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№１

74  件

江戸川区療養出産資金貸付金
 1,304,198 円 ３  件

（福祉部福祉推進課）

 798,230 円 ６  件

江戸川区生活一時資金貸付金

24,701,847 円 84  件

１  件

合　　　計

21,419,419 円

江戸川区奨学資金貸付金
   1,180,000 円

（子ども家庭部児童女性課）

（教育委員会事務局教育推進課）

報
告
第
４
号

（生活振興部地域振興課）

江戸川区母子福祉生活一時資金貸付金

和解調書（総括表）

債権の名称（担当部課） 和解額 和解の件数



江戸川区生活一時資金貸付金

生活振興部地域振興課 №２

裁判所及び事件番号 債権発生日 支払方法

元金 200,000円 平成28年３月から平成31年９月まで 原告 江戸川区
利息金 11,200円 毎月末日限り10,000円ずつ 被告 江戸川区民 （連帯保証人）
遅延損害金 226,576円 平成31年10月末日限り7,776円
元金 67,500円 平成28年４月から平成31年３月まで 原告 江戸川区
利息金 4,500円 毎月末日限り5,000円ずつ 被告 江戸川区民 （債務者）
遅延損害金 110,709円 平成31年４月末日限り2,709円
元金 187,200円 平成28年３月から平成29年10月まで 原告 江戸川区
利息金 12,200円 毎月末日限り20,000円ずつ 被告 江戸川区民 （債務者）
遅延損害金 220,161円 平成29年11月末日限り19,561円
元金 198,531円 平成28年３月から平成30年10月まで 原告 江戸川区
利息金 6,400円 毎月末日限り10,000円ずつ 被告 古河市民 （連帯保証人）
遅延損害金 117,301円 平成30年11月末日限り2,232円

平成28年３月から平成29年７月まで 原告 江戸川区
遅延損害金 90,600円 毎月末日限り5,000円ずつ 被告 江戸川区民 （連帯保証人）

平成29年８月末日限り5,600円
元金 208,404円 平成28年３月から平成34年12月まで 原告 江戸川区
利息金 7,900円 毎月20日限り5,000円ずつ 被告 江戸川区民 （債務者）
遅延損害金 196,727円 平成35年１月20日限り3,031円
元金 288,000円 平成28年４月から平成31年１月まで 原告 江戸川区
利息金 9,100円 毎月15日限り15,000円ずつ 被告 江戸川区民 （債務者）
遅延損害金 219,974円 平成31年２月15日限り7,074円
元金 100,000円 平成28年３月から平成32年５月まで 原告 江戸川区
利息金 9,500円 毎月末日限り5,000円ずつ 被告 江戸川区民 （債務者）
遅延損害金 150,120円 平成32年６月末日限り4,620円 被告 江戸川区民 （連帯保証人）
元金 230,000円 平成28年４月から平成32年２月まで 原告 江戸川区
利息金 7,300円 毎月末日限り10,000円ずつ 被告 江戸川区民 （連帯保証人）
遅延損害金 236,302円 平成32年３月末日限り3,602円
元金 125,000円 平成28年３月から平成33年６月まで 原告 江戸川区
利息金 4,600円 毎月末日限り5,000円ずつ 被告 江戸川区民 （債務者）
遅延損害金 193,371円 平成33年７月末日限り2,971円

平成28年３月末日限り5,000円 原告 江戸川区
平成28年４月から平成28年９月まで 被告 江戸川区民 （債務者）
毎月末日限り10,000円ずつ
平成28年10月末日限り9,700円

元金 165,000円 平成28年３月から平成30年12月まで 原告 江戸川区
利息金 7,900円 毎月25日限り10,000円ずつ 被告 江戸川区民 （債務者）
遅延損害金 177,500円 平成31年１月25日限り10,400円 被告 江戸川区民 （連帯保証人）

平成28年３月から平成28年10月まで 原告 江戸川区
毎月30日限り10,000円ずつ 被告 江戸川区民 （債務者）

遅延損害金 182,700円 平成28年11月から平成29年１月まで 被告 江戸川区民 （連帯保証人）
毎月30日限り30,000円ずつ
平成29年２月末日限り12,700円

元金 227,000円 平成28年３月から平成29年12月まで 原告 江戸川区
利息金 7,700円 毎月20日限り20,000円ずつ 被告 江戸川区民 （連帯保証人）
遅延損害金 225,496円 平成30年１月20日限り20,196円

円

円

東京簡易裁判所
平成28年(ハ)第100139号

平成28年２月19日 平成７年４月21日

322,232

90,600
東京簡易裁判所
平成28年(ハ)第100127号

平成28年２月22日

平成15年９月16日

10 322,971円 平成28年２月24日
東京簡易裁判所
平成28年(ハ)第100145号

平成10年10月13日

９ 円473,602 平成28年２月26日
東京簡易裁判所
平成28年(ハ)第100142号

平成11年12月22日

８ 259,620円 平成28年２月16日

３ 419,561円 平成28年２月18日
東京簡易裁判所
平成28年(ハ)第100121号

平成16年４月５日

７ 517,074円 平成28年３月15日
東京簡易裁判所
平成28年(ハ)第100138号

平成15年８月20日

６ 413,031円 平成28年２月16日
東京簡易裁判所
平成28年(ハ)第100137号

平成15年２月20日

平成28年２月18日４

５

平成17年12月13日

平成11年10月21日

東京簡易裁判所
平成28年(ハ)第100124号

平成13年４月９日

当事者

１ 437,776円 平成28年３月４日
東京簡易裁判所
平成28年(ハ)第100116号

平成14年10月28日

和解調書
債権の名称

担 当 部 課

番号 和解額 和解日
和解の内容

和解額内訳等

２ 182,709円 平成28年３月４日
東京簡易裁判所
平成28年(ハ)第100117号

74,700円11

円 平成28年２月19日
東京簡易裁判所
平成28年(ハ)第100153号

円 平成28年２月19日
東京簡易裁判所
平成28年(ハ)第100155号

350,400

13 182,700

報
告
第
４
号

12

14 460,196円 平成28年２月18日
東京簡易裁判所
平成28年(ハ)第100167号

平成12年12月12日

遅延損害金 74,700円

平成15年８月19日

東京簡易裁判所
平成28年(ハ)第100147号

平成９年１月13日



江戸川区生活一時資金貸付金
生活振興部地域振興課 №３

裁判所及び事件番号 債権発生日 支払方法

元金 241,000円 平成28年３月から平成34年10月まで 原告 江戸川区
利息金 9,600円 毎月末日限り5,000円ずつ 被告 江戸川区民 （債務者）
遅延損害金 152,580円 平成34年11月末日限り3,180円 被告 八王子市民 （連帯保証人）
元金 96,000円 平成28年３月から平成34年７月まで 原告 江戸川区
利息金 3,000円 毎月末日限り3,000円ずつ 被告 江戸川区民 （債務者）
遅延損害金 135,070円 平成34年８月末日限り3,070円
元金 ※１ 平成28年３月から平成29年10月まで 原告 江戸川区
利息金 10,400円 毎月末日限り20,000円ずつ 被告 江戸川区民 （債務者）
遅延損害金 403,400円 平成29年11月末日限り13,800円 被告 江戸川区民 （連帯保証人）
元金 140,200円 平成28年３月から平成33年１月まで 原告 江戸川区
利息金 12,400円 毎月末日限り7,000円ずつ 被告 船橋市民 （連帯保証人）
遅延損害金 263,601円 平成33年２月末日限り3,201円

平成28年３月から平成29年３月まで 原告 江戸川区
遅延損害金 135,700円 毎月末日限り10,000円ずつ 被告 江戸川区民 （連帯保証人）

平成29年４月末日限り5,700円
元金 50,000円 平成28年３月から平成30年２月まで 原告 江戸川区
利息金 4,800円 毎月末日限り10,000円ずつ 被告 江戸川区民 （債務者）
遅延損害金 194,592円 平成30年３月末日限り9,392円 被告 江戸川区民 （連帯保証人）
元金 80,000円 平成28年４月から平成30年12月まで 原告 江戸川区
利息金 5,200円 偶数月の20日限り20,000円ずつ 被告 江戸川区民 （債務者）
遅延損害金 268,266円 平成31年２月20日限り13,466円

平成28年４月から平成31年３月まで 原告 江戸川区
毎月末日限り5,000円ずつ 被告 江戸川区民 （連帯保証人）
平成31年４月から平成33年２月まで
毎月末日限り10,000円ずつ
平成33年３月末日限り83,411円

元金 62,000円 平成28年４月から平成31年２月まで 原告 江戸川区
利息金 4,800円 毎月末日限り5,000円ずつ 被告 江戸川区民 （債務者）
遅延損害金 110,312円 平成31年３月末日限り2,112円

平成28年３月から平成28年９月まで 原告 江戸川区
毎月末日限り5,000円ずつ 被告 江戸川区民 （債務者）
平成28年10月から平成30年９月まで
毎月末日限り10,000円ずつ
平成30年10月末日限り8,395円

元金 95,000円 平成28年３月から平成33年12月まで 原告 江戸川区
利息金 12,500円 毎月末日限り5,000円ずつ 被告 江戸川区民 （債務者）
遅延損害金 246,862円 平成34年１月末日限り4,362円
元金 78,000円 平成28年５月から平成29年２月まで 原告 江戸川区
利息金 6,100円 毎月10日限り11,000円ずつ 被告 江戸川区民 （連帯保証人）
遅延損害金 33,952円 平成29年３月10日限り8,052円
元金 35,600円 平成28年５月から平成29年２月まで
利息金 1,500円 毎月10日限り4,000円ずつ
遅延損害金 11,121円 平成29年３月10日限り8,221円

報
告
第
４
号 債権の名称

担 当 部 課

番号 和解額 和解日

27 48,221円

平成28年２月22日

16 234,070円 平成28年２月10日

20

21 353,466円 平成28年３月３日

円 平成28年３月３日

平成18年３月７日

東京簡易裁判所
平成28年(ハ)第100180号

平成11年３月８日

平成11年12月６日

17 413,800円 平成28年２月18日

東京簡易裁判所
平成28年(ハ)第100192号

18 416,201円 平成28年２月23日

19 135,700円 平成28年３月３日

15 403,180円 平成28年２月10日
東京簡易裁判所
平成28年(ハ)第100171号

東京簡易裁判所
平成28年(ハ)第100193号

24 283,395円 平成28年２月19日
東京簡易裁判所
平成28年(ハ)第100196号

平成11年６月28日

23 177,112円

平成28年３月３日

22 493,411円 平成４年６月30日

平成７年４月28日249,392

東京簡易裁判所
平成28年(ハ)第100197号

平成11年７月13日

26 118,052円 平成22年６月15日

25 354,362円 平成28年２月19日

東京簡易裁判所
平成28年(ハ)第100201号

平成23年３月15日

和解の内容

和解額内訳等 当事者

元金
利息金
遅延損害金

183,000
6,200

304,211

円
円
円

元金
利息金
遅延損害金

60,000
7,800

215,595

円
円
円

平成５年３月５日

東京簡易裁判所
平成28年(ハ)第100194号

平成５年４月27日

東京簡易裁判所
平成28年(ハ)第100184号

平成11年４月28日
平成12年２月14日

東京簡易裁判所
平成28年(ハ)第100172号

平成10年３月27日

東京簡易裁判所
平成28年(ハ)第100195号
※２



江戸川区生活一時資金貸付金
生活振興部地域振興課 №４

裁判所及び事件番号 債権発生日 支払方法

平成28年３月から平成28年７月まで 原告 江戸川区
毎月末日限り10,000円ずつ 被告 江戸川区民 （債務者）
平成28年８月から平成29年12月まで
毎月末日限り20,000円ずつ
平成30年１月末日限り20,462円

元金 92,000円 平成28年３月から平成39年８月まで 原告 江戸川区
利息金 12,000円 毎月末日限り3,000円ずつ 被告 江戸川区民 （連帯保証人）
遅延損害金 310,767円 平成39年９月末日限り767円
元金 ※３ 平成28年３月から平成28年９月まで 原告 江戸川区
利息金 ※３ 毎月末日限り50,000円ずつ 被告 江戸川区民 （債務者）
遅延損害金 382,400円 平成28年10月末日限り32,400円
元金 240,000円 平成28年３月から平成28年11月まで 原告 江戸川区
利息金 15,600円 毎月15日限り50,000円ずつ 被告 江戸川区民 （債務者）
遅延損害金 262,560円 平成28年12月15日限り68,160円 被告 江戸川区民 （連帯保証人）
元金 89,900円 平成28年３月から平成29年５月まで 原告 江戸川区
利息金 4,100円 毎月25日限り10,000円ずつ 被告 江戸川区民 （債務者）
遅延損害金 67,404円 平成29年６月25日限り11,404円 被告 江戸川区民 （連帯保証人）

平成28年３月末日限り69,900円 原告 江戸川区
平成28年４月から平成29年10月まで 被告 江戸川区民 （債務者）
毎月末日限り5,000円ずつ 被告 江戸川区民 （連帯保証人）
平成29年11月末日限り1,768円
平成28年３月から平成28年10月まで 原告 江戸川区

遅延損害金 86,800円 毎月27日限り10,000円ずつ 被告 江戸川区民 （債務者）
平成28年11月27日限り6,800円

元金 ※１ 平成28年３月から平成31年１月まで 原告 江戸川区
利息金 16,100円 毎月末日限り10,000円ずつ 被告 横浜市民 （連帯保証人）
遅延損害金 337,300円 平成31年２月末日限り3,400円
元金 230,000円 平成28年３月から平成31年１月まで 原告 江戸川区
利息金 9,100円 毎月10日限り18,000円ずつ 被告 江戸川区民 （債務者）
遅延損害金 398,647円 平成31年２月10日限り7,747円 被告 木更津市民 （連帯保証人）
元金 190,000円 平成28年２月から平成33年６月まで 原告 江戸川区
利息金 7,200円 毎月末日限り6,000円ずつ 被告 葛飾区民 （連帯保証人）
遅延損害金 194,780円 平成33年７月末日限り1,980円

平成28年２月末日限り13,100円 原告 江戸川区
遅延損害金 123,100円 平成28年３月から平成29年１月まで 被告 江戸川区民 （債務者）

毎月30日限り10,000円ずつ 被告 江戸川区民 （連帯保証人）
元金 190,000円 平成28年２月から平成31年６月まで 原告 江戸川区
利息金 5,000円 毎月20日限り10,000円ずつ 被告 江戸川区民 （債務者）
遅延損害金 218,866円 平成31年７月20日限り3,866円
元金 240,000円 平成28年３月から平成32年９月まで 原告 江戸川区
利息金 9,200円 毎月末日限り6,000円ずつ 被告 江戸川区民 （債務者）
遅延損害金 84,671円 平成32年10月末日限り3,871円 被告 大田区民 （連帯保証人）
元金 188,000円 平成28年４月から平成30年６月まで 原告 江戸川区
利息金 8,300円 毎月５日限り10,000円ずつ 被告 江戸川区民 （債務者）
遅延損害金 80,590円 平成30年７月５日限り6,890円 被告 江戸川区民 （連帯保証人）

円 平成28年２月22日

29 414,767

東京簡易裁判所
平成28年(ハ)第100209号

平成28年２月23日

平成16年８月27日

30 382,400

東京簡易裁判所
平成28年(ハ)第100216号

平成17年11月２日

平成11年５月18日

当事者

報
告
第
４
号

債権の名称
担 当 部 課

番号 和解額 和解日

円 平成28年２月23日

円 平成28年２月23日

和解の内容

東京簡易裁判所
平成28年(ハ)第100207号

平成12年２月28日

東京簡易裁判所
平成28年(ハ)第100203号

平成９年５月14日28 410,462

32 161,404円 平成28年２月25日

31 518,160円 平成28年２月18日
東京簡易裁判所
平成28年(ハ)第100212号

34 86,800円 平成28年２月23日
東京簡易裁判所
平成28年(ハ)第100222号

平成13年７月26日

33 166,668円 平成28年２月25日
東京簡易裁判所
平成28年(ハ)第100217号

平成17年12月28日

東京簡易裁判所
平成28年(ハ)第100411号

平成13年６月29日

36 637,747円 平成28年２月４日
東京簡易裁判所
平成28年(ハ)第100230号

平成９年８月５日

35 353,400円 平成28年２月23日
東京簡易裁判所
平成28年(ハ)第100224号

平成15年５月７日

40 333,871円

37 391,980円 平成28年２月10日

41

東京簡易裁判所
平成28年(ハ)第100413号

平成12年10月４日

39 413,866円 平成28年２月10日
東京簡易裁判所
平成28年(ハ)第100415号

平成11年３月31日

38 123,100円 平成28年２月10日

276,890 平成21年３月13日
東京簡易裁判所
平成28年(ハ)第100425号

平成28年２月23日円

東京簡易裁判所
平成28年(ハ)第100424号

平成21年６月16日

和解額内訳等

円
円
円

元金
利息金
遅延損害金

64,000
5,900
96,768

円
円
円

元金
利息金
遅延損害金

170,000
4,900

235,562



江戸川区生活一時資金貸付金
生活振興部地域振興課 №５

裁判所及び事件番号 債権発生日 支払方法

平成28年３月末日限り10,000円 原告 江戸川区
平成28年４月から平成30年８月まで 被告 草加市民 （連帯保証人）
毎月末日限り3,000円ずつ
平成30年９月末日限り3,873円

元金 143,000円 平成28年３月15日限り162,899円 原告 江戸川区
利息金 6,000円 被告 江戸川区民 （債務者）
遅延損害金 13,899円 被告 江戸川区民 （連帯保証人）
元金 156,000円 平成28年４月から平成28年12月まで 原告 江戸川区
利息金 8,700円 毎月20日限り24,000円ずつ 被告 江戸川区民 （債務者）
遅延損害金 61,549円 平成29年１月20日限り10,249円
元金 115,000円 平成28年５月から平成29年６月まで 原告 江戸川区
利息金 5,100円 毎月１日限り10,000円ずつ 被告 江戸川区民 （連帯保証人）
遅延損害金 31,674円 平成29年７月１日限り11,774円
元金 177,000円 平成28年４月から平成32年３月まで 原告 江戸川区
利息金 7,900円 毎月５日限り5,000円ずつ 被告 江戸川区民 （債務者）
遅延損害金 59,962円 平成32年４月５日限り4,862円
元金 170,000円 平成28年４月から平成31年11月まで 原告 江戸川区
利息金 13,200円 毎月５日限り5,000円ずつ 被告 江戸川区民 （債務者）
遅延損害金 41,073円 平成31年12月５日限り4,273円 被告 朝霞市民 （連帯保証人）
元金 288,000円 平成28年３月から平成30年12月まで 原告 江戸川区
利息金 5,200円 毎月５日限り10,000円ずつ 被告 江戸川区民 （債務者）
遅延損害金 56,671円 平成31年１月５日限り9,871円 被告 二宮町民 （連帯保証人）
元金 132,000円 平成28年４月から平成29年６月まで 原告 江戸川区
利息金 7,000円 毎月15日限り10,000円ずつ 被告 江戸川区民 （債務者）
遅延損害金 16,496円 平成29年７月15日限り5,496円 被告 台東区民 （連帯保証人）
元金 228,000円 平成28年２月から平成32年12月まで 原告 江戸川区
利息金 14,000円 毎月20日限り10,000円ずつ 被告 江戸川区民 （債務者）
遅延損害金 355,319円 平成33年１月20日限り7,319円 被告 江東区民 （連帯保証人）

平成28年４月から平成29年８月まで 原告 江戸川区
毎月25日限り10,000円ずつ 被告 江戸川区民 （債務者）
平成29年９月25日限り7,500円

元金 201,100円 平成28年３月から平成30年７月まで 原告 江戸川区
利息金 7,400円 毎月末日限り15,000円ずつ 被告 江戸川区民 （連帯保証人）
遅延損害金 236,166円 平成30年８月末日限り9,666円
元金 98,700円 平成28年４月から平成30年４月まで 原告 江戸川区
利息金 6,300円 毎月末日限り5,000円ずつ 被告 江戸川区民 （債務者）
遅延損害金 24,264円 平成30年５月末日限り4,264円
元金 ※１ 平成28年３月から平成32年４月まで 原告 江戸川区
利息金 13,400円 毎月末日限り6,000円ずつ 被告 江戸川区民 （債務者）
遅延損害金 292,200円 平成32年５月末日限り5,600円
元金 233,000円 平成28年４月から平成30年７月まで 原告 江戸川区
利息金 10,600円 毎月５日限り10,000円ずつ 被告 江戸川区民 （債務者）
遅延損害金 45,458円 平成30年８月５日限り9,058円 被告 江戸川区民 （連帯保証人）
元金 90,000円 平成28年６月から平成33年１月まで 原告 江戸川区
利息金 6,200円 毎月末日限り6,000円ずつ 被告 江戸川区民 （債務者）
遅延損害金 243,082円 平成33年２月末日限り3,282円

46 244,862円 平成28年２月15日

48 349,871円 平成28年２月15日

55 289,058円

47 224,273

52 444,666円 平成28年３月１日

51 177,500円 平成28年３月１日

50 597,319円

円 平成28年２月29日

和解の内容

和解額内訳等 当事者

円 平成28年２月15日

円

43

42

債権の名称
担 当 部 課

100,873

226,249

162,899

報
告
第
４
号

番号 和解額 和解日

45 151,774

44

49 155,496円 平成28年２月15日

平成28年２月25日

円 平成28年２月25日

円 平成28年２月29日

円 平成28年３月１日

平成28年２月15日

東京簡易裁判所
平成28年(ハ)第100432号

平成21年12月28日

東京簡易裁判所
平成28年(ハ)第100426号

東京簡易裁判所
平成28年(ハ)第100427号

平成24年９月25日

東京簡易裁判所
平成28年(ハ)第100435号

東京簡易裁判所
平成28年(ハ)第100437号

平成23年２月８日

平成22年５月24日

平成24年４月13日

平成28年２月15日

東京簡易裁判所
平成28年(ハ)第100438号

平成24年３月27日

東京簡易裁判所
平成28年(ハ)第100439号

平成24年４月５日

東京簡易裁判所
平成28年(ハ)第100436号

平成22年３月17日

東京簡易裁判所
平成28年(ハ)第100454号

平成23年５月６日

東京簡易裁判所
平成28年(ハ)第100452号

平成14年２月18日

東京簡易裁判所
平成28年(ハ)第100450号

平成23年４月６日

東京簡易裁判所
平成28年(ハ)第100449号

平成11年６月９日

東京簡易裁判所
平成28年(ハ)第100440号

東京簡易裁判所
平成28年(ハ)第100446号

平成３年７月２日

平成11年９月27日

56 339,282円 平成28年２月15日
東京簡易裁判所
平成28年(ハ)第100455号

昭和57年７月19日

54 305,600円 平成28年２月15日

53 129,264

利息金
遅延損害金

6,900
170,600

円
円

元金
利息金
遅延損害金

84,000
6,100
10,773

円
円
円



江戸川区生活一時資金貸付金
生活振興部地域振興課 №６

裁判所及び事件番号 債権発生日 支払方法

元金 330,000円 平成28年４月から平成30年４月まで 原告 江戸川区
利息金 13,700円 毎月末日限り20,000円ずつ 被告 江戸川区民 （債務者）
遅延損害金 163,266円 平成30年５月末日限り6,966円 被告 江戸川区民 （連帯保証人）
元金 265,915円 平成28年４月から平成33年２月まで 原告 江戸川区
利息金 9,600円 毎月末日限り8,000円ずつ 被告 文京区民 （連帯保証人）
遅延損害金 201,735円 平成33年３月末日限り5,250円
元金 63,000円 平成28年４月から平成28年12月まで 原告 江戸川区
利息金 6,200円 毎月末日限り9,000円ずつ 被告 江戸川区民 （連帯保証人）
遅延損害金 17,573円 平成29年１月末日限り5,773円
元金 165,000円 平成28年４月から平成29年５月まで 原告 江戸川区
利息金 7,600円 毎月10日限り15,000円ずつ 被告 江戸川区民 （債務者）
遅延損害金 47,519円 平成29年６月10日限り10,119円 被告 江戸川区民 （連帯保証人）
元金 69,000円 平成28年３月から平成29年３月まで 原告 江戸川区
利息金 7,000円 毎月末日限り10,000円ずつ 被告 江戸川区民 （債務者）
遅延損害金 62,629円 平成29年４月末日限り8,629円
元金 202,000円 平成28年５月から平成29年６月まで 原告 江戸川区
利息金 8,500円 毎月５日限り20,000円ずつ 被告 江戸川区民 （債務者）
遅延損害金 82,971円 平成29年７月５日限り13,471円
元金 110,000円 平成28年４月から平成29年６月まで 原告 江戸川区
利息金 5,000円 偶数月の20日限り20,000円ずつ 被告 江戸川区民 （債務者）
遅延損害金 52,345円 平成29年８月20日限り7,345円
元金 40,000円 平成28年３月から平成30年４月まで 原告 江戸川区
利息金 5,000円 毎月25日限り5,000円ずつ 被告 江戸川区民 （連帯保証人）
遅延損害金 87,362円 平成30年５月25日限り2,362円

平成28年４月及び平成28年５月 原告 江戸川区
毎月15日限り10,000円ずつ 被告 江戸川区民 （債務者）
平成28年６月から平成28年８月まで
毎月15日限り30,000円ずつ
平成28年９月15日限り25,263円

元金 129,000円 平成28年２月から平成29年５月まで 原告 江戸川区
利息金 6,500円 毎月末日限り12,000円ずつ 被告 江戸川区民 （債務者）
遅延損害金 60,031円 平成29年６月末日限り3,531円 被告 八街市民 （連帯保証人）
元金 280,000円 平成28年２月から平成28年６月まで 原告 江戸川区
利息金 12,500円 毎月末日限り40,000円ずつ 被告 江戸川区民 （債務者）
遅延損害金 134,882円 平成28年７月末日限り227,382円
元金 71,000円 平成28年４月から平成30年５月まで 原告 江戸川区
利息金 6,400円 毎月５日限り5,000円ずつ 被告 江戸川区民 （債務者）
遅延損害金 59,256円 平成30年６月５日限り6,656円 被告 江東区民 （連帯保証人）
元金 120,700円 平成28年４月から平成29年１月まで 原告 江戸川区
利息金 14,300円 毎月末日限り22,000円ずつ 被告 江戸川区民 （連帯保証人）
遅延損害金 91,711円 平成29年２月末日限り6,711円

東京簡易裁判所
平成28年(ハ)第100474号

平成19年11月19日

東京簡易裁判所
平成28年(ハ)第100475号

平成16年５月７日

東京簡易裁判所
平成28年(ハ)第100476号

平成22年10月27日

平成22年７月29日

東京簡易裁判所
平成28年(ハ)第100482号

平成20年１月24日

東京簡易裁判所
平成28年(ハ)第100487号

平成15年２月12日

東京簡易裁判所
平成28年(ハ)第100506号

平成18年12月11日

東京簡易裁判所
平成28年(ハ)第100531号

平成21年11月２日

当事者

和解の内容

報
告
第
４
号

債権の名称
担 当 部 課

番号 和解額 和解日

円 平成28年３月７日

円 平成28年３月７日57 506,966

59 86,773円 平成28年３月４日

58 477,250

68 136,656

61 138,629円 平成28年２月24日

60 220,119円 平成28年３月４日

東京簡易裁判所
平成28年(ハ)第100483号

平成20年９月８日

63 167,345円 平成28年２月24日
東京簡易裁判所
平成28年(ハ)第100484号

平成20年11月28日

62 293,471円 平成28年２月24日

東京簡易裁判所
平成28年(ハ)第100479号

65 135,263円 平成28年３月16日
東京簡易裁判所
平成28年(ハ)第100489号

平成21年３月11日

64 132,362円 平成28年２月17日

67 427,382円 平成28年２月10日
東京簡易裁判所
平成28年(ハ)第100505号

平成19年11月21日

66 195,531円 平成28年２月10日
東京簡易裁判所
平成28年(ハ)第100504号

平成20年２月１日

円 平成28年２月15日

69 226,711円 平成28年３月11日

円
円
円

元金
利息金
遅延損害金

87,000
6,400
41,863

和解額内訳等



江戸川区生活一時資金貸付金
生活振興部地域振興課 №７

裁判所及び事件番号 債権発生日 支払方法

平成28年２月末日限り20,000円 原告 江戸川区
平成28年４月から平成31年10月まで 被告 江戸川区民 （債務者）

元金 220,000円 偶数月の20日限り20,000円ずつ
利息金 7,900円 平成31年12月20日限り9,048円
遅延損害金 241,148円 平成28年２月から平成35年10月まで 原告 江戸川区

毎月末日限り5,000円ずつ 被告 江戸川区民 （連帯保証人）
平成35年11月末日限り4,048円

元金 223,000円 平成28年２月から平成30年１月まで 原告 江戸川区
利息金 9,100円 毎月末日限り15,000円ずつ 被告 江戸川区民 （債務者）
遅延損害金 143,177円 平成30年２月末日限り15,277円
元金 223,000円 平成28年３月から平成34年４月まで 原告 江戸川区
利息金 9,100円 毎月末日限り5,000円ずつ 被告 杉並区民 （連帯保証人）
遅延損害金 143,177円 平成34年５月末日限り5,277円
元金 49,000円 平成28年３月から平成28年９月まで 原告 江戸川区
利息金 6,500円 毎月末日限り10,000円ずつ 被告 江戸川区民 （債務者）
遅延損害金 27,800円 平成28年10月末日限り13,300円 被告 江戸川区民 （連帯保証人）
元金 195,000円 平成28年４月から平成29年12月まで 原告 江戸川区
利息金 6,700円 毎月５日限り10,000円ずつ 被告 江戸川区民 （債務者）
遅延損害金 12,324円 平成30年１月５日限り4,024円 被告 墨田区民 （連帯保証人）

※１　元金は訴訟提起後に完納したため、利息金及び遅延損害金についてのみ和解
※２　異なる債権について、連帯保証人と債務者が同一人物であるため、訴えの提起を併せて行ったもの
※３　元金及び利息金は訴訟提起後に完納したため、遅延損害金についてのみ和解
※４　債務者及び連帯保証人について異なる支払方法により和解

円375,277

375,277円

71

72

東京簡易裁判所
平成28年(ハ)第100534号
※４

東京簡易裁判所
平成28年(ハ)第100534号
※４

平成18年６月29日

平成18年６月29日

平成28年２月12日

円21,419,419

円
東京簡易裁判所
平成28年(ハ)第100538号

東京簡易裁判所
平成28年(ハ)第100542号

円

平成28年２月23日

平成28年３月11日

平成28年３月11日

和解日

円 平成28年２月12日70

73

74

小計

83,300

214,024

469,048

報
告
第
４
号

東京簡易裁判所
平成28年(ハ)第100533号
※４

平成21年10月19日

平成25年３月５日

平成12年２月18日

和解の内容

和解額内訳等 当事者

債権の名称
担 当 部 課

番号 和解額



江戸川区療養出産資金貸付金
福祉部福祉推進課 №８

裁判所及び事件番号 債権発生日 支払方法

183,100円 平成28年３月及び平成28年４月 原告 江戸川区
20,705円 毎月末日限り200,000円ずつ 被告 江戸川区民 （債務者）
361,351円 平成28年５月末日限り165,156円

平成28年３月末日限り50,000円 原告 江戸川区
平成28年４月から平成30年11月まで 被告 江戸川区民 （連帯保証人）
毎月末日限り10,000円ずつ
平成30年12月末日限り11,206円
平成28年３月から平成29年７月まで 原告 江戸川区

357,836円 毎月15日限り20,000円ずつ 被告 江戸川区民 （債務者）
平成29年８月15日限り17,836円

昭和62年７月７日

小計 1,304,198円

報
告
第
４
号

債権の名称
担 当 部 課

番号 和解額

１ 565,156円

遅延損害金

和解日
和解の内容

和解額内訳等 当事者

平成28年２月18日
東京簡易裁判所
平成28年(ハ)第100125号

平成７年10月13日 利息金
元金

遅延損害金

357,836円 平成28年２月19日
東京簡易裁判所
平成28年(ハ)第100151号

２ 381,206円 平成28年２月22日
東京簡易裁判所
平成28年(ハ)第100130号

平成９年６月16日

３

元金
利息金
遅延損害金

163,400
11,493
206,313

円
円
円



江戸川区母子福祉生活一時資金貸付金
子ども家庭部児童女性課 №９

裁判所及び事件番号 債権発生日 支払方法

平成28年３月から平成30年11月まで 原告 江戸川区
毎月末日限り5,000円ずつ 被告 江戸川区民 （債務者）
平成30年12月末日限り5,160円
平成28年３月から平成30年11月まで 原告 江戸川区
毎月末日限り5,000円ずつ 被告 江戸川区民 （債務者）
平成30年12月末日限り5,212円
平成28年４月から平成29年５月まで 原告 江戸川区
毎月末日限り10,000円ずつ 被告 江戸川区民 （債務者）
平成29年６月末日限り8,140円
平成28年３月から平成28年５月まで 原告 江戸川区
毎月末日限り20,000円ずつ 被告 江戸川区民 （債務者）
平成28年６月末日限り20,665円
平成28年４月から平成28年10月まで 原告 江戸川区
毎月10日限り10,000円ずつ 被告 江戸川区民 （債務者）
平成28年11月10日限り6,356円
平成28年３月から平成30年８月まで 原告 江戸川区
毎月10日限り5,000円ずつ 被告 江戸川区民 （債務者）
平成30年９月10日限り2,697円

円
円

円
円

120,000
50,160

平成20年９月12日
元金
遅延損害金

円

152,697円 平成28年２月４日
東京簡易裁判所
平成28年(ハ)第100226号

平成８年６月１日

元金
遅延損害金

小計

元金
遅延損害金

64,500
88,197

798,230円

円 平成28年２月23日
東京簡易裁判所
平成28年(ハ)第100206号

平成23年９月７日
元金
遅延損害金

64,000
16,665

円
円

60,000
16,356

５ 76,356円 平成28年２月23日
円
円

東京簡易裁判所
平成28年(ハ)第100221号

平成23年５月11日

元金
遅延損害金

140,000
30,212

円
円

170,212 平成28年２月12日
東京簡易裁判所
平成28年(ハ)第100161号

平成23年11月14日

３ 148,140円 平成28年３月28日
東京簡易裁判所
平成28年(ハ)第100176号

平成16年10月15日
元金
遅延損害金

85,000
63,140

円
円

平成28年２月19日
東京簡易裁判所
平成28年(ハ)第100146号

２ 円

債権の名称
担 当 部 課

番号 和解額 和解日
和解の内容

和解額内訳等 当事者

報
告
第
４
号

１ 170,160

４ 80,665

６



江戸川区奨学資金貸付金
教育委員会事務局教育推進課 №10

裁判所及び事件番号 債権発生日 支払方法
平成28年３月から平成34年８月まで 原告 江戸川区
毎月15日限り15,000円ずつ 被告 江戸川区民 （債務者）
平成34年９月15日限り10,000円 被告 江戸川区民 （連帯保証人）

被告 江東区民 （連帯保証人）

元金 1,180,000円

債権の名称

１ 1,180,000円 平成28年２月24日
東京簡易裁判所
平成28年(ハ)第100485号

小計 1,180,000円

平成22年３月１日

担 当 部 課

番号 和解額 和解日
和解の内容

和解額内訳等 当事者

報
告
第
４
号


