
新型コロナウイルス 
感染症への
国税徴収の対応
～特例猶予の適用状況と租税滞納状況について～

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に�
起因して多くの事業者等の収入が減少して
いるという厳しい状況を踏まえ、今年4月
の緊急経済対策において、緊急に必要な�
税制上の措置として、特例猶予制度が設け
られた。
今回は、特例猶予制度の適用状況と租税の
滞納状況についてリポートする。
� 取材・文　向山勇

特集
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期限内に納税されない場合の 
手続はどうなっているか
国税には、それぞれ納付期限が定められており、期

限内に納付が行われない場合には、納税者に督促状が
送付され、この時点で、「滞納」が確定する。
督促状が送付された後は、国税局の納税コールセン

ターから納税者に電話で納税を促すが、それでも納付
されない場合には、滞納事案として、所轄の税務署に
移管されることになる。
移管を受けた税務署では、納税者に実情の聞き取り

を行いながら、納税が困難であれば「納税の猶予」「換
価の猶予」などを適用し、分割での納税を相談するこ
とになる。それでも、財産がないなどの理由で納税が
困難と判断されるときには、「滞納処分の停止」の手
続をとっている。
一方で、納税者が話し合いに応じないなど、やむを

得ない場合には、財産調査を行い、差押予告、財産差

押をして、公売等で強制的な売却を行い、国税に充当
する。手続の間でも納税者が相談に応じた場合は、納
税緩和制度の適用などを行う。
今回の特例猶予は、国税の納期限までに申請が行わ

れ、収入が前年と比較して概ね2割以上減少したなど、
一定の要件を満たした場合には、1年間の納税の猶予
を行うもの。猶予期間が過ぎても納付されない場合
は、前述のような督促の手続が行われることになる。
納税の猶予制度は以前からあった制度で、一定の条

件を満たすと、最大1年間、納税が猶予される。しか
し、猶予期間中には延滞税がかかる場合もあり、納税
者の負担になっていた。
（注）�納税の猶予を受けた期間の延滞税は、年8.9％

から年1.6％に軽減される（延滞税の税率は令
和2年中のもの。）。

今回の特例猶予制度は、収入が概ね2割以上減少し
ている場合には、延滞税なし、無担保で1年間の猶予
が利用できるようになっている。

特例猶予制度の概要
収入が概ね2割以上減少している場合は、
延滞税なし、無担保で1年間納税を猶予

国税徴収手続の一般的な流れ
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納税緩和制度
●納税の猶予（通則法§46②）
●換価の猶予
●滞納処分の停止

●納期限以降、
延滞税免除又は軽減

●差押え不可
※未納ではあるが、
滞納に計上されない
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積極的な広報活動で 
納税の猶予制度が浸透
特例猶予は令和2年2月1日から令和3年2月1日

までに納期限が到来する国税が対象で、令和2年4月
30日～令和2年6月30日までの適用状況は、件数が
9万5,903件、税額で約2,618億円に達している。1
カ月当たりに換算すると、それぞれ約4万8,000件、
約1,309億円となる。
一方、平成30事務年度（平成30年7月1日から令

和元年6月末まで）の猶予制度の適用状況は件数が約
4万2,000件、税額で約700億円だった。1カ月当た
りに換算すると、約3,500件、約58億円となる。特
例猶予は件数で約14倍、税額では約23倍に達してい
ることになる。
これだけ特例猶予の利用が進んだ背景には、積極的

な広報活動を実施したことがある。
一般国民向けの広報活動としては、令和2年3月か

ら令和2年7月までの間にテレビCMは24日間オンエ
ア、新聞広告は14回掲載した。
また、令和2年3月以降、所管省庁の協力を得て、

新型コロナの影響が大きい、旅館や飲食業などの業界
団体や中小企業団体をはじめ、各種団体に申請手続の
案内を行った。
さらに、特例猶予の申請書の記載方法を紹介した

YouTube動画を作成。国税庁ホームページに掲載す
るとともに、職員に共有し申請書の記載指導に活用し
ている。
一方で、個別納税者向けの広報も実施している。申

告期限前の周知・広報として、確定申告会場で申告書
を提出される方に対して声掛けをしたり、申告書を送
付する際に特例猶予の広報用チラシを同封、法人

特例猶予制度の適用状況
利用者は前事務年度と比較し
件数で約14倍、税額では約23倍に

特例猶予制度の広報活動等

一般国民向けの広報の実施

1 テレビCM・新聞広告
（令和2年3月～）

7月までに、CMは24日間オンエア、新聞は14回広告を掲載。
※8月以降も、納期限前に継続実施中。

2 業界団体等を通じた広報
（令和2年3月～）

所管省庁の協力を得て、新型コロナの影響が大きい業界団体（旅館・飲食業）
や中小企業団体をはじめ、各種団体に制度内容や申請手続を案内。

3 YouTube動画による配信
（令和2年4月～）

特例猶予の申請書の作成方法等について、�
動画を配信。
※9月14日現在で、約3.7万回視聴。

詳しくはこちら

https://m.youtube.com/
user/ntachannel
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e-Tax利用者にメール送信などを行っている。
また、納期限前後に電話や文書による納付指導を実

施したり、督促状にチラシを同封することで、もれな
く周知が行き届くように工夫した。

申請手続でも納税者の 
状況に合わせ柔軟に対応
申請手続においても納税者の状況や心情に十分配慮

しながら、迅速かつ柔軟に対応している。柔軟な対応
では、書面の省略や簡素化等を実施。具体的には、猶
予の申請に当たり、収支状況などの書類の提出が難し
い場合、「聞き取りで足りる」こととしている。
また、柔軟に対応するため、申請書を一旦受理し、

「具体的な納付計画等については、状況が落ち着いて
からでよい」との取扱いを実施している。
さらに、猶予制度に関する相談にも対応している。

具体的には、全国の国税局に「国税局猶予相談セン
ター」（フリーダイヤル）を設置。結果、問合せ件数
は合計約15万件（令和2年4月21日～令和2年8月
31日）となった。
一方で、他機関との連携も実施している。総務省、

厚生労働省と協議の上、いずれかの行政機関等（税務

署、市区町村、年金事務所）が猶予を許可した場合に
は、他の行政機関等の猶予に関する審査を簡略化する
取扱いを実施している。

納税の猶予期間が満了する 
納税者への対応
今後はさらに、納税の猶予期間が満了する納税者に

対する周知・広報を行う。
併せて、期限までの納付が困難な場合には、税務署

等への早めの電話相談を勧める。

YouTubeの国税庁動画チャンネルに手続方法の動画を掲載

リーフレットには、特例猶予の申請書も�
掲載されており、そのまま申請手続が可能。

■特例猶予のリーフレット

個別納税者向けの広報の実施

4 申告期限前の周知・広報

● 確定申告会場での周知・広報、申告書に広報用
チラシを同封。

●法人のe-Tax利用者にメール送信。

5 納期限前後の周知・広報

● 納期限前後の電話や文書よる納付指導。
●督促状へのチラシ同封により全滞納者に漏れなく
周知。
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滞納を未然に防ぐ 
さまざまな取組を実施
国税庁では、適正かつ公平な徴収を実現するため、

期限内収納の確保に努めるとともに、滞納となったも
のについては、納税者個々の実情を踏まえながら、法
令等に基づき、納税緩和措置や滞納処分を実施するな
どして確実な徴収に努めている。
令和元年度末時点の滞納残高は7,554億円で、前年

度と比較し6.9％の減少となった。平成10年度のピー
ク時（2兆8,149億円）と比較すると、26.8％の減少
となった。一方で、新規発生滞納額は5,528億円で前

年度比10.0%減と大幅な減少となった。これは、新
型コロナウイルス感染症の影響による「申告所得税等
の申告・納付期限の延長」や「納税の猶予の適用」等
により、滞納発生が後ろ倒しになっていることが一因
だと考えられる。
その結果、新規発生滞納額を徴収決定済額で割った
滞納発生割合は0.9％となり、引き続き低水準を維持
している。また、整理済額は6,091億円となり、新規
発生滞納額の5,528億円を564億円上回っため、滞納
残高は減少した。また、消費税の滞納残高に関しても
平成11年のピーク時（6,323億円）以降は、減少が
続いている。

令和元年度の租税滞納状況
新規発生滞納額は前年度比10.0％減少、
滞納残高は同6.9％の減少に

令和元年度租税滞納状況

（単位：億円）

A
平成30年度末�

滞納整理中のものの額
（前期繰越額）

B

新規発生滞納額

C

整理済額

D（A＋B－C）
令和元年度末�

滞納整理中のものの額
（次期繰越額）

全税目 （95.2%）
8,118

（90.0%）
5,528

（92.9%）
6,091

（93.1%）
7,554

所得税 3,631 1,249 1,552 3,328

内　源泉所得税 1,176 310 396 1,090

内　申告所得税 2,455 939 1,157 2,238

法人税 918 765 738 946

相続税 629 275 332 572

消費税 2,904 3,202 3,438 2,668

その他税目 36 36 31 41

（注）1　括弧内の数値は、対前年度比です。
2　地方消費税を除いています。
3　�令和2年4月及び5月に督促状を発付した滞納のうち、その国税の所属年度（納税義務が成立した日の属する年度）が令和元年
度所属となるものを含んでいます。

4　各々の計数で四捨五入をしているため、合計が一致しない場合があります。
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国税庁では、適正かつ公平な徴収を実現するため、
滞納を未然に防止することが重要であると考え、さま
ざまな未然防止策に取り組んでいる。その内容は主に
3つある。

〈滞納の未然防止に関する取組〉
1� 期限内納付に関する広報・周知
2� 多様な納付手段の利用勧奨
3� 個々の納税者に対する納付指導の実施

「期限内納付に関する広報・周知」では、納付の期
限等を広報・周知することで、納期限や振替期日の失
念の防止を図っている。また、納税資金の積立てに関
する広報・周知も行っている。これら2つの取組につ
いては、地方公共団体、税理士会、関係民間団体及び
業界団体等の協力を得て、各種広報媒体や説明会など
の機会を活用しながら実施している。
「多様な納付手段の利用勧奨」では、ダイレクト納
付やインターネットバンキングなどを利用した電子納
税、クレジットカード納付、コンビニ納付など多様な
納付手段を提供することによって納税者の利便性の向
上を図っている。また、納税の失念を防ぐため、個人

の納税者に対して振替納税の利用勧奨をしている。
さらに、ダイレクト納付を利用した予納の利用勧奨

も行っている。これは、確定申告で納付することが見
込まれる金額について、申告書の提出前に、あらかじ
め納付日と納付金額等をe-Taxに登録（複数の納付日
や納付金額を登録可能）しておくことで、当該納付日
に預貯金口座からの振替により納付（予納）すること
ができる仕組みである。
「個々の納税者に対する納付指導の実施」では、「期
限前納付指導」として、前回、期限後納付となった納
税者に対して電話等により納付指導を行ったり、「督
促前納付指導」として、督促状の送付対象となった納
税者に対して電話等により納付指導などを行ってい
る。また、税理士会や税理士等を通じて関与先納税者
への納付指導を依頼している。
それでも滞納となった場合には、いったん納税コー

ルセンターで預かり、催告を行う。令和元年7月から
令和2年6月末までに催告対象となった約81万4,000
件のうち完納に至ったのは約50万件（61.4%）、納付
誓約中は約4万6,000件（5.6%）となった。納税コー
ルセンターを通じて電話連絡をした約7割が完納、納
付の約束をしていることになる。

滞納整理中のものの額の推移

（年度）

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000
（億円）

15,53815,538
14,95514,955

14,20114,201
13,61713,617

源泉所得税
（1,090）
申告所得税

（2,238）

法人税
（946）

相続税
（572）
消費税

（2,668）
その他

（41）

26,60626,606

28,14928,149
27,66127,661

26,66826,668

24,84224,842

22,51922,519

20,22820,228

18,67318,673

27,03127,031
27,83027,830

11,691  11,691  

14,11814,118

17,04817,048

20,51620,516

23,28023,280

24,98024,980

17,84417,844
16,84416,844

16,15116,151

12,70212,702

10,64610,646
9,7749,774

11,41411,414

8,9718,971
8,5318,531 8,118

7,554

令元平元

（注）地方消費税を除いています。

30292827262524232221201918171615141312111098765432
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国際徴収への取組

近年の経済活動の国際化などを背景として、滞納者
が日本の徴収権限の及ばない海外に財産を移転させる
などの事案も生じており、こうした国際的な滞納事案
にも適切に対応していく必要がある。
このため、国税庁としては、海外に財産を所有して

いる滞納者を的確に把握するとともに、国内の財産で
は徴収が不足する場合には、条約相手国の税務当局に
税の徴収を要請する徴収共助を活用するなど、国際的
な徴収回避行為に適切に対応している。
令和元年度には、我が国から外国税務当局に29件

の徴収共助要請をした。

原告訴訟の提起及び 
滞納処分免脱罪による告発も
以上のような滞納整理では納付に至らない場合に
は、原告訴訟の積極的な提起を行っている。令和元年
度には、差押債権取立訴訟や詐害行為取消訴訟等、
115件の原告訴訟を提起した。
一方、財産の隠蔽等により国税の徴収を免れようと
する悪質なケースに対しては、滞納処分免脱罪の告発
を行うなど、厳正に対処している。令和元年度は9件
（17人（社））を告発した。

徴収共助の仕組み

● �徴収共助は、租税債権の徴収において執行
管轄権という制約がある中で、各国の税務
当局が、相互主義の下、互いに条約相手国
の租税債権を徴収する枠組み

日本の徴収共助要請可能国は、 
令和2年9月現在、69か国（地域含む）

（1）課税
（5）徴収

納税者

Ｂ国当局Ａ国当局

（2）財産移転

（3）徴収

（6）送金

（4）徴収共助要請

ダイレクト納付を利用した予納

ダイレクト納付を利用している方であれば、確定申告により納付することが見込まれる金額について、その課税期間中に、
あらかじめ納付日や納付金額等をe-Taxに登録しておくことで、登録した納付日に預貯金口座から振替により納付（予納）�
することができます。
納付日や納付金額を複数登録することで、定期的に均等額を納付することや、収入に応じて任意のタイミングで納付するこ
とができます。
利用可能税目は、申告所得税及び復興特別所得税・贈与税・法人税（地方法人税）・消費税及び地方消費税です。
利用方法など詳細については、国税庁ホームページにある「ダイレクト納付を利用した予納（e-Taxソフト（WEB版））の流れ」
をご覧ください。

申告時の納付額
10
10
10
10

10
10

・
・

予納10 予納10 予納10 予納10 予納10

定期的に均等額を納付する場合
申
告
納
税
額
100

納期限4月×日 5月×日 8月×日

予
納
90

例

事前に納付日・納付（予納）金額を登録

7月×日6月×日

詳しくはこちら

https://www.nta.
go.jp/taxes/nozei/
nofu/pdf/yonou.pdf
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Q1 特例猶予の対象となる 
「事業等に係る収⼊」とは 
何ですか。

「事業等に係る収⼊」とは、基本的には納税者の経常的
な収⼊のことですので、法⼈であれば売上⾼、個⼈であ
れば事業の売上、給与収⼊、不動産賃料収⼊などが該当
します。また、個⼈の「⼀時所得」などについては、通
常、新型コロナウイルスの影響により減少するものでは
ないと考えられますので、「事業等に係る収⼊」には含
まれません。 A

Q8 猶予期間終了後は 
一括して納付しなければ 
いけないのでしょうか。

特例の適⽤期間が終了した後に、⼀般の猶予制度により
分割納付をすることもできます。 A

Q6 「収⼊や現預⾦の状況が 
分かる書類」とは 
どのようなものですか。

例えば売上帳や現⾦出納帳、預⾦通帳のコピーなどが該
当しますが、書類の提出が難しい場合には⼝頭により状
況をおうかがいします。また、例えば前年の月別収⼊が
不明の場合には、以下のような⽅法により収⼊減少割合
を判断することもできます。
● �年間収⼊を按分した額（平均収⼊）と⽐較
● �事業開始後1年を経過していない場合、令和2年1月
までの任意の期間と⽐較 A

Q2 対象期間の損益が⿊字の場合でも 
特例の利⽤はできますか。

⿊字であっても、収⼊減少などの要件を満たせば特例を
利⽤できます。 A

Q3 フリーランスも 
特例の対象になりますか。

フリーランスを含む事業所得者は、収⼊減少などの要件
を満たせば特例の対象になります。 A

Q5 ⽩⾊申告の場合も 
特例の対象になりますか。

⽩⾊申告の場合も、収⼊減少などの要件を満たせば特例
の対象になります。 A

Q4 パートやアルバイトの場合も 
特例の対象になりますか。

パートやアルバイトを含む給与所得者のうち、確定申告
により納税をした場合は、収⼊減少などの要件を満たせ
ば特例の対象になります。 A

Q7 収⼊が20％減少していない場合、 
猶予はできませんか。

特例の要件を満たさない場合でも、他の猶予制度を利⽤
できる場合があります（通常、年1.6％の延滞税がかか
ります）。 A

Q&A?どんなケースが対象になる？ 

必要書類は？ 国税の特例猶予

特例猶予の詳細について

上記のほか、国税庁ホームページに
おいて、特例猶予制度の詳細や要件・
効果、申請⽅法等の詳細について�
ご案内しております。

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm
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