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一

様式（実績の

主盛盟主E
1 部局長等名

Z 取りまとめ担当課名

滞 納債権回現状

3 平成26年度実績

債権の性格 種別

3 1 
回収対象

強制徴収 整理対象
公債権

Z十

3 2 
回収対象

非強制徴収 整理対象
公債権

富十

3 3 
回収対象

私債権
整理対象

百十

回収対章

合計 整理対象

富十

権処理計画（実緩・総括票）
環境生活部長

環境生活総務課

A 平実成掴25年度
（平成・，.当年初度末）

処理額 5経済額

処理件数 朱済件数

477,859円

0件
同

件

477,859阿 2.407,288 074同

O件 31件

37,000円

O件
同

件

37,000円 201,000同

。件 Z件

120,000同

O件
同

件

120,000門 13.483,096門

。件 Z件
634,859門

。件
。伺

O件

634,859門 2.420.972, 170門

。件 35件

~四平年陪度2発6年生度分を目除〈．標｝ 

処理額 回収車・整理串

処理件数 C全／体B（比駒｝ G前／A年｛比%｝ 

420,000同 曹関.. 87.9 
0件 圃輔

門 ••• 
件 質調．

420,000阿 姐司.. 。。 87.9 
0件 処理事 。。

60,000阿 回収率 162.2 
。件 圃曜夜司区

同 盤型車

件 .. ・

60,000阿 ..寧 29.9 162.2 
0件 ’R・・ 0.0 

30,000阿 園.. 250 
。件 回収$

門 聾寝耳障

件盟理司区

30,000何 民軍事 0.2 25.0 
0件 処喧司区 0.0 

510,000阿 ．晦調厄 80.3 
0件 回復皐

。阿 .. ，陣

。件 H 率

510,000門 処理事 。。 80.3 
O件 処理寧 0.0 

？，.実年績度（発平生成分田を年障度〈末．｝） E 26年末度残発高生分期 F平成26年度末
B-D+E 

処理額 回収率・整理車 目標達成本 金額 金額 主な債権

処理件数 D全／体B（比%》 D前／A年｛比%｝ 。／C（%》 件数 件数

5,261,283伺 E収率 1,101.0 1,252.7 
。件 田.. 産業IT政廃代棄物の不適正処理に係

門 盟理事 る行代執行費用

体 重麺司区

5,261,283阿 島理軍司院 0.2 1.101.0 1,252 7 84,079 821円 2,486, 106,612同

0件 処E阜 。。 2件 33件
50,000阿ヨ肉国’h 1351 833 

0件 箇叡調院 妊産婦出産費補助金返還金
阿 ’圃凶h 専補修助学金校返又還は金各種学投入牧者
件 ，．“ 

50.000用 処理事 24.9 135.1 83.3 36,000同 187,000阿 ＝重県総合博物館資料利用料
0件 廻凋闘’L 0.0 10件 12件

30,000阿ヨ向調＆ 250 100.0 契約解除l、係る違約金
O件 回収.

N委求P託債O権契活約且動びに基係違盤る約強委金化託請事料求業返債業還権務請拘置理司区

件 ヨ伺邑司$

30,000門 処審事 0.2 25.0 1000 105,948円 13,559,044内 請民求法権第7』0に2基条づ『管〈事理務者管の理費費用用償還
0件 処理寧 0.0 1件 3件

5.341,283同 竃闘 841.3 1,047.3 
。件 菌根寧

0同 ヨ岡田・ 、
0件 ヨ胴.. 

5 341,283門 処理寧 02 841.3 1,047.3 84,221,769阿 2.499,852,656門

。件 ..  率 。。 13件 48件



ト、コ

様式（実績1)

平成26年度債権処理計画（実績・個票）
1債権名 産業廃棄物の不適正処理に係る行政代執行費用

Z債権の性格 強制徴収公債権

3 債権の概要 より滞納の者（原因び者清）に掃代にわ関っすてる実法施律し第た四行条政の代8執の行規に定要にし

た費用

4滞納となった要因寄
行政代執行の実施に要した費用が巨額（高額）であり、求償
相手方である滞納者（原因者）の資力が不足しているため

5部局長等名 環境生活部長

6 所管課等名 廃棄物適正処理プロジェヴトチーム

滞納債権の現状

9 平成26年度実績

A平成25年度 目当初 G平成26年度目 標
実績 （平成25年度末） (26年度発生分を除く。）

7 

取
組
方
針

8 

取
組
成
果

債権の性格 種別 処理額 未済額 処理額 回収率・整理率

処理件数 未済件数 処理件数 全体比 前年比
C/B（柿） C/A(%) 

9-1 477,859円 ／ ／  420,000円 聞取軍 87.9 

回収対象

／／  0件 日件 閏躯司区

。 円 ／ ／  。円 ’‘司闘
整理対象

／／／  強制徴収
0件 。件 宣車率

公債権

477,859円 2.407,288,074円 420,000円 処理. 0.0 87.9 

言十

。件 31 件 。件 処理奪 0.0 

こ行と政が代で執吉行に要した費用は、行政代執行法第B条により、国税滞納処分の伊lにより徴収す
る きることから、滞納者の財産調査を実施し、差押可能な財産の発見に努め、差押え
を実施していくとともに、分割納付中の滞納者については納付指導を行い、確実に納付させる
ことにより可能な限りの回収を行っていくものとします。

財産調査により確認された滞納者の預金の差押の実施や、納付指導（交渉）による滞納者
からの自主的な納付により行政代執行に要した費用の一部について回収しました。
なお、分割納付誓約中の一部の滞納者｛原因者）に納付遅延があったものの、財産調査によ
り把握した滞納者〔原因者）の有する債権について、原因者代理人に対し納付指導（交渉）し
たところ、回収のうえ納付されたことなどから、目標を上回る回収実績となったものです。

~26実年績度｛発平生成分26を年除度〈末。）） 
E 26年度発生分期 F平成26年度末

末残高 日一口＋E

処理額 回収率・整理率 目標達成率 金額 金額

処理件数 主体比 前年比
D/C【%｝ 件数 件数D／日｛拘｝ D/A(%) 

5,261,283円 回収率 1,101.0 1,252.7 ／／  ／／  

。件 箇収事 ／／／  ／〆

。円 霊現司区 ／ ／  

。件 ’E理事 ／ ／  二7
5,261,283円 処覆阜 0.2 1,101.0 1,252.7 84,079,821円 2.486, 106,612円

0件 処理... 。.0 2件 33件



(>.) 

様式（実績1)

平成26年度債権処理計画（実績皿個票）
1債権名 専修学校又lま各種学校入校者補助金返還金

2債権の性格 非強制徴収公債権

3債権の概要 学交生三重枝付じた県豆して．補はい各助た種金が等学、交校対付入章校規者者則l立補に学基助費づ事車〈業納同実に和施よ謀要り関除領係籍に補とよ助なりっ金、対た交た象付め者要、に綱返補及還助び壷金車がを惇

4 滞納となった要因需 債務者の生活困窮

5部局長等名 環境生活部長

6 所管課等名 人権課

滞納債権の現状

9 平成26年度実績

7 

取
組
方
針

自

取
組
成
果

A平成25年度
（平成日25当年初度末） ?26平年成度E発6年生度分 目 標実績 を除く．｝

債権の性格 種別 処理額 未済額 処理額 回収率・整理率

処理件数 未済件数 処理件数 全体比 前年比
C/8(%) C/A(%) 

9-2 27,000円 ／／  36,000円 回収率 133.3 

回収対象

／／  日件 。件 回附Z司区

。円 ／ ／  。円 廃虚率

整理対象
非強制徴収

日件 ／／  日件 ’E理率公債権

27,000円 147,000円 36,00ci円 処理皐 24.5 133.3 

富十

。件 1件 。件 処理事 0.0 

債務者に対し、債務者から提出された分割納付計画に基づく分割納付を確実に履行するよ
う指導し、納付が滞らないようにするロ

分割納付計画に従い履行を求めた結果、前年度に比ベ徴収額が9,000円増加した。

~26実年績度（発平生成分田を年除度〈末。）） 
E 26年度発生分期 F平成26年度宋

末残高 B-D+E 

処理額 回収率・整理率 目標達成率 金額 金額

処理件数 全体比
D前／年A（比%｝ D/C(%) 件数 件数D/8(%) 

36,000円 箇収穫 133.3 100.0 ／／／  ／／  

0件 回収率 ／ ／  ／／  

日円 監理構 ／ ／  ／／  

。件 .理事 ／ ／  ／ ／  

36,000円 処理皐 24.5 133.3 100.0 。円 111,000円

。件 処理車 0.0 。件 1件



．企h

様式（実績1)

平成26年度債権処理計画（実績・個票）
1債権名 妊産婦出産費補助金返還金 7 

Z債権の性絡 非強制徴収公債権 取

3 債権の概要
三祉費繍重法県助によ補実り助施、金要助寄領産与交に施よ付設り揖へ、則対措に象置義者をづさにれく出同た産和た費謀め用関．等補係の助補補対助助象金金除受を外付交に要付な綱しる及てこびいと蛙たが産が実婦、輔児幽報童産告福

車置
方
針

により判明し．返週金が生じた．

4 滞納となった要図書 債務者の生活困窮

5部局長等名 環境生活部長

6 所管課等名 人権課

滞納債権の現状

9 平成26年度実績

債権の性格 種別

日－2

回収対象

整理対象
非強制徴収

公債権

計

A 平実成績25年度

処理額

処理件数

10,000円

。件

。円

。件

10,000円

。件

B 当初
（平成25年度末）

未済額

未済件数

／／  

／／  

／／  

／／／  

54,000円

1件

8 

取
組
成
果

G平成26年度目 標
(26年度発生分を除く．）

処理額 回収率・整理率

処理件数 全体比 前年比
。／B【%） C/A(%) 

24,000円 回収率 240.0 

日件 回収率

日同 ヨ回邑曹臨

。件 盤理事

24,000円 鑓司E寧 44.4 240.0 

日件 処理寧 0.0 

う債指務導者し、に対し、債務者から提出された分割納付計画に基づく分割納付を確実に履行するよ
納付が滞らないようにする。

分割納付計画に従い履行を求めた結果、前年度に比べ徴収額が4,000円増加した。

口（26実年績度（発平生成分26を年除度く末。〕） E 26年末度残発高生分期 F平成26年度末
8-D+E 

処理額 回収率・整理率 目標達成率 金額 金額

処理件数 全体比 前年比 D/0(%) 件数 件数D／臼｛%］ D/A（則

14,000円 回限寧 1400 58.3 ／・／ ／／  

日件 回収率 ／ ／  ／／  

日円 ’監理司区 ／ ／  ／／／  

。件 ’E型車 ／ ／  ／／  

14,000円 処理事 25.9 140.0 58.3 。円 40,000円

日件 処理軍 0.0 0件 1件



様式（実績1)

平成26年度債権処理計画（実績・個票）
1債権名 NPO活動基ぴ盤違強約化事業業務委託契約に係る委託料返還請

求債権及 金請求債権
7 

Z債権の性格 私債権

3 債権の概要 L動にS、か基るさか盤どる強雇委化用託事再料業生返業特還務別請の基求委金債託事権契業及約実び（施平違要成約領2金1に請年基求度づ債～く権~~年O活度）

取
回収可能な資産の有無について調査を行い、その結果を踏まえ、三重県債権の管理及び私

~,g 債権の徴収に関する条例に基づく徴収停止の可否を検討し、当該債権の速やかな整理に努

方
める。

針

債権の回収に必要な手続ができない状態（債務者の死亡と
4 滞納となった要因望 相が続放棄によって、相続財産管理人を選任する必要がある

、資産が手続に必要な額を下回っている。） 8 回収可能性がある財産について、外部の弁護士に法律相談を実施したうえで、当該財産か
ら回収できる可能性は非常に低いと判断した。

5部局長等名 環境生活部長

6 所管課等名 男女共同参画・NPO課

取

か資要そ産ら件の、がに当う該当該え該当で債す債、権る相権I立た続の、め人回三、が収重徴不に県収存必債停要在権止な（のの債『管相措務理続置者及を財のびと産死っ私管亡た債理と＠権相人の続の徴人選収全任に員Jに関のかす相かる続る条放経例棄費に）をで基下あづ回るく徴こっとて収、い停まる止たこの、と車哩
成
果

滞納債権の現状

CJ"] 9 平成26年度実績

A 平成25年度
（平成日25当年初度末）

C 平成26年度目 標 口（26実年績度（発平生成分26を年除度く末。）） 
E 26年度発生分期 F平成26年度末

実績 (26年度発生分を除〈。） 末残高 B-D+E 

債権の性格 種別 処理観 未済額 処理額 回収率・整理率 処理額 回収率・整理率 目標達成率 金額 金額

処理件数 未済件数 処理件数 主体比 前年比 処理件数 全体比 前年比 D/C（弛） 件数 件数C/B【拍） C/A（弛｝ D/8(%) D/A(%) 

日－3 0円 ／／  。円 国規軍 。円 回収寧 ／ ／  ／／  
回収対象

／／  ／／  ／／  。件 日件 回収率 。件 回収率

。円 ／／  。円 重理率 。円 監理$ ／ ／  ／ ／  
整理対象

／／  ／／  ユヌy私債権 日件 日件 蓋電車 日件 ’監理事

。円 13,170,219円 。円 処理皐 。.0 。円 処理事 。。 日円 13, 170,219円

計

日件 1件 日件 処理寧 。。 。件 処理率 0.0 0件 1件



= 

様式（実績1)

平成26年度 債権処理計画（ 績 ・ 個票）

1債権名
民法第702条『管理者の費用償還請求権Jに基づ〈事務菅理費
用

Z債権の性格 私債権

3 債権の概要 ポ置地行県リ法内がっ塩た第に民化際放Z法条ビに棄第フ第要し6ェて：しニ項7たいル条に費た廃「定用ポ笹棄めリ理物塩る者の事化由適業ピ管正フ者理ヱなでニ義処あル務理る廃J原由に棄因推定物者進め等がlる＝に関事多つす気務いる郡審て特理明、別和三を措重町

原因者がその事業を休止し、将来その事業を再開す
4 滞納となった要図書 る見込みがない状態であり、支払い能力を有していな

いため。

5部局長等名 環境生活部長

6 所管課等名 廃棄物・リサイウル課

滞納債権 の現 状

9 平成26年度実績

B 当初 C平成田年度目 標A平実成績25年度
（平成25年度末］ (26年度発生分を除〈．）

7 

取
組
方
針

8 

取
組
成
果

債権の性格 種別 処理額 未済額 処理額 回収率・整理率

処理件数 未済件数 処理件数 全体比
C前／A年｛比制。／B【判）

／ ／  9-3 120,000円 30,000同 自収率 25.0 

回収対象

／／  。件 日件 回収車

日阿 ／／  。円 量理事

整理対象

私債権 。件 ／／  。件 震寝事

120,000円 312,877同 30,000円 処理寧 9.6 25.0 

言十

日件 1件 日件 処理摩 日日

有基県支しづ、原て払〈事い因いな務者方い管及法が理び等、費原に道用因つ義の者い的重ての責調社畳任整的長か（し個併らた人社存結の的長果三）個債、者原人務間と因引でし者受て民l契立毎法ペ約月第ーを~パ万平0ー2成円条カ程2ン『3度管年パの理1ニ支者2ー月払ので1う費あ6と用り日の、償付内支還け容払請でをい締求も能結権と力にしJをl、こ
た。
平成24年1月31日の第1回入金以降、平成25年度末現時点で27回分、270,DOD円の

入金が確認されており、今後も継続して契約に基づく費用、残求り償のを債し権てZい8く2．また、今年度社長
個人の債務引受契約が完了する見込みであることから、 . 877円について
は、全額を回収できるよう原因者である法人に対して引き続き支払いを求めていきます。

原『管県因理、者者原のの因社費者長用及か償びら還原県請因へ求者毎権の月社』1に0長基，の0づ0三く0事者円務間ので管振平理り成費込2用み3のが年重行1畳2わ月的れ1（て6併お日存でり的、契平）約債Ii した、民法第702条務引受契約により、
成26年7月Z日時点

で、契約金額である300,000円全額を回収しました。

~26実年績度（発平生成分26を年除度く車。）） 
E 26年度発生分 F平成26年度末

期末残高 8-D+E 

処理額 回収率・整理率 目標達成率 金額 金額

処理件数 全体比
D前／A年（比%｝ D/C（崎｝ 件数 件数。／B仰也｝

30目。［｝口問 固級事 25.0 100.0 ／／  ／／  

日件 困般車 ／ ／  ／／  

。円 盤理事 ／ ／  ／／  

。件 量理事 ／ ／  ／／／  

30,000円 処理事 9.6 25.0 100.0 日円 282,877円

日件 担・司院 。。 日件 1件



--..J 

様式（実績1)

平成26年度債権処理計画（実績・個票）
1債権名 三重県総合博物館資料利用料 7 

Z債権の性格 非強制徴収公債権 取
組

3 債権の概要
三重県総合博物館条例に基づく、三重県総合博物館 方

針の資料利用料

4 滞納となった要因需 債務者の納付義務の不履行

5部局長等名 環境生活部長

6 所管課等名 文化振興課

滞納債権の現状

9 平成26年度実綾

債権の性格 種別

9-2 

回収対象

非強制徴収
整理対象

公債権

富十

A平成25年度
実績

処理額

処理件数

。円

。件

。円

日件

。円

。件

（平成B25当年初度末）

未済額

朱済件数

／／  

／／  

／／  

／／  

。円

。件

8 

取
組
成
果

C平成26年度目 探
(26年度発生分を除く。）

処理額 回収率・整理率

処理件数 全体比 前年比
C/8(%) C/A(%) 

。円 回収率

。件 回収率

。円 .壇率

。件 ’E理事

。円 処理皐

。件 処理局隠

26年度発生債権のため取組方針設定なし

〈」

口（26実年績度｛発平生成分田を年除度〈末。）） 
E 26年度発生分期 F平成26年度末

末残高 B-D+E 

処理額 回収率・整理率 目標達成率 金額 金額

処理件数 全体比 前年比
0/C(%) 件数 件数D／自（%］ D/A(%) 

。円 回収原 ／ ／／  ／／  

。件 回収率 ／ ／  

。円 .理寧 ／ ／  ／ ／  

0件 ’監理事 ：二7
。円 処種皐 36,00C〕円 36,000円

。件 処理摩 10件 10件



= 

様式（実績1)

平成26年度債権処理計画（実績・個票）
1債権名 契約解除に係る違約金 7 

Z債権の性格 私債権 取
組

3 債権の概要
委託業者の廃業（破産）により、契約を解除したことによる 方

針違約金（三重県会計規則第82条）

4 滞納となった要因望 業績不振

5部局長等名 環境生活部長

6 所管課等名 人権課

滞納債権の現状

9 平成26年度実績

債権の性格 種別

9-3 

回収対象

整理対象

私債権

計

A平成25年度
実績

処理額

処理件数

。円

。件

。円

。件

。円

。件

B 当初
（平成25年度末）

来済額

未済件数

／／  

／／  

／／  

／／  

。円

。件

日

取
組
成
果

C平成26年度目 標
(26年度発生分を除〈．｝

処理額 回収率・整理率

処理件数 全体比 前年比
0/8(%) 0/A(%) 

。円 図版軍

。件 回M民司区

。円 筆直司区

0件 ’E理率

。円 処理廓

。件 処理寧

26年度発生債権のため取組方針設定なし

口実績（平成26年度束） E 26年度発生分期 F平成26年度末
(26年度発生分を除〈。） 末残高 B-D+E 

処理額 回収率・整理率 目標達成率 金額 金額

処理件数
全体比 前年比

0/0【%｝ 件数 件数
日／B門的 D/A(%) 

。円 圏収寧 ／ ／  ／／  

。件 回収率 ／ ／  ／ ／  

。円 霊現司区 ／ ／  ／／／  

日件 ’E’担率 ／ ／  ／／  

。円 処理恵 105,948円 105,948円

。件 処理事 1件 1件



様式（目標2)

平成27年度債権処理計画（目標・総括票）

1部局長等名 ｜環境生活部長

Z取りまとめ担当課名｜環境生活総務課

滞 納 債 権 の現状
3 平成27年度目標

A 平成26年度末 62平7年成度2尭7年生度分を目 標
［障〈．） ［。白年平度成発E生6年分度を除実〈績．｝ 

債権の性格 種別 未済額 処理額 回収率・整理率 処理額 主な債権

未済件数 処理件数 B全／A体｛比%） 
前年比 処理件数

B/C【拘｝

3 1 
回収

462,000 円聞収寧 8.8 5,261,283 阿

。件 回収率 。件 産業廃棄物の不適正処理に係る

巴£コ

強制徴収 整理
43,379,550 円’監理事 円行政代執行費用

公債権
件霊理事 件

計
2,486, 106,612 円 43,841,550 円’E電車 1.8 833.3 5,261,283 阿

33 件 1 件処理皐 3.0 。件

3 2 96,000 円菌根率 192.0 50,0日日同
回収

10 件回唱＇＊ 。件 妊産婦出産費補助金返還金

非強制徴収 整理
同盟現＊ 円専修学校文は各種学校入校者補

公債権 件盛夏皐 件助金返還金

計
187,000 円 96,000 阿 処覆司区 5J.3 192.0 50,000円二重県総合博物館資料利用料

12 件 10 件処理率 83.3 。件

3 3 
回収

205,948 円闘.. 686.5 30,000.阿 契約解除に係る違約金

1 件岡破事 。件
NPO活こ量係約動る金基委請盤託求強料債化返権事還業請業求務債委権託

整理
円盤理寧 円契約l

私債権 件’監理$ 件及び違

13,559,044 円 205,948 阿 処理$ 1.5 686.5 30,000同民法第70に2基条づ『管〈理事者務の管理費用費償還計
3 件 件蝿理事 33.3 。件請求権』 用

回収
763,948 内 園風車 14.3 5,341,283 門

11 件周収事 。件

合計 整理
43,379,550 円聾竃摩 。円

1 件聾理事 。件

計
2,499,852,656 円 44,143,498 阿 処理事 1.8 826.5 5,341,283 阿

48 件 12 件処理事 25.0 。件



一c:コ

様式（目標1)

平成27年度債権処理計画工目標・個票）
1債権名 産業廃棄物の不適正処理に係る行政代執行費用

2債権の性格 強制徴収公債権

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の8の規定によ
3 債権の概要 り滞納者（原因者）に代わって実施した行政代執行に要した

費用

4 滞納となった要因等
行政代執行の実施に要した費用が巨額（高額）であり、求償
相手方である滞納者（原因者）の資力が不足しているため

5部局長等名 環境生活部長

6所管課等名 廃棄物適正処理プロジェクトチーム

滞 納 債 権 の現状

自平成27年度目標

行政代執行に要した費用la:、行政代執行活語E粂により、国枕滞納処分の例に
71より徴収することができることから、滞納者の財産調査を実施し、差押可能な財産
取｜の発見に努め、差押えを実施してい〈とともに、分割納付中の滞納者については納
組｜付指導を行い、確実に納付させることにより可能怠限りの回収を行っていくものとし
方｜ます。
針｜なお、相手方不在により消滅時効の完成が避けられない債権について、整理を

準金主

A 平成26年度末 B 平成27年度目 標 C平成26年度実績
(27年度発生分を検〈．） (26年度発生分を除〈．）

債権の性格 種別 未済額 処理額 回収率・整理事 処理額
備考

未済件数 処理件数 主体比 前年比
処理件数B/A（%】 B/C（幅）

--------8-1 462,000 円固楓率 8.8 5,261,283 円

回収

一／／／ 。 件回収稼 。件

-------- 43,379,550 円重理箪 。円

整理
強制徴収 -------- 件盤費量率 日件
公債権

2,486, 106,612 円 43,841,550 円処現率 1.8 833.3 5,261,283 円

計

33 件 件処理寧 3.0 。 件



一→ 

様式（目標1)

平成27年度債権処理計画（目標胴個票）
1債権名 三重県総合博物館資料利用料

2債権の性格 非強制徴収公債権
平成27年5月28固までに、全額収納済み。

3 債権の概要
三重県総合博物館条例に基づく、三重県総合博物館の資料

7取組方針

利用料

4滞納となった要因等 債務者の納付義務の不履行

5 部局長等名 環境生活部長

6 所管課等名 文化振興課

滞 納 債 権 の現状

B平成27年度目標

A 平成26年度末

債権の性格 種別 未済額

未済件数

8-2 ----------回収

／／／／  

----------整理
非強制徴収

----------公債権

36,000 

計

10 

円

件

B 平成27年度除目〈 標 C 平成26年度実績
(27年度発生分を ．） (26年度発生分を除〈。）

処理額 回収率・整理率 処理額

処理件数 全体比 前年比 処理件数B/A（拍） B/C（明｝

36,000 円困収事 。円

10 件 園仮率 。件

。 円盤理司区 。円

。 件 2聖恩皐 。件

36,000 円処理寧 100.0 。円

10 件 処理軍 100.0 。件

備考



一r、コ

様式（目標1)

平成27年度債権処理計画：（一目標・個票）
1債権名 専修学校文は各種学校入校者補助金返還金

2債権の性格 非強制徴収公債権 7 

3債権の概要 要納三によ綱重にりよ及県、り補び対除尊助象籍修金者と学等にな校交補っ付文た助た規は金め各則を、種交に返基学付還づ校し金てく入が同い校和生た者謀がじ補た関、助対。係事象補業者助実は金施学交要費付領未

;1債務者から提出された分割納付計画書に基づく分割納付を確実に履行するよう
指導し、納付が滞らないようにする。

針

4 滞納となった要因等 債務者の生活困窮

5部局長等名 環境生活部長

6所管課等名 人権課

滞納債権の現状

B平成27年度目標

A 平成26年度末

債権の性格 種別 未済額

未済件数

8-2 一／ ／／

回収

／ ／／  

-----------整理
非強制徴収

-----------公債権

111,000 

百十

円

件

日平成27年度目 標 C 平成26年度実除く績．） 
(27年度発生分を除＜.） (26年度発生分を除

処理額 回収率・整理率 処理額 備考

処理件数 圭体比 前年比 処理件数B/A（軸］ B/C（軸）

36,000 円回収寧 100.0 36,000 円

。 件回際司院 。件

。 円盤理事 。円

。 件蓋覆阜 。件

36,00C】 円処理率 ・32.4 100.0 36,000 円

。 件処理率 0.0 。件



一品

""' 

様式（目標1)

” v ・ . ・-- ・－一一一一一一一一一 － 一.--• 
1債権名 妊産婦出産費補助金返還金

Z債権の性格 非強制徴収公債権

ニ重県補助金等交付規則l』基づ施＝由く要仁同領児和に童課よ福関り~ 係補助金交付
要綱及び妊産婦出産費補助実 、対象者に出産

3 債権の概要 費用等の補助金を交付していた 、児童福祉法により、助産
施設へ措置をされたため、が補生助対象除外になることが実績
報告により判明し、返還金 じた。

4 滞納となった要因等 債務者の生活困窮

5部局長等名 環境生活部長

6 所管課等名 人権課

滞 納 債 権 の現状

8 平成27年度目標

、

7 :1債務者から提出された分割納付計画書に基づく分割納付を確実に履行するよう
方｜指導し、納付が滞らないようにする。

針

A 平成26年度末 日平成27年度目 標 C平成26年度実績
(27年度発生分を除〈．） (26年度発生分を除〈．）

債権の性格 種別 未済額 処理額 回収率・整理率 処理額 備考

未済件数 処理件数 全＃比 前年比 処理件数B/A(%) B/C【%）

8 2 -------- 24,000 円回収率 171.4 14,000 円

回収

／／／／  。 件白川院.. 。件

-------- 。 円盤理事 。円

整理
非強制徴収

／／／  。 件盤理事 。件公債権

40,000 円 24,000 円処理事 60.0 171.4 14,000 円

計

件 。 件処理事 0.0 。件



一よ2‘

様式（目標1)

平成27年度債権処理計画I目標・個票）
1債権名 契約解除に係る違約金 7 

2債権の性格 私債権

3 債権の概要
委託業者の廃業（破産）により、契約を解除したことによる違

:1現在破産手続き中であり、破産管財人との連絡窓口である出納局を通じ当該手
方｜続きの状況を把握し、裁判所の決定を待って適正に債権処理を行う。

目針約金（三重県会計規則第82条）

4 滞納となった要因等 業績不振

5部局長等名 環境生活部長

6 所管課等名 人権課

滞納債権の現状

8 平成27年度目標

A 平成26年度末

債権の性格 種別 未済額

未済件数

8-3 ------回収

-------------整理 -------私債権

105,948 

計

1 

円

件

B2平7年成度2発7年生度分を目 標 C 平成26年度実績
（除〈．） (26年度発生分を除＜.）

処理額 回収率・整理率 処理額 備考

処理件数 全体比 前年比 処理件数B/A(%) B/C（軸）

105,948 円回収率 。円

件回収率 0件

。 円整理阜 。円

。 件麗理事 。件

105,948 円処理皐 100.0 。円

件担理阜 100.0 日件



一c.n 

様式（目標1)

・ー，司． ．’ F 『 ・－『． 曹一一一一一『．可且ー － 冒一一『曹圃

1 債権名 NPO活動基盤強化事業求債業権務委託契約に係る委託料返還請
求債権及び違約金誇

Z 償権の性格 私債権

3 債権の概要 基ふかる盤かさ強ると委化雇託事用料業再返業生還務特請の別求委基債託金権契事及約業び（実平違施成約要Z金1領年請に度求基債～づ権2く3N年P度O活）に動

債権の回収に必要な手続ができない状態（債務者の死亡と
4 滞納となった要因等 相続、資放産棄1によって、相続財産管理人を選任する必要がある

が が手続に必要な額を下回っている。）

5 部局長等名 環境生活部長

6 所管課等名 男女共同参画・NPO課

滞 納債 権の現状

8 平成27年度目標

7 

君｜徴収停止の措置を採つており、徴収停止事由に該当しているかについて確認を
完｜行つてL、〈

針

A 平成26年度末 日2平7年成度2発7年生度分を目 標 C 平成26年度実績
（除〈．） (26年度発生分を除〈．）

債権の性格 種別 未済額 処理額 回収率’整理率 処理額 備考

未済件数 処理件数 全体比 前年比 処理件数B/A（軸｝ B/C（軸）

8-3 ------- 。 円図収率 。円

回収

／／／／  。 件回同院率 。件

---------- 。 円建理＂＇ 。円

整理 -------私債権 。 件盤理事 。件

13,170,219 円 。 円処理皐 0.0 。円

富十

件 。 件 阻 寧 。.0 。件



線式（目標1)

平成27年度 奮権処理計画（目標・個票）

1債権名
民法第702条『管理者の費用償還請求権」lこ基づく事務管
理費用

2債権の性格 私債権

ポリ塩化ピフエニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特
別措置法第Z条第Z項に定める事業者である原因者が多気

3 債権の概要 郡明和町地内に放棄していたポリ塩化ビフエ二ル廃棄物等
について、三重県が民法第697条f管理者の管理義務JIこ
定める事務管理を行った際に要した費用

4 滞納となった要因等
原因者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込
みがない状態であり、支払い能力を有していないため。

5部局長等名 環境生活部長

6 所管課等名 廃棄物・リサイクル課

状現

標
の
問

権

年
債

臨
納

平
滞
日

日
目

原因者はその事業を休止し、将来その事業を再開する見込みがない状態であ
マ lり、支払い能力を有していないが、県、原因者及び原因者の社長個人の三者間で
品l締結した民法第702条『管理者の費用償還請求権』lこ基づく事務管理費用の重量・
誼｜的（併存的）債務引受契約に基づき、契約金額300,000円全額の回収が完了し
方｜ているところである。
針｜ 残りの債権282,877円については、平成27年5月末に原因者である法人か

’ら分納により支払うことの誓約書を取り付けたところである。今後は、誓約書に基
づき納付指導を行い、確実に納付させることにより回収を行っていくものとする。

A 平成26年度末 8(2平7年成度2発7年生度分苦目 標 ,c四年平度成発2生6年分度を実除〈績．｝ 除〈．）

債権の性格 種目l 未済額 処理額 回収率・整理率 処理額 備考

未済件数 処理件数 全体比
B前／年C（比%｝ 処理件数B/A(%) 

日－3

－－－－－－－よ
100,000 円固級事 333.3 30,000 円

回収

／／／ ／  。 件回収箪 。件

／／／／  。 円盤理＇＂＇ 。円

整理

--------私債権 。件霊理箪 。件

282,877 100,000 35.4 333.3 30,000 円円 円処理率

言十

件 。件処理事 0.0 。件


