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【本報告書の記載内容に関する留意事項】 

１．報告書中の試算・推計の数値・金額 

報告書中の監査人による試算・推計の数値・金額は、監査人に提示の

あった資料をもとに行ったもので、その数値・金額の正確性を保証するも

のではない。 

 

２．端数処理 

報告書中の表の合計は、端数処理の関係で、総数と内訳の合計とが一致

しない場合がある。 
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第１編 外部監査の概要 

 

１．外部監査の種類 

地方自治法第 252 条の 37 第 1 項及び尼崎市外部監査契約に基づく監査に

関する条例第 2 条の規定に基づく包括外部監査 

 

２．選定した特定の事件 

「債権管理事務について（市税を除く）」 

 

３．事件を選定した理由 

平成 26 年度一般会計及び特別会計の実質収入未済額は、市税収入未済額

50 億 71 百万円を除いて 93 億円 81 百万円（予算上繰越処理をしているも

の等を除く）と巨額であり、その主な内訳は、災害援護資金貸付金回収金

10 億 26 百万円、国民健康保険事業費会計における収入未済額 58 億 36 百

万円等だが、これら収入未済額の抑制が急務となっている。 

また、景気回復感を実感できない中、雇用・賃金情勢の悪化により、市

においても歳入確保の見通しは不透明である一方、生活保護費の負担や少

子高齢化等による社会保障給付の増加等により、歳出の削減は厳しい状況

にある。 

このような市の置かれた環境、市民負担の公平性の観点及び新地方公会

計制度の導入にともなう債権管理の重要性の認識が高まっている点から、

滞納債権発生抑制のための取組や債権管理方法等を見直すことの必要性が

高まっていると考える。そこで、債権管理事務（平成 24 年度に包括外部監

査のテーマとしてとりあげられた｢市税｣を除く）について監査を行うこと

は重要かつ適時性があり、各所管課での現状の管理方法等を把握した上で、

個人情報保護条例等制度上の制約はあるものの、全市として、よりよい債

権管理及び収納事務のあり方を検討することは有用であると判断した。 

以上により、「債権管理事務について（市税を除く）」を、平成 27 年度の

包括外部監査の特定の事件(テーマ)として選定する。 

 

４．監査対象期間 

平成 26 年度。ただし、必要に応じて平成 25 年度以前及び平成 27 年度も

監査対象とした。 
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５．監査の視点 

現状における市の債権の管理方法等を把握した上で、よりよい債権管理

及び収納事務のあり方を検討するに当たって、管理及び収納事務の下記 4

つの観点に着目した。 

① 債権の管理及び収納事務は、法令、条例、規則、要綱等に準拠して適切

に行われているか。 

② 債権の管理及び収納事務の正確性は、確保されているか。 

③ 債権の管理及び収納事務は、有効的、効率的に行われているか。 

④ 債権の管理及び収納事務は、公平に行われているか。 

 

６．主な監査手続 

① 債権の管理及び収納事務の概要把握 

対象部署に債権の管理及び収納事務の概要について質問し、関連資料の

閲覧を行った。 

 

② 債権の管理及び収納事務の合規性の検討 

関連法令、条例、規則、要綱等に準拠して事務が行われているかどうか

を検討するため、事務の流れについて説明を受け、関連文書の閲覧を行っ

た。また、必要に応じて、検討対象として抽出したサンプルについて担当

者に質問し、関係書類の閲覧を行った。 

 

③ 債権の管理及び収納事務の正確性の検討 

債権管理及び収納事務の正確性が確保されているかどうかを検討するた

め、市が構築している正確性確保のための仕組について説明を受けた上で、

必要に応じて、検討対象として抽出したサンプルについて担当者に質問し、

関係書類の閲覧を行った。 

 

④ 債権の管理及び収納事務の有効性及び効率性の検討 

１）有効的かつ効率的に、事務が行われているかどうかを検討するため、

必要に応じて、検討対象として抽出したサンプルについて担当者に質問し、

関係書類の閲覧を行った。 

２）債権管理事務は、それぞれの債権の担当課にて行われる。有効性及

び効率性の観点から全庁的に一定の方針で事務を行っているかを調査する

ため、検討対象として必要に応じて抽出したサンプルについて担当者へ質
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問し、関係書類の閲覧を行った。 

 

⑤ 債権の管理及び収納事務の公平性の検討 

債権の管理及び収納事務が、法規に準拠し、公平に行われているかを検

討するため、個別検討対象として抽出したサンプルについて担当者に質問

し、関係資料の閲覧を行った。 

各債権に係る債権の管理及び収納事務が、公平性の観点から統一の方針

の元に行われているかを検討するため、個別検討対象として抽出したサン

プルについて担当者に質問し、関係書類の閲覧を行った。 

 

７．監査対象 

平成 24 年度包括外部監査のテーマとして取り上げられた市税を除く、平

成 27 年 3 月 31 日現在の実質収入未済額（注）を、次表のとおり、監査対象

とした。ただし、予算上繰越処理をしている収入未済額で、平成 27 年度中

に入金を予定している国庫補助金や地方債等については、会計上収入未済

額となっているものの、滞納が発生しているものではないため、今回の監

査の対象から除いている。 

 

平成27年3月31日現在

実質収入未済額

監査対象債権 9,381,212千円

監査対象外債権 7,606,882千円

合計 16,988,094千円

債権の区分

 

（注）実質収入未済額は、収入未済額に調定外過誤納金を加えたものである（詳細は、第２編

【２】尼崎市の債権の概要（１）平成２６年度の未収債権の状況に記載している）。 
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【監査対象債権】 

監査対象とした債権の内訳は次表のとおりである。 

No 債権
実質収入未済額
残高（千円）

資産統括局 公有財産課 1 土地建物貸付収入 414
市民協働局 国保年金課 2 国民健康保険料 5,836,273

後期高齢者医療制度担当 3 後期高齢者医療保険料 68,945
健康福祉局 福祉課 4 更生援護資金貸付金回収金 36,133

5 交通事故被害者生活資金貸付金回収金 500
6 同和更生生業資金貸付金回収金 37,719
7 災害援護資金貸付金回収金 1,026,200

障害福祉課 8 障害者（児）自立支援事業費利用者負担金 38
9 福祉施設電話料等実費弁償金 21
10 ホームヘルプサービス事業負担収入 346
11 障害福祉関係施設給食負担収入 29

高齢介護課 12 高齢者住宅整備資金貸付金回収金 18,358
13 ホームヘルプサービス事業負担収入 3,808
14 生活援助員派遣事業利用者負担金 864
15 緊急通報装置利用者自己負担金 312

介護保険事業担当 16 介護保険料
17 介護保険事業費・返納金

福祉医療課 18 老人保健医療費収入 39
保護課 19 生活保護費返還金等収入 431,453
生活支援相談課 20 児童福祉費負担金（母子生活支援施設） 57

21 児童福祉費負担金（助産施設） 137
22 福祉施設入所者等自己負担金（老人） 1,743
23 福祉施設入所者等自己負担金（障害） 277
24 他市母子生活支援施設等収入 14

生活衛生課 25 墓地使用料 433
動物保管実費弁償金 44
動物返還料 7

こども青少年局 こども家庭支援課 母子福祉資金元利収入

寡婦福祉資金元利収入
保育課 児童福祉費負担金 215,004

保育所完全給食負担金収入 2,812
児童課 29 児童育成収入 8,266

経済環境局 産業振興課 30 都市整備事業費 607,328
しごと支援課 31 しごと支援施設使用料 1,920
地方卸売市場 市場使用料 20,403

電気料等実費弁償金 8,462
クリーンセンター 33 クリーンセンター収入 36,291

都市整備局 住宅管理担当 34 住宅家賃 360,473
35 市営住宅駐車場使用料 6,943
36 住宅資金貸付金回収金 249,727
37 市営住宅維持管理負担収入 11,063

道路課 38 道路占用料 196

河港課 39 土地水面使用料 3,582
教育委員会事務局 学務課 40 高等学校授業料 2,189

41 幼稚園保育料 447
42 私立大学等入学支度金貸付金回収金 13,604

9,381,212監査対象債権金額　計

所属

33,092

26

335,067

28

27

32
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【監査対象外債権】 

監査の対象外とした債権とその理由は以下のとおりである。 

債権（監査対象外とした理由）
実質収入未済額

（千円）

市税
（平成24年度の包括外部監査の対象であったため、今回の調査からは除外する
こととした）

5,070,658

学校施設整備事業債等
（市債の発行を伴う事業の延長、国庫補助や県補助を伴う事業の延長等により
発生する収入未済額。予算上繰越処理をしているもので、平成27年度に確実に
入金されるため、今回の調査からは除外することとした）

2,462,694

その他雑収入等 73,530

計 7,606,882  

 

８．監査実施期間 

平成 27年 6月 22日から平成 28年１月 15日まで 

 

９．外部監査人補助者 

包括外部監査人を補助させるため、次の者を補助者に選任した。 

 

公認会計士 

牧野康幸、三宅 昇、岡本健一郎、寺門知子、 

藤田道代、岸田元治、山本繁行、刀禰 明、藤原由起、

芦田真理子、明定大介 

 

１０．利害関係 

市と、包括外部監査人及び補助者との間には、いずれも監査の対象とし

た事件について地方自治法第 252 条の 29 の規定により記載すべき利害関係

はない。  
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第２編 地方公共団体の有する債権及び 

尼崎市の有する債権の概要 

 

【１】地方公共団体の管理する債権 

１．債権の分類 

（１）公債権と私債権 

地方公共団体が財産として管理の対象としている債権は、金銭の給付を

目的とする権利、即ち、金銭債権である（地方自治法第 240条第 1項）。 

これには、公法上の原因に基づいて発生する債権である「公債権」と私

法上の原因に基づいて発生する債権である「私債権」がある。公債権は①

地方税の滞納処分の例により強制徴収できる「強制徴収公債権」と②滞納

処分の例によることができない「非強制徴収公債権」に区分される。 

地方自治体の管理する債権
公債権

強制徴収公債権

非強制徴収公債権
私債権

 

 

（２）監査対象債権の区分 

監査対象債権（平成 27 年 3 月 31 日現在実質収入未済額）の強制徴収公

債権、非強制徴収公債権、私債権の区分は次のとおりである。 
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２. 国民健康保険料 １. 土地建物貸付収入

３. 後期高齢者医療保険料 ４. 更生援護資金貸付金回収金

１６. 介護保険料 ５. 交通事故被害者生活資金貸付金回収金

１７. 介護保険事業費・返納金 ６. 同和更生生業資金貸付金回収金

１９. 生活保護費返還金等収入 ７. 災害援護資金貸付金回収金

２８. 児童福祉費負担金 ８. 障害者（児）自立支援事業費利用者負担金

３８. 道路占用料 ９. 福祉施設電話料等実費弁償金

１０. ホームヘルプサービス事業負担収入

１１. 障害福祉関係施設給食負担収入

２０. 児童福祉費負担金（母子生活支援施設） １２. 高齢者住宅整備資金貸付金回収金

２１. 児童福祉費負担金（助産施設） １３. ホームヘルプサービス事業負担収入

２２. 福祉施設入所者等自己負担金（老人） １４. 生活援助員利用者負担金

２３. 福祉施設入所者等自己負担金（障害） １５. 緊急通報装置利用者自己負担金

２４. 他市母子生活支援施設等収入 １８. 老人保健医療費収入

２５. 墓地使用料 ２６. 動物保管実費弁償金、動物返還料

３１. しごと支援施設使用料 ２７. 母子福祉資金元利収入、寡婦福祉資金元利収入

３２. 市場使用料、電気料等実費弁償金 ２８. 保育所完全給食負担金収入

３９. 土地水面使用料 ２９. 児童育成収入　（注2）

４０. 高等学校授業料 ３０. 都市整備事業費

４１. 幼稚園保育料 ３３. クリーンセンター収入

３４. 住宅家賃

３５. 市営住宅駐車場使用料

３６. 住宅資金貸付金回収金

３７. 市営住宅維持管理負担収入

４２. 私立大学等入学支度金貸付金回収金

私債権強制徴収公債権

非強制徴収公債権

 
（注1） 上記の番号は、第３編 監査の結果及び意見 第２ 各論の番号である。 

（注2） 平成 26年度末時点の区分を記載している。 
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２．強制徴収公債権と非強制徴収公債権及び私債権の相違点 

債権管理を行う上で、強制徴収公債権、非強制徴収公債権、私債権の区

分により、滞納整理の方法や時効制度が異なる。それぞれの債権の特徴は、

次表のとおりである。 
強制徴収公債権 非強制徴収公債権 私債権

告知

時効の援用 不要（個別法律、又は地方自治法第236条第2項） 必要（民法第145条）

次の場合は不納欠損ができる

①時効到来後債務者が時効を援
用した場合、
②権利放棄の議決を行なった場
合

不納欠損

時効期間が経過した場合は不納欠損ができる

法律又はこれに基づく政令又は条例の定めにより消滅した時（執行
停止が3年間継続した時、執行停止の場合において徴収できないこ
とが明らかであるとき等）

20年、10年、5年、3年、2年、1年
（民法第167条～同法第174条）

2年又は5年（個別法律、又は地方自治法第236条第1項）時効期間

納入通知（地方自治法第236条
第4項）
督促（地方自治法第236条第4
項）
交付要求（地方税法第18条の2）
催告（民法第147条ほか）
差押（民法第147条ほか）
承認（民法第147条ほか）

時効中断事由

納入通知（地方自治法第236条第4項）

督促（地方自治法第236条第4項）

請求（民法第147条ほか）
差押、仮差押、仮処分（民法第154条）
承認（民法第147条ほか）

期限までに納付しない場合には、
強制手段によって地方税の滞納
処分の例により処理することがで
きる（地方自治法第231条の3条3
項）

滞納処分、
強制執行

裁判所において債務名義を取得した後、強制執行により債権回収
を行なう（地方自治法施行令171条の2以下）

滞納処分の執行停止を行なうこと
ができる（地方税法第15条の7）

徴収停止することができる（地方自治法施行令171条の5）、免除する
ことができる（同法第171条の7）

停止処分

納入の通知による（地方自治法第231条）

官公署への照会等の財産調査に
関してより広い権限が認められて
いる（国税徴収法第141条、同法
第142条）

任意調査であり、住民票、戸籍、登記、商業登記簿等の調査しか認
められない

財産調査

督促しなければならない（地方自
治法施行令第171条）

督促 督促しなければならない（地方自治法第231条の3第1項）

個別法律、又は個別法律を受けた条例、地方自治法の規定を受け
た条例の規定による（地方自治法第231条の3第2項）

契約による遅延損害金の徴収が
できる（民法419条）

延滞金

 
（出所：自治体法務 NAVI Vol.22 を要約） 

 

上記のように、根拠法令が異なることから、債権管理業務の主な流れは、

次表のように強制徴収公債権かそれ以外の債権かによって、大きく異なっ

ている。 
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【強制徴収公債権の債権管理業務の流れ】 

時効の中断（地方税法18条

の2、地方自治法236条4項）

消滅時効（地方税法18条、

地方自治法236条1項）

不納欠損

消滅時効による（地方税法

18条1項、地方自治法236

条2項）

公債権（滞納処分規定のあるもの）

税、保険料等

賦課決定

納付告知又は納入通知（地方税法364条ほか、

地方自治法231条、地方自治法施行令154条）

督促（地方税法371条ほか個別法律の規定又は

地方自治法231条の3第1項）

滞納処分（地方税法ほか個別法律に規定、地

方自治法231条の3）

差押え（地方税法331条1項、373条1項、国税徴

収法47条ほか）

交付要求（地方税法331条4項、373条4項ほか）

換価（国税徴収法89条）

配当（国税徴収法128条）

回 収

不服申立て（行政不服審

査法14条）

決 定

不服申立て（地方税法19

条2号、地方自治法231

条の3第6項）

決 定

滞納処分の停止（地方税法15条

の7第1項、国税徴収法153条）

不納欠損（地方税の例による）

滞納処分の停止後3年（地方税

法15条の7第4項）

限定承認、徴収不納（地方税法

15条の7第5項）･･･即時に欠損

できる

（出所：自治体法務 NAVI Vol.22） 
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【非強制徴収公債権の債権管理業務の流れ】 

時効中断

消滅時効（地方税法18条、

地方自治法236条1項）

不納欠損

消滅時効による（地方自治

法236条2項）

公債権（滞納処分規定のないもの）

分担金、使用料、手数料等

賦課決定による納入の通知（地方自治法231条、

地方自治法施行令154条）

督促（地方自治法231条の3第1項）

裁判所による回収手続

① 支払督促 金額制限なし（民事訴訟法382条～396条）

② 少額訴訟 60万円以下、同一の簡易裁判所にて1事業

所で年10回以内（民事訴訟法368条～381条、民事訴訟

規則223条）

③ 訴えの提起

140万円以下 簡易裁判所

140万円超え 地方裁判所

債務名義（民事執行法22条）

確定判決、仮執行宣言付き支払督促

換価、配当

不服申立て（地方自治法

229条）

決 定

不服申立て（地方自治法

231条の3第6項）

決 定

強制執行申立て 財産差押え

不動産執行（民事執行法43条）

債権執行（民事執行法143条）

動産執行（民事執行法122条）

回 収

（出所：自治体法務 NAVI Vol.22） 
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【私債権の債権管理業務の流れ】 

 

徴収の停止履行延期特約

（法人休止、所在不明、費用

倒れの理由）

（地方自治法施行令171条の5、

171条の6）

徴収の免除（議決不要）

（地方自治法施行令171条の7）

不納欠損

徴収の免除

権利放棄

私債権（貸付金等）

納入の通知（地方自治法231条、地方自治法施行令154条）

督促（地方自治法240条2項、地方自治法施行令171条）

裁判所による回収手続

① 支払督促 金額制限なし（民事訴訟法383条）

② 少額訴訟 60万円以下、同一の簡易裁判所にて1事業

所で年10回以内（民事訴訟法368条、民事訴訟規則223条）

③ 訴えの提起

140万円以下 簡易裁判所

140万円超え 地方裁判所

債務名義取得（民事執行法22条）

確定判決、仮執行宣言付き支払督促

換価、配当

時効中断（民法147条、

地方自治法236条4項）

強制執行申立て 財産差押え

不動産執行（民事執行法43条）

債権執行（民事執行法143条）

動産執行（民事執行法122条）

回 収

時効期間経過

時効の援用（民法145条）

又は権利放棄（議会の議決

必要）

（地方自治法96条10項）

 （出所：自治体法務 NAVI Vol.22） 
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３．債権管理に関する用語について 

債権管理をテーマとする本報告書の理解に役立つと思われる用語につい

て、次表のとおり用語集を作成した。 

用語 内容 

調定額 
地方公共団体が歳入を収入する場合に、地方公共団体の長

が歳入の内容を具体的に調査決定した収入金額をいう。 

収入済額 

当該年度の歳入として調定された金額のうち、当該年度中

（出納整理期間 4 月 1 日～5 月 31 日を含む）に納付され

た金額をいう。 

不納欠損 

消滅時効の完成等により納付義務が消滅した徴収金につい

て、その徴収できない事由を明らかにし、徴収台帳から除

去する会計上の内部手続をいう。 

収入未済額 

当該会計年度の終了時点までに収納されなかった額のう

ち、不納欠損額を除いたものをいう。したがって翌会計年

度へ滞納繰越分として引継がれる。 

収納率 

納付されるべき金額（調定額）に対して実際に納付された

金額（収入済額）の割合をいう。収納率=収入済額÷調定

額×100％として算定される。 

普通徴収 
徴収職員が納付通知書を納付者に交付し、納付者がこれに

基づき徴収金を納付する方法をいう。 

特別徴収 

徴収金の徴収について便宜を有する者を特別徴収義務者と

して指定し、その者に納付義務者から徴収金を徴収させ、

納入させるもので、国税における源泉徴収と同様の制度で

ある。 

滞納 納付義務者等が納期限までに徴収金を完納しないこと。 

滞納整理 

滞納となった場合に、徴収金を徴収して完結するか、ある

いは、滞納処分の停止を行うことによりその徴収権を消滅

させるかのいずれかの処理を行うことであり、滞納につい

て行われる一連の事務手続の総称をいう。滞納となった徴

収金の完全な整理を目的として実施される。 

督促 

納付義務者等が納期限までに地方団体の徴収金を完納しな

い場合に、書面によって、その納付義務者等に対し納付・

納入の履行を請求する行為である。滞納処分を行う前提条

件となり、また消滅時効の中断事由のひとつである。 

 



13 

 

 

用語 内容 

催告 

納付義務者等が納期限までに地方団体の徴収金を完納しな

い場合に、文書や電話等の方法により、その納付義務者等

に納付・納入の履行を請求する行為であり、尼崎市では督

促状を送付してもなお完納されない場合などに実施され

る。 

延滞金 

債務納付の履行遅滞に対する遅延利息の性格をもち、納期

限内に納付した納付義務者等との均衡を図るためのもので

ある。 

財産調査 

滞納者の納付能力の判定や滞納処分の執行のために、滞納

者の財産の有無やその財産についての権利関係・換価価

値・換価の難易度等について調査することをいう。 

滞納処分 

財産の差押に始まり、差押財産の換価、換価代金等の徴収

金への充当という一連の過程によって、強制的に地方団体

の徴収金を徴収することをいう。 

差押 

滞納処分の第一段階の処分として、滞納者の財産の処分を

制限し、換価できる状態におく強制処分であり、換価する

ためその財産の保全を目的として行われる。差押の対象と

なる財産は、差押をする時に滞納者に帰属するものでなけ

ればならず、不動産、動産、有価証券、債権等がある。 

交付要求 

滞納者の財産について、すでに滞納処分や強制執行等の強

制換価手続が開始されている場合に、その手続に参加して

配当を受け、それにより地方団体の徴収金を徴収する制度

をいう。 

換価 

差押財産は、金銭を除き、換価して代金を滞納徴収金に充

てるが、この差押財産を金銭に換える強制手続の総称を

「換価」という。 

配当 

差押財産の売却代金その他の金銭を、滞納処分費や徴収金

に充て、又その他の一定の債権に交付し、残余があれば滞

納者に交付する手続である。 

執行停止 
納付義務者等の無財産、生活困窮、所在不明等の事由によ

り、その滞納処分の執行を停止することをいう。 

時効 

ある事実状態が一定の法定期間継続した場合に、真実の法

律関係いかんに関わらず、その継続した事実関係を尊重し

て法律上の効果を与え、権利の取得又は消滅の効果を生じ

させる制度をいう。 

地方団体の徴収金の徴収を目的とする地方団体の権利は、

法定納期限の翌日から起算して 5 年間行使しないことに

よって、時効により消滅する。 
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【２】尼崎市の債権の概要 

（１）平成 26年度の未収債権の状況 

平成 26 年度において、2 億円以上未収債権の残高がある項目の調定額、

収入済額、不納欠損額、収入未済額の状況は以下のとおりである。 

（単位：百万円）

担当局 担当課 項目 調定額 構成比 収入済額
不納

欠損額
収入

未済額
調定外

過誤納金
実質

収入未済額
構成比

市民協働局 国保年金課 国民健康保険料 17,816 13% 10,946 1,047 5,823 14 5,836 34%
健康福祉局 福祉課 災害援護資金貸付金回収金 1,114 1% 55 32 1,026 － 1,026 6%

介護保険事業担当 介護保険料 7,559 6% 7,183 104 272 9 281 2%
保護課 生活保護費返還金等収入 689 1% 254 3 431 － 431 3%

こども青少年局 保育課 児童福祉費負担金 2,152 2% 1,923 14 215 0 215 1%
経済環境局 産業振興課 都市整備事業費 609 0% 1 － 607 － 607 4%
都市整備局 住宅管理担当 住宅家賃 3,268 2% 2,885 23 360 － 360 2%

住宅資金貸付金回収金 267 0% 18 － 250 － 250 1%
　その他 6,349 5% 5,964 19 367 7 374 2%
合計（監査対象） 39,822 29% 29,228 1,243 9,351 30 9,381 55%

市税（督促手数料、加算金を含む） 83,491 61% 77,947 478 5,066 5 5,071 30%
　その他 12,932 9% 10,396 0 2,536 － 2,536 15%
合計（監査対象外） 96,423 71% 88,343 478 7,602 5 7,607 45%

総計 136,245 100% 117,571 1,721 16,953 35 16,988 100%  

市全体でみると、平成 26 年度調定額総額 1,362 億円のうち、169 億 53

百万円（調定額総額の 12％）が収入未済となっている。 

今回監査対象として抽出した債権は、調定額では 398 億 22 百万円と総額

の 29％程度であるが、収入未済額は 93 億 51 百万円と収入未済総額の 55％

を占めており、収納率が低い債権の集まりであるといえる。 

項目別にみると、実質収入未済額が最大であるのは、国民健康保険料の

58 億 23 百万円であり、市税（督促手数料、加算金を含む。）の実質収入未

済額 50億 53百万円を超える水準となっている。 

 

（２）未収債権と収納率の推移 

① 平成 22年度から平成 26年度における未収債権額と収納率の推移 

平成 22 年度から平成 26 年度（最近 5 年間）における未収債権額と収納

率の推移は次のとおりである。 
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【未収債権額の推移】 （単位：千円）
平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

国民健康保険料 6,441,737 6,474,589 6,456,233 6,158,819 5,836,273
災害援護資金貸付金回収金 1,482,541 1,328,050 1,219,020 1,113,706 1,026,200
介護保険料 237,303 227,773 248,055 272,816 280,971
生活保護費返還金等収入 29,101 68,854 184,286 304,929 431,453
児童福祉費負担金 203,916 214,539 218,735 220,726 215,004
都市整備事業費 611,298 610,578 609,868 608,608 607,328
住宅家賃 585,068 575,334 512,084 419,680 360,473
住宅資金貸付金回収金 273,884 271,383 257,089 253,193 249,727
その他 334,333 333,106 349,572 356,589 373,783

合計（監査対象） 10,199,181 10,104,206 10,054,940 9,709,066 9,381,212  
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（

 

直近 5 年間において未収債権総額は徐々に減少しており（平成 26 年度は

平成 22 年度よりも、未収総額は 8 億円減少）、これは、国民健康保険料の

未収債権額の減少（平成 26 年度は平成 22 年度よりも 6 億円減少）と住宅

家賃の未収債権額の減少（平成 26 年度は平成 22 年度よりも 2 億円減少）

が主な要因である。 

一方で「生活保護費返還金等」に関しては逓増傾向にある。市によると、

これは、年金活用支援相談員の活用等により遡及して年金が一括受給でき

るようになったこと、また、継続した財産調査等の徹底に加え、市民等か

らの情報提供を集約し、発見の契機を増やすなど組織的に取り組んだ結果、

就労収入の未申告や、年金を申告せずに受給していることなどが判明した

事例が増加していることが要因となっているとのことである。 
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【収納率の推移】

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

国民健康保険料 59.7% 59.5% 58.9% 59.4% 61.4%

災害援護資金貸付金回収金 4.9% 4.9% 4.7% 5.2% 5.0%

介護保険料 94.5% 94.7% 95.1% 95.1% 94.9%

生活保護費返還金等収入 84.0% 74.3% 49.6% 40.8% 36.8%

児童福祉費負担金 88.5% 88.5% 88.5% 88.8% 89.3%

都市整備事業費 0.2% 0.1% 0.1% 0.2% 0.2%

住宅家賃 82.5% 83.1% 84.4% 86.7% 88.3%

住宅資金貸付金回収金 17.3% 20.0% 13.8% 9.2% 6.6%  
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【未収債権額の推移】で直近 5 年間において未収債権額が減少していた

債権については、国民健康保険料で平成 26 年度は平成 22 年度に比較して

1.7％改善、住宅家賃で平成 26 年度は平成 22 年度に比較して 5.8％改善と、

収納率が改善されている。 

一方で、生活保護費返還金等収入、住宅資金貸付金回収金など、収納率

が悪化している債権もある。市によると、生活保護費返還金等収入は、調

定額が増加している中、債務者はすでに消費してしまい、生活保護を受給

しながら分割納付により返還している者が多く、その分割納付額は、生活

費に支障のない範囲の少額となるため、収納率が悪化していると考えてい

るとのことである。 
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（３）現年度分と過年度分の収納率 

各債権の収納率は現年度分と過年度分に分けて把握することができる。 
【平成26年度 収納率（現年度分及び過年度分）】 （単位：百万円）

国民健康
保険料

災害援護
資金貸付金

回収金
介護保険料

生活保護費
返還金等収

入

児童福祉費
負担金

都市整備
事業費

住宅家賃
住宅資金
貸付金
回収金

現年分 1,381 － 143 151 38 － 20 4

過年度分 4,455 1,026 138 280 177 607 341 246

計 5,836 1,026 281 431 215 607 360 250

現年分 88.2% - 98.0% 60.5% 98.0% - 99.3% 74.6%

過年度分 9.4% 5.0% 11.2% 7.0% 13.4% 0.2% 13.1% 2.8%

計 61.4% 5.0% 94.9% 36.8% 89.3% 0.2% 88.3% 6.6%
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現年度分と過年度分の収納率を比較すると、過年度分の収納率が現年度

分の収納率に比べて著しく低い。各債権の現年度分の収納率は 60～99％と

比較的高い水準であるのに対し、過年度分の収納率は 0～13％程度に留

まっており、過年度分の債権回収は現年度分以上に困難であることを示し

ている。 

特に国民健康保険料、介護保険料といった保険料や、児童福祉費負担金、

住宅家賃のように毎期継続的に発生するような債権においては、債務者が

現年度分の納付に加えて過年度分を納付できなくなる可能性が高いと思わ

れる。また、少額滞納債権であっても、その件数が多いことから、管理や

徴収事務手続に関して多大なコストが発生する。このため、滞納の初期段

階において確実に回収することにより、現年度分の収納率を高めて次年度

への繰越額を少なくすることが重要である。 
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第３編 監査の結果及び意見 

 

第１ 総論  

【１】地方自治体の債権管理について 

１．地方自治体の債権管理の必要性 

景気の回復感が実感できず、不安定な雇用・賃金情勢の中、地方自治体

の歳入の自然増は期待しづらい。一方、生活保護費負担の増加や少子高齢

化等による社会保障給付は継続的に増加を続け、歳出の削減は厳しい。こ

のような環境の中、歳入の確保の観点から、地方自治体の適切な債権管理

は不可欠である。 

また、市民負担の公平性の確保や、弁済困難者への生活再建のための市

施策への誘導の機会の確保という観点からも、債権管理は重要であると考

える。 

さらに、債権放棄の上、不納欠損処理を行う場合は、議会の議決による

ことが定められており、市民代表である議会への「現在回収が不可能であ

ること」「回収のための努力をつくしたこと」の説明責任が求められている。

このためにも債権管理が適切に行われる必要がある。 

また法律上、地方自治体は適正な収入の確保や債権管理に関する義務を

有しており（地方財政法第 4 条第 2 項、地方自治法第 240 条、地方自治法

施行令、第 171 条、第 171 条の 2～同条の 7）、不作為の債権放棄を行った

場合は住民訴訟や損害賠償を受けるリスクがある。 

このように、地方自治体では、法令に準拠して適切に、公平及び正確に、

かつ、有効的及び効率的に債権管理を行うことが求められている。 

 

２．地方公共団体の債権の特徴と課題 

上記のとおり、地方自治体の債権管理は必要かつ重要であるが、その債

権は少額のものが多く、また、法令あるいは契約により債権が成立してお

り、その根拠や性質が多岐にわたる。さらに、生活保護費返還金等、相手

方の資力が乏しくても債権を発生させなければならないものも存在する。 

このため、債権の種類によって、その管理方法や時効が異なり、適切な

債権管理のためには専門的な知識や経験が求められる。 

しかし、地方自治体の職員には定期的な人事異動があり、債権管理に特

化している職員は僅かであり、多くは他の業務の傍らで債権管理事務を
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行っていること等から、すべての職員が債権管理の専門家となることは困

難な状況である。 

そこで、債権管理の各局面における地方自治体としての判断がぶれない

ように、債権別の処理の判断基準や手順の標準化のために、債権管理条例

を設置している地方自治体の例がある。 

また、財産を有する滞納者に対しては強制執行や法的措置が必要である

が、特に強制徴収公債権につき、滞納者の財産情報等、徴収に有用な情報

の相互利用を進めるために、債権管理のための組織の一元化を図っている

地方自治体の例がある。 

 

３．尼崎市の状況 

他市においては、上記のとおり債権管理条例を定め、債権放棄を行う基

準を定めている自治体もあるが、尼崎市には、現在、そのような条例はな

い。また、債権管理のための組織の一元化も行ってはいない。 

しかし、強制徴収公債権の徴収に有用な情報の相互利用を進めるために、

税務部への個人情報の目的外使用の申請により、税務部の保有している滞

納者に関する情報を他の強制徴収公債権の債権管理のために利用できる仕

組は存在している。ただし、今回の調査の中で、税務部の有する個人情報

の目的外利用が可能である強制徴収公債権の担当課へ確認したところ、当

該仕組の存在は明確には理解されておらず、平成 26 年度に、滞納者の財産

情報を得るために、個人情報の目的外利用の申請を税務部へ行った事例は

なかった。 

 

４．監査の結果及び意見の要約にあたり留意した点 

監査人は上記のとおり、地方自治体の債権管理の必要性、特徴や課題、

尼崎市における現況を理解した上で、法令の準拠性、公平性、正確性、有

効性、効率性の視点から、監査を行った結果、優先的に取り組むべきと考

える課題を、以下、【２】重要な監査の結果及び意見の要約に記載する。 
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【２】重要な監査の結果及び意見の要約 

（１）債権管理事務の進捗管理 

１．滞納債権の回収状況のモニタリングについて 

NO 債権名 結果 意見 

【19】 生活保護費返還金等収入 － ○ 

【28】 児童福祉費負担金 － ○ 

【40】 高等学校授業料 － ○ 

 

滞納債権回収の進捗管理が担当者任せで、組織として債権全体の回収の

進捗状況のモニタリングが行われていない事例が上記の債権について発見

された。 

債権によっては、滞納件数が多いものもあり、すべての滞納債権に適時

に対応することが困難な場合もあると思われる。そのため、どの債権を優

先的に回収するかという方針を定めた上で、優先的に回収すべき債権につ

いては、定期的に当該債権の回収状況をモニタリングし、納付交渉漏れと

なっているものがないか等を担当者以外の者が確認することが望まれる。 

 

（２）督促・催告 

１．督促状を送付すべき 

NO 債権名 結果 意見 

【37】 市営住宅維持管理負担収入 ○ － 

【38】 道路占有料 ○ － 

 

債権の滞納者に対しては、納期限後 20 日以内に督促状を送付する必要が

ある（地方自治法施行令第 171条、尼崎市財務規則第 151条第 1項）。 

しかし、上記の債権については、督促状等が送付されていない事例が発

見された。 

督促状及び催告書の送付は、滞納者の自主的納付を促すことにもつなが

るため、必ず実施すべきである。 

 

（３）滞納者に対する措置 

１．滞納者と利用者や利用待機者との公平性の確保 

NO 債権名 結果 意見 

【29】 児童育成収入 － ○ 

【34】 住宅家賃 ○ － 
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市の保有する財産の利用にあたり、利用料等を滞納しているにも関わら

ず、利用が許可され続けている事例が発見された。 

利用料等の滞納者に市有財産の利用を許可し続けることは、適切に利用

料等を納付している利用者や、利用を希望しているが、空きがないため利

用ができないでいる利用待機者との公平性を欠くことにもなりかねない。

このため、過年度の家賃の支払訴訟で市が勝訴した住宅家賃の案件につい

ては、住居の明け渡しを要求すべきである。また、児童育成収入について

は、個別の事情には十分な配慮が必要であることは勿論ではあるものの、

滞納の状況によっては入所許可の取り消しという選択肢も除外しないこと

を検討すべきである。 

 

（４）納付交渉・徴収方法 

１．納付誓約書の記載上の不備 

NO 債権名 結果 意見 

【2】 国民健康保険料 ○ － 

【3】 後期高齢者医療保険料 ○ － 

 

上記の滞納債権について、分割納付を許可する場合に使用する、「納付誓

約書」の記載上の不備が発見された。 

納付誓約書は、債務者が債務承認を行い、同時に債務者が申請した分割

納付額を市が許可していることを示す重要な文書であるため、記載の不備

がないよう、適切な対応をすべきである。 

 

２．未済額全体に対する不十分な分割納付額 

NO 債権名 結果 意見 

【2】 国民健康保険料 － ○ 

【3】 後期高齢者医療保険料 － ○ 

【28】 児童福祉費負担金 － ○ 

 

滞納債権について分割納付を認める場合に、未済額全体に対する分割納

付額が不十分であるため、分割納付期間が異常に長期にわたる事例が発見

された。 

分割納付期間が長期にわたるほど、延滞金が加算され、また、徴収コス

トが膨らむリスクが高まることになる。滞納債権について分割納付を認め

る場合は、分割納付期間を安易に長期化することを防止するために、適切
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な分割納付期間や分割納付額についてのルールを設け、それに従い、判断

することが望まれる。 

 

３．債務者との納付交渉の記録及び保存について 

NO 債権名 結果 意見 

【13】 ホームヘルプサービス事業負担収入

（高齢介護課） 

－ ○ 

【19】 生活保護費返還金等収入 ○ － 

 

債務者との納付交渉の状況が適切に記録されていなかった、あるいは、

納付交渉の記録が保存されていなかった事例が上記の債権について発見さ

れた。 

納付交渉の記録が適切に行われ、かつ、当該記録が保存されていないと、

管理職による滞納債権回収状況のモニタリングや、担当者間の引継ぎが適

切に実施できず、今後の納付計画の策定や、債権の回収方針の判断を適切

に行えないおそれがある。 

このようなリスクに対応するため、適切に交渉記録を作成し、保存する

必要がある。 

 

４．滞納者と納付交渉を行うべき 

NO 債権名 結果 意見 

【29】 児童育成収入 ○ － 

【36】 住宅資金貸付金回収金 ○ － 

【39】 土地水面使用料 － ○ 

 

滞納債権について、滞納者と納付交渉が行われていない事例が、上記債

権について発見された。 

滞納者との納付交渉を行い、納付誓約書を入手することで、債務承認に

よる時効中断を行うことができる。また、滞納者の月次の収入支出額、財

産・負債や生活の具体的な状況から現在の納付能力を把握することで、確

実な債権回収につながる。 

このため、滞納者との納付交渉を行い、債権の時効中断や回収の努力を

行うことが必要である。 
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５．適切な滞納整理を実施するべき 

NO 債権名 結果 意見 

【35】 市営住宅駐車場使用料 ○ － 

【37】 市営住宅維持管理負担収入 ○ － 

上記の滞納債権については、【34】住宅家賃と滞納者が同じであるにもか

かわらず、同債権と合わせて滞納整理を行っていない事例が発見された。 

効率的に滞納整理を進めるために、上記債権については、債権別ではな

く、債務者ごとに債権管理を行うという視点から、【34】住宅家賃と合わせ

て納付交渉を行い、分割納付誓約書の入手による時効中断措置、民事訴訟

による債権回収等の滞納整理及び明渡し請求を積極的に実施すべきである。 

 

（５）財産調査・法的措置 

１．滞納処分の促進及び実施 

NO 債権名 結果 意見 

【3】 後期高齢者医療保険料 ○ － 

【16】 介護保険料 ○ － 

【28】 児童福祉費負担金 ○ － 

 

市が保有する債権のうち、強制徴収公債権は地方税の滞納処分の例によ

り処分することができる（地方自治法第 231 条の 3 第 3 項）。しかし、国民

健康保険料以外の債権について、平成 26 年度以前においては滞納者の財産

調査や交付要求を除く滞納処分を実施していない。 

効率的かつ迅速に、滞納者の実情に即した的確な滞納整理を行うために

は、高額滞納者から優先的に財産調査を行い、滞納者の財産状況や生活実

態の把握につとめ、滞納者に応じた整理方針を決定し、計画的に滞納処分

を進めることが重要である。 

今後は、財産調査が滞納整理を進めていくうえでの出発点であることを

認識の上、早急に財産調査を含めた滞納処分を進めていくべきである。 

また、財産調査を効率的に進める観点からは、金融機関調査だけではな

く、市税など調査能力の高い庁内の滞納者に関する情報の入手（個人情報

の目的外利用）も並行して行うことが有効である。 

市税務部によると、強制徴収公債権（地方税の滞納処分の例により処分

することができる債権）については、担当課からの申請により、税務部が

有する滞納者の財産情報の目的外利用を許可することは可能とのことであ

る。税情報の目的外利用は一切許可されないものと誤解している部課が多
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い状況を考慮して、税務部は、対象部署に対して、今後、通知等の発出に

より税情報の目的外許可について周知することも検討しているとのことで

ある。このような状況であるため、今後は、強制徴収公債権については、

積極的に税情報を利用して、滞納整理を効率的に進めるべきである。 

なお、税情報の目的外利用の許可をより慎重に行うという観点からは、

委員会の設置等により、組織的な検討を経た上で、個人情報の目的外利用

を許可することも検討されたい。 

 

（６）延滞金等 

１．延滞金の収入未済額と徴収率の管理 

NO 債権名 結果 意見 

【2】 国民健康保険料 － ○ 

【3】 後期高齢者医療保険料 － ○ 

 

上記債権にかかる延滞金は、収入時に調定されることから、一定時点に

おける延滞金総額の集計機能がなく、市は、保険料にかかる実質的な延滞

金収入未済額総額や実質的な徴収率を把握していない。 

延滞金を徴収する趣旨が、期限内に保険料を納付している市民と、納付

せず滞納している市民との公平を図るところにある点から、延滞金につい

ても、徴収率を向上させる意識を持つことが重要である。 

市全体の実質的な収入未済額総額や実質的な徴収率について目標の指標

を設定し、当該指標と実績との比較により、徴収率向上のための対策を検

討する体制を整備することが望まれる。 

 

２．延滞金等を徴収すべき 

NO 債権名 結果 意見 

【2】 国民健康保険料 ○ － 

【3】 後期高齢者医療保険料 ○ － 

【16】 介護保険料 ○ － 

 

市が保有する債権のうち,上記の強制徴収公債権については、法令や市条

例により、滞納した場合、延滞金や督促手数料の徴収が義務付けられてい

る。しかし、分割納付による場合に、延滞金や督促手数料が、分割納付誓

約書に記載の分割納付額に含まれていない事例が発見された。 

延滞金や督促料の趣旨が、市債権を期限内に納付している納付者と納付
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せず滞納している納付者との公平を図るところにある点から、延滞金や督

促料についても適切に徴収する必要がある。 

 

（７）時効の管理 

１．債務承認による時効の中断他 

NO 債権名 結果 意見 

【2】 国民健康保険料 ○ － 

【3】 後期高齢者医療保険料 ○ － 

【16】 介護保険料 ○ － 

【18】 老人保健医療費収入 ○ － 

【19】 生活保護費返還金等収入 ○ － 

【29】 児童育成収入 ○ － 

【31】 しごと支援施設使用料 ○ － 

 

滞納者から納付誓約書の入手や、督促状の発送等、債権について時効の

中断措置がされていない事例が上記債権について発見された。 

時効の完成を防止するために、適時の納付誓約書の入手や督促状の発送

等を徹底し、時効の中断を図るべきである。 

 

（８）不納欠損処理 

１．実質的に回収が見込めない債権の不納欠損処理の推進 

NO 債権名 結果 意見 

【4】 更生援護資金貸付金回収金 － ○ 

【6】 同和更生生業資金貸付金回収金 － ○ 

【10】 ホームヘルプサービス事業負担収入

（障害福祉課） 

－ ○ 

【12】 高齢者住宅整備資金貸付金回収金 － ○ 

【13】 ホームヘルプサービス事業負担収入

（高齢介護課） 

－ ○ 

【14】 生活援助員派遣事業利用者負担金 － ○ 

【27】 母子福祉資金元利収入、寡婦福祉資金

元利収入 

－ ○ 

【30】 都市整備事業費 － ○ 

【36】 住宅資金貸付金回収金 － ○ 

 

市が保有する私債権のうち、実質的に回収が見込めないが、不納欠損処

理が行われていない事例が多く発見された。 
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このような債権については不納欠損処理を進めるべきであるが、私債権

の不納欠損処理の前提としては、債権が消滅していることを確認する場合

と、債権放棄の意思決定を行う場合の 2 種類があると考えられる。例えば、

債務者及び連帯保証人死亡の場合は、相続人の相続放棄や限定承認の有無

につき、裁判所へ申述書の照会をして債権が消滅していることを確認の上、

速やかに不納欠損処理を行うべきである。一方、例えば債務者及び連帯保

証人が所在不明のような、債権の消滅を確認できないが、実質的に債権の

回収が見込まれない場合は、債権放棄の意思決定を行うことにより不納欠

損処理を行うことができる。 

市が保有する債権については、公平性の観点から、すべて回収すること

が原則である。しかし、実質的に回収が見込まれない私債権を管理し続け

ることは、効率性の観点からは望ましいことではない。限られた人員の中

で効果的・効率的な債権管理を行うためには、どのような条件のもと債権

放棄の意思決定を行い、不納欠損処理を行うのかという基準を明確にして、

当該基準に従い債権放棄を進めることで、回収見込みのある債権の管理を

重点的に行うべきである。 

なお、債権放棄を行うには議会の議決（地方自治法第 96 条第 1 項第 10

号）によるか、債権放棄を行うための明確な基準を定めた債権管理条例等

の設置が考えられるが、市では、現在、債権管理条例が設置されていない。

他市事例も参考の上、実質的に回収が見込めない債権の不納欠損処理を進

めるために、債権管理条例の設置を検討することが望まれる。 

 

２．消滅時効が完成した債権の不納欠損処理 

NO 債権名 結果 意見 

【16】 介護保険料 ○ － 

【28】 児童福祉費負担金 ○ － 

 

公債権のうち、時効期間が到来し、消滅時効が完成しているにも関わら

ず、不納欠損処理が行われていない事例及び過去に消滅時効が完成してい

たが、平成 26年度まで不納欠損処理が遅れてしまった事例が発見された。 

市が保有する債権のうち公債権は、時効期間が到来すると消滅時効が完

成して消滅してしまう。このため適切に時効期間を管理し、消滅時効の完

成を防止することが必要である。 

そして、消滅時効完成後の債権については適時に不納欠損処理を行う必
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要がある。 

 

３．不納欠損処理は適切な債権放棄の手続きに基づいて実施すべき 

NO 債権名 結果 意見 

【34】 住宅家賃 ○ － 

 

一部の住宅家賃（私債権）について、議会の議決による債権放棄を行わ

ず、不納欠損処理を行っている事例が発見された。 

市では、平成 2 年度に市長決裁にて住宅家賃の不納欠損処理方針を定め、

平成 13 年度にその一部改正を行い、当該方針に基づき毎年不納欠損処理を

行っている。 

地方自治法上、原則として私債権について債権放棄を行うには議会によ

る債権放棄の決議が必要である（地方自治法第 96 条第 1 項第 10 項）にも

かかわらず、市長の決裁により定められた方針に基づき不納欠損処理を行

うことは、債権の消滅が確定したわけでない債権の放棄について、本来議

会が債権放棄を意思決定する必要があるにもかかわらず、市長にその意思

決定を委任してしまっていることと同義である。 

債権の消滅が確定していない私債権については、議会にて債権放棄の議

決を行ったうえで、不納欠損処理をすべきである。 

 

【３】監査の結果及び意見の一覧表 

「【２】重要な監査の結果及び意見の要約」に記載した事項を含めた、す

べての監査の結果及び意見の一覧は次表のとおりである。 
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NO 債権名 指摘の内容 結果 要約№

1 土地建物貸付収入 貸付料納付期限の条例規則違反 結果 -

19 生活保護費返還金等収入 誤払金等の通知及び調定処理漏れ 結果 -

19 生活保護費返還金等収入 注力すべき債権の方針の設定と効率的な債権管理 意見

28 児童福祉費負担金 収入促進員による滞納債権回収状況のモニタリング 意見

40 高等学校授業料 各高等学校債権管理状況の学務課によるモニタリングの強化 意見

債権管理の所管変更時のタイムリーな移管 意見 -

履行確認未了債権の効率的な引継ぎ 意見 -

ケースファイルの管理を徹底すべき 結果 -

37 市営住宅維持管理負担収入 督促状及び催告状を送付すべき 結果

38 道路占用料 督促状を発送すべき 結果

高額滞納者への種類を誤った被保険者証の発行 結果 -

分割納付判定対象月のみの納付への対策 意見 -

25 墓地使用料 使用料滞納者に対する墓地の使用許可の取消への対応 意見 -

32 市場使用料、電気料等実費弁償金 滞納者に関する契約更新の可否 意見 -

29 児童育成収入 利用待機者と滞納者の公平性の考慮 意見

34 住宅家賃 強制執行による債権回収及び明渡しの要求を行うべき 結果

2 国民健康保険料 分割納付誓約書への分割納付理由の記載漏れ 結果

3 後期高齢者医療保険料 納付誓約書記載上の不備事例 結果

2 国民健康保険料 不十分な未済額全体に対する分割誓約基準 意見

3 後期高齢者医療保険料 後期高齢者医療保険料の分割納付のルールの整備 意見

28 児童福祉費負担金 保育所保育料の分割納付のルールの整備 意見

27 母子福祉資金元利収入、寡婦福祉資金元利収入 分割納付誓約書の条件未履行 意見 -

13 ホームヘルプサービス事業負担収入（高齢介護課） 債務者との交渉記録等の適切な保存 意見

19 生活保護費返還金等収入 交渉記録は交渉内容が検証できるよう記載すべき 結果

29 児童育成収入 滞納者と納付交渉を行うべき 結果

36 住宅資金貸付金回収金 滞納者と納付交渉を行うべき 結果

39 土地水面使用料 滞納債権についての積極的な回収努力を行うことの検討 意見

35 市営住宅駐車場使用料 適切な滞納整理を実施するべき 結果

37 市営住宅維持管理負担収入 適切な滞納整理を実施するべき 結果

26 動物保管実費弁償金、動物返還料 安易な分割納付の許可の疑義 意見 -

7 災害援護資金貸付金回収金 私債権回収のノウハウ（知識・技能）の共有化 意見 -

滞納者に対する措置

（３）１

納付交渉・徴収方法について

（４）１

（４）２

（４）３

（４）４

（４）５

国民健康保険料2

（２）１

調定・収納事務

債権管理事務の進捗管理

（１）１

債権管理の引継ぎ

督促・催告

生活保護費返還金等収入19
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NO 債権名 指摘の内容 結果 要約№

2 国民健康保険料
財産調査により発見した滞納額に満たない評価額の財産への対
応

意見 -

3 後期高齢者医療保険料 配偶者への滞納処分の検討 意見 -

3 後期高齢者医療保険料 財産調査と滞納処分の促進 結果

16 介護保険料 滞納処分を行うべき 結果

28 児童福祉費負担金 保育所保育料滞納者に対する財産調査と滞納処分の実施 結果

2 国民健康保険料 実質的な延滞金の収入未済額と徴収率の管理 意見

3 後期高齢者医療保険料 延滞金の収入未済額と徴収率の管理 意見

2 国民健康保険料 分割納付額計算への延滞金、督促手数料の反映漏れ 結果

3 後期高齢者医療保険料 平成25年度以前の延滞金・督促手数料の請求漏れ 結果

16 介護保険料 延滞金を徴収するべき 結果

27 母子福祉資金元利収入、寡婦福祉資金元利収入 違約金の徴収 意見 -

2 国民健康保険料 債務承認による時効の中断 結果

3 後期高齢者医療保険料 債務承認手続の不備事例 結果

16 介護保険料 納付誓約書の入手を行うべき 結果

18 老人保健医療費収入 速やかに時効中断手続を実施すべき 結果

19 生活保護費返還金等収入 交渉中の債権について適時に債務承認を行うべき 結果

29 児童育成収入 納付誓約書の入手を徹底すべき 結果

31 しごと支援施設使用料 分割納付誓約書の文書化 結果

4 更生援護資金貸付金回収金 実質的に回収が見込めない債権についての債権放棄を行うための基準の明確化 意見

6 同和更生生業資金貸付金回収金 実質的に回収が見込めない債権についての債権放棄を行うための基準の明確化 意見

10 ホームヘルプサービス事業負担収入（障害福祉課） 実質的に回収が見込めない債権についての債権放棄を行うための基準の明確化 意見

12 高齢者住宅整備資金貸付金回収金 実質的に回収が見込めない債権についての債権放棄を行うための基準の明確化 意見

13 ホームヘルプサービス事業負担収入（高齢介護課） 実質的に回収が見込めない債権についての債権放棄を行うための基準の明確化 意見

14 生活援助員派遣事業利用者負担金 実質的に回収が見込めない債権についての債権放棄を行うための基準の明確化 意見

27 母子福祉資金元利収入、寡婦福祉資金元利収入 実質的に回収が見込めない債権についての債権放棄を行うための基準の明確化 意見

36 住宅資金貸付金回収金 実質的に回収が見込めない債権についての債権放棄を行うための基準の明確化 意見

30 都市整備事業費 実質的に回収が見込めない私債権の不納欠損処理 意見

33 クリーンセンター収入 債権の消滅時点で不納欠損処理を行うべき 結果 -

16 介護保険料 適切な時効管理と不納欠損処理 結果

28 児童福祉費負担金 保育所保育料の時効管理と不納欠損処理 結果

34 住宅家賃 不納欠損処理は適切な債権放棄の手続きに基づいて実施すべき 結果 （８）３

2 国民健康保険料 減免の理由を証明する書類の提出を受けない減免の許可 意見 -

4 更生援護資金貸付金回収金 財務会計システムの貸付残高と個人別の貸付金台帳残高の相違 結果 -

7 災害援護資金貸付金回収金 国及び県への要望の継続 意見 -

32 市場使用料、電気料等実費弁償金 納付管理システムへのパスワードの設定 意見 -

減免・軽減

その他

時効の管理

（７）１

不納欠損処理

（８）１

（８）２

（６）２

財産調査・法的措置

（５）１

延滞金等

（６）１
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第２ 各論 

【１】土地建物貸付収入（資産統括局 公有財産課） 

１．概要 

（１）債権の種類 

公有財産課の管轄する普通財産の貸付料。地方自治法第 238 条の 5 第１

項、尼崎市公有財産規則の適用を受ける、賃貸借契約にもとづく私債権。 

 

（２）時効期間 

5年（民法第 169条） 

 

（３）制度の概要 

普通財産の貸付を受けようとする者は、一般競争入札による場合を除き、

公有財産貸付申請書を提出しなければならない。また、貸付料については、

固定資産評価額を基礎として決定される（尼崎市公有財産規則、尼崎市公

有財産規則の運用について）。 

 

（４）減免･軽減制度について 

普通財産は、公用、公共用又は公益事業の用に供するとき、その他市長

が公益上必要があると認めるときは、無償又は時価よりも低い価額で貸し

付けることができる（財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例第 4

条）。 

 

（５）債権の特徴 

普通財産の貸付料は、行政財産の使用料の納付時期の定め方に準じて決

定すべきものであり、期間が 1 年未満のもの及び貸付料の年額が 30,000 円

未満のものは契約時に一括前納しなければならないが、1 年以上で、かつ

年額 30,000 円以上のものについては分割納付させることも可能である。

（尼崎市公有財産規則の運用について、尼崎市行政財産使用料条例）。また、

貸付の期間が 1 年超の場合は、連帯保証を立てなければならない（尼崎市

公有財産規則）。 

なお、平成 27 年 3 月末時点における収入未済額は、納付期日の前に倒産

し、破産手続開始を申し立てた株式会社 Aに対する、土地貸付料である。 
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（６）調定・収納の状況 

① 調定･収納事務のフロー 

契約締結後、財務会計システムから、納入通知書を発行し、送付してい

る。なお、調定は、契約締結後、行っている。入金時には、担当者が納付

済通知書と銀行入金金額を照合して金額の一致を確かめたうえ、財務会計

システムに入金入力を行う。 

 

（７）債権管理の状況 

① 債権管理事務のフロー 

債権管理事務の対象となる債権は、平成 27 年 3 月 31 日現在、収入未済

額となっている株式会社 A 社への収入未済額 1 件のみである。当該債権は、

納付期日前に倒産し、破産手続開始を申し立てた事業会社に対する債権で

あるため、通常私債権の債権回収において行う督促、催告裁判所への申立

は行えない状況にある。 

 

② 滞納債権の管理体制 

普通財産の貸付担当の職員 1 名が、他の業務の傍ら当該滞納債権の管理

業務を行っている。 

 

③ 台帳の整備 

相手先別、納入通知書納付期日別に台帳（「普通財産貸付料調定額一覧

表」）管理を行っている。 
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（８）調定額､収入済額､不納欠損額､収入未済額（未収債権）､収納率の推移 

① 直近 3年間の推移 

(単位：千円)
区分 平成24年度 平成25年度 平成26年度

調定額 73,736 46,085 56,558
現年度分 73,736 46,085 56,558
過年度分 － － －

収入済額 73,736 46,085 56,144
現年度分 73,736 46,085 56,144
過年度分 － － －

不納欠損額 － － －
現年度分 － － －
過年度分 － － －

収入未済額 － － 414
現年度分 － － 414
過年度分 － － －

収納率 100.0% 100.0% 99.3%
現年度分 100.0% 100.0% 99.3%
過年度分 － － －  

 

（９）収入未済額の内訳（平成 27年 3月 31日現在） 

相手先 収入未済額（千円） 滞納月数（月） 摘要 現状

株式会社A 414 1
平成27年2月1日～
平成27年3月31日の
土地貸付料

平成27年6月15日付
で、破産手続開始通
知書を入手している

 

未収債権は株式会社 Aに対する土地貸付料のみである。 

市は、普通財産である機材等置き場用地の貸付について、株式会社 A と

平成 27 年 2 月 1 日付で、同日から平成 27 年 3 月 31 日の 2 ヶ月間を賃貸借

期間とする賃貸借契約を締結した。当該契約においては、貸付料の納付期

日は、2 月末日となっていた。その後、納付期日より前の平成 27 年 2 月 24

日付で、株式会社 A の代理人弁護士から破産手続開始申立の通知を受け、

その後、平成 27 年 6 月 15 日付で、株式会社 A の破産事件について、破産

手続開始の通知を裁判所から受けている。平成 27 年 9 月現在において当該

契約にかかる貸付料 414千円は全額未回収の状況となっている。 

市は、法人の清算が完了し法人格が消滅した後に配当を受けられなかっ

た未収債権について、不納欠損処理を行うことを検討している。 
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２．実施した監査手続 

（１）事務の概要把握 

債権管理事務の概要について質問し、関連資料の閲覧を行った。 

 

（２）合規性の検討 

関連法令、条例、規則、要綱等に準拠して事務が行われているかどうか

検討するため、事務の流れについて説明を受け、関連文書の閲覧を行った。 

 

（３）正確性の検討 

債権管理事務の正確性が確保されているかどうか検討するため、市が構

築している正確性確保のための仕組について説明を受けた。 

 

（４）有効性及び効率性の検討 

有効的かつ効率的に、事務が行われているかどうか検討するため、検討

対象である債権について担当者に質問し、関係書類の閲覧を行った。 

 

（５）公平性の検討 

債権管理事務が、法規に準拠し、公平に行われているかを検討するため、

検討対象である債権について担当者に質問し、関係書類の閲覧を行った。 

 

３．監査の結果及び意見 

（１）貸付料納付期限の条例規則違反（結果） 

当該債権に係る土地賃貸契約書によれば、契約期間は平成 27 年 2 月 1 日

から平成 27 年 3 月 31 日の 2 ヶ月であり、納付期日は契約期間開始より

1ヶ月が経過した 2月末日となっている。 

しかし、「尼崎市公有財産規則の運用について」は、普通財産の貸付のう

ち貸付期間が 1 年未満の契約について、貸付契約時に貸付料全額を納付さ

せることを定めている（尼崎市公有財産規則の運用について第 5 6（1）、

尼崎市行政財産使用料条例第 4 条、尼崎市公有財産規則の運用について第

4 3（3））。 

当該契約について貸付料全額を貸付契約時に納付させるべきであった。 
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【２】国民健康保険料（市民協働局 国保年金課） 

１．概要 

（１）債権の種類 

国民健康保険法、地方税法、国税徴収法を適用する強制徴収公債権。 

 

（２）時効期間 

2年（国民健康保険法 110条第 1項）。 

 

（３）制度の概要 

国民健康保険は、健康保険組合や共済組合などの保険に加入していない

人を被保険者として、保険者である市町村が被保険者の疾病、負傷、出産

又は死亡に関して必要な保険給付を行うものである。ただし、生活保護法

により、保護を受けている世帯等は加入対象にならない（国民健康保険法

第 2条、第 3条、第 6条）。 

保険者は、国民健康保険事業に要する費用に充てるため、世帯主から保

険料を徴収しなければならない（国民健康保険法第 76 条）。世帯主本人の

国民健康保険への加入の有無に関わらず、世帯の中に国民健康保険の加入

者がいる場合、世帯主は、その保険料を納付する必要がある。 

国民健康保険の医療給付費は、公費（国・県の補助金のほか市からの繰

入金）と保険料で負担しており、保険料総額は各市町村が、毎年医療費水

準等の見込みを勘案して定める仕組となっている。なお、保険料率は、保

険料の総額と加入者の世帯の所得の総額、人数、世帯数により算出される。 

 

（４）減免･軽減制度について 

保険料を計算する基準となった年度の世帯の合計総所得が世帯の被保険

者数に応じて定められている一定の額以下のときは、それぞれ均等割額、

平等割額の 7 割、5 割、2 割の軽減が受けられる（例：被保険者数 2 人で合

計総所得が 330 千円以下なら 7 割軽減、850 千円以下なら 5 割軽減、1,270

千円以下なら 2 割軽減となる）。なお、軽減の申請は不要である。 

また、火災などによる被災、失業･廃業、所得激減等の事情により、保険

料の支払が困難な場合は、申請により保険料の減免を受けることができる。 
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（５）債権の特徴 

国民健康保険の被保険者は、自営業者、年金生活者、非正規労働者等で

ある。制度的に、国民健康保険は、協会けんぽや健康保険組合、共済組合

等のほかの保険に比較して、被保険者の所得水準が低く、また、高齢者が

多いことから医療費水準が高いため、1 人当たりの総所得に対する保険料

の負担の割合が高い傾向にある。 

 

（６）調定・収納の状況 

① 調定･収納事務 

国民健康保険加入の手続により、国民健康保険システムへの登録が行わ

れ、同システムから作成される「収入調定表」をもとに、調定額、収入済

額、収入未済額、不納欠損額等を確定させている。 

収納整理業務については、コンビニ収納の収納整理業務は、プロポーザ

ル方式により選定委員会で選定された事業会社 A へ委託している。納付書

及び口座振替の収納整理業務は、随意契約により事業会社 B へ委託してい

る。 

まず、当該収納整理業務委託業者から、自主納付書、口座振替（自動払

込）による収入データを入手し、市の専用端末へ取り込む。次に、当該収

入データと会計管理室で作成された会計報告書の金額を公金収入日ごとに

照合し、漏れや重複のないことを確認の上、収入データの国民健康保険シ

ステム上で消し込み処理を行う。 

 

（７）債権管理の状況 

① 債権管理事務のフロー 

国民健康保険料の債権管理事務は次図のとおり行われている。 

滞納の早期解消のための対策として、1）滞納処分、2）短期被保険者証

（以下、「短期証」という）や被保険者資格証明書（以下、「資格証」とい

う）の交付、3）訪問徴収を実施している点が、当該債権管理事務の特徴で

ある。 
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滞納処分

自主納付書

毎月10日ごろ発送

口座振替

毎月末引落し
特別徴収

年金支給月天引き

納期内納付 未納付 振替完了 特徴完了振替不能

督促状

翌月20日ごろ発送

納付完了 未納付

財産調査

財産なし 財産あり

滞納処分

一部納付 納付完了

短期証交付

資格証交付

滞納明細

翌々月10日頃

訪問徴収

未納付 納付完了

納付折衝、増額・追納折衝による継続的な納付の確保

短期証・資格証交付 訪問徴収

納付完了

 

② 滞納債権の管理体制 

平成 26 年度は、国保年金課収納管理担当の 11 名（再任用 2 名、嘱託１

名、臨時 2 名を含む）の職員が収納管理業務（注１）を、同課収納推進担当

の 14 名の職員（再任用 1 名、嘱託 5 名、臨時 1 名を含む）が収納推進業務

（注２）を担当している。上記市職員のほかは、国民健康保険推進員（徴収

嘱託員）17 名が、滞納保険料の訪問催告業務の一部を担当している。なお、

滞納保険料の訪問催告業務及び口座振替加入勧奨等とそれに付随する業務、

電話催告業務については、プロポーザル方式により選定された事業会社 A

へ委託している。 

（注１） 収納管理業務：納付書及び口座振替関連事務等、納付環境の整備ならびに収納保険料

の管理業務等。 

（注２） 収納推進業務：納付相談受付及び滞納処分の実施等、保険料収納促進関連業務。 
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③ 台帳の整備 

国民健康保険への加入届の提出により、国民健康保険システムへ登録が

行われ、同システムにより納付書の作成、入金の消し込み、督促状・催告

書の作成、債権残高管理、滞納整理に関する情報の記録、被保険者証の交

付、訪問徴収の管理などを行っている。 

 

④ 督促・催告 

市では、6月期から 3月期の 10回で保険料を徴収している。 

尼崎市国民健康保険条例第 24 条により、納期（各月末日）が到来しても

納付のない世帯へは、翌月 20 日までに、督促状（納付書を兼ねる）を発送

している。 

このほか、年 3 回（8 月、12 月、3 月）、次表の滞納債権額を記載した催

告書（納付書を兼ねる）を滞納者へ送付している。 

送付月 催告書に記載する滞納債権額 

8月 前々年及び前年未済額 

12月 前年及び現年（6～9 月期）未済額 

3月 前年及び現年（6～12 月期）未済額 

 

⑤ 滞納者に対する措置（短期証や資格証の交付） 

市では、滞納国民健康保険料の早期解消のための施策のひとつとして、

「尼崎市国民健康保険料の滞納者に対する措置に関する要綱」に従い、短

期証や資格証を次表のとおり交付している。 

被保険者証の種類 交付の要件 

長期証（注 1） 

（有効期間 1 年） 

① 保険料の納付状況が当該年の 9 月期分まで完

納し、過年度保険料の二分の一以上を納付し

ている世帯 

② 納付誓約を誠実に履行している世帯 

短期証（注 2） 

（有効期間 4 ヶ月） 

長期証が交付された世帯以外の世帯（ただし資

格証が交付された世帯を除く） 

資格証（注 3） 

 

納期限から 1 年以上経過した保険料を特別な事

情なく滞納している被保険者 

（注1） 長期証は、通常の被保険者である。 

（注2） 短期証は長期証より有効期間が短いが、その期限内は長期証と同じ効力がある被保険者証

である。 

（注3） 資格証を使って医療機関等で受診した場合は、診療費をいったん全額自己負担とする必要

があり、後から保険給付分の支払を市役所窓口で申請することになる。ただし、滞納の状
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況によっては、保険給付から滞納している保険料を控除することがある。 

長期証

短期証

資格証

判定

12月1日～3月31日 4月1日～7月31日 8月1日～11月30日

履行確認 履行確認

随時解除

短期証世帯から一部新

規で資格証に切り替え

 

 

⑥ 滞納整理 

１）納付交渉・徴収方法について 

当該債権の主な納付交渉の手段は、ⅰ）訪問徴収、ⅱ）短期証や資格証

の交付による折衝機会の確保、ⅲ）財産調査後の納付指導の 3 本立てであ

る。納付交渉の結果、やむを得ない場合は一定の基準のもと、ⅳ）分割納

付による徴収を許可している。 

ⅰ）訪問徴収 

滞納の早期発見と早期解消のため、分割納付誓約をしていない世帯につ

いては納期を 2 ヵ月経過した後、分割納付誓約をしている世帯は不履行の

あった翌月に、該当世帯に対して、国民健康保険推進員及び委託業者によ

る臨戸訪問を実施している。なお、当該委託業者へは軽微な滞納の早期解

消のため電話催告業務も委託している。 

ⅱ）短期証・資格証の交付 

被保険者証の更新時には、有効期間が 4 ヶ月間の短期証を交付する前に、

短期証が交付されるすべての世帯主に対して、「短期証更新通知」を送付し、

納付折衝機会の確保及び分割納付による納付誓約の履行確保を図っている。

さらに、１年以上経過した保険料を特別な事情なく滞納している場合は資

格証を交付する。 

ⅲ）高額滞納者対策 

平成 25 年度からは、滞納総額が 1,000 千円を超える高額滞納者世帯に対

する財産調査を実施し、財産がある場合に自主的な納付を促す納付指導を

実施している。交渉が決裂した場合は差押の執行へ進む。平成 27 年度から

（平成 26 年度は一部先行実施）は高額滞納者対策を強化する追加施策とし

て、滞納処分の対象を滞納総額 100千円へ引き下げている。 
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ⅳ）分割納付誓約 

上記の納付交渉等により、納付義務者から納付困難の申出がある場合は、

「尼崎市国民健康保険料分割納付誓約基準」により、やむを得ない場合の

分割納付額として、現年度保険料を最大翌々年度の出納閉鎖までに完納で

きる計画を立てた上で分割納付額を設定、許可し、「国民健康保険料納付誓

約書」を作成している（下図参照）。翌年度の賦課決定後は、分割納付分と

新年度保険料の同時納付を原則としているが、分割納付額は被保険者の納

付可能額一杯で設定するため、どちらか一方が放置されることが多い。そ

のため市では、賦課決定時に未納が残り、同時納付が困難なときは、新年

度保険料を含む分割納付に関する手続きが再度必要である旨の説明を徹底

しつつ、被保険者の最新の経済状況に基づく納付計画の立案や、債務承認

による時効中断に努めている。 

 

 

２）財産調査・法的措置 

保険料等の納付が遅滞した場合に、督促状の送付により督促を行うが、

それでも納付しない場合は、納付義務者の預貯金等の財産調査を行い、徴

税吏員（保険料等の徴収担当者）は、滞納者の財産を差し押さえる義務が

ある（国民健康保険法第 79 条の 2、地方自治法第 231 条の 3 第 3 項、地方
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税法第 728条、国税徴収法第 141条、国税徴収法第 47条～第 81条）。 

市では、収納率向上のために、平成 25 年度から、預貯金を中心とした金

融機関への問い合わせによる財産調査の積極的な実施を開始している。財

産調査により財産を発見し、納付指導及び差押を行った実績は次表のとお

り、平成 25年度から大幅に伸びている。 

年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

件数（件） 37 15 15 19 79 115
効果額（千円） 11,603 6,343 4,622 5,875 51,729 75,980

件数（件） 3 6 3 3 16 28
効果額（千円） 2,459 6,406 1,184 1,180 16,710 5,660

件数（件） 40 21 18 22 95 143
効果額（千円） 14,062 12,749 5,806 7,055 68,439 81,640

納付指導

差押

滞納処分計
 

 

３）延滞金 

保険料の納付義務者は、納付期限後にその保険料を納付する場合におい

ては、当該保険料額にその納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、

当該金額が 2,000 円以上であるときは、当該金額につき、条例で定める割

合（特例基準割合。平成 26 年度は、納期限の翌日から 1 月を経過するまで

の期間について年 2.9%、以降は年 9.2%）を乗じて計算した金額に相当する

延滞金額を加算して納付しなければならない旨が定められている（ただし、

延滞金の金額が 1,000 円未満であるときは、その全額を切り捨てる）。なお、

災害その他特別の理由があると認められるものについて、特に必要がある

場合においては、その納付義務者の申請によって、保険料及び延滞金を減

免することができる（以上、尼崎市国民健康保険条例第 23 条、第 22 条よ

り）。 

 

４）執行停止 

財産調査の結果、「滞納処分をすることができる財産がない」、「滞納処分

をすることによってその生活を著しく窮迫させるおそれがある」、「その所

在及び滞納処分をすることができる財産がともに不明である」場合には、

職権により、滞納処分の執行を停止する。 

 

５）時効の管理 

国民健康保険料の時効期間は 2 年間である。時効の起算日は、原則は最

初の納付期限で、時効の中断の効果があるのは、督促状発送日、分割納付

誓約日などの債務承認日、一部入金日、差押期間、交付要求期間などであ
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る。市では、これらを国民健康保険システムにより管理している。 

 

６）不納欠損処理 

市は、毎年 3 月に、国民健康保険法第 110 条第 1 項により、時効により

消滅した債権について、局長決裁により不納欠損処理を行っている。直近

３年間の不納欠損の事由別推移は次表のとおりである。 

（単位：千円）
事由 平成24年度 平成25年度 平成26年度

時効完成 1,024,088 1,141,120 1,046,681
合計 1,024,088 1,141,120 1,046,681  

なお、平成 26 年度不納欠損の上位 5 位は次表のとおりである。 

順位 被保険者
不納欠損額

（千円）
不納欠損理由 決定年月日 年度

1 a 1,457 時効完成 平成27年3月31日 平成23年度分(過随分を含む)

2 b 1,385 時効完成 平成27年3月31日 平成21～平成23年度

3 c 1,295 時効完成 平成27年3月31日 平成21～平成23年度

4 d 1,282 時効完成 平成27年3月31日 平成21～平成23年度

5 e 1,150 時効完成 平成27年3月31日 平成21～平成23年度  

 

（８）調定額､収入済額､不納欠損額､収入未済額（未収債権）､収納率､徴収コ

ストの推移 

① 直近 3年間の推移 

(単位：千円)

区分 平成24年度 平成25年度 平成26年度
調定額 18,183,129 17,966,680 17,815,536

現年度分 11,777,343 11,587,269 11,746,741
過年度分 6,405,786 6,379,411 6,068,795

収入済額(調定外過誤納金を除く) 10,702,808 10,666,740 10,932,582
現年度分 10,220,197 10,131,593 10,365,425
過年度分 482,611 535,147 567,157

不納欠損額 1,024,088 1,141,120 1,046,681
現年度分 － － －
過年度分 1,024,088 1,141,120 1,046,681

収入未済額 6,456,233 6,158,819 5,836,273
現年度分 1,557,146 1,455,676 1,381,316
過年度分 4,899,086 4,703,143 4,454,957

収納率 58.86% 59.37% 61.37%
現年度分 86.78% 87.44% 88.24%
過年度分 7.53% 8.39% 9.35%  
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【収入未済額、収納率の現年度、過年度別のグラフ（３年推移）】 
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25.00%

35.00%

45.00%
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65.00%
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85.00%

0
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2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

平成24年度 平成25年度 平成26年度

収入未済額

過年度分

収入未済額

現年度分

収入未済額

過年度分

収納率 現

年度分

収納率 過

年度分

収納率 計

 

平成 24 年度から平成 26 年度にかけては、収入未済額は減少し、収納率

は上がっている状態である。 

 

②  阪神間近隣市との収納率の比較 

平成 25 年度の市の国民保険料の収納率は 87.44%であり、阪神近隣市と

比較して、低い状況にある。尼崎市は、国民健康保険加入者の年齢構成が

高いことから被保険者 1 人当たりの医療費が高く、一方で所得水準が低い

ことから、結果として、国民保険料負担率（＝加入者 1 人当たり平均保険

料／加入者 1 人当たり平均所得）が 15.84％（平成 26 年度）と重くなって

いることが主要な原因とのことである。なお、阪神間近隣 8 市（注）の平均

国健康保険料負担率は 12.56％である。 

（注）比較の対象として、担当課が利用している阪神間近隣 8 市（尼崎市のほか、神戸市、西宮

市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市（順不同））の平成 26 年度平均国民健康保

険料負担率値を記載している。 

 

グラフ貼り付け 
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84.00%
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③  目標収納率の設定 

市は、平成 19 年に策定した国民健康保険料の収納率向上のための「尼崎

市国民健康保険料収納対策緊急プラン」につき、評価を行うとともに、追

加施策及び施策の強化拡充を計画し、平成 24 年 12 月に新たな緊急プラン

（以下、「改定前緊急プラン」という）を策定していた。 

一方、兵庫県では平成 25 年 3 月に「第 2 期財政安定化支援方針」が策定

され、県下現年度収納率目標を 91.0％とし、前々年度からの改善状況及び

目標収納率の達成状況に応じて、（県）特別調整交付金の支援規模が決定さ

れることとなった。 

そこで、市においては、平成 29 年度の現年度収納率目標を 91.0％に上

方修正することを決定し、次表のとおりの目標収納率を、前述の緊急プラ

ンを改訂（以下、「改定後緊急プラン」という）し、定めている。 

86.78%

87.44%
88.02%

89.01%

90.00%

91.00%

(86.68%)   

(87.41%)   

(88.24%)   
(88.86%)   

(89.58%)   

(90.30%)   

86%

87%

88%

89%

90%

91%

92%

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

目標収納率の改定

改訂後

 

改訂前 
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④  国民健康保険事業費の推移 

国民健康保険事業費の推移は次表のとおりである。改定後緊急プラン促

進のため、最近 3 年間では、国民健康保険事業費総額が増加しているが、

収入総額も増加しており、結果として収入千円当たり徴収コストはほとん

ど変化していない。 

国民保健事業費　徴収コストの推移

平成24年度 平成25年度 平成26年度

事業費　A

徴収率向上特別対策費 2,192 2,509 2,808

保険料収納関係事務経費 89,999 91,334 103,519

滞納処分費 6,827 6,381 6,442

計 99,018 100,224 112,769

人件費　B

徴収率向上特別対策費 62,951 63,513 56,705

保険料収納関係事務経費 86,611 90,835 87,763

滞納処分費 3,404 2,987 2,985

計 152,966 157,335 147,453

合計　C（A＋B） 251,984 257,559 260,222

Ｃ財源内訳　一般財源以外

保険料収納関係事務経費 - - -

国庫支出金 2,645 146 -

その他 3,261 6,398 4,134

計 5,906 6,544 4,134

一般財源（千円） 246,078 251,015 256,088

収入済額(千円） 10,702,808 10,666,740 10,932,582

収入千円当たり徴収コスト
（円）

23.0 23.5 23.4
  

246,078

251,015

256,088

23.0 23.5 23.4

0.0
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248,000
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256,000

258,000

260,000

平成24年度 平成25年度 平成26年度

国民保健事業費 徴収コストの推移

一般財源（千円） 収入千円当たり徴収コスト(円）
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（９）収入未済額（未収債権）の滞納年数別内訳 

滞納年数 件数（件） 金額(千円）
1件当たり金額

（千円）

1年以内 79,258 1,381,316 17

1年超2年以内 67,093 1,144,792 17

2年超3年以内 63,726 1,119,967 18

3年超4年以内 37,804 787,916 21

4年超5年以内 33,805 727,369 22

5年超 30,212 674,913 22

合計 311,898 5,836,273 19  

金額構成

1年以内

1年超2年以内

2年超3年以内

3年超4年以内

4年超5年以内

5年超

 

国民健康保険料の時効は 2 年間であるが、時効を中断させている債権が

あるため、滞納年数が 2 年超の債権金額の割合が全体の 57％を占めている。 
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（１０）収入未済額上位 5位（平成 27 年 3月 31日現在） 

順位 被保険者 収入未済額（千円） 滞納月数（月） 摘要 滞納整理の現状

1 Ａ 3,906 69
平成21～平成26年度分
（平成24年度分除く）

平成21年度～平成25年度分2,011千
円については、平成25年6月に30千
円／回の分割納付誓約をしている

2 Ｂ 3,448 68 平成21～平成26年度分
平成21年度～平成25年度分3,359千
円については、平成26年2月に40千
円／回の分割納付誓約をしている

3 Ｃ 3,425 68 平成21～平成26年度分
平成21年度～平成26年度分3,662千
円について、平成26年7月に40千円
／回の分割納付誓約をしている

4 Ｄ 3,261 69 平成21～平成26年度分
平成21年度～平成26年度分3,524千
円について、平成26年11月に50千円
／回の分割納付誓約をしている

5 Ｅ 3,058 66 平成21～平成26年度分
平成21年度～平成26年度分3,135千
円について、平成26年7月に40千円
／回の分納誓約をしている

 

 

（１１）滞納月数が長い債権上位 5位（平成 27年 3月 31日現在） 

順位 被保険者 収入未済額（千円） 滞納月数（月） 摘要 滞納整理の現状

1 Ａ(あ） 3,906 69
平成21～平成26年度分
（平成24年度分除く）

平成21年度～平成25年度分2,011千
円については、平成25年6月に30千
円／回の分割納付誓約をしている

2 Ｄ（い） 3,261 69 平成21～平成26年度分
平成21年度～平成26年度分3,524千
円について、平成26年11月に50千円
／回の分割納付誓約をしている

3 う 2,803 69 平成21～平成26年度分
平成21年度～平成25年度分3,117千
円について、平成25年9月に20千円
／回の分割納付誓約をしている

4 え 2,628 69 平成21～平成26年度分
平成21年度～平成26年度分2,843千
円について、平成26年7月に25千円
／回の分割納付誓約をしている

5 お 2,612 69 平成21～平成26年度分
平成21年度～平成26年度分2,887千
円について、平成26年7月に32千円
／回の分納誓約をしている
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２．実施した監査手続 

（１）事務の概要把握 

債権管理事務の概要について質問し、関連資料の閲覧を行った。 

 

（２）合規性の検討 

関連法令、条例、規則、要綱等に準拠して事務が行われているかどうか

検討するため、事務の流れについて説明を受け、関連文書の閲覧を行った。

また、検討対象として抽出した、サンプル（注 1）について担当者に質問し、

関係書類の閲覧及び証拠書類との照合を行った。 

（注 1） 抽出したサンプルは、下記のとおりである。 

・収入未済額上位 5件、 

・滞納月数の長い債権 5件、 

・平成 26年度不納欠損処理をした上位 5件、 

・国民健康保険料納付誓約書綴りから任意に抽出した下記 26件、 

・平成 26年度｢国民健康保険料減免申請書｣2冊分 

 

被保険者 誓約対象保険料（千円）

1 74

2 1,989

3 640

4 71

5 524

6 219

7 225

8 211

9 2,077

10 72

11 1,243

12 1,848

13 2,533

14 1,079

15 2,751

16 1,575

17 123

18 378

19 1,257

20 2,204

21 1,368

22 1,051

23 1,005

24 1,468

25 1,159

26 1,545  

 

（３）正確性の検討 

債権管理事務の正確性が確保されているかどうか検討するため、市が構

築している正確性確保のための仕組について説明を受けた。 
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（４）有効性及び効率性の検討 

有効的かつ効率的に、事務が行われているかどうか検討するため、検討

対象として抽出したサンプル（（２）合規性の検証（注 1）参照）について担

当者に質問し、関係書類の閲覧及び証拠書類との照合を行った。 

 

（５）公平性の検討 

債権管理事務が、法規に準拠し、公平に行われているかを検討するため、

個別検討対象として抽出したサンプル（（２）合規性の検証（注 1）参照）に

ついて担当者に質問し、関係書類の閲覧及び証拠書類との照合を行った。 

 

３．監査の結果及び意見 

【分割納付について】 

（１）分割納付誓約書への分割納付理由の記載漏れ（結果） 

平成 26 年度国民健康保険料納付誓約書の綴り中から抽出したサンプルを

査閲したところ、次表のとおり 14 件については、同誓約書の誓約理由欄へ

の記入がなかった。 

 

被保険者 誓約対象保険料（千円） 誓約理由欄

1 74 記入なし

2 1,989 記入なし

3 640 記入なし

4 71 記入なし

5 524 記入なし

6 219 記入なし

7 225 記入なし

8 211 記入なし

9 2,077 記入なし

10 72 記入なし

11 1,243 記入なし

12 1,848 記入なし

13 2,533 記入なし

14 1,079 記入なし  

「尼崎市国民健康保険料分割納付誓約基準」には、「分割納付が収納率低

下の一因となっており、安易な分割納付誓約を避けるとともに、一定の基

準による窓口対応を行い、収納率向上と被保険者間の保険料負担の公平性

を確保する必要がある」旨が定められている。安易な分割納付誓約を避け、

保険料負担の公平性を確保するという観点からは、担当課は、分割納付誓

約者の主張する理由が、やむを得ず分割納付誓約を許可する理由として妥

当であることを確認の上、許可するべきである。 

担当課によると、分割納付の理由は、その都度口頭により確認している
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とのことである。しかし、上記事例のように国民健康保険料納付誓約書の

誓約欄にその記載が残っていなければ、被保険者が主張する分割納付の理

由について、市が「分割納付により徴収することがやむを得ない」と確認

の上許可しているのか否か、確かめることができない。また、分割納付誓

約を見直しする際には、前回、分割納付を申請した理由の変化の状況も勘

案のうえ、納付能力を再検討して見直すべきであるが、過去の分割納付の

申請理由の記録を確認できなくなる。 

このような事態を防ぐため、担当課は、国民健康保険料納付誓約書の誓

約理由欄への記載が漏れている場合は、分割納付誓約者へ、自ら同誓約書

の誓約理由を記載してもらうよう指導を徹底する必要がある。 

 

（２）不十分な未済額全体に対する分割誓約基準（意見） 

「尼崎市国民健康保険料分割納付誓約基準」（以下、｢分納基準｣という）

では、「分割納付額は、出納閉鎖（5 月末）までに、現年度保険料及び滞納

繰越分の全額を完納できる額とする」と規定し、それによれないときは、

現年度保険料額を基準とした分割納付誓約額の設定基準が定められている。 

現年度保険料額を基準とした分割納付誓約額の設定基準は、滞納世帯の

状況を分類し、「現年度保険料を最大で翌々年度の出納閉鎖までに各年度の

保険料と合わせて完納する計画を立て、分割納付額を設定する」というも

のである。 

平成 26 年度国民健康保険料納付誓約書の綴りの中から抽出したサンプル

26 件を査閲したところ、結果として、未収額全体を完納するには 60 ヶ月

以上かかると試算される案件が、次表のとおり発見された。 

平成
21年度

平成
22年度

平成
23年度

平成
24年度

平成
25年度

平成
26年度

（A)
計（B)

現年度
保険料
（A/C)

未済
全体額
（B/C）

9 318 390 286 223 258 603 2,077 35
平成26年

8月
18 60

15 474 298 501 － 1,048 394 2,715 30
平成26年

7月
14 91

12 585 375 252 148 107 380 1,848 25
平成26年

7月
16 74

16 40 103 323 322 320 467 1,575 20
平成27年

3月
24 79

13 363 518 486 508 269 388 2,533 20
平成26年

6月
20 127

完納に要する
月数

誓約対象保険料
（千円） 誓約

分納額
（千円）

（C)

分納
開始
年月

被保険者
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上記は、すべて現年度保険料の完納に要する月数（A/C 列参照）は 24 ヶ

月以内であり、「分納基準」には準拠している。しかし、未済額全体の完納

までの月数（B/C 列参照）は 60 ヶ月超となり、結果として、公平性が確保

されなくなるリスクや、（上表にはふくまれていないが）延滞金が加算され

る点や徴収コストが膨らむリスクが高まっている状況である。このような

リスクを防止するには、滞納処分など、「分納基準」以外の対策を講じると

ともに、安易に分割納付の期間を長期化すべきではなく、「分納基準」にお

いては、現状の現年度保険料完納までの期間に関するルールに加え、債務

者への未済額全体に対する分割納付額のルールを強化することが望まれる。 

 

（３）債務承認による時効の中断（結果） 

市では、分割納付分と新年度保険料は同時納付が原則としつつも、どち

らか一方が放置されることが多く、また、債務承認による時効中断をする

ため、毎年度分割納付誓約の見直しをするよう努めているとのことである。 

今回の調査においてサンプルとして抽出した滞納額の金額上位 5 名、滞

納期間の長期 5 名のサンプルのうち、次表は調査日現在（平成 27 年 9 月

18 日）において、1 年超、分割納付誓約の見直しがされていない状態で

あった。 

被保険者 保険料収入未済額（千円） 保険料の発生年度
調査日現在の

最終の分割納付誓約日

B 3,448 平成21～平成26年度 平成26年1月6日

E 3,058 平成21～平成26年度 平成26年7月3日  

 

市によると、B、E 共に納付自体が確保できておらず、納付相談の来庁は

あったものの、分割納付額の折り合いがつかず決裂となっているとのこと

で、現年度を含む分割納付額は、債務承認による時効中断ができていない

状態にある。また、預貯金の調査の結果、滞納処分を実施するだけの財産

を確認できていないとのことであった。 

市は、当該事例のような折衝が決裂し、放置されている債権について、

債務承認により時効の中断を行うとともに、より徹底した調査及び滞納処

分の実施により未済額を圧縮することが望まれる。 

 

【財産調査・差押について】 

（４）財産調査により発見した滞納額に満たない評価額の財産への対応 

（意見） 
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滞納者の財産調査を行い、預金を発見しているにもかかわらず、差押を

行わなかった案件が次表のとおり発見された。差押を行わなかった理由に

ついては、システム上の記載は確認できなかったが、担当課によると、平

成 25 年度の滞納処分開始当時は、財産調査により発見された財産の評価額

が滞納総額を越える滞納者が多く残存しており、そちらを優先的に処分し

ていたため、発見した預金が滞納総額を超えない当該事例については、差

押を行わなかったと思われるとのことであった。 

 

被保険者 保険料収入未済額（千円） 最近実施した財産調査 現在の状況

a
（資格証）

1,457
平成25年度に、A銀行の預金
865千円を発見している。

時効完成により、平成26年度に平成23年度の
保険料1,457千円を不納欠損処理。

C 3,425
平成25年度に実施し、B銀行の
預金674千円を発見している。

平成26年7月に、平成21年度から平成26年度
の保険料総額3,662千円に対して分割納付誓
約を締結している。

 
保険料等の納付が遅滞した場合に、督促状の送付により督促を行っても

納付しない場合は、納付者の預貯金等の財産調査を行い、徴税吏員（保険

料等の徴収担当者）は、滞納者の財産を差し押さえなければならない（地

方税法第 728 条）。また、財産調査の結果、差押可能な財産を発見した場合

は、自主納付を促すことができるし、仮に自主納付の交渉が決裂したとし

ても差押の執行により時効中断の効力がある（地方税法第 18 条第 3 項、民

法第 147条）。 

しかし、上記事例 a は、財産調査の上発見した財産について、差押を実

施せず、また、債務承認も実施できなかったため、滞納額 1,457 千円全額

について時効が完成し、平成 23 年度の債権額が平成 26 年度に消滅してし

まった。事例 C は、平成 26 年 7 月には 1 回当たり 40 千円の分割納付誓約

を締結しているものの、最近 5 年間の年間納付実績は 90 千円から 180 千円

であり、現状の納付額が続けば、毎年の年間調定額を超える納付がなく、

全額回収が非常に困難な状態に陥っている。また、債務承認がとれなく

なった時点で時効が中断できなくなり、時効が完成するリスクがある。 

このような事態を防止するため、差押禁止財産（滞納者の最低生活の保

障等の理由から法律上差押が禁止されている財産。徴収税法第 75 条～78

条。）を除いては、差押に係る滞納処分費及び当該債権に優先する他の地方

自治体の債権の合計額を超える見込みがない場合（国税徴収法第 48 条第 2

項）などを除いて、たとえ、滞納総額未満の評価額であっても、財産調査

の結果、財産を発見した場合は、納付指導により自主納付を促し、それで

も納付のない場合は、速やかに差押を行い、滞納整理を進めるべきである。 
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【延滞金、督促手数料について】 

（５）実質的な延滞金の収入未済額と徴収率の管理（意見） 

延滞金は、収入時に調定されることから、国民健康保険システム上、個

別の滞納者の延滞金の算定は可能であるが、一定時点における延滞金総額

の集計機能がなく、担当課は、保険料にかかる実質的な延滞金収入未済額

総額や実質的な徴収率を把握していない。 

延滞金の趣旨が、期限内に国民健康保険料を納付している市民と滞納し

ている市民との公平を図るところにある点から、延滞金についても、国民

健康保険料と同様に、目標をもって徴収率を向上させる意識を持つことが

重要である。国民健康保険システムのシステム改修のタイミングにおいて、

市全体の実質的な収入未済額総額や実質的な徴収率について目標の指標を

設定し、当該指標と実績との比較により、徴収率向上のための対策を検討

する体制を整備することが望まれる。 

 

（６）分割納付額計算への延滞金、督促手数料の反映漏れ（結果） 

国民健康保険料納付誓約書を作成する場合に、同誓約書には、誓約対象

保険料とともに、督促手数料や延滞金を記載する欄はある。しかし、督促

手数料については特段の根拠なく、延滞金については、納付折衝時に尼崎

市延滞金減免要綱に定める減免要件である困窮状態等であることを聞き取

り、減免しているとのことで、納付誓約入力の際に、国民健康保険システ

ムのプログラム上、延滞金の計算がされない設定になっていることから、

延滞金、督促料を分割納付額に含めない同誓約書が作成されることとなり、

それを市は許可している。さらに、分割納付誓約額を国民健康保険システ

ムへ入力する時点で、これまでに発生している督促手数料及びこれまでに

実質的に発生している延滞金が同システムの債権額として含められていな

い状況である。 

延滞金（尼崎市延滞金減免要綱に定める減免にかかる手続がされている

ことが明確である延滞金を除く）や督促手数料についても、国民健康保険

システム上、債権として管理し、分割納付誓約者へ請求することが必要で

ある。改善については、国民健康保険システムのシステム改修のタイミン

グにおいて、システム上、延滞金や督促手数料を計算できる仕組を構築す

ることが考えられる。 

 



53 

 

【被保険者証の更新について】 

（７）高額滞納者への種類を誤った被保険者証の発行（結果） 

市では、既述のとおり、滞納国民健康保険料の早期解消のための施策の

ひとつとして、保険料の納付状況が当該年の 9 月期分まで完納し、過年度

保険料の二分の一以上を納付している世帯、あるいは、納付誓約を誠実に

履行している世帯以外の滞納世帯に対しては、長期証ではなくて、短期証

を交付し、納期限から 1 年以上経過した保険料を特別な事情なく滞納して

いる被保険者へは資格証を交付することと定めている。 

平成 25 年度から、平成 26 年度にかけて、現年度調定額（770 千円、632

千円）及び過年度の滞納額につき、全く納付のない状態でありながら、平

成 27 年 2 月に資格証対象から除外され、短期証に更新された事例が発見さ

れた。 

被保険者 保険料収入未済額（千円）

B 3,448  

担当課によると、平成 27 年 2 月 25 日に来庁して、70 千円の納付誓約と

納付誓約とは別の 400 千円の一括納付を口約束した後に、市担当者が端末

操作を誤ったため、システム上、平成 27 年 2 月 27 日の電算一括処理で資

格証対象から自動除外されてしまい、短期証世帯に変更されてしまった。

その後、70 千円の納付誓約も 400 千円の一括納付もされることはなかった。 

ただし、被保険者証については、B の来庁があったものの納付交渉が決

裂し、結果的に発行された短期証の引渡しはされていないとのことである。 

現状の国民健康保険システムでは、過去からの滞納額の推移を一瞥して

確認できる画面がなく、保険証の種類と滞納状況の関係性を確認できない。

しかし、今後このような発行誤りを防ぐために、少なくとも高額滞納者に

ついては、被保険者証の発行が市のルールどおりに適切に行われているか

否かを管理できる表の作成等により常時モニターする仕組を構築すること

が必要である。 

 

（８）分割納付判定対象月のみの納付への対策（意見） 

次表事例については、ある月に限り納付があるのみで、毎年の納付額が

現年度調定額を大きく下回っているにもかかわらず、長期証が交付されて

いたことが発見された。 
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平成21
年度

130
平成22
年度

120
平成23
年度

40
平成24
年度

60
平成25
年度

130
平成26
年度

110

平成23
年度

50
平成24
年度

100
平成25
年度

30
平成26
年度

50
平成27
年度

68

有無

誓約日

平成21
年度

250
平成22
年度

175
平成23
年度

150
平成24
年度

120
平成25
年度

240

平成23
年度

120
平成24
年度

140
平成25
年度

60

有無

誓約日

2,803

平成21
年度

40
平成22
年度

110
平成23
年度

30
平成24
年度

45
平成25
年度

15

平成23
年度

25

有無

誓約日

平成21
年度

60
平成23
年度

55
平成24
年度

50
平成26
年度

120
平成26
年度

125

平成24
年度

60
平成25
年度

130

有無

誓約日

未済額（千円） 545 528

512 574

125

平成26年6月27日 平成26年6月27日

有 有

納付なし

納付額合計（千円） 60 － 115 180 120

保険料の発生年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

納付年度と納付額（千円） 納付なし

有 有 有

461

直近の
納付誓約

有

平成26年6月27日 平成26年6月27日 平成26年6月27日 平成26年6月27日

平成24年度 平成25年度 平成26年度

交付した保険証 不明 不明 短期証 長期証 短期証 長期証

432 332 454 336

年間調定額（千円） 605 528 547

－

年間調定額（千円） 527 582 604 588 565

え

平成27年6月15日 平成27年6月15日 平成27年6月15日 平成27年6月15日

被保険者
平成27年3月末

現在
未済額（千円）

202

直近の
納付誓約

有 有 有 有 有 有

平成27年6月15日 平成27年6月15日

平成26年度

交付した保険証 不明 不明 短期証
短期証/資格証

/短期証
長期証 短期証

202

う

2,628

保険料の発生年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

平成26年7月3日 平成26年7月3日 平成26年7月3日

平成24年度 平成25年度

納付年度と納付額（千円）

納付額合計（千円） 40 135 30 45 15

未済額（千円） 487 447 574 543 550

平成26年7月3日

被保険者
平成27年3月末

現在
未済額（円）

693

直近の
納付誓約

有 有 有 有 有 有

平成26年7月3日 平成26年7月3日

未済額（千円） 430 395 440 570 530

納付年度と納付額（千円） 納付なし

納付額合計（千円） 250 295 290 180 240 －

交付した保険証 長期証 長期証 長期証 長期証 長期証 長期証

年間調定額（千円） 680 690 730 750 770 693

E 3,058

保険料の発生年度 平成21年度

有

平成27年7月10日 平成27年7月10日 平成27年7月10日 平成27年7月10日 平成27年7月10日 平成27年7月10日

直近の
納付誓約

有 有 有 有 有

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

未済額（千円） 550 520 590 643 589 533

被保険者
平成27年3月末

現在
未済額（円）

平成25年度 平成26年度

交付した保険証 長期証 短期証 長期証 長期証

納付年度と納付額（千円）

納付額合計（千円） 130 170 140 90

長期証 長期証

年間調定額（千円） 680 690 730 733 769 711

180 178

被保険者
平成27年3月末

現在
未済額（千円）

C 3,425

保険料の発生年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

 

 

尼崎市国民健康保険の滞納者に対する措置に関する要綱により、「納付誓

約を誠実に履行している世帯」へは、長期証が交付されることが定められ

ている。また、「未納が有れば短期証の可能性がある」と滞納者へ説明して
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いるとのことである。 

現在、市では、契約開始月から特定月までの期間に 100％の納付の事実

がある場合や、誓約額未満の納付であっても、継続して納付されている事

実がある場合は、「納付誓約を誠実に履行」していると国民健康保険システ

ム上判断され、長期証の交付対象となっていることから、上記事例につい

ては、長期証が交付されているとのことである。 

当該事例についての長期証の交付は、形式的にはルール違反ではない。

しかし、実質的には、長期証の交付を受けるために、悪意を持って、判定

月間のみ保険料を納付し、その他の月は保険料を滞納している可能性があ

る。 

国民健康保険の被保険者間の負担の公平性の観点から、一定の滞納者に

対して短期証を交付することとしている趣旨から考えるに、「納付誓約の誠

実な履行」の判定期間を、各年度の調定額に対する納付割合など、様々な

判定条件を導入し、現状のように当年度のみに限定しないことが望まれる。 

 

【減免について】 

（９）減免の理由を証明する書類の提出を受けない減免の許可（意見） 

「尼崎市国民健康保険料の減免及び徴収猶予の取扱要領」には、「保険料

の減免を受けようとする世帯主は、保険料減免申請書に次の書類を添えて

市長に提出しなければならない（以下、省略）失業及び廃業：雇用保険受

給資格証（写し)又はこれに代わるもの(以下省略)」と定められているが、

平成 26 年度｢国民健康保険料減免申請書｣綴り 2 冊を査閲したところ、失業

の事実を示す添付書類を確認していないが減免を許可している案件が次表

のとおり発見された。 

1 失業 添付書類なし

2 失業 添付書類なし

3 失業 添付書類なし

被保険者
減免の
理由

減免の理由を証明
する添付書類

 

 

担当課によると、失業証明書を交付しないような職場で就労している者

も少なくないため、「失業・廃業減免の一部取扱いの変更について（市民局

市民部部長決裁。平成 19 年 3 月 12 日回議終了。）」を根拠として雇用保険

受給資格者証及び廃業届の提示がない場合に、「世帯主の事実申立」欄の署
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名をもって減免を許可しているとのことであった。 

現状では、失業による減免申請を受けた場合、添付書類の確認が漏れて

いるのに減免を許可してしまったのか、雇用保険受給資格者証及び廃業届

の提示を説明したが、提示が不可能である理由を確認の上、書類なしだが

「世帯主の事実申立」欄の署名をもって、減免を許可したのかが、書類上

からは不明である。失業の事実を証明する雇用保険受給資格者証及び廃業

届の添付が出来ない理由を本人に減免申請書に記載してもらい、その理由

が妥当なものであるかどうか検討のうえ減免を許可することが望まれる。 
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【３】後期高齢者医療保険料（市民協働局 後期高齢者医療制度担当） 

１．概要 

（１）債権の種類 

高齢者の医療の確保に関する法律、国税徴収法、地方税法を適用する強

制徴収公債権。 

 

（２）時効期間 

2年（高齢者の医療の確保に関する法律第 160条） 

 

（３）制度の概要 

後期高齢者医療に要する費用に充てるため、兵庫県後期高齢者医療広域

連合が被保険者に賦課した保険料額を、市町村が徴収する制度（高齢者の

医療の確保に関する法律第 104 条 1 項、2 項）で、制度開始は平成 20 年 4

月である。 

被保険者は、①兵庫県後期高齢者医療広域連合の区域内で尼崎市に住所

を有する 75 歳以上の者、もしくは②兵庫県後期高齢者医療広域連合の区域

内で尼崎市に住所を有する 65 歳以上 75 歳未満の者であって、厚生労働省

令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の兵庫

県後期高齢者医療広域連合の認定を受けた者である（同法第 50 条）。 

 

【後期高齢者医療制度の仕組】 

後期高齢者医療制度の仕組は下図のとおりである。 

 
（出所：兵庫県後期高齢者医療広域連合 HP） 
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兵庫県後期高齢者医療広域連合とは、県内のすべての市町が加入する地

方自治法に基づく特別地方公共団体であり（兵庫県後期高齢者医療広域連

合規約第 2 条）、被保険者の資格の管理、保険料の賦課に関する事務その他

の事務を実施している（同規約 4条）。 

兵庫県後期高齢者医療広域連合が保険料の賦課決定を行うのに対し、市

町村は、被保険者からの徴収業務を行い、兵庫県後期高齢者医療広域連合

に対して徴収した保険料その他徴収金を納付する（同法 105 条、兵庫県後

期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例 22条）。 

また、兵庫県後期高齢者医療広域連合は市町村から職員派遣を受けて運

営されている団体であり、兵庫県下での保険料目標収納率を設定する等、

市町村の徴収業務のモニタリング業務も担っている。 

 

（４）減免･軽減制度について 

り災、所得激減、低所得者等については、条例の定めにより、保険料の

減免・徴収猶予規定がある（高齢者の医療の確保に関する法律第 111 条、

兵庫県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例第 19 条並びに

20 条）。ただし、尼崎市においては実務上徴収猶予を行っていないとのこ

とである。 

所得額に応じた軽減制度として、同一世帯の被保険者と世帯主の総所得

金額に応じて一定割合で均等割額が 2 割から 9 割軽減され、所得割額の算

定基準となる所得が 58 万円以下の場合は、所得割額が 5 割軽減となるとい

う制度がある。 

また、制度に加入する前日に、被用者保険の被扶養者であった場合は、

申請により均等割額が 9割軽減となる。 

 

（５）債権の特徴 

後期高齢者医療保険料徴収の方法としては、特別徴収（老齢等年金給付

から天引きにより保険料を徴収する方法）及び普通徴収（納入の通知によ

り口座振替もしくは納付書による納付の方法で保険料を徴収する方法）が

定められている（高齢者の医療の確保に関する法律第 107条）。 

また、国民健康保険制度では保険料の納付義務者が世帯主又は組合員と

定められている（国民健康保険法第 76 条第 1 項）のに対し、後期高齢者

医療制度では、普通徴収による場合には被保険者のほか世帯主及び配偶者

の一方にも連帯納付義務が課されている点に特徴がある。（高齢者の医療の
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確保に関する法律第 108条） 

 

（６）調定・収納の状況 

① 調定･収納事務のフロー 

兵庫県後期高齢者医療広域連合から「保険料額決定通知書」を、市から

「納入額決定通知書」を送付（7月中旬） 

  ↓ 

保険料納付開始（7月末日納期限より） 

  ↓  

金融機関から市の会計管理室を通じて送付された納付済通知書、口座振替

結果データ及び年金からの特別徴収結果データを、市の後期高齢者医療制

度システム（以下「市システム」）に入力 

  ↓ 

市システムに入力された収納額と兵庫県後期高齢者医療広域連合システム

（注）の賦課額の一致を確認（年度末） 

（注）市では、市システムを操作する端末のほか、兵庫県後期高齢者医療広域連合システム情報

を操作する端末の 2種類を有している。 

 

（７）債権管理の状況 

① 債権管理事務のフロー 

督促状送付（納付期限から 20日目頃） 

  ↓ 

催告書送付（毎年 8月・2月頃） 

  ↓ 

電話・訪問による納付交渉（督促状・催告書送付と並行して実施） 

 （短期被保険者証となる者には、切替時期に納付相談に来庁するよう 

通知している） 

 

② 滞納債権の管理体制 

後期高齢者医療制度担当職員 1 名、臨時職員 2 名が管理業務・納付交渉

を行っている。 

 

③ 台帳の整備 

兵庫県後期高齢者医療広域連合からの被保険者資格取得情報を基に、市

システムへの登録が行われ、同システムにより、賦課徴収業務、調定額、

納付額の管理のほか、交渉記録や納付書の送付等に関する記事の記録を

行っている。 
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④ 督促・催告 

督促状（納付書兼用）・催告書（納付書兼用）を被保険者に対し送付する

ことにより、督促・催告を実施している。督促状には時効中断の効果があ

る（地方自治法 236 条 4 項）。8 月と 2 月に、前期未納者（督促状発送対象

者）と分割納付誓約者を除いた全件について催告状を作成し、発送してい

る。 

 

⑤ 滞納者に対する措置（短期被保険者証や資格証の交付） 

滞納保険料の早期解消のための施策のひとつとして、「兵庫県後期高齢者

医療広域連合における資格証明書及び短期被保険者証に関する考え方（平

成 21 年 3 月 25 日連絡調整会議資料）」に従い、短期被保険者証を次表のと

おり交付している。 

被保険証の種類 交付の要件 

一般証 

（有効期間 1 年

間） 

前々年度賦課以前の未納がなく、前年度賦課保険料の

うち、納期到来分の滞納が 3期未満の場合 

短期被保険者証
（注 1） 
（有効期間 6 ヶ

月） 

１）前年度賦課保険料のうち、納期到来分に 3 期以

上の滞納がある場合（前年度加入月数が 4 ヶ月

以下の者を除く）。 

ただし、次の事項のいずれかに該当する被保険

者は交付対象から除外する 

ⅰ）分割納付により納付履行中であり、その滞納の

額に著しい減少が見込まれるとき 

ⅱ）前号にあげる場合のほか、短期被保険者証を交付

することが適当でないと広域連合長が認めると

き 

２）前々年度賦課以前の保険料で不納欠損になってい

ない未納が 1 期以上ある場合。 

資格証明書（注 2） 

 

兵庫県後期高齢者医療広域連合は、運用として資格証

明書の発行は行っていない。 

（注1） 短期被保険者証は一般証より有効期間が短いが、その期限内は一般証と同じ効力がある保険

証である。 

（注2） 資格証明書を使って医療機関等で受診した場合は、診療費をいったん全額自己負担とする必

要があり、後から保険給付分の支払を市役所窓口で申請することになる。 

 

⑥ 滞納整理 

１）納付交渉・徴収方法について 
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臨時職員が電話や文書で、納付相談に来庁するように連絡し、来庁した

ら、正規職員が納付交渉を行う。納付する意思はあるが、体調不良により

金融機関へ行けない場合は、職員が集金と口座振替の手続をするよう説明

するために訪問する。 

また、経済的困窮、病気、けが、所得激減等により本来の納期に納付で

きない場合には、債務者からの分割納付誓約書の提出により、分割納付を

することを承認している。 

 

２）財産調査・法的措置 

保険料等の納付が遅滞した場合に、督促状の送付により督促を行うが、

それでも納付しない場合は、納付者の預貯金等の財産調査を行い、徴料吏

員（保険料等の徴収担当者）は、滞納者の財産を差し押さえることができ

る（高齢者の医療の確保に関する法律第 113 条、地方自治法第 231 条の 3

第 3項）。 

平成 26 年度まで財産調査を実施していないため、差押の実績はない。平

成 27 年度からは、国保年金課において、後期高齢者医療被保険者の預貯金

調査を実施することとした。5 月に高額滞納者 18 人、折衝できていない者

19 人の合計 37 人につき調査を依頼した。平成 27 年 11 月末現在において

は、債権差押 1 件、債権差押通知後の自主納付 1 件、交付要求 2 件の実績

がある。 

 

３）延滞金 

被保険者又は連帯納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合

においては、当該保険料の金額が 2,000 円以上であるときは、当該金額に

その納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年 14.6%（注）の割合を

乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならな

い。ただし、延滞金の金額が 1,000 円未満であるときは、その全額を切り

捨てる。（尼崎市後期高齢者医療に関する条例第 7 条より要約）。なお、尼

崎市後期高齢者医療に関する条例付則において、特例基準割合の採用が規

定されている。 

また、延滞金について減免の定めはない。 

市では、平成 25 年度以前については分割納付誓約をしている保険料につ

いては延滞金を徴収していなかったが、平成 26 年度から、分割納付誓約対

象の保険料についても延滞金の徴収を開始している。 
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（注）当該納期限の翌日から 1月を経過する日までの期間については、年 7.3% 

 

４）執行停止 

財産調査の結果、「滞納処分をすることができる財産がない」、「滞納処分

をすることによってその生活を著しく窮迫させるおそれがある」、「その所

在及び滞納処分をすることができる財産がともに不明である」場合には、

職権により滞納処分の執行を停止し、その状態が 3 年間継続した場合は納

付義務が消滅することが、地方税法第 15 条の 7 第 1 項各号、4 項に定めら

れている。 

市では、これまでは財産調査を行えていなかったこともあり、執行停止

を実施したことはないとのことである。 

 

５）時効の管理 

保険料の時効期間は 2 年間である。時効の起算日は、原則は最初の納付

期限で、時効の中断事由は、督促状発送、分割納付誓約などの債務承認、

一部入金、差押、交付要求などである。 

市では、時効が到来する前に市システムから通知があり、これに従って、

職員が電話催告を実施している。 

 

６）不納欠損処理 

市は、高齢者の医療の確保に関する法律第 160 条により、時効完成を理

由として不納欠損を行っている。直近 3 年間の不納欠損は次表のとおりで

ある。 

（単位：千円）
事由 平成24年度 平成25年度 平成26年度

時効完成 10,611 19,020 8,176  

平成 25 年度は、時効が完成しており不納欠損処理すべき債権を整理した

ため、平成 24 年度に比較して、時効完成による不納欠損額が増加している。

また、平成 25 年度以降、戸別訪問や納付相談等を積極的に行い、さらに平

成 26 年度からは分割納付分の保険料の収入確認を毎月実施し、残金につい

て時効の完成前に納付相談を行い、再度分割納付誓約の手続きを行うなど

した結果、平成 26 年度には、時効完成による不納欠損額が、平成 24 年度、

平成 25年度と比較して大幅に減少している。 
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平成 26年度の不納欠損額上位 5位は次表のとおりである。 

順位 被保険者 不納欠損額（千円） 不納欠損理由 決定年月日 年度

1 K 312 時効完成 平成27年3月31日 平成21年度・平成23年度・平成24年度分
2 L 227 時効完成 平成27年3月31日 平成22～平成23年度分
3 M 215 時効完成 平成27年3月31日 平成23～平成24年度分
4 N 211 時効完成 平成27年3月31日 平成20～平成22年度分
5 O 191 時効完成 平成27年3月31日 平成22～平成23年度分  

 

（８）調定額､収入済額､不納欠損額､収入未済額（未収債権）､収納率、徴収

コストの推移 

直近 3 年間の調定額、収入済額、不納欠損額、収入未済額（未収債権）、

収納率推移は、次表のとおりである。 

(単位：千円)

区分 平成24年度 平成25年度 平成26年度
調定額 3,729,527 3,808,238 3,997,348

現年度分 3,660,336 3,731,901 3,929,702
過年度分 69,191 76,337 67,647

収入済額(調定外過誤納金を除く) 3,641,743 3,720,548 3,920,228
現年度分 3,621,565 3,697,653 3,897,005
過年度分 20,179 22,895 23,223

不納欠損額 10,611 19,020 8,176
現年度分 － － －
過年度分 10,611 19,020 8,176

収入未済額 77,172 68,670 68,945
現年度分 38,771 34,248 32,697
過年度分 38,401 34,422 36,248

収納率 97.6% 97.7% 98.1%
現年度分 98.9% 99.1% 99.2%
過年度分 29.2% 30.0% 34.3%  

 

平成 26 年度尼崎市及び阪神間近隣市(注)の収納率の状況は次表のとおり

である。 

（注）比較の対象として、担当課が利用している阪神間近隣 7 市（尼崎市のほか、西宮市、芦屋

市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市（順不同））の平成 26 年度保険料収納率を記載して

いる。 

 

 尼崎市 A市 B 市 C市 D市 E市 F市 

現年度分 99.1％ 99.3% 99.4% 99.6% 99.3% 99.3% 99.7% 

滞納繰越分 34.3% 56.7% 53.9% 35.6% 45.4% 30.2% 29.6% 

尼崎市の収納率は近隣他市と比較するとやや低い水準である。 



64 

 

後期高齢者医療事業費の推移は次表のとおりである。 

【後期高齢者医療事業費　徴収コストの推移】
（単位：千円）

平成24年度 平成25年度 平成26年度予算

事業費　A

旅費 － 1 70

需用費 2,318 2,800 2,753

役務費 6,198 6,126 8,003

委託料 538 475 564

計 9,054 9,402 11,390

人件費　B

職員人件費 14,213 14,826 14,389

嘱託等人件費 5,562 6,656 5,796

計 19,775 21,482 20,185

合計　C（A＋B） 28,829 30,884 31,575
Ｃ財源内訳　一般財源以外

計 － － －

一般財源 28,829 30,884 31,575

収入済額 3,651,216 3,728,747 3,927,464
収入千円当たり 徴収コス

ト（単位：円）
7.9 8.3 8.0

28,829

30,884 31,575

6

7

7

8

8

9

9

10

10

8,000

13,000

18,000

23,000

28,000

平成24年度 平成25年度 平成26年度予算

後期高齢者医療事業費 徴収コストの推移

一般財源

収入千円当たり 徴収コスト（単位：円）

（単位：千円）（単位：千円）
（単位：円）

 

直近 3 年間においては、後期高齢者医療事業費総額は微増しているが、

これは制度開始より数年が経過したことにより、徴収業務に注力できる体

制となったことが主要な要因である。収入済額が年々増加しており、結果

として収入千円当たり徴収コストはほとんど変化していない。 
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（９）収入未済額（未収債権）の滞納年数別内訳 

  

保険料の時効は 2 年間であるが、時効の中断を図っているものがあるた

め、滞納年数が 2年超の債権が 25％程度存在している。 

 

（１０）収入未済額上位 5位（平成 27年 3月 31日現在） 

順位 被保険者 収入未済額（千円） 滞納月数（月） 摘要 滞納整理の現状

1 A 1,904 36 平成23～平成26年度分
平成23～平成25年度分について、平
成26年6月に30千円/月の分割納付
誓約をしている

2 B 1,119 38 平成23～平成26年度分
平成23～平成25年度分について、平
成26年5月に10千円/月の分割納付
誓約をしている

3 C 1,016 29 平成22～平成26年度分
平成22～平成26年度分について、平
成27年3月に20千円/月の分割納付
誓約をしている

4 D 1,020 34 平成21～平成26年度分
平成21～平成26年度分について、平
成26年12月に7千円/月の分割納付
誓約をしている

5 E 1,010 18 平成24～平成26年度分
平成24～平成26年度分について、平
成26年11月に70千円/月の分割納付
誓約をしている  

 

（１１）滞納月数が長い債権上位 5位（平成 27年 3月 31日現在） 

順位 被保険者 収入未済額（千円） 滞納月数（月） 摘要 滞納整理の現状

1 F 31 67 平成21年度分
平成21～平成26年度分について、平
成26年12月に7千円/月の分割納付
誓約をしている

2 G 9 65 平成21年度分
平成21～平成26年度分について、平
成26年10月に16千円/月の分割納付
誓約をしている

3 H 16 60 平成20～平成22年度分
被保険者死亡、引き続き催告書送付
中

4 I 1 55 平成22年度分
平成25年度末に生活保護受給開始、
引き続き催告書送付中

5 J 12 54 平成22年度分 催告書送付中

 

 

滞納年数 件数（件） 金額（千円）
1年以内 2,759 32,697
1年超2年以内 1,890 19,260
2年超3年以内 765 11,640
3年超4年以内 225 4,242
4年超5年以内 26 1,004
5年超 10 102

合計 5,675 68,945
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２．実施した監査手続 

（１）事務の概要把握 

債権管理事務の概要について質問し、関連資料の閲覧を行った。 

 

（２）合規性の検討 

関連法令、条例、規則、要綱等に準拠して事務が行われているかどうか

検討するため、事務の流れについて説明を受け、関連文書の閲覧を行った。

また、検討対象として抽出した、サンプル（注１）について担当者に質問し、

関係書類の閲覧及び証拠書類との照合を行った。 

（注1） 抽出したサンプルは、下記のとおりである。 

・収入未済額上位 5件 

・滞納月数の長い債権 5件 

・平成 26年度不納欠損処理をした上位 5件 

・納付誓約書綴り 1冊分 

 

（３）正確性の検討 

債権管理事務の正確性が確保されているかどうか検討するため、市が構

築している正確性確保のための仕組について説明を受けた。 

 

（４）有効性及び効率性の検討 

有効的かつ効率的に、事務が行われているかどうか検討するため、検討

対象として抽出したサンプル（（２）合規性の検証（注 1）参照）について担

当者に質問し、関係書類の閲覧及び証拠書類との照合を行った。 

 

（５）公平性の検討 

債権管理事務が、法規に準拠し、公平に行われているかを検討するため、

個別検討対象として抽出したサンプル（（２）合規性の検証（注 1）参照）に

ついて担当者に質問し、関連証憑の閲覧を行った。 
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３．監査の結果及び意見 

【分割納付について】 

（１）後期高齢者医療保険料の分割納付のルールの整備（意見） 

現在は、後期高齢者医療保険料の納期限までに納付がされない場合には、

市担当者（1 名）と債務者との個別の折衝により、分割納付条件を確定さ

せ、また、債務の存在を承認していることを明文化し時効を中断させるた

め、分割納付誓約書を課長決裁により、その都度許可している状況である。 

このように、現状は、分割納付の許可理由や分割納付の期間、納付額に

ついて統一されたルールがなく、結果として、分割納付期間が、60 ヶ月超

と長期にわたっている事例が次表のとおり発見された。 

順位 相手先
収入未済額（千円）

（あ）
滞納月数（月）

分割納付額（千円）
（い）

（あ）÷（い）（月）

1 A 1,904 36 30 63
2 B 1,119 38 10 112  

後期高齢者医療保険料の分割納付期間が長期にわたるほど、延滞金が加

算される点や徴収コストが膨らむリスクが高まることとなり、安易に長期

の分割納付期間となる分割納付誓約書を許可すべきではない。分割納付期

間が安易に長期化されることを防止するためには、分割納付を許可する理

由、分割納付の期間や分割納付額について明文化したルール（基準等）を

整備して、それに従い判断することが望まれる。 

 

（２）納付誓約書記載上の不備事例（結果） 

被保険者からの申請により分割納付を許可する場合に、市では「納付誓

約書」を使用している。平成 26 年度の納付誓約書綴りを通査したところ、

下記のとおり納付誓約書の記載上の不備事例が発見された。 

① 納付誓約書にやむを得ず分割納付とする理由を記載する箇所がなく、納

期限までに納付しないことを許可する理由の記録が残っていない（全

件） 

② 納付誓約書に記載されている債務承認総額が鉛筆書きである（全件） 

③ 分割納付誓約書上で分割納付額の訂正を行っている場合に訂正印等がな

く、修正を行った者が市側であるのか被保険者側であるのかが判明しな

い（3件） 
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被保険者 日付 発見事項

平成27年12月20日

（注）

平成26年9月5日

平成26年8月18日

　（注）受付印よりH26/12/20の誤りかと思われる

1

3

毎月納付書にて支払う金額(平成21年度から平成26年度分）を10千円から7千
円へ修正しているが訂正印がない。

年金支給月毎に月3千円払いと、納付書にて月末6千円払いの双方に記載があ
るが、訂正記録がない。誓約書が郵送されていたため訂正印の押印まではお願
いしなかったとのことである。

年金支給月毎に納付書にて1,100円支払の1,100円が二重線で消されている
が、訂正印がない。
（誓約書に折り目なく、窓口で受け付けたと思われるため、訂正印を押印してもら
うよう働きかけるべきであった。）

2

 

納付誓約書は、被保険者が債務承認を行い、同時に被保険者が申請した

分割納付額を市が許可している重要な文書であることから、上記のような

納付書の信頼性を損なう不備のないよう、適切な対応が必要である。 

 

【滞納処分について】 

（３）財産調査と滞納処分の促進（結果） 

担当課によると、平成 27 年度に、高額滞納者等計 37 名について初めて

金融機関への問い合わせによる財産調査を実施し、滞納処分を実施し始め

たところであり、平成 26 年以前においては、破産等により財産差押が行わ

れた際の交付要求は実施していたものの、財産調査や滞納処分を全く行っ

ていなかったとのことである。 

効率的かつ迅速に、滞納者の実情に即した的確な滞納整理を行うために

は、高額滞納者から優先的に財産調査を行い、滞納者の財産状況や生活実

態の把握につとめ、滞納者に応じた整理方針を決定し、計画的に滞納処分

を進めることが重要である。 

前述のとおり、担当課は、平成 27 年度から金融機関への問い合わせによ

る財産調査を開始しているところであるが、今後は、調査結果を基に、滞

納処分を進めていくべきである。なお、財産調査を効率的に進める観点か

らは、金融機関調査だけではなく、税務部など調査能力の高い庁内の所管

部局課が収集した滞納者に関する情報の入手（個人情報の目的外利用）も

並行して行うことが望まれる。 

 

【延滞金・督促手数料について】 

（４）平成 25年度以前の延滞金・督促手数料の請求漏れ（結果） 

後期高齢者医療保険料債権については、法令や市条例により延滞金・督

促手数料の徴収が義務づけられている（高齢者の医療の確保に関する法律
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45条、尼崎市後期高齢者医療に関する条例第 6条、第 7条） 

しかし、平成 26 年度に市に提出された分割納付誓約書を閲覧したところ、

平成 25 年度分までの分割納付誓約額は保険料本料のみであり、延滞金・督

促手数料が加算されていなかった。 

課内での法令・条例再確認の結果、平成 26 年度分からは、延滞金・手数

料が適切に計算され、延滞金・手数料込みの金額で分割納付誓約書上の納

付誓約が行われている。今後も引き続き延滞金・手数料を適切に徴収すべ

きである。 

 

（５）延滞金の収入未済額と徴収率の管理（意見） 

延滞金は収入時に調定されることから、市の後期高齢者医療制度システ

ム上、個別の滞納者の延滞金の算定は可能であるが、一定時点における延

滞金総額の集計機能がなく、担当課は、市全体の収入未済額総額や徴収率

を把握していない。 

延滞金を徴収する趣旨が、期限内に後期高齢者医療保険料を納付してい

る市民と滞納している市民との公平を図るところにある点から、延滞金に

ついても、後期高齢者医療保険料と同様に、目標をもって徴収率を向上さ

せる意識を持つことが重要である。後期高齢者医療制度システムのシステ

ム改修のタイミングにおいて、市全体の実質的な収入未済額総額や実質的

な徴収率について目標の指標を設定し、当該指標と実績との比較により、

徴収率向上のための対策を検討する体制を整備することが望まれる。 

 

【時効管理について】 

（６）債務承認手続の不備事例（結果） 

被保険者 不納欠損額（千円） 不納欠損理由 決定年月日 年度

L 227 時効完成 平成27年3月31日 平成22～平成23年度分  

（L）については、平成 27 年 3 月末において時効が完成し、平成 26 年度

に不納欠損処理を行っている。 

市の担当課によれば、平成 25 年 4 月に、債務者と電話にて納付誓約を行

う旨の口頭約束をしたものの、その後来庁がなく、納付誓約書の入手がで

きないことから、債務承認ができていなかった。その後債務者が死亡した

ことから納付交渉が中断、時効が完成してしまったとのことである。 

当該債権については、平成 25 年 4 月には口頭にて納付誓約を行うと主張

しており、債務者には納付の意思があったとみられる。高額で、時効到来
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前の債権については、優先的に来庁を促す連絡をしたり、必要ならば訪問

をするなどして適時に納付誓約書を入手して、時効中断の措置をとるべき

であった。 

 

【連帯納付義務者への滞納処分の実施】 

（７）配偶者への滞納処分の検討（意見） 

被保険者 収入未済額（千円） 滞納月数（月） 摘要 滞納整理の現状

A 1,904 36 平成23～平成26年度分
平成23～平成25年度分について、平成
26年6月に30千円/月の分割納付誓約を
している  

被保険者（A）については、世帯主のほか世帯主の配偶者にも収入があり、

配偶者の収入額は、平成 25 年度、26 年度には年間 2 百万円であるが、滞

納が始まった平成 23 年度においては年間 7 百万円、24 年度においては年

間 5 百万円であった。しかし、担当課は被保険者（世帯主）に対し納付書

を送付し、納付交渉を行っているのみであり、配偶者に対しては、特段の

手続きを行っていない。 

法では、後期高齢者医療保険料について、被保険者の連帯納付義務者と

して世帯主及び配偶者を定めており、連帯納付義務者に対して保険料の賦

課を行い、督促・差押等の滞納処分を行うことが可能である（高齢者医療

の確保に関する法律第 108 条、第 113 条、地方自治法第第 231 条 3 第 3 項、

地方税法第 10条）。 

後期高齢者医療保険料負担の公平性を図り、収納率のため、必要に応じ

て配偶者に対し納付書の送付その他の法令上認められた手続きを行うこと

についても検討することが有用である。 
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【４】更生援護資金貸付金回収金（健康福祉局 福祉課） 

１．概要 

（１）債権の種類 

尼崎市更生援護資金貸付条例、同施行規則、同要綱を適用する私債権

（注）。 

（注）貸付金残高の一部に 1.（５）で記載している、小口生活つなぎ資金が含まれている。 

 

（２）時効期間 

10年（民法第 167条第 1項） 

 

（３）制度の概要 

生活困窮者であって、他から必要な資金の融資を受けることが困難な者

に対して、更生援護資金を貸し付け、その自立更生を図ることを目的とす

る（尼崎市更生援護資金貸付条例第 1 条）。 

なお、当該制度は、平成 27年 4月 1 日に廃止されている。 

 

（４）減免･軽減制度について 

市長は貸付を受けた者が災害その他特別の理由により貸付金の償還が困

難となった場合は、償還方法を変更し、又はこれを減免することができる

規定（尼崎市更生援護資金貸付条例第 9 条）があるが、適用された事例は

ない。 

 

（５）債権の特徴 

更生援護資金の種類、貸付金額は次のとおりである（尼崎市更生援護資

金貸付条例別表）。貸付金は無利息で、償還金額は毎月 5,000 円（償還据置

期間は貸付月後 2 ヶ月間）。貸付を受けるためには、償還能力（注 1）、連帯

保証人が必要である。 

なお、更生援護資金貸付金残高の中には、一部「小口生活つなぎ資金（注

2）」による貸付額が含まれており、その残高額は（９）のとおりである。 
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種類 貸付金額（千円） 

生活資金 150 

医療資金 150 

住宅資金 200 

教育資金 100 

災害資金 200 

（注 1）生活保護基準による「最低生活費に毎月の償還額を加え得た額以上で、最低生活費の

1.5倍以内の所得」があるものをいう。 

（注 2） 昭和 45 年 4 月 1 日に、尼崎市公益質屋の設置及び管理に関する条例の廃止に伴い、そ

の対応措置として「小口生活つなぎ資金」が新設された（貸付限度額は当初 5 千円だっ

たが、最終 30千円まで増額）。なお、当制度は平成 4年 4月 1日に廃止された。 

 

（６）調定・収納の状況 

① 調定･収納事務のフロー 

当制度は平成 27 年 4 月 1 日に廃止されているため、新規の貸付の発生は

ない。入金は財務会計システムに記録され、個人別の償還記録台帳、調定

年度ごとの残高を管理している台帳（エクセル）に転記している。 

 

（７）債権管理の状況 

① 債権管理事務のフロー 

滞納発生後、一定期間後に督促状を、その後は債務者の状況に応じて年

1～2 回催告書を発送している。その他、電話・訪問による納付指導、転居

先不明の住所調査等を実施している。法的手続（支払督促、訴えの提起

等）を実施した実績はない。 

 

② 滞納債権の管理体制 

福祉課嘱託職員 1 名が、他の貸付金（交通事故被害者生活資金貸付金回

収金及び同和更生生業資金貸付金回収金）と兼務で滞納債権の管理業務を

担当している。当該嘱託職員は、当制度が廃止されるまで、生活困窮者の

相談業務が主な業務であり、業務の傍ら、滞納債権の管理業務も実施して

きたが、制度廃止により相談業務が減少し、債権管理業務に注力できるよ

うになった事情もあり、古い債権を整理していく方針である。 
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③ 台帳の整備 

財務会計システムから出力した入金データを元に、個人別の償還記録台

帳、調定年度ごとの残高を管理している台帳（エクセル）を作成し、債務

者との交渉状況、入金状況、貸付残高の管理を行っている。 

 

④ 督促・催告 

滞納発生後、一定期間後に督促状を、その後は債務者の状況に応じて年

1～2回催告書を発送している。 

ただし、催告書を発送しているのは、平成 27 年 3 月 31 日現在、未納と

なっている債権 672 件のうち、時効が到来している債権、借受人破産等に

より、市が回収困難と判断している債権を除いた 82件である。 

 

⑤ 滞納整理 

１）債権回収手続 

主に催告書の発送、電話、訪問による納付交渉を行っているが、担当者

が他の貸付金の回収も兼務していることから、当債権の回収業務にかかわ

る時間は限られている。 

財産調査、法的措置（支払督促・訴えの提起等）、徴収の停止は行ってお

らず、延滞金は徴収していない。 

 

２）不納欠損処分 

最近 3ヵ年の不納欠損処分の推移は以下のとおりである。 

（単位：千円）
事由 平成24年度 平成25年度 平成26年度

借受人破産・連帯保証人個人再生 － － 135

合計 － － 135  
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（８）調定額､収入済額､不納欠損額､収入未済額（未収債権）､収納率の推移 

 

(単位：千円)
区分 平成24年度 平成25年度 平成26年度

調定額 37,631 36,897 36,658
現年度分 660 410 270
過年度分 36,971 36,487 36,388

収入済額 1,145 508 390
現年度分 525 225 180
過年度分 619 283 210

不納欠損額 － － 135
現年度分 － － －
過年度分 － － 135

収入未済額 36,487 36,388 36,133
現年度分 135 185 90
過年度分 36,352 36,203 36,043

収納率 3.0% 1.4% 1.1%
現年度分 79.6% 54.9% 66.7%
過年度分 1.7% 0.8% 0.6%  

 

（９）収入未済額（未収債権）の内訳（平成 27年 3月 31日現在） 

名称 金額（千円）
更生援護資金貸付金 24,797
小口生活つなぎ資金 11,407

合計 36,204  
（注）更生援護資金貸付金の金額は「更生援護資金貸付台帳」、小口生活つなぎ資金の金額は「更

生援護資金（小口つなぎ資金）」を元に記載した。上表の合計金額（36,204 千円）と財務

会計システムの金額（36,133千円）と差異（70千円）が生じている。 

 

（１０）収入未済額（未収債権）の滞納年数別内訳 

滞納年数 件数（件） 金額(千円）
1年以内 1 155
1年超2年以内 1 50
2年超3年以内 1 90
3年超4年以内 － －
4年超5年以内 3 285
5年超 666 35,553

合計 672 36,133  
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（１１）収入未済額上位 5位（平成 27年 3月 31日現在） 

順位 相手先 収入未済額（千円） 滞納月数（月） 摘要 滞納整理の現状

1 A 210 133 平成15年度 督促等処理中
2 B 200 269 平成4年度 督促等処理中
3 C 200 269 平成4年度 督促等処理中
4 D 200 238 平成6年度 督促等処理中
5 E 200 233 平成7年度 督促等処理中  

 

（１２）滞納月数が長い債権上位 5位（平成 27年 3月 31日現在） 

順位 相手先 収入未済額（千円） 滞納月数（月） 貸付年度 滞納整理の現状

1 F 30 478 昭和50年度 債務者居住地調査中（時効経過）
2 G 33 466 昭和51年度 同上
3 H 21 451 昭和52年度 同上
4 I 52 426 昭和54年度 同上
5 J 30 418 昭和55年度 同上  
 

２．実施した監査手続 

（１）事務の概要把握 

債権管理事務の概要について質問し、関連資料の閲覧を行った。 

 

（２）合規性の検討 

関連法令、条例、規則、要綱等に準拠して事務が行われているかど

うか検討するため、事務の流れについて説明を受け、関連文書の閲覧

を行った。 

 

（３）有効性及び効率性の検討 

有効的かつ効率的に、事務が行われているかどうか検討するため事

務の流れについて担当者から説明を受け、関係書類の閲覧を行った。 

 

（４）公平性の検討 

債権管理事務が、法規に準拠し、公平に行われているかを検討する

ため、事務の流れについて担当者から説明を受け、関係書類の閲覧を

行った。 
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３．監査の結果及び意見 

（１）実質的に回収が見込めない債権の債権放棄を行うための基準の明確化

（意見） 

当債権は、昭和 35 年にはじまった生活困窮者に対する貸付制度に係る未

収債権であり、滞納債権 672 件（36,133 千円）のうち、担当課によると、

590 件（15,997 千円）が回収困難と判断しているケース（時効経過、借受

人破産、借受人と連帯保証人ともに破産）であり、当該ケースでは、債務

者がすでに死亡していたり、債務者が所在不明の場合も多いとのことであ

る。 

不納欠損の前提としては、債権が消滅していることを確認する場合と、

債権放棄の意思決定を行う場合の 2 種類があると考える。例えば、本人死

亡の場合は、相続人の相続放棄や限定承認の有無を裁判所へ申述書の照会

をして債権が消滅していることを確認の上、不納欠損処理を行う。一方、

例えば債務者所在不明のような債権の消滅を確認できない債権で、実質的

に債権の回収が見込まれない場合は、債権放棄の意思決定を行うことによ

り不納欠損処理を行うことができる。 

市が保有する債権については、公平性の観点から、すべて回収すること

が原則である。しかし、債権が消滅しているか否かの確認を実施した上で、

債権の消滅が確認できないが、実質的に回収が見込まれない債権を管理し

続けることは、効率性の観点からは望ましいことではない。限られた人員

の中で効果的・効率的な債権管理を行うためには、例えば、債務者所在不

明の場合は、どのような条件のもと債権放棄を行うのかという基準を明確

にして、債権放棄の意思決定の上で、不納欠損処理を行い、実質的に回収

が見込まれない債権と回収見込みのある債権を区分して、回収見込みのあ

る債権の債権管理を重点的に行うべきである。 

なお、債権を放棄するためには議会の議決を要するが（地方自治法第 96

条第 1 項第 10 号）、市では、特殊な事例を除き、これまで債権放棄の議決

を行ったことがない。これは、債権放棄を行うための明確な基準が定めら

れていないことが要因であると考えられる。市は、債権管理条例を制定す

る等の方法により、実質的に回収が見込めない債権を放棄するための明確

な基準を定めることを検討すべきである。 
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（２）財務会計システムの貸付残高と個人別の貸付金台帳残高の相違（結果） 

平成 26 年度末の財務会計システムの残高と個人別の貸付金残高を記録し

た台帳（以下「貸付金管理台帳」という）を照合した結果、「１．概要

（９）収入未済額の内訳」のとおり、70千円の差異が生じていた。 

福祉課の担当者によると、差異が生じた原因は小口生活つなぎ資金（平

成 4 年度廃止）の台帳と調定額の未照合による台帳の記載誤りが原因では

ないかと考えており、現在、差異の内容を調査中であるが、当貸付金につ

いては、財務会計システム上、個人別に調定を行っている場合と、調定年

度ごとに合計金額で調定している場合があり、照合作業に時間がかかるた

め、現時点では、差異金額の内容（貸付先、金額等）は特定できていない。 

当該問題は、貸付金残高と貸付金管理台帳を照合し、差異の内容を調査

し、適切に会計処理を実施していれば生じなかったものと考えられる。   

小口生活つなぎ資金は、平成 4 年に廃止されており、現在の財務会計シ

ステムが導入される以前の事務処理の処理誤りにより生じたものと推定さ

れるが、残高の照合を適切に実施すべきである。 
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【５】交通事故被害者生活資金貸付金回収金（健康福祉局 福祉課） 

１．概要 

（１）債権の種類 

尼崎市交通事故被害者生活資金貸付条例を適用する私債権。 

 

（２）時効期間 

10年（民法 第 167条第 1項） 

 

（３）制度の概要 

自動車の運行による交通事故の被害者で生活に困窮する者に対し、交通

事故被害者生活資金を貸し付けることにより、被害者の救済を図り、もっ

て被害者の生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とする（尼崎市

交通事故被害者生活資金貸付条例第 1 条）。 

なお、当制度は、平成 7年 4月 1日に廃止されている。 

  

（４）債権の特徴 

資金の貸付額は 1 件につき 100,000 円以内。無利息で、連帯保証人が必

要である。 

 

（５）調定・収納の状況 

① 調定･収納事務のフロー 

制度が平成 7 年 4 月 1 日に廃止されているため新規の貸付金の発生はな

い。入金は財務会計システムに登録された入金情報を元に、「交通事故被害

者生活資金償還記録台帳（エクセル）」、「滞納者台帳（エクセル）」に転記

されている。 

 

（６）債権管理の状況 

① 債権管理事務のフロー 

債権全件が時効を経過しているため、現在は、貸付残高の管理をしてい

るのみである。また、過去に法的手段（支払督促・訴えの提起等）を実施

した実績はない。 

  

② 滞納債権の管理体制 

福祉課嘱託職員 1 名が、他の貸付金（更生援護資金貸付金回収金及び同
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和更生生業資金貸付金回収金）と兼務で滞納債権の管理業務を担当してい

る。 

 

③ 台帳の整備 

財務会計システム、「交通事故被害者生活資金償還記録台帳（エクセル）」、

「滞納者台帳（エクセル）」で交渉状況、納付状況、貸付残高を管理してい

る。 

 

④ 督促・催告  

現在は、督促・催告は実施していない。 

 

⑤ 滞納整理 

１）債権回収手続 

平成 7 年に貸付制度が廃止されており、債権全件が時効を経過している。

催告書の発送、納付交渉は行っていない。 

 

２）不納欠損処分 

上記の状況から、借受人及び連帯保証人（それぞれの相続人含む）によ

り、時効の援用を受けた場合や、本人死亡、相続人の相続放棄や保証人の

破産の確認により債権の消滅を確認した場合に、不納欠損処分をしている。

過去 3年間の不納欠損処分の内訳は以下のとおりである。 

（単位：千円）
事由 平成24年度 平成25年度 平成26年度

借受人の相続人時効援用行使 98 － －

借受人の相続人相続放棄・保証人
破産

－ － 100

合計 98 － 100  
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（７）調定額､収入済額､不納欠損額､収入未済額（未収債権）､収納率の推移 

(単位：千円)
区分 平成24年度 平成25年度 平成26年度

調定額 698 600 600
現年度分 － － －
過年度分 698 600 600

収入済額 － － －
現年度分 － － －
過年度分 － － －

不納欠損額 98 － 100
現年度分 － － －
過年度分 98 － 100

収入未済額 600 600 500
現年度分 － － －
過年度分 600 600 500

収納率 － － －
現年度分 － － －
過年度分 － － －  

（注）当貸付制度は平成 7年に廃止されており、全件時効を経過している。 

平成 26 年度末の収入未済額については、平成 27 年度に、債務者及び保証人（それぞれの

相続人含む）からの時効の援用を受け債権が消滅しているため、不納欠損処分を行う予定

である。 

 

（８）収入未済額（未収債権）の滞納年数別内訳 

滞納年数 件数（件） 金額(千円）
1年以内 － －
1年超2年以内 － －
2年超3年以内 － －
3年超4年以内 － －
4年超5年以内 － －
5年超 5 500

合計 5 500  

（注） 平成 7 年に貸付制度が廃止されており、滞納年数はすべて 5 年超である。また上記 5 件

の債権金額はいずれも 100 千円である。平成 27 年度に、債務者及び保証人（それぞれの

相続人含む）からの時効の援用を受け債権が消滅しており、不納欠損処分を行う予定であ

るため収入未済額の内訳の記載は省略している。 
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２．実施した監査手続 

（１）事務の概要把握 

債権管理事務の概要について質問し、関連資料の閲覧を行った。 

 

（２）合規性の検討 

関連法令、条例、規則、要綱等に準拠して事務が行われているかどうか

検討するため、事務の流れについて説明を受け、関連文書の閲覧を行った。 

 

（３）有効性及び効率性の検討 

有効的かつ効率的に、事務が行われているかどうか検討するため事務の

流れについて担当者から説明を受け、関係書類の閲覧を行った。 

 

（４）公平性の検討 

債権管理事務が、法規に準拠し、公平に行われているかを検討するため、

事務の流れについて担当者から説明を受け、関係書類の閲覧を行った。 

 

３．監査の結果及び意見 

特に記載すべき事項はなかった。 
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【６】同和更生生業資金貸付金回収金（健康福祉局 福祉課） 

１．概要 

（１）債権の種類 

尼崎市同和更生生業資金貸付条例、同施行規則を適用する私債権。 

 

（２）時効期間 

10年（民法 第 167条第 1項） 

 

（３）制度の概要 

同和地区住民に対し、同和更生生業資金を貸し付けることにより、地区

住民の生活の改善を図り、もって地区住民の職業の安定と福祉の増進に寄

与することを目的とする（尼崎市同和更生生業資金貸付条例第 1条）。 

なお、当制度は、平成 10年 6月 24 日に廃止されている。 

 

（４）減免･軽減制度について 

市長は、借受人が災害その他特別の理由により貸付金を償還することが

著しく困難であると認めるときは、借受人の申出により、貸付金の償還期

限を延長し、又は減免することができる（尼崎市同和更生生業資金貸付条

例第 7条）。 

 

（５）債権の特徴 

同和更生生業資金の種類、貸付金額は以下のとおりで、貸付には連帯保

証人が必要である。 

種類 貸付金額（千円） 償還期間（月） 

生業資金 1世帯につき 800千円以内 60～80 

生活改善資金 1世帯につき 200千円以内 50 

就職支援資金 1世帯につき 50千円以内 25 

技術習得資金 1世帯につき 50千円以内 25 

なお、当貸付金は平成 10 年に廃止されており、平成 27 年 3 月 31 日現在

の未納者 95 件のうち分割回収中の 3 件以外はすべて時効が経過している。

また、貸付制度開始から 44 年経過しているため、借受人、連帯保証人の平

均年齢は 72歳であり（担当課調査）、死亡している事案も多い。 
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（６）調定・収納の状況 

① 調定･収納事務のフロー 

制度が平成 10 年 6 月 24 日に廃止されているため、新規の貸付の発生は

ない。入金は、財務会計システムに登録された入金情報を元に、「同和更生

生業資金貸付台帳（エクセル）」に転記し、残高を管理している。 

 

（７）債権管理の状況 

① 債権管理事務のフロー  

平成 10 年に制度が廃止されており、分割回収中の 3 件以外は時効が経過

していることから、現在は、分割回収中の債権については入金管理、時効

が経過した債権については残高管理をしているのみである。過去に法的手

段（支払督促・訴えの提起等）を実施した実績はない。 

 

② 滞納債権の管理体制 

福祉課嘱託職員 1 名が、他の貸付金（交通事故被害者生活資金貸付金回

収金及び更生援護資金貸付金回収金）と兼務で滞納債権の管理業務を担当

している。当該嘱託職員は、生活困窮者の相談業務が主な業務であり、業

務の傍ら、滞納債権の管理業務も実施してきたが、更生援護資金貸付制度

が平成 27 年 4 月 1 日に廃止されたことで、相談業務が減少し、滞納債権の

管理業務に注力できるようになったことから、古い債権を整理していく方

針である。 

 

③ 台帳の整備 

財務会計システム、「同和更生生業資金貸付台帳（エクセル）」を作成し、

納付状況及び貸付残高の管理を行っている。 

 

④ 督促・催告 

貸付金 95 件のうち、分割回収中の 3 件以外は時効が経過しており、現在

は、督促状、催告書の発送は行っていない。 
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⑤ 滞納整理 

１）債権回収手続 

平成 10 年に貸付制度が廃止されてから約 17 年経過しており、滞納債権

95 件（37,719 千円）のうち、分割回収中の 3 件（280 千円）を除いた、92

件（37,439 千円）は時効を経過している状況である。これらの債権は、実

質的に回収可能性がないと考えられるため、福祉課では、債権を整理する

方針であり、借受人及び連帯保証人（それぞれの相続人を含む）から時効

の援用（民法 145 条）を受けることで、債権が消滅したものについては、

不納欠損処分を行っている。 

 

２）不納欠損処分 

最近 3ヵ年の不納欠損処分の推移は以下のとおりである。 

（単位：千円）
事由 平成24年度 平成25年度 平成26年度

借受人の時効援用行使 341 3,346 3,589
借受人の相続人時効援用行使 － 353 4,382

借受人の相続人・代襲相続人時効
援用

－ 6,472 －

合計 341 10,171 7,971  

 

（８）調定額､収入済額､不納欠損額､収入未済額（未収債権）､収納率の推移 

(単位：千円)
区分 平成24年度 平成25年度 平成26年度

調定額 56,821 56,419 45,771
現年度分 － － －
過年度分 56,821 56,419 45,771

収入済額 61 448 81
現年度分 － － －
過年度分 61 448 81

不納欠損額 341 10,171 7,971
現年度分 － － －
過年度分 341 10,171 7,971

収入未済額 56,419 45,801 37,719
現年度分 － － －
過年度分 56,419 45,801 37,719

収納率 0.1% 0.8% 0.2%
現年度分 － － －
過年度分 0.1% 0.8% 0.2%  

（注）平成 10 年に貸付制度が廃止されてから約 17 年経過しており、債権のほとんどが時効到来

している状況のため、収納率は低くなっている。 
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（９）収入未済額（未収債権）の滞納年数別内訳 

滞納年数 件数（件） 金額(千円）
1年以内 － －
1年超2年以内 － －
2年超3年以内 － －
3年超4年以内 － －
4年超5年以内 － －
5年超 95 37,719

合計 95 37,719  

（注）平成 10年に貸付制度が廃止されており、滞納年数はすべて 5年超である。 

 

（１０）収入未済額上位 5位（平成 27年 3月 31日現在） 

順位 相手先 収入未済額（千円） 滞納月数（月） 貸付年度 滞納整理の現状

1 A 881 359 昭和59年度 債務者居住地調査中（時効経過）
2 B 870 349 昭和60年度 同上
3 C 848 195 平成11年度 同上
4 D 848 330 昭和62年度 同上
5 E 826 346 昭和61年度 同上  

 

（１１）滞納月数が長い債権上位 5位（平成 27年 3月 31日現在） 

順位 相手先 収入未済額（千円） 滞納月数（月） 貸付年度 滞納整理の現状

1 F 423 482 昭和49年度 債務者居住地調査中（時効経過）

2 G 519 469 昭和50年度 同上

3 H 483 467 昭和50年度 同上

4 I 492 466 昭和51年度 同上

5 J 457 453 昭和52年度 分割納付中  
 

２．実施した監査手続 

（１）事務の概要把握 

債権管理事務の概要について質問し、関連資料の閲覧を行った。 

 

（２）合規性の検討 

関連法令、条例、規則、要綱等に準拠して事務が行われているかどうか

検討するため、事務の流れについて説明を受け、関連文書の閲覧を行った。 

 

（３）有効性及び効率性の検討 

有効的かつ効率的に、事務が行われているかどうか検討するため事務の

流れについて担当者から説明を受け、関係書類の閲覧を行った。 
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（４）公平性の検討 

債権管理事務が、法規に準拠し、公平に行われているかを検討するため、

事務の流れについて担当者から説明を受け、関係書類の閲覧を行った。 

 

３．監査の結果及び意見 

（１）実質的に回収が見込めない債権についての債権放棄を行うための基準

の明確化（意見） 

当債権は、平成 10 年に廃止された同和地区住民に対する貸付制度に係る

未収債権であり、貸付制度開始からすでに 44 年を経過しているため、滞納

債権 95 件（37,719 千円）のうち、分割回収中の 3 件（280 千円）を除いた

92 件（37,439 千円）は、時効が到来している。また、債務者（借受人及び

連帯保証人）は所在不明であったり、高齢化し死亡しているケースも多い。 

不納欠損の前提としては、債権が消滅していることを確認する場合と、

債権放棄の意思決定を行う場合の 2 種類があると考える。例えば、本人死

亡の場合は、相続人の相続放棄や限定承認の有無を裁判所へ申述書の照会

をして債権が消滅していることを確認の上、不納欠損処理を行う。一方、

例えば債務者所在不明のような債権の消滅を確認できない債権で、実質的

に債権の回収が見込まれない場合は、債権放棄の意思決定を行うことによ

り不納欠損処理を行うことができる。 

市が保有する債権については、公平性の観点から、すべて回収すること

が原則である。しかし、債権が消滅しているか否かの確認を実施した上で、

債権の消滅が確認できないが、実質的に回収が見込まれない債権を管理し

続けることは、効率性の観点からは望ましいことではない。限られた人員

の中で効果的・効率的な債権管理を行うためには、例えば、債務者死亡か

つ相続人所在不明の場合は、どのような条件のもと債権放棄を行うのかと

いう基準を明確にして、債権放棄の意思決定の上で、不納欠損処理を行い、

実質的に回収が見込まれない債権と回収見込みのある債権を区分して、回

収見込みのある債権の債権管理を重点的に行うべきである。 

なお、債権を放棄するためには議会の議決を要するが（地方自治法第 96

条第 1 項第 10 号）、市では、特殊な事例を除き、これまで債権放棄の議決

を行ったことがない。これは、債権放棄を行うための明確な基準が定めら

れていないことが要因であると考えられる。市は、債権管理条例を制定す

る等の方法により、実質的に回収が見込めない債権を放棄するための明確

な基準を定めることを検討すべきである。 
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【７】災害援護資金貸付金回収金（健康福祉局 福祉課）  

１．概要 

（１）債権の種類 

災害弔慰金の支給等に関する法律、尼崎市災害弔慰金の支給等に関する

条例を適用する私債権。 

 

（２）時効期間 

10年（民法第 167条第 1項） 

 

（３）制度の概要 

災害援護資金の貸付は、平成 7 年の阪神・淡路大震災の被災者に対して

行われたものであり、災害により、世帯主の負傷又は住居・家財の損害を

受けた世帯で、世帯全員の所得が一定額に満たないものの世帯主に対して、

生活の立て直しに資するための貸付である。（災害弔慰金の支給等に関する

法律第 1 条、同法第 10 条） 

 

【貸付条件】（尼崎市災害弔慰金の支給等に関する条例） 

項 目 内 容 

貸付利率 年 3%（据置期間中は、無利子） 

償還期間 10年（うち 5年間は据置期間） 

償還方法 年賦又は半年賦の元利均等償還（繰上償還できる） 

連帯保証人 保証人 1人が必要 

 

【貸付金額】 

金額（貸付限度額）

家財についての被害額がその価額のおお
むね3分の1以上である損害（以下「家財の
損害」という。）及び住居の損害がない場合

1,500千円

家財の損害があり、かつ、住居の損害がな
い場合

2,500千円

住居が半壊した場合
2,700千円、ただし特別の事情がある
場合（注）には、3,500千円

住居が全壊した場合 3,500千円

家財の損害があり、かつ、住居の損害がな
い場合

1,500千円

住居が半壊した場合
1,700千円、ただし特別の事情がある
場合（注）には、2,500千円

住居が全壊した場合
2,500千円、ただし特別の事情がある
場合（注）には、3,500千円

住居の全体が滅失し、又は流失した場合 3,500千円

被害の種類及び程度

療養に要する
期間がおお
むね1月以上
である世帯主
の負傷（以下
「世帯主の負
傷」という）が

ある場合

世帯主の負
傷がない場

合

（注） 被害を受けた住居を建て直すに際し当該住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等

　　　 特別の事情がある場合で、市長が特に必要があると認める時  
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【所得制限】 

世帯人員
市町村民税における
前年の総所得金額

1人 2,200千円

2人 4,300千円

3人 6,200千円

4人 7,300千円

5人以上
1人増すごとに7,300千円に
300千円を加えた額

ただし、その世帯の住居が滅失した場合に
あっては12,700千円とする。  

 

（４）減免･軽減制度について 

尼崎市災害弔慰金の支給等に関する条例第 15 条第 1 項に償還免除の規定

あり、具体的には以下の場合、償還を免除している。 

 

【償還免除が認められる場合】 

死亡 重度障害
破産

民事再生
行方不明 生活保護

無資力等
（注）

死亡
双方の相続人が低
所得

借受人の相続人が低
所得、連帯保証人が
低所得

重度障害
借受人が低所得、
連帯保証人の相続
人が低所得

借受人が低所得、連
帯保証人が低所得

破産
民事再生

職権免除

生活保護

無資力等
（注）

借受人の相続人が低
所得

連帯保証人による償
還免除

借受人によ
る償還免除

双方からの償還免除

区分

借
受
人

連帯保証人

連帯保証人の相続
人が低所得

連帯保証人が低所得 免除不可

借受人が低所得借受人が低所得

借受人の相続人が低所
得

 
（注） 無資力又はこれに近い状態・将来の弁済見込無し 

 

償還免除事由は当初、借受人が死亡又は重度障害の場合に限定されてい

たが、尼崎市と同様に災害援護資金の貸付制度を設けている兵庫県下の他

の市町村と共同して、国に要望を続けた結果、平成 27 年 4 月に破産・民事

再生、生活保護、無資力又はこれに近い状態で将来の弁済見込がない場合

が追加された。 
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なお、償還猶予については、尼崎市災害弔慰金の支給等に関する条例第

15 条第 2 項の規定があるが、償還免除か、少額償還（注）を行うことで対応

しており、償還猶予の事例はない。 

（注） 少額償還は、著しい生活困窮者（世帯の収入状況等が生活保護法に規定される最低生活費

と同程度以下の者）に対して、ローン返済、家賃等の生活基盤の維持に係る費用を勘案し

て決定する。 

 

（５）債権の特徴 

災害援護資金貸付金回収金は、平成 7 年 1 月 17 日に発生した、阪神・淡

路大震災の被災者に対する貸付金であり、財源は、国が 3 分の 2 を、都道

府県が 3 分の 1 を負担している。尼崎市の貸付金額は 68 億円、平成 27 年

3月 31日現在の未償還金額は 9億円である（詳細は（８）②参照）。 

市町村は、都道府県へ貸付金の償還を行う必要がある（災害弔慰金の支

給等に関する法律第 14 条）（注）。貸し付けた日の翌日から起算して 11 年が

経過した平成 18 年度が償還期限であったが、回収が進まないことから、各

自治体が、償還期限の延長等を要望したことにより、平成 18 年 1 月（5 年

延長）、平成 23 年 1 月（3 年延長）、平成 26 年 2 月（3 年延長）と、3 度の

延長がなされた（現在の償還期限は平成 29年度である）。 

ただし、平成 27 年 3 月 31 日時点で、阪神・淡路大震災にかかる災害援

護資金の貸付制度を設けている自治体合計の未償還金が 149 億円（うち、

尼崎市 9 億円）あり、回収には時間がかかることから、再度、国、県に償

還期限の延長を要望している。 

なお、返済が困難な貸付金のうち、一定の要件を満たし償還免除となっ

た債権については、県への償還も免除される（災害弔慰金の支給等に関す

る法律第 13条）。 

災害援護資金貸付金回収金の貸付及び償還事務の流れは次表のとおりで

ある。 

（注） 都道府県は償還を受けた金額の 3分の 2を国に償還する。 
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（６）調定・収納の状況 

① 調定･収納事務のフロー 

当貸付金は平成 7 年 1 月 17 日に発生した阪神・淡路大震災の被災者に対

するものであり、現在は新規の貸付の発生はない。入金は、災害援護資金

貸付金償還システムで管理している。 

 

（７）債権管理の状況 

① 債権管理事務のフロー 

災害援護資金貸付金償還システム（芦屋市、明石市と共同開発）で、借
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受人、連帯保証人の情報を管理している。納付書は同システムから出力し、

入金があれば、同システムに入金情報を取り込むとともに、財務会計シス

テムに反映させるため、会計管理室に例月報告している。 

 

② 滞納債権の管理体制 

災害援護資金貸付金回収金の償還事務の担当は、係長 1 名、主事 1 名、

嘱託 6名（うち内勤 2名）である。 

災害援護資金貸付金回収金の償還業務については、平成 26 年度までは、

国（14,726 千円／年）及び県（1,468 千円／年）からの補助金があったが、

平成 27 年度に国からの補助金が打ち切られたことから、同様の回収体制を

維持するためには、市の追加の財政負担が必要となる。 

【福祉課債権管理担当の職務分担】 

職位・人数 担当貸付金 

係長 1名 

災害援護資金貸付金回収金、更生援護資金貸付

金、同和更生生業資金貸付金、交通事故被害者生

活資金貸付金 

主事 1名 
災害援護資金貸付金回収金、更生援護資金貸付

金、同和更生生業資金貸付金 

嘱託 6名 災害援護資金貸付金回収金 

嘱託 1名 
更生援護資金貸付金貸付金回収金、同和更生生業

資金貸付金、交通事故被害者生活資金貸付金 

 

③ 台帳の整備 

災害援護資金貸付金償還システムで、借受人、連帯保証人の情報を管理

している。サンプルで閲覧した 12 件については、すべての債務者について、

交渉状況や実施した作業等が細かく記録されていた。そのほか、同システ

ムからエクセルに出力したデータを利用して、借受人と連帯保証人を状況

により分類し、毎年 2 回、更新して、債務者の状況を一覧で把握できるよ

うにしている。 

 

④ 督促・催告 

平成 7 年の震災から約 20 年、償還期限（10 年）から、約 10 年経過して

おり、債務者とは個別に交渉を行っている。交渉に応じない等、必要と判

断した場合にのみ催告書を発送している。 
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⑤ 滞納整理 

１）納付交渉・徴収方法について 

主に償還指導員（嘱託）が、電話や訪問による納付交渉を行っており、

債務者の状況に応じて、少額償還の申請を受け付けている。債務者が遠隔

地に転出している場合は、外部委託業者に居住調査を依頼することもある。 

 

２）財産調査等 

債務者の同意又は債務名義を取っているものについては、財産調査を実

施している。また、尼崎市個人情報保護条例第 8 条第 2 項の目的外利用の

許可を受けており、尼崎市電子計算機処理に係るデータ保護管理規程 16 条

の規定により、市民税課所管のデータの利用を行っている。ただし、当該

データについては内部利用に限定されている。 

 

３）法的措置 

法的措置（支払督促、訴えの提起等）を実施するより前に、交渉して、

少額償還を実施している場合が大半であるが、償還免除事由にあたらない

債務者で、再三の催告に対して、支払や交渉に応じない等、悪質と認めら

れる債務者については、法的手段（支払督促、訴えの提起）を実施してい

る。また、差押は過去 4件実施した（結果、貸付金は回収されている）。 

 

４）延滞金 

貸付金及び利息の回収を優先しており、徴収していない。ただし、法廷

上における和解、判決事案における強制執行においては徴収している。 

 

５）執行停止（私債権は徴収停止） 

実施していない。 

 

６）時効の管理 

時効は、災害援護資金貸付金償還システムで管理している。時効の中断

のための措置を実施するかどうかについては、費用対効果を考えて行う方

針である。しかし、資力があると思われるが、少額償還に応じない等悪質

な場合は、時効期限が到来しないように、債務名義を取得する等の時効中

断の措置を行う方針である。 
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７）不納欠損処理 

償還免除を行った債権については、都道府県への償還は免除されるため、

年度末に全額不納欠損処分を行っている。平成 26 年度までの累計の不納欠

損額の総額は 294,203 千円である。  

 

（８）調定額､収入済額､不納欠損額､収入未済額（未収債権）､収納率の推移 

① 直近 3年間の推移 

 

(単位：千円)

区分 平成24年度 平成25年度 平成26年度
調定額 1,328,050 1,219,020 1,113,706

現年度分 － － －
過年度分 1,328,050 1,219,020 1,113,706

収入済額 62,465 62,805 55,242
現年度分 － － －
過年度分 62,465 62,805 55,242

不納欠損額 46,565 42,508 32,263
現年度分 － － －
過年度分 46,565 42,508 32,263

収入未済額 1,219,020 1,113,706 1,026,200
現年度分 － － －
過年度分 1,219,020 1,113,706 1,026,200

収納率 4.7% 5.2% 5.0%
現年度分 － － －
過年度分 4.7% 5.2% 5.0%  

（注 1）収納率は、未償還残高に対する収入済額の比率であるが、貸付から約 20 年を経過し、回

収が困難な債務者が残高の多くを占めているため、低い割合となっている。 

（注 2）上記の金額には、利息が含まれており、平成 26 年度末の収入未済額 1,026,200 千円の内

訳は、元金 959,771千円、利息 66,429 千円である。 

 

② 災害援護資金貸付金回収金償還状況（平成 27年 3月 31日現在） 

（単位：千円）
貸付金額（A) 償還免除金額（B) 償還金額（C) 償還済割合（C/（A-B)） 未償還金額

6,822,874 294,204 5,568,899 85.3% 959,771   

（注）上記金額には利息は含まれていない。 

 

③ 償還済割合の他市比較（平成 27 年 3 月 31 日現在、当初の貸付金額が

60億円以上の市について記載） 
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自治体名 償還済割合

尼崎市 85.3%
A市 86.5%
B市 94.6%
C市 86.8%  

（注） 尼崎市の償還割合は、上表の他市より若干低いが、市の担当者によると、他市に比べて所

得水準が低いこと、及び、償還免除にあたって、尼崎市は要件を厳格に適用し、相続人の

調査を第 3順位まで行っているためということである。 

 

（９）収入未済額（未収債権）の状況別の内訳 

市の担当課では、災害援護資金貸付金回収金を少額償還、徴収困難（注 1）、

徴収不可能（注 2）、に分類しており、その内訳は次表のとおりである。 

徴収困難・徴収不可能のほとんどが償還免除の対象となるが、行方不明

の場合は、国の方針では償還免除の対象となっていない。 

（注 1）徴収困難：借受人破産・借受人行方不明・借受人死亡で相続人及び保証人が行方不明、借

受人接触困難、借受人低所得により徴収困難等 

（注 2）徴収不可能：借受人、保証人とも破産・相続人不存在・上記借受人事由（*1）がある場合

で保証人生活保護・重度障害等 

件数（件） 金額（千円）
少額償還 722 776,503
徴収困難 59 96,619

徴収不可能 64 86,649
計 845 959,771  

（注） 上記金額には利息は含まれていない。 

 

（１０）収入未済額（未収債権）の滞納年数別内訳 

滞納年数 件数（件） 金額(千円）
1年以内 － －
1年超2年以内 － －
2年超3年以内 － －
3年超4年以内 － －
4年超5年以内 － －
5年超 845 959,771

合計 845 959,771  

(注 1） 平成 7 年に発生した、阪神淡路大震災に対する貸付であり、償還期限は 10 年のため、収

入未済額はすべて 5年超である。 

(注 2） 上記金額には利息は含まれていない。 
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（１１）収入未済額上位 5位（平成 27年 3月 31日現在） 

順位 相手先 収入未済額（千円） 滞納月数（月） 貸付年度 滞納整理の現状

1 A 3,425 232 平成7年度 少額償還中
2 B 3,361 232 平成7年度 債務名義取得
3 C 3,314 239 平成7年度 折衝中
4 D 3,200 238 平成7年度 少額償還中
5 E 3,025 232 平成7年度 少額償還中  
（注） 上記金額には利息は含まれていない。 

 

（１２）滞納月数が長い債権上位 5位（平成 27年 3月 31日現在） 

順位 相手先 収入未済額（千円） 滞納月数（月） 貸付年度 滞納整理の現状

1 F 332 241 平成7年度 少額償還中
2 G 2,210 241 平成7年度 債務名義取得
3 H 1,667 241 平成7年度 少額償還中
4 I 804 241 平成7年度 少額償還中
5 J 992 241 平成7年度 少額償還中  
（注） 上記金額には利息は含まれていない。 

 

２．実施した監査手続 

（１）事務の概要把握 

債権管理事務の概要について質問し、関連資料の閲覧を行った。 

 

（２）合規性の検討 

関連法令、条例、規則、要綱等に準拠して事務が行われているかどうか

検討するため、事務の流れについて説明を受け、関連文書の閲覧を行った。 

 

（３）正確性の検討 

債権管理事務の正確性が確保されているかどうか検討するため、市が構

築している正確性確保のための仕組について説明を受けた。 

 

（４）有効性及び効率性の検討 

有効的かつ効率的に、事務が行われているかどうか検討するため、検討

対象であるサンプル 12件について関係書類の閲覧を行った。 

 

（５）公平性の検討 

債権管理事務が、法規に準拠し、公平に行われているかを検討するため、

検討対象であるサンプル 12件について関係書類の閲覧を行った。 
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３．監査の結果及び意見 

（１）国及び県への要望の継続（意見） 

従来より、阪神・淡路大震災に係る災害援護資金の貸付金制度を設置し

ている各自治体は、共同で、国及び県に対して、償還期限の延長、償還免

除の適用要件の拡大を要望してきた。結果、償還期限については、3 度の

延長が行われ、従来、死亡、重度障害の場合に限定されていた償還免除

（国及び県への償還が不要となる）の適用範囲は、平成 27 年 4 月に拡大さ

れた。 

しかし、現状では、平成 27 年 3 月 31 日現在の少額償還中の債権

776,503 千円に対して、年間の回収額は 51,308 千円（平成 26 年度実績）

であり、次回の償還期限である平成 29 年度においても、多額の未償還額が

残ることが想定される。また、償還免除の手続も、対象範囲は拡大したも

のの、被災者が高齢化し、借受人及び連帯保証人の死亡による相続の発生、

所在不明等の償還免除が困難・不可能な事案が増えている。一方、現状の

仕組では、回収も償還免除もできない債権については、最終的に市の負担

となる可能性が高い。 

このような状況の中、市では、他の自治体と共同で、国及び県に対して、

更なる償還免除の適用範囲の拡大（注）、償還期限の延長、償還指導員に対

する補助金の制度化、全国の市町村に対する所得調査の協力要請を要望し

ている。 

平成 27 年度から、償還指導員に対する国の補助金（14,726 千円／年）

が打ち切られ、回収体制を維持するには、追加の財政負担が必要となる状

況の中、効率的・効果的に債権回収を行うために、引き続き国及び県への

要望を継続して行うべきである。 

（注） 具体的には、経済的困窮度の高い少額償還者及び行方不明者への償還免除事由の拡大であ

る。 

 

（２）私債権回収のノウハウ（知識・技能）の共有化（意見） 

災害援護資金貸付金回収金は、貸付から約 20 年を経過しており、現在、

残っているのは、回収困難な債権が多い中、貸付金の回収を専業とする担

当者が業務にあたっている。そのため、債務者の状況の把握・モニタリン

グの手法、回収交渉のための市税情報の活用（ただし、私債権であり内部

利用に限る）、遠隔地の債務者への回収方法等の効率的・効果的な回収管理

手法だけでなく、訴えの提起、支払督促等の法的手段の行使、回収困難な
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債権への対応等、滞納債権の回収・整理を促進するため債権管理のノウハ

ウ（知識・技能）が蓄積されている。 

一方、債権の回収業務を主としない担当課においては、業務の合間に滞

納債権の管理・回収業務を行っており、滞納整理の知識・技能に通じた人

材もいないため、結果として、回収努力が不十分と思われるケース、回収

が困難と考えら得る債権が放置されているケースなど、管理が不十分な

ケースが認められる。 

同じ市の債権でありながら、各課の方針・事情により、滞納債権の管理

状況に差が生じているのは、望ましいことではない。 

福祉課において、災害援護資金貸付金回収金の償還業務の中で蓄積され

たノウハウを、債権管理の方針づくりや研修の実施による人材育成などに

生かし、共有化をすすめていくことが望まれる。 
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【８】障害者（児）自立支援事業費利用者負担金（健康福祉局 障害福

祉課） 

１．概要 

（１）債権の種類 

児童発達支援センター（尼崎市立あこや学園）及び医療型児童発達支援

センター（尼崎市立たじかの園）の利用契約に基づく私債権。 

 

（２）時効期間 

10年（民法 第 167条第 1項） 

 

（３）制度の概要 

以下 2つのセンターの利用に係る、利用者負担額。 

【児童発達支援センター】 

児童発達支援センターでは、未就学の障害児に日常生活における基本的

な動作の指導、知識技術の付与、集団生活への適応訓練等を行う。 

【医療型児童発達支援センター】 

医療型児童発達支援センターでは、上肢、下肢又は体幹機能の障害のあ

る児童に支援や治療を行う。 

 

（４）減免･軽減制度について 

保護者の所得に応じた利用料となっているため、減免制度はない。 

 

（５）債権の特徴 

定率負担として、利用者の保護者が利用サービス費用の 1 割を負担する

こととなるが、保護者の所得に応じた月額の負担上限額が設定されている。 

なお、負担上限額は最大で月 37,200 円であり、利用者の保護者にかかる

市民税の所得割が 28万円以上である場合にこれに該当する。 

 

（６）調定・収納の状況 

① 調定･収納事務のフロー 

毎月各センターから提出される月報に基づいて、財務会計システムにて

歳入の調定を行い、同システムから納付書を発行している。入金があれば、

会計管理室にて財務会計システムに入金情報が登録される。障害福祉課で

は、財務会計システムの入金情報により収納の確認を行う。 
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（７）債権管理の状況 

① 債権管理事務のフロー 

財務会計システム上で、発行した納付書別に入金記録、債権残高を管理

している。障害福祉課では、年に 1 回財務会計システムで納付期限を過ぎ

て入金がないものにつき、督促状を送付している。なお、督促状の送付の

ほかは、納付交渉を行うのみであり、訴訟等の債権回収の手続きは行って

いない。 

 

② 滞納債権の管理体制 

債権管理を主たる業務とする担当者はいない。障害福祉課職員が、他の

業務の傍ら、管理業務を行っている。 

 

③ 台帳の整備 

財務会計システムにて債権管理を行っており、別途台帳は作成していな

い。 

 

④ 督促・催告 

年に１回督促を行っている。 

 

⑤ 滞納整理 

納付交渉を行っているのみであり、訴訟等は実施していない。 
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（８）調定額､収入済額､不納欠損額､収入未済額（未収債権）､収納率の推移 

(単位：千円)

区分 平成24年度 平成25年度 平成26年度
調定額 3,203 3,184 3,313

現年度分 3,151 3,177 3,305
過年度分 52 8 8

収入済額 3,196 3,133 3,275
現年度分 3,151 3,133 3,275
過年度分 44 － －

不納欠損額 － － －
現年度分 － － －
過年度分 － － －

収入未済額 8 52 38
現年度分 － 44 30
過年度分 8 8 8

収納率 99.8% 98.4% 98.9%
現年度分 100.0% 98.6% 99.1%
過年度分 85.5% 0.0% －  

 

（９）収入未済額（未収債権）の滞納年数別内訳 

滞納年数 件数（件） 金額(千円）

1年以内 5 30

1年超2年以内 － －

2年超3年以内 － －

3年超4年以内 － －

4年超5年以内 － －

5年超 1 8

合計 6 38  

当債権については、長期滞納債権は 1 件 8 千円のみと極めて僅少である。

また、調査時点（平成 27 年 9 月 18 日）で上記 1 年以内の滞納債権のうち

2件 18千円はすでに回収済みとなっている。 

 

（１０）収入未済額上位 5位（平成 27年 3月 31日現在） 

順位 相手先 収入未済額（千円） 滞納月数（月） 摘要 滞納整理の現状

1 A 9 2 平成26年度分 納付済み

2 B 9 2 平成26年度分 納付済み

3 C 8 65 平成21年度分 納付書送付

4 D 6 11 平成26年度分 納付書送付

5 E 5 5 平成26年度分 納付書送付  
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（１１）滞納月数が長い債権上位 5位（平成 27年 3月 31日現在） 

順位 相手先 収入未済額（千円） 滞納月数（月） 摘要 滞納整理の現状

1 C 8 65 平成21年度分 納付書送付

2 D 6 11 平成26年度分 納付書送付

3 E 5 5 平成26年度分 納付書送付

4 A 9 2 平成26年度分 納付済み

5 B 9 2 平成26年度分 納付済み  

 

２．実施した監査手続 

（１）事務の概要把握 

対象局に、障害者（児）自立支援事業費利用者負担金の財務事務の概要

について質問し、関連資料の閲覧、関連システムの観察を行った。 

 

（２）合規性の検討 

関連法令、条例、規則、要綱等に準拠して事務が行われているかどうか

検討するため、事務の流れについて説明を受け、関連文書の閲覧を行った。 

 

（３）有効性及び効率性の検討 

有効的かつ効率的に、事務が行われているかどうか検討するため事務の

流れについて担当者から説明を受け、関係書類の閲覧を行った。 

 

（４）公平性の検討 

債権管理事務が、法規に準拠し、公平に行われているかを検討するため、

事務の流れについて担当者から説明を受け、関係書類の閲覧を行った。 

 

３．監査の結果及び意見 

特に記載すべき事項はなかった。 
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【９】福祉施設電話料等実費弁償金（健康福祉局 障害福祉課） 

１．概要 

（１）債権の種類 

尼崎市立身体障害者デイサービスセンターの利用契約に基づく私債権。 

 

（２）時効期間 

10年（民法 第 167条第 1項） 

 

（３）制度の概要 

障害者の生活介護サービス提供施設である、尼崎市立身体障害者デイ

サービスセンターにおける入浴サービスに係る利用者負担額。 

 

（４）減免･軽減制度について 

減免制度はない。 

 

（５）債権の特徴 

入浴サービス利用者が入浴 1 回につき 170 円を負担するものであり、毎

月利用回数に応じて 1ヶ月分をまとめて支払う。 

 

（６）調定・収納の状況 

① 調定･収納事務のフロー 

毎月デイサービスセンターから提出される月報に基づいて、財務会計シ

ステムにて歳入の調定を行い、同システムから納付書を発行している。入

金があれば、会計管理室にて財務会計システムに入金情報が登録される。

障害福祉課では、財務会計システムの入金情報により収納の確認を行う。 

 

（７）債権管理の状況 

① 債権管理事務のフロー 

財務会計システム上で、発行した納付書別に入金記録、債権残高を管理

している。障害福祉課では、年に 1 回財務会計システムで納付期限を過ぎ

て入金がないものにつき、督促状を送付している。 

 

② 滞納債権の管理体制 

債権管理を主たる業務とする担当者はいない。障害福祉課職員が、他の
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業務の傍ら、管理業務を行っている。 

 

③ 台帳の整備 

財務会計システムにて債権管理を行っており、別途台帳は作成していな

い。 

 

④ 督促・催告 

年に１回督促を行っている。 

 

⑤ 滞納整理 

納付交渉を行っているのみであり、訴訟等は実施していない。 

 

（８）調定額､収入済額､不納欠損額､収入未済額（未収債権）､収納率の推移 

(単位：千円)

区分 平成24年度 平成25年度 平成26年度
調定額 719 698 699

現年度分 717 697 693
過年度分 1 1 5

収入済額 718 687 677
現年度分 718 687 677
過年度分 1 － －

不納欠損額 － － －
現年度分 － － －
過年度分 － － －

収入未済額 1 11 21
現年度分 1 11 16
過年度分 － 1 5

収納率 99.9% 98.4% 96.9%
現年度分 100.0% 98.5% 97.7%
過年度分 100.0% － －  

 

（９）収入未済額（未収債権）の内訳 

順位 相手先 収入未済額（千円） 滞納月数（月） 摘要 滞納整理の現状

1 A 13 12 平成26年度分 納付済み

2 B 7 15
平成25～
平成26年度分

納付書送付

3 C 2 3 平成26年度分 納付書送付  

当債権については、1 年超の債権は 1 件 5 千円（同一人物による 1 年以

内の滞納金額は１千円）のみと極めて僅少である。また、調査時点（平成

27 年 9 月 18 日）で上記 1 年以内の滞納債権のうち 1 件 13 千円はすでに回

収済みとなっている。 
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２．実施した監査手続 

（１）事務の概要把握 

対象局に、福祉施設電話料等実費弁償金の財務事務の概要について質問

し、関連資料の閲覧、関連システムの観察を行った。 

 

（２）合規性の検討 

関連法令、条例、規則、要綱等に準拠して事務が行われているかどうか

検討するため、事務の流れについて説明を受け、関連文書の閲覧を行った。 

 

（３）有効性及び効率性の検討 

有効的かつ効率的に、事務が行われているかどうか検討するため事務の

流れについて担当者から説明を受け、関係書類の閲覧を行った。 

 

（４）公平性の検討 

債権管理事務が、法規に準拠し、公平に行われているかを検討するため、

事務の流れについて担当者から説明を受け、関係書類の閲覧を行った。 

 

３．監査の結果及び意見 

特に記載すべき事項はなかった。 
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【１０】ホームヘルプサービス事業負担収入（健康福祉局 障害福祉

課） 

１．概要 

（１）債権の種類 

尼崎市全身性障害者介護人派遣事業及び知的障害者ガイドヘルパー派遣

事業の利用料金である私債権。 

 

（２）時効期間 

10年（民法第 167条第 1項） 

 

（３）制度の概要 

尼崎市全身性障害者介護人派遣事業及び知的障害者ガイドヘルパー派遣

事業に係る自己負担金。なお、当事業は平成 15年度に廃止されている。 

 

（４）減免･軽減制度について 

減免・軽減の制度はない。 

 

（５）債権の特徴 

利用者世帯の所得に応じて 1 時間当たりの利用者負担額が設定されてい

る。 

 

（６）調定・収納の状況 

① 調定･収納事務のフロー 

平成 15 年度に制度が廃止されており現在は繰越調定のみが行われている。

財務会計システムで入金を確認している。 

 

（７）債権管理の状況 

① 債権管理事務のフロー 

現在は入金管理をしているのみで、一般的に私債権の回収手続として行

われる督促や裁判所による回収手続（支払督促、少額訴訟など）は実施し

ていない。 

 

② 滞納債権の管理体制 

債権管理を主たる業務とする担当者はいない。障害福祉課職員が、他の
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業務の傍ら、管理業務を行っている。 

 

③ 台帳の整備 

財務会計システム上で、債権残高を管理している。別途台帳は作成して

いない。 

 

④ 督促・催告 

現在、督促状、催告書は発送していない。 

 

⑤ 滞納整理 

現在、納付交渉は行っていない。財産調査、裁判所による回収手続（支

払督促、少額訴訟など）、徴収停止、不納欠損処理は実施しておらず、延滞

金は徴収していない。 

 

（８）調定額､収入済額､不納欠損額､収入未済額（未収債権）､収納率の推移 

(単位：千円)

区分 平成24年度 平成25年度 平成26年度
調定額 346 346 346

現年度分 － － －
過年度分 346 346 346

収入済額 － － －
現年度分 － － －
過年度分 － － －

不納欠損額 － － －
現年度分 － － －
過年度分 － － －

収入未済額 346 346 346
現年度分 － － －
過年度分 346 346 346

収納率 － － －
現年度分 － － －
過年度分 － － －  

 

（９）収入未済額（未収債権）の内訳 

順位 相手先 収入未済額（千円） 滞納月数（月） 摘要 滞納整理の現状

1 A 210 144 平成14年度分 未折衝

2 B 114 133 平成14年度分 未折衝

3 C 22 135 平成14年度分 未折衝  

当債権は平成 14 年度までの制度に係るものであるため、すべて 10 年超

の債権となっている。 
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２．実施した監査手続 

（１）事務の概要把握 

対象局に、ホームヘルプサービス事業負担収入の財務事務の概要 

について質問し、関連資料の閲覧、関連システムの観察を行った。 

 

（２）合規性の検討 

関連法令、条例、規則、要綱等に準拠して事務が行われているかどう 

か検討するため、事務の流れについて説明を受け、関連文書の閲覧を 

行った。 

 

（３）有効性及び効率性の検討 

有効的かつ効率的に、事務が行われているかどうか検討するため事務の

流れについて担当者から説明を受け、関係書類の閲覧を行った。 

 

（４）公平性の検討 

債権管理事務が、法規に準拠し、公平に行われているかを検討するため、

事務の流れについて担当者から説明を受け、関係書類の閲覧を行った。 

 

３．監査の結果及び意見 

（１）実質的に回収が見込めない債権の債権放棄を行うための基準の明確化

（意見） 

当該債権は、10 年以上前に廃止された制度に係るものであり、債務者の

転居等により催告等もできていないものである。また、いずれの債権も時

効期間は到来しているが、当該債権は私債権であるため、消滅時効の完成

には債務者による時効の援用が必要であり不納欠損処分は行われていない。

しかし、上記のような状況から、実質的には債権の回収は困難であり、回

収は見込めないものと考えられる。 

このような債権を放置しておくことは、管理コストを増加させることと

なるため、実質的に回収が見込めない私債権については、一定の基準のも

と債権放棄の意思決定をし、その上で不納欠損処理を行い、その他の業務

に注力し、効率的な事務運用をすることが望まれる。 

なお、債権放棄を行うには議会の議決を要するが（地方自治法第 96 条第

1 項第 10 号）、市では、特殊な事例を除き、議会の議決による債権放棄の

実績がない。その要因の一つとして、債権放棄を行うための明確な基準が
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定められていないことが考えられる。市が保有する債権については、公平

性の観点から、すべて回収することが原則であるが、実質的に回収が見込

めない債権や、回収コストが債権の額を上回るような債権を管理し続ける

ことは効率的な事務を阻害する要因となる。そのため、当該債権のような

債務者が所在不明の場合は、どのような条件のもと債権放棄を行うのかと

いう基準を明確にして、限られた人員の中で効果的・効率的な債権管理を

行うことが望まれる。そのためにも、債権放棄の基準を定めた債権管理条

例を制定する等の方法により、実質的に回収が見込めない債権については、

債権放棄するための明確な基準を定めることを検討すべきである。 
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【１１】障害福祉関係施設給食負担収入（健康福祉局 障害福祉課） 

１．概要 

（１）債権の種類 

児童発達支援センター（尼崎市立あこや学園）及び医療型児童発達支援

センター（尼崎市立たじかの園）における給食費の利用者負担額であり、

利用契約に基づく私債権。 

 

（２）時効期間 

10年（民法 第 167条第 1項） 

 

（３）制度の概要 

以下 2つのセンターにおける給食費の利用者負担額。 

＜児童発達支援センター＞ 

児童発達支援センターでは、未就学の障害児に日常生活における基本的

な動作の指導、知識技術の付与、集団生活への適応訓練等を行う。 

＜医療型児童発達支援センター＞ 

医療型児童発達支援センターでは、上肢、下肢又は体幹機能の障害のあ

る児童に支援や治療を行う。 

 

（４）減免･軽減制度について 

保護者の所得に応じた負担金となっているため、減免制度はない。 

 

（５）債権の特徴 

保護者の所得に応じて 1日当たりの給食費が設定されている。 

 

（６）調定・収納の状況 

① 調定･収納事務のフロー 

毎月各センターから提出される月報に基づいて、財務会計システムにて

歳入の調定を行い、同システムから納付書を発行している。入金があれば、

会計管理室にて財務会計システムに入金情報が登録される。障害福祉課で

は、財務会計システムの入金情報により収納の確認を行う。 

 

（７）債権管理の状況 

① 債権管理事務のフロー 
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財務会計システム上で、発行した納付書別に入金記録、債権残高を管理

している。障害福祉課では、年に 1 回財務会計システムで納付期限を過ぎ

て入金がないものにつき、督促状を送付している。 

 

② 滞納債権の管理体制 

債権管理を主たる業務とする担当者はいない。障害福祉課職員が、他の

業務の傍ら、管理業務を行っている。 

 

③ 台帳の整備 

財務会計システムにて債権管理を行っており、別途台帳は作成していな

い。 

 

④ 督促・催告 

年に１回督促を行っている。 

 

⑤ 滞納整理 

納付交渉を行っているのみであり、訴訟等は実施していない。 

 

（８）調定額､収入済額､不納欠損額､収入未済額（未収債権）､収納率の推移 

(単位：千円)

区分 平成24年度 平成25年度 平成26年度
調定額 2,305 2,142 2,194

現年度分 2,269 2,128 2,193
過年度分 36 14 1

収入済額 2,291 2,099 2,165
現年度分 2,257 2,085 2,165
過年度分 34 14 －

不納欠損額 － － －
現年度分 － － －
過年度分 － － －

収入未済額 14 43 29
現年度分 12 43 28
過年度分 2 － 1

収納率 99.4% 98.0% 98.7%
現年度分 99.5% 98.0% 98.7%
過年度分 94.4% 100.0% －  
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（９）収入未済額（未収債権）の内訳 

順位 相手先 収入未済額（千円） 滞納月数（月） 摘要 滞納整理の現状

1 A 14 2 平成26年度分 納付済み

2 B 7 2 平成26年度分 納付済み

3 C 4 4 平成26年度分 納付書送付

4 D 3 11 平成26年度分 納付書送付

5 E 1 25 平成24年度分 納付書送付  

当債権については、長期滞納債権は 1 件 1 千円のみである。また、調査

時点（平成 27 年 9 月 18 日）で上記 1 年以内の滞納債権のうち 2 件 21 千円

はすでに回収済みとなっている。 

 

２．実施した監査手続 

（１）事務の概要把握 

対象局に、障害福祉関係施設給食負担収入の財務事務の概要について 

質問し、関連資料の閲覧、関連システムの観察を行った。 

 

（２）合規性の検討 

関連法令、条例、規則、要綱等に準拠して事務が行われているかどう 

か検討するため、事務の流れについて説明を受け、関連文書の閲覧を 

行った。 

 

（３）有効性及び効率性の検討 

有効的かつ効率的に、事務が行われているかどうか検討するため事務の

流れについて担当者から説明を受け、関係書類の閲覧を行った。 

 

（４）公平性の検討 

債権管理事務が、法規に準拠し、公平に行われているかを検討するため、

事務の流れについて担当者から説明を受け、関係書類の閲覧を行った。 

 

３．監査の結果及び意見 

特に記載すべき事項はなかった。 
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【１２】高齢者住宅整備資金貸付金回収金（健康福祉局 高齢介護課） 

１．概要 

（１）債権の種類 

尼崎市高齢者住宅整備資金貸付条例、同施行規則を適用する私債権。 

 

（２）時効期間 

10年（民法 第 167条第 1項） 

 

（３）制度の概要 

高齢者専用居室等の増改築等を行うために必要な資金の貸付を行うこと

により、高齢者の居住環境の改善を図り、もって高齢者の福祉の増進に寄

与することを目的とする（高齢者住宅整備資金貸付条例第 1 条）制度であ

る。なお、当制度は、平成 20年 3月 31 日に廃止されている。 

 

（４）減免･軽減制度について 

減免・軽減の制度はない。 

 

（５）債権の特徴 

貸付条件は以下のとおりである。貸付には連帯保証人が必要である。 

項 目 内 容 

貸付限度額 2,264千円 

貸付利率 資金運用部資金法に基づく資金運用部資金の

地方公共団体に対する貸付利率の範囲内で、

規則に定める利率 

償還期間 1年、3年、5年、10年の選択制 

 

（６）調定・収納の状況 

① 調定･収納事務のフロー 

平成 20 年に廃止されているため新規の貸付金の発生はない。入金は財務

会計システムに入金情報が登録される。 

 

（７）債権管理の状況 

① 債権管理事務のフロー 

平成 20 年に貸付制度が廃止されており、現在は、年 1 回催告書を発送し、

電話での納付相談を受けるほかは、入金、残高管理を行うのみである。 
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過去に法的手段（支払督促・訴えの提起等）を実施した実績はない。 

 

② 滞納債権の管理体制 

債権管理を主たる業務とする担当者はいない。高齢介護課職員が他の業

務の傍ら、管理業務を行っている。 

 

③ 台帳の整備 

財務会計システムに個人別の調定・残高データを管理している、また、

財務会計システムから出力した入金データを元に、個人別の管理台帳（エ

クセル）を作成し、交渉状況、納付状況及び貸付残高の確認を行っている。 

 

④ 督促・催告 

年 1回（4月）催告書を発送している。 

 

⑤ 滞納整理 

主に催告書の発送、電話による納付交渉を行っている。財産調査、法的

措置（支払督促・訴えの提起等）、徴収の停止、不納欠損処分は実施してお

らず、延滞金は徴収していない。 

 

（８）調定額､収入済額､不納欠損額､収入未済額（未収債権）､収納率の推移 

(単位：千円)

区分 平成24年度 平成25年度 平成26年度
調定額 18,916 18,624 18,437

現年度分 － － －
過年度分 18,916 18,624 18,437

収入済額 292 187 79
現年度分 － － －
過年度分 292 187 79

不納欠損額 － － －
現年度分 － － －
過年度分 － － －

収入未済額 18,624 18,437 18,358
現年度分 － － －
過年度分 18,624 18,437 18,358

収納率 1.5% 1.0% 0.4%
現年度分 － － －
過年度分 1.5% 1.0% 0.4%  
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（９）収入未済額（未収債権）の滞納年数別内訳 

滞納年数 件数（件） 金額(千円）
1年以内 － －
1年超2年以内 － －
2年超3年以内 － －
3年超4年以内 － －
4年超5年以内 － －
5年超 19 18,358

合計 19 18,358  

（注）平成 20年に貸付制度が廃止されており、滞納年数はすべて 5年超である。 

 

（１０）収入未済額上位 5位（平成 27年 3月 31日現在） 

順位 相手先 収入未済額（千円） 滞納月数（月） 滞納整理の現状

1 A 2,586 94 債務者死亡
2 B 2,405 55 債務者所在不明
3 C 2,339 123 年１回の催告
4 D 1,964 117 債務者自己破産
5 E 1,545 154 年１回の催告  

 

（１１）滞納月数が長い債権上位 5位（平成 27年 3月 31日現在） 

順位 相手先 収入未済額（千円） 滞納月数（月） 滞納整理の現状

1 F 135 337 債務者死亡

2 G 231 230 債務者死亡

3 H 522 225 年１回の催告

4 I 479 218 年１回の催告

5 J 212 192 分割回収中  
 

２．実施した監査手続 

（１）事務の概要把握 

債権管理事務の概要について質問し、関連資料の閲覧を行った。 

 

（２）合規性の検討 

関連法令、条例、規則、要綱等に準拠して事務が行われているかどうか

検討するため、事務の流れについて説明を受け、関連文書の閲覧を行った。 

 

（３）有効性及び効率性の検討 

有効的かつ効率的に、事務が行われているかどうか検討するため事務の

流れについて担当者から説明を受け、関係書類の閲覧を行った。 
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（４）公平性の検討 

債権管理事務が、法規に準拠し、公平に行われているかを検討するため、

事務の流れについて担当者から説明を受け、関係書類の閲覧を行った。 

 

３．監査の結果及び意見 

（１）実質的に回収が見込めない債権についての債権放棄を行うための基準

の明確化（意見） 

高齢者住宅整備資金貸付金回収金は、平成 20 年に廃止された事業に係る

未収債権である。債権の大半は、時効（10 年）が経過しているか、債務者

が死亡、自己破産であったり、年金生活者であるケースが大半である。 

不納欠損の前提としては、債権が消滅していることを確認する場合と、

債権放棄の意思決定を行う場合の 2 種類があると考える。例えば、債務者

死亡の場合は、相続人の相続放棄や限定承認の有無を裁判所へ申述書の照

会をして債権が消滅していることを確認の上、不納欠損処理を行う。一方、

例えば債務者所在不明のような債権の消滅を確認できない債権で、実質的

に債権の回収が見込まれない場合は、債権放棄の意思決定を行うことによ

り不納欠損処理を行うことができる。 

市が保有する債権については、公平性の観点から、すべて回収すること

が原則である。しかし、債権が消滅しているか否かの確認を実施した上で、

債権の消滅が確認できないが、実質的に回収が見込まれない債権を管理し

続けることは、効率性の観点からは望ましいことではない。限られた人員

の中で効果的・効率的な債権管理を行うためには、例えば、債務者所在不

明の場合は、どのような条件のもと債権放棄を行うのかという基準を明確

にして、債権放棄の意思決定の上で、不納欠損処理を行い、実質的に回収

が見込まれない債権と回収見込みのある債権を区分して、回収見込みのあ

る債権の債権管理を重点的に行うべきである。 

なお、債権を放棄するためには議会の議決を要するが（地方自治法第 96

条第 1 項第 10 号）、市では、特殊な事例を除き、これまで債権放棄の議決

を行ったことがない。これは、債権放棄を行うための明確な基準が定めら

れていないことが要因であると考えられる。市は、債権管理条例を制定す

る等の方法により、実質的に回収が見込めない債権を放棄するための明確

な基準を定めることを検討すべきである。 



116 

 

【１３】ホームヘルプサービス事業負担収入（健康福祉局 高齢介護

課） 

１．概要 

（１）債権の種類 

尼崎市ホームヘルプサービス事業実施要綱、同要領を適用する私債権。 

 

（２）時効期間 

10年（民法 第 167条第 1項） 

 

（３）制度の概要 

身体上又は精神上の障害があって日常生活を営むのに支障がある老人又

は重度心身障害者（児）の家庭に対して、ホームヘルパーを派遣して、日

常生活の世話を行うことにより、老人又は、重度心身障害者（児）に健全

で安らかな生活を営ませるとともにその家庭の生活の安定に寄与すること

を目的とする、尼崎市ホームヘルプサービス事業の利用料。 

なお、当事業は、介護保険制度の創設に伴い、平成 12 年 3 月 31 日に廃

止されている。 

 

（４）減免･軽減制度について 

減免・軽減の制度はない。 

 

（５）債権の特徴 

ホームヘルプサービスの利用対象者等の概要は以下のとおりである（尼

崎市ホームヘルプサービス事業実施要綱）。 

サービス利用の申し込みは、「ホームヘルパー派遣申請書」を福祉事務所

長に提出することで行われ、その後は、毎年、世帯の生計中心者の前年の

所得税課税額を証明する書類を提出する。尼崎市ホームヘルプサービス事

業実施要綱、同要領には、未納が発生した場合の規定はない。 
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項 目 内 容 

対象者 
老衰、心身の障害又は傷病等により独力で日常生活を

営むのに支障のあるおおむね 65歳以上の老人 

サービスの

内容 

食事の世話、衣類の洗濯・補修、住居の掃除、整理整

頓、身の回りの世話、生活・身上に関する相談助言ほ

か 

利用料 

滞在型及び午前 7時から午後 9時までの巡回型 

前年所得税課税年額により 0 円～950 円（1 時間あた

り） 

午後 9時から午前 7時までの巡回型 

前年所得税課税年額により 0円～750円（1回あたり） 

 

（６）調定・収納の状況 

① 調定･収納事務のフロー 

平成 12 年に制度が廃止されており新規の利用料の発生はない。個人別の

残高は財務会計システムに記録されている。 

 

（７）債権管理の状況 

① 債権管理事務のフロー 

平成 12 年に制度が廃止され、債権のほとんどが時効を経過している状況

である。平成 20 年度から 26 年度まで入金実績はなく、現在は、残高管理

をしているのみである。過去に法的手段（支払督促・訴えの提起等）を実

施した実績はない。 

 

② 滞納債権の管理体制 

債権管理を主たる業務とする担当者はいない。高齢介護課職員 1 名が他

の業務の傍ら、管理業務を行っている。 

 

③ 台帳の整備 

財務会計システムで個人別残高を管理している。また、平成 12 年の事業

廃止後の平成 17 年に作成された個人別の記録表があるが、それ以前の交渉

記録は残っていない。 

 

④ 督促・催告 

現在は、督促・催告は実施していない。 
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⑤ 滞納整理 

現在は、納付交渉は行っていない。財産調査、法的措置（支払督促、訴

えの提起等）、徴収の停止、不納欠損処理は実施しておらず、延滞金は徴収

していない。 

 

（８）調定額､収入済額､不納欠損額､収入未済額（未収債権）､収納率の推移 

(単位：千円)

区分 平成24年度 平成25年度 平成26年度
調定額 3,808 3,808 3,808

現年度分 － － －
過年度分 3,808 3,808 3,808

収入済額 － － －
現年度分 － － －
過年度分 － － －

不納欠損額 － － －
現年度分 － － －
過年度分 － － －

収入未済額 3,808 3,808 3,808
現年度分 － － －
過年度分 3,808 3,808 3,808

収納率 － － －
現年度分 － － －
過年度分 － － －  

 

（９）収入未済額（未収債権）の滞納年数別内訳 

滞納年数 件数（件） 金額(千円）
1年以内 － －
1年超2年以内 － －
2年超3年以内 － －
3年超4年以内 － －
4年超5年以内 － －
5年超 219 3,808

合計 219 3,808  

（注）調定は月ごとに行われる。件数は調定件数であり、未納者の人数は 54人である。 

 

（１０）収入未済額上位 5位（平成 27年 3月 31日現在） 

順位 相手先 収入未済額（千円） 滞納月数（月） 調定年度 滞納整理の現状

1 A 1,177 247 平成6年9月分～ 債務者死亡
2 B 1,055 209 平成10年2月分～ 債務者死亡
3 C 419 240 平成7年4月分～ 債務者死亡
4 D 124 204 平成10年4月分～ 債務者死亡
5 E 99 183 平成12年1月分～ 債務者死亡  
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（１１）滞納月数が長い債権上位 5位（平成 27年 3月 31日現在） 

順位 相手先 収入未済額（千円） 滞納月数（月） 滞納月数（月） 滞納整理の現状

1 A 1,177 247 平成6年9月分～ 債務者死亡
2 C 419 240 平成7年4月分～ 債務者死亡
3 B 1,055 209 平成10年2月分～ 債務者死亡
4 D 124 204 平成10年4月分～ 債務者死亡
5 E 99 183 平成12年1月分～ 債務者死亡  

 

２．実施した監査手続 

（１）事務の概要把握 

債権管理事務の概要について質問し、関連資料の閲覧を行った。 

 

（２）合規性の検討 

関連法令、条例、規則、要綱等に準拠して事務が行われているかどうか

検討するため、事務の流れについて説明を受け、関連文書の閲覧を行った。 

 

（３）有効性及び効率性の検討 

有効的かつ効率的に、事務が行われているかどうか検討するため事務の

流れについて担当者から説明を受け、関係書類の閲覧を行った。 

 

（４）公平性の検討 

債権管理事務が、法規に準拠し、公平に行われているかを検討するため、

事務の流れについて担当者から説明を受け、関係書類の閲覧を行った。 

 

３．監査の結果及び意見 

（１）債務者との交渉記録等の適切な保存（意見）。 

「1.（10）収入未済額上位 5 位」の中で、滞納金額が 100 万円を超える

債務者（A 氏、（未納期間平成 6 年 9 月分～平成 12 年 3 月分）、B 氏、（未納

期間平成 10 年 2 月分～平成 12 年 3 月分））について、市の担当課に当時の

状況を確認したところ、平成 17 年（平成 12 年の事業廃止後）に作成され

た個人別の台帳にコメント（A 債務者死亡、子行方不明、H17 督促済、子連

絡×）が記載されているだけで、ホームヘルプサービスを提供していた時

の、未納者との交渉記録等は残されておらず、当時の状況はわからないと

の回答であった。 

そのため、当時の担当課である老人福祉課が適切な回収努力を行ってい

たか、利用料の滞納が継続していたにもかかわらず、サービス提供を続け
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た課の方針が妥当であったか、判断できない状況である。 

未収債権については、債務者の状況、交渉の内容等を記録した、管理台

帳を作成するとともに、滞納者へのサービスの提供を継続する判断を行っ

た場合は、その根拠を適切に残しておくべきである。 

 

（２）実質的に回収が見込めない債権についての債権放棄を行うための基準

の明確化（意見） 

当該債権は、平成 12 年に廃止された事業に係る未収債権であり、平成

20 年度以降回収実績はなく、債権の大部分について時効（10 年）が到来し

ている。 

交渉記録がないため、当時どのような回収努力がなされていたか判明し

ない点があるものの、上記のような状況から、債務者が死亡しており、相

続人も所在不明であるなど、実質的には債権の回収は見込めない債権が多

いものと考えられる。 

市が保有する債権については、公平性の観点から、すべて回収すること

が原則である。しかし、債権が消滅しているか否かの確認を実施した上で、

債権の消滅が確認できないが、実質的に回収が見込まれない債権を管理し

続けることは、効率性の観点からは望ましいことではない。限られた人員

の中で効果的・効率的な債権管理を行うためには、例えば、債務者所在不

明の場合は、どのような条件のもと債権放棄を行うのかという基準を明確

にして、債権放棄の意思決定の上で、不納欠損処理を行い、実質的に回収

が見込まれない債権と回収見込みのある債権を区分して、回収見込みのあ

る債権の債権管理を重点的に行うべきである。 

なお、債権を放棄するためには議会の議決を要するが（地方自治法第 96

条第 1 項第 10 号）、市では、特殊な事例を除き、債権放棄の議決を行った

ことがない。その要因の一つとして、債権放棄を行うための明確な基準が

定められていないことが考えられる。市は債権管理条例を制定する等の方

法により、実質的に回収が見込めない債権を放棄するための明確な基準を

定めることを検討すべきである。 
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【１４】生活援助員派遣事業利用者負担金（健康福祉局 高齢介護課） 

１．概要 

（１）債権の種類 

尼崎市シルバーハウジング生活援助員派遣事業の利用料。私債権。 

 

（２）時効期間 

10年（民法 第 167条第 1項） 

 

（３）制度の概要 

高齢者世話付住宅（シルバーハウジング）に居住する高齢者等に対して、

生活援助員を派遣して生活指導・相談・安否の確認、緊急等の対応等の

サービスを提供することによって、高齢者等が自立して安全かつ快適な生

活が営むことができるよう、在宅生活を支援することを目的としている

（尼崎市シルバーハウジング生活援助員派遣事業実施要綱 1条）。 

 

（４）債権の特徴 

シルバーハウジングに入居した者全員が制度の利用者となる。利用料は

月額 0 円～2,800 円（平成 26 年 4 月～）で前年所得税年額等に応じて決定

される。 

 

（５）調定・収納の状況 

① 調定･収納事務のフロー 

利用料は月ごとに発生し、月次で調定が行われる。納付書は財務会計シ

ステム上で発行され、3 ヶ月に一度送付する。入金は財務会計システムに

登録される。 

 

（６）債権管理の状況 

① 債権管理事務のフロー 

未納者に対しては、年 1 回督促状を発送し、電話で納付相談を行うほか

は、入金、残高管理を行うのみである。過去に法的手段（支払督促・訴え

の提起等）を実施した実績はない。 
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② 滞納債権の管理体制 

債権管理を主たる業務とする担当者はおらず、高齢介護課職員が、他の

業務の傍ら管理業務を行っている。 

 

③ 台帳の整備 

財務会計システムから出力したデータを元に未納者のリストを作成し、

債権管理を行っている。 

 

④ 督促・催告 

年 1回督促状を発送している。 

 

⑤ 滞納整理 

主に督促状の発送、電話による納付相談を行っている。財産調査、法的

措置（支払督促、訴えの提起等）、徴収停止、不納欠損処分は実施しておら

ず、延滞金は徴収していない。 

 

（７）調定額､収入済額､不納欠損額､収入未済額（未収債権）､収納率の推移 

(単位：千円)

区分 平成24年度 平成25年度 平成26年度
調定額 862 958 907

現年度分 165 231 77
過年度分 697 727 830

収入済額 136 128 44
現年度分 136 128 44
過年度分 － － －

不納欠損額 － － －
現年度分 － － －
過年度分 － － －

収入未済額 727 830 864
現年度分 29 103 34
過年度分 697 727 830

収納率 15.7% 13.3% 4.8%
現年度分 82.2% 55.3% 56.4%
過年度分 0.0% － －  
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（８）収入未済額（未収債権）の滞納年数別内訳 

滞納年数 件数（件） 金額(千円）
1年以内 12 34
1年超2年以内 26 103
2年超3年以内 3 29
3年超4年以内 3 15
4年超5年以内 6 29
5年超 281 653

合計 331 864  

（注） 月ごとに調定が行われており、上記は調定件数である。実際の未納者の人数は 23 人である。 

 

（９）収入未済額上位 5位（平成 27年 3 月 31日現在） 

順位 相手先 収入未済額（千円） 滞納月数（月） 調定年度 滞納整理の現状

1 A 107 27 平成25～平成26年度 納付相談又は督促中
2 B 107 147 平成15～平成17年度 納付相談又は督促中
3 C 78 123 平成16～平成19年度 納付相談又は督促中
4 D 74 84 平成19年度 納付相談又は督促中
5 E 69 123 平成16～平成18年度 納付相談又は督促中  

 

（１０）滞納月数が長い債権上位 5位（平成 27年 3月 31日現在） 

順位 相手先 収入未済額（千円） 滞納月数（月） 調定年度 滞納整理の現状

1 F 1 216 平成9年度 債務者死亡
2 G 32 205 平成9～平成11年度 時効経過
3 H 29 204 平成10年度 債務者死亡
4 I 25 204 平成10年度 債務者死亡
5 J 20 204 平成10年度 債務者死亡  

 

２．実施した監査手続 

（１）事務の概要把握 

債権管理事務の概要について質問し、関連資料の閲覧を行った。 

 

（２）合規性の検討 

関連法令、条例、規則、要綱等に準拠して事務が行われているかどうか

検討するため、事務の流れについて説明を受け、関連文書の閲覧を行った。 

 

（３）有効性及び効率性の検討 

有効的かつ効率的に、事務が行われているかどうか検討するため事務の

流れについて担当者から説明を受け、関係書類の閲覧を行った。 

 

（４）公平性の検討 
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債権管理事務が、法規に準拠し、公平に行われているかを検討するため、

事務の流れについて担当者から説明を受け、関係書類の閲覧を行った。 

 

３．監査の結果及び意見 

（１）実質的に回収が見込めない債権の債権放棄を行うための基準の明確化

（意見） 

生活援助員派遣事業は、市が市営住宅の一部に設置している高齢者世話

付住宅（シルバーハウジング）に居住する高齢者等に対する事業であり、

現在も実施されているが、平成 27 年 3 月 31 日現在の未収債権 23 件の中で、

債務者が死亡しており、相続人の連絡先が不明なケースが 9 件ある。また、

その多くは時効（10年）が経過している。 

不納欠損の前提としては、債権が消滅していることを確認する場合と、

債権放棄の意思決定を行う場合の 2 種類があると考える。例えば、債務者

死亡の場合は、相続人の相続放棄や限定承認の有無を裁判所へ申述書の照

会をして債権が消滅していることを確認の上、不納欠損処理を行う。一方、

例えば債務者は死亡、相続人の相続放棄は確認できないが、相続人の所在

は不明、というような、債権の消滅を確認できない債権で、実質的に債権

の回収が見込まれない場合は、債権放棄の意思決定を行うことにより不納

欠損処理を行うことができる。 

市が保有する債権については、公平性の観点から、すべて回収すること

が原則である。しかし、債権が消滅しているか否かの確認を実施した上で、

債権の消滅が確認できないが、実質的に回収が見込まれない債権を管理し

続けることは、効率性の観点からは望ましいことではない。限られた人員

の中で効果的・効率的な債権管理を行うためには、例えば、債権放棄をし

ていない相続人の所在が不明である場合は、どのような条件のもと債権放

棄を行うのかという基準を明確にして、債権放棄の意思決定の上で、不納

欠損処理を行い、実質的に回収が見込まれない債権と回収見込みのある債

権を区分して、回収見込みのある債権の管理を重点的に行うべきである。 

なお、債権を放棄するためには議会の議決を要するが（地方自治法第 96

条第 1 項第 10 号）、市では、特殊な事例を除き、これまで債権放棄の議決

を行ったことがない。これは、債権放棄を行うための明確な基準が定めら

れていないことが要因であると考えられる。市は、債権管理条例を制定す

る等の方法により、実質的に回収が見込めない債権を放棄するための明確

な基準を定めることを検討すべきである。 
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【１５】緊急通報装置利用者自己負担金（健康福祉局 高齢介護課） 

１．概要 

（１）債権の種類 

尼崎市緊急通報システム普及促進事業実施要綱、同要領が適用される私

債権。 

 

（２）時効期間 

10年（民法第 167条第 1項） 

 

（３）制度の概要 

ひとり暮らしの高齢者等の緊急時(急病や事故等)に対応する,「尼崎市緊

急通報システム」の利用料。 

 

（４）債権の特徴 

利用者の自己負担額基準は以下のとおり。利用者は平成 27 年 3 月時点で

514人であり、そのうち約 30人が有料である。 

 

【利用者自己負担額基準】 

尼崎市緊急通報システム普及促進事業実施要綱別表に、次表のとおり定

められている。 

利用者世帯の階層区分 利用者負担額（月額） 

A 生活保護法による被保護世帯 0円 

B 生活中心者が前年市民税・県民税非課税世帯 0円 

C 生計中心者が前年市民税・県民税課税世帯 全額（注） 

（注） 平成 25年度までは 1,050円、平成 26年度は 1,080円で、入札により決定した設置業者の価

格や消費税率の変更で価格は変動する。 

 

（５）債権管理の状況 

① 債権管理事務のフロー 

利用決定は年 1 回。半年に 1 回 6 ヶ月分を調定し、納付書を送付してい

る。未納者に対しては、年 1 回督促状を発送し、電話で納付相談を行うほ

かは、入金、残高管理を行うのみである。過去に法的手段（支払督促・訴

えの提起等）を実施した実績はない。 
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② 滞納債権の管理体制 

債権管理を主たる業務とする担当者はおらず、高齢介護課職員が、他の

業務の傍ら管理業務を行っている。 

 

③ 台帳の整備 

財務会計システムから出力したデータを元に未納者のリストを作成し、

納付状況、交渉状況、残高の管理を行っている。 

 

④ 督促・催告 

年 1回督促状を発送している。 

 

⑤ 滞納整理 

主に督促状の発送、電話による納付相談を行っている。財産調査、法的

措置（支払督促、訴えの提起等）、徴収停止、不納欠損処理は実施しておら

ず、延滞金は徴収していない。 

 

（６）調定額､収入済額､不納欠損額､収入未済額（未収債権）､収納率の推移 

(単位：千円)

区分 平成24年度 平成25年度 平成26年度
調定額 683 637 717

現年度分 576 477 498
過年度分 106 161 219

収入済額 522 418 406
現年度分 499 418 395
過年度分 23 － 11

不納欠損額 － － －
現年度分 － － －
過年度分 － － －

収入未済額 161 219 312
現年度分 78 59 103
過年度分 83 161 209

収納率 76.5% 65.6% 56.6%
現年度分 86.5% 87.7% 79.4%
過年度分 21.8% － 4.8%  
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（７）収入未済額（未収債権）の滞納年数別内訳 

滞納年数 件数（件） 金額(千円）
1年以内 95 103
1年超2年以内 56 59
2年超3年以内 74 78
3年超4年以内 23 24
4年超5年以内 46 48
5年超 0 －

合計 294 312  

(注) 上記は調定の件数であり、未納者の人数は 33名である。 

 

（８）収入未済額上位 5位（平成 27年 3 月 31日現在） 

順位 相手先 収入未済額（千円） 滞納月数（月） 調定年度 滞納整理の現状

1 A 38 41 平成23年10月分～ 年１回督促処理・納付交渉中
2 B 23 29 平成24年10月分～ 年１回督促処理・納付交渉中
3 C 19 29 平成24年10月分～ 年１回督促処理・納付交渉中
4 D 19 59 平成22年4月分～ 年１回督促処理・納付交渉中
5 E 17 47 平成23年4月分～ 年１回督促処理・納付交渉中  

 

（９）滞納月数が長い債権上位 5位（平成 27年 3月 31日現在） 

順位 相手先 収入未済額（千円） 滞納月数（月） 調定年度 滞納整理の現状

1 F 13 59 平成22年4月～ 年１回督促処理・納付交渉中
2 D(G) 19 59 平成22年4月～ 年１回督促処理・納付交渉中
3 H 1 54 平成22年9月～ 年１回督促処理・納付交渉中
4 I 13 53 平成22年10月～ 年１回督促処理・納付交渉中
5 J 6 53 平成22年10月～ 年１回督促処理・納付交渉中  

 

２．実施した監査手続 

（１）事務の概要把握 

債権管理事務の概要について質問し、関連資料の閲覧を行った。 

 

（２）合規性の検討 

関連法令、条例、規則、要綱等に準拠して事務が行われているかどうか

検討するため、事務の流れについて説明を受け、関連文書の閲覧を行った。 

 

（３）有効性及び効率性の検討 

有効的かつ効率的に、事務が行われているかどうか検討するため事務の

流れについて担当者から説明を受け、関係書類の閲覧を行った。 
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（４）公平性の検討 

債権管理事務が、法規に準拠し、公平に行われているかを検討するため、

事務の流れについて担当者から説明を受け、関係書類の閲覧を行った。 

 

３．監査の結果及び意見 

特に記載すべき事項はなかった。 
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【１６】介護保険料（健康福祉局 介護保険事業担当） 

１．概要 

（１）債権の種類 

地方自治法第 231 条の 3 第 3 項に定める歳入であり、介護保険法を適用

する強制徴収公債権。 

 

（２）時効期間 

2年（介護保険法第 200条第 1項） 

 

（３）制度の概要 

介護保険制度は、40 歳以上 65 歳未満の医療保険加入者並びに 65 歳以上

の人を被保険者とした、市町村が保険者として運営する社会保険制度であ

る（介護保険法）。 

被保険者は市町村の住民のうち、65 歳以上の第 1 号被保険者と、40 歳以

上 65 歳未満の医療保険の加入者である第 2 号被保険者に区分されている。

市町村の介護保険料の徴収対象者は第 1 号被保険者である（介護保険法第

129条第 4項）。 

市町村は、介護保険事業に要する費用に充てるため、保険料を徴収しな

ければならない（介護保険法第 129 条第 1 項）とされており、尼崎市介護

保険条例及び尼崎市介護保険規則を制定し、介護保険料の徴収を実施して

いる。 

 

（４）減免･軽減制度について 

介護保険法第 142 条、尼崎市介護保険条例第 8 条に基づき、保険料の納

付義務者について災害その他特別の理由がある場合において、特に必要が

あると認められるときは、当該保険料の納付義務者からの申請により、保

険料の減免又は 6 月以内の期間を限ってその徴収を猶予することができる。 

 

（５）債権の特徴 

介護保険料については、低所得者に配慮し、負担能力に応じた負担を求

める観点から、世帯又は本人の市町村民税の課税状況、所得の状況等に応

じて段階別に設定されている。なお、被保険者の世帯主及び配偶者には、

介護保険法の規定により、保険料を連帯して納付する義務がある。 

介護保険料は 3 年ごとに見直すこととされており、平成 26 年度は次表の
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11段階に区分されている。 

段階 対象者 年額保険料

第1段階
生活保護受給者、中国残留邦人等支援給付受給者、又は老齢福祉年金
の受給者で世帯全員が市民税非課税の人

32,048円

第2段階
世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入と合計所得金額の合計が80
万円以下の人

40,060円

第3段階
世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入と合計所得金額の合計が80
万円を超え120万円以下の人

43,906円

第4段階 世帯全員が市民税非課税で、第１段階、第２段階、第３段階以外の人 48,072円

第5段階
世帯員に市民税が課税の人がいるが、本人は市民税非課税で課税年金収
入と合計所得金額の合計が80万円以下の人

57,686円

第6段階
世帯員に市民税が課税の人がいるが、本人は市民税非課税で課税年金収
入と合計所得金額の合計が80万円を超える人

64,095円

第7段階 本人が市民税課税で、本人の合計所得金額が125万円以下の人 73,710円

第8段階
本人が市民税課税で、本人の合計所得金額が125万円を超え190万円未
満の人

80,119円

第9段階
本人が市民税課税で、本人の合計所得金額が190万円以上400万円未満
の人

96,143円

第10段階
本人が市民税課税で、本人の合計所得金額が400万円以上600万円未満
の人

104,155円

第11段階 本人が市民税課税で、本人の合計所得金額が600万円以上の人 112,167円  

収入未済額の対象者は、第 2 段階の者が占める割合が比較的大きくなっ

ている。 

なお、納期限から 1 年以上経過した債権があると、給付制限(注)がかかる。 

(注) 当初の納期限から一定期間経過した保険料が一納期でもあると、特別な事情がない限り、そ

の滞納期間に応じて以下のような措置がとられる。 

①1 年以上経過・・・利用者が介護費用をいったん全額自己負担し、申請により認められた

場合、後に保険給付分（費用の 9割）を介護保険から支払う。 

②1 年 6 か月以上経過・・・一時的に保険給付分が差し止められ、それでも納められないと

差し止められた保険給付分から滞納している保険料に充当される。 

③2年以上経過・・・介護保険の給付率が 9割から 7割に引き下げられる。 

 

（６）調定・収納の状況 

尼崎市では、介護保険に関する調定・収納等の事務は、事務処理を円滑

に実施するために作成された「介護保険料収納業務事務処理マニュアル」

にそって運用している。 

また、特別徴収対象年金の年間受給相当額が年額 18 万円以上の場合は特

別徴収となり、年金の定期支払（年 6 回）の際に、介護保険料があらかじ

め差し引かれる。特別徴収対象年金が年額 18 万円未満の場合は、送付され
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る納付書や口座振替により、個人ごとに介護保険料を納める。なお、特別

徴収から普通徴収への変更は認められていない。 

 

① 調定･収納事務のフロー 

＜調定＞ 

毎年 6月に保険料額の決定通知を行う。 

  ↓ 

毎月調定し、介護保険システムに入力する。 

 

＜収納＞ 

収納委託業者から収納データが送付されるため、市の尼崎市介護保険シス

テムに取り込みを行う。 

  ↓ 

介護保険システムから出力された帳票に記載された額、件数により、整合

性を担当者が確認している。 

 

（７）債権管理の状況 

① 債権管理事務のフロー 

督促状送付（納付期限経過後 20日以内） 

  ↓ 

催告書送付（毎年 4月・10月・2月頃） 

  ↓ 

電話・訪問による納付交渉（督促状・催告書送付と並行して実施）  

 

② 滞納債権の管理体制 

介護保険事業担当の正規職員 4 名（担当係長を含む）、嘱託職員 2 名によ

り管理業務・納付交渉を行っている。 

 

③ 台帳の整備 

尼崎市介護保険システムにより、氏名、生年月日及び住所、債権の額、

納期限、未済額、納付額及び領収年月日等を管理している。 

 

④ 督促・催告 

督促については、尼崎市介護保険条例第 9 条、尼崎市税外収入金の督促

及び滞納処分に関する条例第 1 条に基づき、当初納期限後 20 日以内に督促

状を発送し、発送した日から起算して 11 日目を指定する納期限としている。 
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催告については、介護保険システムにより、毎年 4 月、10 月、2 月（同

月内に発送する督促状の期別分は除く）に滞納債権全額が記載された納付

書付き催告状を作成し発送している。 

 

⑤ 滞納整理 

１）納付交渉・徴収方法について 

介護保険料の滞納者数は多く、それに対して徴収事務に係る職員数は限

られているため、ある一定の条件に該当する対象者に対して電話、訪問、

文書による納付交渉を行っている。 

・初回時効成立候補者（毎月：初めて時効成立する 2 ヶ月前の債権を保

有している被保険者に行っている。） 

・第 9段階以上の高額保険料の未納者（8～9月） 

・給付制限対象者（1～2 月：認定新規申請等の際、現状のままでは給付

制限がかかる被保険者に行っている。） 

・今年度より 65歳となった者で未納のある者（10～11月及び 2～3月） 

・生活保護受給中の滞納者に対する納付書の一斉発送（保護課の期末一

時扶助費支給に合わせて発送） 

 

２）財産調査 

保険料等の納付が遅滞した場合に、督促状の送付により督促を行うが、

それでも納付されない場合は、納付者の預貯金等の財産調査を行い、徴収

職員（保険料等の徴収担当者）は、滞納者の財産を差し押さえることがで

きる（介護保険法第 144 条、地方自治法第 231 条の 3 第 3 項、地方税法第

728 条、国税徴収法第 141 条、国税徴収法第 47 条～第 81 条）。しかし、実

務上は実施されていない。 

 

３）法的措置 

（差押、納付指導、換価、交付要求等について） 

差押、公売、換価については、実務上実施された事例はない。 

交付要求については、裁判所等からの「破産手続開始通知書」等により

実施している。 

 

４）延滞金 

保険料の納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合において
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は、当該保険料の金額が 2,000 円以上であるときは、当該金額に延滞金額

を加算して納付しなければならない（尼崎市介護保険条例第 11 条第 1 項）。

ただし、滞納保険料の分割納付者からは延滞金は徴収していない。また、

延滞金の減免の定めはない。 

 

５）執行停止 

時効期間が 2 年と短く、かつ少額であるため実施していない。 

 

６）時効の管理 

尼崎市介護保険システムで期別に時効の管理を実施している。時効管理

のため、個人別で初めて時効が到来する 2 か月前の時点で対象者を抽出し、

納付交渉を正規職員と嘱託職員で対応している。 

 

７）不納欠損処理 

介護保険法第 200 条第 1 項に規定する時効により介護保険料の徴収権が

消滅した場合には、不納欠損処理を実施している。 

不納欠損額の原因別 3 年間推移と平成 26 年度の不納欠損金額上位 5 位は

以下の通りである。 

・不納欠損額の原因別推移 

（単位：千円）

事由 平成24年度 平成25年度 平成26年度

死亡 6,162 5,633 7,362

転出 4,703 4,148 3,833

職権削除 2,863 2,690 3,488

居所不明 6,794 6,229 7,102

経済的要因 38,764 35,837 39,501

上記以外の未納 33,851 33,441 42,590

合計 93,136 87,978 103,877  

・平成 26年度不納欠損金額上位 5位 

順位 相手先 不納欠損額（千円） 不納欠損理由 決定年月日 時効年月日 年度

1 あ 136 その他 平成27年3月31日 平成26年4月27日
平成23年度
(過年度随時分平成21
～平成22年度含む)

2 い 120 居所不明 平成27年3月31日 平成27年3月26日
平成23～
平成24年度

3 う 117 居所不明 平成27年3月31日 平成27年3月26日
平成23～
平成24年度

4 え 112 経済的要因 平成27年3月31日 平成27年3月26日
平成23～
平成24年度

5 お 111 居所不明 平成27年3月31日 平成27年3月26日
平成23～
平成24年度  
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（８）調定額､収入済額､不納欠損額､収入未済額（未収債権）､収納率の推移 

① 直近 3年間の推移 

(単位：千円)

区分 平成24年度 平成25年度 平成26年度
調定額 7,023,510 7,302,485 7,559,311

現年度分 6,796,127 7,054,581 7,286,729
過年度分 227,383 247,904 272,583

収入済額 6,682,319 6,941,690 7,174,464
現年度分 6,658,863 6,913,257 7,143,835
過年度分 23,455 28,433 30,629

不納欠損額 93,136 87,978 103,877
現年度分 － － －
過年度分 93,136 87,978 103,877

収入未済額 248,055 272,816 280,971
現年度分 137,263 141,324 142,894
過年度分 110,792 131,493 138,077

収納率 95.1% 95.1% 94.9%
現年度分 98.0% 98.0% 98.0%
過年度分 10.3% 11.5% 11.2%  

 

② 近隣他市との収納率の比較状況 

尼崎市 A市 B市 C市 D市 E市 F市
現年度分 98.04% 98.96% 99.14% 98.89% 98.83% 99.07% 99.18%

滞納繰越分 11.24% 17.98% 39.18% 18.96% 13.73% 14.42% 17.62%  

上記のとおり、尼崎市の収納率は、現年度分・滞納繰越分ともに近隣他

市(注)と比較すると低い水準にあるといえる。 

（注）比較の対象として、担当課が利用している阪神間近隣 7 市（尼崎市のほか、西宮市、芦屋

市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市（順不同））の介護保険料収納率を記載している。 

 

 

（９）収入未済額（未収債権）の滞納年数別内訳 

滞納年数 件数（件） 金額(千円）

1年以内 25,783 142,894

1年超2年以内 22,628 124,783

2年超3年以内 2,474 13,228

3年超4年以内 16 66

4年超5年以内 － －

5年超 － －

合計 50,901 280,971  
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（１０）収入未済額上位 5位（平成 27年 3月 31日現在） 

順位 相手先 収入未済額（千円） 滞納月数（月） 摘要 滞納整理の現状

1 A 152 10
平成25～
平成26年度分

訪問不在、文書送付するが連絡なし

2 B 123 36
平成24～
平成25年度分

平成27年度7月期分より口座振替開始
ただし、本人と連絡とれず過年度分は滞納
継続

3 C 123 36
平成24～
平成25年度分

納付約束するが、不履行

4 D 123 36
平成24～
平成25年度分

訪問不在、文書投函するが連絡なし

5 E 123 36
平成24～
平成25年度分

訪問不在、文書投函するが連絡なし
 

 

（１１）滞納月数が長い債権上位 5位（平成 27年 3月 31日現在） 

順位 相手先 収入未済額（千円） 滞納月数（月） 摘要 滞納整理の現状

1 B 123 36
平成24～
平成25年度分

平成27年度7月期分より口座振替開始。
ただし、本人と連絡とれず過年度分は滞納
継続。

2 C 123 36
平成24～
平成25年度分

納付約束するが、不履行

3 D 123 36
平成24～
平成25年度分

訪問不在、文書投函するが連絡なし

4 E 123 36
平成24～
平成25年度分

訪問不在、文書投函するが連絡なし

5 F 77 31
平成24～
平成25年度分

納付拒否
市税への申告有、収入0円  

 

２．実施した監査手続 

（１）事務の概要把握 

対象局に、介護保険料の債権管理事務の概要について質問し、関連資料

の閲覧を行った。 

 

（２）合規性の検討 

関連法令、条例、規則、要綱等に準拠して事務が行われているかどうか

検討するため、事務の流れについて説明を受け、関連文書の閲覧を行った。 

 

（３）正確性の検討 

債権管理事務の正確性が確保されているかどうか検討するため、市が構

築している正確性確保のための仕組について質問し、説明を受けた。 

 

（４）有効性及び効率性の検討 

有効的かつ効率的に債権管理事務が行われているかどうかを検討するた

め、収入未済額上位 5 位及び滞納月数が長い債権上位 5 位を中心に検討対
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象として抽出したサンプル 19 件について担当者に質問し、介護保険システ

ムの画面ハードコピーや介護保険料滞納整理台帳等の関係書類の閲覧及び

証拠書類との照合を行った。 

 

（５）公平性の検討 

債権管理事務が、法規に準拠し、公平に行われているかを検討するため、

平成 26 年度における減免申請約 1,800 件の中から、約 80 件をサンプルと

して抽出し、担当者に質問するとともに、介護保険料減免・徴収猶予申請

書等の関係書類の閲覧及び証拠書類との照合を行った。また、さらにその

うち 3件について、減免金額の再計算を行った。 

 

３．監査の結果及び意見 

（１）適切な時効管理と不納欠損処理（結果） 

時効期間が到来し、消滅時効が完成しているにも関わらず、不納欠損処

理が行われていない債権が発見された。 

市では、納付交渉の結果、分割納付を認めた場合には滞納債権総額につ

いての納付計画書を作成し、納期限別の納付書とともに債務者に送付して

いる。また、その際に、納付計画書の作成により債務承認され、時効が中

断されたとして、介護保険システムにて時効完成日の延長入力を行ってい

る。 

しかし、当該納付計画書は、納付誓約書の形式ではなく、納付計画に対

する債務者の承認印の押印や署名欄はないため、納付計画書送付の時点で、

債務者による滞納総額に対する債務承認が行われたという証跡が残ってい

ない。このため、納付計画書の送付後、当該納付書により納付されれば、

納付時点で、債務承認による時効中断が行われたと判断できるが、納付の

なかった債権については、債務承認されたという記録がないため、当初の

時効期間到来時点（督促状送付の 2 年後）で、不納欠損処理を行う必要が

ある。 

次表については、分割納付計画書を送付したが、納付計画とおりの納付

がなかったため、納期限の 20 日後の督促状発送日から 2 年後に時効が完成

しているが、平成 26年度中に不納欠損処理がされていなかった。 
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【時効期間が到来しているにも関わらず不納欠損が行われていない債権】 

滞納者 金額 納期限 本来の時効完成日 

か氏 33 千円 
平成 24年 7 月～ 

平成 25年 2 月 

平成 26年 8月～ 

平成 27年 3月 

なお、今回閲覧したサンプルの中には、本来時効が到来しているにもか

かわらず収納を行っているものは発見されなかった。 

 

【納付計画書のサンプル】 
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（２）納付誓約書の入手を行うべき（結果） 

すべての滞納債権について、納付誓約書が入手されていない。そのため、

（1）で取り上げた「か氏」のように、一部納付のない滞納債権について債

務承認が行われておらず、時効が進行している。 

介護保険の時効期間は 2 年（介護保険法第 200 条第 1 項）と短期である

ため、納付誓約書を入手する等、適時適切な時効中断手続きをとり、消滅

時効完成を防ぐべきである。 

 

（３）滞納処分を行うべき（結果） 

すべての滞納債権について、交付要求以外の滞納処分が行われていない。

また、前述のように、一部納付のない滞納債権について時効中断手続きも

とられていないため、毎年 1 億円程度の不納欠損処分が行われている。な

お、市によると、滞納処分が実施できていないことの一因としては、滞納

者数に対して徴収事務に従事する職員数が少ないことがあげられるという

ことである。 

介護保険料は地方自治法 231 条の 3 第 3 項に定める歳入であり、地方税

法の滞納処分の例によることができる（介護保険法第 144 条）。効率的かつ

迅速に、滞納者の実情に即した的確な滞納整理を行うためには、高額滞納

者から優先的に財産調査を行い、滞納者の財産状況や生活実態の把握につ

とめ、滞納者に応じた整理方針を決定し、計画的に滞納処分を進めること

が重要である。 

今後は、財産調査が滞納整理を進めていく上での出発点であることを認

識の上、早急に財産調査を含めた滞納処分を行える体制を整えることを検

討し、滞納処分を進めるべきである。なお、財産調査を効率的に進める観

点からは、金融機関調査だけではなく、市税など調査能力の高い庁内の滞

納者に関する情報の入手（個人情報の目的外利用）も並行して行うことが

望まれる。 
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（４）延滞金を徴収するべき（結果） 

納付交渉（交付要求による滞納処分を除く）の結果、分割納付に至った

すべての滞納者から延滞金を徴収しておらず、納付書に延滞金の記載はさ

れていない。 

滞納金額が 2,000 円以上の滞納者が保険料を納付する場合には、延滞金

を支払う必要がある（尼崎市介護保険条例第 11条第 1項）。 

そのため、分割納付に至った滞納者についても、分割納付計画書及び納

付書に延滞金を記載し、適切に徴収する必要がある。 
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【１７】介護保険事業費・返納金（健康福祉局 介護保険事業担当） 

１．概要 

（１）債権の種類 

介護サービス事業所の指定を取り消された事業者に対して介護報酬等の

返還を求めることにより発生する介護保険法第 22 条第 3 項に基づく強制徴

収公債権。 

 

（２）時効期間 

2年（介護保険法第 200条） 

 

（３）制度の概要 

介護保険事業費・返納金は、介護保険法により、兵庫県又は尼崎市が、

介護サービス事業所の指定をした事業者に対して、監査等で人員基準・運

営基準の違反や介護報酬の不正・不適正な請求を指摘し、対象となった事

業所の指定を取り消し、介護報酬等の返還を求めることにより発生するも

のである。 

 

（４）減免･軽減制度について 

減免・軽減制度はない。 

 

（５）債権の特徴 

当該債権は、介護サービス事業所が介護保険の利用者に対して行った介

護サービスに対して、尼崎市が当該事業者に支払った介護給付費の全部又

は一部を返還対象とするものであり、平成 27 年 3 月 31 日現在、6 件の相

手先に対する債権が残っている。 

 

（６）調定・収納の状況 

① 調定･収納事務のフロー 

収入未済額について、返済スケジュールに合わせて現年度分及び過年度

分の調定が実施される。実際の納付に合わせて、債権の消し込みが行われ

る。 
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（７）債権管理の状況 

① 債権管理事務のフロー 

相手先は全部で 6件であり、債務者ごとに個別管理されている。 

 

② 滞納債権の管理体制 

債権管理を主たる業務とする担当者はいない。健康福祉局介護保険事業

担当の職員が、他の業務の傍ら、管理業務を行っている。 

 

③ 台帳の整備 

紙面にて個別に債権管理を行っている。 

 

④ 滞納整理 

１）納付交渉について 

担当者による電話、訪問による納付交渉を行うほか、債権を有する市町

村が複数の場合は、債権者会議を開催し、その場に債務者の来所を求めて

いる。 

 

２）財産調査 

債務者の同意又は債務名義（注１)を取っているものについては、財産調査

を実施している。平成 21 年度の介護保険法の改正（注２)により、介護給付

費は強制徴収ができるようになったが、改正前は債務名義を取ることによ

り債権の差し押さえ等を行っていた。 

(注１) 債務名義とは，強制執行によって実現されることが予定される請求権の存在，範囲，債権

者，債務者を表示した公の文書のことをいう。 

(注２) 介護サービス事業者の不正事案の再発防止、介護事業運営の適正化等を目的とした平成 21

年 5 月の介護保険法の改正により、介護報酬の不正請求を行った事業者に対して、市町村

が返還を求める返還金及び加算金について、強制徴収ができるように定められた。すなわ

ち、返還金及び加算金を徴収金と位置づけ、地方税の滞納処分の例によることが可能と

なった。 
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３）法的措置 

（差押、納付指導、換価、交付要求等について） 

過去 5年間で実績なし。 

 

４）延滞金 

延滞金について徴収する必要があるが、調定時点で納期限を分割してお

り、徴収していない。 

 

５）執行停止 

実施していない。 

 

６）時効の管理 

債務承認を取り、時効期限が到来しないように時効管理を行っている。 

 

７）不納欠損処理 

過去 5年間で実績なし。 

 

（８）調定額､収入済額､不納欠損額､収入未済額（未収債権）､収納率の推移 

(単位：千円)

区分 平成24年度 平成25年度 平成26年度
調定額 23,924 90,976 71,801

現年度分 406 67,470 48,303
過年度分 23,518 23,506 23,498

収入済額 419 67,478 17,705
現年度分 406 67,470 17,705
過年度分 13 8 －

不納欠損額 － － －
現年度分 － － －
過年度分 － － －

収入未済額 23,506 23,498 54,097
現年度分 － － 30,599
過年度分 23,506 23,498 23,498

収納率 1.7% 74.2% 24.7%
現年度分 100.0% 100.0% 36.7%
過年度分 0.1% 0.0% －  
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（９）収入未済額（未収債権）の滞納年数別内訳 

滞納年数 件数（件） 金額(千円）

1年以内 3 30,599

1年超2年以内 － －

2年超3年以内 － －

3年超4年以内 － －

4年超5年以内 1 12,511

5年超 2 10,987

合計 6 54,097  

 

（１０）収入未済額上位 5位（平成 27年 3月 31日現在） 

順位 相手先 収入未済額（千円） 滞納月数（月） 摘要 滞納整理の現状

1 A 27,950 3 分割納付中 計画返済実施中

2 B 12,511 49 分割納付中 平成26年度返済実績なし

3 C 8,783 81 分割納付中 平成26年度返済実績なし

4 D 2,600 9 分割納付中 計画返済実施中

5 E 2,204 67 平成26年度督促 会社廃業  

B については近隣 3 市も債権を保有しているため、連携して納付交渉に

あたっている。 

C については会社が廃業しており、現在は元代表者から債務承認を取り、

納付交渉を行っている。 

 

（１１）滞納月数が長い債権上位 5位（平成 27年 3月 31日現在） 

順位 相手先 収入未済額（千円） 滞納月数（月） 摘要 滞納整理の現状

1 C 8,783 81 分割納付中 平成26年度返済実績なし

2 E 2,204 67 平成26年度督促 会社廃業

3 B 12,511 49 分割納付中 平成26年度返済実績なし

4 D 2,600 9 分割納付中 計画返済実施中

5 A 27,950 3 分割納付中 計画返済実施中  
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２．実施した監査手続 

（１）事務の概要把握 

対象局に、介護保険事業費・返納金の債権管理事務の概要について質問

し、関連資料の閲覧を行った。 

 

（２）合規性の検討 

関連法令、条例、規則、要綱等に準拠して事務が行われているかどうか

検討するため、事務の流れについて説明を受け、関連文書の閲覧を行った。 

 

（３）有効性及び効率性、公平性の検討 

収入未済額上位 2 件について、交渉記録記事や分割納付誓約書等の関係

書類の閲覧及び証拠書類との照合を行った。 

 

３．監査の結果及び意見 

特に指摘すべき事項はなかった。 
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【１８】老人保健医療費収入（健康福祉局 福祉医療課） 

１．概要 

（１）債権の種類 

老人保健制度高額医療費の過年度過払金債権である。民法 703 条に規定

されている不当利得に該当する私債権。 

 

（２）時効期間 

10年（民法 第 167条第 1項） 

 

（３）制度の概要 

後期高齢者医療保険制度が開始される前に、現後期高齢者医療保険制度

の対象者を被保険者として老人保健医療制度に基づく高額医療費の支給制

度があった。これは、老人保健法にもとづき医療を受診した際には、自己

負担限度額として 1 割又は 3 割を支払い、その月額合計額が定められた自

己負担限度額を超えた場合に、高額医療費として保険者に対し後日還付さ

れる制度であった。医療制度改革に伴い平成 20 年 4 月 1 日より後期高齢者

医療制度が開始されたことにより、上記の老人保健医療制度は廃止された。 

 

（４）減免･軽減制度について 

減免・軽減制度はない。 

 

（５）債権の特徴 

老人保健医療制度に基づき、過去に高額医療費の支給を行うにあたり、

還付金の振込口座の変更等により口座の再登録を行った保険者に対し、市

職員が誤ってシステム上の振込処理を 2 度実施してしまったことにより過

誤納が発生したものである。このうち平成 27 年 3 月末においても回収され

ていない案件 1 件が未収債権となっている。なお、過誤納の発生に気づい

た後、市はシステム改修を行っており、同様の誤りは他に発生していない

とのことである。 

 

（６）債権管理の状況 

現在、収入未済額として唯一残っている滞納債権は、原債務者死亡後、

相続人に対し支払依頼文を送付しているものの、相続人の親族より市の過

払金の請求を、本人の死亡後、相続人へ請求する点につき、理解を得られ
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ず、その後 4年以上督促等の手続が実施されていない状況である。 

 

（７）調定額､収入済額､不納欠損額､収入未済額（未収債権）､収納率の推移 

直近 3年間の推移は次表のとおりである。 

(単位：千円)

区分 平成24年度 平成25年度 平成26年度
調定額 1,056 967 368

現年度分 1,056 967 368
過年度分 － － －

収入済額 1,017 928 330
現年度分 1,017 928 330
過年度分 － － －

不納欠損額 － － －
現年度分 － － －
過年度分 － － －

収入未済額 39 39 39
現年度分 39 39 39
過年度分 － － －

収納率 96.4% 96.0% 89.5%
現年度分 96.4% 96.0% 89.5%
過年度分 － － －  

 

（８）収入未済額の内訳 

相手先 収入未済額（千円） 滞納月数（月） 摘要 滞納整理の現状

A 39 86 平成20年度分 返還請求中  

 

２．実施した監査手続 

（１）事務の概要把握 

債権管理事務の概要について質問し、関連資料の閲覧を行った。 

 

（２）合規性の検討 

関連法令、条例、規則、要綱等に準拠して事務が行われているかどうか

検討するため、事務の流れについて説明を受け、関連文書の閲覧を行った。 

 

（３）有効性及び効率性の検討 

有効的かつ効率的に、事務が行われているかどうか検討するため、検討

対象債権について担当者から説明を受けた。 
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（４）公平性の検討 

債権管理事務が、法規に準拠し、公平に行われているかを検討するため、

検討対象債権について担当者から説明を受けた。 

 

３．監査の結果及び意見 

（１）速やかに時効中断手続を実施すべき（結果） 

現債務者である被保険者 A は、過誤納の事実が発覚した時点においてす

でに死亡しており、法定相続人である A の娘 U、U の死後は U の息子 O に対

し債権の請求を行った。その後、息子 O が相続放棄した後は、さらに相続

人である U の兄弟 3 名（V～X）に請求の通知を行ったが、市の過払金の請

求を本人の死亡後相続人へ請求する点につき、V の親族から理解を得られ

なかったこともあり、市は平成 22 年度以降の 4 年以上、特段の手続を実施

していない。 

督促は法令上の時効中断の効力を有することから、相続人 V,W,X への督

促により速やかに時効中断を行い、回収の努力をするべきである。 



148 

 

【１９】生活保護費返還金等収入（健康福祉局 保護課） 

１．概要 

（１）債権の種類 

すでに支給済みの生活保護費のうち、支給者への返還を要する債権は生

活保護法第 63 条（以下返還金）、同 78 条（以下徴収金）及び地方自治法施

行令第 160 条（以下過年度収入金）に基づく債権の 3 つである。なお、平

成 26 年 7 月 1 日以降に発生した徴収金は、国税徴収法を適用する強制徴収

公債権であり、平成 26 年 6 月 30 日以前の徴収金、返還金及び過年度収入

金は非強制徴収公債権である。 

 

（２）時効期間 

5年（地方自治法第 236条第 1項） 

 

（３）制度の概要 

生活保護制度は、生活保護法に基づき、生活に困窮する人に対し、その

困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限の生活を保

障するとともに、自立を助長することを目的とする制度である。 

 

尼崎市での生活保護の実施状況は以下のとおり、年々増加傾向にある。

平成 27 年 6 月時点での厚生労働省発表の生活保護速報によると、全国の指

定都市・中核市別の保護率において、大阪市、函館市に次ぐ 3 位となって

いる。 

項目 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度
被保護世帯数 11,883世帯 12,643世帯 13,003世帯 13,229世帯 13,521世帯
被保護人員 16,385人 17,482人 17,903人 18,039人 18,270人
保護率（注） 3.57% 3.87% 3.98% 4.02% 4.09%
（注） 「保護率」は(被保護人員)÷(本市人口)により算出。いずれも各年度平均の数値。  

 

ここで、すでに支給した生活保護費のうち、本来なら保護費が不要で

あった者に対する支給や必要と認められる金額を超過して支給した部分に

ついては返還が求められるため、債権が発生することとなる。債権は発生

要因別に以下の 3債権に分類される。 
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① 返還金 

生活保護法第 63条が適用された相手方に対する債権である。 

（費用返還義務） 

生活保護法 第 63 条 被保護者が、急迫の場合等において資力がある

にもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都

道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当す

る金額の範囲内において保護の実施機関に定める額を返還しなければな

らない。 

返還金は、本来資力はあるが、直ちに最低生活のために活用できない事

情のある要保護者に対して保護を行い、その後資力が換金され最低生活に

充当できるようになった段階で、支弁した保護費の範囲内で当該保護者に

費用返還させるものである。返還額の決定においては実施機関である市長

に裁量の余地がある。実際の発生案件としては、生活保護受給後に年金の

遡及受給を行った場合が半数程度を占める。 

 

② 徴収金 

生活保護法第 78条第 1項が適用された相手方に対する債権である。 

生活保護法 第 78 条第 1 項  不実の申請その他不正な手段により保護

を受け、又は他人をして受けさせた者があるときは、保護費を支弁した

都道府県又は市町村の長は、その費用の額の全部又は一部を、その者か

ら徴収するほか、その徴収する額に百分の四十を乗じて得た額以下の金

額を徴収することができる。 

不実の申請その他不正な手段により保護を受けたもの、すなわち不正受

給に対するものである。徴収金の額は相手の資力にかかわりなく支弁した

保護費を限度に不正受給額全額を対象とし、実施機関である市長に裁量の

余地はない。 

 

③ 過年度収入金 

地方自治法施行令第 159 条により発生した戻入に対し、同第 160 条が適

用された相手方に対する債権である。 

（誤払金等の戻入） 

地方自治法施行令 第 159 条 歳出の誤払い又は過渡しとなった金額

及び資金前渡若しくは概算払をし、又は私人に支出の事務を委託した場

合の精算残金を返納させるときは、収入の手続の例により、これを当該
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支出した経費に戻入しなければならない。 

地方自治法施行令 第 160 条 出納閉鎖後の収入は、これを現年度の

歳入としなければならない。前条の規定による戻入金で出納閉鎖後に係

るものについても、また同様とする。 

誤払金等（過年度収入金の年度繰越前のもの。以下同じ）は、生活保護

の停止、廃止又は変更の決定に伴い保護費に過支給が生じた場合に発生す

る。上記行政処分を行った同年度に収納された場合は歳出の元科目に全額

「戻入」処理され、戻入後の金額を歳出として取り扱うことになるが、決

定した年度内に戻入できなかった場合に過年度収入金となる。 

 

（４）返還額等の控除等について 

返還金及び誤払金等には実態に応じて控除等を行うことがある。返還金

については、災害等による損害回復や、技能習得のための経費など、自立

更生のための用途に供される額については返還額より控除することができ

る（「生活保護費の費用返還及び費用徴収決定の取扱いについて」平成 24

年 7 月 23 日社援保発第 0723 第 1 号厚生労働省社会・援護局保護課長通知）。

また、誤払金等においても、やむを得ない事情がある場合は返還させない

ことができるとされている（生活保護法第 80条）。 

これに対し、徴収金については不正受給による損害追徴という性格を有

しているため、実施機関である市長に裁量の余地はない。 

また、返還金、徴収金、過年度収入金のすべてについて、納付額決定後

に控除等を行うことはできない。 

 

（５）債権の特徴 

生活保護受給者へ支給済みの保護費について返還請求を行う債権であり、

回収対象となる生活保護受給者等の資力は乏しいケースが多く、一般に回

収は困難である。また、一括での返還等が困難な債務者のうち生活保護受

給中の債務者が全体の 8 割近く占めるが、これらの債務者は保護費として

支給されている中から返還を行うことになることから、最低限の生活の維

持が可能な程度の月額返還額となり、その結果、分割納付期間も長期に渡

ることが多い。 

他方、回収業務を担当する職員の本来の業務は生活保護の決定及び生活

保護受給者に対する支援であり、金銭回収や債権管理に関する知識・経験

は多くはない。そのため回収状況に遅延が生じたり、地区ごと・担当者ご
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とに差が発生することにより、不公平な結果が生じがちである。 

 

（６）調定・収納の状況 

① 調定･収納事務のフロー 

返還金及び徴収金を伴い、「決定通知書」を作成し、債務者へ送付すると

ともに調定を行う。分割により返還等を行うことに合意した場合は「履行

延期（分割納付）申請書」に基づき納付書の発行を行う。なお、納付は一

括又は月末期日の月 1回である。 

 

（７）債権管理の状況 

① 債権管理事務のフロー 

債権管理業務については以下のフローにより行われている。なお、債権

管理は尼崎市の財務会計システム、保護課固有のシステムである返還金シ

ステム、及びエクセル様式の債権管理台帳を併用して行われている。 
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一括納付

分割納付の相談

有 無  

納付書の送付

未納

納付無し
 無

不着で返戻
未納

公示送達

納付指導等
　 有

一部充当

時効成立
(不納欠損)

負担行為兼支出命令書にて納付
(窓口にて納付額控除後の生活
保護費を受取)

相続人の調査

納付(完納)

督促状の送付

履行延期解除

法的手段
(支払督促等)

履行延期兼委任

状の提出の有無

死亡の有無

の確認

 

 

② 滞納債権の管理体制 

生活保護から発生する債権に係る組織は以下のとおりである。 

保護課
生活困窮者

自立支援担当

市長

福祉事務所

自立支

援

査察指導担当

(中央・小田・大庄)
査察指導担当

(武庫・園田)

適正化

推進担当

＜査察指導担当＞

経理

担当

＜管理・経理担当＞

面接相

談

査察指導担当

(立花)

管理

担当

保護面接

相談担当

保護第１

担当
保護第２

担当

保護第３

担当
生活支援

相談課
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該当となる債務者が生活保護受給中であるか否かにより債権管理の担当

部署が異なる。具体的には生活保護受給中の債務者については査察指導担

当が、それ以外の債務者については管理・経理担当が債権管理の直接的な

管理担当者となる。 

査察指導担当はケースワーカーやケースワーカーを指導監督する査察指

導員などから構成されている。ケースワーカーは福祉事務所においてケー

スワーク業務全般（保護申請時の調査、保護の決定、生活指導等）を担っ

ており、訪問等により生活保護受給者の相談援助を行っている。 

管理・経理担当は本庁において生活保護全般の管理業務や経理事務等を

行っている。 

 

平成 27 年 4 月 1 日現在の定数ベースの配置数は管理・経理担当において

は職員 5 名、嘱託員 2 名であり、また査察指導担当においては査察指導員

17 名、ケースワーカー114 名となっている。なお、平成 27 年 4 月 1 日現在

の管理・経理担当のうち 2 名が債権管理を専任で行う嘱託員である。平成

27 年 4 月 1 日現在では 1 名欠員となっていたが、平成 27 年 8 月に 1 名採

用となり 2名体制となった。 

 

③ 台帳の整備 

返還金システム内の返還金管理台帳において納付書及び督促状の作成、

折衝内容を記録し、管理を行っている。ただし返還金システムは現年度と

滞納繰越分で収納管理を分けて行うという機能がないため、エクセルの管

理台帳を別途作成し収納管理を行っている。 

 

④ 督促・催告 

期日内に納付が無い場合は、尼崎市財務規則第 151 条により納付期限後

20日以内に督促状及び対象となる未納分納付書を同封して送付する。 

催告については、エクセルの管理台帳から督促状を送付してもなお納付

がないものを抽出し、8 月、10 月、2 月（平成 26 年度実績）に催告書と未

納分の納付書を同封し送付する。 

 

⑤ 滞納整理 

１）納付交渉・徴収方法について 

市職員が電話、訪問による納付交渉を行っている。 
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徴収方法としては、納付書による自主納付のほか、返還金、過年度収入

金、及び平成 26 年 6 月以前の徴収金においては民法第 643 条に基づく委任

払（注 1）、平成 26 年 7 月 1 日以降の徴収金については生活保護法第 78 条の

2 に基づく申出による徴収（注 2）を行っている。なお、委任払、申出による

徴収ともに、生活保護受給者には当該徴収金を除いた額を、保護費として

支給することとなる。 

（注 1) 委任払及び申出による徴収は、ともに生活保護費受給中の受給者からの徴収方法である。

委任払とは生活保護受給者からの委任に基づき、生活保護費より納付金相当額を尼崎市長

が代理受領し、生活保護受給者に代わって債権者である尼崎市長に納付する処理をいう。 

（注 2）申出による徴収とは、尼崎市長が、生活保護受給者の申出を受け、最低限度の生活を維持

できる範囲で保護金品等を徴収金の納入にあてる処理をいう。 

 

２）財産調査、法的措置（差押、納付指導、換価、交付要求等） 

財産調査については生活保護法第 29 条に基づく調査過程で適宜実施して

いる。当該調査において財産の発見に至ったこともあるものの、生活保護

の受給可否の判断や納付交渉時の情報として使用するのみに留まっている。

差押等の法的措置についてはこれまで実施していない。 

 

３）延滞金 

尼崎市財務規則第 155 条第 2 項により履行延期の決定をするときは延滞

金を徴収するものとされているが、これまで徴収実績はない。なお、徴収

金については生活保護法の一部を改正する法律（平成 25 年 12 月 13 日法律

第 104 号）により、平成 26 年 7 月 1 日以降に市長が支弁した保護費に係る

部分から、徴収する額に 100 分の 40 を乗じた金額を上限に加算金を課すこ

とが可能となっており、不正受給に至る状況等を勘案した上で適宜加算措

置の適用を行っている。 

 

４）執行停止 

実施していない。 

 

５）時効の管理 

分割納付誓約書の徴取及び督促状の発行等により、時効期限が到来しな

いように時効管理を行っている。 
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６）不納欠損処理 

時効完成を理由として不納欠損を行っている。なお、実際に不納欠損処

理を行っているのは、徴収金についてのみであり、返還金及び過年度収入

金については時効が到来しているものが発生していないため処理は行って

いない。直近 3 年間の徴収金の不納欠損は以下のとおりである。 

（単位：千円）
事由 平成24年度 平成25年度 平成26年度

時効完成 1,098 427 3,477  

また、平成 26 年度の徴収金の不納欠損額の内訳は以下のとおりである。 

順位 相手先 不納欠損額（千円） 不納欠損理由 決定年月日 時効年月日 年度
1 m 1,440 時効完成 平成21年11月決定 平成27年3月17日 平成21年度分
2 n 961 時効完成 平成19年9月決定 平成27年1月13日 平成21年度分
3 o 774 時効完成 平成21年11月決定 平成26年11月24日 平成21年度分
4 p 256 時効完成 平成16年4月決定 平成27年2月25日 平成21年度分
5 u 46 時効完成 平成16年1月決定 平成26年7月2日 平成21年度分  

 

（８）調定額､収入済額､不納欠損額､収入未済額（未収債権）､収納率の推移 

① 直近 3年間の推移 

(単位：千円)

区分 平成24年度 平成25年度 平成26年度
調定額 367,991 515,996 688,593

現年度分 299,323 328,158 383,704
過年度分 68,668 187,838 304,888

収入済額 182,607 210,640 253,663
現年度分 180,573 199,373 232,281
過年度分 2,033 11,267 21,382

不納欠損額 1,098 427 3,477
現年度分 － － －
過年度分 1,098 427 3,477

収入未済額 184,286 304,929 431,453
現年度分 118,750 128,785 151,424
過年度分 65,536 176,144 280,029

収納率 49.6% 40.8% 36.8%
現年度分 60.3% 60.8% 60.5%
過年度分 3.0% 6.0% 7.0%  

（注） 各年度の数値は、生活保障にかかる返還金、徴収金、過年度収入の合計額である。 

 

② 近隣他市との収納率の比較状況 

また、尼崎市と近隣他市 7 市（注）の平成 26 年度における返還金及び徴

収金の収納状況は以下のとおりである。 



156 

 

（注） 比較の対象として、担当課が利用している阪神間近隣 7 市（尼崎市のほか、神戸市、西宮

市、伊丹市、宝塚市、姫路市、東大阪市、豊中市(順不同）の収納率を記載している。 

 

尼崎市 A市 B市 C市 D市 E市 F市 G市
現年度分 82.9% 89.7% 96.6% 92.7% 87.7% 93.4% 79.4% 70.9%
過年度分 21.6% 4.4% 8.1% 6.7% 20.0% 2.1% 11.8% 9.9%
現年度分 44.3% 57.7% 77.2% 29.0% 28.7% 53.1% 12.9% 12.9%
過年度分 5.7% 2.4% 9.8% 2.5% 8.2% 1.1% 6.1% 6.1%

返還金

徴収金
 

 

（９）収入未済額（未収債権）の滞納年数別内訳 

各債権種類別の収入未済額の滞納年数別内訳は以下のとおりである。 

① 返還金 

滞納年数 件数（件） 金額(千円）
1年以内 89 28,297
1年超2年以内 46 10,239
2年超3年以内 8 4,269
3年超4年以内 2 1,189
4年超5年以内 1 260
5年超 3 1,726

合計 149 45,980  

 

② 徴収金 

滞納年数 件数（件） 金額(千円）
1年以内 100 54,496
1年超2年以内 102 80,096
2年超3年以内 103 103,017
3年超4年以内 58 55,124
4年超5年以内 32 34,051
5年超 48 28,648

合計 443 355,431  

 

③ 過年度収入金 

滞納年数 件数（件） 金額(千円）
1年以内 429 17,041
1年超2年以内 130 10,028
2年超3年以内 36 2,557
3年超4年以内 5 415
4年超5年以内 － －
5年超 － －

合計 600 30,041  
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（１０）収入未済額上位 5位（平成 27年 3月 31日現在） 

① 返還金 

順位 相手先 収入未済額（千円） 滞納月数（月） 摘要 滞納整理の現状

1 A 5,156 9 平成26年7月決定 連絡先不明
2 B 2,758 33 平成24年7月決定 20千円/月額の分割納付により納付中
3 C 2,655 13 平成26年3月決定 納付交渉中なお、債務承認は行っていない

4 D 1,980 11 平成26年5月決定
20千円/月額の分割納付により納付中。平成27
年度分についても平成27年2月に分割納付誓
約をしている

5 E 1,943 2 平成27年2月決定 納付交渉中。なお、債務承認は行っていない  

 

② 徴収金 

順位 相手先 収入未済額（千円） 滞納月数（月） 摘要 滞納整理の現状

1 F 12,342 22 平成25年6月決定 17千円/月額の分割納付により納付中
2 G 8,926 39 平成23年1月決定 10千円/月額の分割納付により納付中

3 H 8,307 37 平成24年2月決定
本人死亡、相続人調査は聞き取りベースで行わ
れているものの、相続放棄にかかる書類等の取
り寄せは行っていない

4 I 7,961 14 平成25年2月決定 納付交渉中。なお、債務承認は行っていない
5 J 7,945 15 平成26年2月決定 5千円/月額の分割納付により納付中  

 

③ 過年度収入金 

順位 相手先 収入未済額（千円） 滞納月数（月） 摘要 滞納整理の現状

1 Ｋ 487 20
本人死亡、相続人調査を行った結果相続人も
全員死亡

2 Ｌ 447 20 未交渉
3 Ｍ 432 20 未交渉

4 Ｎ 360 20
平成26年5月以降納付なし。平成26年9月に分
割納付誓約をしている

5 Ｏ 349 32 納付交渉中。なお、債務承認は行っていない  

 



158 

 

（１１）滞納月数が長い債権上位 5位（平成 27年 3月 31日現在） 

① 返還金 

順位 相手先 収入未済額（千円） 滞納月数（月） 摘要 滞納整理の現状

1 P 7 176 平成12年8月決定

平成25年12月まで7千円/月額に
より分割納付していた。1ヶ月分
のみ引継の遅れにより収納未済
となったまま未交渉となっている

2 Q 747 74 平成21年1月決定
電話に出てもらえず未交渉となっ
ている

3 R 260 55 平成22年8月決定

平成26年3月に平成27年1月まで
の20千円/月額の分割納付誓約
を、平成27年2月に平成27年2月
以降の10千円/月額の分割納付
誓約を行い、納付中

4 S 395 40 平成23年12月決定
平成26年9月に5千円/月額の分
割納付誓約をしている。納付は
平成26年11月以降なし

5 Ｂ 2,758 33 平成24年7月決定
20千円/月額の分割納付により
納付中

 
 

② 徴収金 

順位 相手先 収入未済額（千円） 滞納月数（月） 摘要 滞納整理の現状

1 T 593 138 平成15年10月決定
15千円/月額の分割納付によ
り納付中

2 U 1,135 137 平成15年11月決定
5千円/月額の分割納付により
納付中

3 V 1,117 136 平成15年12月決定
2千円/月額の分割納付により
納付中

4 W 2,086 136 平成15年12月決定
本人死亡、相続人は全員相続
放棄につき徴収停止

5 X 1,770 136 平成15年12月決定 本人死亡、相続人は海外在住  
 

③ 過年度収入金 

順位 相手先 収入未済額（千円） 滞納月数（月） 摘要 滞納整理の現状

1 Y 30 58
5千円/月額の分割納付により
納付。平成27年9月に完納

2 Z 26 58 連絡先不明
3 a 185 58 本人死亡、相続人調査は未了
4 b 56 58 連絡先不明

5 c 118 58
35千円/月額の分割納付によ
り納付中  

  

２．実施した監査手続 

（１）事務の概要把握 

債権管理事務の概要について質問し、関連資料の閲覧を行った。 

 

（２）合規性の検討 

関連法令、条例、規則、要綱等に準拠して事務が行われているかどうか

を検討するため、事務の流れについて説明を受け、関連文書の閲覧を行っ
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た。また、検討対象として抽出したサンプルについて担当者に質問し、関

係書類の閲覧及び証拠書類との照合を行った。 

 

（３）正確性の検討 

債権管理事務の正確性が確保されているかどうかを検討するため、市が

構築している正確性確保のための仕組について説明を受けた。 

 

（４）有効性及び効率性の検討 

有効的かつ効率的に、事務が行われているかどうかを検討するため、検

討対象として抽出したサンプルについて担当者に質問し、関係書類の閲覧

及び証拠書類との照合を行った。 

 

（５）公平性の検討 

債権管理事務が、法規に準拠し、公平に行われているかを検討するため、

個別検討対象として抽出したサンプルについて担当者に質問し、関係書類

の閲覧及び証拠書類との照合を行った。 

 

なお上記文中のサンプルについては、1.概要 （9）（10）に記載の各債

権の収納未済額上位 5 件、滞納月数が長い債権上位 5 件に加えて、無作為

で、以下のサンプルを抽出している。 

・徴収金 

相手先 収入未済額（千円） 摘要 滞納整理の現状

d 3,038 平成23年11月決定

平成26年2月に平成26年11月までの17千円/月
額の分割納付誓約を、平成26年11月に平成26
年12月から平成27年2月までの22千円/月額の
分割納付誓約を、平成27年3月に平成27年4月
以降の23千円/月額の分割納付誓約を行い、納
付中

e 32 平成22年12月決定
平成26年2月、平成27年2月に15千円/月額の分
納誓約を行い、納付。平成27年6月に完納

f 5,067 平成24年4月決定 本人、相続人ともに全員死亡につき徴収停止

g 4,900 平成24年6月決定
平成26年2月に15千/月額の分納誓約を行って
いるが、平成26年10月の1ヶ月分に納部があった
のみでその後納付及び交渉記録なし

h 2,257 平成22年12月決定
平成24年9月までは30千/月額の分納誓約に基
づく納付を行っていたが、平成24年10月以降は
納付なく、債務承認もなし

i 4,298 平成25年2月決定 連絡先不明

j 600 平成23年12月決定
平成24年9月までは50千/月額の分納誓約に基
づく納付を行っていたが、平成24年10月以降は
納付なく、債務承認もなし  
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３．監査の結果及び意見 

（１）誤払金等の通知及び調定処理漏れ（結果） 

過年度に誤払金等の通知及び調定が漏れていた債権が次表のとおり発見

された。 

相手先 収入未済額（千円） 滞納月数（月） 滞納整理の現状 状況の詳細

a 185 58
本人死亡、相続人調査は
未了。

平成22年4月分として支給した生活保護の誤払金等
により発生したものであるが、平成22年度には何ら処
理をされず、平成26年6月になって通知送付、調定
を行った。  

戻入処理すべき誤払金等が発生した場合、その案件の査察指導担当が誤

払金の決定を行う。決定を受け、管理・経理担当が戻入命令書を作成し財

務会計システムへの反映を行うとともに、返還金システムへの入力を行う。

そして年度末に管理・経理担当により返還金システムと財務会計システム

の整合を確認することにより、通知の送付及び会計処理の網羅性が確保さ

れる仕組が整備されている。しかし、上記サンプル（a）については、案件

発生時に担当者がその時点での誤払金等の決定を怠っていたため、通知の

送付及び調定処理漏れとなってしまったとのことである。 

このような処理漏れが起こると、税金から支給される生活保護費を健康

で文化的な最低限度の生活に必要とする金額以上に受給したままとなり、

他の受給者との公平性を欠くことになる。市の担当課に確認したところ、

当時の担当がすでに退職していることもあり事情が把握できず、また現状

有効な対策も立てられていないとのことであるが、今後はシステム入力す

べき案件について、処理漏れの発生を防ぐ仕組を構築する必要があると考

える。 

 

（２）ケースファイルの管理を徹底すべき（結果） 

生活保護を開始されると、生活保護受給者ごとにケースファイルを作成

し、生活保護の決定にかかる記録のほか、開始以降の家庭訪問時の状況や

納付交渉の過程等にかかる記録を関連資料と合わせて当該ファイルに保存

することとなる。 

保護受給中の場合は、査察指導担当が福祉事務所内でケースファイルを

保管し、保護廃止になれば、債務が残っている者については債権の所管変

更に伴い管理・経理担当へ引き継がれることとなっている。 

しかし、サンプル（D）及び（Z）について、調査日現在においてケース

ファイルを確認しようとしたところ、その所在が不明であった。これらの
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サンプルは管理・経理担当の所管であるため、保護課執務室にて保管され

るはずであるが、市は、平成 26 年度までは、引継時に引き継いだファイル

のリストを作成しておらず、査察指導担当、管理・経理担当ともに、ファ

イルの棚卸作業を実施していないため、探しようのない状況である（市に

よると、ケースファイルの引継ぎ漏れにより査察指導担当で未だ保管され

ている可能性も否定できない、とのことであった）。 

なお、市によると平成 27 年度からは、ケースファイルの引継ぎの際には

引継ぎリストを作成し、ケースファイル現物との照合を行っているとのこ

とである。 

ケースファイルは個人情報が記載された資料が多く含まれているため、

取扱いに注意し、各担当が保管するケースファイルについて定期的に棚卸

を実施し、所管が変更される際には引継ぎリストを作成するなど、管理水

準を向上させる取組が必要であると考える。 

  

（３）交渉記録は交渉内容が検証できるよう記載すべき（結果） 

サンプル（C）のケースファイルを閲覧した結果、交渉記録が「納付指導

を行った」の一文のみで、実施した納付交渉の結果や把握した納付能力、

今後の納付計画等の記録が全く記載されていなかった。 

相手先 収入未済額（千円） 滞納月数（月） 摘要 滞納整理の現状

C 2,655 13 平成26年3月決定
納付交渉中。なお、債務承認は行っ
ていない。  

交渉内容が適切に記載されないと、管理職のよるモニタリングや担当者

交代時の引継ぎが適切に行えず、今後の納付計画の策定や回収方針の判断

を適切に行えない恐れがある。今後は交渉内容を検証できるように交渉記

録を記載すべきであると考える。 

 

（４）交渉中の債権について適時に債務承認を行うべき（結果） 

ケースファイルの閲覧を行った結果、以下の交渉中のサンプルにおいて、

債務承認が行われていなかった。 

相手先 収入未済額（千円） 滞納月数（月） 摘要 滞納整理の現状

C 2,655 13 平成26年3月決定
納付交渉中。なお、債務承認は
行っていない。

I 7,961 14 平成25年2月決定
納付交渉中。なお、債務承認は
行っていない。

Ｏ 349 32
納付交渉中。なお、債務承認は
行っていない。  
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サンプル（C）（I）（O）においては、適宜納付交渉を行っているが、分割

納付額が定まらないなどの理由により納付交渉が進まず、債務承認も行わ

れていないままとなっている。 

 

現状、分割納付を行う場合に取り交わす履行延期（分割納付）申請書に

おいて債務総額の債務承認を行うが、それ以外の債務承認手続は行ってい

ない。納付交渉中の場合や一括納付の意思を見せた債権者については時効

中断措置が図られないこととなるため、高額債権や交渉に時間がかかる場

合は適時に債務承認手続を行うべきであると考える。 

 

（５）債権管理の所管変更時のタイムリーな移管（意見） 

債権については、査察指導担当が生活保護受給者を、管理・経理担当が

それ以外の管理を行っているが、現状、所管変更は毎年翌年の年度初めの

タイミングから行われているとのことである。 

年度途中に生活保護が廃止となった後、翌年に引継ぎが行われるまで全

く納付交渉が行われていないケースが次表のとおり散見された。 

相手先 収入未済額（千円） 滞納月数（月） 摘要 滞納整理の現状

A 5,156 9
平成26年5月に生活保護廃止となり、
平成27年4月の引継時まで納付交渉が
行われていない。

連絡先不明

Ｌ 447 20
平成26年8月に生活保護廃止となり、
平成27年9月の引継時まで納付交渉が
行われていない。

未交渉

Ｍ 432 20
平成25年11月に生活保護廃止となり、
平成26年4月の引継時まで納付交渉が
行われていない。

未交渉

Q 747 74
平成20年10月に生活保護廃止となり、
平成21年4月の引継時まで納付交渉が
行われていない。

電話に出てもらえず未交渉となってい
る。

h 2,257 －
平成24年10月に生活保護廃止となり、
その後平成25年4月の引継時まで納付
交渉が行われていない。

平成24年9月までは30千/月額の分割納
付誓約に基づく納付を行っていたが、平
成25年10月以降は納付なく、債務承認
もなし。

i 4,298 －
平成25年2月に生活保護廃止となりそ
の後平成25年4月の引継時まで納付交
渉が行われていない。

連絡先不明

 

 

生活保護廃止後、引継ぎが行われるまでは生活保護受給中の担当である

ケースワーカーが引き続き中心となり納付交渉が行われるべきである。 

市によると、生活保護受給世帯数の増加に合わせ、尼崎市のケースワー

カー一人当たりの担当世帯数は社会福祉法第 16 条で定める標準配置数 80

世帯と比較しても非常に多くなっている。そのため、ケースワーカーは生

活保護受給者に対する業務が非常に多忙であり、保護廃止となった元受給
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者へ赴き納付交渉を行うことが実質的に困難な状況であるため、上記のよ

うな納付交渉の空白期間のある事例が発生してしまったとのことである。 

<尼崎市のケースワーカー1人あたり担当世帯数> 

平成24年度 平成25年度 平成26年度
生活保護受給世帯数(世帯) 12,933 13,167 13,470
ケースワーカ配置数(人) 98 100 107
ケースワーカー1人あたり担当世帯数 132.0 131.7 125.9  

不正受給の事実の発覚直後から適時に納付交渉を行うと、資金が手元に

あるうちに納付交渉が行える可能性もあり、その後効率的な回収を行うこ

とができると考えられる。したがって、査察指導担当から管理・経理担当

への引継ぎをタイムリーに行い、適時に督促を行える体制を構築すること

が望まれる。 

 

（６）注力すべき債権の方針の設定と効率的な債権管理（意見） 

生活保護に係る債権は全体で 1 千件以上あり、5,000 千円以上の高額債

権も複数存在している。 

しかし、市は収納率を上げるための方策として、例えば、一定額以上の

高額債権を優先するなどの債権回収の方針を定めていない。 

ケースファイルを閲覧した結果、以下のように、高額の収入未済額であ

るにもかかわらず、納付交渉が行われていない、又は不十分と思われる事

例が散見された。 
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相手先 収入未済額（千円） 滞納月数（月） 摘要 滞納整理の現状 納付交渉の状況

A 5,156 9 平成26年7月決定 連絡先不明
平成26年度発生。発生以来一度も交渉記
録なし

E 1,943 2 平成27年2月決定
納付交渉中。なお、債務承認
は行っていない

平成27年4月に返還予定額のうち一部を消
費してしまったため、消費した100千円を就
労所得から補填して平成27年夏に支払いす
る旨の交渉あり。その後平成27年10月時点
で納付及びその後の交渉記録なし

H 8,307 37 平成24年2月決定

本人死亡、相続人調査は聞
き取りベースで行われている
ものの、相続放棄にかかる書
類等の取り寄せは行っていな
い

平成27年度中に本人死亡。その際に相続
放棄の有無についてヒアリングしているもの
の、その後の顛末の確認なし

I 7,961 14 平成25年2月決定
納付交渉中。なお、債務承認
は行っていない

債権発生時収監中。平成27年7月に出所予
定と記載あるが、平成27年10月時点で出所
後の交渉記録なし

J 7,945 15 平成26年2月決定
5千円/月額の分割納付により
納付中

資産(預貯金)を保有していることが発覚した
ことにより債権発生。平成26年4月の交渉記
録において定期預金解約後一括納付、そ
れまで分割納付との記載があり、分割納付
を行っているものの、平成27年10月時点で
定期預金解約手続の状況及び一括納付の
見通しについては交渉記録なし

L 447 20 ― 未交渉
平成25年度発生。発生以来一度も交渉記
録なし

M 432 20 ― 未交渉
平成25年度発生。発生以来一度も交渉記
録なし

Ｎ 360 20 ―
平成26年5月以降納付なし。
平成26年9月に分割納付制約
をしている

平成26年10月から平成27年9月まで交渉記
録なし

Q 747 74 平成21年1月決定
電話に出てもらえず未交渉と
なっている

平成20年度に発生。平成23年に督促状発
送の記録が残っている以降は平成26年7月
まで交渉記録なし

S 395 40 平成23年12月決定
平成26年9月に5千円/月額の
分割納付誓約をしている。納
付は平成26年11月以降なし

平成26年11月より滞納が発生しているが、
平成27年9月まで交渉記録なし

Ｚ 26 58 ― 連絡先不明
平成22年度発生。発生から平成27年7月ま
で交渉記録なし

i 4,298 ― 平成25年2月決定 連絡先不明
平成24年度に発生。発生から平成27年10月
まで交渉記録なし

j 600 ― 平成23年12月決定

平成24年9月までは50千/月
額の分割納付誓約に基づく
納付を行っていたが、平成24
年10月以降は納付なく、債務
承認もなし

平成24年12月から平成26年8月まで交渉記
録なし

 

効果的に債権回収を行い、収納率を上げるためには、債権回収の方針を

定めた上で、それに従い、一定額超の債権や時効が近いものなど、優先し

て納付交渉すべき債権と、回収が明らかに困難と思われる債権を区分し、

前者（一定額超の高額債権や時効が近いもの）へ優先的に人的資源を割り

振り効率的に回収努力を行えるような債権管理を行うことが望まれる。 

また、上記方針に基づく注力すべき債権については進捗状況について随

時管理職によるモニタリングにより、進捗管理を行うことが望まれる。 
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（７）履行確認未了債権の効率的な引継ぎ （意見） 

分割納付を行う場合、納付計画を随時見直し、履行期限を最大 1 年に設

定した履行延期申請書を債務者と取り交わしている。ここで、サンプル

（P）を閲覧したところ、担当ケースワーカー交代の際に履行確認が遅れた

ことにより納付書の発行が遅れ、そのまま 1 ヶ月分の分割納付金額のみ未

納となっていることが発見された。 

相手先 収入未済額（千円） 滞納月数（月） 摘要 滞納整理の現状

P 7 176 平成12年8月決定

平成25年12月まで7千円/月額に
より分割納付していた。1ヶ月分
のみ引継の遅れにより収納未済
となったまま未交渉となっている  

市の担当課によると履行確認の状況はケースファイルに記載されている

ものの、尼崎市のケースワーカーは 1 人あたり平均 120 世帯以上を担当し

ており、それぞれのケースごとの事情や取るべき対応の緊急性について、

交代直後からすべてをつぶさに把握するのは困難な状況とのことである。

しかし一方で適時に督促を行うことは効果的な債権回収を行ううえで非常

に重要である。 

よって、担当交代時には対応が急がれるものについては別途リストを作

成するなど、効率的に引継ぎを行えるように工夫することが望まれる。 
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【２０】児童福祉費負担金（母子生活支援施設）（健康福祉局 生活支援

相談課） 

１．概要 

（１）債権の種類 

母子生活支援施設の利用料収入であり、児童福祉法第 56 条第 2 項に基づ

く非強制徴収公債権。 

 

（２）時効期間 

5年（地方自治法第 236条第 1項） 

 

（３）制度の概要 

母子生活支援施設は、母子家庭で住居・生活に困っている者に対して、

生活の安定のための相談や援助を行いながら、自立を支援するための施設

である。平成 26 年度末時点で対象施設は 10施設である。 

 

（４）減免･軽減制度について 

本人の死亡、失業又は疾病等により、支払が困難となったときは減免を

受けることができる（尼崎市児童福祉法による徴収等に関する規則第 5 条

第 1項各号）。 

 

（５）債権の特徴 

母子生活支援施設の利用料収入であり、母子生活支援施設利用者の属す

る世帯の課税階層の区分等に応じ徴収金を支払う（児童福祉法による費用

の徴収等に関する規則第 2 条第 2 項、同別表第 2）。平成 26 年度の施設利

用者 27世帯のうち、自己負担金が発生しているのは 4世帯のみである。 

 

（６）調定・収納の状況 

① 調定･収納事務のフロー 

財務会計システムにて調定及び納付の登録を行い、母子生活支援施設長

を通じて利用者本人に納付書を渡している。入金の確認も財務会計システ

ム上で行っている。 

 

（７）債権管理の状況 

① 債権管理事務のフロー 
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納付の通知は月ごとに行っている。入金管理をしているのみで、一般的

に非強制徴収公債権の回収手続として行われる督促や裁判所による回収手

続（支払督促、少額訴訟など）は実施していない。 

 

② 滞納債権の管理体制 

債権管理を主たる業務とする担当者はいない。生活支援相談課の職員が、

他の業務の傍ら、管理業務を行っている。 

 

③ 台帳の整備 

財務会計システム上で、債権残高を管理している。別途台帳は作成して

いない。 

 

④ 督促・催告 

毎月の納付告知の際に、滞納分の納付についても納付指導を行ってもら

うように母子生活支援施設長に依頼している。なお、納付指導を行った結

果、平成 26年度滞納額 57千円は、平成 27年度に全額納付済みである。 

 

⑤ 滞納整理 

納付交渉を行っているのみであり、訴訟等は実施していない。 

 

（８）調定額､収入済額､不納欠損額､収入未済額（未収債権）､収納率の推移 

(単位：千円)

区分 平成24年度 平成25年度 平成26年度
調定額 26 36 81

現年度分（母子） 26 36 81
過年度分（母子） － － －

収入済額 26 85 24
現年度分（母子） 26 36 24
過年度分（母子） － 48 －

不納欠損額 － － －
現年度分（母子） － － －
過年度分（母子） － － －

収入未済額 － － 57
現年度分（母子） － － 57
過年度分（母子） － － －

収納率 100.0% 100.0% 30.0%
現年度分（母子） 100.0% 100.0% 30.0%
過年度分（母子） － － －   
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（９）収入未済額（未収債権）の滞納年数別内訳 

平成 27 年 3 月末日現在の未収債権は 1 件（57 千円）のみであり、納付

指導の結果、平成 27年 8月 3日に全額納付済みである。 

 

２．実施した監査手続 

（１）事務の概要把握 

対象局に、児童福祉費負担金の債権管理事務の概要について質問し、 

関連資料の閲覧を行った。 

 

（２）合規性の検討 

関連法令、条例、規則、要綱等に準拠して事務が行われているかどうか

検討するため、事務の流れについて説明を受け、関連文書の閲覧を行った。 

 

（３）有効性及び効率性の検討 

有効的かつ効率的に、事務が行われているかどうか検討するため事務の

流れについて担当者から説明を受け、関係書類の閲覧を行った。 

 

（４）公平性の検討 

債権管理事務が、法規に準拠し、公平に行われているかを検討するため、

事務の流れについて担当者から説明を受け、関係書類の閲覧を行った。 

 

３．監査の結果及び意見 

特に指摘すべき事項はなかった。 
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【２１】児童福祉費負担金（助産施設）（健康福祉局 生活支援相談課） 

１．概要 

（１）債権の種類 

助産施設の利用料収入であり、児童福祉法第 56 条第 2 項に基づく非強制

徴収公債権。 

 

（２）時効期間 

5年（地方自治法第 236条第 1項） 

 

（３）制度の概要 

尼崎市の助産施設は、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由に

より入院して出産することができない妊産婦のために、安全な出産を図る

施設（病院・助産所）である。 

 

（４）減免･軽減制度について 

本人の死亡、失業又は疾病等により、支払が困難となったときは減免を

受けることができる（尼崎市児童福祉法による徴収等に関する規則第 5 条

第 1項各号）。 

 

（５）債権の特徴 

助産施設の利用料収入であり、助産施設利用者の属する世帯の課税階層

の区分等に応じ徴収金を支払う（児童福祉法による費用の徴収等に関する

規則第 2 条第 1 項、同別表第 1）。平成 26 年度の利用実績は 9 件であり、

毎年概ね 10件前後の利用がある。 

 

（６）調定・収納の状況 

① 調定･収納事務のフロー 

助産施設の利用決定時に調定を行い、納付書を利用者本人に渡している。 

収納状況についても、財務会計システムにて確認を行っている。 

 

（７）債権管理の状況 

① 債権管理事務のフロー 

納付の通知は助産施設利用決定時に行っている。入金管理をしているの

みで、一般的に非強制徴収公債権の回収手続として行われる督促や裁判所
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による回収手続（支払督促、少額訴訟など）は実施していない。 

 

② 滞納債権の管理体制 

債権管理を主たる業務とする担当者はいない。生活支援相談課の職員が、

他の業務の傍ら、管理業務を行っている。 

 

③ 台帳の整備 

財務会計システム上で、債権残高を管理している。別途台帳は作成して

いない。 

 

④ 督促・催告 

助産施設利用者については、基本的に電話による納付指導を行いながら

催促している。その際に納付の重要性について認識させている。 

 

⑤ 滞納整理 

納付交渉を行っているのみであり、訴訟等は実施していない。 

 

（８）調定額､収入済額､不納欠損額､収入未済額（未収債権）､収納率の推移 

(単位：千円)
区分 平成24年度 平成25年度 平成26年度

調定額 487 426 137
現年度分（助産） 321 241 －
過年度分（助産） 167 186 137

収入済額 245 289 －
現年度分（助産） 245 241 －
過年度分（助産） － 48 －

不納欠損額 57 － －
現年度分（助産） － － －
過年度分（助産） 57 － －

収入未済額 186 137 137
現年度分（助産） 76 － －
過年度分（助産） 109 137 137

収納率 50.2% 67.8% －
現年度分（助産） 76.2% 100.0% －
過年度分（助産） － 26.0% －   
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（９）収入未済額（未収債権）の内訳 

順位 相手先 収入未済額（千円） 滞納月数（月） 摘要 滞納整理の現状

1 A 62 109 平成17年度分 納付指導中

2 B 40 102 平成18年度分 納付指導中

3 C 35 33 平成24年度分 納付指導中  

A 氏及び B 氏からは納付誓約書を入手し、時効中断を行っている。C 氏は

現在分割納付中であり、時効が中断している。 

 

２．実施した監査手続 

（１）事務の概要把握 

対象局に、児童福祉費負担金（助産施設実施徴収金）の財務事務の概要

について質問し、関連資料の閲覧、関連システムの観察を行った。 

 

（２）合規性の検討 

関連法令、条例、規則、要綱等に準拠して事務が行われているかどうか

検討するため、事務の流れについて説明を受け、関連文書の閲覧を行った。 

 

（３）有効性及び効率性の検討 

有効的かつ効率的に、事務が行われているかどうか検討するため事務の

流れについて担当者から説明を受け、関係書類の閲覧を行った。 

 

（４）公平性の検討 

債権管理事務が、法規に準拠し、公平に行われているかを検討するため、

事務の流れについて担当者から説明を受け、関係書類の閲覧を行った。 

 

３．監査の結果及び意見 

特に指摘すべき事項はなかった。 
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【２２】福祉施設入所者等自己負担金（老人）（健康福祉局 生活支援相

談課） 

１．概要 

（１）債権の種類 

福祉施設入所者等自己負担金（老人）は、養護老人ホーム入所者及びそ

の扶養義務者の自己負担金であり、老人福祉法第 28 条に基づく非強制徴収

公債権。 

 

（２）時効期間 

5年（地方自治法第 236条第 1項） 

 

（３）制度の概要 

養護老人ホーム入所措置に要する費用の一部を徴収するもの。根拠条文

は老人福祉法及び尼崎市老人福祉法施行細則。事務については、「老人保護

措置事務 事務処理マニュアル」を使用している。 

 

（４）減免･軽減制度について 

尼崎市老人福祉法施行細則第 20条に減免の規定がある。 

・死亡したとき。 

・失業、疾病等により所得が著しく減少し、支払が困難であるとき。 

・その他徴収金を負担する能力を失ったとき。 

いずれかに該当すると認められるとき、全部又は一部を減免することが

できる。 

 

（５）債権の特徴 

老人福祉法第 28 条に基づく徴収金であり、徴収事務に係る市町長の権限

は、福祉事務所長に委任することができ、市町長の委任を受けた福祉事務

所長が費用徴収を行う。利用者本人及びその扶養義務者の収入に応じた負

担額が設定されている（尼崎市老人福祉法施行細則第 17 条第 1 項第 1 号、

2号、同別表第 1、第 2）。 

 

（６）調定・収納の状況 

① 調定･収納事務のフロー 

新規入所時及び入所後年 1 回、収入額及び必要経費の額を確認できる書
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類を添付して収入申告書を提出してもらい、それらの審査・調査を行い、

尼崎市老人福祉法施行細則に基づいて階層区分の認定及び費用徴収月額の

決定を行う。 

階層区分及び費用徴収月額の決定後、「費用徴収額決定通知書」を各養護

老人ホーム入所者に郵送により告知する。 

徴収方法については、通知書とともに納付書を送付しており、その納付

書を使用し最寄りの金融機関の窓口で納付してもらう。 

入金後、財務会計システムに入金情報が登録される。 

 

（７）債権管理の状況 

① 債権管理事務のフロー 

入金管理、納付交渉のほかには非強制徴収公債権の債権回収手続きであ

る督促、裁判所による回収は実施していない。 

 

② 滞納債権の管理体制 

債権管理を主たる業務とする担当者はいない。生活支援相談課の職員が、

他の業務の傍ら、管理業務を行っている。 

 

③ 台帳の整備 

債権管理のための専用システムは使用しておらず、個別に債権管理、時

効管理を行っている。財務会計システムによって納付状況を把握し、別途

エクセルで作成した「養護老人ホーム措置台帳」にその納付状況を記入し

ていくことで管理している。 

 

④ 督促・催告 

「納付のお願い（催告書）」を、年に 1 回送付又は直接面談の場合は手渡

ししている。 

 

⑤ 滞納整理 

現在滞納整理の対象者は 2 名である。主に電話や訪問による納付交渉を

行っている。 
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⑥不納欠損処理 

時効期間 5 年が経過し、時効が完成したものについて不納欠損処理を行

う。平成 22 年度に債権 498 千円が時効完成となり不納欠損処理を行った。

これを受けて、適切な時効中断手続きを行うために債権管理マニュアルを

作成しており、平成 23年度以降、不納欠損の実績はない。 

 

（８）調定額､収入済額､不納欠損額､収入未済額（未収債権）､収納率の推移 

(単位：千円)

区分 平成24年度 平成25年度 平成26年度
調定額 48,461 47,782 50,705

現年度分 46,534 45,515 48,593
過年度分 1,927 2,267 2,112

収入済額 46,194 45,670 48,685
現年度分 46,062 45,447 48,593
過年度分 132 223 91

不納欠損額 － － －
現年度分 － － －
過年度分 － － －

収入未済額 2,267 2,112 2,021
現年度分 472 68 －
過年度分 1,795 2,044 2,021

収納率 95.3% 95.6% 96.0%
現年度分 99.0% 99.9% 100.0%
過年度分 6.8% 9.8% 4.3%  

（注）上記推移表は、当該債権（【22】福祉施設入所等自己負担金（老人））と【23】福祉施設入

所等自己負担金（障害）を合算した数値となっている。 

 

（９）収入未済額（未収債権）の滞納年数別内訳 

滞納年数 件数（件） 金額(千円）

1年以内 － －

1年超2年以内 － －

2年超3年以内 － －

3年超4年以内 1 406

4年超5年以内 － －

5年超 1 1,338

合計 2 1,743  
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（１０）収入未済額上位 5位（平成 27年 3月 31日現在） 

順位 相手先 収入未済額（千円） 滞納月数（月） 摘要 滞納整理の現状

1 A 1,338 118
平成17～
平成19年度分

分割納付中

2 B 406 45 平成23年度分 転居先調査中  

 

（１１）滞納月数が長い債権上位 5位（平成 27年 3月 31日現在） 

順位 相手先 収入未済額（千円） 滞納月数（月） 摘要 滞納整理の現状

1 A 1,338 118
平成17～
平成19年度分

分割納付中

2 B 406 45 平成23年度分 転居先調査中  

 

２．実施した監査手続 

（１）事務の概要把握 

対象局に、対象債権の管理事務の概要について質問し、関連資料の閲覧

を行った。 

 

（２）合規性の検討 

関連法令、条例、規則、要綱等に準拠して事務が行われているかどうか

検討するため、事務の流れについて説明を受け、関連文書の閲覧を行った。 

 

（３）有効性及び効率性の検討 

有効的かつ効率的に事務が行われているかどうか検討するため、滞納債

権 2 件のうち、金額の多い 1 件について、交渉記録、催告書、納付誓約書

等を閲覧した。 

 

（４）公平性の検討 

債権管理事務が、法規に準拠し、公平に行われているかを検討するため、

事務の流れについて担当者から説明を受け、関係書類の閲覧を行った。 

 

３．監査の結果及び意見 

特に記載すべき事項はなかった。 
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【２３】福祉施設入所者等自己負担金（障害）（健康福祉局 生活支援相

談課） 

１．概要 

（１）債権の種類 

福祉施設入所者等自己負担金（障害）は、障害者福祉施設の利用料収入

であり、知的障害者福祉法第 15 条の 4 及び第 16 条に基づく非強制徴収公

債権。 

 

（２）時効期間 

5年（地方自治法第 236条第 1項） 

 

（３）制度の概要 

知的障害者福祉法第 15 条の 4 及び第 16 条に基づき、行政命令（措置）

によって行政が障害福祉サービスを提供するものである。同法第 27 条に基

づき、サービスを利用した本人又はその扶養義務者が負担金を行政に支払

う。 

 

（４）減免･軽減制度について 

本人の死亡、失業又は疾病等により、支払が困難となったときは減免を

受けることができる（尼崎市知的障害者福祉法施行細則第 11 条第 1 項各

号）。 

 

（５）債権の特徴 

措置を受けてサービスを利用した本人又はその扶養義務者（未成年の場

合その親）を債務者とし、尼崎市知的障害者福祉法施行規則にて、本人及

びその扶養義務者の収入に応じた負担金を定めている（尼崎市知的障害者

福祉法施行細則第 8条第 1項各号、同別表第 1～6）。 

 

（６）調定・収納の状況 

① 調定･収納事務のフロー 

尼崎市知的障害者福祉法施行細則において、本人の収入に応じた負担金

を定めており、年 1 回納付書を送付している。支払は、納付書による窓口

納付方式により行っている。入金後、財務会計システムに入金情報が登録

される。 
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（７）債権管理の状況 

① 債権管理事務のフロー 

入金管理、納付交渉のほかには非強制徴収公債権の債権回収手続きであ

る督促、裁判所による回収は実施していない。 

 

② 滞納債権の管理体制 

債権管理を主たる業務とする担当者はいない。生活支援相談課の職員が、

他の業務の傍ら、管理業務を行っている。 

 

③ 台帳の整備 

財務会計システム上で、債権残高を管理している。別途台帳は作成して

いない。 

 

④ 督促・催告 

「納付のお願い（催告書）」を年に 1 回送付している。 

 

⑤ 滞納整理 

納付交渉を行っているのみであり、訴訟等は実施していない。督促後、

支払なく 5 年経過した場合には、債務者の援用がなくとも時効が成立する

ため、不納欠損処理することとなるが、不納欠損の実績はない。 

 

（８）調定額､収入済額､不納欠損額､収入未済額（未収債権）､収納率の推移 

調定額、収入済額、不納欠損額、収入未済額（未収債権）、収納率の 3 期

推移表は、【22】福祉施設入所等自己負担金-老人の項において、左記債権

と当該債権（【23】福祉施設入所等自己負担金（障害））を合算した数値を

記載している。なお、当該債権の平成 26 年度の調定額は 501 千円、収入済

額は 224千円、収入未済額は 277千円である。 
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（９）収入未済額（未収債権）の内訳 

順位 相手先 収入未済額（円） 滞納月数（月） 摘要
滞納整理の現状

（詳細）

1 A 153 36 平成24年度分 平成27年7月全額回収。

2 B 124 36 平成24年度分
本人死亡。法定相続人
の居所調査中。

 

A氏については、平成 27年 7月に全額回収済みである。 

B 氏については、本人が死亡している。法定相続人と連絡が取れないた

め、現在、法定相続人の居所調査中である。 

 

２．実施した監査手続 

（１）事務の概要把握 

債権管理事務の概要について質問し、関連資料の閲覧を行った。 

 

（２）合規性の検討 

関連法令、条例、規則、要綱等に準拠して事務が行われているかどうか

検討するため、事務の流れについて説明を受け、関連文書の閲覧を行った。 

 

（３）有効性及び効率性の検討 

有効的かつ効率的に、事務が行われているかどうか検討するため事務の

流れについて担当者から説明を受け、関係書類の閲覧を行った。 

 

（４）公平性の検討 

債権管理事務が、法規に準拠し、公平に行われているかを検討するため、

事務の流れについて担当者から説明を受け、関係書類の閲覧を行った。 

 

３．監査の結果及び意見 

特に指摘すべき事項はなかった。 



179 

 

【２４】他市母子生活支援施設等収入（健康福祉局 生活支援相談課） 

１．概要 

（１）債権の種類 

他市母子生活支援施設等収入は、子育て家庭ショートステイ利用に伴う

自己負担金収入であり、非強制徴収公債権。 

 

（２）時効期間 

5年（地方自治法第 236条第 1項） 

 

（３）制度の概要 

子育て家庭ショートステイは、子どもを養育している家庭の保護者が、

病気や冠婚葬祭などの社会的な事由によって家庭での養育が困難になった

場合に、子どもを福祉施設にて養育保護するものである。平成 26 年度末時

点で対象施設は 8施設である。 

 

（４）減免･軽減制度について 

生活保護世帯及びこれに準ずる世帯については減免することができる

（尼崎市子育て家庭ショートステイ事業実施要綱第 9条第 2項）。 

 

（５）債権の特徴 

他市母子生活支援施設等収入は、子育て家庭ショートステイ利用に伴う

自己負担金である。利用者負担額は、当該利用者の属する世帯の課税階層

の区分等に応じ決められている（尼崎市子育て家庭ショートステイ事業実

施要綱第 9条第 2項、同別表 3）。 

 

（６）調定・収納の状況 

① 調定･収納事務のフロー 

子育て家庭ショートステイ利用者の属する世帯の課税階層の区分等に応

じて納付額の算定を行う。利用終了後に利用者宛に納付書を郵送して、利

用者本人が納付書を用いて納付を行う。入金後、財務会計システムに入金

情報が登録される。 
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（７）債権管理の状況 

① 債権管理事務のフロー 

入金管理、納付交渉のほかには非強制徴収公債権の債権回収手続きであ

る督促、裁判所による回収は実施していない。 

 

② 滞納債権の管理体制 

債権管理を主たる業務とする担当者はいない。生活支援相談課の職員が、

他の業務の傍ら、管理業務を行っている。 

 

③ 台帳の整備 

財務会計システム上で、債権残高を管理している。別途台帳は作成して

いない。 

 

④ 督促・催告 

原則として、電話による納付指導を行いながら督促・催告を行い、納付

の重要性について認識させている。 

 

⑤ 滞納整理 

納付交渉を行っているのみであり、訴訟等は実施していない。 

 

（８）調定額､収入済額､不納欠損額､収入未済額（未収債権）､収納率の推移 

(単位：千円)

区分 平成24年度 平成25年度 平成26年度
調定額 － 6 57

現年度分 － 6 51
過年度分 － － 6

収入済額 － － 43
現年度分 － － 43
過年度分 － － －

不納欠損額 － － －
現年度分 － － －
過年度分 － － －

収入未済額 － 6 14
現年度分 － 6 8
過年度分 － － 6

収納率 － 0.0% 76.3%
現年度分 － 0.0% 84.5%
過年度分 － － －   
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（９）収入未済額（未収債権）の内訳 

順位 相手先 収入未済額（千円） 滞納月数（月） 摘要 滞納整理の現状

1 A 8 4 平成26年度分 納付交渉中

2 B 6 19 平成25年度分 納付交渉中  
 

２．実施した監査手続 

（１）事務の概要把握 

対象局に、他市母子生活支援施設等収入の債権管理事務の概要について

質問し、関連資料の閲覧を行った。 

 

（２）合規性の検討 

関連法令、条例、規則、要綱等に準拠して事務が行われているかどうか

検討するため、事務の流れについて説明を受け、関連文書の閲覧を行った。 

 

（３）有効性及び効率性の検討 

有効的かつ効率的に、事務が行われているかどうか検討するため事務の

流れについて担当者から説明を受け、関係書類の閲覧を行った。 

 

（４）公平性の検討 

債権管理事務が、法規に準拠し、公平に行われているかを検討するため、

事務の流れについて担当者から説明を受け、関係書類の閲覧を行った。 

 

３．監査の結果及び意見 

特に指摘すべき事項はなかった。 
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【２５】墓地使用料（健康福祉局 生活衛生課） 

１．概要 

（１）債権の種類 

市営墓地の維持管理に係る使用料で、尼崎市墓園の設置及び管理に関す

る条例を適用する非強制徴収公債権。 

 

（２）時効期間 

5年（地方自治法 第 236条） 

 

（３）制度の概要 

尼崎市墓園の使用予定者は、当初使用料（注 1）と年間使用料(注 2)の 2 種

類を使用許可申請時点において納付することとなっている。また、使用許

可者は毎年度、使用年度の 5 月末日までに年間使用料を納付することと

なっている。（尼崎市墓園の設置及び管理に関する条例第 14 条、15 条、尼

崎市墓園の設置及び管理に関する条例施行規則第 11条） 

年間使用料に関連して、平成 22 年度に条例が改正されており、改正前は

永代管理料として管理料を使用許可申請時に徴収するのみであったところ、

年間使用料を毎年徴収する現行制度の形に制度変更されている。そのため、

平成 21 年度以前に使用許可を受けた者については、経過措置として、使用

許可を受けた日から起算して 50 年を経過する日の属する年度の翌年度の 4

月 1 日（経過日が平成 23 年 4 月 1 日前である場合は同日）より年間使用料

が発生することとされている。（尼崎市墓園の設置及び管理に関する条例

(経過措置)第 3 条） 

なお、指定管理者である公益財団法人 A が、管理業務として未納者への

指導・納付書の送付事務・墓地の管理業務全般を実施している。 

（注 1）当初使用料とは、購入した墓地を永久的に使用する権利である永代使用料のことである。 

（注 2）年間使用料とは、墓地の共有スペース等を維持管理するための年間管理料のことである。 

 

（４）減免･軽減制度について 

当初使用料、年間使用料及び手数料について減免規定がある（尼崎市墓

園の設置及び管理に関する条例第 25 条）ものの、対象者は明確に定められ

ておらず、適用した実績はない。 
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（５）債権の特徴 

納付の時期は、使用料のうち当初使用料については基本的に使用許可申

請時まで、年間使用料については使用年度の 5月末日までとされている。 

また、（３）に記載したとおり、平成 21 年度以前に使用許可を得たもの

については、使用許可年度より 50 年後に使用料債権が発生するため、債権

の発生パターンが複雑で、収納管理も複雑となっている点に特徴がある。 

 

（６）調定・収納の状況 

納付の告知は年 1 回、市の財務会計システムで発行した納付書により

行っている。調定・収納状況はいずれも財務会計システムを利用して管理

している。 

 

（７）債権管理の状況 

財務会計システムを元に生活衛生課が作成したエクセルファイルを利用

して債務者・区画別に債権管理している。当初使用料は使用許可時に徴収

しており、一方、年間使用料を毎年請求することとなったのは、平成 22 年

度からであり、収入未済額は平成 27 年 3 月 31 日現在で 433 千円とまだ深

刻化はしていない状態である。このため、債権管理としては、催告書の送

付と納付交渉を電話や墓石への札かけにより管理事務所へ来所してもらう

ことにより、行っているほかは特段何も行っていないとのことである。 

 

（８）調定額､収入済額､不納欠損額､収入未済額（未収債権）､収納率の推移 

直近 3年間の推移は次のとおりである。 

(単位：千円)

区分 平成24年度 平成25年度 平成26年度
調定額 3,869 6,577 57,854

現年度分 3,758 6,487 57,594
過年度分 111 89 259

収入済額 3,780 6,317 57,421
現年度分 3,685 6,269 57,297
過年度分 95 48 124

不納欠損額 － － －
現年度分 － － －
過年度分 － － －

収入未済額 89 259 433
現年度分 73 218 298
過年度分 17 41 135

収納率 97.7% 96.1% 99.3%
現年度分 98.1% 96.6% 99.5%
過年度分 85.0% 53.7% 47.9%   
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（９）収入未済額（未収債権）の滞納年数別内訳 

滞納年数 件数（件） 金額(千円）

1年以内 45 298

1年超2年以内 15 106

2年超3年以内 3 19

3年超4年以内 3 10

4年超5年以内 － －

5年超 － －

合計 66 433  

年間使用料を毎年調定するこことなったのは、平成 22 年度からであり、

すべての収入未済額の滞納年数は 4年以内となっている。 

 

（１０）収入未済額上位 5位（平成 27年 3月 31日現在） 

順位 相手先 収入未済額（千円） 滞納月数（月） 摘要 滞納整理の現状

1 A 38 24 平成25～平成26年度年間使用料
納付交渉中
平成27年度に平成25～平成26年度分（38千円）納付済

2 B 36 12 平成25～平成26年度年間使用料
納付交渉中
平成27年度に平成25年度分に一部(18千円)納付済

2 C 36 4 平成23～平成26年度年間使用料 納付交渉中

4 D 33 36 平成24～平成26年度年間使用料 納付交渉中

5 E 19 12 平成25～平成26年度年間使用料 納付交渉中  

 

（１１）滞納月数が長い債権上位 5位（平成 27年 3月 31日現在） 
順位 相手先 収入未済額（千円） 滞納月数（月） 摘要 滞納整理の現状

1 F 2 48 平成23年度年間使用料 納付交渉中

1 G 3 48 平成23年度年間使用料 納付交渉中

1 H 5 48 平成23年度年間使用料 納付交渉中

4 I 11 36 平成24年度年間使用料 納付交渉中

4 J 3 36 平成24年度年間使用料 納付交渉中

4 K 5 36 平成24年度年間使用料 納付交渉中  

 

２．実施した監査手続 

（１）事務の概要把握 

債権管理事務の概要について質問し、関連資料の閲覧を行った。 

 

（２）合規性の検討 

関連法令、条例、規則、要綱等に準拠して事務が行われているかどうか

検討するため、事務の流れについて説明を受け、関連文書の閲覧を行った。 
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（３）有効性及び効率性の検討 

有効的かつ効率的に、事務が行われているかどうか検討するため事務の

流れについて担当者から説明を受け、関係書類の閲覧を行った。 

 

（４）公平性の検討 

債権管理事務が、法規に準拠し、公平に行われているかを検討するため、

事務の流れについて担当者から説明を受け、関係書類の閲覧を行った。 

 

３．監査の結果及び意見 

（１）使用料滞納者に対する墓地の使用許可の取消への対応（意見） 

市条例では、年間使用料を通算して 5 年分以上滞納したときについては

その使用許可を取り消し、当該使用許可に係る墓地の明渡しを請求するこ

とができる旨の定めがある（尼崎市墓園の設置及び管理に関する条例 22 条

（5））。「債権管理台帳」を確認したところ、平成 27 年 3 月末現在、3 名に

ついて、年間使用料徴収を開始した平成 23 年度から直近の平成 26 年度ま

で 4年間継続して墓地使用料が未納となっている。 

市担当者によると、これまで墓地の明け渡しを実施した実績はなく、明

け渡しの際の具体的な業務の流れが現時点では整備されていないとのこと

であった。墓地の明け渡しに際しては、法令（墓地、埋葬等に関する法律

施行規則第 3 条）等に従いつつ、墓石や遺骨の整理も含めて縁故者と協議

する必要がある。 

平成 27 年度中には 5 年以上の滞納者が発生する可能性が高く、早急に墓

地の明け渡しを行う場合の対応方針や具体的な業務の流れを整備し、滞納

額の急増の抑制へ備えることが望まれる。 
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【２６】動物保管実費弁償金、動物返還料（健康福祉局 生活衛生課） 

１．概要 

（１）債権の種類 

① 動物保管実費弁償金 

狂犬病予防法、尼崎市狂犬病予防法施行規則を根拠とする、市が抑留し

た犬の抑留中の飼養管理費（1頭 1日あたり 600円）。私債権。 

② 動物返還料 

狂犬病予防法、尼崎市狂犬病予防法施行規則を根拠とする、市が抑留し

た犬の返還手数料（未登録犬 1頭あたり 7,000円）。私債権。 

 

（２）時効期間 

10年（民法第 167条） 

 

（３）制度の概要 

市町村への登録が行われていない野犬等を狂犬病予防のため抑留し、そ

の後、飼い主に返還する際に、抑留中の飼養管理費及び返還手数料を徴収

するものである。 

 

（４）減免･軽減制度について 

減免・軽減の制度はない。 

 

（５）債権の特徴 

動物保管実費弁償金、動物返還料ともに犬の返還時に徴収する（尼崎市

狂犬病予防法施行規則）。 

 

（６）調定・収納の状況 

① 調定･収納事務のフロー 

犬の返還時に収納金額を算定、財務会計システムに入力を行い、同シス

テムから納付書を発行している。入金時に、会計管理室にて財務会計シス

テムに入金情報が登録される。生活衛生課では、納付書と財務会計システ

ムの入金情報の金額の照合を行う。 
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（７）債権管理の状況 

① 債権管理事務のフロー 

動物保管実費弁償金、動物返還料は、動物の返還時に徴収するため、滞

納債権は原則的に発生しないはずであり、特段の事務フローは整備されて

いない。 

平成 27 年 3 月 31 日現在、収入未済額となっているのは、尼崎市生活保

護受給者 1 名に対する動物保管実費弁償金 44 千円、動物返還料 7 千円の計

51 千円の案件のみである。当該案件については、平成 20 年 7 月に分割納

付誓約書を承諾し、平成 27年 9月 11 日に督促状を送付している。 

 

② 滞納債権の管理体制 

債権管理を主たる業務とする担当者はおらず、課職員 1 名が、他の業務

の傍ら管理業務を行っている。 

 

③ 台帳の整備 

財務会計システムから出力したデータを元に債権管理を行っている。 

 

④ 督促・催告 

平成 27年 9月 11日に督促状を送付している。 

 

⑤ 滞納整理 

督促状の送付を行っているのみであり、そのほかの滞納整理は特段実施

していない。 
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（８）調定額､収入済額､不納欠損額､収入未済額（未収債権）､収納率の推移 

【動物保管実費弁償金】 

(単位：千円)

区分 平成24年度 平成25年度 平成26年度
調定額 133 74 184

現年度分 89 29 140
過年度分 44 44 44

収入済額 89 29 140
現年度分 89 29 140
過年度分 － － －

不納欠損額 － － －
現年度分 － － －
過年度分 － － －

収入未済額 44 44 44
現年度分 － － －
過年度分 44 44 44

収納率 66.7% 39.8% 75.9%
現年度分 100.0% 100.0% 100.0%
過年度分 － － －  

【動物返還料】 

(単位：千円)

区分 平成24年度 平成25年度 平成26年度
調定額 84 77 126

現年度分 77 70 119
過年度分 7 7 7

収入済額 77 70 119
現年度分 77 70 119
過年度分 － － －

不納欠損額 － － －
現年度分 － － －
過年度分 － － －

収入未済額 7 7 7
現年度分 － － －
過年度分 7 7 7

収納率 91.7% 90.9% 94.4%
現年度分 100.0% 100.0% 100.0%
過年度分 － － －  

 

（９）収入未済額（未収債権）の内訳 

順位 相手先 収入未済額（千円） 滞納月数（月） 摘要 滞納整理の現状

動物返還料 7 80 平成20年度分 納付交渉中

動物保管実費弁償金 44 80 平成20年度分 納付交渉中
A1
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平成 20 年度に市内で抑留した犬の所有者 A は生活保護受給者であり、市

の再三の連絡にも関わらず来庁しなかった。その結果、犬の引き渡しまで

の抑留期間が長期間となり、要納付額が多額となった。市は、来庁時の交

渉の結果、法令の定め（地方自治法施行令第 171 条の 6）により平成 20 年

7 月 10 日に分割納付を容認したが、現在に至るまで全く支払がなく全額未

納となっている。平成 27年 9月に督促状を送付している。 

 

２．実施した監査手続 

（１）事務の概要把握 

債権管理事務の概要について質問し、関連資料の閲覧を行った。 

 

（２）合規性の検討 

関連法令、条例、規則、要綱等に準拠して事務が行われているかどうか

検討するため、事務の流れについて説明を受け、関連文書の閲覧を行った。 

 

（３）有効性及び効率性の検討 

有効的かつ効率的に、事務が行われているかどうか検討するため、検討

対象債権について担当者から説明を受けた。 

 

（４）公平性の検討 

債権管理事務が、法規に準拠し、公平に行われているかを検討するため、

検討対象債権について担当者から説明を受けた。 
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３．監査の結果及び意見 

（１）安易な分割納付の許可の疑義（意見） 

交渉当該案件の記録によれば、分割納付を承諾して犬の引渡しを行った

後、担当課は、平成 20 年から平成 21 年の間に他市（A 市）の債務者宅を 5

回訪問している。その後、債務者が所在不明となり、交渉が途絶えていた

が、平成 25 年に、A 市から尼崎市へ転居していたことが判明したため、平

成 25 年から平成 26 年の間に、尼崎市の自宅を 2 回訪問し、平成 25 年 11

月には、債務者へ納付書を手渡しているとのことである。現状は、債権回

収が行われた実績はなく、徴収コストだけが積み重なっている状態である。 

動物保管実費弁償金、動物返還料は、尼崎市狂犬病予防法施行規則上、

動物の返還と引き換えに徴収する事が定められており、生活困窮により納

付期限の猶予や減免を行う性質の債権ではない。 

市は、「債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、弁済すること

ができる見込みがない」（地方自治法施行令第 171 条の７）と認められるた

め、分割納付を許可したということであるが、当初から、債務者は生活保

護者で生活困窮のための納付困難を訴えており、動物が手許に戻っている

にもかかわらず、当該弁償金等を支払いに来たり、振込手数料を支払って

納付をする可能性は低いことが容易に予測され、回収可能性を十分に検討

していない、安易な分割納付の許可であった疑義がある。 

また、平成 27 年 9 月に督促状を送付しているが、これは分割納付誓約後、

6 年間納付がない状態が続いた後のタイミングであり、債務者の自主納付

のきっかけを作るという観点からは遅すぎる送付であったと考える。 

今後は、積極的に債権の回収を進めるべきである。 
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【２７】母子福祉資金元利収入、寡婦福祉資金元利収入（こども青少年

局 こども家庭支援課） 

１．概要 

（１）債権の種類 

母子及び父子並びに寡婦福祉法、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令、

及び尼崎市母子福祉資金、父子福祉資金及び寡婦福祉資金の貸付に関する

規則を適用する私債権。 

  

（２）時効期間 

10年（民法 第 167条第 1項） 

 

（３）制度の概要 

母子家庭等及び寡婦に対し、その生活の安定と向上のために必要な措置

を講じ、もって母子家庭等及び寡婦の福祉を図ることを目的として、修学

や技能習得等に必要な資金の貸付を行う制度である（母子及び父子並びに

寡婦福祉法 第 1条 第 13条 第 31 条の 6 第 32条）。 

当該制度は、ひとり親家庭の父母等が、就労や児童の就学などで資金が

必要となったときに、ひとり親家庭の父母等の経済的自立を支援するとと

もに生活意欲を促進し、その扶養している児童の福祉を増進することを目

的とした貸付事業であり、国と都道府県（政令指定都市及び中核市は市）

との間で以下の資金の授受が発生する。 

市が貸付金の財源として特別会計に繰り入れる金額の二倍に相当する金

額を当該繰り入れが行われる年度に無利子で国が市に貸し付ける。（すなわ

ち、貸付財源は、国が 2/3、市が 1/3となっている。） 

毎年度、前々年度の特別会計の決算上の剰余金が政令で定める額を超え

た場合には、超過額に下記で算出された割合を乗じた金額を国に償還する。 

（前々年度までの国からの借入金総額－国への償還額）／（前々年度ま

での国からの借入金総額－国への償還額＋前々年度までに福祉資金貸付金

の財源として特別会計に繰り入れた額） 

上記のほか、福祉資金貸付金の貸付業務に支障が生じない限りにおいて

国からの借入金を償還できる。 

制度廃止時における福祉資金貸付金の未貸付額及び福祉資金貸付金の償

還額に下記で算出された割合を乗じた金額を国に償還する。 

（国からの借入金総額－国への償還額）／（国からの借入金総額－国へ
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の償還額＋福祉資金貸付金の財源として特別会計に繰り入れた額） 

上記のとおり、国への償還金の算出根拠は貸付金の償還額であるため、

不納欠損となった場合は国の負担となる。 

 

（４）減免制度について 

貸付金は、母子及び父子並びに寡婦福祉法第 15 条に定める以下の要件を

満たす場合に減免することができる。 

・債務者が死亡した場合、又は精神若しくは身体に著しい障害を受け、

当該貸付金を償還することができなくなったと認められる場合におい

て議会の議決を受けたとき。 

・母子・父子・寡婦及びその者が扶養している児童の福祉のために必要

な資金であって政令で定めた貸付金については、債務者の所得の状況

その他政令で定める事由により当該貸付金を償還することができなく

なったと認められる場合において、条例で定めたとき。 

 

（５）債権の特徴 

当該債権については、市の貸付実施時に調定を行い、債務者が返済時期

が到来しても貸付金を返済しない場合、収入未済額となる。 

なお、貸付金額の限度は以下のとおりである。 

資金の種別 限度額 

事業開始資金 2,830千円 

（母子・父子福祉団体：4,260千円） 

事業継続資金 1,420千円 

修学資金 高等学校又は専修学校（高等課程）：月額 45 千円 

（自宅外通学の児童：月額 52.5千円） 

大学、高等専門学校又は専修学校（専門課程）：月額

81千円 

（自宅外通学の児童：月額 96千円） 

専修学校（一般課程）：月額 48千円 

技能習得資金 月額 68千円（最大 5年間） 

修業資金 月額 68千円（最大 5年間） 

就職支度資金 100千円 

（通勤のため自動車の購入が必要な場合：320千円） 

医療介護資金 医療を受ける者：340 千円 

（特に経済的に困難な事情にあると認められる場

合：480千円） 

介護を受ける者：500 千円 
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資金の種別 限度額 

生活資金 知識技能を習得している期間：月額 141千円 

医療又は介護を受けている期間：月額 103 千円 

生活安定貸付期間：月額 103 千円（合計額上限：

2,400千円） 

失業貸付期間：月額 103千円 

住宅資金 2,000千円 

転宅資金 260千円 

就学支度資金 小学校、中学校、公立高等学校、専修学校又は修業

施設：160千円 

私立高等学校又は専修学校（高等課程）：420 千円 

公立大学、公立高等専門学校又は公立専修学校（専

門課程）：380千円 

私立大学、私立高等専門学校又は私立専修学校（専

門課程）：590千円 

結婚資金 300千円 

 

（６）調定・収納の状況 

① 調定･収納事務のフロー 

貸付決定後、母子父子寡婦福祉資金システムへ登録を行い、同システム

から納付書を発行している。入金があれば、会計管理室にて財務会計シス

テムに入金情報が登録される。こども家庭支援課では、金融機関から市の

会計管理室を通じて送付された納付済通知書及び口座振替結果データと母

子父子寡婦福祉資金システムの調定額との照合を行う。その後、母子父子

寡婦福祉資金システムにて入金消し込みを行う。 

 

（７）債権管理の状況 

① 債権管理事務のフロー 

納付交渉及び督促状の送付のほか、裁判所を通じた回収手続等の滞納整

理事務は実施していない。 

 

② 滞納債権の管理体制 

債権管理を主たる業務とする担当者はいない。こども家庭支援課職員 2

名、嘱託員 2名が、他の業務の傍ら、管理業務を行っている。 
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③ 台帳の整備 

母子父子寡婦福祉資金システムで、債務者別に年間の納付状況、年度別

納付状況及び残債の確認等の債権管理及び時効管理を行っている。 

 

④ 督促・催告 

債務者に対して、毎月督促状の送付を行うほか、保証人を含む全対象者

に対して、一斉に年に 1 回督促状の送付を行っている。なお、催告は実施

していない。 

 

⑤ 滞納整理 

主に電話や訪問による納付交渉及び督促状の送付を債務者や連帯保証人

に対して行っているのみで、裁判所による回収などの手続は行っていない。 

 

⑥ 不納欠損処理 

実施していない。 

 

（８）調定額､収入済額､不納欠損額､収入未済額（未収債権）､収納率の推移 

【母子福祉資金元利収入】 

(単位：千円)
区分 平成24年度 平成25年度 平成26年度

調定額 61,719 53,590 52,517
現年度分 25,540 19,426 19,753
過年度分 36,179 34,163 32,765

収入済額 27,555 20,825 19,590
現年度分 23,423 17,627 17,669
過年度分 4,133 3,198 1,921

不納欠損額 － － －
現年度分 － － －
過年度分 － － －

収入未済額 34,163 32,765 32,928
現年度分 2,118 1,800 2,084
過年度分 32,046 30,965 30,844

収納率 44.6% 38.9% 37.3%
現年度分 91.7% 90.7% 89.5%
過年度分 11.4% 9.4% 5.9%  
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【寡婦福祉資金元利収入】 

(単位：千円)
区分 平成24年度 平成25年度 平成26年度

調定額 1,326 1,116 989
現年度分 1,140 986 890
過年度分 186 130 99

収入済額 1,196 1,016 825
現年度分 1,140 958 815
過年度分 56 58 10

不納欠損額 － － －
現年度分 － － －
過年度分 － － －

収入未済額 130 99 164
現年度分 － 28 75
過年度分 130 71 89

収納率 90.2% 91.1% 83.4%
現年度分 100.0% 97.1% 91.6%
過年度分 30.2% 45.1% 10.1%  

平成 26 年度は保証人からの一括返済や現年度の繰上償還など、多額の回

収が発生しなかったことにより収納率が低くなっている。なお、寡婦福祉

資金元利収入は調定額が小さいため、1 人が滞納した場合でも収納率が大

きく低下する。 

 

･近隣自治体（注）との収納率の比較状況（平成 25年度） 

 尼崎市 A B C D 

現年度 母子 90.7% 92.8% 86.6% 89.9% 83.4% 

 寡婦 97.1% 95.8% 85.6% 91.4% 82.4% 

過年度 母子 9.4% 16.0% 7.6% 7.1% 6.7% 

 寡婦 45.1% 8.1% 5.1% 8.6% 7.3% 

合計 母子 38.9% 59.9% 32.1% 47.1% 33.4% 

 寡婦 91.1% 38.8% 18.6% 52.2% 17.4% 

（注）比較の対象として、兵庫県及び同県政令指定都市、中核市の平成 25 年度の当該債権の収納

率を記載している。 

尼崎市は人員を配置し、納付交渉を行っていることなどから、近隣他市

との比較では平均より高い償還率となっている。 



196 

 

 

（９）収入未済額（未収債権）の滞納年数別内訳 

滞納年数 件数（件） 金額（千円） 

1年以内 28 2,159 

1年超 2年以内 18 1,463 

2年超 3年以内 19 1,538 

3年超 4年以内 11 1,680 

4年超 5年以内 13 1,542 

5年超 39 24,711 

合計 128 33,092 

5 年以内は修学資金等、毎月の調定額が少額のものが多い。一方、5 年超

となっている債権の大半は事業開始資金や事業継続資金であり、毎月の調

定額が多額となるものが多い。そのため、5 年超の 1 件当たり金額が多額

となっている。 

 

（１０）収入未済額上位 5位（平成 27年 3月 31日現在） 

1 A 1,553 188
平成11～
平成15年度

債務者の自己破産、保証人の死亡、
相続人の相続放棄確認

2 B 1,498 321
昭和62～
平成3年度

債務者の自己破産、保証人の死亡、
相続人の相続放棄確認

3 C 1,014 58
平成22～
平成26年度

平成23年10月19日に月額10千円の
分割納付誓約

4 D 1,005 130
平成16～
平成26年度

平成25年1月21日に月額22千円の分
割納付誓約

5 E 976 112
平成18～
平成25年度

平成25年4月16日に月額25千円の分
割納付誓約

順位 相手先 摘要 滞納整理の現状
滞納月数

（月）
収入未済額

(千円)
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（１１）滞納月数が長い債権上位 5位（平成 27年 3月 31日現在） 

順位 相手先 摘要

1 F 105 363
平成24年2月24日に月額3千円の分
割納付誓約

2 G 76 349 納付交渉中

3 H 307 342 納付交渉中

4 B 1,498 321
債務者の自己破産、保証人の死亡、
相続人の相続放棄確認

5 I 904 321
平成25年7月30日に月額3千円の分
割納付誓約

昭和58～
平成25年度

昭和59～
平成25年度

昭和61～
平成26年度

昭和62～
平成26年度

昭和62～
平成26年度

滞納整理の現状
収入未済額

(千円)
滞納月数

（月）

 

 

２．実施した監査手続 

（１）事務の概要把握 

債権管理事務の概要について質問し、関連資料の閲覧を行った。 

 

（２）合規性の検討 

関連法令、条例、規則、要綱等に準拠して事務が行われているかどうか

検討するため、事務の流れについて説明を受け、関連文書の閲覧を行った。 

 

（３）有効性及び効率性の検討 

有効的かつ効率的に、事務が行われているかどうか検討するため事務の

流れについて担当者から説明を受け、関係書類の閲覧を行った。 

 

（４）公平性の検討 

債権管理事務が、法規に準拠し、公平に行われているかを検討するため、

事務の流れについて担当者から説明を受け、関係書類の閲覧を行った。 

 

３．監査の結果及び意見 

（１）分割納付誓約書の条件未履行（意見） 

収入未済額上位 5 位、滞納月数が長い債権上位 5 位の債務者のうち、分

割納付誓約を行った債務者の入金状況を確認した結果、次表のとおり、分

割納付誓約どおりに入金されていないものが発見された。 
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相手先 分割納付誓約日
分割納付誓約による

分割納付額
平成27年度入金状況

C 平成23年10月19日 月額10千円
・平成22年6月分、9月分の一部を平成27年5月に18千円入金
・平成22年8月分の一部を平成27年6月に9千円入金
・平成22年7月分の一部を平成27年7月に8千円入金

D 平成25年1月21日 月額22千円 ・平成14年12月、平成16年12月分を平成27年6月に50千円入金

E 平成25年4月16日 月額25千円
・平成18年6月分、12月分の一部を平成27年5月に12千円入金
・平成18年6月分、12月分の一部を平成27年7月に30千円入金

F 平成24年2月24日 月額3千円
・昭和63年12月分の一部を平成27年4月に3千円、平成27年5月
に3千円、平成27年6月に3千円、平成27年7月に2千円入金

I 平成25年7月30日 月額3千円
・昭和62年8月分の一部を平成27年5月に2千円、平成27年6月に
2千円

 

市は、これらの債務者に対して、当初の分割納付誓約の見直しを行って

おらず、現状は、債務者が納付可能な金額を納付する状況となっている。

このような状況では、当初の分割納付誓約が形式的なものとなってしまい、

納付誓約額を納付するという意識が低くなってしまう。また、分割納付期

間は長期になるほど回収は困難になると考えられる。そのため、分割納付

誓約が履行されていない場合は、債務者の現在の収支の状況や財産と負債

の状況、生活の状況を考慮の上、分割納付誓約を見直すことが望まれる。 

 

（２）実質的に回収が見込めない債権についての債権放棄を行うための基準

の明確化（意見） 

収入未済額のうち、平成 26 年度に入金実績のない滞納中の債権が 45 件

9,366 千円存在する。これらの債権の中には、債務者が自己破産、保証人

が死亡（相続人は相続放棄）したもの、債務者及び保証人が死亡したもの

（相続人は相続放棄）など、次表のとおり、債権が消滅しているもの

（A,B）と実質的に回収が見込めない債権（H）が発見された。 

相手先 
収入未済額 

（千円） 
現状 

A 1,553 
債務者：自己破産 

保証人：死亡（相続人は相続放棄） 

B 1,498 
債務者：死亡（相続人は相続放棄） 

保証人：死亡（相続人は相続放棄） 

H 307  
債務者：入院中で退院見込なし 

保証人：死亡（相続人の所在不明） 
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債務者により時効の「援用」（民法第 145 条）がなされた債権、相続放棄

が確認できた債権（B）は、「債権が消滅した」、破産免責確定が確認できた

債権（A）は「債権がみなし消滅した」（注）、といえる。これらについては、

速やかに不納欠損処理を行うべきである。一方、「債権の消滅」が確認でき

ない債権で、実質的に回収が見込めない債権（H）については、債権放棄の

意思決定を行い、不納欠損処理を行うことを検討すべきである。 

限られた人員の中で効果的・効率的な債権管理を行うためには、例えば、

債務者入院中で退院見込みなし、保証人は所在不明のような場合（H）は、

どのような条件のもと債権放棄を行うのかという基準を明確にして、債権

放棄の意思決定の上で、不納欠損処理を行い、回収見込みのある債権の債

権管理を重点的に行うべきである。 

なお、債権を放棄するためには議会の議決を要するが（地方自治法第 96

条第 1 項第 10 号）、市では、特殊な事例を除き、これまで債権放棄の議決

を行ったことがない。これは、債権放棄を行うための明確な基準が定めら

れていないことが要因であると考えられる。市は、債権管理条例を制定す

る等の方法により、実質的に回収が見込めない債権を放棄するための明確

な基準を定めることを検討すべきである。 

（注）破産し免責されれば、責任が消滅するが、債務は自然債務として残存するという説（自然

債務説）によると、破産により債務そのものが消滅する（債務消滅説）のではないため、

ここでは、「債権のみなし消滅」と記載している。 

 

（３）違約金の徴収（意見） 

母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第 17 条は、「都道府県は、母子福

祉資金貸付金の貸付を受けた者が支払期日に償還金又は前条の規定により

一時償還すべき金額を支払わなかったときは、延滞元利金額につき年 5%の

割合をもって、支払期日の翌日から支払当日までの日数により計算した違

約金を徴収する。ただし、当該支払期日に支払わないことにつき、災害そ

の他やむを得ない理由があると認められるときは、この限りではない。」と

定めている。しかし、市においては差押、交付要求、公売、換価等の法的

措置を講じた場合に賦課することとしており、法的措置を講じた実績がな

いことから、違約金徴収実績は無い。ただし書きにあるとおり、必ずしも

違約金を徴収しなければならないものではないものの、正当な理由なく支

払を遅延した者に対して違約金の徴収を検討する必要がある。 
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【２８】児童福祉費負担金、保育所完全給食負担金収入（こども青少年

局 保育課 保育課・保育指導担当） 

１．概要 

（１）債権の種類 

① 児童福祉費負担金及び督促手数料 

保育課で管理する児童福祉費負担金及び督促手数料は、公立・私立保育

所の保育料及び保育所保育料滞納にかかる督促手数料。当該債権は児童福

祉法を適用する強制徴収公債権（児童福祉法第 56 条第 3 項、56 条 7 項）。

以下、児童福祉費負担金及び督促手数料を「保育所保育料」という。 

 

② 保育所完全給食負担金収入 

公立保育所に通う 3 歳児以上の児童向け給食費（以下「保育所給食費」

という）で、一律月額 1,000 円（尼崎市立保育所完全給食実施要綱、尼崎

市立保育所完全給食実施要綱の運用について）。当該債権は私債権。 

 

（２）時効期間 

保育所保育料・・・5年（地方自治法第 236条第 1項） 

保育所給食費・・・2年（民法第 173 条第 3号）（注） 

（注）給食費の時効期間について具体的に明示した法令等は無いが、市担当者は上記が最も適合

していると認識している。 

 

（３）制度の概要 

市町村は、保護者の労働又は疾病その他の事由により、児童について保

育を必要とする場合において、児童を保育所にて保育する義務を負ってい

る（児童福祉法第 24 条）。市町村は、児童本人又はその扶養義務者から費

用を徴収することができ（児童福祉法 56 条 3 項）、尼崎市では、同法に基

づき「児童福祉法による費用徴収規則」において市の保育所保育料を定め

ている。 

なお、平成 27 年度より「子ども・子育て支援新制度」が本格施行されて

いる。ただし、保育所保育料の徴収にかかる業務については平成 26 年度以

前と変更なく、また、保育所保育料を管理するシステムは、新システム

（「子ども・子育て支援制度システム」）へ変更されたが、従前のシステム

（「保育システム」）が拡張されたものであり、その機能については変更が

ないとのことである。 
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（４）減免･軽減制度について 

保育所保育料は保護者の負担能力即ち所得に応じて負担額が算出され

（児童福祉法第 56 条第 2 項）、生活保護世帯や母子・父子世帯等であって

前年の所得税が非課税の場合は無料となる（児童福祉法による費用の徴収

等に関する規則第 4 条）。また、年度中の死亡や所得の減少等により申請に

基づき保育所保育料額が変更されることがある。 

軽減制度としては、長期欠席制度（児童福祉法による費用の徴収等に関

する規則第 3 条第 2 項第 3 号、4 号）、ひょうご多子世帯保育料軽減事業

（兵庫県の補助事業）がある。 

なお、保育所給食費について、減免・軽減制度はない。 

 

（５）債権の特徴 

保育所保育料については、保護者の所得税の課税額に応じて決定される

応能負担制度となっている（児童福祉法第 56 条第 2 項。平成 27 年度から

は市町村民税の課税額に応じて決定）。なお、納付方法としては、口座振替、

納付書払があるが、平成 26 年度では市の口座振替利用率は 92.6％と他都

市と比較しても高い水準となっているとのことである。 

 

（６）調定・収納の状況 

① 調定･収納事務のフロー 

保育システム内で計算された当該年度分の保育所保育料・保育所給食費

を、債務者に対して通知（年度初め） 

  ↓ 

・納付書払の場合：市は保育所を介して、納付書を保護者（扶養義務者）

に渡すよう依頼。 

・口座振替の場合：市は月末に口座振替引き落としを実施。 

  ↓ 

保育所保育料・保育所給食費納付開始 

  ↓ 

・納付書払の場合：金融機関から市の会計管理室を通じて送付された納付

書控、入金データの一致を確認して保育システムに入力（毎日） 

・口座振替の場合：金融機関から送付される口座振替データ（入金情報）

を保育システムに入力（毎月） 

  ↓ 

保育システムと財務会計システムの債権額の一致を確認する（年 1回） 
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（７）債権管理の状況 

① 債権管理事務のフロー 

督促状送付（納付期日の翌月 20日頃） 

  ↓ 

催告書送付（現年度分 3回、過年度分 3回の計年 6回） 

  ↓ 

・私立保育園：収入促進員の戸別訪問による納付交渉 

・公立保育所：保育所所長による納付交渉 

 

② 滞納債権の管理体制 

債権滞納のある債務者のうち、私立保育園所属児童の保護者については

市の収入促進員 4 名が電話・訪問による納付交渉を、公立保育所所属児童

の保護者については保育所所長が納付交渉を行っている。 

 

③ 台帳の整備 

保育所保育料については、保育システム内の保育所保育料台帳に、児童

の所属保育園、月別の滞納額、納付交渉の経緯を記帳して管理している。 

保育所給食費については、保育システム内の台帳にて納付の有無を管理

している。 

 

④ 督促・催告 

保育所保育料については、督促状・催告書を滞納者に対し送付すること

により督促・催告を実施している。滞納者に対し滞納額の累積額を記載し

た催告書を現年度分 3 回・過年度分 3 回の年 6 回送付している。なお、最

初の督促状には時効中断の効果がある。（地方自治法 236条 4 項） 

保育所給食費についても、過年度 5 年分の督促納付書を年 2 回、前年度

分の督促納付書を年 1 回送付し、現年度分の督促納付書を年 3 回送付して

いる。 

 

⑤ 滞納整理 

１）納付交渉・徴収方法について 

保育所保育料については市の収入促進員が戸別訪問による納付交渉を

行っている。 

また、保育所保育料の納入期限について、市長がやむを得ない事情があ

ると認めるときは、市長が別に定める日を納入期限とすることができる
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（児童福祉法による費用の徴収等に関する規則第 6 条）。そのため、保育課

では、督促状・催告書の送付や、納付交渉によっても納付がなく、債務者

より分割納付誓約書が提出された場合には、課長決裁によりこれを承認し、

納期を別に定めている。 

なお、児童福祉法第 24 条の規定により市長村は保育を義務付けられてい

るため、滞納を理由として、保育所を退所させることはできない。 

 

２）財産調査・法的措置（差押、納付指導、換価、交付要求等） 

保育所保育料の納付が遅滞した場合には、督促状の送付により督促を行

うが、それでも納付しない場合は、納付者の預貯金等の財産調査を行い、

滞納者の財産を差し押さえることができる（児童福祉法第 56 条第 8 項、地

方自治法第 231 条の 3 第 3 項、地方税法第 728 条、国税徴収法第 141 条、

国税徴収法第 47 条～第 81条）。 

市では、これまで財産調査を実施していないため、差押等の滞納処分実

績はない。 

 

３）延滞金 

保育所保育料の納付義務者は、納期限後にその保育所保育料を納付する

場合においては、当該保育所保育料の金額が 2,000 円以上であるときは、

当該金額にその納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年 14.6%の

割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければ

ならない旨が定められている（ただし、延滞金の金額が 1,000 円未満であ

るときは、その全額を切り捨てる）。（尼崎市税外収入金の督促及び滞納処

分に関する条例より要約）。なお、延滞金の減免の定めはない。 

保育所保育料については延滞金を徴収している。 

 

４）執行停止 

地方税法第 15 条の 7 第 1 項、第 4 項には、財産調査の結果、「滞納処分

をすることができる財産がない」、「滞納処分をすることによってその生活

を著しく窮迫させるおそれがある」、「その所在及び滞納処分をすることが

できる財産がともに不明である」場合には、職権により、滞納処分の執行

を停止し、その状態が 3 年間継続した場合に納付義務が消滅することが定

められている。 

市では、これまでは十分な財産調査を行っていなかったこともあり、執
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行停止を実施したことはないとのことである。 

 

５）時効の管理 

保育所保育料については、保育システム内で調定年月・債務承認年月の

管理を行っているが、同システムには、督促状の発送や分割納付誓約など

による債務承認などの時効の中断事由を考慮の上、時効の日を計算し、時

効の近づいた債権リストを自動的に作成する機能はない。このため、年度

末に市職員が時効完成に該当する条件を入力し、同システムから時効完成

債権を抽出している。 

 

６）不納欠損処理 

保育所保育料については、時効完成を理由として不納欠損を行っている。 

保育所保育料の不納欠損対象債権は、毎年、市職員が保育システムデー

タから①賦課年月から 5 年以上経過している ②最終納付日から 5 年以上

経過している ③直近の分割納付誓約日から 5 年以上経過している とい

うすべての条件を満たす債権を抽出することで選定している。対象債権は

市担当者により保育システムから削除される。 

直近 3年間の不納欠損額は次表のとおりである。 

（単位：千円）

事由 平成24年度 平成25年度 平成26年度

時効完成 15,871 14,238 14,438  

また、平成 26 年度の不納欠損額上位 5位は次表のとおりである。 

順位 相手先 不納欠損額（千円） 不納欠損理由 決定年月日 時効年月日 年度

1 K 1,350 時効完成 平成27年3月31日 平成27年3月31日 平成16～平成21年度

2 L 1,293 時効完成 平成27年3月31日 平成27年3月31日 平成13～平成16年度

3 M 1,202 時効完成 平成27年3月31日 平成27年3月31日 平成19～平成21年度

4 N 1,023 時効完成 平成27年3月31日 平成27年3月31日 平成19～平成21年度

5 O 1,017 時効完成 平成27年3月31日 平成27年3月31日 平成17～平成18年度  
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（８）調定額､収入済額､不納欠損額､収入未済額（未収債権）､収納率の推移 

① 直近 3年間の比較 

【児童福祉費負担金】 

(単位：千円)
区分 平成24年度 平成25年度 平成26年度

調定額 2,031,886 2,099,083 2,152,154
現年度分 1,817,347 1,880,348 1,931,428
過年度分 214,539 218,735 220,726

収入済額 1,797,280 1,864,119 1,922,711
現年度分 1,769,061 1,837,939 1,893,068
過年度分 28,219 26,180 29,643

不納欠損額 15,871 14,238 14,438
現年度分 － － －
過年度分 15,871 14,238 14,438

収入未済額 218,735 220,726 215,004
現年度分 48,286 42,409 38,360
過年度分 170,449 178,317 176,644

収納率 88.5% 88.8% 89.3%
現年度分 97.3% 97.7% 98.0%
過年度分 13.2% 12.0% 13.4%  

 

【保育所完全給食負担金】 

(単位：千円)
区分 平成24年度 平成25年度 平成26年度

調定額 18,546 18,015 16,505
現年度分 16,925 15,957 14,075
過年度分 1,621 2,059 2,430

収入済額 16,493 15,585 13,695
現年度分 16,228 15,325 13,460
過年度分 265 260 234

不納欠損額 － － －
現年度分 － － －
過年度分 － － －

収入未済額 2,053 2,430 2,812
現年度分 697 631 616
過年度分 1,356 1,799 2,196

収納率 88.9% 86.5% 83.0%
現年度分 95.9% 96.0% 95.6%
過年度分 16.4% 12.6% 9.6%  
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② 近隣他市との収納率の比較 

平成 26年度尼崎市及び阪神間近隣市(注)の収納率の状況は次表のとおりで

ある。 

（注）比較の対象として、担当課が利用している阪神間近隣 7 市（尼崎市のほか、西宮市、芦屋

市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市（順不同））の平成 26 年度保険料収納率を記載して

いる。 

 

 尼崎市 A市 B市 C市 D市 E 市 F市 

現年度分 98.0% 98.7% 99.7% 98.7% 98.4% 98.8% 99.9% 

過年度分 13.4% 15.5% 17.2% 29.7% 7.6% 23.1% 23.1% 

尼崎市の収納率は近隣他市と比較すると低い水準である。 

 

（９）収入未済額（未収債権）の滞納年数別内訳 

【保育所保育料】 

滞納年数 件数（件） 金額(千円）

1年以内 2,196 38,360

1年超2年以内 1,739 31,967

2年超3年以内 1,745 32,805

3年超4年以内 1,499 29,178

4年超5年以内 1,459 28,357

5年超 2,661 54,338

合計 11,299 215,004  

保育所保育料の時効は 5 年間であるが、時効の中断を図っているものが

あるため、滞納年数 5年超の債権が存在している。 

 

【保育所給食費】 

滞納年数 件数（件） 金額(千円）

1年以内 612 612

1年超2年以内 499 498

2年超3年以内 476 476

3年超4年以内 298 297

4年超5年以内 178 177

5年超 752 752

合計 2,815 2,812  

保育所給食費の時効は 2 年間であるが、債権放棄をしていないため、時

効到来している 2年超の債権が存在している。 
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（１０）収入未済額上位 5位（平成 27年 3月 31日現在） 

 

【保育所保育料】 

順位 相手先 収入未済額（千円） 滞納月数（月） 摘要 滞納整理の現状

1 A 2,236 56 平成22～26年度分 分割納付中

2 B 2,121 64 平成20～25年度分 分割納付中

3 C 2,086 64 平成18～23年度分 分割納付中

4 D 1,580 47 平成21～24年度分 分割納付中

5 E 1,533 42 平成22～25年度分 分割納付中  
【保育所給食費】 

順位 相手先 収入未済額（千円） 滞納月数（月） 摘要 滞納整理の現状

1 a 36 36 平成24～26年度分 納付催促中

1 b 36 36 平成22～24年度分 納付催促中

1 c 36 36 平成24～26年度分 納付催促中

1 d 36 36 平成23～25年度分 納付催促中

5 e 36 36 平成20～22年度分 納付催促中

5 f 36 36 平成21～23年度分 納付催促中  

 

（１１）滞納月数が長い債権上位 5位（平成 27年 3月 31日現在） 

【保育所保育料】 

順位 相手先 収入未済額（千円） 滞納月数（月） 摘要 滞納整理の現状

1 F 364 190
平成11年5月～
平成12年3月分

分割納付中

2 G 687 179
平成12年5月～
平成13年3月分

分割納付中

3 H 269 173
平成12年10月～
平成13年2月分

分割納付中

4 I 50 159
平成13年1月～
平成14年8月分

分割納付中

5 J 18 154 平成14年6、7月分 分割納付中
 

【保育所給食費】 

順位 相手先 収入未済額（千円） 滞納月数（月） 摘要 滞納整理の現状

1 g 1 145 平成14年4月分 納付催促中

1 h 10 145
平成14年4月～
平成15年2月分

納付催促中

1 i 7 145
平成14年4月～
平成14年10月分

納付催促中

4 j 1 144 平成14年5月分 納付催促中

5 k 1 140 平成14年9月分 納付催促中

5 l 1 140 平成14年9月分 納付催促中

5 m 2 140 平成14年9、10月分 納付催促中

5 n 1 140 平成14年9月分 納付催促中  
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２．実施した監査手続 

（１）事務の概要把握 

債権管理事務の概要について質問し、関連資料の閲覧を行った。 

 

（２）合規性の検討 

関連法令、条例、規則、要綱等に準拠して事務が行われているかどうか

検討するため、事務の流れについて説明を受け、関連文書の閲覧を行った。

また、収入未済額上位 5 位、滞納月数が長い債権上位 5 位、不納欠損額上

位 5 位、及び平成 26 年度における分割納付誓約書綴りの中から個別検討対

象として任意に抽出した 34 件について担当者に質問し、関係書類の閲覧及

び証拠書類との照合を行った。 

 

（３）正確性の検討 

債権管理事務の正確性が確保されているかどうか検討するため、市が構

築している正確性確保のための仕組について説明を受けた。 

 

（４）有効性及び効率性の検討 

有効的かつ効率的に、事務が行われているかどうか検討するため、収入

未済額上位 5 位、滞納月数が長い債権上位 5 位、不納欠損額上位 5 位及び

平成 26 年度における分割納付誓約書綴りの中から個別検討対象として任意

に抽出した 34 件について担当者に質問し、関係書類の閲覧及び証拠書類と

の照合を行った。 

 

（５）公平性の検討 

債権管理事務が、法規に準拠し、公平に行われているかを検討するため

収入未済額上位 5 位、滞納月数が長い債権上位 5 位、不納欠損額上位 5 位

及び、平成 26 年度における分割納付誓約書綴りの中から個別検討対象とし

て任意に抽出した 34 件について担当者に質問し、関係書類の閲覧及び証拠

書類との照合を行った。 
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３．監査の結果及び意見 

（１）収入促進員による滞納債権回収状況のモニタリング（意見） 

市は、過去最高の収納率である 98.3％を予算上の収納率としてはいるが、

年度ごとの目標収納率を定めていない。また、徴収事務を行っている収入

促進員や所長に、年に一度「高額滞納者リスト」（滞納金額上位 50 名）を

配布して回収を依頼しているものの、予算収納率については収入促進員や

所長に共有されておらず、また納付折衝の方法や回収方法等も各収入促進

員に一任されている状況である。 

市は近隣市に比較して保育所保育料収納率が低く、今後、保育所保育料

納付者間の公平性を維持し、善意の保育所保育料納付者の納付意欲を維持

するためには、収納率の向上が緊急の課題である。このためには、市が目

標収納率を定め、目標達成のための収納率改善施策を立案し、当該目標や

施策について保育所保育料徴収業務を担当する収入促進員や公立保育所所

長に対し周知の上、保育所別や収入促進員別の滞納債権の収納率等の一定

の指標をモニタリングし、評価することが望まれる。 

 

（２）保育所保育料滞納者に対する財産調査と滞納処分の実施（結果） 

保育所保育料は地方税の滞納処分の例により処分することができる（児

童福祉法第 56 条 8 項）強制徴収公債権であるが、保育課では地方税法にて

認められている財産調査（国税徴収法第 141 条）、その他滞納処分（地方税

法第 331条）の実施実績がない。 

市町村には保育が義務づけられており（児童福祉法第 24 条）、保育所保

育料滞納を理由として保育を停止することが法的に困難であるとのことで

あることからも、効率的かつ迅速に、滞納者の実情に即した的確な滞納整

理を行うためには、高額滞納者から優先的に財産調査を行い、滞納者の財

産状況や生活実態の把握につとめ、滞納者に応じた整理方針を決定し、計

画的に滞納処分を進めることが重要である。今後は、財産調査が滞納整理

を進めていく上での出発点であることを認識の上、早急に財産調査を含め

た滞納処分を進めていくべきである。なお、財産調査を効率的に進める観

点からは、金融機関調査だけではなく、税務部など調査能力の高い庁内の

所管部局課が収集した滞納者に関する情報の入手（個人情報の目的外利

用）も並行して行うことが望まれる。 
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（３）保育所保育料の分割納付のルールの整備（意見） 

保育所保育料の納期限までに納付がされない場合には、市の担当者と債

務者との個別の折衝により、分割納付条件を確定させ、分割納付誓約書を

課長決裁により、その都度許可している状況である。 

しかし、保育所保育料については、分割納付を許可する要件、分割納付

の納付額や納付期間についてのルールがなく、結果として、分割納付期間

が 50ヶ月超と、次表のとおり長期にわたっている事例が発見された。 

順位 相手先 納付誓約実施年月
分割納付の対象となっ

た収入未済額
（千円）（A）

1ヶ月当たり分納額
（千円）（B）

A÷B（月）

1 A 平成24年5月 1,153 20 58

2 B 平成23年6月 1,617 21 77 （注1）

3 C 平成25年9月 2,106 10 211 （注2）

4 D 平成27年2月 1,580 10 158 （注3）

5 E 平成26年7月 1,671 17 98  

（注 1）分割納付誓約書には、分割納付額「21千円以上」と記載されている。 

（注 2）兄（収入未済額 688千円）と合算で月「5千円～10千円」の分割納付誓約を実施している 

ため、実際の分割納付期間は 211 ヶ月超（C 分 2,106 千円と C 兄分 688 千円の合計 2,793

千円を分割納付額 10千円/月で割った、実質 279ヶ月）である。 

（注 3）ボーナス時には別途 10千円支払う旨の誓約となっている。 

分割納付期間が長期にわたるほど、延滞金が加算される点や徴収コスト

が膨らむリスクが高まることとなり、安易に長期の分割納付期間となる分

割納付誓約書を許可すべきではない。分割納付期間が安易に長期化される

ことを防止するためには、やむなく分割納付を許可する理由、分割納付の

期間や分割納付額について明文化した基準を整備して、それに従い判断す

ることが望まれる。なお、在園している滞納者の収入未済額が年々膨らむ

ことを防止する観点からは、現年度分保育所保育料を超える金額を分割納

付額とすることが望まれる。 
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（４）保育所保育料の時効管理と不納欠損処理（結果） 

平成 25 年度以前に時効が完成していたにも関わらず、不納欠損処理が適

時に行われておらず、平成 26 年度に不納欠損処理された事例が次表のとお

り発見された。 

相手先 不納欠損額（千円） 不納欠損理由 時効年月日 年度

L 1,293 時効完成 平成27年3月31日 平成13～平成16年度  

平成 11 年より平成 16 年まで保育所に在籍していた園児の保護者 L は、

平成 21 年 9 月に平成 11 年 3 月分の保育所保育料を市に納付して以降、全

く保育所保育料を納付していない。一方、市は、L の保育所保育料債権す

べてについて、分割納付誓約の入手等の債務承認等時効中断の措置を採っ

ていなかった。この結果、市が L に対して保有する各月の保育所保育料債

権は、当初督促状の発送以降、時効が進行しており、平成 26 年度末に不納

欠損処理される前の平成 18 年度から平成 21 年度にかけて時効が完成して

おり債権が消滅していたといえる。 

市によると、当該債権については、最終納付日である平成 21 年 9 月（平

成 11 年度分の保育料についての納付）に、すべての債権（平成 11 年度分

及び平成 13 年度から平成 16 年度分）について時効が中断されたと誤認し

ていたため、不納欠損処理が平成 26 年度になってしまったとのことである。

しかし、当該債権については、債務承認も差押もされていないため、各年

度の督促状発送時の 5 年後には時効が完成しており、時効が完成した年度

に、速やかに会計上不納欠損処理をする必要があった。  

なお、当該事例のように、適切な時効中断の措置が行われていない案件

があると、善意の保育所保育料納付者の納付意欲に水を差しかねない。市

は、適切に時効中断を行うため、納付交渉の上、時効到来前に、分割納付

誓約書等の債務総額に対する債務承認書を入手し、計画的に納付を進めて

もらう等の対策を徹底すべきである。当該案件（平成 13 年度から平成 16

年度保育所保育料）については、平成 13 年度保育所保育料の時効が到来す

る平成 18 年度より前には、分割納付誓約書を入手し、そのとおりに納付す

ることを指導しておくべきであった。 
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【２９】児童育成収入（こども青少年局 児童課） 

１．概要  

（１）債権の種類 

児童ホームの利用料収入、児童ホームの延長利用料収入及び児童の傷害

保険料に係る保護者負担であり、いずれも児童ホーム運営に関する要綱に

基づき徴収する私債権。 

なお、平成 27 年度以降については、子ども・子育て支援新制度の開始に

伴う制度の見直しにより、公の施設の使用料として、条例に基づく非強制

徴収公債権となっている。 

 

（２）時効期間 

10年（民法第 167条第 1項） 

ただし、平成 27 年度以降児童ホームの利用料は 5 年（地方自治法第 236

条第 1項） 

 

（３）制度の概要 

児童ホームは、保護者が昼間、労働等による不在のため、家庭において

保護を受けることができない留守家庭児童に安全な場所を提供するととも

に、集団生活の中での遊びを通して情操豊かな児童を育成することを目的

としている。児童ホームの利用料として、児童育成料を徴収している。 

なお、児童ホームの閉所時間は午後 5 時であるが、延長育成が必要な児

童については延長利用料を徴収することで、午後 6 時までの延長育成を

行っている。 

 

（４）減免･軽減制度について 

児童ホーム運営に関する要綱に基づき、保護者の市民税額等に応じた階

層区分別料金体系となっていることから、減免制度はない。 

 

（５）債権の特徴 

児童ホーム運営に関する要綱に基づき、保護者の市民税額等に応じた階

層区分別料金体系となっている。児童の傷害保険料については市と保護者

が 2分の 1ずつ負担する。 

契約は毎年締結することとなっており、契約締結にあたっては保護者の

就労状況や、児童の状況（障害の有無等）が重視されている。そのため、
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利用料の滞納がある場合にも、契約は締結される。 

 

（６）調定・収納の状況 

① 調定･収納事務のフロー 

納付の告知は、口座振替による納付手続を行った債務者については年に

1 回「尼崎市立児童ホーム利用許可決定通知書」若しくは「児童育成料減

免決定通知書」により行っている。口座振替手続を行っていない債務者に

対しては、前述の通知書のほか、履行期限ごとに納入通知を行っている。 

納付額と収納データの照合事務については、すべて「学童保育システ

ム」により行っている。口座振替による入金消しこみは、委託業者に依頼

してとりまとめられた口座振替データにより、システムで一括の入金消し

こみ処理を行い、納付書による入金消しこみは、市担当者が随時システム

のバーコード・リーダーにより行っている。 

 

（７）債権管理の状況 

① 債権管理事務のフロー 

債権管理のために、「学童保育システム」を利用しており、システム内に

は主に、各債務者の個人情報（氏名、住所、生年月日等）、賦課内容、納付

の有無、納入通知・督促の有無その他債務者に関する記録等が管理されて

いる。 

 

② 滞納債権の管理体制 

債権管理を主たる業務とする担当者はいない。児童課の職員が、他の業

務の傍ら、管理業務を行っている。 

 

③ 台帳の整備 

債権管理のために、「学童保育システム」を利用している。システム内に

は主に、各債務者の個人情報（氏名、住所、生年月日等）、賦課内容、納付

の有無、納入通知・督促の有無及び履行期限その他債務者に関する記録等

が管理されている。 

 

④ 督促・催告 

口座振替による入金がなされず、納入通知の履行期限を経過しても入金

されない場合は、尼崎市税外収入金の督促及び滞納処分に関する条例に基
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づき、児童育成料にあわせて督促手数料を附し、督促状を送付している。 

また、督促状の期限を経過しても納付がされない場合は、年 1 回程度、

対象者に対し催告状を送付している。 

なお、裁判所への申立による支払督促等の実績はない。 

 

⑤ 滞納整理 

１）債権回収手続 

市職員が電話・面談等による納付交渉を行う。 

なお、滞納者に対しては、次年度の児童ホームの申請手続きの際に面談

する機会が多くあるため、その際に申請手続きに併せ、納付交渉を行って

いるほかは、裁判所による回収手続きなどの債権回収手続きは実施してい

ない。 

また、徴収停止の措置を講じた実績もない。 

 

２）時効の管理 

時効管理については、システムにおいて、未納の債権ごとに履行期限が

抽出できるような仕組になっているため、時効期間を経過している債権を

確認することができる。 

 

３）不納欠損処理 

平成 26 年度までに賦課された児童育成料は私債権であり、消滅時効に際

して、債務者の時効の援用を必要とするが、債務者が時効の援用をした事

例はない。また、債権放棄については、これまで事例はない。 

以上より、不納欠損処理を実施した実績はない。 
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（８）調定額､収入済額､不納欠損額､収入未済額（未収債権）､収納率の推移 

① 直近 3年間の推移 

(単位：千円)
区分 平成24年度 平成25年度 平成26年度

調定額 115,784 124,953 130,204
現年度分 110,070 118,589 122,665
過年度分 5,714 6,364 7,538

収入済額 109,419 117,415 121,938
現年度分 109,162 117,188 121,464
過年度分 257 227 474

不納欠損額 － － －
現年度分 － － －
過年度分 － － －

収入未済額 6,364 7,538 8,266
現年度分 907 1,401 1,202
過年度分 5,457 6,137 7,064

収納率 94.5% 94.0% 93.7%
現年度分 99.2% 98.8% 99.0%
過年度分 4.5% 3.6% 6.3%  

 

② 近隣他市（注）との収納率の比較状況 

尼崎市 A市 B市 C市 D市 E市 F市
現年度分 99.03% 99.42% 99.83% 99.35% 99.97% 99.46% 100.00%
滞納繰越分 6.43% 10.08% 6.39% 19.76% 59.93% 15.88% -  

（注）比較の対象として、担当課が利用している阪神間近隣 6 市（尼崎市のほか、西宮市、芦屋

市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市（順不同））の平成 26 年度収納率値を記載している。 

上記のとおり、尼崎市の児童育成収入に関する徴収率は、現年度分につ

いては 99.03%の徴収率となっているが、滞納繰越分は 10%未満となってお

り、近隣他市と比較すると低い。 

 

（９）収入未済額（未収債権）の滞納年数別内訳 

【児童ホームの利用料】 

滞納年数 件数（件） 金額(千円）

1年以内 62 1,172

1年超2年以内 49 1,269

2年超3年以内 35 703

3年超4年以内 22 535

4年超5年以内 28 735

5年超 108 3,232

合計 304 7,646  
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【児童ホームの延長利用料】 

滞納年数 件数（件） 金額(千円）

1年以内 13 23

1年超2年以内 76 137

2年超3年以内 3 5

3年超4年以内 － －

4年超5年以内 － －

5年超 － －

合計 92 165  

【児童の傷害保険料】 

滞納年数 件数（件） 金額(千円）

1年以内 43 17

1年超2年以内 67 27

2年超3年以内 31 12

3年超4年以内 13 4

4年超5年以内 19 6

5年超 1,298 389

合計 1,471 455  

 

（１０）収入未済額上位 5位（平成 27年 3月 31日現在） 

順位 相手先 収入未済額（千円） 滞納月数（月） 摘要 滞納整理の現状

1 A 175 35 平成24～平成26年度分 分割納付誓約中

2 B 128 24 平成25～平成26年度分 納付交渉中

3 C 120 78 平成20～平成22年度分 分割納付誓約中

4 D 120 24 平成25年度分 納付交渉中

5 E 115 131 平成16～平成17年度分 納付交渉中  

 

（１１）滞納月数が長い債権上位 5位（平成 27年 3月 31日現在） 

順位 相手先 収入未済額（千円） 滞納月数（月） 摘要 滞納整理の現状

1 E 115 131 平成16～平成17年度分 納付交渉中

2 F 113 81
平成20年、平成21年、平成
23年、平成24年度分

分割納付誓約中

3 C 120 78 平成20～平成22年度分 分割納付誓約中

4 G 93 75 平成20～平成21年度分 分割納付誓約中

5 A 175 35 平成24～平成26年度分 分割納付誓約中  

児童育成収入の時効は 10 年間であるが、債権放棄を行っていないため、

10年超の債権が存在している。 
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２．実施した監査手続 

（１）事務の概要把握 

対象局に、児童育成収入の債権管理事務の概要について質問し、関連資

料の閲覧を行った。 

 

（２）合規性の検討 

関連法令、条例、規則、要綱等に準拠して事務が行われているかどうか

検討するため、事務の流れについて説明を受け、関連文書の閲覧を行った。 

 

（３）正確性の検討 

債権管理事務の正確性が確保されているかどうか検討するため、市が構

築している正確性確保のための仕組について説明を受けた。 

 

（４）有効性及び効率性の検討 

有効的かつ効率的に、事務が行われているかどうか検討するため、検討

対象として抽出したサンプル 5 件に関する交渉記録や納付誓約書等につい

て担当者に質問し、関係書類の閲覧及び証拠書類との照合を行った。 

 

（５）公平性の検討 

収入未済額上位 5 位及び滞納月数が長い債権上位 5 位を中心に、検討対

象として抽出したサンプル 5 件に関する交渉記録や納付誓約書等を入手し、

滞納整理事務の公平性を検討した。 

 

３．監査の結果及び意見 

（１）納付誓約書の入手を徹底すべき（結果） 

サンプルとして抽出した債権について関連証憑を閲覧したところ、滞納

者から納付誓約書が入手されていないものが次表のとおり発見された。 

また、一旦、納付誓約書を入手し、新たな納期限を設定した納付計画を

設定したものの、新たな納期限を過ぎても納付が行われておらず、その後

の納付誓約書の見直しがされていないものが次表のとおり発見された。 

時効の進行を防ぐために納付誓約書の入手を徹底すべきである。 

特に、新規発生がある場合には、毎年度分割納付誓約の見直しを行わな

ければ、過年度分に加えて現年度分も発生し続けることから、前年度より

も返済額が高額となり、回収が滞る要因になる可能性が高い。また、すべ
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ての現年度分について、債務承認行為による時効中断の措置をとるために

も、分割納付誓約を毎年見直すべきである。 

 

【納付誓約書が入手されていないもの】 

滞納者 最も古い債権の納期限 
滞納額（千円） 

（平成 26年度末時点） 

E氏 平成 16年 5月 115  

 

【新たな納期限経過後にその後の納付誓約書が入手されていないもの】 

滞納者 
納付誓約書 

入手日 
新たな納期限 

滞納額（千円） 

（平成 26年度末時点） 

F 氏 
平成 24年 

4月 2日 
平成 25 年 1月 113 

C 氏 
平成 23年 

1月 25日 
平成 24 年 10月 120 

G 氏 
平成 21年 

3月 21日 
平成 21 年 5月 93 

A 氏 
平成 25年 

12 月 26日 
平成 26 年 1月 175 

 

（２）滞納者と納付交渉を行うべき（結果） 

最終納付交渉日から相当の年月が経過しているにも関わらず、催告状を

送付するのみであり、電話や訪問による納付交渉が行われていない事案が

次のように発見された。 

滞納者との納付交渉を行った上で、債務承認による時効中断を行うこと

ができる。また、滞納者の月次の収入支出額、財産・負債や生活の具体的

な状況から現在の納付能力を把握することで、確実な債権回収につながる

と考えられる。 

そのため、滞納者との納付交渉を行い、債権の時効中断や回収の努力を

行うべきである。 

【1年以上納付交渉が行われていないもの】 

滞納者 最終納付日 最終納付交渉日（注） 

E氏 平成 16年 5月 31日 平成 23年 6月 16日 

F氏 平成 20年 12月 2日 平成 24年 8月 15日 

C氏 平成 21年 12月 11日 平成 23年 2 月 1日 

G氏 平成 21年 12月 9日 平成 23年 2 月 1日 

（注） 電話、訪問を行った結果、滞納者と連絡が取れなかった場合にも納付交渉は行ったとみなす。 
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（３）利用待機者と滞納者の公平性の考慮（意見） 

平成 26 年 5 月 1 日時点で、児童ホームの利用を希望しているが、空きが

ないため児童ホームを利用できない利用待機者は 179 名いる。これに対し、

平成 27 年 9 月 16 日時点で児童ホーム利用者のうち利用料を滞納している

者は 53名いる。 

また、児童ホーム運営に関する要綱第 14 条第 2 項第 3 号では、利用料を

3 ヶ月以上滞納した者については、児童ホームの入所許可を取り消すこと

ができるとされている（平成 27 年 4 月 1 日施行の尼崎市立児童ホームの設

置及び管理に関する条例第 13条第 1項第 3号にも同様の定めがある）。 

児童課は児童ホームの利用にあたっては、保護者の就労状況や、児童の

状況（障害の有無等）を重視している。そのため、利用料を滞納していて

も、入所許可の取り消しは行われておらず、また、待機者がいたとしても

滞納状況は考慮されず入所許可されている。 

利用待機者がいる中で、利用料を滞納しながらも児童ホームに入所して

いる利用者がいることは公平性を欠くことにもなりかねず、個別の事情に

は十分な配慮が必要であることは勿論ではあるものの、滞納の状況によっ

ては、上記要綱及び条例の趣旨も十分に勘案した上で、入所許可の取り消

しという選択肢も除外しないことを検討すべきである。 
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【児童ホームごとの利用待機者及び滞納者数】 

児童ホーム名 利用待機数（注1） 滞納者数（注2）

明城 20 3
竹谷 0 7

金楽寺 12 1
七松 0 0
難波 0 0

難波の梅（すみれ） 0 0
難波の梅（うめ） 0 0

長洲 6 1
清和 0 0
杭瀬 0 1
浦風 0 0

下坂部 0 0
潮 0 0
浜 0 1

大庄 0 1
成徳 0 1
若葉 0 0
西 0 1

大島 7 3
浜田 0 4
成文 0 1
立花 1 0

立花南 7 0
立花西 0 0
水堂 10 1

立花北 12 1
名和 4 1
塚口 33 1

尼崎北（ひかり） 0 0
尼崎北（みらい） 0 3

武庫北 0 1
武庫東 0 2
武庫庄 16 1
武庫 18 3

武庫南 5 2
武庫の里 1 1

園田(きらきら） 0 2
園田(にこにこ） 0 0

園田北 12 0
上坂部(にじ） 0 0
上坂部（そら） 0 1

園田南（ダッシュ） 0 2
園田南（ジャンプ） 0 0

小園 9 2
園和 6 2

園和北 0 2
園田東 0 0

合計 179 53  

（注 1）利用待機者数は、平成 26年 5月 1日時点の人数。 

（注 2）滞納者数は、平成 27 年 9 月 16 日時点における、平成 26 年度分の利用に係る児童育成料

滞納者の人数。 
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【３０】都市整備事業費（経済環境局 産業振興課） 

１．概要 

（１）債権の種類 

コスモ工業団地の入居者に対する賃料と解約違約金であり、民法に基づ

く私債権。 

 

（２）時効期間 

10年（民法第 174条の 2第 1項） 

債権はいずれも確定判決(注)によって確定したものである。 

(注)確定判決とは、確定の効力を有した判決のことを差し、上訴裁判所による取り消しの余地が

なくなった判決をいう。 

 

（３）制度の概要 

工業団地建設事業（市で土地を先行取得し、オーダーメイドで建物を建

築、入居者に分譲（5 年間はリース、5 年後に分譲）。）のうち、入居事業者

の業績悪化により分譲に至らず、契約中途解除に伴い発生した違約金と

リース期間賃料の滞納債権である。 

この他、契約解除日の翌日から建物明渡しの日までの賃料相当額を「使

用損害金」とし、83,816 千円の債権を保有しているが、こちらは地方自治

法施行令 171 条の 6 第 1 項第 4 号に基づき、債権額の確定と同時に履行期

限の延期を行っているため、調定は行われていない。 

 

（４）減免･軽減制度について 

減免・軽減制度はない。 

 

（５）債権の特徴 

コスモ工業団地の入居者に対する賃料と解約違約金であり、計 6 社に対

するもの。すべての滞納者に対して訴訟を実施している。 

6 社のうち 5 社は、民間企業による信用調査等においても、営業実態の

ない休眠会社となっており、債権回収の見込みは実質的に無い状況である。 

また、現在当該工業団地は再分譲済みであり、工業団地事業は行ってい

ない。 
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（６）調定・収納の状況 

① 調定･収納事務のフロー 

新規発生債権は無いため、毎期年度末時点の収入未済額を繰越調定して

いる。各社とも分割納付中であり、収入の都度、債権の消しこみを行う。 

 

（７）債権管理の状況 

① 債権管理事務のフロー 

債務者は全部で 6社であり、個別に債権管理を実施している。 

 

② 滞納債権の管理体制 

債権管理を主たる業務とする担当者はなく、産業振興課の職員 1 名が、

他の業務の傍ら債権管理業務を行っている。 

また、各企業訪問時は職員 2名により、回収事務を行っている。 

 

③ 台帳の整備 

エクセルファイルにて債権管理を行っている。 

 

④ 督促・催告 

年に数回、訪問や電話による面談を行っているほか、訪問時に納付書を

持参し、督促を行っている。 

 

⑤ 滞納整理 

債務者は全部で 6 社であるが、うち 5 社は営業実態のない休眠会社と

なっている。そのため、当該 5 社については債権回収の可能性は低く、年

に数回、訪問や電話による面談を行っている状況である。 
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（８）調定額､収入済額､不納欠損額､収入未済額（未収債権）､収納率の推移 

【賃料】 

(単位：千円)
区分 平成24年度 平成25年度 平成26年度

調定額 178,179 177,469 176,209
現年度分 － － －
過年度分 178,179 177,469 176,209

収入済額 710 1,260 1,280
現年度分 － － －
過年度分 710 1,260 1,280

不納欠損額 － － －
現年度分 － － －
過年度分 － － －

収入未済額 177,469 176,209 174,929
現年度分 － － －
過年度分 177,469 176,209 174,929

収納率 0.4% 0.7% 0.7%
現年度分 － － －
過年度分 0.4% 0.7% 0.7%  

 

【違約金】 

(単位：千円)
区分 平成24年度 平成25年度 平成26年度

調定額 432,399 432,399 432,399
現年度分 － － －
過年度分 432,399 432,399 432,399

収入済額 － － －
現年度分 － － －
過年度分 － － －

不納欠損額 － － －
現年度分 － － －
過年度分 － － －

収入未済額 432,399 432,399 432,399
現年度分 － － －
過年度分 432,399 432,399 432,399

収納率 － － －
現年度分 － － －
過年度分 － － －  
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（９）収入未済額（未収債権）の滞納年数別内訳 

【賃料】 

滞納年数 件数（件） 金額(千円）

1年以内 － －

1年超2年以内 － －

2年超3年以内 － －

3年超4年以内 － －

4年超5年以内 － －

5年超 6 174,929

合計 6 174,929  

【違約金】 

滞納年数 件数（件） 金額(千円）

1年以内 － －

1年超2年以内 － －

2年超3年以内 － －

3年超4年以内 － －

4年超5年以内 － －

5年超 6 432,399

合計 6 432,399  

 

（１０）収入未済額上位 5位（平成 27年 3月 31日現在） 

【賃料】 

順位 相手先 収入未済額（千円） 滞納月数（月） 摘要 滞納整理の現状

1 A 74,021 272 平成4年8月～平成9年3月分の賃料

2 B 54,208 273 平成4年7月～平成8年2月分の賃料

3 C 19,407 243 平成7年1月～平成9年3月分の賃料

4 D 9,977 239 平成7年5月～平成9年3月分の賃料

5 E 9,891 245 平成6年11月～平成9年3月分の賃料

各社とも分割納付中

 

【違約金】 

順位 相手先 収入未済額（千円） 滞納月数（月） 摘要 滞納整理の現状

1 F 131,301 220 ―

2 C 107,513 211 ―

3 D 55,466 211 ―

4 A 50,691 211 ―

5 B 46,987 229 ―

各社とも、現在は賃料
から返済中であり、違
約金の返済にまで
至っていない
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（１１）滞納月数が長い債権上位 5位（平成 27年 3月 31日現在） 

【賃料】 

順位 相手先 収入未済額（千円） 滞納月数（月） 摘要 滞納整理の現状

1 B 54,208 273 平成4年7月～平成8年2月分の賃料

2 A 74,021 272 平成4年8月～平成9年3月分の賃料

3 E 9,891 245 平成6年11月～平成9年3月分の賃料

4 D 9,977 239 平成7年5月～平成9年3月分の賃料

5 F 7,425 231 平成8年1月～平成8年3月分の賃料

各社とも分割納付中

 

【違約金】 

順位 相手先 収入未済額（千円） 滞納月数（月） 摘要 滞納整理の現状

1 B 46,987 229 ―

2 F 131,301 220 ―

3 C 107,513 211 ―

4 D 55,466 211 ―

5 A 50,691 211 ―

各社とも、現在は賃料
から返済中であり、違
約金の返済にまで
至っていない

 

 

２．実施した監査手続 

（１）事務の概要把握 

対象局に、債権管理事務の概要について質問し、関連資料の閲覧を行っ

た。 

（２）合規性の検討 

関連法令、条例、規則、要綱等に準拠して事務が行われているかどうか

検討するため、事務の流れについて説明を受け、関連文書の閲覧を行った。 

 

（３）有効性及び効率性の検討 

有効的かつ効率的に、事務が行われているかどうか検討するため事務の

流れについて担当者から説明を受け、関係書類の閲覧を行った。 

 

（４）公平性の検討 

債権管理事務が、法規に準拠し、公平に行われているかを検討するため、

事務の流れについて担当者から説明を受け、関係書類の閲覧を行った。 
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３．監査の結果及び意見 

（１）実質的に回収が見込めない私債権の不納欠損処理（意見） 

当該債権のうち、5 社に対するものは、すでに債務者が営業実態のない

休眠会社となっており、実質的に回収は見込めないものと考えられる。 

このような債権を放置しておくことは、管理コストを増加させることと

なるため、実質的に回収が見込めない私債権については、債権放棄の上、

不納欠損処理を行い、その他の業務に注力し、効率的な事務運用をするこ

とを検討することが望まれる。 

なお、債権放棄を行うには議会の議決（地方自治法第 96 条第 1 項第 10

号）によるか、債権放棄の明確な基準を定めた債権管理条例の制定を検討

することが考えられる。 
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【３１】しごと支援施設使用料（経済環境局 しごと支援課） 

１．概要 

（１）債権の種類 

しごと支援課が管轄する行政財産使用料。行政財産使用料条例の適用を

受ける非強制徴収公債権。 

 

（２）時効期間 

5年（地方自治法 第 236条１項） 

 

（３）制度の概要 

行政財産の使用を受けようとする者は、行政財産使用許可申請書を提出

しなければならない。使用料金額は公有財産台帳に登録された尼崎市公有

財産の価格に基づき定められている（尼崎市公有財産規則）。 

 

（４）減免･軽減制度について 

使用料は、尼崎市行政財産使用料条例 第 6 項各号に定める場合に減免

することができるが、実務上行われていないとのことである。また軽減制

度は設けられていない。 

 

（５）債権の特徴 

行政財産使用料は使用を許可したときに前納されなければならない。た

だし、使用の許可の期間が 1 年以上でかつ使用料が年額 30,000 円以上のも

のについては後納と定められている（尼崎市行政財産使用料条例、尼崎市

公有財産規則の運用について）。 

しごと支援課で管轄する行政財産の件数は限られており、平成 26 年度末

時点で収入未済となっているものは、過去にしごと支援課が管轄していた

が、現在は廃止されている施設の食堂業者であった A 株式会社に対する行

政財産目的外使用料 1件である。 

 

（６）調定・収納の状況 

① 調定･収納事務のフロー 

納付書は財務会計システムより出力される。市担当者が年 1 回、債務者

に 12 か月分の納付書を直接持参して納付額を通知する。入金時には、会計

管理室出納係担当が納入通知書と銀行入金金額を照合して金額の一致を確
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かめたうえ、財務会計システムに入金入力を行う。 

 

（７）債権管理の状況 

① 債権管理事務のフロー 

債権管理事務の対象となる債権は、平成 27 年 3 月 31 日現在、収入未済

額となっている A株式会社への収入未済額 1件のみである。 

現状は、債務者の口頭による分割納付誓約に基づき、市担当者が年 1 回、

債務者に 12 か月分の納付書を直接持参して納付額を通知しているのみで、

一般的に非強制徴収公債権の債権回収手続きとして行われる、督促や催告、

裁判所による回収手続（支払督促、少額訴訟、訴えの提起）は実施してい

ない。 

 

② 滞納債権の管理体制 

債権管理を主たる業務とする担当者はなく、しごと支援課の職員 2 名

（担当係長、担当者）が、他の業務の傍ら債権管理業務を行っている。 

 

③ 台帳の整備 

エクセルファイルにて債権管理を行っている。 

 

（８）調定額､収入済額､不納欠損額､収入未済額（未収債権）､収納率の推移 

直近 3年間の推移は次のとおりである。 

(単位：千円)
区分 平成24年度 平成25年度 平成26年度

調定額 17,891 5,007 3,245
現年度分 15,191 2,667 1,205
過年度分 2,700 2,340 2,040

収入済額 15,551 2,967 1,325
現年度分 15,191 2,667 1,205
過年度分 360 300 120

不納欠損額 － － －
現年度分 － － －
過年度分 － － －

収入未済額 2,340 2,040 1,920
現年度分 － － －
過年度分 2,340 2,040 1,920

収納率 86.9% 59.3% 40.8%
現年度分 100.0% 100.0% 100.0%
過年度分 13.3% 12.8% 5.9%  
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（９）収入未済額の内訳（平成 27年 3月 31日現在） 

順位 相手先 収入未済額（千円） 滞納月数（月） 摘要 滞納整理の現状

1 A 1,920 52 平成22年度滞納分
分割納付中
（月10千円）  

未収債権は A 株式会社に対する施設使用料のみである。 

過去にしごと支援課管轄施設であった施設（行政財産）の一部の目的外

使用許可を受けていた食堂事業者である A 株式会社に対する行政財産目的

外使用料である。 

市によると、A 株式会社とは、施設オープン当初から施設運営等につい

て、様々な意見の食い違い等があったことに加えて、当該施設の廃止の方

向性が示されたことに伴う風評被害が収益悪化の要因の１つであるとの経

過を踏まえて、未収債権の回収に当たって、分割納付を承認したとのこと

である。 

 

２．実施した監査手続 

（１）事務の概要把握 

債権管理事務の概要について質問し、関連資料の閲覧を行った。 

 

（２）合規性の検討 

関連法令、条例、規則、要綱等に準拠して事務が行われているかどうか

検討するため、事務の流れについて説明を受け、関連文書の閲覧を行った。 

 

（３）有効性及び効率性の検討 

有効的かつ効率的に、事務が行われているかどうか検討するため、検討

対象である本件について担当者から説明を受けた。 

 

（４）公平性の検討 

債権管理事務が、法規に準拠し、公平に行われているかを検討するため、

検討対象である本件について担当者から説明を受けた。 
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３．監査の結果及び意見 

（１）分割納付誓約書の文書化（結果） 

当該債権は、過去にしごと支援課の管轄施設であったが、現在は廃止さ

れている施設の食堂事業者として使用許可を受けていた A 株式会社に対す

る行政財産目的外使用料である。市は、A 株式会社の収益悪化等の主張に

より平成 23 年 6 月に毎月 30 千円の口頭による分割納付誓約を許可し、そ

の後、平成 26 年 1 月には、分割納付額を減少させ、毎月 10 千円の回収を

図っている。市担当者によれば、この分割納付誓約は 2 回とも口頭で行わ

れているとのことであるが、平成 23 年 6 月時点の当時の分割納付誓約に関

しては、滞納額及び今後の市の対応等についての協議の記録はあるものの、

分割納付誓約許可の決裁等についての文書は残されていない。 

なお、平成 26 年 1 月の分割納付額の変更に関する債務者との協議内容に

ついては文書化されており、この協議内容は平成 25 年度収入未済額に係る

平成 26年度への繰越決裁に引き継がれている。 

口頭による分割納付誓約を、市が文書によらず許可し、かつその記録が

残っていない場合、債務承認された対象や時期が明確でなく、時効中断の

効力が生じない可能性がある。 

時効中断の効力を確実に生じさせるため、分割納付を許可する場合には

書面の誓約書を入手すべきである。仮に、書面による入手が困難ならば、

少なくとも、口頭により分割納付誓約を受け、それを許可した記録を詳細

に残す必要があった。今となっては、記録を残すことは不可能であり、早

急に債務承認書を入手するか、分割納付誓約の文書化を行う必要がある。 

また、関連する条例や規定（「行政財産使用料条例」、「尼崎市公有財産規

則」、「尼崎市公有財産規則の運用について」）には、行政財産使用料に関す

る分割納付について特段の定めはないが、尼崎市財務規則 第 155 条には

「履行延期の特約」として履行延期申請書の様式や条件が定められており、

形式的には、当様式や条件に基づいて分割納付誓約書を作成することとな

る。 
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【３２】市場使用料、電気料等実費弁償金（経済環境局 地方卸売市

場） 

１．概要 

（１）債権の種類 

尼崎市公設地方卸売市場業務条例及び尼崎市公設地方卸売市場業務条例

施行規則による非強制徴収公債権。 

  

（２）時効期間 

5年（地方自治法 第 236条） 

 

（３）制度の概要 

① 市場使用料 

尼崎市公設地方卸売市場において、卸売業者、仲卸業者、指定事業者及

び関連事業者が納付する市場使用料である。市場使用料は、卸売業者及び

指定事業者の卸売金額、仲卸業者の販売金額に応じて決定される使用料と

市場施設の使用面積等に応じて決定される使用料から構成されている。当

該債権は、卸売業者、仲卸業者、指定事業者及び関連事業者が資金繰り難

や廃業等により市場使用料を納付しないことによって発生するものである。 

 

② 電気料等実費弁償金 

尼崎市公設地方卸売市場において発生する光熱水費等は、市が電気ガス

等供給業者に支払を行っている。このうち、卸売業者、仲卸業者、指定事

業者及び関連事業者が市場施設において使用した光熱水費等の実費相当額

を市に納付している。当該債権は、卸売業者、仲卸業者、指定事業者及び

関連事業者が資金繰り難や廃業等により電気料等実費弁償金を納付しない

ことによって発生するものである。 

 

（４）減免･軽減制度について 

①国又は地方公共団体その他の公共団体が使用するとき、②その他市長

が特に減免の必要があると認めるときに使用料の全部又は一部を減免する

ことができる（尼崎市公設地方卸売市場業務条例第 42 条第２項、尼崎市公

設地方卸売市場業務条例施行規則第 55 条第１項第１号及び第２号）。 

現状、減免を受けている団体は 5団体である。 
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（５）債権の特徴 

年 1 回、契約更新が行われるが、滞納していても契約更新は可能である。 

 

（６）調定・収納の状況 

① 調定･収納事務のフロー 

１）市場使用料 

使用の許可を行うと、納付管理システムに登録を行うとともに、毎月請

求時に財務会計システムに調定入力を行う。その後、納付管理システムか

ら納付書を発行している。入金があれば、会計管理室にて財務会計システ

ムに入金情報が登録される。地方卸売市場では、金融機関から会計管理室

を通じて送付された納付済通知書と納付管理システムの調定額とを照合し、

納付管理システムで入金消し込みを行う。その後、「面積割使用料調定収納

状況」に当月入力した調定額や収納額を記入し、財務会計システム上の収

納額と整合しているかを年間ベースで確認している。また、納付管理シス

テムより出力された「元帳一覧表**未入金分**」でも滞納債権を確認して

いる。 

 

２）電気料等実費弁償金 

毎月末に光熱水費の使用量、電気ガス等供給業者の単価を確認し、光熱

水費等の実費相当額を計算した上で、納付管理システムに登録を行うとと

もに、財務会計システムに調定入力を行う。その後、納付管理システムか

ら納付書を発行している。入金があれば、会計管理室にて財務会計システ

ムに入金情報が登録される。地方卸売市場では、金融機関から会計管理室

を通じて送付された納付済通知書と納付管理システムの調定額とを照合し、

入金消し込みを行う。 

 

（７）債権管理の状況 

① 債権管理事務のフロー 

納付交渉及び督促状の送付は行っているが、裁判所を通じた回収手続等

の滞納整理事務は実施していない。 

 

② 滞納債権の管理体制 

債権管理を主たる業務とする担当者はいない。地方卸売市場の係長 1 名、

担当者 1名が、他の業務の傍ら、管理業務を行っている。 
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③ 台帳の整備 

納付管理システムで、債務者別に年間の納付状況、年度別納付状況及び

残債の確認等の債権管理を行っている。 

 

④ 督促・催告 

「尼崎市税外収入金の督促及び滞納処分に関する条例」に基づき、毎月

納期限経過後 20 日目に、督促状を送付している。なお、催告は実施してい

ない。 

 

⑤ 滞納整理 

１）納付交渉・徴収方法の変更について 

場内店舗で営業を継続している債務者に対しては、訪問による納付交渉

を行っている。一方、廃業した債務者に対しては、退去時に訪問による納

付交渉を行っている。 

 

２）時効の管理 

年度末の調定繰越処理の際に、「元帳一覧表**未入金分**」を元に時効管

理を行っている。 

 

３）不納欠損処理 

地方自治法第 236 条の規定に基づき、時効が到来した債権について、不

納欠損処理を行う。直近 3年間の実績は以下のとおり。 

【市場使用料】 

（単位：千円） 

事由 平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 

時効到来 - 85  47  

合計 -  85  47 

 

【電気料等実費弁償金】 

（単位：千円） 

事由 平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 

時効到来 -  614  294  

合計 -  614  294  
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（８）調定額､収入済額､不納欠損額､収入未済額（未収債権）､収納率の推移 

【市場使用料】 

(単位：千円)
区分 平成24年度 平成25年度 平成26年度

調定額 257,220 242,999 238,294
現年度分 256,392 240,248 215,515
過年度分 828 2,751 22,779

収入済額 254,469 220,135 217,844
現年度分 254,344 219,374 214,413
過年度分 125 760 3,431

不納欠損額 － 85 47
現年度分 － － －
過年度分 － 85 47

収入未済額 2,751 22,779 20,403
現年度分 2,049 20,874 1,102
過年度分 702 1,905 19,301

収納率 98.9% 90.6% 91.4%
現年度分 99.2% 91.3% 99.5%
過年度分 15.2% 27.6% 15.1%  

 

【電気料等実費弁償金】 

(単位：千円)
区分 平成24年度 平成25年度 平成26年度

調定額 82,780 92,422 92,357
現年度分 81,315 90,358 82,826
過年度分 1,465 2,064 9,532

収入済額 80,717 82,276 83,600
現年度分 80,641 81,936 82,201
過年度分 76 341 1,400

不納欠損額 － 614 294
現年度分 － － －
過年度分 － 614 294

収入未済額 2,064 9,532 8,462
現年度分 674 8,422 625
過年度分 1,389 1,109 7,838

収納率 97.5% 89.0% 90.5%
現年度分 99.2% 90.7% 99.2%
過年度分 5.2% 16.5% 14.7%  
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（９）収入未済額（未収債権）の滞納年数別内訳 

【市場使用料】 

滞納年数 件数（件） 金額（千円）

1年以内 4 18,788

1年超2年以内 2 1,456

2年超3年以内 1 160

3年超4年以内 － －

4年超5年以内 － －

5年超 － －

合計 7 20,403  

【電気料等実費弁償金】 

滞納年数 件数（件） 金額（千円）

1年以内 5 7,745

1年超2年以内 2 462

2年超3年以内 1 242

3年超4年以内 1 14

4年超5年以内 － －

5年超 － －

合計 9 8,462  

 

（１０）収入未済額上位 5位（平成 27年 3月 31日現在） 

【市場使用料】 

順位 相手先
収入未済額

(千円)
滞納月数

（月）
摘要 滞納整理の現状

1 A 16,998 20 平成25年度 破産手続中

2 B 1,655 33
平成24～
平成25年度

連絡不能により折衝困難

3 C 1,102 10 平成26年度 訪問折衝中

4 D 489 29
平成24～
平成25年度

破産手続中

5 E 160 41 平成23年度 分割納付中
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【電気料等実費弁償金】 

順位 相手先
収入未済額

(千円)
滞納月数

（月）
摘要 滞納整理の現状

1 A 6,828 20 平成25年度 破産手続中

2 C 623 10 平成26年度 訪問折衝中

3 D 407 29
平成24～
平成25年度

破産手続中

4 B 346 33
平成24～
平成25年度

連絡不能により折衝困難

5 E 242 41 平成23年度 分割納付中
 

 

（１１）滞納月数が長い債権上位 5位（平成 27年 3月 31日現在） 

【市場使用料】 

順位 相手先
収入未済額

(千円)
滞納月数

（月）
摘要 滞納整理の現状

1 E 160 41 平成23年度 分割納付中

2 B 1,655 33
平成24～
平成25年度

連絡不能により折衝困難

3 D 489 29
平成24～
平成25年度

破産手続中

4 A 16,998 20 平成25年度 破産手続中

5 C 1,102 10 平成26年度 訪問折衝中
 

【電気料等実費弁償金】 

順位 相手先
収入未済額

(千円)
滞納月数

（月）
摘要 滞納整理の現状

1 F 14 59 平成22年度 接触不能により折衝困難

2 E 242 41 平成23年度 分割納付中

3 B 346 33
平成24～
平成25年度

連絡不能により折衝困難

4 D 407 29
平成24～
平成25年度

破産手続中

5 A 6,828 20 平成25年度 破産手続中
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２．実施した監査手続 

（１）事務の概要把握 

債権管理事務の概要について質問し、関連資料の閲覧を行った。 

 

（２）合規性の検討 

関連法令、条例、規則、要綱等に準拠して事務が行われているかどうか

検討するため、事務の流れについて説明を受け、関連文書の閲覧を行った。 

 

（３）有効性及び効率性の検討 

有効的かつ効率的に、事務が行われているかどうか検討するため事務の

流れについて担当者から説明を受け、関係書類の閲覧を行った。 

 

（４）公平性の検討 

債権管理事務が、法規に準拠し、公平に行われているかを検討するため、

事務の流れについて担当者から説明を受け、関係書類の閲覧を行った。 

 

３．監査の結果及び意見 

（１）納付管理システムへのパスワードの設定（意見） 

地方卸売市場で債権管理のために利用している納付管理システム内には、

市場使用者の口座番号情報、未入金情報等が保存されているにもかかわら

ず、当該システムがインストールされているパソコンには、パスワードが

設定されていなかった。その結果、個人情報を含む各種データの不適切な

変更や漏洩等が発生するリスクが高くなっている状況である。 

個人情報を含む各種データの適切な管理のために、パスワードの設定及

び変更に関する具体的なルールを策定するとともに、適切な運用を行うべ

きである。 

例えば、費用対効果を考慮しながら、総務省「地方公共団体における情

報セキュリティポリシーに関するガイドライン」等を参考に次のとおり設

定すべきである。 

○パスワードは十分な長さとし、かつ文字列は記号、数字、アルファベッ

トを組み合わせる。 

○パスワードは定期的又はアクセに基づいて変更し、古いパスワードを再

利用してはならない。 

○仮のパスワードは、最初のログイン時点で変更しなければならない。 

○パソコン等の端末にパスワードを記憶させてはならない。 
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（２）滞納者に関する契約更新の可否（意見） 

尼崎市公設地方卸売市場業務条例によると、「業務を適確に遂行するに 

足りる資力信用を有しなくなったと認められるとき」に、市長は承認を取

り消すものとすると規定されている。（同条例第 14 条第 1 項（2）、第 19 条

第１項（2）、第 23条第１項（2）） 

市場使用料を滞納している状況は、資力信用を有しなくなった状況に該

当するとも考えられる。しかし、年１回の契約更新時においても、滞納を

理由とした使用の指定若しくは許可（注）の取り消し実績は無い。滞納額の

更なる増加を防ぐため、督促を実施しても滞納を続けている者について、

使用の指定若しくは許可の取消しや使用の制限等といった措置について検

討すべきと考える。 

 

(注) 使用の指定とは、尼崎市公設地方卸売市場業務条例第 41 項第 1 項に規定される卸売業者、

仲卸業者、指定事業者及び関連事業者に対してなされる行為であり、許可とは、この他に

市場施設の使用をするものに対してなされる行為である。そのため、使用の指定と許可は

対象者が異なるものの同じ行為である。 
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【３３】クリーンセンター収入（経済環境局 クリーンセンター） 

１．概要 

（１）債権の種類 

クリーンセンターにおけるペットボトルの売却金額についての収入未済

額。民法に基づく私債権。 

 

（２）時効期間 

10年（民法第 174条の 2第 1項） 

債権はいずれも確定判決（注)によって確定したものである。 

(注)確定判決とは、確定の効力を有した判決のことを差し、上訴裁判所による取り消しの余地が

なくなった判決をいう。 

 

（３）制度の概要 

クリーンセンターでは、市内で発生、収集した廃棄物及び市民、事業者

等から持ち込まれた廃棄物を引き取り、処理している。資源リサイクルセ

ンターにて選別されたリサイクル資源のうち、有価で売却できるものにつ

いては、入札等にて業者を選定し、売却している。 

 

（４）減免･軽減制度について 

減免・軽減制度はない。 

 

（５）債権の特徴 

当該債権は、クリーンセンターにおけるリサイクル資源のペットボトル

の売却金額についての収入未済額である。該当債権は株式会社 2 社に対す

るものであり、うち 1 社は平成 24 年 2 月の強制執行後実態の無いペーパー

会社となっている。残る 1 社は平成 25 年度に裁判所にて破産手続が完了し、

法人格が消滅している。 

 

（６）調定・収納の状況 

① 調定･収納事務のフロー 

収入未済額は過年度分のみであり、繰越調定される。過年度の収入未済

額については、平成 26年度における収入額は無い。 

現年度分は、毎月末締め、翌月末払いで納付書による回収を行っている。 
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（７）債権管理の状況 

① 債権管理事務のフロー 

収入未済額は過年度分のみであり、債務者ごとに個別管理されている。 

 

② 滞納債権の管理体制 

債権管理を主たる業務とする担当者はいない。クリーンセンターの職員

が、他の業務の傍ら管理業務を行っている。 

 

③ 台帳の整備 

財務会計システムにて債権管理を行っており、別途台帳は作成していな

い。 

 

④ 督促・催告 

相手先 A については強制執行後実態のないペーパー会社となっており、

納付の告知等が不可能な状態である。また、相手先 B については平成 25 年

度に裁判所にて破産手続が完了し、法人格が消滅しているため、督促及び

催告は行っていない。 

 

⑤ 滞納整理 

１）納付交渉・徴収方法の変更について 

相手先 A については商業登記簿謄本と不動産登記簿謄本を取り寄せ、休

眠状態が継続し、会社が存在しているかを年 1回チェックしている。 

 

２）法的措置 

【差押、納付指導、換価、交付要求等について】 

相手先 A について、平成 22 年 4 月 16 日付けで和解したが、第１回目の

支払期日である平成 22 年 4 月末での和解金の納付が確認できなかった。そ

のため、相手先 A の持つ工場等の賃料債権に対して、債権差押命令の申立

を平成 22 年 5 月 21 日、神戸地方裁判所龍野支部に行った。その結果、債

権差押が実施され、平成 23年 5月 13 日付で債権の一部を回収した。 

その後相手先 A は平成 24 年 2 月 14 日付で裁判所により所有資産が競売

にかけられ、資産、収入はすべてなくなった（市への配当はなし）。 

相手先 B について、平成 24 年 6 月 23 日に担当弁護士より破産手続に入

る旨の通知が届いた。平成 24 年 8 月 9 日に裁判所から「破産手続開始通知
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書」が届き、破産管財人が会社を整理する旨の通知があり、破産手続が開

始され、平成 25 年 5 月 28 日に配当金 140,117 円を受領したが、平成 25 年

5月 31日に破産処理が終結した。 

 

３）時効の管理 

相手先 Aに対する債権の時効が平成 32年度に到来する。 

 

４）不納欠損処理 

平成 24 年度～平成 26 年度における不納欠損処理を実施した債権は無い

が、平成 27 年 6 月に時効期間が到来した債権 10,375 千円について、不納

欠損処理を実施している。 

 

（８）調定額､収入済額､不納欠損額､収入未済額（未収債権）､収納率の推移 

(単位：千円)
区分 平成24年度 平成25年度 平成26年度

調定額 102,848 138,449 148,383
現年度分 76,932 102,158 112,092
過年度分 25,915 36,291 36,291

収入済額 66,557 102,158 112,092
現年度分 66,557 102,158 112,092
過年度分 － － －

不納欠損額 － － －
現年度分 － － －
過年度分 － － －

収入未済額 36,291 36,291 36,291
現年度分 10,375 － －
過年度分 25,915 36,291 36,291

収納率 64.7% 73.8% 75.5%
現年度分 86.5% 100.0% 100.0%
過年度分 － － －  

 

（９）収入未済額（未収債権）の滞納年数別内訳 

滞納年数 件数（件） 金額(千円）

1年以内 － －

1年超2年以内 1 10,375

2年超3年以内 － －

3年超4年以内 － －

4年超5年以内 － －

5年超 1 25,915

合計 2 36,291  
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（１０）収入未済額上位 5位（平成 27年 3月 31日現在） 

順位 相手先 収入未済額（千円） 滞納月数（月） 摘要 滞納整理の現状

1 A 25,915 81
平成20年7月～平成21年
3月

強制執行済

2 B 10,375 35 平成24年5、6月分 破産手続完了
 

 

（１１）滞納月数が長い債権上位 5位（平成 27年 3月 31日現在） 

順位 相手先 収入未済額（千円） 滞納月数（月） 摘要 滞納整理の現状

1 A 25,915 81
平成20年7月～平成21年
3月

強制執行済

2 B 10,375 35 平成24年5,6月分 破産手続完了  

 

２．実施した監査手続 

（１）事務の概要把握 

対象局に、クリーンセンター収入の債権管理事務の概要について質問し、

関連資料の閲覧を行った。 

 

（２）合規性の検討 

関連法令、条例、規則、要綱等に準拠して事務が行われているかどうか

検討するため、事務の流れについて説明を受け、関連文書の閲覧を行った。 

 

（３）有効性及び効率性の検討 

有効的かつ効率的に、事務が行われているかどうか検討するため事務の

流れについて担当者から説明を受け、関係書類の閲覧を行った。 

 

（４）公平性の検討 

債権管理事務が、法規に準拠し、公平に行われているかを検討するため、

事務の流れについて担当者から説明を受け、関係書類の閲覧を行った。 
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３．監査の結果及び意見 

（１）債権の消滅時点で不納欠損処理を行うべき（結果） 

相手先 B については、平成 25 年 5 月 31 日に破産処理が終了しており、

法人格が消滅している。しかし市は、権利は消滅していないと判断し、破

産処理後に法人の隠し財産等があった場合に備え、破産処理終了時点では

不納欠損処理を行っていなかった。判決後に時効進行が再開したという判

断のもと、ペットボトル販売に係る 2 年の短期消滅時効期間（民法第 173

条第 1号）経過後の平成 27年 6月 1日に不納欠損処理を行った。 

これに対し、尼崎市財務規則第 157 条第 1 項第 2 号及び同条第 2 項では、

法令の定めるところにより、権利が消滅した場合には不納欠損処理を行わ

なければならないとされている。 

法人格が消滅した場合には、債務者としての法人が存在しないため、市

が法人に対して有する債権も消滅したと考えられる。そのため、B に対す

る債権は、Bの法人格消滅時点で不納欠損処理を行うべきであった。 
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【３４】住宅家賃（都市整備局 住宅管理担当） 

１．概要 

（１）債権の種類 

市営住宅等の賃貸借契約に基づく私債権。 

 

（２）時効期間 

5年（民法 第 169条） 

定期給付債権に当たり、通常の消滅時効期間（10 年）よりも短期間で時

効をむかえる。 

 

（３）制度の概要 

市が賃貸している住宅には、以下 6 種類のものがある。 

住宅の種類 内容 関連法規 

市営住宅 公営住宅法に基づき国の補助

を受けて建設、買取り（注）及び

借上げの方法により、住宅に

困窮する低所得者に低廉な家

賃で賃貸する住宅。 

公営住宅法 

尼崎市営住宅の設置及

び管理に関する条例 

改良住宅 住宅地区改良法に基づき、老

朽住宅が密集し、国土交通大

臣が改良地区として指定した

地区において、老朽住宅を除

却して地区の整備改善を目的

とする住宅地区改良事業の施

行に伴い住宅を失うこととなる

従前の居住者のための代替住

宅。 

住宅地区改良法 

尼崎市改良住宅の設置

及び管理に関する条例 

コミュニティ住宅 老朽住宅が密集し、住環境が

劣っている地区において、老

朽住宅を除却して地区の整備

改善を目的とする密集住宅市

街地整備促進事業の施行に

伴い住宅を失うこととなる従前

居住者のための代替住宅。 

尼崎市コミュニティ住宅の

設置及び管理に関する

条例 

再開発住宅 土地区画整理事業の施行に

伴い、住宅を失うこととなる従

前居住者のための代替住宅。 

尼崎市再開発住宅の設

置及び管理に関する条

例 
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住宅の種類 内容 関連法規 

従前居住者用住宅 快適な住環境の創出、都市機

能の更新、美しい市街地景観

の形成等を図りつつ職住近接

型の良質な市街地住宅の供給

を推進することを目的とする住

宅市街地整備総合支援事業、

又は市街地再開発事業等の

施行に伴い、住宅を失うことと

なる従前居住者のための代替

住宅。 

尼崎市従前居住者用住

宅の設置及び管理に関

する条例 

特定公共賃貸住宅 特定優良賃貸住宅の供給の

促進に関する法律に基づき国

の補助を受けて建設し、中堅

所得者層を対象に供給する住

宅。 

尼崎市特定公共賃貸住

宅の設置及び管理に関

する条例 

（注） 現在まで買取りの実績はない。 

 

なお、住宅の管理運営に関して、指定管理者制度を導入しており、入居

者の公募、家賃等の収納業務及び滞納者との納付交渉等の一部の例外を除

いて指定管理者が実施している。 

 

（４）減免･軽減制度について 

市営住宅、改良住宅、コミュニティ住宅、再開発住宅、従前居住者用住

宅は、以下の場合には、家賃の減免又は徴収猶予を受けることができる

（公営住宅法第 16 条第 4 項、尼崎市営住宅の設置及び管理に関する条例第

21条及び各住宅の関連条例にて準用）。 

・災害により著しい被害を受けたとき。 

・失職、病気等の理由により生活が著しく困難な状態にあるとき。 

・前 2号に掲げる場合のほか特別の事情があるとき。 

上記の具体的な要件については、尼崎市営住宅減免取扱要綱にて定めら

れている。 

減免又は徴収猶予を受けようとする入居者は、家賃等減免・徴収猶予承

認申請書に減免又は徴収猶予を受けようとする理由を証する書類を添えて

提出しなければならない（尼崎市営住宅の設置及び管理に関する条例施行

規則第 13条第 4項）。 
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特定公共賃貸住宅は平成 26 年度末時点で 1 件のみであり、また、中堅所

得者層を対象としているため減免制度はない（尼崎市特定公共賃貸住宅の

設置及び管理に関する条例施行規則別表第 1）。 

また、現在徴収猶予は行っておらず、減免にて対応している。 

 

（５）債権の特徴 

入居者の所得に応じた月額家賃が設定されている。 

また、家賃を 3 ヶ月以上滞納した場合には、入居者に対し、住宅の明渡

しを請求することができる（尼崎市営住宅の設置及び管理に関する条例題

41条第 1項第 2 号及び各住宅の関連条例にて準用）。 

また、入居時には連帯保証人が必要であり、入居者が家賃を滞納した場

合には連帯保証人へ家賃を請求する。 

 

（６）調定・収納の状況 

① 調定･収納事務のフロー 

入居者からの収入申告書に基づき家賃決定及び調定を行い、住宅管理シ

ステムに入居者情報を入力する。なお、入居者の決定は市が行うが、住宅

管理システムへの入居者情報の入力は指定管理者が実施している。 

決定された家賃に基づいて、毎年 4 月に、毎月末を納期限とする 12 ヶ月

分の納付書（口座振替利用者及び代理納付者には納入通知書）を入居者に

送付している。入居者は、取扱金融機関や指定管理者が運営する北部・南

部各市営住宅管理センターにて納付する。 

住宅管理担当では、取扱金融機関等からの入金状況を取り纏めている外

部委託業者から入金データを取得し、それを住宅管理システムに反映させ

ている。 

 

（７）債権管理の状況 

① 債権管理事務のフロー 

各管理センターの職員は、口座振替利用者については、口座振替日から

2～3 日経過後に入金が確認できない場合、当該口座振替不能者に対して納

付書を送付する。 

また、個々の滞納者の入金状況を確認のうえ、「市営住宅家賃滞納整理手

順基本フロー」に準じて、督促状、催告書及び警告書等を発送している。 
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　　　　◎市営住宅家賃滞納整理手順基本フロー

市（指定管理者）の事務

使用名義人の態様

滞納解消

誓
約
履
行

不
履
行
解
消
・
一
部
納
付

誓
約
不
履
行

誓約不履行　　

滞納なし

督促状送付滞納1～3月

滞納4～5月

滞納6月

滞納7月以上

折衝膠着・

進展見込みなしと判断

催告書送付

警告書送付

再警告書送付

最終通知送付

通告書送付保証人通知送付

訴訟手続き（議案提案・訴訟提起）

全額納付、一部納付・納付誓約へ

不履行再通知送付

分
納
誓
約
締
結

折
衝
（納
付
指
導
・納
付
相
談
）

経
過
観
察

不履行通知送付進展見込みなし

使用名義人

不履行・納付

の繰り返し

 

 

② 滞納債権の管理体制 

住宅管理システム内で発行した納付書及び納入通知書別に入金記録、債

権残高を管理している。 

滞納債権については市及び指定管理者が管理しており、滞納者との納付

交渉等は指定管理者が実施している。 
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③ 台帳の整備 

住宅管理システムにて氏名及び住所、入居年月日、同居者、家賃額、家

賃滞納額、滞納月数、納付交渉記録等を管理している。 

 

④ 督促・催告 

上記①のとおり、毎月初めに滞納 1～3 ヶ月の者に、債務総額を記載した

督促状を送付し、滞納 4～5 ヶ月間の者に債務総額を記載した催告書を送付

している。 

 

⑤ 滞納整理 

１）納付交渉・徴収方法の変更について 

納付交渉は指定管理者が実施しており、滞納 1 ヶ月以上の滞納者全員を

対象として必要に応じて訪問、電話、文書の送付による納付交渉を行って

いる。特に 6 ヶ月以上の滞納者に対しては重点的に納付交渉を行っている。 

 

２）財産調査 

実施していない。 

 

３）法的措置 

強制執行による債権回収は、過去 5 年間で実績なし。 

住宅管理担当の方針として、滞納者については債権回収よりも住居の明

渡しを求めることを優先している。平成 26 年度は、滞納 8 ヶ月以上（現在

は滞納 6 ヶ月以上）の滞納者を中心に明渡し及び滞納家賃の支払を求める

訴訟を起こしている。 

 

４）時効の管理 

住宅管理システムで月ごとに時効の管理を実施している。 

 

５）不納欠損処理 

時効期間が到来している債権のうち、回収可能性が極めて低いと考えら

れる債権について不納欠損の方針を定め、毎年不納欠損処理を行っている。 
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（８）調定額､収入済額､不納欠損額､収入未済額（未収債権）､収納率の推移 

(単位：千円)
区分 平成24年度 平成25年度 平成26年度

調定額 3,456,395 3,371,116 3,267,984
現年度分 2,892,672 2,869,547 2,849,889
過年度分 563,723 501,569 418,095

収入済額 2,915,614 2,923,567 2,884,560
現年度分 2,837,700 2,839,411 2,829,946
過年度分 77,914 84,156 54,614

不納欠損額 28,697 27,869 22,951
現年度分 － － －
過年度分 28,697 27,869 22,951

収入未済額 512,084 419,680 360,473
現年度分 54,972 30,136 19,943
過年度分 457,112 389,543 340,530

収納率 84.4% 86.7% 88.3%
現年度分 98.1% 98.9% 99.3%
過年度分 13.8% 16.8% 13.1%  

平成 26 年度の尼崎市及び阪神間近隣市(注)の収納率の状況は次表のとお

りである。 

（注）比較の対象として、住宅管理担当が調査した阪神間近隣 6 市（西宮市、芦屋市、伊丹市、

宝塚市、川西市、三田市（順不同））の平成 26年度の住宅家賃の収納率を記載している。 

尼崎市 A市 B市 C市 D市 E市 F市
現年度分 99.30% 99.29% 99.38% 96.84% 93.36% 92.71% 98.97%
滞納繰越分 13.06% 8.21% 5.65% 10.64% 6.88% 6.67% 23.23%  

 

（９）収入未済額（未収債権）の滞納年数別内訳 

滞納年数 件数（件） 金額(千円）

1年以内 361 19,943

1年超2年以内 188 16,136

2年超3年以内 192 28,158

3年超4年以内 229 40,090

4年超5年以内 245 38,897

5年超 1,184 217,249

合計 2,399 360,473  

退去者について、家賃の回収が困難であるため 5 年超の債権が多額と

なっている。 
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（１０）収入未済額上位 5位（平成 27年 3月 31日現在） 

順位 相手先 収入未済額（千円） 滞納月数（月） 摘要 滞納整理の現状

1 A-1 8,440 204 平成10年～平成26年度分
入居中であるが、納付誓約書は入手しておら
ず、平成26年度の納付額はない

2 A-2 8,204 204 平成10年～平成26年度分
入居中であるが、納付誓約書は入手しておら
ず、平成26年度の納付額はない

3 B 8,090 195 平成10年～平成26年度分
入居中であるが、納付誓約書は入手しておら
ず、平成26年度の納付額はない

4 C 5,389 86 平成18年～平成26年度分
平成26年9月に退去済みであり、納付誓約書
は入手しておらず、平成26年度の納付額は
ない

5 D 4,923 126 平成11年～平成22年度分
平成22年7月に退去済みであり、納付誓約書
は入手しておらず、平成26年度の納付額は
ない  

A 氏については、2 部屋借りているため、それぞれの部屋ごとに 1 件とし

ている。 

A 氏及び B 氏については、平成 20 年 2 月に滞納家賃支払の確定判決が出

ている。 

C 氏については、平成 25 年 2 月に一部納付があったものの、その後本人

と連絡が取れず、納付交渉ができなかったことから、平成 26 年 9 月に強制

執行による退去となった。 

D氏については、本人が行方不明となっている。 

 

（１１）滞納月数が長い債権上位 5位（平成 27年 3月 31日現在） 

順位 相手先 収入未済額（千円） 滞納月数（月） 摘要 滞納整理の現状

1 E 38 252 平成6年、平成14年度分
平成14年6月に退去済みであり、納付誓約書
は入手しておらず、平成26年度の納付額は
ない

2 F 1,071 216
平成9年～平成11年、平成15
年～平成16年度分

平成17年12月に退去済みであり、納付誓約
書は入手しておらず、平成26年度の納付額
はない

3 G 164 216
平成9年～平成11年、平成15
年～平成16年度分

平成13年2月に退去済みであり、納付誓約書
は入手しておらず、平成26年度の納付額は
ない

4 A-1 8,440 204 平成10年～平成26年度分
入居中であるが、納付誓約書は入手しておら
ず、平成26年度の納付額はない

5 A-2 8,204 204 平成10年～平成26年度分
入居中であるが、納付誓約書は入手しておら
ず、平成26年度の納付額はない  

F 氏については、平成 15 年 3 月以降納付がなく、その後本人と連絡が取

れず、納付交渉ができなかったことから、平成 17 年 12 月に強制執行によ

る退去となった。 
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２．実施した監査手続 

（１）事務の概要把握 

対象局及び指定管理者に、住宅家賃の債権管理事務の概要について質問

し、関連資料の閲覧を行った。 

 

（２）合規性の検討 

関連法令、条例、規則、要綱等に準拠して事務が行われているかどうか

検討するため、事務の流れについて説明を受け、関連文書の閲覧を行った。 

 

（３）正確性の検討 

債権管理事務の正確性が確保されているかどうか検討するため、市が構

築している正確性確保のための仕組について質問し、説明を受けた。 

 

（４）有効性及び効率性の検討 

有効的かつ効率的に債権管理事務が行われているかどうかを検討するた

め、収入未済額上位 5 位及び滞納月数が長い債権上位 5 位を中心に検討対

象として抽出したサンプル 10 件について担当者に質問し、住宅管理システ

ムの画面ハードコピーや住宅家賃滞納整理台帳等の関係書類の閲覧及び証

拠書類との照合を行った。 

 

（５）公平性の検討 

債権管理事務が、法規に準拠し、公平に行われているかを検討するため、

平成 26 年度における減免申請書 2,247 件の中から、約 10 件をサンプルと

して抽出し、担当者に質問するとともに、住宅家賃減免・徴収猶予申請書

等の関係書類の閲覧及び証拠書類との照合を行った。また、さらにそのう

ち 2件について、減免金額の再計算を行った。 
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３．監査の結果及び意見 

（１）不納欠損処理は適切な債権放棄の手続きに基づいて実施すべき（結

果） 

一部の住宅家賃について、議会の議決による債権放棄を行わず、都市整

備局長決裁にて不納欠損処理を行っている事例が発見された。 

市では、平成 2 年度に市長決裁にて住宅家賃の不納欠損処理方針を定め、

平成 13 年度に方針の一部改正を行い、運用している。住宅家賃の不納欠損

処理に係る市の方針は以下のとおりであり、市は当該方針に基づき毎年不

納欠損処理を行っている。 

第一回催告の翌日から起算して 5 年を経過したもの及び確定判決等による

確定債権で判決確定日の翌日から起算して 10 年を経過したもので、次のい

ずれかに該当するもの。 

・債務者が居住している場合 

① 破産法の適用を受けるもの 

② 生活保護受給者 

・債務者がすでに退去している場合 

① 破産法の適用を受けるもの 

② 生活保護受給者 

③ 所在不明 

④ 死亡 

⑤ その他（長期入院中で無収入等） 

ただし、一律に適用するものではなく、時効期間到来の時点で個々に判

断して処理する。 

 

地方自治法上、原則として私債権について債権放棄を行うには議会によ

る債権放棄の決議が必要である（地方自治法第 96条第 1項第 10号）。 

市長の決裁により定められた方針に基づき、議会の議決を行わずに不納

欠損処理を行うことは、債権の消滅が確定したわけでない債権の放棄につ

いて、本来議会が債権放棄を意思決定する必要があるにもかかわらず、市

長にその意思決定を委任してしまっていることと同義である。 

債権の消滅が確定していない債権についての不納欠損処理の実施にあ

たっては、議会にて債権放棄の議決を行うべきである。 



253 

 

 

（２）強制執行による債権回収及び明渡しの要求を行うべき（結果） 

過年度に家賃の支払等をめぐり訴訟となった案件について、判決により

市の勝訴が確定しているにも関わらず、強制執行が行われていないため、

債権の回収ができていない事案が発見された。 

サンプルで閲覧した A 氏、B 氏については、過年度に家賃の支払をめぐ

り訴訟となったものである。A 氏、B 氏はともに平成 8 年度の公営住宅法の

改正により、従来一律に課せられていた家賃が平成 10 年度から応能応益方

式になったことを不服として家賃の支払を拒否し、改正前の家賃を供託し

ている。いずれも平成 20 年 2 月に市が勝訴しており、A 氏、B 氏はそれぞ

れ滞納債権の支払を行うことが判決で確定した。しかし、その後 A 氏、B

氏ともに滞納債権及びその後の家賃を全く支払っていない。それにも関わ

らず強制執行による債権の回収は行われていない。 

本来家賃は全額支払うことが原則である。そのため、家賃を払わず入居

を続ける者に対し、明け渡しを要求せず、また、強制執行を実施しないこ

とは、他の入居者との不公平を招くことになる。 

そのため、これらについては、明け渡しを要求し、また、強制執行によ

る債権の回収を実施すべきである。 
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【３５】市営住宅駐車場使用料（都市整備局 住宅管理担当） 

１．概要 

（１）債権の種類 

市営住宅の入居者の利用に供するために当該市営住宅の共同施設として

設置された駐車場の賃貸借契約に基づく私債権。 

 

（２）時効期間 

5年（民法第 169条） 

定期給付債権に当たり、通常の消滅時効期間（10 年）よりも短期間で時

効をむかえる。 

 

（３）制度の概要 

市営住宅の入居者又は同居者等は、条例等に基づき市長の許可を受けた

上で、駐車場を使用する。 

駐車場の月額使用料は、市営住宅建設時に住宅と駐車場の一体整備を

行った駐車場については一律 12,000 円、既存住宅敷地の一部を後から整備

した駐車場については一律 6,500円である。 

 

（４）減免･軽減制度について 

駐車場使用料の減免又は徴収の猶予を受けようとする使用者は、駐車場

使用料減免申請書又は駐車場使用料徴収猶予申請書に減免又は徴収の猶予

を受けようとする理由を証する書類を添えて、市長に提出しなければなら

ない（尼崎市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則第 26 条第 4 項）。 

空き区画の有効活用として市営住宅入居者以外の法人への駐車場の利用

を許可する場合、土日の使用禁止等、利用時間の制限を設けていることか

ら、実質的に使用料の減免を行っているが、住宅入居者に対する減免は実

施していない。また、現在、徴収の猶予は実施していない。 

 

（５）債権の特徴 

駐車場使用料を 3 ヶ月以上滞納した場合には、使用者に対し、許可を取

り消し、駐車場の明渡しを請求することができる（尼崎市営住宅の設置及

び管理に関する条例第 55 条第 1 項第 2 号及び各住宅の関連条例にて準用）。 
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（６）調定・収納の状況 

住宅管理担当では、住宅管理システムから出力される「当該年度の調定

額と収納額」により、調定額と収納額を確認し、決算資料として決裁を作

成し、上席者の承認を受けている。 

指定管理者は、毎年 4 月に 12 ヶ月分の納付書（口座振替利用者及び代理

納付者には納入通知書）を使用者に送付する。納付書支払の者は、取扱金

融機関や指定管理者が運営する北部・南部各市営住宅管理センターにて納

付する。住宅管理担当では、取扱金融機関等からの入金状況を取り纏めて

いる外部委託業者から入金データを取得し、それを住宅管理システムに反

映させている。 

 

（７）債権管理の状況 

① 債権管理事務のフロー 

各管理センターの職員は、口座振替日から 2～3 日経過後に入金が確認で

きない場合、当該不履行者に対して納付書を送付する。 

また、個々の不履行者の入金状況を確認のうえ、督促状を発送している。 

 

② 滞納債権の管理体制 

住宅管理システム内で発行した納付書及び納入通知書別に入金記録、債

権残高を管理している。 

滞納債権については市及び指定管理者が管理しており、滞納者との納付

交渉等は指定管理者が実施している。 

 

③ 台帳の整備 

住宅管理システムにて氏名及び住所、入居年月日、同居者、駐車場使用

料額、駐車場使用料滞納額、滞納月数、納付交渉記録等を管理している。 

 

④ 督促・催告 

毎月初めに、滞納 1ヶ月以上の滞納者に対し、督促状を送付している。 

 

⑤ 滞納整理 

住宅家賃の納付交渉と合わせて、納付交渉は行っているが、納付誓約書

の入手等は行っていない。 
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（８）調定額､収入済額､不納欠損額､収入未済額（未収債権）､収納率の推移 

(単位：千円)
区分 平成24年度 平成25年度 平成26年度

調定額 171,054 168,702 167,785
現年度分 163,407 160,619 160,158
過年度分 7,647 8,083 7,627

収入済額 162,970 161,068 160,842
現年度分 160,807 158,835 158,910
過年度分 2,163 2,234 1,932

不納欠損額 － － －
現年度分 － － －
過年度分 － － －

収入未済額 8,084 7,634 6,943
現年度分 2,600 1,785 1,248
過年度分 5,484 5,849 5,696

収納率 95.3% 95.5% 95.9%
現年度分 98.4% 98.9% 99.2%
過年度分 28.3% 27.6% 25.3%  

収納率は徐々に良化しているが、収入未済額のうち滞納繰越分の金額は

減少していない。また、住宅家賃と異なり、駐車場使用料については、不

納欠損処理は実施されていない。 

 

平成 26 年度の尼崎市及び阪神間近隣市(注)の収納率の状況は次表のとお

りである。近隣他市の収納率と比較した場合、特筆すべき事象は見受けら

れない。 

（注）比較の対象として、住宅管理担当が調査した阪神間近隣 6 市（西宮市、芦屋市、伊丹市、

宝塚市、川西市、三田市（順不同））の平成 26 年度の駐車場使用料の収納率を記載してい

る。 

尼崎市 A市 B市 C市 D市 E市 F市
現年度分 99.22% 98.84% 99.57% 96.34% 85.97% 88.17% 99.48%
滞納繰越分 25.33% 35.30% 9.34% 9.38% 4.69% 1.91% 100.00%  

 

（９）収入未済額（未収債権）の滞納年数別内訳 

滞納年数 件数（件） 金額(千円）

1年以内 60 1,248

1年超2年以内 23 610
2年超3年以内 17 676

3年超4年以内 12 834

4年超5年以内 9 212
5年超 61 3,364

合計 182 6,943  
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（１０）収入未済額上位 5位（平成 27年 3月 31日現在） 

順位 相手先 収入未済額（千円） 滞納月数（月） 摘要 滞納整理の現状

1 A 300 163 平成13～平成15年度分
平成17年12月に退去済みであり、納付誓
約書は入手しておらず、平成26年度の納
付額はない

2 B 238 54 平成22～平成24年度分
平成24年11月に退去済みであり、納付誓
約書は入手しておらず、平成26年度の納
付額はない

3 C 227 49 平成22～平成24年度分
平成25年6月に退去済みであり、納付誓
約書は入手しておらず、平成26年度の納
付額はない

4 D 204 136 平成15～平成17年度分
平成20年1月に退去済みであり、納付誓
約書は入手しておらず、平成26年度の納
付額はない

5 E 198 63 平成21～平成24年度分
入居中であるが、納付誓約書は入手して
おらず、平成26年度の納付額は36千円で
ある  

 

（１１）滞納月数が長い債権上位 5位（平成 27年 3月 31日現在） 

順位 相手先 収入未済額（千円） 滞納月数（月） 摘要 滞納整理の現状

1 F 12 204 平成10年度分
平成16年3月に退去済みであり、納付誓
約書は入手しておらず、平成26年度の納
付額はない

2 G 39 195 平成10年度分
入居中であるが、納付誓約書は入手して
おらず、平成26年度の納付額はない

3 H 20 193 平成10年度分
平成16年4月に退去済みであり、納付誓
約書は入手しておらず、平成26年度の納
付額はない

4 I 54 192 平成11年度分
平成14年7月に退去済みであり、納付誓
約書は入手しておらず、平成26年度の納
付額はない

5 J 23 192 平成11年度分
平成13年9月に退去済みであり、納付誓
約書は入手しておらず、平成26年度の納
付額はない  

H氏については平成 27年 4月に完納済みである。 

 

２．実施した監査手続 

（１）事務の概要把握 

債権管理事務の概要について質問し、関連資料の閲覧を行った。 

 

（２）合規性の検討 

関連法令、条例、規則、要綱等に準拠して事務が行われているかどうか

検討するため、事務の流れについて説明を受け、関係書類の閲覧を行った。

また、検討対象として抽出したサンプル 4 件について担当者に質問し、関

係書類の閲覧及び証拠書類との照合を行った。 
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（３）正確性の検討 

債権管理事務の正確性が確保されているかどうか検討するため、市が構

築している正確性確保のための仕組について説明を受けた。 

 

（４）有効性及び効率性の検討 

有効的かつ効率的に、事務が行われているかどうか検討するため、検討

対象として抽出したサンプル 4 件について担当者に質問し、関係書類の閲

覧及び証拠書類との照合を行った。 

 

（５）公平性の検討 

債権管理事務が、法規に準拠し、公平に行われているかを検討するため、

個別検討対象として抽出したサンプルについて担当者に質問し、関係書類

の閲覧及び証拠書類との照合を行った。 

 

３．監査の結果及び意見 

（１）適切な滞納整理を実施するべき（結果） 

駐車場使用料については、滞納者から納付誓約書を入手しておらず、ま

た、債務承認も行われていないため、債権について時効の中断措置がされ

ていない状況である。 

住宅管理担当によると、従前の滞納整理について、住宅管理担当の債権

の中心となる住宅家賃に注力してきたこともあり、住宅家賃と異なり駐車

場使用料については、納付誓約書を入手していないとのことである。また、

訴訟についても、納付誓約書の入手と同じく住宅家賃のみを対象とし、駐

車場使用料は基本的にはその対象としていなかったとのことである。その

ため、これまで駐車場使用料について訴訟を行った実績は 1 件のみである。 

しかし、効率的な債権管理の観点から、債権ごとの管理のみではなく、

債務者ごとの債権管理という視点を持ち、住宅家賃の滞納整理に合わせて

同一滞納者の駐車場使用料についても、分割納付誓約書の入手による時効

中断措置、民事訴訟による債権回収等の滞納整理及び駐車場の明渡し請求

を積極的に実施すべきである。 
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【３６】住宅資金貸付金回収金（都市整備局 住宅管理担当） 

１．概要 

（１）債権の種類 

尼崎市住宅資金貸付条例に基づく私債権。 

 

（２）時効期間 

10年（民法第 167条第 1項） 

同条は債権についての一般規定である。 

 

（３）制度の概要 

尼崎市同和地区の自立促進及び居住環境の整備改善を図り、公共の福祉

の増進に寄与することを目的とし、国、県及び市費を財源とし、尼崎市住

宅資金貸付条例により昭和 46 年から住宅資金の貸付を開始している。平成

8 年度に同条例の廃止に伴い、新規貸付は終了しており、現在は貸付金の

回収のみを行っている。 

 

（４）減免･軽減制度について 

市長は借受人が災害その他特別の事情により借受人が定められた償還期

限までに貸付金を償還することが著しく困難であると認めるときは、借受

人の申請により貸付金の全部又は一部の償還を猶予又は免除することがで

きるとされている（尼崎市住宅資金貸付条例第 8 条）。ただし、これまでに

償還を猶予又は免除した実績はない。 

滞納者に対しては一括での滞納金支払い交渉を行うが、収入の減少や生

活状況の悪化に伴い支払が困難になることも多い。そのような場合は、尼

崎市住宅資金貸付償還金収納及び滞納整理要領に基づき、分割での納付を

認めている。 

 

（５）債権の特徴 

住宅資金貸付金は、住宅改修資金、住宅建設資金及び宅地取得資金で構

成され、詳細は次表のとおりである。 

 住宅改修資金 住宅建設資金 宅地取得資金 

貸付限度額 4,300千円 7,400 千円 5,500千円 

最長償還期間 15年 25年 

利率 2～3.5% 
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償還方法 元利均等月賦償還 

担保（人的） 連帯保証人（昭和 53 年 8月以前は保証人） 

担保（物的） 抵当権設定（昭和 55 年 8月以前は設定なし） 

 

（６）調定・収納の状況 

債権回収業務は外部委託を行っている。 

委託業者は、毎年 4 月に 1 年分の振込用紙及び残高明細書を、口座引き

落とし対象者を除く債務者に送付すると共に、口座引き落としに係る事務

処理を行っている。委託業者が受領した償還金については、市発行の納付

書にて翌月 20日までに 1ヶ月分まとめて納付される。 

住宅管理担当では、委託業者から日々の入金データの報告を受けると共

に、１か月分の収入報告書（精算書）にて入金件数や納付金額を確認して

おり、入金が確認できれば市の住宅貸付金システムへの入金消し込みを行

う。 

 

（７）債権管理の状況 

① 債権管理事務のフロー 

住宅管理担当には債権管理を主たる業務とする担当者はいない。滞納債

権については市及び委託業者が管理しており、滞納者との納付交渉等も委

託業者が実施している 

 

② 滞納債権の管理体制 

住宅管理担当内には住宅家賃等の回収と合わせて 4 名の収納担当者がお

り、うち 2 名が住宅資金貸付金の滞納債権の回収に関して委託業者とのや

り取りを行っている。 

 

③ 台帳の整備 

市が、住宅貸付金システムにて債権管理を行っている。また、委託業者

においても債権管理を実施している。 

 

④ 督促・催告 

委託業者が、入金予定日から 3 営業日後に入金がない場合、督促状を送

付している。 

また、毎月最終入金日から 2 ヶ月が経過した債権をシステムから抽出し、
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債権総額を記載した催告書を送付している。 

 

⑤ 滞納整理 

委託業者が債権者ごとに電話による納付交渉を行っている。また、納付

交渉の結果、分割納付に至った場合には納付誓約書を入手している。なお、

民事訴訟を提起した実績はないが、担保権の実行により債権の回収を図っ

た実績はある。 

 

（８）調定額､収入済額､不納欠損額､収入未済額（未収債権）､収納率の推移 

(単位：千円)
区分 平成24年度 平成25年度 平成26年度

調定額 308,259 278,758 267,388
現年度分 36,876 21,670 14,195
過年度分 271,383 257,089 253,193

収入済額 42,582 25,566 17,661
現年度分 32,335 17,751 10,590
過年度分 10,247 7,815 7,071

不納欠損額 8,588 － －
現年度分 － － －
過年度分 8,588 － －

収入未済額 257,089 253,193 249,727
現年度分 4,541 3,919 3,605
過年度分 252,548 249,274 246,122

収納率 13.8% 9.2% 6.6%
現年度分 87.7% 81.9% 74.6%
過年度分 3.8% 3.0% 2.8%  

平成 26 年度の尼崎市及び阪神間近隣市(注)の収納率の状況は次表のとお

りであり、尼崎市は近隣市と比較して現年度分、滞納繰越分ともに低い状

況にある。 

（注）比較の対象として、住宅管理担当が調査した阪神間近隣 4 市（西宮市、伊丹市、宝塚市、

三田市（順不同））の平成 26年度の住宅資金貸付金回収金の収納率を記載している。 

尼崎市 A市 B市 C市 D市
現年度分 74.60% 80.36% 84.49% 82.63% 81.30%
滞納繰越分 2.79% 17.60% 38.41% 14.57% 9.83%  
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（９）収入未済額（未収債権）の滞納年数別内訳 

滞納年数 件数（件） 金額(千円）

1年以内 10 3,605

1年超2年以内 9 3,255
2年超3年以内 8 3,097

3年超4年以内 15 3,671

4年超5年以内 21 6,170
5年超 83 229,927

合計 146 249,727  

 

（１０）収入未済額上位 5位（平成 27年 3月 31日現在） 

順位 相手先 収入未済額（千円） 滞納月数（月） 滞納整理の現状 摘要

1 A（建設） 7,674                      339
昭和62年度に納付誓約書を入手している
が、平成26年度の納付額はない

昭和61
～平成23年度分

2 B 7,227                      330
納付誓約書は入手しておらず、平成26年度
の納付額はない

昭和62
～平成22年度分

3 C 6,358                      422
納付誓約書は入手しておらず、平成26年度
の納付額はない

昭和54
～平成16年度分

4 D 6,279                      419
納付誓約書は入手しておらず、平成26年度
の納付額はない

昭和55
～平成16年度分

5 A（宅地） 6,191                      339
昭和62年度に納付誓約書を入手している
が、平成26年度の納付額はない

昭和61
～平成23年度分  

A氏については、すでに本人及び連帯保証人は死亡している。 

B 氏については、本人及び連帯保証人は破産法による免責を受けている。 

C氏については、本人は行方不明であり、連帯保証人はいない。 

 

（１１）滞納月数が長い債権上位 5位（平成 27年 3月 31日現在） 

順位 相手先 収入未済額（千円） 滞納月数（月） 滞納整理の現状 摘要

1 E（建設） 5,212                      461
平成20年度に納付誓約書を入手しており、
平成26年度の納付額は8,000円である

昭和51
～平成6年度分

2 E（宅地） 2,832                      461
平成20年度に納付誓約書を入手しており、
平成26年度の納付額は4,000円である

昭和51
～平成3年度分

3 F 1,973                      438
納付誓約書は入手しておらず、平成26年度
の納付額はない

昭和53
～昭和68年度分

4 G 698                         438
納付誓約書は入手しておらず、平成26年度
の納付額はない

昭和53
～平成元年度分

5 C 6,358                      422
納付誓約書は入手しておらず、平成26年度
の納付額はない

昭和54
～平成16年度分  

G氏については、すでに本人及び連帯保証人は死亡している。 
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２．実施した監査手続 

（１）事務の概要把握 

債権管理事務の概要について質問し、関連資料の閲覧を行った。 

 

（２）合規性の検討 

関連法令、条例、規則、要綱等に準拠して事務が行われているかどうか

検討するため、事務の流れについて説明を受け、関連文書の閲覧を行った。

また、検討対象として抽出したサンプル 3 件について担当者に質問し、関

係書類の閲覧及び証拠書類との照合を行った。 

 

（３）正確性の検討 

債権管理事務の正確性が確保されているかどうか検討するため、市が構

築している正確性確保のための仕組について説明を受けた。 

 

（４）有効性及び効率性の検討 

有効的かつ効率的に、事務が行われているかどうか検討するため、検討

対象として抽出したサンプル 3 件について担当者に質問し、関係書類の閲

覧及び証拠書類との照合を行った。 

 

（５）公平性の検討 

債権管理事務が、法規に準拠し、公平に行われているかを検討するため、

個別検討対象として抽出したサンプルについて担当者に質問し、関係書類

の閲覧及び証拠書類との照合を行った。 
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３．監査の結果及び意見 

（１）滞納者と納付交渉を行うべき（結果） 

滞納債権について、長期間納付交渉が全く行われていない事案が発見さ

れた。 

D 氏の事案は、昭和 61 年 7 月以降納付がなく、平成 8 年 3 月までは納付

交渉が行われていた。その後、平成 9 年 12 月までは訪問を行っていたが、

それ以降納付交渉が行われていない。 

また、F 氏の事案は、平成 9 年 1 月以降納付がなく、平成 10 年 9 月まで

は納付交渉が行われていたが、それ以降納付交渉が行われていない。 

D 氏、F 氏ともに平成 26 年度末時点ですでに時効が到来してしまってい

る。また、市によると、納付交渉が行われていない理由は不明ということ

である。 

債権は全額回収することが原則であり、正当な理由なく納付交渉を中断

すべきではない。また、金額が一定以上等、重要な債権については、毎年

一定時期に債権管理状況のモニタリングをする等、納付交渉漏れを防止す

る仕組を整備することも検討すべきである。 

【納付交渉が行われていない事案】 

滞納者 金額 最終納付日 最終納付交渉日（注） 

D 氏 6,279 千円 昭和 61 年 7 月 15 日 平成 9 年 12 月 27 日 

F 氏 1,973 千円 平成 9 年 1 月 28 日 平成 10 年 9 月 10 日 

（注） 電話、訪問を行った結果、滞納者と連絡が取れなかった場合にも納付交渉は行ったとみなし

た場合の日付を記載している。 

 

（２）実質的に回収が見込めない債権についての債権放棄を行うための基準

の明確化（意見） 

当該債権は、10 年以上前に廃止された制度に係るものであり、現在では

債務者及び連帯保証人の死亡や、行方不明等により、納付交渉ができてい

ないものが多くある。 

サンプルで閲覧した A 氏の事案では、債務者である A 氏本人は平成 12 年

12 月に死亡しており、連帯保証人についても平成 13 年 10 月に死亡してい

る。また、A 氏の配偶者及び子は相続放棄を行っており、次順位の相続人

の調査もできていないため、現在は誰とも交渉できていない。 
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不納欠損の前提としては、債権が消滅していることを確認する場合と、

債権放棄の意思決定を行う場合の 2 種類があると考える。例えば、本人、

連帯保証人死亡の場合は、相続人の相続放棄や限定承認の有無を裁判所へ

申述書の照会をして債権が消滅していることを確認の上、不納欠損処理を

行う。一方、例えば債務者所在不明のような債権の消滅を確認できない債

権で、実質的に債権の回収が見込まれない場合は、債権放棄の意思決定を

行うことにより不納欠損処理を行うことができる。 

市が保有する債権については、公平性の観点から、すべて回収すること

が原則である。しかし、債権が消滅しているか否かの確認を実施した上で、

債権の消滅が確認できないが、実質的に回収が見込まれない私債権を管理

し続けることは、効率性の観点からは望ましいことではない。限られた人

員の中で効果的・効率的な債権管理を行うためには、例えば、債務者死亡

かつ相続人所在不明の場合は、どのような条件のもと債権放棄を行うのか

という基準を明確にして、債権放棄の意思決定の上で、不納欠損処理を行

い、実質的に回収が見込まれない債権と回収見込みのある債権を区分して、

回収見込みのある債権の管理を重点的に行うべきである。 

なお、債権放棄を行うには議会の議決を要するが（地方自治法第 96 条第

1 項第 10 号）、市では、特殊な事例を除き、議会の議決による債権放棄の

実績がない。その要因の一つとして、債権放棄を行うための明確な基準が

定められていないことが考えられる。市は、債権管理条例を制定する等の

方法により、実質的に回収が見込めない債権を放棄するための明確な基準

を定めることを検討すべきである。 
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【３７】市営住宅維持管理負担収入（都市整備局 住宅管理担当） 

１．概要 

（１）債権の種類 

市営住宅における共同施設（集会所など）、エレベーター、給水施設その

他入居者の共用の施設の使用及び維持に要する費用の立替であり、私債権。 

 

（２）時効期間 

5年（民法第 169条） 

定期給付債権に当たり、通常の消滅時効期間（10 年）よりも短期間で時

効をむかえる。 

 

（３）制度の概要 

市営住宅における共同施設（集会所など）、エレベーター、給水施設その

他入居者の共用の施設の使用及び維持に要する費用の前年実績値を管理戸

数で除して納付額を算定し、各入居者に請求している。 

 

（４）減免･軽減制度について 

現在、住宅入居者に対する減免は実施していない。また、分割納付は一

部認めているものの、徴収の猶予は実施していない。 

 

（５）債権の特徴 

市営住宅の共益費は入居者の負担となり、市営住宅ごとの自治会が契約

者となって支払いを行っている。ただし、自治会のない市営住宅に関して

は、一旦市が契約者となって支払い、入居者より回収することとなる。 

 

（６）調定・収納の状況 

指定管理者は、毎年 4 月に 12 ヶ月分の納付書を入居者に送付する。入居

者は、取扱金融機関や指定管理者が運営する北部・南部各市営住宅管理セ

ンターにて納付する。住宅管理担当では、取扱金融機関等からの入金状況

を取り纏めている外部委託業者から入金データを取得し、住宅管理システ

ムに反映させている。 

 

（７）債権管理の状況 

① 債権管理事務のフロー 
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個々の滞納者の入金状況を確認しているが、督促状や催告書は発送して

いない。 

 

② 滞納債権の管理体制 

住宅管理システム内で発行した納付書及び納入通知書別に入金記録、債

権残高を管理している。 

滞納債権については市及び指定管理者が管理しており、滞納者との納付

交渉等は指定管理者が実施している。 

 

③ 台帳の整備 

住宅管理システムにて氏名及び住所、入居年月日、同居者、維持管理負

担収入済額、維持管理負担収入滞納額、滞納月数、納付交渉記録等を管理

している。 

 

④ 督促・催告 

現在まで督促状及び催告書が送付された実績はない。 

 

⑤ 滞納整理 

住宅家賃の納付交渉と合わせて、納付交渉は行っているが、納付誓約書

の入手等は行っていない。また、民事訴訟を提起した実績はない。 

 

（８）調定額､収入済額､不納欠損額､収入未済額（未収債権）､収納率の推移 

（単位：千円）
区分 平成24年度 平成25年度 平成26年度

調定額 21,853              21,809              21,442              
現年度分 9,240               9,388               9,882               
過年度分 12,613              12,421              11,560              

収入済額 9,430               10,197              10,379              
現年度分 7,955               8,468               9,087               
過年度分 1,475               1,729               1,292               

不納欠損額 -                    -                    -                    
現年度分 -                    -                    -                    
過年度分 -                    -                    -                    

収入未済額 12,423              11,612              11,063              
現年度分 1,285               919                  794                  
過年度分 11,138              10,693              10,268              

収納率 43.2% 46.8% 48.4%
現年度分 86.1% 90.2% 92.0%
過年度分 11.7% 13.9% 11.2%  
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全体の収納率は徐々に良化しているが、収入未済額のうち過年度分の金

額は減少していない。 

住宅家賃と異なり、市営住宅維持管理負担収入については、不納欠損処

理は実施されていない。 

平成 26 年度の尼崎市及び阪神間近隣市(注)の収納率の状況は次表のとお

りである。 

（注）比較の対象として、住宅管理担当が調査した阪神間近隣 3 市（芦屋市、伊丹市、川西市

（順不同））の平成 26 年度の市営住宅維持管理負担収入（共益費）の収納率を記載している。 

尼崎市 A市 B市 C市
現年度分 91.96% 100.00% 96.30% 89.14%
滞納繰越分 11.18% 0.00% 9.55% 10.08%  

 

（９）収入未済額（未収債権）の滞納年数別内訳 

滞納年数 件数（件） 金額(千円）

1年以内 141 794

1年超2年以内 108 644
2年超3年以内 111 787

3年超4年以内 122 868

4年超5年以内 122 962
5年超 904 7,008

合計 1,508 11,063  

 

（１０）収入未済額上位 5位（平成 27年 3月 31日現在） 

順位 相手先 収入未済額（千円） 滞納月数（月） 摘要 滞納整理の現状

1 A 182                       156
平成14～平成26年
度分

入居中であるが、納付誓約書は入手しておらず、平成
26年度の納付額はない

2 B 180                       154
平成14～平成26年
度分

平成27年4月に退去済みであり、納付誓約書は入手し
ておらず、平成26年度の納付額はない

3 C 156                       133
平成15～平成26年
度分

入居中であるが、納付誓約書は入手しておらず、平成
26年度の納付額は7千円である

4 D 155                       156
平成14～平成26年
度分

入居中であるが、納付誓約書は入手しておらず、平成
26年度の納付額はない

5 E-1 155                       156
平成14～平成26年
度分

入居中であるが、納付誓約書は入手しておらず、平成
26年度の納付額はない  
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（１１）滞納月数が長い債権上位 5位（平成 27年 3月 31日現在） 

順位 相手先 収入未済額（千円） 滞納月数（月） 摘要 滞納整理の現状

1 A 182                       156
平成14～平成26年
度分

入居中であるが、納付誓約書は入手しておらず、平成
26年度の納付額はない

2 D 155                       156
平成14～平成26年
度分

入居中であるが、納付誓約書は入手しておらず、平成
26年度の納付額はない

3 E-1 155                       156
平成14～平成26年
度分

入居中であるが、納付誓約書は入手しておらず、平成
26年度の納付額はない

4 E-2 155                       156
平成14～平成26年
度分

入居中であるが、納付誓約書は入手しておらず、平成
26年度の納付額はない

5 F 155                       156
平成14～平成26年
度分

入居中であるが、納付誓約書は入手しておらず、平成
26年度の納付額はない  

E 氏については、2 部屋借りているため、それぞれの部屋ごとに 1 件とし

ている。 

 

２．実施した監査手続 

（１）事務の概要把握 

債権管理事務の概要について質問し、関連資料の閲覧を行った。 

 

（２）合規性の検討 

関連法令、条例、規則、要綱等に準拠して事務が行われているかどうか

検討するため、事務の流れについて説明を受け、関連文書の閲覧を行った。

また、検討対象として抽出したサンプル 1 件について担当者に質問し、関

係書類の閲覧及び証拠書類との照合を行った。 

 

（３）正確性の検討 

債権管理事務の正確性が確保されているかどうか検討するため、市が構

築している正確性確保のための仕組について説明を受けた。 

 

（４）有効性及び効率性の検討 

有効的かつ効率的に、事務が行われているかどうか検討するため、検討

対象として抽出したサンプル１件について担当者に質問し、関係書類の閲

覧及び証拠書類との照合を行った。 

 

（５）公平性の検討 

債権管理事務が、法規に準拠し、公平に行われているかを検討するため、

個別検討対象として抽出したサンプルについて担当者に質問し、関係書類

の閲覧及び証拠書類との照合を行った。 
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３．監査の結果及び意見 

（１）適切な滞納整理を実施するべき（結果） 

滞納者から納付誓約書を入手していないため、債務承認が行われておら

ず、債権について時効が進行している。 

住宅管理担当によると、近年の滞納整理について、住宅管理担当の延滞

債権の中心となる住宅家賃に注力してきたこともあり、住宅家賃と異なり

維持管理負担収入については、納付誓約書を入手していないとのことであ

る。また、訴訟についても、納付誓約書の入手と同じく住宅家賃のみを対

象とし、市営住宅維持管理負担収入はその対象としていない。 

しかし、債権管理の観点から、債権ごとの管理のみではなく、債務者ご

との債権管理という視点を持ち、住宅家賃の滞納整理に合わせて同一滞納

者の市営住宅維持管理負担収入についても滞納整理を実施すべきである。 

 

（２）督促状及び催告状を送付すべき（結果） 

債権の滞納者に対しては、納期限後 20 日以内に督促状を送付する必要が

ある（地方自治法施行令第 171条、尼崎市財務規則第 151条第 1項）。 

しかし、市営住宅維持管理負担収入については、督促状及び催告書が送

付されていない。 

督促及び催告の実施は、滞納者に納付を促すことにつながるため、必ず

実施すべきである。 
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【３８】道路占用料（都市整備局 道路課） 

１．概要 

（１）債権の種類 

道路法及び尼崎市道路占用料の徴収等に関する条例を適用する強制徴収

公債権。 

 

（２）時効期間 

5年（地方自治法 第 236条第 1項） 

 

（３）制度の概要 

道路法第 32条により道路占用の許可を受けたものが支払う占用料。 

 

（４）減免･軽減制度について 

尼崎市道路占用料第 3 条に定める要件を満たす場合に、申請により占用

料の一部又は全部を免除することができる。 

 

（５）債権の特徴 

道路に一定の施設を設置し、継続して道路を使用することを「道路の占

用」といい （道路法第 32 条）、代表的なものに、電柱や水道管などの設置、

電気・電話・ガス・上下水道などの管路を道路の地下に埋設する場合や、

道路の上空に看板を突き出して設置する場合、電波障害対策でテレビ放送

を配信するために上空線を設置する場合等がある。 

占用許可は 3 年更新であり、初年度分は占用許可の際に前納する。その

後は毎年 4 月 1 日に調定し、前期分（5 月）、後期分（11 月支払）の 2 回に

わけて支払う。連帯保証人は不要である。 

占用料は、占有物件の種類により、22 種類に区分され、その中で更に細

かく分類されているが、未収債権の大半は、テレビの電波障害対策用ケー

ブルの占用料であり 1件につき年間 5 千円～1万円程度である。 

なお、占用料を滞納した場合の許可の取消等の規定はなく、許可の取り

消し、許可の更新を認めない等の措置を行っても、電線等の建造物は現存

するため実効性はないとのことである。 
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（６）調定・収納の状況 

① 調定･収納事務のフロー 

納付の告知は年 1 回。納付は、前期分（5 月）、後期分（11 月支払）の 2

回にわけて支払う。入金があれば、財務会計システムに入金情報が登録さ

れる。 

 

（７）債権管理の状況 

① 債権管理事務のフロー 

道路占用台帳システム、財務会計システムで債権管理をしており、未納

者については、電話による納付交渉を実施している。滞納整理手続を実施

した実績はない。 

 

② 滞納債権の管理体制 

債権管理を主たる業務とする担当者はいない。道路課職員が他の業務の

傍ら、管理業務を行っている。 

 

③ 台帳の整備 

道路占用台帳システム、財務会計システムから出力したデータを元に、

未納者のリストを作成し、納付状況及び残債の確認を行っている。 

 

④ 督促・催告 

督促状・催告書の発送は実施していない。 

 

⑤ 滞納整理 

電話による納付交渉を行っている。財産調査、法的措置、執行停止、延

滞金は徴収していない。不納欠損処分は、時効を経過した債権がないこと

から実施していない。 
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（８）調定額､収入済額､不納欠損額､収入未済額（未収債権）､収納率の推移 

 

(単位：千円)
区分 平成24年度 平成25年度 平成26年度

調定額 828,160 826,069 825,214
現年度分 828,160 826,069 824,437
過年度分 － － 777

収入済額 828,160 825,288 825,018
現年度分 828,160 825,288 824,354
過年度分 － － 664

不納欠損額 － － －
現年度分 － － －
過年度分 － － －

収入未済額 － 781 196
現年度分 － 781 83
過年度分 － － 113

収納率 100.0% 99.9% 100.0%
現年度分 100.0% 99.9% 100.0%
過年度分 － － 85.4%  

 

（９）収入未済額（未収債権）の滞納年数別内訳 

滞納年数 件数（件） 金額(千円）
1年以内 26 83
1年超2年以内 19 113
2年超3年以内 － －
3年超4年以内 － －
4年超5年以内 － －
5年超 － －

合計 45 196  

（注）半年ごとに調定が行われる。件数は調定件数であり、未納者の件数は 19 件である。平成 25

年度以前に未納は発生していない。また、平成 27 年 11 月 16 日現在、上記のうち 72 千円

は回収済である。なお、滞納年数の上位については、滞納期間は 2 年以内であり、同じ滞

納年数の債務者が複数いるため、記載を省略した。 

 

（１０）収入未済額上位 5位（平成 27年 3月 31日現在） 

順位 相手先 収入未済額（千円） 滞納月数（月） 調定年度 滞納整理の現状

1 A 25 23 平成25年度前期分・後期分 電話督促中

2 B 24 23 平成25年度前期分・後期分 電話督促中

3 C 22 23 平成25年度前期分 破産手続中

4 D 20 23 平成25・26年度前期分・後期分 電話督促中

5 E 11 23 平成25・26年度前期分・後期分 電話督促中  
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２．実施した監査手続 

（１）事務の概要把握 

債権管理事務の概要について質問し、関連資料の閲覧を行った。 

 

（２）合規性の検討 

関連法令、条例、規則、要綱等に準拠して事務が行われているかどうか

検討するため、事務の流れについて説明を受け、関連文書の閲覧を行った。 

 

（３）有効性及び効率性の検討 

有効的かつ効率的に、事務が行われているかどうか検討するため事務の

流れについて担当者から説明を受け、関係書類の閲覧を行った。 

 

（４）公平性の検討 

債権管理事務が、法規に準拠し、公平に行われているかを検討するため、

事務の流れについて担当者から説明を受け、関係書類の閲覧を行った。 

 

３．監査の結果及び意見 

（１）督促状を発送すべき（結果） 

道路課担当者は未納者に対して電話連絡、納付指導は実施しているもの

の、督促状を発送していない。未納が発生したのが、平成 25 年度が初めて

であり、未収債権の管理業務に不慣れなことが原因と考えられるが、尼崎

市税外収入金の督促及び滞納処分に関する条例第 1 条において、納期限経

過後 20 日以内に督促状を発するよう定められており、また、最初の督促は

時効中断の事由となることから、早急に督促状を発送すべきである。 
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【３９】土地水面使用料（都市整備局 河港課） 

１．概要 

（１）債権の種類 

尼崎市水路管理条例を適用する非強制徴収公債権。 

 

（２）時効期間 

5年（地方自治法 第 236条第 1項） 

 

（３）制度の概要 

水路の流面又は敷地を利用する等の行為に許可を与えており、その対価

として納付する使用料。 

 

（４）減免･軽減制度について 

通路橋幅員の合計が 4 メートル以下の場合などの、尼崎市水路管理条例

第 12条に定める要件に該当するときは、使用料を減免することができる。 

 

（５）債権の特徴 

水路に通路橋をかける、配管工事をする、水路敷地を利用するなどの水

路の使用等について許可を得たものに対する使用料である。なお、「水路」

とは、河川法（昭和 39 年法律第 167 号）の適用又は準用されない河川、溝

渠（こうきょ）、井溝（いこう）、溜（ため）池で市長が指定したものをい

い、これらの水路に係る管理施設を含む（尼崎市水路管理条例第 2条）。 

使用許可は 5 年更新であり、毎年 4 月 1 日に調定し、前期分（5 月支払）、

後期分（11月支払）の 2回にわけて支払う（注）。 

なお、使用料を滞納した場合の許可の取消等の規定はなく、許可の取り

消し、許可の更新を認めない等の措置を行っても、通路橋等の建造物は現

存するため実効性はない。 

（注）保証人を立てさせることができる（尼崎市水路管理条例第 7条）。 

 



276 

 

水路使用料 

種別 単位 使用料（1月につき） 

通路橋 1平方メート

ル 

170円 

柱類  1本 種類により 360 円、186

円、360 円以内で市長が

定める額 

変圧塔及びこれに類するも

の及び公衆電話所 

1個 363円 

郵便差出箱及び信書便差出

箱 

1個 135円 

地下埋没物 1メートル 外径により 9円～240円 

マンホールその他これに類

するもの 

1平方メート

ル 

300円 

標識及び標柱類 1本 300円 

工事用囲い等 1平方メート

ル 

水面使用 624円 

上空使用 252円 

鉄塔 1平方メート

ル 

300円 

その他のもの 1平方メート

ル又は 1 メー

トル 

624 円以内で市長が定め

る額 

 

（６）調定・収納の状況 

① 調定･収納事務のフロー 

納付の告知は年 1 回で、納付書による窓口納付方式で、前期分（5 月支

払）、後期分（11 月支払）の 2 回にわけて支払う。入金があれば、財務会

計システムに入金情報が登録される。 

 

（７）債権管理の状況 

① 債権管理事務のフロー 

財務会計システムで調定額、入金額、残高の管理をしている。未納者に

ついては、督促状を発送するほかは、問い合わせのあった相手先により電

話による納付交渉を実施している。法的手続（支払督促・訴えの提起等）

を実施した実績はない。 
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② 滞納債権の管理体制 

債権管理を主たる業務とする担当者はいない。河港課職員が他の業務の

傍ら、管理業務を行っている。 

 

③ 台帳の整備 

財務会計システムのデータを元に、エクセルで未納者の台帳を作成して

いるが、平成 25 年以降は台帳の更新（新規滞納者の台帳の作成含む）が行

われていない。 

 

④ 督促・催告 

年 2回（6月、12月）、督促状を発送している。 

 

⑤ 滞納整理 

主に督促状の発送、電話による納付交渉を行っている。財産調査、法的

措置（支払督促・訴えの提起等）、執行停止は行っておらず、延滞金は徴収

していない。 

不納欠損処分は最終納付日から 5 年以上経過している債権を選定して、

年度末に実施している。 

 

（８）調定額､収入済額､不納欠損額､収入未済額（未収債権）､収納率の推移 

(単位：千円)
区分 平成24年度 平成25年度 平成26年度

調定額 56,619 56,179 57,889
現年度分 53,372 53,802 55,128
過年度分 3,247 2,377 2,761

収入済額 54,009 53,209 54,047
現年度分 52,523 52,517 53,632
過年度分 1,486 692 416

不納欠損額 233 208 260
現年度分 － － －
過年度分 233 208 260

収入未済額 2,377 2,761 3,582
現年度分 849 1,285 1,496
過年度分 1,528 1,477 2,086

収納率 95.4% 94.7% 93.4%
現年度分 98.4% 97.6% 97.3%
過年度分 45.8% 29.1% 15.0%  
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（９）収入未済額（未収債権）の滞納年数別内訳 

滞納年数 件数（件） 金額(千円）
1年以内 57 1,496
1年超2年以内 39 1,012
2年超3年以内 21 425
3年超4年以内 17 334
4年超5年以内 15 314
5年超 － －

合計 149 3,582  

（注）年度ごとに調定を行っている。上記件数は調定件数であり、実際の未納者の件数は 57 件で

ある。 

 

（１０）収入未済額上位 5位（平成 27年 3月 31日現在） 

順位 相手先 収入未済額（千円） 滞納月数（月） 調定年度 滞納整理の現状

1 A 316 59
平成22～平成26年
度分

市外居住者で住所地から郵便
物の返送はないが、電話連絡が
つかない状況

2 B 277 59
平成22～平成26年
度分

交渉困難

3 C 118 11 平成26年度分 分割納付中

4 D 116 47
平成23～平成26年
度分

分割納付中

5 E 115 23
平成25～平成26年
度分

交渉中
 

 

（１１）滞納月数が長い債権上位 5位（平成 27年 3月 31日現在） 

順位 相手先 収入未済額（千円） 滞納月数（月） 調定年度 滞納整理の現状

1 A 316 59 平成22～平成26年度分
市外居住者で住所地から郵便物の
返送はないが、電話連絡がつかな
い状況

2 B 277 59 平成22～平成26年度分 交渉困難

3 F 98 59
平成22～平成23年度、平
成25～平成26年度分

交渉困難

4 G 94 59 平成22～平成26年度分 交渉困難

5 H 92 59 平成22～平成26年度分 所在不明
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２．実施した監査手続 

（１）事務の概要把握 

債権管理事務の概要について質問し、関連資料の閲覧を行った。 

 

（２）合規性の検討 

関連法令、条例、規則、要綱等に準拠して事務が行われているかどうか

検討するため、事務の流れについて説明を受け、関連文書の閲覧を行った。 

 

（３）有効性及び効率性の検討 

有効的かつ効率的に、事務が行われているかどうか検討するため事務の

流れについて担当者から説明を受け、関係書類の閲覧を行った。 

 

（４）公平性の検討 

債権管理事務が、法規に準拠し、公平に行われているかを検討するため、

事務の流れについて担当者から説明を受け、関係書類の閲覧を行った。 

 

３．監査の結果及び意見 

（１）滞納債権について積極的な回収努力を行うことの検討（意見） 

平成 25 年以降、一部の例外はあるものの、督促状を発送し、連絡があっ

た場合に対応するのみで、積極的な回収努力を行っていない。また、未納

者の台帳も新規作成、更新されておらず、交渉記録も残されていない。 

債権回収の専任の担当者はおらず、河港課担当者が窓口業務の傍ら回収

業務にあたらなければならない事情はあるものの、十分な回収努力を行っ

ているとはいえない状況である。 

この点、河港課担当者も認識しており、現在、未納者の台帳を整備中で

ある。また、回収体制についても、水路の管理を行っている技術員の未納

者宅への訪問など回収体制の強化を検討中であるが、早急に実施すべきで

ある。 

また、未納者の中には、水路の占用を継続しており、資力もあると考え

られるものについて、時効中断や法的措置が行われないまま、時効経過に

より不納欠損処分されているケースもあるため、悪質と認められる未納者

に対しては、法的処置（支払督促・訴えの提起等）も検討すべきである。 
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【４０】高等学校授業料（教育委員会事務局 学務課） 

１．概要 

（１）債権の種類 

尼崎市立学校授業料等徴収条例、尼崎市立学校授業料等徴収条例施行規

則に基づく尼崎市立高等学校の授業料及び入学料であり、非強制徴収公債

権。 

  

（２）時効期間 

5年（地方自治法 第 236条） 

 

（３）制度の概要 

尼崎市立高等学校に在学する者、もしくは在学していた者から入学料及

び授業料を徴収している。 

 

（４）減免･軽減制度について 

授業料及び入学料は、生徒が生活保護法第 6 条第 1 項に規定する被保護

者であるとき、休学の許可を受けているとき、そのほか教育委員会規則で

定める特別の理由があると認めるときなど、尼崎市立学校授業料等徴収条

例第 6条に定める要件を満たす場合に減免することができる。 

 

（５）債権の特徴 

尼崎市立高等学校の入学料については入学の際に徴収し、授業料につい

ては年 4 期に分割して徴収する。この入学料及び授業料を滞納した場合に

当該未収金となる。 

ただし、「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金

の支給に関する法律」により平成 22 年度から平成 25 年度まで高校授業料

が無償化されているため、当該期間にかかる授業料の未収金は発生しない。

なお、滞納した場合であっても退学等の特段の処置の規定はなく、また滞

納により退学とした実績もない。 

 

（６）調定・収納の状況 

① 調定･収納事務のフロー 

入学金、授業料ともに入学者決定後、各高等学校で尼崎市立高等学校授

業料等収納管理システムへ登録を行い、同システムから納付書を発行し、
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入金管理も実施している。学務課では財務会計システムの数値と各高等学

校から回付された納付書を照合している。なお、入学金が納付されなかっ

た場合は、尼崎市立学校授業料等徴収条例第 4 条第 2 項に基づき、入学は

許可されない。 

 

（７）債権管理の状況 

① 債権管理事務のフロー 

各高等学校で尼崎市立高等学校授業料等収納管理システムに入金入力す

ることで個人別の債権管理を行っている。未収額は個人別月別に財務会計

システムで把握可能であるが、個人別の管理は各高等学校で実施しており、

学務課では総額の管理となっている。 

 

② 滞納債権の管理体制 

債権管理を主たる業務とする担当者はいない。各高等学校に配置された

事務員各 1 名及び学務課職員が、他の業務の傍ら、管理業務を行っている。 

 

③ 台帳の整備 

尼崎市立高等学校授業料等収納管理システムで、債務者別に残債の確認

等の債権管理を行っている。 

 

④ 督促・催告 

納付期日経過後の翌月 20 日に督促状を送付している。催告は実施してい

ない。なお、督促状は各高等学校で作成したものを学務課へ回付し、学務

課ですべての督促状に文書番号を記載したうえで発送を行っている。 

 

⑤ 滞納整理 

１）納付交渉・徴収方法の変更について 

学務課では督促状の送付による納付交渉を行っている。その他、各高等

学校の職員及び事務員が口頭などによる納付交渉を行っていると考えられ

るが、学務課では交渉状況について把握していない。また、裁判所による

回収手続等は実施していない。 
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一部分割納付者がいるが、分割納付額は決めていない。なお、平成 26 年

度からの授業料負担再開後(注)に新たに発生した分割納付者はいない。 

(注) 平成 22 年度から 25 年度は所得に係わらず高等学校の授業料は無償化されていたが、平成 26

年度入学生からは市町村税所得割額が 30 万 4,200 円以上の世帯は授業料を負担することと

なっている。 

 

２）延滞金 

延滞金は徴収している。 

 

３）時効の管理 

年度末の調定繰越処理の際に、尼崎市立高等学校授業料等収納管理シス

テムの情報を元に各高等学校及び学務課で時効管理を行っている。 

 

４）不納欠損処理 

地方自治法第 236 条の規定に基づき、時効が到来した債権について、不

納欠損処理を行う。直近 3年間の実績は以下のとおり。 

（単位：千円）

事由 平成24年度 平成25年度 平成26年度

時効完成 785 1,321 1,646

合計 785 1,321 1,646  

 

（８）調定額､収入済額､納欠損額､収入未済額（未収債権）､収納率の推移 

① 直近 3年間の推移  

(単位：千円)
区分 平成24年度 平成25年度 平成26年度

調定額 5,936 5,075 88,977
現年度分 － － 85,307
過年度分 5,936 5,075 3,671

収入済額 76 84 85,141
現年度分 － － 85,007
過年度分 76 84 134

不納欠損額 785 1,321 1,646
現年度分 － － －
過年度分 785 1,321 1,646

収入未済額 5,075 3,671 2,189
現年度分 － － 300
過年度分 5,075 3,671 1,890

収納率 1.3% 1.6% 95.7%
現年度分 － － 99.6%
過年度分 1.3% 1.6% 3.7%  
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（９）収入未済額（未収債権）の滞納年数別内訳 

滞納年数 件数（件） 金額(千円）

1年以内 － 300

1年超2年以内 － －

2年超3年以内 － －

3年超4年以内 － －

4年超5年以内 － －

5年超 － 1,889

合計 － 2,189  
 

（１０）収入未済額上位 5位（平成 27年 3月 31日現在） 

順位 相手先 収入未済額（千円） 滞納月数（月） 摘要 滞納整理の現状

1 A 273 89 平成19年10月分 分割納付中

2 B 241 91 平成19年8月分 分割納付中

3 C 152 95 平成19年4月分 分割納付中

4 D 152 95 平成19年4月分 分割納付中

5 E 144 104 平成18年7月分 分割納付中  

 

（１１）滞納月数が長い債権上位 5位（平成 27年 3月 31日現在） 

順位 相手先 収入未済額（千円） 滞納月数（月） 摘要 滞納整理の現状

1 F 142 114 平成17年9月分 分割納付中

2 G 74 107 平成18年4月分 分割納付中

3 E 144 104 平成18年7月分 分割納付中

4 C 152 95 平成19年4月分 分割納付中

5 D 152 95 平成19年4月分 分割納付中  

 

２．実施した監査手続 

（１）事務の概要把握 

債権管理事務の概要について質問し、関連資料の閲覧を行った。 

 

（２）合規性の検討 

関連法令、条例、規則、要綱等に準拠して事務が行われているかどうか

検討するため、事務の流れについて説明を受け、関連文書の閲覧を行った。 

 

（３）有効性及び効率性の検討 

有効的かつ効率的に、事務が行われているかどうか検討するため事務の
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流れについて担当者から説明を受け、関係書類の閲覧を行った。 

 

（４）公平性の検討 

債権管理事務が、法規に準拠し、公平に行われているかを検討するため、

事務の流れについて担当者から説明を受け、関係書類の閲覧を行った。 

 

３．監査の結果及び意見 

（１）各高等学校債権管理状況の学務課によるモニタリングの強化（意見） 

未収金の督促や納付交渉を含めた債権管理業務・回収業務は各高等学校

に配置された管理担当者に一任され、担当者から相談があったときのみ、

学務課担当者が相談に乗るなどの支援業務を行っている。 

平成 26 年度の不納欠損は、平成 26 年度に不納欠損処理された 168 件の

債権のうち 125 件、収入未済額ベースでは総額 1,646 千円のうち 1,237 千

円が平成 21 年度に発生した債権であり、時効中断手続が一度も取られない

まま不納欠損となった事案が多数含まれている可能性がある。 

発生年度 件数 収入未済額（千円）
構成割合

(収入未済額ベース)

平成18年度 5 48 2.9%
平成19年度 7 62 3.8%
平成20年度 31 299 18.2%
平成21年度 125 1,237 75.1%

合計 168 1,646  

また、平成 25 年度で授業料無償化が終了したことに伴い、今後債権が増

加していくと想定される。 

以上により、学務課においては、新たな滞納債権の発生を防止し、また

長期滞納債権については計画的に回収を進めるための方針を策定し、当該

方針を各学校への周知の上、債権管理の状況をモニタリングすることが必

要である。具体的には、滞納の初期段階での催告状の送付や納付交渉の徹

底、分割納付の要件を定めた上での書面による分割納付誓約書の入手等を

各学校へ指導し、その実施状況につき、特に高額債権や長期滞留債権につ

いては、モニタリングを強化することなどが望まれる。 
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【４１】幼稚園保育料（教育委員会事務局 学務課） 

１．概要 

（１）債権の種類 

尼崎市立学校授業料等徴収条例、尼崎市立学校授業料等徴収条例施行規

則に基づく尼崎市立幼稚園の保育料であり、非強制徴収公債権。 

  

（２）時効期間 

5年（地方自治法 第 236条） 

 

（３）制度の概要 

尼崎市立幼稚園に在園する者、もしくは在園していた者から保育料を徴

収している。 

 

（４）減免･軽減制度について 

保育料は、園児が生活保護法第 6 条第 1 項に規定する被保護者であると

き、休園の許可を受けているとき、そのほか教育委員会規則で定める特別

の理由があると認めるときなど、尼崎市立学校授業料等徴収条例第 6 条に

定める要件を満たす場合に減免することができる。 

 

（５）債権の特徴 

尼崎市立幼稚園の保育料については毎月末日までに徴収する。この保育

料を滞納した場合に当該未収金となる。なお、滞納した場合、出席停止に

係る規定はあるが、出席停止の実績はない。 

 

（６）調定・収納の状況 

① 調定･収納事務のフロー 

基本的には、被保護者の指定を受けた口座からの振替により入金が行わ

れる。入金後、金融機関から市の会計管理室を通じて送付された調定決議

書、会計管理室が入力した財務会計システムの入金額、幼稚園から送付さ

れる口座振替明細表の整合性を確認している。 

 

（７）債権管理の状況 

① 債権管理事務のフロー 

在園児に係る債権管理は各幼稚園が主体となり実施しており、学務課で
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は個人別の債権は幼稚園から送付される「保育料等滞納者一覧」で確認し

ている。また、在園児に係る債権者に対する直接の納付交渉は各幼稚園が

主体となり実施している。学務課では、各園からの相談・報告により、在

園児にかかる納付交渉の状況を把握している。 

また、卒園児に係る債権管理は学務課が主体となり実施しており、催告

状の直接送付や分割納付誓約交渉を行っている。 

 

② 滞納債権の管理体制 

債権管理を主たる業務とする担当者はいない。各幼稚園の園長及び学務

課職員が、他の業務の傍ら、管理業務を行っている。 

 

③ 台帳の整備 

在園児に係る債権管理は、各幼稚園が作成し学務課に送付される「保育

料等滞納者一覧」により、残債権の確認等の債権管理を行っている。なお、

各年度末に債権者別に財務会計システムに未納者情報を入力しており、在

園児のそれ以降の納付に伴うシステム処理及び卒園児に係る債権管理につ

いては、財務会計システムで行っている。 

 

④ 督促・催告 

納付期日経過後の翌月 20 日以内に督促状を学務課が発行し、各幼稚園経

由で債務者に送付している。なお、督促状を発行する際には都度過去の未

納分もあわせて督促状を発行している。 

また、卒園後の未納については、学務課が年 2～3 回催告書を発行し、直

接債務者に送付している。 

 

⑤ 滞納整理 

１）納付交渉・徴収方法の変更について 

督促状及び催告書の送付、電話、訪問による納付交渉を行っている。 

在園児に係る納付交渉については各幼稚園の園長が主体として行ってい

るが、学務課と一体的に行う場合や、学務課が引き継いで行う場合もある。

なお、地方自治法施行令第 171 条の 6 に定める納付誓約書による分割納付

を認めており、平成 24年度、平成 26 年度に分割納付誓約の実績がある。 
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２）延滞金 

平成 26 年度より延滞金を合算した上で催告書等を送付している。延滞金

が納付された実績はない。 

 

３）時効の管理 

財務会計システムから 5 年超のデータを抽出し、各幼稚園及び学務課で

のこれまでの交渉経緯を確認した上で、時効の起算日から 5 年以上経過し

ているものを時効経過としている。 

 

４）不納欠損処理 

地方自治法第 236 条の規定に基づき、時効が到来した債権について、不

納欠損処理を行う。直近 3年間の実績は以下のとおり。 

（単位：千円）

事由 平成24年度 平成25年度 平成26年度

時効完成 53 101 135

合計 53 101 135  

 

（８）調定額､収入済額､不納欠損額､収入未済額（未収債権）､収納率の推移 

① 直近 3年間の推移 

(単位：千円)
区分 平成24年度 平成25年度 平成26年度

調定額 109,719 113,667 106,369
現年度分 108,791 112,994 105,733
過年度分 928 673 636

収入済額 108,993 112,925 105,788
現年度分 108,736 112,793 105,678
過年度分 257 131 109

不納欠損額 53 101 135
現年度分 － － －
過年度分 53 101 135

収入未済額 673 641 447
現年度分 55 200 55
過年度分 618 440 392

収納率 99.3% 99.3% 99.5%
現年度分 99.9% 99.8% 99.9%
過年度分 27.7% 19.5% 17.2%  
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（９）収入未済額（未収債権）の滞納年数別内訳 

滞納年数 件数（件） 金額(千円）

1年以内 12 55

1年超2年以内 17 109

2年超3年以内 － －

3年超4年以内 9 82

4年超5年以内 13 118

5年超 11 83

合計 62 447  

 

（１０）収入未済額上位 5位（平成 27年 3月 31日現在） 

順位 相手先 収入未済額（千円） 滞納月数（月） 摘要 滞納整理の現状

1 A 155 55
平成22年8月～平成23
年12月分

督促中

2 B 100 21
平成25年6月～平成27
年3月分

督促中

3 C 60 103
平成18年8月～平成19
年3月分

督促中

4 D 36 59
平成22年4月～平成22
年7月分

督促中

5 E 9 50 平成22年1月 督促中  

 

（１１）滞納月数が長い債権上位 5位（平成 27年 3月 31日現在） 

順位 相手先 収入未済額（千円） 滞納月数（月） 摘要 滞納整理の現状

1 C 60 103
平成18年8月～平成19
年3月分

督促中

2 F 8 95 平成19年4月分 督促中

3 G 8 72 平成20年3月分 督促中

4 H 8 72 平成20年3月分 督促中

5 D 36 59
平成22年4月～平成22
年7月分

督促中
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２．実施した監査手続 

（１）事務の概要把握 

債権管理事務の概要について質問し、関連資料の閲覧を行った。 

 

（２）合規性の検討 

関連法令、条例、規則、要綱等に準拠して事務が行われているかどうか

検討するため、事務の流れについて説明を受け、関連文書の閲覧を行った。 

 

（３）有効性及び効率性の検討 

有効的かつ効率的に、事務が行われているかどうか検討するため事務の

流れについて担当者から説明を受け、関係書類の閲覧を行った。 

 

（４）公平性の検討 

債権管理事務が、法規に準拠し、公平に行われているかを検討するため、

事務の流れについて担当者から説明を受け、関係書類の閲覧を行った。 

 

３．監査の結果及び意見 

特に指摘すべき事項はなかった。 
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【４２】私立大学等入学支度金貸付金回収金（教育委員会事務局 学務

課） 

１．概要 

（１）債権の種類 

大学、高等学校等に進学困難な者の保護者に対し、支度金を貸し付ける

ことにより、進学困難な者に進学の機会を与えることを目的とした尼崎私

立大学及び私立高等学校等入学就学支援金貸付条例に基づく支度金であり、

私債権。 

  

（２）時効期間 

5年（地方自治法 第 236条） 

 

（３）制度の概要 

私立大学等入学支度金貸付金は、学校教育法に規定する学校のうち、私

立学校法に規定する学校法人が設置した大学、高等学校、中等教育学校の

後期課程、高等専門学校及び国若しくは地方公共団体以外のものが設置す

る専修学校への進学が困難なものに対し進学支度金を貸与する制度である。 

なお、尼崎市市立大学及び高校学校等入学支度金貸付条例を廃止する条

例の施行により平成 22 年度で当該制度は終了し、新規貸付は終了している。 

 

（４）債権の特徴 

当該債権は、尼崎市私立大学及び私立高等学校等入学支度金貸付条例、

同施行規則に従い、大学、高等学校等に進学困難な者に進学の機会を与え

るため、その保護者に対し、支度金として貸し付けたものである。1 人に

つき大学の場合にあっては 300,000 円、高等学校等の場合にあっては

100,000 円を貸付限度とする。なお、貸付利子は無利子である。また、貸

付にあたっては教育委員会規則で定める連帯保証人 1 人をたてなければな

らない。償還は貸し付けた日の属する年度の翌年度の 7 月まで据置き、そ

の後 40 ヶ月以内の均等月賦償還により行われるが、教育委員会が認めた場

合に限り償還期限の延長又は減免を受けることができる。なお、償還期限

の延長は実績があるが、減免の実績はない。 
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（５）調定・収納の状況 

① 調定・収納事務のフロー 

財務会計システムに入力された入金額を確認し、学務課で貸付金償還台

帳及び個人別の滞納月数管理資料の入金消し込みを行うことで個人別の債

権管理を行っている。 

 

（６）債権管理の状況 

① 債権管理事務のフロー 

年初に調定を上げる際に全員に納付書及び督促状を送付している。さら

に悪質な場合は催告状、内容証明郵便を送付する。 

さらに毎年債権の内容を確認し、一定金額以上の者や時効が近いものを

中心に裁判所への申立による支払督促、訴えの提起を行っている。 

 

② 滞納債権の管理体制 

債権管理を主たる業務とする担当者はいない。学務課職員 1 名が、他の

業務の傍ら、管理業務を行っている。 

 

③ 台帳の整備 

個人別の貸付金償還台帳で、債務者別に残債の確認等の債権管理を行っ

ている。 

 

④ 督促・催告 

未納額 15 万円以上の債務者のうち、納付実績がない者、時効が迫ってい

る者、金額が大きい者などに対して、裁判所を通した督促状の送付を行っ

ている。また、年度末付近には、尼崎市法制課が契約している弁護士名で

催告書を送付している。 

 

⑤ 滞納整理 

主に納付書・督促状・催告状等の送付による納付交渉を行っている。ま

た、適宜裁判所への申立による支払督促も行っている。債務者が分割納付

を要求した場合には、分割納付に応じている。 
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（７）調定額､収入済額､不納欠損額､収入未済額（未収債権）､収納率の推移 

① 直近 3年間の推移 

(単位：千円)
区分 平成24年度 平成25年度 平成26年度

調定額 17,476 16,490 15,408
現年度分 3,850 2,210 700
過年度分 13,626 14,280 14,708

収入済額 3,196 1,783 1,804
現年度分 2,020 1,220 333
過年度分 1,176 563 1,471

不納欠損額 － － －
現年度分 － － －
過年度分 － － －

収入未済額 14,280 14,708 13,604
現年度分 1,830 990 368
過年度分 12,450 13,718 13,237

収納率 18.3% 10.8% 11.7%
現年度分 52.5% 55.2% 47.5%
過年度分 8.6% 3.9% 10.0%  

 

（８）収入未済額（未収債権）の滞納年数別内訳 

滞納年数 件数（件） 金額（千円）
1年以内 55 368
1年超2年以内 140 810
2年超3年以内 221 1,303
3年超4年以内 213 1,223
4年超5年以内 154 1,383
5年超 1,503 8,519

合計 2,286 13,604  

 

（９）収入未済額上位 5位（平成 27年 3 月 31日現在） 

順位 相手先 収入未済額（千円） 滞納月数（月） 摘要 滞納整理の現状

1 A 300 43 平成23年8月分 分割納付中

2 B 300 43 平成23年8月分 分割納付中

3 Ｃ 300 67 平成21年8月分 分割納付中

4 Ｄ 300 79 平成20年8月分 分割納付中

5 Ｅ 300 79 平成20年8月分 分割納付中  
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（１０）滞納月数が長い債権上位 5位（平成 27年 3月 31日現在） 

順位 相手先 収入未済額（千円） 滞納月数（月） 摘要 滞納整理の現状

1 F 73 382 昭和58年5月分 転居先不明

2 G 40 343 昭和61年8月分 分割納付中

3 H 45 226 平成8年5月分 転居先不明

4 I 120 224 平成8年7月分 分割納付中

5 J 45 201 平成10年6月分 分割納付中  
 

２．実施した監査手続 

（１）事務の概要把握 

対象局に、債権管理事務の概要について質問し、関連資料の閲覧、関連

システムの観察を行った。 

 

（２）合規性の検討 

関連法令、条例、規則、要綱等に準拠して事務が行われているかどうか

検討するため、事務の流れについて説明を受け、関連文書の閲覧を行った。 

 

（３）有効性及び効率性、公平性の検討 

滞納債権 5 件について、債権回収にかかる経緯について説明を受け、関

係書類の閲覧を行った。 

 

３．監査の結果及び意見 

特に記載すべき事項はなかった。 

 

 


