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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 日一日と日足が延びて春が近づいてまいりましたが、本日はあいにくの雪

になりました。午前中の臨時議会の後のお疲れのところご出席いただきまして、大変ご苦

労様です。昨日、戦後以来の大改革と銘打った安倍総理の施政方針が示されました。格差

社会を是正し、少子高齢化や具体的な施策は農業所得のことなど触れてはおりませんが、

今後期待していきたいものです。 

 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。また議長につきまし

ては、通院加療中で欠席されております。以上、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。 

 それでは、早速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。 

 １月 19 日の委員会に引き続きまして、審議を続けていきます。前回の委員会については、

条文審査において第 11 条までの審議を終了していますので、引き続き第 12 条から審議を

続けていきたいと思います。それでは、第 12 条の説明をお願いいたします。 

 町民課長。 

○泉町民課長 それでは早速説明をさせていただきます。第 12 条、履行期限の繰上げ、町

長は、町の債権について履行期限を繰り上げることができる理由が生じた時は、遅滞なく、

債務者に対し、履行期限を繰り上げる旨の通知をしなければならない。ただし、第 15 条第

１項各号のいずれかに該当する場合その他特に支障があると認める場合は、この限りでな

いと規定しています。 

 これは履行期限の到来前に一定の理由により債務者に信用不安が生じ、期限の到来を待

っていたのでは回収が困難となるものは、債務者に対し履行期限を繰り上げる旨を通知し

て、迅速な債権の保全や回収の措置を講ずるものです。この通知は、施行規則第 11 条の履

行期限繰上げ通知書を送付することにより行うもので、その標準様式を様式第７号として、

同施行規則 11 ページに掲載をしてございます。 

 繰り上げる理由としては、法令に基づく場合と契約に基づく場合がありますが、期限の

利益の喪失、会社の解散、相続の場合の限定承認、相続財産法人の成立、期限の利益の放

棄となっています。終わります。 

○福原委員長 第 12 条について、ご意見をお伺いいたします。 

 質疑はございませんか。 

 ないようですので、第 13 条について、説明を願います。 

○泉町民課長 第 13 条、債権の申出等、町長は、町の債権について、債務者が強制執行又

は倒産手続開始の決定を受けたこと等を知った場合において、法令の規定により町が債権
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者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちに、そのための措

置をとらなければならない。 

 第２項、前項に規定するもののほか、町長は、町の債権を確保するため必要があると認

めるときは、債務者に対し、担保の提供を求め、又は仮差押え若しくは仮処分の手続をと

る等必要な措置をとらなければならないと規定しています。 

 第１項は、配当の要求その他債権の申出の規定であり、債務者が支払不能の事態に陥っ

たことにより、他の債権者が先んじて強制執行の手続をとった場合や債務者みずからが破

産を申し立てた場合、その他の理由により債務者みずからが破産を申し立てた場合、その

他の理由により債務者の財産の清算手続きが開始された場合に、申し出のための必要な措

置をとらなければなりません。申し出の理由は、強制執行、抵当権の実行、破産手続開始

決定、債務者である法人の解散、相続人の限定承認、社会厚生手続開始の決定等がありま

す。 

 第２項は、債務者に信用不安が生じた場合にとらなければならない措置であり、担保提

供の請求と保全処分の規定です。保全処分には仮差押え、係争物に関する仮処分、仮の地

位を定める仮処分があり、民事保全法第１条に規定されています。 

 また施行規則 12 条では、配当の要求その他債権の申出は、第１号債務者が強制執行を受

けたこと、第２号、債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと、第３号、

債務者の財産について、競売の開始があったこと、第４号、債務者が破産手続開始の決定

を受けたこと、第５号、債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったこと、

第６号、債務者について相続の開始があった場合において相続人が限定承認をしたこと、

第７号、債務者である法人が解散したこと、第８号、第４号から前号までに定める事由の

ほか、債務者の総財産について精算が開始されたことを知った場合において行うこととな

っています。 

 この場合、直ちにその措置に関し必要な事項を明らかにした書面を該当事務を所管する

執行官又は執行裁判所に送付しなければならないとしています。終わります。 

○福原委員長 第 13 条の説明が終わりました。この条文についての質疑は何かございませ

んでしょうか。ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○福原委員長 なければ、第 14 条、徴収停止の条項をお願いいたします。 

○泉町民課長 第 14 条、徴収停止、町長は、非強制徴収公債権及び私債権で履行期限後相

当の期間を経過してもなお完全に履行されていないものについて、次の各号のいずれかに

該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、以後その

保全及び取立てをしないことができる。 

 第１号、法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込みがなく、

かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められたと

き、第２号、債務者の所在が不明であり、かつ、差し押さえることができる財産の価額が
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強制執行の費用を超えないと認められるとき、その他にこれに類するとき、第３号、債権

金額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるときと規定しております。 

 これは債務者が法人であれば事業を休止し、将来事業再開の見込みが全くない場合など、

また個人であれば債務者本人の所在や財産が不明な場合などに、徴収する手段を停止し、

債権の保全や取立てをしないとするものです。 

 第１項に規定する履行期限後相当の期間とは、施行規則第 13 条で１年以上とするとして

います。また施行規則第 14 条では、徴収停止などの措置をとった場合、その内容などにつ

いて、債権管理台帳へ記載しなければならないともしています。終わります。 

○福原委員長 第 14 条の説明を受けました。これについて、何か質疑はありませんでしょ

うか。ありませんか。 

 なければ、第 15 条の説明をお願いいたします。 

○泉町民課長 第 15 条、履行延期の特約、町長は、非強制徴収公債権及び私債権について、

次の各号のいずれかに該当する場合においては、その履行期限を延長する特約又は処分を

することができる。この場合において、当該債権の金額を適宜分割して履行期限を定める

ことを妨げない。 

 第１号、債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき、第２号、債務者が当該債務の

全部を一時に履行することが困難であり、かつ、その現に有する資産の状況により、履行

期限を延長することが徴収上有利であると認められるとき、第３号、債務者について災害、

盗難その他の事故が生じたことにより、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが

困難であるため、履行期限を延長することがやむを得ないと認められるとき、第４号、損

害賠償金又は不当利得による返還金に係る債権について、債務者が当該債務の全部を一時

に履行することが困難であり、かつ、弁済につき特に誠意を有すると認められるとき、第

５号、貸付金に係る債権について、債務者が当該貸付金の使途に従って第三者に貸付けを

行った場合において、当該第三者に対する貸付金に関し、第１号から第３号までのいずれ

かに該当する理由があることその他特別の事情により、当該第三者に対する貸付金の回収

が著しく困難であるため、当該債務者がその債務の全部を一時に履行することが困難であ

るとき。 

 第２項、町長は、履行期限後においても、前項の規定により履行期限を延長する特約又

は処分をすることができる。この場合においては、既に発生した履行の遅滞に係る損害賠

償金その他の徴収金に係る債権は、徴収すべきものとすると規定しております。 

 これは債務者が無資力などの理由により、納付すべき金額を一括して納付することがで

きない場合に、その履行期限を延長する、いわゆる分割納付ができることとするものです。

無資力とは、その債務者が資産がないか、あっても他の債務の担保に充てられているため

無価値に等しい状態にあり、かつ収支が生計若しくは事業を維持するに足りないと認めら

れる状態にあることを言います。分割納付などを認める場合には、履行期限の変更までに

既に発生している利息、延滞金、遅延損害金の支払いを免除することは原則できないもの
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です。また履行期限を延長する特約とは、債権が町と債務者との契約により発生している

私債権の場合は、履行期限の延長は契約により行われるため特約と言い、履行期限を延長

する処分とは、債権が町の債務者に対する行政処分により発生している非強制徴収公債権

の場合は、履行期限の延長は行政処分により行われるため処分と言います。 

 施行規則第 15 条には、履行延期申請書の標準様式を様式第８号として同施行規則 12 ペ

ージに、履行延期承認通知書の標準様式を様式第 9号として同施行規則 13 ページに、履行

延期不承認通知書の標準様式を様式第 10 号として同施行規則 14 ページにそれぞれ掲載を

しています。 

 また施行規則第 16 条では、履行期限を延長する場合に、次の条件を付するものとしてい

ます。第１号では、当該非強制徴収公債権の保全上必要があるときは、債務者に対し業務

又は資産の状況に関し、質問や資料の提供を求めることができること、第２号では、当該

非強制徴収公債権の全部又は一部について、当該延長に係る次のア及びイの場合には、履

行期限を繰り上げることができるとしています。 

 ア、債務者が町の不利益にその財産を隠し、損ない、若しくは処分したとき、若しくは

これからのおそれがあると認められるとき、イ、当該非強制徴収公債権の金額を分割して

履行期限を延長する場合において、債務者が分割された金額についての履行を怠ったとき

としています。終わります。 

○福原委員長 第 15 条の説明を受けました。これについて何か質疑がありましたら、お願

いいたします。ありませんか。 

 なければ、16 条、放棄にまいりたいと思います。説明をよろしくお願いします。 

○泉町民課長 第 16 条、放棄、町長は、非強制徴収公債権及び私債権について、次のいず

れかに該当する場合においては、当該債権及びこれに係る損害賠償金等を放棄することが

できる。第１号、当該債権について、消滅時効にかかる時効期間が満了したとき、第２号、

破産法第 253 条第１項、会社更生法第 204 条第１項その他の法令の規定により、債務者が

当該債権について、その責任を免れたとき、第３号、債務者が死亡し、その債権について

限定承認があった場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに

他の債権に優先して弁済を受ける債権及び本町以外の者の権利の金額の合計額を超えない

と見込まれるとき、第４号、第９条に規定する強制執行等の手続又は第 13 条に規定する債

権の申出等の措置をとった場合において、なお債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、

資力の回復が困難で、弁済の見込みがないと認められるとき、第５号、第 14 条に規定する

徴収停止の措置をとった当該債権について、当該措置をとった日から相当の期間を経過し

た後においても、なお債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で、

履行の見込みがないと認められるとき、第６号、債務者が失踪、所在不明その他これに準

ずる事情にあり、徴収の見込みがないとき。 

 第２項、町長は、前項第５号の規定にかかわらず、第 14 条に規定する措置をとった場合

において、その債権が限定承認に係るものであるとき、その他その債権を徴収することが
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できないことが明らかであるときは、その債権を納付し、又は納入する義務を直ちに消滅

させることができる。第３項、町長は、前２項の規定により債権を放棄したときは、これ

を議会に報告しなければならないと規定しています。 

 これはこの条例などに基づいて適正な管理を行い、あらゆる手段を尽くしても徴収でき

る見込みがないと判断される債権については、法令などの一定の要件を満たす場合に、町

長はその権利を放棄することができるとしているものであります。 

 権利を放棄することは、地方自治法第 96 条に定める普通地方公共団体の議会が議決しな

ければいけない事件として規定されているところでありますけれども、履行不能な債権を

いつまでも抱えることなく、迅速な整理を行うため、町長の判断で権利を放棄できる権限

を付与していただきたいとするものであります。 

 あわせて権利を放棄した案件について、議会に報告することを町長に義務づけておりま

す。また一定の要件とは、債権が消滅時効にかかったとき、債務者が破産などにより免責

されたとき、強制執行などの措置を講じても履行される見込みがない時、債務者が失踪所

在不明な場合など、事実上債務の履行が不能な時としています。 

 非強制徴収公債権は、地方自治法の規定により時効期間は５年で時効の援用を必要とせ

ず債権は消滅しますが、私債権は債権の種類によって時効期間が異なり、時効期間が満了

しても時効の援用がないと債権は消滅をいたしません。そのため、債権債務の関係がいつ

までたっても不確定なまま存在することとなります。したがって、私債権につきましては、

債務者が所在不明であるため時効援用の意思表示が得られない場合、申し立てを要するこ

となく時効期間が経過した債権は放棄できることとしております。 

 また破産法や会社更生法など、債務者が法令の規定により免責を受けた場合、納付義務

がなくなるため、放棄せざるを得ないものであります。ただし、税金である租税債権につ

いては、破産法では免責をされません。 

 次に、限定承認でありますけれども、限定承認とは、相続人が相続で得た財産の限度で

死亡した債務者の債務を弁済する相続の方法でありますが、この場合、明らかに町の債権

より弁済を優先的に受ける債権が多く、町にまで弁済がされないと見込まれる時は放棄で

きるとしているものであります。 

 町の強制執行などの手続や裁判所に対する債権申出など、法的手段を尽くしてもなお回

収のできない債権については、ほかに回収の方法がないことから、債権を放棄することが

できるとしているものです。徴収停止後、相当の期間が経過してもなお、債務者の状況が

変わらない場合は、債権を回収できる見込みがないと考えられるため、債権を放棄できる

としています。時効期間が経過する前に失踪宣告された場合等においては、円滑な債権管

理のために債権放棄ができるとしています。 

 施行規則第 17 条では、条例第 16 条第１項第５号に規定する相当の期間とは１年以上と

するとしています。また施行規則第 18 条では、条例第 16 条第３項に規定する議会への報

告事項を第１号、放棄した債権の名称、第２号、放棄した債権の発生年度、件数及び金額、
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第３号、放棄した事由としています。 

 これらの議会への報告の仕方につきましては、今後議会との協議によりとり進めると考

えております。終わります。 

○福原委員長 第 16 条の説明が終わりました。質疑はありませんか。 

 差間委員。 

○差間委員 ただいまの説明で、議会に報告の時期と言いますか、それとその報告の形式

は今のところどのように考えていますか。 

○福原委員長 町民課長。 

○泉町民課長 今のところということでとらえていただきたいんですけれども、年に一度

という形で前年度の会計年度の終了する６月の第２回定例議会において、行政報告という

形で報告させていただければと、このように考えております。またそれに伴う疑義等が発

生するかもしれませんけれども、これにつきましては、９月の第３回定例議会における決

算委員会ですか、この中での質疑ということにさせていただければと、今のところそのよ

うに考えております。 

○福原委員長 差間委員。 

○差間委員 19 日の課長の説明の中でもるる説明ありました。私はですね、大変気になっ

ているのは、こういった決定をする際、課長のお言葉としてですね、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判断材料というものを提言で

きる場所であるべきかなということで、滞プロの位置づけをしていらっしゃいました。 

 滞納プロジェクトと原課と言いますか、元々の課との関係、それから実際に町長ととも

に判断するのは滞プロととらえていいのか。それとも、その前に原課との間で行われると

とらえていいのか、この点についてどう考えていますか。 

○福原委員長 答弁願います。 

 町民課長。 

○泉町民課長 前回、今話のありますとおり、滞納プロジェクトという今の町の組織の中

でそれぞれ債権が扱っているものが一様に介しているところがあると。これは正直申し上

げて、いろいろな情報に基づいて債権の回収をどうしたらいいだろうという部分がありま

す。そういうその現場を十分熟知した人たち、それと十分接してきた人たちがやはりその

中で、この債権は本当にどんな手を尽くしても、回収の見込みがないとか、そういう判断

をつけられるのではないかという位置づけの中で、やはりここの部署でいろいろな論議を

またそういうような措置をとる場合においても、そういうところでいろいろと論議をしな

がらやはり判断をしていくべきであろうというふうに思ってございます。 

 最終的には、本当に先ほどお話ありましたように、町長が判断するわけですけれども、

その判断ができる、要するに我々がいろいろな形で接してきても、これ以上いくら手を尽

くしてもしょうがないという、一定の要件ということを申し上げておりますけれども、そ

ういうような場合においてのみ放棄するという概念でございますので、あらゆる手が皆さ
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ん尽くしたのかどうかという部分も含めてですね、滞納プロジェクトの中でそれらの判断

をできる場所という意味、それから判断という部分においても指導できる場所としてその

位置づけをしていきたいと。 

 現実問題、いろいろな情報交換を現実的にやっていますので、債権の放棄という部分が

出てきましたので、これらの部分については、やはりその位置づけの中身でやっていきた

いなと。滞納プロジェクトそもそもは、本部長と言いますか、副町長をトップとしながら、

やはりそれぞれが債権を回収しなければいけない、それぞれ集まってやっておりまして、

それについては、徴税吏員的なものも含めながらですね、やはりその回収に向けて一生懸

命やっているということでございますので、今のところ新たな組織をつくってとか、そう

いうことではなくて、やはり十分それら対応してきたものがどのように判断していくかと

いうことがやはり提言的に町長に申し上げたことが一番いいのではないかなというような

ことで、ここを重要視してございます。 

○福原委員長 差間委員。 

○差間委員 19 日の説明の中でですね、課長のお言葉として「他町のように債権管理委員

会のようなものをつくるということは、今のところ考えていない」ということで説明あっ

たんですけれども、やはり放棄の部分についてですね、管理条例を眺めてみますと、この

部分は債務者にとって不安定な状態というんですか、宙ぶらりんな状態でおかれているも

のをね、債権管理という形で処理をしていくということで、大事な部分かと思うんですよ。 

 ただ、町の持っている債権を放棄するということでも、この条例の中でも細かく本当に

規定されているんですね。こういった場合、こういった場合ということでですね。やはり

ここは大事な部分なので、債権管理条例がね、発効する前に職員全体の認識としてですね、

執行体制としてどのように向かっていくのかということをですね、何とかしっかりと発信

していただきたい。原課として強くやっていくんですよ、いやいや原課でももちろん強く

ですね、調べてそれで債務者と話し合いをした結果として、滞プロの中で改めて皆さんと

一緒にですね、お話をしていくとか、そういったことで関係する職員の認識として、その

執行体制をしっかりしていただきたい、その部分が私としては放棄という部分に感じてい

るものですから、その点についてもう一度課長の口から説明いただければということで。 

○福原委員長 町民課長。 

○泉町民課長 この債権の管理条例、改めて整理をしながらこれからそういう債権につい

て処理をしていこうと。これについては、職員が一同に会してこういうふうにやっていく

んだよという部分の理解とマニュアルというもの完成品ではありませんけれども、それら

をつくりながら、職員周知の中で一丸として体制としてやっていきましょうというような

ことも最終目的でいくということであります。 

 したがいまして、この条例の今審査中でありますけれども、これらの終了に伴ってです

ね、今言いましたような手引書の部分においても完成をさせながら、改めて職員にも周知

をさせていきたいと思っています。 
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○福原委員長 ほかに何か質疑ありませんか。 

 河内委員。 

○河内委員 債権の放棄についてはですね、おおまかには今説明した範囲の中で対応でき

ると考えていますが、まれにですね、ここにもうたわれておりますけれども、時効の援用

に関するものが非常にデリケートな要素を含んでくると思うわけですね。いろいろこれも

判例的なものでもマニュアルの中に載っておりますけれども、非常に行政側に有利な解釈

がされているわけですけれども、このマニュアルの中の 39 ページのウ、私債権の場合で時

効の援用は口頭でも可能。ただし、後日の争いを避けるために、債務者からの書面提出又

は具体的な記録が必要であるということで、こういった後日このことについての行き違い

とかまた援用を債権者が利用すると言ったら悪いですけれども、悪用するようなこともな

きにしもあらずなんですけれども、その辺の進め方について何か考えがあったらご説明受

けたいなと思っています。 

○福原委員長 町民課長補佐。 

○菅原町民課長補佐 今、ご質問いただいたのは、時効の援用の書面をとる、とらないと

いうことでいいでしょうか。 

○河内委員 それも一つですね。 

○菅原町民課長補佐 時効の援用というのは、町民はほとんど理解されていない部分だと

思います。ただですね、法律知っている、知らない、申請をする、しないということにな

っていきますけれども、これらについても払えないとは言っていないという言葉が実は多

いんです。そうなった場合に、きちっとそれらの調査をさせていただいて、判断をすると

いうことになっていきますので、曖昧なことで払えない払えないと口頭で言われてもです

ね、どこに真実があるかということもわかりませんので、それらを含めてそれぞれ調査さ

せていただいて、真実ということになれば、きちっと書面をとらせていただいて、そこで

両者納得の上に整理させていただく方向で考えています。単純に口頭でないんだないんだ

と言ってもこれはどなたもないんだと言えば、それで済むというものではありませんので、

その辺は慎重にやっていきたいと思っています。 

○福原委員長 河内委員。 

○河内委員 債権によって援用の年数が違いますよね時効のね。そういったものも例えば

本人は知らないことが恐らくほとんどだと思うんです。よっぽど法律の知識がない限り、

そういった場合には、例えば消滅の時期がきた時に、行政側から援用について時効の申し

出ますか、申し出ませんかというようなその辺の対応はどうなのですか。 

○福原委員長 課長補佐。 

○菅原町民課長補佐 時効の援用をこちらから言うということはありません。 

 基本的にお約束をした、そしてこちらから課しているものというか、義務としていただ

くものに対してあなたの債権は援用になりましたということをこちらから言うのは、債権

放棄をしなさい、できるようにしなさいと言わんばかりのことで、本来こちらで契約等々
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によりいただかなければならない債権を無意味にこちらから債権放棄させるようなことと

いうか、援用を持ちだすようなことはしません。 

○福原委員長 よろしいですか。 

 河内委員。 

○河内委員 裏表あることなので、法律的にはそういった援用というものがあるけれども、

そういったものは行政側からはお知らせはしないということね。わかりました。 

○福原委員長 差間委員。 

○差間委員 重ねて質問いたします。時効の援用の申し出ということで、強制徴収公債権、

非強制徴収公債権、これは時効とともに自動的になくなるんですよね。ところが私債権の

場合は、これは時効が過ぎても一切その方が申し出しなければなくならないですよね。 

 その場合、債権管理をする側から申し出ることはいずれの場合もですね、これは必要な

ことではないというふうに理解してよろしいでしょうか。 

○福原委員長 課長補佐。 

○菅原町民課長補佐 必要でないという言葉がちょっとあれなんですけれども、基本的に

課したものにこちらから課した若しくは課したということは課税した、若しくは契約によ

って債権が成立できた段階で、それは私たちが、行政側がいただかなければならない債権

になりますので、それを不用意に放棄すると言ったらおかしいですけれども、こちらにし

てみればいただかなきゃならない権利を不用意に放棄するということ自体ができませんの

で、その分に関しては公債権については、時効５年で自然になくなるということはあるん

ですけれども、それまでにやらなければならないことが債権回収をしなければならないこ

とが義務づけられておりますので、そこでまず５年経ちましたから時効ですよ、もう時効

ですよということをあえてお知らせすることは公的にも債権回収の努力をしなかったとい

うふうに見られることになりますので、まして契約についてもお約束をした債権ですので、

それをこちらから援用して責任を逃れてくださいというようなことをできるような債権で

はないと思っています。 

○福原委員長 よろしいですか。 

 差間委員。 

○差間委員 この今回いただいた債権取扱い手引き、この 38 ページこの中にですね、不納

欠損処分について、ごめんなさいね、ちょっとまだ早すぎるのかな。（１）のウ、権利の放

置は法律上の保護に値しないと書いてあるんですけれども、この文章がですね、実は何回

も読ませていただいて、言っていることは本当にそう思うんです。ただですね、債権管理

の場合、この文章は一体どういう意味になるのか、実はこの手引きをいただいてからずっ

と考えてきたんですけれども、ちょっと私の言葉に問題があったら謝りますけれども、こ

れはみずからの権利、みずからというのはね、債務者のことを言っているのか、納税者に

対して権利を持っている町のことを言っているのか、このみずからというのは。 

○福原委員長 課長補佐。 
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○菅原町民課長補佐 みずからというのは、債権を持っている行政側です。 

○福原委員長 差間委員。 

○差間委員 そうであって安心したんですけれども、私、この文章を読んだ瞬間、時効が

過ぎているのに援用を申し出ることを知らずに、こんな言葉言ってどうか、分割払いすれ

ばいいやという感じでね、ある程度経ってから自分の持った債務のいくらかを持ってきた

場合、私債権の場合これはまだ債権としては消滅していませんよね、時効きたとしても。

その場合は、この文章を見てね、あぐらをかいているというのは債務者のことかと思った

んですよ。 

 ですから、もう返さなくてもいいものを返してしまった場合、これは債権管理上はその

方に対しての債権をその時点から発生しますよね、町にとっては。つまりこの文章とは関

係なくても、町の債権はその場合はまた債権として成立してくるという理解してよろしい

ですか。 

○福原委員長 課長補佐。 

○菅原町民課長補佐 債権がそこでなくなってはいないんです。ですので、本人に納める

というか、払う意思があれば、それは回復するのではなくて、継続していくと考えていた

だいた方がいいと思います。 

○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 ほかに何か質問ありませんでしょうか。 

 次に、進んでよろしいですか。第 17 条に入っていきたいと思います。 

 説明をお願いいたします。 

○泉町民課長 第 17 条、委任、この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要

な事項は、規則で定めるとしています。 

 債権の管理における詳細な事項は、施行規則に委任するものです。終わります。 

○福原委員長 17 条の説明が終わりました。この 17 条について、ご質問ありませんでし

ょうか。ないようですので、これで条文の審査を終わります。 

 次に、全体を通して質疑を受けたいと思いますので、よろしくお願いいたします。質疑

はありませんか。 

 阿部委員。 

○阿部委員 条文が終わって、これから執行体制の所に対して少しお伺いいたします。 

 先の説明の中で、延滞金、特別な事情がある場合は、免除するということで、特別な場

合、例えば、おおむねやむを得ない特別な場合とかってあるんですが、この特別な事情に

ついて、もう少し詳しくお示しをいただきたいと思います。 

○福原委員長 条文の何条かは。 

○阿部委員 条文は、ちょっと戻ることになるのですが、延滞金とかそれからもう１点、

何カ所かあったんですけれども、その中で事情がそれぞれ違うのかなと思うのですが。 
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○福原委員長 第 10 条の延滞金の所にも特別な事情、９条にも強制執行の所にも特別な事

情っていうのが。 

○阿部委員 強制執行よりも延滞金の特別な事情がある場合、免除ということであります。

この特別な事情とはどのような状態を言うんですか。 

○福原委員長 答弁願います。 

 町民課長。 

○泉町民課長 免除できる条項ということでございますけれども、本人の申請に基づいて

町長が判断をして免除するかどうかを決めるというような規定がされております。災害そ

の他特別の事情があるときというようなことかと思います。特別な事情がある時は免除で

きるよということですけれども、当然震災とか風水害だとか、自然災害、このようなこと

で財産に損失を受けた場合、それから債務者または債務者と生計を一にするような、それ

を言っているんですけど。 

○阿部委員 その他特別の事情とあるので、その部分についてはどういうことなのかなと。 

○泉町民課長 その他ですか。 

○阿部委員 災害というのは大体想像がつくのですが、その他の何をどの程度まで指すの

かなと、ちょっとお伺いしたい。 

○泉町民課長 その他という部分の解釈。 

○阿部委員 遅延についても書いてありますし、延滞金についても同じこと書いてあるの

で、ただ事情が違うのか、同じ事情なのかも含めながらお願いいたします。 

○福原委員長 暫時休憩します。 

 

午後 １時４９分 休憩 

午後 １時５０分 再開 

 

○福原委員長 休憩を解き、会議を開きます。 

 町民課長。 

○泉町民課長 いろいろその他の災害とか云々という表現が出されておりますけれども、

その他の災害というふうになってくると、土砂崩れであったり、津波であったり、火災の

もらい火であったり、雪害であったり、ひょうであったり、そういうようないろいろな他

のここで表現されている以外の自然災害が想定されるのかなというふうに思っています。 

 それとやむを得ない事情があると町長が認める場合、これについてはですね、いろいろ

な状況が想定されると思いますけれども、生活保護受給になった場合等については、当然

これらの部分については免除をせざるを得ないという部分があります。 

 やはり今規定されている項目以外でその場面、場面によってですね、判断をしなければ

いけないものが出てくるのではないかということで特定がなかなかできないというのが現

実だというふうに思っております。 



- 13 - 
 

 ですから、免除できるという一つの申請が上がった場合において、町長のその場面にお

いてどのように判断するかという、判断の領域になるというふうに思っております。今特

定をするということは、なかなか難しい、いろいろな場合が出てくるので難しいなという

ふうに思っていますので、特定は控えさせていただきたいと、このように思います。 

○福原委員長 よろしいですか。 

 阿部委員。 

○阿部委員 今、その場面場面とおっしゃられた、先ほどからの議論をされている部分が

ありましたので、その経過措置の中で特別な事情が出てくるのかなと私思います。あくま

でその中身の中で一番発生時のことからいきなり免除になるのか、それとも途中からでも

そういうことが起きるのか、いかがなのでしょう。 

○福原委員長 町民課長。 

○泉町民課長 この延滞金だとか、遅延損害金というのは、当然簡単に言えば請求書を発

布して云々して払われなければ督促を出して、それから催告書を出して、いろいろな手続

きを踏んでいる中で、いろいろなことを皆さんこの中では書いてありますけれども、その

手続きの一貫の中で、どういうような事情があるんだ、払えない事情なんですかという部

分をやはり納めていただかなければいけない人に対して、私たちが言う場面が出てきます。 

 それは、当然どうして納めていないんですかということで一度来てください、どういう

事情がありますかということをですね、お話を聞かないとできない部分があります。そう

いう中で、債権を処理する段階において、例えば手助けができる場合もあります。ですか

ら、そういう場合において、例えば今言う免除ができる条項というものがありますけれど

も、その中でこれはもうどうしても駄目だねと言ったら変ですけど、なかなかいっぺんに

納めてもらうこともできないし、延滞金だとか云々とるのも非常に難しい状況にあります

ねという場合において、これらのことが適用されるということになりますから、基本的な

形のものが処理されていった後の対応の中身で、こういう部分が申し出があったり、話の

中で処理をしていくという形をとっていくということになりますから、最初から免除をす

るだとか、そういうような案件ではありません。ですから、当然そういう手続きを踏んだ

後の処理の中で免除をしなければいけないとか、ということが出てくるんだというふうに

理解しています。 

○福原委員長 阿部委員。 

○阿部委員 そしたらあくまでこの債権が発生したと認められた時点で順々に手続きを踏

んできて、それから中で再度と言いますか、なぜ遅延しているんだという状況になった中

で、その件についてはもう一度債権者と行政側とお話があるということですよね。基本的

に債権は発生しますよね。その後ですよね。最後ですね。 

○福原委員長 町民課長。 

○泉町民課長 当然のことながら、延滞金というのは当然支払っていないので督促が出さ

れていろいろな話が出ます。それがどうして納められないんですか、要するに延滞金を納
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めるわけじゃなくて、その実際に払わなければいけない金銭を使用料なんでも結構ですけ

ど、それをどうして納めることができないんですかというような話が当然出てくると思い

ます。その中でそういう話をしたり、通知を申し上げてもし理由がいろいろあるのであれ

ば電話をくださいとか、ぜひ出向いてくださいとかって、本当は出向いていただくことが

一番いいのだと思っていますけれども、その中でいろいろな話をして、そうか例えば実は

会社が具合が悪くなっちゃって収入がなかなかないんだとか、家族に病人が出て云々だよ

とか、そういうような事情がいろいろと浮き彫りになってくるんだろうと。 

 その中で、そうしたらちょっと延滞金だとか云々、例えば元本自体もいっぺんに払うの

大変だね、そしたら分割でもやっていきましょうか、そういうような話が出てくるという

ふうに思っていますから、その中で延滞金の部分については、それであれば元本もなかな

かそんなのいっぺんに払うことできない、分割いろいろな方法をとりましょうか、そした

ら延滞金については、そこまで求めるのはこの状態ではなかなか無理ですねという判断が

出てくるんだと思います。 

 それに基づいていろいろな手続きを踏みながら、これは免除していくと。ですから、そ

れ以外のいろいろな場面、免除する場面が想定が違う部分もあるかもしれませんけど、そ

れについてはここで記載されているもの以外については、その時の状態に応じて判断をし

ていかなければいけないということです。 

○阿部委員 やむを得ない事情というのは、そういうことで起きた状況を把握しながらと

いうことですね。わかりました。 

○福原委員長 よろしいですか。ほかの委員の方。 

 差間委員。 

○差間委員 延滞金のことでね、利率のことで手引きの 29 ページ、14.6 とあるんですけ

れども、これは当分の間はね、特定基準割合って言うんですか、そういったものを適用し

てやっていくということではないんですか。 

○福原委員長 課長補佐。 

○菅原町民課長補佐 延滞金についてはですね、公債権については延滞金です。この特定

基準割合、今条例の方で書かせていただいているのは税金と同じ取り扱いですと、特定基

準割合を含めて税金と同じ取り扱いをするという条項にしてありますので、ご理解いただ

ければと思います。 

○福原委員長 差間委員。 

○差間委員 そうすると財務大臣から毎年告知されて出てきているその数字から出てくる

9.2 と言うんですか、私の認識もちょっと間違っているのかもしれません、14.6 ではなく

て 9.2 を現在のところですね 27 年、適用していくということではないんですか。 

○福原委員長 課長補佐。 

○菅原町民課長補佐 そうです。地方税法附則第３条の２第１項なんですけれども、これ

は特定基準割合を含めて、27 年度に改正されましたので、それと同じ割合でということを
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うたってますので、その部分をうたっているのです。14.6 で特定基準割合を加味されて、

１カ月までは 14.6 じゃなくて、低い割合で税金も計算されていますので、それと同じ取り

扱いをしますということをこの地方税法附則の第３条の２第１項で定められていますので、

それと同じように取り扱うようにというふうにうたっています。 

○福原委員長 よろしいですか。 

 差間委員。 

○差間委員 すいません。私間違えて理解しておりました。最初ね、14.6 の半分で 7.3 で

とって、その次から 14.6 をとるのかなという最初理解したんですけど、でもこの特定基準

割合というものを適用した率で運用していくんじゃないかなという、この手引書ね、これ

14.6 というのは、そうするとこれは 29 ページですね、これはこのままにしておいてよろ

しいんですか。 

○福原委員長 課長補佐。 

○菅原町民課長補佐 基本は延滞金 14.6 なんですよ。すいませんご承知かと。14.6 なん

ですけれども、特定基準割合でその時々の 11 月末日の商業手形の割合を適用させているん

ですよね延滞金というのは。それでこの地方税法附則の第３条の２第１項にその部分が特

定基準割合を使うってことがうたっているので、それとそこの部分をうたってあれば、税

と同じように連動してこの部分についてはその年の日本銀行の商業手形の基準割合と同じ

基準割合で変動していくようにつくってはあるんです。５ページにあります延滞金につい

ては。 

 ただ、こっちの割合の方は、そのままと言ったらおかしいですけど、税金については、

14.6 が基本ですよということを決めて周知するために書いてあると理解していただけれ

ばと思います。手引きの方はですね。 

○福原委員長 町民課長。 

○泉町民課長 延滞金の定める割合ということだと思います。本来であれば、計数を用い

て 14.6 であるとか、損害遅延金であれば５％であるとかという計数を表示すべきかなと思

いましたけれども、これはいろいろな根拠となる地方税法等々が変更がどうしてもあり得

るというようなことから、計数を用いないで地方税法の何項で定める割合ということで読

みかえるというふうなことでここに掲載をしているということでありますので、ただ、ご

指摘の手引書の部分については、まだまだ精査する部分もたくさんあろうかと思いますし、

お話の部分を参考にさせていただく部分もあるのかなという気はいたしますけれども、条

例本文の中ではそういうようなことで計数をここで表示するのではなくて、あくまでも根

拠法の中で当然動いていく部分がありますから、それを読みかえてやっていくというよう

な条文で、条例を一字一字変えることなくやってこうかというようなことで、ここに規定

しているということであります。 

○福原委員長 差間委員。 

○差間委員 課長と補佐を前にしてですね、私たちもこの条例はどうなっていくんだ、こ
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の条例が発効した後、債権管理の場って言うんですか、これは納税者と町の間でですね、

立って納税者に対峙と言ったら言葉悪いですけれども、相対していかなければならないん

ですよね。その現在、町の持っている債権をどのように管理していくかという部分でね、

それは始まってしまったら私たちはやっぱり債権管理の場に任せてしまわないと、これは

どうしようもないですよね。 

 ですから、その一つ一つのことをとらえてですね、これどうなんだ、これどうなんだと

いうのは、なかなか私たちもこれは自分の能力を超えた部分もありますので、なかなか苦

手な部分もあるんですけど、でもですね、その債権管理の場に立っている職員の方々にと

ってはね、これは非常に大事なことだと思うんですよ。 

 その場合ですね、この取扱い手引きというのは、これはもちろん私たちにとっても非常

に勉強になる手引きですけども、職員にとってもこれは大事な手引きじゃないですか。今

の説明を聞いていると、そうではなくて、この部分はこういうふうに読みかえるとか言わ

れても、私たち一番心配するのはですね、私が心配するのは、債権管理の場に立った職員

がしっかりとやっていけるのかということが大変心配なんですよ。 

 ですからね、職員の認識としてこの延滞金の利率ぐらいもうちょっと私たちにわかりや

すく説明してもらってもよろしいんじゃないかと思うんですけれども、この 29 ページに書

いてあること、そうしたら今のところ違うよとよんでもいいってことですか。14.6 という

のは。 

○福原委員長 課長補佐。 

○菅原町民課長補佐 14.6 というのは、あくまでも本則なんですよ。それで本則ですので、

その年、年ですね、商業手形割合が変わってきますので、それに付随してその年、その年、

翌年ですね、11 月 30 日の基準割合をもってやっていきますので、その年々で変わってく

るんですよね。それをあくまでも本則自体は 14.6 なものですから、ここは動かせないので

す本則自体は。それは随時その 11 月 30 日に通達がきた時にですね、それぞれの担当の方

で見直しをしているのが現在なのです。それをやっていかないと延滞金の計算はどこの課

でも管理している課の方では、熟知はしているんですよね。 

 その分でマニュアルの方に書かせていただいたのは、あくまでも本則はそうですよとい

うことで書いています。ただ、今差間委員がご指摘いただいたように、それがこのマニュ

アルを使って職員一致、同じ基準で考えられるのかと言われるとそこは私どもこれから債

権管理していく中で、後輩等に教えていかなければならない部分だと思いますけれども、

本則と商業基準割合ということで二つで動くということをご理解いただければお願いした

いなと思います。 

 ご指摘いただいた部分については、この本則とこの下にマニュアルとして職員周知用に

細かく特例とかその年々のものを書くように変更させていただいて、使っていかせていた

だきますのでご理解いただければと思います。 

○福原委員長 差間委員。 



- 17 - 
 

○差間委員 やっぱり債権管理の場に立っていくということで、大変だということはよく

わかるのです。ですからね、今、補佐の言葉にもありましたように、職員皆さんがこれ周

知しているよということであれば、私たちはよろしくお願いしますというしかないんです

けれども、あちこちの自治体からですね、出されているやつも私もホームページで眺めた

りしながら債権管理について勉強してきたつもりなんですけれども、この手引きもですね、

そういった本当はこうなんだよ、もし職員用にはもうちょっと詳しく載っていますよとい

うことであれば、それをですね書いていただいて、私たちにもわかるようにこれを整理し

てほしいんですよ。もし債権管理条例が成立すれば、４月から発効しますよね。そういう

ことですよね。これは本当に時間もないと思うんですよ。ですからこういう資料について

ちょっと私は不親切なような気もします。ひとつよろしくお願いします。 

○福原委員長 町民課長。 

○泉町民課長 この手引きというのは、先ほどから申し上げているように、職員みんなが

やはり見ながら債権管理にあたろうという一つの指針、基本的事項であるということで、

これから整理をしていきたい、精査もしていきたい、こういうような考えでおります。 

 今、ご指摘のあるような部分につきましても、当然参考とさせていただきながらですね、

これらを修正させて、精査をさせていただければなというふうに思っています。 

 冒頭この条例説明の部分においては、これについてはまだまだ精査する余地もあります

というような話もさせていただきましたし、いろいろなご意見をいただきながら、これら

の部分を使いやすいように、また納得をして使えるような、そういうようなものにしてい

きたいと、このように考えております。以上です。 

○福原委員長 よろしいですか。 

○差間委員 はい。 

○福原委員長 河内委員。 

○河内委員 先般、調査した時にですね、２条について資料３ですね。ご説明受けたんで

すけれども、その後ですね、説明を受けた後でですね、私なりに答弁受けたことをですね、

いろいろ考えてみたんですけれども、予算書の歳入の中にですね、やはりこれと照らし合

わせてみてですね、例えばですね、相談支援サービスと利用計画使用料というのがここに

載っていないなぁというのとですね、介護予防サービス計画使用料もこの中に記載されて

いないということで、課長の答弁ではですね、恒常的な項目はここには基本的には載せて

いくよと、そのほか手数料、使用料、分担金、加入金というものについては、浦幌町財務

規則第 29 条の中で全課に周知して対応していきますよということなんで、何を言いたいか

というと、一応この資料３で記載されている債権一覧がですね、債権の元になるというこ

とでの心配があるんですね。きちっとしたものがやはりここに確認されていなければ、も

し万が一債権の中に漏れがあったとしたら、これはやはりあるべきではないなと。 

 まずそういうことで、この一覧というものがやはり最終的にきちっと債権漏れがないよ

うに、やはりそれぞれの各課も責任を持って確認をしなければならないことであるし、ま
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た最終的にはどこかがこの漏れのないような確認というものをですね、資料３ですね、そ

ういった所が必要なのかな、要になる、その辺ちょっとお聞きしたいんですけれども。 

○福原委員長 答弁願います。 

 課長補佐。 

○菅原町民課長補佐 ご指摘されていることについては、重々承知なのですけれども、債

権というのは、恒常的なものと１年限りのものと雑入に入ってくるものとそれぞれあるの

です。その中で今この資料３、マニュアルの方に書かせていただいたものについては、恒

常的という分かれ目がなんだと言われるとちょっとあれなんですけれども、通常私どもが

扱っている債権、そのほかに本当にその時、その１年間だけとかっていうのもやっぱり出

入りがたくさんあるんです。その部分について、それを毎年、毎年見直しをしていく、若

しくは滞プロの方にそれぞれの債権を持っている所からそういう紹介をいただくなりして

整備をしていこうと思いますけれども、これが完璧じゃないかと言われると私どもが取り

扱う中では、最低限のことが網羅されていると承知していると思ってはいるんです。 

 今ご指摘のあったような債権については、実は今までも滞納になるような支出のもので

はなく、その場、その場で整理しなければいけないという責任を持って整理している債権

もこの中には入っていない部分もあると思います。 

 それらが残った時どうするんだ、職員にその意識があるのかどうかということになりま

すと、ちょっと別な問題になってきますので、その辺はまたプロジェクトを中心としなが

らアフターというか、フォローというか、していけるようにというふうには常時思っては

います。 

 ですのでこの資料を完璧にしなさい、完璧じゃないんじゃないかと言われるとですね、

どの時点でどの債権をどう入れ替えしていこうかなというのもまたちょっとこちらの方と

しては考えてしまう部分も実はあるんです。 

 ですので今ご指摘されたような取りこぼしはないように、今後引き続きやっていくつも

りではいますけれども、これに総ざらいして雑入も含めて入れて管理していくのは、ちょ

っと難しいかなと、すいません、思います。 

○福原委員長 河内委員。 

○河内委員 私たちとしては、浦幌町の債権条例がこういうふうに制定されてスタートし

ていくという時点でやはりより完璧なものをですね、やはり期待しているわけですよね。

そういう点において、やはり今後そういったことでのより精査されたこういった資料とい

うものを作成について、どうすることが一番いいのかということをですね、滞納プロジェ

クトともきちっとお互い認識できるような議論をしていただきたいなと思っております。 

○福原委員長 町民課長。 

○泉町民課長 今ご指摘ありましたような部分も含めて、また再度滞プロ、または課長会

議等も含めてですね、精査しながらいい手引書ができるようにですね、努めてまいりたい

と、このように思っております。 
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○福原委員長 ほかに質問。 

 阿部委員。 

○阿部委員 今の方、大体体制わかってきたんですけれども、先ほど同僚議員の方から４

月から施行という段階に入るという中で、今るるわかるんですけれども、その中で統一の

考えとして全職員が各共通の中で事務処理を行わなければならないんだろうというふうに

考えます。 

 それまでの行うまでのスケジュールとして、例えば職員の研修会とかマニュアルの説明

会とか、そういったことをもう時間もないんですけれども、庁内の意思統一を図る計画は

あるのかないのかなということをちょっとお聞きしたい。 

○福原委員長 町民課長。 

○泉町民課長 今は審査をいただいているということで、これらも踏まえてですね、マニ

ュアルは最終的にはこれ一つを見れば、手引書の中で債権管理をどのようにやっていくか、

この債権をどのように扱ったらいいかというようなことが手引書という形で最終的につく

らせていただくというふうに思っております。 

 これらの部分においてもですね、先ほどもご指摘ありましたけれども、まだまだ精査が

必要な部分があるだろうということも思っておりまして、今後ですね、委員会終了後、速

やかにと言いますか、そう４月まで期間がありませんので、まず滞納プロジェクトの構成

６課はありますけれども、その方々とですね、こういうマニュアルでどうだろうかという

審査をしながらですね、またそれらを元にしてですね、課長会議等をやっていこうかなと。 

 職員の、今は滞納プロジェクトの構成とされている６課というのは、ほとんどが今言う

債権の回収ができていないという所がほとんどですけれども、ほかの所というのは通常の

債権、例えば使用料を払ってもらえるとか、そういうようないろいろな細かい部分の歳入

の仕組みを行っているところであって、不良債権が発生している所ではありませんけれど

も、将来にわたってこの債権の手引書を核としながら、やはりそれぞれ職員がいろいろな

異動がありますので、全課にわたっての周知が必要であると。 

 ただ、今４月までに全課にわたる部分ができるかというのは、ちょっと非常にきついよ

うな気はしておりますけれども、とりあえず今債権を抱えている滞納プロジェクト６課ご

ざいますけれども、ここの部分だけはですね、何とか整理をしながらですね、みんなで意

思統一をして図っていきたいと、その後いろいろな形の中で研修等の部分もですね、考え

ていきたいというふうに考えています。 

 ですから基本的に言いますと、まず滞納プロジェクトの構成員でこの債権の手引書につ

いてもう一回精査をかけてどのように扱っていくか、それに基づいた課長会議等もしなけ

ればいけない、全体的な研修等については、もう少し時間が必要になるかなというふうに

思っておりますけれども、やらないということではなくて、そういう場も設けていかなけ

ればいけないというふうには思っております。 

○福原委員長 よろしいですか。 
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 阿部委員。 

○阿部委員 もうちょっとつっこませてください。やはりこれからこういうことがきちっ

とはかると、マニュアルができて条例ができてもしかしたらこれも債権になるのではない

だろうかという感も出てくる考える部分もあるのです。 

 その時に速やかに対処するためにね、やはり町民利益、それから公平公正を含めるため

の中でね、やっぱりどこかの時点で職員の方の気持ちと言いますか、共通認識を図らなけ

ればいけないんだろうと、早急にということで今お伺いしているわけなんですけれども、

その辺どうでしょう。今のこととかぶるんですけど。 

○福原委員長 町民課長。 

○泉町民課長 おっしゃられるとおりですね、共通の認識というか、これからこういうよ

うな債権条例がもし制定になったとすれば、当然職員というのは、各課どこ異動するかわ

かりませんけれども、そういう認識を持ってですね、もし不良債権が発生した場合の処理

についてはですね、このマニュアル、手引きに基づいたですね、適切な管理をしていかな

ければいけないというようなことで、それらの研修、それから周知というものをですね、

ちょっと今期限は申し上げられませんけれども、やっていくという考え方を持っておりま

す。 

○福原委員長 阿部委員。 

○阿部委員 ４月の施行始まる前にやられるということで考えていいですか。 

○福原委員長 町民課長。 

○泉町民課長 ちょっとそこら辺がですね、ちょっと期間的にできるかなというのはちょ

っと今の段階では申し上げることが非常にきついかなとは思いますけれども、とりあえず

今債権を抱えているプロジェクト、ここの部分についての統一を図っていきたいというふ

うに思っています。とりあえず今債権を抱えている人たちの６課ありますけれども、そこ

の人たちの部分についてはですね、統一を図りながらやっていかなければいけない、早急

にやっていかなければいけないということを考えております。 

○福原委員長 阿部委員。 

○阿部委員 債権の管理条例にしたがった中のプロジェクトで施行するためのことをやっ

ていかなければいけないというふうに思われているという。 

○福原委員長 町民課長。 

○泉町民課長 条例ですから、放棄もあればいろいろなことが提案させていただいている

ということもあります。それの条例がやはり可決されなければ、その中で動くことができ

ませんので、今我々がご提案申し上げていることがもしいいだろうというようなお許しを

いただけるのであれば、それらをもとにしたがってですね、手引書なりを整理してですね、

今は条例を制定できるという頭の中で、もし制定がされたらこういうふうにしていきまし

ょうねということを手引書という形で、これは私どもまだ完成品ではないので、大枠の中

でつくり上げているものということであります。 
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 今後、それらの部分制定等がされれば、当然それに基づいたしっかりした裏づけがあり

ますので、それに基づいた整理をして皆さんとともにですね、協議しながらやっていきた

いということです。 

○福原委員長 阿部委員。 

○阿部委員 今確認なんですけれども、先の話では委員会とか係とかはつくらないという

ことで走るということだった、今予定ではね、僕らの考えの中で、じゃあ滞納プロジェク

トはそういうことの核になるのかなと考えているんですけれども、今後の滞納プロジェク

トはやっぱり管理条例が鎧となった形の中で滞納プロジェクトなのかなと、そういうこと

の考えでいいのだろうか。 

○福原委員長 町民課長。 

○泉町民課長 組織の新たな設置ということは考えておりません。それはなぜかと言いま

すと、今現実問題そういう債権を扱っている６課云々ありますけれども、これらの方々と

いろいろな情報を共有しながらですね、この債権がましてや生活実態も含めてそうですけ

れども、どう処理していこうかという部分がいろいろな情報を元にしながらやっていると。 

 ただ基本的には、それぞれの原課、課がですね、対応してやっておりますので、基本的

に言うと、新たな課をつくって、それにすべて丸投げをするということではなくて、これ

は副町長もお話をされたと思いますけれども、あくまでも処理をするのはそれぞれの担当

課でやっていきましょうということです。 

 滞納プロジェクトは、先ほど言いましたように、いろいろな情報の共有する場であった

りですね、担当職員のそういう相談の窓口であったり、先ほど言いますように、最終的な

部分でいけば、権利の放棄できるような場所にもしていきたいなということを考えており

ますので、あくまでもそれぞれの原課がしっかりとした対応をとるということがまず大事

であるというようなことで、債権を処理するための、不良債権を回収するための課という

ものを設置するという考え方は、今のところはありません。 

 それぞれ原課がしっかりと対応すると、その中でいろいろな事情等があって、情報を共

有しなければいけないとか云々だとかという、そういう部分においてはですね、この滞納

プロジェクトを大いに活用したらいいんですけれども、動かしてやることが必要だろうと

いうことで、中心的な役割という表現がいいかどうかわかりませんけれども、やっぱりプ

ロジェクトのあり方というのは、今後必要だ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 基本的には各課できちっと対応をすると、基本的にね、とりまとめと言った

らおかしいんだけれども、いわゆる滞納している方たちのまとめというのは、最終的には

滞納プロジェクトという形になるのか、それとも誰か別な形の中でとりまとめみたいなも

のを、とりまとめと言ったらおかしいけれど、確認をするのかな。 

○福原委員長 町民課長。 
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○泉町民課長 滞納プロジェクト自体はいろいろな情報をそれぞれが例えば担当課がいろ

いろな債権を回収すると言いますか、お金をいただくためにいろいろ努力をしているわけ

ですけれども、どうしても回収できない要素があって、この人はどうしてこうなんだろう

なとか、いろいろなものもきっと多重になっているはずなんですね。 

 そういうような情報を共有しながら、それぞれはそれぞれで一生懸命やらなければいけ

ないんですけど、そういう情報を元に再度ですね、その方々にあたっていく、原課があた

るというような位置づけのものであって、ここで滞納プロジェクトみんなで債権を解消し

ましょうというわけではないんです。 

 ですから委員会を設置すれば、例えばそこに不良債権がありまして、その債権を委員会

で職員がやるということではない。ただ、いろいろな情報の共有をしながらですね、これ

はこういうふうに対応していこうねとか、いろいろな形をですね、中心的にそういう情報

のやり取りも含めてですね、対応していくということであって、ここの滞納プロジェクト

がやるわけではない。あくまでも原課の職員がそれぞれが不良債権の部分について回収を

図っていく、やっぱりこれの方がやはり人に預けると言ったら変ですけど、責任的な分野

も含めて仕事としてやはりいくということですから、その方がいいだろうというふうに思

っています。 

 いろいろな職員でもですね、やはりいろいろな悩みごとも、債権についてのいろいろな

相談もありますし、そういう部分もみんなで協議してやっていきましょう。この債権はど

ういうふうにしていったらいいだろうねということもその中でいろいろ話ができますので、

その部分を踏まえながら、それぞれ担当が対処する、またはもう少し助言的な話も必要だ

ということになれば、その中でみんな話をして対応していくというような位置づけになる

というふうに理解しています。 

○福原委員長 よろしいですか。 

 阿部委員。 

○阿部委員 基本的にはこの条例をもって原課対応と、はっきり言ったらそういうことで

すね。 

○泉町民課長 はい。 

○福原委員長 副町長。 

○門馬副町長 前にお渡しした資料４ってあるんですよね。債権における処理状況、一覧

表がありまして、これが今浦幌町における滞納金額と処理状況の一覧になっています。そ

れでここの処理状況と滞納プロジェクトのかかわりということでお話させていただくと、

ここで言えば滞納金額、分割納付履行中とかありますよね。こういうのは原課の方でまず

督促を出したり、分割納付をやるとか、相談業務をやっています。これから債権管理条例

ができたということで、それに滞納プロジェクトがこの処理状況とどうかかわるかという

ことで考えた時に、この一覧表の状況については滞納プロジェクトすべて把握しながらま

ずやっているということです。誰がどのぐらい滞納があるかとか、どういうものがあるか
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というのは、滞納プロジェクトで大体名寄せで持ち寄ってそういう状況はわかっている中

で、滞納プロジェクトをやっていると。 

 そういう中で先ほど課長が言ったように、滞納されている方の多くはですね、多重債務

ということでいろいろな債務を抱えている方が多いんですよね。水道料だとか、保育料だ

とか、それは課が違いますけれども、そういった方々の対応については、滞納プロジェク

トとしてやはり一体として、例えば分割納付していただく時には、かかわる課が集まって

対応していくとか、そういう話でしたから、やっているということが一つとこれから問題

になっているのが、債権の放棄、条例でもし通りましたら放棄をしなければいけない、あ

るいは裁判所等に強制執行しなければいけない、そういった場合にこのプロジェクト会議

の中でその方向性を決めていくと、これは強制執行にかけた方がいいだろうと。 

 あるいは債権の放棄をした方がいいんではないかという部分については、滞納プロジェ

クト会議で検討していく、そのかわり審査会とか別な委員会を設けないということで考え

ています。 

 そういうことで基本的には原課ということでありますけれども、今後はやはり多くの処

理状況については、滞納プロジェクトはかかわりがある、進めていくという形になってい

くということについては、ちょっとお話しておかないとあれかなと思っていますから、そ

の辺ご理解いただきたいと思います。そういうことです。 

○福原委員長 よろしいですか。 

 阿部委員。 

○阿部委員 今言われた件については想像つくんですが、そうしたら結局その判断はあく

まで原課から上げるのは課長の判断であり、それを認めるのは町長の判断ということにな

るのか。 

 放棄ももちろんそうですけど、判断をさせるということは、あくまで滞納プロジェクト

につかまえていることだからそれはそれでいいということなのか。この件についてだけど。

言い方悪いかい。一応こうやって例えば、放棄だとか強制、判断する場合なんですけど、

とりあえずこれはわかっていますよね。これから上がってくるものについて、じゃあ原課

からこれはこういうことだから上げたいというのは、課長の判断プラス、じゃあそれはそ

うしてくださいという判断は、町長の判断なのかということ。 

○福原委員長 町民課長。 

○泉町民課長 滞納プロジェクトの今の協議の仕方と言いますか、今現実的に先ほど言い

ましたように、何かの使用料でもなんでも住民の方が利用してそれを請求をいたしますと、

それが支払っていただければそのままで終わりですよね。ところが支払っていただけない

時には、さてどうしましょうかねと督促を出したり、いろいろなことをしますよね。 

 先ほど、延滞金だとかいろいろな免除の話も出ましたけれども、いろいろな事情があっ

てできない場合については、そういう免除もできる規定もあります。今言っているのは、

ここの滞納プロジェクトに上がってくるというのは、あくまでも債権というか、不良債権、
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要するに未回収の債権しか上がってこないわけですよね。 

 これが例えば、原課の中身でそれぞれ処理できれば、それはそれで結構な話なんです。

ところが原課でいくらやってもできないと言ったら、これはみんなほかにも債権ないのか

とか、あるとかって、ほかにも支払っていないものがあるかないかいろいろあると思うん

ですけれども、これはやはりこういうのがあるんだけれども、みんなどうだろうねという

ような情報を持ち寄ってきます。 

 その中で、実はうちにもあるんだよと、今この債権、この方についての債権は、今どの

ように処理しているのとか、いろいろな情報も出てきます。滞納プロジェクトは、今定期

的な開催はしていないんです。必要に応じてそういうような事案があって、する時に必要

に応じて開催をしているという部分がありまして、今考えているのは定期的にやっぱり前

年度の会計が終わる最終年の時に定期的には１回やって、あとは必要に応じてやろうかな

という考え方を持っていますけど、あくまでも滞納プロジェクトはそういうような債権の

持ちよりをどうしようかという部分を主にやっているわけですから、通常の部分について

は通常の原課が職員が通常どおりに処理をしていくということですので、すべての例えば

請求書を出したから、それがこうこうこうだよという問題ではなく、要するに納められな

かったものをどうやっても納めていただけないものをどうしようかということを処理する

という形になっています。 

○水澤町長 基本的にちょっと勘違いされている部分があると思うんだけれども、要する

に滞納プロジェクトというのは、滞納の債権の回収機構じゃないんですよ。まずね。そこ

をきっと誤解されているからどっちがどっちなんだ、原課なんだ、滞納プロジェクトなん

だという話になると思うんですよ。あくまでも滞納プロジェクトは、各原課が持ち寄って

滞納されている債権、これについてほかの課にもないのかどうかという、横のつながりで

一つの債権について他方面から見てどういうふうになっているんだという状況把握の段階

なんですよ。 

 滞納プロジェクトがそこで回収するとかそういうことじゃなくて、そこは回収機構と違

うのでそこをまず勘違いされると滞納プロジェクトで全部回収するのかという話になって

しまうので、そこを誤解されているんじゃないかと思うんですよね。 

 あくまでも債権を持っている原課ですから、原課が回収機能まで果たすということで理

解してもらわないと、プロジェクトの位置づけが誤解されている部分があるから、さっき

からそういう話になっていると思うのね。 

○福原委員長 よろしいですか。 

 阿部委員。 

○阿部委員 理屈はわかったんだけれども、ただ原課で今きたと、督促もしたけどなかな

か、じゃあそうなんだよなと言ったら把握するのは課長、例えば原課だと一つ課の中でね、

じゃあそれはほかにもあるのではないかと言えるというのは、どこ言っているのというこ

とを私たちは聞いているつもりなんですけど、それが何かそういう係なり、何かがないと
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駄目なのではないかなと思っているんですけど、そういう意味でとらえていただくと。 

○福原委員長 課長補佐。 

○菅原町民課長補佐 それじゃあちょっと現場での話から始めさせてもらってもいいでし

ょうかね。現場で債権持っている所はそれぞれ毎月管理していきます。それの対応という

のが何回もご説明申し上げたとおり、債権の回収の段取りを踏んでやっていきます。それ

でその中でどうしても相談にも乗ってこないし、どうしようもない、若しくは分割納付を

しても破ってしまうというような人がいるんですけれども、滞納プロジェクトは不定期で

すけれども、今まで滞納整理で困っている人たちはいますかということで、名寄せをする

んですよ。 

 この人たちがちょっと今滞納で手こずっていますということで、各課からリストと金額

とを出してもらって、構成しています課の全体像を検証するのです。そういうふうに今の

滞納プロジェクトはそういう役割を持ってきて、そして今ここでお願いしています相互利

用、調査権持っている所と持っていない所がありますので、調査した結果を相互利用させ

ていただいて、この方については担税力がある、若しくはこちらにいるとかという情報を

共有しまして、これはまだ相談をきちっとしてもらって払っていただく方に向けましょう

とか、この方については、どの課が探してもおられないとか、そういう位置づけと言った

らおかしいですけれども、それぞれわけていくんです。 

 そして、その中で税金については、強制執行をかけざるを得ない人ですよというふうに

持っていったりするんですけれども、それに追随してそれじゃあ財産にも何もない税金の

方も執行停止かけざるを得ない人だってなれば、ほかの債権なんぼ頑張っても、いただき

ようがないとなったら、その時にほかの債権についても執行停止なり、かけましょうか。 

 最終的に税金の方は不納欠損せざるを得ない状態になって、欠損にしたよと。そしたら、

ほかの債権で調査権がない、債権がなんぼばたばたしても取りようがもうないねというよ

うな判断をしながら今まできているんですけれども、その判断をして今後ですね、そうや

って名寄せした中で一つの調査をもとにして、複数の調査を元にして最終判断をするとい

う役割を滞納プロジェクトそれぞれ課長さんたちも課長が構成員で入っています。係と課

長が入っています。 

 その中である程度判断させていただければ、その次、その根拠を持って町長に判断を仰

ぐという最終的な流れでいくということを今目指しているんです。そしてその最終的な処

理、手続きについては、それぞれの持っている債権を持っている課がやらないと、やれな

いことですので、そこで執行停止をかける、不納欠損をかける、分割納付をかけるという

のはそれぞれの課が同時期に同じような同じ人に対して同じような手続きをとるのは、ま

た課に持って返ってもらって、足並みを揃えてやると、そして最後は年度末に不納欠損か

けるならみんな一緒に不納欠損を同じ根拠を持ってかけれますねと、そういう流れで滞プ

ロを使いたいと、使いたいと言うとちょっとおかしいですけれども、滞プロの役割として

やっていけるのではと思っています。 
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○福原委員長 よろしいですか。 

○阿部委員 確認、原課用の原課でもできるというためのさっき私言ったような気がする

けど、これは条例だと債権条例という基本的に考え方そうですね。 

○菅原町民課長補佐 そうですね。 

○阿部委員 さっき私どうどうと取って、ぐちゃぐちゃしたような気がするんだけど、確

認しました。 

○福原委員長 あとほかの委員の方で何か質疑。 

 差間委員。 

○差間委員 ちょっと聞き忘れて大変しつこいんですけれども、もう一回聞かせてくださ

い。延滞金のことでね、今聞いてきただけでも相当なもので、これどうでしょうかね。ほ

かの町村ではホームページで毎年財務大臣の告知の後、年明けてからでもその辺掲示して

いくとか、そういったこと今後とも考えていくんでしょうか。それはないよということで

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 差間委員が言われているのは、ホームページの中で税金等について

の今年の延滞金の率ですよというふうにうたっている町村がありますよということかなと。

私も実際他町村の見ると、そういうふうに載っている所もありますね。 

 今、うちの現状としては、税金に関してですけれども、納期限やなんかを載せているペ

ージはあるんですけれども、事実延滞金の率までは載せているページは現実的にはないん

ですけれども、今後、そういうことがきちっと町民に周知していった方がわかりいいとは

思いますけれども、またそれちょっと検討させていただく、今私がやりますということは

ちょっと言えませんので、プロジェクト含め、課を含めてその辺については検討させてい

ただきたいと思います。 

○福原委員長 差間委員。 

○差間委員 町民だけではなしにですね、町職員に対してもこれは、私が考えるのはです

ね、債権管理をしていくには、各原課でシステム化された状態でね、あまり職員の方が悩

まないような形で行えていけたらなということを考えるんですよ。 

 やっあり債権管理条例の前の２条ですか、町長と言えどみだりにと言うか、理由もなく

ですね、債権を放棄できないよと、取り立てないことすらできないよと書いてある中で、

こういった債権管理をこれからしていく皆さんがですね、システム化された体制をもって

やっていくということは私は非常に大事だと思うんですよ。 

 ただですね、今お二人の説明を聞いているとですね、このマニュアルの 14 ページの中で

も先ほど来補佐のおっしゃられていることは、しっかりと下の方に書いてあるんですよね。

債権の整理の段階の部分でもね、ところがですね、我々に出てくる資料は、やっぱりこの

間私たちが集中的にやってきた期間の中でもやっぱりこの資料３ですか、この部分も差し
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替えが出てきてたり、本当にこれ各原課にしっかりと周知してやられているのかという、

私は大丈夫かなと思うんですよ。 

 やはり債権管理ってこれからされていくんだから、しっかりとしたシステム化された、

きちっとした中でやっていくというのが私たち望むんですけれども、そうであれば、もう

少しですね、各課の周知に対してもう１点、先ほど課長の言葉の中からこの債権管理条例

に関して、認識を皆さんまとめるためにですね、勉強会と言うんですか、そういったもの

をやるべきではないかと。４月までできるかどうかわからないと先ほどおっしゃってたん

ですけれども、そうではなくてね、しっかりやるべきじゃないですか。その点については。

ちょっと２点になってしまいましたけれども、システム化ということについて、まだまだ

この点についてはまだまだ時間がかかるのか、各職員がですね、全課いま６課とおっしゃ

っていましたけれども、少なくとも６課の中で共通した認識で行動をとっていけるのか、

そういう部分でシステム化ってできているのか、その時点についてちょっと１点聞きたい

んですけれども。 

○福原委員長 課長補佐。 

○菅原町民課長補佐 ６課については、認識は同じくさせていただいております。それで

今おっしゃられているのは、延滞金も含めてなのかな、延滞金の方なのかなと思うんです

けれども、今現在、システムはそれぞれ別々なものが入っています。その中で債権管理を

している状態なんですけれども、それを一本にまとめることができるかと言ったら、それ

はちょっと難しいんです。税金と水道を一つにまとめるかって言ったら、それはできませ

んし、あくまでも債権の管理をしているのは、それぞれの担当課ですので、それはそこで

完結していただくしかないんですけれども、ただ延滞金の計算とか、遅延損害金の計算に

ついては、その後エクセルですね、エクセル等でですね、同じ共有できるものをつくって

いくということでプロジェクトの中では検討させてもらっています。 

 たぶんその方向にしていかないと、税金はシステム化されていますのですんなり出てく

るんですけれども、ほかの債権については、そこまで機関システムが整っていない部分に

ついては、そういう形で保管していこうというふうにはプロジェクトの担当の中では検討

していますので大丈夫です。 

○福原委員長 差間委員。 

○差間委員 先ほど私がシステム化と言ったのは、ちょっと言葉が間違っていたかもしれ

ませんけれども、その課の中でしっかりとね、システム化されて各原課の中で職員が迷っ

たりしないようになされているのかという部分で聞いたんですけれども。 

○福原委員長 課長補佐。 

○菅原町民課長補佐 それぞれの債権については、きちっと管理ができています。その点

は大丈夫です。 

○福原委員長 差間委員。 

○差間委員 それともう１点、研修についてですね、課長自身も１月 19 日の時点でね、職
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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

ばいけないということで、手引書をつくって執行した方がよいだろうという発言があった

のですけれども、やはりね、私たちが今日こうしてお二人にお聞きしている中でも、まだ

まだこの手引書が完全に整備されたとは言えないような状態でこういうふうに提示されて

いるんですよね。 

 やっぱりこの件からもね、職員研修についてもう一度ぜひですね４月前にやっていただ

きたいなと思っているんですけれども。 

○福原委員長 町民課長。 

○泉町民課長 この手引書につきましてはですね、この委員会冒頭においてですね、これ

からまだまだこういう形でもって一つの手引きという、マニュアルと言うんですか、一つ

の職員が整理をする段階においての進め方というものをまとめたものをつくっていきたい。

まだまだ精査をする必要があるということで、こういう形のものでやっていこうという、

そういう意思表示の表れをここに掲載をさせていただいているということでご理解いただ

きたいと。 

 それで当然今後はと言いますか、条例制定云々という部分になった時にですね、職員の

研修は当然やっていきたいというふうに思っています。それは先ほど来からお話があると

おり、それぞれがそういう債権の管理をする場面においてですね、こういうものをしっか

りと認識しながらですね、管理をしていくということが必要であるというようなことから

この手引書をつくっていくという考え方を持っております。 

 研修については、期間的なことを申し上げられるとちょっとあれなんですけれども、研

修は必ず行っていきたいというふうに考えております。 

○福原委員長 差間委員。 

○差間委員 やっぱり債権管理条例という条例が４月からもしかしたら私たちも聞いてみ

た限りではですね、反対することもないような内容です。やっぱり各原課でね、補佐の言

葉の端々からもですね、その債権の回収には本当に大変な努力をされているということで、

やっぱり話を伺ってですね、本当にそういったことに対して、経緯と感謝を申し上げるん

ですけれども、くれぐれも各課の共通な認識、これは何回も言いますけれども、この債権

管理条例に関して外に向かっていくんですね。職員の中に向かってもしっかりとやってほ

しい、こういった思いで発言させていただきました。ひとつよろしくお願いいたします。 

○福原委員長 町民課長。 

○泉町民課長 大変貴重なご意見いただきましたし、我々もそのような考え方の中でしっ

かりと職員みんながですね、対応できるような措置をしてまいりたいと、このように思っ

ておりますのでよろしくお願いいたしたいと、このように思っております。 

○福原委員長 町長。 

○水澤町長 私の方からちょっと発言させていただきたいのですけれども、まず債権管理

条例につきましては、議会に提案をして、新たに放棄のことも含めて議会皆さんにご理解
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をいただくということで提案をさせていただきました。 

 今、皆さんに論議していただいているわけでありますけれども、基本的には今までなけ

ればならなかった部分なんです、実はね。当然その債権の基本的な管理と回収については、

基本的な部分をきちんと作って、マニュアル化した中で町一体となってそれに取り組むと

いうのが基本的な考え方ですから、ただそういうことが今まで確かに条例としてできてい

なかったということも事実なので、このたび新たに条例を制定させていただいたというこ

とで、議会に提案をさせていただいております。 

 当然その中に債権の放棄ということも含んでいますので、これも公債権と私債権のこと

も含めて詳しく提案させていただいているつもりです。特にその債権回収にあたる原課の

皆さんにとってわかりやすくつくるということで、手引き、マニュアル化してつくってお

ります。 

 そういう面では、不足している部分も若干あるのかもしれませんけれども、基本的には

それほど抜けているものはないのかなというふうに思っています。今まで皆さんから指摘

受けていた部分、細かいやつ全部を網羅するというのは、膨大な量になりますから、それ

はできないことだと思います。 

 ただ今考えられる債権とか回収方法とか、そういうものについては、この条例の中に盛

り込んで手引きの中にも盛り込んでいたつもりでありますから、語句の訂正やなんかはあ

るのかもしれませんけれども、ただ延滞金の 14.6％がただ商業ベースで言えば変わってく

る、基準割合が変わってくるというのは、これは年度年度で変わってきますから、これを

明記したやつじゃなくて、数字を入れないでそういう商業基準割合で明記して書いた方が

いいよということであれば、それはその通りにした方がいいのかなというふうに思います

けれども、ただ、皆さんが職員としても扱いやすいマニュアルでなければなりませんし、

町民の皆さんにとってもわかりやすいマニュアルじゃないとならないのかなという意味で

ある程度数字も明記した中でつくらせてもらったかなというふうに思っています。 

 そういう面では、研修も含めてね、これからこの条例をどうやって生かしていくかとい

うことが一番問題ですから、当然これは債権管理について職員にとっても学習プログラム

になるような形でこれから最初に申し上げたと思いますけれども、少しずつ進化していく

部分も出てくるんだろうというふうに思っていますので、そういう面では、完成形ではな

いかもしれませんけれども、これを基準にしてより町民の皆さんにもわかりやすい、また

ぜひ滞納してもらわないためのものでありますから、回収もきちんとして、回収不能のも

のについては、きちんと整理していこうというものですから、そういう面ではこれから議

会の皆さんのいろいろな質疑を受けた中で足りないものは足していく、不足しているもの

は補充していくという形でこの条例はいくんだろうなというふうに思っています。 

 そういう面では、いろいろな皆さんからご意見もらいましたけれども、少なくてもこの

条例をきちんと整理をした中で、町民の皆さんにわかりやすく、また滞納していただかな

い、回収しやすいものにしていきたいなというふうに思っています。ぜひ、ここはご理解
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をいただきたいなというふうに思います。 

 さっき町長のね、特に云々という話もありました。これはどこの条例でも出ているんで

すけれども、やはり明記している部分と明記できない部分、何があるかわからない、想定

されない部分が当然出てきます。そういう時には、そのケースバイケースで考えないとな

らないだろうなというふうに思います。 

 ただ間違いなく言えるのは、万人が認めるものでないと町長個人が認めることにはなり

ませんから。ここははき違えないようにしないといけないなというふうに思っています。 

 よくそういう面では、町長が認めるものと出ますけれども、これは町長個人が認めるん

じゃなくて、ケースバイケースでどのケースがあるかわかりませんから、その場合は万人

が認めるケースによって認めるということで理解してもらわないとならないのかなという

ふうに思いますので、その点もよろしくお願いをしたいなというふうに思います。 

 あと債権管理機構についてはね、滞納プロジェクトについても、先ほどから説明してい

るとおり、滞納プロジェクトというものがあって、横の連絡で全体の個人の債権をどのよ

うに状態になっているかなということも課で周知をして、それに対してどうするかという

問題でありますから、ここは滞納プロジェクトもそれなりの意味があるということだと思

います。 

 ただ、先ほど言ったように、十勝の債権機構とは違いますから、そういうのと間違わな

いでいただきたいということです。そういうことで含めて議論いただきましたけれども、

我々としてはこの条例、少なくても町民の理解をいただける条例になってるんじゃないか

なと思っていますので、ご理解いただきたいと思います。 

○福原委員長 あと質疑ございませんでしょうか。 

 なければ、これで質疑を終結いたしたいと思います。 

 次に、今回の条例案に対しましての討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○福原委員長 討論なしと認めます。 

 それでは、これより本委員会に付託されました議案第 66 号 浦幌町債権管理条例の制定

についての採決を行います。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方はご起立を願います。 

〔賛成者起立〕 

○福原委員長 着席願います。 

 起立全員であります。 

 よって、本案は原案の通り可決することに決定いたしました。 

 ここで暫時休憩をいたします。 

 

午後 ２時５９分 休憩 

午後 ３時１６分 再開 
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○福原委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。 

 今まで審査してきた中で問題点、課題の抽出ということで、皆さんからご意見をお伺い

したいと思います。問題点、課題として報告書に記載するご意見等はありませんか。 

 差間委員。 

○差間委員 何とか債権管理条例に関して職員の研修会、年度内に行うことをね、強く求

めます。課長の回答の中では、行うとはおっしゃっているんですけれども、やっぱりこっ

ちの意見としては、年度内にどうしてもやってほしいということでお願いします。 

○福原委員長 阿部委員。 

○阿部委員 私どもも同じ意見でよろしくお願いをいたします。強く求めます。 

○福原委員長 私からちょっと言わせていただきたいのですが、いろいろ皆さんのお話を

聞いている中で、このマニュアルが変更しなきゃならない箇所が何点かあると思うんです。

それでマニュアルの変更なったものをせめて総務委員にはいただけることはないかなとい

うことで、その点もちょっと意見書の中で、町民にそのうち周知するんでしょうから当然

目にすることあるけど、この町職員というか、庁舎内におけるマニュアル、手引きに関し

ては、本当に総務文教厚生委員会がきちっと審査したということで、その後も目にしてみ

たいというふうに私は思うんです。皆さんはいかがですか。 

 局長。 

○前田議会事務局長 今提出されている資料等についてはですね、職員研修等々でまた最

終版というか、精査したものを出すということを言っていますので、その時点で議会側に

部数くださいということでお願いするということで、報告書等には記載をしなくてもです

ね、そういった手続きできますのでそのようにしていただいたらよろしいかなと思います。 

○福原委員長 ほかにご意見何かありませんでしょうか。 

 私よろしいですか。差間委員が言っていましたシステムの修正の件について、この辺な

んかも速やかにやっていただきたいというよなことも、それとホームページを利用した町

民に周知の方法ですよね。新たになったものは特に延滞金、まだ今とっていないけどこれ

からとらなきゃならないというようなことなんかも条例を列記しただけではわかりづらい

と思うんですよね。 

 新しく債権管理条例で制定されたものをきちっとした町民に報告をするということで、

周知方法をはっきりと示してほしいということを私は要望したいんですよね。 

 差間委員。 

○差間委員 19 日、それから今日ということで課長、課長補佐と町長、副町長とお話して

きたんですけれども、やっぱり私たちその間いろいろな要望、質問しましたよね。それを

ね、この場でこうやっていいのかどうかわかりませんけれども、後ほどでね、議事という

ことでまとめていただくということであれば、いいのではないでしょうか。 

○福原委員長 審査報告書につきましてはですね、いろいろと細部にわたり出てきました。
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それを録音されております。審査報告書についてどのような内容で作成していったらよろ

しいか、皆さんからご意見を伺いました。ほかに意見がなければ、録音された中身を掌握

しながらやっていく方法があるかなというふうに思いますが、そういう方法でよろしいで

すか。 

〔「はい」の声あり〕 

○福原委員長 阿部委員。 

○阿部委員 先ほど、今委員長言われたのはもちろんでありますけれども、私もやっぱり

施行するにあたってですね、やっぱり町民の不利益にならないように、公平公正に執行さ

れることを私は望みたいと思います。 

○福原委員長 阿部委員、河内委員から話がありました。 

 町民の公平性ということで、阿部委員の方からお話がありました。そういうことを意見

書の中にも盛り込んでほしいということですね。 

 阿部委員。 

○阿部委員 町民の公平性ではありません。今回の債権に対してですね、町民の不利益に

ならないように公平・公正に執行していただけるように望むということでお願い、さっき

質問の中でも私ひとつ述べたような気がするのですが、どこかに入っていると思いますの

で、よろしくお願いします。 

○福原委員長 不利益にならないように望みたいということですね。わかりました。 

 あとほかに皆さんのご意見ありませんでしょうか。 

 河内委員。 

○河内委員 債権管理条例についてですね、総務文教厚生常任委員会に付託された中で、

２日間にわたって有意義な議論ができたと思います。その内容については、先ほど委員長

が言ったように、録音している内容からですね、そういうところを精査した中で報告をし

ていただきたいなと思っております。以上です。 

○福原委員長 あとほかの委員の方でご意見ございませんでしょうか。 

 差間委員。 

○差間委員 やっぱり私も今河内委員がおっしゃったように、できましたら委員長一任で

ね、内容を決定していただければということで。 

○福原委員長 今、差間委員の方から委員長一任というご意見がありました。 

 ここでお諮りをいたします。 

 報告書の内容及び作成については、委員長一任ということでこれにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○福原委員長 異議なしと認めます。 

 よって報告書の内容及び作成については、委員長である私に一任されましたので副委員

長と打ち合わせをしながら、作成したいと思います。 

 次に、全体報告のあり方について協議をいたします。 
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 本日、原案可決という採決の結果を受けて、まず報告書の原案作成後、２月 23 日午後１

時 30 分から委員会協議会を開催し、委員全員で協議、確認をさせていただきたいと思いま

す。その後、３月２日開催予定の議会運営委員会に報告をし、３月５日開催する議員協議

会で議員の皆さん全員に報告をさせていただきたいと思いますが、このことについて皆さ

んからご意見を伺います。 

 河内委員。 

○河内委員 今現在、委員長から日程的な今後の流れが説明されましたが、そのとおり実

施していただきたいと思います。 

○福原委員長 ほかの方もよろしいですか。 

〔「はい」の声あり〕 

○福原委員長 はい、そのとおりに実施をしていきたいと思います。 

 ３のその他ということで皆さんからございませんか。 

〔「ありません」の声あり〕 

○福原委員長 ないようですので、事務局からは。 

○前田議会事務局長 ありません。 

○福原委員長 それでは、以上をもちまして総務文教厚生常任委員会を閉会させていただ

きます。12 月１日に付託事件といたしまして、浦幌町債権管理条例の制定についてという

ことで２カ月と 13 日間にわたり審査をいたしてまいりました。 

 大変重要な審査を具体的に皆さんとともにやってまいりました。本当に公平性が保たれ

るように町民の不利益にならないように、私どもも心してこの債権管理条例の審査を以上

で終わらせていただきます。大変ありがとうございました。ご苦労様でした。 

 

閉議 午後 ３時２８分 


