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自治体における歳入の問題点

大槻 光

税源移譲で滞納整理も自治体の責任に

私は、自治体の職員として 29 年生きてきた

うちの 22 年間を、課税、徴収、決算等いわゆ

る税務業務に携わってきました。そうした経験

から、これまでの市町村の税の現場は、権限は

あるけれどもそれをきちんと使えていなかった

と思っています。こう言うと 「我われは頑張、

ってきた」と反論される方がたくさんおられる

と思いますが、特に市町村の徴収現場では、権

限を使い切っていなかったとしか言いようがな

いと思うのです。

私は現在、京都府と、京都市を除く府内市町

村で設立した「京都地方税機構」に出向してい

ます。この機構は、課税権は府・市町村にある

ことを前提に、賦課徴収業務の一部を共同で実

施する組織として設立されました。今年 1月か

ら徴収業務を開始し、将来は課税事務の共同化

も視野に入れています。現在は、500 万円以上

の高額滞納者の案件を 200 件程度預かって、必

死になってデータ整理をしています。この 1カ

月は、ほとんどデータ整理でつぶれました。そ

の中の一部について徴収しましたが、もうすで

に一定額を私一人で確保しています。これは、

おかしいのではないかと思います。少し努力し

ただけで一定の額を徴収できる。市町村はそれ

を放置してきた現状があるのです。焦げ付いて

いたのは間違いないのですが、少し努力すれば、

本来入るべきお金が入ってくるというのが現状

です。

さきほど「経験の継承」ができなくなってい

るというお話しがありましたが、特に「税務」

はそれなりの経験が必要な職場です。昨日まで

福祉のケースワーカーをしていた人が、今日か

ら市民税の課税をやれと言われてもできるわけ

がない。国税は絶対にそんなことをしません。

また、都道府県や政令指定都市では、地方税の

プロがいる場合が多い。しかし、ほとんどの自

治体にはそういう人がいません。なぜか。所詮、

地方税は歳入総額の 3分の 1だったからです。

何もしなくても、残りは国からもらえる。そう

いう時代が長く続きました。ところが、小泉内

閣による三位一体改革によって、税源が移譲さ

れ、権限が地方に与えられることになりました。

それは同時に、滞納の問題も付いてくることを

意味しています。これまでは、100 億円の交付

税があったとしたら、約束通り 100 億円が支払

われます。しかしこれからは「100 億円の税源

をあげましょう。滞納があれば、自分達で取り

なさいよ」ということです。国税のプロだった

ら 98 億円取れるかもしれません。素人の自治

体だったら、95 億円しか取れない。こんなこ

とが現実に起こっています。我われ地方自治体

が自立していこうとしたら、この部分を何とか

しないと生きていけないことになります。

「税務の共同化」にあたってはいろいろなこ

とを考えましたが、私は協力しようと思い、は

るばる丹波の山奥、福知山から山越え谷を越え

て、生まれてはじめて京都市内に単身赴任する
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ことになりました。50 歳を過ぎてから、初め

て定期券も持ちました。本当につらい生活を 1

年半ほど送っています。

滞納整理の流れ

自治体の歳入は、皆さんの家計における給料

と一緒です。歳出は出る分です。これらは予算

で決まります。しかし予算における歳入は、入

ってくるであろうという「絵に描いた餅」です。

税源移譲を受けて 100 億円の予算を組んでも、

入ってくるかどうかわからないものを自治体は

使っている。

、 。税の徴収は、まず 「調定」から行われます

「調定」とは、ある税・料にかかる原因を調べ

て、税・料額を決定することです。税の仕組み

で言うと 「掛ける」ということです 「あなた、 。

はこういう税を支払わなければなりません」と

言い切ることです。皆さんは税金を払いたいで

すか？ 給料から天引きされている分が無くな

ったら、助かりませんか？ 憲法第 30 条に国

民は納税の義務があると定められている。払わ

なければならないから、ほとんどの方が仕方な

く払っているのです。ですから、まず「掛け

る」というむごい行為があります。調べて掛け

るのが「調定」です。

税額が決まったら、皆さんのところに、何月

何日までにこれを支払いなさいという厳しい手

紙が行きます。これを「決定通知」と言います。

その手紙には、小さい字で「異議があるならば、

60 日以内に申し立てしなさい」と書かれてい

ます。この期間に申し立てをしたら、税額が修

正される場合があります。100 万円が、極端な

言い方をすれば 10 万円になることがある。し

かし、異議申し立て期間中に払わなければ、滞

納になります。だいたい決定通知が届くのが、

納期の 1 カ月くらい前です 「納期」とは、払。

わなければならない期限です。これを 1日でも

過ぎれば滞納です。滞納があれば、20 日以内

に督促状を出します 「督促状」とは、払わな。

ければあなたの財産を差し押さえますという予

告状です 「10 日以内に支払いなさい」と書い。

てあります。それを過ぎたら、差し押さえしな

ければならない。その日から、滞納という状況

が確定することになります。この状況になると、

我われ徴税職員は、あなた方の許可や裁判所の

許可を受けずに、あなたの預金を調査して残っ

ていたら勝手に引き落とすことができます。あ

なたの車にロックをかけて勝手に持って帰れる。

あなたのタンスをかき回して宝石を見つけ、持

って帰ってインターネット公売で売る。滞納し

た方の財産処分を自由にすることができます。

税を滞納すれば、あなた方の収入や財産に関す

るプライバシーは、すべてないと思ってくださ

い。隠された財産を調査する権限が、我われ徴

税屋にはあります。

図は、徴収業務の流れを表わしたものです。

「督促」の下の「違法性の承継ライン」は、意

義申し立て期間です。これは 60 日あります。

しかし納期まではたいてい 30 日しかありませ

ん。それを越えてしまった場合は滞納になりま

す。例えばあなたの税金が、実際は 10 万円な

のに、入力ミスで 100万円となっていたら、あ

なたは怒ります。それで異議申し立てをした。

異議申し立てをしたので大丈夫だと思って払わ

なかったら、督促状がきて 10 日過ぎた。それ

からは、あなたが預金 100 万円を持っていれば、

その預金を全額差し押さえられます。差し押さ

えた人間は、何の罪にも問われません。100 万

円の調定があれば、その調定に対して、異議申

し立てをしていても、異議申し立て期間中に払

わなくて良いという法律はどこにもない。とり

あえず払わなければならない。異議が認められ

て還付される場合は、加算金が、以前は 7.3 ％

付きました。今は変動性で 4.5 ％くらいです。

普通の預金よりも高い利子を付けて返すので、
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図 滞納整理の流れ（租税債権）
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とりあえず払ってくださいということです。

督促が来てから 10 日したら 「調査」が始ま、

ります。質問・検査権を使って、金融機関や生

命保険の有無を調査します。残っている財産が

何もない場合は、上図の右側の「執行停止」に

なります。簡単に言えば「徴収をやめる」とい

うことです。調査した結果、財産が何もない、

多少あっても生活が困窮している 「無財産」、

「生活困窮 「居所不明」が証明されたら、税」

金は徴収しなくてよくなります。これも徴税職

員の権限でできます。

図の左側は、財産があるのに「払わなかっ

た」ということです。その場合、差し押さえを

して強制的に取ります。差し押さえをして終わ

りではありません。お金に換えなければならな

い。例えば、土地を差し押さえたら、その土地
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を「換価」と言って売り払います 「換価 「配。 」

当 「充当」と言う行為をして、初めて完結し」

ます。これができるのは、1 番最初に差し押さ

えた機関だけです。2 番目は「参加差押 、二」

番煎じということです 「交付要求」とは、例。

えば裁判所が競売したとき、余りがあったらも

らうというものです 「参加差押」とほとんど。

一緒です。徴収は、大阪国税局であろうが自治

体であろうが、早く押さえた者に換価の権限が

あります。徴税吏員一人一人が権限を持ってお

り一人一機関です。徴収権限は、市町村は市町

村長、都道府県は都道府県知事がもっています。

首長から差し押さえの権限を徴税職員が受任し

ています。ですから、差し押さえ行為は、決済

が必要な行為ではありません。銀行に行って調

査したら預金があった。帰って決済を取ってか

ら差し押さえていたら、他の機関に先を越され

ます。その場で押さえなければならないのです。

自分のハンコで押さえます。これを「差押行

為」と言います。私は、自分や部下のそうした

。書類 1500 枚ほどに、ハンコを押してきました

これをやっていきますと、人口の少ない自治体

では、町中を歩けません。私は堂々と歩きます

が、家族連れでは歩きません。なぜか。顔見知

りを差し押さえているからです。これが地方の

辛いところです 「あそこの息子にやられた」。

と言われたり、地元の店で飲んでいても、滞納

者が入ってくれば、喧嘩になると困るので自分

が出ていく。知り合いの、悪質な滞納者を捜索

したときには、家の電話番号を変え、家族全員

を避難させました。娘たちからは「頼むからお

父さんもホテルから通って」と言われ、ビジネ

スホテルから 3日間ほど出勤しました。そのホ

テルは私の遠縁が経営していますが、女房に追

い出されたと思っていたようです。

こんなことは、私の個性でやってきた面もあ

りますから、私の後に来る課長に同じようにし

てくれとは言えません。私自身は、難しい徴収

をしたときほど、何ともいえない高揚感があり

ます。相手が手ごわければ手ごわいほど、面白

い。ヤクザが相手だと、悔しがる姿を見たら

「ざまあみやがれ」と思います 「街宣車を並。

べてやる」などと言われても 「そんなお金が、

あるのならば税金払った方がいい」と平気で言

えます。しかし、そういうことを次の方に「言

ってくれ」とは言えません。

収納率の向上にこだわる自治体に
未来はない

年間収納額を年間調定総額で割ったものを、

「税の収納率」といいますが、この「調定額」

と「収納額」の、増額だけを考える自治体には、

未来はないと言っていいと思います。収納率が

いいとか悪いとかだけを考える自治体は、何も

考えていないことと同じです。

市町村の収入は、市税の中の個人市町村民税

特別徴収分、法人市町村民税、固定資産税の償

却資産分、市町村たばこ税の調定額を増やせば、

徴収努力をしなくても収納率は上がります。

収納率を上げるために汲々として失敗したの

が、社会保険庁です。社会保険事務所同士で収

納率を競い合い、収納率が下がったら、所長が

左遷される。収納率を上げるために一番簡単な

方法は、払わない人には掛けないことです。払

わない人は脱退させる。これをやったわけです。

しかしこれでは「公平性」を維持できません。

課税原因がある者に対してすべて掛けるとい

うのが「税の公平性」です。これは、皆さんの

自治体も同じです。でも出来ていません。

、 、こんなことを言うと 「私達は申告書を見て

一生懸命入れています」と言われます。しかし、

申告書を出していない人にはどうしていますか。

本来、申告していない人にも掛けなければいけ

ない。これができていないのです。必死にデー

タを入れているだけでは、税業務とは言えませ
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ん。ただの事務作業です。やはり一定の調査能

力を持つことが、本来の税業務です。さらに、

滞納者には差し押さえが充分にできていない。

例をあげると、ある税目において、10 人で 1

00 万円の調定が、 市と 市にあった。あるA B

年度、 市は収納率 99 ％、 市は収納率 95 ％A B

で決算した。どちらの市が公平性の維持に努力

、したかを考えると、通常は 市です。しかしA

、A市の 100万円の調定内容は、91 万円が 1人

1 万円が 9 人だった。1 万円の 1 人が払わなか

ったが、収納率が 99 ％になっていたため、何

もせずに 1 万円を翌年度に繰り越した。 市は、B

10 万円が 10 人の調定内容で、2 人の未納者に

対して滞納処分を実施し、7 万 5000 円ずつ確

保した。残りの 5万円を翌年度に繰り越したた

め 95 ％の収納率になった。どちらが頑張った

かというと、 市です。つまり内容が問題なのB

です。 市は 1万円の 1人に対し何もせずに繰A

越した。 市は未納の 2 人に対して、頑張ってB

無理矢理取ったのです。収納率だけで公平性の

確保ができたかどうかはわかりません。

ましてや、例えば羽曳野市と京都市の収納率

を比べてみても何の意味もない。住宅使用料と

水道使用料の収納率を比較しても意味がないの

と同じです。固定資産税や市府民税、軽自動車

税も、同じ「税」という名前が付いていても、

何の関連もないのです。課税内容が違えば、徴

収方法も違ってきます。そういうことを考えず

に、収納率アップだけを考えても仕方がない。

小さい自治体で、そこにしか住民の生活基盤が

ないところは収納率が高い。生活困窮者が集ま

ってくる都市は、どんどん収納率が落ちます。

住民異動が激しい自治体は、国保料の収納率も

悪くなっています。

調定額の増加から､純益の増加へ

「調定額」の増額を必死にやっても意味があ

りません。これは民間企業では当たり前のこと

ですが、調定額を増やすためにいくら経費がか

かったかを計算していないのです。自治体は、

収納率の向上をめざすのでなく、純益を確保す

るという意識をもつ必要があります。その典型

的な例が軽自動車税です。軽自動車税は高くて

も 7200 円です。原付は毎年 1000円。毎年かけ

るためにどれだけ経費を使っていますか。登録

時に、新車だったら 5 年分の 5000 円、中古車

、だったら 3年分の 3000 円で課税終了にすれば

かかる経費は大幅に減ります。軽自動車は 5年

分で 3 万 6000 円です。こういうことがなぜ、

すぐできないのか。地方自治法が改正されると

したら、地方税法も合わせて改正してもらいた

いと思います。

固定資産税という税があります。土地の場合、

課税標準額が 30 万円以下だったら免税になり

ます。30 万円を 1 円でも超えたら、その年か

ら税金がかかります。税率は 1.4 ％ですから、

4200 円ですね。登記する価値のない、2 代も 3

代も相続届けをしていない土地でも、突然、固

定資産税がかかることがあります。今、地価が

下がっても課税標準額が上がるような仕組みを

とっていますので、ある日突然、30 万円を超

えます。そうすれば自治体は、4200 円のため

に相続人の調査をして、決定通知を送らなけれ

ばなりません。3 代にわたって相続の登記して

いなければ、50 人近い相続人がいます。それ

を調査するには人件費がかかります。郵便代だ

けでも 50人に出したら 4000 円。これでは純益

がでません。調定額を増やすだけではなく、効

率良く、経費がかからない徴収方法を考えなけ

ればいけないと思います。

自治体の生き残りをかけた
｢税務の共同化｣

これまで自治体は、申告者の整理など、課税
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作業の仕方がばらばらでした。それを「自治体

の独自性」としてきた。しかし、同じ地方税で

すから、共同化して、経費をできるだけ減らし

てもいいのではないでしょうか。例えば、お金

を領収する行為を「収納業務」といいますが、

これも形式がばらばらな納付書を送付している。

支払われた納付書を電子データにし、消し込み、

領収行為をするという作業は、どの自治体も一

緒です。これを一括処理したら、経費が下がり

ます。そういうところを真剣に見直さなければ、

いくら「調定額」を増やしたからといって、実

収入は増えません。

歳入が減ったため、本来、人が必要なところ

に人がいない。人を減らすためではなく、必要

なところに人を回せるよう、機械化できるとこ

ろはどんどん機械化していく。また、どんな小

さい自治体でも、そういう機械を全部、自前で

持っています。しかし隣町と一緒にしたら経費

が削減できます。

私が今回徴収した案件は、どれも府南部の自

治体のものです。もう自分の街とは関係ありま

せん。払ってもらうのに、遠慮も何もいらない。

こんなことを言うと、血も涙もないと思われる

かもしれませんが、税務行政は本来、厳しい業

務です。自治体のほとんどの業務は、困ってい

る人を助ける業務です。家庭では母親のような

役割です。しかし税務行政は違います。父親の

業務です。嫌であっても、決められたことだと

言い切らなければならない。ルールを無視した

人にはどうなるかを教えなければならないのが、

税務行政です。それが、これまでは地縁血縁な

どに縛られて、地元ではできなかった。国税局

は、職員を住んでいる地域に、絶対、配置しま

せん。必ず何年かに 1回、転勤します。地方税

も同じようにしなければ、徴収できるものも取

り逃してしまうというのが、現状です。

「君らは市民をいじめるのか」と言われるこ

とがあります。それに対して「我われは市民本

位の徴収をしてきた」と言う現場の職員がいま

す。しかしそれは、市民本位にしてきたのでは

なく、相手の言いなりになっていただけのこと

です。年間 20 万円の税金で、月に 1 万円しか

払えないと言われた 「気の毒だからそうしま。

しょう」としているのが、現状です。調査した

ら 500万円の預金があった、そんな事例があり

ます。税金は逃れたいのが本音でしょう。だか

ら、相手が言っていることを鵜呑みにせず、よ

く調査することが必要です。本当に 1万円しか

払えないなら、分割ではなく、減額しなければ

ならない。そうしなければ、正直に払っている

人がバカをみます。9 割の方は必死になって払

われています。

あるおばあちゃんが、3 カ月の入院で 1500

円の住民税がたまった。身寄りもないし、どう

したらいいかと、病院から電話をかけてこられ

ました 「それなら取りに行かせてもらいま。

す」と言いました。必死の納税意欲を持ってお

られるからです。たかが 1500 円、されど 1500

円です。他からどんな調査をされても、堂々と

見せられるような税務行政をしなければならな

いのではないでしょうか。

地方税は網かけの業務です。網の目をくぐっ

て逃げる魚もいます。どうしたって、完璧では

ありませんので、今の網で精一杯の努力が必要

です。現状の税務行政では、このまま地方自治

体が生き残れるとは、私には思えません 「税。

務の共同化」については、いろいろな批判があ

りますが、精一杯の努力をしていこうと思って

います。

（おおつき ひかる・福知山市財務部次長）
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