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開議 午後 １時００分 
      ◎議案第６６号 浦幌町債権管理条例の制定について 
 
○福原委員長 新しい年が明けまして第１回目の総務文教厚生常任委員会の開催というこ

とで、本年もどうぞよろしくお願いいたします。 
 また町長、副町長、議長には、お忙しいところご出席をいただきまして、また説明員の

皆様もご出席をいただきありがとうございます。 
 産建の委員の皆様とモニターの方もご出席をいただきまして、傍聴されるということで

どうぞよろしくお願いを申し上げます。 
 本日、野村委員より会議を欠席する旨の届け出を受けておりますので、ご報告いたしま

す。 
 ただいまの出席委員は４名です。定足数に達しておりますので、ただいまから総務文教

厚生常任委員会を開催いたします。これより本日の会議を開きます。 
 付託事件 議案第 66 号 浦幌町債権管理条例の制定についてを議題といたします。初め

に町長からごあいさつをいただきまして、順次説明をお願いしたいと思います。なお、説

明にあたりましては、最初に資料を含めて全体の概要説明をお願いし、それに関する質疑

を受けます。次に、条文ごとに審査をしていただきますので、担当の方から第１条より条

文ごとに順次読み上げて、それに関する説明をいただき、その後、質疑を受ける形で条文

ごとに審査をしていきますので、よろしくお願いいたします。 
 また条文の審査が終わりましたら、全体での質疑を受けていきますので、よろしくお願

いいたします。なお、本日の会議ですが、町長の次の公務の予定によりまして、午後３時

をめどに終了させていただきますので、ご了承をいただきたいと思います。それでは、町

長からごあいさつをいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 
 町長。 
○水澤町長 総務文教厚生常任委員会の皆様には、付託事件につきましてご審議をいただ

くということでありますので、どうぞよろしくお願いを申し上げたいと思います。浦幌町

の債権管理条例につきましては、一旦ご説明をさせていただいておりますけれども、単に

滞納されている町民に対しまして強制権を執行するという条例では決してなくて、債権を

基本的に管理をするというための条例だというふうに認識しているところであります。 
 またこの条例によりまして、これまで同様町民の皆様に強制的な執行をするだけでなく、

滞納されている方々の納税の説明、必要性についての説明等々につきまして、十分果たし

ていかなければならないということは、申すまでもない行政の責任であります。 
 そういう面では、この管理条例を元にして町としての管理をしっかりし、町民の皆様に

納税についての責任、必要性、また重要性について知っていただきたいというふうに考え

ているところであります。またそのためにも、わかりやすい条例とするためにも、債権管

理の納税の手引きとフローチャートについてもつくらせていただきました。どうぞご審議
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をよろしくお願いしたいと思います。 
 内容につきましては、担当の方から説明させますので、どうぞよろしくお願いいたしま

す。 
○福原委員長 ありがとうございました。 
 それでは、説明の方をお願いいたします。 
 町民課長。 
○泉町民課長 私の方から債権管理条例の審査に伴います資料説明等々させていただきま

す。本日は、私と補佐と二人で説明をさせていただきますので、あわせてお願いを申し上

げます。 
 本日、皆さんに提出をさせていただいております書類は、六つございます。一つ目は、

債権管理条例（案）解説、それから資料２といたしまして、公債権と私債権の比較及び債

権整理のフロー図、それから資料３といたしまして、債権の分類と担当する課、資料４と

いたしまして、平成 26 年 11 月 30 日現在でございますけれども、浦幌町の債権における

処理状況、それから資料５は、債権管理条例施行規則（案）、それから六つ目といたしまし

て、いま町長の方からもお話がありましたとおり、浦幌町債権の取扱い手引き（案）この

六つを提出させていただいておりますので、よろしくお願いをいたします。 
 まず私からは、最初に資料３をごらん願いたいと思います。ここでは、通年管理を要す

る浦幌町の債権を基本として、現時点における債権名に応じた分類と担当する課を明示し

てございます。最初に、公債権のうち、強制徴収債権は、町民税、固定資産税、軽自動車

税、国民健康保険税の４税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、下水道使用料、公共下

水道受益者負担金、個別排水処理事業受益者分担金、個別排水処理施設使用料、公共下水

道受益者分担金、保育所保育料、へき地保育所保育料、道路占用料、河川占用料、国営農

地開発事業受益者負担金、中浦幌地区担い手支援型畑作総合整備事業受益者負担金、浦幌

地区担い手支援型畑総整備事業受益者負担金というふうになってございます。 
 時効でございますけれども、介護保険料、後期高齢者医療保険料は２年でございます。

その他町民税から始まりまして、浦幌地区担い手支援型畑総整備事業受益者負担金まで、

これにつきましては、５年となってございます。これらの根拠法令、担当する課は、記載

のとおりでありますので、ごらんおきを願いたいと思います。 
 それでは、次のページをごらん願いたいと思います。次に、公債権のうちの非強制徴収

債権でありますけれども、行政財産使用料、老人福祉施設入所者費用徴収金、幼稚園保育

使用料、それから地域会館使用料、生活館使用料、児童館使用料、児童デイサービスセン

ター使用料、墓地使用料、農業団地センター使用料、都市公園使用料、公民館使用料、浦

幌町民球場使用料、アイスアリーナ使用料、軽スポーツセンター使用料、子ども発達支援

センター使用料、過料・手数料・使用料・分担金・加入金がこれに当たるというふうに考

えております。 
 時効期限は、すべて５年でございまして、これらの根拠法令及び担当する課は、ここに
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記載のとおりであります。次のページをごらん願いたいと思います。 
 次に、私債権でございますけれども、これにつきましては、水道使用料、公営住宅使用

料、改良住宅使用料、特定公共賃貸住宅使用料、公営住宅等駐車場使用料、診療報酬、学

校給食負担金、老人福祉電話料、学童保育所保育料、土地建物貸付収入、教員住宅貸付収

入、職員住宅貸付収入、町有住宅貸付収入、情報通信基盤整備貸付収入、ウタリ住宅改良

資金貸付金、介護経営貸付金、株式会社ユーエム貸付金、医療技術者等養成就学資金貸付

金、移住体験住宅貸付料、町有林野貸付料、検診料、保育園給食費、幼稚園給食費、町有

バス使用料、葬祭場使用料というものがこれに該当するというふうに考えてございます。

時効期限でございますけれども、町有バス使用料、葬祭場使用料は、１年でございます。

水道使用料、学校給食負担金、学童保育所保育料、保育園給食費、幼稚園給食費は２年、

それから診療報酬が３年というふうになってございます。 
 それから公営住宅使用料、改良住宅使用料、特定公共賃貸住宅使用料、公営住宅等駐車

場使用料が５年、その他の部分につきましては 10 年となってございます。合わせまして

これらの根拠法令、それから担当する課は記載のとおりでございます。資料３はこれで終

わらせていただきます。 
 それから、次に浦幌町債権取扱い手引き（案）というものを配付させていただいており

ます。これにつきましては、職員共通の認識や債権管理の統一性を保つものとして、今後

いろいろな検証を重ねながら各課所属に配付し、債権処理に対応しようとするものでござ

います。手引きは、現時点での案でございますので、今後さらに精査をしながら使いやす

い手引きとなるよう作成をしていきたいと、このように考えてございます。 
 次に、資料２、資料４については、菅原の方から説明をさせます。 
○菅原町民課長補佐 それでは、私の方から説明をさせていただきます。 
 先ほどの資料３に引き続きまして、資料４を先に説明させていただきたいと思います。

資料４につきましては、資料３でそれぞれの債権をわけまして、その中で今現在というか、

11 月 30 日現在におきまして滞納されている案件等についての状況でございます。強制徴

収公債権の保育所保育料、下水道使用料、畜産担い手受益者負担金、稲穂地区国営農地開

発事業受益者負担金、これらにつきまして、４つの債権がございます。それぞれ件数と滞

納金額について明示させていただいておりますけれども、この中にそれぞれ今現在分割納

付を実施中のもの、それと将来的に執行停止をかけなければいけないもの、それとこの後

債権管理条例等々をお許しいただけるのであれば、不能欠損の処理をしなければいけない

もの、それと誓約・納付計画を立て直しをして、もう一度分納につなげていかなければい

けないもの、それぞれの件数と金額を明示させていただいております。 
 次に、非強制徴収公債権につきましては、現在、幼稚園保育使用料について、これは１

件のみですけれども滞納になっております。これについては、現在、分割納付で履行中で

すので、ご理解いただければと思います。 
 次に、私債権ですけれども、水道使用料、診療報酬、学校給食負担金、ウタリ住宅改良
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資金貸付金、住宅使用料、この五つの債権におきまして残っているものがございます。こ

れらにつきましても、それぞれ分割納付履行中のもの、徴収停止該当するもの、将来的に

不能欠損をさせていただきたいもの、誓約・納付計画立て直しをさせていただくもの、強

制執行該当案ということで、これらについては、強制執行該当案ということですけれども、

これについては、実質３件それぞれ１件、２件、２件、１件と書いてありますけれども、

重複されて滞納されている方がおられますので、実質３件と見ていただければと思います。

これらが今、うちの債権の中で滞納として管理させていただいているものでございます。 
 次に、資料２になります。役所における債権なんですけれども、税金を含みますほかの

使用料等々、公債権ということで今までは認識しておりましたけれども、公債権の中でも

判例によりまして、民間の賃貸と変わらないということで私債権になってきているものが

ございます。 
 そういう中で、従前役所の中には税金と公債権の２種類しか存在しなかったのではない

かという認識のもとずっと全国でやってきておりましたけれども、だんだん判例に伴って

私債権の取り扱いというものが、この公債権の中から出てきております。 
 それに伴いまして、役所の中に存在する債権は、公債権、滞納処分ができるもの、それ

と滞納処分ができない公債権、それと私債権という三つにわけられるようになりました。

それに伴いまして、それぞれの発生の原因、根拠法令、地方自治法上の規定の文言、不服

申し立て、納入の通知、督促の根拠、督促の時効中段、督促状の発送方法、手数料・延滞

金徴収、徴収停止、履行延期特約、債務免除、強制執行等、履行期限の繰り上げ、債権申

し出等、時効期間、時効の援用・放棄、主な債権例ということで、表にさせていただきま

したけれども、これらがそれぞれの統一ではなく、それぞれの債権によってそれぞれやっ

ていかなければならないということを表にしたものでございます。 
 まず強制徴収公債権というものは、税を初めとしまして、自力執行権があるもの、要は

町の単独意思によって差押え等、強制的に債権の履行をすることができるということにな

ります。非強制徴収公債権というものは、自力執行権がなく、最後の強制執行につきまし

ては、私債権と同じように裁判所の力を借りないとできませんよというものです。私債権

については、民法上の債権となりますので、これらについても裁判所の力を借りなければ

強制執行ができないという債権になっていきます。 
 公債権というのは、強制徴収公債権というのは、町の単独意思によって成立する処分、

決定もそうですし、承認もそうですし、それらについて町の単独意思で全部かけられるも

のになっていきます。非強制徴収公債権というのは、町と債務者の意思表示の合意によっ

て成立する契約というものになっていきます。 
 また私債権については、町と債務者の意思表示の合意によって成立する契約となってい

きますので、この三つにわかれて債権を管理させていただかなければならないものです。 
 次に、督促の根拠になりますけれども、強制徴収公債権、非強制徴収公債権につきまし

ては、地方自治法が根拠となります。それに対しまして、私債権については、自治令 171
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条と民法がそれぞれ適用されていきます。 
 次に、督促の時効中断ですけれども、公債権については、督促による時効中断、これは

可能になりますけれども、私債権については、民事であれば時効中断はないのですけれど

も、役所の債権についてのみ中断の要件となるということで決まっております。 
 督促状の発送方法ですけれども、これは公債権については、地方自治法によって明示さ

れておりますけれども、私債権については民法の適用を受けることになります。 
 手数料・延滞金については、公債権については、延滞金も地方自治法の決めによって行

われます。私債権については、延滞金という言葉がありませんので、こちらは遅延損害金

という言葉になって健全な納税者とのペナルティーを明示されております。 
 徴収停止についてですけれども、強制徴収公債権については、執行停止という個別法が

あります。しかし、非強制徴収公債権については、自治令の 171 の５で現在決められてお

りますので、これに従うことになります。私債権についても、自治令の 171 条の５、これ

は非強制徴収公債権と同じ取り扱いになります。履行延期の特約ですけれども、これは俗

に言う分納の形をとることができるよということなのですけれども、強制徴収公債権につ

きましては、地方自治法等の個別法がありますので、それによって実施させていただいて

います。非強制徴収公債権、それと私債権については、これは自治令の 171 の６の１、こ

れに決められております。 
 債務の免責についても強制徴収公債権の方については、これは地方自治法の個別法によ

って決められております。それと公債権、非強制徴収公債権と私債権については、これも

同じように地方自治法の施行令によって決められております。 
 強制執行等については、強制徴収公債権の方には、滞納処分という形で地方税法で個別

法で決められております。非強制徴収公債権、私債権については、同じような取り扱いで

地方自治令の 171 条の２、それと民事訴訟法と民事執行法によって、それぞれ決められて

おります。 
 履行期限の繰り上げ、これは本来決まっています納期限ではなく、先に強制執行等が行

われているという現実があった場合には、履行期限を早い時期にと言いますか、直近で納

期限を設定して徴収することが可能という決めでございます。これについては、強制徴収

公債権については、地方税法に明示されておりますけれども、非強制徴収公債権と私債権

については、自治令の 171 条の３でうたわれております。債権の申し出というものにつき

ましては、これは他の行政機関等々、裁判所等で強制執行をかけますよ、若しくは破産を

しますよと申し出がありました。などの通知があった場合、またはその事実を知り得た場

合には、関係する行政機関に対して、うちにこのような債権がありますよという申し出を

して、交付要求をするという決めなのですけれども、これらについても強制徴収公債権に

ついては、地方税法に決めがありますけれども、非強制徴収公債権、私債権については、

自治令を使わなければいけないということです。 
 それらが主な徴収の順番と言いますか、やらなければいけないことなのですけれども、
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次に、先ほど課長の方から説明もありましたけれども、それぞれの債権について、時効期

間がばらばらになっています。その時効期間の決めというのは、地方自治法に 236 条の２

で公債権については５年ですよということを決められているのですけれども、そのほかに

地方税法がありますし、それぞれの個別法によってこの時効期間は決められてきます。 
 また私債権につきましても、それぞれ民法等により最大 10 年、短いものについては１

年という決めがございますので、その債権の質によってこれらが決まってきます。時効の

援用ですけれども、援用というのは、公債権については適用はございません。援用という

のは、もう私払えませんということを明示するというか、申し立てるということでござい

ます。これについては、強制徴収公債権、非強制徴収公債権についてはございません。私

債権にのみ存在する方法でございます。これらが債権の管理の中で流れていかなければな

らない主なものでございます。 
 雑駁で申しわけないのですけれども、次のページを開いていただきますと、それぞれの

フローチャートをつけさせていただいております。今、説明申し上げた債権それぞれの処

理をしなければいけない順番が次のフローチャートで滞納処分の規定のあるものと、ない

ものと、それと私債権ということで、三つにわかれますので、それぞれフローチャートを

つくってございます。どの債権についても発生がございますので、発生をさせた後、賦課

徴収決定をしまして、納税通知、納入通知をそれぞれ出させていただきます。その後は、

これもみな同じなのですけれども、その後、納期限に入ってきて納めていただければ問題

がないのですけれども、納期限が過ぎた後、まだ納まっていない方については、督促を発

します。 
 その前に公債権と私債権の違いなのですけれども、賦課決定をして通知をした後にです

ね、公債権については不服申し立てという納入者に権利があります。これは税金について

は、町の単独意思により成立しているものですから、不服申し立てが認められております

し、非強制徴収公債権についても町と債務者の意思表示の合意ですけれども、公の債権と

いうことで不服申し立てが認められております。 
 しかし、私債権については、これは借主、使い主と約束の契約でありますので、これら

については、不服申し立ての権利はございません。そして、これを経まして、督促が出る

わけですけれども、督促をしまして、督促を発した日から 10 日を過ぎた 11 日目からは、

税金については強制執行をしなければいけないという決めがあります。 
 そして、公債権、非強制徴収公債権、私債権には、強制執行の明確な決めが税金のよう

にはありませんので、それぞれ裁判所に持っていく手続き等をしなければいけませんけれ

ども、ここからがそれぞれの債権によって税金であれば滞納処分していく、時効の中断を

していく等ありますけれども、滞納処分規定のない公債権については、時効の中断までは

税金と同じ取り扱いができるんですけれども、強制執行する場合には、裁判所による回収

手続きに回らなければいけない。私債権についてもこれらについては、強制執行について

は、裁判所による回収の手続き、そのほかについては、徴収の停止とか、履行延期の特約



- 8 - 
 

等踏みまして、徴収の免除、時効の援用等によりまして、不納欠損に入っていくという形

になります。 
 強制徴収公債権についてですけれども、この間にそれぞれの債権、強制徴収公債権だけ

ではありませんけれども、督促を出した後に本人からの連絡をお待ちしていまして、そこ

で納税指導、納付指導を行いまして、入っていくわけですけれども、ここの部分について

税金については、国税徴収法、地方税法等があり、この流れは確立されているのですけれ

ども、私債権と一部の非強制徴収公債権につきまして、これらの決めが地方自治法の施行

令に携わってきますので、これらについてはそちらを適用させていかなければいけない債

権になっていきます。 
 税金について先に説明させていただきますけど、現在、督促を出させていただいた後、

それぞれご案内をして、その後催告状も出させていただきます。本来であれば、催告とい

うのは、法の決めがございませんので、それで何かが止まるかといったら、時効はそのま

まずっと続いていくわけで、督促後、流れとしては、何も納付者の方からアクションがな

い場合には、そのまま財産調査に入らせていただきます。そして来ていただいて、若しく

は電話等をいただきまして、相談していただければですね、ここで中断させていくという

形をとれますし、分割納付をするという形もとれますので、それぞれ 100 人いれば 100 人

の取り扱いが違ってきますので、それに対応しながら時効中断をしていくのか、消滅させ

ていかなければいけないのか、滞納処分していかなければならないのかという判断と時間

の経過が必要になってきます。 
 また強制執行の権限がない債権につきましては、納入相談を受けるのは同じですけれど

も、何もアクションのない方につきましては、税金と違いますので裁判所に申し立てをし

て、解決せざるを得ないという流れになっていきます。 
 それらがフローチャートとして明示させていただいておりますので、このとおり本来で

あればやっていくということが役所における債権の取り扱いになっていきます。 
 私の方から資料の４と２については、以上でございます。 
○福原委員長 資料を含めて、全体での概要説明がこれで終わりということでよろしいで

すね。 
 質疑を受けますので、質疑はありませんか。 
 阿部委員。 
○阿部委員 今全体を説明していただいたわけなのですけれども、今回の債権条例の制定

にあたって、恐らく昨年の 12 月定例会にご提案され、その資料もあるんですけれども、

滞納金徴収プロジェクト会議を中心に 24 年度から検討されてきておるようです。またそ

の中で、行財政改革プラン 2011 では、当初平成 25 年度に条例制定という目標設定で進め

てこられたと思いますが、議会としても質疑の中で幾度となく進捗状況を確認していきま

した。これまで推移した計画をして、概略で構いませんのでプロジェクト会議、また課長

会議など何回にわたりどのような協議をされてきたのか、視察などの状況を踏まえ、ご説
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明をいただきたいと思います。 
○福原委員長 答弁願います。 
 菅原課長補佐。 
○菅原町民課長補佐 それでは、私の方から阿部委員の質問に答えさせていただきたいと

思います。たしかに何年か前から行財政改革等々で話題となってというか、なってきまし

て、議会でも決算委員会等々でご質問いただいていたのですけれども、滞納金徴収プロジ

ェクトですけれども、この中で浦幌町としては早くからこれを立ち上げまして、庁舎内に

おける債権を多重になっている方も含めてそれぞれの課で対応するには納税者さんの方の

負担も大きいということで、滞納金事務プロジェクトを立ち上げて、一つの所である程度

のことを解決していきましょうということでできあがったわけですけれども、これが時代

の流れとともに、情報交換の場、滞納者さんの実態等々情報交換の場でしかなくなってき

ました。現実のところ。 
 それで滞納が減っていったかというと一時は減ったんですけれども、その後は先が見え

ない状態に実はなっていきました。何度となく訪問させていただいたり、納税相談をさせ

ていただいたりしていったんですけれども、なかなか解決にご協力いただけない所で私た

ちの方も切羽詰っていた時期もありました。 
 その中でどうしても納付いただけない、納付できるような状況じゃない、ましてこれ以

上調査することもできないという債権がやはり出てきました。その中で、このプロジェク

トの本来の意味がどういうものなのかなということで、プロジェクトの仲間たちとも話し

てきたのですけれども、いただけないものはある程度整理しなければいけないという問題

点も提起されてきました。 
 それとどこか一つでやった方がいいんじゃないかということも含めて、何年か前にご意

見をいただいているかと思うのですけれども、それを踏まえて研修会、うちでも 25 年の

年にですね、講師を招きまして、自主財源の確保ということで滞納整理はどうするかとい

うことも含めて、研修会もプロジェクトの仲間とやりました。そして、他町村で講演会の

あるものについてもプロジェクトの仲間で研修させていただいた結果、うちのやり方は間

違ってはいなかったんだけれども、これではもうこの先手詰まりになってしまうと、整理

させていただくものについては、法的に整理させていただきましょうということで、やっ

ぱり債権管理条例をお願いして、一部どうしてもダメなものについては、諦めざるを得な

いだろうと、国でもみなしで債権の消滅ということをうたっておりますが、非強制徴収公

債権、それと私債権については、ここで何もうたわれておりませんので、これについては、

どうしても議会の方にお諮りをしてということで整理していかなければいけないというこ

ともわかっていたのですけれども、なかなかそこに至らなかったというお願いをする議案

として提出するまでにはいかなかったと、それと援用の関係もありますし、時効の関係も

ありますので、それらについてだらだらと伸ばして議会にお願いするというのもどうなの

だろう、ただ、塩漬けになった債権を手元に置いて管理していくのはどうなんだろうなと
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いうことで、やはり債権管理条例を提案させていただいて、放棄というものもさせていた

だいて、きちっと管理させてもらった方がいいのではないかということで、現在に至って

皆様にもご指摘いただいていたのですけれども、協議に協議を重ねプロジェクトの中でも

協議を重ねてきて、12 月の提案というところまではお願いできるようになったというのが

流れでございます。 
○福原委員長 阿部委員。 
○阿部委員 今るる説明いただいたのですけれども、やはり庁舎内の中でいかに速やかに

やるかということで、会ができたと、お願いをしたいということでわかりました。 
 この後、条例の方入って整理させてもらおうと思うのですけれども、その中でまたこの

後についての説明、質問させていただきますのでよろしくお願いします。 
○福原委員長 ほかの委員の方よろしいですか。全体説明について。 
 差間委員。 
○差間委員 今、ご説明の中でお仲間って何回かおっしゃったのですけれども、これは滞

納プロジェクト組織の教育委員会、町立診療所、施設課、産業課、各課長と判断してよろ

しいですか。 
○福原委員長 課長補佐。 
○菅原町民課長補佐 課長と補佐と係長がプロジェクトのメンバーになっております。 
○福原委員長 よろしいですか。 
○差間委員 わかりました。 
○福原委員長 ほかの方なければ、それでは次に、条文の審査に入っていきたいと思いま

す。第１条から順次条文を読み上げていただいて、説明をお願いいたします。 
 町民課長。 
○泉町民課長 それでは、私の方から条文の関係について、資料をもとにお話をさせてい

ただきたいと思います。資料１と資料５、規則も若干触れますので合わせて見ていただけ

ればありがたいと思います。 
 まず第１条、趣旨でございますけれども、この条例は、町の債権の管理の適正を期する

ため、その管理に関する事務の処理について必要な事項を定めるものとするというふうに

規定しております。今まで金銭の給付を目的とする町の債権のうち、滞納となっている債

権の回収につきましては、今るるいろいろな話がございましたけれども、滞納者の情報を

共有しながら担当課においてそれぞれ対応をしてまいりました。 
 しかしながら、なかなか長年積み残されてきました債権の処理、それから今後発生がも

しあるとすれば、そういうような債権の管理については、職員共通の認識であるとか、手

法の共有、法令に基づいた確実な回収に努めるという基本姿勢を明確にしながら、徴収手

続、回収不能となった債権の取り扱い基準などを定めて、適正な債権管理を行おうとする

ものでございます。終わります。 
○福原委員長 第１条の趣旨について説明をいただきました。 
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 この件について何かご質問ありませんでしょうか。 
〔「なし」の声あり〕 

○福原委員長 １条については、このとおりであるということで、次に、第２条の定義に

ついてお願いいたします。 
○泉町民課長 第２条、定義でございます。この条例において、次の各号に掲げる用語の

意義は、当該各号に定めるところによる。第１号、町の債権とは、金銭の給付を目的とす

る町の権利を言います。第２号、公債権とは、町の債権のうち、地方税法第１条第１項第

４号に規定する地方税の債権、町税及び地方自治法 231 条の３第１項に規定する歳入に係

る債権を言います。第３号、強制徴収公債権とは、公債権のうち、町税及び地方自治法第

231 条の３第３項に規定する歳入で、強制的に徴収する債権を言います。第４号、非強制

徴収公債権とは、公債権のうち、強制徴収公債権以外の債権を言い、第５号、私債権とは、

公債権以外の債権を言うものと定めています。以上です。 
○福原委員長 第２条について、質問がありましたらお受けいたします。 
 河内委員。 
○河内委員 第２条で、公債権、今説明のように私債権の定義がされているわけですけれ

ども、浦幌町の、資料３において確認させていただきますと、それぞれ債権についての公

債権、私債権ということで項目分けがされて、担当課についても記載がされております。 
 これは基本的には、この資料が今後の債権の管理の基本ベースとなるところだと思って

おります。この辺の債権項目について、各いろいろあるわけですけれども、漏れというん

ですかね、例えばここに漏れがあった場合、その債権というものが基本的に計上されてこ

ないということになるわけですけれども、これはこの資料３で記載されているところに漏

れはありませんか。 
○福原委員長 課長補佐。 
○菅原町民課長補佐 それでは答弁させていただきます。この資料３に書いてあるものに

ついては、恒常的なものについて、分類させていただきました。雑入と臨時的に出てくる

ものについては、その都度どの債権にあたるかということを検証しながらわけていくとい

うことが前提でございます。この表に漏れているか漏れていないかということについては、

そういう意味でこの中に入っていないものもございます。雑入等に入ってくるのは、短期

的なもの、経常的なものでありませんので、それらについてはいれておりません。 
○福原委員長 よろしいですか。 
 河内委員。 
○河内委員 私ちょっとチェックした中で、そういったものが一部あったもので、ちょっ

とその辺を確認させていただきました。今の説明でいいと思います。 
 ただやはり、基本的にはですね、こういった債権の把握の中で各課がこれについて担当

して共通認識のもとで把握していくということになるのですけれども、その辺の最終的な

漏れがあるかないかということのチェックというのかな、そういう所はどこの課が総合的
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にやることになりますかね。 
○福原委員長 答弁願います。 
 課長。 
○泉町民課長 最終的には、先ほど手引書みたいな話もさせていただきますけれども、や

はりそれぞれ債権を扱うところ、そうでないところもあるかもしれませんけれども、やっ

ぱり職員的には異動等もございますので、すべての職員がこういうような認識を持ってい

なければいけないというようなことで手引書をつくって執行した方がいいだろうというよ

うな考え方で今動いてございます。 
 これら今の部分で補佐から話がありましたとおり、通年管理を要するものを基本として

ここに掲載させていただいておりますけれども、それぞれ時代とともにいろいろなものが

変わって追加される場合もありますでしょうし、削除される部分もあるでしょうし、やは

りここの部分については、当然、滞納プロジェクトという一つの全体を共有する場所がご

ざいますので、それらのものも利用しながらですね、職員とも検証重ねながらですねやっ

ていきたいと、このように思っております。 
 窓口的には、私どもの方が事務局ということになってございますので、それらの情報も

踏まえて、そういう場所を設定しながら周知を図ってまいりたいと、このように思ってお

ります。 
○福原委員長 よろしいですか。 
○河内委員 わかりました。 
○福原委員長 第２条を終わりまして、第３条の説明をお願いいたします。他の法令等と

の関係ということです。 
 課長。 
○泉町民課長 第３条、他の法令等との関係、町の債権の管理に関する事務の処理につい

ては、法令又は他の条例若しくは規則等に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の

定めるところによるというふうに規定をしてございます。これは、本条例と法律や政令、

浦幌町の他の条例や規則などとの関係を規定しておりまして、債権の管理にあっては、法

律や政令、浦幌町の他の条例や規則などに特別な定めがある場合を除き、この条例により

町として統一的な事務処理を行おうとするものでございます。 
 また教育委員会や農業委員会にありましては、法律や条例等に違反しない限り、その権

限に属する事務に関し、規則などで定めることが地方自治法の 138 条の４で規定されてい

ることから、それらの規則などがこの条例より優先されることとなっております。終わり

ます。 
○福原委員長 ありがとうございます。 
 第３条については、いかがですか。何か質問等ございましたら、お願いします。ありま

せんか。 
〔「なし」の声あり〕 
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○福原委員長 次に、進んでいきたいと思います。第４条、町長の責務ということで、お

願いいたします。 
○泉町民課長 第４条、町長の責務、町長は、法令又は条例若しくは規則の定めに従い、

町の債権を適正に管理しなければならないと規定しております。 
 これは地方自治法 240条、地方自治法施行令 171条から 171条の７までの規定において、

客観的に存在する債権を理由もなく放置したり免除したりすることは許されず、原則とし

て、地方公共団体の長にその行使又は不行使についての裁量権はないとされる判例から、

法令などにより徴収を行うことはもちろん、不納欠損処理も含め適正な債権管理を義務付

けているものであります。 
 また施行規則第４条では、徴収に関する職務を町長が指定する職員に行わせることがで

きる旨を規定しておりまして、滞納処分等を行うにあたっては、身分証明書を携帯し、請

求された場合は、これを提示することが明示されているところであります。終わります。 
○福原委員長 ありがとうございます。 
 第４条については、いかがでしょうか。ご質問ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 
○福原委員長 よろしいですか。 
 それでは、次、第５条、台帳の整備ということで進んでいきます。 
○泉町民課長 第５条、台帳の整備、町長は、町の債権を適正に管理するため、規則で定

めるところにより台帳を整備するものとすると規定しております。 
 これは債権の適正な管理を行うため、台帳の整備を義務付けているものであります。施

行規則第５条には、債権管理台帳の標準様式を第１号様式として、同規則５ページに掲載

をしているところでございます。終わります。 
○福原委員長 第５条、台帳の整備ということで、何か質問ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 
○福原委員長 なければ、次に進みたいと思います。第６条、相互利用ということで、説

明をお願いいたします。 
○泉町民課長 第６条、相互利用、町の債権を滞納する者に関し、重複して他の町の債権

を滞納している場合においては、その滞納者に係る事務相互に町の債権に係る情報を利用

することができると規定しております。これは町の債権を重複して抱えている滞納者につ

いて、関係する課で保有する資料や情報を相互に利用することで、債権の回収及び管理を

適正に行い、滞納者との話し合いを軸に、その方の生活実態に応じた支払方法や生活再建

への指導・助言、さらには必要に応じた関係課との連携による救済措置が可能となると考

えることから、これらを明確に規定するものです。 
 また施行規則第６条では、滞納金徴収事務プロジェクト会議において、相互利用すると

いうことにしてございます。終わります。 
○福原委員長 第６条、相互利用ということですので、これについて質問のある方はお願
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いいたします。 
 河内委員。 
○河内委員 滞納プロジェクトで各課の情報交換を行っていくということだと思うわけで

すけれども、これは各課にまたがる情報ということになるわけで、この統一的な個人個人

のファイル的なものは作成されることになるのですか。その情報のつけ合せの時だけお互

いがし合うということで、その以外で統一ファイル的なもので何か全課にまたがるような

債権が管理されるということはないんですかね。 
○福原委員長 答弁願います。 
 課長補佐。 
○菅原町民課長補佐 今ご質問いただいたような統一的ファイルというものはございませ

ん。それぞれの担当課が管理している台帳がありますので、それらにそれぞれが今まで蓄

積してきたものが書かれております。そして、相互利用ということで調査権のもたない債

権等々もございます。これらについては、私たち守秘義務がございますので、それらも含

めた中で滞納プロジェクトの中できっちりと管理させていただいて、その情報を共有して

その滞納者、債務者に合った債権管理をしていくために相互利用させていただいて、もら

いたいという１項目ですので、そして河内委員が質問されたことでお答えするとすれば、

名寄せということになると思うのです。それぞれの管理している課が役所の中における多

重債務者の台帳の取り扱いのことを言われているのかと思うのですけれども、これらにつ

いては、どうしても多重債務で強制執行等、若しくはどこかで管理してということになっ

た場合については、それらをまとめたようにしていかなければいけないというのは、今も

そのようにやっておりますけれども、そういうことはやっていますけれども、どこかに一

つのものとして置いて管理しているわけではございません。 
○福原委員長 よろしいですか。そのほかにご質問。 
 阿部委員。 
○阿部委員 例えば、今これから条例が制定されると思うのですけれども、今とされた後

では、説明があったのですが、もう少し詳しく後ではどのような進め方になっていくのか、

それからプロジェクト会議の役割、進め方のあり方と言うんですか、変わるのかがちょっ

と教えていただきたいのが一点、とりあえず一点お願いします。 
○福原委員長 町民課長。 
○泉町民課長 プロジェクトのあり方、今後の役割、こういう条例ができて、それぞれ情

報交換もしっかりやるんだよという、一つのしっかりできた時に、今までと違った形にな

ってくるだろう、ましてやそういうような手引書もつけてみんなでやっていくんだという

ような方向づけがされるということでございますので、当然、今専門的な部署というのは、

私ども考えておりませんけれども、当然滞納プロジェクトの中でやはりいろいろな情報、

要するに他の債権にかかるものも含めて、他にかからない部分もあるでしょうけれども、

それらの部分の債権の処理をどういうふうにしていくか、生活実態も含めて、その辺の対
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応をしていかなければいけないということでありますので、滞納プロジェクトの役割とい

うのは、これからまだまだ大きくなるだろうなというふうに思ってございます。 
 先ほどから、課長補佐の方からもお話がありますとおり、ただ回収、どれだけ債権があ

るんだ、どれだけ借金があるとか、その内容がどうなんだということばかりではなくて、

税も同じなのですけれども、やはりその方が今の生活実態どうなんだろうということがや

っぱり一番大事なことではないかなと、それに応じた対処の仕方というものもやはり我々

としては考えていかなければいけないと、行政としても当然そうあるべきだというような

考え方を持っておりますので、今後も滞納プロジェクトを中心にしながら、ましてや滞納

プロジェクトでもやはり今担当している事務局である納税係というものが、やはりその中

心に置きながら、相談役であるとか、それぞれの事務についてはそれぞれでやっていただ

くのは当然なんですけれども、それらの相談役であるとか、そういうようないろんな助言

の部分については、その任務をそのまま引き継ぐべきであろうというふうにも考えてござ

います。 
 また最終的に、これはちょっとあれなのかもしれませんけれども、例えば放棄をする場

合、どこで判断するんだという場合も出てくるのだと思います。これらはやはりそういう

情報をきちっと共有して、ここはどうすべきだというような判断は、やはり滞納プロジェ

クトなり、そういうようなものを担っておりますので、その中で最終的な判断は町長がす

るということになりますけれども、その判断する場合の、その判断材料というものを提言

できる場所であるべきだなというような考え方でおります。位置づけとしては、そんな形

で考えております。 
○福原委員長 よろしいですか。 
 阿部委員。 
○阿部委員 それから先ほど河内委員の方からもあったんですけれども、例えば、これか

ら漏れていく可能性がある、課、全職員が滞納プロジェクトなり、この条例の中でいくん

じゃないのだろうか、漏れている課の、例えば入っていない課の債権が生じた場合にはど

うされるのかもお聞きします。 
○福原委員長 町民課長。 
○泉町民課長 今現時点でのものを掲載させていただいておりますので、今言われますよ

うに、これから生じるものもございますし、落ちていくものもあると思います。それにつ

いては、それぞれやはりそういうような部分も当然滞プロなり、いろいろなものを吸い上

げてもらって、その中でこういうふうにやっていこうやということをやっぱり決めていか

なければ、誰かがそういうような役割を持って、柱となってやっていかなければいけない

だろうなというふうに思っています。 
 先ほど、言いましたように、手引書につきましては、全課にわたってこれを説明しなが

ら、整える、配置をしていきたいなというふうに考えておりますので、当然、職員の異動

等もございますから、当然そういうものも理解していなければいけないというふうに思っ
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てますので、例えば、専門部署で全部処理をするんだということであればよろしいんです

けど、なかなかそういう部分をつくるということも非常に難しい部分もあるのかもしれま

せん。やはり職員全員で、そういういろいろな部署に行った時の債権処理の対応というも

のを全部やっていくんだという一つの姿勢を持って、やっていきたいなというふうに考え

ております。 
○福原委員長 阿部委員。 
○阿部委員 もう一点、今の件について確認なのですけれども、一応この後債権管理委員

会なんかできてくると思うんです。それはあくまで全課を対象につくると思うのですけれ

ども、そういうのをつくるのか、つくらないのか、まずお聞きします。 
○福原委員長 町民課長。 
○泉町民課長 大変申しわけないのですが、管理委員会というのは、どういうような。 
○福原委員長 阿部委員。 
○阿部委員 他の町では、そういうところつくっている所もあると私聞いておりますので、

そういうことを浦幌町の中では今回のこれに含めてつくるお考えがあるかないか、まずお

聞きします。 
○福原委員長 町民課長。 
○泉町民課長 他の近くの町では、もう既に債権条例をつくりながら今言われたような審

査委員会みたいなものをつくっているというふうに聞いております。ただ、あそこをお聞

きしますと、やはりそれぞれの事務処理はそれぞれ担当がやるのですけれども、例えばこ

ういうような滞納になってきたとか、いろいろな部分においては、そこの債権処理の全部

丸投げして全部処理をさせる、例えば、後の債権の処理を放棄すべきか云々というのは、

そういうような担当課長をもって組織した委員会が今言われる審査委員会だと思うのです

が、そういうふうな形でやっていらっしゃるということはお聞きしております。 
 ただ、先ほど申し上げましたように、いろいろな債権の例えば放棄をする、云々すると

いろいろな判断をする場所というのがきっとそこになってくるんだろうと思うのですが、

それにつきましては、うちとしてはそういう委員会ではなくて、やっぱり現実的に事務を

担当してきたものも含めて、先に言いましたように係長であるとか、当然いますので、課

長だけではなくて、そういう者も含んだ中で判断をしていきたいというふうな考え方を持

っておりますので、今の滞納プロジェクトをそういうような判断をする場所、委員会とい

うような考え方の中でこれからもやっていきたいと。ですから、新たに委員会をつくると

かという考え方は持っておりません。 
○福原委員長 よろしいですか。 
 第６条、ほかにありませんか。なければ、第７条、督促について説明をお願いいたしま

す。 
○泉町民課長 第７条、督促でございます。町長は、町の債権について、履行期限までに

履行しない者があるときは、法令の定めるところにより、期限を指定してこれを督促しな



- 17 - 
 

ければならないと規定しております。これは納入期限までに納入しない方に対して、地方

自治法等の法律や政令により期限を指定して、催促をしなければならないと規定されてい

るところでございます。 
 この督促につきましては、債権管理の根幹をなすことから督促状の発送について、条例

で明確に義務づけるし、怠らないような体制をとりたい、このように考えてございます。 
 その督促の手続き等につきましては、施行規則の第７条において、納入期限後 20 日以

内に督促をしなければならないとしております。また督促する時に指定すべき納期限は、

督促状を発した日から起算いたしまして、11 日を経過した日、11 日目というふうになる

かと思いますが、としているところでございます。 
 督促状につきましては、施行規則の第７条で標準様式を様式第２号として同規則の６ペ

ージに掲載をしてございます。終わります。 
○福原委員長 第７条、督促について質問をしていただきたい。差間委員。 
○差間委員 債務者に対して、町が督促に向かっていく時には、相手のこともあることで

すし、大変だというのはわかるのですけれども、町の方で今までのシステムとかそういう

やり方を整備してやっていることと思います。 
 それで、督促の資料３ですか、資料３の中でこういった債権の部分については、全部督

促は今まではやっていたのでしょうか。 
○福原委員長 答弁願います。 
 課長補佐。 
○菅原町民課長補佐 他の債権というか、ここに載せられているものについてということ

ですね。私が承知しているここ 10 年については、それぞれ担当課で出しています。 
○福原委員長 差間委員。 
○差間委員 これ督促するということは、今後いろいろな手続きをやっていくと思うので

すけれども、今後もいろいろな債権が債務者との間で派生してきた場合、このチャートフ

ローを見ても、督促は必ず公債権、私債権にかかわらずやるということになっていますよ

ね。こういったことは全く今後も変わらないということで、督促は必ずするということで

理解してよろしいですね。 
○福原委員長 答弁願います。 
 課長補佐。 
○菅原町民課長補佐 督促は必ずさせていただきます。税については、これは完全に督促

をしないと、時効の中断にもなりませんし、その後の処理についても督促をしていないと

何ら次に進むことができません。それと合わせまして、他の私債権、公債権についても督

促するということは、お忘れになっている方もおられますし、その辺も踏まえて必ずする

ということです。ただ督促については、今、条例に書かせていただいた日にちではなくて

も、法的にはこの日にちまでに出すということを決めますけれども、その後になってちょ

っとうっかりはあれなのですけれども、遅くなっても 20 日過ぎた後でも１カ月過ぎた後
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でも督促をするということは、法律的に可能というか、許されていますので、この分につ

いてもきちっと督促は今後もしっかり出して皆さんにわかっていただくように、うちの方

も努力していくということで、あえてここでうたわせていただいて、注意喚起も含めた中

でやっていきたいなと思います。 
○福原委員長 よろしいですか。 
 差間委員。 
○差間委員 督促に関してはね、その後の手続きで非常に大きい問題になってくる、これ

は必ずやらなければならないということは、ただいま理解いたしました。それで、先ほど

の説明の中で、課長の説明の中で、税務課が中心に税務係ですか、中心になってやってい

くということばがあったんですけれども、滞納プロジェクトチームの中でやっぱりこうい

った議論は行われていくと思うのですけれども、その納税係、中心的な役割を担っていく

ということで理解してよろしいのですか。それと納税係、人数的にはどうなのでしょうか。

現在の体制としては。 
○福原委員長 町民課長。 
○泉町民課長 今の現在の人員の配置ということでお話させていただきますけれども、今

のところ納税係は補佐一人で動いて、他の職員はそれをいろいろな面で助けているという

ことになってございます。 
 元々は二人おりまして、今、滞納整理機構という部分があるんですけれども、そっちの

方に派遣をしている者がおります。以前は大体二人ということでやっておりますので、定

員管理的な問題もありますけれども、２名ぐらいがなるんじゃないかなというふうには、

いても 2 名ぐらいだというふうに思っています。 
 中心的にというお話は、当然納税というのは、税の収納関係、そういうような部分で専

門的に知識を持っている方ということもありまして、滞納プロジェクトの位置づけの中身

では、やはり他の方たちよりも少し知識があるので、そういう部分で事務局も持ったり、

相談役にもなっているという実態にあるということでございます。 
○福原委員長 よろしいですか。 
 副町長。 
○門馬副町長 滞納プロジェクトと納税係と担当課の今後のあり方がまだちょっとはっき

りしていないみたいなんですよね。それでフローチャート、資料２のフローチャートの例

えば私債権のところを見ていただきたいと思うのですが、基本的には担当課がすべて債権

管理を担っていくという考えでおります。 
 近隣町村で債権管理条例をつくりまして、この債権管理にかかわって、債権係というも

のをつくって各課で督促状を発送した後の管理については、その債権管理係が一括して行

うという町村もあります。それがいいのか、あと滞納プロジェクトが中心となって各課が

やるのがいいのかというところなのですが、いろいろ他町村のお話も実際やってみてどう

なのかというお話も参考にさせてもらいましたけれども、やはり債権を管理するために係
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をつくったというのは良かったのですが、結果として各原課がお任せ状態になっちゃって、

結局督促状を発布すればそれで終わりみたいなですね、状況になりつつあるということを

お話をしました。 
 やはりいろいろ各課にまたがるこういう債権の管理については、基本的にはそれぞれの

原課が責任を持って最後までやるということについて、浦幌町としてはそういう考えでい

ると。ただ、その中で、滞納プロジェクトがどうかかわるのかということになってくるの

ですが、このフローチャートでいきますと、督促まで原課でまずやりますよね。 
 そして、その後いろいろ納めていただけるのかどうなのかという相談業務をやりながら、

分割納付にするとか、しないとか、いろいろなことが間に入ってくるのですが、なかなか

徴収について支払う能力があるのに払わないとか、いろいろな方がいらっしゃるんですけ

れども、そういう時に次の段階で滞納プロジェクトとして多重債務の方なり、そういうよ

うな支払う能力があるのに払われない方について、次の段階に進むのか、どうするのか含

めて滞納プロジェクトで検討しながらやると。 
 もし、次の段階に進む、これ裁判に持っていくかどうかということになった時には、な

かなか裁判というのは、専門的な分野に入ってくるので、その時は滞納プロジェクトの事

務局である納税係が中心となって、裁判の関係とか、そういうものについては、原課とタ

イアップしてやっていくというような流れで考えているということであります。 
 したがって、督促については、督促状発布しておかないと、これは町が俗に言う債権を

放棄してしまうという意味にとらえられてしまうと大変ですので、あくまでもすべてにつ

いてはまず督促状を発布するということになるということであります。以上です。 
○福原委員長 よろしいですか。 
 ほかの委員の方ありませんか。 
 阿部委員。 
○阿部委員 補佐は、２カ月ぐらいまで督促をすると言われたのですけれども、その後に

は次の８条にもかかってくるのかなと思うのですけれども、１年以内という、その辺のこ

との流れの中で、２カ月ぐらいまで猶予ができるのかどうか、ちょっとお聞きしたいと思

います。 
○福原委員長 課長補佐。 
○菅原町民課長補佐 猶予ができるのかどうかなんですけれども、基本的には猶予できな

いです。本来であれば、きちっと納期限が過ぎた方については、20 日以内に出して、そし

て納めていただく、若しくは納めていただけないのであれば、次の段階に進んでいくとい

う流れを踏んでいかなければなりませんけれども、万にひとつ督促がで忘れていたとすれ

ば、その後に出した督促が有効か、無効かといったら、それは有効ですよということを先

ほど説明させていただいて、２カ月云々ではなく、申しわけありません。説明がおかしか

ったのですけれども、遅くなった督促状でも有効だということだけお伝えしたかっただけ

だったのです。すいません。 
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○福原委員長 よろしいですか。 
 阿部員。 
○阿部委員 20 日とそれからその後の 10 日くらい、督促の後、そういう理解でいいです

ね。わかりました。 
○福原委員長 あとほかに質問ありませんでしょうか。 
 なければ、次の第８条、滞納処分等に入っていきたいと思います。お願いします。 
○泉町民課長 第８条、滞納処分等、町長は、強制徴収公債権の督促を受けた者が督促状

に指定した期限までに町の債権及び延滞金を完納しない場合は、法令の定めるところによ

り、滞納処分又は徴収猶予、換価猶予若しくは滞納処分の停止を行わなければならないと

規定をしてございます。 
 これは督促をしてもなお履行されない時は、法令などの規定により町が自力で動産、不

動産、預金等の差し押さえを行い、金銭化する一連の手続きを行うことを義務づけている

ものでございます。 
 また履行されない事由が法令などに該当する時は、徴収猶予、換価猶予、執行停止を行

わなければならないことも義務づけているところでございます。終わります。 
○福原委員長 第８条、滞納処分等について質問があればお願いします。 

〔「なし」の声あり〕 
○福原委員長 ないようですので、次の第９条、強制執行等に入っていきたいと思います。

お願いします。 
○泉町民課長 第９条、強制執行等、町長は、非強制徴収公債権及び私債権について、第

７条の規定による督促をした後相当の期間を経過してもなお履行されないときは、次の各

号に掲げる措置をとらなければならない。ただし、第 14 条の措置をとる場合又は第 15 条

の規定により履行期限を延長する場合その他特別の事情があると認める場合は、この限り

ではないというふうに規定をしてございます。 
 またこの中の、第７条に規定による督促をした後、相当な期間とは、施行規則の第８条

において、１年を限度とするとしております。 
 次に、第１号、担保されている債権につきましては、当該債権の内容に従い、その担保

を処分し、若しくは競売その他の担保権の実行の手続きをとり、又は保証人に対して履行

を請求することと規定しております。この保証人に対して行う履行の請求については、施

行規則第９条で標準様式を第３号として、同規則７ページに掲載をしてございます。 
 次に、第２号、債務名義のある債権については、強制執行の手続きをとること。第３号

では、前２号に該当しない債権については、訴訟手続により履行を請求することを規定し

ています。 
 これは担保の提供される債権又は保証人の保証がある債権について、当該債権の内容に

従って、その担保を処分し、若しくは競売その他担保権の実行手続をとり、又は保証人に

対して請求する担保権の実行を行うものです。 
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 担保とは、民法に定める留置権、先取特権、質権、抵当権等の担保物件のほか譲渡担保

等も含まれます。また債務名義の債権について、裁判所の力を借りて、強制的に債権の内

容を実現する強制執行の手続きの実行を行うものです。債権名義とは、債務の存在を公に

証明した文書で、確定した判決、仮執行宣言が付いた判決、仮執行宣言の付いた支払督促

等を言います。公に証明した文書とは、判決文、調定調書、和解調書等でございます。終

わります。 
○福原委員長 第９条の強制執行等についての質問を受けつけます。 
 河内委員。 
○河内委員 強制執行、今説明受けたわけですけれども、ここで現状認識として私が理解

するためにちょっとお聞きしたいのですけれども、公営住宅や何かで保証人ということが

今までも付けてきたわけですが、今後、そういった者に対する保証人に対しては、こうい

った取り決めの中で、今までと従来的な対応と違うような対応ということが現実として出

てくるのか、その辺はどうですかね。 
○福原委員長 答弁願います。 
 課長補佐。 
○菅原町民課長補佐 今までと違うことかどうかということなのですけれども、今までも、

住宅に限ってのお答えになりますけれども、連帯保証人さんは付けておりましたし、連帯

保証人さんに保証している方が払ってくれませんのでという通知の対処はとっています。 
 ただ、そこまで強制執行かけているという現実はないのですけれども、そこまではご案

内させていただいて、協力していただくということはやっております。 
○福原委員長 よろしいですか。 
 河内委員。 
○河内委員 今後、こういった取り決めの中でね、例えば保証人さんにいろいろな保証の

履行ということでの対応ということは、どうなんですかね。 
○福原委員長 あったかなかったか、ということですか。 
○河内委員 今後というか、今までもあったのか、今後についてどういう考え方でいるか

ということでお聞きしたいんですけど。 
○福原委員長 課長補佐。 
○菅原町民課長補佐 今までもあったのかということ、設置させていただいて、そこを十

分に連帯保証人さんにもこういうことになりますということをもう少し親切と言ったらお

かしいですけれども、理解していただいて、保証人さんになっていただこうということは

言っております。 
 今現在も住宅の入居借受書等々にですね、そういう責務を負いますよということは、一

文明記してあるんですけれども、それらも理解していただいて連帯保証人さんになってい

ただかなければいけないということは、今盛んにやっている最中であります。 
○福原委員長 よろしいですか。 
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 あとほかございませんか。よろしいですか。 
 河内委員。 
○河内委員 もう一点、これは私の読み込みが足りないのかなとも思っているんですけど、

ここで９条の中で、特別な事情、履行期限を延長する場合のその他特別な事情があると認

める場合は、この限りではないというところがあるんですけれども、このことについてわ

かりやすく。 
○福原委員長 課長補佐。 
○菅原町民課長補佐 特別な事情とは、納税指導等をしている時に、正直にきちっと話を

していただければ、今の状況が病気でなっているのか、事業不振でなっているのか、多重

債務でなっているのか、遊興費にお金を使い過ぎてなっているのかということ等が出てく

ると思うのです。 
 その中で、本当に生活苦になっている方については、失業もありますでしょうし、事業

がうまくいかなくなったこともあるでしょうし、病気をしたことでもあるでしょうし、そ

れらが特別な事情ということで考えております。 
○福原委員長 よろしいですか。 
 そのほかの委員の方ありませんか。強制執行等について、なければ、第 10 条、延滞金

について説明をお願いいたします。 
 町民課長。 
○泉町民課長 第 10 条、延滞金、町長は、第７条の規定により督促を受けた者が指定さ

れた期限までに納付すべき金額を納付しないときは、その納期限の翌日から納入の日まで

の期間の日数に応じ、当該金額に地方税法附則第３条の２第１項で定められた割合を乗じ

て得た金額を延滞金として徴収する。ただし、延滞金の徴収について他の法令等に別段の

定めがある場合は、その定めるところによるものとする。 
 第２項、前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当

たりの割合とする。第３項、第１項の規定により延滞金の額を計算する場合において、そ

の計算の基礎となる当該金額に 1,000 円未満の端数があるとき、又はその全額が 2,000 円

未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。第４項、第１項の規定によ

る延滞金の確定額に 100 円未満の端数があるとき、又はその全額が 1,000 未満である時は、

その端数金額又はその全額を切り捨てる。第５項、町長は、災害その他特別の事情がある

と認めるときは、延滞金を免除することができるというふうに規定をしてございます。 
 これは納入期限までに納入された方との公平性を保つためのペナルティーとして納付ま

での日数に応じて延滞金を徴収するものでございます。公債権につきましては、条例がな

ければ延滞金を徴収することができないものでありますので、合わせて災害等のやむを得

ない事情により納付期限までに納付できなかった場合には、免除することができるとして

おります。 
 現段階における延滞金の割合でございますけれども、地方税法附則第３条の２第１項で
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規定する年 14.6％となってございます。終わります。 
○福原委員長 第 10 条、延滞金について質問を受け付けます。 
 差間委員。 
○差間委員 この資料３でも本当に詳しく載っているんですけれども、ただ私も例規集の

中を見比べてみましたら、結構各条例の中で延滞金のパーセンテージが変わってきている

んですよね。それと税外諸収入金の徴収に関する条例っていうんですか、それでこの部分

については、延滞金については、やっていくよと書いてある部分ももちろんあるんですよ

ね。 
 こういった各債権の中でね、延滞金が変わってくるということについては、これは整合

性とか統一性については、今後どうなっていくんでしょうか。 
○福原委員長 課長補佐。 
○菅原町民課長補佐 延滞金については、それぞれの条例でうたっているものとうたって

いないものがあるんです。それで先にも条例の３条でうたわせていただいていますけれど

も、他の法令との関係ということで、個別の条例、法律等があるものについては、そちら

でその率でいただきましょうと。そして、率のない公債権については、税金と同じ 14.6％
ということでいただかなければいけませんということなんですけれども、整合性について

なんですけれども、率のうたっていない公債権については、14.6 とうたわせてもらって、

そのほかのものについては、それぞれの決めがありますので、条例がありますし、法律が

ありますので、そちらを優先させるということで整合性がないわけではなく、それぞれの

他の法令に従っているだけのことなので、整合性がとれてる、とれていないということで

はないと考えております。 
○福原委員長 差間委員。 
○差間委員 もう一度お伺いいたします。先ほど、私言いました浦幌町税外諸収入金の徴

収に関する条例、この扱いもこの債権管理条例を機会になくしていくんですよね。そうす

ると、この中の記述がね、各条例の中に記載されていくことになると思うんですよ。そう

いった作業というのは、準備としてもう進んでいるのか、ですから、各課でね、原課と言

ったらいいですか、その中でも職員の方たちには、周知済みであるのかどうか、その点に

ついてお伺いいたします。 
○福原委員長 答弁願います。 
 町民課長。 
○泉町民課長 この条例の附則の中に先ほど言っております税外徴収金の関係、これに伴

います債権条例制定された場合においては、それぞれ運用されているものがこの条例の中

でそれぞれの条例を整理しようということで附則の中でさせていただいているということ

でございます。 
 ただ、この条例自体の最終的な皆さんに周知する部分については、まだ審査中でござい

ますので、まだしておりませんけれども、先ほど言いました手引書にももっと詳しくいろ
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いろなものが載ると思いますので、それらの部分も含めて、させていただきたいなという

ことで、条例の整理はこの制定条例と合わせて一部改正等はさせていただくということで

ここに記載させていただいているということでご理解をいただきたいと思います。 
○福原委員長 差間委員。 
○差間委員 こうやって債権管理条例を検討している、町から出された条例、私たちはこ

ういうふうに検討しているんですけれども、こういったことというのはね、私たちだけが

知っていればいいことではなくて、やはり浦幌町のいろいろなサービスを利用する方たち

に当然知られなくてはなりません。内容はですね。 
 そういった場合、今後の周知方法、町民の皆さんへの周知方法とか、そういったことに

ついては、どういった方針でやっていかれるのか。これは早ければ４月にはこの債権管理

条例を発行するというふうに理解してよろしいんですか。 
 この審議の流れにもよるんですけれども、そういった場合、かなり時間はないですよね。

周知される時間というのはね。具体的にホームページとかそういったことで今後なされて

いく、または別な方法でやられていく、そういった何か考えはあるのか。 
○福原委員長 答弁願います。 
 課長補佐。 
○菅原町民課長補佐 延滞金と次に出てきます遅延損害金も今からおはかりするんですけ

れども、これらにつきましては、納付書の送付の時に改めてその紙をと言ったらおかしい

ですけれども、周知するようなものを入れましょうという話を今原課では話をしておりま

す。 
 いかんせん、この条例が決まらない限りは、そういう名言、税等々ほかの決まっている

ところの他は従前どおりですので、あまり被害といったらおかしいですけど、影響はない

と思いますけれども、それらについては、４月以降の納付書発布の時に入れましょうとい

うことは原課の方とは話はしております。 
○福原委員長 よろしいですか。 
 差間委員。 
○差間委員 ちょっと根本的なことをお聞きしますけれども、今までは延滞金はとってい

ないということですよね。もう一度確認しますけれども。各債権について。 
○菅原町民課長補佐 はい、税金は延滞金はとっております。税外収入の所でうたってい

ますので、決めはあるんです。それが今債権管理条例の方に整理させていただいています。

税は法律どおりにいただいております。 
 他の債権、公債権、非強制徴収公債権の方については、現実的には今までとっていただ

いてはいません。しかし、納期内納付をきちっとしていただいている方のことを考えます

と、事情もないのに納付期限後に払われている方については、やはり税と同じような形で

ペナルティーとして責を担っていただくということで改めて債権管理条例の方でうたわせ

てもらって、ばらばらになっているものを一つの形にして決めさせていただいている状況
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です。 
○福原委員長 差間委員。 
○差間委員 非強制徴収公債権ですね、この中でもやはりそういうふうに今後、債権管理

条例ができたら延滞金をいただいていきますよという今の回答だと思うんですけれども、

今まではこの部分については、とってはいないですよね。地域会館使用料、生活館使用料、

児童館使用料、墓地使用料、とりたててね、たまるような債権ではないと思うんですけれ

ども、ですよね。 
○福原委員長 課長補佐。 
○菅原町民課長補佐 たしかに差間委員がおっしゃるように、とりたててたまるような、

ためるような資質のものではありませんので、現実的にはいただくケースがなかったとい

うか、そこに言及することはなかったんです。 
 しかし、この後、附則にも書いてありますように、４月１日以降に発生するものについ

ては、発生した場合にはいただきますということで、４月１日以降に発生する債権につい

てからは、厳格にいただくということで明示させていただいております。 
 ただ、条例の中にも書いてございますように、減免の規定も設けまして事情はお聞きす

るような形にはしております。 
○福原委員長 よろしいですか。 
 差間委員。 
○差間委員 ちょっともう一度お聞きしますけれども、今後、債権管理条例ができて、そ

れでこれを執行していくということになるんですけれども、こういった今まで細かい規定

がなく、私ちょっと不勉強なのかもしれませんけれども、こういった各条例をずっといく

ら読んでもね、税外諸収入金の徴収に関する条例にならうとかっていう文章も見当たらな

いし、それで一括してどこかでこういったこと今までも説明していたのかもしれませんけ

れども、わからなかったものですから、ということは、今後、この債権管理条例が発効し

ていくと、そういったら今後はいろいろな債権、町の管理するいろいろな持っているいろ

いろな債権について、今後、延滞金も含めてはっきりと規定していくし、もちろん原課、

納税係の人の努力にもよるとは思うのですけれども、ご相談の上ね、なんで徴収今までで

きなかったかということを相談していくということもわかるんですけれども、今後、そう

いうふうにしっかりとはっきりと書かれていくということであれば、やはりこの部分につ

いては、もういろいろな課の方たちは当然ご存じだと思うのですけれども、そこから先が

ちょっとよくわからないんですけれども、また先ほどの話蒸し返しになっているんですけ

れども、納税係の方から皆さんに周知するというよりも、この法令自体で債権管理条例自

体でその部分をしっかりと書いて、皆さんに周知していく、今後とも町民に対しては今ま

でのようなわけにはいきませんよというふうに案内していくということになるんですよね。

この部分についてもう一度ちょっと表現としてはまずいのかもしれませんけれども。 
○福原委員長 答弁願います。 
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 町民課長。 
○泉町民課長 延滞金、遅延損害金あとで出てきますけど、これは同じことで、例えば会

館を使うと何しようと使用料の請求がきたら期限を設けてその中でお支払を願いたいとい

うことで通知申し上げて、ただそれがどういう事情があるかという問題もありましょうけ

れども、その中でやはりのめるもの、のめないものはあると思うのですけれども、やはり

そういう場合に、例えば遅延をしてしまった、これが故意なのか云々なのかという部分も

いろいろあると思いますけれども、そういう部分については、その期限内に先ほども延滞

金の中でお話しているように、しっかりと納めていただいている方とそうでない方との理

由はいろいろとあると思うのですけれども、それらの部分の公平性を保っていきましょう

ということで、この債権の部分についてのそういう遅延があった場合の措置として延滞金、

それから遅延損害金というものを徴収していきますということを明示するということです。 
 今までこういうような部分がしっかりとされてきたかという部分にあっては、やはりそ

れぞれの対応の仕方等もあったかと思いますけれども、やはり今後については、そういう

ばらばらではなくて、一つそういうような決めを持ちながら、なるべく請求をした後の部

分で何とかその辺の部分を納めていただくような形のものを町民の方にもご理解いただく

と言いますか、基本的にはその範囲内で納めていただくのが基本だと思いますけれども、

そういうようなことを決めとして整理をしていきたいということであります。 
 周知の関係ということのお話も確かにあります。当然職員もこういう部分を徴収するん

だという部分の認識も当然しっかりと持っていないと、例えば、先ほど言いましたように

督促の部分が一つの原点になってきますけれども、そういう管理の部分も含めて職員もし

っかり認知をしながら、みんなでやっていきましょうというような話で今回運営していく

ところでございます。 
 正直申し上げて、町民の方に周知をするかしないかという、そこの部分について、どう

なのかなという部分もございまして、これ自体は当然、先ほどから言っておりますように、

その期限内に納めた方、それなりにちゃんとしていただいている、ただ理由によって変わ

ると思いますけれども、例えば、本当に遅延的に忘れている場合もありますし、いろいろ

な状態によっても違うと思うのですけれども、故意的な部分だとか云々で故意でもってそ

んなもん払わなくてもいいんだとかっていうふうに思っている、もしいらっしゃったとし

たらそういう部分というのは、やはり使ったものとしてちゃんと支払いをいただくという

のが当然のことではないかなということでの公平性を確保するという意味からこういうペ

ナルティーというものを一つこの条例の中に設けていかなければならないだろうと。 
 逆に納めている方に対してもやはりそういうようなことをしっかりと言えなければいけ

ないではないだろうかなということで設けさせていただいていると、こういうことであり

ます。 
○福原委員長 よろしいですか。 
 ほかに第 10 条について、阿部委員。 
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○阿部委員 今の課長からの説明の中で、もう少し詳しくというとこで、先ほど補佐の方

から言われた特別に認めるもの以外のことについてはということであったんですけれども、

その中で今まで延滞金、税については納めていただいていると、それ以外のものについて

はないということで、今後これが公布されて走ることになると、この後今言われたように、

どこの時点で納められているか、納められていないか、その各課なりそういうプロジェク

トなり、チェックはどこでどのようにされるのか、それとも各課でされるのか、その辺ち

ょっとお聞きしたい。 
○福原委員長 課長補佐。 
○菅原町民課長補佐 それぞれの債権の収納の責任は原課で持ちますので、原課で対応し

ていくことになります。 
○福原委員長 副町長。 
○門馬副町長 この条例を作るにあたって、滞納プロジェクトでも何回となく打ち合わせ

してきました。特にこの延滞金と遅延損害金、この部分については、非常に時間を費やし

てやってきました。そういう意味では、各原課についてもこの内容についてはすでに押さ

えながらきていまして、先ほど差間委員の方から税外徴収条例の中で云々と言っていまし

たけど、この延滞金についてはとることができるという表現でなっておりました。 
 特に強制徴収公債権、あるいは非強制徴収公債権、これについては法律でとらなきゃい

けないというふうにはっきり決まっていますので、これについては手続き上とらざるを得

ないということになっています。 
 私債権、これについては民法の中で別枠で表現的には遅延損害金というふうにうたうと

いうことになっておりますので、税外徴収条例の中でとることができるという表現だった

ものですから、一部とらない部分もあったということでありますけれども、今後について

は、それぞれ公平性の観点から率はそれぞれ延滞金と遅延損害金違いますけれども、それ

ぞれはっきりこれをいただくというような形で条例に設けながら進めていくということで、

各課についてはそういう打ち合わせでやっておりますので、周知徹底はされているという

ことであります。 
 問題は、先ほどから言われているように、町民の方にどう周知するんだというような話

も含めてありましたけれども、この辺についても、条例が決まり次第、いろいろな形で町

民の皆さんに周知しなければいけないのかなというふうに考えております。ただ、あくま

でも法律的な問題でとらざるを得ないというようなものですので、それについては町民の

皆さんにも理解いただきながら納付の方を進めていただきたいというふうに考えておりま

す。 
○福原委員長 よろしいですか。 
 阿部委員。 
○阿部委員 細かいところで、先ほど私お聞きしたのは、例えば徴収が終わって納付が終

わっているかどうかというチェックはどのようにされるのかということをちょっと聞いた
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ような気がするんですけど。 
 例えば、そこで言ったら遅延損害金が出る、発生しますよとかってなるでしょ、その時

のチェックは課なのか、滞納プロジェクトなのか、今の状況でね。 
○福原委員長 答弁願います。 
 町民課長。 
○泉町民課長 今の話ですけれども、収納の確認がどうできるんだということだと思うの

ですけれども、これにつきましてはやはり収納状況というのは、日々担当も含めて、管理

しているという部分でございますので、あくまでも担当課において、その管理をきちっと

やるということです。 
○福原委員長 よろしいですか。 
 第 10 条について、ほかの委員の方で聞きたいことありませんか。 
 なければ、第 11 条に入っていきたいと思います。遅延損害金について説明をお願いい

たします。 
○泉町民課長 第 11 条でございます。遅延損害金、町長は、債務者が私債権を納入しな

いときは、第７条の規定により督促を受けた者が指定された期限までに納付すべき金額を

納付しないときは、その納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、当該金額に

民法第 404条で定められた割合を乗じて得た金額を遅延損害金として徴収するということ

でございます。これは延滞金と同じような考え方です。 
 第２項、前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当

たりの割合とする。 
 第３項、第１項の規定により遅延損害金の額を計算する場合において、その計算の基礎

となる当該金額に 1,000 円未満の端数があるとき、又はその金額が 2,000 円未満であると

きは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。 
 第４項、第 1 項の規定による遅延損害金の確定額に 100 円未満の端数があるとき、又は

その全額が 1,000 円未満である時は、その端数金額又はその全額を切り捨てる。 
 第５項、町長は、災害その他特別の事情があると認めるときは、遅延損害金を免除でき

るというふうに規定をしてございます。 
 これは前条の延滞金と同様の性格を有する目的のものでございまして、その割合は民法

404 条で規定する年５％となってございます。第 10 条第５項の延滞金及び第 11 条第５項

の遅延損害金にかかる災害その他特別な事情があると認めるときは免除できるとする内容

につきましては、施行規則第 10 条において規定をしてございます。施行規則をお目通し

願います。 
 第１号では、債務者が震災、風水害、火災その他の災害又は盗難により財産に損失を受

けた場合、第２号では、債務者又は債務者と生計を一にする者が、疾病にかかり、負傷し、

又は死亡したため、多額の経費を要した場合、第３号では、債務者が、失業により著しく

収入が減少した場合、第４号では、債務者が、事業又は業務につき、著しい不振、失敗又



- 29 - 
 

は倒産により著しく財産の損失を受けた場合、第５号では、前各号に掲げるもののほか、

当該債権について納入しなかったことにつきやむを得ない事情があると町長が認める場合

としております。 
 また免除する場合の免除申請の標準様式は、同施行規則第 10 条第２項で標準様式第４

号として同施行規則８ページに、それから承認通知書の標準様式は同規則第 10 条第３項

で標準様式を第５号として同施行規則９ページ、さらに不承認通知書の標準様式は同施行

規則第 10条第３項で標準様式を第６号として同施行規則 10ページにそれぞれ掲載をして

ございます。終わります。 
○福原委員長 第 11 条、説明が終わりました。質問を受けます。 
 河内委員。 
○河内委員 今回、条例制定ということで進む場合に、平成 27 年度の当初予算で今回発

生する遅延損害金については、当然歳入科目としては措置されていないと思うのですけれ

ども、今後、このことについて歳入科目としてどのような時点で科目が追加されるのか、

ちょっとお聞きしたいと思いますが。 
○福原委員長 答弁願います。 
 課長。 
○泉町民課長 今、ご指摘、お話があるのは、当初予算ではそういう措置はできないとい

うふうに思ってございます。逆に言えば、あまりそういう措置がないような形でいきたい

なというふうに思ってございまして、考え方としては、やはりそういう事案が出た時にで

すね、すぐできるかという問題もありますので、時期的な補正の問題も当然出てくるかな

と思いますので、一旦雑入、方法論ですけれども、雑入系統でそれを受けておいて、あと

で補正として上げれる時にですね、その辺の補正追加をしたいなという考え方で今のとこ

ろおります。 
○福原委員長 よろしいですか。 
 あとほかに 11 条で質問ありませんか。 
 町長が次の公務がありますので、本日の会議はこの程度にとどめて、終了したいと思い

ます。なお、次回の委員会は２月 13 日金曜日、午後１時から本委員会室で行います。よ

って、次回の委員会開催については、通知済みといたしますので、よろしくお願いいたし

ます。 
 ここで暫時休憩をいたします。 
 

午後 ２時５４分 休憩 
午後 ３時１０分 再開 

 
○福原委員長 休憩を解きまして、会議を再開いたします。 
 ただいまるる説明を受けましたが、今まで説明を受けた中で問題点や課題等がありまし
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たら協議していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 
 そして、次に次回委員会の進め方ということで協議をいたします。本日審議が途中とい

う形で終わりましたので、引き続き第 12条から審議していきたいと思っておりますので、

よろしくお願いいたします。 
 次回は、全体の質疑を受けまして皆さんから何か質疑がありましたら受けまして、次に、

討論を行いましてから本委員会の採決を行いたいと思いますので、よろしくお願いをいた

します。 
 まず最初の問題点、課題等が今までの中でありましたら、漏れがあったら発言していた

だきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 
 阿部委員。 
○阿部委員 今ずっと最後の 17 条までいったら、また条例は戻るわけでなくて、あとは

全体の中での質疑という中でやるということで考えていいですか。 
 例えば、途中で何条が漏れたなと言ったら、全体の中で聞くことになるですか。 
○福原委員長 それでも構わないと思います。全体の質疑の中でも。 
○阿部委員 わかりました。 
○福原委員長 あと次回委員会の進め方を今お話いたしました。12 条から審議していきま

す。またいろいろな質問等があるんだと思いますので、準備をなさっていただきたいとい

うふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。 
 次回は、２月の 13 日金曜日１時からですので、ご案内はいたしませんのでこの場所に

ご参集のほどよろしくお願いいたします。 
 全体的に何かございませんでしょうか。なければ、今日の総務文教厚生常任委員会を閉

じさせていただきたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。 
 それでは、長時間にわたりまして、債権管理条例の制定について審査をしていただきま

した。次回に向けて、またいろいろと勉強をしながら私どもも臨みたいと思いますので、

本日は大変ご苦労様でした。 
 議長の方から何かございませんでしょうか。 
○田村議長 ありません。 
○福原委員長 ありがとうございました。 
 以上で閉じます。ご苦労様でした。 

閉議 午後 ３時１４分 


