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序章 はじめに                     

平成２２年１月、市政運営における貴重な自主財源確保と市民の信頼に応え

る納税秩序を維持するため、市税等収入の確保及び収納率向上を目的とし、平

成２２年度から平成２６年度までを計画期間とした「市税等収納率向上基本方

針」（以下「第１次基本方針」という。）を策定した。 

第１次基本方針に基づく取り組みにより、一定の成果を挙げたところである

が、更なる収納率向上を図るべく、平成２７年度から令和元年度までを計画期

間とする「第２次市税等収納率向上基本方針」（以下「第２次基本方針」という。）

を策定し、安定した市税・国民健康保険税の収入確保に向けた取り組みを行っ

てきた。 

第１次基本方針及び第２次基本方針に基づく継続した取り組みにより、収納

率は大きく上昇し、安定した収入確保に繋がっている。 

しかし、今後においても、市政運営における貴重な自主財源の確保、国民健

康保険制度を維持するための財源の確保に向けてより一層継続した取り組みが

重要となること、介護保険料等の滞納繰越分について徴収事務の一元化がなさ

れたことを踏まえ、令和２年度から令和６年度までを計画期間とする「第３次

市税等収納率向上基本方針」（以下「第３次基本方針」という。）を策定する。 
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第１章 第 2 次基本方針の検証と成果           

 第２次基本方針で掲げた指標及び基本方針の５つの柱における具体的な取り

組みについて検証を行う。 

 

＜指標＞ 

１ 多摩２６市の平均収納率の到達 

２ 前年度収納率を下限値とした収納率の維持・向上 

 

【市税】現年課税分・滞納繰越分合計収納率推移 

  

 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 

東村山市収納率 96.7％ 97.0％ 97.1％ 97.7％ 98.2％ 

26 市平均収納率 96.9％ 97.4％ 97.8％ 98.2％ 98.5％ 

東村山市順位 18 位 21 位 23 位 20 位 20 位 

 

 すべての年度において、前年度を上回る収納率となっており、指標２につい

ては達成した。しかし、指標１に関しては、多摩２６市の平均収納率に近づい

てきたものの、到達には至っていない。 

 

【国民健康保険税】現年課税分・滞納繰越分合計収納率推移 
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  26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 

東村山市収納率 77.8％ 78.9％ 79.3％ 82.0％ 85.3％ 

26 市平均収納率 77.3％ 79.3％ 80.9％ 82.3％ 84.3％ 

東村山市順位 13 位 16 位 20 位 14 位 13 位 

 

 国民健康保険税に関しては、両指標ともに達成した。 

 

＜具体的な取り組み＞ 

 １ 現年課税分の徴収強化 

現年課税分の徴収強化の取り組みとして、『早期納付勧奨及び特別催告』、

『滞納処分の早期着手』を掲げている。 

   自主納付の勧奨として、毎年、スケジュールや文言等の見直しを行い、

催告効果をより高めることを意識し、以下の催告を実施した。 

   ・カラー封筒を用いた催告（約１万件／年） 

   ・自動電話催告システムによる催告（約６千件／年） 

   ・より納付を促す文面とした催告（約８千件／年） 

   また、催告と並行して財産調査を行い、納付がない場合には滞納処分を

実施した。 

現年課税分の徴収強化の目的は、現年分における未収入額の発生を抑え

ることで新規滞納発生を抑止し、税の調定構造を良化させることにある。 

上記の取り組みにより、平成３０年度決算で、市税は第１次基本方針最

終年度である平成２６年度比０．４ポイント増の９９．３％、国民健康保

険税は、平成２６年度比２．０ポイント増の９３．４％となった。 

 

【市税】現年課税分収納率推移 

  

 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 

東村山市収納率 98.9％ 98.9％ 99.0％ 99.2％ 99.3％ 

26 市平均収納率 99.1％ 99.2％ 99.3％ 99.4％ 99.4％ 

東村山市順位 20 位 22 位 21 位 20 位 14 位 
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【国民健康保険税】現年課税分収納率推移 

  

 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 

東村山市収納率 91.4％ 91.7％ 91.8％ 93.0％ 93.4％ 

26 市平均収納率 91.9％ 92.6％ 92.9％ 93.4％ 94.0％ 

東村山市順位 19 位 20 位 20 位 17 位 18 位 

 

 

２ 滞納繰越分の徴収強化・圧縮 

滞納繰越分の徴収強化・圧縮の取り組みとして、『滞納処分の強化』、『高

額滞納者への取り組み強化』、『滞納処分の執行停止』、『市外転出滞納者へ

の取り組み強化』を掲げている。 

積極的かつ徹底した滞納整理を目指し、財産調査や納税相談等により、

滞納者の状況を適確に把握しながら年間７００件前後の差押処分を執行し

た。なお、個別具体的な滞納整理として、以下の取り組みを実施した。 

・高額滞納者を年７０～８０件抽出し、重点処理事案として集中的に滞

納整理を実施 

・法令に基づく適正な納付緩和措置の適用 

・市外滞納者実態調査業務委託により、遠方に居住する滞納者の居住実 

態の把握並びに追跡調査による滞納整理 

上記の取り組みにより、平成３０年度決算で、市税は第１次基本方針最

終年度である平成２６年度比７．５ポイント増の４１．５％、国民健康保

険税は、平成２６年度比９．９ポイント増の３４．３％となった。 

また、滞納繰越調定額は、平成２６年度比で市税は５７．７％、国民健

康保険税は６１．０％となり、大幅な削減を図ることができた。 
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 【市税】滞納繰越分収納率推移 

   

   26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 

東村山市収納率 34.0％ 33.5％ 31.6％ 34.0％ 41.5％ 

26 市平均収納率 32.7％ 35.7％ 37.0％ 38.0％ 39.4％ 

東村山市順位 12 位 17 位 20 位 21 位 11 位 

 

【市税】滞納繰越調定額推移 

  

0億円

1億円

2億円

3億円

4億円

5億円

6億円

7億円

8億円

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度

滞納繰越調定額

 

26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 

7.1 億円 6.1 億円 5.9 億円 4.9 億円 4.1 億円 
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【国民健康保険税】滞納繰越分収納率推移 

  

       26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 

東村山市収納率 24.4％ 25.4％ 22.6％ 27.5％ 34.3％ 

26 市平均収納率 26.1％ 29.2％ 29.3％ 31.0％ 34.0％ 

東村山市順位 19 位 23 位 26 位 23 位 12 位 

 

 【国民健康保険税】滞納繰越調定額推移 

   

26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 

8.2 億円 7.3 億円 7.3 億円 6.3 億円 5.0 億円 

 

 

３ 納税相談等の充実 

   納税相談等の充実のための取り組みとして、『相談力の向上』、『関連組織

の連携・協力体制の構築』、『時間外・休日窓口の再構築』、『広報・啓発活

動の充実』を掲げている。 

   滞納者への適切な対応、利用しやすい納税相談窓口に向け、以下の取り

組みを実施した。 

   ・各種外部研修への積極的な参加 

   ・様々な事案を課内で共有し、個々の対応力・相談力の向上 
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   ・「ほっとシティ東村山」への案内等、滞納者の状況を踏まえた納税相談 

   ・開庁時間外における納税相談 

   ・東京都と市区町村が連携した広報の実施 

   滞納者の状況を把握することができる納税相談は、滞納整理を行う過程

の中で非常に重要であり、いかに納税相談に繋げることができるかが継続

した課題である。 

 

 ４ 課税客体の適確な把握 

課税客体の適確な把握の取り組みとして、『居住不明者に対する実態調

査』、『軽自動車等の登録状況調査』、『税務調査・申告指導』、『固定資産税

等の適正な賦課』、『国民健康保険被保険者資格の適正化』を掲げている。 

適正、公平な課税に向け、以下の取り組みを実施した。 

・居住不明者の現地調査 

・未申告者に対し、賦課額の適正化に基づく申告指導 

・社会保険加入想定者に対する調査及び更正 

上記の取り組みにより、適正な賦課に繋がること、並びに収納率への影

響を低減させることができる。細かな取り組みであるが、継続して実施す

ることが重要である。 

 

５ 納税環境の拡充・拡大 

   納税環境の拡充・拡大の取り組みとして『口座振替の利用促進』、『特別

徴収義務者の指定強化』、『新たな納付機会の拡充』、『外国籍市民に対する

配慮』を掲げている。 

   納税者の利便性向上のため、以下の取り組みを実施した。 

   ・手続きが簡素化される「ペイジー口座振替受付サービス」の導入 

   ・個人住民税の特別徴収義務化 

   ・クレジット納付等、新たな収納チャネル導入に向けた調査・検討 

   新たな収納チャネルの導入には至っていないが、今後、急速なデジタル

化社会、キャッシュレス化社会への対応が急務となる状況が想定されるた

め、他市の動向等も注視し、導入に向けた取り組みを継続していく。  

 

６ その他 

   平成３０年度と令和元年度の２ヵ年、東京都主税局が実施する随時派遣

事業により東京都職員を受け入れ、困難事案について共同して処理するこ

とで、東京都の徴収手法を学ぶとともに連携体制の構築を図った。 

   また、平成３０年度から実施した各料の徴収事務の一元化に伴い、組織

体制の見直しを行い、徴収事務の効率化に向けた環境整備への取り組みを

行っている。 
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第２章 市税等の現状とあるべき姿               

 １ 現状と課題 

【市税】 

市税は、一般会計歳入予算の約４割を占め、市政運営における貴重な財

源である。市税の収納率は、平成２３年度以降、前年度を上回る伸びを見

せており、多摩２６市における順位も第１次基本方針の開始年度である平

成２２年度の２５位から平成３０年度は２０位となったところである。 

収納率は着実に向上し、多摩２６市平均収納率との差も縮まってきてい

るものの、到達するまでには至ってない。その大きな要因は、現年課税調

定額と滞納繰越調定額の合計額に占める滞納繰越調定額の割合（以下「滞

繰調定割合」という。）が高いことにあり、調定構造の良化が課題である。 

 

  ●市税調定額及び滞繰調定割合推移 

   

     26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 

現年調定額 205.0 億円 204.9 億円 205.4 億円 209.2 億円 209.4 億円 

滞繰調定額 7.1 億円 6.1 億円 5.9 億円 4.9 億円 4.1 億円 

東村山市 3.34％ 2.88％ 2.80％ 2.30％ 1.92％ 

26 市平均 3.32％ 2.82％ 2.37％ 1.94％ 1.53％ 

※表中の割合は、滞繰調定割合 

 

【国民健康保険税】 

国民健康保険税は、被保険者の健康と安心して医療を受けられる医療制

度を維持するために必要な財源である。 

国民健康保険税の収納率は、市税同様に平成２３年度以降、前年度を上

回る伸びを見せており、多摩２６市における順位も平成３０年度は１３位

となり、平成２２年度の最下位から大きく上昇した。 

また、平成３０年度は多摩２６市平均収納率を超える結果となり、今後

は、この高い水準を維持するため、これまでの取り組みを継続し、更なる

調定構造の良化に努めていかなければならない。 
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  ●国民健康保険税調定額及び滞繰調定割合推移 

   

     26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 

現年調定額 32.2 億円 30.7 億円 32.9 億円 31.2 億円 31.4 億円 

滞繰調定額 8.2 億円 7.3 億円 7.3 億円 6.3 億円 5.0 億円 

東村山市 20.35％ 19.27％ 18.07％ 16.87％ 13.72％ 

26 市平均 22.17％ 21.06％ 18.74％ 17.74％ 16.07％ 

※表中の割合は、滞繰調定割合 

 

＜収納率と滞繰調定割合の関係＞ 

   ●市税（※平成３０年度決算値に基づく比較。カッコは多摩２６市での順位） 

 現年 滞繰 合計 滞繰調定割合 

Ａ市 99.3％(14位) 34.1％(22位) 98.3％(18位) 1.56％(11位) 

東村山市 99.3％(14位) 41.5％(11位) 98.2％(20位) 1.92％(21位) 

     現年分は同率、滞納繰越分は当市の方が７．４ポイント高い状況に

もかかわらず、合計の収納率はＡ市の方が高い。 

 

   ●国民健康保険税 

 現年 滞繰 合計 滞繰調定割合 

Ｂ市 93.7％(17位) 34.0％(13位) 84.3％(16位) 15.80％(15位) 

東村山市 93.4％(18位) 34.3％(12位) 85.3％(13位) 13.72％(10位) 

     現年分はＢ市が０．３ポイント、滞納繰越分は当市が０．３ポイン

ト高い状況であるが、合計の収納率は当市の方が１．０ポイントも高

い。 

     

現年課税分と滞納繰越分の合計の収納率は、滞繰調定割合と密接に関

係している。合計の収納率を向上させるためには、滞繰調定割合を下げ

る、つまり調定構造を良化させることが大きなポイントとなる。 
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【各料】 

   平成３０年度から後期高齢者医療保険料、介護保険料等の滞納繰越分の

徴収事務が一元化された。現状、システム連携の環境整備に取り組んでい

る状況であり、目に見えるような効率化までには至っていない。 

環境整備終了後、市税、国民健康保険税、各料の徴収事務を効率的かつ

効果的に行うことが課題である。 

 

 ２ あるべき姿 

これまで第１次基本方針、第２次基本方針に基づき、収納率の向上に取

り組み、一定の成果を挙げてきたところであるが、今後、更なる収納率の

向上のためには、調定構造を良化させることが必要不可欠である。 

現年課税分に関しては、当該年度中での納付を徹底し、滞納繰越とさせ

ない取り組み、滞納繰越分に関しては、徴収強化、適正な納付緩和措置の

適用など、滞納繰越調定額を削減する取り組みにより調定構造の良化に努

めることが重要である。 

また、各料の徴収事務が一元化されたことを踏まえ、滞納整理の効率的

実施、並びに各料担当所管との協力・連携を強化し、収納率の向上に努め

ていかなければならない。 

第３次基本方針の計画期間中においても、上記に示した取り組みを徹底

していくことはもちろんのこと、貴重な自主財源の確保に向け、より一層

の取り組みを行っていくことが必要である。 
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第３章 方針                      

 市税等の収納率の向上に努めるにあたり「３つの方針」を定める。 

 

１ 市税・国民健康保険税について前年度収納率を下限値として収納率の維

持・向上を図る 

２ 市税・国民健康保険税について滞繰調定割合を改善する 

３ 各料について滞納繰越分の収納率の維持・向上を図る 

 

第４章 具体的な取り組み                

第３次基本方針では、市税等の収納率の向上を図るため、第３章の方針を踏

まえ、「４つの取り組みの柱」を立て、その柱に沿って具体的な取り組みを進め

ていく。 

計画期間：令和２年度から令和６年度 

  

１ 取り組みの柱 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

市税等収納率の向上 

方 針 

    

現

年

課

税

分

の

徴

収

強

化 

滞

納

繰

越

分

の

削

減 

徴

収

一

元

化

の

推

進 

早

期

接

触

機

会

の

確

保 



 

- 12 - 

２ 具体的な取り組み 

  (１) 現年課税分の徴収強化 

① 早期納付勧奨 

督促状を送付しても納付がない者に対して、文書や自動電話催告

システムによる催告を早期かつ効率的に実施する。 

複数期にわたり滞納が発生した者に対しては、色やデザインを工

夫した封筒を用いた文書催告を行うほか、臨戸により催告書を直接

差し置き、自主納付を勧奨する。 

 

    ② 滞納処分の早期着手 

催告を行ったにも関わらず、納付がなく連絡もない者に対しては、

早期に金融機関への預金調査や勤務先への給与照会などの財産調査

を行い、滞納処分を実施する。 

 

    ③ 口座振替の利用促進 

現年課税分未納者の抑制には、納期限内での納付が重要であり、

口座振替での納付は非常に有効である。 

ペイジー口座振替受付サービスの利便性を一層周知するとともに、

文書催告を実施する際、口座振替のチラシを同封し、口座振替の更

なる利用促進を図る。 

 

(２) 滞納繰越分の削減 

    ① 累積滞納者への取り組み強化 

税負担の公平性の観点からも累積滞納者に対しては毅然とした姿

勢で滞納整理に臨むことが必要である。 

催告を行う際には、滞納処分となる可能性がある旨の文書を同封

し、早急な納付を強く勧奨する。また、催告書の送付だけでなく、

滞納者宅への臨戸を実施し、実態把握に努める。 

財産調査により財産が発見された場合には、速やかに滞納処分を

実施する。 

なお、困難事案については、法令に基づき東京都主税局へ徴収引

継を行う。 

 

② 適正な納付緩和措置の適用 

財産調査や納税相談により、滞納者の個別の事情を適確に把握し、

法令上の要件に適合する場合には、迅速かつ適正に換価の猶予や滞納

処分の執行停止処理を行う。 
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   ③ 市外滞納者への取り組み強化 

市外へ転出した滞納者については、転出先自治体へ実態調査を行

い、転出先での収入状況、生活状況及び滞納状況を把握し、催告に

よる自主納付の勧奨を行う。 

また、市外滞納者実態調査業務委託により、滞納者及び滞納法人

の実態把握等に努め、その後の滞納整理に繋げる。 

 

 (３) 徴収一元化の推進 

 

 

 

 

 

 

①  各料担当所管との連携強化 

税や各料の対応所管は複数にわたっており、滞納状況や相談・納

付計画等の状況などについて一括に把握を行うことは困難であった

が、徴収事務の一元化により、包括的な状況把握が可能となった。 

今後、滞納整理の効率化に向けたシステム連携の環境整備を推進

することにより、滞納整理及び納税相談の対応も収納課一か所で完

結できることから、滞納者の相談負担の軽減に取り組む。 

また、現年課税分の徴収、滞納整理に関しては、各料の担当所管

にて進めていることから、互いの滞納整理の状況や相談内容等の情

報共有を適時・適確に行い、担当所管との連携強化を図る。 

 

②  効率的な滞納処分の実施 

滞納者の中には、税と各料にまたがって重複滞納しているケース

もあり、これまで担当所管ごとに滞納整理にあたっていたが、文書

催告や滞納処分、納税相談といった滞納整理について、一括して行

うことで業務の効率化を推進する。また、財産調査等の調査業務に

ついても、税と各料個別に実施するのではなく、一度に集約するこ

とで効率化を図る。 

 

③  料のみの滞納者への取り組み強化 

各料の滞納整理については、業務効率化の観点から税と重複した

滞納者を優先しているが、料のみの滞納者に対しても取り組みを強

化し、滞納繰越額の削減を図る。 

 

 

 

平成３０年度の組織改正により、後期高齢者医療保険料、介護保険料

等の滞納繰越分の徴収事務が一元化された。効率的な滞納整理に取り組

める環境整備を進めるとともに、各料担当所管とも協力・連携し早期完

納につなげる。また、税や各料にまたがって滞納がある「重複滞納者」

に対する滞納整理を包括して行うことにより業務の効率化を目指す。 
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 (４) 早期接触機会の確保 

    ① 累積滞納未然防止への取り組み  

口座振替の一層の利用促進を図るとともに、初期の未納対策とし

て、効果的な各種催告を実施する。納付がない場合、初期段階のう

ちに滞納処分を行い、滞納額が累積し、納付困難な状況に陥らない

よう取り組みを行う。 

 

    ② きめ細やかな納付相談の実施 

納付相談の際には、滞納者の生活状況を適確に把握し、滞納者の

生活状況に即した納付計画を作成する。また、生活状況により生活

再建を優先すべきと判断される場合には、関係所管と連携し、滞納

者の生活再建に繋げる。 
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第５章 推進体制                    

 市税等収納率向上対策推進委員会は、関係所管の連携強化を推進するととも

に、第３次基本方針に基づく取り組みの検証を行う。必要に応じ、市税等収納

率向上対策検討部会に具体的な対策の検討・実施を指示する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 連絡調整 

 

 

                 情報共有 

 

・現年対策検討部会 

・滞繰対策検討部会 

・執行停止検討部会 

  

市税等収納率向上対策推進委員会 

 

 
副市長を委員長とし、連携強化の推進、並びに収納率向上対策を推進する。 

行なう。 

 

 

市税等収納率向上対策検討部会 

 
関係所管で構成し、収納率向上に向けた具体的な対策を検討・実施する。 

 

検討・実施指示  

 

報告 

 

収納課 

 

各料担当課 

 

推進体制 

実施体制 



 

 

 

 

 


