
仕様書　別表１

尼崎市非強制徴収債権回収業務委託に係る令和４年度委託予定債権一覧

番号 会計 局 課 債権の名称
収入未済額(円)

（R３年度決算時点）
委託予定額
(円)

委託件数
（人）

収納業務
委託予定

債権の概要 備考

1 特別 総務 国保年金課 第三者納付金 11,591,759 11,591,759 2 なし 不正行為又は不当行為によって保険給付を受けた者（一般被保険者）か
ら当該保険給付相当額を返還させるもの

2 特別 総務 国保年金課 不当利得返還金 318,937 318,937 2 なし 不正行為又は不当行為によって保険給付を受けた者（医療機関等）から
当該保険給付相当額を返還させるもの

3 一般 健福
北部・南部
保健福祉管理課

生活保護費返還金等収入 16,471,164 16,471,164 23 なし
・資力活用が可能となった生活保護受給者に対して、資力発生日以降に
支弁した保護費について返還させるもの
・保護の変更等に伴い過支給となった保護費を返還させるもの

4 一般 健福 福祉相談支援課 住宅手当過年度収入 127,500 127,500 1 なし 不正の行為によって就労支援を目的とする住宅手当の給付を受けた者に
対し、当該住宅手当に相当する額を返還させるもの

5 一般 健福 障害福祉課 特別障害者手当返還金                         734,830 734,830 4 なし 特別障害者手当について、支給後に給付要件を満たさないことが判明し
たため、返還を求めるもの。

6 一般 健福 障害福祉政策担当
障害者（児）自立支援事業費

利用者負担金
                        221,809 199,252 5 なし 市立施設における生活介護等の事業に係る利用者負担金

「障害福祉関係施設給食負担収入」
と合算して2万円以上の対象者は、
うち1人

7 一般 健福 障害福祉政策担当 福祉施設電話料等実費弁償金                          55,420 32,810 1 なし 身体障害者デイサービスセンターにおける入浴サービス事業に係る利用
者負担金

8 一般 健福 障害福祉政策担当
障害福祉関係施設給食負担収

入
                        414,444 300,520 4 なし 児童発達支援センター等における給食提供事業に係る利用者負担金

障害者（児）自立支援事業費利用者
負担金」と合算して2万円以上の対
象者は、うち1人

9 一般 健福 障害福祉政策担当
たじかの園使用料（窓口徴収

分）
                        136,550 136,550 1 なし たじかの園における診療報酬に係る自己負担金

10 一般 健福
北部保健福祉管理課
福祉医療課

医療返還金等                         300,815 300,815 1 なし
診療報酬の過誤請求に係る返還金298,834円及び支払督促の申立て費用
1,981円の計300,815円
（内訳：北部保健福祉管理課296,050円、福祉医療課4,765円）
（他に国保年金課202,629円あり　総合計503,444円）

元本298,834円に対する平成26年11
月29日から完済まで年5分の割合に
よる遅延損害金も別途請求予定

11 一般 こ青 保育運営課 保育所完全給食負担金収入 2,855,820 1,470,800 30 なし 公立保育所の３歳以上の児童に対する給食提供事業に係る自己負担金

12 一般 こ青 児童課
放課後児童健全育成事業所運
営費補助金の戻入金

                     3,857,500 3,857,500 2 なし 民間児童ホームを運営する事業者に運営費として概算払いしていた補助
金に対して、精算をした結果、補助金の戻入を求めるもの。

13 一般 こ青 児童課 過年度児童育成料（雑入分）                      6,388,490 1,129,610 21 なし 平成２６年度以前の児童ホーム使用料（延長料を含む。）

14 一般 都整 河港課 土地水面使用料 2,983,500 1,518,780 11 なし 水路の流水面又は敷地に係る使用等の許可を受けた者から徴収するもの

15 一般 経環 地域産業課 緊急つなぎ資金貸付金 41,971,300 12,154,000 33 なし

コロナ禍の影響を受けているテナント事業者に対して家賃の３か月相当
額を貸付。国県からの支援金等が実施されるまでの間のつなぎとした市
独自の貸付金
・貸付年度　令和２年度
・貸付額　１事業者あたり上限５０万円
・6か月据置後に一括返済（但し申請によりR4.3/末まで猶予可）。

16 一般 保健 生活衛生課 動物返還料及び実費弁償金                          47,900 47,900 1 なし 法令の規定により抑留した放浪犬を飼主に返還したが、返還時に発生し
た債権

17 一般 保健 生活衛生課 墓地年間使用料                      1,551,330 951,675 26 なし 市営墓地の使用料

18 一般 教育 学事企画課
私立大学等入学支度金貸付金

回収金
7,478,750 5,425,000 30 なし 私立大学等に入学する者の保護者に対する支度金の貸付けに係る回収金

19 一般 教育 学校給食課 学校給食費                    16,580,285 7,652,553 192 なし 学校給食費

20 一般 教育 就学前教育課 幼稚園保育料                         434,090 590,360 5 なし 過年度における幼稚園保育料の未収によるもの。

21 一般 教育 職員課 給与等過年度戻入未納                         185,360 185,360 2 なし 退職に伴い発生した給与等の過年度戻入を求めるもの。

114,707,553 65,197,675 397

令和５年度契約から委託を予定している債権

番号 会計 局 課 債権の名称
収入未済額(円)

（R３年度決算時点）
委託予定額
(円)

委託件数
（人）

収納業務
委託予定

債権の概要 備考

1 一般 都整 住宅管理担当 住宅家賃 261,528,883 45,310,556 94 有 市営住宅の家賃

2 一般 都整 住宅管理担当 市営住宅駐車場使用料 8,947,998 1,425,186 15 有 市営住宅内の駐車場の使用料

3 一般 都整 住宅管理担当 住宅資金貸付金回収金 130,597,841 129,149,411 28 有 居住環境の整備のための貸付けに係る回収金

401,074,722 175,885,153 137

515,782,275 241,082,828 534

※注意　上記委託予定債権については、プロポーザル参加事業者募集時点での数値であり、今後各債権の状況により増減する可能性がある

集計（R5契約委託予定債権）

集計（R4契約委託予定債権）

総合計（R4契約予定＋R5契約予定）


