中途半
端なことを言うと、それは認めてくれたとい
うことになります。滞納者はすべてにおいて
自分に有利に取るのですから、中途半端な言
葉は使わず、納付計画書の中に１項目「延滞
金については本税が全部終わったところで再
度交渉する」と明記しておくのです。大体ト
ラブルになるのは延滞金で、前任の担当者が
中途半端なことをいうと後々もめるので、そ
ういうことのないようにしてください。

２－３－５．北風と太陽、使い分けがポイント

　皆さんはイソップ物語の「北風と太陽」の
話を知っていると思います。北風と太陽のど
ちらが先に旅人のマントを脱がせるかという
話で、最終的には太陽が勝つのですが、では
滞納整理において、私のような差押え大好き
人間を北風として、納税交渉だけするような
方を太陽としましょう。滞納整理においては
どちらが勝ったかというと、北風です。少な

くとも太陽の人は勝っていません。以前、納
税交渉だけで徴収をしていて、自分は３割
バッターだとずっと自負している人がいまし
た。この人があるとき１億円の滞納案件を担
当したのですが、その際も納税交渉で、大き
な会社だったので会社の電話加入権を120件
担保に出してきたら、こともあろうに成績
主義だと言って、120件を１本ずつ差押えし
て「電話の加入権を私は120件差押えしまし
た」と言っていました。よくこんなことがで
きると呆れて開いた口がふさがりませんでし
た。この人は「おれは徴収で数千万円取って
いるのだ」と言って、定期異動で他の事務所
に異動したのですが、後任者がその会社の
持っている一番大きい不動産をバサッと差押
えた途端に、会社の経理担当が「申し訳ござ
いません、全部納めます」と言ってきました。
分かりますか。北風と太陽はどちらが勝った
かというと、太陽は勝っていないでしょう。
太陽の人は「おれが一番うまいのだ。おれは
３割バッターだ」と言っていたのですが、ど
こが３割バッターですか。一番低レベルです。
　滞納整理においては、北風も太陽も使える
バランス感覚が必要です。全部差押えだけで
物事が完結できるかといえば、そうではあり
ません。エネルギーには限界があるので、時
には納税交渉という太陽も使い、時には差押
えという北風も使わないといけないのです。
それらをうまく使って自分の300件なり400件、
500件の案件を処理していくのです。
　私も最初は全然分からなくて、がむしゃら
に差押えをしていました。私が受け持ってい
た案件は300件以上だったのですが、毎日１
件差押えをしていて、当時、私はスキンヘッ
ドだったので、みんな一休さんをもじって
「１件さん」と呼んでいたそうです。
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２－３－６．苦情、トラブルには組織対応で

　苦情やトラブルへの対応の善し悪しで、組
織として仕事をしているかどうかがすぐ分か
ります。これも都内の自治体で実際にあった
話なのですが、ある担当者が滞納者の不動産
を差押えたところ、滞納者が怒って窓口に来
た。担当者が応対していたのですが、そのう
ち非常に厳しい交渉になって、滞納者が怒っ
て差押え調書を丸め、「おまえは何を言って
いるのだ！」と言って担当者を叩いたので
す。担当者は「今、あなたは何をやりました
か。公務執行妨害ですよ」と言って、窓口は
大騒ぎとなった。そこへ、その担当者のライ
ン係長が出てきて、担当者に「謝りなさい」
と言ったのです。言う相手を間違えています
ね。滞納者に言わないといけないのに、担当
者に謝りなさいと言ってしまったので、この
担当者はショックでその後、１週間役所に出
てこられなかったそうです。
　これは組織として最低で、こういう間違っ
た判断をする組織は大概組織としての仕事を
していないから、徴収率が低いのです。どう
いう状況か分かるでしょう。職員を守ってい
ないのです。盾になっていません。こんなと
ころで誰が仕事をしますか。これは理屈では
ありません。本当は、ラインの係長は滞納者
に対して「あなたが今やったことは公務執行
妨害です。110番連絡します」と言って、所
轄の刑事課へ連絡するべきです。現行犯で捕
まえてもいいのです。起訴する、起訴しない
は警察が判断する話です。あなた方は電話し
て引き取ってもらえばいい話で、それから捜
索体制を整えて、10人、20人でドンと捜索に
入ればいいでしょう。それくらいの気構えが
ないと駄目です。組織で仕事をすることが重
要なのですが、この自治体はそうではなく、
職員任せでした。組織でどう仕事をするかと

いう考えに及んでいないので、今でも徴収率
は低いままです。これについては、ミドルマ
ネジャーと呼ばれる管理職が組織で仕事をす
るということを理解しているかどうかが重要
です。

２－４．差押えの要点

２－４－１．差押えを迷ったときの判断ポイ

ント

　差押えをしようかどうか迷ったら、差押え
をしてください。私は迷ったら差押えします。
単純でいいでしょう。不動産でも、どうしよ
うかと思っていて、後で見たらもう売られて
いた。預金を差押えしようと思って行ったら
全額引き落とされていたという例がたくさん
あるでしょう。私も幾つも経験があります。
だから、どうしようか判断に迷ったらまず差
押えをするのです。
　出先の課長をしていたときに、新採や転入
職員を会議室に集めて、１週間ほどの転入職
員研修でこれを話したところ、他局から主任
交流で異動してきた若い女性職員が「課長、
そんなこと言っても私はできません」と答え
た。「どうしてできないのか理由はなんです
か。差押えできないなら自分で納得できるよ
うに、約束不履行何回で差押えをするという
ルールを自分で作りなさい」「分かりました。
私は気が弱いから、３回目でいいですか」
「いいですよ。その代わり、自分で納得して
差押えをしなさい」と言いました。それから
半年もしないうちに様子を聞いたら、「課長、
聞いてください。今は約束不履行３回なんて
待っていられません。３回なんて待っていた
らどうなるか分かりませんから、今は約束不
履行を１回したら差押えています」と答えま
した。そうなればもうしめたものです。言い
たいことは、本人が納得して差押えすること
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です。管理監督者が何千件、何万件の案件を
全部管理できるかというと、そんなことは絶
対できませんので、皆さん一人一人で管理し
て滞納事案を自分で判断してください。

２－４－２．普通預金差押え「即時履行」は

弾力的に

　普通預金には履行期限欄に「即時履行」と
記載するので、即時に取立てないといけない、
それで生活が破綻するから差押えができない
のだという話がいろいろな研修のときに出る
のですが、それはおかしいのではないでしょ
うか。差押えしたからすぐに取立てないとい
けないという理由はどこにもありません。１
週間くらい様子を見てから取立ててもいいの
です。本当に生活できなかったら、滞納者か
らきちんと「このお金を押さえられたら、水
で1カ月生活しないといけない」と言ってき
ます。言ってきたら、本当にそうなのかどう
か、資料をもらって調べればいいのです。だ
から、そんなことはいちいち気にしないで、
本当にそれしかなければ押さえればいいので
す。
　昨年、下関市役所で研修をしたときにこの
話をしたら、「うちは普通預金の差押えまで
に相当の手間をかけているので、差押えたら
全部すぐ取立てます」と言っていました。こ
こまで徹底しているのもいいなと思って大い
にやってくださいと言ったのですが、ここは
もう預金の差押えをしたら全部取立てると決
めているので、市長に言おうと担当に言おう
と、全然関係ありません。その代わり、そこ
まで時間をかけているので即時取立をすると
いう組織としてのルール作りができている。
そうやってルールを作っておくことが非常に
大切です。
　問題は、九州の方で幾つかあった生活保護

を受けているような人たちです。そういう
ケースは大体生活を見れば分かるはずですが、
差押えして生活ができなくなり亡くなったと
いう話はまだ聞いたことがありません。皆さ
んも恐らくないでしょう。多摩の奥の方で特
にひどかったのは、両親とその息子、娘が
みんな滞納しているというケースで、「全
部滞納じゃないですか。どんな生活をして
いるのですか」と聞いたところ、「藤井さ
ん、ちょっと聞いてください。土日になると
パチンコ屋に行っているのです」と言うので、
「それは違うでしょう。パチンコをするお金
があるのなら、どうして差押えして取立てな
いのですか。そんなところは徹底的にやった
方がいいですよ」と言いました。よく生活パ
ターンが見えてくると、認められるものと認
められないものが分かります。その見極めが
大事なのです。

２－４－３．差押えは財産によって即効性と

遅効性がある

　債権の差押えには即効的な効果がある、一
方不動産は押さえてもすぐ反応があるわけで
はなく、遅効的な効果があります。こういう
ことを年間計画に組み込んでいかないといけ
ません。例えば債権の差押えはいつでもでき
るわけです。かといって、４月、５月の出納
閉鎖間際にこんなことをしてはいけません。
これを分かっていない自治体が都内にありま
して、やってはいけないと言っていても、課
の方針、自治体の方針として明示していな
かったので、職員がてんでんばらばらに４月、
５月に３万円や５万円の預金を差押えに行く
わけです。行って差押えして戻ってきて、取
立てて配当計算をするということで、１件に
どれだけの時間がかかっているのか、それは
４月、５月にやる話ですかと私は言いたい。
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４月、５月は現年発生分の滞納事案のうち未
接触事案をリストアップして、それを１件ず
つつぶす時期です。それを、こともあろうに
預金の差押えなんてしているから、数字が上
がらないわけです。それは管理監督者、管理
職の問題で、ベクトルの方向性を出していな
いからなのです。もし皆さんの自治体でそう
いうことがあったら、きちんと上に「今は何
をする時期なのですか」と言ってください。
力というものはその方向性を指示することに
よって集積して伸びるものです。てんでんば
らばらでは、幾ら力があっても、集計したら
ゼロになってしまいます。
　不動産のようなものは、差押えしてすぐに
は効果が出てこないから、しばらく寝かせて
おきます。例えば、こういうものは５月の出
納閉鎖があって、６月、７月に繰り越して案
件をリストアップし、７～８月の暑い時期、
執務室の中で大量に処理すればいいのです。
流れ作業のようにやっていけば、１日に30件
でも50件でも差押えできます。なぜ自治体毎
にそうしないのでしょうか。まして市町村で
あれば土地家屋名寄帳がありますから、あれ
をもらってきてドンと差押えすればいいわけ
で、あっという間にできます。
　それを７～８月にやって、暑い時期にわざ
わざ臨戸に行く必要はありません。これはマ
ネジャーが考えることですが、体力を消耗し
て職員をつぶしては仕事にならないのです。
涼しくなってから臨戸等外に出ればいいと考
えています。私が都内の自治体を回っていた
ときに、ある自治体の管理職に「８月の目標
は何ですか」と聞いたら、「うちでは８月の
重点項目が臨戸なのです」と言うのでびっく
りしました。「えっ。気温が40度近くある中
で臨戸ができるのですか」「そうなのですよ、
だから、実績ゼロなのです」。当たり前です。

誰が40度近くになる日に外へ出ていくでしょ
うか。そんなことがどうして分からないのか
と思うのですが、こういう笑い話が本当にあ
るので、それはベクトルの方向性が間違って
いるのではないかということです。

２－４－４．怒鳴り込まれても手順を踏んで

毅然と

　差押えをすると怒鳴り込んでくる人がたく
さんいますが、別に気にする必要はありませ
ん。淡々と受ければいいのです。「あなたに
はこのようにいろいろなことをしてきまし
た」と、手順を踏んで説明すればいいのです。
それが滞納整理におけるアカウンタビリティ
（説明責任）です。例えば、「あなたには、
まず文書催告をしました。でも、連絡があり
ませんでした。電話催告もしました。留守番
電話にも入れました。それでも連絡が取れな
かったから、臨戸もしました。臨戸したとき
に不在だったので、○月×日までに納付計画
書を作って来庁してくださいという差し置き
文書も置いてきました。それでも連絡がな
かったので、差押えをしました」と言えばい
いのです。これ以上、何を説明する必要があ
るでしょうか。これなら、女性でも男性でも、
誰でも説明できるでしょう。難しいことは何
もありません。怖くも何もないのです。相手
には怒鳴らせておけばいいのです。怒鳴って
いるから担当者は負けるのですか。解除する
のですか。違うでしょう。同じなのです。怒
鳴ろうと関係ないので、しばらく怒鳴らせて
おけばいいのです。滞納者が少し落ち着くま
で、怒鳴っているのを聞くくらいの余裕を
持って対処してください。
　ただし、アカウンタビリティはきちんとし
なければいけません。私が事務所の課長をし
ていたときに、「課長、滞納者が怒鳴って課
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長を出せと言っているから、受けてくださ
い」と言われたことがありました。何の問題
があるのかも言わずに「課長、出てくださ
い」と言われても、それは私が責任者ですか
ら出ますが、間違った判断をするかもしれま
せん。そうしないためには、何が問題点に
なっているのかを伝えてもらう必要がありま
す。電話であれば、「折り返し課長の方から
連絡させます」でもいいので、ここで頭を
使ってください。そういうことができていな
い職員は、大体業績が上がっていません。

２－４－５．インターネット公売の活用

　東京都は平成16年７月にインターネット公
売を始めました。それを企画した課長は今ヤ
フーへ行って、いろいろな自治体へ研修に
行っているようですが、インターネット公売
はイノベーションの一つだと私は思っていま
す。大学院で私は経営学を専攻していて、教
授がよくイノベーションと言うのですが、イ
ノベーションはそんなに簡単にできるもので
はないのです。しかし、インターネット公売
はイノベーションだと思います。それは、滞
納整理の仕方を変えたからです。従前は差押
えすればよかったのですが、差押えから一歩
捜索のところに入っていることがイノベー
ションなのです。なおかつ、その捜索を経常
的にできるようにしなければいけません。つ
まり、インターネット公売をする場合にはス
トックを抱えないといけないのです。単発で
打ち上げ花火を大きく打ち上げることはどこ
でもできますが、１年間に２回、３回と継続
的にできるかできないかでその自治体の実力
が分かります。ですから、捜索ができる実力
を持っているか持っていないかというところ
が非常に大きいのです。

２－４－６．臨戸に終始することなく捜索も

視野に

　その面では、捜索の日常化が必要です。何
も５人体制、10人体制で捜索しろとは言いま
せん。一人でも二人でも、臨戸に行ったとき
に、表見財産を一生懸命調べてもない、でも
お金はある、着ているものも違う、家に置い
てあるものも違うとなったら、最終的には
「分かりました。では、国税徴収法第142条
により、ただ今より捜索を開始します。立会
人になってください」とやればいいのです。
もうそこですぐに財産調査をするわけです。
彼らは抜き打ちで捜索されることを非常に嫌
がります。それは何を見つけられるか分から
ないからですが、差押えから捜索まで進化し
たことがイノベーションなのです。

３．進行管理の実務

３－１．計画策定の要点：本当の進行管理

（マネジメント）とは

　私は進行管理とは業務の見直しだと思って
います。いまだに数字を見るのが進行管理だ
と言う人もいますが、数字なんて見るだけで
分かるので、どうでもいいのです。その数字
の裏から今何が必要か考える、もっと言う
とPlan、Do、Check、Action（PDCA）を回
すことが重要です。PDCAは、私が入庁した
ときにはPlan、Do、Seeで終わりでした。今
はPlan、Do、Check、Actionとなっていて、
私はそれにもう一つ、A（Achievement）を
付けています。これは再評価をするという意
味で、チェックをかけて、アクションを起こ
して、それがどう評価されるのか、もう一度
評価しないといけないわけです。経営学の本
ではもうPDCAではなく、PDCAプラスAま
で言っています。
　業務計画には二つあるというお話は飛ばし
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ますが、中長期的な計画を作ってください。
そして、進行管理を徹底して、不良債権を処
理していくのです。

３－２．進行管理の要点：業務遂行は係長が

キーマン

　スピードの話もしましたが、進行管理では
係長がキーポイントになります。いわゆる地
方行政は係長行政ともいわれていて、私も本
当にそう思うのです。係長がしっかりしてい
れば数字はまだまだ上がるのですが、なにも
考えない係長では恐らく何をしても数字は上
がりません。先ほどの話ではありませんが、
どういう方向性に持っていくのか、ベクトル
の向きを指示できないと、数字は上がらない
のです。
　組織で仕事をする場合に、指示は誰でもで
きます。確認ができないのです。係長がきち
んと確認行為をしているかどうかが、その自
治体の評価につながってきます。そして、実
績につながるのです。係長ができなくても課
長がそれをできていれば大丈夫ですが、二人
ともできなければお手上げです。経営学の観
点からいえば、ミドルマネジャーのポジショ
ンが非常に大切です。特にオペレーターとし
てトップマネジャーの意思を現場に反映させ
るのはミドルマネジャーなので、ミドルマネ
ジャーがどんな考えでやるかが大切なのです。

４．進行管理充実のポイント

４－１．職場内研修（OJT）のあり方

　冒頭で言ったように、私は心臓の手術を
しました。その手術をしてくれた先生が以
前、ハーバード大学へ留学していて、OJTに
ついて教えてくれました。「あなたはOJTを
どのようにやっていますか」と聞かれたの
で、「まず説明して、やって見せて、やら

せます」と言うと、「そうでしょう。でも、
ハーバード大学では、説明して、やって見せ
て、理解しているかどうかを確認して、それ
からやらせるのです」と話していただきまし
た。この確認行為が入っているか入っていな
いかで理解度が全く違ってくるのですが、日
本のOJTではこれが全部欠落しています。素
晴らしいOJTの研修をしている民間の研究機
関でも確認行為が入っていないとのことです。
確かに、心臓外科のように少しでも間違えた
らそのまま相手が死んでしまうような分野で
は、本当に分かっているか分かっていないか
という確認行為が非常に大きな問題になりま
す。しかし、心臓外科医だからそうするので
はなく、私たちの仕事でも同じではないかと
思います。私はこれを先生に教えてもらって
から、いつもOJTは３段階ではなく、確認を
含めた４段階でやらなければいけないと言っ
ています。

４－２．2：6：2の原則

　皆さんも2：6：2の原則は聞いたことがあ
ると思います。8：2という原則も経営学上あ
るのですが、それは置いておいて、職員の割
合を2：6：2に置き換えたときに、２割は非
常に良くできる（◎）、６割は普通（○）、
２割はぺケ（×）というように大体分かれて
いるのです。組織によっては多少数字が違っ
て、◎が2.5で×が1.5になることが仮にあっ
たとしても、大体2：6：2になります。これ
はプロ野球選手の集団でも一緒で、2：6：2
に分けることができます。面白いことに、◎
の２割の中から外に出ていくと、○から◎へ
移動する人がいて、また2：6：2になるそう
です。
　ここからは私の持論ですが、私たちの組織
において真ん中の６割の職員をどちらにくっ
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付けるかが大切になります。６割の一般職員
をいい方に持ってくればその組織は活性化で
きますが、ぺケ職員のところに６割をくっ付
けると沈滞化してしまうので、真ん中の６割
の人たちをどちらにつけるかがキーになるの
です。これによって組織が生き返るか死んで
しまうかが決まるので、管理監督者、管理職
にはよく考えてもらいたいと思います。



徴収力強化研究会
第３回

講演「滞納整理に王道あり
　　　　～徴収組織のマネジメントと職員の意識改革～」

講師　永嶋　正裕 氏
　　　　（船橋市税務部納税課債権回収対策室長）　
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１．はじめに―本日の講演内容

　今日は、大阪の皆さま方とお話しさせてい
ただく機会を持つことができまして、大変光
栄に思っています。今日は杉之内先生もい
らっしゃいますが、実は、私は壁に突き当た
ると、電話やファクスでいつも先生にお聞き
しているのです。いわば私の知恵袋のような
方で、大学で言えば教授の前で学生が論文を
発表するようなものですので、緊張している
のですが、よろしくお願いします。
　今日の主な内容は、まず、船橋市はどうい
うところなのかということを簡単にお話しさ
せていただきまして、今日皆さま方の前で私
がこのようにお話をさせていただく機会を持
てたのは、それだけ徴収率が良かったという
ことですが、どれだけ良かったのかというと
ころをグラフと表でご説明させていただきま
す。
　それから、ではなぜそれが良くなったのか
という、まさしく今日のメインの一つである
滞納整理の王道とマネジメントについてお話
しします。昔は「滞納整理に王道などない。
ひたすら滞納者のところに出向いて、会って
お願いしてこい」と言われたのですが、実は
滞納整理には王道があります。その結果、船
橋市では数字が出ていますので、その辺をお
話しさせていただいた後、職員のマネジメン
トについて、どうして束ねていくのか、モチ
ベーションを下げないでいくにはどうしたら
いいかというところもお話しさせていただき

ます。
　後半部分は、公金徴収一元化のお話です。
今、全国でも幾つかの公金を一元化している
自治体はありますが、船橋市は平成20年４月
から税を含む九つの債権の一元化を実施して
おり、全国でもトップだと自負しています。
いろいろな問題やトラブルもあった中で、幾
つかの先進自治体に聞いても回答がもらえな
くて、杉之内先生にお聞きしたり、総務省や
厚労省に聞いたりということがありましたの
で、その辺も含めてお話ししたいと思います
が、この公金徴収一元化は非常に成果が出て
います。この辺も力強くお話しさせていただ
いて、最後にまとめという流れで終わりたい
と思います。

２．船橋市の概要、納税課の体制

　千葉県船橋市は、ちょうど東京湾のへそに
当たる、東京湾の一番奥にあります。東の方
には成田空港もありますし、千葉県の房総と
東京の物流には必ず船橋市を通らなければな
らないという、交通の要衝です。船橋市には、
鉄道が９路線35駅もあります。一つの自治体
でこれだけあるのも珍しいと思います。
　それから、先ほど言いましたように東京湾
のへそですので、港湾には大きな食品コンビ
ナートがあります。東京のデパートで売って
いる京都の「おたべ」は、そのコンビナート
にある工場で作られたものですし、関東の
ローソンやセブン-イレブンで売っているお

「滞納整理に王道あり
　　～徴収組織のマネジメントと職員の意識改革～」

 船橋市税務部納税課債権回収対策室長　
 永　嶋　正　裕　氏
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弁当の工場もあります。その他もろもろあり
ますが、面白いのはビール工場です。サッポ
ロビールの工場は、北海道、仙台、千葉、静
岡、福岡の五つしかないのですが、皆様方関
西の方たちは静岡あたりのビールだと思うの
ですけれども、関東で飲まれているサッポロ
ビールは船橋市で造ったビールです。
　港があって鉄道網も発達している船橋市は、
交通の要衝ということで、ベッドタウンでも
あります。人口が、１月１日現在で60万人を
超えました。関東１都６県の中では、東京都
の特別区と政令指定都市を抜くと、船橋市が
一番大きな自治体になります。平成15年４月
に中核市に仲間入りして、職員は4,400人ほ
どいますが、特に税収に占める個人住民税の
比率が高く、63％を占めています。豊田市な
どは、今回のリーマンショックで税収が大き
く落ち込んで大変だったと思うのですが、そ
ういう点からいきますと、船橋市は個人住民
税の比率が高いものですから、比較的安定し
た税収が確保できています。
　船橋市の職員総数は、今は全国どこの自治
体もそうだと思うのですが、行財政改革で、
平成17年から今度の４月までの５年間で350
人減という状況です。税務部納税課の職員は、
19年度までは人数が減っていますが、20年度
から少し増えています。これは公金一元化の
組織が一つできた関係でその分の定数が増え
たからで、それがなければ46～47人になって
いるところです。後でお話ししますが、非常
勤職員も年々増えています。今15人になって
いますが、これは一つのキーポイントになり
ますので、頭の片隅に入れておいてください。
　納税課の体制としては、債権回収対策室が
平成21年４月１日からできまして、私が室長
をしています。今、公金一元化ができた関係
で、課の組織が別館と本庁舎に分かれてし

まっているので、決裁や、いろいろな事務連
絡においても非常に不都合が生じています。
管財課には早く一緒のところでできるように
とお願いしていますが、何せスペースが狭く
て、なかなか難しいところです。
　課職員の年齢構成は、昔は非常に高齢の職
員が多かったのですが、今は30代を中心に比
較的若い方たちが増えてきています。これも
後でお話しさせていただきます。

３．船橋市の市税徴収率と滞納額の推移

　いよいよ「滞納整理に王道あり」というこ
とで、船橋市の市税徴収率・滞納額縮減率と、
それを実現させた徴収組織のマネジメントと
職員の意識改革、公金徴収の一元化について
お話しさせていただきます。
　まず徴収率、縮減率ですが、平成16年～19
年度の徴収率の対前年度伸び率（累計）はプ
ラス4.38ポイント、滞納額の縮減率はマイナ
ス4.92ポイントでした。これだけではなかな
かピンと来ないと思うのですが、ちなみに平
成19年度当時の政令市17市、中核市35市、計
52市の中で、伸び率も縮減率も一番いい数字
です。「政令市・中核市との市税徴収率の比
較」のグラフを見ていただきますと、政令市
の徴収率は比較的高め安定で95％前後、中核
市は90～92％で、それに比べて船橋市は15
年当時は89％でした。それが、５年後には
94.28％までいっています。最初のスタート
が悪かったのではないかと言われれば確かに
そうです。ただ、今日お越しいただいている
皆さん方の自治体がどの辺かは分かりません
が、90％を割っている自治体が５年間で94％
までいくというのは、並大抵のことではあり
ません。ぜひ今日、私の話を参考にお持ち帰
りいただいて、徴収に生かしていただければ
と思います。
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　次に、千葉県の「平成20年度市町村税徴収
実績（国保を除く）」をご覧ください。この
表は調定金額と収入済額と徴収率ということ
で列が分かれていて、右から３番目の列に徴
収率が出ていますが、徴収率順でいくと１位
が袖ケ浦市で、船橋市（94.28％）は５位で
す。この表で何をお話ししたいかというと、
一番右に出ている滞納率（滞納繰越額／現年
の調定金額）と徴収率は大体比例しています。
ですから、もちろん滞納分も徴収しなくては
いけませんが、現年分をいかに徴収して滞繰
させないかということが一つのポイントにな
るかと思います。徴収率が悪いところは、滞
納率もやはり悪いです。今、船橋市は、滞納
率を５％以下にすることを目標に頑張ってい
まして、そのために現年に相当力を入れてい
るところです。
　ではどれだけ良くなったのかということで、
「船橋市税徴収率の推移」をご覧いただきま
すと、これは平成元年からの数字なのですが、
上の折れ線グラフは現年分、下の棒グラフは
滞納分を含めた全体の徴収率です。平成元年
に94.95％あった徴収率が年々下がり続けて、
平成12年には88.78％まで落ちています。私
は平成13年４月に異動してきたのですが、13
年から右肩上がりになっています。
　「船橋市収入未済額（滞納額）と徴収率
（全体）の推移」をご覧いただきますと、滞
納繰越額は平成元年以降増加の一途をたどり、
特に平成３年から４年、５年にかけては１年
間に10億円ずつ増えて、平成10年には100億
円を超えています。当然、徴収率も下がって、
この平成10年の時は89.42％でした。ボトム
は平成12年度の88.78％なのですが、その後、
徴収率が上がると同時に滞納繰越額が下がっ
てきていることがお分かりいただけるかと思
います。

　その結果、各年度の調定済額、収入済額、
不納欠損額、収入未済額を示した「船橋市税
収入状況の推移」をご覧いただきますと、20
年度には滞繰が52億円まで下がってきていま
す。この表は先ほどのグラフを数字で表した
ものですが、ここでも先ほどと同様のことが
確認できるかと思います。
　「船橋市税滞納者の推移」を見ていただき
ますと、50万円以上の高額滞納者は減ってき
ています。また、18年度までは５万円未満の
滞納者が右肩上がりで増えていたのですが、
19、20年度と減っています。考えられるのは、
コールセンターの開設とコンビニ収納です。
コンビニ収納は相当効果があります。まだコ
ンビニ収納を実施されていない自治体は、ぜ
ひお考えいただいた方がいいと思います。
　ご自分がもし滞納者になったとしたら、ど
うでしょうか。銀行は９時～３時までしか
やっていないのです。仕事をしながら、分納
の納付書を持って毎月銀行に30分～１時間並
んでいられるかというと、やはりこれは無理
です。しかも、例えばペンキの職人さんが汚
い格好で現場から車とかで銀行まで行って、
ただ毎月の３万円を納付するために待たなけ
ればいけない。ところが、コンビニであれば、
24時間いつでも納付できます。納付機会の拡
大も非常に重要ですから、ただ取るとか落と
すだけではなく、その辺もぜひお考えいただ
ければと思います。ただ、これは手数料がか
かります。けれども、後々の公金徴収一元化
にもかかわりますが、マルチペイメントがで
きれば一番いいわけです。コンビ二収納の効
果で５万円以下の滞納者が減ってきているの
ではないかと推測しているところです。
　このように船橋市では徴収率が上がってき
たわけですが、その中身について、実際の数
字で状況をお示ししますと、平成16年は67
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件しかなかった債権の差押えが、20年度は
1,430件まで増えています。差押えと徴収率
は比例するというのが私の持論です。差押え
をせずに徴収率が上がる自治体があったら、
どういうふうにしているのか、私がお話を聞
きにいきたいぐらいです。
　決して差押えありきの話ではないのです
が、例えば滞納者と分納設定をして、分納不
履行になったときに分納不履行通知を出し
て、「分納が不履行になっています。２カ月
遅れていますけれども」という話をしていた
ら、いつまでたっても完納にいかないし、数
字も伸びません。ですから、例えば分納設定
をするときに滞納者から誓約も取るわけです
が、船橋市ではその中に「分納不履行をした
場合には滞納処分を受けます」と書かせます。
書かなくても滞納処分はもちろんできるので
すが、分納不履行の履行管理をしていれば、
おのずと差押えの件数が増えるはずなのです。
もちろんできない滞納者もいますけれども、
本来、常日ごろの日常業務をやれば、差押え
は必ず増えるはずなのです。
　ですから、債権の差押えの件数を見ていた
だいても、船橋市では右肩上がりに差押えが
増えています。それと同時に、先ほどご覧い
ただいた徴収率が上がっています。これは単
なる偶然ではないと私は思っています。

４．滞納整理の王道

　ここまで、「これだけ良くなったのです
よ」という数字をまず示させていただきまし
たが、「どのようにして良くなったのか」と
いう本題にいよいよ入っていきたいと思いま
す。
　「滞納整理の王道」として、９項目挙げて
あります。これは私が勝手に考えて作った王
道の種類なのですが、１番目は「徹底的に債

権差押」です。昔は不動産を差押えしていま
したが、今は全部、債権優先です。個別の中
身はまた後でお話しします。「２．延滞金の
完全徴収」。延滞金だけでも差押えしていま
す。「３．臨戸から来庁へ」。お願いに上が
るのはわれわれではありません。滞納者にお
願いに来させるのです。「４．滞納整理シス
テムの構築」。昔は不動産の嘱託調書もワー
ドで打つなど非効率的なことをしていました
が、今はクリックするだけでどんどんできま
す。差押調書が、不動産でも10分ぐらいあれ
ば全部できてしまいます。「５．非常勤職員
の活用」。先ほど言いましたように、非常勤
の職員数も15名に増えています。船橋市で
は、徴収業務の中で徴税吏員がやるべきこと
とやらなくてもいいことのすみ分けをきっち
りしています。例えば、預金照会や給与照会
は、職員はやりません。Ａさんという滞納者
がいた場合、Ａさんのシステム上のハードコ
ピーを非常勤のところへ持っていって、「給
与照会をここに出してください」と言えば、
非常勤が決裁を上げてその会社に照会を出し
たり、あるいは銀行に照会して、システムに
記事入れまで全部してくれます。どこに照会
して、いつ回答が来て、中身はどうだったか。
職員はその回答を見て差押えや折衝といった
次のステップにいくということで、調査関係、
例えば市外転出の自治体の調査なども全部非
常勤がします。裏を返せば、先ほど言いまし
たように職員が５年間で350人削られる中で、
職員はそこまでやり切れないのです。ですか
ら、調査関係など非常勤ができるものについ
ては、すべて非常勤にしてもらっています。
今は差押調書の公印も、公印を所管している
課まで非常勤に押しに行ってもらっています。
法務局に謄本を取りに行くのもそうです。時
間がもったいないので職員には行かせません
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し、非常勤が謄本を取りに行くときでも、船
橋市は比較的近いですけれども、歩いてなど
行かせません。１時間幾らでお金を払ってい
ますから、自転車で行かせます。「６．分割
納付の盲点」。分割納付もよく組まれると思
いますが、非常に注意すべきところがありま
す。「７．進行管理」。皆さんの中には管理
職の方もいらっしゃるかもしれませんが、職
員を管理していく、進行管理は非常に大事で
す。これも後でお話しします。「８．セーフ
ティーネット」。これは、少し生々しい話も
交えながらお話しさせていただきます。「９．
執行停止の促進」。分母を減らすためには、
執行停止も非常に大事です。この辺もお話し
させていただきます。

４－１．徹底的に債権差押

　一般的に債権の差押えというと、預貯金や
給与はよくやられていると思います。船橋市
は売掛金もよくやるのですが、取引先などは
よく分からないです。どうするかというと、
銀行の取引明細で、例えば毎月25日に「○○
会社」からお金が入ってきていれば、これは
給与でしょう。あるいは、五・十日に入って
くる「株式会社○○」というのは、個人事業
者であれば大体売掛金ですから、何月何日
に滞納者の口座に振り込んでいるこの会社
が、どこの何支店から振り込んできたのかを
銀行に照会します。例えば、みずほ銀行の大
阪支店から振り込んでいるという回答があれ
ば、今度はみずほ銀行の大阪支店に「おたく
は株式会社○○と取引がありますか。もしあ
るようなら公文書で照会をさせていただきま
す」と照会をします。そうすると、その会社
の住所や電話番号まで全部教えてくれますか
ら、今度はその会社に滞納者Ａの取引状況調
査、売掛金の調査をして、そこで売掛金の差

押えをします。ですから、どこの会社と取引
しているかなどということは、滞納者には聞
きません。全部預金調査から調べます。
　預金調査も、残高が1,000円しかないとい
う結果であっても、これは宝の山です。例え
ば、携帯電話会社に照会を出して、支払がコ
ンビ二からか、口座引き落としなのか。口座
引き落としであれば、その口座の照会を出し
ます。そこには、先ほど言いましたように
売掛金などの入出金の情報がありますから、
これは宝の山なのです。ですから、残高が
1,000円だからではなく、その中身を必ず精
査する必要があります。
　所得税の還付金については、既に皆さん方
もやられているので、あえてここではお話し
しません。
　生命保険の解約返戻金もよくやられている
と思いますが、気を付けなくてはいけないこ
とがあります。差押調書に書く文言は、今は
いろいろなマニュアルもあるので大丈夫だと
思いますが、保険金の支払請求権も書かなく
てはいけません。そのときに、例えば保険契
約者・被保険者が滞納者、受取人が妻で、仮
に滞納者が死亡して3,000万円の死亡保険金
が出るとします。滞納者が死亡していれば、
本来、法定相続人は妻ですから、納税義務の
承継をして奥さんを差押えすればいいのです
が、死亡保険金というのは、死んで受け取る
場合には保険契約上の債権ですから、相続財
産ではないのです。ですから、奥さんが死ん
だご主人の相続放棄をしていると、奥さんに
納税義務を承継させてその3,000万円を取る
ことはできません。ですから、相続財産なの
か、保険上の債権なのかは、注意しなければ
いけないところです。
　実際に船橋市でも、奥さんが死亡保険金を
受け取って、市が差押出来なかった例があり
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ました。奥さんが相続放棄していたのです。
死亡保険金の3,000万円は相続財産ではない
ので、相続放棄をしてももらえるのです。こ
れで実際に取れなかったという例があります
から、その辺は注意する必要があります。
　それから、不動産の敷金、賃貸借保証金も、
差押えの対象として頭に置いておく必要があ
ります。船橋市で以前、駅前の不動産屋の女
社長と結婚したご主人が市民税を滞納してい
て、離婚してしまったのです。本税だけで
500万円以上ありました。その前にもっと手
を打たなかったわれわれの方も悪いのですが、
離婚したときに財産系は全部奥さんに行って
しまって、本人には全く残っていませんでし
た。離婚後は、駅の反対側のビルの1階で焼
き鳥をやっているのです。
　当時の担当者は、「もう金なんかない。
１万円ずつ取りに来いと」と言われていまし
た。500万円も滞納している人が、月に１万
円しか払えない。私などが行っても、仕込み
をしながら包丁を手に「払えないよ。差押え
でも何でもやれよ」と言うのですが、「やれ
よ」と言われても、実際に何も差押えする財
産がないのです。全部調べても、預金もない
し、不動産ももちろんない。タイヤロックを
しようと思って調査したのですが、自動車も
ない。50㏄のバイクに乗っていたので、最後
は50㏄のバイクのタイヤロックをしようかと
いう話をしていたときに、この店のテナント
保証金を調べるよう指示したら、案の定、本
人名義で600万円の保証金がありました。そ
の600万円の保証金を今も押さえています。
実際には店の現状復帰や修理代で取られて
600万円は戻ってこないと思いますけれども、
時効の中断をして、また今どういうものがあ
るのか調査しているところです。
　実際には、夜の12時ごろ、焼き鳥屋が終

わったときに捜索してレジを押さえるしかな
いと言っていたのですが、その日の売上はせ
いぜい10万～20万円ぐらいしかないわけです
し、後に続かない。債務の承認を書かないの
ですから、時効の中断もできない。「やるな
ら、やれ」という話です。そういう例もあり
ましたから、不動産の保証金というのもぜひ
一つ頭に置いておいていただければと思いま
す。
　敷金などもそうです。例えば賃貸のアパー
トに入っている滞納者が、執行停止もなかな
かできない、ところが滞納年度が古くて時効
が来てしまう、本人にも会えない、預金もな
い、もちろん不動産もない。そのときには敷
金を押さえて、民間のアパートの敷金など大
した金額ではありませんけれども時効の中断
事由にはなりますので、時効の中断をして時
間を稼いで、再度調査して執行停止に持って
いくという方法もあります。
　次に、宅地建物取引業弁済業務保証金分担
金です。ご承知のように、大手の不動産屋は
営業保証金ですが、町の不動産屋はほとんど
分担金です。廃業届を出してから、早くて半
年、１年ぐらいで戻ってきます。60万円のう
ち、県に手数料を取られて五十数万円しかあ
りませんが、これも取り立て可能で、実際に
船橋市では取り立てていますから、皆さんの
ところもやられた方がいいと思います。
　それと、面白いのは介護認定審査会委員報
酬です。この取り立てをしている自治体はあ
りますか。多分ないと思うのですが、実は、
船橋市で歯医者さんが滞納したのです。お父
さんが医院を改修したけれども、うまくいか
なくて負債を抱えてしまった。娘がやはり歯
医者で、連れ合いのご主人も歯医者で、二人
が連帯保証人になっていた。ところが、その
娘夫婦が離婚してしまった。娘が破産すると、
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債務が別れただんなの方に行ってしまうとい
うので、破産もできない。それで、一千数
百万円のうち、毎月８万円ずつ船橋市に納め
ていたわけです。一応、預金調査をさせたら、
船橋市から毎月お金が入っているのです。何
かと調べましたら、この歯医者さんは介護認
定の審査会のメンバーだったのです。月に２
回ぐらい出席すると７万円ぐらいになります
ので、８万円のほかに、その報酬の７万円を
毎月船橋市が船橋市を差押えて取り立てして
いるというケースもあります。
　それから、純金の積み立てというのもあり
ました。預金調査をした結果、住友金属鉱山
に毎月定額の引き落としがあり、これは何だ
と調べたら、純金の積み立てだったのです。
これを差押えて取り立てしたのですが、面白
いのは、ご承知のように金には相場があって、
なおかつ為替のレートがあるのです。10時と
２時にその数字が変わりますので、われわれ
としてはいつ換えても滞納額には足りていた
のですが、滞納者に少しでも多くいくように
ということで、「今日はレートはどうです
か」などということを１週間ぐらいやった記
憶があります。
　それから、ゴルフ会員権の預託金ですが、
牛丼屋の吉野家は、昔一度倒産して、再上場
したことをご存じでしょうか。店長はつぶ
れる前から吉野家に勤めていて、持ち株も
給料の中から嫌々買わされていたようです
が、上場していきなり7,000万円ぐらいのお
金が入ってきてしまったのです。当時、バブ
ルだったのでしょう。3,000万円ぐらいのゴ
ルフ会員権を買って、マンションも買って賃
貸にして、自分はまた違うところに住んでい
たのですが、固定資産税や住民税を滞納して、
調べてみたらゴルフ会員権がある。10年の預
託期間を過ぎて取り立て可能なので、それを

ぜひ取り立てしてくれないかということに
なったのです。ところが、当時、今もそうな
のでしょうけれども、10年経過しても預託金
を一括で返すところなどまずありません。ほ
とんど返しません。損金扱いで、要するに
3,000万円が50万円になってしまった。会社
であれば損金扱いにできるのですが、個人で
すから「50万なんてふざけるな」という話で、
その話にも乗らないで、そのまま保留になっ
ていたのです。それで、これは栃木県のゴル
フ場だったのですが、預託金を差押えしまし
た。ただ、やはり滞納額一括は無理だという
ことで、ゴルフ会社から毎月分割で取り立て
をしていたという例もあります。
　こういったものもすべて、一つ一つやるこ
とによって成果は出ますから、ぜひ徹底的な
債権差押えをしていただきたいと思います。

４－２．延滞金の完全徴収

　５年ほど前は、延滞金は取っていません
でした。私が配属になって延滞金を取ると、
「永嶋は延滞金を取るの？鬼だ」などと言わ
れて、職員から鬼扱いされたのです。でも、
今、延滞金を取っていない者はいません。私
が配属された翌年に異動していった職員は、
捨てぜりふで「おれは５年間いたけれども、
延滞金を１人も取らなかった」と言っていま
した。その代わり、分納を履行すれば延滞金
は免除してあげるというように、取引の条件
に使っていたそうです。しかし、それでは駄
目です。今は職員には絶対に延滞金を取らせ
ます。ただ、１万人いて１万人全部から完璧
に取っているかというと、取れないものもあ
りますが、延滞金を取らない職員がいたら怒
ります。
　例えば、延滞金を取らないとどうなるか。
皆さん方も分納を組むと思いますが、本税だ
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けで分納設定し送付すると、大体何回か入れ
た後で不履行になりますでしょう。電話をす
ると、「納付書をなくしてしまったんです。
また送ってくれませんか」と言います。でも、
あるはずなのです。なくすわけがありません。
「分かりました。今度はいつからでよろしい
ですか。じゃあ、今月から送りますから」と
いう感じで納付書を送ると、また何回か入れ
て不履行になる。滞納者もばかではないです
から、役所から電話があったら、「なくした
ので、また送ってください」と言えば、本税
だけでずっといけるわけです。本税が優先だ
などといっても、本税が終わらなければ延滞
金になどいつまでたってもいかないわけです。
そういったことを滞納者はわざとやります。
　ところが、今は延滞金を完全に徴収して、
延滞金だけでも差押えします。また、分納の
履行管理は滞納者自身が行うこととし、滞納
者が納付書をなくしたと言ったら、それは白
紙に戻して、システム上にその時点で付いて
いる延滞金を計算しなおして納付書を再発行
します。滞納者は多分、前の明細を持ってい
ますから、前回の明細書と今回の明細書を比
べると、同じ期別で延滞金が増えている。こ
れはたまったものではないということで、以
降は必ず分納を履行します。もちろん生活困
窮で入れられない滞納者もいますが、わざと
入れない滞納者は実態として少なくなります。
　しかし、それまで延滞金を取らないでいた
のに、延滞金を徹底的に取れと指示したの
で、当初は「前は取らなかったのに、なぜ急
に取るんだ」「前の担当者は取らなかったの
に、なぜ取るんだ」という電話が毎日がんが
ん鳴っていました。ところが、今は全然鳴り
ません。船橋市は延滞金を取るのだという認
識が染み渡ったのです。
　皆さん方も経験があると思いますが、同

じ国税徴収法、地方税法を使っていながら、
「税務署は厳しいけれども、市役所はまだい
い」などということを滞納者から聞いたこと
はないですか。滞納者は、役所は甘いと思っ
ています。しかし、厳しく取れば、「船橋市
はたまらない」と思います。今は滞納者に
「船橋税務署よりうちの方が厳しいですよ」
と言っています。確かに税務署よりも厳しく
取り立てていて、この間もうちの部長が税務
署長に「船橋市さんに負けないように」と言
われたようですが、そういうことがあります。

４－３．臨戸から来庁へ

　まだ臨戸している自治体さんはありますか。
なかなか手を挙げにくいと思うのですが、昔、
私が配属されたときにはパソコンが２人に１
台しかなく、順番ですからやりたくてもやれ
なくて、１週間に１～２回、「とにかく臨戸
に行け」と行かされました。40～50軒持たさ
れて、１日朝から晩まで行っても、会えるの
は大体３～４軒です。
　行くのにもそれなりの労力がかかります。
例えば、どこに行くか。まずリストをチェッ
クして、明細書を打ち出して、地図に落とし
ます。まだ皆さんのところの公用車も全部ナ
ビが付いているとは思いませんから、全部地
図に落として、行って、帰ってきたら、不在、
差し置きなどと記事を入れていく。非常に無
駄ですね。
　行けば、玄関先で大きな声を出して滞納の
ことをしゃべったなどという苦情の電話が役
所にかかってきます。そんなことはないので
す。それなら玄関に入れればいいのに、入れ
ない。例えば、昼間に行ったらたまたま大学
生の娘がいて、「ちょっとお父さんの固定資
産税の関係でお願いに来ました」と言ったら、
「滞納」とは言っていないと思うのですが、
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「娘に父親の固定資産税の話をしてもいいの
か。親子といえども、そういう個人情報を話
していいのか」という苦情が入りました。こ
れは駄目ですよね。あるいは、駐車場の問題
もあります。今は相当厳しいですが、前も職
員が動物病院の駐車場に黙って車を置いてい
たら、役所の車には市の名前や番号が書いて
ありますから、そこの獣医が番号を控えて役
所に来て、結局謝りに行きました。
　臨戸してもいいことは一つもありませんの
で、今は来庁指示書や差押予告書を出してい
ます。こちらからお願いに行くのではなく、
滞納者に役所にお願いに来させるのです。そ
れでも来庁しない場合には、差押えすればい
いのです。
　ただし、１件も行くなということではあり
ません。例えば、高額の執停案件や、差押え
も執行停止もできないような案件は行く必要
もありますが、ただ月に１回～２回行けとい
う上司がもしいたら、「船橋市の永嶋が行く
なと言っていた」と言ってください。私を悪
者にして結構です。電話をくだされば、その
上司に説明してあげます。
　各自治体の方針もあると思いますが、今ま
で私が経験した中では、臨戸はデメリットば
かりです。東京国税局や税務署の職員は、ほ
とんど臨戸しないですよね。ここだと大阪の
国税局ですが、国税局の職員が滞納者を一軒
一軒回っていますか。臨戸しているのは役所
だけです。臨戸していなければいいのですが、
臨戸している自治体は考えてください。

４－４．滞納整理システムの構築

　システムを構築されていない自治体はない
と思いますので、これは飛ばしましょう。

４－５．非常勤職員の活用

　先ほどもお話ししましたが、徴税吏員とし
て行うことと、徴税吏員でなくてもできるこ
とのすみ分けをしています。当然、差押えし
て「ふざけるな。生活できないじゃないか。
解除しろ」という電話がかかってきたとき
に、非常勤を出したりはしません。滞納者と
の折衝や滞納処分関係はすべて職員がやりま
す。けれども、その裏方となるような預金調
査や給与照会、実態調査などは非常勤でやっ
て、その分、職員は１件でも多く差押えをし
てくださいということです。

４－６．分割納付

　大事なのは、「第一声は『一括納付』」と
いうことです。滞納者が来庁してきたとき、
あるいは電話で話したときに、「一括納付を
お願いできますか」。まずこれを言うことが
非常に大事です。
　また、滞納者と向かい合って「一括納付は
いつできますか」と言ったときに、滞納者は
沈黙しますが、職員はこの沈黙に耐えなくて
はいけません。決して、「一括が無理だった
ら、何回かに分けますか」などと言ってはい
けないのです。もしかしたら滞納者が「親か
ら借りて、この金額で一括で入れられるか
な」と考えているかもしれないときに、「分
割でもいいですよ」などと職員から言ったら、
その考えは全部吹き飛んで、「じゃあ、２万
円でお願いします」という話になってしまい
ますから、分割納付、徴収猶予は、必ず本人
から申し出させることです。
　金額も、例えば20万円、30万円で分納とな
れば、３万円とか４万円とか、大体落としど
ころがあります。しかし、「じゃあ、２万
円でどうですか」「３万円でどうですか」、
これも職員から言っては駄目です。滞納者
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が「１万円でお願いします」「5,000円でお
願いします」と言えば「それはできません
よ」と言えばいいわけですし、もしかしたら
「７万円で」と考えているかもしれないと
きに、職員の方から「３万円で」と言えば、
「じゃあ、それでお願いします」となります
から、分納の金額はこちらから提示してはい
けません。
　分納の金額は、始まる前に先生ともお話し
したのですが、船橋市は「本税＋延滞金」で
設定します。まずは本税だけで、それがきれ
いになったら延滞金にいくという自治体もあ
るでしょう。そうすると、最後は延滞金だけ
の納付書が何枚にもなってしまいますが、そ
れで完納になりますか。ならないときにどう
していますか。延滞金だけで差押えしますか。
例えば差押えなど、強制徴収の場合は、地方
税法14条により本税から充当しなければいけ
ないのですが、分割納付のように強制徴収で
ない場合は、本税と延滞金で分納を組んだ方
がいいです。
　ただ、全部そうしろということではないの
です。考えなくてはいけない場合もあります。
例えば、昔、アパートを経営していて、その
アパートが競売になってしまった。住民税と
固定資産税がかなり多く残ってしまって、今
はタクシーの運転手で細々と生活を立ててい
る。一部執行停止も考えられますが、今の資
力からいって、とてもその当時の固定資産税
も払えないようなのに、本税と延滞金で分納
を組んだら、10年たっても完納にいきません。
その場合には、例えば「じゃあ、本税からい
きましょうか」ということになります。です
から、先ほど言ったように、全部本税と延滞
金を取っているかというとそういうわけでは
なく、個々の案件によります。けれども、基
本的には本税と延滞金で取らないと、絶対に

完納には至りません。最後、延滞金だけに
なってしまって、延滞金だけの納付書が10枚
もあったら、滞納者だって納めるのは嫌では
ないですか。
　ですから、本税と延滞金でやって、ものす
ごくたくさん滞納している場合は別として、
例えば１年で完納になる場合には、本来なら
本税が入ったときに延滞金を確定するのです
が、船橋市ではもうそこの延滞金は加算しま
せんということにしています。その代わり、
分納回数は６回ごとに組ませています。なぜ
６回かというと、地方税法16条にも「徴収猶
予１年。ただし、担保を徴取したときには２
年まで（50万円以上の高額のもの）」とあり
ますが、それをやると、例えば５回目、６回
目になると、本税が入ったときには延滞金も
増えてしまっていて、また100円足りません、
200円足りませんとなりますので、これはや
らないということです。この辺も論議が分か
れるところですから、どれがいいということ
ではなく、各自治体で決められたらよいと思
います。
　それから、「納付誓約書の受領『不履行時
も記載』」。船橋市では大体、不履行の場合
には滞納処分を受けますと船橋市は書かせま
す。よほどうるさい滞納者には、それをコ
ピーして、マーカーを付けて、差押調書など
と一緒に送ります。ご承知のように督促状を
送付して10日経過したら、「差押えできる」
ではなくて「差押えしなければならない」で
すから、このようなものをいちいち書かなく
てもいいのですが、トラブルが回避できます。
　分納回数が６回ごとというのは、６回で半
年ですから、半年たてば状況が変わっている
かもしれません。職員には必ず「どうですか。
増額できませんか」と増額の設定を言わせて
います。滞納者にとっては、毎月行って６回
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終わったという達成感もある程度大事なので
す。ですから、中には３回、４回という場合
もありますけれども、あまり長期の分納は設
定しません。
　それから、現年分の分納では、督促状を発
送することについて説明することが重要です。
現年分で分納してくれといってよく来ますが、
このときには督促状が出るということを必ず
職員に言わせないと駄目です。そうしないと、
「分納をきちんと履行しているのに、督促状
が来た」と言われます。皆さんもそういう電
話をよく受けられると思います。原則は、で
きるだけ現年の分納をしないようにお願いし
た方がいいと思います。
　また、分納中であっても財産調査はする。
不履行のときに調査したりしますが、これも
一言言っておく方がいいでしょう。あまりし
つこく言うとトラブルになってしまいますか
ら、この辺も難しいところですけれども。
　小額の分納しかできない場合は、執行停
止を検討した方がいいです。例えば2,000円
とか3,000円の分納でやっている自治体はあ
りますか。船橋市は最低でも5,000円からス
タートです。5,000円で年間６万円、3,000円
で年間3万6,000円です。年間で本当に３万
6,000円しか払えないのなら、本来、執行停
止でしょう。1,000円でも取った方がいいと
いう考え方もありますが、多重債務者で民間
債務の返済が多いとかではなく、本当に月
3,000円しか払えない資力だったら、生活困
窮者ですから、執行停止の方が私はいいと思
います。

４－７．進行管理

　６月に滞納繰越（滞繰）をした40万円以上
の滞納者については、進行管理表を作成して、
７～８月にまず１回目のヒアリングを行いま

す。船橋市は地区で担当を分けているのです
が、皆さん方のところは金額で分けています
か。それとも地区で分けていますか。金額で
分けているところでは40万円以上というのは
該当しなくなってしまうのですが、要するに
その職員が持っている40万円以上の滞納者に
ついてリストを作らせて、７月～８月にヒア
リングをして、分納や差押え、あるいは執行
停止に持っていけるように調査してみなさい
というような、その滞納者に対する方向性を
担当者に指示します。
　そのときに、例えばこの人は差押えの方向
でいくとか、この人は分納を履行中なので分
納不履行になったときには給与の差押えをす
るというような方向性を指示して、１月～２
月に、今度は滞納整理状況を確認するヒアリ
ングをします。例えば、差押えをすると言っ
ていたのにまだしていないとか、分納不履行
のときには何らかの処分をすると言っていっ
たのに、分納が11月から入っていない、何を
やっているのだという話をします。ですから、
職員は結構大変ですが、これをやるように
なってからは、高額の滞納者がある程度減っ
てきています。
　この進行管理というのは、きちんとやって
いる職員は、発表の機会ですからわくわくす
るのです。「これがこうで、こういうふうに
差押えしました」「執行停止しました」「こ
れは今履行中で、何月までに完納予定です」
というように、めりはりがあってぽんぽんい
くのですが、やっていない職員は、「いや、
これはちょっと不履行なので、連絡したんで
すけれども、なかなか連絡が取れないので
す」とかと、７～８月のような答えを言った
りしますので、そこである程度、その職員の
動きも判断できます。管理職から見れば、そ
の職員の状況も確認できるし、職員だけに負
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担をかけないようにある程度のアドバイスを
し、方向性を出してあげるということも大事
なところですから、進行管理は大事だと思い
ます。
　船橋市の進行管理表を資料にお示ししてい
ます。ここでは３行になっていますが、全部
右側につながっていって１列になります。こ
の表はＡ３サイズで、左上にある滞納整理番
号はキーコード、船橋市で言えば住民コード
になります。そのほか、職業、年齢、前年の
所得、分納の状況などを記入します。そうす
ると、一目瞭然なのです。この表題が１行
あって、その下に滞納者がずらっと、１ペー
ジに40人ぐらいずつぐらいあって、全部ここ
で見て、一件一件、はい次、次というような
状況です。

４－８．セーフティーネット

　皆さんもよく差押えされると思いますが、
そうすると、カウンターなり、電話で、「ふ
ざけんじゃねえぞ」と言われることが、大な
り小なりあると思います。そのときに、もし
皆さん方が係長や班長であれば、職員をサ
ポートすることが大事です。私は、先ほど言
いましたように「差押えをしなさい」と指示
をして、最初からは出ませんが、トラブった
ときには必ず自分が出ていきます。これがな
いと職員はやれません。モチベーションが上
がらないというか、下げさせては駄目なので
す。
　うちの職員は、新採の女性でも誰でも構わ
ないのです。女性も男性も関係ありません。
若い人や女性も相当多いです。逆に言うと、
男性が駄目ということではないのですが、女
性は仕事をきっちりやります。その代わりに、
こちらもそういうサポートはきっちりやりま
す。いろいろな人が来ますので、班長や係長

は滞納者に対して理論武装できるようにして
おかなくてはなりません。職員にも、われわ
れの後ろには国税徴収法、地方税法があるの
だから、滞納者に対しては、差押えする前で
も後でも、優しい言葉で話をしなさいと言っ
ています。
　例えば、不動産会社のお兄さんが「絶対に
延滞金は納めない」と言い張って、職員が
困って私が替わったことがあるのです。その
ときに「よろしいんですか。今、船橋市は延
滞金を納めてもらうようになっていますが」
「うざい。おまえ、何回言ったら分かるんだ
よ。延滞金は納めないと言ってるのに。本税
だけの納付書を送って来い」「分かりました。
では、納付書をお送りします。でも、最終的
には延滞金を納付していただくような形にな
りますけれども、よろしいですね」と言って、
本税の納付書を送らせました。すぐに納めて
きたので、期限を付けて、今度は延滞金だけ
の納付書を送りました。そうしたら、案の定、
納めないので、指定期限を過ぎたら、すぐ差
押えさせました。
　そうしたら、電話がかかってきました。
「ふざけるな」という電話だと思ったら、
「おまえ、やると言ったら本当にやったな。
おれも、うちの店の若いやつらに『みんな、
船橋市は延滞金だけでも差押えするから、気
を付けろよ』と言っといたよ」と、半分激励
のお言葉をいただきました。それで、不動産
屋ですから固定資産税の評価証明などを取り
に市役所に来るのですが、その時にこちらに
来るのですよ。また文句を言われるのかと
思って、「あ、先日はどうも」と言ったら、
「ああ。評価証明取りに来たんで、ちょっと
顔出したよ」「これからもまた若い人によろ
しくお願いしますね」「おお、任せといてく
れ」。やはり大事なのは、毅然とすることで
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す。「こいつは言っても駄目だな」と思わせ
るのです。
　例えば、マークしている滞納者が、差押え
の執行通知を出したときに「○○はいるか」
と言って来ます。皆さんも、滞納者を見たと
きに、こいつはうるさそうだとか、一筋縄で
はいかないとかと、何か自分なりに評価して
いると思います。けれども、滞納者はわれわ
れをその10倍ぐらい見ています。なぜかとい
うと、例えば分納が低くなろうが何をしよう
が、こちらの給料は変わらないのです。とこ
ろが、向こうはこの折衝でこれからの生活が
変わるわけです。いわば死活問題です。
　ですから、職員によく言うのは、まず身な
りをきちっとして、ネクタイもきちっとして、
高圧的ではない優しい話し方で、しかし中身
は厳しくしろということです。滞納者は、法
律上われわれには勝てないので、言い方が生
意気だとか、高圧的だとか、上から目線で話
していると言うのです。そういう苦情が必ず
来ます。でも、税法や法律関係のことを言っ
てくる滞納者は、ほとんどいません。例えば
「固定資産税の額が、評価額がこうだとおか
しいのではないか」「扶養に入れているのに
この金額は高いだろう」など、賦課の中身を
言ってくることはありますが、そういう話で
はなく、われわれが滞納者と話をするときに、
必ず向こうが言ってくるのは、臨戸した時に
玄関前で近所に聞こえるように「大声で話を
した」などということです。滞納者は法律上
でどうのこうのと言っても負けますから、そ
ういうことしか言えないのです。
　ただ、滞納者に「この担当者はあんな高圧
的な言い方をして」と言われたときに、われ
われ管理職は、「いや、あなたが悪いんで
しょう」などとはなかなか言えません。「な
ぜこれを差押えしたんだ」と言われたときに

は理路整然と説明できますが、職員の話し方
や対応については、「いや、あなたが悪いん
ですよ」などとは、言いたくても言えません。
かといって平謝りもしませんけれども、そう
いうことを言われないように気を付けなさい
ということは、常日ごろ言っています。です
から、皆さん方も、法律上は勝てるのだから、
そういうことを言われないような体制は必要
かと思います。

４－９．執行停止処分の促進

　先ほど滞納率のことをお話ししましたが、
差押えは滞納処分の中でも派手です。ですか
ら、目立ちますが、執行停止も実は重要な滞
納処分の一つです。これは時間も労力もかな
り必要です。地味ですが、ぜひやっていただ
かないと駄目です。
　徴収率は、分母を小さくすれば上がるので
す。しかし、市の施策には財源が必要です。
そのためには、やはり最後は金額を徴収しな
くてはいけないのです。ですから、徴収率ば
かり言って執行停止ばかりしていくと、小さ
な自治体になってしまいますから、ここは気
を付けていただかなければいけません。ただ
し、やはり県レベルなどで徴収率何％と比べ
られてしまいますから、これも手を抜くこと
はできません。

５．公債権の一元徴収

　ここまで、徴収の仕方、滞納整理について
お話ししましたが、次は公債権の一元徴収と
いうことで、後半部分に入りたいと思います。
　船橋市は、19年度まで市税の徴収率・滞納
額縮減率が１位であったと今まで、お話して
きたような事で数字も上げてきました。とこ
ろが、同じ船橋市という自治体でありながら
も、税以外の公債権を取り扱う公課所管課は、
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徴収率がダウンし、滞納額が増加しています。
国保は税になっているところもあるかもしれ
ませんが、多分ではなく絶対に、皆さん方の
自治体でも、保育料、下水道の受益者負担金、
下水道使用料など、その公債権のところの事
務分掌規則を見ていただくと、滞納の整理ま
で入っています。これは滞納処分もできる債
権ですから当然ですが、実際には、例えば保
育園への入園措置に追われて滞納整理までい
かない、督促催告をひたすら出すところまで
はやるけれども整理までいっていないという
のが実情です。後でまたお話ししますが、20
年度から、船橋市は市税と公金徴収の一元化
で、大きな成果を出しています。
　「市税及び公金の収入未済額の推移」をご
覧いただきますと、市税は一番左の縦列です
が、お話ししてきたようないろいろな滞納整
理を行った結果、20年度は収入未済額が53億
円まで減っています。ところが、ほかの公債
権は増えています。保育料は20年度減ってい
るのですが、20年度からわれわれの方に移管
になっていますから、19年までの数字を見て
いただきますと、すべての公金で増えていま
す。
　20年度の数字を見ていただくと、右側の縦
計の一番下が114億円になっています。114億
円－市税の53億円で61億円です。国民健康保
険料は、国保税よりも徴収権の時効が短くて、
２年です。２年であるにもかかわらず、国保
を含めた市税以外の公債権が61億円もあるの
です。市税の方は、説明してきたようにあれ
だけ職員にがんがんやらせて滞納額を53億円
まで減らしてきているのですが、一方、税以
外のところは全くやっていないために、61億
円と、市税の滞納繰越よりも収入未済が多い
のです。今はこういう時代で、自治体の視察
も多いですが、よく言うのは、霞ヶ関の埋蔵

金ではなく、自治体の埋蔵金はここにありま
すよということです。61億円という、市税よ
りも多い、全く手付かずのところに手を付け
るというのは、非常に効果があります。これ
について、船橋市がやった実績も含めながら
お話しします。
　「市税及び国保並びにその他の公金の収入
未済額の推移」を見ていただきますと、これ
は先ほどの表をもっと分かりやすいようにグ
ラフにしたものですが、税の収入未済額は下
がっています。一方、真ん中の棒グラフは、
国保だけ数字が大きいので特別に１本出した
のですが、年々上がっていますし、その他の
公金（下の棒グラフ）もやはり伸びています。
　「市税及び公金の不納欠損額の推移」を
見ても、市税は20年度、不納欠損額が４億
4,500万円まで減ってきています。なぜ不納
欠損額が少なくなったかというと、ただ単に
取っているだけではないのです。先ほど差押
えの執行状況を見ていただいたとおり、差押
債権なども倍々ゲームで数字が増えています。
差押えするということは、時効の中断事由で
すから、そのために不納欠損がなくなります。
要するに、単に徴収して不納欠損が少なく
なっただけではなく、実は債務の承認も取っ
て時効を中断した結果、少なくなったという
こともあるのです。税の方は、それだけ努力
して不納欠損を少なくしてきているというこ
とです。
　ところが、先ほどの収入未済と同じよう
に、国保を含め公金は、不納欠損が毎年右肩
上がりで増えてきています。もったいないこ
とに、どんどん不納欠損してしまっているの
です。収入未済であればまだ取れるのですが、
不納欠損は落ちてしまいますから、もう取れ
ないのです。よく職員にも言うのですが、例
えば滞納者に自分の財布からお金を貸したら、
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「じゃあ、どうですか、増額も少し」などと
いう甘いことは言わないでしょう。例えば
1,000円貸しても、返してもらいたい。これ
が100万円になったら、「いつ返済計画を出
してもらえるのですか」「いつ全額返済して
くれるのですか」と、多分、必死になって聞
きますよね。滞納は自分の財布から出してい
ると思って折衝しろとよく言うのですが、結
局、不納欠損になっても自分の給料は下がら
ない、そこにも問題があるように思います。

６．公金徴収一元化の経緯・形態

　税の方は、先ほどお話ししたように、努力
してあれだけ数字を良くしてきている一方で、
市税以外の公債権については、収入未済も不
納欠損も右肩上がりで増えているという背景
の中で、平成15年に船橋市行財政改革審議会
が設置され、もう少し収入未済や不納欠損を
少なくすることはできないのかという話が出
ました。15年、16年の市の定例議会でも、税
がこれだけ良くなってきているのだから、公
金も税のプロに徴収させたらどうかという話
が出ています。当時、総務部長が「１人の職
員がすべての公債権について滞納者に説明で
きるかというマンパワーの問題があるので、
この辺については調査・研究します」という
ごく一般的な答弁をして、そのままです。
　一方、例えば皆さんのところの公金所管課
の職員たちも、日曜日などに滞納者のところ
に出向くときがときがあると思います。同じ
滞納者のところに、保育課が行ったり、国保
が行ったり、税が行ったり、１日に３人も４
人も役所から職員が来くるので、「おまえら、
１人で来られないのか」という滞納者の感情
も実はありました。
　そういったことから、税を含む公金所管課、
並びに財政や職員課、組織を担当する課、電

子行政を担当する課、個人情報保護条例等を
所管する情報政策課など、関係所管課が集
まって、公金徴収一元化検討委員会を作りま
した。いわゆるボトムアップで上げていった
わけです。大体、他の自治体でやっていると
ころを聞きますと、財源確保の協議会のよう
なものを副市長をトップに作って、もんで、
トップダウンで組織を作っています。そうい
う自治体も結構視察に来ていますが、「上か
ら言われちゃって、どうしたらいいんでしょ
うか」という感じで、あまりモチベーション
が上がっていないようです。しかし、船橋市
は全部、下から上げていったのです。
　当時、平成19年といえば、税源移譲と定率
減税の廃止で、税務部は一番忙しかった時期
です。本来は、財政や企画から「そういった
ものを税務部で考えろ」という話が来れば、
「いや、19年度は待ってくれ。こんなに忙し
くて大変な年度に、そんなのやってられない
よ」と言うところですが、当時の部長が相当
やる気のある人だったのです。それで、検討
委員会を作って、部会も実務的なものを作っ
て、部会長だった私は「永嶋、検討した結果、
やりませんじゃ駄目だぞ。検討した結果、や
る方向の報告書も作れ」と言われて、平成20
年1月に公金徴収一元化の報告書を作りまし
た。中身については、試行錯誤で多少変わっ
ているところもありますが、お配りしてある
報告書を見ていただければ、関係法令や根拠
条文も入っていますので、お役に立つかと思
います。
　一元化の形態については、各所管課で徴
収・滞納処分をするか、船橋市のように一元
化して滞納処分をするかで議論が分かれます。
船橋市でも相当議論がありました。一元化の
検討委員会を作るときに、同じ納税課の管理
職の職員が私に「なぜそういうものをやるの
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か」と言いました。「本来自分のところでで
きるのだから、税もまだやらなければいけな
いことがいっぱいあるのに、一元化をして
こっちに持ってきたら、所管課はもっとやら
なくなるよ。もっと所管課でやらせたらどう
か」と言うのです。
　先ほど言いましたが、関係所管課の事務分
掌規則には「徴収の滞納処分、徴収督励」と
書いてありますから、やれるのです。実際の
話をすると、当時、東京都なども、主税局の
職員に併任辞令を出して、福祉局なら福祉局
の職員のところに出向いて、滞納処分の仕方
や財産調査などを全部教えて、そこでできる
ようにして、２年半で引いています。今はも
う併任辞令も出していません。
　東京都がなぜできるかというと、政令市や
東京都は局内人事ですから、福祉局なら福祉
局内で人事を回せるのです。しかし、皆さん
の自治体は、多分３～５年で、例えば福祉の
担当をしたら次は税の方に行ったり、教育委
員会に行ったり、局へ行ったりしませんか。
そうすると、例えば保育担当の職員が、児童
福祉法をマスターして入園措置をしながら日
ごろの事業をやっている中で、さらに国税徴
収法や地方税法をマスターして滞納処分まで
できるようになったとしても、その職員が異
動してしまうと、次の職員にやれというのは
難しいです。それは能力がないということで
はありません。通常の業務に朝から晩まで追
われながら、さらに３～５年の中で国税徴収
法、地方税法をマスターして、財産を調査し
て、滞納処分までして、配当・充当してやれ
などというのは無理なのです。ですから、一
般の自治体は、一元化して徴収・滞納処分す
るのが効率的です。私はこの船橋方式をお勧
めします。
　それには、事務分掌の改正が必要です。今、

税の皆さん方の事務分掌は、「市税の滞納、
各市税の徴収督励」という形で書いてあって、
各公金を取り扱えるようになっていないはず
です。ですから、事務分掌規則の改正と、各
自治体には個人情報保護条例がありますので、
そこに届出をして公示する必要があります。
　では、公金は地方税の滞納処分の例によっ
て滞納処分できるのか。公金徴収一元化の根
拠法令をひも解きますと、必ず「地方税の滞
納処分の例により処分する」というところに
行き着きます。その中で、療育医療費負担金
と養育医療費負担金は、皆さん方のところで
は保健所がやっています。船橋市は平成15年
に中核市になった関係でこの仕事が県から下
りてきたのですが、そのときに、「ちょうど
不納欠損になるから、どうにかできる？」と
所管課長が来たので調べたところ、児童福祉
法第56条第10項という保育料と同じ根拠法令
で、公金の中で地方税の例により処分するこ
とができる債権ということで、養育（未熟
児）の方で時効間際のもの５件ほどの移管が
ありました。これは医療費負担金を取り扱う
ということで規則を改正してからやりました
から、11月に移管になったのですが、既に２
件は差押えして完納になり、さらに２件はこ
れから差押予定です。

７．一元化実施のための環境整備

　事務分掌は規則の改正なのですが、「債権
回収一元化に関する事務取扱要領」を策定し
て、公課所管課の取り扱いルールを決めてい
ます。これは20年から既に３回ほど改正して
います。
　これには、われわれの方の試行錯誤もある
のです。どういうことかというと、移管する
ときには、「あなたさまにおかれましては、
再三のお願いにもかかわらず、いまだ完納に
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なりません。つきましては○月○日までに完
納もしくは納付計画を提出してください。さ
もなければ債権回収対策室に移管となり、今
後財産調査をし、滞納処分を含めた処分が行
われます」というような文言を書いた催告書
兼収納業務移管予告書を所管課から滞納者に
出します。そうすると、面白いことに、今ま
で何もせず、ただ催告書を事務的に出してい
たところですから、まずこれだけで2～3割は
連絡があって、「移管されないためにはどう
したらいいのでしょうか」という話も結構あ
るそうです。
　そういう形で予告を出して、随時受け付け
て、年度が切り替わった４月１日付で、最初
は所管課から収納業務移管決定通知書を滞納
者に出していたのです。例えば、保育料を滞
納していて、それを移管したいという予告書
を滞納者に出します。うんともすんとも言っ
てこなければ、次に決定通知が送られて、滞
納者Aが債権回収政策室に来ます。そして、
滞納者Aと話をすると、下水道も滞納してい
る、国保も滞納しているということがあるの
です。少し余談になってしまいますが、船橋
市の場合、上水道は千葉県、下水道は各自治
体になっているので、下水道の使用料だけが
滞納になるということがあります。ここは上
下水道一括徴収している所の皆さん方と少し
違うところがあるかもしれません。
　滞納者Ａは、下水道の例えば受益者負担金
も国保も滞納しているけれども、移管されて
きているのは保育なのです。本来、どれも市
の債権ですから、全部含めた金額に対してど
うしますかという話をしなければならないの
で、受益者負担金も移管してくれという話に
なります。最初の要領ですと、下水道管理課
からも移管しましたという決定通知を出すの
ですが、本人が来て窓口で話をしているので

すから、話をした後に決定通知をそれぞれ出
すのは無駄です。そこで、最初の課が「他の
公債権についても滞納がある場合には、原則、
債権回収政策室に移管となります」という文
言を入れて移管決定通知書を出すことによっ
て、他の課が金額が少ないから移管しようと
思っていなくても、その滞納者に対して一つ
の課でも移管があれば、全部移管してもらう
ように変えたのが一つです。
　それから、地方税優先の原則というのは、
地方税法14条で強制徴収した税金については
税に先に充当しなければいけないことになっ
ていますから、これは守らなくてはいけませ
ん。
　それから、教示文の違いというのは、通常、
税の異議申立先は市長ですが、国民健康保険
料は千葉県国民健康保険審査会、介護保険料
は千葉県介護保険審査会に異議申し立てをし
ます。異議申立先が違うということは、ス
タート当初から分かっていました。しかし、
地方税に準じて滞納処分するのだから市長で
いいだろうということで、市長でやったので
す。
　そのときに、先生にお聞きすればよかった
のですが、国の法律である介護保険法自体に
納得がいかないということで、ほかの税金は
全部完納で、介護保険だけを高額滞納してい
る高齢者の方がいました。移管されたのです
ぐに差押えをして取り立てをしたら、すぐ異
議申し立てが市長名で上がってきまして、こ
れは審査会だということで県の審査会に行っ
たのですが、県もその取り扱いについて、市
長名で上がっているので、どうすればよいか
分からなかったのです。
　そこで、県が厚労省に聞いたところ、厚労
省から「そのままでいいです」という電話が
ありました。「その代わり、県の方にそのま
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ま送ってください」という話だったので、で
は良かった、しかも審査会からやるので、こ
ちらからは手が離れてしまうし楽ではないか
と思っていたのですが、その１時間後に県の
方から、厚労省からもう１日待ってくれと電
話がありました。そして、次の日に電話が
あって、実は行政不服審査法で教示文が違っ
た場合の取り扱いをうたっているということ
で、結果、今後の取り扱いについては県の介
護保険審査会が行いますということをその滞
納者に船橋市から連絡をして、県の審査会で
もんで、県が規約などを出すことになりまし
た。
　このようなことは、先進市に聞いても意外
と分かりません。実際にそこまでやっている
ところはないのです。こういった間違いが一
つ一つ船橋市を育ててくれているのだとその
滞納者に感謝しているところなのですが、そ
ういうこともあるということには、気を付け
ていただきたいと思います。

８．実施までのスケジュール

　視察などに来たときに、ではどういう手立
てで進めていきましたかと聞かれます。船橋
市では、19年５月に検討委員会、その傘下に
部会が発足しました。20年１月に報告書を作
成して市長・副市長に説明し、このときは議
会が開かれていませんから議長・副議長に報
告し、各会派に報告書をお配りしました。２
月25日にプレス発表をして、３月１日にホー
ムページアップ、３月15日に広報掲載、３月
10日に３月20日期限で催告書兼収納業務移管
予告通知書を送付。４月１日付で収納業務移
管決定通知書を出して、移管に際しては「要
領に基づき、別紙滞納者の徴収業務の取り扱
いを移管します」ということで、所管部長と
税務部長の合議で決裁をしてもらうという流

れになります。
　公金徴収一元化に関して視察に来られた自
治体を列挙してありますが、まず20年６月２
日に厚木市議会、６月16日に豊中市議会の総
務委員会、10月１日に大東市議会総務委員会、
10月21日に寝屋川市議会が視察に来られまし
た。大東市や寝屋川市さんは、今日いらっ
しゃいますか。どうでしたか。

（寝屋川市）21年度４月から発足しています。
（永嶋）そうですか。大東市総務委員会が来
られたのは10月でしたが、かなり熱心でした。
　それから、21年７月29日に備前市議会、10
月23日に室蘭市議会、今年２月、ついこの間、
清須市が来ていますが、ここで言っているの
は行政視察です。議員さんたち、それも税や
財源を検討・協議する総務委員会のメンバー
が来ているところは、本腰を入れてやろうと
されている自治体です。議員さんが来るとい
うことは、理事者に対していい意味での圧力
がかかってきます。
　注目していただきたいのは、21年１月28日
に新潟県の市町村課が来ていることです。新
潟県の市町村課とは電話で30分～１時間ほど
話をして、資料も送っていたのですが、総務
省に来るついでがあったということで、この
日の午前中に３人来られました。結構若手で
したが、新潟県として各自治体に一元化を
図っていきたいということで、相当熱心でし
た。
　それから、面白いのは、10月30日の和泉市
です。和泉市の方はいらっしゃいますか。和
泉市長が来ましたよ。

（和泉市）聞いています。市長室の方から、
お世話になった、くれぐれもよろしくと言わ
れて来ました。
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（永嶋）すごく熱心な市長さんでした。
　先ほどお話ししましたが、船橋市は全部ボ
トムアップなのです。こう言っては何ですが、
市長や副市長は、辞令をもらうときには「大
変だけれども頑張ってくれ」などと言ってく
れるのですが、和泉市さんのように市長直々
に「やれ」という指示まではなかなか出ませ
ん。ですから、大変かもしれませんが、非常
にやりがいがあるので、頑張ってください。
　理事者の方も、税の担当者だけが来て旅費
を消化するような視察ではなく、ほとんどの
自治体が、職員課、税の担当者、電子行政の
担当者、組織の担当者等、部署をまたいで４
～５人来ます。そういう自治体からは、やは
りそれなりの質問が来て、相当本腰を入れて
やる気なのだということが伺えます。
　船橋市の一元化が始まってから、35団体
141名が視察に来ています。また、今日ここ
でお話ししていますが、埼玉県、千葉県、茨
城県など、県主催の徴収担当課長会議でもお
話をさせていただきました。今、財政当局は
相当大変です。財政課、財務課と言っている
ところもあるかもしれませんが、予算をつか
さどっている課は、これだけ税収が下がって
いると、多分、来年度も相当厳しい予算を組
んでいると思います。その中で、税の担当者
は大なり小なり一生懸命やっているのです。
けれども、先ほど言いました埋蔵金のところ
は全く手付かずですから、皆さん方が各自治
体に帰られたら、ぜひやられた方がいいと思
います。

９．公金徴収一元化の徴収実績

　さんざんいろいろお話ししましたが、では
どれだけ数字が出ているのかということを
お話しさせていただきます。「公金徴収一
元化の徴収実績」は、左の縦列が現在取り

扱っている料金です。これは20年度１年間の
実績ですが、保育料は117人で5,200万円、国
保は198人で9,400万円の移管を受け、合計で
660人、２億2,900万円でした。この公金を移
管された人たちの中には、税金も滞納してい
る人が約７～８割います。公金滞納者が税も
滞納していれば、併せて税も取り扱うという
ことで、その分が１億8,000万円、合計４億
1,000万円取り扱ったということです。
　実は、一元化を進めるに当たって、私が書
いた報告書を関係所管課長に説明したとき
に、今は税の滞納整理システムしかないの
で、一元化をするのにぜひ予算を付けてほし
いと言ったら、財政課長が懐疑的だったので
す。もちろん部長に「やるんだぞ」と言われ
て作った報告書ですからいいことしか書いて
いないのですが、「そんなにいいことだった
ら、なぜほかの自治体はやってないの」と言
われてしまいました。システムの一元化のカ
スタマイズ費用で大まかに１億1,000万円の
予算要求をしたのですが、それだけの予算を
付けて、「ほかの自治体がやらない理由が分
かりました。やっぱり駄目ですね」というわ
けにはいきません。予算を付けるというのは、
これだけ実績があるからこれだけの予算をく
れというのが普通の話です。
　これらの業務は、全部紙媒体で流れていき
ます。所管課から滞納者のリストが来ますの
で、エクセルでの名寄せ作業から全部手作業
でやりますし、例えば滞納者が債務の承認を
して時効の中断をすると、関係所管課に紙の
連絡票で連絡するのです。そうでないと、う
ちの方が時効を中断しても、所管課が時効の
中断をしないで時効が完成してしまい、不納
欠損処理されてしまうと困ります。同期を取
れないので、例えば差押えをしたら時効の中
断になりますから、その連絡も紙でする。配



48 おおさか市町村職員研修研究センター

徴収力強化研究会講演録集

当充当も紙、合議もそうです。ですから、職
員には大変な負担をかけています。
　差押えするときに、差押え調書に未納明細
書を添付しますが、これもシステムができて
いなくてうちでは出せないので、例えば税と
保育でいくときには、保育課の方に何月何日
付で誰々の明細書をくれと言ってもらうので
す。納付書もそうです。差押えしても全額取
り立てできなくて残りが分納になったときに、
納付書も出せませんから、所管課に分納の納
付書を出してもらうのですが、それでもこれ
だけの数字を出しています。ですから、これ
は金がかかっていないのです。お金は唯一、
これを所管した担当者の人件費だけです。
　表を見ていただきますと、「処理状況の内
訳」の完納と差押えはダブルカウントになっ
ていることがあります。なぜかというと、差
押えして一括で完納にならないと分納を組み
ますので、そういうときは差押え１件で分納
が１件というようにダブルカウントになっ
ているところもありますが、移管件数660人、
税も合わせて４億1,000万円取り扱った中で、
差押えが去年１年で335件、完納が152件、分
納が334件、公金の徴収が6,500万円、市税徴
収が6,000万円、合計１億2,500万を紙だけで
徴収したのです。私は室長なので右だ左だと
言うだけで、実際の事務は職員５人だけで
やっていますから、これは予算委員会でも報
告していますが、人件費の費用対効果という
のは、あえて言えば大体５倍か６倍出ていま
す。本来は、この１億2,500万円というのは、
収入未済で不納欠損になる数字なのです。こ
れが取れたということは、やはりそれなりの
数字が出ているということだと思います。
　21年度は、昨年の11月末ですでに１億
2,500万円はクリアしています。職員たちも
相当頑張っていますが、紙でも、システムが

なくてもできます。おかげさまで昨年の実績
ができたので、今年度は予算が付いて、今カ
スタマイズをしているところです。来年度は、
明細書から納付書まで全部スムーズに打ち出
すことができますから、もっと数字が伸びて
くるのではないかと思います。
　次に「滞納繰越分徴収率推移」のグラフを
見ていただきますと、保育料の滞納繰越金額
は１億2,600万円、移管金額は5,200万円です。
移管率は41％です。41％しか移管がないのに、
19年度は23.52％しかなかった滞繰徴収率が、
20年度は31％まで上がっています。
　国保は、44億円ある中で9,400万円とかな
り移管は受けているのですが、もの自体が大
きいので、ほんの微増しかしていません。逆
に、下水道の受益者負担金は、1,600万円の
うち500万円、32％の移管を受けた中で、徴
収率が倍になっています。ですから、極端な
話、全部移管を受けていたらもっと数字が伸
びているのではないかと思います。できるで
きないもありますが、いずれにしてもこれだ
け数字が伸びますので、皆さん方も、市の歳
入というところから見れば相当数字が出ます
し、貴重な財源を確保する意味でも、ぜひ一
元化をやっていただきたいと思います。

10．課題及び今後の展望

　公債権に関することでは、「システムの一
元化をいち早く構築」ということで、来年度
は構築されます。各所管課もシステムを持っ
ているのですが、それぞれのシステムがみん
なばらばらなので、そこからデータを切り出
してくる、その相手の方のシステムの予算
が約1,300万円、うちの方の滞納整理システ
ムのカスタマイズが3,800万円です。このカ
スタマイズの方は5年間リースにしています。
1,300万円の方は今年の予算で出しています。
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つまり、逆に言うと、当初１億を超える予算
を要求していたものが、5,500万円ぐらいで
できているということです。
　それから、「市税以外の公債権の交付要
求」。今、税は当然、競売事件が起きたり破
産事件が来れば、破産管財人や地裁に交付要
求しています。では、例えば保育料、下水道
など、それぞれの公課所管課の滞納者が破産
した場合、破産管財人に交付要求しているか
というと、していないと思います。している
自治体があれば、それはすごいことです。競
売でも上がっている可能性があって、滞納が
あるにもかかわらず、交付要求していないと
なると、これは市の職員の不作為による明ら
かな債権放棄です。
　そこで今後、船橋市ではシステムを一元化
することによって、移管する人数は限ります
が、データは全件見られるようにして、移管
を受けていない小額の滞納者でも、競売や破
産事件が起きたときには、交付要求を全部
やっていきます。ですから、一元化するのも
そうなのですが、公債権の交付要求をしない
というところに問題がありますから、その辺
も突き詰めていくと、債権放棄で本当にいい
のかというところがあります。ここはご検討
いただきたいと思います。
　私債権に関することでは、ご承知のように、
私債権は強制徴収できませんから、民事訴訟
をしなくてはいけません。この間、船橋市も
市営住宅の滞納者の民事訴訟を起こしました。
そのときに、これは議会でも言われなかった
のですが、もしかしたらこの滞納者はほかの
私債権も滞納しているかもしれません。市営
住宅の滞納金額だけで訴訟を起こしています
が、本来であれば船橋市にある他の私債権に
ついても合算で、この滞納者は市の債権合計
が幾ら、これがそのうちの市営住宅、これが

医療費の未払金というようにやらなくてはい
けないわけです。その辺についても私債権を
一元化してやっていかなくてはいけないだろ
うと考えています。
　もう一つ、私債権には、基本的には時効が
あります。しかし、時効の完成は本人の援用
がないとできません。例えば、船橋市の医療
センターなどは、収入未済が億単位です。中
核市になるまでは内部監査だけですが、中核
市になると公認会計士の包括外部監査という
ものがありまして、その中で不納欠損できる
ように考えてくださいと指摘されたのです。
例えば収入未済が多かったりすると、もっと
頑張って徴収しなさいよというのが普通です
が、本人の時効の援用がない限り不納欠損で
きないということは、外国人で出国してし
まったとか、行方不明とか、要するに本人の
確認ができない場合はずっと収入未済で残っ
てしまいます。ですから、私債権についても、
債権管理条例のようなものを作って、例えば
援用によって不納欠損できない場合には10年
で不納欠損処理することができるようにして
いかなければいけないと思います。
　それから、訴訟には議会の議決が必要です。
では、1,000円の訴訟でもいちいち議会の議
決を得なくてはいけないのかということにな
りますから、例えば500万円以下の場合には
専決処分できるというようなものを、一刻も
早く作っていかなくてはいけません。
　組織に関することでは、公債権を一元的に
取り扱う組織の構築が必要です。私債権の
取り扱いについては、国税徴収法第141条で、
地方税の取扱に当たって得た情報は共有でき
ないのです。そのときには、組織はどのよう
に扱えばよいのでしょうか。今、船橋市でも
総務部長などと話をしているのですが、例え
ば公債権をどこまで取り扱うのか。税は、船
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橋市では市民税も固定資産税も賦課は所管課
でやって、現年の督促からわれわれの方で
やっていますが、それと同じように、徴収す
るところの債権は全部一元的にやった方が本
来効率的です。そういったものをどこまでど
ういうスケジュールでやるのかという話が議
会などでも出ているのですが、例えば徴収部
のようなものを作るのか。例えば徴収１課、
徴収２課、私債権を扱う徴収３課のようなも
のがあるのか。仮にあったときに、どういう
形で持っていくのかというところの絵がまだ
まだ描かれていないところが問題です。
　それと、優秀な職員の確保も重要です。例
えば、債権回収の一元化をしたときに、先ほ
ど言ったように予算を確保しなければいけな
い。20年４月に一元化する組織ができて、秋
にはもう予算を取らなくてはいけません。た
かだか半年ぐらいしかないのです。その間に
数字を出さなくてはいけないわけですが、そ
のときに差押えが５件で、分納が10件でなど
とやっていたのでは、「それで１億円です
か」というような話になってしまいますから、
１言えば10までできるような職員を集めまし
た。
　例えば、財産調査をするといって銀行調査
をしても、１カ月、２カ月かかります。４月
に組織ができて、照会をして、回答が来て、
６～７月から折衝して差押えしてなどとやっ
ていったら、10月までに数字は作れません。
ですから、ロケットスタートで、差押えの予
告文書も出さないでいきなり差押えるなど、
結構手荒なことをして数字をばんばん上げま
した。おかげさまで、それで予算が付いたわ
けです。ですから、優秀な職員というのは、
もちろん読み書きは最低限必要ですが、学歴
がいいとかということではなくて、モチベー
ションの高い職員だと思います。モチベー

ションがない職員は駄目です。もう一つ言わ
せていただくと、例えば６～７割がモチベー
ションだとしたら、３～４割はセンスでしょ
うか。センスというのは、職員個々が持って
いるもので、教えてもなかなかできないもの
ですからなかなか難しいのですが、そういう
優秀な職員を確保していくことが大切です。
　昔は、皆さん方の先輩方もそうだと思うの
ですが、徴収というのは３Ｋの一つだったの
です。けれども今、船橋市では相当優秀な職
員で占められていて、昇格も速いです。逆に
恵まれすぎて、目立ちすぎているということ
も、実はあります。でも、あめとむちではあ
りませんが、やればやっただけのものが必要
ではないかと思っています。

11．まとめ「滞納整理の王道」

　徴収率は係長職で決まります。職員は、納
税課に配属されたからといって何でもできる
わけではありません。例えば、先ほどいろい
ろな債権の差押えを挙げさせていただきまし
たが、いろいろなものを職員に教えてあげ
て、それができたら次は「純金の差押えを○
○さんがやっているから、やり方を聞いてご
らん」と言う、それで広がっていくわけです。
その中心になっているのは、係長、班長職で
す。
　もう一つは、滞納者に対する理論武装です。
滞納者に、「差押えできるんですよ」などと
通り一遍の話をするだけではなく、この例え
が適切かどうかは分からないのですが、空手
をしている人がけんかをするときには「やめ
なさいよ」と言います。弱い人ほど「ふざけ
るな」などと言いますが、本当に強い人は
「けがをするからやめなさい」と言って、最
後に相手がかかってきたときには、ばちんと
やる。こういうものがないといけないのでは
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ないかと思います。
　それから、事務的なことはすべて把握する。
これは全部係長の話なのですが、「あれをや
れ」「これをやれ」と言っても、やり方が分
からないときに教えられなければ、職員は付
いてきません。やはり自分も日々勉強してい
かなければいけない。私も差押えを係員のと
きからやっていましたから、細かい話をする
と、職員よりも私の方がよく知っているとい
うこともあります。
　「広角的な滞納処分」というのは、不動産
や債権だけをやるのではなく、滞納者に合っ
たいろいろな処分をしていくよう、指導でき
るかどうかです。
　それから、「セーフティーネットの実施」
です。再三言いましたが、どんな滞納者が来
てもひるまない。場合によっては、職員に持
たせないで自分が対応することです。怒鳴る
滞納者はまだいいのです。カウンター越しや、
電話でがんがん言って来る滞納者は、大した
ことはありません。私も「ミンチにして東京
湾に流すと、もう分からないらしいよ」とか、
猟銃を持って「子どもがいないから、おまえ
を撃っても悲しむ者はいない」とか、いろい
ろ脅されましたし、私を殺したいという人は
いっぱいいます。
　けれども、一番怖いのは、経済界や、例え
ば議員のような実力者です。この辺は議事録
からカットしてもらいたいところですが、船
橋市には議会の議員が52名いますが、誰も手
を付けなかった実力者に、最後、差押えまで
入れたのです。そうすると、経済界や政治の
世界の実力者は、徴収のところから私がいな
くなればいいわけですから、「あいつを飛ば
せ」といって人事権を発動してくるのです。
普通の班長、係長、課長あたりなら簡単に飛
ばせます。その人事権を使ってくるときに、

部長が「出さない」という強い一枚岩でない
と、滞納処分はできません。部長さんたちが、
異動させないで止めさせることができるかと
いうところが、その自治体の徴収率を上げる
最後のとりでです。ですから、皆さん方には、
職員に対して「最後は○○さんがいる」とい
うセーフティーネットになっていただきたい
と思っています。
　それから、「危機感を持ち、常に現状を見
直す」。もっとこうすればいいのではないか
という見直しです。危機感がなくなったら終
わりです。ですから、勤務中に笑い声があっ
ては駄目だとは言いません。しかし、あちら
で滞納者と難しい話をしているときに、こち
らからゲラゲラ笑い声が聞こえてくるなどと
いうのは駄目です。例えば、滞納者がカウン
ターにいて、担当者が折衝が終わり納付書を
作るために自席に戻っているときは、滞納者
はカウンターに一人のため職員全員を見てい
ます。そのときに、べらべら話をしたり、お
菓子をぼりぼり食べていたりということが
あってはいけません。そのようなことはない
と思いますが、常に大丈夫かという気持ちを
持っていなくては駄目です。
　あとは、「部長・課長は職員課の圧力団体
になる」ということです。係長、課長補佐ま
での折衝相手は滞納者ですが、部長、課長の
折衝相手は職員課、人事課です。要するに、
一生懸命やった職員は、それなりの評価をし
てあげなければいけません。昔は、税のとこ
ろで一生懸命やると、国保や保育の徴収担当
など、また徴収関係のところに行かされてい
ました。でも、それは駄目です。やはり一生
懸命やった職員は、財政課や職員課など、管
理部門を１回経験させてあげることが大事だ
と思います。その代わり、モチベーションが
下がった職員、やらない職員はすぐに出す。
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これが、できる職員を確保して、一丸となっ
て滞納者に対して向かっていけるというとこ
ろにつながるわけです。
　最後の人事などの話は、皆さん方より年齢
が高い、もう少し上の人たち向けの話かもし
れませんが、皆さん方がこれから責任ある立
場になったときに、やはりそういったものが
ないと職員は付いてきませんし、特に税の担
当というのはいろいろ言われますから、あめ
とむちが必要だと思います。
　そしてもう一つ、プレゼンも必要です。対
外的にもそうですが、内部の職員に向けても、
庁内報があればそこに出すなどして、ことあ
るごとにPRしていけば、「税の方は今一生
懸命やっているね」と言われて、もっと頑張
るようになります。実際にはどこの職員も一
生懸命やっているのですが、税というところ
はそれなりに文句を言われますので、内部の
職員にも一生懸命にやっていることをPRし
ていって、いい職員でないと税務には行けな
いと思われるぐらいにしていくのです。です
から、船橋市は今、少なくとも３Ｋの職場で
はありません。やればやっただけの評価をも
らえるというところが大事だと思います。
　時間がオーバーしてしまいましたが、私が
今まで経験してきた中での、数字を出す徴収
の方法と一元化についてお話しさせていただ
きました。非常に効果がありますから、ぜひ
実施していただきたいというところで、終わ
りにしたいと思います。どうもありがとうご
ざいました。



徴収力強化研究会
第４回

事例研究「王寺町の徴収対策」

講師　吉田　茂肇 氏
　　　　（奈良県王寺町税務課収税係）　
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１．はじめに

　このような形で市町村職員の方が一堂に集
まり、いろいろ情報交換のできる場があると
いうのは、大変素晴らしい研修だと思います。
　それから、皆さんに事前にご回答いただい
たアンケートの結果を配付しています。本当
に事務的なアンケートですが、皆さんの役所
でどのような仕事をされているのかというこ
とが少しでも分かり、それがお互いのコミュ
ニケーションの材料になればということです
回答いただいた内容についても、私の話の中
で時々触れることがありますので、また自分
自身に置き換えてお考えいただけたらと思っ
ております。
　王寺町は、今の徴収体制もようやく少し落
ち着いてきたところですが、私が異動する以
前にも税務課の職員は非常に苦労されてきま
した。それで今の徴収体制があり、私もこう
いう立場でお話をすることができるわけです
が、自分の職場なり、自分の人生なり、個人
的なことなり、何か変化が起こるときには、
必ずその鍵となるキーマンが周りにおられる
と思います。王寺町の徴収率は平成17年から
大きく向上しましたが、そのときにも、うち
の徴収を何とかしなければいけないという強
い意識を持ったキーマンが、私の以前の上司
の中にいたわけです。今回、そういった影響
を与えた人の言葉をここで使わせていただき
ます。少し皆さんに失礼な言い方になるかも
しれませんが、何とかその辺を分かっていた
だきたいという私の思いもありますので、ご

容赦いただきたいと思います。

２．王寺町の概要

　王寺町は、奈良県の最も西の端に位置して
おり、大阪市まで電車で約20分という立地条
件から、大阪のベッドタウンとして近年大き
く発展してきました。新住民の方が非常に多
いので、新旧混在の町といえるのではないか
と思います。そういった事情もありまして、
財政的には住民税・固定資産税とも比較的安
定していますが、奈良県全体で見ると、39市
町村のうち７市町村が全国に19ある赤字市町
村に入っているということで、財政の逼迫し
た市町村が多いといえます。
　それから、どうしても奈良県の人は大阪志
向が強いというのでしょうか、ですので、奈
良県に住んでいる新住民に対して「奈良府
民」という言い方がよくされます。それほど
大阪に勤めている方が多いということですが、
言い方を変えると、要するに特別徴収がほと
んどですので、今まで大阪府に依存しすぎて
いて、自分のところでは徴収面についてあま
り手を入れていなかったところもあるのでは
ないかと思います。
　王寺町は人口が約２万2,000人ということ
で、今日来られている皆さんの中ではかなり
少ない方ではないかと思います。面積は7キ
ロ平米しかなく、山林がありますので、可住
地面積はさらにこの３分の２ほどしかありま
せん。
　町税の調定額は、国保税を除いた主に町民

「王寺町の徴収対策」

 奈良県王寺町税務課収税係　
 吉　田　茂　肇　氏
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税や固定資産税などで約30億円になります。
税務課の体制としては、収税係が４名、プラ
ス管理職（係長級）が１人で、実際に動くの
は収税係の４名です。この４名で町税および
国民健康保険税の徴収を賄っていますが、収
税係は滞納整理だけを専門に扱っているわけ
ではなく、収納管理、要するに還付や口座振
替などの事務も担当しています。
　今日は国民健康保険担当の方も来られてい
ると聞いていますし、税務課で国民健康保険
の徴収をされている方もおられると思うので
すが、国保税は非常に厄介な税目で、所得が
何もなくてもかかってくる、住民票を置いて
いるだけでもかかってくるという形になって
いますので、王寺町においては仕事の６割ほ
どを国保税の徴収関係が占めているのではな
いかという気がします。特に国保税について
は課税と徴収が違うということがあると思い
ますので、課税課との連携が大切です。また、
異動が多く、資格管理が非常に複雑であるこ
とも、徴収の足を引っ張る原因の一つになっ
ているのではないかと感じています。

３．分権社会の職員像

　お手元に、「地方分権について」という、
「税務経理」という雑誌から一部抜粋したも
のをお配りしています。まず、１段目から２
段目にかけて、「次に、それに携わる人間の
質の低さである。明治以来の中央集権システ
ムに慣らされてきた地方は、自ら考えるとい
う習慣に乏しい。確かに国の指導の下、国か
ら与えられた仕事をこなすことの方がはるか
に楽である。自ら考え、自ら実行することは、
言うほど簡単ではない」というところに線を
引いてあります。要するに、国の指揮下とい
うことが書かれているのですが、まさに今、
住民の方は、私たち市町村職員をここに書か

れているような目で見ていると言っても過言
ではないと思います。「市町村はあくまで国
の出先機関ではないのか」とか、徴税部門に
対して「税務署が差押えをするのは分かるが、
なぜ役場がするのか」という声がよく聞かれ
るのは、住民の方がまさにこのような意識を
持っておられるからです。
　ですので、いろいろな財源を町で決めてい
く中で、地方交付税や補助金をしっかり取っ
ていくことが町の財政を潤していくのだとい
う見方があったために、自分で使う金を自分
で徴収するという徴収部門の人材については
全く重視されていなかったきらいがあるので
はないでしょうか。
　一番下の欄の「自分たちが自力で稼いだ金
で行政を運営するという意識が、無駄を省き、
質の向上を実現させるのである。これは住民
にとっても同じで、自分たちが住んでいる地
域に多くの税を払うという意識があれば、必
然的に地域を見る目が違ってくる。地域の民
主趣致の発展が促されると考える」というと
ころですが、これからは、自分たちの稼いだ
金でまちづくりをしていく、行政を動かして
いくという意識が働いていなければなりませ
ん。そうなってくれば、当然、無駄を省いて
いこう、いい仕事をしようという意識がそこ
で生まれてくるわけですから、職員の意識も
大きく変わっていきますし、そういう仕事を
していくことによって、住民の意識もその中
で変わっていくのではないかと思うわけです。

４．王寺町の徴収実績、不納欠損の状況

　一般税については、平成17年以降、現年分
も合計徴収率もすべて前年度より向上してい
ます。しかし、平成20年度は現年で99.7％と
いう徴収率になりましたので、100％までは
いかないものの、支払能力のある方につい
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てはほぼ納付していただいており、残りの
0.3％については執行停止にせざるを得ない
案件ではないかと分析しています。
　平成17年以降大きく変わったこととして、
現年度分中心の徴収になったことが挙げられ
ます。現年度分の徴収率をしっかり上げてい
こうと思えば、滞納繰越の徴収率は滞納額が
減ってくるごとに下がらざるを得ないのです
が、合計徴収率については向上していくとい
う形になるので、現年徴収率を上げていけば、
結果的に滞納繰越額の圧縮につながってくる
からです。詳しくはまた後ほど説明させてい
ただきます。
　合計徴収率を、王寺町、奈良県平均、全国
平均で比較すると、奈良県平均は非常に低く、
全国平均をかなり下回っています（47都道府
県中40位以下）。平成16年は、王寺町もその
奈良県平均を下回っていました。16年だけで
なく、15年はわずかに上ですが、それ以前は
奈良県平均を下回っていたというのが現状で
した。
　次に国保税ですが、これも平成17年以降は
向上しています。平成20年度は、後期高齢者
医療制度などの制度改正や景気後退などで全
国的に下がっていましたので、王寺町も、合
計徴収率、現年徴収率、滞納繰越徴収率とも
に若干下がっていますが、平成17年以降につ
いては、96％以上は絶対に堅持していかなけ
ればならないということがありました。なぜ
かというと、国保には調整交付金というもの
があり、徴収率が下がるとその交付金がもら
えない仕組みになっています。ですから、何
としても徴収率を上げていかなければならな
いということです。
　次に、一般税と国保税の滞納繰越額の推移
です。先ほど、滞納繰越の徴収率はそれほど
上げられないという話をしましたが、滞納繰

越額は着実に減ってきています。一般税につ
いては、平成17年まではどんどん増え続けて
いましたが、平成18年以降は減っています。
国保についても同じように減ってきています
ので、徴収率にかかわらず、滞納繰越額の圧
縮が目標として大事だと思います。
　一部から、平成17年度の徴収率が急に上
がったのは、不納欠損を多くして分母を小さ
くしたのではないかという声が聞かれます。
正直、平成16年度までは時効の欠損が非常に
多く、執行停止もあまりしていませんでした
が、平成17年以降は、適正な執行停止によっ
て全体の事務負担を軽減し、取れないものは
いつまでも不良債権にして持たないという形
に変わってきています。特に、平成18、19、
20年度は、時効欠損はゼロです。
　滞納繰越額と欠損額の相関図ですが、滞納
額の圧縮が進むと、その中に含まれる案件は
ほとんどが欠損案件になってきます。今後は、
現年度分優先の徴収によって滞納額を増やさ
ないことが大切です。滞納額は欠損案件が中
心になってくるのが理想的な形ではないかと
思っており、滞納整理がどんどん進んで滞納
繰越額が減ってくると、滞納額と欠損額がど
んどん近づいてくるという状況になるのでは
ないかと思います。

５．なぜ徴収率が向上したのか？

　これだけ徴収率が向上した要因として一つ
挙げられるのは、税源移譲により徴収に対す
る問題意識が顕在化してきたことです。それ
から、大口案件への目途と、増え続ける滞納
額への懸念があります。大口案件というのは
言い訳だとは思うのですが、その辺も徴収額
には関連してきています。
　当初、税務課長に対しては、主に副町長や
総務部長といったトップから「滞納繰越額を
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半分にしろ」という指示が常に出ていたので
すが、一向に進みませんでした。平成17年の
人事異動で新しく着任した課長にも同じよう
な命令を出したのですが、その命令の出し方
が、こちらとしては滞納処分をしたいのに、
それをせずに半分にしろというのです。滞納
処分をしようと思って財産調査をしようと机
でパソコンをいじっていると、「座っていな
いで、早く徴収しに行かないか。徴収しに行
かないと、滞納繰越なんて減らせるわけがな
い」いう言い方をされるわけです。新しい課
長は、それはおかしいだろうということで、
「こちらから滞納者のところに行くような滞
納整理の仕方では絶対に駄目ですよ。そんな
ことをしていたらいつまでたっても徴収率は
絶対に上がらないし、何人手があっても足り
ませんよ」といって直談判に行き、上の説得
に当たりました。
　もともと税務課長のポストというのは、定
年間際の人がそこで無事定年を迎えるという
安定ポストだったのですが、その新しい課長
は、その辺については全く違う考え方を持っ
ておられました。当時の人事配置について
も、以前、東京都の方が「2：6：2の原理」
をおっしゃっていたと思うのですが、徴収係
だけを見れば1：1：8という、とんでもない
部署でした。
　なぜ徴収率が上がらないのかという話を皆
さんとすると、上司があまり積極的ではない
とか、部長が、副町長が、トップがという話
をよく聞くのですが、せっかく今日は自分で
勉強しようという思いで集まっていただいて
いますので、帰ったら「自分は、これだけの
話を聞いて、こういうことをしなければなら
ない」ということを上司に伝えていただきた
いと思います。そして、自分自身も考え方を
もっと変えて、いい方向に向けていただきた

いと思います。
　私もその後、上司がだいぶ替わりまして、
中には非常に楽観視した上司がいましたが、
そういう上司とはけんか腰の議論をしてきま
した。少しでもその辺の問題を顕在化させ、
「こういう問題があるのですよ」「こうしな
ければ徴収率は上がらないのですよ」という
ことを常に上司に問い掛けていくような姿勢
を持たないと、上司やトップが替わって徴収
率が上がるということはなかなか難しいです。
ですので、皆さんにも、帰ったらぜひその辺
の議論をしていただきたいと思います。
　以前、王寺町を視察研修させてほしいとい
うことで、長野県のある温泉街の徴収の方が
３人ほど見えたことがあります。その方たち
は、「観光業が主な産業で、旅館がたくさん
あるけれども、その旅館の滞納が多くてたま
らない。旅館の滞納を何とかしたい。ただ、
当然旅館があるから温泉街が発達するわけで、
旅館に対しての差押えなどとんでもない」と
おっしゃいましたが、「それとこれとは違う
問題です。トップがストップをかけるという
ことですが、もっとトップに話を伝える努力
をあなた方がしてください。せっかく王寺町
に視察研修に来られたのですから、帰ってか
らもっと議論をしてください。このままだっ
たら村がどうなるか分かりますか」という話
をしました。まずそういう議論を持ち、冒頭
に申し上げたように、皆さんが今後徴収に向
けてキーマンになっていただきたいと思いま
す。

６．目標の設定

　皆さん経験されているので当たり前のこと
かと思いますが、やはり現年の方が徴収しや
すいので、まず、現年度分の徴収率を100％
にするという目標を立てました。例えば、現
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年度分が10万円の課税で、滞納分が100万円
ある方がいたとします。全部払えるならいい
のですが、多分100万円たまった人に110万円
を今から払ってくれと言っても難しいと思い
ますので、どちらかを優先するとすれば、現
年度の10万円をきっちり年度末までに支払っ
てくださいという交渉の仕方をするというこ
とです。
　中には古い方から払ってもらうという市町
村もあるかもしれませんが、そうすれば結局
新しい分がどんどん滞納繰越に回るだけなの
で、その辺は一部執行停止なども考えて、そ
の方が早く完納になるような、現年度分を
きっちり納めていただくような形になること
を考える必要があるかと思います。
　それから、年度当初の滞納繰越額を現年度
調定額の５％以下にすることを目標としまし
た。現年度分の徴収を95％にして、滞納分に
ついては５％でいいという考え方でいいと思
います。それを一つの目安にしました。
　また、滞納金額の圧縮と滞納者数の減少を
目標にしました。差押件数については目標と
しないということです。差押えは日常業務の
一つとして行うべきであって、特別にそれを
年間どれだけという目標にするのはナンセン
スではないかと思います。差押えは伝家の宝
刀でも何でもなく、あくまで法律にのっとっ
た事務手続きなので、それを目標として挙げ
るというのは、徴収の方向性を間違ってしま
う可能性があるのではないかと思います。
　最後に、時効欠損は絶対に駄目です。欠損
は、住民訴訟やマスコミ報道など、とにかく
徴収事務についてマイナスに働くことばかり
なので、取れないものは調査を踏まえて適切
に執行停止をしていくことによって欠損をし
たらいいだけのことであって、５年間放置し
ておくというのは怠慢です。その間に差押え

をするとか、承認による時効中断の手続きを
するなどして、時効欠損を出さないことを目
標として挙げました。
　滞納者数を減らすことを目標の一つとして
挙げましたが、平成17年５月末には滞納者数
が1277人、そのうち滞納処分対象者が789人
でした。これは何かというと、未接触者です。
会ってもいないし、分納もしていない、要す
るに何もしていないという方が789人もおら
れたのですが、平成20年５月末には滞納者数
が642人で、そのうち未接触者数に当たる方
が198人になりました。未接触者数だけを見
ると３分の１に減っているわけです。要する
に、３分の２については取れるのかどうかも
分からないまま放っておいた数になるので、
その判断をきっちりしていくことで、結果と
して滞納者数を減らしていくことにつながる
わけです。

７．町の悩み～徴収率が上がらない理由

　どのようにして徴収率を上げるのかを議論
していく中で、まず一つ問題点として挙げら
れたのが、住民との距離が近いので滞納処分
しにくい、徴収しにくいということです。そ
れから、専門的知識がない。異動もころころ
するし、覚えている暇がない。それから、自
分がちゃんと徴収しなければならないという
使命感があまりなかった。それから、究極的
には職員が少ない、これだけ手がなければ徴
収などやっていられない。そういう状況が議
論の中で挙げられたわけです。

８．徴税吏員の意識改革

　それに向けての克服策ですが、まずは意識
改革をしていかなければなりません。意識改
革する上で一番大事なのは、納期内納税者の
気持ちを考えた仕事をしていくということで
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す。例えば滞納者と分納折衝をする場合に、
納期内納税者がその折衝の仕方を見て納得し
てくださるかということを想像しながら折衝
するという考え方が必要ではないかと思いま
すので、まず、納期内納税者の気持ちを考え
た、期待に応えるような仕事をしていかなけ
ればならないという意識の改革がありました。
　それから、滞納者に早く納期内納税者に
なってもらうにはどうすればよいかを考える
ことです。滞納処分についても、早く完納に
なることが滞納者本人にとって一番有利なの
だという観点で、早く処分していくことを心
掛ける。例えば未接触の方には差押えを執行
し、それを一つの手段として折衝の場に立た
せることが大事ではないかと思います。
　それから、事務の簡略化、自分の仕事の中
に無駄がないかどうかということです。限ら
れた職員の中でいかに効率的に滞納整理を進
めるかということになってくると思いますが、
どこの自治体でも、特別扱いされている滞納
者や納税者がおられるのではないでしょうか。
毎年、年度末の３月に一括してその年度分を
払うから督促も催告も一切するなとか、毎月
１万円ずつ分納するから口座から落としてく
れとか、そういうわがままな方を個人的な付
き合いで特別扱いして、手間暇をかけて徴収
していないかどうか。基本的に例外は認めな
い、今回限りですよということを認めないと
いう姿勢を持っていくことが必要だと思いま
す。一つそういう例外を作ってしまうと、ど
んどんそれが広がっていきます。１人の職員
がそれを認めしまうと、ほかの職員も認めざ
るを得なくなるし、悪い前例になりかねませ
んので、そういうことは絶対しないというこ
とです。
　それから、人が少ないという中で言えば、
年間1,000時間を超える時間外をしていた職

員がいるのです。何でそんなに時間がかかる
のかと聞いたら、「督促状や催告書を送る人、
送らない人を分別するのにものすごく時間が
かかる。その分別したデータの足跡をまた機
械に残すなり何なりしていかなければいけな
いので、ものすごく時間がかかる」と言った
わけです。その辺は、いちいち抜き取り作業
をせずに一律に送るということでの効率化も
必要だと思います。
　次に、基本的に法律に書いてあるのは、督
促状を送りなさいということまでで、催告書
を送りなさいとか、家に行きなさいとは書い
ていません。では差押えをするのは誰なのか
ということですが、地方税法や国税徴収法は
「徴税吏員は」「徴収職員は」となっている
ので、差押えをするのは市町村長でも誰でも
なく、皆さん方です。徴税吏員の判断で差押
えをしていっていいのですから、差押えに当
たっていちいち決裁行為が必要なのかどうか
ということも一回見直していただきたいです
し、職場でそういう問題提起をされてみては
どうかと思います。いちいち決裁行為をする
ことによって、差押えする時機を逸しないか
ということです。
　それから、税の公平性とは何なのか。課税
を公平にしているのですから、それを100％
徴収する気がないと税の公平性は保たれない
わけで、その辺が本当の税の公平性というと
ころになってくると思います。
　それから、法律については明るくなければ
なりません。法律の勉強をしっかりしなけれ
ばなりませんが、あまり法律どおりにしなけ
ればならないと堅くなる必要はないと思いま
す。「訓示規定」についても、柔軟に対応し
たらいいのではないかと思っています。
　それから、悪質か悪質でないのかというと
ころで、支払う意思があるのか、生活状況や
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支払能力や財産に見合った滞納なのかどうか。
要するに、払わないのか、払えないのかの見
極めが必要ではないかと思います。

９．個人的対応から組織的対応へ

　王寺町のように小さい町ですと、ほかの課
で非常にお世話になった人が、実は税務課に
来たら滞納者だったという場合も多くありま
す。小さい市町村ほど住民との距離が近く、
滞納処分に踏み込めないという事情がありま
すが、特定の個人との感情を行政処分に持ち
込んでいいのかどうか。
　そこで、徴税吏員個々が意識を転換し、納
期内納税者の信頼を裏切らないために、組織
的な対応をしていかなければなりません。処
分などは職員一人一人が判断しているのでは
なく、町の判断や徴収対策会議での結論と位
置付けて納税者と接することにより、個人で
のやりにくさが少しは払拭できるのではない
かと思います。また、そういった観点から、
王寺町では地区別の担当制を廃止しました。
　近隣の町では、管理職が特別にチームを
作って徴収に乗り出したところもあります。
ただ、管理職の人というのは、私たちよりも
ずっと長く勤務されているわけで、地域のし
がらみも非常に多い管理職が固まって対応し
たところで、果たして滞納整理が進むのかど
うかは疑問だと思います。特に小さい町です
と、厳しい処分や組織的な対応をしていくこ
とによって、コミュニティーとして「納税を
しなければならない」という意識が大きく広
がっていくので、その辺も組織的に取り組ん
でいく上でのメリットかと思います。

10.「専門的知識がない」「職員が少ない」

ことへの対応策

　専門的知識がない、職員が少ないという問

題点に対しては、まず、徹底的な効率化を図
り、職員が少なくても対応できるような組織
にしていく必要があると思います。
　それから、先ほども少しお話ししたとおり、
現年度分を優先するという徴収方法ですので、
催告や差押えの対象者も現年度中心で行って
います。「まだ今年の分なのに」という声が
中からも外からも聞こえるのですが、その方
が滞納者となることを食い止めるためにも、
早く処分をしていくことが必要かと思います。
　次に、債権中心に徹底的に調査をする。滞
納処分をしていく中で、差押えをしたら会社
がつぶれるのではないかとか、生活に困られ
るのではないかと考えがちですが、まず早く
対応することが大事です。ほかの税務署や県
税事務所の先手をいく心構えで、早く対応す
るということでやっていけば間違いありませ
ん。
　臨戸については、集金であれば、どうして
もこちらからお願いするという形になってし
まうので公平性の面からも問題があり、基本
的には廃止すべきものであると思います。し
かし、財産調査のためや執行停止案件などの
臨戸であればOKではないかと思います。
　催告については、先ほど申し上げたように、
特別扱いなしに、一律的な事務を進めること
が大事だと思います。
　それから、文書催告→財産調査→差押→処
分の流れを止めないことです。文書催告して、
財産調査に行くまでにまた何回も催告するこ
とがよくありますが、催告を何回送っても、
入ってこないものは入ってこないのです。で
すので、催告については後でスケジュールも
お示ししますが、個別の催告はやめて、文書
催告→財産調査→差押→処分の流れを止めな
いことが大事だと思います。
　また、催告をして財産調査までしているに
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もかかわらず、差押えに行っていないという
ケースが時折見受けられるのですが、それは
一番いけないことだと思います。要するに、
調査貧乏です。そうではなく、調査をして見
つかったらすぐに押さえるという流れに持っ
ていかなければなりません。
　それから、徴収事務を進めていく中では、
費用対効果や時間対効果を考えて処分をして
いくことが必要だと思います。滞納処分の方
針として、当初から捜索や公売などとしてし
まうと、かなりの労力と時間を要してしまい
ます。特に王寺町のように４名程度の職員で
対応するとなると、少なくとも１名は当分の
間その事務につきっきりになってしまいます
ので、まず、ほかに債権等の調査漏れがない
かどうか、今後の納付のめどがないかどうか
十分に検討することが大事です。
　皆さんの市町村でも動産や不動産のイン
ターネット公売をされているところが多いと
思うのですが、最近気になる点があります。
丼茶碗や訳の分からない置物を二つ三つ、見
積価格100円、1,000円で出されているのは何
を目的にしているのか。それを売ったところ
で100円、1,000円しか入りませんし、例えば
それがパフォーマンス効果につながるのかど
うかも疑問に思うところがあります。普通の
納税者の方が自分の市町村のインターネット
公売で100円や1,000円のものが売られている
のを見て、どう思われるのかということを想
像していただきたいと思います。パフォーマ
ンス効果もあるとは思いますが、その辺も限
界がありますので、慎重にされた方がいいの
ではないでしょうか。
　それから、ノウハウの蓄積ということなの
ですが、誰かが教えてくれるとか、引き継ぎ
がないからノウハウがないなどという考え方
では駄目だと思います。やはり個人個人が

やってみなければ蓄積できないものがありま
す。お手元の資料に「税務経理」からの引用
を載せておきましたが、ノウハウは自分だけ
で持っておくのではなく、新しく来た職員に
伝えていくことによって、それがどんどん洗
練化されていきます。新しい職員は、それを
基に新しいノウハウの蓄積ができるわけです。
自分が知っているからほかの人は知らなくて
もいいというようなノウハウの蓄積の仕方は
ないと思いますし、それを聞いた人間も、自
分でいろいろやっていって、そのノウハウを
醸成させていくことが大事ではないかと思い
ます。人から聞いたことはどうしても忘れや
すいですが、自分で勉強したりやってみたり
したことは忘れないので、その辺をやってい
く必要があると思います。
　それから、マニュアルを置いていくとか、
マニュアルがないから分からないという話を
よく聞くのですが、私個人的には、マニュア
ルを文書で残して次の人に引き継いでいくと
いうことは必要ないと思っています。職場内
研修、OJTをきっちりすることによって、ノ
ウハウなり徴収職員の仕事の内容なりを別の
職員に伝えていくという姿勢でやってみると
いうことではないかと思っています。
　次に滞納システムですが、やはり業務の効
率化には非常に役に立ちます。特に、帳票の
発送履歴など、いろいろな履歴が分かるのが
一番いい点だと思います。
　次に納付環境の整備ですが、最近、コンビ
ニ収納や夜間・休日などの時間外窓口、クレ
ジットカードによる収納を導入している市町
村も多いと思います。このような手法によっ
て納付環境を整備していけば、一定の成果は
上がると思いますが、これを導入する目的は
何かということをはっきりさせておく必要が
あると思います。徴収率を上げることが目的
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なのか、住民サービスとして利便性を向上さ
せることが目的なのかということです。恐ら
く皆さんは、徴収率を上げることが目的だと
思われるかもしれませんが、コンビニ収納に
したら払うという方はごく一部だと思います。
払えるのに払わない人が、コンビニ収納にし
たり時間を拡大したことによってちゃんと払
える人になるのかどうかというあたりは疑問
があります。
　費用対効果も考えなければなりません。納
付書で銀行から入金される場合は、公金扱い
なので全く費用がかからないと思いますが、
時間外窓口であれば職員の手当が要ります
し、クレジットカードによる収納もコンビニ
収納も手数料が要ります。そういう手数料を
かけてまで滞納者に対して便宜を図ることが
必要なのかどうかということです。その際に
は、滞納者に金と時間をそこまで使ってもい
いのかどうかを考えていただいたらと思いま
す。未納分は、基本的には滞納処分によって
納めていただくのであり、納付環境を整備す
るということではないと思いますので、目的
意識をどう持っていくのかを明らかにしてお
いていただきたいと思います。
　最後に電話催告ですが、最近は電話番号が
分からないことが多いです。携帯電話の普及
もありますし、自宅の電話番号を把握しにく
いというような役所の環境もあるとは思うの
ですが、電話催告というのは、きっちり記録
を残しておかないと、言った・言わないのト
ラブルになりかねません。特に家の固定電話
ですと、出られた方が本人なのかどうかとい
う確認の仕方も難しいと思いますので、どれ
だけの効果が上がるのか。文書と違って、電
話で話をしていたら１人当たり５～10分はか
かりますので、その辺の時間対効果もいかが
なものかということがあります。

11．効率性～優先順位

　次に、効率性の中で、滞納者への滞納処分
の優先順位をどうしていくかです。１番目は、
現年度分から滞納整理を進めていき、高額課
税者をチェックするということです。王寺町
は固定資産税の１回目の納期が５月31日です
が、５月の初めに納付書を送るときに、課税
の方から高額納税者の一覧を私ども徴収の方
にもらいます。住民税についても、高額納税
者のリストをもらっています。そういう高額
課税者については、今後の要注意人物として
納入状況をチェックしていくという形です。
　２番目は、時効が近い案件です。５年時効
が迫っている案件であれば、時効の中断をか
けていかなければなりません。
　３番目は、滞納繰越額の多い滞納者です。
　４番目は、法人の滞納者（法人住民税、特
別徴収等）です。個人にかかっている税金で
すと、執行停止をかけたとしても、その方が
３年間飲まず食わずというのはなかなか難し
く、どこかで働いたり給料をもらう手だてを
考えたりしますので、３年の間に執行停止を
解除して取るということができるのですが、
法人の場合は、いったん傾きかけるとそのま
まつぶれてしまう場合が多いので、法人滞納
者の滞納が増えてきたら、すぐに滞納整理、
財産調査に取り掛からなければなりません。
　５番目は、固定資産所有の滞納者です。土
地を売ってしまわれる場合もあるので、早く
差押処分をしていく、任意売却を阻止すると
いうのも一つの手かと思います。
　６番目は、交付要求中の滞納者です。競売
で売れてしまえば別でほかの財産がないとい
う状況の方ですので、そういう方については
ほかの財産を探してすぐに滞納処分に持って
いくという形が必要だと思います。
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12．催告・滞納スケジュール、催告書の様式

　基本的に、対象になればすべて差押えしな
ければならないという規定になっているので
すが、現実にそれは不可能で、催告書を送る
ことによって払う意思があるのかどうかをふ
るいにかけていくことが大事だと思いますの
で、催告書の発行スケジュールを基に発送し
ていくことが必要です。
　催告は、税目にもよりますが、現年度分で
４回、プラス最終催告１回程度です。ただ、
最終勧告書を送る前でも、財産があるのに払
わない人についてはどんどん対処していくと
いう方法を採っています。過年度分について
は年２回程度送りますが、現年度分で払えな
い人ですから、過年度分を幾ら送っても反応
はあまりありません。そういう部分で、催告
についても現年度優先で送ることにしていま
す。
　本催告については、一斉催告ということで
バッチ処理で送っています。個別にすると、
何回も何回も同じ人に催告を送ってしまうと
いうことが出てくるので、個別の催告は極力
避けるようにしています。
　催告書の様式ですが、１回目は白地に赤、
２回目は黄色に青で「納税重要催告書」、３
回目がピンク色の用紙に「最終催告書」とい
うタイトルで、だんだん文面が厳しくなって
いきます。色を変えているのは、できるだけ
滞納者の目に留まって納税相談に来てほしい
という意味です。それを送る封筒も、最終催
告書は赤色、それ以外のものについては、抹
茶色、茶色、青というように色を変えていま
す。

13．債権の調査、差押

　預金調査については、基本的に一斉ばらま
きの普遍調査は避けています。規則上も、費

用面でも問題があると思いますので、引落口
座、確定申告書、登記簿などを参考にしてい
ます。王寺町で今やっているのは、児童手当
の振込先、水道代の引落口座、最近では定額
給付金の振込口座によって口座を特定して、
そこに照会をかけます。
　預金差押については、基本的には朝一番に
臨場して、入金されるであろうという日に計
画的に差押えをします。
　生命保険については、申告書の控除欄や預
金履歴から特定をしていきます。まず担保と
いう形で差押えをして、そこから完納があれ
ばその生命保険の差押えを解除する、私個人
的には生命保険の差押えが一番有効な手段だ
と思っていまして、よく使う手です。ただ、
本人通知ということで、本人に生命保険会社
から連絡が行く場合もあるのですが、それが
行かない場合がありまして、一回解約してし
まうと絶対に元に戻らないということもある
ので、本人への通知については書留等で必ず
分かるようにということも必要かと思います。
　不動産については、取りあえず押さえてい
きます。抵当権者からのアクションがあって、
本人から相談されるケースもあります。また、
任意売却の阻止の効果もあるということです。
　それから、過去の居住履歴ですね、古い資
料などを取りますと、過去の履歴が出てきま
すので、思いがけず相続された財産などが出
てくる場合もあります。その辺もしっかり
チェックする必要があります。

14．財産調査と滞納処分の進め方、分納に

ついて

　王寺町では、差押え財産の選択について優
先順位を付けています。給与、預金、生命保
険、不動産、自動車というように、相手に最
も反応してほしい、最も相談してほしい、分
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かってほしいというところから手を付けよう
という形です。
　平成20年度で300件近くの差押えをしてい
ますが、約８割は債権です。預金、生命保険、
所得税還付金などの債権を中心に差押えをし
ているということです。
　分納についてですが、分納は特別措置であ
り、あくまで滞納額を一括納付をしていただ
くことが交渉の第一歩だという姿勢が必要か
と思います。また、期限を切り、基本的に完
納までの目標は１年です。分納誓約について
は最大６カ月分とし、それ以降の分は６回の
支払いが終わった後にもう一回相談しましょ
うという形にしています。これも、基本的に
は現年も含めて、現年を優先させて１年間で
終わるという形に持っていきます。分納誓約
の不履行を減らしていこうと思えば、不動産、
生命保険などを担保にしておけば履行率は飛
躍的に上がります。
　それから、分納の進行管理ということで、
王寺町では２回の不履行で不履行通知（催告
書）を出します。不履行通知に対する反応は
かなり多いです。また、分納誓約書には「督
促状を発布しますのでご了承ください」とい
う文言を入れています。そのことによって後
で説明しやすくなります。それから、分納誓
約書には必ず署名を取って、履行承諾する形
を採っています。

15．重要！納税折衝

　納税折衝は、これから優良納税者、納期内
納税者となってもらうためにはどうすればい
いかを考えながら行います。
　払えない方については、滞納原因を徹底的
に追求します。その方の家計の状況を詳しく
聞いて、どこに滞納の原因があるのか。無理
な誓約を取っても、それが守られなければ何

の意味もありませんので、守れる誓約金額を
どうやって決めればいいのか。聞く項目を決
めておいて、職員間の差異をなくすという意
味でも、「所得財産の内容について」という
定型様式を使うようにしています。
　それから、何らかのトラブルなり、差押え
なり、催告なりに怒鳴ってこられた場合に
も、毅然と対応することが大切です。何回も
言いますが、怒鳴り込んでくる姿を納期内納
税者が見たらどう思うかということです。ま
た、何か間違って怒られているのではないか
と思われないようにしなければなりませんの
で、きっちり厳しく対応する必要があると思
います。
　それから、課税の説明はほどほどにしてお
くことです。一生懸命に課税の説明を聞いて、
「これは高すぎる」とかいろいろ言う方がお
られるのですが、それは引き伸ばし作戦の一
つですので、説明はほどほどにしておけばい
いと思います。何回説明しても同じ説明を求
めてくるような人については、説明責任はな
いので、「もうそれは説明しているでしょ
う」ということで対応していく必要があると
思います。
　最後に、上司との連携ということを書いて
います。窓口に来て、「上司を出せ」「課長
を出せ」「部長を出せ」と言う方がおられる
と思いますが、そういうときには、あくまで
自分があなたにとっての責任者であるという
ことを伝えて、最終的に上司に折衝の結果の
承認を得るという姿を滞納者に見せます。そ
れによって、私一人で判断しているのではな
く、上司も踏まえた判断をあなたに伝えてい
るのですよという姿も見せていく必要がある
と思います。これは、先ほど申し上げた組織
的な対応の基本となってくるところだと思い
ます。
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　先ほど述べた「所有財産の内容について」
という様式は、分納誓約の分納するための条
件としてこれを書きなさいという形で使って
いるのですが、滞納者自身に記入をさせ、そ
の方の収入と支出の状況を把握することに
よって、分納や徴収猶予の承認資料とします。
また、記入された以外の財産が見つかったと
きは、それについては自分の財産という認識
をされていない財産なので滞納処分をします
という形で説明をします。要するに、滞納原
因を追及するためにこのような様式を使うよ
うにしています。
　納税窓口は、カウンターにいすが三つほど
並んでいて、納税相談に来られた方は徴収係
のみんなから見える配置になっています。み
んなに見られるので、あまり下手な行動はで
きないということです。下手なことを言うと、
それがみんなに伝わってしまうので、相手に
とってもたくさんの目の届くところで対応し
ていくという部分が必要ではないかと思いま
す。また、カウンターで滞納者と話をして、
「こういう内容の話をしました」と上司に言
いに行く姿も滞納者にはずっと見えているの
で、ここの組織はみんなそういう判断をして
いるのだということが滞納者に意識付けでき
ます。
　ただ、徴収だけでなく、どこの部署でも全
部同じような配置になっています。住民の方
が来られたらすぐに出られるようにという意
味ですが、常にたくさん人の目に触れている
ということが大事なので、カウンター以外、
個室や間仕切りしたところでの対応は絶対に
しないようにしています。

16．徴収対策会議～進行管理の要～

　皆さんのところでもされていると思います
が、王寺町では毎月１回、大体月初めに、徴

収係が集まって徴収対策会議を開いています。
内容としては、滞納整理方針の策定。それか
ら、組織的な対応をしようと思えば、徴収係
がたとえ４人であろうとも、この４人が同じ
ような感覚で、同じような対応、同じような
意識の持ち方をしておかなければならないの
で、その辺の意思統一をします。そして、業
務の優先順位の確認等もしていきます。
　それから、進行管理は本来、係長がすべて
するという話もあるのですが、人事異動もあ
りますので、王寺町では、管理職かどうかは
関係なく、担当同志が相互に進行管理をして
います。このことについては後で詳しく説明
します。
　それから、執行停止案件の検討や事務分担
の見直しもします。引き継ぎで業務が分から
なくなったとか、トラブルになったというこ
とがよくありますので、係長も含めておのお
のの業務をローテーションして、誰が抜けて
もフォローができるようにしています。です
ので、差押えも財産調査も決まった職員では
なく、すべての職員が同じレベルでするとい
う形を取っています。
　資料管理の仕方としては、相互に進行管理
をしているので、財産調査資料や分納誓約書、
登記簿抄本などをまとめた滞納者ファイルを
棚にアイウエオ順に並べて、誰でも対応でき
る形で保存しています。個人で持ってしまう
と、時々それを塩漬けにしてしまう人がおら
れるので、絶対に個人では資料を持たないよ
うにしています。
　それから、先ほど担当は特に分けていない
という話をしたのですが、進行管理をしてい
く上ではある程度の担当の振り分けが必要な
ので、担当を決め、担当者ごとにエクセルで
進行管理の表を作っています。その表には、
滞納者の氏名、その方とは未接触なのか、分
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納なのか、不履行なのか、執行停止をされて
いるのか、滞納額、担保を取っているか、時
効中断をしているかといったことが書いてあ
り、それを共有ファイルにして誰でも見られ
るようにして、誰かに見られているのだとい
う意識を持たせる形にしています。
　この振り分けについては、地区別などの縦
割りではなく、いわゆる横割りという言い方
をしているのですが、全部の滞納者をアイウ
エオ順でランダムに分けています。それを6
月に組み替えて、もう一回配付し直すという
形にしています。この表をどう使っていくか
というと、担当者ごとに、その担当者に割り
当てられた滞納者数と、そのうち分納してい
る人、不履行になっている人、未接触の人、
執行停止の人、完納の人の人数を、毎月、対
策会議のときに出していきます。目標とする
べきものは何かというと、未接触の人の数を
年度末までにゼロに持っていくことです。で
すので、その人から取れるのか・取れないの
かという判断を年度内にしなさいということ
で、毎月、各人数を表にまとめて、未接触者
数をまずゼロにすることを目標に徴収対策会
議を進めているということです。

17．「滞納者を出さない」対策

　滞納者を出さない対策で大事なのは、「滞
納の『素人』を早く納期内納税者へ」、つま
り滞納者が玄人にならない間に納期内納税者
にしていくということです。その一つの手段
として広報紙を活用していますが、これはあ
くまで「滞納者を出さないために」というス
タンスで作っています。広報紙を見ていただ
いている方は、もちろん滞納者もおられます
が、ほとんどがきちんと納税している方なの
で、「許しません、滞納」「滞納したら差押
えします」というように一般の納税者を脅す

ような言葉は絶対に載せてはいけないことに
なっています。「もし何かあったら相談しに
来てください」「滞納したらこうなりますけ
れども、早く相談してください」という姿勢
で広報紙を作っています。

18．使命感が低いことへの対策

　最初に申し上げた問題点の一つ、「使命感
が低い」というところですが、給料を１割削
減するとか、ひどいところでは給料を３割
カットするという市町村もあるそうです。し
かし、私たちの給料は当然納税者からの税金
で賄われています。給料カットというのは、
きっちり徴収しなければ自分たちの給料が減
らされる、言い換えれば自分たちの給料で滞
納者の滞納額の穴埋めしているのと同じだと
いう意識を持つ必要があると思います。
　また、滞納者が怒鳴り込んでこられた場合
も、今までずっと会えなかった人が差押え等
の処分をしてようやく来ていただいていると
いうことです。役所というのは、大声で怒鳴
られたり暴れられたりすることを敬遠しがち
ですが、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るので、どんどんト
ラブルを起こしていって、それを怖がらない
ような体制が必要です。
　それから、「払いたいのに払えない」と言
う滞納者には要注意です。本来、税の仕組み
上、その方の収入や財産を上回るような課税
はないので、どこに滞納の原因があるのかを
よく調べる必要があります。私が一番嫌なの
は、「借金を返さなければいけないから、税
金は払えない」と言われることです。自分の
都合で作った借金や住宅ローンを払うために
税金を払えないとは何事かという話です。例
えばそれが住宅ローンであれば、不動産の差
押え等の処分をせざるを得ないと思いますし、
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王寺町の税金があるから、ローン会社の社長
に言って返済額をもうちょっと何とかしてこ
いという形の交渉に持っていきます。
　サラ金になぜ一生懸命返すのかというと、
怖い人が家に来るからだとか、毎日電話がか
かってくるからだと言われるのですが、サラ
金業者が差押処分をすることはあまりないと
思います。ですので、「サラ金業者があなた
の職場に給与照会を送ってくることがありま
すか」「あなたの家を公売すると言ってこら
れたことがありますか」と言います。「（王
寺町だって）どっちみちそんなことはしない
だろう」と言われたら、実際にそのとおりに
すれば、やはり税金はちゃんと払わなければ
いけないという意識を持ってもらえると思い
ますので、そういうことでの意識を変えてい
く必要があるかと思います。

19．人事考課制度、人事方針

　王寺町では、すべての職員について人事考
課制度を導入しています。職員の「やる気」
の向上と人材育成を目標に、勤務成績を勤勉
手当や昇給に反映するという仕組みを採って
います。ですので、勤勉手当が基本の金額の
85％しかもらえない人もいれば、115％もら
える人もいます。昇給も、以前は少しでも毎
年必ず上がっていたのですが、今は全く上が
らない人もいれば、３年分ぐらいいっぺんに
上がる人もいます。その辺からやる気も出て
くるだろうということで、一生懸命仕事をし
た人が報われる仕組みができており、今は勤
勉手当が85～115％の間で加減されています
が、将来的にはこの幅がどんどん大きくなっ
ていくということを実際に行っています。
　それから、人事の方針ですが、基本的に総
人件費を減らしていかなければいけないとい
うのは、どこの市町村でも一緒だと思います。

ただ、ラスパイレス指数については、現在
94.1％なのですが、今後もっと上げていかな
ければいけないのではないかという方針です。
というのは、国家公務員を100としたときに
地方公務員が九十幾つしかもらっていないと
いうことは、国家公務員より仕事をしていな
いと言われているのと一緒です。でも、皆さ
んは国家公務員よりも絶対に仕事をされてい
るはずです。冒頭に地方分権の話もしました
が、今後、地方公務員はさらに仕事の幅が広
がってきますし、今まで国家公務員がしてき
た仕事を地方公務員がしなければならない分
野がたくさん出てきます。そう思えば、ラス
パイレス指数が100％を超えるのは当然では
ないかという考え方です。総人件費を減らし、
ラスパイレス指数を上げようとすれば、必然
的に少数精鋭主義の組織となっていきます。

20．徴収吏員の仕事とは

　徴税吏員は、いろいろな部門の中でも最も
勉強しなければならず、地方税法、国税徴収
法、滞調法、民法、刑法、訴訟法関係等、幅
広い法律を駆使する非常に難しい仕事です。
また、滞納者から文句を言われて、あまり気
持ちのいい仕事ではありません。ただ、住民
の生の声が聞こえるので、ぜひ一度は経験し
ておくと、これから公務員生活を送っていか
れる上で大きな肥やしになるに違いありませ
ん。私も、この徴収の仕事をして、今の市町
村の予算消化主義がいかに無駄なやり方かと
いうことがひしひしと分かりましたので、そ
ういう意識の転換もできると思います。それ
から、徴収率という数字に出てきますので、
仕事の成果がすべて数字に表されて評価され
る部門であると思います。
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21．不納欠損について

　冒頭、王寺町は時効欠損には絶対にしな
い、ここ３年ほどはゼロだと申し上げました。
放っておくから欠損になるのであって、きっ
ちり財産調査や所在調査をして適切な執行停
止をしておけば欠損など出てこないわけです
から、不納欠損については、なぜ5年も放置
していたのかということが問われると思いま
す。
　また、やはり欠損は多いよりも少ない方が
いいに決まっていますので、その方が分納に
なるのか、延納になるのか、取るのか、落と
すのかという適切な判断が求められると思い
ます。例えば、この滞納者は給料などはあま
りないけれども山をたくさん持っている、そ
の山に行くには道も何もないけれども、山を
持っているということは財産だから執行停止
できないという言葉をよく聞きます。しかし、
その山がかなり評価が低く、固定資産税がか
なり安い山であれば、そういうものについて
は、たとえ公売にかけて売ったところで多分
落札者はいないし、ただでも要らないという
ような全く価値がない土地なので、財産とし
て認めずに執行停止をしていくということで
いいのではないかという解釈を私はしていま
す。その辺はある程度見切りが必要ではない
かと思います。

22．延滞金の徴収について

　事前のアンケートでもほとんどの市町村が
延滞金を徴収しておられるということですが、
現年分、過年分にかかわらず、延滞金は徴収
する必要があると思います。
　減免については、「法に基づき適正に」行
いますが、王寺町では特に減免基準は作って
いません。というのは、基本的には徴収する
ことが前提で、地方税法に基づいた減免はし

ていますが、特に基準を作ってまでするべき
ものではないと考えているからです。
　延滞金については、極端な話をすれば、延
滞金を加算するまでに処分して払わせるよう
に持っていくぐらいの中でしていく必要があ
ります。遅れた分については、延滞金を取る
ことによって納期内納税者を増やすことがで
きますし、延滞金を取らなければいつ払って
もいい税金になってしまうので、延滞金は厳
正に取っていく必要があると思います。

23．市町村の利点

　市町村の利点として、情報が豊富というこ
とが挙げられます。住民課の住民基本台帳に
よる所在地調査、課税係での住民税・固定資
産税の課税状況調査、水道課での水道使用状
況による所在調査、あるいは福祉課と連携し
て児童手当の振込口座による取引口座の発見
など、所内調査だけでもかなりの情報を得る
ことができます。
　また、事務所が近いということで、滞納者
の生活状況も把握しやすい環境にあると思い
ます。例えば、今ちょうど確定申告を受け付
けているのですが、そこで滞納者と接触でき、
申告書をこちらで見て所得税還付金を押さえ
るとか、個人口座を調査することもできます
ので、そういった工夫もしています。

24．一元化への対応

　国税徴収法に基づく滞納処分が可能な債権
かどうかを検討する必要があります。それか
ら、定額給付金のときにも、定額給付金をも
らう権利と税金を払う義務のどちらを優先し
たらいいのかということがだいぶ議論になっ
たと思うのですが、支払いもしていないのに
権利だけ行使したいというのはちょっとナン
センスかと思いますので、そのあたりを考え
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なければいけないのではないか。特に、税以
外の部分については、例えば保育料なら保育、
下水使用料なら下水の使用というように、物
の対価として徴収するものが多いと思います
ので、その権利とのバランスが必要ではない
かと思います。
　それから、今でも国民健康保険などは課が
違うということでなかなかうまく意見が合わ
ないということがありますが、一元化をすれ
ばその辺がたくさん出てきてしまうので、課
税担当との連携が大事です。
　それから、役所は一つという共通認識、自
分の給料はどこからもらっているのかという
意識を全員が持つ必要があるかと思います。
　一元化からは少し離れるのですが、アン
ケートの中で、給与支払報告書が１～２月に
各会社から送られてきたときに、「普通徴収
希望」「特徴不可」と書かれていた場合の取
り扱いについて、「普通徴収にする」という
回答が非常に多かったです。王寺町も普通徴
収にしていますが、地方税法上は「源泉徴収
をしている給料支払者は、特別徴収をしなけ
ればならない」という規定になっていますの
で、ここは何とか変えていって、もっと特別
徴収をする事業所を増やしていきたいと思っ
ています。
　「特徴不可」と書いてあっても、それを無
視して全部特別徴収で課税しているところが
あると聞いたことがあるのですが、それもあ
る程度の団体が固まってしないとなかなか難
しいところがあります。特別徴収だと年４回
で払わなければならない住民税が12回になる
ので納税者にとっても有利ですし、特徴にし
ても滞納があるのはあるのですが、普通徴収
に比べれば特徴にした方がずっと滞納が減る
はずなので、その辺の推進をしていきたいと
思っています。

25．まとめ

　今までの話を聞いていただいたら分かると
おり、徴税吏員の意識の持ち方によるところ
が非常に大きく、徴税吏員の資質や能力が問
われます。ですので、定期的な徴収対策会議
を行って、意識の高揚や、先ほどの進行管理
などを通しての徴税吏員間の意識の相互刺激
が大切だと思います。
　また、最初に申し上げました大きな命題で
ある納期内納税者になっていただくことによ
り、収税担当の事務的負担も減り、効率的な
業務が可能となると思います。
　それから、役所ですので、必ず人事異動か
あります。直接住民の方と接し、納税をして
いただく方の顔が見られるという経験は、公
務員としては一度はすべきだと思いますし、
それを経験することによって、公金、血税の
重みがひしひしと感じられる部署だと思いま
す。
　最後に一言申し上げたいのは、徴税吏員は
サラ金など金融業者の取り立てとは大きく違
うということです。返済が済んだらそれで終
わりとか、厳しい取り立てによって成果を上
げる部門ではありません。滞納者に納期内納
税者になっていただくためにはどうすればい
いのかという筋道を付けてあげることが徴税
吏員の仕事ですので、明らかに担税力がない
ような人から無理やり徴収することは慎まな
ければならないということを強く感じていま
す。
　時間が早いですが、以上で私の説明を終わ
らせていただきます。ご清聴ありがとうござ
いました。



徴収力強化研究会
第５回

講演「組織を元気にする方法論
　　　　　　　（マネジメントの心理学）」

講師　中西　　晶 氏
　　　　（明治大学経営学部教授）　
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１．はじめに

　私は経営心理学、マネジメントの心理学等
を研究しております。皆さん方の前回のレ
ポートを拝見しているのですが、やはり管理
職、マネジメントのあり方や、あるいは組織
の構成員、職員のモチベーションというとこ
ろが（実はこれは徴収力のみに限らないので
すが）、非常に重要になってくるということ
を問題意識として感じいらっしゃるのだと拝
見いたしました。今日はそれにお役に立てれ
ばということで、背景にある理論や考え方な
ど、ここに書いてある方法論の一般的なとこ
ろになりますけれども、お話を紹介していき
たいと思います。
　今日は「マネジメントの心理学」というサ
ブタイトルを持ってきています。やる気とか、
モチベーションというようなお話が今までの
研究会でも出たと伺っておりますが、そもそ
もやる気の出るメカニズムとはどういうもの
なのか。管理職というのも非常に重要なポイ
ントだというお話も出ていますが、リーダー
シップの基本というものはどうなのかという
話をメインでさせていただきたいと思います。
また、経営心理学の中には交渉力を付ける交
渉術の発想もあります。これはおまけとして、
時間の余裕があったらご紹介をしたいと思い
ます。おわりにディスカッションの課題のよ
うなものを投げかけて終了という形にしたい
と思います。
　先ほどご紹介いただきましたように、私は
京大出身です。その後、西大寺にあるジャス

コの奈良店で最初は現場におりまして、ベ
ビー服を売っておりましたけれども、何の因
果か、いろいろとありまして、今は明治大学
で教職という形を取っております。ですから、
もともと出身は九州なのですけれども、そこ
から関西に出て、大阪にもしばしばお世話に
なっているということです。
　自治体との絡みについて若干お話をしてお
きますと、私は企業出身ですが、自治体とも
最近はいろいろとお仕事をさせていただいて
います。具体的には、今は関東におりますの
で、東京都です。東京都では基本的に情報化
関係、IT関係の研修や審議会の審査員など
をやらせていただいております。ほかに東京
都市部で個人情報とか、情報公開とかの審議
会委員をやっていたこともあります。ですか
ら、全く自治体の業務が分からないわけでは
なく、ある程度つかんでいるつもりではあり
ますが、本日はむしろその背景にある一般論
を中心に、自治体の特に徴収業務と関係させ
ながらお話をしていきたいと思います。

２．マネジメントの心理学とは

⑴　マネジメントの意味

　マネジメント、管理職、管理とかというよ
うな話はよく聞かれると思います。では、そ
もそもマネジメントとは何かということにな
りますと、結構いろいろな意味があるのです。
操縦術や運営力、私たちが使うのは経営、管
理というような話です。また、管理職という
言葉を先ほど使いましたが、マネジメントと

「組織を元気にする方法論（マネジメントの心理学）」

 明治大学経営学部教授　
 中　西　　　晶　氏
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いう言葉は特にアメリカなどでは管理職で
あったり、経営者であったりという使い方を
する場合もあります。
　注目してほしいのは「やりくり」「うまい
処置」というような言葉です。人をまとめて、
まさに徴収だったら徴収ということをうまく
やるための考え方であり、方法論というのが
マネジメントであるわけです。だから、今日
は私もここでお話をさせていただく機会を得
たのだと認識しております。

⑵　人間には「こころ」がある

　マネジメントという前半の話があると、当
然、後半では、心理学という言葉が出てきま
す。特に徴収業務などというのは本当に人と
人との関係です。相手もいるし、一方でチー
ムもあるし、自分自身の心理もあれば、メン
バーの心理、上司の心理もあります。そして、
先方の徴収される側の心理というものもあり
ます。ということは、それぞれの心理の基本
的なところを理解しておく必要があるという
ことです。
　私たちは組織の技術的な側面、あるいは制
度的な側面と人間的な側面と分けて語ります。
前回の第4回の話で例えば封筒の色を変える
とか、あるいは徴収システムをうまく整備す
るという議論もあったのかもしれませんが、
一方で人の側面、人間的な側面を無視してい
ては、事はうまく進まないですし、組織や
チームは元気にならない、モチベーションは
わかないということになります。そこで、今
日はうまくいくマネジメント、あるいは組織
を元気にするとはどういうことなのかという
ことについて人間的側面を中心に考えていき
たいと思っております。

３．「やる気」のメカニズム

⑴　人は何のために働くのか

　では、人がやる気を出す、モチベーション
というのはどういうことなのでしょう。そも
そも皆さんは何のために働いているのでしょ
うか。もちろん経済的にお金がもらえないと
やっていけないというのはあります。でも、
それだけではないですよね。実際に組織の中
に所属して、例えば目的が徴収力アップで、
そのためにみんなを「やる気」にするにはど
うしたらいいのかというのがモチベーション
（動機づけ）の話になるわけです。
　厳密に言うと仕事への動機づけというのは
ワーク・モチベーションといいます。子供に
「さあ、勉強しなさい。お勉強をして、頑張
りなさい」と言うのも、あるいはスポーツ
チームが「よし、やるぞ」と言うのも心理学
的にいえば動機づけなのです。その中でも、
働く人たちを目的に向かって行動させるには
どうしたらいいかという仕事への動機づけを
ワーク・モチベーションといいます。モチ
ベーションの話をしていくだけでも、詳しく
やっていくと頂いた200分が終わってしまう
と思いますが、基本的な考え方とそれを現場
にどうやって生かすかということをお伝えし
ていきたいと思います。

⑵　マズローの欲求段階説

　これは公務員試験の経営学でもよく出ます
し、研修などでも聞いたことがある方がい
らっしゃるかと思います。マズローの欲求段
階説というのを聞いたことがある人はいらっ
しゃいますか。例えば管理職や主任への昇
任・昇格のときにも、経営心理学の話はよく
出てきます。公務員試験の経営学の中でもよ
く問題に出てくるのですけれども、人がいろ
いろな方法でやる気になるわけです。
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　マズローの理論は先ほどの話でいうとワー
ク・モチベーションに限ったものではないで
す。生きるための本当に人間としてのモチ
ベーション（欲求）です。つまり、人は何を
求めて生きるのかという話です。これは段階
説とか、ピラミッド説とか、階層説とかいわ
れるように、何をもって高次と言うかという
のは微妙ですが、上の方が高次で、ボトムの
基本的なところが生物としての欲求と位置付
けられます。まず、食べる、寝るという「生
理的欲求」が満たされることが重要になって
います。
　これが満たされると、次はそうしたことを
安全にやりたいという「安全欲求」です。わ
れわれの一般的な日本の生活ではそんなに強
く感じられないこともあるかと思いますけれ
ども、安全欲求すら脅かされている国や地域
の方々もいらっしゃるわけです。安全なとこ
ろで生物としての命を確保したい、生物とし
ての存在自体をキープしたいという基本的な
ものです。
　それらがある程度確保できたら、次の段階
にあるのが「所属と愛の欲求」です。これは、
社会的欲求と書かれているものもあります。
要するに、人間というのは社会的な動物です
から、いろいろな集団に所属したい。そこで
お互いに愛されたいとか、相互に良い気持ち
を持ってもらいたいというのが所属と愛の欲
求です。家族の中に所属したい、あるいはこ
うした集団の中に所属したいということです。
もっと広い意味でいえば、地域や国に所属し
て、そこの一員として存在したい、認められ
たいということです。
　認められたいというのがもう少し明確に
なってくると「尊敬欲求（尊厳欲求）」とい
われるものになります。若手の方はリスペ
クト（respect）という言葉をよく使います。

その集団の中でいっぱしの者としてリスペク
トされたい、尊敬されたいわけなのです。あ
るいは人事や組織の言葉では、最近、リコ
グニション（recognition）という言葉がは
やっています。これは「承認」という意味で、
きちんと認めるということです。組織の中で
いえば、自分の仕事がきちんと認められてい
るかどうかというのが非常に重要です。例え
ば徴収業務は自治体の基本的な使命として必
要不可欠なのだとして、みんなに尊敬された
いというのが尊敬欲求（尊厳欲求）といわれ
るものです。
　さらに、そうした社会的な他者から認めら
れるとか、他者の中での存在というのを認め
られるとか、さらに尊敬されるというところ
がクリアされると、最高次にあるのが「自己
実現欲求」といわれます。これは皆さん方も
よく使うし、耳にする言葉だと思います。
　基本的なところが環境との関係で、真ん中
の二つが社会的な他者との関係でもたらされ
る欲求だとすれば、自己実現欲求というのは
自分との関係の中でもたらされる欲求です。
もっと良い仕事をしたいとか、あるいはもっ
と高い目標にチャレンジしたいという意味で
自己実現欲求というのは使われます。それは
外から言われてどうこうとか、現在の環境が
どうこうというのではなくて、自分自身の内
からわき出るものです。この自己実現欲求を
持てるようになるかどうかが非常に重要に
なってきます。
　最初に申し上げましたように、マズローの
欲求段階説は働く人だけに限りません。人は
誰でもこういう欲求を持っています。今日は
働く人の中での話と限定してマズローを紹介
しますが、人間として生きるのであれば、誰
でもが持っている欲求であると考えていただ
ければと思います。
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⑶　参考：アルダファのERG理論

　五つは難しいというのであれば、参考まで
にアルダファのERG理論というものがあり
ます。これはあまり日本では知られていない
のですが、アメリカでは結構知られていて、
五つをさらにざっくりと三つに区切ったもの
です。
　まず、生理的欲求と安全欲求という生物
学的な存在そのものについての欲求を「存
在（Existence）欲求」といういます。そ
して、所属と愛の欲求と尊敬欲求を「関係
（Relation）欲求」といいます。さらに自
己実現欲求については、人間としてこれ
がどこまであるかどうかというのが重要
で、人間的に成長したいという意味で「成長
（Growth）欲求」と言っています。この頭
文字を取って、ERG理論といいます。
　仕事をするとき、あるいは仕事を与えると
き、マネジメントをするときに考えなければ
いけないのはこれらの欲求がどこまで満たせ
るのか、あるいは逆に満たせないのかという
ことです。それは徴収業務であっても、窓口
業務であっても、あるいは個別のいろいろな
業務であっても同じことです。いろいろな考
え方がありますが、これらをきちんとわれわ
れの仕事は満たせているのか、あるいは自分
は満たされていると感じているのかチェック
してみるといいのではないかと思います。

⑷　マグレガーのセオリーＸ・Ｙ

　ほかにも、いろいろな人がいろいろなこと
を言っています。これも公務員試験や昇格試
験で出てくるもので、マグレガーのＸ理論・
Ｙ理論という場合もありますし、英語でセオ
リーＸ・セオリーＹと書かれる場合もありま
す。
　これは人間観に関するもので、マグレガー

は経営者や管理者はＸ理論で見るのではなく
て、Y理論で見なければいけないと言ってい
ます。すごくざっくりといいますと、Ｘ理論
というのは性悪説です。人間というのは駄目
な存在であり、仕事は嫌いで、できれば仕事
はしたくないと考える存在なのだというもの
です。ですから、普通の人間というのは調整
や統制、命令、処罰等がなければ十分な力を
発揮しないと考えます。あるいは命令される
のが好きで、責任を回避したがり、野心は持
たないとか、マズローでいう安全を望んでい
る存在なのだと見る見方です。
　もう一方がＹ理論です。これは性善説で、
人間は生まれながらに、本性として仕事をす
るのが好きで、自分で目標を立てたら、ある
いは目標にコミットしたら、それに向かって
一生懸命働くのだという見方です。そして、
その仕事をするかどうかは達成の報酬次第だ
と言っています。ただ、この報酬というのは
お金の話だけではありません。先ほど自己実
現欲求という話をしました。達成感とか、自
己実現ができたと認識するとか、そうした自
分自身の心理的な状態（内的状態）も含めて
報酬と考えてください。そうした達成感、自
己実現感がある、あるいは金銭的なものも含
めてやりがいのある仕事であると思えば、自
ら進んで責任を取るという考え方です。そし
て、指示待ちではなく、自分自身がこうやっ
たらいいのではないかとか、こうしたらいい
のではないかという創意工夫は多くの人が
持っているのですが、そのメンバーの能力が
一部しか生かされていないのではないかと考
えるのです。だから、創造力を生かそう、創
意工夫を生かせるようにしようというのがY
理論的な考え方です
　これをマグレガーが本に書いたのは60年代
ですが、今でも十分に使えます。もちろん、
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すべての場合においてどちらかに当てはまる
というわけではないと思います。現代は複雑
化していますし、人間的な成熟度によってＸ
理論側の人もいれば、Ｙ理論側の人もいます。
あるいは仕事の内容、中身によってどうして
もセオリーＸ側に寄らざるを得ないものもあ
れば、やはりセオリーＹだということもある
かもしれません。重要なのは、自分がチーム
で働くとしたら、そのチームのリーダーなり、
管理職がどういう人間観を持っているのかと
いうのを確認することです。
　こういう人間観というのは実際にマネジメ
ントに出てきます。うまくメンバーの創意
工夫をくみ上げようとする管理職もいれば、
「黙って俺に、私に付いて来い、何も言う
な」というような管理職もいるでしょう。少
なくとも徴収の仕事であれば、やはりＹ理論
が重要なのではないかと思います。Ｘ理論と
Ｙ理論は公務員試験ではよく出てくるという
話です。学生には、「Ｘ理論は駄目人間のバ
ツと覚えましょう。Ｙ理論は肯定的だからイ
エスと覚えましょう」と言っています。これ
は公務員試験の暗記の話ですが、Ｙ理論で動
いていますか、Ｘ理論で動いていますかとい
う話です。

⑸　ハーツバーグの「２要因説」

　マグレガーは人間を二つに分けましたが、
ハーツバーグという人は仕事の要因を二つに
分けました。やる気を考えるときには、二つ
の要因を考えなければいけないというのが
ハーツバーグの考え方です。
　どういうことかというと、やる気が出ない
状態をなくすという話とやる気を出す話とは
別だということです。マイナスをゼロにとい
う話とゼロをプラスにという話は違います。
ゼロをプラスにするのが「満足感をもたらす

職務要因」です。仕事の中身をどのように設
計するか、あるいは伝えるかということです
が、先ほども言ったように、自己実現とか、
達成感、あるいは承認が仕事を通じて得られ
るのかどうかというのが満足に非常に大きな
影響をもたらします。
　余談になりますが、200人ぐらいのメン
バーをインタビューして分けたりしたもので、
その後もいろいろな追調査がされています。
仕事自体が面白い、やりがいがあるというの
もそうです。やり遂げたときに達成感がある
とか、認められる。それ自体に責任が任され
ている。そうしたひとまとまりの仕事でこれ
は自分の仕事だ、私がやるべき仕事だと思え
るようなものがゼロをプラスにするのです。
それを、ハーツバーグの言葉で言うと「動機
づけ要因」と言います。
　もう一つはなかったらちょっと困るという
ものです。労働安全衛生という言葉がありま
すが、これはその衛生と同じです。これが駄
目になると、意欲が下がってくる、マイナス
になってくるというのが「衛生要因」です。
きちんと押さえておかなければいけないこと
です。ただし、それがしっかりしていないと
やる気はなくなって、下がってしまうけれど
も、それを整えたからといって、それだけで
やる気が出るとは限りません。マイナスをゼ
ロにというのがこの「衛生要因」です。
　これは大体、上司あるいは組織全体の話で
す。政策、ポリシーとか、管理、マネジメン
トの仕方、あるいは監督の技術はどうか。こ
れが駄目だと、もしかしたら皆さんも経験が
あるかと思いますが、困った上司だとやる気
がなくなるということがあります。お給料も
そうです。それから、職場の人間関係などは
分かりやすいです。人間関係が良ければどん
どんやる気が出るかというと、それはまた別
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問題ですが、人間関係が良くないと仕事をす
る気にならない、職場に行く気にならないと
いうことになります。もっと現場寄りで言え
ば、作業条件というのもあります。休みがな
いとか、日々残業だとか、そういうふうな条
件だとやる気はどうしても下がってしまいま
す。ですからこの二つを区別する必要があり
ます。仕事そのものに関する動機づけ要因と、
環境を整える衛生要因を区別して、今はどう
いう状況なのか、どちらをどのようにやって
いけばよりやる気が出るのかということを考
えていくということです。

⑹　組織を元気にするためには

　そこで、組織を元気にしていく、すなわち
やる気を出してもらうためにはどうしたらい
いかということを二つの要因に分けて考えま
しょう。まず、基盤を整えましょう、環境を
整えましょうという話や衛生要因を改善しま
しょうという話です。組織のあり方、経営方
針やポリシーを定期的に見直す必要がありま
す。なぜかというと、徴収業務でもそうです
ね。環境というのは変わっています。あるい
はそこのメンバーの価値観というのもどんど
ん変わっています。単に迎合しろという話で
はないです。ただ、認められるということで
す。基本的にメンバーが付いていくような方
針とそうではない方針があり、何十年前に作
られた方針がそのまま継続されていると、若
手の方々が、これでは付いていけないと思う
ようなものもあるかもしれません。一方で、
外部環境も変わっています。経済環境も、社
会環境も変わっている中で同じような徴収の
仕方でいいのかどうかということも考える必
要があるわけです。
　それをやっていく中心人物は経営者なり管
理者です。自治体では管理者が非常に重要な

役割を果たすわけですが、管理者の方が古い
考え方だったり、対人技術とか、今日のテー
マであるやる気を出す方向とかを間違ってし
まったり、知らなかったりするとやる気をな
くすので、管理者の方々はリーダーシップを
どんどんアップしなければいけません。
　それから、どこでも一緒ですが、働く環境
です。チームの集合時間、休憩時間などです。
これは公務員の方々はいろいろなルールが
あって難しいとは思いますが、それでも基本
的な要件は検討しなければいけないし、工夫
の余地は当然あると思います。これらを考え
ていくことで、もしマイナスであったら、少
なくともゼロベースまで持ってこようという
ことです。もう既にこの辺はきっちりできて
いるということであれば、それをキープする
ことを考えればいいわけです。
　動機づけ要因の方は、例えば仕事の中で達
成感を得る機会を作りましょうとよく言いま
す。自分の仕事がどこに位置しているのか。
例えば徴収業務でどこかに行ってお話をする
ということが全体の例えば自治体運営の中で
どういう位置づけになるのか。「分かってい
る」と言いたくなるけれども、本当に分かっ
ているのか。それは単に一滞納者のお金をも
らってくるという話ではないです。そうでは
なくて、この税収がどこにつながるのかとい
うところまで話せるかどうか、伝えられるか
どうかということです。
　それから、指示・命令の仕方等にもよると
思いますが、「お金を取ってこい」なんて言
われると、「それで終わり？」ということに
なるのです。徴収して、そこからこの仕事は
次にどうつながっているのか、徴収した後ど
うするのかという一連の流れ、プロセスを理
解する機会を作り、「あなたはここで重要な
役割を持っているのだから」という責任感に
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気づくきっかけを与えることが必要です。過
度な重責を与えるというわけではありません
が、一つ一つの仕事については責任感を与え
るということです。
　それから、自分の仕事に対して創造、創意
工夫の余地を作るということです。どのよう
に仕事をしたらいいか、次の徴収はどのよう
にやったらいいかというところに参加をして
もらうのです。上から言われたとおりにやる
のは楽かもしれませんが、一般的には、やる
気は出ません。自分が決める意思決定の作業
に参加できるかどうかが大きいのです。どこ
かで決められたことがぽんと下りてきて、自
分たちは単なる作業する人に終わってしまっ
ていると、やる気は出ません。ある程度方向
性は見えるかもしれませんが、自分の意見を
言う機会、考える機会があるかないかという
ことで、大きく動機づけ要因は違ってきます。
このあたりの仕事の与え方、もらい方、ある
いは次にどうすればいいのかということを考
えていくべきではないかと思います。

⑺　グループディスカッション

　それでは、今までの話を踏まえた上で、各
グループで次の二つのことを考えてみてくだ
さい。一つは自分、あるいはメンバーです。
お立場によっていろいろ変わると思いますけ
れども、自分や周りのメンバーが仕事で「や
る気」になるのはどのようなときなのかモチ
ベーションの理論から考えてみていただけれ
ばと思います。二つ目は、現在の組織あるい
はチームで、もっと「やる気」を出すために
はどのようなところに留意したらいいか考え
て、各グループで一言ずつコメントをいただ
ければと思います。

＊＊＊ディスカッション＊＊＊

（Ａ）自分やメンバーの仕事でやる気になる
のは、またはやる気を出させるためにはとい
うことで、うちの班では同僚たちを褒めて、
認めてあげて、目標を決定し、事案を簡潔に
導きつつ、その目標を達成する喜びを味わえ
ば、徴収率も上がっていき、やる気も上がっ
ていくだろうという結論が出ました。

（中西）ありがとうございます。褒めるとい
うのは結構重要です。先ほど承認という言葉
が出ましたが、お金をあげるということでは
なくても、言うのはただですから、どんどん
褒めて、「よくやった。ありがとう」という
言葉は非常に重要です。これは特に現場で
日々苦労している方々にとっては非常にいい
言葉となります。
　全く余談ですが、インターネットのサイト
に、いろいろと褒めてくれる言葉をかけてく
れるのがあるらしいです。それだけ人は褒め
られたいということです。

（Ｂ）うちのチームでは、大体よく似たお話
が出たのですが、チームが一丸となって仕事
をしている感じがあるときや、係間での情報
共有がうまくいっているとき、また、目標を
設定して、その設定に対して上司が後押しを
してくれたり、その目標を達成したときの共
有できる喜びなどが味わえたときに、次もま
た頑張ろうとやる気が出るというお話をいた
だきました。

（中西）ありがとうございます。目標の話も
重要です。いい目標をどれだけ出せるか。そ
して、それにみんながどれだけ付いてくるか。
この話はこの後リーダーシップのところでま
たやりたいと思います。
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（Ｃ）うちの班では、課全体の徴収率の目標
とかはあるのですけれども、個人的な徴収率
の目標の設定事案がある市とない市があり、
技術的に個人の徴収率が出ない市もあれば、
出ている市もあり、個人目標があるのはいい
のではないかと思ったのが一つです。
　また、組織としてはやはり上の方が個々の
事案に対して「この事案はどうなったのだ」
と声かけをしてくれるというのはすごくうれ
しいというのが一点ありました。
　それから、どうしても組織の中でやらない
人が必ず発生してくるかと思うのですが、そ
ういう人が放置されていると嫌だということ
です。やった人間からすれば、やっていない
人間が放置されているという状況は嫌なので、
それを上から監督してほしいという意見が出
ました。

（中西）ありがとうございます。やらない人
をどうするかというのも非常に皆さん方で
問題になっているのではないかと思います。
「ほめる」ことの一方で、不適切な行動をど
う「しかる」かも重要な問題です。いいかえ
れば、「何を評価するか」ということです。

（Ｄ）自分やメンバーが仕事でモチベーショ
ンが上がるのは、ハーツバーグの2要因説で
いうと、達成がポイントになるだろうという
話をしていました。困難な事案が解決された
ときに非常にやりがいを感じるということで
す。なおかつそれに伴ってお金が入ってくれ
ばよりハッピーだという話になりました。
　もっとやる気を出すためには、具体的な事
例を出すと、豊中市では責任が付与されてい
ないというか、権限が付与されていないとい
うか、主に折衝をやらされているけれども、
滞納処分や差し押さえはさせてもらえていな

い、財産調査もさせてもらえていないという
ことです。せっかく権限があるにもかかわら
ず、そういうことをさせてもらえないのは非
常に不満があるということで、上の方の管
理・監督の問題が非常に大きいだろうという
ことでした。それが解消されればもっともっ
と「やる気」も出て、徴収率も上がるのでは
ないかという話になりました。

（中西）ありがとうございます。権限の問題
も重要です。今日持って来ている資料にはな
いのですが、流通業やサービス業を中心に、
逆さまのピラミッドという考え方があります。
すなわち、自治体でいえば住民に最も近い人、
一般企業でいえばお客さんに最も近い人を一
番上に書くということです。現場の人たちを
一番上に書くわけです。なぜなら、その人た
ちが住民なりお客さんなりとの相互作用、交
渉を持っている最前線だからです。その最前
線に向かって権限を与えるのです。
　責任と権限というのは一体のもので、それ
を付与するとか、権限委譲をする。管理職や
経営者というのは、そうした現場の人たちが
活躍しやすいように場を整えることが重要な
のです。そうした考え方が、80年代ぐらいか
ら、リッツカールトンホテルのようなサービ
スの卓越したホテル、あるいは百貨店などで
いわれています。こういう発想は、自治体に
も必要なときがあるのではないかと今のお話
を聞いて感じました。
　皆さん、どうもありがとうございます。こ
こまで「やる気」の話をして、皆さま方に各
グループでディスカッションをしていただき
ました。その中で、多くのところで出てきた
のが目標で、その背景として誰が目標を出す
かというと、管理職の方々、リーダーの方々
だと思います。次のセッションでは、そうい
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う話をしていきたいと思います。

４．リーダーシップの基本

⑴　リーダーシップの影響力

　「うちの上司にはリーダーシップがない」
「もっとリーダーシップを発揮しろよ」など、
日常の場面ではいろいろな言い方をされます。
では、マネジメントの心理学の定義において
はどういうふうな定義がされているでしょう
か。リーダーシップを一言で言うと、他者・
相手に対する影響力なのです。
　もう少し詳しく見ていくと、皆さんは目標
の重要性をかなり認識されているということ
が分かりました。その目標を達成するために、
個人あるいは集団という他者を目標の達成・
実現の方向へ行動づけるというだけでは駄目
です。その人たちが動いてくれなければいけ
ないわけで、行動づけるための影響の過程と
定義されます。何が言いたいかというと、目
標が必要なのだということです。その目標の
善し悪しによってリーダーシップの評価が変
わってきます。
　もう一つは、個人あるいは集団を他者と
言いました。リーダーシップを発揮するに
は、すごく当たり前のことかもしれませんが、
リーダーシップを発揮する相手をリーダーに
対してはフォロワー（付いていく人）が必要
だということです。いくら「おれはリーダー
シップを発揮している」と偉い人や上司が
言っても、誰も動いてこないとか、付いてこ
ないと、それは本人の自己満足であって、客
観的に見て、リーダーシップを発揮している
とは言えないわけです。
　それから、先ほど権限の話もありました
が、リーダーシップはいわゆるリーダー、あ
るいは上司だけが発揮するものではありませ
ん。部下から上司へのリーダーシップ、ある

いはメンバー同士のリーダーシップも存在し
ます。なぜならば、「誰が」という定義はな
いのです。集団の中で誰かがその目標を達成
するために影響力を発揮したら、たとえ新人
であっても、職位として一般職の人であって
もリーダーシップを発揮したと考えられるわ
けです。ですから、自分は一般職だから、あ
るいは上がいるからリーダーシップを発揮で
きないといった考え方は、この定義からする
と誤解であって、個々人のどんな人でもリー
ダーシップは発揮することができるわけです。
そのリーダーシップがうまく目標達成へとつ
ながることが、効果的なリーダーシップなの
です。
　自治体の場合は割と縦の階層がはっきりし
ていますが、民間企業などではプロジェクト
チームを組んで、場合によってはプロジェク
トリーダーになる人たちはほかのメンバーの
人たちよりも若手だったりすることもありま
す。その場合は、若手であってもリーダー
シップを発揮していますし、発揮しなければ
いけません。このような定義の下に、リー
ダーシップについて考えていきましょう。

⑵　リーダーシップの二つの基本軸

　いろいろなリーダーシップ論があり、日本
で有名なのはPM理論というものなのですが、
さまざまな研究があります。方法をつかんで
いただくときの背景となる考え方ですので、
ざっくりと紹介します。
　どんな研究でもほぼ出てくるのは、二つの
基本軸です。一つは仕事軸、あるいは目標軸
と言ってもいいかもしれません。もう一つが
人間軸です。人に関する軸と仕事に関する軸
の二つがリーダーシップにはあります。仕事
軸というのは、目標をきちんと達成する、あ
るいは、目標自体を明確にするとか、その目
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標に至る仕事の業務の仕組みを整えるという
ものです。一方で、リーダーシップというの
は人と人との間の影響力の過程ですから、当
然、人の話が出てきます。人間関係を円滑に
するとか、集団そのものを維持していくとか、
メンバーに配慮するといったものがリーダー
シップの人間軸です。
　理論的に興味がある方はそれぞれ誰が何を
言っているかというのを仕分けしていただけ
ればいいのですが、理想的なのは仕事系も人
間系も両方バランスが取れたリーダーシップ
です。これはお分かりかと思います。自分あ
るいは上司がどのタイプか、先ほど権限をう
まく委譲できていないという話もありました
が、そうするともしかしたらこの辺なのかも
しれないとか、ポジショニングを考えていた
だきながら話を聞いていただければと思いま
す。

⑶　リーダーシップ簡易診断

　それを考えるときに、非常に簡単なチェッ
クリストで見ていただくといいかと思います。
一つは仕事軸についての質問です。メンバー
に「あなたに何をやってほしいか」という期
待をきちんと伝えているか。リーダーとして
「自分はどのように持っていきたいか」とい
う態度をみんなに伝えているか。自分がどち
らに行きたいか伝えているか。具体的に何を
しなければいけないのか、「何日までに○○
地域のどの案件を片付けなさい」というよう
な明確な課題を割り当てているかということ
です。実際に何日と日程、スケジュールを決
めたり、「これは守らなければいけない」
「これぐらいまではコストをかけていいけれ
ども、これ以上コストをかけるのだったら次
の案件の方に移りなさい」といった業務の基
準・標準を定めているか。決められたルール

がきちんと守られているか。誰か特定個人を
想定してチェックしてみると、幾つぐらい
チェックが付くかやってみてください。
　一方で、人間軸についてはどういうふうな
質問をすればいいか。すごく気さくで気軽で
近づきやすいような上司なのか。あるいはこ
の職場の一員で良かったと思えるような配慮
をしてくれるのか。メンバーが何かを提案し
てきたときにやってみようとかときちんと受
け入れるか。メンバーを対等な人間として
扱っているか。ポジションの違いというのが
あっても、人としては対等です。当然のこと
ですが、対等な人間として対等に扱っている
かどうかというのも重要なことです。そして、
非常に抽象的ですが、メンバー一人一人の幸
せを考えているか。個人的な相談があったと
きに相談に乗ってくれるか。こういうことを
考えてみるといいでしょう。
　誰かを想定したときに、両方チェックが
多く付けば付くほど、先ほどの図で言うと
high-high型（Ｈ-Ｈ型）になります。どちら
かに偏っていれば、四つの次元のそれぞれど
こに位置するかというのを考えてみるといい
かと思います。リーダーシップの診断はいろ
いろあって、皆さま方の自治体でも管理職に
なったらリーダーシップ診断をうける場合も
あるかもしれませんが、これはごくごく単純
な診断です。話を聞きながら、自分の上司は
ここだというポジションを考えてみていただ
くといいかと思います。

⑷　よいリーダーシップは状況によって違う

　両方できれば素晴らしいですが、スーパー
マンのリーダーは現実には難しいです。どち
らか寄りだったり、あるいは両方何もしない
というのもあるかもしれません。あえて何も
しないのであれば別の見方があるのですが、
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何もできないというのであれば教育訓練が必
要になってくるかもしれません。両方できた
ら、それはそれでいいのですが、なかなか
スーパーマンというのはいません。
　では、先ほどの六つと六つをフルに満たせ
ば、いつでもどこでもオーケーの万能タイプ
かというと、必ずしもそうではないです。こ
れはマネジメントの心理学とか、組織や経営
の心理学の中でよくいわれることなのですが、
唯一最適なリーダーシップのスタイルという
のはあるのでしょうか。現代のマネジメント
の心理学では「ノー」と答えます。
　どういうことかというと、状況によって
違うということです。理論的にいえば、こ
れはコンティンジェンシー理論というので
す。contingentとは「場合による」「状況に
よる」という意味合いですが、すべての場合
に必ず当てはまる、どんな場合でもオーケー
というのは、リーダーシップだけでなく、人
間や組織を取り扱う学問においてはほとんど
ありません。物理学や数学、自然科学であれ
ば、熱力学の第２法則や１＋１＝２といった
法則はありますが、人を扱う学問においては、
どんなときもこれでオーケーという万能薬は
ないです。だからこそ、われわれは現場でこ
の場合はこうしたらいいのではないかと考え
ることができるわけです。
　そうした状況について、フィードラーとい
う人はその状況要因を三つ挙げています。一
つはリーダーとメンバーの人間関係が良いか、
悪いか。お話をずっと回って聞いていると、
あまり良くないところもあれば、それなりに
うまくいっているところもあるかと思います
が、その善し悪しです。
　二つ目は、仕事の構造化の程度です。例え
ばきちんと段取りや手順が決まっていて、き
ちんとマニュアルがあって、そのとおりにや

ればいいという仕事であれば、構造化ができ
るでしょう。一方、相手によって千差万別に
出方を変えなければいけないような仕事では、
構造化はなかなかできません。徴収の半分は
構造化できるでしょうが、あとの半分は相手
によって出方を変えなければいけない場合も
あるでしょう。その構造化の程度がどの程度
かということです。
　三つ目はリーダーの地位力（ポジションパ
ワー）です。リーダーがメンバーに対して権
限を使って抑えられるか、行動を方向づけら
れるかどうか。例えば若手がプロジェクト
リーダーで、メンバーの方がベテランだとい
う場合は、なかなか地位力が発揮できなかっ
たりします。
　この人間関係、構造化の程度、地位力とい
う三つで分けているのがフィードラーのLPC
理論です。簡単にいうと、極端に良いか極端
に悪いかという場合は仕事軸系の強いリー
ダーの方が有効性、生産性が高い。中間的な
状況の場合、二つが良くて一つがあまり良く
なという場合や、全部中間的という場合は人
間関係メインでやるリーダーシップの方が有
効だという調査結果が出ています。

⑸　「状況」に合わせたリーダーシップ

　もう一つ、リーダーシップの状況論という
ものがあります。ハーシーとブランチャード
という人たちがいろいろな本を書いていて、
書店に行くといろいろ並んでいるかもしれま
せんが、彼らはSituational Leadership理論
（状況的リーダーシップ論）を提唱していま
す。ここでは、メンバーの成熟度によってと
るべきリーダーシップが異なるとされていま
す。成熟度というのは経験や知識もそうです
し、自律性などもそうですし、要するに、大
人かどうかというところで異なってくるとい
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う話です。
　ハーシーとブランチャードのSituational 
Leadership理論では、先ほどの四つの軸を
イメージしていただければと思います。メ
ンバーの成熟度はこちら（左）からこちら
（右）に行くにつれて高くなっていきます。
そのメンバーの成熟度によってどのような
リーダーシップの取り方が有効かというのを
彼らはこのようにまとめています。基本的に
は、メンバーの成熟度が低い場合、例えば新
人や派遣で初めて来た場合、徴収業務をよく
知らなかったり、組織で仕事をする経験もあ
まりないというときには、まず仕事を教えま
しょう。ですから、仕事軸は高く、人間軸は
そうでもない。新人には一から仕事のいろは
を教えようというのがこの段階です。
　少し成長してくると、ある程度仕事が分
かってきて、自分なりの考え方が出てきます。
中堅ぐらいになってくると、上から一方的に
言われるだけでは動きません。なぜ、どうし
て、だからというのをきちんと説明してもら
わないと動かないのです。ということは、こ
れはこういうふうな理由で重要なのだとか、
この案件はほかの案件に比べてこういう理由
で優先順位が高いのだと説得する必要がある
わけです。英語だとsale（売り込み）という
言い方をしますが、「だから、この仕事をま
ずやってね」「だから、こういうふうに行動
してね」ということをきちんと説明する。そ
のためには、人間関係もしっかりやらなけれ
ばいけないし、仕事自体についてもきちんと
伝えなければいけないということで、先ほ
どのhigh-highの両方高いリーダーシップが、
中堅クラスの人たちには非常に重要になりま
す。
　さらに仕事がどういうものかというのは慣
れてきて、それなりに何がどうしたらという

ことまで分かってくれば、仕事そのものにつ
いてあまり強く言う必要はなくなります。仕
事自身のやり方が分かっていて、やることも
分かっているということになるということで
す。その段階になったら、お互いに相談する
ような形でリーダー、上司は持ちかけます。
一緒に参加して物事を決めるという形になっ
てきます。人間関係の方面で配慮し、仕事の
方は抑えぎみでというか、言わなくても分か
る段階になってきます。
　さらにベテランになって徴収一筋というよ
うな形になってくれば、お任せしていいわけ
です。この後、この人が次のリーダーになっ
ていけばさらにいいのです。先ほど６個・６
個でチェックしてもらいましたけれども、そ
んなことも当たり前だという形です。この背
景には当然信頼関係がなければいけないです
けれども、きちんと分かっていて、お互いに
任せられるということがメンバーの成熟度が
上がった段階になるわけです。
　先ほど、唯一最適なリーダーシップスタイ
ルはないと言いました。ただ、上司は一人で
す。リーダーとなる人は一人です。先ほど
言ったように上司だけがリーダーシップを発
揮するわけではないのですが、一人のリー
ダーだとします。でも、メンバーは複数いま
す。複数のメンバーはいろいろな成熟度のメ
ンバーがいます。ということは、リーダー
シップを発揮する側の人はメンバーの成熟度
に合わせてリーダーシップの取り方を工夫し
て変えなければいけないということです。逆
に言うと、そういう変える能力、柔軟性が必
要になってくるわけです。
　「これが私のやり方だ」と貫くのは格好良
いかもしれませんが、それだけではフォロ
ワーが付いてこないこともあります。これを
帰って管理職に伝えるだけでも「ああ、そう
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なのだ」という気づきがあるといいですね。
リーダーシップ論というとこうやれとか、こ
うしなさいという一つの方法論しか出さない
研修もありますが、そうではなくて、リー
ダーには状況や相手に合わせてリーダーシッ
プを変えられる柔軟性が求められるのです。

⑹　「奉仕する」リーダーシップ

　ここまでが一般的に言う心理学的なリー
ダーシップ論なのですが、経営学的な方面も
含めてリーダーシップの話をすると、面白い
リーダーシップがあります。先ほど逆さまの
ピラミッドの話をしましたが、リーダーシッ
プというと引っ張っていかなければいけない
のかという印象があります。引っ張るリー
ダーシップも重要ですが、それだけではない
ということで、最近注目されているのがサー
バント・リーダーシップという考え方です。
　サーバントというのは奉仕する人です。背
景にはキリスト教の「愛と奉仕」の精神があ
るのですが、リーダーは後ろに下がって、メ
ンバーを持ち上げるのだということです。先
ほど幾つかお話がありましたが、メンバーの
方を表に出して、リーダーは下から支えると
いう考え方です。サーバント・リーダーシッ
プの条件としては、人の言うことがきちんと
聞ける、それと同時に共感できる、困ってい
る人がいたら癒すことができる、何らかのメ
ンバーの気づきに訴えることができる、使命
や目標をきちんと伝える説得力を持つ、それ
を伝えられるために自分の頭の中で夢なり目
標なりを概念化できているといったことが必
要になります。
　それから、先見性の明があるということで
す。現場の仕事に追われがちで、今日、明日
の徴収をどうするか、案件をどうするかとい
うことにとらわれがちかもしれませんけれど

も、これで徴収力がアップした結果、税収が
増えて、わが自治体はどうなるのだというと
ころまで語れるのか。それから、執事として
の役割ができる。サーバントですから、メン
バーの方を盛り立てて、それをいろいろサ
ポートできるかどうか。尽くすということを
通じて人々の成長にかかわる役割を持つと
か、人を育てることが自分の重要な役割なの
だということです。最近は忘れられている場
合も多いのですが、人を育てるというのは管
理職の役割です。そして、これは少し異質か
もしれませんが、コミュニティ（仲間）を作
る。同じことを考える共同体、同志というも
のを作っていくということです。それはオ
フィシャルなものかもしれませんし、緩いイ
ンフォーマルなものかもしれませんけれども、
ともに考える仲間を作るということです。
　今までのリーダーシップと重複するものも
ありますが、今までのように自分が前面に出
るというのではなくて、メンバーを前面に出
し、それを支えるというリーダーシップも
注目されています。昔ながらのリーダー論、
リーダーシップ論だけを信じている方だと、
ここがぴんと来ないかもしれませんが、これ
は非常に重要です。先ほどの逆さまのピラ
ミッドもそうですが、住民と直接対話してい
る人たちの力にどれだけなれるかというのが
リーダーシップの重要な要件になるかと思い
ます。

⑺　変革のリーダーシップ

　それでもなかなか意識が変わらないとか、
うちの職場やうちのチームは変わらないとい
う場合もあるかもしれません。そういう場合
は変えなければいけません。これは方法論ま
で落とされていないのですが、変えるときの
手順としてよくこういうことがいわれていま
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す。
　80年代ごろから、大体このステップで組織
あるいは職場を変えていこうということがい
われているのですが、先ほど気づきという話
がありました。要するに、変わらなければ
いけないと思わなければ、変わらないので
す。現状維持でオーケー、現状で悪いところ
はないと考えている限りは変わりません。た
だ、やみくもに変えなければというわけでは
ありません。目標があって、こちらの方向に
組織・職場を変えていきたいということです。
そのように、「変わらなければ」と認識でき
るかどうかが大事です。
　それを認識したら、どの方向にどうありた
いのかということを提示しなければいけませ
ん。格好良い言葉で言うとビジョン、ないし
は目標の提示です。先ほど目標として個別の
徴収の話をされました。それも小さな目標で
すが、もっと大きく徴収力を強化して、どの
ようなチームになるべきなのかということを
考えるビジョンをメンバーに伝えることが必
要になります。ビジョンを伝えることだけで
もメンバーのモチベーションは結構上がりま
すけれども、それをどんどんあおっていく必
要があるのです。
　メンバーもやる気になりました。しかし、
人によってはここから先がつながらないので
す。やる気になったらあとはお任せで、放っ
てしまって、最後までコミットしないという
のでは駄目です。「変えるぞ」とみんなが盛
り上がったら、「私もやるぞ」「私が中心で
やるぞ」と最後まで責任を取らなければいけ
ないのです。
　コミットメントの語源は「神との契約」と
いう意味なのです。神と契約したら、それは
やり遂げなければいけないということです。
あるいは「思い入れ」「関与」というのです

が、かかわったからには最後まで責任を持つ、
思い入れを持つということが重要になってき
ます。
　変えたらそれを定着化しなければいけませ
ん。ただ、これには時間がかかります。特に
自治体組織や大企業では、少し気を抜くと後
戻りしがちです。これは人間の本当に心理的
なものとして昔の方が楽だったとか、変える
のというのはつらいというのがあるので仕方
のないことなのですが、その変革への抵抗を
クリアして、変わったことが続いていくよう
にする。例えば情報共有していかなければい
けないのだということになると、組織の文化
や考え方、意識を変えなければいけないので
す。そして、変えたのをある程度維持する
ためには、言い方は悪いかもしれませんが、
時々チェックをして、「もっと情報を出そ
う」と言ったり、自分から共有して「こうい
うことがあった」という話をして、変革して
良かったのだという形で定着化させていかな
ければならないわけです。
　言葉で言うとこの５段階で終わるわけです
が、実際に企業や自治体の中に入ってやって
いくと、半年、１年、さらには数年かかる場
合もあります。それを辛抱強くやっていくこ
とが必要です。ですから、リーダーにとって
もう一つ必要なのは、最後までやり抜く忍耐
力、我慢強さです。ある意味の打たれ強さと
言ってもいいかもしれません。「やっていく
ぞ」という覚悟が必要になってくるわけです。
　リーダーシップに関しては、いろいろな本
が出ています。書店の経営のコーナーなどに
行くとリーダーシップの本がずらっと並んで
いて、会社の社長が語っている本もあれば、
研究書もありますし、たくさんのリーダー
シップに関する情報がありますけれども、コ
アなところは今日お伝えしたかと思います。
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仕事系と人間系があるということが一つです。
それから、そのリーダーシップは状況に合わ
せて調整できるような柔軟性を持つべきだと
いうのが一つです。それから、リーダーシッ
プというと前に出ることばかりを考えがちで
すが、実は後ろから持ち上げるリーダーシッ
プもあるということです。そして、組織を変
革していくためには、リーダーとして我慢強
さ、忍耐力も必要だということです。

⑻　グループディスカッション

　ここでまた、確認をやっていきたいと思い
ます。一つは、自分や上司のリーダーシップ
はどのタイプかということを、今までお伝え
したことから考えてみてください。これはご
自身のことで書いていますけれども、上司に
こういうリーダーシップを発揮してほしいと
いうのでも構いません。また、先ほど言いま
したようにリーダーシップを発揮するのは別
に上司とは限らないです。こういう研究会に
来ていらっしゃるということはこれから戻っ
て、上司も含めて、巻き込んでリーダーシッ
プを発揮していかなければいけない、あるい
はそうしたいと思っていらっしゃる方だと思
います。どのようなところに気を付けてリー
ダーシップを発揮していったらよいのか。こ
れについてもちょっと議論をしていただけれ
ばと思います。

＊＊＊ディスカッション＊＊＊

（Ａ）話し合った内容は上司の悪口が中心に
なってしまって、例えば、住民が怒鳴り込ん
で来たとき、コーヒーを飲みに行ってしまう
ような人は嫌だとかいうことです。その逆で
あればいいというような感じで皆さんはまと
まったところです。具体的なお話はあまり出

なかったので、すみません。

（Ｂ）うちの方ではリーダーのあり方とか、
上司のリーダーシップのスタイルはどのよう
なということで、いろいろなタイプの人がい
ました。仕事はできるけれども、人間関係が
良くないとか、反対に仕事も両方とも良くな
いというところもありましたし、いろいろな
スタイルが出てきました。
　どんなところに気を付けて自分がリーダー
シップを発揮していったらいいかということ
を話し合った結果、配置された当時にいろ
いろな係を経験させて、適材適所を考えて、
合ったところにその人を配置してあげて、そ
の人に合わせた形で育てていく指導の仕方、
キリストの奉仕するリーダーシップというの
を取り入れていったらいいのではないかとま
とまりました。以上です。

（中西）適材適所は重要ですね。ありがとう
ございます。

（Ｃ）私は個人的にはサーバント・リーダー
シップという条件のある方が理想の上司だと
思うところがあるのですが、一方ではジャイ
アンみたいな人もいいというような人も多分
いるだろうし、個々それぞれ理想のリーダー
シップが違うのだろうというところで、なか
なか条件を満たすのは難しいというのが結果
的なところです。自分がリーダーになるのも
難しいだろうし、求める方も個々それぞれだ
から、上司に対してはそのリーダーも大変だ
ろうと思うところです。すみません。

（中西）個別性があるので、そこをどうまと
めていくかは難しいですね。ありがとうござ
います。
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（Ｄ）私たちのグループではまず理想の上司
とはどういう人かということで話を進めまし
て、人間軸と仕事軸どちらが重要なのかとい
うので話を進めました。この中で、人間軸と
仕事軸のバランスをいかに取ることができる
か。それはその組織の人数であり、経験して
いる人たちの数等によって変わりますので、
必ずしもどちらかがいいということではない
かと思うのですが、若干人間軸に寄る側で仕
事軸もこなせる人がいいのではないか。バラ
ンスがうまく取れる方が理想の上司ではない
かという考えにまとまりました。

（中西）ありがとうございます。駄目上司像
から入ったグループと理想の上司像から入っ
たグループがあって対照的ですが、先ほど個
別性の話もありました。一人の上司がチーム
をまとめて、万能のリーダーシップを発揮
していくということは難しいです。しかし、
チームや組織、職場という集団で仕事をする
ということは、リーダーシップを発揮するの
は一人ではないということも併せて、ペアで
やってもいいのです。
　もちろん職制上の指揮・命令系は別ですが、
リーダーシップ自体があれば、例えば仕事系
はがんがんやるけれども人間関係がちょっと
というときには、サポートに回るような人が
必要です。リーダー本人としては、自分の強
み、弱みを把握して、その苦手なところをサ
ポートしてくれるメンバーを頼りにするとか、
メンバーに任せるということも一つの仕事の
やり方です。
　最初に言ったように、スーパーマンという
のはなかなかいないわけです。適材適所とい
う話もありましたが、自分の得意なところを
どんどん発揮して、一方でほかにメンバーの
得意なところをうまく持っていくということ

です。これでチーム全体として例えば徴収力
のアップを図っていければ、それは全体とし
てリーダーシップを発揮したということにな
るわけです。いろいろなお答えがありました
が、上司の愚痴だけではなくて、ぜひ自分は
どうするかというのを今後は考えていってい
ただければと思います。

５．交渉の心理学

　最初にこちらからいただいた要請だとリー
ダーシップやモチベーションの話、あるいは
組織の話をしてほしいということでしたが、
マネジメントの心理学というのはそれだけで
はないのです。住民やお客さんという相手に
対して、どのように交渉していくかというの
もマネジメント心理学の一つの分野です。こ
の交渉ということについて、ごくごく簡単に
ではありますが、考え方をご紹介したいと思
います。

⑴　交渉の基本概念

　そもそも交渉というのはコミュニケーショ
ンなのです。コミュニケーションの中でどこ
にどこで合意を取り付けるかということです。
交渉に挑むにしても、考え方を知っているの
と知らないのとではその効率性は違ってくる
と思いますので、基本として置いておけばい
いのではないかということを、あくまでも入
門編ですが、幾つかご紹介しておきたいと思
います。
　交渉ですから、コミュニケーションをして
いく中で、合意に達しなければいけないとい
う目的です。徴収の場合はお支払いしていた
だくということになるわけですが、ビジネス
寄りの話で、二つほどお話しさせていただき
ます。BATNAというものと、ZOPAという
ものです。
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　BATNA（Best Alternative to Negotiated 
Agreement）というのは、これ以上は譲歩
できない、妥協できないという限界値です。
徴収というお仕事は、日々交渉です。物を
売ったり買ったりするというのが一番基本的
な交渉ですが、それでも、売る側としてはこ
れ以上ディスカウントできない、消費者とし
てはこれ以上高かったら買わないという値が
心理的にも経営的にも存在するわけです。そ
うすると、例えば売り手と買い手、あるいは
徴収する側とされる側という二人の間で、限
界値の範囲が当然出てくるわけです。
　ZOPA（Zone of Possible Agreement）と
いうのは、交渉が妥結する可能性のある範囲
を指します。自治体の税徴収等の場合は、ま
た違った考え方や制約もあるかと思いますが、
一般論としてお伝えしておきたいと思います。

⑵　交渉の例

　これはビジネスの例ですが、不動産の案件
に関してＡさんとＢさんが交渉しています。
どちらも別の交渉相手も持っています。Ａさ
んはＢさんとＸさんに打診していて、Ｘさん
の方とは一応内諾が取れていて、2,000万円
なら売るということで了解しているわけです。
もっと安く買えれば、Ｂさんの方で買った方
がいいわけです。Ｂさんの方も売り手をいろ
いろ探していて、Ａさん以外のYさんにも打
診をしています。Ｙさんは1,000万円で買っ
てくれると言っています。でも、もっと高く
売りたいわけです。
　こういう状況では、1,000万円と2,000万円
がそれぞれの限界値（BATNA）になるわけ
です。ですから、1,000万円から2,000万円の
間が交渉の妥結する範囲（ZOPA）です。一
般のビジネスの交渉だとここで幾らという中
間値、「では、1,500万円で手を打ちましょ

う」などということが出てくるわけです。税
徴収の場合は決まった金額かと思いますが、
それでも徴収のやり方を工夫するときに、ど
こがお互いの限界なのかということを理解し
ておく必要があると思います。もちろんやっ
ていらっしゃるとは思いますが、実はこれは
ビジネスの世界でも重要なことなのです。こ
れを事前に確認しているか、していないかで
交渉の仕方も当然変わってきます。

⑶　交渉の心理テクニック

　もう一つ、心理テクニックの話をさせてい
ただきたいと思います。交渉の心理テクニッ
クには、いろいろなものがあります。皆さん
方も本などで情報収集されているかもしれま
せんが、非常に分かりやすい二つのやり方が
あります。営業担当者のテクニックと同じで
す。
　一つはフット・イン・ザ・ドアです。新聞
の営業などがもともとの例なのですが、戸別
訪問をして「新聞を取ってください」という
のがこの時期になるとよく来ます。フット・
イン・ザ・ドアというのは、開けたときに足
だけ挟むという状況です。そして、「今月は
100円でいいですから払ってください」「お
話だけ聞かせてください」「この資料を置か
せてください」という簡単な依頼から始めて、
次は200円、次は1,000円とだんだん増やして
いくということです。小さいところからだん
だん大きくしていくというのがフット・イ
ン・ザ・ドアのテクニックです。
　心理学では、「態度の一貫性」というのが
あるのです。人間というのは自分がこれまで
取ってきた態度を変えたくないわけです。今
までこうやってきたからこれからもこうやる
だろうということです。一回話を聞いた、あ
るいは100円を貸したという事実があるとい
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うことは、「自分はこの人にお金を貸したの
だ」とか、税の場合だと「自治体に100円で
もお金を払ったのだ」ということになります。
そうすると、100円だったら払ったのに150円
だったら払わないのか、200円だったら払わ
ないのかというようにステップアップしてい
くわけです。前回やったことと同じような形
にならないと、人間というのは気分が悪いも
のです。これを認知的な葛藤といいますが、
最初にちょっとしたきっかけを作る。税につ
いての資料を置いていくとか、あるいは、こ
れは制度上難しいかもしれませんが、金額的
に少なめのところから始めるというのも一つ
のテクニックです。
　実は逆の場合もあって、これも相手によっ
てどちらが効くか違ってくると思います。２
番目がシャット・ザ・ドア・イン・ザ・フェ
イスというテクニックです。これはどういう
ことかというと、新聞の勧誘などで「学生時
代の４年間全部取ってください」といきなり
言われたら引くでしょう。あるいは、たとえ
友達であってもいきなり「100万円貸して」
と言われたら、「何を言っているのだ」とい
うことになります。
　まず過大な要求を設定して、これをダミー
にします。「100万円は駄目か。では、50万
円なら」「４年間が無理なら、取りあえず１
年間取っていただけますか」と攻めるわけで
す。そうすると、本当はそれがテクニックな
のですが、相手側としたら「ちょっと譲って
もらったのだ」と思うのです。心理学的に言
えば、譲歩したと見えるわけです。
　人間は「互酬性」や「返報性」といって、
お返しをしたいという心理、すなわち相手が
取った態度に対して自分も同じような態度
で返すという心理があるのです。ですから、
「譲歩してくれたのだから、こちらもそれに

乗ろうか。仕方ないですね」ということで、
50万円はどうか分かりませんが、「10万円な
ら貸します」「１年間だけだったら取ってみ
ます」というように、自分も譲歩したという
ことで心理的に納得するわけです。
　もちろん皆さん方の世界には、どれも効か
ないようなつわものもいるということは分
かってはいますが、ごくごく一般的な心理を
持っている個人の方々であれば、結構こうい
うテクニックを知っているか、知らないかで
違ってきます。これは自治体、公務員であれ
ば仕方ないところかもしれませんが、「規則
ですからお支払いください」と言ってしまう
のではなく、コミュニケーションの取り方も、
態度の一貫性や譲歩の返報性を交えてお話を
してみるということも考えられるのではない
かということで紹介をしました。

６．おわりに

　ほかにも交渉のテクニックはいろいろあり
ます。どこに基準点を置くか。先ほどの限界
値というのは客観的な限界値でしたが、日ご
ろから使っている金銭的な感覚をうまくつか
んで、それに合った金銭提示をしていくとい
うのも一つのテクニックです。マネジメント
の心理学は、組織の中でチームとして一丸と
なって徴収力を上げていくためにも使えます
し、相手との交渉においても使えますので、。
今日ご紹介したのはごくごく一部の事例です
が、ぜひテクニックとして使っていっていた
だければと思います。

⑴　ディスカッション

　それでは、最後にディスカッションをしま
す。モチベーション、リーダーシップ、そし
て他者に対する交渉といったいろいろな話を
しましたが、その中で、実際に皆さん方はこ
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れからこれらを生かしていくためにはどうす
ればいいのかということを考えていただけれ
ばと思います。
　先ほどまで、個別のモチベーションはどう
か、リーダーシップはどうかという話をして
きましたが、組織やチームを元気にして徴収
力を上げていくためには、実際にどのような
マネジメントが必要なのか、全体を総合して、
日ごろ皆さん方が思っていることをプラスし
て話し合ってみてください。例えばコミュニ
ケーションの問題もそうかもしれませんし、
適材適所という配置の問題もそうかもしれま
せん。どのようなマネジメントが必要なのか
ということを各グループで話し合って、最後
のまとめへと移りたいと思います。
　切り口が難しかったら、例えばリーダーは、
上司はこういう方向であるべきだとか、メン
バーはこうあるべきだとか、チーム全体とし
てこうあるべきだといった、幾つかの切り口
でまとめていってみるといいですね。実際に
提案をするときには、そんな形で切り分けな
いと難しいと思います。全体も含めて何か質
問があれば、お答えいたします。

＊＊＊ディスカッション＊＊＊

（Ａ）うちのチームで出た意見は、組織のた
めのリーダーの役目としては、付いてきてく
れる人を育てることが一番大事だろうという
ことです。ただし、その際にはリーダーの暴
走にならないように気を付けることが大事で
はないか。あるいは、下の意見を吸い上げて
職場の連帯感と意見をもって、上司の独断に
ならないように気を付けるということです。
　それから、仕事を含めた職員の全体のレベ
ルアップをしていくことがリーダーに必要な
ことです。あるいは、職場として基本的な意

思統一と情報の共有が必要になります。また、
逆に上司から部下への問いかけで、部下の方
にも職場の問題点を知ってもらうこと大事だ
ということと、職員がやる気を起こしたとき
に上司が守ってくれるような職場が大事では
ないかという意見が出ました。

（中西）そうですね。上司の暴走もチェック
しておかなければいけないところです。先ほ
ど、サポートする人を付けて、二人ないしは
チームでやるという話をしましたが、これは
上司だけが突っ走らないで、メンバーとの調
整の中で生きるという意味でも重要です。ま
た、全体のレベルアップという話ですが、こ
こでもOJTの手順書などを作られる予定もあ
ると伺いました。次から次へと次世代を育て
ていくということも非常に重要になってくる
かもしれません。ありがとうございます。

（Ｂ）どのようなマネジメントが必要かとい
う問いかけだったのですが、職場での上司は
本当にマネジメントしているのかという現場
の声があって、日々の業務で埋没して、職員
のマネジメントができていないという意見が
出ました。逆に言えば、どういったことがマ
ネジメントとして求められるのかというと、
情報の共有化というか、事案を上司が見て、
「どうなっているの」みたいな声かけができ
ていないので、そういうことができれば組織
が元気になるのではないかと逆説的に言って
いるのだと思いました。納税課というか、徴
収サイドの組織はまだまだそのマネジメント
できるレベルまで行っていないという声が結
構ありました。

（中西）声かけや情報共有というのは大事で
すね。私はナレッジマネジメントという授業
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も担当しているのですが、情報や知識を共有
することによって、何をやらなければいけな
いかということに自分たちで気づく。上司が
声をかけることで、自分は見られているのだ
ということが分かる。見られているというこ
とは、最初の方で承認という話をしましたが、
自分が認められているのだということが分か
るということになるのです。ありがとうござ
います。

（Ｃ）まず課内で大きな目標を決めて、そこ
に向かってみんなで頑張るという目標を決め
ることが大事だということが一つです。また、
納税だと差し押さえの数や地区を担当してい
る金額を表などに出して、係員同士の競争心
をあおり、やる気を引き出すことが必要では
ないか。それから、徴収に向いていない方は
電話などの担当に回すなど、適材適所を見抜
いて配置することが必要ではないかという意
見が出ました。

（中西）適材適所は先ほども出ましたが、そ
れには上司が見ていなければ分かりませんよ
ね。前半の話は一般企業の営業だったらどこ
でもやっているようなお話です。ありがとう
ございます。

（Ｄ）僕たちでまとめたのは、部下の適性に
合った仕事を任せて、やりがいや達成感のあ
る仕事をやらせることです。今、その定期的
なフィードバックの機会があまりないので、
ヒアリングや話し合いの機会を設けて、みん
なの適切な評価をしてあげることが大事では
ないか。話を聞くということです。奉仕の
リーダーシップが大事ということだと思いま
す。

（中西）フィードバックは大事です。目標を
掲げるというのは大きいです。先ほど変革の
定着化という話をしましたが、最終的にでき
たかできなかったかということを確認して、
できなかったのであれば、何が足りなかった
のかということをしっかり議論する場が非常
に重要になってきます。
　いろいろと皆さんのお考えを聞かせていた
だき、ありがとうございました。今日は「マ
ネジメントの心理学」ということで、モチ
ベーションとリーダーシップを中心に、プラ
スアルファで交渉の心理学、コミュニケー
ションの心理学もご説明してきました。皆さ
ん方の発表の中から、何が悩みかということ
もだいぶ分かってきました。こうしたモチ
ベーションの考え方、リーダーシップの考え
方をぜひ上司に伝えていただきたいと思いま
す。
　こういうことが必要だということは理論的
にもいわれていて、目標管理の制度について
も、目標を達成できたかどうかを面談等で
フィードバックして、次のステップにつなげ
るというのは多くの企業でやられています。
それを自治体、市区町村でどのように適用す
るかというのはまた別の問題かもしれません
が、少なくとも参考になるところはぜひ使っ
ていただきたいと思います。今日お話しした
ことは、半世紀以上前からいろいろな研究が
積み重ねられた結果出てきている基本的なこ
とですので、まずはこの基本を押さえてリー
ダーシップを発揮し、モチベーションを上げ
ていくようなマネジメントができればと考え
ています。
　多くのチームで出てきたのが、情報共有と
いう話です。一番分かりやすいのは、表にそ
れぞれの案件について書くという「見える
化」をしていくことも重要ですし、もっと
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ITを使ったナレッジマネジメントができる
自治体もあるかもしれません。あるいは、あ
まり具体的な案件を個別に表に出すことには
抵抗がある風土のところも当然あるかもしれ
ません。そういうところを中心にというわけ
ではないのですが、言葉を伝えるというか、
重要性を伝えるとか、情報を共有するとか、
あるいは情報の前の価値観を共有するという
ときに最近のナレッジマネジメントの世界で
も注目されている話があるので、最後にこれ
をご紹介して終了したいと思います。

⑵　参考：ストーリーテリング

　ストーリーテリングとは、物語の形で伝え
るというものです。それによって変革の必要
性をみんなに感じてもらったり、あるいはど
ういう方向を目指すべきか検討する材料にし
てもらったりします。実際にどうやったらう
まく徴収できたかという勘やコツを、それぞ
れの徴収者の英雄談や武勇伝として蓄積して
いったりすることで、全体の情報共有、ナ
レッジマネジメントへ進めていくやり方です。
　今日ご紹介するのは、世界銀行の例です。
発展途上国の開発融資を中心にやっている
機関ですが、世界銀行で特にITを使ったナ
レッジマネジメントを普及させようというこ
とで使われた事例です。デニングという世界
銀行の部長だった人の言った話です。
　1995年６月、ザンビアの小さい村で働く医
療ワーカーがジョージア州アトランタの疾病
予防管理センターのWEBサイトにアクセス
して、マラリアの対処法を調べて知りました。
これは、世銀にとってはある意味で非常に屈
辱的なことなのです。世界銀行というのは、
ザンビアのような途上国で働く人たちに対し
ていろいろな情報や知識を提供して、サポー
トしていかなければならないミッションを背

負っているわけです。
　それにもかかわらず、このエピソードの
中に世界銀行という登場人物はないわけで
す。これはちょうどインターネットが出てき
た時代ですが、ザンビアの医療ワーカーと、
ジョージア州アトランタの疾病予防管理セン
ターのWEBサイトから、世界銀行を経ずに
知識というのが収集されているということで
す。それはそれでマラリアの対処方法が分
かったということはいいのでしょうが、逆に
言うと、インターネットでここまで調べなけ
れば分からないわけです。もしかしたら、世
界銀行に聞いても分からないと思って、直接
インターネットにアクセスしたのかもしれま
せん。
　問題提起です。世界銀行は、本来であれば
こうした医療ワーカーの人たちに必要となる
サポートを提供しなければいけない機関で
あるにもかかわらず、できていないわけで
す。では、これからどのような組織になって
いけばいいのでしょうか。ここには、徴収率
が何％とか、発展途上国のマラリアの発病率
が何％といった客観的なデータを表示してい
るわけではないです。むしろ熱いエピソード、
熱い物語を書くことによって、チームや組織
の人たちをあおっているわけです。
　いろいろなデータを駆使した客観的、論理
的な説明が重要な場合もありますが、それだ
けでは足りない場合もあります。そのときに
は、人々の心に訴えるやり方が必要になるの
です。ここでは世界銀行の例を出しましたが、
皆さん方もよく知っているゼロックスなどが
現場の人たちの武勇伝を語ることによってそ
のテクニックやノウハウを伝えていったとい
う例があります。
　徴収も、実はデータだけではなかなかうま
く伝えられない能力やスキルがあると思いま
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す。そうしたものは、チーム全体の底上げを
していくために、ベテランや経験者から新人
や新しく異動してきた人に何らかの形で伝え
なければいけません。伝えるためにわざわざ
データ化するというのが忙しくて難しいとい
うのであれば、そういうことを語る場を設
けるだけでも情報共有は一歩進むと思いま
す。皆さま方は情報共有についても問題意識
を持っていらっしゃるということでしたので、
一つ事例としてお伝えしておきました。私も
実際に日本の企業さんで幾つかノウハウを語
り伝えるということで共同研究をしています
ので、ご興味のある方があれば、またご質問
にはお答えしたいと思います。
　それでは、先ほど質問はないということで
したが、後でこっそりということであれば、
資料の最終ページにメールアドレスを書いて
おりますので、こちらにご質問いただければ
と思います。仕事の状況によって余裕がない
ときもあれば、結構ゆとりがあるときもあり
ますので、レスポンスの期間はいろいろとあ
るかと思いますが、基本的には何らかの形で
お答えしたいと思います。長い時間にわたり、
聞いていただいてありがとうございました。
これからもどうぞよろしくお願いいたします。
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事例研究１
　「日本一の納付環境の構築
　　　　　－電子収納による住民サービスの向上－」

講師　新井　信弘 氏（北本市総務部総務課）

事例研究２
　「ペーパーレス収納及び納付者への
　　　インセンティブ還元による収納率向上施策について」

講師　三河　邦夫 氏（株式会社JSOL　コンサルタント）　

徴収力強化研究会
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１．はじめに

　私は現在、埼玉県北本市総務課で人事担当
や管財担当、庁舎管理や公用車管理を兼務し
ていますが、以前は情報政策というところで
IT関連の業務をしていました。その関係で、
今日は皆さんがご研究のITを活用した納税
環境について、幾つかの事例を発表させてい
ただける機会をいただきました。他団体から
は先進的といわれていますが、私どもからす
ると、そんなに新しいことをしたつもりはな
いのですが、今日はどうぞよろしくお願いし
ます。
　まずパワーポイントを用意しましたので、
そちらを利用して一方的にお話しさせていた
だきます。時間があれば、自分の納税通知書
を持ってきましたので、本日ここで実際に納
めるところをお見せできたらと思っています。
　今日のテーマは「日本一の納付環境の構
築」と大きく出ました。これは私が付けたタ
イトルなのですが、実は市長が一番好きなの
です。どこの首長も日本一、もしくは日本初
を求められているかと思います。そんななか
で取り組んだ事例です。

２．クレジット収納に対応【資料２・３ページ】

　はじめにクレジット収納に対応したときの
新聞記事です。左側が平成20年２月のもので、
このときは当初予算にクレジットカードでの
収納をする経費を盛り込んだときの記事です。

右側は平成20年５月からクレジットカードを
利用した納税環境が整いましたといった記事
です。右下に「ヤフーサイト通じ」というこ
とで、いわゆる「ヤフー公金支払い」の仕掛
けを利用しています。
　次もクレジット収納に関する記事です。時
事通信社の官庁速報はどこのまちでもよく
知っていらっしゃるのではないかと思いま
すが、これが、５月12日に配信されました。
右側に写っているのがうちの北本市長です。
「北本市は５月から、市税や介護保険料など
のクレジットカードを使った納付を可能にし
た」と書いてあります。これによって金融機
関の窓口や口座振替、コンビニエンスストア
での振り込み、それから当時すでにATMを
利用したペイジー納付も実現していましたの
で、そのころ可能だったすべての納付方法に
対応することができました。本日の「日本一
の納付環境」とはそんなところからきていま
す。
　私どものまちは、北は北海道から南は九州
や沖縄の石垣島までそれこそ全国100団体以
上からご視察をいただいています。それは、
この記事が配信されたことがきっかけだと思
います。
　下の３行では「同市は早くからのコンビニ
での税納付に対応するなどしてきた。市県民
税の徴収率は、２年連続で県内40市で１位と
なっている」とあります。埼玉県には70自治

事例研究１

　「日本一の納付環境の構築
　　　－電子収納による住民サービスの向上－」

 北本市総務部総務課　
 新　井　信　弘　氏
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体がありますが、その中でも住民税の徴収率
が好調だということです。２年連続というの
は平成17年、18年のことですが、今回こちら
に伺うにあたって納税担当に確認しましたら、
平成19年、平成20年も１位だったということ
で、４年連続です。21年度はまだ決算ができ
ていないのですが、おそらく１位だろうとい
うことでした。ですから５年連続で県内１位
をキープしています。と言っても、埼玉県の
徴収率はそんなに高いものではありませんの
で自慢にはなりません。ただ、相対的に徴収
率がトップだということです。
　ただ、徴収率が常に上位にいるから、多様
な納税環境整備に対するバッシングを受けず
に済んでいます。皆さんの団体でも、今日の
話を受けて「面白い、是非取り組んでみよ
う」ということで上司の方、もしくは首長に
ご相談したとしても「金が…」の一言ででき
なくなってしまうのではないかと思うのです。
私たちが電子収納のシステム構築などをして
も、反発を受けずにいられるのは、徴収率を
高く維持しているからです。システムを構築
しただけでただ待つだけでなく、納税担当が
頑張って徴収努力を続けているから、システ
ム維持ができているのです。

３．埼玉県北本市【資料４ページ】

　せっかく来たので、埼玉県北本市のPRを
させてください。埼玉県の中央部、画面のう
さぎのような形をしたまちが北本市です。人
口は４月１日現在で約７万人です。面積は
19.84㎢ですから小さいまちです。埼玉は小
さい自治体が結構多くあり、県南の蕨市さん
は日本一小さい市です。
　北本市は、東京の上野駅から45分ぐらいの
ところにあるいわゆるベッドタウンで、地形
はほとんど平坦です。ちょうど市の中心部に

JR高崎線の北本駅があります。そのJR高崎
線が市域の中央を真っすぐ南北に通っていま
す。並行して国道17号線、いわゆる中山道も
通っていますので比較的交通の便は良好です。
うさぎの文字のある辺りに住宅街が広がり、
その周辺は市街化調整区域といったエリアに
なっています。
　さしたる産業や観光資源もなく、何で市を
興していったらいいかというのが今のわれわ
れ職員の悩みの一つです。ですが、今年の３
月に北本の名前が入った高速道路の桶川北本
インターチェンジが新設され、大きな工場の
誘致が成功したりと、これからまだまだ期待
が出来るところです。左側の写真は市内の
「石戸蒲ザクラ」で、日本五大桜の一つとし
て、大正11年に国の天然記念物に指定された
ものです。淡墨桜、神代桜、滝桜、下馬ザク
ラなどが有名ですが、もう１本がこの石戸蒲
ザクラです。知名度は低いですが、この桜に
ちなんだ伝説を生かした特産品作りなどをし
て、桜と共に北本市の知名度アップに努めて
います。

４．北本市の収納チャネル【資料５ページ】

　本題に入ります。北本市の収納チャネル、
北本市の納税の方法です。まず、当然皆さま
のまちにもありますように窓口納付です。市
役所の会計課で、現金で納付できますし、も
ちろん銀行や郵便局といった金融機関でも納
められます。それと口座振替というものが、
従来どこでもやっている納付方法かと思いま
す。
　平成18年５月からコンビニエンスストアで
納められるようにしました。いわゆるコンビ
ニ収納です。この時点で、24時間、全国で納
付できる環境が整いましたが、その年の10月
からはマルチペイメントネットワーク（ペイ
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ジー）に対応しました。これによってATM、
パソコン（ネットバンキング）、携帯電話
（モバイルバンキング）が利用できるように
拡大しました。
　さらに20年５月にクレジットカード納付を
実現しました。これもインターネットに限定
しますが、パソコンや携帯電話で納められま
す。これらによって北本市では24時間、365
日、それこそ電波が届けば地球上どこからで
も納められることになりました。携帯電話で
も納められるし、現金が手元になくてもカー
ドで納められます。
　また、郵便局ですが、ペイジーに対応した
ときに、いわゆるマル公からカク公になりま
した。通常、郵便局は近隣でしか対応できな
いのではないかと思いますが、全国の郵便局
が納付場所になりました。ですので、離島や
地方に納税義務者がいらっしゃる場合、特に
固定資産税を持ったままどこか遠くに住んで
いる方など、よく郵便局の振替用紙を送って
くれといった話があろうかと思いますが、そ
ういった場合でも、北本の納付書は当初発送
した通常の納付書で全国の郵便局で納められ
るようになっています。
　皆さんが気になされるのは、どれぐらい利
用されているのか、どれぐらいコストがかか
るのか、どれぐらい徴収率が上がるのかとい
う話だと思います。利用状況ですが、右側の
円グラフが平成20年度のチャネル別納付状況
です。21年度の資料が欲しいと納税担当に
言ったのですが「忙しくてまだ最終の集計が
できていない」とのことでしたが、途中の数
字だけ見てきたのですが、割合は去年とほぼ
同じ感じでしたので、古いデータのままで紹
介します。
　窓口納付が26.6％、コンビニが22.7％、こ
の二つで半分ぐらいです。左側は銀行系

で、口座振替が以前は40％程度でしたが、今
は35.4％です。それからペイジーが15.1％と
なっています。傾向としては、窓口納付と口
座振替が減って、コンビニ、ペイジー、クレ
ジットが伸びています。全体の納付率は大幅
には変わっていませんので、今日のテーマに
も「電子収納による徴収率の向上」とはせず
「住民サービスの向上」としています。徴収
率に影響はあったと思いますが、収納方法、
収納チャネルを多様化したからといって、直
接、納付率や徴収率に大きく反映するという
ものではないと考えています。
　ただ、住民側の納付しやすい環境が整うと
いうことは、皆さんは直接徴収をされている
方が多いかと思いますが、徴収するときの滞
納者の言い訳を断てる効果があります。臨宅
徴収で土曜日や日曜日、もしくは夜間に納税
者のお宅に伺うと、大抵「納める暇がない」、
「納める場所がない」、「銀行が開いていな
い」とか「土曜日、日曜日に役所はやってい
るのか」といった話になります。そういった
場合に、うちのまちでは「24時間、365日い
つでも全国どこからだって納められる方法は
ありますよ」と言うことができます。以前は
北本でも納税担当以外の職員も応援に出て臨
宅徴収を年に６回ぐらい行っていましたが、
現在は実施回数を減らしっています。私も税
務課時代は休日に出勤して徴収に行っていま
した。通常一般の職員が休日臨宅徴収に出る
と１日何万円という手当が必要で、それが徴
収コストになるわけです。公務員の人件費は
高いですから、電子収納で収納環境を整えて、
臨宅の回数を減らし人件費などを縮減しまし
た。逆に住民側にとってみれば、わざわざ市
役所の窓口や金融機関まで行かなくてもいい
といった利便性の向上が図られています。
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５．収納チャネル拡大の背景【資料６ページ】

　なぜ北本市は収納チャネルをこんなに広げ
ていったのか、その背景には、収納率の低
下・不納欠損の増大があります。以前の納税
担当は、体制的に脆弱だったせいもあり、あ
まり徴収努力をしてこなかった感があります。
放っておいても基本的に９割方は納まるので、
問題意識が低かったのかもしれません。しか
し、新しい市長になってから、収税の職員を
増やし、税務署OBを迎え入れて滞納管理の
ノウハウを学んだり、県税事務所と相互派遣
の形で人事交流行い、人的な体制の強化を始
めました。
　そうすると市民からみれば取り立てが厳し
くなるので、代わりにもっと納め易くしよう、
便利にしてあげようということになり、並行
してコンビ二収納の検討が開始されました。
特に、納税担当内では、滞納者の納付環境を
広げたいとの思いが強かったとのことです。
しかし、コンビニを始めるには、納付書の変
更や電算システムの改修に経費がかかること
から、なかなか困難でした。そんななか、住
民情報システムと呼んでいますが、いわゆる
住基・税の基幹システムの入れ替えを行うこ
とになりまして、この入替に合わせて、コン
ビ二収納を開始すれば、システム改修等の経
費を抑えることが期待できたので、一気に実
施することにしました。このように、システ
ム入替に併せて新たな機能やサービスを追加
する方法は、経費的に見ても非常に有効です。
　また、総合収納業務委託の開始があります。
これは県内のシステムベンダーに、納付され
たお金をデータ化する部分を委託してしまう
といった事業です。われわれ職員一人頭の人
件費は、800万円を超えるのですが、そんな
高給取りの職員が、納付済通知書のOCRの
読み取りなんかをやっているのは無駄だと

思っていました。委託した場合の経費見込み
が600万円ぐらいだったので、会計課職員の
退職を機に一人削減して、その分で業務をア
ウトソースすることとしたのです。この総合
収納業務委託のおかげでその後の電子収納の
拡大が容易になりました。納付方法を広げる
と、いろんなところから違う形で納付データ
が集まってくることになり、処理する職員か
ら操作が難しいとか、わからないとかと嫌わ
れるんです。そんなに複雑な仕組みではない
んですが、新しいことを始めるのは業務が複
雑になるような印象があるのでしょう。そこ
の処理を委託してしまったので、すんなり受
け入れてもらえるようになりました。
　ペイジーについては、県内の電算事業者が
MPN共同利用センター事業に参入したこと
がきっかけとなりました。MPN共同利用セ
ンターはご存じでしょうか。ペイジーを始め
るにはMPNのネットワークとつなげるため
に、プロバイダーの役割をしてくれるところ
と契約しなければなりません。全国展開して
いる大手ではNTTデータさんなどが有名で
すが、たまたま埼玉県内のりそな銀行系の電
算会社がペイジー共同利用センターを開設し
たとプレゼンに来たのです。通常、業者が役
所に来るときは担当者のところへ来るもので
すが、そのときは市長と面識のある方だった
ので、いきなり市長のところへ「ペイジーと
いうものを始めたのですが、どうですか。ま
だ全国でどこもやっていませんよ。これを始
めると日本初ですよ」と話を持ち込んだので
す。私もその場に呼び出され、その後大変な
思いをすることになりました。情報担当では、
ペイジー活用の認識はあったのですが、自治
体の導入例もなく先の話と考えていました。
　ペイジーの準備をしていると、神奈川県の
藤沢市さんが軽自動車税のクレジットカード
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による収納を開始したことがテレビでニュー
スになりました。実は情報担当では、ペイ
ジーを準備しつつも、「これからはクレジッ
トだよ」などと話していたときでした。藤沢
市さんの事例を聞きに行ったら、やはりお金
が結構かかるということでした。藤沢市さん
はVISAカードの協力で実証実験として実施
したようです。自前で構築すると数千万か
かってしまうという話で、これは駄目だと
思っていました。すると翌年は宮崎県がヤ
フージャパンと手を組んで新しい仕組みで自
動車税のクレジット収納を始めたのです。こ
れも大きく報道されて「ああ、やられたな」
と思いました。その後、ヤフーのセミナーに
参加してみたところ、かなり経費もかけずに
システム改修もほとんどなく始められること
がわかり、導入することにしました。
　以上のように、コンビニは納税担当が、ペ
イジーは市長のトップダウン、クレジットは
情報担当が、といろいろな人の思いがあって
実現しました。

６．コンビニ収納【資料７・８ページ】

　この後は、それぞれの仕組みや実績につい
て紹介します。コンビニについては皆さん導
入されているところも多いでしょうからにわ
ざわざ紹介するようなものではないのですが、
一応参考までに北本の状況をお話します。

⑴　運用開始と対象業務

　運用を開始したのが平成18年で、今年は22
年の納付書を送っていますから、４～５年に
なるのでしょうか。対象業務としては住民税
（普通徴収）、固定、軽自、国保、介護、そ
れから後期高齢ということで、４税２料が対
象です。

⑵　対応する納付書

　対応している納付書としては、当初課税の
納付書に加えて再交付用というのがあります。
今日はサンプルをお持ちしました。何部か置
いていきますので、欲しい人は持っていって
ください。再交付用はどの税にでも使えるよ
うなものになっています。上があて先になっ
ていて、下が納付書になっています。当初の
納付書は４税２料の納付書はすべて同じ形に
統一されていて、普通のプリンターでいつで
も打ち出せるようにしています。
　それから、督促状のPOSTEXの用紙です。
今まで、うちの督促状は本当に督促するだけ
でしたが、コンビ二対応を機に納付機能をつ
けました。皆さんのところではすでに当たり
前かもしれませんが、督促状にバーコードを
印字することでコンビニで納められるように
しました。
　コンビニ収納のポイントの一つに、納めら
れる期間をどれくらいに設定するかという問
題があります。通常は納期限までというのが
多いようです。今日は自動車税の納付書を
持ってきたのですが、このバーコード情報を
見ますと、６月30日になっています。自動車
税の納期は５月末ですから埼玉県では納期限
後１カ月間使用できるようになっているよう
です。北本では発行から１年間という設定に
しています。これは、納税担当の滞納者の納
付窓口を拡大したいとの考えからそのように
したものです。よく「延滞金はどうする？」
と質問されるのですが、本税を払っていただ
いたら、もう１回「確定延滞金です」とまた
納付書を発行するようにしています。延滞金
のみの納付書がすぐに出せるように対応して
いますので、１年間使えるようにしたのです。
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⑶　利用可能なコンビニ

　右図は北本市にある利用可能なコンビニで
す。小さな市なのに、コンビニはおよそ20店
舗もあります。この資料は少し古いので、今
はもう少しあろうかと思います。
　納税担当がコンビニ収納を企画したときに、
市内のコンビニエンスストアの数を調べたら、
こんなにあったのかと改めて認識したそうで
す。ここで24時間、店舗によっては11時まで
ですが、払えるようになったらいいなという
思いが実現しました。利用可能なチェーンは
契約するコンビニ収納代行業者によって異な
りますが、北本ではほぼすべてのチェーンが
利用可能となっています。

⑷　利用件数

　コンビニ収納の利用状況とか、皆さんが
気になる部分の数字です。利用件数として
は18年から20年までの資料ですが、15.9％、
19.3％、22.7％と増加傾向にあります。コン
ビニは比較的少額の払いやすい税金によく利
用されているようです。

⑸　軽自動車税の利用

　特に軽自動車税を見ていただくと分かるの
ですが、29.5％と、始めた年にいきなり３割
の方がコンビニで納付しています。21年度は
4割です。このまま行けば銀行や役所の窓口
で納める人がほとんどいなくなってしまうの
ではないかと思うほど利用されています。軽
自動車税や、国民健康保険税等の納付方法と
してはかなり受け入れられているようです。

⑹　利用時間帯

　コンビニ収納の場合、いつどこで納めたか
といった集計・統計がデータから取れるので、
少し分析してみました。右側の図を見ていた

だきますと、ほぼ６割の人が土曜日や日曜日、
午後３時以降という金融機関の営業時間外に
納めている傾向があることが分かります。こ
のことから、住民のニーズがそこにあったこ
とが実証され、コンビニを導入したことで納
税者の利便性はかなり高まったということが
言えると思います。今後もコンビニ収納の利
用は伸びていくのではないかと考えています。

７．MPN電子収納（ペイジー）

【資料９～12ページ】

⑴　対象業務

　次に、ペイジーです。ペイジーは先ほど言
いましたようにコンビニ収納の半年後に始め
たのですが、対象業務はコンビ二と同じです。
ここでネタを明かしてしまいますと、次のク
レジット収納も同じで、４税２料に対応して
います。皆さんの中には、「まずは軽自動車
税から始めよう」と考える方も多いでしょう。
もしくは実施するなら軽自動車税だけとか。
でもそれは役所側の人間の考えです。私は情
報システムの担当だったのですが、はじめか
ら税と保険は全部やりたいと主張していまし
た。なぜかというと、これらは国民の義務と
して支払いが逃げられないお金だからです。
ちなみに国保は税ですので４税、介護と後期
高齢で２料です。なぜ軽自だけでは駄目なの
かということですが、市民からすると時期を
変えて、同じところから請求書が送られて来
るわけです。５月に来て、６月に来て、７月
に来るでしょう。同じところから同じ市長の
名前で請求書が送られて来るのに、税目に
よって納付場所が違うのは変だと思いません
か。もし自分がアマゾンなどで買い物をした
ときに、これはコンビニで払える、こっちは
現金払いのみということはないでしょう。で
すから、住民目線で考えて、同じところから
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請求書を発するなら、同じ納付環境を用意す
るべきと考えたのです。屁理屈ですが、良い
理由でしょう。軽自動車税のみの団体さんな
どが税目を追加する際などに使うと議会に説
明しやすくなりますよ。
　逆に軽自動車税だけ対応するというのも一
理あります。先ほど見ていただいたようにコ
ンビニでの納付が４割ですから、一番利用率
が見込めます。また、納付回数が１回です。
納付回数が２回３回ある税で、コンビニ収納
を行うと、コンビニ側のルールで納付書を
ブッキングできませんので、後の納期の納付
書から納めてしまうケースが発生する可能性
があります。この場合、１期の督促を行うと、
「納めたよ」「いや、４期は頂いたのですが、
１期は納まっていません」といったことが起
こったりします。ですので、納期の多い国保
などは対応しづらいのです。とはいえ、軽自
はおそらく一番調定額が低い税目かと思われ
ますので、納付額に対するコストが一番割高
になってしまいます。やはり、全税目に対応
したほうが良いでしょう。
　そういう我が町でも、保育料や学校給食費
にはまだ対応できていません。是非対応した
いのですが、いずれも口座納付を前提として
いるため、納付書の発行枚数が極端に少ない
ので、そこに改修費用をかけることに躊躇し
ているのです。また、システムが統一されて
いないと、改修箇所が多くなるので、なかな
かすべての歳入業務に同じ納付環境を用意す
るのは難しいと感じています。

⑵　対応する納付書

　ペイジー対応の納付書は、基本的にコンビ
二と同様ですが、督促状は対応していません。
ちなみに北本では、コンビ二用だとか、ペイ
ジー用とかといった個別専用の納付書は作成

していません。当初課税の納付書ですべての
チャネルに対応できるようにしてあります。
それぞれに専用の用紙を作るのも無駄ですし、
管理が大変だからです。しかし、このどの
チャネルでも納められる共通の納付書を作る
のが面倒なのです。この点については後ほど
紹介いたします。納付書の形はサンプルを見
ていただければ分かりますが、郵便振替用紙
のように見えると思います。雑誌に綴じ込ん
である購読の申込みのような紙がよくあるで
しょう。あれと基本的には全く同じものです。
ですから、銀行や郵便局のATMで直接読み
取ることが出来るようになっています。
　ところで、皆さんはご自身で税金を納めた
ことがありますか。納付書は発行しているけ
れど、自分で税金を納めたことはないでしょ
う。口座納付にしていない場合、大抵は親か
奥様に支払わせていませんか。実は銀行で税
金を納めることは意外に手間なのです。銀行
へ行き、まずATMに並んでお金を下ろして、
納付書と現金を持って窓口に並ぶと今度は公
金支払いの申込書を書かせられるのです。た
だでさえ払いたくない税金なのに、列に並ん
で名前や持参金額記入しないといけないので
す。ですから、どうせ銀行へ行ってATMで
お金がおろせるなら、そのときに払えてしま
う方が便利でしょう。このごろはお年寄りで
もATMの操作は出来るようですし、案内の
行員さんがいるので、操作に迷うことはない
ですよ。また、銀行側からしても、ATMで
事が済んでしまえば、人件費の抑制につなげ
られます。うちの市の銀行は、20人くらいい
た行員が10人程度になりました。これは、税
金のほかにもいろいろな事がATMで対応で
きるようになったので、案内の人を１人ロ
ビーに置いて、中の窓口の行員を抑制するこ
とができたからだそうです。このように、銀
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行側でもペイジー対応は業務改革の一環で強
く普及を推進しています。

⑶　コンビニ収納との相違点

　この図はコンビニとペイジーの違いです。
資料は後で見ていただければよろしいかと思
いますが、ひとつ紹介しますと、ペイジーの
メリットのひとつに、延滞金の自動計算機能
があります。納期を過ぎた納付書を読ませる
と、画面に延滞金額が表示され、延滞金込み
でないと支払えないようにすることができま
す。これは便利です。コンビニでは計算して
くれません。アルバイトの店員がバーコード
を読むだけですから、延滞金も何も計算でき
ないのです。ですからコンビニでは、「期限
が切れていると納められません」となって一
悶着あったりします。ペイジーでは設定次第
でちゃんとATMの画面に延滞金は幾らと自
動計算してくれるのです。さすが金融機関、
すごいシステムです。でも、導入するには他
の電子収納より一桁多く経費がかかります。

⑷　利用件数

　次は利用件数です。平成19年度は約10％で
したが、昨年は15％に延びています。18年度
は、年度途中から始めたのでほとんど利用さ
れていませんでした。

⑸　MPNチャネル別利用状況

　ペイジーの中での内訳は、右の図のとお
りです。ATMが13％でパソコン、いわゆる
ネットバンキングはまだまだで1.2％程度で
す。今のところほとんどが一括伝送による実
績であることがわかります。
　この一括伝送とは、銀行窓口で支払われた
収納金をペイジーの仕組みを通じて市に納付
されるものです。北本の場合、いくつかの銀

行の支店があるのですが、多くの市民が、指
定金融機関となっている埼玉りそな銀行か郵
便局で納めているので、その２行が一括伝送
に対応していて、窓口で納められた税金はペ
イジー扱いで市に収納されます。一括伝送は、
納税者のメリットはありませんが、銀行から
収納金と納付データが電子データで送られて
くるので、納付済通知書の読み取りの手間や
保管場所などがなくなり、収納事務の効率化
と共に翌日には消しこみが完了できるので迅
速化につながっています。

⑹　ATMの整備

　ペイジー導入にあたり、市内のATMの整
備については、指定金融機関であるりそな銀
行にかなり強くお願いしました。当時、直接
納付書を読み取れるタイプのATMがまだあ
まり造られておらず、キーを使って納付番号
を打ち込むにはかなり手間がかかりました。
どうせ埼玉県内でペイジー対応しているのは
北本しかないのだから、新型ATMをほかの
まちに配置するなら全部北本に設置してほ
しいと言って、18台ある市内のATMのうち、
14台を直接読取型に入替てもらいました。市
内の大型店舗で、ショッピングのついでに税
金が払えるようになっています。

⑺　システムの構築

　ペイジー対応で厄介なのが、納付書の設計
です。この図の納税通知書は私のもので、こ
れが現物です。この納付書は三つのガイドラ
インをクリアして作成してあります。コン
ビニのガイドラインとMPNのガイドライン、
そして特に一番下「郵便振替収納通知サービ
スのご案内」という郵政が出しているガイド
ラインです。
　コンビ二のガイドライン、「CVS標準料
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金収納ガイドライン」では、バーコード情報
の規格が示されています。以前は４つのバー
コードがあったのをご承知の方もいるかと思
いますが、今は、44桁のEAN128という規格
に統一され、１つのバーコードに集約されま
した。最近では四角い二次元バーコードも検
討されているらしく、それに変更されたらど
うしようとびくびくしています。IT業界は
いろいろなことをどんどんしますので、それ
に対応し続けていくのは大変です。44桁のう
ち15から18桁が自治体で使える数字になりま
す。そこに年度とか、税目とか、納期とか、
通知書番号といった情報をどう入れるかとい
うことを検討する必要があります。また、コ
ンビ二対応の一番のネックは、納付書を綴じ
てはいけないというものです。納期ごとの納
付書をそれぞれ単票にしなければならないと
なっています。封入の際の組み間違いや、納
税者からの苦情は避けて通れません。おまけ
に納付する順番を誤る方もいて、１期の未納
が発生するなど、単票形式は評判がよくあり
ません。
　MPNと郵政ガイドラインはもっと面倒で
す。そこには郵便局のATMで読める郵便振
替用紙の規格が書かれています。いわゆる私
製承認という言葉を聞いたことがあるかと思
いますが、納税通知書等を作ったときには、
郵政と「こういう納付書を発行しますよ」と
いうことで、前段のやりとりを行います。そ
のときのルールがこれです。ここに、納付書
の大きさやデザイン、切り欠き、穴空け禁止
といった形状の制約、果ては紙質までが規定
されているんです。原稿を作って、郵政に送
り、検証を経て、かなり細かいそれこそコン
マ何ミリの調整をさせられます。ATMはそ
んな精度じゃないと受け付けられないのかと、
頭にくるほどの細かさです。用紙、インクの

色も指定です。郵便振替用紙は手数料の負担
方法で色が違うんです。赤が企業負担で青は
個人負担。振込み手数料は役所が負担します
ので、赤になります。また、各種記号の標記
にも指定があります。「公」は公共料金だと
いうことで、四角で囲ってあります。これは
カク公と言い、カク公は全国で使えます。丸
で囲ってあるマル公は近隣の指定された範囲
の郵便局でしか使えないといったルールがあ
ります。このルールを乗り越えるのが結構大
変なのです。
　ですから提案です。本日このあとの講義で
ペーパーレス化のご講義があるとお聞きして
いますが、まだまだ未来のお話です。まだし
ばらくは紙の納付書を作る必要がありますの
で、ペイジーを導入するなら、幾ら考えて
も、ガイドラインの制約で、この北本の形に
しかなりません。ですから、みんなこれにし
ましょうよ。全国で納付書を統一してしまい
ましょう。それかペーパーレスか、どちらか
です。こんな紙が送られてきたら、全国どこ
でもこれは税金だと分かるようにしてしまえ
ばいいのです。なぜかというと、北本市だけ
で納付書を作るとロットが少なく単価が高い
のです。全国で同じ版で作って、自治体名も
プリンターで打つようにすれば共同発注がで
きるでしょう。そうすれば単価を抑えられる
じゃないですか。いつも言っているのです
が、造幣局でも総務省でも、郵政でもどこで
もいいから、統一した納付書を作って売れば
いいのにと。税務署でもいいです。大変な思
いを1カ所でしたら、みんなで共有すればい
いのです。今日はサンプルをいくつか持って
きていますので、欲しい人は是非持ちかえっ
ていただき、アレンジせずに真似てください。
データで欲しい方はご連絡をいただければ差
し上げます。
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　システム構築の点では、納付書のほかにも、
賦課データや納付データのインターフェース
のすり合わせも気を使いました。コンビ二は
納付データを取り込めばいいだけですが、ペ
イジーは銀行ATM等のペイジー側のサーバ
と賦課データを常に同期を図る必要があるの
で、毎日、修正・更正される賦課データを
MPNセンターへ送るのと併せて、他チャン
ネルで納付された消しこみデータもセンター
へ送る必要があるのです。そうしないと、コ
ンビ二で納めても、ATMの画面上で未納扱
いとなっていて、重納を誘発してしまいます。
このデータの同期をどうやるかが問題になり
ました。自動化したかったのですが、個人情
報保護の関係で、住民情報システムを外部の
ネットワークに接続することが禁止されてい
るので、一度メディアにデータを抽出してペ
イジー用の端末から送信する方法を採りまし
た。導入をお考えの団体は、セキュリティポ
リシーとの調整が生じます。
　さて、システム構築にはお金がつきもので
す。導入経費は別紙の補足資料に載せてきま
した。ペイジー対応にかかった経費はイニ
シャルで300万円ぐらいでしょうか。これは
情報システムの入れ替えに合わせて実施した
ので、ベンダーさんにはいろいろ泣いていた
だきました。「成功したら他団体にも紹介し
てやるからタダでやってくれ」と頼んだので
すが、納付書の設計と設定変更費用くらいは
負担してほしいいうことで、システム構築費
用というよりはすべて納付書の設定変更代で
す。全税目ですので、それでもかなりお安く
なっています。早期導入のメリットはそこで
す。最初にやれば、交渉によっては経費的に
は有利になります。ちなみに当時ペイジーを
先行されていた、千葉市さんは２億円ぐらい、
市川市さんは１億5,000万円ぐらい、相模原

市さんはパッケージで対応したので4,000万
円ぐらいだったと聞いています。
　自治体に対応できるMPNデータセンター
としては、NTTデータがメジャーで、パッ
ケージでパフュールというサービスがあって
コンビ二とペイジーに対応しています。埼玉
県内だと先ほど言ったAGSという銀行系の
電算会社があるのですが、地元のデータセン
ターがMPN事業に参入しない限り、全国的
に営業しているNTTデータの独り勝ちにな
るのではないかと思っています。一度、営業
の話を聴いてみるのもいいでしょう。

８．クレジット収納【資料13～15ページ】

　次にクレジット収納です。先に断っておき
ますが、なかなかクレジットでの支払いは普
及していません。やはり日本ではカードで納
税というのはまだまだ信用されていないので
しょうか。買い物はするのだけど、クレジッ
トでは公金はなかなか払わないということ
です。われわれの場合はヤフーのシステム
を使っているので、怪しい感じがするのか
もしれません。利用できるカードはMaster、
VISA、JCBです。JCBは最初は対応してい
なかったのですが、最近利用できるようにな
りました。

⑴　クレジット収納の方法

　とはいえ、私はこれからはクレジット収納
が一番伸びるのではないか期待しています。
シンガポールやアメリカなどはクレジット
カードでの納税というものが当たり前になっ
ています。特にシンガポールなどは国が手数
料を負担しているはずです。日本の場合は納
税者に手数料を負担させる発想がないところ
がネックで、なかなか難しいのです。
　クレジット収納について少し説明しますね。
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クレジットカードの利用の形態は大きく３つ
の方法があります。まず、対面方式。いわゆ
るカードでピッと支払う方式です。通常のお
店での利用形態です。次に登録方式。事前に
登録しておいて、クレジットカード経由で落
とすという方法です。インターネット料金や
電話料の支払いなどに使われている方法です。
そしてWEB方式。いわゆるインターネット
ショッピングのやり方です。図で二重丸にし
ているのは、われわれのやり方がWEB方式
だからです。

⑵　「ヤフー公金支払い」

　なぜWEB方式にしたのか、なぜヤフー
ジャパンと手を組んだのかというと、ヤ
フーがIPSP（Internet Payment Service 
Provider）だからです。つまり、納付の仕組
みやWEBの画面作成など、仕組みは全部ヤ
フーが提供し、北本市は利用するだけの方式
です。市には、サーバも何もなく、インター
ネットを経由して、賦課情報を送り、納付情
報を取り込むだけとなっています。なんの資
産も必要がないのです。構築費用は税込み31
万5,000円で、１税目に対応し、税目を追加
する毎に３万円追加となります。安いでしょ
う。うちは、６税目ですので15万円追加だっ
たのですが、「一括して全税目に対応するか
ら」と言って、追加分はまけてもらいました。
　経費やシステム構築の部分より、実は手数
料を納税者負担の準定額制にできたというこ
とも大きな理由です。クレジットカードで買
い物をした際に「お客さま、クレジットカー
ドの手数料、利用料はこれだけですよ」と言
われたことはないはずです。あれはクレジッ
トカードのルールで、利用者に手数料を負担
させてはならないというルールがあるので
す。例外として、オンラインのショッピング

方式の場合には、客が店まで行かなくてよい
といった、利用者側のメリットが高い理由で、
利用者負担とできるルールを、国際ブランド
のVISAとMasterが認めています。それをヤ
フーの仕組はうまく利用しているのです。宮
崎県が初めて導入する際に、担当の宮本さん
が一生懸命頑張ってくださって、手数料の一
部自己負担を実現してくれました。ちなみに
宮崎県では一律ですが、本人負担200円、自
治体負担200円の400円です。この額は、自動
車税の平均納付金額は大体４万円で、クレ
ジットカードの手数料が１％であることから、
400円になるところを、200円が自治体負担で、
200円は本人負担にしましょうとしたとのこ
とでした。
　私どもが導入しようとしたときにも、この
手数料がネックになりました。手数料が定率
制のため、固定資産税のようにかなり高額な
税金も対象とすると、手数料もかなりの額に
なってしまいます。それを役場が全部持つの
かという話になりました。宮崎県のように自
動車税だけなら一律いくらとすることが出来
ますが、全税目となるとそうも行きませんで
した。そこで、１％の手数料のうち100円ま
では市で持つこととしたのです。準定額制と
いって、１万円につき100円、２万円なら200
円の手数料を、北本市は100円まで負担しま
す、２万円以上納めると本人負担が生じる仕
組としました。なお、カード手数料という名
目ではなくシステム利用料としています。利
用料の個人負担を求めたことで、あまり高額
な税では利用されないかとも思いましたが、
いきなり40万円の納付をカード払いした方が
いました。多分その方のカードのポイントが
たまる量の方が、手数料を払うよりも大きい
のでしょうね。ですから、いろいろな納付方
法を用意するということは、そういう人たち
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にとってもサービスの向上になるのではない
かという気がしています。
　これが「ヤフー公金支払い」のトップペー
ジです。わざと北本の部分をクリックして色
を変えてきました。最初に始めたときは北本
市と宮崎県ぐらいしかなかったのですが、だ
んだん導入する団体が増えてきて、大阪府で
すと柏原市さんなどが軽自動車税を始めたよ
うですね。利用方法は画面を見てもらうと、
非常に分かりやすいです。納付書の絵が出て
いて「ここの数字を入力してください」と
なっているので画面に従って操作していくだ
けです。後ほど、画面をお見せして実際に実
演して納められたらと思っています。
　画面を見ると分かるように、軽自も、固定
も、住民税も、国民健康保険も、後期高齢も
対応しているのは北本だけです。今は導入す
る団体が増殖中で、自動車税が10県、市まち
村が14市町だそうです。始めようかなと、検
討中のところも５団体ぐらいあるそうです。

９．総合収納業務委託【資料16ページ】

　総合収納業務委託については先ほど少し触
れましたが、いろいろなチャネルから発生す
る収納データを統合すると共に、会計課で
行っていた納付済通知書のOCR読み取りを
委託してしまって、一括還元させようという
ものです。
　収納チャネルを増やすと、そのデータ処理
が煩雑になります。異なるチャネルからそれ
ぞれのデータレイアウトで納付データが市に
集まってくるので、それらを処理することが
必要となるからです。そうすると、その業務
を扱う部署から反対の声があがります。「わ
からない」、「やったことがない」「あの場
合は」「この場合は」といった感じに、自分
で理解しようとせずに、操作にして数クリッ

クで、5分もかからないものを「大変だ、大
変だ」と言いだしますよね。大変でなかった
ら仕事じゃないのですが。確かに新たな作業
がたとえ５分でも生じれば、毎日やらなけれ
ばならなくなった職員からすれば負担に感じ
るでしょうし、人が操作するところが増えれ
ばエラーや苦情につながるポイントが増える
ことになります。文句を言うのも理解できま
す。そこで、いっそのこと、その作業をすべ
て委託してしまえとしたのです。
　おまけに、会計課で高い給料をもらってい
る人が、毎日納付済み通知書のOCR読み取
り作業に時間をかけていたので、それも併せ
てデータセンターに送ってしまい、電子収納
のデータと併せて、歳入データを一括還元さ
せる仕組にしました。
　情けないことに、はじめはデータの送付方
法が、メディアに切り出して渡していたので
すが、現在はLG-WAN回線を利用していま
す。済通は現金輸送車のようなものが毎日
データセンターとの間を往復していて、そこ
に鍵をかけたアタッシュケースで渡します。
何でもかんでもMPNデータセンターに送る
と、そこでデータを一本化して、歳入データ
と日計データにして返してくれます。
　スライドでは、納付済通知書の納付済通
知書のデータ化（OCR処理）をアウトソー
ス、コンビニ・ペイジー･クレジット等の全
収納データを統合一本化、収納・消込データ
の一括還元の３点を記述していますが、ほか
にもう一つ大きな理由があります。資料に書
いていないのですが、財務会計システムの改
造を回避たかったのです。新しい納付方法を
考えると、いわゆる住基・税のシステムだけ
ではなく、財務会計のシステムもデータを取
り込まなければならなくなり、そこで何か取
り込む仕掛けを作る必要があります。私ども
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の財務システムは旧式で、新たな改修費用を
かけたくなかったのです。そこで、もともと
OCRで読んだデータを取り込んでいるので
すから、データセンターからのデータを今ま
でのOCRと同じデータに合わせて財務会計
システムに取り込むこととしました。これに
より、財務会計システム側には全く改修をせ
ずに、多チャンネル化を実現しました。一石
四鳥を狙って実施したのです。

10．電子収納比較【資料17ページ】

　電子収納の比較ですが、これはあくまで北
本市の場合です。皆さんのところでやったら
どうなるかということは分かりません。これ
まで申し上げましたように、われわれは全部
の方法を利用しているので、クレジットがそ
んなに利用されていないではないかと思うか
もしれません。しかし、最初にお見せした
五つの方法のうち、MPNとクレジットだけ
だったらどうでしょう。コンビニがあるから、
クレジットを利用しないのかもしれません。
そのようにこの資料からだけでは、どの方法
が有効かは一概に検証できないので、あえて
「北本市の場合」として参考として活用して
ください。利用率もあくまで北本市状況下で
のものとなります。
　また、今日は研修の資料ということを意識
して後で見ても分かるように、スライドにい
ろいろ書き込んできました。また、補足資料
のほうに導入経費などを載せておきました。
比較した場合、電子収納のどれがお勧めとは
一概に言えません。導入のしやすさでは経費
的にはクレジットが一番安いです。納付書も
改造しなくていいはずですし、システム改修
もさほど必要がありません。今のままでもい
けると思います。次がコンビニ、次がペイ
ジーでしょうか。ペイジーだけ、けた違いに

ハードルが高いのではないかと思います。
　経費でも資料中、ペイジーのところに1件
33円と書いてありますが、このほかにも付帯
する経費がかかるので、私が知っている限り、
トータルで１件当たり100円を超えているは
ずです。これは納税担当が皆さんに普及させ
ようという意図が見えますね。ペイジーデー
タセンターにも利用料が発生しますし、この
33円というのは金融機関手数料ですが、銀
行にも払わなければいけません。JAMPAや
JAMMOなど、いろいろな協会があるのです
が、そこには年会費などがありますし、何よ
りシステム改修経費がばかにならないと思い
ます。ただ、全国の郵便局とATMが納付場
所になるのは魅力です。
　コンビ二は納付書がバラになる点がネック
ですが、既に税の納付場所として国民に知れ
渡っていることから、対応は必須になってく
ると思います。全国24時間365日の納付環境
が一気に手に入るのですから、住民の利便性
がかなり高まると思います。ただ、山間部で
コンビ二があまりない地域では効果が出せな
いですね。

11．効果【資料18・19ページ】

⑴　収納対策と収納率

　今日のまとめですが、北本市の収納対策と
収納率の図です。効果といっても目的が収納
率でなく住民サービスの向上なので、住民に
聞いてみないと分かりませんが、納付場所や
時間帯の拡大の点では、効果があったものと
考えています。
　平成15年から20年までの収納率、徴収率で
す。職員数は15年当時は７人だった職員数を、
ピーク時は10人、今は９人にしています。職
員数が429人ですから、まあまあいい人数を
割いている気はします。その中でいろいろ工



110 おおさか市町村職員研修研究センター

徴収力強化研究会講演録集

夫してきたのですが、90.3％だった徴収率が、
94％、93％といった数字になってきました。
これ以上の数字になりますと、差し押さえや
欠損処理を思い切らないと、なかなか向上し
ないのではないかと思います。
　これらの数字は、電子収納を開始したから
向上したのではなく、日頃の担当の努力の成
果だと考えています。
　ちなみに北本市の税務課納税担当では、４
税２料を一括して取り扱っています。大きな
団体ですと国保は国保で、介護は介護で収納
となっているかと思いますが、収納はなるべ
く一つの窓口に統合しています。そうしない
と臨宅に行ったときに「この間役所が来た
よ」と言われるのです。「それは国保なので、
今日は固定です」というのは、住民側からす
れば同じ市役所の対応としては不満が出るの
で、なるべく一本化してあげたらいいのでは
ないでしょうか。その辺りの話題については、
私債権についても統合管理している事例を次
回の研修会で北海道の講師の方から講義があ
ると思いますが、小さなまちであれば、なる
べく１カ所で済むようにしてあげるといいの
ではないかと思います。

⑵　市税納税率の推移

　グラフに直すとこんな感じです。新しいこ
とを何もやっていなかったときは90％ぐらい
で横ばいでしたが、何か取り組むと収納率が
少し伸びています。ただし、いろいろ実施し
たからといっても、それ以上にはならないの
です。なぜならば、納めるのは住民側ですか
ら。滞納者からすれば手を変え、品を変えて
も、納める方法が変わるだけで、納めたくな
いという気持ちは変わらないのです。ですか
ら、そこをいかに納税担当の皆さんが「払わ
なくっちゃ」と持っていくところが腕の見せ

どころではないかと思います。
　繰り返しになりますが、電子収納の導入と
収納率は直接関係が見出せません。コンビニ、
ペイジー、クレジットを導入した年は若干ず
つですが伸びています。20年度については不
況がどんと来ているので、少し収納率が落ち
ています。収納率はこういった状況です。

12．参考【資料20～25ページ】

　ここから先は、私が情報担当だったとき、
システムを入れ替えたときにこういった取組
みをしましたということで、参考としてお付
けしています。もしご自分のまちでシステム
を入れ替えることになったときには、参考に
していただき、相談いただければいいかと思
います。

13．「ヤフー公金支払い」での支払い

　せっかくですから、クレジット納付を実演
してみましょう。
　公金支払いのメニューをトップページに
持ってきてほしいのです。多くの人が、ブラ
ウザのホームを「ヤフージャパン」に設定し
ているようです。この「ヤフー公金収納」が
税の納付チャネルとして広く周知されれば、
特に若者を中心に利用者の数は膨大ですので、
軽自動車や国保などでの利用が見込めるので
はと考えています。
　操作は画面の指示に従って必要事項を入力
し、確認ボタンを押していけばよいだけです。
まず全体の流れや決裁手数料などが表示され
ます。１万円までなら無料、２万円までだと
105円とありますよね。１万円ですと１％で
手数料としては105円なのですが、105円まで
は北本市が持つから、無料ということです。
また、証明書に関する注意が書かれています。
　確認して次へ進むと納付情報入力画面にな
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ります。納付番号と確認番号を入力します。
納付番号は16桁あって、少々入れづらいです。
確認番号とは税システムの設定で通知書番号
のほかに印字しているものです。軽自動車税
ではナンバープレートの番号とする例もあり
ます。
　画面にこの納付書番号の納付金額は２万
100円ですと出ました。また決済手数料が税
込み210円と表示されています。後は確認し
てカード情報を入力すれば完了ですが、私は
ヤフーにカード情報を登録しているので、入
力する必要はありません。また、ヤフーポイ
ントが利用できます。私は880ポイントあり
ますが、例えば利用料をポイントで清算して
しまえば、無料になります。本税に充てるこ
とも出来ます。
　次に内容確認です。210円分ポイントを利
用しましたので、支払い金額は２万100円と
なります。確認して「支払う」ボタンを押し
ます。これで完了です。簡単でしょう。これ
で晴れて納税者になりました。明日にはうち
の税務課にこの納付情報が届きます。ちなみ
に引き落としは来月、通常のクレジットカー
ドと同じです。続けて支払う場合は２期、３
期、４期と払えるのですが、口座にお金が
残っていませんので、この辺でやめておきま
す。
　どうでしょう。イニシャルコストは30万円
ですので、興味のある方はヤフーに相談して
ください。営業より私どものほうが詳しかっ
たりしますけど。

　以上で、北本市の納付環境についての発表
を終わらせていただきます。すみません、お
時間を少しオーバーしてしまいました。長時
間に渡りご静聴いただきありがとうございま
した。
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はじめに

　JSOLの三河でございます。先ほど弊社内
藤から話がありましたように、福岡市さんの
電子収納の調査研究ということで、収納業務
の電子化について去年の８月からコンサル
ティング業務を受託しておりました。その中
で、収納業務を電子化するときに、先ほど北
本市さんのお話にありましたが、会計業務や
済通の話など、代表的な22業務のワークフ
ローを作り、電子収納導入後の作業比較検討
や導入効果について私どもと庁内関係部署で
お話をさせていただいたのです。
　福岡市さんの場合「はやかけん」という交
通系のカードをお持ちです。いわゆる福岡市
の市営地下鉄の交通系のカードで、スイカと
連携するカードなのですが、この市で発行し
ているカードを、例えば税の証明書や住民票
の発行業務で、電子マネーとして使えないか
というお話がありました。
　その辺を電子マネーとして使ったときに収
納業務がどう変わるのかというお話をさせて
いただく中で、そういう市の発行したカード
をいろいろな用途で使えないかということで
私どもで考えたプランが、今日お話しする話
です。そういう意味では、まだ実施例には
なっていないのですが、われわれとしては、
これからこういうことをしていきたいと考え
ています。

１．ペーパーレス収納へのアプローチ

　その前に、まずペーパーレス収納のおさら
いをさせていただきます。ペーパーレスとい
うことで、地方税ですとeLTAXというもの
があります。当然ながら電子申請などがあっ
て、納税もペイジーを使って納税するという
仕組みです。ただ、納税通知書に関しては、
やはり紙が必要です。これをペーパーレス化
しようということで、協議会も計画されてい
るということです。
　もう一つの賦課税なのですが、これは依然
として納税通知書、料の場合は納入通知書の
紙が必要だということと、先ほどの北本市さ
んのお話にもありますように、いわゆる電子
納付のチャネルとしてはペイジーがあるので
すが、ペイジーであっても納税通知書、納付
書という紙があるということで、この辺も含
めてペーパーレス化できないかというのが今
日のお話です。

２．ペーパーレス収納の定義

　では、実際に納税通知書、納入通知書が
ペーパーレス化できるかというお話をさせて
いただきたいのですが、収納チャネルとして
は五つです。口座振替からクレジットという
代表的な収納チャネルがあったときに、現在
ではすべてのものに納税通知書が発行されて
います。口座振替もしかりです。ただ、これ
を実際に電子化するといったときには、口座

事例研究２

　「ペーパーレス収納及び納付者への
　　　インセンティブ還元による収納率向上施策について」

 株式会社JSOL　コンサルタント　
 三　河　邦　夫　氏
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振替の場合は可能です。というのは、その後
の工程で納付書が不要だからです。金融機関
の窓口に関しては、納税通知書をなしにする
というのは非常に難しいです。ペイジーに関
しては、理屈の上では可能です。コンビニは、
やはり納付書が存在しますので、通知書を
ペーパーレス化することは難しいです。クレ
ジットは、先ほどのデモではオンラインで支
払いましたが、そういう意味では納税通知書
を電子化して、その延長で電子的に払うこと
は可能です。
　一方、納付書ですが、納税通知書と納付書
に分けているのは、要するに納付手段につい
て電子的にするかという話になると、口座振
替は納付書が当然なくなります。それから、
金融機関の窓口では、当然納付書が必要です。
ペイジーに関しては、ATMの支払いとオン
ラインの支払いという二つのルートがありま
すが、ATM以外は可能です。コンビニに関
しては、当然納付書が必要になります。クレ
ジットは難しいところで、本当はなくてもい
いのです。実際は納税通知書の方に納付番号
など、いろいろなものが書いてありますので、
理屈の上では可能なのですが、実際にすぐに
できるかというと、その辺の問題があります。
　一番の問題は手数料です。口座振替はただ
とか、10円とか、金融機関の窓口もそのぐら
いになりますが、ペイジーやコンビニになる
と高くなってきます。クレジットについては
非常に高く付くというのが現状です。

３．納入通知書電子化についての見解

　そもそも納税通知書を電子化することがい
いのかどうかということですが、基本的には
ｅ文書法等の話もあり、納税通知書、納入通
知書の電子化については明確にバツという話
ではなく、しようとすればできると思いま

す。ただし、いきなり全員がするかという話
になりますと当然問題が出ますので、希望者
に対して納税通知書を電子的に送り、それを
確認したというシステムの記録が担保できれ
ば、納税通知書の電子化は可能だと思われま
す。ただ、どこもしていないということです。
　これは制度的な問題もありますし、ここに
出ているのは、全国地方銀行協会さんから納
税通知書の電子化について政府に出した意見
についての回答です。本当は今年の春に結論
が出ないといけないのですが、政権が交代し
てこういう事案は止まっている様なので、基
本的には何も変わっていないということです。

４．江東区での国保収納モデル事業

　四つ目は江東区での国保収納モデル事業で
す。これは2008年に、携帯電話で国保を払う
実証実験をしたのです。これは希望者が30名
程度の実証実験で、携帯電話料金に上乗せの
ものと電子マネーの決済ということで、二つ
のやり方でそれぞれモニターを募って実験し
たのですが、これ自体はこれっきりで終わっ
てしまっています。これも理屈の上ではでき
るという確認と、アンケートを取って便利
だったというだけの話なので、利用者にとっ
て多少便利でも、公共機関にとって手数料が
高ければ大してメリットもないということで
はないでしょうか。これ以降、携帯電話で払
えるという事について、大きな広がりはな
かったと思います。

５．口座振替に対する自治体、納付者のスタ

ンス

　もう一つのお話が口座振替で、口座振替自
体はどこの自治体さんでも推進したいという
ことです。理由としては、手数料が安いとか、
済通が不要などの話があって、それらのメ
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リットを鑑み自治体さんは口座振替にしたい
という思いがあります。
　住民の方はどうかというと、確かに支払い
回数の多い固定資産税などは口座振替のよう
なものが便利だと思われていますが、軽自動
車税のように年１回払うものを口座振替にす
る方はあまりおられません。なぜかというと、
手続きが必要だということと、メリットがな
いからです。それから引き落としのときに、
金額が大きいとお金がないといったこともあ
ります。住民の方で口座振替に切り替える動
機を見出せないのです。

６．自治体の口座振替インセンティブ例

　これは自治体さん側で口座振替に誘導する
という例を拾い集めたものです。ひたちな
か市さんは現在実施中です。４月から７月
ということで、口座振替に新規で申し込む
と1,000円分のクオカードが当たりますとか、
既に口座振替をされている方もギフト券が当
たるといったキャンペーンをしておられます。
　横浜市さんなどは動物園の入場券等々に関
してキャンペーンをしておられます。
　それから、千葉市さんなどでは地デジのテ
レビが当たるということです。千葉市さんは
市長が非常にお若く、ぜひ口座振替にしてく
ださいということを市長のブログなどでも宣
伝されています。
　このように、ほかの自治体さんでも口座振
替に対してインセンティブを与えるというこ
とはしておられます。

７．自治体側で何ができるか

　こういうことを踏まえて、自治体側で何が
できるかということです。現年度徴収率や期
限内納付率というのは当然非常に問題ではあ
るのです。先ほど北本市さんがおっしゃいま

したが、収納チャネル、収納のルートをいろ
いろ確保するというのは確かにそうなのです
が、やはり口座振替が一番いいわけです。
　福岡市さんでも、ペイジーの費用対効果に
ついて、相当われわれとお話しさせていただ
きました。結局、ペイジーもコンビニもそう
なのですが、収納率が上がるという相関的な
データはないのです。ですから、当然因果関
係を証明するデータもないので原課からする
と、収納チャネルを増やそうとしても「収納
率が上がるのですか」と言われると、上がる
というデータを出すこともできないのです。
特にペイジーの場合は採用例が少ないために、
収納率が上がるかというと、そんな数字はど
こにもありません。相関性すら出すデータが
ないのに、因果関係など当然証明できません。
ペイジーを導入する行政側の費用対効果の
データはないのです。
　そうすると、住民側の便益効果くらいし
か、訴えるものがなく、結果的には先ほどの
金融機関窓口が閉鎖してから納付していると
か、コンビニにも行かなくて済むから交通費
が浮くとか、そういう交通費が浮く、移動の
ための時間が浮くということで、市民の平均
の時間単価（時給換算）を掛けて無理やり費
用対効果を出したのですが、結果的にはその
便益と、もう一つは障害者の方は家から出ら
れないケースがあるので、その納付の手段を
確保するという、その二つぐらいしか今のと
ころありません。そうするとペイジーの場合、
トップがやれと言うなら話は進むのですが、
ボトムアップでいくというのはなかなか難し
いという状況があります。
　ということで、口座振替をメインに掲げて
収納率を上げるという方法が一番いいのでは
ないでしょうかということです。
　もう一つ、真ん中に書いてありますように、
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納付に関しては電子納付です。先ほどのクレ
ジットもそうでしょうし、ペイジーもそうで
すが、電子納付という手段がありますが「通
知」は、今のところ紙でしかありません。そ
うすると、紙を削減することでコストの削減
に持っていけないかということが二つ目です。
　もう一つが、いろいろな自治体さんで地域
振興、地域通貨ということをされていますが、
地域通貨というと、どこかの局所的な商店街
のポイントだったりということで、利用者に
しても地域通貨を使うのはなかなか難しいの
です。それから地域通貨自体、NPOのボラ
ンティア的な活動で実施しているケースが多
いのですが、それはインフラとは言い難い状
態です。自治体で地域通貨を普遍的にサービ
スするものにメインで使えるかというと、な
かなか難しいと言えます。
　それなら、世の中に出でいるICカードを
使えないでしょうか。本当のことを言えば住
基カードがあるのですが、残念ながら住基
カードの普及率は極めて低く、受け取った後
の使い勝手が証明書以外では殆どないのです。
それがダメならと言う事で、世の中に出てい
るICカードを活用できないかというのがポ
イントです。福岡市さんなどの場合は「はや
かけん」という交通系のカードがありますの
で、こういう市が発行するカードがある場合
はそれをベースに使う事は容易と言えます。

８．利用者側をどう誘導するか

　自治体側からのニーズというのは先ほどの
話になりますが、利用者側をどう誘導するか
ということです。先ほどのインセンティブ、
いわゆるテレビやクオカードが当たるという
のは一過性のものなので、毎年しているかど
うかも分かりません。抽選というのが一番の
問題なのです。どうせ当たらないだろうとい

うことで、なかなか進みませんし、ひたちな
か市さんは珍しく現在口座振替をされている
方にもチャンスがあるのですが、基本的には
ほとんど新規の口座振替のキャンペーンです。
そうすると、今までちゃんと払ってきた方に
は、ありがたみが全然ないわけです。ちゃん
と払ってきたのに新規の人にプレゼントする
というのは、理屈の上ではおかしいですよね。
納税者側からすると、なぜそんなことをする
のか、非常に納得しがたいと思います。そう
いう意味で、口座振替そのものでインセン
ティブを与えるような形があったらいいので
はないでしょうか。
　とはいうものの、例えばそのインセンティ
ブが天王寺動物園の入場券だと、お子さんの
いない人はどうするのだとか、使い勝手が悪
いものではありがたみがないのです。それか
ら、少しだけもらってもあまり利用価値がな
いのです。例えば関西電力さんなどですと、
口座振替にすると50円引くわけですが、50円
引くといっても、口座振替にしようという動
機はどのくらいあるでしょうか。たった50円
かという思われる方も結構おられるのかも知
れません。
　そうであれば、税を払う人というのを、お
父さんが代表者だという世帯で考えたときに、
インセンティブが家族で集約できるともっと
いいのではないかというのが今回の話なので
す。要するに、一家４人、バイク２台で、そ
れぞれ口座振替にしてくださいと言ってもな
かなかしませんが、その一家全体で口座振替
に持っていけるのであれば、それに対してイ
ンセンティブがあるのであれば、もう少し誘
導できるのではないでしょうかということで
す。
　もう一つは、それであればポイントを確認
する場が当然必要で、ポータルサイト化とい
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うのもキーワードになってくると思います。
ただし、いちいち手続きをするのであれば面
倒くさいということで、口座振替の手続きの
ときに、ICカードのインセンティブの登録
を同時にやれば一挙にできるのではないかと
いうのが、今回のお話です。

９．考え方

　ここから先はお配りしている紙に細かく書
いていないと思いますが、もしご興味があれ
ば個別にご説明します。

①　口座振替推進のためのモデル例

　考え方ですが、田中さんという家があり、
お父さんがいて、娘さんや息子さんがおられ
たときに、お父さんは先ほどの固定資産税を
払っていて、水道料金は市に納付ですね。そ
れから住民税です。それから、娘さんはバイ
クに乗っているから軽自動車税で、息子さん
は軽自動車に乗っていて、国保対象者という
こともあり得ます。
　そうしたときに、代表してお父さんの口座
から引き落とすのであれば、今の制度では引
き落とされた口座が誰のものであってもいい
わけです。要するに、娘さんの税金をお父さ
んの口座で払っても全然問題はないわけです。
因みに資料がなぜPiTaPaになっているかと
いうと、たまたま関西だから分かりやすい例
としてPiTaPaにしています。
　そうすると、この引き落とされた事実から、
それぞれにポイントチャージしたらいいでは
ないかということで、これらをさらに一つに
集約するわけです。一家で集約すると結構な
額になると思います。確かにどのぐらいイン
センティブを与えるかという問題があると思
いますし、一つ一つのポイントは非常に少な
いかもしれませんが、これを一家で集約して、

納付ごとにそれぞれポイントを付与するとい
うことであれば、お父さんのPiTaPaにポイ
ントが結構たまることになります。これをお
父さんに使ってもらえばいいわけで、この辺
が一つの考え方です。
　このモデルの訴求点ですが、まずは口座振
替に誘導して、口座振替で引き落とされた事
実で、引き落としが可能だったときだけポイ
ントが付与されるということです。当然なが
ら振替不能ならポイントは付与されません。
この場合、ポイントが付与されるということ
は期限内に払ったということになりますので
ポイントが付与された人の期限内納付率は
100％と言う事になります。口座振替を選ん
でいただいて、引き落としの事実に対してポ
イントを付与するというのが、このモデルで
す。
　例えばPiTaPaなら、PiTaPaのICカード番
号と口座番号を紐付ければ、その引き落とし
の事実で、すべてPiTaPaのカードにポイン
トを付与するといった考え方です。先ほどの
インセンティブを与えるという話ですと、地
デジテレビやクオカードが当たるという話を、
もう少し普遍的に、薄く広く、口座振替に対
してインセンティブを与えていこうという考
え方です。

②　ペーパーレス推進のためのモデル例

　先ほどの口座振替というのは納付書不要と
いうモデルで、表向きはペーパーレス、納付
書は要りませんということです。
　もう一つ、本当のペーパーレスというのは、
ペイジーや口座振替もそうなのですが、納税
通知書を電子化することを利用者に承諾して
いただいて、それをベースに納付書レスとい
うことに対してもインセンティブを与えま
しょうということです。ですから、納税通知
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書の発行コストがそれぞれかかっていると思
いますが、これを全部電子化するということ
です。納税通知書を電子化することを了承し
ていただいて、参加者にそのポイントを付与
することで、その発行コストを還元してあげ
てもいいのではないでしょうか。
　それができるのはペイジーや口座振替と
いった納付手段ですので、その納付事実に対
してポイントを付与するということになりま
す。ですから、一つは納付書のいらない口座
振替というのが第１段階、第２段階ではさら
に進んで、ペイジーも含め紙の納税通知書が
要らない納付、収納という考え方です。

10．各モデルの比較

　ここでは口座振替の推進モデルとペーパー
レスの推進モデルの二つを比較しています。
第１段階としては口座振替の推進モデルです
が、口座振替は納入・納税通知書が必要です
が納付書という面でのペーパーレスは実現で
きます。それからペーパーレスモデルについ
ては納税通知書及び納付書の両方が不要とい
う事になります。インセンティブは、口座振
替の振替確認という事実がインセンティブの
対象ですが、ペーパーレスの方は、ペーパー
レス納付ということを選んだ方に対してイン
センティブを還元することになります。効果
ですが、基本的に口座振替を推進するという
のは期限内納付率向上に寄与することになり
ます。振替不能は何パーセントかありますが、
基本的には期限内納付率が上がり、ひいては
収納率も上がるということです。
　それから、ペイジーやクレジットとかに比
べると口座振替というのは手数料が非常に安
く、10円で済むのなら、それに越したことは
ないですよね。そういう手数料削減と、納付
書に関わるコスト削減ができます。

　それから、ペーパーレスの方はCO２削減
ということで、この辺のトータルコストとい
うことと、もう一つゴミの発生回避というこ
とが最近いわれています。ゴミの削減という
のはある意味で国策でもあるのですが、ペイ
ジーや口座振替を普及させるということでこ
ういう目標に寄与する一策でもあると思いま
す。

11．ロードマップ

　ロードマップですが、要するに、収納率そ
のものがよくなるわけではないので、何のた
めにこういう環境を整備するのかということ
を、収納率の話を前に持ってくると、絶対に
前に進まないわけです。収納チャネルの追加
で収納率が上がったという事を資料として記
載している自治体もあるようですが、よく見
ると景気がいいころは収納率はいいわけです
が、景気との相関関係はあっても例えばペイ
ジーやクレジットを入れたから収納率が上
がったという相関関係を証明するものはあり
ません。そうすると何を目的にするのかとい
うと、最終的にはペーパーレスではないで
しょうか。納付環境を整備するというのは、
収納率というよりは最終的にはペーパーレス
をターゲットにしていくのだということです。
その辺から、まず口座振替を推進するために、
今回のようなモデルを検討しませんかという
のが今回のお話です。

12．電子収納推進の広域モデル

　端的に言いますと、市民の方は電子納付
書・電子納税通知書を申請します。これを受
け付けて、紙から電子へと対象を切り替えま
す。口座振替やペイジーがありますが、それ
で納付された事実に対してポイントを付与す
るということです。ここで一つのキーポイン
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トは、例えば関西には幾つかのカードがあり
ますが、どのカードを使うかということに関
しては自治体さんで選べばいいと思うのです。
これを一つに限定すると話がややこしくなり
ます。
　例えば福岡市さんなどでいうと「はやかけ
ん」というのは地下鉄ですから、市が考えた
ときには「はやかけん」でもいいのですが、
県で考えたときには地下鉄が通っていない地
域もあるのです。そうすると、西鉄バスもい
るとか、そんな話になると思うのです。とい
うことは「自分たちの自治体では、このカー
ドを使ってもらうといいのだけど」という
カードがあるのであれば、それを幾つか並べ
て、住民はそのうち一番使いやすいカードを
選んだらいいわけです。
　例えばPiTaPaは１回の口座振替で50ポイ
ントとか、地場のスーパーマーケットのIC
カードなら100ポイントとか、それはそれぞ
れのICカードを使ってほしいという事業者
が、市から出すインセンティブに、さらに上
乗せをすればいいわけです。住民側からする
と、使いやすいカードを複数の中から選んだ
らいいのです。自治体側は、例えば自分たち
の地場のスーパー、事業体のカードを推奨す
る、使ってほしいというカードを幾つか並べ
て、住民側はニーズと一致したものを選び、
口座振替という手段で落とされたものに対し
てポイントを還元しましょうといった考え方
です。
　PiTaPaは関西ならどこでも使えます。で
も、地域によってはICOCAの方が便利だっ
たりする事もあろうかと思います。自治体さ
んによって事情が違うと思うのです。それを
自治体側で分けて、いろいろ複数のプランを
提示し、住民側とそれを共有しましょうとい
う考え方です。そうでないと、これが住基

カードといった瞬間に話が前に進まなくなる
と思いますし、ちゃんと使えないと意味があ
りません。ですから、必要なら自治体さんで
これが一番便利なカードというものを作れば
いいし、例えば市の中に商店街が複数あっ
て、商店街共通のICカードがあるのであれ
ば、それでもいいと思うのです。そういうこ
とが地域活性ということであれば、それを市
の方でラインナップの中に入れていただけば
いいのではないかといった形です。
　このシステムはどこの自治体でも、カード
が違うだけで、仕掛けは一緒なのです。そう
すると、このサービスは基幹系と離れたとこ
ろで運用できます。引き落とし事実に対して
のポイント付与なので、このサービス自体は
クラウド化できるのです。
　もう一つは、ポータルサイトが出てきます
ので、総合口座というか、いわゆる賦課税で
あれば、例えば今年度の賦課額とか納付期限
とかがポータル側で出せるわけです。そうす
ると、口座から引き落とすときにお金がない
ということも未然に防げるのではないでしょ
うか。
　それから、ポータルサイトを納税者と自治
体の接点ということで活用できるのではない
でしょうか。今までポータルサイトといって
も、広範囲にはなかなかできていなかったの
ですが、納税・納入を切り口にポータルサイ
ト化し、自治体と住民との接点を作るという
ことです。これを拡大していこうというのが
今回のお話です。

13．コスト効果試算例

　ここのコストの試算は非常にアバウトです。
自治体によって事情が違うので精緻に積み上
げたものではないのですが、取りあえず計算
しました。例えば調定件数が20万件で、軽自
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動車税などですと口座振替率は30％、40％あ
たりで、50％越えている年はあまりないと思
いますが、仮に30％だったとします。期限内
納付率が70％で、残りの30％が未納件数６万
件ということです。
　電話催告をされている自治体がどれだけあ
るか分かりませんが、実際問題として、電話
催告したら想定ですが300円前後かかると思
います。この辺で計算すると、残りの人に実
際に電話すると、これだけお金がかかるとい
うことです。それから、当然督促状をまず出
さないといけないので、そのコストもかかる
ということで、非常にアバウトな計算ですが、
キャッシュアウトとしては2,400万円という
ことです。
　この口座振替率を10％上げるとどうなるか
というと、当然未納件数が減るので電話催告
のコストも下がるし、督促状のコストも下が
ります。ただし、例えば１回当たりの口座振
替のインセンティブとして50ポイント、例え
ば50円を与えたとしたら、その分収入が400
万円減りますが、督促状発行や電話催告等の
コストが下がりトータルのキャッシュアウト
は2,000万円になります。例えば口座振替を
50％まで持っていったら、インセンティブを
考えるとキャッシュアウトは2,400万円から
1,300万円に減ります。そういう意味で、こ
の辺の差を、こういうサービス構築・運用コ
ストとの兼ね合いでどう考えるかということ
があろうかと思います。

14．CO２削減効果試算例

　もう一つがCO２の削減です。CO２の削減
についてはきちんとした式がなく、いろい
ろ苦労したのですが、手紙1通ということで、
これは総務省の報告ではCO２が大体7.5グラ
ムと出ています。それから、製造・廃棄に関

するCO２が８グラムということで、非常に
アバウトな計算ですが、100万通の納入通知
書や納付書を削減すると140世帯分の年間消
費電力が浮きます。こういうことも自治体さ
んからすると、数値的な目標でCO２を削減
せよというときには非常に分かりやすいので
はないでしょうか。納税通知書や納付書を削
減したということが数値として非常に出しや
すいといったメリットもあります。

15．目的、メリット、まとめ

　まとめになりますが、要はペーパーレスの
促進という旗を掲げて、納入通知書や、それ
ぞれ送付している文書の電子化を促進すると
いうことです。
　それからポイント制度を利用します。例え
ば50円引くというよりは50ポイントあげると
いう方が人間は動きやすい状況があります。、
たった５ポイントでもわれわれはヤマダ電機
に行って来店ポイントを付与して貰っている
わけです。それからTポイントでも、ファミ
マで買ったらわざわざＴポイントカードを出
したりとかで、ポイントというと、人間はわ
ずかなポイントでも動機が発生しやすいので、
これを利用して口座振替とペイジーの利用を
促進するのです。端的に言うと、窓口で納付
するのはやめましょうということです。それ
は済通の削減にもなります。
　メリットとしては、CO２削減というお題
目があります。もう一つ、地域通貨といった
考え方があります。自治体さんからすると、
市民カード的な使い方をするのであれば、多
目的に使えるのではないでしょうか。最終的
には期限内納付率が上がるので、自治体さん
にはいい話ではないでしょうか。
　それから、いろいろな自治体さんでエコポ
イントやボランティアポイントなどを施策と
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して実施しておられますが、還元する手段と
して登録したカードでポイントを付与できれ
ば、分かりやすくなります。図書館等の利用
券や動物園の入場券をあげるよりは、ちゃん
とカードを登録し、何かボランティアをした
ら、このカードにポイントを入れてあげます
とすれば分かりやすいのではないでしょうか。
それが市民カードとしての使い方になろうか
と思います。せっかくICカードというもの
が用意されているので、それを行政側で活用
しようというのが今回の考え方です。

16．参考）収納対策との関連

　全体的なお話を俯瞰して申し上げましたが、
もともと今回の話は、来月にクレジットカー
ド会社の催告というテーマでお話があると思
いますが、ここの話をしている中で、今回の
話があったわけです。
　一番上の納付機会の拡大というのは、先ほ
ど北本市さんのお話でもありましたが、要す
るに収納率を上げるためには、納付機会を拡
大するというのが一つのやり方です。その中
には、近隣納付や24時間納付、オンライン収
納といったやり方で、コンビニ、ペイジー、
クレジットというものがあります。先ほど、
いろいろな納付できない言い訳をさせないと
か、そんな話もありましたので、この辺の話
と、それから口座振替の促進というのは、基
本的には自治体さんのテーマですので、これ
を推進するために今回のようなモデルはどう
でしょうかということです。
　もう一つは、来月お話しになると思います
が、どうやって民間で電話催告をしていくの
かということです。それから啓蒙、啓発活動
ということです。これは広報や総合通知とい
うテーマがあると思いますが、そのためには
ポータルが必要だと思います。しかし、ポー

タルを利用してもらうためには、ポイントを
確認するという場がないとなかなか見てもら
えないので、ポイントを付与したのであれば、
これでポータルを利用するという切り口にで
きませんかということです。それから制度改
善等々の話があります。この辺の話の中で、
今回は黄色の部分をお話しさせていただきま
した。ブルーの件に関しては、来月の研究会
でポケットカード株式会社さんからお話しい
ただくことになっています。

17．参考）口座振替の収納率

　わざわざこんなことを出す必要はないので
すが、ほかの収納のチャネルからすると口座
振替の収納率がいいというのは皆さんはご存
じのことで、あくまでも単に参考ということ
でお話しさせていただいています。以上が今
回のモデルです。

おわりに

　実際にこれをいつからサービスするのか
等々に関しては、いろいろな自治体さんとお
話しさせていただいている最中です。もしご
興味があれば、またご説明させていただきま
す。関西でこういうことをするのであれば、
何をベースに持っていったらいいのかとか、
自治体さんの方でどのカードを使えば一番い
いのかといったこともありますし、それが必
ず使えるのかどうかといったお話もあります。
ただ、いずれにしても口座振替への誘導とい
うのは今までなかなかできなかったのですが、
こういうモデルなら、少しは人が動くのでは
ないでしょうか。
　それから、金融機関側からすると、こちら
もやはり口座振替にしてほしいのです。窓口
収納は本当に手間もお金もかかるので、窓口
収納から脱却したいのが実情です。また、先



134 おおさか市町村職員研修研究センター

徴収力強化研究会講演録集

ほどペイジーの話がありましたが、結局ペイ
ジーも、窓口に持ってこられた方はATMで
払ってくださいという誘導の仕方をされま
す。そうすると、窓口で払うとゼロ円（金融
機関と自治体の契約による）ですが、ATM
で払うと50円、60円を取られるわけです。し
かしながら住民は金融機関で払っているとし
か分かりませんし、手数料にはそもそも興味
ありません。一方、自治体さんからすると、
ATMに誘導されると収入が減るわけです。
住民が納付書を持って金融機関に行って、窓
口ではなくATMで払われると、手数料がそ
れだけ高くなるので、金融機関としてはペイ
ジーを使ってほしいということが当然あるわ
けです。ですから、いろいろな自治体でペイ
ジーの納付率が突出して高いところというの
は、ほとんどATMの収納なのです。そうい
う意味では、金融機関側からすると窓口の方
はできればしたくないということもあり、口
座振替に誘導するということでは、今回のプ
ランでは金融機関側も非常にありがたみを感
じるのではないでしょうか。
　われわれとしてはこのモデルをできるだけ
早いうちに世の中に出し、いろいろな自治体
さんに使っていただきたいと考えています。
以上です。どうもありがとうございました。
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徴収力強化研究会
第７回

事例研究１
　「市民の納税意識を高める取組等について」

講師　池邉　正雄 氏
　　　　（大阪市財政局税務部　システム担当　課長代理）

　　　川端　明佳 氏
　　　　（大阪市財政局税務部　管理担当）

事例研究２
　「クレジットカード会社における督促・催告業務について」

講師　向井　克彦 氏
　　　　（ポケットカード株式会社　営業推進部　部長）

　　　三河　邦夫 氏
　　　　（株式会社JSOL　コンサルタント）
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はじめに

（池邉）大阪市から来ました池邉と川端で
す。本日は徴収力強化研究会にお招きいただ
き、ありがとうございます。お話しさせてい
ただく内容がこの研究会の内容に沿ったもの
になるかどうか、あまり自信はありませんが、
大阪市での取組をご紹介させていただこうと
思っております。
　ご存じのとおり、大阪市は政令指定都市
で、もともとは各区で税その他の徴収事務を
していました。しかし、平成19年10月に財政
局税務部の中に賦課・徴収する市税事務所と
いう組織を立ち上げて、税務を集約して業務
を進めることになりました。それ以降、職員
も財政局の職員になりましたし、組織として
も財政局一本になりましたので、その中で市
民の納税意識を高める取組として、広報に力
を入れたり、租税教室を開いて子供さんへの
教育に力を入れたりしています。また、市民
の方と接する窓口を扱う職場になりましたの
で、接遇という意味で市民応対の部分を強化
していく取組をこの２年間ほど進めてきてお
り、これからも続けていこうと思っています。
　こういう地道な取組が、皆様が最終的に目
指しておられる徴収に結びついていくのでは
ないかと思っています。大阪市長も「市民目
線に立っていろいろ物事を考えていこう」と
おっしゃっていますし、先ほども事務局の方

とお話をしていたのですが、自分たちの組織
の中では当たり前のことでも、市民の目線か
ら見ると当たり前ではないことなど、いろい
ろと気付かされる部分があるかと思います。
そういったことが出てきたら、市民の目線に
立ち返って改善をしていきたいと思っていま
す。
　本日は、われわれがこの２年間で行ってき
た取組を、皆様方にご紹介させていただきた
いと思っております。説明は、中心的になっ
て動いてくれました川端からさせていただき
ます。よろしくお願いいたします。

（川端）では、私の方より大阪市の取組事例
を３つ紹介させていただきます。お手元にお
配りしている報告事例１「税務の国から『わ
からん象（ぞう）』救出作戦」、事例２かわ
いらしいイラスト「わくわく市税教室」、事
例３「税務職場における市民応対マニュア
ル」を、本日の講義資料として使わせていた
だきます。
　私は昨年の人事異動で財政局に異動してき
て、現在広報と研修を担当しています。この
研究会では、徴収力を高めるために、システ
ム面だけでなく、滞納整理の体制や民間力の
活用等、組織のあり方や職員のモチベーショ
ンについても研究なさっているということで
すので、市民の方の納税意欲を高める大阪市

事例研究１

　「市民の納税意識を高める取組等について」

 大阪市財政局税務部　システム担当　課長代理　
 池　邉　正　雄　氏
 大阪市財政局税務部　管理担当　
 川　端　明　佳　氏
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の取組を参考にご説明させていただきます。
　なぜ広報や研修が徴収に関係あるのか？そ
れは、広報や研修などの地道な作業をこつこ
つやっていくことにより、市民の方に「大阪
市は税金の使いみちが分かるから払ってあげ
ようか」「税金は身近なものだし、払って当
然」と思っていただくことを目標にしている
からです。私たち職員の接遇を向上すること
で市民の方に納得し、満足して納めていただ
くため、私たちは事務所開設後この2年間研
修や広報に取り組んできました。
　先ほど池邉から説明がありましたように、
平成19年10月に、もともと24の区役所で行っ
ておりました税務事務を財政局に所属する七
つの市税事務所に集約し、現在は法人関係は
船場法人市税事務所で、それ以外の個人市民
税や固定資産税といったものについてはほか
の六つの市税事務所で行っています。それに
伴って、集約化前は各区役所それぞれで行っ
ていた接遇研修や勉強会を、税に特化た勉強
会や接遇研修を実施できるようになりました。
日ごろから市民の方に税金は納めるもの、大
切なものだと認識してもらうために、民間企
業のお客様満足度や広報、研修などを見習っ
て取り組んでいます。本日は、その取組のう
ちの三つについて、ご説明させていただきた
いと思います。

１．税務の国から「わからん象（ぞう）」救

出作戦

　まず一つ目は、名付けて「税務の国から
『わからん象（ぞう）』救出作戦」というも
のです。税務の国（税金の世界）には、「わ
かりま線」という檻の中にいる「わからん
象」（市民の方からすると分かりにくい言
葉）がたくさんいます。そこで、この檻から
「わからん象」を救出し、「わかる象」（分

かりやすい言葉）に生まれ変わらせようとい
う取組です。これは池邉のネーミングによる
ものですが、市税に関するホームページや市
税ハンドブックといった広報物の分かりにく
い言葉を、市民の方や納税者の皆様にとって
分かりやすい言葉に見直そうというものです。
　この救出作戦は、市長が市民の方の声を聞
く場として区役所ごとに開催している「なに
わ元気アップ会議」で、税務でよく使われて
いる「賦課」という言葉が、漢字を見れば課
税関係かなとは思うけれども、言葉を聞いた
だけだと何のことか分かりにくいという市民
の方からのご指摘を受けて始まったものです。
市民にの方にとって分かりにくい「賦課」と
いう言葉を市民の方に分かりやすい「課税」
という言葉に置き換えましたが、せっかくや
るのであれば面白いネーミングにして、市民
の方や職員に興味を持ってもらえるような取
組にしようということになりました。
　実際の救出方法は、①ホームページに「税
務の国から『わからん象（ぞう）』救出作戦
を行っています」と載せる。②市税ハンド
ブックという広報物にビラを入れる。③窓口
に証明等を取りに来られた方にビラを直接お
配りして、何か税金関係で分かりにくい言葉
や表現があれば、窓口やホームページ、ファ
クス、電話等でご指摘いただけませんかとお
声かけをするというものです。そうして集
まったたくさんのお便りやご指摘の言葉を私
たち広報担当が集約し、実務担当者に伝えて、
どのように説明したら市民の方にとって分か
りやすい言葉になるかを考えてもらいホーム
ページや広報物の修正を行い、同時に救出結
果をホームページに「救出成功しました」と
結果報告を掲載しました。
　「均等割」「所得割」「寡婦（寡夫）」
「課税客体」「課税標準額」など、聞いても
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擬音語に聞こえてしまいそうな言葉が、やは
り市民の方にとっては分かりにくかったよう
です。そこで、例えば「均等割額」、「所得
割額」といった、私たち税金に関係する者は
当たり前のように使っている言葉にリンクを
張って「用語集」という形で説明を付け加え
ていきました。（ホームページの個人市民税
ページ「均等割額」、「所得割額」を示しな
がら説明）「用語集」だけではありません。
市民の方から、「言葉だけではなく、税金を
簡単に計算できるページはないのですか」
「個人市民税、府民税の計算方法がよく分か
りません」というお便りもありましたので、
個人市・府民税の税額が試算できるページを
作成しました。これは、システム会社などの
業者に委託すると非常に高額になるというこ
とで、職員が自前で作りました。それぞれ該
当する枠に数字等を入れると、最終的に税額
が出てくるシステムです。
　そのほか、市税ハンドブックなどの広報物
にも、今年度は用語集を付け加えました。来
年度はもう少し分かりやすい、簡素な市税ハ
ンドブックにしようと、今検討中です。
　広報物だけでなく実務においても、先輩か
ら後輩に説明する時に、難しい言葉を使った
場合には「その表現ちょっと『わからん象』
やで」と言うなど、市民に分かりにくい言葉
を使わないようにしようという意識を、職員
同士で高めあってくれているようです。

２．わくわく市税教室

　事例の２つ目として、「わくわく市税教
室」という子ども向けのホームページを平成
21年３月１日より開設しています。
　こちらもきっかけは『市民の声』です。
「わからん象」救出大作戦に対するお便りの
中に、『税金の用語が分かりにくいので分か

りやすくしようという「わからん象」の取組
は素晴らしいと思います。しかし、市民から
すると、もっと基本的な「パートをしている
場合の税金はどうなっているのか」、「年末
調整とは何か」など、基礎的な知識を分かり
やすく説明してもらって、「なるほど！」と
思える方がいい。難しいことは電話等で市税
事務所に問い合わせできるけれども、基本的
なことは聞きにくい。かといって難しく書い
てあるページは見る気にもならない。もう少
し基本的なことが分かるホームページや広報
物はないのか』と。
　また、大阪市では証明発行等の業務に嘱託
職員の方を採用しているのですが、その方た
ちに納税意識を高めるためにはどのようにす
ればよいかと聞いたところ、ほぼ全員が声を
そろえて「税金の使いみちを明確化するこ
と」、「学校で租税教育が必要だ」と答えら
れました。確かに、自分が小学生だったとき
のことを思い出しても、「租庸調」とか「国
税」「地方税」というのは勉強した記憶はあ
ります。それから、「直接税、間接税」まで
は習った記憶はありますが、消費税以外の固
定資産税などは習った記憶がありません。実
際、子供たちは実際にどれぐらい税金につ
いて勉強をし、どれぐらい知っているのか。
『税金は取られるもの』というようなテレビ
の報道、『税金は高い』という家庭内での話
題が多い今日、税についての知識が乏しい子
どもたちに、納税意欲が出なくて当然です。
　そこで、以前から租税教育に熱心な小学校
の校長先生に「小学生の納税に対する関心は
どんなものですか」と聞いたり、実際に小中
学校の教科書を調べたりしました。すると衝
撃の事実が判明しました。小学校教科書では
半ページだけ、しかもその内容は【ビッグバ
ンの建設費用を考える～税金の役割～（本



152 おおさか市町村職員研修研究センター

徴収力強化研究会講演録集

文）堺市にあるビッグバンを建設するときの
運営費はどこがまかなっているのかを調べる
ため、府庁から資料を取り寄せて話し合いま
した。人々の願いを実現するために税金が使
われているのだなと知りました。。。】以
上。中学校でも直接税、間接税、国債等税に
ついてのページは４ページ。これでは、小学
生、中学生が税金のことを知らなくて当然で
す。さらに、中学校の先生に「社会科でこれ
だけ習いますが、テストにも出るのですか」
と聞くと、「これは中３の公民の終わりにや
るので、入学試験に出ないから飛ばすことも
あるのです」ということで、たとえ教科書に
は載っていても税金についてはほとんど学校
では習わず、税金について知らずに高校に入
るという状況のようだということが分かりま
した。
　私たちは、これはちょっとまずいのではな
いか。ホームページを制作するにしても、直
接税、間接税、消費税から説明するホーム
ページでは子供には分からないので、まず税
金が何に使われるのか、なぜ納めるのかと
いった基本的なことから将来の納税者である
子供たちに伝えるページにしようと記載内容
をあれこれ考えました。また、せっかく作る
のであれば、小学生に興味を持って見てもら
える内容にしよう。中学生には教科書で習う
内容を復習できる発展編を。また、それを見
て、税の作文を書いてもらおう。そして、大
人の方にはお子様と一緒に見ながら勉強して
もらえるようにしようというコンセプトのも
と、「わくわく市税教室」を作成しました。
小学生の子供たちが100円ショップに行って
プレゼントを買おうと思い、レジに行ったら
105円でした。何で100円のものを買ったのに
105円払うのか。そこから、１時間目、２時
間目、３時間目、４時間目と、順番に子供た

ちに分かりやすく税金のことを知ってもらう
ページにしました。（HP見せながら）
　まず、1時間目「税金ってなんだろう？」
（中身「税金はまちのどんなところに使われ
ているの？」「税金がなかったら、私たちの
暮らしはどうなるのだろう？」「税金は暮ら
しやすいまちをつくるための会費のようなも
のなんだ」）から始まります。そして、やは
りゲーム性を持たせないと子供は飽きてしま
いますから、「大阪市税早わかりマップ」と
いう、大阪城や天王寺動物園、地下鉄、消防
があって、それぞれのところにマウスを当て
ると吹き出しのように解説が出てくるという
ものを作りました。例えば、消防であれば消
防に使われている。地下鉄だったら地下鉄と
市バスにも使われている。天王寺動物園のえ
さ代など意外なものにも使われている。そし
て注射や検診で身近な病院にも使われている
という風に、子供たちに興味を持ってもらえ
るようなページづくりをしました。
　２時間目「税金について学ぼう！」（中身
「身近な税金」として「買い物をした時にか
かる税」と「収入にかかる税」、固定資産税
や自動車税等「家や車にかかる税」とその使
いみちを、「大阪市税早わかりマップ」と同
じように、イラストを使って説明）
　３時間目は国税のページとの差別化を図る
ため、大阪市の税金の種類や予算について説
明した「調べよう！大阪市税」「大阪市税が
一万円だったらどんなことに使われるかな？
など子どもたちに学びながら考えてもらう内
容にしました。
　そして、４時間目は「うでだめしテスト」
ということで、最終的に勉強した内容の習熟
度を計ることができるようにしました。（み
んなでその場でテストを実施）
「Ｑ１　公立学校の校舎や黒板、つくえなど
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にも税金が使われている」（答：○）
「Ｑ２　コンビニエンスストアをつくるため
に税金が使われている」（答：×）
「Ｑ３　図書館の本は、図書館で働いている
人が買ったものだ」（答：×）
「Ｑ４　昔の日本では、農作物や特産物を税
として納めていた」（答：○）
「Ｑ５　税金を納めたくない人は納めなくて
もよい」（答：×）
「Ｑ６　税金を納める義務があるのは20才以
上だ」（答：×）
「Ｑ７　大阪市の税金の使いみちは、大阪市
会で決めている」（答：○）
「Ｑ８　家や土地にかかる税金「固定資産
税」は、大阪市税だ」（答：○）
「Ｑ９　大阪市税の使いみちの中で一番多い
のは、学校などに使われている「教育費」
だ」（答：×）健康福祉費です。
「Ｑ10　大阪市税を集めたり、管理している
のは税務署だ」（答：×）大阪市の市税事
務所と財政局です。
　間違った場合には「もう一度チャレンジ！」
ということで、それぞれの時間割（ページ）
に戻って復習できるようになっています。
　また、子供に興味を持ってもらえるページ
を作ったからには、小学校の租税教育で使っ
てもらうようにするため頑張っています。租
税教育とは、大阪府の租税教育連絡協議会の
取組の一つで、税務署や府税事務所、市税事
務所の職員が直接学校に出向き、推進協議会
から出している副本を使って、子供たちが税
金について学べる授業を行うというもので、
大阪市もそのメンバーです。一昨年まではそ
れほど開催されていなかったのですが、せっ
かく「わくわく市税教室」も作ったので、昨
年度は30回、今年はもっと重点取組として
やっていこうと考えています。クイズに全問

正解したら表彰状がプリントアウトできる仕
組みにしていますので小学生には喜ばれてい
ます。
　また、ホームページだけで子供が飽きては
いけませんので、税金の重みを知ってもらう
ために、１億円のレプリカを購入しました。
例えば、税金をかけた公共のものとして、消
防車のはしご車は１億5,000万円するのです
が、そういうことを言ってもぴんとこないの
で、１億円のレプリカを見せます。他には、
大阪市は消防もありますので、消防士さんの
制服をお借りして、これには幾らかかってい
て、皆さんの税金が使われているのですよと
いうふうに説明をしています。
　このように、体験を交えたり、実際の面白
いものやホームページを使ったりして、一生
懸命租税教育を行っています。子供さんたち
に興味を持ってもらえる授業をすることに
よって、職員自身の勉強にもなります。子供
さんたちに教えることの重要性も学べますし、
何より子供たちに分かりやすく説明するとい
うことが、日常の窓口業務で分かりやすく丁
寧に説明するという職員の話し方の研修にも
なっているように思われます。ですから、大
阪市では、租税教室は特に若手職員を巻き込
んで、一生懸命やっていこうと考えています。

３．税務職場における市民応対マニュアル

　最後に、三つ目の取組についてご説明させ
ていただきます。市民満足度の向上を目指し
た接遇、市民応対に対する取組です。
　窓口応対を向上することによって、「市民
の方の信頼を得て納税意欲を高めていただき
ましょう。」「大阪市の税金の使い方をご理
解いただいて納めていただきましょう。」
「大阪市職員の対応に満足していただいて気
持ちよく納めていただきましょう」というの
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が、大阪市のモットーです。これまで３年間
かけて、1,200名いる税務職員に接遇研修を
行ってきました。正しい接遇方法、心のこ
もった応対、分かりやすい説明をモットーに
職員の応対や身だしなみを高めていこうとし
ているのですが、広聴の事案で、職員に対し
て何か問題等があったらお便りを下さいとい
う「市民の声」に寄せられる職員の応対など
についての言葉を見ると、まだまだ研修を強
化しなければいけないということで、今年の
２月に「税務職場における市民応対マニュア
ル」を作成しました。これは税務職場におけ
る統一した市民応対のモデルを示したもので
す。（マニュアルを見ながら内容説明）導入
編：応対の基本説明、７～８ページ：敬語、
窓口での応対の仕方、電話の受け答え（３
コール以内とか、どういうふうにお答えする
かといった電話応対）、16～17ページ：服装
（飲食店の接客業並みに、男性であれば夏は
Tシャツで勤務しないとか、しわや汚れに注
意し、カッターシャツはきれいにしておく、
個人の自由と言えばそれまでなのですけれど
もピアスやアクセサリーはしない。ひげもき
れいに剃る。ジーパンも着用しない等。女性
については、メークはナチュラルなものにす
る。香水は強いものはやめましょう。ブーツ
などは履きたくなりますが、やめてください。
派手な服装もやめてくださいという、統一し
た身だしなみモデルを作って載せました。そ
して、一番最後のページには、こういった
ものを毎日読んで、半年に１回程度自分で
チェックしてくださいということで、セルフ
チェックシートも付けました。
　このマニュアルに加えて、今年度は各市税
事務所で市民応対力の向上を図る取組とし
て、市民応対指導者を７月から設置すること
になっています。各職場で自主・自立的に市

民応対の向上を図るための取組として、各事
務所で市民応対の素晴らしい方をリーダー
（市民応対指導者）と決めて、その方が各職
場で研修を行ったり、他事務所の状態はどう
かを見にいってもらったり、お互いにセルフ
チェックをして事務所ごとに切磋琢磨しても
らおうと考えています。
　過去３年間は、外部講師の方を招いてマ
ニュアルに沿って研修をしてもらいました。
しかしそれではお金がかかります。そこで、
自分と同じ職場内の職員を指導し、よその事
務所の身だしなみや応対を見てもらう、自
主・自律的な取組にシフトしていって、職員
同士で身だしなみや接遇について考えてもら
う研修に変えていこうと思っています。そう
することによって、自分のことだけでなく相
手のことも見ながら注意ができたりする、い
い関係ができるのではないかということも考
えています。
　市民応対のリーダーになった人は、態度の
悪い方を注意しなければいけないような嫌な
立場に立たされたり、人以上に努力しなけれ
ばいけなくなりますが、これらの取組は職員
自身のやる気によってどんどん発展していく
ものですので、①職員のやる気、モチベー
ションを上げるために、業績を上げたり、市
民の方から接客が良かったと褒められた人②
ホームページをより改善したり、啓発ポス
ター（現在自前制作）をデザインした人には、
税務総長から表彰状をお渡しする職員表彰制
度も、職員のやる気を上げる取組として、お
まけでやっています。
　以上、説明させていただいたように、市民
の方に分かりやすい言葉でお伝えする「わか
らん象（ぞう）」救出大作戦、税金の基礎知
識を市民の方に持ってもらい、税金は大切な
ものなのだと分かってもらう「わくわく市税
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教室」、それから、市民応対をきちんとして、
接客をきちんとすることによって市民の方に
納得し、満足して納税してもらう。この三つ
が、大阪市の取組です。徴収力強化勉強会の
皆さんが税金の業務をなさっているかは分か
りませんが、これら大阪市の税業務で行って
いる取組を、れぞれ皆さんがなさっている業
務に置き換えて、研修や広報活動の参考にし
ていただけたらと思います。ありがとうござ
いました。
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（向井）ポケットカードの向井と申します。
本日は、皆様の貴重な時間にお招きいただき、
こういう説明をできる機会をいただいたこと
に、心から感謝いたします。
　税の催告業務は、弊社の督促・催告業務と
非常に近しいものがあります。われわれ民間
のカード会社がやっていることが、少しでも
地方公共団体がやろうとしていることのヒン
トになればと思います。

１．クレジットカード会社における督促・催

告業務

　まず、あまり世に知られていない、クレ
ジット会社のコールセンターの概要をご紹介
したいと思います。コールセンターというの
は、電話にて初期の回収を督促するセンター
です。

１－１．ポケットカード株式会社の概要

　ポケットカードの本社は、東京にあります。
昔は大阪にあったのですが、皆さんの中で、
ポケットカードをご存じの方はいらっしゃる
でしょうか。ポケットカードは、関西で言う
とコーナン商事のコーナンカード、ファミ
リーマートのファミマクレジットのカードな
どのプロセシングを受託しています。
　カード申込から回収まで、弊社が受託して
いる状況では、皆さんの年代ではご存じない

かもしれませんが、昔、ニチイという会社が
ありまして、マイカルカード、今で言う映画
のマイカルが生業（なりわい）です。
　一般的な話ですが、カード会社は金融庁と
経済産業省の管轄です。特にキャッシングと
いわれるものについては金融庁、ショッピン
グといわれるところは経済産業省に登録して
います。キャシングは金融庁のチェックが非
常に厳しい状況です。特に、皆さんもご存じ
のとおり、お金のところですので、非常に神
経質な情報がありますし、そこを管理すると
いうことについては、システム、コンプライ
アンスを通じて、非常に厳格な管理になって
います。

１－２．カード会社業務フロー・ツール・組

織（申込～回収）

　基本的に、カード会社業務は申込から回収
までです。いろいろな施策を実施する場合で
も、この業務フローを書いて、組織、ツール
を作っていくというやり方があります。基本、
申込から最終的に延滞管理、法的対応という
ところまで、カード会社が自前で、社内で実
施しています。
　審査決定については数々のスコアリングが
あり、これは統計学に基づいた手法をもって、
確率論で判断する審査ツールです。
　業務内容としては、新規募集について主要

事例研究２

　「クレジットカード会社における督促・催告業務について」

 ポケットカード株式会社　営業推進部　部長　
 向　井　克　彦　氏
 株式会社JSOL　コンサルタント　
 三　河　邦　夫　氏
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チャネルはDMでの申込促進とご案内的なア
ウトバウンドコール、要するに電話をかける
ところです。申込まれたあとはほとんどが自
動審査システムによって人手をかけず、審査
⇒カード発行まで自動的に業務されます。引
き落とし日に引き落としされない場合、延滞
となります。
　最終的に延滞が発生すると初期督促、法的
督促をします。（DMによる督促と電話によ
る督促）電話による、返済の相談で返済額を
小さくして和解ということもあります。
　弊社大阪センターには、組織としては、事
務センター、審査センター、お客様センター
などのセンターがあります。

１－３．ポケットカードセンターの業務内容

　弊社では、審査センター、お客様センター、
プロモーションセンター、コールセンター、
中期長期債権センター、法的債権センターと
いう形に分かれています。１カ月の対応件数
等はそれぞれ右の欄の数字のとおりで、１セ
ンターあたり対応人数は大きいところで300
席、最低でも50席ほどで電話をかけたり受け
たりしています。
　今回の税の催告内容は、督促ではなくどち
らかというと促進案内に近い、「税金をお忘
れになっていませんか」というようなもので、
弊社で言うとプロモーション（促進）セン
ターで行っているご案内的なものが一番近し
いかと思います。

１－４．架電業務の比較と委託について

　架電業務を取り扱う民間企業は、その内容
や特徴によって幾つかに分類されますが、本
日は一般的なテレマーケティング企業、債権
回収を行うサービサー企業、弊社のような
カード会社を含むクレジットカード企業の３

分類に分けて、それぞれの比較をさせていた
だきます。
　近年、民間企業では業績悪化による費用削
減や効率化の観点から、システム的にも人的
スキル的にも、長期的にノウハウを蓄積して
いくよりは、外部の専門企業へ業務委託を進
める傾向が強くなっています。また、国政面
においても、選挙・政治に関する世論調査な
どが外部委託されており、架電業務の外部委
託の需要は増加傾向にあります。
　架電業務の外部委託のメリットは、一つは
専門性の追求です。架電業務のコアな部分は
人材とその運営方法によるところが大きく、
しかし、経験・教育には一定の期間を要する
ことから、人的なスキルの蓄積には長い期間
が必要になります。そのため、架電業務のプ
ロフェッショナル集団へ業務を集中させるこ
とで、コストパフォーマンスを最大化するこ
とが可能です。昨今、地方公共団体でもテレ
マーケティング企業、サービサー企業に委託
するところが増加しています。
　もう一つのメリットは、資源の選択と集中
です。まず固定費（ロケーション代（地代）、
雇用費、通信費、各種業務作業費）を変動費
化（委託費用）し、費用圧縮を行った分の資
源をコア業務へ集中させることで、生産性を
高めることが可能であると考えます。
　さらに、事業の立上げの難易度ですが、も
し地方公共団体が自らセンターを持とうとす
ると、システム投資費、雇用費及び各種業務
管理費への投資が多大になりますし、業務が
ある期日にはピークになりますが、それ以降
はダウンするなど、そういうところのマネジ
メント、また、それぞれの運営を設計するた
めのノウハウの蓄積が存在しないため、立上
げまで長い期間が必要になりますが、外部委
託の場合はそれが短期間で実現可能です。シ
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ステム面、教育面においても、やはりここが
架電業務を専門とするところの強みです。架
電効果（回収額）の増加と、自社で構築した
場合の費用に比較して少ない費用で事業を実
現することで、コストパフォーマンスの最大
化を図ることが可能であると考えます。

１－５．テレマーケティング会社・サービ

サー会社・カード会社の比較

　これまで、カード会社がアウトバウンド及
びインバウンドの受託を受けることはあまり
なかったのですが、弊社は先駆けてやってい
ます。
　テレマーケティング会社の強みは、アウト
バンドのメニューが豊富で、保険に始まって
通販、テレビショッピングなども手がけてい
るので非常に効率が良く、スタートとクロー
ジングが非常に容易で早くできます。特に、
スポット対応が可能です。テレマーケティン
グ会社と何年も契約しているというところは
少なく、どんどんスポットごとの対応をしま
す。最初にスタートを切ることで、イニシャ
ルコストに立上げ費用も含んだ形での費用単
価になっていますから非常に収入が多く、こ
れがテレマーケティング会社の一番の収益に
なります。
　弱みとしては、高パフォーマンスの追求難、
関連する人材の離職率が非常に高さです。一
般的にオペレーターの離職率は高いといわれ
ています。また、スキルのバラツキが多いと
されています。極端なことを言えば、時間給
が1,000円の人と1,500円の人と2,000円の人と
がいます。スキルの相違によりパフォーマン
スが相違し、費用にはねかえってきます
　もう一つ、FAQの作成度が低い。FAQと
いうのは聞きなれない言葉かもしれませんが、
単純に言うと、Ｑ&A（question&Answer:

質問と回答）です。顧客とのコミュニケー
ションにおいて、想定される質問、多く質問
される事柄とその回答をあらかじめ作成して
おき、ばらつきのない回答を伝えるQ&Aが
非常に重要です。
　この点につき、専門でない種々様々な業態
を受託するテレマーケティング会社は、マ
ニュアルを作ることについてはあまり得意で
はないということです。
　マニュアルを作ることが得意でないという
より、品質の高いQ&Aを作れないと言った
ほうがわかりやすいかもしれません。
　サービサー会社の強みは、もともと回収業
を生業としていますので、やはり回収スキル
が高いことです。特に、催促の電話よりも、
実額を徴収するというところのノウハウが非
常に豊富です。男子の構成比が非常に高いの
で、若干、人のコストアップにはつながりま
すが、長時間の説明が得意で、法対応交渉な
ど、スキル的なものは非常に高いと思います。
　ただし、回収以外のご案内的なお知らせは
得意ではありません
　カード会社は、カード会社というのはお客
様の立場を最終的に尊重しなければ、いけま
せん。ショッピングでカードを利用した場合
もお店に迷惑がかかってはいけません。
　また、顧客の要望を常にとらえ、カードを
利用してもらうよう努力しなければなりませ
ん。
　特に、クレームに対しては非常に神経質で
す。また、FAQの作成度が非常に高く、顧
客へのサービスメニュー、特にショッピング
やキャッシング、ポイント等、お金を借りる
部分のメニューの細分化ができています。ま
た、データセグメント分析力が高く、あるセ
グメントのお客様が電話をしてこられたとき
に、そのお客様はどういう嗜好のお客様であ
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るかを、過去のデータを基に分析し瞬時に分
析して対応しています。
　弱みとすれば、もともと外部受託を主とし
ていたテレマーケティング会社、サービサー
会社よりも外部受託の経験が浅いことが挙げ
られます。

１－６．カード会社の情報管理特性

　テレマーケティング企業、サービサー企業、
クレジットカード企業、おのおのが生業とす
る業務の性質から、取扱情報の種類や情報保
有形態には、やはり差異があります。
　テレマーケティング企業、サービサー企業
は、一般的に静的情報を保有しています。静
的情報とは、性別等、一般的に属性が変わら
ないもののことで、あるリストをもとにテレ
マーケティング会社に電話をしてもらうと、
そのリストは更新しない限り変化せず、当初
渡したデータのままです。サービサー企業も
同じようなところがあります。
　それに対し、クレジットカード会社では、
お客様の生活に関するデータ、時間的に変化
するデータ、刻々とお客様の属性や信用情報
が変化していきますので、そのあたりの履歴
管理に非常にたけています。データの持ち方、
データベースの大きさが全然違いますし、ク
レジットカード会社はデータベースが命だと
言っても過言ではないほどですので、ここを
きちんとしていない限り次の手は打てない、
新しいものができないと考えています。
　整理すると、テレマーケティング企業は、
外部受託を主業務として取り扱うため、情報
を自社で長期間保存管理する特性は低いと考
えられます。また、サービサー企業は、静
的情報（保証）からスタートするけれども、
日々の動的情報（入金履歴）を管理していく
ノウハウ保有に加え、信用情報を取り扱うた

め、一層の機密管理が求められます。そして、
クレジットカード企業は、申込から利用、滞
納管理までを取り扱い、日々変化する状況を
管理（利用）し、滞納（入金管理）までをリ
アルタイムで実施していくノウハウを保有し
ています。また、動的頻度が高い利用情報も
取り扱うため、日々の連携を意識した情報管
理体制を保有しています。

１－７．カード会社の背景及びクレーム及び

顧客対応

　われわれは民間企業です。カード会社は、
一般的に銀行系カード会社と流通系カード会
社の二つに分かれます。銀行系というのは銀
行の子会社として発足したカード会社で、流
通系というのは親会社の小売業の配下につく
られたカード会社です。その特性から、流通
系カード会社は顧客満足度を最重視しており、
非常に神経質な顧客対応をします。一般的に
は銀行系カード会社よりも流通系カード会社
の方がクレーム発生率が低いといわれていま
す。小売である親会社や提携先に迷惑をかけ
たくないというところからスタートしている
ので、クレームが発生しても初動にクレーム
を抑止します。
　銀行系のお金を貸してやっているというよ
うなスタンスとは、若干違うということです。
流通系カードはお客様重視であることは、イ
ンバウンドコール（お客様から入ったコー
ル）に対する顧客満足度の外部評価にも現れ
ています。

１－８．クレジットカード会社の強み

　クレジットカード会社は、督促と販促の二
つを業としています。督促についてはサービ
サー会社が強いのですが、督促業務には業法
規制がかかっていて、特に貸金業法では夜９
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時以降電話をしてはいけないとか、１日に何
回しか電話をしてはいけないという規制があ
ることから、その範囲の中で業務が行えるよ
うに、電話をかける回数や時間をシステムで
制御しています。販促業務に強いのはテレ
マーケティング会社で、販促についても、顧
客サービスの面から、お客様から「あなたの
お電話はもう要らない」と言われた瞬間、１
年間は電話をしてはいけないという業法規制
がかかっています。今は軽いものであれば６
カ月ですが、そのような期間が業法で定めら
れていて、これについても、電話をした時間
から一定期間は電話がかけられないようにす
るシステムが既に開発され、運用されていま
す。
　クレジットカード会社の特性は、サービ
サー会社とテレマーケティング会社の両業務
を自社内で取り扱っていることで、販促業務
だけでなく、督促業務も既に専門業務として
行っています。
　そして、クレジットカード会社の強みは、
顧客管理品質の高さです。このお客さんはど
れだけ借りているかというような、金融にお
ける非常にセンシティブな情報まで管理して
います。また、正確で緻密な交渉履歴管理を
行っており、特にお客様の電話口での言葉
は、ほとんどくまなく履歴として持っていま
す。これは非常にデータベースとしては重い
のですが、ここにいろいろなヒントがあって、
それをもとにFAQを作成していきます。そ
れから、マーケティング分析力によってセグ
メントの効率化を図っています。いろいろな
スコアモデルがあるのですが、このお客さん
からはDMが返ってくるだろうとか、このお
客さんは延滞するだろうというような予測を
立てる、あるいは、このお客さんは電話しな
くても回収されるだろうということを過去の

データから分析して、スコアリングにかけて
ジャッジします。さらに、クレジットカード
会社は、各種架電業務取扱の経験によるセン
ター運営スキルを有しています。（スコアリ
ングとは過去の情報を基に、未来を予想する
統計学の決定頭脳です）
　FAQの蓄積と活用については、ぜひ地方
公共団体の税回収の参考にしていただきたい
と思っています。これが最終的にノウハウと
して残っていき、いろいろなデータの精度を
高めるというのが、カード会社の成功の仮説
です。
　まず、問い合わせが高頻度である場合、対
応を定型化／共有化していくことで迅速・正
確な対応を行います。これは、登録までのス
キーム、及び管理業務を行うSV（スーパー
バイザー）のスキルの高さにより実現します。
入ってくるものすべてを何が何でもFAQに
するのではなく、ある一定の頻度や重要さ
をジャッジしながらFAQを作っていきます。
いろいろなお客様から入った言葉を蓄積して、
これを交渉履歴のデータに置いていますので、
それを使って高頻度、重要度が高い問い合わ
せへの対応レベルを標準化したい。それに
よって、オペレーターによるバラツキをなく
すということも一つのメリットです。
　資料12ページの図は、お客様からの問い合
わせを交渉履歴に置いて、最終的にFAQを
作るまでを書いています。上が履歴管理から
の傾向分析です。スーパーバイザーが日々・
月間の履歴管理を行って、頻度が多く、重
要な内容についてFAQ化していく。下は業
務フローの流れに沿ったFAQ化です。オペ
レーターがスーパーバイザーへエスカレー
ションを行って、解決した内容を業務の流れ
に沿ってFAQ化します。このとき、重複や
類似登録がないよう管理することが必要です。
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　資料13ページはFAQ・Q&A対応例です。
お客様が疑問を感じると、お電話をかけてこ
られる前に、まずインターネットで検索され
ることがあります。弊社では414項目作って、
今もどんどん増加している状況です。これは
多分、税の回収についてもある部分使えるの
ではないかと考えます。
　もう一つ、スコアリングモデルというもの
があります。今、カード会社には、大まかに
言うと六つぐらいのスコアリングモデルがあ
ります。初期審査モデル、途上スコアモデ
ル（取引において判断するスコアモデル）、
回収スコアモデル、完済抑止スコアモデル、
ビューロスコアモデル（個人信用情報だけの
モデルで、若干特異なもの）、DMヒットス
コアモデルです。
　これらのモデルは、過去の一定期間の実績
をもとに将来を予測して作られます。例えば、
過去１万件のデータで延滞が100件出たとい
う実績をもとに、これらの人が申し込んだと
きの状態はどうだったのか、年齢は幾つで、
性別はどうで、家は持っていたのか。これは
初期のスコアリングです。そういうものにい
ろいろなデータを組み合わせながら、将来を
予測・仮説するシステムです。確率をもって
この人が延滞するであろうということを予測
します。
　初期審査モデルの例を挙げますと、これに
は一般的なサラリーマンと自営業者向けのス
コアモデルがあるのですが、例えば飲食業の
方が申し込んできました。ラーメン屋さんと
喫茶店というのが一つのカテゴリーで、もう
一つのカテゴリーはおそば屋さんとうなぎ屋
さんです。飲食業のカテゴリー分けは非常に
難しいのですが、例えばうなぎ屋とラーメン
屋さんが申し込んできました。21歳の人と40
歳の人です。一人はアパートに住んでいて、

もう一人は家を持っていました。今の三つの
変数、データが相関すると、極端なことを言
えば、ラーメン屋で21歳でアパートに住んで
いる人と、うなぎ屋で40歳で家を持っている
人では、どちらが延滞する確率が高いかが過
去の実績で分かります。統計学的に言うと、
ラーメン屋で21歳でアパートに住んでいる人
の方が、確率としては延滞が出やすい。100
人申し込んできたときに３人の延滞が出ます。
３％です。それに対して、うなぎ屋の人は
100人申し込んできたときに１人しか延滞が
出ない。１％です。カード会社は、その確率
論をもって審査をします。（10万人の場合は
これを100倍）
　このスコアリングモデルを、もし税徴収の
モデルにリンクできるとすれば、回収スコア
モデルが近しいと思います。これは、カード
会社では取引ぶり、例えば、今枠があって、
残高がこれだけあって、最終的に借り入れた
金額や過去のいろいろな取引実績から、この
人は何もしないでも回収されるであろうと予
測をし、そういう人には電話をかけなくてよ
いのではないかというような予測を立てるモ
デルです。逆に、今まで全然借り入れがな
かったけれども一気に100万円借りてきたと
いうお客様には、何かあったのではないかと
いうことで、われわれは回収のスキルが一番
高いオペレーターをあてがって、すぐに電話
をするというような回収の仕方もします。こ
のようなノウハウは、銀行引落等で活用でき
るところがあるのではないかと思っています。
　カード会社の強みに、効率的な架電があり
ます。特にカード会社で非常に気にしている
のは時間です。電話をする時間が非常に大事
であろうということです。これは、英語では
ベストタイム・トゥ・コンタクト、あるいは
ベストタイム・トゥ・コレクションといわれ
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ています。主婦は昼食や夕食の準備で忙しい
時間を避ける。夜間の架電で効率が上がらな
いセグメントには日中に架電する。勤務者
（サラリーマン）の場合は昼間に電話をかけ
てもなかなか出ないので、土日の朝などに電
話をする。無督促と呼んでいる、少し遅れて
でも自発的にお金を払ってくるお客さんを見
抜けば、その人には電話をかけなくていい。
このように、このセグメントに対しては、こ
の時間が一番回収効率が高いということを
データを活用して予測し、電話をかける時間
帯とその効率性を考えています。
　もう一つのカード会社の強みとして、運営
スキルがあります。まず、高いコミュニケー
ションスキルと商品説明スキル、これについ
ては、カード会社は商品性が複雑な金融商品
のテレマーケティングの実績を持っています。
また、６月18日から、他社の借り入れを含め
て年収の３分の１しか借りられないという法
が施行されていますが、そうした説明のスキ
ルが求められる法改正の案内や、年収証明を
いただくというような必要書類徴求の促進等
も、カード会社は行っています。
　また、カード会社は顧客満足度（CS）を
意識した教育水準を保持しています。自社の
顧客テレマーケティングは、外部受託と性質
が相違して、スポット案件のみととらえず、
お客様と長期的にお付き合いいただけるよう、
顧客満足度の向上を意識したトレーニング体
制を構築しているからです。特にこのあたり
のモチベーションの維持については、われわ
れにとっても非常に課題です。カード会社も
全員が全員社員ではなく、派遣社員やアルバ
イトの方もいます。そういう人たちが仕事を
しやすい環境をつくってあげることも大事で、
単純に時間給がいいというだけでは満足され
ないと感じています。例えば、冬にはアメを

置いておいたり、観葉植物が部屋にあったり
と、気心というものがない限り、センターは
なかなかうまくいきません。逆に言えば、そ
ういう心のあるセンターをつくろうとするの
であれば、やはりそこまでの気心が要るので
はないかということです。これはわれわれが
何年間もの過去の実績の中で培ってきたもの
ですが、それについてもインセンティブも必
要であるというような考えです。
　さらに、システム／運用／教育の各視点か
ら、セキュアな環境を構築しています。これ
は当たり前のことですが、信用情報を保有す
るカード会社として、個人情報の保護は必須
です。セキュリティを意識した各種の取組を
実現しなければいけないと思っています。

　最後に、より良い就労環境づくり、これが
先ほど言った働きやすい就労環境です。単純
に言うと、例えばあるビルでセンターをつく
る場合、水洗トイレは今は当たり前ですけれ
ども、ウォシュレットがあるか、女性であれ
ば音が鳴るものがあるかということでも、若
干センターのパフォーマンスは違ってきます
し、離職率も高くなりません。そのような、
いろいろな細かいニーズがあると思っていま
す。

１－９．ポケットカードのアウトバウンドセ

ンター・プロモーションセンターの概要

　ポケットカードのアウトバウンドセンター
は新大阪にあり、私も月に１～２回は来てい
ます。ポケットカードで税の催告をするとす
れば、このプロモーションセンターになるの
ですが、プロモーションセンターの業務内容
には、まずキャッシングリボ等、いろいろな
カード商品の販売促進があります。それから、
外部受託というのがわれわれにとっては非常
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に外向きの受託で、実はポケットカードでは
リボの促進が非常にうまくいっています。他
社のカード会社から、どうしてポケットカー
ドはリボの残高や件数が伸びているのかと、
よく視察に来られます。われわれとしては戦
略でもあるのですが、こうやっていますと説
明すると、それならばということで、今は他
のカード会社２社から受託しています。これ
は弊社のアウトバウンド強さです。また、電
話でクロージングする生命保険、ある大手の
生保会社の入院保険のアウトバウンドも、弊
社でやっています。これまでカード会社は外
向きの受託は取っていなかったのですが、弊
社の場合は特にこのあたりの受託をかなり
取っています。
　さらに、アウトバウンドだけで完結するも
のではなく、インバウンドもそろって初めて
非常に強いものになります。お客様が電話を
かけてきたときに、それなりの対応ができな
ければ駄目です。われわれはこれをハイクオ
リティ・インバウンドと言っており、ファイ
ナンスデスクと呼ばれる、一般的なお客様セ
ンターのお問い合わせよりももう少し高度な
コンサルティング等ができるインバウンドも
併せ持っています。システム的に言うと、そ
この業務とお客様センターをシステムでリア
ルに結んでいるところが弊社の強みです。こ
れにより、インバウンドで「電話をしないで
くれ」と言われると、瞬間的にアウトバウン
ドの電話が止まるようになっています。カー
ド会社でも、ここまでのシステムを持ってい
るところはほかにありません。アウトバウン
ドとインバウンドがリアルに連携できるとこ
ろはないのです。インバウンドだけやってい
て、アウトバウンドを外に頼んでいると、そ
ういうことはできないと思いますが、ポケッ
トカードの業務システムでは、システムを統

合してインバウンドとアウトバウンドの顧客
管理が可能です。
　皆様にはプレディクティブ・ダイヤラーシ
ステム（自動発信システム）についての知識
も持っておいていただきたいのですが、これ
は簡単に言うと、コンピューターがあるリス
トに対して電話をかけ、呼び出し音なく、す
べてかかった状態でオペレーターに回してい
くというものです。かつ、当社では、スキル
の高いオペレーターにはたくさん回るような
システムを使っています。かつ、手動による
掛け間違いがありません。登録した電話番号
にコンピューターが自動的に電話をかけます
　最後に、少し手前みそになりますが、ポ
ケットカードアウトバウンドの実績は、販売
促進をポケットカードで行った場合とテレ
マーケティング企業が行った場合、本人のコ
ンタクト率（電話をかけて相手につながった
率）はほぼ同じです。ただし、成約率はポ
ケットカードの方がパフォーマンスが良く、
かつ、クレームも少なかったという実績が出
ています。

２．自治体の検討課題

（三河）JSOLの三河です。われわれが自治
体のコンサルをしている中で、電話催告や収
納というのはホットな領域というか、自治体
さんがお困りであるとお聞きして、何かわれ
われにやれることはないかと、検討を重ねて
きました。その中で、コールセンターをテレ
マーケティング企業とサービサー企業でやっ
て済むのか、実はクレジットカード企業は高
度なコールセンターを持っている、ひも付け
ればもっといいサービスができるのではない
かと、昨年来、ポケットカードさんにお話を
していました。その最中に振興協会から今回
のテーマをいただいて、ではポケットカード
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さんに話していただきましょうかということ
で、本日の時間をいただいたわけです。
　ここまでは、いわゆるクレジットカードと
いう業態の中での説明でしたので、それを自
治体に置き換えて整理させていただいたのが
第２章です。どういうことを検討しなければ
いけないのか、何かのヒントになればという
ことでご説明させていただきます。

２－１．自治体における電話催告の課題・問

題点

　電話催告の話をいろいろな自治体さんにお
聞きすると、幾つかの問題点・課題が浮かび
上がってきました。一つは、滞納管理シス
テムは一つ2,000万～3,000万円と結構高価で、
なかなか入れられないとおっしゃる自治体も
あります。それから、システムを入れたはい
いけれど、これまで紙で持っていた滞納情報
を入力しなければいけない。その手間が大変
ですと言われるところもありました。
　それから、国保と税とで違うシステムを
使っているという自治体もありました。「な
ぜそうなったのですか」とお聞きすると、
「たまたま入れる時期が別々だったのです」
とか、「いろいろな事情でこんなことになっ
ているのです」ということでした。普通に考
えれば、同じものを入れればよいのではない
かと思うのですが、どうもそうではないよう
です。
　それから、外部で催告するには滞納管理か
らデータを抽出しなければならず、それが結
構ハードルになります。これが一番のハード
ルのような感じもします。
　もう一つが、収納消込（納付行為）と滞納
管理（納付把握）との時差、これはせっかく
払ったのに電話がかかってきたというクレー
ムが発生するということです。

　それから、同じ世帯に違う催告が別々に行
われることもあります。午前中に軽自動車税
の電話がかかってきて、午後に固定資産税の
電話がかかってくる、「何で２回も電話をか
けてくるんや」と怒られることもあるわけで
す。
　それから、電話をするとき、働いている方
は昼間はいないので、夜または休日に電話を
しなければいけません。庁内での夜間、休日
の催告には、当然、職員の方の立ち会いが必
要になるという問題があります。
　そこで、最近は複数の自治体による催告の
共同化の動きがありますが、システムがある
程度統合されていないと、共同化すると言っ
ても、組織と場所だけ作って職員をかき集め
て電話をするということになりかねない。や
はりその辺のシステム統合が、一つ問題のよ
うな気がしています。

２－２．庁舎内での一般的な電話催告

　私が今までお話を聞いた中では、派遣会社
からオペレーターを派遣して庁内で催告する
というのが、一番多いパターンです。要する
に、職員の代わりにオペレーターが庁内で電
話をするということなのですが、それで本当
に安全なのかというと、庁内だから安全とい
う保障は何もないわけです。ある自治体では、
基幹システムを直接オペレーターに触らせて
いるそうですが、画面に見てはいけないもの
が出ているかもしれません。100％安全とは、
なかなか言い切れないのではないでしょうか。
休日催告、夜間催告の問題もあります。
　もう一つが、派遣会社から派遣される人の
問題です。一般的に民間企業では、外に出す
人はランク的には低いのです。優れた人は絶
対に社内に置いておきます。安い単価で集め
てきて、安い単価で提供される、それが果た
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して訓練されたオペレーターなのかというと、
そうでもないのではないでしょうか。
　それから、繁忙期の対応ということで、
ピークに合わせていちいち庁内で場所や設備
を確保できるのかというと、そうでもないだ
ろうということです。電話催告用に、今まで
職員の方が触っていたシステムを外部の人に
触らせるとなると、それなりに何かプロテク
トをかけなければいけなくなるというような
問題があろうかと思います。

２－３．実施例が増えてきた庁舎外での電話

催告

　最近、実施例が増えてきていて、大阪府や
福岡県は自動車税の催告を庁舎外でされてい
ます。このときの問題として、滞納者のデー
タを持ち出すことが、果たして議会を通るの
かというところが一つあろうかと思います。
また、納付と催告の時差が、外でやることに
したからといって解消できるわけではありま
せん。あとはスキルの問題で、果たしてコー
ルセンターがそれなりのスキルを持っている
のかということがあります。それから、言い
方は悪いですが、丸投げしているのではない
かと言われかねない。やはりコールセンター
ならではの成果物が、きちんとあった方がい
いのではないかというような話があろうかと
思います。

２－４．庁舎外か庁舎内か

　休日や夜間催告であれば、庁舎外の方が恐
らく効率的だと思われます。これは人件費の
問題で、残業や休日出勤は当然ただではでき
ませんので、お金のかかる話になります。ま
た、毎日毎週というのはなかなか難しくて、
キャンペーン的に、スポット的に、集中的に
やる事例は多いのですが、ある程度持続的に

せざるを得ないときもあります。モチベー
ションの問題もありますが、これもなかなか
難しいのではないでしょうか。あと、派遣で
も、オペレーターの派遣だけでは済まず、当
然、監督者も呼ばなければいけませんので、
本当に安いのかというと必ずしもそうではな
いという話もあります。
　あるいは、庁舎外に滞納者のデータを持
ち出すことについて、「絶対に議会を通ら
ない」と言われる自治体さんもありますが、
「そんなことを言うたらもう何もできない
じゃないか。もう出すのはしかたがない」と、
あっさり言われる自治体もあります。このあ
たりは自治体によって事情が違うかと思いま
す。
　それから、庁舎内なら本当に安全なのかと
いうことについては、きちんとしたセキュリ
ティポリシーのもとで運用されているか、も
う一度確認しなければいけません。
　それともう一つは、丸投げにならないかと
いうことです。丸投げではないと反論するた
めには、やはり何か成果物がなければ納得性
が得られないのではないかという気がしてい
ます。要するに、専門の機材と専門のオペ
レーターでないとできないことは当然あるは
ずなので、外だから逆にこういうことができ
るのですという付加価値を求めていくという
ことが一つあると思います。

２－５．調定データを軸に「収納」と「催

告」を効率的に行う

　われわれは、催告だけでなく、収納も含め
て全体的に効率化することをいろいろ考えて
いたのですが、電話催告をするのに、いちい
ち滞納管理システムを通す必要があるので
しょうか。最優先されるべきは、現年の徴収
率だろうと思います。そうであれば、収納と
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催告のシステムがきちんと連動していれば、
滞納管理システムを通さなくても、例えば収
納を委託しているのであれば、収納の仮消込
で残ったものが、そのまま電話催告の対象に
なるはずです。もともとの調定データを外に
出しておいて、そこに昨日までの納付期限の
ものを加えれば、消し込んで残ったものに対
してすぐに催告できるのではないかというの
が、このあたりの考え方です。
　メリットとしては、当然ながら消し込んだ
調定データをもとに外部委託して催告をする
ので、そのあたりの自治体側の負荷が非常に
少ないということが挙げられます。それか
ら、基幹システムの方で税や国保の催告デー
タを統合しようとすると大変なのですが、調
定データであれば比較的容易なので、包括的
な徴収対策が打てますし、国保から先にする
のか、税から先にするのかというふうな判断
も入れやすくなります。また、電話催告の
元データというのはそもそも収納のデータ
で、滞納者のデータではないので、持ち出し
のハードルは比較的低いのではないかと考え
られます。それから、昨日までが納付期限で、
今日から電話催告というふうに、切り替えが
簡単です。加えて、名寄せが比較的簡単なの
で、世帯単位での効率的な電話催告が可能に
なります。当然、先ほど言った、午前は軽自
動車税で午後は固定資産税とか、国保と税と
で午前と午後とにかかってくるということも
避けられるのではないかと思います。それと、
収納そのもの、催告そのもののインフラを持
たないという、持たざるやり方をするのであ
れば、印刷、OCR、架電に関するインフラ
を切り出して、調定データを外に出してし
まったら、自治体側の業務の風景が変わって
くるということもあろうかと思います。

２－６．まとめ

　私がお話を聞いた中で、こういうが言える
のではないかと思ったことをまとめると、電
話催告を効率的に行うということに関しては、
ピーク性があるものを抱えておくことは非効
率なので、委託の方が効率的だと思われます。
委託により、自治体の職員の方は、本来やる
べき滞納整理の方に集中できるのではないで
しょうか。民間の例を待つまでもなく、専門
のセンターに委託する方が、スキルや催告時
間の応用性という意味でも望ましいと考えら
れます。ただ、外部に委託できるかどうかと
いう問題は一点あろうかと思います。近年、
市場化テストなどをされている自治体もあり
ますが、最終的に外に出せるかどうかは、議
会や市長の判断など、いろいろな判断要素が
あるかと思いますが、これをするかどうかが
一つの要素であるであるということです。
　それからもう一つ、単純な電話催告で良い
のかということです。いろいろな自治体で電
話催告をされていますが、住民を怒らせては
元も子もありません。オペレーターの素養等
もありますが、住民を怒らせないような電話
催告が必要で、それには当然、訓練されたオ
ペレーターが当たらなければ駄目なのではな
いかということです。
　それから、これは納税者の意見として申し
上げたいのですが、本来、電話催告というの
は不必要なものなのです。納期期限にちゃん
と払っていただければ、電話催告などもとも
と必要ないわけです。しかし、これをせざる
を得ない状況があることは分かります。ただ、
そのために毎年何千万円もの催告委託費を自
治体が払って、何が残るのでしょうか。例え
ば、毎年2,000万、3,000万円払って、５年で
１億円かけて、残ったのはきれいな電話番号
ですという話で果たしていいのかという、こ
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れは納税者としての疑問です。
　そう考えると、同じ委託をするのなら、先
ほどのFAQもそうですが、やはり何か成果
を残して次世代職員に引き継げるようにすべ
きではないでしょうか。FAQは作りましょ
うと、どこの自治体でも言いますが、誰が作
るのか。今、職員の方は忙しいし、ノウハウ
もない。職員がFAQを作る作業に忙殺され
ては何にもなりません。せっかくお金を払っ
てやるのであれば、そのあたりが楽になるよ
うな話も一緒にできないかということです。
　それから、データを蓄積することが大切で
す。クレジットカード会社では、データを蓄
積してそれを役立てています。自治体の税、
国保もそうですが、催告データを元に、結果
も含めて徴収戦略を立てることができないか
ということです。回帰分析などの利用方法は
当然あると思います。いずれにしても、デー
タを蓄積して何かに活用するというサイクル
を回さなければ、あまり意味がないのではな
いかと思います。
　また、幾つかの自治体でお聞きしたのは、
雇用対策で電話催告に人を雇い入れているけ
れども、それが果たして正しいことなのかと
いう素朴な疑問です。大阪城の掃除ではない
し、自治体の代わりの顔として人と接点を
持ってお話をするわけなので、本来はそれな
りの人が電話すべき話なのに、雇用対策だか
らといって、いわゆる失業している方に電話
をさせるというのは、非常に疑問が残るとこ
ろです。
　次に、インバウンドの効率化ということに
関しては、電話催告はアウトバウンドですが、
実は自治体さんでもインバウンドが結構大変
だというお話を聞いています。特に納期限前
は問い合わせがピークになり、納期限後はア
ウトバウンドが増えるということで、インバ

ウンドとアウトバウンドの境界点が納期限だ
とすると、そのあたりについてうまく効率化
できないかという話があります。
　そして、督促・催告というところだけで効
率化を図って、滞納を管理しているのだとい
う話ではなくて、もう少し上流の方からぐ
るっと一周回って考えて、賦課・調定のとこ
ろから効率化すれば、もう少し楽になるので
はないでしょうか。収納や催告というところ
だけを切り取ると、滞納管理システムを入れ
れば効率化できるというような話になるので
すが、滞納管理システムがなくても現年度徴
収だけであれば、調定データの仮消込の残っ
たものだけでもできるのではないかというよ
うな話を、ぜひ一度、いろいろな自治体さん
にお伺いして、させていただきたいと考えて
います。
　せっかくポケットカードさんに来ていただ
いたので、最後に少し営業をさせていただく
時間をいただいて、向井さんからご提案をお
願いしたいと思います。

３．ポケットカードからのご提案

（向井）ここで営業をさせていただくことに
意味があるかどうか分かりませんが、弊社は
外部受託をたくさん取っていますので、もし
ここにおられる自治体様が外に電話業務を投
げようと考えられたときのために、頭の片隅
に置いておいていただきたいと思います。
　弊社では、滞納管理から徴求率の増加の効
率的なサイクルを、資料33ページの図のよう
に考えています。まず、自動架電システムの
活用、そして結果情報の蓄積です。弊社は、
カード会社として非常にたくさんの結果情報
を蓄積しています。そのたくさんの情報量を
もとに、FAQを作り込みます。そして、あ
とはデータ分析・最適配分ということでスコ
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アリング等を作り、延滞管理システムに反映
させるという最終形もあります。
　もし自治体様が電話をアウトバウンドする、
外に投げようとした場合、テレマーケティン
グ会社、サービサー会社に加えて、カード会
社も一つ選択としてあります。今日ご説明し
たいろいろなメリットもあります。費用の面
もあるでしょうが、こういうようなご提案が
できるかと考えております。
　催告業務における付加サービスで、カード
会社が持っているものとしては、まず電話番
号クリーニングがあります。この電話がちゃ
んと使われているかとか、未納であるかとい
うようなことも、実は事前に分かるように
なっています。また、納付前のお知らせのア
ウトバウンドや、税種類の一元管理もできま
す。各種の税徴収を一元で管理してアウトバ
ウンドするため、重複顧客の特定や、架電の
効率化及び高リスク者への次ステップが展開
できます。さらに、国民調査データに基づい
たサービスマーケティングソフト「モザイク
ス」を活用し、町レベルの属性差異を判断し、
可視化することもできるのではないかと考え
ています。
　今後、地方自治体様の方でいろいろなもの
を外に出そうと考えられるときには、弊社へ
の委託と関係なく、どんなことでも結構です
から、ポケットカードの私と、もう一人、松
永という者にメールや電話でご相談いただけ
れば、すべてを含めた形で、いろいろなご回
答なり、ご相談をさせていただきます。いつ
でも結構ですので、ご連絡をいただきたいと
思います。
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徴収力強化研究会
第８回

事例研究１
　「LGNetのネットワークについて」

講師　菅原伊奈子 氏（北海道浦幌町納税係長）

事例研究２
　「私債権及び非強制徴収公債権にかかる
　　　　　　　　整理回収プログラムについて」

講師　山森　　拓 氏（北海道赤平市建設課住宅係長）
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１．自己紹介

　北海道浦幌町の場所は非常に説明しづらい
ので、資料の一番後ろに簡単な地図を付けて
あります。北海道は広く、釧路と帯広の真ん
中、十勝平野に属する人口6,000人を切った
１次産業中心の町です。そこで納税係長をさ
せていただいています菅原と申します。私は
55年に浦幌町役場に就職し、その後、議会事
務局を皮切りに、財政と出納、企画、国民年
金、国保、そして住民税を経て最後にたどり
着いたのが納税です。今、６年目か７年目に
なったところです。現在全国の徴税の仲間と
グループを作り、全国の仲間と活発にそれぞ
れの悩みや新しい取組などを切磋琢磨しなが
らやっているところです。ご縁がありまして、
その仲間のお話をさせていただける機会をい
ただきました。

２．LGNet設立の経緯

　LGNet（ローカル・ガバメント・ネット
ワーク）は、「明日のあるべき地方行政を現
場から築き」という思いで活動しています。
設立が2009年３月ですので、１年半ほどたち
ました。その前身に税務ネットというのを
作っていたのですが、それぞれの思いが違い、
新しくLGNetとなって去年から動き出しまし
た。
　これがなぜできたかというと、北海道主催
の税務の徴収研修会があり、そこで分かった
のですが、差押えとか調査権ということが北

海道ではまだ行われていなかったのです。臨
戸徴収が主体の時期に、若い職員たちと「三
位一体改革を目の前に控えて、徴収というの
は何て暗いイメージの仕事なのだろう。これ
ではいけない。先輩たちから教えられている
徴収の仕方もおかしい。今はパソコンの時代
だからインターネットを使って情報交換をし
よう」と話し合ったことから始まりました。
　最初は全道の12人から始めたのですが、人
から人へ、知り合いから知り合いという形で、
一時は50人になりました。50人になったとき
には、もう全国の仲間が口伝えに入ってきて
いました。当初は北海道が中心だったので、
北海道を中心に、なかなか進まない意識改革
で悩んでいる仲間のなかで、「研修会をやり
たい。だけど、自分たち一自治体ではどうし
てもできない」という話があったのです。そ
こへ仲間が駆け付けて、捜索の「ロープレを
やろうか」「今の問題点を役所の中で解決で
きないのだったら一緒に悩もう」という形で、
押し掛け的に要望のあった仲間の自治体へグ
ループの仲間が全道から集まり研修をしたと
いうのが走りです。
　それが垣根を越えて、市町村だけではなく
て、北海道の職員、果ては東京都の主税局を
退職された方などにもこのグループの理解を
していただき、メンバーとなって参加してい
ただいたことにより、５月末日現在で80人、
研修会が終わるたびにメンバーが増えてきて、
今は84人です。毎日インターネットのメール

事例研究１

　「LGNetのネットワークについて」

 北海道浦幌町納税係長　
 菅　原　伊奈子　氏
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を使って情報交換しているのが現状です。

３．現在の活動状況

　北海道の参加者は24人なのですが、あとは
それぞれの全国の県職員、町村職員、市の職
員、合わせて５月末日現在で80人です。年代
層は20代が５名、30代が39名、40代が24名、
50代が10名、60代が２名です。男女の比率は、
当然のごとく男性が多いのですが、女性は私
たちの年代が主体です。要は、家族がそれぞ
れ独立して仕事ができると言ったら語弊があ
りますが、女性ではそうした年代の人が主体
で入っています。最初は徴税部門だけだった
のですが、私たちには避けることのできない
異動があるので、別の部署に異動になった方
もいます。今日、後から講師をされる山森さ
んは公営住宅部に異動になり、債権回収を
やっています。福祉課に行った方もおられま
すし、環境衛生に行った方もおられます。そ
の人たちが納税だけにとらわれないで、新し
い職場へ行っても同じ行政マンとして情報交
換やスキルアップを図るためにグループを抜
けないので新しい職場で頑張り、それをグ
ループに還元する形ができているので、うち
のグループの人数は減らないのです。
　そのような意識で参加している仲間なので、
日夜切磋琢磨している、刺激が欲しいという
ところがあり、メールの情報はすごいです。
参考に会則を載せさせてもらったのですが、
私たちは守秘義務を持っていますので、知り
得た情報は基本的には外に出さないというお
約束の中で信頼関係が結ばれています。です
から個人情報は当然出ませんが、手法や乗り
切っていくやり方や様式は共有していこうと
いうことでやっています。
　本当に最初は、差押えができないとか、果
ては徴税吏員でありながら預貯金調査もしく

は債権調査も上司が理解してくれなくてでき
なかったという人も、実は北海道ではいるの
です。ここにおられる方はそんな低いレベル
の話をされてはいないと思うのですが、現実
として本当にこの４年、５年前までは臨戸が
中心で、人の財産を調べるなんて、まして差
押えるなんて一般化していない時代でした。
山森くんは一番初めに動産を押さえてD51の
機関車の模型をインターネット公売で800万
円で売った人なのですが、彼が捜索、公売を
北海道の市町村で初めてやったのです。その
ように北海道も滞納整理に動き出した時代で
もまだうちの隣町などは、調査をやったら課
長に呼び付けられて「指定金融機関になぜ調
査をかけるのだ」と、とんちんかんな怒られ
方をしたという苦い思い出もあります。その
ような町村も実は全国にあったのです。今で
はおかげさまでこうやって、グループの中で
先進的な取組や、県単位で新しいやり方でい
ろいろな滞納整理もしくは債権整理をやって
いる仲間がどんどん増えてきて、あちこちに
行ってお話ができるぐらいになりました。こ
の４～５年の間にみんなが成長してくれた、
時代のそういう流れに私たちが乗れたのはよ
かったと思います。
　会則は参考なので、こういう趣旨で、こう
いう流れでやっていますということで、見て
いただければと思います。私が話をするより
も、最初に私たちがやっていることを参考に
ビデオを見てもらって、その後にまたお話し
させてもらおうと思います。

＊＊＊ビデオ上映＊＊＊

　これで、私が話をさせていただくよりも、
私たちのグループの仲間がどういう感じなの
か垣間見ていただけたかと思います。大の大
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人が抱き合って涙する。これは本当に徴税吏
員としての仕事ができず、３年間、４年間苦
しみを共にしてきた仲間で、最後に大泣きし
ていた仲間は北海道室蘭市役所の担当です。
上司が「滞納整理なんか」という状態で理解
を示してくれない、北海道の中でもみんな滞
納処分をどんどんやっていく中で、滞納処分
ができないということをずっと訴え続けてき
たのですが、本当にできなかったのです。そ
れが、単純に上司が替わっただけで、今、彼
はどんどん差押えして、滞納処分をやって、
「マンションが売れた。それも外国人に売れ
た」と言いながら、今は生き生きとしていま
す。この涙はいつだったのだろうと思いなが
ら聞いていました。そういう仲間が同じ苦し
みを共有しながら、背負いながら、そして共
に歩んできた仲間だから一緒に涙するし、抱
き合って感情を共有することによってまた次
のステップへモチベーションを上げていく
きっかけになっているのです。
　今見ていただいたのが、私たちが実施した
第１回目の全国研修会IN米沢での映像です。
この中で、うちのグループの先進的な取り組
みを始めている人たちが、それぞれ事例発表
をして、「全国ではこういうことをやってい
るのだな」という勉強会をしているのです。
山形県米沢市では、東京都東久留米市、埼玉
県北本市、長崎県平戸市の仲間が事例発表し
ました。東久留米市はお金をかけないで税金
を集める勉強をしていますし、北本市は収納
環境拡大を手掛けた人に、どのようにやって
いったのかというノウハウと、これからどう
していかなければいけないかということも含
めて発表してもらう。それを聞いて仲間は自
分の自治体に帰って、自分たちの問題はどう
いうものかということも含めて勉強する。
　最後に、平戸の職員は私と一緒にアカデ

ミーに行っていたのですが、彼はアカデミー
から帰ってこのグループに入り、今は「差押
えの鬼」と言われるぐらい、このグループの
中でも差押えをどんどんやって実績を上げて
きている仲間です。そして、ヤフーと入って
いますが、もともと堀さんは東京都主税局の
方ですが、退職されています。うちのグルー
プのモットーは公務員と公務員経験者で、守
秘義務をきちんと守っていただけるというこ
とが前提でやっているので、会則にも書いて
ありますが、公務員以外の方はいないという
ことで信頼関係は結べているのかと思います。

４．北海道釧路市の差押え例

　最後に石垣へということで出ていました
が、今月、６月12日、２枚目のレジュメは今
年の研修会の内容としてやってきたところで
す。富田林の中野さんも、画面には何度とな
く出てきたと思います。中野さんはLGの前
身、税務ネットが立ち上がったときから人伝
えに参加いただいて、北海道単独でやってい
た研修会のときに、自腹を切って北海道まで
何度となく来てもらって、情報交換をさせて
もらっていました。富田林市のバイクの一斉
差押えをやったときの経験談等を教えてもら
うという目的もありましたので、そういうの
も兼ねて、自腹で、休みを取って北海道の仲
間のために来てくれたという大事な仲間です。
　それをきっかけに、北海道の釧路市でも市
営住宅を目標に、市営住宅は市の敷地なの
で、市営住宅にある軽自動車を、朝の５時半
から何十台と、今、タイヤロックを20台ぐら
い持っているのでしょうか、それを持って、
出勤前の軽自動車を押さえるのです。そし
て、８人乗りぐらいの車を１台持っていって、
「臨時のお金を受ける場所」というふうに、
がちゃんとかけてポストに差押調書を投げ込
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んでくるのです。すると、みんな、臨時のお
金受け取り場所の車に向かってきます。言葉
は悪いですが、担当者が「ゴキブリほいほい
状態だ」と言っていました。
　お金を払った人については、そこで外しま
す。お金を払えない、分割してほしいという
交渉のあった人については、使用書だけを渡
して、差押えの紙は見えないところにそのま
まぶら下げて、ロックを外して、お金を払っ
たら車の内側に付けた差押えの紙は外してあ
げる。これは大成功です。今はではあちこち
で波及して「教えろ、教えろ」と言われてい
ます。私と同じいのしし年の女性なのです
が、その人が企てました。でも、昨日だか一
昨日も、やるとかやらないとか言っていまし
て、今度は二十何台だそうで、「成功したか
ら、またタイヤロックを増やした」と言って
いました。
　北海道も、町村はそれほど収納率が低いわ
けではありません。しかし、市は収納率が上
がらなくて右往左往して頑張っている最中な
のです。海を抱える釧路市も収納率が低いと
いう中でそういうことをやっていると、やは
りみんな「どうやってやっているのだろう」
ということで、問い合わせが多いと言ってい
ました。それは成功した例です。

５．ネットワークの重要性

　今のような研修会は１年に１回の活動です。
通常何をやっているのかというと、メーリン
グリストを使って書き込みをします。そこに
問題提起をしたり、今の自分たちの抱えてい
る問題を投げ掛けて相談したり、ほとんど常
時、24時間やっています。朝も昼も書いてい
る人、夜中に書いている人もいますし、明け
方に書いている人もいます、自由に使ってい
ます。そして、今みたいに１年に１回は顔を

合わせて顔の見える対話をしたいというみん
なの望みもあり、研修会を基本的には１年に
１回やっています。１年たって会うとみんな
スキルアップしていて、研修の講師をやって
くれる人が次から次へと自然発生的に生まれ
てくるのです。やはり１年というのは人間を
大きくするのだなと感じます。
　米沢市での１回目の研修会のときに、石垣
市の白髪頭の係長がいるのですが、「沖縄も
徴収率がものすごく低い。沖縄県か山梨県か、
どちらかというぐらい低いのだ。何とか意識
改革をしたいので、石垣に来て欲しい」とい
う、その一言だけでみんな賛同しました。私
たちは自分たちで「北海道から徴収の温かい
風を吹かせている」と言っているのですが、
「次は沖縄から徴収の温かい風を吹かせる協
力をさせてもらおう」ということで、今年も
全国から40人ぐらい、そして地元は30人ぐら
いの構成で開催し、大盛会のうちに終わらせ
てもらいました。これで、行ったところのみ
んなが意識改革されるわけではないのです。
でも、その中で１人か２人、気付いてくれる
人が必ずいるのです。そうしたら、そこから
また火が点いて元気になっていくといういい
循環が今のLGのグループにはできていると
思います。
　そのほかに、うちのグループの何がいいか
というと、町村だけではなくて、県の職員、
広域の職員、道の職員、上下関係をなくして
信頼関係が結べていることです。今、本当に
自分が進むことだけ考えていてもどうにもな
らない時代になっていると思います。そうい
う中で、人と人とがつながって、同じ問題を
共有して同じ解決の方法に向かっていけると
いう、仲間意識、頑張っていこう、何とかし
ていこうという熱い思いというのはやはり大
事だと思います。私たちは変な話、何もしな
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ければしないで済む仕事です。徴収率が上が
るか上がらないか、結果を持ってくるだけの
話です。やらないで終わっていた時代もあっ
たわけです。しかし、今はそんなことを言っ
ていたら、住民税の税率が変わって丸投げさ
れた状態の中で、自主財源の確保は誰がする
のかという話です。そういう話は皆さんの方
がきっちり分かっていらっしゃると思います。
　最初は、悩んでいる人がたくさんいたと思
うのです。だから、グループで何とか意識を
持ってやっていきたいという思いだったと思
います。１人がやると「では、やってみよう
か」となるのです。そして、分からないとこ
ろはやっている仲間に聞けばいい話です。ぐ
ずぐず悩んでいる時間がもったいない。教え
てくれる仲間がいるし、聞く仲間もいるから、
聞かれた方はまた勉強しなければならないの
です。それで、みんなのレベルがずっと上
がってくると感じています。
　最初は北海道だけだったのですが、それが
全国となると、私もいかに井の中の蛙だった
かというのを毎年つくづく感じています。北
海道の中で「これが正しい」と思ってやって
いたことが、全国の仲間の話を聞くと、自分
の意識はなんと低かったのかと思います。多
分それは私だけではなくて、みんなが同じよ
うに感じて、それを今度は打開していこうと
いう刺激にもなります。それも全国だから感
じていることで、いいところなのだと思いま
す。北海道だけだったら、こんなに意識は変
わっていなかったと思うのです。そういう
ネットワークというか、人が人を知るという
こと、仲間づくりをするということは非常に
大事なことだと思います。私たちは調査権を
持っていますので、転出されたりすると、調
査するにしても、お願いをして情報を聞くに
しても、全国どこでもという話になります。

それを考えると、やはり私たちにはそういう
ネットワークが本来必要なのだと思います。
　組織の問題もあるとは思いますが、自分の
モチベーションや自分の意識がきちんと方向
性を持っていなければ組織も変えられないし、
組織を何とかしていこうという思いに派なり
ません。実際、私も納税に来たとき、「おま
えにも臨戸徴収を何十件かさせる」と言われ
たのです。だから、ここの仕事というのは
「おじさん、おばさん、よろしくお願いしま
す」と頭を下げて金をもらってくるのだろう
と思いました。それもちょっとどうなのか
と思って「北海道に聞きに行く」と言った
ら、「何しに行くの」と当時の補佐に言われ
て、これは認識が違う、なので研修会には出
して欲しいと上申しました。北海道の徴収研
修会、アカデミーと徴収では参加させたこと
が無いという研修会に必ず手を上げ参加しま
した。そこでいろいろな人と知り合うことが
できて、現在に至るのです。ここの皆さんも
自主的に集まっていらっしゃるとお聞きして
いるので、きっとそういう思いは分かってい
ただけるかと思います。
　このグループは社会的地位を持たないグ
ループです、本当にスキルアップしようとい
う思いの仲間が集まっていて、どこへでも自
費で行くのです。米沢市にも自費、沖縄にも
自費です。出張命令が付いてお金をもらって
きたときの人間の意識と、自分がこれに参加
して何か情報を得よう、スキルアップをしよ
うというときの意識は全然違うと私は感じて
います。出張が付けば旅費をもらって帰って
復命書を書かなければいけないという思いが
あるのですが、これは自分で決めて自分で勉
強しに来ているので、みんな吸収して帰るの
です。そこの意識の違いは大きいと思います。
　そして、この中には20代から60代まで、そ
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れぞれの役職を持っている仲間がいますし、
入ったばかりの人もいます。そこに壁はあり
ません。みんなそれぞれが主役なのです。だ
から、誰がどういう発言をしてもきちんとみ
んな受け止めて応対しています。つぶすよう
なこともありません。組織の中で芽を出すと
つぶされるということもないですから、その
分はみんなのびのびやっているのではないか
と思います。

６．仕事のやりがいの連鎖反応

　「意識改革、意識改革」とうちの役所でも
よく言われるのですが、意識改革をしなけれ
ばならないけれど、研修会に出すお金もな
い、出張をさせてやるお金もないということ
になったら、自分たちでやるしかないのです。
人員削減されている中で、仕事はどんどん増
えてきます。しかし、出張旅費も付かない、
研修の予算も付かないという中で仕事をして
いくのであれば、職員として行政マンとして
誰も守ってくれません。自分を守るという意
識の中で、モチベーションと自信を持って仕
事をしている方が楽しいです。それを自己満
足だと言う人もいるでしょうが、私は役所に
入って30年経ちましたが、みんなが嫌がって
いたこの徴収の仕事が今までで一番楽しいの
です。
　一つは、いろいろなことがあったけれど、
こうやって仲間に知り合えたことです。これ
は同じ国税徴収法で働いているからそれぞれ
分かるのだと思うのです。だから、こういう
仲間と同じ意識の中で仕事ができる、分かっ
てもらえる。苦しみとか壁とかというのはみ
んな同じだと思うので、分かってもらえる。
それともう一つ、住民と直接話すところは、
私たちが一番大きいです。偏りがあるかもし
れません。富裕層とは全くかかわりがありま

せん。どちらかというと、苦しい、ずるいと
いう方の町民たちとかかわる時間が多いので
すが、その中で住民の意識が変わっていくの
が見えてくるのです。だから、やりがいがあ
ります。どうしようもならなかったおやじが、
約束したら毎月分納に来てくれるとか、自己
満足かもしれませんが、そういう経験をでき
るのもこの仕事だからだと思って、今は非常
に楽しく仕事をしています。だから、「町長、
お願い。退職までいてもいいから」と言うと、
「こんな人はいない」と言われたのですが、
そのぐらい仕事が面白くてしょうがない状態
です。
　皆さんはどうですか。私はこの仕事に最初
に来たとき、掃きだめではないかという思い
が頭をかすめてしまいました。それはなぜか
と後になって考えたら、閉鎖的な職場の中で、
やることをやっていなかったからだと思った
のです。徴税吏員としてやることをやって徴
収率を上げてくれば、今まで掃きだめのよう
に思っていたところが、周りからもそう思わ
れていたところが、「徴収率が上がったね」
などと、議会でも注目を浴びるでしょう。そ
して監査委員にも「どういうふうにしたの
だ」と言われると、うちの課長なども「いや
いや、実は」という話になって、監査委員室
で「うちの課はこうやりました」と一言二言、
言える。議会でも言える。そうしたら、課長
もだんだん「やれ、やれ」ということになり、
議員さんに褒められるのです。
　それは私には関係ないのでいいのですが、
そこに連鎖反応があるのです。それを見てい
る課税の職員なども、うちは課税４人、納税
２人という状態で、私は１人係長なので徴収
も納税も収納も全部やっていたら、課税の若
い人たちが「いつ捜索に行くのですか」と言
うのです。それで、「手が回らず内偵も取り
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にいけないのだから、行ってきてよ」と言う
と、悪質滞納者のはびこっているところに内
偵に行ってくれたりするのです。そういうと
ころからぼちぼち職員の意識改革もできてい
るかなと思ったりしている今日このごろです。
　今回こちらへ呼んでいただいた際にも、
「菅原さん、またどこに行くのですか」と聞
かれたので、「ちょっと行ってくるから、あ
とは頼むね」と言ったら、課税の若い職員達
が「分かりました」と言って出してくれる組
織にもなりました。それを考えると、本当に
全国の皆さんとお知り合いになれて、自分の
モチベーションを上げて情報を共有して、同
じ法律で動いている仲間というのはすごくい
いと思います。収納や納税は孤立しては駄目
です。孤立すると、本当に借金取りというか、
収納のおじさん、おばさんになってしまう。
それを考えると、やはりここでお知り合いに
なった皆さんは、それぞれ横のつながりを
持って共有していくと素晴らしいネットワー
クができるのではないかと思いながら、名簿
などを見せてもらっていました。
　つたない説明で申し訳ないですが、私の思
いだけでお話しさせていただきました。次は
うちのメンバーの山森さんが、専門的な話を
きっとしてくれると思います。山森さんも、
こうやって全国に自分のやっていることをお
話ししに行くようになったのです。そうやっ
てみんな芽を出してくるのです。だから、明
日からまた皆さんも頑張りましょう。ありが
とうございました。
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はじめに

　皆さんの手元にある１㎝以上の厚さの資料
ですが、これがあれば本当は、今日ここで喋
らなくても皆さんができるようになっていま
す。全てをお話でお伝えしても明日には忘れ
てしまいます。皆さんに置いていけないこと
もでてきます。この資料は、皆さんが持ち
帰っていただいて、ここに書かれているとお
りにやれば私債権の回収は必ずできるように
なっています。そうなると、あとはやる気の
問題です。本日、お渡しした資料は、STEP
１からSTEP９までとなります。この資料を
もとに、これまで何度か自治体職員を前にお
話させていただきましたが、物事は何でもそ
うですが、先発よりも、後発の方が段々よく
なります。ですから、段々よくなる法華の太
鼓として、昨年、山形でお話ししときよりも
北海道日高町のときの方が充実しております
し、その日高町よりも、本日、同席している
菅原さんがいる浦幌町でやったときの方が内
容は充実しています。先月は、沖縄県石垣市
で職員研修を仰せつかりましたが、さらに内
容は充実しました。そして今回、今の段階で
はマッセ大阪での資料が一番いいものに仕上
がっております。私の蓄積としては、これが
今のところマックスですから、本日、参加さ
れた皆さんはラッキーだと思ってください。

今日の資料について説明

　早速始めたいと思いますが、STEP１は
「支払督促」からスタートということで、
STEP１～STEP４までがワンセットになり
ます。「支払督促」を申立ててから差押えに
至るまでです。続いてSTEP５～STEP９が
あります。STEP５は、税務課でも使うこと
のある「第三債務者に対する取立訴訟」のサ
ンプルです。これは、第三債務者に滞納処分
を行ったが支払われないという場合、その先、
民事案件として回収していくというもので
す。STEP６は「支払督促」とは違い「訴え
の提起」であります。弁護士、司法書士、サ
ラ金などがよくやる手法がこれです。皆さん
の町の住宅管理グループですとか、住宅係で
は、この「訴えの提起」ばかりをやっていま
す。STEP７は、どこもやられていないと思
いますが、われわれ申立人が、執行裁判所に
申立てる際に予納する費用の回収についてで
す。私も皆さんも次々と民事案件を進めてい
きますと強制執行に辿り着きます。この強制
執行をやるには、40万円程度の予納金を裁判
所に積まなければなりません。そこで、この
ときに予納した金銭はどうやって回収するの
か？私は、既に回収に成功しておりますので、
それでSTEP７を用意しました。STEP８は、
もうそろそろタイミング的には下火と思いま
すが、「多重債務者に係る過払金の回収」で
す。私債権を守備範囲とする私が、公債権の

事例研究２

　「私債権及び非強制徴収公債権にかかる
　　　　　　　　整理回収プログラムについて」

 北海道赤平市建設課住宅係長　
 山　森　　　拓　氏
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皆さんを食べさせようという発想で、たかだ
か10日ぐらいの間で35件の多重債務者救済と
債権回収を同時にやっております。そうしま
すと、これが見事に決まりまして、中には
三千万円の過払いや二百万円の過払いなどが
出てきました。私が進めたこの作業で、当然、
公的住宅の賃料債権は完納、租税も完納、国
保も完済、水道料金も完済、医療費も完済し
ました。さらに、公金債権が全て整理されて
も有り余って返せる金銭もこの中から生まれ
てきましたから、これをこんな流れでやっ
ていますよ、というのがSTEP８になります。
STEP９は、そんな救済事案から失敗してし
まった失敗談です。これも、同じように多重
債務者の救済を進めたのですが、車検証に
は、自動車の所有者と使用者が記載されてい
ますよね。親子での多重債務世帯で、娘が破
産、母親は任意整理として救済を進め、娘が
破産しても車を持ち続けていられるように意
図したものですが、車検証の使用者と所有者
がイコールにも関わらず、所有権留保がない
時と同じように車は差押えられ、残りの残債
が連帯保証人である母親に飛び火してしまっ
た、というのが中身です。かなり危険でした。
私は、所有権留保がないので破産しても車は
持っていかれない筈なのにと思っていました
が、既に車のローン会社が裁判を起こしてお
りまして、また口頭弁論の期日も決まり、被
告である娘が法廷に出頭しなかった末の対応
ミスです。多重債務から救済するのと同時に
生活立直しとして就労先までの足を確保する
シナリオでしたが、車を失なわせてしまっ
た。相手方には申し訳ないことをしてしまい
ました。ですから、失敗談になります。これ
は今まで資料として付けたことがないので、
STEP７もSTEP９も今回資料として綴るの
はお初であります。以上が今回の資料です。

　では、いきなりですが「トロイカ　とろい
さ」と書いてある資料に移ります。皆さんに
「馬鹿なタイトルつけるなよ！」と言われて
しまいそうですが、これにも意図がありまし
て、皆さんご存じトロイカというのはロシア
の馬車です。馬が３頭、真ん中が中馬、この
中馬が両サイドの馬を引っ張るでしょう。多
分、皆さんの町でも私債権整理というのは積
極的にやっていないと思いますので、これか
らは皆さんが中馬として中心になって動かし
ていきましょう！という僕からの提案です。
それでトロイカとしています。そして、トロ
イカに準えて「とろいさ」。民事案件は、租
税、公債権のように次から次へといきませ
ん。苦労して、苦労して、悩んで、さらに苦
労して進めていきますから、中々途中で諦め
られない。いいところまではいきますが中々
取れない。そして時間が掛かります。よっ
て、「トロイカ　とろいさ」、時間が掛かり
「とっても、取っても、ろうりょくつかい面
倒な、いらつくさいばん民事司法」ここは笑
うところですが「よって、皆が諦める、した
がって、皆さんが中馬開拓者、誰かが取らな
～あかんでしょ」言葉の使い方が合っている
のかどうかは分かりませんが、大阪弁から始
めてまいりたいと思います。

自治体が保有する債権の種類

　「トロイカ　とろいさ」の右側の資料から
進めていきます。皆さんご存じのように、役
所には強制徴収公債権と非強制徴収公債権そ
して私債権、この三種類があるのはご存じで
すよね。自治法や自治令では、この三つの債
権の債権構造について夫々異なった取扱いを
しています。皆さんが役所に帰ってから先ず
先にやるとしたら、この三つの分類に仕分け
ることから始めなければなりません。資料の
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下には１、２、３と三分割にされています。
本日、皆さんの所属を見ますと徴税関係者が
非常に多いですね。私債権の担当者は、福祉
が二人ぐらいでしたか。左側の債権「公債
権」は、皆さんも手一杯やっていますので説
明は特に要らないでしょう。行政処分であっ
たり地方税の例によると書かれていれば、全
て「強制徴収公債権」となります。宗教で言
えば、自力本願の精神。滝の中で経を唱えな
がら水をかぶるのが皆さんです。私は、何を
やっているかと言いますと、自他力本願です
から自らも頑張りますが裁判所という他力を
借りなければ進められない。自他力本願の精
神が、この賃料債権であったり水道債権で
あったりします。今日のテーマは、この黒色
の部分で帯がかかっているところの回収につ
いてです。それが「非強制徴収公債権と私債
権」です。

３－１．非強制徴収公債権について

　資料の真ん中が行政機関が有するグレー
ゾーン債権、つまり非強制徴収公債権です。
合意によって債権が発生したものなのか、処
分によって発生したものなのか判然としない
債権構造。行政実例では、住宅の使用料は公
の施設の使用料として自治法224条と225条に
ありますが、しかし、下級審である簡易裁判
所や地方裁判所、国土交通省が「これは私債
権でしょう、非強制徴収公債権ではない」と
言っておられます。しかし、総務省は「いや
いや、これは非強制徴収公債権です」と言っ
ている訳です。国レベルでも別のことを言っ
ている訳ですから、地方はどちらにしたらい
いのかと悩んでしまいます。しかし、私は回
収実務を通して言えることが一つあります。
それは、非強制徴収公債権ではなく全くの私
債権ということです。そして判断を下す相手

が裁判官でありますから、次々と民法を当て
はめ解決されていきます。そんなことで、私
は民法をよく開きます。時効も民法169条を
参照します。同法145条の援用が必要だとい
うところを見ています。このような解釈で進
めていかれた方がストレスもなく、いいよう
に思います。

３－２．私債権について

　私債権とは、私法上の原因（契約・不法行
為・事務管理・不当利得）に基づいて発生す
る債権。これは、両当事者の合意に基づいて
発生する債権です。契約も不法行為も事務管
理も、また不当利得も、全て民法の目次にあ
るのはご存じですか？あまり普段の仕事で民
法をじっくり見るということはないですよね。
税務サイドでは、国税徴収法や地方税法はよ
く見るのかもしれませんが、これは全て民法
の目次ですから、私債権は民法に基づいて発
生する債権と考えた方がいいと思います。連
帯保証人や日常家事債務の定義もそうであり
ます。両当事者の合意や契約によって発生す
るものは全て私法上の債権。非強制徴収公債
権も私債権も全て代位執行、民事裁判で回収
を進めていきます。民事債権は、おおよそ回
収チャネルは三つになります。１つ目が「訴
えの提起」、通常裁判を起こして回収する方
法です。これは、準備が面倒で、印紙額が高
い、結論までに時間が掛かり、件数をこなせ
ない、作文形式での組立てになります。皆さ
んの手元にあるSTEP６を見てください。皆
さんの日課や時間配分を考えると、これを一
件一件やっている時間はありませんよね。こ
のSTEP６の資料でワンセットですから面倒
くさいでしょう。税では「これは取れない」
と思ったら次々と別な財産を調査し進めてい
きますが、この厚さで１件分ですから、おい
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それとは次の債権にいけないのが現実です。
それで、この手続きを中心にするにはちょっ
と面倒だということで、二つ目、もう少し楽
な「少額訴訟」というのがあります。少額訴
訟は、60万円以下の債権10件までしか着手で
きません。では、11件目はどうするのか？と
言いましたら、一つ目の「訴えの提起」を起
こすか、又は、次の三つ目となる「支払督
促」に切り替えなければならない。この「少
額訴訟」を10件やったとして11件目からは
「支払督促」というのは非常に面倒です。で
すから私の場合、基本は「支払督促の併合請
求」として進めています。賃料、駐車場、水
道、し尿、給食、病院の医療費と全部まとめ
て１回の手続きで処理していきます。そうし
ますと、納める印紙額（費用）も少なくて済
みます。私たちの人件費を考えると５人や６
人夫々の係でこの作業に係っていたら、それ
だけ時間が失われます。１人で纏めてやって
しまえば残りの社員は時間が失われないで済
みます。ですから、どこの担当部署で纏めて
やるのか？と云いますと、体制上、調査権も
持っているし、多分、ひと屋根ニ所帯、税務
課でやるのが一番効率がいいのではないで
しょうか。それが一番だと思います。しかし、
先ほどの菅原さんのお話にもありましたよう
に、おいそれとは機構や体制をいじられない
ですし、私らが言ってもなかなか変わりませ
んから、皆さんは横の連携を深めながら役所
の中をまとめて上手に操作し、フローを作っ
てもらいたいと思います。
　では、三つ目のチャネル「支払督促」にて
簡便に回収する方法です。これは、申立てま
での準備が簡単で疎明が要らない。疎明とい
うのは、理由や証拠のことです。さらに「支
払督促」には10件などという件数制限があり
ません。コストも安いですし、さらに比較的

回転率が高いというのが特徴です。というこ
とで、私は、基本３番、時折１番という方法
で債権回収を進めています。今のところ、私
一人一年半ぐらいのスパンで82件程の作業に
着手しています。すべて職員が法廷原告席に
立って、切った張ったをやっていきます。裁
判所では、大した質問もなく２～３分で法定
での話し合いが終わってしまいます。お手元
の資料の右下に①～⑳と、資料の真ん中には
①～③まで表示されています。大体これぐら
いの種類の債権が自治体には存在します。そ
の中の①～⑳の幾つかの債権が非強制徴収公
債権になるのではないかと思います。細かい
ことは『自治体のための債権管理マニュア
ル』という、東京弁護士会が東京都江戸川区
から依頼され作成された㈱ぎょうせい出版の
この本に書かれてあります。生活保護の不正
受給はどうだとか、賃料債権はどうだとか、
水道料金はどうだとか、と云ったことが種類
ごとに書かれていますので、皆さんもこれを
機会に１冊持っておられてもいいかと思いま
す。戻りますが、非強制徴収公債権と私債権
は何が違うのかと云いますと不納欠損処分の
進め方、行政不服審査法が適用されるか否か
という点です。異議申立てが適用されるかさ
れないか、援用が必要か否か、というだけの
違いです。回収作業は、先程も言いましたよ
うに全て民事裁判によります。

回収あれこれ

　（私債権整理でイライラすること）

４－１．専決処分事項の指定

　一つ目、専決処分事項の指定について「議
会から長に対する委任（議員提案）」とあり
ます。皆さんの町のホーム頁をこちらにくる
前に覗きまして、あったらいいなと思いなが
ら拝見したのですが、これを纏めたのが皆さ
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んの手元にある資料の５枚目か６枚目に「市
長の専決処分事項の指定について」というの
があります。皆さんの町の市長の専決処分の
指定について、或いは町長の専決処分につい
て、これを変える必要があるのかどうかを見
てみました。この部分が関係してくる法律は、
地方自治法の96条です。先ずはじめに「普通
地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議
決しなければならない」。条例の制定や改廃
は勿論のこと予算に決算は、いろはの「い」
であります。その中、第１項第12号には「普
通地方公共団体がその当事者である審査請求
その他の不服申立て、訴えの提起」などの記
載があり「和解、あっせん、調停及び仲裁に
関することは議会の議決事項」だと書いてあ
ります。しかし、同じ自治法180条には「普
通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な
事項で、その議決により特に指定したものは
普通地方公共団体の長において、これを専決
処分にすることができる」と書かれておりま
す。但し、次の２項には「前項の規定により
専決処分をしたときは、普通地方公共団体の
長は、これを議会に報告しなければならな
い」とされています。要するに、われわれの
庁内稟議、先決後議で仕事を進められるので
す。先に事を進めておいて後で議会に報告す
る、これが可能だということです。この専決
処分が整備されていなければなりません。
　もう一枚頁を捲りますと、これは議会事務
局から頂いた資料を私が打ち込んだものです
が、タイトル「専決処分の委任について」と
あります。私もはじめは、私債権整理を進め
るに際し、専決処分が必要なことも知りませ
んでしたが、ご存じのように日本は敗戦国で
ありますが、ここにGHQ（連合国軍総司令
部）と記載があるでしょう。どうもこの専決
処分には、GHQがテコ入れをして今の形に

なっているようなのです。戦前は、民事案件
も市長の専決処分のみで仕事を進めることが
できましたが「それでは駄目だ、こうしなさ
い」という決まりが、この時できた訳です。
では、
Ｑ１、地方自治法制定のとき、どのようなこ
とが問題になったか？
Ａ１、①長に専決を委任するときは「簡易な
事項」とする、②委任は「その議決により特
に指定したもの」とする、③専決処分したと
き「議会に報告しなければならない」という
注文を付けられて現行スタイルになりました。
Ｑ２、専決処分を委任できるか？
Ａ２、軽易な事項については、議会が議決に
より長に専決処分することを委任することが
できる。これを委任による専決処分と呼ぶ。
先ほどの「普通地方公共団体の議決の権限に
属する軽易な事項で、その議決により特に指
定したものは、普通地方公共団体の長におい
て、これを専決処分にすることができる。前
項の規定により専決処分をしたときは、普通
地方公共団体の長は、これを議会に報告しな
ければならない」というところです。
Ｑ３、委任できる事項に基準はあるのか？
Ａ３、軽易な事項に基準はありません。当該
団体の財政規模、人口等を勘案して具体的に
指定することになります。ですから、「財政
規模や人口等」と書いていますから、市には
専決処分の指定があるけども町村にはないと
ころが多いようです。先月、沖縄県石垣市に
行ったときに、石垣市、竹富町、宮古島市な
ど色々とこの専決処分をネットで調べたので
すが、やはりあるところとないところがあり
ました。大阪府内も一緒で、あるところとな
いところが散見されました。例えば、富田林
市では⑵の中で「市営住宅の明渡しに応じな
い者に対する訴訟、和解及び調停に関する事
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項」と書いてあります。市営住宅のことは、
ここに書いてありますから市長の専決処分で
作業を進められますが、それ以外の債権は、
先に議会の議決が必要になります。その他の
役所を見てみるとパーフェクトなところもあ
ります。パーフェクトなところは、例えば、
Ａ頁の池田市です。⑵に「市営住宅の家賃等
の請求及び明渡し請求に係る訴えの提起、和
解及び調停に関すること」、⑶で「目的物の
価格が100万円以内の審査請求、その他の不
服申立て、訴えの提起、和解、あっせん、調
停」と書かれていますから完璧です。どの債
権も直ぐにでも着手できます。
　あと水道債権です。今日は、この中に水道
担当者はおられませんが、水道料金は、公営
企業法の40条に記載がありまして、企業会計
は、自治法には左右されませんから議会の議
決はいりませんし、当然、議会に対する報告
も不要です。病院の医療費も水道に同じです。
医療費は、これは市町村夫々かもしれません
が、私のところは自治体病院なので公営企業
法40条に該当します。専決処分が必要ない、
よって、議会が関係しませんから水道も病院
も影響を受けません。それ以外の債権は、議
員提案を踏まえて何かもう一つ規定を作らな
ければならないと思います。ここは軽く流し
ますので皆さん帰られてからでも見ておいて
ください。この専決処分事項の指定について
は、私のところは昭和63年に議員提案から改
正されていました。私も住宅係に来るまでは、
全く知りませんでしたが、今こうして担当者
という立場から考えますと非常にラッキー
だったなと思います。先ずは、ここから手を
掛けなければいけませんから皆さんの町の市
長・町長の専決処分事項を見てください。

４－２．私債権は地方公共団体に精通者が少

ない

　２番目は、私債権は正真正銘劣後債権、地
公体に精通者が少ない（取れないものと思っ
てきた）ということで、私も２年前までは回
収できないな？と思っていました。徴税吏員
のように次々といけないですし、相手は裁判
所ですし取れないと思っていました。でも、
何だかんだとやってるうちに私も９割方が回
収できています。私債権の差押えです。これ
もやってみて分かるのですが、公債権の差押
えとは全く違います。えらい苦労が掛かりま
すし取れないと思ってきました。先ず、①建
物からの追出し裁判（建物明渡等請求事件）
はやっていても、その後の債権回収はしてい
ない。皆さんの町の住宅係も「建物明渡等請
求事件」ということで追出し裁判を主にやっ
ているでしょう、どうでしょうか？追出し裁
判ばかりやっていませんか？いつの間にやら
追い出すことが目的になってしまっている。
まず先にやるのは回収でしょう。税務課も回
収していますし、私らも回収していかなけれ
ばなりません。居住権を奪う前に回収が先で
す。全国の都道府県に市町村、皆さんこの辺
が間違えてしまっています。例えば、100万
円の滞納があるうえに建物明渡しの強制執行
で40万円の予納金を執行裁判所に支払ってい
ます。これで100万円のマイナスがさらに40
万加算され、マイナス140万に不利益が拡大。
建物明渡しというのは、裁判を進めて判決を
もらいます。その後、執行裁判所に対し強制
執行を依頼するのですが、この時に40万円程
度の費用が掛かります。法律の話になります
が、費用法や民事訴訟法には「この費用は被
告の負担だ」と書いてありますが、当然、被
告が負担する訳がありませんから、原告の皆
さんがこの費用を予算化し立替払いを行って
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後で回収する流れになる訳です。しかし、こ
れが大体にして回収できません。最も回収す
る気もありません。100万円の滞納があるう
えに40万円も裁判所に支払って、例え、明渡
しが実現したとしてもその先には、さらに修
繕費が待ち構えています。当然、新しい入居
者を募るには修繕や美装作業が必要です。も
し、この回収業務が、自分が社長である会社
の一事業だとしたら皆さんはそんな無駄なコ
ストを掛けますか？きっと、やらないでしょ
う。既に100万円の未収金があるのに、さら
に40万、さらに50万、その先、入居者が現れ
るのかどうかも保障がありませんから、そん
な選択を普通はしない訳です。ですから、ま
ず先に回収を進めましょうということです。
　今、進められている明渡裁判は不利益拡大
の作業、皆さんの自己満足でしかありません。
これが都道府県に市町村のこれまでの仕事の
中身です。次の入居者は、まあまあ喜びます
が実入りがありません。今になっては、全国
の自治体が自治体財政健全化法下にあります。
この法律が制定されてからは、我々公務員も
損益分岐点や利益率を考えるようになりまし
た。住宅であろうが、税であろうが、知事に
しても市町村長にしても、首長の立場からす
ると何処も金がない訳ですから、公債権でも
私債権でも収益が上がればどちらでもいい話
です。最初にお話した自治体債権を三分類に
した表がありましたが、どこの自治体にも公
債権が７割、私債権が３割程度あります。６
対４のところもあります。税だけが回収作業
をやっていればいいのか？というと、そうで
はありませんから、当然、私債権も整理しな
ければいけません。今ほど言いましたように、
とにかく利益率を考える、住宅だろうが税だ
ろうが関係ないのです。
　気が付けば、私のところを管轄する北海道

庁でも7.5パーセントの給料カットをされて
います。ここのところは先に触れるべきでし
たが、２年前に赤平市は30パーセントの給与
カットを行いました。当然、職員にも家族は
いますし住宅ローンを抱えている人は払えな
くなくなりました。これからどうするのか？
…給与カットが三割にもなると食べていけな
くなる人達も出てきます。そうして、昨年が
二割、今年はなんとか11パーセントの給与
カット。先ほど債権回収に力を入れ頑張って
いると紹介しました長崎県平戸市も現在５
パーセントの給与カットをやっています。彼
らも、さらにカットは増えると言っていまし
た。金がなくて賃金にも手を付けなくてはな
らない財政状況、そんな状況であればなおさ
ら私債権の回収についても、やらなきゃなら
ないことは既に決まっています。ですから、
皆さんが開拓者、トロイカの先頭馬車なんだ
と先ほども言った訳です。
　さて、次に②番の「家を奪ったうえに給
与・預金の差押えまでやることが本当に正し
いのか？これを理由に回収せず」についてで
す。都道府県庁は、家を奪って、そのうえ差
押えまでやるのか？と鈍いことを言っていま
す。北海道庁にも他の県庁さんにも「皆さん
の役所の納税課を見てください」と、よく
言っています。税務課は、泥水をすすりなが
ら仕事をやっています。後で出てきますが、
僕の町がSL機関車Ｄ51の模型をネット公売
したときに役所の方針は「やるな！」という
ことでしたが、私も当時は徴税吏員でしたか
ら自ら決断し捜索公売の作業を進めました。
その結果、これに係わった職員２名が人事異
動になります。その一人が私です。上司から
は「お前ら、せいぜい好きなことをやっとけ、
人事異動もあるからな」と言われ、初めは冗
談かと思いましたが、住民や法人経営者から
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は我々の仕事を非常に喜んでいただきました
が、その後、本当に人事異動で、今がその住
宅係という訳です。笑っちゃいます。このこ
とからすると住宅担当者も「家を奪ったうえ
に預金の差押えまでやることが本当に正しい
のか？これを理由に回収せず」というのでは
なく、同じ屋根の下で仕事をしている他の部
署をきちんと見て欲しいのです。感度が変わ
るでしょう。辛いのはあなたたちだけではな
いと気付かせてあげるのです。住宅担当は、
依然ぬるいと感じます。
　ここで考えたいのは「９割以上の住民は苦
しくても公金を払っている事実」であります。
この感情はどうするのか？これは、公債権も
私債権も同じ状況ですが、住民の９割以上は
きちんと納めています。滞納整理は、たかだ
か１割程度の話です。この９割を無視してい
いのか？ということになるでしょう。それに
加えて滞納整理をやらないと住民監査請求で
今度は首長が糾弾されてしまいます、これを
社員はどう考えるのか？首長なんて選挙で変
わるから誰でもいいや、と思っていません
か？違うでしょう。これからは、サイレント
マジョリティーは黙っていないですよ。住民
皆さんも生活が苦しいですから、当然、黙っ
てはいません。
　続いて、③裁判事案は弁護士や司法書士に
金を払って依頼するものだと勝手に決め付け
てきた、金を払って人任せでいいのか？これ
はどうでしょうか？これからは、何でも人に
頼むのではなく自分でやらなきゃ駄目です。
皆さんも必ず出来ますので、そうですよ。既
に皆さんの手元には私の資料がありますし、
これからは自分で進めてください。金を払っ
て人任せはやめてください。
　④裁判所は行政職員より仕事をしていない、
これは事実、しかも彼らは私らと同じ公務員

（単なる窓口）ということで、このことは、
裁判所に行くとよく分かります。電気はつい
ています、しかし、手は動いていない、電話
もあっちこっちと鳴り響いていません。それ
で、私たちが申立てのことで相談に行けば書
記官が鈍いことを言ってきます。是非、皆さ
ん裁判所を一度見に行ってください。仕事の
ついでにでも法廷を覗き、裁判を傍聴してみ
てください。ふらりと中に入り裁判所の窓口
を見てみると僕の言っていることが解ります。
皆さんの方がずっと仕事をやっていますので、
自信をもってください。
　⑤まずは法廷（口頭弁論）に足を運んで体
験してみよう。裁判所という看板だけを大き
く見るのではなく、実際に足を運んで見てみ
ることです。よろしいですか？

４－３．回転率の高い手法を選択する

　「訴状、少額訴訟、支払督促」について調
べ、時間がないので回転率の高い方法をチョ
イスした。赤平市は「支払督促」を中心に回
収作業を進めております。先ず１つ目ですが
「訴状、訴えの提起（疎明が必要）」につ
いてです。この方法は、契約時から現在ま
で、建物の価額や構造、図面、証拠や折衝経
過等々が必要です。STEP６の分厚い資料で
１件分になります。この「訴えの提起」は不
当利得返還請求事件、過払金請求事件、貸金
等請求事件など、最近は裁判所の貼り出しを
見る限り朝から晩までこればかりやってます。
大きい裁判所でありますと１日に50件、60件
とやっています。続いて、２つ目「少額訴
訟」です。60万円以下の債権額で10件までし
か着手できません。11件目からは、別な方法
にシフトしなければならない。内容が重複す
るのは私のミスです、申し訳ありません。そ
して、３つ目は「支払督促」です。この手続
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きは、疎明が不要、件数に制限がない、費用
が安価であります。この「支払督促」の制度
はまだ歴史が浅く、一応債権整理が簡便に行
われるよう用意された手続き手法です。サラ
金や弁護士が、いま凄い勢いでやっています
ので、その影響から前身の支払命令が廃止
となり支払督促が誕生しました。STEP１～
STEP４までの作業を進めることで私債権は
必ず回収できます。異議申立てが出されても
皆さん直ぐに対応できるよう資料化されてお
ります。
　それと大阪府内は、民事訴訟法397条に記
載される「電子情報処理組織による支払督促
の申立て」が可能です。法律を見ますと、わ
ざわざ難しく書いているんじゃないの？と言
いたくなりますが「電子情報処理組織」とい
うのは、つまり「オンラインシステム」のこ
とを指しています。北海道内では、まだ使え
ないシステムですが、ネット検索で「大阪地
裁」と叩きますと「督促手続オンラインシス
テム」というのが出てきます。本日、帰られ
ましたらここを見て欲しいのですが、現在は、
南は沖縄、東は新潟まで、このオンラインシ
ステムが使えます。用意されている債権種目
は「貸金、立替金、求償金、売買代金、通信
料、リース料」この六つの６類型としてUP
されております。これら６類型の債権につい
ては、インターネットから「支払督促」の申
立てができます。ペーパーレスで進める方法
です。但し、役所が抱えています賃料債権、
水道債権は、この中には入っていません。そ
れで、ここ大阪に入る前に、大阪府はこの方
法が使えますし折角の機会ですから調べて皆
さんに伝えようと東京簡易裁判所の民事第７
室に電話をかけて聞いてみました。そうしま
すと「これから先も、水道も家賃も予定がな
い」と言うのです。何のために作ったシステ

ムなんだ！と言いたくなりましたが、そうは
云っても６類型しかできない状況です。只、
都道府県庁には、先程、貸金と言いましたが
「奨学資金は貸金」に当たりますから、こ
のシステムが使用できます。熊本県庁さん
は、今日ここに来る前にも相談の電話を頂き
まして「毎年、数千万ずつ奨学金の滞納が増
えていく」と言われていました。昨日は、大
阪府庁の職員さんとも同じ件で話をしました
が「既に大阪府にも数十億もの債権がある」
と言われております。ですから、この貸金債
権もオンラインシステムでの申立てができま
すから、これを使ってでも積極的にやらない
といけない、そんな状況にあります。そこで、
これを誰がやるのか？ということにもなりま
す。単発にて誰かがやればいいのか？という
話ではなく時効管理のこともありますから、
全庁的に勢いよくやらないと駄目だと思いま
す。回転率を上げることです。住宅賃料は、
この先もオンラインシステムでは予定があり
ません。多分、これなんかは、経産省と法務
省との接着剤に内閣府なんかがなって民間に
配慮することを目的に創られたオンラインシ
ステムだと思います。この先も行政にはあま
り恩恵がないでしょう。そして、皆さんのお
手元にある支払督促の書類を裁判所に持って
いきますと入口ベースで郵便切手が1,130円
必要になります。しかし、このオンラインシ
ステムでは、郵便代金だけで１件７千円とお
高い内容です。10件申立てをすると７万円、
100件やったら70万円です。そんな金は、ど
こを探しても今の行政にはありませんからオ
ンラインも考えものです。

４－４．支払督促の書類送達

　４つ目、支払督促の書類送達になりますが、
入り口である書類送達が進まない（チャンス
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は４回）、１通常、２就業場所、３休日、４
書留です。裁判所も素直に書留と言えばいい
のに「書留のことを付郵便」と言います。覚
えておいてください。
　①私債権者には調査権がない、よって進ま
ない。就業場所、転出先不明、実態調査不可、
債権整理に必要な情報がありません。そこで
「賃料等請求事件」として「賃料等」で括り
ます。住宅家賃の請求にその他の債権を付随
させてしまうと云った発想です。公的住宅の
収入申告が、実は私債権整理のうえでは鍵を
握ります。住宅担当は、毎年の収入申告から
かろうじて情報を持っています。問題は、そ
の他の私債権。上水道、し尿、給食費、幼稚
園入園料、病院の医療費等々、情報が何もあ
りません。よって、情報を持っている住宅係。
病院単独では無理です、幼稚園単独でも無理
です。無理というのは、何れの債権も「支払
督促」は送ることができます。ただ書類を
作って送ればいいだけですからね。でも病院
単独で進めると調査権がない訳ですから、出
しっ放しになり費用がかかって終わってし
まう。したがって「賃料等」ということで
「等」で括り、住宅係が全ての債権の面倒を
見るという構想が出てきます。さらに件数を
こなし、ゆくゆくコスト面なんかを考え始め
ると皆さんがやり始めるのは「債権を括る」
ということだと思います。誰だって、少しで
もコストが掛らない方がいいですからね。し
かし、賃料債権が役所にない場合は、ちょっ
と考えなければなりません。水道料金請求事
件というのはあまり聞きませんが、私も裁判
所に何度も足を運んでおりますが、そういう
貼出しは未だ見たことがありません。では、
どうするのか？賃料債権がない場合は、やは
り単独でやるしか方法がありません。支払督
促も送れるには送れますが、後々の差押えが

できないので、そこは、きちんと入口ベース
で契約時からの組立てを考える必要がありま
す。連帯保証人も複数人つけることで、後々
の回収精度にも繋がってきます。
　次に、②特別送達だから届かない。特別送
達という送達方法を聞いたことがあります
か？特別送達という方法で裁判所は書類を送
付していきます。これは1,050円と郵便代が
お高くつきます。そして、この方法だからこ
そ中々届かないということにもなります。相
手方が居留守の場合、仮に住所が正しくても
手渡しなので届きません。この書類を受取る
場合は「本人かどうか、しっかり確認」を行
い、はんこを押させて、郵便事業会社は裁判
所に対し「届きましたよ」と通知する方法に
なります。そんな送達内容なので仮に居留守
をやられると届かない訳です。こうなると、
大変多くの時間をかけて単なる送達作業だけ
なのに最後は書留に辿り着きます。この間、
毎回、毎回、1,050円に通知用の80円が掛か
りますから1,130円、1,130円、1,250円、1,130
円と、どんどん小銭が出ていきます。「支払
督促」の送達については「民事訴訟法第382
条以降」にその記載があります。「訴えの提
起は、民事訴訟法98条以降」に送達方法が記
載されています。「支払督促」では、382条
以降において一番最初に見なければいけない
ところが括弧書きの「日本国内において公示
送達によらないで送達することができる場合
に限る」の部分です。そこには公示送達がで
きないと記載されています。よって、住所や
居所がない場合は、この「支払督促」も有効
ではありません。送達先として指定した場所
が全て違う、このような場合は「支払督促」
を選択してはいけません。でも「訴えの提起、
民事訴訟法の98条以降」の場合ですと「租税
と送達方法は一緒」ですから有効です。国税
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を内容としたある本には、地方税に関する法
律の規定では、地方団体が発送する書類は、
郵便による送達または交付送達により、住所
または居所に送達となっています。地方税の
ように出会送達や補充送達、差置送達などの
規定が適用される場合は「訴状、訴えの提
起」を行ったときであります。何度も言いま
すが「訴状、訴えの提起」は、租税と同じよ
うに公示送達ができますし出会送達、補充送
達が可能です。只、書類を作るのが面倒で費
用も少しばかりお高めという点での違いはあ
ります。
　続いて、③書類が送達されても異議申立て
が出されるケースが多い、支払督促は５割以
上の確率で異議申立てに移行します。次のと
ころでその答えが出てきます。

４－５．異議申立てから口頭弁論へ

　異議申立てから口頭弁論に移行しても相手
が来るとは限らない。相手方には、異議申立
てを出したんだから法廷に来いよ！と言いた
くなりますが、これが中々来ません。こんな
口頭弁論で失速し、作業は増え、負担も増え、
こんなのがポンポン出てきます。何故、５割
以上の確率で異議申立てが出てくるのでしょ
うか？これは、裁判所がご丁寧なことに支払
督促の送付時に「異議申立てを出してくださ
いね」というような具合に「督促異議申立書
と答弁書を一緒に同封」し送るからです。督
促異議を出さないとおかしいような状況をつ
くり送っています。よって、簡単に異議申立
てが出てきてしまう、これで作業増。これを
裁判所書記官に「やめてくれ！」とは言えな
い訳ですから、こんなルールで自ら面倒を作
る裁判所、民事司法となる訳です。
　次に、②異議申立てが出された場合のロス
についてです。このロスについは色々ありま

す。先ず、相手方が出した督促異議から１カ
月程度先の弁論期日まで整理は持ち越し支払
いも起きない。裁判官の夏休みがここに入れ
ば２カ月先の口頭弁論になったりします。世
の中、人が困っているのに夏休みが優先さ
れるんですね。私も去年だったか一昨年前
だったか、５月ぐらいに支払督促を持って行
き、いつものように異議申立てが出されまし
た。すると書記官から連絡があり「弁論期日
は何時にしますか？」と期日を聞いてきまし
た。債務者には聞きません。そう聞かれて私
も「では、６月の中旬ぐらいにお願いしま
す」そう言いますと「いや、６月は駄目で
す」では「７月はどうですか？」と聞きます
と「７月も駄目です」それならと「何時なら
いいのですか？」と聞いてみると「８月の頭
で」…そこで「何で？」と聞きましたら「裁
判官の夏休みがありますから」と言ってきま
した。こんなことで２カ月や３カ月、当たり
前のように遅れていきます。『裁判の秘密』
という本が書店に行くと置いてあります。そ
の辺のことについては、民事司法の今現在の
ルールなんかが全て書かれていますから、こ
の本を読むだけで頭の中が非常にクリアにな
ります。それと、今日のこの資料を見ながら
作業を進めれば完璧に皆さんできます。
　続いて、「支払督促印紙額－訴状印紙額＝
△不足印紙額」の部分です。「支払督促と訴
えの提起のコスト面」での比較です。先ほど
の３番と１番の比較になります。そこで100
万円の未収金がある状況で「訴えの提起」を
行うとしたら１万円の印紙が必要となりま
す。同じ件について「支払督促を申立てた場
合は、訴えの提起の半額の費用」で済みます
から５千円の印紙が必要です。しかし、ひと
たび相手方から「督促異議の申立て」が出さ
れますと先程の５千円－１万円という単純計
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算から５千円が足りないということになり
ます。足りない５千円は、期日請書、指定
書、専決処分書、切手と一緒に納付書をつけ
て裁判所に納めます。この一連の督促異議の
ことを考えますと、初めから通常裁判を求め
た「訴えの提起」でもいいのかもしれませ
ん。また、我々が裁判所に出廷しますとサラ
金ですとか弁護士、司法書士、色々な方々が
いらっしゃいます。大きい裁判所が第一審の
管轄（窓口）だったりする口頭弁論でしたら
傍聴人の数も50人、いや100人と、そんな空
気の中で我々職員が原告席に座り陳述を行い
ます。戻りますが、口頭弁論の期日が一旦決
まりましたら、今度は弁論に備え裁判所に対
しての提出書類「和解条項・準備書面・上申
書」などの書類を作成する作業が出てきま
す。準備書面や上申書は、作文形式によりま
す。今ほどお話しました「和解条項・準備書
面・上申書」については、いつも必要になる
ということではありませんが、第一審の管轄
（窓口）が近場の裁判所である場合には、和
解条項だけで構いません。準備書面や上申書
は、どういう時に必要になるかと云いますと、
自ら出頭することができず自分の口を使って
陳述できない場合の対応策です。それとは逆
に自らが出頭できる場合は、事前に用意した
和解条項案を書記官に提出し当日の弁論に臨
みます。もうひとつ、遠隔地の場合について
例をあげて説明しますと、第一審の管轄が遠
隔地の場合、例えば、相手方の住所が富田林
市にあり一時出稼ぎのため上京、今現在の居
所が東京にあるという想定です。このような
場合は、今現在、東京に働きに来ている訳で
すから相手方が今いる居所（東京簡裁）が第
一審の管轄になります。当然、督促異議の申
立てが出ると旅費を掛けて遠くまで出かけ
ていく必要があります。こうなるとHOME

ではなくAWAYでの戦いになります。した
がって、「和解条項・準備書面・上申書」の
３点セットで遠隔操作をやることになります。
もう一度おさらいします。近場の裁判所が管
轄となる場合は、和解条項だけでいい、遠く
に管轄がある場合は、３点セットで遠隔操作
を行います。旅費をセーブすることが目的に
なります。ここで見ておきたい法律は、民法
21条（住所）、民法22条（居所）、同じく23
条（仮住所とは）の部分です。債権差押えは、
民事訴訟法４条（給付の訴え）、建物明渡し
の場合は、民事訴訟法５条（財産権上の訴
え）この辺と書類の送達作業について理解し
ていれば申立先が何処か？ということが自ず
と見えてきます。
　続いて、「分割したいと言いながら被告が
法廷に現れない、答弁書による擬制陳述」に
ついてです。先程も「裁判所は、督促発布時
に一緒に督促異議申立書を同封する」と言い
ました。この「督促異議申立書」を相手方が
裁判所に提出しますと通常裁判に移行します。
さらに、続けて「答弁書」が出てくると、被
告が「擬制陳述」をしたことになります。こ
の擬制陳述があった場合、申立手続費用の回
収ができないことが多くなります。私も最初
は、何故この費用が回収できないのか？と疑
問に思いましたが、これは債権債務者双方が
弁論に出頭していて、その手数料と申立手続
費用についても話し合いができた場合につき
回収ができるというものです。しかし、先程
のように我々の知らないうちに「答弁書」が
出されていますと擬制扱いになりますから、
相手方とも話す機会はないですし、そもそも
大原則が口を使って法廷で喋るというのが口
頭弁論ですから、原告は、予め和解条項を作
成しその中に費用をつけた総額についての申
し合わせが事前にあるですとか、相手方を出
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頭させるように仕向けたりする訳です。こん
なことも、ひとつひとつ私も色々やってみて、
一つ紐解け、二つ紐解けということで漸く分
かってきましたので、ここは申立てに要した
費用が取れない場合と取れる場合についての
説明でした。
　大変重要なことに触れるのを忘れていまし
たが、この擬制陳述についてはもう一つお伝
えしておきます。原告が出頭、被告が欠席と
いう場合、裁判所に求めることができるのは
「判決」と「和解に代わる決定」です。何れ
も「執行力のある公文書」となります。「和
解と和解に代わる決定」は、微妙ですが
チョットだけ違います。裁判所が、この「和
解に代わる決定（民事訴訟法275条の２）」
を出す場合は、相手方が出頭しない場合と相
手方が擬制陳述として提出した答弁書とこち
らの和解内容が一致する場合です。双方出頭
しているときは和解になりますが、通常、和
解する場面というのは、原告が被告に譲歩し
た場合であります。判決など一括請求の主張
ができる場合は、差押えで回収できることが
可能なときに限ります。ここで調べておきた
いのが、相手方が有資力なのか？それとも無
資力なのか？ということ。我々には、依然、
調査権がない状況下にありますから、既に勤
務先が分かっている、預貯金口座が知れてい
る、このような場合でしたら胸を張って一括
請求を求めていきましょう。つまり、判決を
求めていきます。もし、和解や和解に代わる
決定を落とし所にしても支払いが起きなかっ
たとしたら、遅延損害金をつけて差押えに移
行するだけです。しかし、何も情報がない中
で「一括請求を求めます」と求めてしまって
は、その先「回収ができないのに求めてし
まった」ということになりますから落としど
ころをきちんと考えていきましょう。しかし

ながら、何故、こうも世の中で起きている民
事裁判が「８割以上も和解にて結審」される
のか？ということです。私も当初は、何故こ
んなに和解が多いのかと疑問を持ちましたが、
民事訴訟法の89条には「和解の試み」という
のがある訳です。したがって、裁判官はどん
どん和解に誘導していきます。そして「和解
は一種の分納計画」ですから、皆さんがいつ
も窓口で納税折衝をやり誓約書を書かせます
が、これと何ら変わりません。ただ、我々と
相手方との間に裁判官と書記官、司法委員
が入って話を纏めただけのことです。よっ
て、私なんかは「和解といっても分割のこと
でしょ」という感覚でいつも見ています。皆
さんの納税折衝が最高、権能もあります。こ
こまで長々と何度も和解について話をしまし
たが、所詮、和解、和解と言ったって簡単な
話だということが、これで分かりましたよね。
よくテレビに出てくる映像は、○○と○○の
裁判が「和解しました」「勝訴」とＢ４版ぐ
らいの紙を持った人が裁判所前から中継され
ます。争っている当人たちは、骨肉の争いで
あったり相当大変と思いますが、中身はとい
うと「分割納付の話を決めただけ」というこ
とになります。支払いが起きるかどうかとい
うのは別な話です。

４－６．差押えの難しさ

　次に資料の６番目です。「簡単に差押えが
できない、調査権がない、ステージが変わる、
窓口も担当者も事件名も事件番号も変わる」
全部変わってしまいます。
　①調査権がない、財産を特定できない、口
座も勤務先も探せません、こうなると対処法
がない、そのうち放置、事案は膨れ処理がで
きないが故に不良債権となる。多分、日本育
英会から権限委譲された大阪府庁の奨学資金
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もこんな状況に陥っていると思われます。
　②簡易裁判所で「債務名義（民事執行法22
条）」を取得し、地方裁判所に差押命令を求
める。
　③担当者・窓口は、簡易裁判所のＡ書記官
から、地方裁判所民事第○○部債権執行係の
Ｂ書記官へと変わります。裁判所法という法
律があります。機会があれば見ておいてくだ
さい。その中の第33条、その規定から、これ
まで何回も出てきました「訴えの提起」の場
合、債権額が140万円を超えるときは地方裁
判所が管轄、140万以下ですと簡易裁判所が
管轄になります。このように裁判所法では、
140万円をボーダーラインにしています。こ
れは「訴えの提起」の場合です。一方「支払
督促」は、と云うと、債権額が１万だろうが
１億だろうが最初の窓口（第一審の普通裁判
籍）は全て簡易裁判所が担当することになっ
ています。富田林市の場合は、富田林簡易裁
判所になります。池田市と豊能郡豊能町は大
阪池田簡易裁判所、豊中市は豊中簡易裁判所、
吹田市と摂津市は吹田簡易裁判所、そんな感
じで全国には色々と簡易裁判所がありますの
で大阪地裁のホームページを先ほどの督促オ
ンラインシステムも含めて参照してみてくだ
さい、管轄が分かります。よろしいでしょう
か？
　「訴えの提起」であっても「支払督促」で
あっても、先ほどの「民事執行法第22条（債
務名義）」を取得しないと差押えはできま
せん。債権差押えの申立先は、大阪の場合、
「大阪地方裁判所第14民事部債権執行係」に
なります。窓口は全国どこも地方裁判所の本
店になります。先程とは違い、既に債務名義
は手中にある状況ですから、本店民事部に
「債権差押命令申立事件」という事件名で差
押命令の申立てを行います。これが流れにな

ります。
　④事件名と事件番号も変わります。「支払
督促」を出しますと事件名は「賃料等請求事
件」事件番号は「平成22年（ロ）第○○○
号」となります。督促異議が出ますと、今度
は通常裁判（口頭弁論）に移行します。ここ
で、また新しい事件番号が付与されますので
「平成22年（ハ）○○○号」になります。さ
らに、法廷で判決をもらったり和解したとし
ます。しかし、この判決や和解に基づく支払
いが履行されなかったとしたら、必要な書類
一式を揃えて、先ほどの「大阪地裁第14民事
部債権執行係」に債権差押えの申立て進めま
す。ここまで行くと「平成22年（ル）第○○
○号」と、また新しい事件番号が付与されま
す。このように全て違う記号、全て違う番号
に変わります、よろしいでしょうか？
　続いて⑤賃料等請求事件「支払督促」で
す。支払督促の申立てを行い裁判所が相手方
に送付します、届きました、そこから２週間
の異議申立期間があります。分かりやすいの
は、皆さんの手元にありますNHKの記事で
す。NHKには、当然、調査権がありません
から我々以上に中々進みません。それでは、
皆さんの手元にあるNHKの新聞記事をみて
ください。悪質なケースを中心に…の下から
いきます。
（以下新聞の記事です）
　法的督促は全国に拡大し、今年３月末現在
で総数は841件に上る。このうち506件は支払
いに応じ162件が異議を申し立てた。督促を
受けた場合、送達日から２週間以内に異議申
し立てがなければ仮執行宣言がされ、さらに
２週間以内に異議申し立てがなければ確定判
決と同一の効力を持つ、と書かれています。
　これを読んでどう感じますか？NHKが
行った作業は「支払督促」を出しっ放しで
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「支払いに応じたの部分」は「申立てそのも
のを取下げた」か、若しくは「仮執行宣言」
留まりでしょうから、調査権がない以上、既
にもう取れないものが相当数でてきていると
いう記事にも読み取れます。先ほどの病院債
権と一緒です。
　例えば、支払督促を出して届きました、２
週間の異議申立期間があります、異議がない
としたら２回目の支払督促を依頼します。こ
れは「仮執行宣言の申立て」と言います。皆
さんの手元でいえばSTEP１の中にあります。
この「仮執行宣言の申立書」を提出し、２回
目の支払督促が裁判所から送付されます。ま
た、ここでも２週間の異議申立期間がありま
す。その中で督促異議がなければ、これが債
務名義となり、次は大阪地裁の債権執行係に
「債権差押命令申立事件」として手続きを進
めます。また、この２週間と２週間、計４週
間の間に督促異議があれば先程のように通常
裁判（口頭弁論）に移行します。口頭弁論の
中では、和解または判決等（正本）を求めま
す。これに「執行文付与申請」という手続き
が加わり、この資料で言えばSTEP３になり
ます。「支払督促は、唯一、執行文を要しな
い債務名義」と言われていますが、それ以
外の債務名義、例えば離婚して「公証人役
場で公正証書を作った」というのも債務名
義、「仮執行宣付きの支払督促」も債務名義、
「訴訟外の和解」も債務名義、このように債
務名義というのは色々あります。「和解調
書」もそうです「和解に代わる決定の調書」
もそうです。支払督促以外の債務名義は、全
て「執行文付与申請」という手続きを取らな
ければなりません。執行文というワンペー
パーを債務名義の最後のページに１枚付けて
もらう手続きになります。そうこうして、債
務名義のほかに、送達証明書（債務名義が相

手方に届いたことを証する）、第三債務者と
なる法人の商業登記、相手方の住民票などの
必要書類を集めて、晴れて大阪地裁の本店に
「債権差押命令申立事件」として進めていき
ます。こういうのを「給付の訴え」と云い目
的は債権執行、つまり債権差押えにて回収を
図るというスタンスです。
　次に⑥建物明渡等請求事件についてです。
資料はSTEP６になります。これは「訴えの
提起」訴状というタイトルで書面構成をして
いきます。判決には、先程のように「執行文
付与申請」を行います。少し戻ります。資料
中６の②にある簡易裁判所で債務名義を取得
し地方裁判所に差押命令を求める（別添フ
ロー図参照）というところですが、資料を
４～５枚捲るとフローチャートが出てきま
す。その資料では「租税債権と私債権との
ジョイント」について記載があります。建物
からの明渡裁判として進めた先に判決をもら
う、判決をもらった後には強制執行はしない、
しない代わりに「税務課が捜索」に入りま
す。「家財を押さえてネット公売」へと進め
ていきます。そこで、残りの残置物のみ執行
裁判所に依頼し片付けてもらえばいい訳です
から、先ほども言いました執行裁判所に対す
る予納金40万円が５万円や10万円に抑制でき
ます。公債権とジョイントするチャンネルが
ここにはある訳です。それと、この資料には、
その他のジョイントについても記載がありま
す。租税債権で国税徴収法76条による禁止額
から差押えができない場合、先程とは逆の
ジョイントを図ります、公債権から私債権に
バトンタッチする方法です。これは、租税に
も私債権にも滞納があり、先ずは私債権者が
民事裁判として作業を進め、ひとまず差押え
まで手続きします。それを今度は「徴税吏員
が執行供託として横取りをするジョイント」
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です。税が先でも、住宅が先でも、同じ会社
の収益に変わりはありませんから、租税債権
が国税徴収法76条で差押額が算出されない場
合は、私債権担当と手を組むウルトラＣがあ
るという方法論です。先に進みます。
　何度も出てきましたが、いったい債務名義
とは何か？いきなり債務名義と言われても分
からない方が多いと思います。これは、民事
執行法第22条に記載があります。先程も出て
きました。皆さんに配布されている資料の中
では、STEP１の21頁～25頁、これが２回目
の支払督促「仮執行宣言付きの支払督促」で、
唯一、執行文を要しない債務名義であります。
その次のSTEP２では、27頁と28頁、30頁～
32頁、これは「和解に代わる決定と和解」に
ついてです。差押えをするには執行文が必要
です。STEP３は、４頁～８頁、これは「建
物明渡裁判」をしたときの「判決」です。最
後のページに執行文が付いている筈です。こ
れも債務名義です。ですから、債務名義の種
類は、民事執行法第22条を見ていただきます
と色々と出ていますので後で確認してくださ
い。
　次は資料６の⑥番に進みます。建物明渡
等請求事件（訴えの提起）は、判決に執行
文付与が必要です。今のパターンでいけば
STEP３の話になります。その先は「強制執
行を執行裁判所の執行官に依頼」していきま
す。先ほどの40万円が掛かるパターンになり
ます。そして、財産権上の訴え、民事訴訟法
第５条です。主に、土地や建物からの明渡し
を目的にしています。沖縄県の石垣市であれ
ばマリーナを明渡せ、私の場合は市営住宅で
すから、建物を明渡せ、駐車場を明渡せ、と
いう財産権上の主張になります。このような
書面構成で進めていきます。先ほどのフロー
チャートの中では簡単に言いましたが、ここ

では、途中で公債権とのジョイントというこ
とも機会としてありますから、これを債権回
収のウルトラＣと私は呼んでいますが、何度
も触れました建物明渡裁判の後に捜索公売を
ジョイントした事例です。先ずは、私債権の
担当者から「税では滞納がないかい？」と税
務課に聞いてみます。そこであるのでしたら
「申し訳ないけれど家財を全部押さえてくれ
ないか」と…分かりますか？
　税務課は差押えにて全て金銭に換えられま
すが、私らは、もったいないことに家財を全
部ゴミだと投げざるを得ない状況です。この
まま黙っていたら40万円が掛かってしまう。
税務課は金に換えられるけれども、私債権で
は殆どがゴミだという取扱い。建物明渡しの
裁判の後に進める強制執行は、執行当日、日
通などが執行官・立会人とともに登場し、コ
ンテナに家財を詰めてすべて持っていきます、
そして、そのまま全てが焼却処分になります。
せっかく金銭に換えられるタイミングがここ
にはあるのに、もったいない話です。そこで、
我々としては一石二鳥を考えてみる。住宅担
当者は支出を抑え、公債権である皆さんは利
益を上げる。これが俺の仕事だ！それはお前
の仕事だ！と言っていたら損失が生まれてし
まいます。ですから、ここは仲良くやろう
よ！と進めていきましょう。皆さんは調査権
を持っている訳ですから、勿論、リーダーは
税務課、皆さんが本気にならなかったら私債
権も集められません。もう一度言いますがウ
ルトラＣは、建物明渡しの判決の後に捜索公
売をジョイント、私債権担当者から公債権担
当者にバトンタッチをします。
　私も相当前にこれをやらせていただきまし
たが、建物明渡等判決の後に執行官予納金を
セーブする目的で国保税担当者に捜索をさせ
公売させてみました。当時は、試験的なもの
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でしたが、ラッキーなことに内容物は全て売
却され、SL機関車をネット公売したときの
ような値段はつきませんでしたが、全部売決
されました。今となれば大きな成果だったと
思います。ロボコンの目覚まし時計に加ト
ちゃんの灰皿、腐食したボイラー、すべてが
完売です。一番値段が付かないだろう数字に
はならないだろうと思っていたボイラーが、
なんと一番の高値、加トちゃんの灰皿が一番
値段がつきませんでしたね。ホントにこれば
かりは判らないものです。私は、こうして歳
入も歳出も考え、ここで何かできないかな？
と、金がない役所ですからそんなことをいつ
も考えやっています。

４－７．裁判所は慎重第一

　資料の７番目、裁判所は事件解決にスピー
ドは不要と考えている、慎重第一。先ほどの
裁判官の夏休みの話を聞いただけでも分かる
と思いますが、時間はどんどん経過していき
ます。そのうえ債権債務者、原告被告から十
分に意見を聞き事を進めるのが民事司法「応
答がなければ自白」と看做す。自白というの
は、私も刑事司法の話だろうと思っていまし
たが、民事裁判でも同じような表現が使われ
ております。民事訴訟法第158条に「自白の
擬制」という条項があります。そもそも「口
を開いて喋るのが口頭弁論」、自ら出頭し喋
らないと原告の主張どおりに事が先に進んで
しまいますから「被告は、答弁書を提出し擬
制陳述」をやる訳です。擬制陳述とは、先程
も言いましたように口頭による陳述ではなく
書面で何とかする方法。この書面によって陳
述を擬制されますと、裁判官からは「被告か
ら答弁書が出されております、よって、擬制
陳述を認めます」そのように法廷で言われま
す。これも作業を進めるうえで何度も出てき

ますから覚えておいてください。原告も被告
もこの書類ベースでの擬制陳述をやりますと、
何れからも口を使って陳述を得られていない
ので口頭弁論は成立しません、よって、次な
る口頭弁論の機会を求めてください、そう裁
判官から告げられます。
　去年の１月に愛知県豊田市の簡易裁判所で
口頭弁論がありました。相手方の住所が赤平
市、居所は豊田市にありました。この相手方
が派遣労働者であることが後に判明します。
このような場合、第一審の普通裁判籍は豊田
簡易裁判所となります。そこで、第一審にお
いて相手方が擬制陳述、私も遠方ですから１
回目の弁論は書類で何とかして出頭しません
でした。こうなりますと、何れからも口を
使って陳述を得られていませんので口頭弁論
は成立しません。よって、弁論休止の状態に
なります。その後、その先１カ月程度先の期
間において「期日指定の申立て」という手続
きを行い、次なる弁論の期日を求めなければ
なりません。しかし、豊田の事案では、ここ
で裁判官がご配慮くださいまして「延期では
どうですか？」と書記官を介して私に連絡が
ありました。ご存じのように、北海道の１月
は大雪ですから、向こう３カ月の猶予をやろ
うじゃないか、という話です。もしかしたら
飛行機が飛ばなくて出頭できないかもしれな
い。でも、私は素直になれず「飛びます」と
言ってしまいました。それで飛んだ訳ですが
…。
　私が出頭しなかった１回目の弁論手続きに
戻ります。赤平市が豊田簡裁に出頭できない
理由を上申しました。その内容は、この前、
北海道夕張市が破綻しましたでしょう。そし
て、赤平市は財政健全化法下における４つの
指標のうち連結実質赤字比率で夕張の次に
なって、当時は、赤平市も全国ワースト２位
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でしたからね。給与も三割カット、そのうえ
57歳以上の職員は肩叩きで早期退職、新規採
用もしていません、よって自然減、私の係も
２名減であります。裁判所には財政的側面、
人的側面において赤平市が出頭できる状況に
はない、と上申しました。そんな中で民事案
件を60件、80件とこなすというのはホントに
至難の業です。どうやったらできるのか、ど
うやったらできるのかと漸く辿り着いたの
が、金をできるだけ掛けない回収方法。でも
旅費はゼロ円、金がないので出頭できない訳
です。どうしようか、どうしようかとホント
に悩みましたね。そこで、金がなくても成立
する方法をということで、このとき初めて弁
護士に相談しましたら…「山森さん、訴える
ということはそう云うことで、費用を掛けて
でも臨むという姿勢にある。赤平市に旅費が
無いのであれば今回は取下げるか、それとも
予算をつけて出頭するか、豊田市の誰かに代
わりに出頭してもらうか、この何れかだ」と
言われました。それで、民事訴訟法を開いて
管轄の移送ができるかできないかということ
も一応調べてみましたが、無理でした。依然、
旅費はゼロ円。しかし、幸いにも訴訟費用
として110万円の予算がついています。そこ
で、この110万円の中から10万円を減額補正
し、新設10万円の旅費を立ち上げることにし
ます。先程も言いましたように、２回目の口
頭弁論を豊田簡易裁判所に求めて、書記官に
期日を決めてもらって、その間に議会で補正
を認めていただいて何とか金は確保、切符を
取って、飛んで、そして日帰りみたいな出張
をやった訳です。こうして、何とか口頭弁論
には出頭しました。でも相手方が１回目の弁
論と同じく２回目も出頭しませんでしたから、
落ち着くところは「和解に代わる決定」です。
２回目の口頭弁論は、相手が来なくても私が

出頭していますから口を使って陳述、弁論は
成立します。こやって、漸く私の手元に債務
名義が届きました。ここまで行くと、当初の
時効期間も既に５年から10年に伸びています
から、豊田に飛んだ甲斐もあったということ
になります。でも、こいつは悪い奴でね、他
にも色々と問題を抱えていたので、どうやっ
ても落としたくありませんでした。５年から
10年に時効期間を延ばし債務名義は取得しま
したが、その後、首長からは、何で派遣労働
者にそこまでやるのか？と聞かれ、普通に考
えて、今は一時的に勤務先がないだけで、こ
れから勤務先がヒットするかもしれませんか
ら無駄になっていません、そう言いましたね。
勤務先が見つかればその時には、勿論、バチ
ンと押さえるつもりですと、議員さんからも
同じこと聞かれましたが、そう答えています。
我々からすると、５年で落とすのも仕事、10
年に延ばして追いかけるのも仕事、赤平市は
日本で最も金がない自治体ですから、どこま
でやれるのか分かりませんが、できるところ
まではやるという姿勢が必要です。これが、
豊田の事案でした。相手が法廷に来なかった
ので「和解に代わる決定、民事訴訟法の275
条２」になります。よろしいでしょうか？
　つまり、民事事件は「原告被告どちらかが
出頭しないと駄目だ、成立しない」というこ
とが言いたかった訳です。ここで、刑事司法
でよく弁護士などが口にするフレーズがあり
ます。「何人も自己に不利益な供述を強要さ
れない」これは憲法38条になります。通常裁
判に移行しますとこんなことも意識しなけれ
ばならない、そう思っておいてください。何
が当たるのか、また当たらないのか判かりま
せんけども、いつもこういう感度を持ってお
いた方がいいということで、未だに私も色々
と調べ勉強しています。
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　続いて②刑事司法のフレーズ「疑わしきは
被告の利益に」、状況証拠は一件一件万全を
期し弁論準備に備える。通常、訴えるという
ことは、きちんと証拠を取っておかなければ
なりません。例えば、住宅賃料であれば契約
から現在まで、水道料金は給水開始から、奨
学資金は申請から、給食は学校に通って給食
を受けてから現在までというように、弁論を
想定して証拠として履歴を遡って用意してお
きます。こう云うことをひとつひとつ疎明と
して積上げ作文していきます。訴えの提起や
少額訴訟の場合は、いきなり通常裁判にな
ります。この疎明資料を集める準備から始
め、作文をして裁判官にこれを訴えていきま
す。作文するには、当然、時間が掛かります
し捗りません。そこで、疎明という言葉を辞
書で取り合えず引張ってみたのですが「言い
訳、弁明、確信ではなく確からしいという推
測を裁判官に生じさせる当事者の行為、また
は、これに基づき裁判官が一応の推測を得て
いる状態」と出てきます。なんか面倒ですよ
ね。おれは債権者だ！と大声で言ってやりた
いのですが、中々そうも言えません。よく証
拠を集めることを「裏を取る」と言ったりし
ますが、おおよそ「６割～７割裏が取れてい
る状況を疎明」と云い、これが「７割～８割
に及ぶと立証」と言います。刑事事件では、
裏を十分に取らなければ公判が維持できませ
んから大変な作業であります。
　次の③和解条項はSTEP２の資料になりま
すが、色々なパターンを付けています。相手
方と和解をする場合、和解条項を作り裁判所
に提出します。そのうち第３項にある懈怠条
項。この懈怠条項の文中には「分納計画に１
回の懈怠があれば期限の利益を喪失し遅延損
害金を付して一括請求」とよく記載します。
この３項に、このように記載すると、裁判官

が「１回ではなく２回の懈怠にしては如何か、
３回にしてはどうか」と聞いてきます。裁判
官は、債務者寄りの仲裁をしてくるものです。
私も何度も何度も弁論を重ねていく中で「わ
れわれ行政機関には、取るだけじゃなく、滞
納者の救済もスタンスとしてあるんですよ」
ということを弁論の中で主張します。これを
主張し続けますと、裁判官の心証主義から、
私ら行政のスタンスや提案についても多少考
えてくれるようになります。救済という言葉
は、裁判官の心証をよくしますし、そうなる
と意外と原告ペースで事を進められるように
なります。ここでのテーマは「裁判官に懈怠
２回を言わせない」ということです。我々に
は時間がないですし件数も沢山ある訳ですか
ら、早く進めてもらえるような工夫をします。
　先ほど③で「懈怠条項の文中、分納計画に
１回の懈怠があれば期限の利益を喪失し…」
と言いましたが、あまり公債権では出てこな
いフレーズですが、これは、何処に根拠があ
るのかと言いますと「期限の利益と期限の利
益の喪失」にあります。民法を開きますと
136条と137条にその記載があります。裁判官
がよく気にする部分です。また、この部分は
書記官によっても言い方が変わります。ある
人は「期限の利益喪失条項」と云い、ある人
は「懈怠約款」と云い、またある人は「懈怠
条項」と言ってきます。これは、全て同じこ
とを言っています。全て和解条項の第３項の
ことを指しています。もう一度確認します
が、皆さんが見るところは民法の136条と137
条、これを盛り込むところは和解条項の第３
項、懈怠条項、懈怠約款、期限の利益喪失条
項と言い方が書記官によって異なります。次
は、遅延損害金についてです。条例や督促に
遅延損害金について記載があれば民事でも
14.6パーセントの請求が可能です。勿論、利
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息制限法以下にはなりますが、裁判所は、利
息制限法以下であれば何パーセントでもいい
ようです。例えば、法廷で19パーセントを主
張したとします。そうしますと、裁判官から
何故19パーセントなのか？と聞いてきます。
そこで、私たちの方から「それは今、決めま
す」と主張し、その場で決めたとします。債
務者が裁判官の前で、このパーセンテージで
も構わない、仮に、相手方がイエスと言いま
したら、この19パーセントも遅延損害の率に
なります。法廷での話し合いは、そういう感
じで進みます。特に遅延損害金について法律
や条例、契約にも何もない、督促や催告でも
通知していなければ、通常は、民法404条に
あたる年５分が利息債権になります。よろし
いでしょうか？
　そういえば、この前、私の所属する消防団
の早朝訓練で朝４時からやっていた訳ですが、
そのとき電器屋の息子（幼馴染）から相談を
受けました。この電気屋、日本でも有数のパ
ナソニック専門店で、その売り上げも北海道
内でも十指に入るほどの成績を叩き出してい
ます。こんな店が私の町にはあるんですね。
そいつが消防団では機関員を務め、私が三番
員をやったりしています。彼からの話は「こ
の度のエコポイントでデジタルテレビを売り
過ぎた、そしたら回収できないところが３件
でてきた」という話です。彼は、私がよく仕
事で裁判所に行っているのを知っていました
から相談してきた訳ですね。私もそのときは、
「そうだな～お前のところは、売掛金等請求
事件という事件名なるかな」と流しましたが、
そうは言っても幼馴染、後日、訴状サンプル
を作って届けてやりました。後は、書類を裁
判所の窓口に出して法廷に立つか立たないか
はお前次第、加えて、自分が手続きした方が
一番効率いいよ、誰よりもこれまでの経過が

判かっているからな、と伝えました。その際
に商事債権の遅延損害金についても調べてみ
た訳ですが、このような商事債権の場合、遅
延損害の利率は、最低年６分になります。債
権に係る裁判だけでしたら、私も民間に行っ
ても仕事ができるかも???と思ってしまいま
したが、書類作りは、あまり難しくないです
からね。先程も言いましたように、私らの債
権でも、遅延損害金について何も触れていな
ければ最低でも年５分が請求可能ということ
です。

４－８．遠隔地の第三債務者に対する取立訴訟

　裁判所から債権差押命令が下っても第三債
務者は「持参、振込み」何れも義務なし、そ
んなバカな？
　第三債務者から「取りに来い！」と言われ
れば、債権者はそこまで取りに行かなければ
なりません。STEP４の20頁と21頁に裁判所
から届く注意書きがあります。差押えをこう
やり始めますと、地裁からその書類が送られ
てきます。丁度アンダーラインの「持参、振
込み、いずれも義務なし」の部分です。でも、
第三債務者が遠隔地の場合、毎月取りに行け
る筈がありませんから…例えば、毎月５万し
か貰えないのに旅費を７万円もかけて取りに
行く訳です。そんなバカなことは誰もやり
ませんから、第三債務者に対して次にある
STEP５の「取立訴訟」をやってやろうと云
う気持ちにもなります。取立訴訟は、公債権
でも第三債務者に滞納処分をしたが支払いが
起きない、このような場合は「取立訴訟」を
起こします。

４－９．不納欠損

　私債権は簡単に不納欠損ができない、処分
停止などが適用されない。私債権の場合は、
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実は、取ることよりも不納欠損の方が難しい
なと私は思っています。そうして容易に落と
せないから、会計規則の拡大解釈（運用方
針）や債権管理条例を作る自治体が増えてい
ます。皆さんがいるここ大阪でも既に作られ
ているところはあるかと思いますが、私のと
ころは、今年の９月か12月、何れかの議会に
提案する予定になっています。債権管理条例
は、ごくごく最近の話ですが、私がこの私債
権整理を始めたときには何処にも事例があり
ませんでした。かの有名な東京都江戸川区の
マニュアルも世に出ているか出ていないかと
いうタイミングでしたから、そこで、どうし
ようかと調べたときに、先ずは、赤平市の会
計規則第36条不納欠損と上級官庁である北海
道庁の財務規則72条、同じ不納欠損を比べて
みました。私が北海道庁の住宅担当者とも仲
が良かったこともあり「不納欠損はどうして
いるの？」と近いところで聞いてみましたが、
回収方法は私が先生になり不納欠損は道庁が
先生に、そこで彼が「実は、規則の下に運用
方針がありまして…」と言い始めたんですね。
道庁には、規則の下に運用方針という要綱が
あるんですね。他の都道府県庁にもこれがあ
るようですが、この運用方針だけを纏めた冊
子が道庁にはありました。よくよくそれを開
いてみると「国の債権の管理等に関する法律
（債権管理事務取扱規則30条みなし消滅規
定）」が盛り込まれていることが判りました。
これは、民法145条に記載のある「援用」が
あったものと看做して債権を落とすことがで
きるという法律です。一応、同じことで弁護
士先生にも聞いてみたのですが、ズバリ、こ
の「みなし消滅」を回答されました。ここは
皆さん、必ずこの特別法を確認しておいてく
ださい。
　続いて②破産、裁判所の決定で非免責不許

可事由がないとされ、同時廃止に。同時廃止
は、皆さんも知っていると思いますが「破産
の開始決定と破産手続きの廃止決定が同時に
行われることを同時廃止」と言います。この
同時廃止になった場合、私債権は即不良債権
化してしまいます。でも即不納欠損ができな
い、破産以降は「自然債務」になります。私
もこの「自然債務」というのが、はじめは
何なのか解らず弁護士に聞いてみたのです
が、これは「強制執行はできないけども分割
納付は可能だ」という債権構造。しかし、破
産後の分割納付は稀なケース。私もこのこと
では、裁判所に対して意見書を出したことが
あります。先ず、相手方と民法147条に基づ
く誓約（時効の中断、債務承認）を取り付け
ました。その後、相手方が我々を欺き、給与
で払う、賞与で払うと何度も聞かされ、その
一方で破産手続きを進めていた。それが後で
判り、破産法253条の２項には「悪意に基づ
く損害賠償請求権」というのがありますので、
破産決定の後に裁判所に対して意見書を出し
てみた訳です。でも、これが、どうにもなら
なかったんですね。後で判ったことですが、
これは裁判官の裁量権（自由心証主義）とい
うのが民事訴訟法247条にも破産法にもあり
ますから、よって、主文は覆らず、上告する
には軽微すぎる破産事案の結末という訳です。
これは、破産の開始決定が下ってから２カ月
以内の間に意見書を裁判所に出すことが出来
るというもので、その意見書の中身も、もし
かすると私が文才に溢れていたなら分からな
かったかもしれませんが、まあ～それでもど
うにもならなかったでしょうね。今も言った
ように、ここには裁判所の自由心証主義とい
うのがありますから、一度、裁判所が決めた
ことは中々覆えりません。その代わりに日本
は三審制を引いていますから、その決定に満
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足いただけないのなら、どうぞ上訴してくだ
さいということでしょう。でも破産でそこま
で引っ張るには時間もないですし、あまりに
もくだらなすぎて…、皆さんならどうします
か？時間に余裕があり、暇だったらやってみ
てもいいのかも知れませんが…。あと、破産
の申立ては弁護士法がありますから、当然、
弁護士に依頼します、我々は受任できませ
ん。先ほども、分割納付はレアなケースと言
いましたが、これは弁護士が、債務者に対し
て「あんたは破産したんだから払わなくてい
いよ」と言ったりしています。私が去年、山
形県で今日と同じようにこのことについて話
したときには、破産事案を請け負った弁護士
に対し「あなたは法曹界の人間でしょう、法
律で飯を食っている弁護士が、社会の応分の
負担はきちんと払いなさい、そう言ってくれ
ないと困りますわ…」と文句を垂れてやった
と言いました。それで、その後に色々と調べ
てみると、どうもここには偏頗（へんぱ）弁
済というのがあるんですね。偏頗というのは
偏ったという意味になりますが、一旦、破産
の申立てをしてからは「あの人は特に取り立
てが厳しいから」ですとか「あの人には特別
にお世話になっているから、ここだけは払わ
なきゃならない」ですとか、この偏った返済
を破産手続中にやられると「免責許可の決
定」が裁判所から貰えなくなりますから、弁
護士が困るんですね。そのようなことで「債
権者には一切払わないでください」と言って
いることが判りました。ですけど、僕が思う
のは、弁護士にはその先もう一言が必要で
しょう、ということです。破産にあたり免責
不許可事由がないということで晴れて免責許
可の決定が下ったのあれば「今は、誰にも
払ってはいけませんよ、しかし、公金だけは
必ずあとで分割しなさい」という一言が、弁

護士には足りない訳です。破産事案において
は、偏頗弁済と破産の決定が下ってからも分
割納付ができるという自然債務の考え方があ
りますので、私らも、そこのところをきちん
と弁護士と調整するとか、債務者と十分に話
を詰めておくということが必要です。そして、
私の場合、意見書を出しても、どうにもなら
なかったというお話でした。

４－10．これまでの赤平市

　赤平市は今までどげんさしてたか？（東国
原知事のご降臨です）
　①滞納があり且つご近所からも苦情がある
のを見せしめに明渡裁判、強制執行を１件
やっていた。
　こんなのは、困ったことに、見せしめ以外
のなにものでもありません。
　②内容証明郵便を送付していた。
　皆さんもこれを出したことがあるかと思
います。縦26行、横20文字、１件出すのに
1,220円も掛かってしまう。これをただ送る
だけでは単なるパフォーマンスに終わってし
まいます。そもそも内容証明郵便というのは
「訴えの提起」をするときの「証拠作業」で
す。訴えを起こすつもりもないのにただ送っ
てしまっては全く意味がありません。単なる
浪費。皆さんのところの住宅係もコストをか
けて内容証明郵便を送っていませんか？これ
は、相手方に「契約解除などの意思表示を行
うような場合に送付」するものです。目的も
なく、ただ闇雲に送付し実がないとしたら市
に不利益を与えたということで、今まで黙っ
てきた住民からは「住民訴訟」を起こされて
しまうかもしれません。多分、こんな小さな
ことでは言われないとは思いますが、細かい
ことを言えばそう云うことです。
　③四半期ごとに督促状を送付していた、一
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工程として盲目的に送付。
　何故、３カ月なのか？公営住宅法にも市営
住宅条例にも「３カ月滞納したら明渡せ」と
書いてありますので、僕が来る前までの住宅
係は３カ月毎に督促状を出していました。本
来は、夫々に納期限がありますので毎月出さ
なければなりません。
　④平成14年に支払督促を10件程やっていた。
　仮執行宣言まではやっていたのですが、そ
の先どうしていいか分からなかったという状
況です。でも、そこまでやっていたのであれ
ば、既に私たちの手元には債務名義がありま
すので、私が住宅係に来てからは全て私債権
での差押えにしました。相手方からは「今頃
かよ？」と言われるかとは思いますが、全て
差押え、全て回収に回しています。ここでの
債務名義はおおよそ回収されましたが、当時
はこんなパフォーマンスを赤平市でもやって
いたんですね。今となれば隔世の感がありま
す。
　⑤誓約書も数件取っていた、これも確実と
は言えない、誓約履行がストップしたら打つ
手がない。
　当然、①～⑤をやっても完済される筈はあ
りません。おまけに人員減です。57歳以上は
もういませんし、新規採用はしていませんし、
自然減、私の係も２名減、こんなことも金を
貰えなくなって漸く分かります。皆さんは、
余力があるうちに何とかしていきましょう、
ということです。私も反面教師ではありませ
んが、赤平市のようにはなりたくないと思っ
て皆さんには頑張って欲しいのです。ですか
ら、これまでキツイことを言いました。私の
ところのような小規模自治体で２名も削られ
たらホントに痛いですよ。

　CHANCEと思いCHANGE、ここ１～２年

でやってきたことトライ

５－１．督促状から催告書へ手法を切り替え、

税のノウハウを使えるだけ導入

　CHANCE（チャンス）と思いCHANGE
（チェンジ）、ここ１・２年でやってきたこ
とTRY（トライ）ということで、これは言
葉遊びです。CHANCEの「Ｃ」とCHANGE
の「Ｇ」、下二桁の「ＣとＧ」何が違うか、
「Ｃ」の中にはTRYがあります。ですから
TRYをもってCHANGEを図り、CHANGEが
できたらCHANCEだね、こんな言葉遊びで
今日までやってきました。要するに力を抜い
て自然体で仕事をやっています。これは「公
務員は頭がいいから、力を抜いて柔軟にやれ
よ」という、私が尊敬する師匠から教わった
スタンスです。
　では、先に進んで資料の11番目、督促状か
ら催告書に切り替え取りあえず視覚に訴えて
みた、ということで…今でも私は、極限まで
税の手法を使っています。赤紙もそう、収納
対策本部もそう、全てがそうです。私の町は、
毎年春に収納対策本部会議というのをやって
いますが、名前が「第１回収納対策本部会
議」。去年でしたか「お前ら、ここに第１
回って書いてあるけど、２回目は何時やるの
よ？」と聞きましたら、２回目がないんです
ね。「それなら、ここに書いてある『１回』
取れよ！」と言ってやりましたが…それで、
話を僕のペースにシフトさせ「先ずは、役所
の抱えている債権は三分類に分けられるから、
これを三分類にすることから始めよう！」と
いうことを主張しましたのですが、まあ～こ
れを言っても、うんでもなくすんでもなく動
きませんでしたね（笑）。こんなことで収納
対策本部会議は、毎年、幼稚園の発表会のよ
うなことをずっとやってきたのですが、収納
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率なんか集めて資料にしたってどうするの？
と…そんなのは、後で見れば誰でも判かりま
すから、だから「いいかげん発表会は止めて、
こういう先進事例がどこ何処にあるんだけど、
赤平市はこれからどうする？」という話なら
まだ判かるんですよ。僕もそんなことを言い
続けて今年で３年目でしたから、どうやって
これを動かそうかと、色々とあの手この手を
使って、漸く今年は重たい山が動き出しまし
た。今年は、債権管理条例にも議論が及びま
した。人を動かそうと思ったら時間がかかる
ものです。収納対策本部というのは、全庁各
収納担当が一堂に会し、役所の債権整理につ
いて会議をやる訳ですが、赤平市は財政難で、
これまでもスクラムプランという名称の会議
や官民協働で民間もない役所もないという辺
りで何度も会議をやってきましたが、そのと
きのスクラムプランの中で、焼き鳥屋の店長
が、ひとついいことを言いました。これに参
加していた職員も今ではみんな忘れています
が、私はこう云うのを忘れません。何を言っ
ていたかというと「おれんちは焼き鳥屋だ、
バラバラの肉があったら焼き鳥って言わない
んだよ、串を一本通して初めて焼き鳥って云
うんだ、わかったか！」という話です。これ
は自治体経営にも当てはまります。そういう
自分の仕事を例にこの経営者は「いつまで
経っても役所はバラバラじゃないか、世の中
というのは会社もそうだけど、串を一本通せ
ば、もっと上手く回るんじゃ～ねえの！」と
いう店長の名言です。ですから、収納対策本
部会議の中でもそれを思い出してもらおうと
何度も言うのですが、中々皆さん気付きませ
んね。それでも長いこと言い続けた甲斐あっ
て、今年は漸く、漸くですが気付いてくれま
した。いっそのこと収納対策会議に焼き鳥屋
の店長を呼んでしまえ！とも思っていました

が、山が動いたので良しとしています。私の
今のテーマは「多官庁連携」です。警察だろ
うが、保健所だろうが、都道府県庁だろうが、
住民が幸せで仕事が快適に且つ世の中が円滑
にまわり良くなるのであれば、俺は誰とでも
手を組む、何故、未だに縦割りでやっている
のか、何故、組織の中で仲良くなれないのか、
手を組んだら少しはスムーズにやれるんじゃ
ないの」ということを、警察にも何処にでも
私はよく言っています。あなたたちも税金で
飯を食っている、ということです。僕のとこ
ろで進めた精神保健法事案（精神保健及び精
神障害者福祉に関する法律）なんかはいい例
です。警察も動かない、保健所も動かない、
そして私たち市町村には権限がない、こんな
ことで何処も動かない訳です。それで、警察
も保健所もどこも動かなかったので、僕のプ
ロジェクトが始動しました。条例改正のよう
に半分に精神保健法、もう半分には警察官職
務執行法、この二つの法律には似たようなこ
とが書いてありまして、これを対象表のよう
に資料を作って両者に届け説得しました。そ
こで、彼らが云うのは、例えば「道端でフラ
フラしているような変なヤツは警察の管轄」、
「精神的に頭がいっちゃってて、市営住宅で
薬品と薬品を混ぜ合わせて異臭騒ぎ、これは
薬事法違反でしたが、こんなことがあります
と保健所の管轄」だったりする訳です。で
も、両者とも動かない。だから、先程の条例
改正のような対象票をつくって備考欄を設け
て僕の意見を書いて、警察も保健所も私らも
公務員、みんな税金で飯を食ってる、ここで
一番の被害者は６年も７年も涙を流している
彼ら住民、誰でもいいから動きましょうよ！
と、ここまで言ってもまだ何だかんだと云う
んであれば、ドアは私が開けますから、これ
で裁判になろうがどうなろうが、後は、僕が
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責任を持ちますから、それでいいでしょう！
と言ったとたんに、警察が６人、保健所は２
名出して、６年越しの事案が解決したりする
訳です。でも、本来これは、住宅係の仕事で
はないんですよね。
　今年も１月１日に市営住宅から遺体が出て
きました。警察もさすがに正月は手薄ですか
ら私も手伝ったりしています。私は係長です
から、休日や夜間の緊急電話などがガードマ
ンに入りますと、一番最初に電話が鳴るのは
私の電話です。先ずは現場に直行します。僕
の場合、日頃から警察官とも連携し仕事を進
めていますから「山森さん、ちょっと手貸し
てくれませんか？」と云われれば「いいよ」
と、一緒に遺族の連絡先なんかを調べたり、
遺体袋のチャックを閉めたこともありました
ね。酷いときでしたら同じような変死事案で、
炭鉱住宅のエレベーターなしの４階から警察
官と私と３人ぐらいで遺体袋を降ろすのを
やったこともありました。こうなると私も何
屋か分かりませんが、そういう中で、この裁
判も１人で進めています。ホントに私は「何
でも屋」になっています。

５－２．いきなり元暴力団構成員ほか関係者

の明渡裁判からスタート

　初めは上司も冗談かと思っていたと思いま
す。誰もやっていない訳ですから…。地域住
民からは「山森が来たし、何か聞いたら、あ
いつは税務課で差押えをバンバンやってきた
みたいだから…」という話にもなって、私も
馬鹿ですから期待されたのかと思い喜んで
やった訳ですが、最初はハメられたかとも思
いましたが、最初に手を付けた裁判が、この
「暴力団関係者の事案」でした。そこで予期
せぬ出来事が幾つか…裁判所からの「援護要
請」が出てきました。先ほどの建物明渡等請

求事件での出来事です、これは支払督促では
ありません。先程も判決をもらった後に40万
円を支払って強制執行を進めると言いました
が、その時は、分かりませんでしたからその
まま進めました。今では、建物明渡しを執行
官に依頼する前に捜索公売をジョイントす
る！と言ったのですが、当時は解かりませ
んでしたので、そのまま進めました。先ず、
我々が強制執行の手続きをして家の中に執行
官が入りますと、執行官が何かおかしい？と
いうことを言ってきました。僕たちも中を覗
いて初めて判ったことですが、家の中はもう
滅茶苦茶で、５年生の女の子と高校１年生の
男の子「子供達２人で生活」していました。
それで奥さんが筆頭者で夫はヤクザで、住民
登録も擬制世帯になっていました。そこに裁
判所の執行官が中に入ったら「どうもおかし
い！」となった訳です。それで早速、援護要
請が出てきました。初めは、援護要請の意味
が何だかよく判かりませんでしたが、執行官
にどうしたんですか？と聞くと、「子供たち
だけで生活している、このまま進めで大丈夫
か？」という話です。当然、裁判所には福祉
事務所がありませんから引き金を引いた赤平
市「あんたのところには福祉事務所があるで
しょう、これの対応を考えなさい」という訳
です。はじめは福祉も、そんな大事なこと何
でもっと早くに言わないんだ！と怒ってきま
したが、俺たちも蓋を開けて初めて分かった
ことですから…と、こんなことで縺れました。
でも、喧嘩する訳にもいかないですし、何と
か福祉とも調整を図り手伝ってもらうのです
が、相手はヤクザですしどうしようかと思い
ながらも、仕方がないですから引かずにその
まま進めました。小学校５年生の女の子は私
が、高校１年生のお兄ちゃんには私の上司が
学校に行きました。そこで、校長、教頭、担
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任とその子たちと話をして「ごめんね、家に
帰っても、もう家がないんだ、家に入れない
んだよ」という話をして、お菓子を買って飲
み物を用意して、役所の和室で女性職員に面
倒を見させて、母さんに連絡を取って、夜迎
えに来てもらいました。母親からは、唾を吐
き捨てられて子供は連れて帰った。でも、高
校生のお兄ちゃんは、家に帰りたくない彼女
のところに行くと言って一緒に車に乗って行
かなかった。初めは、いいのか？とも思いま
したが、暫く様子をみました。それで明渡し
の当日、色々と調べてみたのですが、住宅の
ドアが渋くて男が２人がかりでやっても開か
ない訳ですよ。それで、学校にはどうやって
通っていたのか？と云うと、窓から出て学校
に通っていました。こんな状況でした。お姉
ちゃんには、これからどうしたい？と聞くと、
今まで一人ぼっちだったのに、母さんと住み
たい、と云うんですね…。それで言い忘れた
のですが、そこは炭鉱住宅で部屋には風呂が
無いので、敷地内には皆で入る共同風呂があ
るのですが、そこに行ってなかった。どうし
てたのかと云うと、洗濯機にお湯を張って風
呂に入っていました。そんなことも色々わ
かって裁判所から援護要請、児相の線が出て
きた訳です。このときの明渡裁判は、もう滅
茶苦茶で、その後も赤平市は小さい町ですが
山口組系直結の組長が２人いて、１人は明渡
裁判一歩手前で追い出しました「やった～」
と思いましたが、もう１人は経済ヤクザで滞
納もありませし、役所も気を使いながらやっ
てるのですが、今度はその組長から電話が来
まして「お前らが明渡裁判をやるから俺の貸
している店舗で飲み屋をやっているんだ、そ
こに住みやがってどうしてくれる！」という
話です。そんなことがありました。
　昨年は、暴力団員による不当な行為の防止

等に関する法律第２条第６号（暴対法）を市
営住宅条例と特別公共賃貸住宅管理条例２つ
に盛り込んで、警察署長と隣の歌志内市と赤
平市、２市１署で協定を結びましたが、こん
なこともホント一苦労ですよ。作っちゃって
いいのか？…気を使わなくちゃならないです
よね。
　私が、住宅係にきて初めて手をつけた明渡
裁判でした。

５－３．多重債務発掘し、任意整理と滞納整

理を同時に試みた

　誓約時に他の窓口で聞き出していないよう
な滞納理由を聞き出し多重債務者を発掘、即
窓口で過払金計算、弁護士に繋いで任意整理
を試みました。先程も言いましたように１週
間から10日ぐらいの間に35件、今までの通算
で言ったら40件、いや50件程やっているかも
しれませんが、着手金は１件３万円、掛ける
ことの件数、掛けることの５％が着手金にな
ります。過払い金が回収されれば23～24％ぐ
らいの成功報酬を弁護士先生も取りますから
結構ラッキーですよね、弁護士先生も。普通
は、一つひとつ依頼しますと、過払いが出な
いものは「後で、手数料を払ってください」
となりますが、これだけ一度に件数をやっ
ちゃうと、中には、やたら返ってくるものと
返ってこないものとが出てきますから、全部
ひと括りにワンセントで考えてもらうことで、
多重債務者の生活再建や救済、滞納整理がう
まいように成立していきました。そんなこと
で、後から手数料を請求されたケースは今の
ところ出ていません。任意整理を進めて過払
い金がない場合も足りなかったら足りないな
りに「払わなくていいよ」ですとか「郵便代
だけで構いませんよ」ですとか言っていただ
きますので、私らも非常にラッキーです。こ
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んな流れで、私は債権整理と多重債務者の救
済を同時に進めております。ですけども、最
近はサラ金がどんどん潰れ始めています。も
うそろそろ廃業すると言っているところも中
にはあるようですが…私の抱えてきたケー
スでは、昭和の時代に100万５口借りていて、
ついこの前まで払っていた奴が計算のうえで
は一番過払いが大きかったですね。これを計
算してみますと、何と三千万円の過払いが出
てくる計算になりました。つい先日、この清
算が終わりましたが、最終的に返ってきたの
は200万円。そこで、弁護士先生に「ちょっ
と返りが少ないですよね？」と聞くと、もう
廃業するからという話で、返戻される額も少
なかった、ということでした。廃業するから
といって、三千万円が200万円で…いくら多
重債務者でも納得できるかなと思いましたが、
私にはどうすることもできませんから致し方
ありません。そんなことも先程ご紹介した
『裁判の秘密』という本を読みましたら全部
答えが出ています。なんで世の中そんなこと
になっちゃってるの？についても全部ここに
は書いてありますので、私はこれを図書館か
ら借りてきて読みましたが、皆さんの町の図
書館にもきっとある筈ですから読んでみてく
ださい。そこに全部答えがあります。そんな
ことをやってきました。

５－４．老朽化住宅の入居者には建物明渡裁

判をしない、よって差押えを進める

　老朽化住宅の入居者（滞納者）には建物明
渡裁判は極力しない、その代わりに差押えを
行う。執行官予納金と後々生じる修繕費も考
慮し、滞納者も固定客と考え、滞納者教育が
浸透するまで差押えをやりましょう！という
ことです。この説明は、先程も触れましたの
で割愛させていただきます。

５－５．収納対策本部を情報ツールにしてみた

　調査権がない代わりに収納対策本部を隠れ
蓑に情報ツールとした。神奈川県の秦野市で
したか、債権管理条例の中に「税務課の調べ
た情報は、私債権においても使うことができ
る」と条項をつくりました。いいか悪いかは
これからハッキリするでしょうが、このこと
に対して「それは、地方税法の22条（守秘義
務）に抵触するんじゃないの？」と言ってい
る弁護士さんが、実は、江戸川区の債権管理
マニュアルを作くられた弁護士の中にいまし
て、その方が、次々と出来上がる債権管理条
例を分析し、自治体に都合がいいように条例
を作ったところをバッシングしています。こ
れをどう思いますか？私も秦野市と同じよう
に条例を創ろうと決めた訳ですが、何故かと
言いましたら、今の時点では世の中に沢山い
る弁護士や学者先生の中のひとりが、いいと
か悪いとか騒いでいるだけで、公に判示され
ている訳でもなんでもないじゃないですか。
公然と「これは駄目だ！」となるまでは、そ
のまま行こうじゃないか、と言うことです。
でも、それが「駄目だ」と言われる時までに
は整理も終わっていますが、それで私のとこ
ろは、今年の９月か12月に債権管理条例を作
る予定になっています。はじめは、こんな債
権管理条例の話もありませんでしたから、私
も収納対策本部を盾にすることを考えてやっ
てきました。市民に対しても、もし何かこの
ことで聞かれたらこれを理由にしよう、と考
えましたね。現在は、全庁何債権も併せて併
合請求として一度に纏めて裁判をやっていま
すから、条例がないうちはこんなルールで進
めるしかありません。

５－６．申立様式を作成し準備した

　仕事が楽しめるよう、楽ができるよう、申
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立様式を作成し準備しました。やり始めの頃
も今も、私には先生がいませんでした。でも、
この資料は結構細かく出きているでしょう。
これは全部自作なんですね。どこかのものを
使った訳でもありませんし…そこで、弁護士
先生の本なんかを買ったりするとワード形式
でROMなんかが付いてきたりします。でも、
これだと遅い。初めは「差し込み印刷か？」
とも考えましたが、そこで回転率を考え、支
払督促をやるときにはエクセル、訴えの提起
で明渡裁判や過払金などをやるときには作文
形式ですからワードという具合に作るといい
ですね。支払督促は回転率が高い手法なので、
こことここに数字を入れて『印刷』と、マク
ロでボタンなんかを作っておけば一度に何十
枚も出てきますから、支払督促を主に考える
としたらエクセル、それ以外ではワードがい
いと思います。

５－７．遅滞なく民事事件に移行した

　誓約履行が果たされないものは遅滞なく民
事事件に移行しました。何時までも何時まで
も僕は待ちませんから、只１回の催告を送っ
てある程度の期間を置いたら、次はもう郵便
代はかけません。ここはコスト感覚をもって、
いきなり裁判所に直行です。ところで、私も
調べてみたのですが、私債権で督促状を出し
たらどういう結果になりますか？公債権は、
納付期限から20日以内に督促状を出して10日
経ったら差押えができますよね。私債権の場
合は、送っても何にもならない訳ですよ。差
押えの起点にはならないですし、時効の中断
事由になるとかならないとか、そんなことを
やっても何にもならない訳です。何故、督促
状を送っているのか？疑問をもちましょう、
公の施設の使用料だから？…。公営住宅法は、
国土交通省が作っていますが、下級審でも民

法によると言っている訳です。ですから、私
は民法に当てはめ作業を進めています。ハガ
キの督促状は出しません。何をやっても払わ
ない人は、それすら読まないですからね。そ
うであるなら色つき催告の方がまだマシだと
思います。私は催告を年に２回ほど出してい
ます。全て赤紙、もしくは別な色紙を使用し
ます。催告書も出し過ぎると相手も慣れてし
まいますから出し過ぎはよくありません。こ
んなのは何処まで行っても行政サービスの領
域です。督促や催告書を何回出したってどう
にもならないので、それなら全て催告にして
しまえ！ということで、色付き催告で視覚効
果を狙い、ただ１回の猶予を与え、即誓約書
を出させ、分納に繋げます。でも、誓約する
必要すら無い奴も中にはいますので、これに
ついては、即、裁判です。そのようにシンプ
ルに考えています。

５－８．書記官から色々なものをゲットした

　裁判所に足しげく通い、書記官から色々な
ものをゲットしました。皆さんは、苦労する
必要などありません。私がこれを作りました
から同じ苦労は要らないという話です。最初
は、誰も僕の周りには先生がいませんでした
ので、書式や文脈、表現、考え方などを「教
えて、教えて、教えて」と裁判所に何度も足
繁く通いました。今では、教えて？と聞かな
くてもできるようになったのですが「たまに
はお前、教えてって聞けよ！」みたいな顔を
して僕のことを見てきます。もしかしたら書
記官も寂しいのかもしれません。

５－９．理事者が嫌でも関心が持てるよう、

切れ間なく決裁を上げ続けた

　理事者が嫌でも関心が持てるよう切れ間
なく決裁を上げ続けました。税務課のとき
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に、左遷とは言わないですが（言ってるくせ
に）、北海道で初となるSL公売の時は、い
ずれ自分の大事な人にも滞納処分の手が及ぶ
と思ったのか、まだ結論を見ないうちに私は
税務課から住宅係に異動しました。当時は、
SL公売に関与した全ての人間が飛ばされま
したからね。それで、次もまた何か自分の身
に起きるかも？と試験的に様子を伺いながら
と言いましょうか、しかし、１件２件とチマ
チマやっても面白くはないですし面倒ですか
ら、一度に10件20件と纏めて書類を作り裁判
所に申立てました。すると、これが驚くこと
に次々と異議申立てになり、専決処分の報告
も議案として議会に上がりますから、議員の
方が先に味方になったのか首長が先か、よく
分かりませんが、いつまで経っても「やめて
くれ！」とは言ってこないので、それで、そ
のままポンポン上げ続け、議会も首長もその
他の人も何も言ってこないので、今では、こ
れが当たり前の作業になっています。私に対
しては「よくやってるね」とは言っても「や
り過ぎだね」とは誰も言ってきません。こう
なると、僕としても文句なしです。

５－10．数種類の私債権をまとめて一括整理

　資料の20番目、数種類の私債権をまとめて
一括整理を試みた。普通はやらないと思いま
す。私は住宅係ですから賃料です。しかし、
賃料、上水道、し尿、駐車場、医療費、その
他にもあれば全部まとめて私が１人で裁判を
進めています。裁判所に１回持っていくのも、
１つの債権をやるのも、10の債権をやるのも、
手続きは一緒です。ですから、皆さんの手元
にある支払督促のSTEP１は併合請求になっ
ています。「色々な債権を併せてやる」とい
う手続きになっています。単品ではなく、是
非、纏めてやってください。赤平市では、昨

年から医療費も併せて回収しています。病院
は、依然、赤字ですからね…。

５－11．口頭弁論を通して法律を学ぶ

　資料の21番目、督促異議の訴訟から口頭弁
論とは何かを学び、口頭弁論を通し法律を学
ぶ。よって、１に行動、２に法律の順番です。
簡単に異議申立てが出てきますので、督促異
議の訴訟に移行します。これは通常裁判です。
督促異議が出されますと口頭弁論が開かれま
すが、それまでは大して法律を見なくてもい
い。皆さんは、民事裁判が特別なものとして
法律でしっかり固めてから動こうとします。
でも、先に行動の方が絶対いい結果に繋がり
ます。口頭弁論にぶつかるからこそ、法律も
すんなり頭に入っていきます。でも、皆さん
が弁論にぶつかったときに真剣ならば、僕に
電話を１本ください。余計な調べ物はしなく
ていいです。既に私と皆さんとはここで繋が
りましたので、ここを見た方がいいよ、あそ
こを見た方がいいよ、こうした方がいいよ、
と言ってあげられます。僕にもあまり時間は
ありませんが、真剣ならば電話をください、
応援します。
　とりあえず口頭弁論までは、法律なんて大
して見なくていい訳ですよ。送達の方法です
とか、民事訴訟法98条以降や382条以降を見
ておけばOKです。あとは、民法21条と22条、
民事訴訟法の４条に５条、裁判籍が何処か？
ということさえ判っていれば完璧です。私も
何故こんなことを言えるのかと云いますと、
法律を調べて、私も頭でっかちになった時期
がありました。書記官に「民事訴訟法にこう
書いていますよね、これは民法でこうなって
いますよね」と質問した時期がありました。
そうしましたら「そんなのを覚えて、どうす
るの？」と書記官から言われた訳です。分か
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りますか？法律を調べて、そのことを確認の
意味で聞いただけなのに「そんなのを覚えて、
どうするの？」と言う訳ですよ。ですから、
「なんで、あんた達はそんなこと言うの？性
格悪いな、アホか」と初めは思いましたが、
ここには格言があるんですね。「汝は事実を
語れ、さらば我は法を語らん」ローマ法以来
からある格言らしいのですが、今でも司法試
験にも出ているようです。汝というのは、裁
判官が私らを見下して「お前ら」ということ
で「お前らは事実だけ述べればいい、後は裁
判官である私が法律を述べますから」という
素晴らしい格言です。それを裁判所の人間み
なさんも当然頭に入っていますから、きっと
書記官もただそう言っただけでしょう。私も、
何回も何回も足繁く通っているうちに「そん
なのを覚えてどうするの？」と言われていま
すので、所詮、法律が「こうなっています、
ああなっています」と言ったところで、法的
なことは全て裁判官が判断するルールなので
すから、こんなことから、いつまで考えても
前には進みませんので、そうなると結論は、
先ずは「行動」となる訳です。
　次の①②③の一つ目、「建物明渡等判決か
ら債権差押えに変化」「ホームとアウェイで
の戦い方は違う、ここはコスト感覚を持っ
て」と書いています。私は支払督促1本でい
いなと思っていましたが、あるとき、豊田事
案の辺りだったでしょうか、支払督促だけで
は駄目だったと云うことに気付きました。何
度も出てきましたが、これは覚えておいてく
ださいね。例えば、住民登録が赤平市にあっ
て、いま住んでいる居所が富田林市にあると
します。今はもう住宅を退去していて一時的
に富田林市に行っているような想定では、富
田林市にある簡易裁判所に支払督促を出して
督促異議が出れば飛ばなきゃならない訳で

す。しかし、今現在も赤平市の市営住宅を借
りていて、住民票もあり、富田林市に一時的
に行っているというような場合では「財産権
上の訴え」市営住宅からの建物明渡裁判がで
きますから、富田林市までは飛ばなくてもい
い訳です。赤平市を管轄する近場の裁判所に
対して、財産権上の訴えを提起し、事件名も
建物明渡等請求事件ということで「等」です
から、水道なんかも一緒に入れればいい訳で
す。ホームで裁判を起こし判決をもらい、そ
の後、執行文の付与申請から執行文を付与し
てもらい、あとは札幌地裁の本店民事部に差
押えの書類を出すだけでいい訳です…。でも、
先程のように既に退去し、建物を借りていな
いのでしたら財産権上の訴えはできませんか
ら、豊田でも富田林でも、やはり金を掛けて
飛ばなければなりません。ここは管轄を考え、
コストを考えて、手法を使い分けなければい
けないということであります。これが①番で
す。
　続いて、②番の遠隔地を裁判籍とした場合
の戦い方です。先ほども言ったと思うのです
が、これは、今と同じように裁判籍が遠隔地
の場合に「上申書・準備書面・和解条項」を
つくり３点セットで遠隔操作を行うという戦
い方です。こんな考え方も口頭弁論ですべて
分かったことです。これに係る部分で民事訴
訟法276条には「準備書面の省略等」という
条文があります。要するに、自分の口を使っ
て陳述できる距離にあり自ら出頭できる場合
には、準備書面なんて要らない訳ですから省
略できるんですね。自分が出頭できない時に
初めて準備書面が必要になります。これで、
自分の口の代わりに書面を走らす。準備書面
については、民事訴訟法を見ると「攻撃およ
び防御の方法」と書いていますので、書面に
自分の思いを託し、攻撃と防御を盛り込んで



211おおさか市町村職員研修研究センター

第
８
回

第８回　事例研究２　私債権及び非強制徴収公債権にかかる整理回収プログラムについて

３枚セットで送付します。詳しくは、STEP
２に記載がありますので見てください。
　次に③番、「訴えの追加的変更と交換的変
更」。これはプロである弁護士がよくやった
りする方法です。簡単に云えば、交通事故な
んかでよくある慰謝料と損害賠償なんかのす
り変えです。例えば、住宅の家賃について支
払督促を出しました、続いて異議申立てが出
されました、こうなると口頭弁論に発展しま
す。法廷では、相手方が出頭していますので、
その場で「建物明渡しを和解案に追加してし
まう」という手法になります。債権者は、入
口ベースでは未払いについてしか訴えていな
いのに、急遽、通常裁判の中で建物明渡しを
追加してしまう。多分、皆さんがこれをやっ
たら裁判官室に呼ばれます。理由は「技術
的にはできるけども裁判所としては、あま
りやって欲しくない方法」だからです。一
応、そのやり方もSTEP２には綴ってありま
す。ですから、建物明渡しで最初からいくの
もよし、支払督促で進めるのもよし、異議申
立てが出てくるだろうという想定の下に何れ
やろうと思っていた建物明渡しをこのタイミ
ングで盛り込んでしまう。このことからすれ
ば、先ほどの遅延損害金の率も14.6パーセン
トが19パーセントになっても可笑しくありま
せん。法廷で決めたことが、何せ全てですか
らね。あとは、時効期間が水道は２年、病院
は３年、住宅は５年になりますでしょう。賃
料債権も５年で落としてしまうのかと云った
ら「私債権には援用が必要」という話ですか
ら、基本は落とさない。でも、「みなし消滅
の規定があるから落としてもいい」のですが、
僕の場合は、何時もどちらに転んでもいいよ
うに組立てています。駄目だ、落としたいと
思えば「みなし消滅」で落とせばいいし、回
収できると思えば勢いを増して回収する。民

事裁判に持ち込み時効期間を５年から10年に
延ばすということも一つの方法ですし、和解
条項を作って予め相手を呼びつけ「あなたが
和解内容に基づいて支払わなかったら、その
次は、家を明渡してもらいますが、よろしい
ですか？」と組立てたりします。相手方を呼
びつけ、予め詰めておく内容は「○月○日に
あなたとの口頭弁論があるでしょう、この内
容でなければ当市としては和解ができないこ
とに内部協議で決まりました、どうします
か？」と伝え、相手方から「分かりました」
を取り付けます。事前に相手方との擦り合わ
せがあることで、法廷では「イエス」が引き
出されます。こう云うのを「段を取る、段取
り」と云いますが、でも、裁判官はこれを
中々良しとしません。裁判官が何故これを良
しとしないのかと云いますと、後々面倒なこ
とがある（ひな型に反して和解調書の作成を
しなければならない）ということが１点、も
う１点は、こういう内容でないと和解できな
いとあんた達が言ったのなら「それならしょ
うがない」と相手方もなるでしょう、だから
「イエス」と言わせた。そういう進め方は、
卑怯じゃないですか？ということを裁判官室
で僕も言われました。私も「いやいや、裁判
官、卑怯なんて言わないでください、相手方
ともきちんと話し合いをして「いいよ」とい
うことになっています」よろしくお願いしま
すと云い、私は今のところ２件だけ認めても
らいました。でも、既に注意を受けています
から、３回目はちょっと怖くてできませんね
…。こんなことで、今では裁判官が早く替わ
らないかなと思ったりしていますが、これが
建物明渡しを追加する場合の「訴えの追加的
変更と交換的変更」です。最近は、民事裁判
という領域にもちょっとだけ慣れてきました
ので、民事じゃなくこれは刑事司法ですが、
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器物損壊を働いたヤクザ者を告訴して突き出
してやろう、なんて云うことも考えています。
今では、行政対象暴力も対応できるようにし
ていますしています。

５－12．複数の私債権担当者を法廷に

　複数の私債権担当者を法廷に招き、原告席
に順番で座らせました。私が、水道も病院も
すべて面倒を見ていますし、大体、わたくし
以外は法廷に行きませんから、それで「たま
に来いよ」と誘うのですが、まず病院なんて
忙しいから来ませんね。でも、たまに来てく
れたら原告席が２席ありますから私の隣に座
らせて、裁判官と書記官と被告とのやり取り
は、すべて私がやって、私の隣に座ったとき
には、何も喋らせないでその空気を味あわせ
て後で「どうだった？」と聞いたりします。
それで「何かできそうですね」と反応があり、
そこまで言わせたら「そうか、お前にもでき
るよ大丈夫だ！と言って、後で全部持ってい
くから、それじゃあ研修いつにする？」みた
いなノリで、どんどん兵隊を増やしていきま
す。それをやらないと僕も身がもたないです
からね。いま以って、何故、水道の面倒を見
ているのか、何故、病院の面倒を見ているの
か、よく分かりませんが、取りあえず試験的
にということで始めてから既に３年が経って
います。いつまで試験が続くのか…。

５－13．私債権整理が増えるにつれ、味方

が増えた

　私債権整理が進展するにつれ、味方が増え
ました。産業課は、代位弁済を抱えています。
皆さん代位弁済ってご存じですか？市が債務
保証することを条件に銀行から中小企業に対
して金を貸付ける融資制度がこれです。東大
阪市なんかは、中小企業の町、ハイテク企業

がズラリと並ぶことで有名ですが、色んな素
晴らしい中小企業があるでしょう。銀行にも
貸し渋りがありますから、資金繰りがうまく
ないときに市役所枠で銀行が融資して回収で
きなかったら市が補填するという代位弁済で
す。でも、この債務保証を役所が行うこと自
体が、どうも非合法みたいな話ですが、とは
言っても既に債権債務の間柄に市がなってし
まっている訳ですから、元々の法律がどう
なっているかと云うことよりも既に代位弁済
してしまったこの債権をどうするか？という
ことの方が今は問題ですから、回収できるも
のは早く整理しなければ駄目ですよね。そし
て、財政課は、連結実質赤字比率の赤平市で
すから、夕張の次ですから当然、気になりま
す。市民生活課は、し尿処理手数料（汲取
り）を抱えていますし、国民健康保険税も抱
えています。そして、国保には捜索させてい
ますから、当然、気にならない筈がありませ
ん。水道課は面倒を見ていますし、病院も面
倒を見ています。三セクは、赤平市が夕張の
次だと言われたのが３年前になりますが、赤
平市が何をやったかと云いますと、第三セク
ターを民間に売却し、学校の跡地も民間に売
却しました。職員給与費も３割カットをやっ
て総務省にお土産を持っていき助けてもらっ
たのが実態です。こんなことで、かろうじて
早期健全化団体にはなりませんでしたが、内
状はどうあれ、数字のうえでは健全化してし
まった訳です。でも、これで回復したなんて
甘いことを言っていたら、単に借替えできる
先が出来ただけの話ですから、油断していた
らまた悪くなることを職員みんなが気付いて
いるのか疑問です。私も、次に気付かせるタ
イミングは何時なのかと、次は、次はと作戦
を練るばかりですが…それで、三セクは売却
できましたが、担当者が色々と私に聞いてき
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まして、既に和解までやっていたのですが、
誰かに売るということは債権放棄しなければ
売れませんから、それで債権放棄しなくても
何かいい方法があるかい？ということで私に
相談があって、今となればネタにしなくても
いい話でありましたが、ホームセンター・
ホーマックに２億で買っていただき、学校跡
地は生協さんに２億だか３億で買っていただ
きましたので、それがあって連結実質赤字比
率の上でクリアになっています。三セクにつ
いては、結果として何とかこれで売却できま
したが、こんなことがありました。これで、
味方で増えていきます。

５－14．師匠や仲間との出会いから学んだ

こと

　私も、ある人との出会いから、人生が変わ
りました。人というのは分からないものです。
まさか、今ここで喋っているのも私の公務員
生活において想像できないことであります。
先ほども菅原さんが話していましたが、私も
税務課から飛ばされなかったらこんなことに
もなっていない訳ですよ。税務課から異動し
たときは、既に堀先生にもお会いしていまし
たが、多分、その時には折れない心、勇気み
たいなものが自分の中にも備わっていたのだ
と思います。でも、師匠から教わったことは、
とてもシンプルでした。
　菅原さんの資料にも書いていますが、私の
師匠、現YAHOO！JAPAN-ECコマース官
公庁担当の堀博晴先生から学んだことは、①
逃げない、引かない、驚かないという仕事に
対する姿勢、②捜索も公売も簡単ですよと、
その気になったからできた。師匠に出会った
当時は、よく先生もこんなフレーズを言って
いました。私も住宅係に移ってから、私債権
整理もできるかな～と思えたのは、最初は苦

労もありましたが、多分、自分でその気に
なったからできたのだと思います。心の持ち
方って大事だな、と思います。③自分が貸し
た金を返してもらう気概で自らを鼓舞、考え
方をシンプルに民事裁判を楽に考えるように
しました。④公務員は頭がいいから…何事も
常識的に解釈することで楽になれる。⑤先ず
は行動、法的なことは嫌でも後から付いてく
る。行動から入る方が、法律も頭に入りやす
い。⑥悩んだら押さえる、間違っていたら返
せばいいだけ。これを裁判の手続きにも当て
はめ「訴えてもいつでも取り下げられる」と
民事裁判も楽にやれました。目的達成にまい
進し間違いがあれば素直に謝る、委縮せずに
間違いを恐れないようになりました。謝るこ
とも想定内これだとミスも怖くない、肩の力
が抜けたことで回転率はどんどん上がりま
す。⑦都庁での○○対策…ということで、私
が最初に堀先生の講演を聞いたときに、小笠
原諸島がアメリカから返還になったとき「地
方自治の原点を自ら見たい」と家族を引き連
れ、小笠原諸島の返還対策に当たられたそう
です。その後も、都内では、環境対策、同和
対策、防災対策、収納対策と続き、東京都の
「対策畑」に次々当たられています。色々と
ある対策「俺は、行く場所、行く場所、いつ
も対策という名前がついていた」と先生から
お聞きしましたが、多分、そこから読み取れ
るのは自ら課題に挑んで道を開いていくとい
うプラス思考、私も堀先生から行動学を学び、
今もモチベーションが維持されていると思い
ます。ですから、私の仲間うちでは、皆さん
もそうですが、これから恩返しがしたいと
思っている人も非常に多いと思います。よく
民間で「成功したければ、成功者に会え」と
言うじゃないですか。堀先生ご本人に一度は
会った方がいいですよ。それが、仕事に関係
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するかしないかはどうでもいいと思うのです
が、皆さんも一度会ってみてください。もう
会われているのならいいのですが、私はこん
なことで変われました。⑧刺されていない…
当時、新宿歌舞伎町には滞納者が多くて、今
は、あまり居ないみたいですが「一夜にして
３回看板が付け替わる厭

いや

らしい店」が幾つも
あって、１件目で儲けたら一度閉店そして２
件目の看板に付け替えられ、また儲けたら閉
店、３件目も同じ…レジも看板も全て入れ替
えるような悪質な店です。この歌舞伎町にあ
る店舗に、先生率いる東京都主税局が１件
目の閉店と同時にレジの現金を全て押さえ
て、２件目でも看板を付け替え閉まるあたり
で全て押さえて、３件目もまた閉店時間に全
て現金を押さえて、ということを何日間か続
けたようです。ですから、「未だに俺は刺さ
れていない」と本人は言っていましたが、こ
れも僕たち若者に対するエールだと思います。
きっと怖いことでも「正義を愛し、愛をもっ
て恐怖を抑え、爽やかに差押え」というスタ
ンスなのだろうと思います。以降、私の場合
は「爽やかに裁判」と読み替え、民事裁判も
楽に考えています。

５－15．重要なのは仲間がいること

　重要なのは仲間がいること。皆さんにも仲
間がいますよね。仲間はホントに大事です。
何をやるにしても、１人で一からやるのは疲
れてしまいますので、僕と皆さんも距離があ
りますけども、ここから交流し戦っていくの
も悪くないんじゃないですか、情報交換から
進めていくのもいい方法と思います。私の場
合は「遠交近攻」とよく言っていまして「遠
くと交わり、近くを攻める」こんなことを
やってきました。有益でしたし、このような
連携があってもいいんじゃないですか。

　「ここぞの時にモチベーションを上げる、
仕事にメリハリを付ける」。疲れてきたな～
と思えば、抜くときは抜いてリラックスしま
しょう。今日も早く寝るぞと云いながら必ず
酒は飲みますかね～…今日も飲みますよ。仕
事は楽しくやりましょう。

５－16．兵隊増員

　この展開を全庁に浸透させ兵隊増員。私の
ところは３年越しで漸くこれが叶いそうです。
民事裁判は、役所のどんな場面でも想定され
ます。どんな業務でもそういった局面があり
ますよね。福祉であったら、生活保護費の不
正受給があったり、住宅係では、普通に債権
回収をやる外にも、民法事務管理697条で目
の前の事案をそのまま放置したら誰かの不利
益になるから、先に役所で仕事をやってしま
い、後で相手方に費用を請求する、支払いが
起きなければ損害賠償を負わせる、こんなこ
ともありますよね。これもすべては民事裁判
です。土木で河川敷地を貸したんだけど、こ
れが元で住民トラブルになった、これも裁判
ですよね。窓口にある書類を勝手に持って
いった、これなんかは窃盗罪に当たりますか
ら刑法犯でしょう。こういった具合に、色々
なタイミングが転がっています。ですから、
裁判とはこういうものだと何処かで一度学ん
でおけば、色々と転用可能かと思います。先
ほどの売掛代金等請求事件は民間の事案です
が、いつの間にやら民間債権でも回収できる
ようになってしまうのですから、今ここから、
このタイミングから経験された方がいいと思
います。

５－17．羨望的、徴税吏員証

　皆さんには徴税吏員証がありますよね、私
には残念ながらありません。４年前に取り上
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げられました。しかし、欲しいからと云って
作ってしまえば、虚偽公印公文書作成等同行
使の罪で被告席に座ってしまいます、刑法第
156条。誰もそんなところには座りたくない
ですし、これは覚えなくてもいいですが、で
も、これからは債権管理条例をつくり情報だ
けは得たいと…、そんな組立てを考えている
のは私だけでしょうか？

５－18．裁判とは社会の共同幻想を維持す

るためのセレモニー

　裁判は、社会の共同幻想を維持するための
セレモニーである。刑事は有罪に、民事は形
式的に。このフレーズは、中々いいですね、
裁判とはセレモニー。日本の三審制は、地裁、
高裁、最高裁とありますが、今や「第一審を
司るのはマスコミ」だと言われています。マ
スコミが記事にして、週刊誌で叩いて、新聞
に書かれて、テレビでガンガンやられますと
「共同幻想」が生まれます。マスコミが袋だ
たきにしたら、もう第一審は終わったような
もの、有罪が決まったようなものです、怖い
でしょう。ですから、週刊誌や新聞、テレビ
の報道自体が裁判官になっていると本には書
かれています。そして、第二審は警察、第三
審は検察。そうなると、裁判所はいったい何
をやっているのか？それで、裁判所がセレモ
ニーを行う場所ということです。これは刑事
司法の状況です、民事司法ではありません。
刑事司法での有罪の確率は99.78パーセント、
そして、民事はどこまでいってもセレモニー
です。取れないのが当たり前。でも、自治体
は何とか回収できています。どうしてかと云
いますと、それは権能をもった税務課の存在
があるからです。「共同幻想というのは、皆
さんの心の声、国民の抱くイメージ」そのも
のです。ここ大阪は、橋下府知事が府民から

すごい人気でしょう。大阪府を何とかしなけ
ればいけないという共同幻想が住民の中に起
こり、それが人気に表れています。裁判では
ないですけど、要するに周りの人、市民、住
民、世間を味方に付けることで、裁判であろ
うが、選挙であろうが、既に勝者は決まった
も同じ。夫々が市役所に戻ると住民が待って
います。住民の皆さんがやはり宝です。まっ
とうな住民皆さんが９割いて、たかだか１割
程度が滞納、この９割の人を守るために我々
は働かないと、当然、市役所も支持は得られ
ません。よって、裁判とは、社会の共同幻想
を維持するためのセレモニーである。
（最後です）
　いよいよこの研修会もこれで終了です。大
学の講義でも何でもそうですが、よく言うの
は、これで資格を取ったとするならば、トヨ
タ流「資格とは、足の裏に付いた米粒であ
る」と、私はいつもこのことに触れて研修会
を後にします。「足の裏に付いた米粒」とい
うのは、取らないと気になりますよね、でも
取っても食べられない。資格なんて云うもの
は、取っただけではどうにもならず、一歩踏
み出さなければ何も始まらないということで
す。こう話を聞いていただき、早い段階でト
ロイカ、中馬開拓者に皆さんがなっていただ
き、今も最後に触れました社会の共同幻想で
はないですけども、９割以上の住民を守れる
ように戦わなければならないということです。
皆さんはそれをやろうとしている訳ですから
頑張ってください。終わります。
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某 町（未収金一覧）

（某町歳入グループ集計／税・税外収入等における滞納繰越額調べより）

自治体が保有する債権には、強制徴収公債権、非強制徴収公債権、私債権の区分がある。自治法、自治

令は、前段３つの種類の債権構造について、債権管理の方法や時効等においてそれぞれ異なった取扱い

をしているので、債権管理を進めていく上では、先ずは区分けが重要となる。

強制徴収公債権 非強制徴収公債権 私債権

①公法上の原因（処分）に基

づいて発生する債権

②公債権は、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

③法律に滞納処分によるこ

とができる旨の定めがあ

れば強制徴収公債権

④分担金・加入金・過料に該

当する債権は、法律に滞納

処分によることができる

旨の定めがなくても強制

徴収公債権

①グレーゾーン債権

②合意によって債権が発生

したものなのか、処分に

よって発生したものなの

か、判然としない債権

③行政実例では、住宅使用

料は公の施設の使用料と

されており公債権と分類

されているが、下級審レ

ベルでは、公営住宅の使

用料は、私債権と明確に

認められ判示されている

①私法上の原因（契約・不法行為・事務

管理・不当利得）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

○以下の方法にて回収を図っていく

●１．通常裁判を起こし回収

（準備が面倒、印紙額が高い、結論まで

に時間が掛かる、回数をこなせない）

●２．少額訴訟を起こし回収

（60万以下の債権額 10件まで。11件目

以降は、支払督促にシフトする）

●３．支払督促にて簡便に回収

（準備が簡単、疎明なし、件数制限なし、

コスト安、比較的回転率が高い）

自立執行権を行使 代位執行として裁判所に民事手続き

①民税（個人・法人） 

②固定資産税都市計画税 

③軽自動車税 

④国民健康保険税（料） 

⑤介護保険料 

⑥受益者分担金（負担金） 

⑦下水道使用料 

⑧後期高齢者医療保険料 

⑨保育料 

⑩土地改良事業分担金 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

債権総額 281,064,176 円 

（（63.23％） 
 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

自治法第２３１条の３第

１項に定める「分担金・使

用料・加入金・手数料及び

過料その他の普通地方公

共団体の歳入に該当する

債権は公債権と解されて

おり、地方税の滞納処分の

例により処分することが

できる。また、自治法２２

９条により、これらの徴収

に関する処分については

処分された者も不服申し

立てができる。 

①生活保護費返還金 

②児童手当の過誤払金 

③廃棄物処理手数料 

 

さらに右債権のうち幾つか

の債権が、この非強制徴収

公債権として分類される。 

私債権との違いは、不納欠

損処分の進め方、債権回収

においては私債権同様、法

廷事案となる。過去におけ

る判例等も参酌する必要が

ある。 

 

●参考図書 

【自治体のための債権管理

マニュアル】 

東京弁護士会弁護士業務

改善委員会・自治体債権

管理問題検討チーム編 

 

㈱ぎょうせい 

①市立・町立・国保病院医療費 

②市営・町営住宅使用料 

③養護老人ホーム入所者負担金 

④水道料金（簡水含む） 

⑤幼稚園入園料 

⑥老健通所者利用料 

⑦給食費（保育士給食代金含む） 

⑧生活一時資金貸付金 

⑨ふるさと定住促進賃貸住宅使用料 

⑩ＸＹＺマリーナ使用料 

⑪河川敷地使用料 

⑫水利使用料 

⑬高等学校寮使用料 

⑭産業学習寮使用料 

⑮教職員住宅等貸付料 

⑯災害援護資金貸付金収入 

⑰奨学金貸付金 

⑱学童クラブ育成料 

⑲一時保育料 

⑳宅地住宅資金貸付金 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

債権総額 163,435,498 円 

（36.77%） 
 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

原告○○市、代表者市長、原告指定代

理人○○市職員が法廷にて原告席に座

り、口頭弁論に出頭して事件終結。 

曰く、回収を図り満足を得る。 

平成２０年度 未収金総額 444,499,674 円（100%） 

某 町
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マッセＯＳＡＫＡ徴収力強化研究会（私債権及び非強制徴収公債権に係る整理回収プログラム）

○配布資料の説明（STEP１～STEP９）

 STEP１ 簡便な方法にて私債権回収を進める（支払督促からスタート）

 STEP２ 督促異議の訴訟、口頭弁論、専決処分の報告

 STEP３ 差押え準備を進める

 STEP４ 債権差押命令を申立てる

 STEP５ 第三債務者に対する取立訴訟

 STEP６ 訴訟を提起して建物明渡等請求事件を進める場合（訴えの提起（訴状）としてスタート）

 STEP７ 民事裁判において予算執行した費用を回収する（執行費用額確定処分）

 STEP８ 多重債務者の救済と債権回収（窓口から直接弁護士に依頼→任意整理→過払金を役所全ての債権に充当）

 STEP９ 消費者金融が行う訴えの提起（失敗談）

○回収あれこれ（私債権整理でイライラすること）

1. 専決処分事項の指定について（議会から長に対する委任（議員提案））

※みなさんの町の「市長の専決処分事項の指定について」を見てみよう（変える必要があるのかどうか？）

  
2. 私債権は正真正銘劣後債権、地公体に精通者が少ない（取れないものと思ってきた）

①建物からの追出し裁判（建物明渡等請求事件）はやっていても、その後の債権回収はしていない

※１００万円滞納の場合（１００万円の滞納が、強制執行でマイナス１４０万円に不利益拡大？）

②家を奪ったうえに給与・預金の差押えまでやることが本当に正しいのか？これを理由に回収せず

※ここで考えたいのは、９割以上の住民は苦しくとも公金を支払っている事実（この感情はどうする？）

※滞納整理をやらないと住民監査請求で、今度は首長が糾弾されてしまうが、これを社員はどう考える？

③裁判事案は、弁護士や司法書士に依頼するものだと勝手に決めつけてきた（金を払って人任せでいいのか？）

④裁判所は、行政職員より仕事をしていない、これは事実、しかも彼らは我らと同じ公務員（単なる窓口）

⑤先ずは、法廷（口頭弁論）に足を運んで体験しよう。サラ金は、アホそうなお兄ちゃんが原告席に（笑）

3. 訴状、少額訴訟、支払督促について調べ、時間がないので回転率の高い手法をチョイスした

①訴状（疎明が必要）→契約時から現在まで、建物の価額や構造、図面、証拠や折衝経過等が必要（STEP６）

②少額訴訟（６０万円以下１０件迄）→年間１０件迄と制限があり、１１件目からは支払督促にシフト

③支払督促（疎明が不要、件数に制限なし、費用安価）→左、制度の歴史は浅く、一応、債権整理が簡便に行われる

よう用意された手続き手法である（サラ金の少額訴訟などが増え、前身である支払命令が廃止され、さらに簡便な

手続きとして支払督促が誕生）（STEP１～STEP４）

※大阪府内は、民訴３９７：電子情報処理組織による支払督促の申立てが可能（ＯＣＲ形式）

4. 支払督促の書類送達（入口である書類送達が進まない（チャンスは４回）１通常２就業場所３休日４書留）

①私債権者には調査権がない、よって進まない（就業場所・転出先不明・実態調査不可）

「賃料等請求事件」として住宅家賃の請求にその他の債権を付随させるのが好ましい（収入申告が鍵を握る）

②特別送達だから届かない（居留守の場合、住所が正しくても手渡しなので届かない、 後は書留）

 ※支払督促→民訴３８２以降「日本国内において公示送達によらないで送達することができる場合に限る」

 ※訴えの提起（訴状）→民訴９８以降「公債権同様に差置送達、出会送達、補充送達、公示送達も可能」

③書類が送達されても異議申立てが出されるケースが多い（支払督促は５割以上の確率で異議申立てに移行）

5. 異議申立てから口頭弁論に移行しても相手がくるとは限らない（口頭弁論で失速、作業増、負担増）

①分割したいとの簡易な主張が、異議申立ての取扱いに・・・（通称）督促異議の訴訟：民訴３９５＝通常裁判

※ご丁寧なことに裁判所は支払督促の送付時、督促異議申立書と答弁書を一緒に同封する（これで作業増）

②異議申立て（督促異議申立書→督促異議の訴訟）が出された場合のロス

イ 督促異議から 1か月程度先の弁論期日まで整理は持ち越し支払いも起きない（裁判官の夏休みで２か月先も）

ロ 支払督促（当初）印紙額－訴状印紙額（督促異議）＝△不足印紙額（その他、切手の追加負担も発生）

ハ 提出書類（和解条項・準備書面（作文形式）・上申書（作文形式））が増える

ニ 第１審の普通裁判籍が居所（遠隔地）の場合→旅費が発生（三点セットで遠隔操作、旅費をセーブする）

※ 民２１（住所）・民２２（居所）・民訴４（給付の訴え）・民訴５（財産権上の訴え）

③分割したいと言いながら被告が法廷に現れない。答弁書による擬制陳述、この場合、申立手続費用が回収できない

場合が多い。結末は、和解に代わる決定（民訴２７５の２）、これは和解ではない。通常、和解は原告が被告に譲歩

した場合、一括請求の主張は、差押えで回収できる場合にのみ有効（相手は、有資力？無資力？）

※世の中で起きている民事裁判は８割以上が和解にて結審（民訴８９（和解の試み））、和解は一種の分納計画
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８
回

第８回　事例研究２　私債権及び非強制徴収公債権にかかる整理回収プログラムについて

6. 簡単に差押えができない（調査権がない、ステージが変わる、窓口も担当者も事件名も事件番号も変わる）

①調査権がない→財産を特定できない（口座・勤務先が探せない）→対処法なし→そのうち放置、事案は膨れる

②簡易裁判所で債務名義（民執２２）を取得し、地方裁判所に差押命令を求める（別添フロー図参照）

③担当者・窓口は、簡易裁判所Ａ書記官から地方裁判所民事第○○部債権執行係のＢ書記官に・・・

④事件名と事件番号も、 （簡裁）支払督促（賃料等請求事件）→平成２２年（ロ）第○○○号→
（簡裁法廷）異議申立て→通常裁判に移行→平成２２年（ハ）第○○○号→
（地裁）債権差押命令申立事件→平成２２年（ル）第○○○号に変化

⑤賃料等請求事件（支払督促）→２週間異議申立期間→Ａ異議なし→仮執行宣言付支払督促→２週間異議申立期間

Ｂ異議あり→通常裁判（口頭弁論）→和解又は判決等（正本）に執行文付与→債権差押命令申立事件に繋げる

※給付の訴え＝目的は債権執行（差押えにて債権整理）

⑥建物明渡等請求事件（訴えの提起（訴状））→判決に執行文付与→強制執行を執行官に依頼

※これは財産権上の訴え、主に土地・建物からの明け渡しを目的とする

 ※ウルトラＣは、建物明渡しの判決後に捜索公売をジョイント、私債権担当から公債権担当にバトンタッチ

（建物明渡等裁判後、執行官予納金をセーブする目的で、国保税担当者に捜索をさせ公売させてみた。   

すべて完売、一方でコストを抑え、一方で回収に繋げる（執行官予納金に４０万は高いやろ！））

7. 裁判所（代位執行）は、事件解決にスピードは不要と考えている（慎重第一）

①債権債務者、原告被告から十分に意見を聞き事を進めるのが民事司法、応答なければ自白と看做す

②刑事司法のフレーズ（疑わしきは被告の利益に）、状況証拠は１件１件万全を期し弁論準備に備える

③和解の場合、懈怠条項の文中、分納計画に１回の懈怠があれば期限の利益を喪失し遅延損害金を付して一括請求！

と記載すれば、２回の懈怠にしては如何か？と、裁判官は債務者寄りの仲裁を行う

④心証を良くすることで、意外と原告ペースで事を進められる（③の懈怠２回を裁判官に言わせない）

※期限の利益、期限の利益喪失については、民１３６・１３７参照（和解条項第３項→懈怠条項として記載）

※条例や督促に遅延損害金について記載していれば年１４．６％が請求可能（利息制限法以下であること）

特に遅延損害金のパーセントについて謳っていない場合は、年５分（民４０４）とする、商事債権は年６分。

  
8. 債権差押命令が下っても第三債務者は「持参・振込み」何れも義務なし（そんなバカな）

①第三債務者から取りに来い！！と言われれば債権者は取りにいかなくてはならない

（遠隔地の場合、毎月取りに行ける筈がない（【例】債権者：富田林市 vs第三債務者北海道内の法人））

こういう場合、第三債務者に対する取立訴訟を行使（STEP５・訴状を作成）する

9. 簡単に不納欠損ができない（処分停止などが適用されない）

①容易に落とせないから、会計規則の拡大解釈（運用方針）や債権管理条例を作る自治体が増えている

   ※国の債権整理に関する法律（債権管理事務取扱規則３０条みなし消滅規定）

②破産→裁判所の決定で非免責不許可事由がないとされ同時廃止に→即不良債権化→でも不納欠損ができない。破産

以降は自然債務に→強制執行はできないが分割納付は可能、しかし分納は稀なケース

※意見書を出しても裁判官の裁量権（自由心証）にて主文は覆らず、上告するには軽微すぎる破産事案の結末

10. 赤平市は今まで、どげんさしてたか？

①滞納があり、且つ、ご近所からも苦情があるものを見せしめに、明渡裁判・強制執行を１件

②内容証明郵便（縦２６行×横２０字・１通１２２０円）を送付していた（パフォーマンス）

③四半期ごとに督促状を送付していた（１工程として盲目的に送付）

④支払督促と仮宣までは、平成１４年に１０件程やっていた（これもパフォーマンス）

⑤誓約書を数件取っていた（これも確実とは言えない、誓約履行がストップしたら打つ手なし）

上記①から⑤をやっても完済される筈もなく、おまけに人員減、差押えは夢のまた夢

  
●ＣＨＡＮＣＥと思いＣＨＡＮＧＥ、ここ１・２年でやってきたこと（ＴＲＹ）

11. 督促状から催告書（色紙）に切換え、とりあえず視覚に訴えてみた（税の手法を使えるだけ導入）

ＳＬ機関車Ｄ５１の公売事案→人事異動（捜索→差押え→搬出終了、これから公売公告なのに）、その一方で、住宅賃

料を対象に催告書を大量送付、整理権を配るほど窓口を混雑させ誓約者を増産、過激催告にそんなことと怖がる管理

職に変化が生じ、気がつけば議会で胸を張っていた管理職（上司のＮＯがなければ、あとは自分次第）

12. いきなり元暴力団構成員ほか関係者の明渡裁判からスタート（はじめは上司も冗談かと・・・）

予期せぬ出来事（裁判所からの援護要請と学校との調整、Ｙ組系ＫＹ会Ａ組 組長からのＴＥＬ）

13. 誓約時に他の窓口で聞き出していないような滞納理由を聞き出し多重債務者を発掘、即窓口で過払金計算、弁護士に

繋いで任意整理を試みた（着手金は１件３万×件数×５％＋成功報酬は過払金回収額×消費税）

※滞納者の財布からではなく弁護士から配当を貰う、救済と滞納整理を同時に行ってみた）

14. 老朽化住宅の入居者（滞納者）には建物明渡裁判は極力しない、その代わりに差押えを敢行

※執行官予納金と修繕費を考慮、滞納者も固定客と位置付け、滞納者教育が浸透するまで定期的に差押え
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15. 調査権がない代わりに収納対策本部を隠れ蓑に情報ツールとした（相手方に説明がつけばよしとした）

16. 仕事が楽しめるよう、楽ができるよう申立様式を作成、準備した（弁護士はＷＡＲＤ形式…遅い）

17. 誓約履行が果たされないものを遅滞なく民事事件に移行する（行政マンは約束を破らない＝信用を保つ）

18. 裁判所に足しげく通い書記官から色々なものをＧＥＴした（書式や表現、文脈、考え方など）

19. 理事者がいやでも関心をもつよう切れ間なく決済を上げ続けた

20. 数種類の私債権を取りまとめ一括整理を試みた（賃料、上水道、し尿、駐車場、医療費 etc）
昨年から自治体病院医療費未収金にまで拡張、病院単独では無理、収納対策本部の傘下であることを強調）

21. 督促異議の訴訟から口頭弁論とは何かを学び、口頭弁論を通し法律を学ぶ（１に行動、２に法律）

①建物明渡等判決から債権差押に変化（ホームとアウェイでの戦い方は違う、ここはコスト感覚を持って！）

②遠隔地を裁判籍とした場合の戦い方（上申書・準備書面で攻勢）⇔住所と居所が一致（準備書面の省略可）

③訴えの追加的変更と交換的変更（支払督促→異議→口頭弁論→和解条項案に建物明渡条項を追加する）

22. 複数の私債権担当者を法廷に招き原告席に順番で座らせた（ショック療法、他課のやる気を誘導）

23. 専決処分の報告を通し議員を見方につけた（全庁的債権整理に議員の関心が及ぶよう工作した、質問増）

24. 私債権整理が進展するに連れ、味方が増えた（産業・財政・市民生活・水道課・病院・三セク等）

25. 師匠…元東京都主税局徴収部指導室長 現 YAHOO!JAPAN-EC官公庁担当 堀 博晴氏から学んだこと

①逃げない・引かない・驚かない、の心構え（何事においても・・・）

②捜索も公売も簡単ですよ（私債権も簡単ですよ、と、その気になったからできた）

③自分が貸したお金を返してもらう気概で自らを鼓舞（考え方をシンプルに、民事裁判を楽に考える）

④公務員は頭がいいから（自分で難しくしない、常識的に解釈することで楽になれる）

⑤先ずは行動、法的なことは嫌でも後からついてくる（行動から入る方が、法律も頭に入りやすい）

⑥悩んだら押さえる、間違っていたら返せばいいだけ（訴えても、いつでも取下げられると考えた）

（目的達成にまい進し、間違いがあれば素直に謝る。謝ることも想定内、これだとミスも怖くない）

⑦都庁での○○対策（自ら課題に挑み、道を開く、堀流行動学を学びモチベーションを維持）

⑧刺されていない（正義を愛し、愛をもって恐怖を抑え、爽やかに差押え）左、差押えは裁判と読替え

26. 重要なのは、仲間がいること（社内に抵抗勢力がいるならば遠交近攻、遠くと交わり近くを攻める）

27. ここぞの時にモチベーションを上げる（仕事にメリハリをつける、抜くときは抜く、酒も飲む）

28. この展開を全庁に浸透させ、スタッフの複製・量産を考える（兵隊増員）

※民事裁判は役所のどんな場面でも想定される。イメージできなければ法廷に足を運んで先ずは体験！

29. 羨望的徴税吏員証…虚偽公印公文書作成等同行使の罪で被告席へ座らぬように (笑) … 刑法第１５６条

30. 裁判とは、社会の共同幻想を維持するためのセレモニーである（刑事は有罪に、民事は形式的に！）

31. 講義終了（これで資格を取ったと捉えるならば）・・・トヨタ流（資格とは「足の裏についた米粒」である）

平成２２年７月９日

マッセＯＳＡＫＡ徴収力強化研究会     

（文責）北海道赤平市 山森

●参考：ゴーン・テキスト Ｐ３０抜粋） 

ＮＩＳＳＡＮの 高経営責任者カルロス・ゴーン氏は，１９９９年以前の日産の話や現在の話をするたびに必ずこんな

風に尋ねられるそうです。 

①日産が復活できた理由は？ 

②あれほど短期間で瀕死の状態から立ち直ることができた秘訣は？ 

③死んだも同然だった企業からどうやってグローバルスタンダードを左右するまでの競争力を手にしたのか？と，・・・ 

その答えは一言では言い表せませんが，あえて言わせていただくなら，日産の経験から２つの教訓を読み取ることがで

きます。日産に限らず，どの企業にも通用する教訓です。 

まず，社員のモチベーションの威力をみくびってはならない，ということ。 

企業には，決してないがしろにしてはいけないことがあります。それは，社員の頭脳と競争意識です。 

 どんな困難なことでも，傍から無理だと言われたことでも，社員のモチベーションさえ高ければ，多くのことをやり遂

げることができます。逆にモチベーションが失われれば，いわば自動車レースを燃料なしで走るようなもので，企業も弱

体化してしまう。ですから，経営陣が 優先するべき務めは，社員たちが共有し理解できる明確なビジョンと，全社あげ

た長期計画を確立すること。 

「日産のテーマ」 

ＰＯＷＥＲ ＣＯＭＥＳ ＦＲＯＭ ＩＮＳＩＤＥ （力は内部から） 

民事再生の第一人者もまた「困難は必ず解決策を連れてくる」と，このように言われています。 

これから皆さんの中にいる眠れる獅子を呼び起こしましょう。 

産炭地は、どこも窮に瀕しております。夕張ショック以降、個々のモチベーションが鍵を握っています。 

前者の轍を踏むな！ 今、ここから行動に移しましょう！ 
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20100709 マッセＯＳＡＫＡ徴収力強化研究会用（配布した資料の STEP1～STEP9 についての説明） 

 

【簡便な方法にて私債権回収を進める】 

************************************************************************************************************ 

STEP1 P1～P9 支払督促の申立書様式（サンプル）・日常家事債務の当事者／民 760・761（債務者らは…） 

 P10～P11 支払督促の申立時に提出（送達結果通知用ハガキ、送達完了→書記官→債権者に連絡） 

 P12～P13 支払督促から督促異議の訴訟に移行した場合の印紙の追納・印紙額一覧表 

 P14～P17 通常送達が果たされない場合に次なる送達先を上申する（１通常２就業場所３休日４書留） 

 P18～P19 支払督促送達→異議なし→仮執行宣言付支払督促申立て（執行文を要しない債務名義） 

 P20 支払督促が届き仮執行宣言付支払督促が届かない場合、書留（付郵便送達）を依頼する 

 P21～P25 仮執行宣言付支払督促が送達→「仮に執行できる」と記載された債務名義が届く 

 P26～P27 支払督促時同封の督促異議申立書及び答弁書（答弁書は被告擬制陳述として使われる） 

 

【督促異議の訴訟、口頭弁論、専決処分の報告】 

************************************************************************************************************ 

STEP2 P1～P9 口頭弁論期日を受ける（原告の意思表示）、専決処分の指定について議事録等要求される 

 P10 督促異議の訴訟に移行した場合のフロー（訴えの追加的変更と遠隔地での口頭弁論） 

 P11～P15 和解条項案（P11／内部決済用、P12／一般的和解案、P13～／訴えの追加的変更を反映） 

 P16～P25 遠隔地での口頭弁論（上申書（欠席の理由、原告が求める裁判の進め方を依頼） 

  同 上    （準備書面（攻撃及び防御、擬制陳述）出頭の代わりに書面で主張） 

 P26 第 1 回口頭弁論が原告被告ともに欠席→弁論中止又は延期→２回目の弁論期日を求める 

 P27～P29 ２回目の弁論（原告出頭・被告欠席）結果・・・和解に代わる決定（判決と同等の効力） 

 P30～P32 原告被告ともに出頭した場合の和解調書（判決と同等の効力）、日常家事債務の適用 

 P33～P38 専決処分の議会報告と提案説明 

 

【差押え準備を進める】 

************************************************************************************************************ 

STEP3 P1～P2 調査権がない代わりに収納対策本部の活用をもって情報収集（差押えの目的物を洗う） 

 P3 判決（債務名義）に執行文を加えるよう書記官に要請（執行文付与申請） 

 P4～P8 判決に執行文が付与された状態を表現（建物明渡等請求事件の判決に執行文付与） 

 P9～P10 債務名義が相手方に送達されたことを証明（請書有と請書無提出、書記官が交付） 

 P11 商業登記簿（代表者事項証明書または全部事項証明書）の公用交付（通称名：資格証明書） 

 P12～P14 訴えの提起（判決）→強制執行→執行終了日を執行官が証明→確定損害金算出、P14 現金払 

 P15 申立て以降に要した費用を確定（債権者→書記官）、二つ目の債務名義取得を目的とする 

 

【債権差押命令を申立てる】 

************************************************************************************************************ 

STEP4 P1～P14 債務名義取得後、地方裁判所本店（札幌地裁民４、東京地裁民２１）に差押えを申立てる 

 P15 年金等、予め入金日が判明している場合の債権差押えに係る期日指定 

 P16～P17 P16／訂正依頼（書記官）→債権者が訂正（要別紙）、P17／通常送達×→就業場所送達依頼 

 P18～P19 差押命令が下り、第三債務者に差押さえ（差押え時に P18 と P19 の原本を同封） 

 P20～P21 第三債務者に対する差押時における注意事項（地方裁判所から債権者に通知） 

 P22～P23 地方裁判所に差押えの取り下げを通知、同時に債務名義と送達証明書を返してもらう 

 P24 差押えを取り下げ、訴訟外の和解契約を交わす際の契約書（サンプル） 

 P25 一度取り下げたこととし、再び差押手続きを開始（債務名義を返してもらわない場合） 

 P26 切手の送付について（サンプル） 

 P27～P30 第三債務者に対する差押え実現のため払い出し方法を通知し、金銭を受入る 

 P31 差押えた金銭が着金した後、地方裁判所本店に報告（給与の場合、毎回ＦＡＸにて報告） 

 

【第三債務者に対する取立訴訟】 

************************************************************************************************************ 

STEP5 P1～P8 取立訴訟の訴状（サンプル）・第三債務者に対する取立訴訟の判例 

 

【訴訟を提起し、建物明渡等請求事件から強制執行を実現する場合】 

************************************************************************************************************ 

STEP6 P1～P8 起案、訴状、参考資料（裁判所法と民事訴訟法） 

  

 P9～P19 指定書（出頭予定者を報告）、建物複成価格計算書（建物評価の代用）、専決処分に関すること、 
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  訴状内容に関する法律や条例、上下水道算出根拠とした料金表 

 P20～P37 契約・許可に関すること、賃貸借物件の平面図、内容証明（請求意思の担保）折衝等経過記録 

 P38～P45 強制執行申立書（建物明渡しの実現、送達証明と判決文に執行文付与、執行官に依頼） 

 P46～P52 専決処分の議会報告、提案説明（地方自治法第 180 条第 2項） P53・54／執行官予納金 

 

【執行費用額確定処分の申立て（執行官予納金回収）】 

************************************************************************************************************ 

STEP7 P1 執行費用の考え方、民事執行法抜粋 

 P2～P5 強制執行申し立てから完結に至るまでの費用（計算書）を謄本として取得（現金１５０円） 

 P6～P33 執行費用額確定処分の申立て（訴状同様に証拠が必要、過去の書類を整理し添付） 

 P34～P36 債務名義に執行文付与、送達証明書を取得 

 P37 建物明渡等請求当時に原告代理人でない者（人事異動などで）が手続きの場合に委任状が必要 

 

【多重債務者の救済と債権回収】 

************************************************************************************************************ 

STEP8 P1 窓口にて備える 

 P2 顧問弁護士に照会した内容（法定整理後の債権取扱い） 

 P3～P8 任意整理に繋げるため多重債務者の手元にある消費者金融関係一切に及ぶ書類を纏めさせる 

 P9～P12 弁護士が受任、消費者金融から取引履歴の開示を求める→請求（和解・訴えの提起）→入金 

 P13～P15 公金債権回収と多重債務者整理を法廷にて同時に行うような場合（但し遠隔地の場合） 

 P16 悪意による破産手続きを覆すための意見書（結果、裁判官は決定を覆さない） 

 

【消費者金融が多重債務者を訴える内容の訴状（サンプル）動産編】 

************************************************************************************************************ 

（サラ金など相手を知るための教材として・・・多重債務者救済編（失敗談）） 

STEP9 P1～P15 訴えの提起（訴状）サンプル 

 P16 サラ金などが送付する催告書サンプル 

 P17～P25 くだん P1～P15 の判決 

 P26～P27 破産弁護人が民事における動産執行に敗れた瞬間（所有権留保が無かった筈なのに・・・） 

 

  （上記の経過） 

  ①原告消費者金融が通常裁判を求め、既に弁論期日が決まっていた（被告②の多重債務者） 

  ②市町村職員が未収金回収のため滞納者と折衝、多重債務者と判明する（救済に転じる） 

  ③多重債務のうち車のローン債権が含まれていた（①弁論期日の決まった債権） 

  ④市町村職員が弁護士に繋ぎ、弁護士が破産事件を受任 

  ④弁護士が、受任通知を消費者金融に対し送付 

  ⑤消費者金融 VS 多重債務者が口頭弁論の期日を迎える（被告不出頭にて判決） 

  ⑥原告消費者金融が債務名義に基づき動産執行の申立て 

  ⑦執行裁判所執行官が動産執行 

  ⑧所有権留保がないにもかかわらず動産（自動車）は引き上げられ現金化 

  ⑨ ⑧が現金化され判決にある残元金に充当、不足分を再び請求 

  ⑩連帯保証人に飛び火する（連帯保証人は多重債務者（任意整理中）、給与収入あり） 

  ⑪過去の判示において、任意整理中に給与を押さえてはならない！とある 

  ⑪任意整理にて回収した過払金から自動車の残債に充て清算 

 

  ※親子で多重債務者、母親が任意整理、娘が法定整理、母親が娘の連帯保証人 
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【専決処分の委任】について

●Ｑ１

地方自治法制定のとき，どのようなことが問題になったか。

●Ａ１

戦前は，長は議会から委任された事項を専決処分できました。内務省は昭和２２年の地方自治法制定の原案で戦前からの

制度を踏襲し，「その議決による委任により」長が専決処分できることとしました。これに対し連合国総司令部（ＧＨＱ）

は委任による専決処分制度を廃止するよう内務省に申し入れ，衆議院修正，貴族院修正により，現行条文に改正されまし

た。修正内容は，①長に専決を委任するのは「簡易な事項」とする，②委任は「その議決により特に指定したもの」とす

る，③専決処分したとき，長は「議会に報告しなければならない」とするものです。

●Ｑ２

専決処分を委任できるか。

●Ａ２

法１７９条の専決処分は，本来議会の議決を要すべきであるにもかかわらず一定の理由により議決を得られないため長が

行うものですが，軽易な事項については議会が議決により長に専決処分することを委任することができます。これを委任

による専決処分と呼んでいます。地方自治法は次のように規定しています。

地方自治法第１８０条第１項

普通地方公共団体の議決の権限に属する軽易な事項で，その議決により特に指定したものは，普通地方公共団体の長にお

いて，これを専決処分にすることができる。

同法 ２項

前項の規定により専決処分をしたときは，普通地方公共団体の長は，これを議会に報告しなければならない。

●Ｑ３

委任できる事項に基準はあるか。

●Ａ３

長に専決処分を委任できる事項について，法は「議会の権限に属する軽易な事項」と規定しています（法１８０条）。軽易

な事項に基準はありませんので，当該団体の財政規模，人口等を勘案して具体的に指定することになります。

この場合，議会は議決をすればどのような事項でも軽易と認定できるものではなく客観的に軽易な事項であることが必要

です。

●Ｑ４

専決処分委任の議案は団体意思，機関意思のいずれか。

●Ａ４

議会の権限の一部について長に対し専決処分することを認めるものですから，委任の議案は機関意思決定議案です。決議

案の形式がよいでしょう。したがって法１１２条で定める「議員の定数の八分の一以上の者」でなく会議規則で定める「○

人以上の賛成者とともに連書」して議長に提出することになります。

●Ｑ５

委任の提案権は議員，長のどちらにあるのか。

●Ａ５

議会がその権限の一部を長に委任するのですから，どのような事項を委任するかの提案権は議員に専属します。長には提

案権はありません。提案権の所在について，関係条文が①「地方公共団体は・・・」と規定しているときは長と議会に提

案権がある。②「長は・・・」と規定しているときは長に提案権が専属する。③「議会は・・・」と規定しているときは

議員に提案権が存続すると一般的に解されています。法１８０条は①から③に相当する規定になっていませんが，自らの

権限を委任するのですから，議員に提案権が専属するものと解されます。なお，委任議案の発案権は議員と長の双方にあ

るとの見解もあります。

●Ｑ６

長は専決の委任を要請できるか。

●Ａ６

専決委任の提案権は議員に専属しますので，長は委任を希望する事項がある場合，議会に対し理由を明示して委任を要請

すればよいでしょう。この要請は長から議長に対して行われますが，議長は要請の内容を議会運営委員会に諮問し協議し

てもらい，その結果に基づき対応することになります。仮に①要請の内容の全部または一部を了承するなら，議会運営委

員の議員が専決委任の議案を提案する，②要請の内容に不同意のときは，議長がこの旨を長に伝えることになります。

行政実例は「長は，議長に対して事件を明示して議決を依頼することができる」と述べています。

（議会事務局から書籍を借用し上記を抜粋おります）
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○ 地方自治法（専決処分に関する抜粋） 

 

第九十六条  普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。  

一  条例を設け又は改廃すること。  

二  予算を定めること。  

三  決算を認定すること。  

四  法律又はこれに基づく政令に規定するものを除くほか、地方税の賦課徴収又は分担金、使用料、加入金若しくは手数料

の徴収に関すること。  

五  その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める契約を締結すること。  

六  条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なく

してこれを譲渡し、若しくは貸し付けること。  

七  不動産を信託すること。  

八  前二号に定めるものを除くほか、その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める財産の取得又は処分

をすること。  

九  負担付きの寄附又は贈与を受けること。  

十  法律若しくはこれに基づく政令又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、権利を放棄すること。  

十一  条例で定める重要な公の施設につき条例で定める長期かつ独占的な利用をさせること。  

十二  普通地方公共団体がその当事者である審査請求その他の不服申立て、訴えの提起（普通地方公共団体の行政庁の処分

又は裁決（行政事件訴訟法第三条第二項 に規定する処分又は同条第三項 に規定する裁決をいう。以下この号、第百五条

の二、第百九十二条及び第百九十九条の三第三項において同じ。）に係る同法第十一条第一項 （同法第三十八条第一項 （同

法第四十三条第二項 において準用する場合を含む。）又は同法第四十三条第一項 において準用する場合を含む。）の規定

による普通地方公共団体を被告とする訴訟（以下この号、第百五条の二、第百九十二条及び第百九十九条の三第三項にお

いて「普通地方公共団体を被告とする訴訟」という。）に係るものを除く。）、和解（普通地方公共団体の行政庁の処分又は

裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟に係るものを除く。）、あつせん、調停及び仲裁に関すること。  

十三  法律上その義務に属する損害賠償の額を定めること。  

十四  普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の活動の総合調整に関すること。  

十五  その他法律又はこれに基づく政令（これらに基づく条例を含む。）により議会の権限に属する事項  

 

第百七十九条  普通地方公共団体の議会が成立しないとき、第百十三条ただし書の場合においてなお会議を開くことができ

ないとき、普通地方公共団体の長において議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余

裕がないことが明らかであると認めるとき、又は議会において議決すべき事件を議決しないときは、当該普通地方公共団

体の長は、その議決すべき事件を処分することができる。  

○２  議会の決定すべき事件に関しては、前項の例による。  

○３  前二項の規定による処置については、普通地方公共団体の長は、次の会議においてこれを議会に報告し、その承認を

求めなければならない。  

 

第百八十条  普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、普通地方公共団

体の長において、これを専決処分にすることができる。  

○２  前項の規定により専決処分をしたときは、普通地方公共団体の長は、これを議会に報告しなければならない。  

************************************************************************************************* 

○ 赤平市における専決処分事項の指定について 

第3編 執行機関（専決処分事項の指定について） 

第2節 代理・代決等 

昭和45年3月20日 

（議決） 

改正 昭和53年4月14日 

昭和57年1月25日 

昭和63年3月18日 

○専決処分事項の指定について 

 

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により市長において専決処分することができる事項を次のとおり

指定する。 

1 1件の金額が30万円未満の和解に関すること。 

2 市営住宅の管理上必要な訴えの提起，和解，斡旋，調停及び仲裁に関すること。 

3 1件の金額が30万円未満の法律上その義務に属する損害賠償の額を定めること。 

4 字名地番整備により字の区域及び名称の変更について議会の議決を経て知事が告示をした事項で，条例中において公の

施設等の位置及び場所の整備のための一部を改正する条例に関すること。 
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第８回　事例研究２　私債権及び非強制徴収公債権にかかる整理回収プログラムについて

○ 表示について
公営住宅法・市営住宅条例・市営住宅条例施行規則による

公営住宅法・市営住宅条例・市営住宅条例施行規則による　

○地自法に準拠　（総務省）
○民法に全て準拠　（国交省・下級審）

公法，私法ともに，催告は行政サービスの一環，注意喚起，視覚化による効果策として送付。多重債務者の発掘，民147に基づく誓約書を取りつけ履行させる。

民414　（債務者が債務の履行を果たさないときは，裁判所に申し立てて，直接請求をかけて履行させることができる）

→

民執4　給付の訴え 国徴141　（収納対策本部傘下にある債権は全て　「債権者　赤平市」　債権者1に対し債権科目複数　と考える）
民執5　財産権上の訴え

※ 確認1：給与支払報告
※ 確認2：第1審の管轄

民169（賃料）　基本的に援用が必要，落とすべき債権は，次により　「不納欠損」　とする。

民541（契約解除） 国の債権管理等に関する法律　（債権管理事務取扱規則30条みなし消滅）
赤平市会計規則36（運用方針）　北海道財務規則72（運用方針）準拠

民訴98～
民訴382～

民執22（債務名義）
督促異議　民訴390 民訴243～（判決）
口頭弁論へ移行 公法（地自法：総務省）として考えた場合

①地自法236条　（援用を要しない）
②地方税法15-7　（財産・資力・居所無）　処分停止適用可

国徴142
民訴391（仮宣） 管轄：執行裁判所・執行官 私法（民法：国土交通省・下級審判決）として考えた場合
民執22（債務名義） 民執25～ 国徴94～ ①民169（援用を要する）　5年時効ではあるが抱え続ける

仮宣後の督促異議　民訴393 民執168～ ※援用とは，債務者が行う時効の主張　（民88　法定果実）
口頭弁論へ移行

Ａ 民執145～
民執145～ 債権の申し出（交付要求）から公債権者に広く配当

民執42・費用法2（民事訴訟費用等に関する法律）→　また新しい民事事件としてスタート（2週間で債務名義）

給与債権の交付要求 民執91 Ｂ 民執145～ ・・・（ A B 2つの債務名義を纏めて債権執行することも可能／費用は債務名義2件分）
※公債権と私債権を兼帯するような業務体制ならば，執行供託を活用し，国徴76で算出されない租税債権をカバーすることができる

◆明渡しを求める◆

民21　住所とは・・・

③債権管理条例を施行，これに基づき処分する

③会計規則36・北海道財務規則72　運用方針に準拠
②債権管理事務取扱規則30条みなし消滅　（弁護士見解）

判明

内容証明

自主退去

民22　居所とは・・・

納付無または懈怠有

私債権者の費用を抑制

強制執行

情報収集

公売

住所特定

賃料以外の債権を集約し併合

費用法・・・民事訴訟費用等に関する法律

5年経過

不納欠損

税務及び国保，何れも徴税吏員に連絡　（国保の資格担当は戸籍係と協議し職権消除に繋げる）住所・居留先等不明

納付有

◆債権回収を求める◆

不明

納付有

※①　

債権者　赤平市　（収納対策）

管轄：簡易裁判所

地自法・・・地方自治法
　　　民・・・民法
　 民訴・・・民事訴訟法
　 民執・・・民事執行法
　 国徴・・・国税徴収法

民21・22　民執4・5

（建物明渡等請求事件）

居座り

○賃料等債権の整理回収までの流れ　（2010.03.17作成）　一部公債権整理とジョイント

納入通知

家賃算定

※②　 催告書

納付無

督促状

毎月末　納期限

訴状
（賃料等請求事件）

※民事裁判で私債権整理を進め，交付要求から配当事件（租税優先の原則）に繋げる。　公債権，続けて私債権に配当される流れを工作　（時間は掛かる）

執行供託

債権執行

取下げ

判決

納付無

支払督促

納付無

公債権者

STEP①

納付有

（2週間で仮宣申立）

（建物明渡執行事件）

捜索差押

STEP②

（債権差押命令申立事件）
（債権差押命令申立事件）

（督促異議2週間以内）

公債権部門に債権がある
送達済の場合

送達済の場合

（督促異議2週間以内）

公債権者

管轄：地裁支部 執行費用額確定処分の申立て

債権執行

仮執行

※①　公債権として賃料を考える（督促は義務）　地自法240-2　（督促，強制執行又は保全をしなければならない）　地自法231-3　地自法施行令171～
※②　私債権として賃料を考える　（督促は滞納整理の起点にはならない）　民144・153・166・167・169・174-2　（時効関係）

管轄：地裁民事部
和解・和解に代わる決定

和解・和解に代わる決定

（2週間で債権差押命令申立）

時効になるまで5年間継続調査　（最高裁判決　民170（医療費　3年時効）　民173（水道　2年時効）

債権執行

 

①訴えの提起（訴状）・少額訴状（訴状） ・支払督促の何れも併合請求として全庁連携を図ること　（収納対策として全庁債権構造を名寄せするなどして効率化を図ること）

③第一審が道外など遠隔地の場合，民訴158（擬制陳述(準備書面を提出），意図して不出頭）　→　民訴170-3（弁論準備手続きとして電話会議システムを活用）として第1回弁論では旅費を掛けない。

④和解　(民訴264・265）による場合も，和解に代わる決定（民訴275-2）による場合も，地自法180-1及び180-2により，市長の専決処分と議会報告が伴う。（市長の専決処分事項の指定について・・・議員提案）

⑦執行費用額確定処分の申し立てにあっては，執行裁判所又は裁判所執行官に対し，あらかじめ　「建物明渡執行に関する謄本や費用証明書」　の交付申請をもって疎明資料を揃えること。
⑧確定判決の種類（民事執行法第22条　債務名義）　（民法第174条の2　確定した権利の消滅時効）　参照
⑨不納欠損処分にあっては，国の債権整理に関する法律（債権管理事務取扱規則30　みなし消滅）　又は，会計規則（運用方針＝要綱）を参照のこと。

⑩調査権のない債権者が，調査権のある債権者から情報提供を受ける仕組みづくりがなければ個人情報が不当に扱われていることになる。よって，収納対策本部の活用が絶対条件になる。
　 ※時効の中断　（民法144～161）を参照のこと。

Memo

　 ※第1審の窓口・・・民訴4（給付の訴え）→債務者の所在地・居留先を管轄する裁判所，　民訴5（財産権上の訴え）→建物や土地の所在地を管轄する裁判所

　 ※民法第404条　（民事法定率）　利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年五分とする。

　 ※第１回口頭弁論が，原告被告ともに擬制陳述(準備書面を提出）を図り不出頭）の場合，弁論は成立しない。よって，第2回口頭弁論を求む。2回目は，出頭しなければならない。

○参考

　 賃料債権を民169　（5年時効　援用を要する）　とするのか？　地自法236　（5年時効　援用を要しない）　とするのか？　債権管理条例等で明文化が必要な時代にある。

　 ※準備書面は，民訴276（準備書面の省略等）として提出しなくともよい。上申書もこれに同じ。第1審が遠隔地の場合，第1審は出頭せず，陳述に代えて書面を走らせる。

　 簡裁は，そこまで細かく指摘はしてこない（簡裁は，字の如く　「簡易な裁判所」　でなくてはならない。
⑥仮執行宣言以外は，債務名義に執行文を加えて公文書に執行力を持たせる。（既判力のある書面に執行文を加える　→　執行文付与申請書の提出（受書を要する）

⑪事件番号：賃料等請求事件（ロ），督促異議（通常裁判（ハ）），債権差押命令申立事件（ル），配当事件（リ），建物明渡等請求事件（ワ），建物明渡執行事件（執ロ），執行費用額確定処分（ヲ）
　 債権執行は，第三債務者の特定から始まる。　私債権担当　→　収納対策本部　→　私債権担当の流れで，照会と回答，この経過を書面で残すこと。（執行抗告に備える）

 　※商法第514条　（商事法定率）　商行為によって生じた債務に関しては、法定利率は、年六分とする。

　 よって，先ずは請求行為を行わなければならない。内容証明郵便にて契約の解除（民541を主張）を謳った通知文を送付する必要がある。但し，債権額が，140万以上（地方裁判所管轄）の場合。

②口頭弁論において，和解や和解に代わる決定の場合，遅延損害金の年率は14.6％（29.2％の半分）としている　（赤平市税外公法上の収入徴収に関する条例）　→　裁判官に説明を求められる。

⑤公的住宅に入居する際　「市営・町営住宅入居請書」　を提出させるが，その裏面を確認いただきたい。おおよそが三か月以上滞納の場合は　「明渡を請求することがあります」　となっている。

　 ※第1審の窓口・・・民法21（住所），　民法22（居所）…住所が判明しないときは居所を住所と看做す。　
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徴収力強化研究会
第９回

事例研究「加賀市の徴収力強化対策」

講師　奥村　清幸 氏
　　　　（石川県加賀市市民部税料金課　収納係長）　
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第９回　加賀市の徴収力強化対策

　加賀市は石川県下でもよく言えば柔軟で大
胆な取り組みを進めており、税についてもこ
れまでいろいろな取り組みをしてきました。
その背景には、収納率が県下でも非常に低い
位置にあるという状況があります。また、今
日お越しの皆さま方のところにはそれぞれに
目指す徴収体制があるので、加賀市の事例が
そのまま当てはまるわけではないと思います
が、せっかくの機会ですので、いろいろとお
話をさせていただきたいと思います。
　最初に自己紹介をすると、私は昭和63年に
加賀市役所に入り、役所生活の大部分を電算
室と福祉担当課で過ごしています。まず税務
課市民税係、総務課人事係を経て、電子計算
室で7年間を過ごし、そこでは財務システム
の開発や大型コンピュータからの切り替えな
どの作業に携わりました。その後、平成10年
に介護保険準備室に配属されて、介護保険の
準備を行い、障害者福祉の担当となって、障
害者の支援費制度や自立支援制度の施行準備
に携わるなど、福祉関係課で計10年を過ごし
ています。そして、ようやく平成20年10月に
現在の税料金課に配属され、介護保険料や保
育料、上下水道料金を担当する料金係を１年
間担当し、昨年10月に行われた徴収体制の見
直しと同時に税の徴収を担当する収納係に配
属されています。
　ですから、税の徴収を担当してからようや
く10カ月がたったところです。今回のテーマ
については上司や同僚にも確認してきました
が、私は生まれてこの方、学生時代も含めて

石川県以外で生活をしたことがない根っから
の田舎者で、役所生活のほとんどを電算室と
福祉関係で過ごしていますので、徴収に関し
てはまだまだ素人なところがたくさんありま
す。未熟でお聞き苦しい点もあるかと思いま
すが、よろしくお願いします。
　事務局から債権一元化の功罪をテーマに話
をしてほしいと伺ったときには、正直言って
戸惑いました。お話の仕方によっては、加賀
市が失敗したのでやめた、あるいは債権一元
化は不可能であったという印象で伝わるので
はないかと非常に心配したのですが、加賀市
の状況を整理して、良い点、悪い点、課題を
お話しし、先進地の皆さま方といろいろ議論
をさせていただこうと考え方を切り替えてい
ます。
　今日は加賀市の徴収力強化対策、債権一元
化の組織変革といったお話をさせていただき
ますが、地方税等の徴収一元化については、
それぞれの自治体の実情、人口や高齢化率、
徴収に取り組む姿勢などに応じて行われるも
のだと思っています。その意味では、まず加
賀市の実情からご説明しますが、お話はでき
るだけ簡単に済ませて、後ほど皆さま方とい
ろいろお話をしたいと思っています。

１．加賀市はこんなところ

　最初に加賀市のご紹介をさせていただきま
す。平成17年10月に旧山中町と旧加賀市が合
併して、現在の加賀市が誕生しました。位置
はちょうど石川県の西南端で、福井県との県

「加賀市の徴収力強化対策」

 石川県加賀市市民部税料金課　収納係長　
 奥　村　清　幸　氏
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境にあります。面積は306㎢、周囲は98.5㎞
で、今なお美しい峡谷、温泉、変化に富んだ
美しい自然がたくさん残されています。
　加賀という名前は旧国名なので、名前が大
きすぎるのではないかという議論もたくさん
ありますが、既に50年以上も使われています
ので、名前に負けないような魅力ある地域づ
くりを行い、後世には加賀と言えばこの地域
と言われるように、市長以下、職員一丸と
なって頑張っています。
　平成22年４月１日現在の状況をご紹介する
と、人口は７万3,848人で、市内人口は平成
２年の８万720人をピークとして減少傾向に
あります。世帯数は２万8,813世帯（１世帯
当たり2.57人）です。
　産業としては自動車やバイクの部品などの
機械製造業が盛んなのですが、やはり全国的
に加賀市の知名度は山中、山代、片山津に代
表される加賀温泉によって確保されています。
しかし、バブルの崩壊によって加賀温泉の入
湯客数は最盛期の350万人から激減し、現在
では東京オリンピックのころの200万人弱に
戻ってしまっています。たくさんの旅館が経
営者の交代などに追い込まれ、１泊２食付き
で7,800円、365日同一料金で、大阪からは往
復3,000円のバスが毎日運行されるような新
資本の旅館が多く参入し、客室全体では44％
が新資本旅館となっています。なお、加賀温
泉を訪れる観光客は関西圏からが約３割、中
京圏からが2割、首都圏からが１割以下とい
う状況です。2014年の北陸新幹線金沢開通の
効果を活用して、首都圏からの誘客をさらに
推進し、市内観光の発展を遂げたいと考えて
います。
　平成20年度の加賀市の財政規模をご紹介
すると、一般会計は歳入が295億1,143万7,000
円、歳出が289億1,664万9,000円となっていま

す。特別会計は八つあって、国民健康保険が
約86億円、介護保険が約53億円、下水道が約
33億円等となっています。企業会計は病院事
業、水道事業の二つで、内容については資料
をご覧ください。
　加賀市の税金の決算額について簡単にお話
しすると、平成21年度の市税決算額は、国民
全体で98億5,139万円（国民健康保険税を除
く）となっています。前年度の決算額は102
億4,865万円でしたので、前年と比べて約4億
円（約４％）の減額です。この要因は、景気
の低迷による企業の業績不振に伴って、法人
市民税、個人住民税が減額したことにありま
す。また、土地の下落修正による固定資産税
の減額、たばこ離れに伴う市たばこ税の減額
など、全体的に減額傾向にあります。一方で、
エコ志向や経費節約の傾向から軽自動車税に
ついては増額となっています。ただし、現年
分と過年分に分けると、滞納分については全
税目で増額となっています。現年度の収納率
は94.5％、滞納分は10.7％で、ともに前年に
比べて増加しています。また、国民健康保険
税については現年度収納率が87.44％、滞納
分については5.95％と、ともに増加していま
す。料金についても、民間委託を行った上下
水道料金をはじめ、下水道受益者負担金、介
護保険料、市営住宅使用料が前年度の収納率
を上回り、残念ながら保育料だけが前年を下
回りました。

２．債権一元管理の始まり

　加賀市の債権一元管理の始まりは平成15年
４月です。まず、市民の視点に立って多様化
する住民ニーズに対応すること、地方分権の
推進、税収や交付税の減少に伴う厳しい財政
状況への対応など、当時の現状認識や課題に
基づいて、組織・機構の見直しが行われてい
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ます。
　このときの基本的な柱は五つで、一つは住
民サービスの充実です。窓口のサービスを一
元化して、ワンストップサービスの充実と強
化を目指して、戸籍や住民票、印鑑証明など
を発行する市民課（住民課）で、例えば市営
住宅の入居申し込みや障害者のタクシーチ
ケットの交付といった簡単な手続きはすべて
そこでできるようにしました。とにかく簡単
な手続きはそこへ行けば全部できるというコ
ンセプトで「窓口課」が創設されたわけです。
このときに、併せて税と料金の窓口が私ども
税料金課に統合されています。
　二つ目の柱は組織のフラット化です。ここ
では、組織の目的の共有化を図り、縦割り行
政の弊害をなくすために、職階を削減して意
思決定から処理までが迅速に行われる組織に
しました。ここで、いわゆるラインが部長、
課長、係長、課員の４段階になっています。
　三つ目は権限と責任の委譲で、ヒト・モ
ノ・カネといった経営資源の効率的な分配が
行われるよう、権限を委譲して、目標を達成
する責任と結果の説明責任を果たすようにし
ました。
　四つ目は新しい人事評価制度の導入です。
職責に見合った処遇がなされて、職員の意欲
向上につながる新しい人事評価システムを導
入することで、能力と意欲があり、成果を上
げた職員を登用するということで、年功序列
型から能力主義に変えました。併せて、定期
人事異動が10月に変更されています。
　五つ目は、生活者の視点に立ったサービス
の提供、成果指向の行政を目指すことです。
この五つが掲げられて、徴収体制の見直しと
ともに、大きな組織・機構の見直しが行われ
ています。先ほども申しましたように、石川
県の中ではかなり個性的な取り組みを行う自

治体といわれていました。
　これらを背景として、平成15年４月から税
の賦課・徴収ならびに料金の賦課・徴収を一
元化する組織が誕生しました。併せてそのと
きに、部署も財政担当が所属する総務部から、
戸籍、福祉担当が所属する市民サービス部に
移されています。当時の市長の「行政は最大
のサービス産業である」という理念に基づい
て、ワンストップサービスの提供による市民
の利便性の向上と、組織の目的の共有化や縦
割り事務の弊害を排除することを目指して、
組織のフラット化、行政のスリム化を行った
わけです。
　当時の市民サービス部税料金課の所掌事
務として、まず市税の賦課・徴収がありま
す。ここでは市民税、固定資産税、都市計画
税、軽自動車税、国民健康保険税、後には後
期高齢者医療保険料、さらにたばこ税、入湯
税の賦課・徴収を行っていました。もう一つ
は料金の賦課・徴収で、上下水道料金、下水
道受益者負担金、介護保険料、保育園・幼稚
園保育料、住宅使用料の賦課・徴収を行って
います。なお、税金の賦課については税料制
係、市民税係、固定資産税係が担当し、料金
の賦課は料金係、料金と税金の徴収は収納係
が担当していました。
　私は平成20年10月に料金係に配属になり、
具体的に言うと、水道も担当していましたの
で、検針員との応対や水道の開閉栓の受付、
場合によっては水道の開閉栓も行っていまし
た。そのほか、下水道受益者負担金の担当も
していましたので、新規工事区域の説明会や、
ちょうど介護保険料の改定もあったので住民
説明会にも出席するなど、非常に守備範囲の
広い大変なところだと思いながら仕事をして
いました。そんなときに、ちょうど水道の民
間委託の話が出て、通常業務の合間に民間委
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託の仕事もするという形で、とにかく毎日必
死でした。税と料金の徴収を担当する収納係
では、日々の納付の相談や差し押さえ、交付
要求といった滞納処分とともに、水道料の滞
納者に対する給水停止をしていました。その
ほかに、国民健康保険や市民税、介護保険料
の当初賦課決定の６月や、４、７、12月の催
告状の発送時期には窓口が問い合わせのお客
さまであふれることも決して珍しくありませ
んでしたので、私には、当時の収納係の職員
は、受動的に仕事をすることが一杯一杯のよ
うに見えました。
　このような債権一元化の組織においては、
事業を効率的に進めるに当たって電算システ
ムが不可欠だと思います。当市では富士通に
電算システムを委託していて、介護保険と住
宅使用料については富士通製のパッケージを
利用していますが、住民基本台帳と税に関し
ては京都の会社が作ったシステムを使ってい
て、上下水道料金と受益者負担金については
福井の会社が作ったシステムを使っていまし
た。個々のパッケージの使い勝手を優先して
いるところもあって、総合的なシステムを採
用していなかったのです。
　その結果、税料金課では、日々さまざまな
税と料金の問い合わせがあるので、私も水道、
介護、受益者負担金などのシステムを常に起
動させて、場合によっては保育料や住宅使用
料のシステムも起動させていました。そうな
ると、レスポンスが非常に遅い上、操作の方
法もそれぞれに違うので、職員は大変苦慮し
ていました。
　税と料金の収納状況や、交渉履歴、滞納処
分などについては、総合賦課照会システムを
使って一覧で確認できるようになっていまし
た。しかし、この電算システムは個別システ
ムから夜間にバッチ処理を流して翌朝に同期

を取るということで、いわゆるシームレスな
システムにはなっていないので、導入当初か
ら連携の不具合が生じることも度々ありまし
た。
　お話が若干それますが、加賀市では、市税
等の滞納者に対する特別措置に関する条例
（サービス制限条例）を20年４月１日から施
行しています。これが、入札参加資格、ある
いは昨年は商工関係の補助金の助成が多くあ
りましたので、滞納がある方に入金していた
だくというところに非常に効果があったので
はないかと思っています。

３．債権一元管理組織の見直し

　実はこのように債権一元管理をしてきまし
たが、加賀市では平成21年10月に新しい市長
が就任したのですが、前市長の就任時の平成
21年６月に現在のやり方を見直してもっと収
納率を上げていこうという方針が出され、21
年10月から組織を見直ししています。
　まず、当時の収納状況として、加賀市での
税・料金の現年度収納率の推移を見ると、平
成15年４月にいわゆる債権一元化の組織がで
きたのですが、それ以降、平成20年度にかけ
て収納率が大きく下がったわけではありませ
ん。高くないところで安定していました。平
成18年度以降に国民健康保険税と介護保険料
の収納率が低下したのですが、これは当時の
経済状況や社会的背景が大きく影響している
のではないかと考えていて、債権一元管理の
体制が原因ではないと思っています。
　続いて、市税滞納額と収納率の推移をご覧
ください。お恥ずかしい話ですが、平成22年
４月20日の北陸中日新聞で、大きく「市税徴
収　加賀市最低」「加賀市の2008年度現在
の市税徴収率が80.6％と、県内10市中最低と
なっている。不況を背景に一部のホテルや旅
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館が固定資産税の納付を滞らせていることが
原因だ」と報じられました。この記事が出た
後、市民の方々から「まじめに税金を払って
いるのに、おまえたちは一体何をしているの
だ」というような厳しい電話や文書をいただ
きました。日々一生懸命職務に取り組んでい
る職員にとっては、非常に残念でなりません。
　そのようなところを背景にして、平成21年
10月に組織の見直しに踏み切りました。加賀
市では従来からさまざまな変化に柔軟に対応
してきましたが、福井県鯖江市や滋賀県長浜
市、それから温泉の所在地である静岡県の熱
海市や伊東市、大分県別府市などの類似団体
と比較しても、滞納の繰越額そのものが大き
く、現年度の収納率も非常に低い、さらに滞
納繰越分の収納率も非常に低く、不納欠損の
額が大きい、収納担当の職員が少ないといっ
た傾向が出たため、収納率の向上をテーマと
して徴収体制の見直しが行われました。
　22年度４月に新市長の下で行われた機構の
見直しでは、業務内容や専門性に応じた課の
規模の適正化が行われた結果、部、課、係と
も増えています。もう一つ、新規政策課題に
取り組む組織として観光交流課や交通対策室
が新設されたのですが、徴収体制については
職員がやるべきことをしっかりやるという形
で、21年10月時点に見直された組織体制から
変更はありませんでした。
　平成21年の賦課・徴収組織の見直しについ
て、具体的にご説明します。それまで、税料
金課で税と料金の賦課・徴収を行っていまし
たが、見直し後は、国民健康保険税を除く市
税の賦課・徴収を税料金課で行うことになり
ました。料金の賦課・徴収については、上下
水道料金は民間委託、国民健康保険税・後期
高齢者医療保険は保険年金課で、こちらは加
賀市の徴収率が非常に低いということで徴収

専任職員が6名います。また、介護保険料は
長寿課、保育料はこども課、住宅使用料は建
築課、下水道受益者負担金は経営企画課とい
うように、いわゆるサービス担当課が担当し、
サービスとセットで徴収することになりまし
た。ただし、収入消込や還付充当等の収入管
理と滞納処分については、引き続き税料金課
で所掌しています。現在でも名前が税料金課
となっているように、この見直しによって完
全に債権一元管理を廃止したわけではありま
せん。

４．債権一元管理の課題等

　滞納整理の目的は、期限内に納付されない
税や料金の徴収を確保し、納付の義務を果た
している者といない者の間の公平性を図るこ
とにあります。しかし、加賀市が平成15年４
月に始めた債権一元管理の取り組みは、極端
な言い方をすると、税および料金の一元管理
という理想を持ちながら、目指すところはワ
ンストップサービスの提供による市民の利便
性の向上と、組織のフラット化を通じた行政
のスリム化になってしまったのではないかと
思います。
　まず成果の指標でもある収納率について見
てみると、平成15年度から債権一元管理の前
後においても低いところで安定しており、全
体的に改善されませんでした。
　次に、職員や組織、滞納者については、税
と料金の受付の相談窓口が一本化され、滞納
者一人一人に対して異なる所属の職員が接触
しなくなりました。一人の方が複数の税や料
金を滞納した場合、債権一元管理前であれ
ば、水道料金に滞納があれば水道課の職員
が、介護保険料に滞納があれば長寿課の職員
が、それぞれ別々に納付交渉に当たっていま
した。ところが、一元管理すると納付の相談
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窓口は一つなので、税料金課の職員だけが対
応することになります。生活の窮状を聞かさ
れ、支払い能力がないと言われた職員は、十
分な調査もできない中で、税の徴収の可否を
総合的に見て、滞納者にとって最も優先すべ
きものを選択し、それを中心に納付を促すよ
うになってしまいました。滞納者は、例えば
税も水道も滞納がある場合、水道料金に１万
円入れるから、あとは税金を払えないという
ように、可能な額だけ納付するようになって
います。水道の方は給水停止になりますので、
まずは水道料金だけ払うけれど、これ以上は
もう払えないという言い方をされて、見方に
よっては滞納者にとって有利な仕組みになっ
てしまったわけです。本来、税と料金は別物
なのですが、職員も何となく入れてもらった
という錯覚に陥ってしまったようなところが
あるのではないかと思います。ただし、徴収
担当は何度も同じような聞き取り調査を行う
必要がなくなり、その分を調査の精度向上や
他の事案に振り向けることができるので、決
して滞納者にとって有利な制度だと結論付け
ることはできないと思います。
　もう一つは、徴税吏員による財産調査の活
用です。徴税吏員の質問検査権が料金の徴収
に活用できるというところは非常に大きなメ
リットだったと思っていますが、担当職員の
一人当たりの事務量が急激に増加し、税のみ
ならず、料金についても相当な知識が求めら
れるようになったので、それを十分に生かし
きれなかったところもあると思います。
　それから、滞納処分の効率化という課題が
あります。税とともに料金についての滞納処
分も行われるようになりましたが、その動き
が非常に遅く、税に対する配当も期待できな
いのに料金を含めた交付要求を行う必要があ
るということで、単に事務量が増加しただけ

というところも現実としてありました。
　総じて職員にとっては税と料金を同時に扱
うことへの心理的な抵抗が大きく、事務量の
増加を理由に、反対の立場をとる者が非常に
多くいました。これについては、加賀市では
この地区は誰、この地区は誰というように調
査から処分までを一人の職員が行う地区担当
制を採用していたことも大きな影響を与えて
いると思います。
　一方で、多くの市民の方々にとっては税と
料金の違いが明確ではなく、特に問題でもな
かったため、ワンストップサービスという窓
口が特段違和感なく受け入れられたと思って
います。ただ、料金に関して言うと、市の事
務とすれば、介護保険などでは事業計画が
あって予算管理があり、初期の利用者相談が
あって、資格の管理がある、その後、賦課・
徴収、還付や滞納処分があって、サービスの
利用・相談、場合によっては苦情の対応とい
う段階があると思います。例えば高齢で経済
的にも厳しい人が介護を必要とするように
なった場合、困っているその人にとっては、
まず保険料の話をさんざんした後に、介護保
険の担当課で認知症や介護の状況などをまた
別に話さなければならず、一連の支援と切り
離されてしまうというようなお話を聞くこと
がありました。これは縦割り組織の弊害と
言ってしまえば簡単ですが、なかなかそんな
わけにもいかないと思います。
　最後にその他として、このような組織にお
いては、事務を効率的に進めるためにも電算
システムが不可欠です。当市では市民からの
問い合わせに迅速に対応して効率的に事務を
進めるために、総合賦課照会システムを導入
しています。平成15年４月時点では債権一元
管理に対応できるパッケージシステム自体が
そう多くなく、正直、小回りも利かない、個
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別システムからの連携ミスが発生するといっ
たこともあって、改善を重ねながら使ってき
ました。現在では債権の一元管理をするパッ
ケージソフトもたくさん出ているのでそんな
ことはないと思いますが、それなりに電算経
費が高くつくというところも課題かと思いま
す。
　当市では、昨年10月に税や介護、医療制度
が非常に複雑化する中で、より的確に説明責
任を果たし、市民に対して行政サービスにお
ける受益と負担の関係を明確にすることを通
じて、税・料金への意識の高揚と低迷する
税・料金の徴収率向上を目的として、税・料
金業務をそれぞれのサービス担当課に移すこ
とになりました。しかし、債権一元化そのも
のが理想であって、不可能なことであったわ
けではないと思っています。

５．今後の方向性

　債権一元管理の必要性については、今後、
次に申し上げる視点で検討される必要がある
と思います。加賀市においては再検討する必
要があります。その一つは職員の問題で、職
員数は減少する一方で、職員が修得すべき知
識・技能等は高度化が求められています。こ
れに対応するために、やはり一定以上の知識
や技術を有する職員を必要十分な数、配置し
ていかなければならないと思っています。も
う一つは組織の問題で、行政経費削減のため
に事務の効率化がどうしても必要となってい
ますが、滞納処分の公正かつ適正な執行が可
能な組織の確立は必須です。今日では同じよ
うな機能を持つ組織においては統廃合を進め
るべきであると考えられていて、これは今後
も行政全般に求められる方向性だと思います。
さらに収納率の問題として、滞納者の生活維
持などを配慮して、総合的に判断して対応す

ることが求められています。加賀市では21年
10月に組織の見直しが行われましたが、滞納
処分の権限だけは従来どおり税を担当する税
料金課に残されました。その理由としては、
滞納処分に関する知識や経験を有する職員を
それぞれの課に配置できなかったということ
もありますが、滞納処分を通じて税担当課が
徴収に関する総合調整を行うことが望ましい
という判断があったためでもあると思います。
加賀市では地区別担当制を採用していました
が、これを行っている限り債権一元管理は難
しいので、債権一元管理が可能な組織の再構
築に向けて体制を見直しています。
　債権一元管理に関する議論は、どの自治体
においても必ず出てくると思われます。その
ときにどう取り組むかに関しては、先行事例
も踏まえながら、それぞれの自治体の規模や
環境など実情に応じて検討され、判断される
べきですが、そうした議論や検討の中で加賀
市の取り組みとその顛末が少しでもお役に立
てばと思っています。なお、加賀市の債権一
元管理の問題については、今後も十分な検証
を行って、できるだけ客観的に評価ができる
ように研究を続けていきたいと考えています。
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