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１ 会議の開催  定例 ３回（５～６月、９～10月、２～３月） 

         臨時 随時 

 

２ 事業内容 

（１）債権管理の総括に関すること 

 

上記のほか、主要債権については収入状況の月次報告を求め必要に応じて静岡市債権

管理委員会において報告を実施する。また、各債権において実施している債権回収に関

する施策の実績、効果の把握についても必要に応じ報告する。 

※主要債権：市税、介護保険料、国民健康保険料（税）、保育料（市立こども園の使用 

料含む）、市営住宅使用料、市立清水病院診療収入、水道料金、下水道使用料 

 

 

審議・報告時期 項 目 対 象 

第１回 

平成30年度取組方針の報告 主要債権 

平成29年度滞納整理強化期間

実施結果の報告 

平成28年度決算で収入未済額の合計が

100万円以上の債権 

第２回 

平成29年度収入未済額等の把

握 

平成29年度決算で収入未済が生じている

全ての債権 

平成30年度滞納整理強化期間

実施計画の報告 

平成29年度決算で収入未済額の合計が

100万円以上の債権 

平成30年度ヒアリング実施結

果の報告 

平成29年度決算で収入未済が生じている

債権のうち必要と認められるもの 

第３回 

平成31年度静岡市債権管理委

員会事業計画の策定 

 

債権の放棄に関する審議につい

て 

非強制徴収債権の内、債権管理条例第７条

の要件に該当するもの 
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（２）債権の管理に関する研修の実施 

 

№ 
日 

時 
研 修 内 容 講 師 対 象 者 

1 
4月 

19日 

①徴収事務・滞納整理事務の基礎―

徴収職員の心構え 

②債権管理とは 

滞納対策課職員 

税務部及び強制徴収

公債権の転入者及び

新職員 

2 
4月 

25日 

債権管理事務の心得と手法―主に

電話催告について 
滞納対策課職員 

市全体の債権所管課

の転入者及び新職員 

3 
5月 

下旬 

複数の給与又は年金の調査及び差

押え 
滞納対策課職員 

税務部及び強制徴収

公債権の全職員 

4 
5月 

23日 

(仮）非強制徴収公債権及び私債権

の管理・回収のポイント 
弁護士（予定） 

非強制徴収公債権及

び私債権の係長及び

担当者 

5 
6月 

中旬 

組織的滞納整理における管理監督

者の役割 
滞納対策課職員 

税務部及び強制徴収

公債権の管理監督者 

6 
6月 

下旬 

自営業者に対する滞納整理と多様

な財産差押 
滞納対策課職員 

税務部及び強制徴収

公債権の全職員 

7 7月 適正な債権管理事務とは 
エスナビ（e‐

ラーニング） 

全職員（新職員必須・

その他任意） 

8 8月 
滞納整理セミナー（基礎コース）～

実務経験後の復習～ 

東京税務協会 

外部講師 

市全体の債権所管課

の転入者及び新職員 

9 8月 公売及び捜索について 滞納対策課職員 
税務部及び強制徴収

公債権の全職員 
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年度

計画

実績又は
見直し後

結果

年度

計画

実績又は
見直し後

結果

年度

計画

実績又は
見直し後

結果

年度

計画

実績又は
見直し後

結果

H26決算
合　計　　　96.76％
現年分　　　98.73％
滞納繰越分　16.47％

目標達成 目標達成 目標達成見込 上方修正

H26決算
合　計　　　94.57％
現年分　　　98.79％
滞納繰越分　15.79％

目標未達成 目標未達成
目標未達成

見込
上方修正

H26決算
合　計　　　96.62％
現年分　　　99.09％
滞納繰越分　28.82％

目標達成 目標達成 目標達成見込 上方修正

H26決算
合　計　　　75.44％
現年分　　　90.83％
滞納繰越分　17.69％

目標達成 目標達成 目標達成見込 上方修正

国民健康保険料（税） H27 H28 H29 H30

合　計      　76.90％
現年分      　91.73％
滞納繰越分   20.22％

合　計         77.34％
現年分      　91.82％
滞納繰越分   20.22％

見直し後
合　計        97.49％
現年分      　99.04％
滞納繰越分   18.24 ％

合計　　　　  96.71％
現年分　　　  98.68％
滞納繰越分　  17.42％

合　計       96.86％
現年分       98.76％
滞納繰越分 17.43％

合　計          96.93％
現年分          98.79％
滞納繰越分   17.44％

H2９実績推計
合　計　　　78.12％
現年分　　　91.96％
滞納繰越分　21.24％

見直し後
合　計　　　80.18％
現年分　　　91.97％
滞納繰越分　21.25％

H27実績
合　計       75.57％
現年分       90.90％
滞納繰越分 18.84％

H2８実績
合　計　　      76.77％
現年分            91.50％
滞納繰越分      21.02％

H27実績
合　計      96.85％
現年分       98.75％
滞納繰越分16.50％

H2８実績
合　計　　     97.04％
現年分            98.90％
滞納繰越分      17.35％

介護保険料 H27 H28 H29 H30

合   計       94.91％
現年分　　  98.90％
滞納繰越分  17.90％

合　計       95.05％
現年分       98.91％
滞納繰越分 17.91％

合　計       95.17％
現年分       98.92％
滞納繰越分 17.92％

合　計       95.29％
現年分       98.93％
滞納繰越分 17.93％

合　計          96.94％
現年分          98.80％
滞納繰越分   17.45％

H2９実績推計
合　計　  　  97.30％
現年分      　 99.03％
滞納繰越分 　18.23％

H27実績
合　計      94.53％
現年分       98.89％
滞納繰越分 17.07％

H2８実績
合　計　　     94.02％
現年分            98.95％
滞納繰越分      10.22％

H2９実績推計
合　計      　94.23％
現年分          98.95％
滞納繰越分   16.80％

見直し後
合　計       　95.33％
現年分       　98.97％
滞納繰越分   17.93％

保育料 H27 H28 H29 H30

H27実績
合　計       97.39％
現年分       99.17％
滞納繰越分 34.38％

合　計         97.43％
現年分         99.11％
滞納繰越分   28.73％

H2８実績
合　計　 　   97.98％
現年分          99.26％
滞納繰越分    39.77％

  合  計         75.18％
  現年度  　   90.67％
  滞納繰越分  18.22％

  合　計       76.23％
現年分       91.64％
滞納繰越分 18.69％

市税 H27 H28 H29 H30

H2９実績推計
合　計      　98.33％
現年分       　99.32％
滞納繰越分 　40.84％

合　計      　98.22％
現年分         99.29％
滞納繰越分   37.94％

合　計          98.40％
現年分          99.36％
滞納繰越分    38.84％

見直し後
合　計          98.50％
現年分          99.36％
滞納繰越分    41.96%

合　計　　　96.75％
現年分　　　99.00％
滞納繰越分　27.24％
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年度

計画

実績又は
見直し後

結果

年度

計画

実績又は
見直し後

結果

年度

計画

実績又は
見直し後

結果

年度

計画

実績又は
見直し後

結果 目標達成見込 上方修正

合　計       97.09％
現年分       98.79％
滞納繰越分 42.50％

合　計       97.19％
現年分       98.81％
滞納繰越分 43.50％

H2９実績推計
合　計　      97.30％
現年分          98.87％
滞納繰越分    37.00％

見直し後
合　計　      97.25％
現年分          98.87％
滞納繰越分    43.50％

目標達成見込 据置き

合計　　　　91.29％
現年度分　　 99.04％
滞納繰越分　   9.16％

合計　　　　91.29％
現年度分　　 99.04％
滞納繰越分　   9.16％

H2９実績推計
合　計      92.18％
現年分      99.00％
滞納繰越分   9.06％

見直し後
合　計 　     91.29％
現年分          99.04％
滞納繰越分      9.16％

市営住宅使用料 H27 H28 H29 H30

H26決算
合　計　　　78.66％
現年分　　　95.90％
滞納繰越分　11.35％

目標達成 目標達成 目標達成見込 上方修正

合   計       76.85％
現年分　　  95.63％
滞納繰越分  11.31％

合　計       77.03％
現年分       95.85％
滞納繰越分 11.45％

合　計         83.46％
現年分         97.94％
滞納繰越分  15.67％

合　計        85.08％
現年分        98.07％
滞納繰越分  15.80％

H27実績
合　計       76.98％
現年分       95.80％
滞納繰越分 11.31％

H2８実績
合　計　　     82.92％
現年分            98.73％
滞納繰越分      17.55％

H2９実績推計
合　計         84.20％
現年分         99.32％
滞納繰越分   17.95％

見直し後
合　計         85.48％
現年分         99.32％
滞納繰越分   18.35％

市立清水病院
診療収入等

H27 H28 H29 H30

合計　　　　91.29％
現年度分　　 99.04％
滞納繰越分　   9.16％

合計　　　　91.29％
現年度分　　 99.04％
滞納繰越分　   9.16％

H26決算
合　計　　　90.75％
現年分　　　98.92％
滞納繰越分　  9.85％

目標未達成 目標達成

水道料金 H27 H28 H29 H30

H26決算
合　計　　　96.27％
現年分　　　98.78％
滞納繰越分　34.75％

目標達成 目標未達成
目標未達成

見込
上方修正

合　計       96.58％
現年分       98.83％
滞納繰越分 38.50％

合　計       96.76％
現年分       98.85％
滞納繰越分 39.50％

合　計       96.88％
現年分       98.90％
滞納繰越分 40.50％

H27実績
合　計       96.41％
現年分       98.86％
滞納繰越分 31.97％

H2８実績
合　計　　     96.38％
現年分            98.91％
滞納繰越分      29.33％

H2９実績推計
合　計　　    96.31％
現年分          98.95％
滞納繰越分    27.53％

見直し後
合　計　      96.92％
現年分          98.95％
滞納繰越分    40.50％

下水道使用料 H27 H28 H29 H30

合　計　　　96.59％
現年分　　　98.57％
滞納繰越分　40.50％

合　計       96.91％
現年分       98.77％
滞納繰越分 41.50％

H26決算
合　計　　　96.83％
現年分　　　98.73％
滞納繰越分　38.63％

目標達成 目標達成

H27実績
合　計       96.64％
現年分       98.82％
滞納繰越分 35.93％

H2８実績
合　計　　     97.17％
現年分            98.85％
滞納繰越分      36.32％

H27実績推計
合　計       90.83％
現年分       99.00％
滞納繰越分   9.15％

H2８実績
合　計　　     92.14％
現年分            99.26％
滞納繰越分        9.28％

合　計　　　96.33％
現年分　　　98.65％
滞納繰越分　37.50％
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（　）は旧組織名

　保険第１係 　保険第１係 　保険係
　保険第２係 　保険第２係 （保険収納係）
（保険収納係） （保険収納係） 　国民年金係
　国民年金係 　国民年金係

　管理・国民年金係
　国保給付係
　国保料係
(福祉債権管理係）
　健診・保健指導係
　後期高齢者医療係
　井川診療所

　収納企画係
　国保収納第１係
　国保収納第２係
　国保収納第３係

保険年金課 保険年金課

福祉債権収納対策課

戸籍住民課 戸籍住民課 戸籍住民課

福祉総務課

障害者福祉課

高齢者福祉課

介護保険課

健康福祉部

保健福祉長寿局

地域包括ケア推進本部

葵区役所

地域リハビリテーション推進センター

保険年金課

保険年金管理課

健康づくり推進課

駿河区役所 清水区役所

地域総務課 地域総務課 地域総務課


