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府営住宅退去者等滞納対策にかかる債権回収整理業務委託仕様書 
 

第１．委託業務名 

府営住宅退去者等滞納対策にかかる債権回収整理業務 

 

第２．業務委託の目的 

府営住宅の家賃等の退去者滞納については、滞納債権の効率的・効果的な回収を図るため、平成２

２年度より民間事業者への債権回収整理業務の委託を開始し、平成２５年１０月から、府営住宅駐車

場の契約解除後の滞納使用料を委託債権に追加した。平成２８年１０月からは、府営住宅の賃貸借契

約解除後の損害金及び退去後の債務者が転居・死亡等により所在不明となり、回収困難となっている

債権についても、委託債権に追加した。 

府では、独自に所在調査・相続人調査も行っているが、委託後の債権に関しては、委託事業者が送

付した督促文書の返戻等があった場合に、そのまま委託事業者において調査を行う方が、より効率的

かつ迅速な対応が可能である。回収の効率性を高めるため、令和元年１０月から、委託債権にかかる

業務の遂行に必要な所在調査・相続人調査の経費（精算払い）について、業務委託契約の中で別途措

置することとした。 

業務の実施にあたっては、住宅施策として、住宅に困窮する低額所得者を対象に低廉な家賃で提供

する府営住宅にあって、滞納したまま退去又は契約解除した者を対象に債権の回収整理を行うもので

あり、単に督促するにとどまらず、生活困窮者に即した債権回収の手法の創造や滞納者に関する個人

情報保護の遵守、回収不能債権の分類整理などの課題がある。こうした課題に対して、民間事業者の

専門的知識やノウハウを活用することにより、より一層の滞納債権の効率的・効果的な回収を図ると

ともに、適正な債権管理に資することを目的として事業者からの提案を求めるものである。 

 

第３．業務委託期間 

委託期間は、令和元年１０月１日から令和２年３月３１日までの６カ月間とする。 

 

第４．提案にあたって踏まえるべき共通事項 

 提案にあたっては、次の各事項を十分に踏まえること 

① 本仕様書における大阪府の狙い及び目的と基本的な考え方を理解し、提案コンセプトを明確かつ

具体的に記述すること。 

② 滞納債権の督促方法や督促スケジュール、滞納者への調査手法、分納交渉、分納誓約、分納履行

管理及び回収不能債権の整理等の事業の全体像を明確かつ具体的に記述すること。 

③ 提案が実現可能であり、現実的・効率的な内容になっていること。 

 

第５．委託予定債権並びに委託業務の内容及び提案事項等 

  発注者は、業務委託契約書に基づき、発注者が有する府営住宅退去者の滞納家賃、滞納共益費及び

滞納損害金（以下「滞納家賃等」という。）並びに駐車場契約解除者の滞納駐車場使用料に係る債権

のうち、発注者が適当と認める債権（以下「委託債権」という。）の回収整理について、府営住宅退

去者等滞納対策にかかる債権回収整理業務（以下「本業務」という。）を委託する。 

 



 

2 

 

 

１．委託予定債権 

（１）滞納家賃等及び滞納駐車場使用料にかかる債権 

① 府営住宅退去者の滞納家賃等にかかる債権 

〔件数及び金額〕 ３，６２７件 １，６２１，３９５ 千円（令和元年６月 19日現在） 

  ② 駐車場契約解除者の滞納駐車場使用料にかかる債権 

    〔件数及び金額〕 １，５８１件    ９４，９７１ 千円（令和元年６月 19日現在） 

 

（２）委託後新たに発生した上記（１）の債権については、毎月、発注者から受注者へ委託する。 

 

（３）上記（２）により新たに債権を委託した場合は、発注者及び受注者は、委託債権の総件数及

び総金額を相互に確認する。 

  

２．委託業務の内容、提案事項及び留意事項 

（１）業務実施における前提条件 

   委託業務を実施するにあたり必要となる体制等を構築し、前提条件を整備する。 

提案事項 

・本業務実施に伴うマニュアル作成についての基本的な考え方  

・本業務の実施体制、従事予定者数、人員配置についての基本的な考え方 

（弁護士又は弁護士法人とそれ以外の者が連合体となる場合には、弁護士法第 72 条の規定

に違反することがないための基本的な考え方を含む） 

・本業務従事者研修についての基本的な考え方   

・事務所、法人、連合体における個人情報保護、法令・守秘義務の遵守の為の体制構築 

・発注者が提供する各種情報（個人情報を含む）や資料等の適正な保管及び転用の禁止につい 

ての基本的な考え方や実施方法 

留意事項 

・本業務の従事者以外アクセスできない環境を構築すること。 

・滞納者の混同を防ぐようにすること。 

・滞納者等からの問い合わせにスムーズに対応できるようにすること。 

 

（２）所在不明者・相続人にかかる調査業務 

① 委託債権のうち滞納者の所在が不明となった場合の所在調査を行う。 

② 委託債権のうち滞納者が死亡した場合の相続人調査を行う。 

③ ①②の結果を発注者へ報告する。 

提案事項 

所在調査又は相続人調査の実施体制や実施手法、スケジュール等 

留意事項 

・予定数量は年間約 600 件を想定している。 

・人員配置やスキルを明示すること。 
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（３）業務実施 

滞納者に対して滞納家賃等又は滞納駐車場使用料の納付を督促する。（「滞納者」には保証人、

相続人を含む。以下、同じ。） 

提案事項 

① 滞納家賃等の督促 

・督促方法、督促スケジュール 

・分納交渉、分納誓約、分納履行管理の方法等 

② 滞納駐車場使用料の督促 

・督促方法、督促スケジュール 

・入居中の滞納者に対するプライバシーや個人情報保護に配慮した督促方法等 

・分納交渉、分納誓約、分納履行管理の方法等 

③ 回収率が低下してきた場合の対応と対策 

・回収率が低下してきた場合、積極的に回収率を改善するような実施体制と実施方法 

・所在不明な者に対する債権等、督促が困難な債権について、積極的に督促を行うような実

施体制と実施手法 

④ 応接態度、苦情対応等にかかる業務水準の達成度の調査方法及び業務改善手法 

留意事項 

・受注者は、委託債権についての督促を全件実施すること。 

・発注者である大阪府の受注者として品格ある発言・態度を保つとともに、委託債権の督促に

際しては、大阪府から当該業務を委託されていることを滞納者に告げること。 

・督促は、滞納者の承諾なく、午後９時から翌朝午前８時までは行わないこと。 

・滞納家賃等の督促については、府営住宅を退去している滞納者を対象としているが、滞納し

たまま退去した経緯を考慮すれば、退去後であっても滞納者が経済的に困窮しているケース

も想定されることから、画一的な督促ではなく、経済状況に即した効率的効果的な督促等を

行うこと。 

・滞納駐車場使用料の督促については、セーフティーネットとなっている府営住宅に入居中の

滞納者が多くを占めていることから、プライバシーや個人情報保護に特段の配慮が必要であ

るとともに、滞納者の現生活品質を維持しつつ督促等を行うこと。 

・早期に回収可能債権と回収不能債権の仕分けを行い、難易度に応じて適切な債権回収を行う

こと。 

 

（４）回収率 

委託予定債権総額に対する回収率(年率、単位：％)を提案すること。 

提案事項 

    回収率を３．６％以上で提案すること。 

ア．達成に向けた基本的な考え方 

イ．具体的な達成方法 

留意事項 

① 委託債権合計に対して、自ら提案した回収率（以下「提案回収率」という。）以上の回収

率を達成すること 
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② 上記①の提案回収率を達成できない場合、自ら業務改善を行い、その内容を発注者に報告

すること。 

③  回収率（年率）が提案回収率の二分の一を下回った場合、発注者は受注者に対して、回収

率向上のための更なる業務改善を要求し、受注者は業務改善を行い、その内容を発注者に

報告すること。 

④ 受注者が、業務改善を実施しない場合、または回収率（年率）が提案回収率の四分の一を

下回った場合、発注者は本契約を解除することがある。 

⑤ 委託債権合計は、当初委託した債権に、新たに発生して委託した債権を加え、督促を中止

した債権を減じたものとする。 

⑥ 回収率の記載がない場合、本業務の受託予定者選考から除外する。 

 

（５）成功報酬率 

委託料を算出するため、回収額に対する成功報酬率（消費税及び地方消費税を含む、単位：％）

を提案すること。 

提案事項 

     成功報酬率を２０．０％以下で提案すること。      

留意事項 

成功報酬率の記載がない場合又は２０．０％を超える成功報酬率を提案した場合は、本業務

の受託予定者選考から除外する。 

 

（６）委託債権の整理の方法及び管理体制 

委託債権を回収の難易度に応じて区分し、当該区分ごとに最適な方法で回収を図るとともに、

委託債権の適切な管理を行う。 

提案事項 

ア．滞納家賃等の債権の整理及び管理の実施体制と実施手法 

イ．滞納駐車場使用料の債権の整理及び管理の実施体制と実施手法 

    ウ．回収困難事例の今後の回収方針並びに整理及び管理 

留意事項 

   回収困難事案については、「回収可能」「回収不能」など早期に判断し、債権整理・管理をす

る必要がある。 
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 第６．業務の詳細 

（１）発注者が受注者へ提供する情報 

① 発注者は下記の情報を電子データ（エクセルファイル）により受注者へ毎月提供する。 

（滞納家賃等） 

委託債権 

契約番号 所管名 住宅コー

ド 

住宅名 棟 部屋番号 氏名カナ 氏名 

生年月日 退去日 精算日 

 

滞納月数 使用料 損害金 滞納金額 

転居先郵

便番号 

旧転居先

住所 

転居先電

話番号 

連絡先 

電話番号 

連絡先 

氏名 

連絡先 

勤務先名 

連絡先 

勤務先電

話番号 

保証人郵

便番号 

保証人住

所 

保証人電

話番号 

保証人氏

名カナ 

保証人氏

名 

保証人勤

務先名 

保証人勤

務先電話

番号 

最新住宅

住所 
 

※項目のすべてにデータがあるわけではありません。 

  収納報告 

契約番号 入居開始

日 

住宅名 住宅 棟 部屋 氏名カナ 氏名 

滞納金額

(委託時) 

収入日 科目 収納額 滞納金額

(収入後) 

状況 
  

※項目のすべてにデータがあるわけではありません。 

（解約後滞納駐車場使用料） 

委託債権 

契約番号 所管 駐車場番

号 

駐車場名

称 

区画 解約日 精算日 
氏名 

氏名カナ 滞納金額 滞納月数 住宅名義

人 

住宅名義

人カナ 

住宅コー

ド 

棟 部屋番号 

住宅契約

状況 

住宅郵便

番号 

旧住宅住

所 

住宅電話

番号１ 

住宅電話

番号２ 

最新住宅

住所 
  

※項目のすべてにデータがあるわけではありません。 

  収納報告 

契約番号 使用開始

日 

駐車場名 駐車場 区画 氏名カナ 氏名 滞納金額

(委託時) 

収入日 科目 収納額 滞納金額

(収入後) 

状況 
   

※項目のすべてにデータがあるわけではありません。 
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② 発注者は上記①以外の情報についても、本業務の実施に必要であると判断した場合 

は、受注者へ随時提供することができる。 

③ 発注者及び受注者は、上記①及び②の外部記録装置（ＵＳＢフラッシュメモリ等）に 

パスワードを設ける等、発注者及び受注者以外の者が情報を取得できないようにす 

る。 

④ 受注者は、上記①及び②の情報を、本業務委託期間終了後、速やかに発注者に返還又 

は廃棄し、完了した際には、その旨を書面により発注者に報告する。ただし、発注者 

より別途指示があった際はその指示に従うこと。 

 

（２）業務体制等 

① 受注者は、本業務を確実かつ円滑に実施するため、受注者の指揮監督に服する者の中か 

ら業務責任者及び業務従事者を選任し、その名簿等を提出する。なお、業務責任者と業 

務従事者との併任は妨げない。 

② 受注者は、本契約締結後速やかに業務計画書及び業務フローを発注者に提出する。 

   

（３）委託債権の納付方法の案内等 

① 受注者は督促に際し、滞納者に対し、当該滞納家賃等又は滞納駐車場使用料に係る発注 

者発行の納付書の所持の有無を確認する。 

② 滞納者が納付書を所持している場合は、受注者は、滞納者に対し当該納付書を発注者の 

指定金融機関等窓口に持参し納付するよう案内する。 

③ 滞納者が納付書を所持していない場合は、受注者は発注者にその旨を連絡し、発注者は 

滞納者に納付書を再発行する。 

④ 受注者が督促を行った後に滞納者から発注者へ委託債権に係る納付があった場合は、発 

注者は速やかに受注者に通知する。 

   

（４）委託債権の管理・整理 

受注者は、委託債権を回収の難易度に応じて区分し、区分ごとに最適な方法で委託債権の回

収を図るとともに、その適切な管理を行う。 

① 委託債権の内、時効の援用又は自己破産等により回収不能であることが判明した債権は、 

督促を中止する。 

② 滞納者の所在調査又は相続人調査が必要な委託債権の内、受注者が調査しても判明しな 

い債権は、督促を中止する。 

③ 委託債権の内、発注者から法的措置又は不納欠損処理を行うため又はその他の理由によ 

り督促中止の通知があった債権は、督促を中止する。 

④ 受注者が督促を行う前に滞納者から発注者へ委託債権に係る納付があった場合は、発注 

者は速やかに受注者へ通知し、受注者は督促を中止する。 

⑤ 受注者は、上記①～④により、督促を中止した債権を、債務者毎、事由毎に整理し、毎 

月発注者に報告する。 

⑥ ⑤による報告を受けた場合、発注者は督促を中止した債権を委託債権から削除する。 
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（５）苦情処理 

① 受注者は、発注者である大阪府の代理人として良識のある行動と善良な態度で本業務を 

実施し、滞納者等から、苦情等がないよう注意する。 

② 万一、滞納者等から苦情があった場合、受注者において適切に対応する。 

③ 受注者は、上記②の苦情の内容及びその対応を毎月末日締めで取りまとめ、翌月２０日 

までに発注者が指定する電子データ（エクセルファイル）により報告する。 

 

（６）発注者への報告 

① 受注者は、委託債権に関する各種情報（滞納者に関する情報、交渉経過及び分納誓約の 

内容等）を毎月末日締めで取りまとめ、翌月２０日までに発注者が指定する電子データ

（エクセルファイル）により報告する。 

② 受注者は本業務委託期間終了時に、分納払い中の滞納者の分納履行状況を速やかに発注 

者が指定する電子データ（エクセルファイル）により報告する。 

③ 受注者は、滞納者が所在不明又は死亡の際に行った所在調査及び相続人調査の結果を毎 

月末日締めで取りまとめ、翌月２０日までに発注者が指定する電子データ（エクセルフ 

ァイル）により報告する。 

 

（７）委託料の支払い 

① 本業務委託料は、四半期ごとに、発注者が予算を定める額を上限として、滞納者から発 

注者へ委託債権に係る納付があった旨上記（３）④の通知による金額に対し、受注者の 

提案した成功報酬率を乗じて得た額とする。なお、１円未満の端数はこれを切り捨てる。 

② 発注者は、受注者に対し、上記①に定める委託料を受注者からの請求に基づき、請求日 

から３０日以内に受注者の指定する口座に支払う。 

③ 当該四半期における回収率が、年率に換算して、提案回収率を下回った場合は、発注者 

は上記①の委託料を四分の三に減額して、提案回収率の四分の五を上回った場合は、発 

注者は上記①の委託料を四分の五に増額して受注者へ支払う。なお、１円未満の端数は 

これを切り捨てる。 

（注）回収率の算定に際し、分子は期中における回収額とし、分母は期末の委託債権額（当 

該四半期の最終月に追加した委託債権額を含む。）とする。 

④ 上記③により委託料を減額又は増額した場合において、当該年度の回収率が、受注者の

提案回収率以上であった場合は、発注者は減額した委託料を当該年度の最終四半期分の

委託料に加算して、受注者の提案回収率の四分の五未満であった場合は、発注者は増額

した委託料を当該年度の最終四半期分の委託料から減算して、受注者へ支払う。 

⑤ 上記①から④に定めるほか、所在調査または相続人調査が完了した場合には、上記（６）

③の通知による結果に対し、発注者は１件につき２，３４０円を四半期ごとに委託料に

加算して受注者へ支払う。 

 

（８）委託債権に係る発注者の督促の制限 

 発注者は、委託債権について、受注者に無断で滞納者に対し滞納額を通知し、督促してはなら

ない。 
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（９）再委託の禁止 

本業務の実施にあたり、原則として再委託は認めない。 

ただし、発注者から書面による同意を得た場合はこの限りでない。 

 
 

（１０）各報告の取扱い 

発注者は上記（５）③及び（６）の報告を、次の受注者に開示することがある。 

 
  第７．当該業務の経費 

本業務実施に係る事務費（郵便代、電話代）、交通費及びその他の費用は受注者が負担する。 

 

第８．個人情報等の保護 

（１）受注者は、本業務の実施にあたって個人情報及び業務にかかる全てのデータ（以下「個人情 

報等」という。）を取り扱う場合は、個人情報等の保護の重要性を認識し、大阪府個人情報

保護条例（平成８年大阪府条例第２号）及び関係法令を遵守しなければならない。 

（２）受注者は、本業務を行うために個人情報等を収集するときは、本業務の目的を達成するため 

に必要な範囲で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。 

（３）受注者は、個人情報等の漏洩、滅失、毀損等の防止その他個人情報等の保護に必要な体制の

整備及び措置を講じなければならない。 

（４）受注者は、本業務を行うための個人情報等を他の用途に使用し、又は発注者の書面による同

意なしに第三者へ提供してはならない。 

（５）受注者は、本業務を行うための個人情報等を発注者の書面による同意なしに複写又は複製し 

てはならない。 

（６）受注者は、本事務を行うために発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集した個人情報 

等を、本契約終了後は、速やかに発注者へ返還又は廃棄するものとし、完了した際には、そ

の旨を書面により発注者へ報告する。 

ただし、発注者より別途指示があった際にはその指示に従うこと。 

（７） 受注者は、自己の業務従事者その他関係人について、在職中及び退職後において、上記（１） 

から（６）の義務を遵守させるために必要な措置を講じなければならない。 

（８）万一、個人情報等が漏洩、滅失、毀損等した場合は、受注者は速やかに発注者へ報告しなけ 

ればならない。 

 

第９．秘密の保持等 

（１）受注者は、本契約の契約期間中又は終了後において、本業務の遂行上知り得た秘密又は情報

等を第三者に閲覧、譲渡又は漏洩してはならない。 

（２）受注者は、本業務の遂行上知り得た秘密又は情報等の漏洩、滅失、毀損等の防止、保護に必

要な体制の整備及び措置を講じなければならない。 

（３）万一、本業務の遂行上知り得た秘密又は情報等が漏洩、滅失、毀損等した場合は、受注者は

速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従い原状に回復させなければならない。 
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第１０．業務実施の報告及び検査 

（１）受注者は、本業務について、当該年度分の完了届及び完了報告書を提出し、発注者が行う委

託業務完了検査を受けること。 

（２）発注者は、本業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、受注者に対し、

本業務の実施状況につき必要な報告を求め、又は立入検査を実施することができる。 

（３）受注者は、上記（２）の立入検査に協力しなければならない。 

（４）上記（２）の立入検査の結果、受注者の本業務の実施が適切でないと認められる場合には、

発注者は受注者に対しその改善を求めるとともに、業務の改善が認められるまで本業務を中

止させることができる。 

 

第１１．個人情報等の保護状況の検査 

（１）発注者は、必要があると認めるときは、受注者の個人情報等の保護状況について立入検査を 

実施することができる。 

（２）受注者は、上記（１）の立入検査に協力しなければならない。 

（３）上記（１）の立入検査の結果、受注者の個人情報等の保護状況が適切でないと認められる場

合には、発注者は受注者に対しその改善を求めるとともに、業務の改善が認められるまで、

本業務を中止させることができる。 

 

第１２．安全確保及び損害賠償 

（１）本業務の実施にあたり、受注者は安全（傷害、盗難等）の確保に万全の注意を払わなければ

ならない。 

      また、受注者が損害を受けたときは、発注者に責のある場合を除き、発注者は補償しない。 

（２）本業務の実施にあたり、受注者は発注者、滞納者等に損害を与えないよう注意する。また、

受注者の故意又は過失により発注者、滞納者等に損害を与えた場合は、速やかに発注者に報

告する。 

（３）上記（２）の場合における損害賠償については、契約書に規定する。 

 

第１３．契約解除 

（１）発注者及び受注者の側のいずれにも契約解除権を設定する。その要件は契約書に定める。 

（２）発注者は、受注者の責めにより契約を解除した場合は、違約金、損害賠償金を徴収する。 

 

第１４．協議 

（１）受注者は本業務を行うに際し、必要に応じ、発注者と協議すること。 

（２）受注者は、本業務開始後、実施方法等で問題が生じた場合は、発注者と協議すること。 

 


