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伊賀市債権管理条例の制定について 

 

 

【案件の概要】  

当市の統一的な処理基準として、市の債権の管理に関し必要な事項を定め市

の債権の管理の適正化を図り市民負担の公平を確保し円滑な財政運営に資す

ることを目的として「伊賀市債権管理条例」を制定する。 

 

【案件の要点】 

 ・他の法令等との整合性を考慮したうえで、「債務者に関する情報」（条例第

６条）及び「債権の放棄」（条例第 15条）の規定を設け、債権管理の適正

化を図る。 

・条例制定にあたり、パブリックコメントを実施している。 

 

【付議の経過】 

 ・平成 28年７月８日 第 49回総合政策会議付議 

・平成 28年７月 19日 議員全員協議会付議 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 28 年７月 26 日 

市政運営会議資料 
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伊賀市債権管理条例の制定について 

 

 

Ⅰ 条例制定の背景 

 市の債権とは、金銭の給付を目的とする本市が有する権利をいいます（以下市の債権と

いいます。）。市税、国民健康保険税、介護保険料、保育料のほか、公の施設の使用料、貸

付金などの償還金と多岐にわたります。 

 これまで、本市の債権管理は、各債権を担当する部署において実施されており、債権管

理を行うための全庁的な規程は存在していませんでした。 

 このことから、当市の平成 26 年度決算審査意見書において、債権の管理について「公平

公正の観点から収納率の向上に努めてください。また、一部の公の施設の使用料（私法上

の債権）で収納率の低いものが見受けられるため、市全体として裁判上の請求を視野に入

れた厳正な取組みを求めます。」との意見が報告されました。 

 これらの状況を踏まえ、公平かつ統一的な債権管理を行うための処理基準の作成と、市

の債権を有する各債権を担当する部署が一体となって当該目的を推進するための管理体制

の整備を行なうために、平成 28 年 4 月債権管理課が新設されました。 

市の債権の管理に関し必要な事項を定め、市の債権の管理の適正化を図り、市民負担の

公平を確保し、円滑な財政運営に資することを目的とする当市の統一的な処理基準として、

このたび「伊賀市債権管理条例」（案）についてパブリックコメントを実施しています。 

 

Ⅱ 現状と課題 

① 滞納債権額の推移 

滞納債権額は年々減少しておりますが、市税及び国民健康保険税の滞納債権額の減少

によるところがおおきく、私債権の一部では年々増加している債権も見受けられます。 

 

（単位：千円）

債権の分類 平成24年度 平成25年度 平成26年度
平成27年度
（見込み）

私債権 1,136,044 1,149,335 1,169,318 1,165,947

市税 1,331,062 1,260,312 1,095,496 991,578

国民健康保険税 564,729 524,724 480,863 433,431

強制徴収公債権（市税・国保以外） 250,884 266,794 275,053 201,594

非強制徴収公債権 78,782 85,744 88,203 65,033

全債権の合計 3,361,501 3,286,909 3,108,933 2,857,583
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平成 26 年度私債権の滞納債権額が市税の滞納債権額を上回る状況となり、平成 27

年度も同様の状況となることが見込まれます。 

 

 

 

②  課題 

平成２８年６月債権管理課が各債権を担当する部署の債権管理の状況について聴取り

調査を行った結果、本市の債権管理に関する以下の課題が明らかとなりました。 

 

（１）処理基準の統一  

各債権を担当する部署において債権を独自に管理しているため、債権管理を行うため

の全庁的な規程の整備がされておらず、具体的な処理基準が統一されていません。 

また、債権回収の実施計画が十分にたてられていない部分も見受けられました。  

 

（２）専任職員の配置  

各債権を担当する部署の職員の多くが他の業務を兼任しながら債権管理を行っている

ため、債権管理に従事する時間が不足しています。 

債権管理をより効率的に実施するために、組織的対応が必要であります。 
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（３）債権回収の知識の向上 

各債権を担当する部署の職員は他の業務を兼任しながら債権管理を行っているため、

知識の整理・蓄積がされにくい状況であります。そのため、債権管理に関する知識を共

有でき、また蓄積できるようにする必要があります。 

 

 

Ⅲ 債権の分類 

 

 

 

・草刈代執行費用

地方税の滞納処分の例によ
り強制徴収できる債権

（例）

地方税の滞納処分の例によ
ることができない債権

（例）

契約等による当事者間の合
意等私法上の原因に基づい
て発生する債権

金銭の給付を目的とする市
の権利（地方自治法第
240条第１項）

市の処分、命令等による公
法上の原因に基づいて発生
する債権

・市民病院診療費
・福祉資金貸付金
・住宅新築資金貸付金
・損害賠償請求
・土地建物貸付料

・公共管理浄化槽使用料

・介護給付費返還金
・児童手当返還金
・児童扶養手当返還金

・市営住宅使用料

・市税

・国民健康保険税

・後期高齢者医療保険料
・介護保険料

・保育園保育料
・生活保護法第78条徴収金

・公共下水使用料
・産業汚水処理施設使用料

・幼稚園保育料
・養護老人ホーム負担金

・公共下水道事業分担金

・こども手当返還金
・生活保護法第63条返還金

・生活支援課過誤納返還金
・農業集落排水処理施設使用料

・水道料金

強制徴収公債権

非強制徴収公債権

市の債権

私債権

公債権

私債権等
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Ⅳ 対象となる債権 

 

条例では、市が有する市の債権全てを対象としています。 

 

 

Ⅴ 適正な債権管理の基本原則について 

各債権に適用される法令の規定に従い、適正な債権管理と効率的・効果的な債権回

収を行います。また、納付資力を的確に見極め、資力があるにもかかわらず納付しな

い債務者に対しては、法令に基づき厳格に対処することを基本とします。なお、あら

ゆる手段を尽くしても、徴収不能な債権については、債権放棄を行い、欠損処理を行

うことにより、適正な債権管理を行います。 

 

 

Ⅵ 債権管理の具体的な取組 

債権の管理業務は、各法令の規定に従い行うものであります。そのため、債権を適

正に分類したうえで、各債権に適用される法令を正確に把握し、法令に基づいて債権

管理を行う必要があります。  

 

①  日常の管理 

（１） 台帳の整備 

債権を適正に管理するためには、債権名、債務者の住所、氏名、債権の額、納付

又は納入の期限、債務の履行履歴及び督促状等の処理状況、債務者との交渉記録等

日常の債権管理に関する情報の記録が重要であるため、債権に関する台帳を整備し

ます。 

 

②  債権の回収 

（１） 督促 

履行期限までに納付されないときは、法令の規定に基づき、書面による督促を行

います。 

 

（２） 各種調査 

・納付資力の調査 

債務者との交渉或いは調査などから、債務者の所得や財産の状況を把握し、納付

資力を見極めたうえで、各債務者に対する徴収方針を定めます。 
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・債務者情報の利用 

各債権の担当部署が行った債権管理に関する取組みについては、債権管理課が主

となり関係部署と緊密に連携し、情報を共有することで、全庁的な債権管理を推進

します。例えば、債務者と接触がとれない場合等は、納付資力を見極めるための情

報を得ることができません。そこで、他の債権の担当部署で保有している債務者情

報（各法令等の定めに基づき、相互利用が可能とされる範囲の債務者情報とします。）

を利用することにより、債務者の状況等を把握することができれば、効率的で効果

的な滞納債権の管理業務が可能となります。 

 

（３） 債権の保全 

債務者が破産するなど、債権回収が困難となる危険が生じた場合に、配当手続き

に参加し、債権の保全を図ります。また、裁判上の請求や債務承認等によって時効

を中断して、時効期間経過により債権が消滅することを防ぎます。 

 

（４） 強制徴収等 

納付資力がありながら、納付しない債務者に対しては債権の種類に応じて、次の

徴収手続きを行います。 

・強制徴収公債権については、差押え・差押え財産の換価等の滞納処分を行います。 

・私債権等については、支払督促や強制執行など裁判所を活用した法的措置を行い

ます。 

 

（５） 徴収の猶予等 

滞納債権を一度に納付する資力がない場合など、直ちに徴収することが困難であ

ると判断した場合は、債権の種類に応じ、徴収猶予や履行延期の特約等を適用し、

徴収を猶予します。 

 

③ 債権の消滅 

（１） 債権の放棄 

貸付金等の私債権は、未納の状態で時効期間が経過しても、債務者からの時効の

援用がなければ債権は消滅しません。このため、債務者が行方不明の場合等、明ら

かに徴収の見込みがない一定の事由に該当するケースについては、債権を放棄し、

適正な欠損処理を行うことにより、一層の債権管理の適正化を図ります。 
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Ⅶ 伊賀市債権管理条例 

 

適正な債権管理の基本原則について（上記Ⅴ）に基づいて、債権管理の具体的な取

組（上記Ⅵ）を推進するために必要な条例は次のとおりです。 

 

 

伊賀市債権管理条例（案） 

（目的） 

第１条 この条例は、市の債権の管理に関する事務の処理について、一般的基

準その他必要な事項を定めることにより、市の債権の管理の適正を期するこ

とを目的とする。 

（定義） 

第２条 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。 

⑴ 市の債権 金銭の給付を目的とする市の権利をいう。 

⑵ 公債権 市の債権のうち、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 231

条の３第１項に規定する歳入に係る債権及び地方税法（昭和 25年法律第 226

号）の規定に基づく徴収金に係る債権（ 以下「市税」という。）をいう。 

⑶ 強制徴収公債権 公債権のうち、市税及び法令の規定に基づき国税又は地

方税の滞納処分の例により処分することができるものをいう。 

⑷ 非強制徴収公債権 公債権のうち強制徴収公債権以外のものをいう。 

⑸ 私債権 市の債権のうち公債権以外のものをいう。 

（他の法令等との関係） 

第３条 市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(地方自治法第 138条の 4第 2項に規定する規則その他の規程及び

地方公営企業法（昭和 27 年法律第 292 号）第 10 条に規定する企業管理規程

を含む。以下同じ。)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。 

（市長等の責務） 

第４条 市長等（市長及び地方公営企業法第７条に規定する管理者をいう。以

下同じ。）は、法令又は条例若しくは規則(以下「法令等」という。)の定める

ところにより、市の債権を適正かつ効率的に管理しなければならない。 

（台帳の整備) 

第５条 市長等は、市の債権を適正に管理するため、規則で定める事項を記載

した台帳（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては

認識することができない方式で作られた記録をいう。）を含む。）を整備しな
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ければならない。 

（債務者に関する情報） 

第６条 市長等は、履行期限までに履行されない市の債権がある場合において、

当該市の債権の管理に関する事務を効果的に行うため必要があると認めると

きは、当該事務の遂行に必要な限度で、当該債務者の規則で定める情報を同

一の実施機関(伊賀市個人情報保護条例（平成 16年伊賀市条例第 16号）第２

条第２号に規定する実施機関をいう。以下この条において同じ。)の内部にお

いて利用し、又は他の実施機関から提供を受けるものとする。 

２ 市長等は、前項の規定により利用し、又は提供を受けた情報を当該市の債

権の管理に関する事務以外の事務に利用してはならない。 

３ 市長等は、第１項の規定により利用し、又は提供を受けた情報を当該市の

債権の管理に関する事務に利用する場合は、当該債務者及び第三者の権利利

益を不当に侵害することのないようにしなければならない。 

（督促） 

第７条 市長等は、市の債権について、履行期限までに履行しない者があると

きは、法令等の定めるところにより、期限を指定してこれを督促しなければ

ならない。 

（滞納処分等） 

第８条 市長等は、強制徴収公債権の滞納処分並びに徴収猶予、換価の猶予及

び滞納処分の停止については、法令等の定めるところによりこれを行わなけ

ればならない。 

（強制執行等） 

第９条 市長等は、私債権及び非強制徴収公債権（以下「私債権等」という。）

について、第７条の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、次に掲げる措置をとらなければならない。ただし、第 12条に規定す

る徴収停止の措置をとる場合又は第 13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、この限りでない。 

⑴ 担保の付されている私債権等(保証人の保証がある私債権等を含む。)につ

いては、当該私債権等の内容に従い、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をとり、又は保証人に対して履行を請求すること。 

⑵ 債務名義のある私債権等(次号の措置により債務名義を取得した私債権等

を含む。)については、強制執行の手続をとること。 

⑶ 前２号に該当しない私債権等(第１号に該当する私債権等で同号の措置を

とってもなお履行されないものを含む。)については、訴訟手続(非訟事件の

手続を含む。)により履行を請求すること。 
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（履行期限の繰上げ） 

第 10条 市長等は、市の債権について、履行期限を繰り上げることができる理

由が生じたときは、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 13条第１項各号のいずれかに該当する場

合その他市長等が特に支障があると認める場合は、この限りでない。 

（債権の申出等） 

第 11条  市長等は、市の債権について、債務者が強制執行又は破産手続開始の

決定を受けたこと等を知った場合において、法令の規定により市が債権者と

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。 

２ 前項に規定するもののほか、市長等は、市の債権を保全するため必要があ

ると認めるときは、債務者に対し、担保の提供(保証人の保証を含む。)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。 

（徴収停止） 

第 12条  市長等は、私債権等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。 

⑴ 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

全くなく、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るとき。 

⑵ 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

が強制執行の費用を超えないと認められるときその他これに類するとき。 

⑶ 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。 

（履行延期の特約等） 

第 13条 市長等は、私債権等について、次の各号のいずれかに該当するときは、

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、当該私債権等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。 

⑴ 債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。 

⑵ 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。 

⑶ 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。 
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⑷ 損害賠償金又は不当利得による返還金に係る私債権等について、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。 

⑸ 貸付金に係る私債権等について、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。 

２ 市長等は、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、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(以下「損害賠償金等」という。)に係

る私債権等は、徴収すべきものとする。 

（免除） 

第 14条 市長等は、前条の規定により債務者が無資力又はこれに近い状態にあ

るため履行延期の特約又は処分をした私債権等について、当初の履行期限(当

初の履行期限後に履行延期の特約又は処分をした場合は、最初に履行延期の

特約又は処分をした日)から 10 年を経過した後において、なお、債務者が無

資力又はこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができる見込みがない

と認められるときは、当該私債権等及びこれに係る損害賠償金等を免除する

ことができる。 

２ 前項の規定は、前条第１項第５号に掲げる理由により履行延期の特約をし

た貸付金に係る私債権等で、同号に規定する第三者が無資力又はこれに近い

状態にあることに基づいて当該履行延期の特約をしたものについて準用する。

この場合における免除については、債務者が当該第三者に対する貸付金につ

いて免除することを条件としなければならない。 

（債権の放棄） 

第 15条 市長等は、私債権等について、次の各号のいずれかに該当するときは、

当該私債権等及びこれに係る損害賠償金等を放棄することができる。 

⑴ 破産法（平成 16 年法律第 75 号）第 253 条第１項、会社更生法（平成 14

年法律第 154号）第 204条第１項その他の法令の規定により債務者が当該私

債権等につきその責任を免れたとき。 

⑵ 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合、相続人全員が

相続放棄した場合又は相続人が存在しない場合において、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当該私債権等に優先して弁済を

受ける市の債権及び市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。 
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⑶ 第 12 条の規定による徴収停止の措置をとった当該私債権等について、当

該徴収停止の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

引き続き当該措置を継続しているとき。 

⑷ 第９条の規定による強制執行等の手続をとっても、なお完全に履行されな

い当該私債権等について、強制執行等の手続が終了した場合において債務者

が無資力又はこれに近い状態にあり、履行の見込みがないと認められるとき。 

⑸ 債務者が著しい生活困窮状態にあり、資力の回復が困難であると認められ

るとき。 

⑹ 債務者が失踪、行方不明その他これらに準ずる状態にあり、履行の見込み

がないと認められるとき。 

⑺ 消滅時効に係る時効期間が経過した当該私債権について、次の各号のいず

れかに該当する事実があると認められるとき。 

ア 債務者に差し押さえることができる財産がないとき。 

イ 債務者が死亡し、かつ、相続人全員が相続放棄したとき、又は相続人が

存在しないとき。 

ウ 強制執行をすることによって債務者の生活を著しく窮迫させるおそれ

があるとき。 

エ 債務者の所在及び差し押さえることができる財産がともに不明である

とき。 

２ 市長は、前項の規定により私債権等を放棄したときは、これを議会に報告

しなければならない。 

（委任） 

第 16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長等が別に定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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Ⅷ 伊賀市債権管理条例（案）の概要説明 

 

 

１（目的） 

この条例は、市の債権の管理に関する事務の処理について、一般的基準その他必要な事

項を定めることにより、市の債権の管理の適正を期することを目的とします。 

【解説】 

市の債権の管理について、債権の発生から消滅に至るまでの事務手続きについて必要

な事項を定め、債権の適正な管理を行うことにより市民負担の公平の確保と円滑な行財

政運営に資することを目的とします。 

 

 

２（定義） 

この条例において、次の掲げる用語の意義は、以下のとおり定義します。 

（１） 市の債権  

金銭の給付を目的とする市の権利をいいます。 

（２） 公債権  

市の債権のうち、地方自治法第 231 条の３第１項に規定する歳入に係る債権と地

方税法の規定に基づく徴収金に係る債権をいいます。 

（３） 強制徴収公債権  

公債権のうち、市税及び法令の規定に基づき国税又は地方税の滞納処分の例により

処分することができるものをいいます。 

（４） 非強制徴収公債権  

公債権のうち強制徴収公債権以外のものをいいます。 

（５） 私債権  

市の債権のうち公債権以外のものをいいます。 

【解説】 

  条例中の用語の意義について定めています。 

 

 

３（他の法令等との関係） 

市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に特別

の定めがある場合を除く以外は、この条例の定めるところによることとなります。 

【解説】 

地方自治法及び地方自治法施行令に基づく市の債権管理の一般的基準を定めています。

ただし、法令等に特別の定めがある場合は、その定めが優先し適用されることを定めて
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います。 

 

 

４（市長等の責務） 

市長等（市長及び地方公営企業法で定められた管理者をいいます。以下「市長等といい

ます。」）は、法令又は条例若しくは規則(以下「法令等」といいます。)の定めるところによ

り、市の債権を適正かつ効率的に管理しなければなりません。 

【解説】 

市長等は、法令に基づき市の債権を適正かつ効率的に管理する責務を有していること

の確認のための規定です。 

 

 

５（台帳の整備） 

市長等は、市の債権を適正に管理するため、規則で定める事項を記載した台帳を整備し

なければなりません。 

【解説】 

債権を適正に管理・回収していくためには、その記録の整備が重要です。 

  台帳を整備し正確な記録を残しておくことは、債権管理の具体的な取組を推進するう

えで必要であるため定めています。 

 

 

６（債務者に関する情報） 

 市長等は、履行期限までに履行されない市の債権がある場合において、当該市の債権の

管理に関する事務を効果的に行うため必要があると認めるときは、当該事務の遂行に必要

な限度で、当該債務者の規則で定める情報を同一の実施機関(伊賀市個人情報保護条例（平

成16年伊賀市条例第16号）第２条第２号に規定する実施機関をいいます。以下同じです。)

の内部において利用し、又は他の実施機関から提供を受けることができることとします。 

市長等は、情報の共有により情報を利用し、又は提供を受けた情報を当該市の債権の管

理に関する事務以外の事務に利用できません。 

市長等は、情報共有により利用し、又は提供を受けた情報を当該市の債権の管理に関す

る事務に利用する場合は、当該債務者及び第三者の権利利益を不当に侵害することのない

ようにしなければなりません。 

【解説】 

  債権の管理に関する業務を効果的で効率的に行うために必要な限度で、他の債権の管

理を担当する部署で保有する債務者情報（各法令等の定めに基づき、相互利用が可能と

される範囲の債務者情報とします。利用可能な情報については規則で定めます。）を利用
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することについて定めています。納付資力を見極めるための情報を得ることができない

私債権等においても、他の債権の担当部署で保有している債務者情報を利用することに

より、債務者の状況等を把握することができれば、効率的で効果的な滞納債権の管理業

務が可能となります。 

なお、外部等に情報の漏えいがないよう、個人情報の管理に万全を期します。 

 

 

７（督促） 

市長等は、市の債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、法令等の定

めるところにより、期限を指定してこれを督促しなければなりません。 

【解説】 

各債権ごとにその根拠となる法令等の規定に従って督促を行うべきことを定めていま

す。 

 

 

8（滞納処分等） 

市長等は、強制徴収公債権の滞納処分並びに徴収猶予、換価の猶予及び滞納処分の停止

については、法令等の定めるところによりこれを行います。 

【解説】 

督促をしても履行されていない強制徴収公債権については、法令等の定めに従い滞納

処分を行い、その確実な回収を図るとともに、徴収猶予（地方税法第 15 条）、換価の猶

予（地方税法第 15 条の５及び同法第 15 条の６）及び滞納処分の停止（地方税法第 15

条の７）についても法令等の定める要件に従い的確に行うことを定めています。 

 

 

9（強制執行等） 

市長等は、私債権及び非強制徴収公債権（以下私債権等といいます。）について、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、次に掲げる措置をとらなければ

なりません。ただし、徴収停止の措置をとる場合又は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、この限りではありません。 

（１）担保の付されている私債権等（保証人の保証がある私債権等を含む。）については、

当該私債権等の内容に従い、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

手続をとり、又は保証人に対して履行を請求します。 

（２）債務名義のある私債権等（次の措置により債務名義を取得した私債権等を含む。）に

ついては、強制執行の手続をとります。 

（３）上記に該当しない私債権等については、訴訟手続（非訟事件の手続を含む。）により
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履行を請求します。 

【解説】 

地方自治法施行令第 171 条の 2 に規定されている内容の確認の規定となります。 

督促をしても履行されない債権については、法令の規定により強制執行等を行わなけ

ればなりません。強制執行等の措置として、①担保権の実行、②強制執行、③訴訟手続

き等による履行の請求を行うことを定めています。ただし、徴収停止や履行延期の特約

等の措置を取った場合は、この限りではありません。 

 

 

10（履行期限の繰上げ） 

市長等は、市の債権について、履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、

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りません。ただし、

履行延期の特約又は処分をする場合その他市長等が特に支障があると認める場合は、この

限りではありません。 

【解説】 

  地方自治法施行令第 171 条の３に規定されている内容の確認の規定となります。 

  債務者が強制執行や破産手続き開始の決定を受けたことを市が知ったときは、市は債

権者として債権確保のために必要な手続きを行うことを定めています。ただし、履行延

期の特約等の措置を取った場合は、この限りではありません。 

 

 

11（債権の申出等） 

市長等は、市の債権について、債務者が強制執行又は破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、法令の規定により市が債権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りません。 

市長等は、市の債権を保全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（保証人の保証を含む。）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りません。 

【解説】 

  地方自治法施行令第 171 条の 4 に規定されている内容の確認の規定となります。 

  債務者が支払い不能の事態に陥った場合、他の債権者が強制執行の手続きをとったり、

債務者自らが破産を申立てたりすることがあります。それを市が知った場合、市は債権

者として配当の要求や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ことを定めています。 
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12（徴収停止） 

市長等は、私債権等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ます。 

（１）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全くなく、

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る

とき。 

（２）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強制執

行の費用を超えないと認められるときその他これに類するとき。 

（３）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。 

【解説】 

地方自治法施行令第 171 条の 5 に規定されている内容の確認の規定となります。 

法人が事業を休止し事業再開の見込みが全くない場合や債務者が行方不明の場合は、

徴収する手段を停止し、債権の保全や取り立てをしないことを定めています。 

 

 

13（履行延期の特約等） 

市長等は、私債権等について、次のいずれかに該当するときは、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ます。この場合において、当該私債権等の金額を適宜分

割して履行期限を定めることができます。 

（１）債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。 

（２）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。 

（３）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。 

（４）損害賠償金又は不当利得による返還金に係る私債権等について、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。 

（５）貸付金に係る私債権等について、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、（１）から（３）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。 

市長等は、履行期限後においても、上記のいずれかに該当するときは履行期限を延長

する特約又は処分をすることができます。この場合において、既に発生した履行の遅滞
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に係る損害賠償金その他の徴収金(以下「損害賠償金等」といいます。)に係る私債権等は、

徴収すべきものとします。 

【解説】 

地方自治法施行令第 171 条の 6 に規定されている内容の確認の規定となります。 

私債権等について、債務者が無資力のときや災害・盗難等により債権の全部又は一部

の支払いが困難であるときなどの理由があるときは分割納付の約束ができることを定め

ています。 

 

 

14（免除） 

市長等は、遅行延期の特約又は処分の規定により債務者が無資力又はこれに近い状態に

あるため履行延期の特約又は処分をした私債権等について、当初の履行期限（当初の履行

期限後に履行延期の特約又は処分をした場合は、最初に履行延期の特約又は処分をした日）

から 10 年を経過した後において、なお、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、

弁済することができる見込みがないと認められるときは、当該私債権等及びこれに係る損

害賠償金等を免除することができます。 

この規定は、履行延期の特約等の（５）に掲げる理由により履行延期の特約をした貸付

金に係る私債権等で、それに規定する第三者が無資力又はこれに近い状態にあることに基

づいて当該履行延期の特約をしたものについて準用します。この場合における免除につい

ては、債務者が当該第三者に対する貸付金について免除することを条件としなければなり

ません。 

【解説】 

地方自治法施行令第 171 条の７に規定されている内容の確認の規定となります。 

私債権等について、履行延期の特約又は処分による分割納付の約束をした場合、当初

の履行期限から 10 年を経過してもなお、債務者が無資力等の状況で納付できる見込みが

ないときは、当該私債権等及びこれに係る損害賠償金等を免除することができることを

定めています。 

 

 

15（債権の放棄） 

市長等は、私債権等について、次のいずれかに該当するときは、当該私債権等及びこれ

に係る損害賠償金等を放棄することができます。 

（１）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

債務者が当該私債権等につきその責任を免れたとき。 

（２）債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合、相続人全員が相続放

棄した場合又は相続人が存在しない場合において、その相続財産の価額が強制執行
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をした場合の費用並びに他の当該私債権等に優先して弁済を受ける市の債権及び市

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。 

（３）徴収停止の措置をとった当該私債権等について、当該徴収停止の措置をとった日

から相当の期間を経過した後においても、 なお引き続き当該措置を継続していると

き。 

（４）強制執行等の手続をとっても、なお完全に履行されない当該私債権等について、

強制執行等の手続が終了した場合において債務者が無資力又はこれに近い状態にあ

り、履行の見込みがないと認められるとき。 

（５）債務者が著しい生活困窮状態にあり、資力の回復が困難であると認められるとき。 

（６）債務者が失踪、行方不明その他これらに準ずる状態にあり、履行の見込みがない

と認められるとき。 

（７）消滅時効に係る時効期間が経過した当該私債権について、次のいずれかに該当す

る事実があると認められるとき。 

ア 債務者に差し押さえることができる財産がないとき。 

イ 債務者が死亡し、かつ、相続人全員が相続放棄したとき、又は相続人が存在しな

いとき。 

ウ 強制執行をすることによって債務者の生活を著しく窮迫させるおそれがあると

き。 

エ 債務者の所在及び差し押さえることができる財産がともに不明であるとき。 

市長は、前の規定により私債権等を放棄したときは、これを議会に報告しなければなり

ません。 

【解説】 

私債権等の債権の放棄の条件及び債権放棄を行なった場合の議会への報告義務につい

て定めています。地方自治法第 96 条第１項第 10 号の権利の放棄に関する特別の定めに

該当します。 

債権は全額回収することが原則です。しかし、あらゆる手段を尽くしても、なお徴収

の見込みのない債権については、適正な債権管理を妨げる要因となるため、「明らかに徴

収できない債権」として放棄します。 

また、私債権は、債務者からの時効の援用がなければ、債権は消滅しません。しかし、

債務者に納付の意思がある場合を除いて、消滅時効が完成した債権については、（7）の

アからエの事由に該当する場合は、事実上徴収の見込みのない債権であるため、「明らか

に徴収できない債権」として放棄します。 

 

 

16（委任） 

この条例の施行に関し必要な事項は、市長等が別に定めます。 
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【解説】 

条例を施行するため必要な細目的事項の定めについては、市長等に委任することを定

めています。 
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伊賀市債権管理条例（案）について 

 

～市民の皆様のご意見を募集します～ 

 

 

 

 

 

 

 

１ 【募集の期間等】 

（１） パブリックコメント実施日程 

平成２８年７月１５日（金）から平成２８年８月１５日（月） 

（２） パブリックコメント結果の公表予定時期 

平成２８年８月１７日（水） 

 

２ 【資料の閲覧場所】 

  伊賀市ホームページ、財務部債権管理課、各支所振興課、各地区市民センター 

 

３ 【意見の提出方法等】 

  住所・氏名・電話番号・意見の件名を記入し、ご意見（「該当箇所」とそれに対する「意

見内容」）を記載の上、郵送・ファックス・Ｅメール・持参のいずれかで提出してくだ

さい。 

  【提出先】 

  〒518-8501 伊賀市上野丸之内 116 番地 

伊賀市財務部債権管理課（伊賀市本庁舎中２階） 

FAX：0595-22-9618、 ：saiken@city.iga.lg.jp 

※ 個別の回答はいたしません。また、いただいた意見書などは返却いたしません。 

 

４ 【閲覧資料】 

伊賀市債権管理条例（案）について 

 

 【問い合わせ】 

〒518－8501 伊賀市上野丸之内 116 番地 

伊賀市財務部債権管理課  0595－22－9675 

伊賀市では、市の債権（金銭の給付を目的とする市の権利）の管理に

関し必要な事項を定めることにより、市の債権の管理の適正化を図り、

市民負担の公平を確保し、円滑な財政運営に資することを目的とする「伊

賀市債権管理条例」（案）について、市民の皆様からのご意見を伺うため、

パブリックコメントを実施いたします。 

募集要項 


