
負担金検証調書 平成  年度交付分 

  負担金 予算決算等    

負担金 名称 愛知県東尾張地方税滞納整理機構負担金 市 担当部課 市民部収納課 徴収担当 問 合  先             

負担金 金額 予算額        円 当初交付額        円 決算額        円 前年度決算額        円

  負担金 交付先    

交付先 状況

名称
愛知県東尾張地方税滞納整理機構運営
委員会

 法人格 有無 無 代表者 下畑 昌史 所在 名古屋市

構成団体 愛知県 瀬戸市 江南市 小牧市 尾張旭市 岩倉市 清須市 北名古屋市 犬山市 豊山町 扶桑町

設置 根拠 愛知県東尾張地方税滞納整理機構設置要綱 平成  年 月施行 

意思決定 方法 愛知県東尾張地方税滞納整理機構運営委員会   

事務局 体制等

所在 愛知県名古屋東部県税事務所特別滞納整理室内 代表者
事務局長 愛知県名古屋東部県税事務所特別滞納整
理室長 

事業資金 管理責任者
事務局長 愛知県名古屋東部県税事務所特
別滞納整理室長 

事業資金 管理者
班長 愛知県名古屋東部県税事務所特別滞納整理室
主査 

契約 支出
決裁 方法

 事務局 市   場合 
市     準      

完全準拠   
場合 内容等

 事務局 市   場合 
具体的 記述

参加市町 負担金及   他収入 機構運営 要  経費 歳出  愛知県東尾張地方税滞納整
理機構事務局運営規程及 地方税滞納整理機構会計事務処理      基  予算執行 事務
処理      

証拠書類
 有無

有

事業資金等 保管方法 事業資金  金融機関 預 入  預金通帳 印鑑 管理者 保管         資金 一部 管理者 現金 保管     

  負担金 対象   事業等    

事業内容
 事業 全体像 

個人住民税 始    市税 高額 処理困難 事案 滞納整理業務 徴収技術向上 図    実務研修業務 市町村   相談  支援業務 年 回 運営会議 開
催

 犬山市 役割 県 参加市町 連携  市税 収入未済額 縮減 目指  積極的 滞納整理

事業実績
 具体的 手法 

滞納整理事務 使用  封筒印刷 事務用品 購入
現地調査 出張    使用  軽自動車 借上料     代 駐車場代 有料道路代
愛知県東尾張地方税滞納整理室内 使用  職員      複写機 電話機 借上料

負担金 交付  
市 得     

積極的 滞納処分   市税 収入未済額 削減
 特 長期化 高額化  滞納市税 削減         
犬山市 税務職員 徴収技術 向上



  負担金 交付先    収支等    

犬山市負担金額 当初支出額        円 精算 有無 有 精算 返還 額        円 精算後 負担金 額        円

負担金 対象   全体事業費 精算   場合 精算前 額 収入額          円 支出額          円 余剰額          円

構成員 負担割合 根拠 愛知県東尾張地方税滞納整理機構設置要綱第 条 規定   参加市町全 均等割

余剰額 発生  場合 取扱 愛知県東尾張地方税滞納整理機構事務局運営規程第  条 規定 基  参加市町 返還 繰越額  円

交付先    収入 状況 精算前 額 参加市町   市町分  負担金         円 前年度繰越金 円

交付先    
支出 状況

項目

予算 当初支出時 想定 決算 実績 

積算等 金額 積算等 金額 契約 方法 相手方等

物品購入費 事務用消耗品        円
書籍代 事務用品代 封
筒印刷代

       円
 随意契約 封筒印刷   津田
 事務用品  栗田商会

燃料費     代        円     代        円 資金前渡 概算払 後清算

通信運搬費 郵便切手 電話料金          円
一般電話代及 携帯電話
代

       円
愛知県 電話代 使用料 各機
構分 一括 契約

物品借入費
軽自動車      電話
設備 複写機

         円
軽自動車 台分 職員用
      台  

         円
愛知県 各機構分 軽自動車 
  一般競争入札    契約

雑費
駐車場代 有料道路代  
  代

       円
駐車場代 有料道路代  
  代

      円
駐車場代 有料道路代 資金前
渡 支払 後日清算

予備費        円      円

精算金 予算時想定   円 参加市町  精算金          円

翌年度繰越金 予算時想定   円  円

合計          円          円

積算   場合
 特記事項


