須坂市未収納金債権管理マニュアル
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１

未収納金債権管理マニュアル策定の背景
市が有する債権（金銭の給付を目的とする市の権利）を確実に回収することは、納付の公平性

はもとより、自主財源の確保を図る上で非常に重要です。
そこで、平成 18 年度に須坂市市税等滞納整理推進本部を設置して研修等を実施するとともに、
平成 24 年 10 月には、市税をはじめとした各債権ごとに「滞納整理対策チャレンジプラン」を策
定し、更なる滞納整理の推進を図ってまいりました。
また、市税等と異なり市自ら滞納処分を行う権限がない貸付金や返還金等の債権については、
強制的に回収するには裁判等の手続が必要なことや、専ら回収業務を担当する職員の配置がない
債権所管課がほとんどであることから、債権回収ノウハウの獲得、蓄積等を図ることが必要です。
平成 26 年 1 月 1 日に「須坂市債権管理条例」が施行され、あらゆる手段を尽くしても、なお
徴収不能な債権について債権放棄ができるようになりましたが、その前提として、各債権所管課
において「適正な債権管理」を行うため、本マニュアルを作成するものです。

２

債権について

(1)須坂市の債権の区分
区分

具体例

摘要

市税
市民税 固定資産税 軽自動車税 市税
（地方税法の規定に基づく徴収金） 国民健康保険税 など

公課
（市税以外の市の債権のうち、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。分担金
、加入金、過料、一部の使用料等が
該当)

保育料 市道の占用料 下水道使 公債権のうち
用料 後期高齢者医療の保険料 強制徴収公債権（※注1）
介護保険料 下水道受益者負担金
など

その他の債権 その他の債権のうち 放課後児童クラブ利用料 延長保 公債権のうち
公法上の債権
育保育料 生活保護費返還金
非強制徴収公債権（※注2）
霊園管理手数料 市営住宅家賃
など
その他の債権のうち 水道料 学校給食費納入金 奨学 私債権
私法上の債権
金貸付金収入など

※注１：強制徴収公債権………地方税の滞納処分の例により強制徴収できるもの
※注２：非強制徴収公債権……滞納処分の例によりできないもの

(2)公債権と私債権の区分について
ア

債権の種類を区分するに当たり、国や県が示す明確な判断基準や分類方法などはありませ
1

ん。そのため、各自治体が債権発生段階での法令の規定内容や当事者間の法律関係などから、
法的に解釈して決めていくことになります。
イ

その区分に当たっての主な判断ポイントは、次のとおりです。
① 公債権：行政庁の一方的な意思(処分)によって発生するか、行政庁に特別の権限(例えば
立入検査権など)が付与されているもので、当事者間の関係において行政の優越的
地位が認められるもの。
②

私債権：両当事者の合意に基づく、いわゆる「契約」行為により発生する債権で、行政
庁と相手方が対等な関係であり、行政庁の優越的地位を認めないもの。

(3)公債権と私債権を区分する基準

ア

個別法令による

イ

訴訟手続きによる

法令に滞納処分、時効等の規定があるか

＊公債権…行政事件訴訟法により、不服申立てを経て取消訴訟
＊私債権…民事訴訟法による。
ウ

債権の成立（行為形式、債権の法律関係等）による

① 債権の発生理由
時効、滞納処分規定の有無、一方的な賦課による債権か、対価、契約関係による債権か。
② 負担金
福祉関係債権 行政による措置→市町村の支弁→義務者からの費用徴収
保育所保育料は、児童福祉法で同様の法的構成をとるが、滞納処分ができる（児童福祉
法 56⑩）
。
③ 返還金（返戻金）
返還金は、不当利得（民法第 703 条）により時効は 10 年とされるが、行政の取消しに
よるものがあり、
「時効に関し他の法律に定めがあるものを除くほか」
（自治法第 236 条第
１項）により時効５年とする考えがある。
不正利得の返還金は、本債権と同一の時効（２年）に加え、滞納処分ができる債権もあ
る（国民健康保険法 65 条、介護保険法 22 条３項）。
生活保護法の不正利得は、滞納処分規定がなく他給付金の返還金と同様に時効５年（自
治法 236 条１項）
。
児童扶養手当の過誤払いは、滞納処分規定がなく不正利得は滞納処分できる（児童扶養
手当法 23 条）
。
児童手当返戻金の不正受給は、滞納処分規定がない（児童手当法 14 条）
。
エ 債権の性質による
① 行政特有の債権（税、保険料等）か。私法上の債権と性質が同じかどうか。
2

□問「公営住宅使用料の督促は、公法上の債権としてなされるのか。」
（地方財務実務提要

地方自治制度研究会編）

※

公債権と私債権の仕組みの違い・・ 資料１参照（17 ページ）

※

債権の区分と時効期間・・・・・・ 資料２参照（19 ページ）

３

答「お見込みのとおり。」

強制徴収公債権（公課）の債権管理の流れ【フローチャート１参照】

(1)督促
ア

納期限までに納付しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならなり

ません。（自治法第 231 条の３第１項）
□督促は、時効中断の効力を有する。
（6 ページ(6)のエを参照）
□督促は、滞納処分の前提要件であり、督促がなされない限り滞納処分に着手できない。
（自治法第 231
条の３第３項）
□地方税法では「納期限後 20 日以内に督促状を発しなければならない」旨の定めがある。（地方税法第
329 条）
□市税外収入金（分担金、負担金、使用料、手数料、過料）を納期限までに納めないものがあるときは、
納期限後 20 日以内に督促状による督促をする。（須坂市市税以外の諸収入金に対する手数料及び延滞
金徴収条例第３条第１項）
□督促状に指定すべき期限はその発付の日から 15 日以内とする。（須坂市市税以外の諸収入金に対する
手数料及び延滞金徴収条例第３条第２項）
□督促手数料及び延滞金を徴収する。（須坂市市税以外の諸収入金に対する手数料及び延滞金徴収条例
第４条、第５条）

(2)強制徴収等の実施
ア 督促を受けた者がその期限までに公課を納付しないときは、地方税法の滞納処分の例によ
り処分することができます。
（自治法第 231 条の３第３項）
① 裁判所の競売がある物件については、参加差押・交付要求を行う。（地方税法第 331 条
第４項、第５項他）
② 通常の納付折衝を尽くしても納付に応じない支払い能力のある滞納者に対して、滞納処
分（差押）を行う。
（地方税法第 331 条第１項他）
□公課については、地方税法の例により強制徴収ができるため、訴訟手続により履行を請求することは
できない。
（政令第 171 条の２）
□市税外収入金の滞納処分のため財産差押えをなす命令を受けた市職員は、証票を携帯しなければなら
ない。（須坂市市税以外の諸収入金に対する手数料及び延滞金徴収条例第７条）

3

(3)強制徴収等ができなかった債権の滞納処分の執行停止
ア 滞納者に次のいずれかに該当する事由があるときは、滞納処分の執行を停止することがで
きます。（地方税法第 15 条の７第１項）
① 滞納処分をすることができる財産がないとき。
② 滞納処分をすることによってその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき。
③ その所在及び滞納処分をすることができる財産がともに不明であるとき。
□地方税法第 15 条の７に関しては、執行停止について「できる」規定であるため、適用については慎重
を期すこと。

イ

上記アにより執行停止したときは、その旨を滞納者に通知しなければなりません。（地方

税法第 15 条の７第２項）
ウ 上記アの②により執行停止した場合、差し押さえた財産があるときは、その差押を解除し
なければなりません。
（地方税法第 15 条の７第３項）
エ 上記アによる執行停止が３年間継続した場合、納入義務は消滅します。
（地方税法第 15 条
の７第４項）
。
オ 上記アにより執行停止した場合において、徴収金が限定承認（※注１）に係るものである
とき、その他、徴収金を徴収することができないことが明らかであるときは、納入義務を直
ちに消滅させることができます。
（地方税法第 15 条の７第５項）
※注１：限定承認とは、相続人が遺産を相続するときに相続財産を責任の限度として相続すること。

カ

上記エ、オにより納入義務が消滅した債権は、不納欠損処理をします。

キ

上記アにより執行停止した後３年以内にアの①～③に該当する事実がないと市が認める

ときは、執行停止を取り消さなければなりません。（地方税法第 15 条の８第１項）
ク

上記キにより執行停止を取り消したときは、その旨を滞納者に通知しなければなりません。

（地方税法第 15 条の８第２項）

(4)徴収猶予
ア

納付義務者に次のいずれかに該当する事由があり、徴収金を一時に納付することができな

いと市が認めるときは、その者の申請に基づき、１年以内の期間を限り、徴収を猶予するこ
とができます。この場合、その金額を適宜分割して納付すべき期限を定めることができます。
（地方税法第 15 条第１項）
。
① 財産が震災、風水害、火災、その他の災害を受け、又は盗難にかかったとき。
② 本人又は生計を一にする親族が病気にかかり又は負傷したとき。
③ 事業を廃止又は休止したとき。
④ 事業で著しい損失を受けたとき。
⑤ 上記①～④に類する事実があったとき。
イ

公課の法定納期限から１年を経過した後、徴収金を一時に納付することができないと市が
4

認めるときは、その者の申請に基づき、１年以内の期間を限り、徴収を猶予することができ
ます。この場合、その金額を適宜分割して納付すべき期限を定めることができます。（地方
税法第 15 条第２項）
ウ

上記ア、イの規定により徴収猶予した場合、その猶予期間内に猶予した金額を納付できな

い理由があると市が認めるときは、その者の申請に基づき、その期間を延長することができ
ます。ただし、その期間は当初猶予した期間とあわせて２年を超えてはなりません。（地方
税法第 15 条第３項）
エ

上記ア～ウの規定により徴収猶予またはその期間を延長したときは、納付義務者に通知し

なければなりません。申請を認めないときも、また同様とします。
（地方税法第 15 条第４項）

(5)繰上徴収
ア 次のいずれかに該当するときは、既に納付の義務の確定した公課でその納期限内において
その全額を徴収することができないと認められるものに限り、その納期限前においても、そ
の繰上徴収をすることができます。
（地方税法第 13 条の３第１項）
① 滞納処分・強制執行・担保権の実行としての競売・企業担保権の実行手続・破産手続が
開始されたとき。
② 相続人が限定承認をしたとき。
③ 法人が解散したとき。
④

納付する義務が信託財産責任負担債務である地方団体の徴収金に係る信託が終了した
とき（信託法第 163 条第５号に掲げる事由によって終了したときを除く。
）
。

⑤ 納税管理人を定めないで須坂市内に住所・事務所等を有しなくなったとき（納税管理人
を定めることを要しない場合を除く。）。
⑥

不正に賦課・徴収を免れ（免れようとし）、または、還付を受け（受けようとし）たと
認められるとき。

イ

上記アの規定により繰上徴収しようとするときは、その旨を納付者に告知しなければなり

ません。この場合において、既に納付の告知をしているときは、納期限の変更を告知しなけ
ればなりません。
（地方税法第 13 条の３第３項）
ウ

繰り上げた納期限までに完納されない場合には、督促を要しないで、直ちに滞納処分をす

ることができます。
（地方税法第 329 条第１項但し書。同法 331 条第１項②）

(6)消滅時効
ア

金銭の給付を目的とする市の権利（※注１）は、時効に関し他の法律に定めがあるものを

除くほか、５年間これを行なわないときは、時効により消滅します。（自治法第 236 条第１
項）。
※注１：地方税、分担金、使用料、手数料等の法令又は条例に基づく収入金に係る債権であると、物
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件の売払代金、貸付料等の契約に基づく収入金に係る債権であるとを問わない。また、歳出金の誤払
い又は過渡しに基づく返還金（戻入されるべきものを含む。）に係る債権をも含む。
□徴収事務に従事する職員は、債権が時効によっていたずらに消滅しないように、厳格に時効の管理を
行ない、最大限の徴収権の保全努力をしなければならない。
□自治法第 236 条１項に基づかない消滅時効期間には、次のものがある。
＊介護保険料

……………………２年（介護保険法第 200 条第１項）

＊後期高齢者医療の保険料

……２年（高齢者の医療の確保に関する法律第 160 条第１項）

□消滅時効は、権利を行使することができるときから進行する。
（民法第 166 条第１項）
＊履行期限が定まっている債権……法定納期限の翌日から。
＊期限の定めのない債権……………課すことができることとなった日の翌日から。

イ 公債権の時効による消滅については、時効の援用（※注１）を要せず、また、その利益を
放棄することができません。
（自治法第 236 条第２項）。
※注１：時効の効果は、時効期間満了によって当然に発生するわけではなく、時効の利益を受ける者
により時効の利益を受けようとする意思表示がなされることが必要である。その意思表示を時効の援
用という。
□時効完成後は、徴収の手続きをとることができず、また、債務者も納付することができない。

ウ

消滅時効の中断（※注１）
・停止（※注２）
・その他の事項に関し、適用すべき法律の規定

がないときは、民法の規定を準用します。
（自治法第 236 条第３項）。
※注１：時効の中断とは、中断事由の発生前に既に進行してきた時効期間は効力を失い、中断事由が
消滅したときからあらためて時効が進行することをいう。
（民法第 157 条）
※注２：時効の停止とは、時効の進行を一時停止することをいう。民法は停止事由として天災事変等
５事由を定めている。
（民法第 158 条～161 条）
□時効は、次に掲げる事由によって中断する。（民法第 147 条）
Ⅰ.請求（具体例：裁判上の請求・支払督促・交付要求

等）

Ⅱ.差押・仮差押・仮処分
Ⅲ.承認（具体例：支払猶予の申込み・債務の一部弁済・納付誓約書の提出

等）

□「公課」の場合は自力執行権（自ら租税等の債権の強制徴収を行うことができる権限）があるので、
実際には「仮差押」「仮処分」
「裁判上の請求」
「支払督促」はあり得ない。

エ

法令の規定により普通地方公共団体による「納入の通知」及び「督促」は、民法の規定に

かかわらず、時効中断の効力を有します。
（自治法第 236 条第４項）
□但し、督促で時効中断の効力を有するのは、最初の督促だけである（大判大 8.6.30）
（行実昭 44.2.6
自治行 12 行政課長回答）
。

オ

上記アにより納入義務が消滅した債権は、納入義務が消滅した日の属する年度の3 月 31 日

までに不納欠損処理をします。
□法令の規定に基づき、時効の完成又は徴収権の消滅により、歳入の欠損処理をするときは、歳入不納
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欠損調書を作成し決裁を受ける。（財務規則第 46 条）
□須坂市市税等の徴収金不納欠損処分委員会に関する内規

４

非強制徴収公債権（その他の債権）の債権管理の流れ【フローチャート２参照】

(1)督促
ア 納期限までに履行しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければなりませ
ん。（自治法第 231 条の３第１項）
□督促は、時効中断の効力を有する(12 ページ(9)のエ参照)。
□市税外収入金（分担金、負担金、使用料、手数料、過料）を納期限までに納めないものがあるときは、
納期限後 20 日以内に督促状による督促をする。（須坂市市税以外の諸収入金に対する手数料及び延滞
金徴収条例第３条第１項）
□督促状に指定すべき期限はその発付の日から 15 日以内とする。（須坂市市税以外の諸収入金に対する
手数料及び延滞金徴収条例第３条第２項）
□督促手数料及び延滞金を徴収する。
（須坂市市税以外の諸収入金に対する手数料及び延滞金徴収条例第
４条、第５条）

(2)強制執行等の実施
ア

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、以下①～③に掲げる措

置をとらなければなりません。
（政令第 171 条の２本文）。
① 担保の付されている債権については、担保を処分、担保権の実行、保証人への履行請求
を行う。
□保証人に対する履行の請求の手続き（財務規則第 232 条）

② 債務名義（※注１）のある債権については、強制執行の手続きを取る。
※注１：債務名義とは……法律が執行力を認めた公の文書。具体例として確定判決・和解調書・調
停調書等がある。

③ 上記①、②に該当しない債権については、訴訟手続（非訟事件（※注２）の手続を含む）
により履行を請求する。
※注２：非訟事件とは……裁判によらず、裁判所における事務手続きにより強制的な徴収を行おう
とするもの。
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●訴訟手続のメリット・デメリット
区分

メリット

デメリット

手続に向くもの
当初から債務者が異議を

訴

訟

確実である。
金額上限なし。

議決が必要、審理が長い。

唱えることが予想される

訴訟費用、場合によっては弁護 場 合 及 び 行 方 不 明 の 場
士費用が必要。

合。
住宅明渡しと賃料滞納

金額制約（60 万円以下）
少

額

簡易で短期の審理。

１原告で 10 回（民事訴訟法 368

訴

訟

通常１回。

①、民事訴訟規則 223）
。

少額債権

議決が必要。

調

停

（簡裁）

簡易で審理が短く、資
力に応じた解決が付
きやすい。

書記官だけでの審査。
支

払

督

促

（簡裁）

金額上限なし、訴訟の
半額（印紙代）
。
督促異議なければ議
決不要で即執行可能。
（最短１か月程度）

和解によっては監査請求あり。
議決が必要。
相手方の出頭がなければできな
い。

少額、損害賠償的な債権
分割納付を求める事案
債務否定事案、時効に争
いがある事案。
支払い能力のある事案。

異議申立ての場合、訴訟に移行
すれば、議決が必要。
行方不明者、明渡しには使えな
い。
支払督促と仮執行宣言申立ての
２回申立てが必要。

通常の民事金銭債権。
主債務者が行方不明で連
帯債務者に使う場合は有
効。

債務者の住所地管轄。

◆訴訟
広くは、裁判所が、紛争又は利害の衝突を強制的に解決調整するために、対立する利害関係人を当
事者として関与させて行う法的手続をいうが、通常は、訴えの提起から判決確定にいたる裁判手続を
いう。
◆少額訴訟
少額の金銭請求について、審理手続きを簡易化して迅速な裁判を実現する手続である。通常訴訟と
異なる部分について、民訴法に特則が定められている。平成 10 年から始まった比較的新しい制度で、
少額の金銭トラブルを簡易・迅速に解決するための制度であり、本来弁護士を代理人につけない本人
訴訟を予定した手続である。
◆調停
裁判所の非公開の調停室において、裁判官又は５年以上の弁護士経験者から選任される民事調停官
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（非常勤裁判官と呼ばれる）と民事調停委員２人で組織される調停委員会の仲介により、当事者双方
の話し合いで一定の合意をすることにより紛争を解決する手続である。
◆支払督促
債権者の一方的な申し立てに基づき、その主張の真否について実質的な審理をせず書類の審査だけ
で、簡易裁判所の書記官が支払督促を発する手続である。支払督促は、債務名義を簡易に入手するた
めの手続と位置づけられる。

イ

以下に該当する場合は、
強制執行等の措置をとらなくてもよい（政令第 171 条の２但し書）
。
① 徴収停止の措置をとる場合（
（5）を参照）
② 履行期限を延長する場合（
（7）を参照）
③ その他特別の事情があると認める場合

(3)履行期限の繰上
ア 履行期限を繰り上げることができる理由（※注１）が生じた場合は、遅滞なく債務者にそ
の旨を通知しなければなりません。
（政令第 171 条の３本文）。
※注１：繰上事由としては、民法 137 条（期限の利益の喪失）等がある。
＊債務者が破産手続開始の決定を受けたとき
＊自ら担保を滅失・損傷・減少させたとき
＊担保を供する義務を負いながらこれを供しないとき
□履行期限を繰り上げる旨及びその理由その他必要な事項を明らかにした履行期限繰上通知書によりし
なければならない。（財務規則第 233 条）

イ

次に該当する場合は、履行期限の繰上をしなくてもよい（政令第 171 条の３但し書）。
① 履行期限の特約等の各要件に該当する場合（11 ページ(7)ア①～⑤参照）
② その他特に支障があると認める場合

(4)債権の申出
ア 債務者が強制執行・破産開始の決定を受けたこと等を知った場合、配当の要求や債権の申
し出ができるときは、直ちにその措置をとらなければなりません。
（政令第 171 条の４第１
項）
イ

債権を保全するため必要なとき（※注１）は、債務者に対し担保の提供（保証人の保証を

含む）を求め、仮差押（※注２）
・仮処分（※注３）の手続きをとる等必要な措置をとらな
ければなりません。
（政令第 171 条の４第２項）
※注１：
「債権を保全するため必要なとき」とは、強制執行ができなくなる、又は強制執行するのに著
しい困難を生ずるおそれがあるとき（例えば、債務者が財産の毀損・贈与・隠匿・担保権の設定等
を行うおそれのあるとき）。
（民事保全法 20 条）
。
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※注２：仮差押とは、特定の物（動産・不動産・債権）について発する。（民事保全法 21 条）
※注３：仮処分とは、債務者に一定の行為を命じ、又は禁止する等の処分。
（民事保全法 24 条）
□仮差押・仮処分の申請は、議会議決は不要（自治法逐条解説参照）
。

(5)強制執行等ができなかった債権の徴収停止
ア

履行期限後相当の期間を経過して完全に履行されないものについて、次の①～③のいずれ

かに該当する場合は、徴収停止をすることができます。（政令第 171 条の５）
① 法人が事業を休止し、将来再開する見込みが全くなく、かつ、差し押さえることのでき
る財産の価格が強制執行の費用を超えないとき。
② 債務者の所在が不明で、かつ、差し押さえることのできる財産の価格が強制執行の費用
を超えないとき。
③ 債権金額が小額で、取立てに要する費用に満たないとき。
□政令第 171 条の５に関しては、徴収停止について「できる」規定であるため、適用については慎重を
期すこと。
□徴収停止の決議及び徴収停止取消決議（財務規則第 234 条）

(6)強制執行等ができなかった債権の債権放棄
ア 次のいずれかに該当する場合は、権利を放棄することができます。
（須坂市債権管理条例）
① 債務者が著しい生活困窮状態（生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）の規定による保護
を受け、又はこれに準ずる状態をいう。）にあり、資力の回復が困難であると認められると
き。
□「これに準ずる状態」とは、現在生活保護法による扶助を受けていないが、申請すれば扶助を受け
ることができるであろうという予測が立つ場合をいう。
□「資力の回復が困難である」ことの確認は、債務者との面談等により、資力の回復の可能性を伺わ
せる特段の事情（例えば、仕事をして賃金が支給される、遺産分割協議が進行しているといった事
情）がないときは、資力の回復が困難であると判断する。

② 破産法(平成 16 年法律第 75 号)第 253 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。
□債務者が任意に弁済する意向を示しているときは放棄すべきでない。
□限定承認（4 ページ(3)オ参照）した者の債権については、任意に支払う意向がないときはこの規
定により債権放棄する。

③ 当該債権について消滅時効に係る時効期間が満了したとき（債務者が当該債権について
履行する意思があるとき、その他債務者が時効の援用をしない特別の理由があるときを除
く。
）。【私債権に適用】
□時効の効果の発生が債務者の意思にかかっているところ、債務者の意思が判明しないと、いつま
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でたっても滞納整理が進まないことから放棄事由とする。

④ 政令第 171 条の２各号の規定による措置（強制執行等）又は政令第 171 条の４の規定に
よる措置（債権の申出）をとった場合で、なお完全に履行されない債権があるとき。
□強制執行等を行っても回収できなかったということは、他に回収の手立てがないことが明らかな
ことから放棄事由とする。

⑤ 債務者が失踪、行方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。
□行方不明は時効援用の見込みがなく、時効経過する前に失踪宣告される例もあり、円滑な債権管
理のため権利放棄できる事由とした。

イ 放棄した債権は、放棄した日の属する年度の３月 31 日までに不納欠損処理をします。
ウ

不納欠損した年度の翌年度の９月議会へ、放棄した債権の種類・放棄した時期・債権の件

数・債権の金額・放棄した理由を報告します。（須坂市債権管理条例）

(7)履行延期の特約等
ア

債務者が下記に該当する場合は、履行期限を延長する特約・処分をすることができます。

この場合、債権金額を適宜分割して履行期限を定めることができます。（政令第 171 条の６
第１項）。
① 無資力またはこれに近い状態にあるとき。
② 債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ履行期限を延長することが徴収上
有利だと認められるとき。
③ 災害・盗難等の事故により、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
について特に誠意を有すると認められるとき。
④ 損害賠償金又は不当利得による返還金に係る債権について、債務者が当該債権の全部を
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、上記①～③に該当しその他特別の事
情により貸付金の回収が著しく困難であるため、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。
□履行延期の特約等の期間は５年以内。
（上記①及び⑤の場合は 10 年以内。
）ただし、更に履行延期の特
約をすることができる。
（財務規則第 235 条）
□履行延期の特約等をする場合には、担保を提供させ、かつ、利息を付すものとする。
（財務規則第 236
条）
□履行延期の特約等に付する条件、申請等（財務規則第 238 条、239 条）
□履行延期は、非強制徴収公債権にあっては処分により、私債権については契約により行う。

イ

履行期限後においても、履行期限を延長する特約・処分をすることができます。ただし、
既に発生した履行遅滞による損害賠償金等は徴収します。（政令第 171 条の６第２項）。
11

(8)免除
ア

債務者が無資力またはこれに近い状態（上記(7)ア①の状態）に該当し履行期限の特約・

処分をした債権について、当初の履行期限から 10 年を経過した後、なお同様の状態にあり、
弁済する見込みがないと認められるときは、当該債務と損害賠償金等を免除できます。（政
令第 171 条の７第１項）
□免除手続き（財務規則第 240 条）

イ

稀な事例であるため省略（政令第 171 条の７第２項）

ウ

ア・イの免除をする場合は、議会の議決を要しません。
（政令第 171 条の７第３項）。

(9)消滅時効
ア

金銭の給付を目的とする市の権利は、時効に関し他の法律に定めがあるものを除くほか、

５年間これを行なわないときは、時効により消滅します。（自治法第 236 条第１項）
。
□徴収事務に従事する職員は、債権が時効によっていたずらに消滅しないように、厳格に時効の管理を
行ない、最大限の徴収権の保全努力をしなければならない。
□公債権の時効は５年間、私債権の時効は、民法、商法等の民事法が適用される。
□消滅時効は、権利を行使することができるときから進行する（民法第 166 条第１項）。
＊履行期限が定まっている債権……法定納期限の翌日から。
＊期限の定めのない債権……………課すことができることとなった日の翌日から。

イ 公債権の時効による消滅については、時効の援用を要せず、また、その利益を放棄するこ
とができません。
（自治法第 236 条第２項）。
□時効の効果は、時効期間満了によって当然に発生するわけではなく、時効の利益を受ける者により時
効の利益を受けようとする意思表示がなされることが必要である。その意思表示を時効の援用という。
□時効完成後は、徴収の手続きをとることができず、また、債務者も納付することができない。

ウ

消滅時効の中断（※注１）
・停止（※注２）
・その他の事項に関し、適用すべき法律の規定

がないときは、民法の規定を準用します。
（自治法第 236 条第３項）
※注１：時効の中断とは、中断事由の発生前に既に進行してきた時効期間は効力を失い、中断事由が
消滅したときからあらためて時効が進行することをいう。
（民法第 157 条）
※注２：時効の停止とは、時効の進行を一時停止することをいう。民法は停止事由として天災事変等
５事由を定めている。
（民法第 158 条～161 条）
□時効は、次に掲げる事由によって中断する。（民法第 147 条）
Ⅰ.請求（具体例：裁判上の請求・支払督促・交付要求

等）

Ⅱ.差押・仮差押・仮処分
Ⅲ.承認（具体例：支払猶予の申込み・債務の一部弁済・納付誓約書の提出

等）

□納付誓約書を受理した後、弁済の無い状態のまま再度納付誓約書の提出を受けたとしても、後者の行
為は時効中断には該当しない。
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エ

法令の規定により普通地方公共団体が行う「納入の通知」及び「督促」は、民法の規定に

かかわらず、時効中断の効力を有します。
（自治法第 236 条第４項）
□但し、督促で時効中断の効力を有するのは、最初の督促だけである（大判大 8.6.30）
（行実昭 44.2.6
自治行 12 行政課長回答）
。

オ

納入義務が消滅した債権は、放棄した日の属する年度の３月 31 日までに不納欠損処理を

します。
□法令の規定に基づき、時効の完成又は徴収権の消滅により、歳入の欠損処理をするときは、歳入不納
欠損調書を作成し決裁を受ける。（財務規則第 46 条）
□須坂市市税等の徴収金不納欠損処分委員会に関する内規

５

私債権（その他の債権）の債権管理の流れ【フローチャート３参照】

(1)督促
ア 納期限までに履行しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければなりませ
ん。（自治法 240 条第２項、政令第 171 条）
□督促は、時効中断の効力を有する。(14 ページ(9)のエ参照)
□納期限までに納めないものがあるときは、納期限後 20 日以内に督促状による督促をする。（財務規則
第 44 条第１項）
□督促状に指定すべき期限はその発付の日から 10 日以内とする。（財務規則第 44 条第２項）
□督促手数料は請求できない。
□予算執行者は、債権の発生の原因となる契約について、その内容を定めようとする場合には、
（一部省
略）次に掲げる事項についての定めをしなければならない。ただし、当該事項について他の法令に規
定がある場合は、この限りでない。
（財務規則第 241 条）
(1)

債務者は、履行期限までに債務を履行しないときは、延滞金として一定の基準により計算した金

額を市に納付しなければならないこと。
(2)(3)
(4)

省略

当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関し

て質問し、帳票類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めるこ
と。
(5)省略
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(2)強制執行等の実施
(3)履行期限の繰上
(4)債権の申出
(5)強制執行等ができなかった債権の徴収停止

非強制徴収公債権と同じ

(6)強制執行等ができなかった債権の債権放棄

（7 ページ）

(7)履行延期の特約等
(8)免除

(9)消滅時効
ア

私債権の時効は、民法、商法等の民事法が適用されます。

□金銭の給付を目的とする市の権利は、時効に関し他の法律に定めがあるものを除くほか、５年間これ
を行わないときは、時効により消滅する（自治法第 236 条第１項）の「時効に関し他の法律に定めが
あるもの」に該当する。
□徴収事務に従事する職員は、債権が時効によっていたずらに消滅しないように、厳格に時効の管理を
行い、最大限の徴収権の保全努力をしなければならない。
□消滅時効は、権利を行使することができるときから進行する（民法第 166 条第１項）
。
＊履行期限が定まっている債権……法定納期限の翌日から。
＊期限の定めのない債権……………課すことができることとなった日の翌日から。

イ 私債権の時効による消滅については、時効の援用（※注１）が必要です。
※注１：時効の効果は、時効期間満了によって当然に発生するわけではなく、時効の利益を受ける者
により時効の利益を受けようとする意思表示がなされることが必要である。その意思表示を時効の援
用という。
□自治体が有する金銭債権の時効による消滅については、法律に特別の定めがある場合を除くほか、時
効の援用を要せず（自治法第 236 条第 2 項）の「法律に特別の定めがある場合」に該当する。

ウ

消滅時効の中断（※注１）
・停止（※注２）
・その他の事項に関し、適用すべき法律の規定

がないときは、民法の規定を準用します。
（自治法第 236 条第３項）。
※注１：
「時効の中断」とは……中断事由の発生前に既に進行してきた時効期間は効力を失い、中断事
由が消滅したときからあらためて時効が進行することをいう（民法第 157 条）
。
※注２：
「時効の停止」とは……時効の進行を一時停止することをいう。民法は停止事由として天災事
変等５事由を定めている（民法第 158 条～161 条）。
□時効は、次に掲げる事由によって中断する。（民法第 147 条）
。
Ⅰ.請求（具体例：裁判上の請求・支払督促・交付要求

等）

Ⅱ.差押・仮差押・仮処分
Ⅲ.承認（具体例：支払猶予の申込み・債務の一部弁済・納付誓約書の提出
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等）

□納付誓約書を受理した後、弁済の無い状態のまま再度納付誓約書の提出を受けたとしても、後者の行
為は時効中断には該当しない。

エ

法令の規定により普通地方公共団体がする「納入の通知」及び「督促」は、民法の規定に

かかわらず、時効中断の効力を有します。
（自治法第 236 条第４項）。
□但し、督促で時効中断の効力を有するのは、最初の督促だけである（大判大 8.6.30）
（行実昭 44.2.6
自治行 12 行政課長回答）
。

オ

納入義務が消滅した債権は、納入義務が消滅した日の属する年度の 3 月 31 日までに不納

欠損処理をします。
□法令の規定に基づき、時効の完成又は徴収権の消滅により、歳入の欠損処理をするときは、歳入不納
欠損調書を作成し決裁を受ける。（財務規則第 46 条）
□須坂市市税等の徴収金不納欠損処分委員会に関する内規

６

納入環境の整備

(1)納入の促進啓発等
ア 各種料金等の納入啓発や納期のＰＲを行います。
イ 滞納者に対して許可を伴うものは許可の取り消し等を行い、支払いを促します。
□補助金交付要綱で「市税を滞納しているものは、補助金の交付対象としない」と規定する。

(2)訪問徴収・相談体制の整備
ア 未納者に対する休日・夜間の訪問徴収の体制を継続します。
イ 債務者に対して親切・丁寧な納入相談に応じられる体制を整備します。
① 相手の経済状態等の諸事情によっては、分割納付・支払猶予等の相談に乗る。
□延納等の約束が成立した際は、極力その旨を相手方から書面で提出させるよう心掛ける（時効中断の
要因となる。

② 生活困窮者には、状況に応じて生活相談にも乗り、各種行政サービス（手当て制度・融
資制度）等の紹介を行う（各担当者は常に各種行政サービスの概略を承知しておく必要が
ある）。

(3)支払い環境の整備（自治法第 231 条の２、政令 157 条の２）
ア 継続・反復して発生する債権については、利用者・契約者等に対して、口座振替の推進・
啓発を行います。
イ 現金納付者の「コンビニ収納」や「クレジットカード決済」等の導入を研究し、支払い環
境の整備に努めます。
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(4)徴収業務の庁内連携の推進
ア 庁内での未納者情報の共有を計ります（ただし、個人情報の保護に配慮する）
。
イ 未納者の財産調査を行います。
① 強制徴収公債権を扱う部署……地方税法第 20 条の 11 の規定に基づき、所得情報・資産
情報・勤務先情報・収納情報等の調査を行う。
② 非強制徴収公債権または私債権を扱う部署……税情報等の調査権限を持たない。
□契約書・申込書等に「料金等を滞納した際は、担当職員が税情報を閲覧する事を委任する」旨の条項
を加える等の体制作りに努める。

③ 住民記録システムを活用して、未納者が市外転出する際に、納入を促す対応ができる体
制作りに努める。
□市民課職員は対応不可。各徴収部門の職員が転出情報を早めにキャッチし、迅速な対応を取る体制を
作る。
（例えば、住民記録システムに「転出届けが提出された際は、○○課○○係○○まで連絡」等の
コメントを入れておけば、個人情報を部門外に漏洩せずに対応可能となる）

④ 未納者に対して市から給付金等の支出（含：過誤納金の還付）がある時など、未納解消
の機会として統一的に対応する体制作りに努める（給付金情報の共有）。

(5)減免規定の見直し
ア 公正公平で実態に即した減免の内容であるか、規定内容を再検討します。

７

庁内の連携

(1)債権管理
ア 庁内で連携して債権の適正管理に当たるため、未収納金債権管理マニュアルを策定し、必
要に応じて見直します。
イ 須坂市市税等滞納整理推進本部において、滞納整理方法の統一・情報交換・職員の資質向
上のために、定期的に会議・勉強会を開催します。
□須坂市市税等滞納整理推進本部設置要綱

(2)市税等の徴収金不納欠損処分委員会
ア 市の債権を放棄しようとするとき及び不納欠損処分をするときは、その公正かつ適正を期
すため、市税等の徴収金不納欠損処分委員会を開催し内容を協議します。
□須坂市市税等の徴収金不納欠損処分委員会に関する内規
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資料１
●公債権と私債権の仕組みの違い
公債権と私債権では、おおむね次のような特徴がある。
区分

債権の成立

強制徴収、強制執行

債権の消滅

賦課決定（不服申立て
公債権

可）

行政による強制徴収

時効を経過した後に時効の援用は要せず

法律による行政側の

裁判所による強制執行

債権は消滅する。

処分行為
時効を経過しても債権者の権利放棄か債
私債権

契約（合意）行為

裁判所による強制執行

務者からの時効の援用がなければ債権は
消滅しない。

◎発生原因から過料まで
区分

公債権（滞納処分規定のない公債権含む）

発生原因

私債権

賦課による

契約による

納入通知（個別の法律又は自治法 231）による。

納入通知による。

自治法上の告知は、次の手続きによる。

不服申立てはできない。

・30 日以内の不服申立て（自治法 229①）
、自治法によらな
告

知
い場合は行服法により 60 日以内
・不服申立て後、議会に諮問し決定（自治法 229④）
・議会は、諮問後 20 日以内に意見（自治法 229⑤）
督促しなければならない（個別の法律又は自治法 231 の３①、 督促しなければならない（政令

督

督

促

促

手数料
催

告

延滞金
・遅

延

損害金

市税以外の諸収入金に対する手数料及び延滞金徴収条例）
。

171）
。

不服申立てできる。告知と同様（自治法 231 の３⑥）
。

不服申立てはできない。

条例により１通につき請求できる（自治法 231 の３②、市税

請求できない。

以外の諸収入金に対する手数料及び延滞金徴収条例）。
随時にできる。

随時にできる。

督促後に納期限後から納付日までの延滞金を徴収する。個別

契約による遅延損害金の徴収、

の法律に延滞金の規定がない場合は、自治法による条例で徴

契約にないときは、５％の遅延

収できる。延滞金は督促しなければ徴収できない（個別の法

損害金の徴収ができる（民法

律、自治法 231 の３②、市税以外の諸収入金に対する手数料

404）
。

及び延滞金徴収条例）
。
分担金、使用料、加入金及び手数料に条例で５万円以下の過
過

料

料を科すことができる（自治法 228②）
。
詐欺、不正の場合は徴収を免れた金額の５倍に相当する金額
の過料を科すことができる（自治法 228③）。
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過料は科せない。

◎時効、不納欠損、財産調査ほか
区分
時効根拠

債権消滅

公債権（滞納処分規定のない公債権含む）

私債権

個別法律又は自治法 236①

民法 167～174

［２年、５年］

［10 年、５年、３年、２年、１年］

時効経過により債権は消滅し、時効の援用は不

時効経過した債権を消滅させるには、時効

要。時効利益の放棄はできない（個別法律又は自

の援用（民法 145）か権利放棄が必要（民法

治法 236②）による。

519）。時効経過後に時効利益を放棄できる
（民法 145）
。

督促による時効中断（個別法律又は自治法 236
時効中断

④）
。
催告後６か月以内に裁判上の請求、支払督促の申

催告後６か月以内に裁判上の請求、支払督

立て、差押え等が必要（民法 153）
。

促の申立て、差押え等が必要（民法 153）
。

執行停止（地方税法 15 の７）
停止措置

督促により時効中断（自治法 236④）。

徴収停止（自治法 240③、政令 171 の５）
。
地方税の滞納処分の例による（自治法 231 の３
③）
。
次の場合は不納欠損処分とする。
ア

次の場合は不納欠損処分とする。

納期限後、督促後又は時効中断後の時効経

ア

過により債権は消滅する。
イ
不納欠損

時効経過後、債務者が時効の援用を

した場合

滞納処分できる債権は、執行停止後、即時

イ

又は３年経過後に債務免除（地方税法 15 の
７）

権利放棄した場合（自治法 96①(10)
又は債権管理条例）

ウ

資力のない者に履行延期を行い、10

年経過して弁済見込みがない場合は免
除でき、議決は不要（政令 171 の６、
171 の７）
質問・検査（国税徴収法 141）
、捜索（国税徴収
法 142）

財産調査

任意調査
ア

住民票（住民基本台帳法 12 の２）

イ

戸籍（戸籍法 10 の２②）

ウ

商業登記簿（商業登記法 10、11）

エ

登記（不動産登記法 119）

オ

自動車（道路運送車両法 22）

カ

事件記録（民事訴訟法 91、民事執行
法 20、刑事訴訟法 53）

官公署

官公署等への協力要請（国税徴収法 146 の２）

国税徴収法 141 の質問、調査権限はなく、
法律の目的の範囲で税情報の照会ができる

への照会

（公営住宅法 34 ほか）
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債権の区分と時効期間（市の債権の一部。現行の法令及び取扱いにより判断したものであり、今後の制度改正や司法の判断等により変更となる可能性がある。）
(1) 公債権（強制徴収公債権）
債権名
介護保険料

根拠法令

債権区分の考え方

□介護保険法

・介護保険法第 129 条に定められた債権

□須坂市介護保険条例

・同法第 144 条に「自治法第 231 条の３第３項に規定す

時効期間
時効
２年

根拠法令
介護保険法

時効期間の考え方
個別法に規定あり

第 200 条第１項

る法律に定める歳入」と規定されており、
「地方税の滞納
処分の例により」強制徴収することができると定められ
ているため。
後期高齢者医療

□高齢者の医療の確保に関する法律

・高齢者の医療の確保に関する法律第 104 条に定められ

２年

高齢者の医療の確保

保険料

□長野県後期高齢者医療広域連合後

た債権

に関する法律

期高齢者医療に関する条例

・同法第 113 条に「自治法第 231 条の３第３項に規定す

第 160 条第１項

□須坂市後期高齢者医療に関する条

る法律に定める歳入」と規定されており、
「地方税の滞納

例

処分の例により」強制徴収することができると定められ

個別法に規定あり
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ているため。

保育所保育料

□児童福祉法

・児童福祉法第 51 条及び第 56 条第３項に定められた債

５年

自治法

市町村が支弁する保育費

第 236 条第１項

用を保護者等が負担する

□須坂市保育所条例

権

□須坂市保育所条例施行規則

・同法第 56 条第 10 項に「地方税の滞納処分の例により」

「負担金」であるため。

強制徴収することができると定められているため。

児童福祉法第に時効の定
めなし。

道路占用料

□道路法

・道路法第 39 条に定められた債権

□須坂市道路占用料条例

・同法第 73 条第３項に「国税の滞納処分の例により」強

５年

道路法

個別法に規定あり

第 73 条第５項

制徴収することができると定められているため。

資料２

債
権
の
区
分
と
時
効
期
間

債権名

根拠法令

債権区分の考え方

農業集落排 水事

□自治法

・自治法第 224 条に定められた債権（分担金）

業受益者分担金

□須坂市農業集落排水事業受益者分

・同法第 231 条の３第３項の規定により、
「地方税の滞納

担金条例

処分の例により」強制徴収することができると定められ

時効期間
時効
５年

根拠法令

時効期間の考え方

自治法

地方自治法第 224 条に規定

第 236 条第１項

する債権（分担金）である
ため。

ているため。

下水道使用料

□下水道法

・下水道法第 20 条に定められた債権

□自治法附則

・自治法附則第６条第３号の規定により同法第 231 条の

５年

自治法

自治法第 231 条の３第１項

第 236 条第１項

に規定するその他の普通

□須坂市下水道条例

３第３項に規定する「法律で定める使用料」であり、
「地

地方公共団体の歳入であ

方税の滞納処分の例により」強制徴収することができる

るため。

と定められているため。
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下水道受益 者負

□都市計画法

担金

□須坂市下水道事業受益者負担に関 ・都市計画法第 75 条第５項に「国税滞納処分の例により」

・都市計画法第 75 条に定められた債権

する条例

５年

都市計画法

個別法に規定あり

第 75 条第７項

強制徴収できると定められている。

(2) 公債権（非強制徴収公債権）

債権名

根拠法令

債権区分の考え方

老人保護措 置費

□老人福祉法

・老人福祉法第 28 条第１項に定められた債権（自治法第

負担金

□須坂市老人福祉法施行規則

231 条の 3 第１項に定めるその他の普通地方公共団体の

時効期間
時効
５年

根拠法令

時効期間の考え方

自治法

自治法第 231 条の３第１項

第 236 条第１項

に規定するその他の普通

歳入）

地方公共団体の歳入であ

・同法その他個別の法令に強制徴収に関する規定なし。

るため。

放課後児童 クラ

□児童福祉法

・児童福祉法第 34 条の８の規定により事業実施

ブ利用料

□須坂市放課後児童クラブ条例

・公の施設を利用した事業であり、その料金は自治法第
225 条に規定する公の施設の使用料であるため。

５年

自治法

自治法第 225 条に規定する

第 236 条第１項

公の施設の使用料である
ため。

債権名
延長保育保育料

根拠法令

債権区分の考え方

□自治法

・「保育対策等促進事業の実施について（平成 20 年６月

□須坂市保育所延長保育事業実施要

９日厚生労働省通知）
」による「延長保育事業」

綱

・児童福祉法に特段の定めなし

時効期間
時効
５年

根拠法令

時効期間の考え方

自治法

自治法第 225 条に規定する

第 236 条第１項

公の施設の使用料である
ため。

・公の施設を利用した事業であり、その料金は自治法第
225 条に規定する公の施設の使用料であるため。
霊園管理手数料

生活保護費 返還

□自治法

・特定の者への役務の提供に対する料金であり、自治法

□須坂市霊園の設置及び管理に関す

第 227 条（手数料）に定められた債権

る条例

・個別の法令に強制徴収に関する規定なし。

□生活保護法

・生活保護法第 63 条、第 77 条及び第 78 条に定められた

金

５年

債権（自治法第 231 条の３第１項に定めるその他の普通
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公園使用料

５年

自治法

自治法第 227 条に規定する

第 236 条第１項

手数料であるため。

自治法

自治法第 231 条の３第１項

第 236 条第１項

に規定するその他の普通

地方公共団体の歳入）

地方公共団体の歳入であ

・同法その他個別の法令に強制徴収に関する規定なし。

るため。

□自治法

・自治法第 225 条に規定する公の施設の使用料であるた

□須坂市都市公園条例

め。

５年

自治法

自治法第 225 条に規定する

第 236 条第１項

公の施設の使用料である

・個別の法令に強制徴収に関する規定なし。
市営住宅家賃

□自治法

・自治法第 225 条に規定する公の施設の使用料であるた

□須坂市市営住宅等に関する条例

め。
・個別の法令に強制徴収に関する規定なし。
※私債権扱いに向けて検討中

ため。
５年

自治法

自治法第 225 条に規定する

第 236 条第１項

公の施設の使用料である
ため。

(3) 私債権
債権名
住宅新築資 金元

根拠法令
□民法

利収入

債権区分の考え方
・民法第 587 条（金銭消費貸借）に基づき、当事者が対

時効期間
時効
10 年

等の立場で、両社の合意に基づいて契約し発生する債権

根拠法令

私法上の金銭消費貸借契

第 167 条第１項

約に基づく債権であるた

であるため。
水道料金

□民法

・「最決平 15.10.10 水道料金判決」により、水道料金の

□須坂市水道事業給水条例

時効は民法 173 条の規定を適用し２年間と判示され、私

め。
２年

民法

生産者等が売却した商品

第 173 条第１号

等の代価に係る債権であ

法の適用を受ける債権のため。
学校給食費

□学校給食法

時効期間の考え方

民法

るため。

・学校給食法第６条第２項（現行法 11 条２項）の規定は、 ２年

民法

生徒の教育、衣食又は寄宿

児童または生徒が学校給食を受ける場合のその保護者の

第 173 条第３号

の代価に係る債権である

負担の範囲を明らかにしたものであって、保護者に公法
上の負担義務を課したものではない。
（昭 33.4.9 委管第
77 号）

ため。
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フローチャート１
［公債権（滞納処分規定のある債権、強制徴収公債権）］
公債権（滞納処分規定のある債権）
税、保険料等

賦課決定

不服申立て（行政不

納付告知又は納入通知（地方税法 364

服審査法 14）

ほか、自治法 231、政令 154）

決定

督促（地方税法 371 ほか個別法律

不服申立て（地方税法

の規定又は自治法 231 の 3①）

19(2)、
自治法 231 の 3⑥）

時効中断
（地方税法 18 の 2、

決定

自治法 236④）

消滅時効（地方税法
18、自治法 236①）

滞納処分（地方税法ほか個別法律に規定、

不服申立て（地方税

自治法 231 の 3）

法 19(2)）

差押え（地方税法 331①、373①、国税徴収
法 47 ほか）
交付要求（地方税法 331④、373④ほか）

不納欠損処理

決定

滞納処分の停止（地方税法 15 の 7①、国税徴収法 153）

（財務規則）
換価（国税徴収法 89）
）

不納欠損（地方税の例による）

配当（国税徴収法 128）

滞納処分の停止後３年（地方税法
15 の 7④）
・・・納付義務の消滅
限定承認、徴収不納（地方税法 15
の 7⑤）・・・即時の欠損

徴収

徴収手続きは行政限りで執行でき、裁判所の関与が不要な債権であり、時効経過後
に債権は消滅する。
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フローチャート２
［公債権（滞納処分規定のない債権、非強制徴収公債権）］
公債権（滞納処分規定のない債権）
使用料、手数料等
不服申立て（自治法
229 ほか）

賦課決定による納入の通知（自治法 231、
政令 154 ほか）

決定
督促（自治法 231 の 3①）

不服申立て（自治法 231 の 3⑥）

決定
①担保がある場合
担保を処分、担保権の実行、保証人への履行請求
徴収の停止、履行

時効中断

延期特約

（自治法

（法人休止、所在不

236④）

易裁判所（裁判所法 33）
②担保がない場合
140 万円超え 地方裁判所（裁判所法 33）
裁判所による徴収手続（政令 171 の 2）
・支払督促（民事訴訟法 382～396）

明ほか）

・少額訴訟（民事訴訟法 368～381）

（政令 171 の 5、
171

・訴えの提起

の 6）
消滅時効

140 万円以下

簡易裁判所（裁判所法 33）

140 万円超え

地方裁判所（裁判所法 33）

（自治法
236①）
徴収免除（議決

権利放棄

債務名義取得（民事執行法 22）

不要）

（自治法

確定判決、仮執行宣言付支払督促

（政令 171 の 7）

96 ① (10)
又は債権
管理条例）

強制執行

財産差押え

不動産執行（民事執行法 43） 動産執行
（民事執行法 43） 債権執行（民事執行法 143）

不納欠損処理

配当

（財務規則）
徴収

徴収手続きは裁判所により執行し、督促までは強制徴収公債権と同様、時効経過後に債
権は消滅する。
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フローチャート３

［私債権］
私債権
貸付金等

納入の通知（自治法 231、政令 154）

督促（自治法 240②、自治法施行令 171）
時効中断
（自治法 236④）
時効経過
①担保がある場合
担保を処分、担保権の実行、保証人への履行請求
徴収の停止、履行延期特約
（法人休止、所在不明ほか）
（政令 171 の 5、171 の 6）

易裁判所（裁判所法 33）
②担保がない場合
140 万円超え 地方裁判所（裁判所法 33）
裁判所による徴収手続（政令 171 の 2）
・支払督促（民事訴訟法 383）
・少額訴訟（民事訴訟法 368）
・訴えの提起

徴収免除（議決不要）
（政令 171 の 7）

時効の援用（民
法 145）

140 万円以下

簡易裁判所（裁判所法 33）

140 万円超え

地方裁判所（裁判所法 33）

債務名義取得（民事執行法 22）
確定判決、仮執行宣言付支払督促

又は権利放棄
（自治法 96①
(10) 又 は 債 権
管理条例）

強制執行

財産差押え

不動産執行（民事執行法 43） 動産執行
（民事執行法 43） 債権執行（民事執行法 143）

不納欠損処理

配当

（財務規則）
徴収

徴収手続きは裁判所により執行し、債権を消滅させるためには、時効経過後に時効
の援用または権利放棄が必要である。
25

