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問１ 給料の差押えに際して、国税徴収法 76 条 1 項 4 号の適用に当たって、滞

納者以外の「生計を一にする親族」をめぐる法解釈についての質問 

 

問 1－1）「生計を一にする親族」について 

徴収法 76 条 1 項 4 号では、同号に該当する基準として、「滞納者と生計を一にする親族」

と明記し、徴収法施行令 34 条でも「滞納者と生計を一にする配偶者その他の親族があると

き」としている。 

「生計を一にする」とは、一般的に、その親族間において扶養・被扶養の関係が存在する

ことが前提と解されることから、給料の差押禁止額の算定実務において、滞納者と同居して

いる親族について、市役所担当官が「扶養の事実が明確でなければ、生計を一にする親族と

認めない。よって、4 号該当の親族にカウントできない」と述べ、1 人につき 45,000 円の

差押禁止額への算入を除外するという事例が起きている。 

そこで、徴収法上の「生計を一にする親族」の解釈をみると、徴収法基本通達 37-6 は「生

計を一にするとは、有無相助けて日常生活の資を共通にしていることをいい、納税者がその

親族と起居を共にしていない場合においても、常に生活費、学資金又は療養費等を送金して

扶養しているときは、生計を一にするものとする。なお、親族が同一の家屋に起居している

場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親

族は生計を一にするものとする」と定めている。 

これは、所得税法基本通達 2-47 と内容的には同レベルの規定といえるが、配偶者につい

ては、所得税法基本通達 2-45 で「…いわゆる内縁関係にある者は、たとえその者に家族手

当等が支給されている場合であっても、これ（法に規定する配偶者）に該当しない」として

いる。その点、徴収法上の配偶者は、「届け出をしていないが、事実上の婚姻関係にある者

を含む」（法 75 条 1 項 1 号）とされ、所得税法上と扱いを異にする。 

問題は、徴収法基本通達 37-6 の「なお書き」部分である。「徴収法基本通達逐条解説：30

年版」（大蔵財務協会）は、「（日常生活の資を共通にしているか否かについて）客観的にこ

れを判断するのが困難であるので、本項は、明らかに互いに相独立した生活営んでいると認

められる場合を除き、生計を一にするものとする実務取り扱いを定めたものである」と解説

している。 

 この立場にたって、徴収法 76条 1項 4号の「生計を一にする親族」を解釈すれば、起居

を共にしている親族間においては、極端な事例以外はすべて「生計を一にする」と判断して



差し支えないということなのか、国税庁の見解をお聞かせいただきたい。 

問 1－1の国税庁の回答 

 「生計を一にする親族」の解釈は、ご指摘の通り。別居中であっても、生活費、学資、

療養費などを送金し、扶養しているときは「生計を一にする親族」と解釈する。同居の場

合も、完全に独立した状態が明白な場合以外は、「生計を一にする親族」として取り扱う

とされている。 

 

問 1－2）養育費を支払っている場合の考え方 

給料の差押え問題に関連して、離婚した妻との間に出来た子供の養育費を、滞納者が離婚

調停等に基づいて毎月支払っているケースが散見されるが、このような場合には、基本通達

の本文「納税者がその親族と起居を共にしていない場合においても、常に所定の生活費、学

資又は療養費等を送金しているときは、生計を一にする親族に該当する」に当たると思われ

るが、どのように考えるべきか、ご教授願いたい。 

問 1－2の国税庁の回答 

 離婚した子供（親権者たる妻に対し）に養育費を支払っている場合にも、その金額や

支払い頻度等が、当事者の生活水準に照らして相応の場合には、その子供を「生計を一

にする親族」として取り扱う。これは、前掲の「別居」の考え方と同じである。 

 

問２ 徴収法 76 条 1項では、条文上、差押の対象となり得る給料等の中に「通

勤手当」は含まれていないが、徴収法基本通達 76₋1 において「これらの性質を

有する給料」の中に「通勤手当」を含めている点についての質問 

 

 通勤手当が基本通達に書き込まれたのは、およそ半世紀前と思われる。通勤費を含めて

「手弁当」が幅を利かせていた当時の社会経済情勢によるものか。当時は、通勤手当を支給

する企業等は少なく、通勤手当の支給は恵まれた勤務環境にあったと思われることから、こ

れら一部の者に支給された「通勤手当」は、「給料等の性質を有する」と解されたのではな

いだろうか。 

しかし、今日では、通勤手当の支給は当たり前のことであり、しかも、通勤手当は定期券

等の購入代金に即費消する「行って来い」の関係から実収入と言えるものではない。以上、

法律的見地というより通勤手当の実情から判断すると、通勤手当を「給料の性質を有する」

と解釈するには無理があるように思われる。また、通勤手当は源泉徴収制度との関係などか

ら、給与計算事務の中で取り扱われるが、このことをもって、「給料の性質を有する」と解

釈するのも筋違いである。 

以上のようなことから、「これらの性質を有する給料」の中に「通勤手当」を含めること

は当会議としては疑問があるが、通勤手当を給料等の中に含める合理的根拠をご教授いた

だきたい。 



問 2の国税庁の回答 

 徴収法基本通達 76₋1に規定する通り、通勤手当も「これらの性質を有する給与」に含

まれる。質問事項に記されている貴団体の主張は理解できるが、この問題は、こういう

規定になっているとしか言えない。 

 ただ、近年、通勤手当が差押の対象となる給料に含まれるのか否かをめぐって、地裁

段階での判断が示された。具体的には、平成 27 年 7 月 21 日旭川地裁である。これによ

ると、おおむね、「通勤手当は、任用関係等によって支給されるものであり、本来、労働

者が負担すべきものであることから、『これらの性質を有する給与』に含まれる。そのこ

とから、差押可能なものと扱っても不合理とは言えない」と判示している。これに論評

を加える立場ではないが、実務上の扱いとしては、「これらの性質を有する給与」と言わ

ざるを得ない。 

※ 平成 27年 7月 21日旭川地裁判決の要旨  

「これらの性質を有する給与」とは、①雇用関係等に基づき支給されるものと

解するのが相当、②よって、本事例では、勤務先との任用関係等に基づいて支給

されたものであるから、「これらの性質を有する給与」に当たるというべき、③

原告は、通勤手当は「実費の支給」と主張するが、本来、労働者は自らの費用で

雇用主等の住所等に赴いて支払うべきもの、④ところが、通勤手当が雇用主から

支給される場合には、労働者は、その分だけ自己の支出を免れることとなる、⑤

そうだとすると、通勤手当をこれらの性質を有する給与」に含めてその一部を差

押可能なものと扱っても不合理とは言えない（ひとこと⇒通勤手当の実情を無

視した、とんでもない判決です）。 

 

 

問３ 給料の差押禁止部分には、支払家賃が考慮されていないため、給料の差

押えの結果、「最低生活の維持が不可能」といった事態が生じる。それは、住宅

扶助相当額が、差押禁止額に反映されていないからであるが、具体的に救済す

る方策の有無等についての質問 

 

給料差押の結果、差押禁止額相当額によって最低限度の生活が維持されていると考えら

れている。しかし、差押禁止額の内、国税・住民税・社会保険料は強制的に天引きされるた

め、実質的生活費相当額は、国税徴収法 76 条 1 項 4 号の基本金額と同項 5 号の対面維持費

だけである。 

例えば、収入 20 万円の一人暮らしの滞納者が、給料の差押えを受けた場合の差押禁止額

は、租税・社保料等 2.5 万円（と仮定）、基本金額 10 万円、対面維持費 1.5 万円で計 14 万

円となるが、社保料等は強制的に天引きされるため、実質的な最低生活費相当額は 11.5 万

円となる。 



この点、例えば、この滞納者が、東京 23 区の 50,000 円の家賃で居住している場合、11.5

万円が差押禁止財産とされても、生活保護上の最低生活費を下回る水準での生活を強いら

れることとなる。すなわち、東京 23 区において、生活保護の生活扶助費は 79,230 円であ

り、住宅扶助費は 53,700 円が上限となる。したがって、この滞納者が仮に生活保護を受け

ていた場合には、生活扶助費 79,230 円と住宅扶助費 50,000 円が支給されるので、住居費

を含めて合計 129,230 円にて生活をすることとなる。しかし、前掲の給料差押の結果、住居

費を含めて 11.5 万円で生活をしなければならないこととなり、生活保護基準を下回ること

となってしまう。このような事態は、健康で文化的な最低限度の生活を保障した憲法 25 条

に反する恐れがあるものと言わざるを得ないのではないでしょうか。 

そこで、徴収法 76 条 1 項 4 号（徴令 34 条）に規定する基本金額について検討する。こ

の基本金額は、生活保護の扶助の基準となる金額であるが、大量・反復という滞納処分の性

質上、「細かく考慮するのはむしろ適当ではないこと、…勤労を継続するために増加する費

用等を考慮する必要があること（「徴収法精解」30 年改訂版 615 頁）を勘案（配慮）した金

額であり、「ざっくり多めに配慮」されているらしい。 

すなわち、「多めに配慮」した見返りに、「滞納処分の性質上、細かく考慮するのはむしろ

適当ではない」として、「計算の単純化を図るために生活扶助の金額（つまり、10 万円＋4.5

万円×人数等）にとどめ…」（前掲「徴収法精解」30 年改訂版 616 頁）、個々の扶助、すな

わち「住宅扶助」等が差押禁止額から除外された。その結果、万一、救済しなければならな

い問題が生じた場合には、「（そうした）特殊事情は滞納処分の執行停止制度（徴 153）によ

り直接間接に保護される」（前掲「国税徴収法精解」616 頁）といわれているが、これが何

の保証もないし、まったく機能していないと思われる。 

現状では、暮らしが成り立たないという現実に着目すべきであり、これは憲法上の問題で

あると同時に、人道問題でもある。こうした問題に対して、最低限「住宅扶助相当額」を差

押禁止額とする旨明記するなどの措置或いは、それに代わる救済措置が必要と思われるが、

国税庁の考え方をご教授願いたい。 

問 3の国税庁の回答 

 質問の趣旨は分かるが、「住宅扶助額等を差押禁止額に含めるよう明記する」といった、

法改正を伴う質問についてはお答えできない。 

ただし、法解釈の問題として、家賃の支払いが適度な額にもかかわらず、給料差押に

よって生活の維持が困難になる場合には、徴収緩和制度の活用などによって救済される

べきと考える。国税徴収法精解（30年改訂版、616頁）には、「（そうした）特殊事情は滞

納処分の執行停止制度（徴 153）により直接間接に保護される」と記述されているが、単

に停止制度だけではなく、換価の猶予（申請型、職権型）等の徴収緩和制度全般の適用に

よって保護されると考えてよい。その場合には、差押えを猶予し、又は解除（徴 152 条

②など）することが可能となる。さらには、給料差押によって生活を困窮させる恐れが

あるときは、滞納処分の執行を停止（徴 153条 1項 2号）することもできる。 



 

 

問４ 令和 1 年 9 月の大阪高裁判決を受け、国税庁が令和 2年 1月 31 日「差押

禁止債権が振り込まれた預金口座に係る預金債権の差押えについて」なる通達

を発出した結果、徴収法基本通達 76-11（支払を受けた金銭）の改正が求められ

るのではないか 

 

国税庁は、令和 1 年 9 月 26 日の大阪高裁の判決を受けて、令和 2 年 1 月 31 日付にて

「差押禁止債権が振り込まれた預金口座に係る預金債権の差押えについて」なる徴収部長

指示を発出し、「その差押が実質的に差押えを禁止された給料等の債権を差押えたものと同

視できる場合、給与の差押禁止規定（法 76 条）に基づいて計算した差押可能額を超える部

分については、差押さえを行なわない、解除する」等の措置を講じた。 

その結果、徴収法基本通達 76—11 の「法 76 条 2 項の『給料等に基づき支払を受けた金

銭』には、支払者から銀行口座等に振り込まれた金額に相当する預金債権は含まれないが…」

とする記述は、適切さを欠くと認められるので、基本通達 76-11 の後段に、次のような「た

だし書」を設けることによって、基本通達の適正化を図るべきではないかと思われる。 

「ただし、その差押が、実質的に差押禁止債権を差押えたものと同視できると判断される

場合には、徴収法 76 条 2 項の差押禁止規定に基づいて計算した差押可能額を超える部分に

ついては、差押さえることはできない」。国税庁の考え方をご教授願いたい。 

問 4の国税庁の回答 

 徴収法 76 条 2 項は、10 日とか 2 週間とか短期間勤務し、その勤務が終了するつど賃

金等の支払いを受ける労働者等を想定した規定と思われる。この場合、賃金等の支払が

口座振り込みによって行われたときは、その金額は、「給料等に基づき支払いを受けた金

銭」当たらず、通常の預金債権として、全額差押え・取立の対象とされる。この扱いの背

景には、平成 10年 2月 10日付最高裁判例がある。 

 徴収法基本通達 76－11は、前掲解釈に基づいて預金（実質は給料等）の差押えを行な

った場合に、「生活の維持を困難にするおそれがある金額については、差押さえを猶予し、

又は解除できる。場合によっては、滞納処分の執行停止もできる」ことを定めたもの。こ

れは、賃金等として口座に振り込まれた金額が、預金債権に転化した後は差押えが可能

であるとしても、賃金労働者の最低生活の維持を保障しようとする徴収法 76条の趣旨に

よるものである。 

 ところが、令和 1 年 9 月 26 日の大阪高裁判決を踏まえ、国税庁は令和 2 年 1 月 31 日

に通達「差押禁止債権が振り込まれた預金口座に係る預金債権の差押えについて」を発

遣し、要旨、「預金口座への入金が、差押禁止債権等の振込みである場合は、実質的に差

押禁止債権等を差し押さえたものと同視され得ることから、差押え可能部分以外の部分

については差押えを行なわない」とした。この通達によって、賃金等が預金口座に振り



込まれた場合の差押えが大幅に減少し、ひいては前掲基本通達 76－11の適用も減少する

と思われるが、前掲基本通達 76－11の必要性は消えないので、これはこれとして変える

ことは考えていない。  

 

 

問５ 徴収法７６条５項の超過取立ての承諾は、後で撤回できるのか 

徴収法７６条５項の超過取立ての承諾は、①毎月給料等が支給されるごとに承諾を得る

必要があるのか、一度承諾をすれば未来永劫に亘って承諾ありと評価されるのか、②例えば、

実際に超過差押を承諾したところ、生活があまりに厳しいので撤回したいが、することがで

きるのか、③撤回することができるとした場合、条件等はあるのかについてご教示いただき

たい。 

問 5の国税庁の回答 

 承諾があるときは差押えできるとしたのは、差押えの承諾は給与収入をもって任意納

付する場合と同様に解することができるから。承諾した「超過履行額」が任意納付だと

すれば、取立て可能額を超える「超過履行」部分については、必要な都度、任意に執行側

に申立てれば済む（撤回できる）ということになる。したがって、その後は、徴収法 76

条 1項等に基づいて算定された、通常の取立て可能額に戻ることになろう。 

 


