大空町債権管 理条例
（目的）
第１条

この 条例は、 町の債権の管 理に関す る事務の処理 について 必要な事項

を定めること により、 当該事務の一 層の適正 化及び効率化 を図り、 もって公
正かつ円滑な 行財政運 営に資するこ 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。
（１）町の債 権

金銭 の給付を目的 とする 町 の権利をいう 。

（２）強制 徴収債権

町の債権のう ち、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 、地 方自治 法（昭和２２年 法律第 ６７号 ）
第２３１条の ３第３項 に規定する歳 入に係る 債権その他法 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。
（３）非強制 徴収債権

非強制徴収 公債権及 び私債権をい う。

（４）非強制 徴収公債 権

町の債権 のうち地 方自治法２３ １条の３ 第１項に規

定する歳入（ 同条第３ 項に規定する 歳入を除 く。）に 係るもの をい う。
（５）私 債権

町 の債 権のうち 第２ 号及び 前 号に掲げる債 権以外の ものをいう 。

（他の法令等 との関係 ）
第３条

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

しくはこれに 基づく規 則等（以 下「他 の法令 等」とい う。）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。
（町長の責務 ）
第４条

町長 は、 町の 債権の管理に 関する事 務について、 他の 法令 等の定める

ところに従う とともに 、この条例の 目的を達 成するよう、 その発生 原因及び
内容に応じて 適正に処 理しなければ ならない 。
（台帳の整備 ）
第５条

町長 は、 町の 債権を適正に 管理する ため、必要な 事項を記 載した台帳

（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 を含む。）を備え なけ ればならない 。ただ し 、性質上 特
にその必要が ないと認 められるとき は、この 限りでない。
（滞納者に関 する情報 ）
第６条

町長 は、 町の 債権について 履行期限 までに履行さ れない 債 権がある 場

合において、 第 １０条 から第 １７条 までの規 定又はこれら の規定に 相当する
法令若しくは 他の条例 の規定に基づ く措置又 は処分（ 以下この 項に おいて「 措

置等」とい う。）の判 断に資する事 項として 、当該債務 者の 当該 債 権 以外の町
の債権に係る 滞納の有 無（滞納があ る場合は 、その滞納し ている額 を含む。）
及び町長が行 った措置 等の情報を同 一の実施 機関（ 大空町 個人情報 保護条例
（平成１８年 大空町 条 例第１１号 ）第２ 条 第 ２号に規定す る実施機 関をいう 。
以下この項に おいて同 じ。）内に おいて利 用 し、又は他の実 施機関 に提供する
ことができる 。
２

町長は、 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。 また、 当該債権 の管理に
関する事務以 外の事務 に利用しては ならない 。
（督促）

第７条

町長 は、 町の 債権について 、履行期 限までに履行 しない債 務者がある

ときは、他の 法令 等に 定めがある場 合を除く ほか 、期限を 指定して これを督
促しなければ ならない 。
（延滞金）
第８条

町長 は、 町の 債権について 前条の規 定による督促 をした 債 権がある 場

合においては、当該督 促をした金額（ 以下「 督促金額」とい う。）に、同条の
履行期限の翌 日から納 付の日までの 期間の日 数に応じ、次 の各号に 掲げる町
の債権の区分 に従い 、 当該各号に定 める割合 を乗じて計算 した 延滞 金（履行
の延滞に係る 損害賠償 金を含む 。以下同 じ。）を徴収するも のとする 。ただし 、
延滞金の徴収 について 他の法令等又 は契約に 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。
（１）強制徴 収債権、 非強制徴収公 債権
（２）私債権
２

地 方税の延滞金 の例によ る割合

年５パ ーセント

前項の延 滞金の額 を計算する場 合におい て、その計算 の基礎と なる督促金
額に１，００ ０円未満 の端数がある とき、又 はその額が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。

３

前２項の 規定によ り算定された 延滞金の 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 ときは、その 端数金額 又はその
全額を切り捨 てる。

４

第１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３６
５日当たりの 割合とす る。

５

前３項の 規定は、 他の法令等又 は契約に 別段の定めが ある場合 は、適用し
ない。
（延滞金の減 免）

第９条

町長 は、前条 第１項の延滞 金を納入 すべき者が、 履行期限 までに納入

しなかったこ とについ て、他の法令 等に定め がある場合を 除くほか 、やむを
得ない事由が あると認 める 場合は、 当該延滞 金を減免する ことがで きる。
（滞納処分等 ）
第１０条

町 長は、強 制徴収債権の 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 令の規定 によ りこれを行わ なければ ならない 。
（強制執行等 ）
第１１条

町 長は、非 強制徴収債権 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、次に 掲げる措 置を執ら
なければなら ない。た だし、第 １４ 条に規定 する徴収停止 の措置を 執る場合
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 限りでない。
（１）担保の 付されて いる非強制徴 収債権（ 保証人の保証 がある非 強制徴収債
権を含む 。）につ いて は、当該非 強制徴収 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 手続を執り、 又は保証 人に対
して履行を請 求するこ と。
（２）債務名 義のある 非強制徴収債 権（次号 の措置により 債務名義 を取得した
ものを含む 。）に つい ては、強制執 行の手続 を執ること。
（３）前２号 に該当し ない非強制徴 収債権（ 第１号に該当 する非強 制徴収債権
で同号の措置 を執って 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 。
（履行期限の 繰上げ）
第１２条

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

が生じたとき は、遅滞 なく、債務者 に対し て 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。
（債権の申出 等）
第１３条

町 長は、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 町 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
措置を執らな ければな らない。
２

前項に規 定するも ののほか、 町 長は、町 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 て担 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 を執る等 必要な措置を 執らなけ ればなら
ない。

（徴収停止）
第１４条

町 長は、非 強制徴収債権 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。
（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 又はこれ 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。
（履行延期の 特約等）
第１５条

町 長は、非 強制徴収債権 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 該非強制徴収 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。
（１）債務者 が無資力 又はこれに近 い状態に ある場合
（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 れる場合
（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 る場合
（４）損害賠 償金又は 不当利得によ る返還金 に係る非強制 徴収債権 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 る場合
（５）貸付金 に係る非 強制徴収債権 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 ある場
合
２

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（次条 及び第 １７条 において 「損害賠

償金等」とい う。）に 係る非強制徴 収債権は 、徴収すべき ものとす る。
（免除）
第１６条

町 長は、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 た非強制 徴収債権につ 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 もなお、
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 該非強制 徴収債権及び 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 る非強制 徴収債権で、 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１７条

町 長は、非 強制徴収債権 について 、次の各号の いずれか に該当する

ときは、当該 非強制徴 収債権及びこ れに係る 損害賠償金等 の全部又 は一部を
放棄すること ができる 。
（１）当該非 強制徴収 債権（消滅時 効につい て時効の援用 を要しな い非強制徴
収債権を除く 。） につ いて、消滅時 効の時 効 期間が満了し たとき。
（２）破産法 （平成 １ ６年法律第７ ５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 非強制徴 収債権につき その責任 を免れたとき 。
（３）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
が相続放棄を 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 当該非強制徴 収債権に 優先し
て弁済を受け る 町の債 権及び 町以外 の者の権 利の金額の合 計を超え ないと
見込まれると き。
（４）当該非 強制徴収 債権について 第 １４条 の規定による 徴収停止 の措置を執
った場合にお いて、当 該措置を執っ た日から 相当の期間を 経過した 後にお
いても、なお 履行させ ることが著し く困難又 は不適当であ ると認め られる
とき。
（５）当該非 強制徴収 債権について 第 １１条 第２号の規定 による強 制執行又は
第１３条第１ 項の規定 による債権の 申出の手 続を執っても 、なお完 全に履
行されなかっ た 当該非 強制徴収債権 について 、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、 当該 債務の 履行の 見込みが ない と
認められると き。
（６）債務者 が死亡、 失踪、 行方不 明その他 これに準ずる 状態にあ り、当該非
強制徴収債権 の徴収の 見込みがない と認めら れるとき。
２

町長は、 前項の規 定により専決 処分をし たときは、こ れを議会 に報告しな
ければならな い。
（委任）

第１８条
附

こ の条例の 施行に関し必 要な事項 は、 規則で定 める。
則

（施行期日）
１

この条例 は、平成 ２６年１月１ 日から施 行する。 ただ し、私債 権（大空町
奨学金貸付条 例（平成 １８年大空町 条例第８ ３号）第９条 第２項に 規定する
延滞利息を除 く。）に 係る第８条及 び第９条 の規定は、平成 ２６ 年 ４月１日か
ら施行する。
（大空町税外 諸収入金 の徴収に関す る条例 の 廃止）

２

大空町税 外諸収入 金の徴収に関 する条例（平成１ ８ 年大空 町 条 例第６１号 ）
は、廃止する 。
（経過措置）

３

第７条か ら第９条 までの規定は 、 この条 例の施行の日 （以下「 施行日」と
いう。）以後に 発生する 町の債権に係 る督促並 びに延滞金及 びその減 免につい
て適用し、施 行日前に 発生した町の 債権に係 る督促並びに 延滞金及 びその減
免については 、なお従 前の例による 。
（大空町簡 易水道事 業給水条例の 一部改正 ）

４

大空町簡 易水道事 業給水条例（ 平成１８ 年大空町条例 第１６４ 号）の一部
を次のように 改正 する 。
第３８条 中「大空 町税外諸収入 金の徴収 に関する条例 （平成１ ８ 年大空町
条例第６１号 ）」を「 大空町債権管 理条例（ 平成２５年大 空町 条例 第４１号 ）」
に改める。

（大空町奨学 金貸付条 例の一部改正 ）
５

大空町奨 学金貸付 条例の一部を 次のよう に改正する。
第９条第２項 中「 その 未納額につき 年１０． ９５パーセン トの割合 をもっ
て返還期限の 翌日から 支払の日まで の日数に よって 」を「 大空町債 権管理条
例（平成２５ 年大空町 条例第４１ 号 ）第８条 の規定を準用 して 」に 改める。

