
定期監査等結果報告書における指摘事項及び措置状況

No 担当局 担当課 監査結果の要旨（指摘事項） 措置状況 措置内容 措置通知日

夢前ケーブルネットワーク使用料収入事務

未収金が認められた。

住民基本台帳システム運用保守業務委託契約事務

委託業務の従事者が個人情報に接触する機会があるにも関わらず、
受託者から秘密の保持に関する誓約書を提出させていなかった。

教育システム運用保守に係る業務委託契約事務

委託業務の従事者が個人情報に接触する機会があるにも関わらず、
受託者から秘密の保持に関する誓約書を提出させていなかった。

下水道システム再構築業務委託契約事務

委託業務の従事者が個人情報に接触する機会があるにも関わらず、
受託者から秘密の保持に関する誓約書を提出させていなかった。

選挙人名簿管理システム運用保守業務委託契約事務

委託業務の従事者が個人情報に接触する機会があるにも関わらず、
受託者から秘密の保持に関する誓約書を提出させていなかった。

共通基盤・文字管理システム運用、保守業務委託契約事務

委託業務の従事者が個人情報に接触する機会があるにも関わらず、
受託者から秘密の保持に関する誓約書を提出させていなかった。

H29.5.10

H29.5.10

H29.5.10

H29.5.10

H29.5.10

H29.5.10

当該契約事務において、受託者から誓約書を徴取した。

措置済

当該契約事務において、受託者から誓約書を徴取した。

措置済

毎月、口座振替により徴収していることから確実に徴収
できており、振替不能となったものについては再振替や
督促等により早期に徴収できている。未収金の大半は、
過去において振替不能のまま居所不明となっている事案
によるものであり、督促、催告、行方調査を徹底し、確
実な早期徴収を期している。

措置済

当該契約事務において、受託者から誓約書を徴取した。

当該契約事務において、受託者から誓約書を徴取した。

措置済

当該契約事務において、受託者から誓約書を徴取した。

措置済

措置済

平成２８年度

6

1 情報政策室

2 情報政策室

3 情報政策室

総務局

総務局

総務局

4 情報政策室

5

総務局

総務局

総務局 情報政策室

情報政策室
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定期監査等結果報告書における指摘事項及び措置状況

No 担当局 担当課 監査結果の要旨（指摘事項） 措置状況 措置内容 措置通知日

平成２８年度

下水道システム運用保守業務委託契約事務

委託業務の従事者が個人情報に接触する機会があるにも関わらず、
受託者から秘密の保持に関する誓約書を提出させていなかった。

介護保険システム再構築業務委託契約事務

委託業務の従事者が個人情報に接触する機会があるにも関わらず、
受託者から秘密の保持に関する誓約書を提出させていなかった。

生体認証システム等賃貸借契約事務

賃貸借業務の従事者が個人情報に接触する機会があるにも関わら
ず、受託者から秘密の保持に関する誓約書を提出させていなかっ
た。

「市外交流研修事業」に係るバス借上契約事務

市の予算額で契約し、超過した借上料に係る契約を事業参加者が市
の契約相手方と締結していた。事業実施者である市が行うべき契約
の一部を第三者に行わせることは、事業主体、責任の所在が不明確
になりかねない。

地域改善対策厚生資金貸付金回収事務

未収金が認められた。

H29.5.8

H29.5.8

H29.5.10

H29.5.10

H29.5.10

10 市民局 人権啓発課 措置済

11 市民局 人権総務課 措置済

7 総務局 情報政策室 措置済

8 総務局 情報政策室 措置済

9 総務局 情報政策室 措置済

当該契約事務において、受託者から誓約書を徴取した。

当該契約事務において、受託者から誓約書を徴取した。

平成２９年度以降は、当該事業の予算枠の増加等を図
り、市における契約のみの枠内で必要な事業実施を行う
ことで、事業主体の確定と責任の明確化を図る。

平成２８年度において、６ヶ月間償還がない借受人に対
して、催告書・納付書を送付した。あわせて、借受人宅
に隣戸訪問を行い、分割納付等可能な範囲での償還を促
すなど、債権回収に努めている。
しかし、制度開始から４８年近くが経過し、滞納者の高
齢化に伴う返済能力の低下や債務者・連帯保証人の住所
移転・死亡等により、債権回収が困難な事例も発生して
いることから、今後、不良債権処理に対する姫路市全体
の方針と整合を図り、早期回収に努めていく。

当該契約事務において、受託者から誓約書を徴取した。
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定期監査等結果報告書における指摘事項及び措置状況

No 担当局 担当課 監査結果の要旨（指摘事項） 措置状況 措置内容 措置通知日

平成２８年度

休日・夜間急病センター使用料収入事務

未収金が認められた。

休日・夜間急病センター投薬容器等実費収入事務

未収金が認められた。

養護老人ホーム等受益者負担金収入事務

未収金が認められた。

生活支援短期宿泊費用負担金収入事務

未収金が認められた。

H29.5.15

H29.5.15

H29.5.15

H29.5.15

12 健康福祉局 保健福祉政策課 措置済

13 健康福祉局 保健福祉政策課 措置済

14 健康福祉局 高齢者支援課 措置済

15 高齢者支援課健康福祉局 措置済

平成２８年度からは、指定管理者に対し、週ごとの未納
者の報告を行わせ、文書による督促を行っている。
今後も、文書による催告及び督促を行うなど、早期徴収
に努めていく。

平成２８年度からは、指定管理者に対し、週ごとの未納
者の報告を行わせ、文書による督促を行っている。
今後も、文書による催告及び督促を行うなど、早期徴収
に努めていく。

監査日以降、訪問及び電話による督促を続けた結果、平
成２９年３月３１日現在の収入未済額は次のとおりと
なった。
また、姫路市債権管理条例第８条に基づき、債権放棄
し、不納欠損処理を実施した。
未収金については引き続き徴収に努めていく。

【未収金の状況】
　＜別表１＞参照

監査日以降、訪問及び電話による督促を続けた結果、平
成２９年３月３１日現在の収入未済額は次のとおりと
なった。
また、姫路市債権管理条例第８条に基づき、債権放棄
し、不納欠損処理を実施した。
未収金については引き続き徴収に努めていく。

【未収金の状況】
　＜別表２＞参照
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定期監査等結果報告書における指摘事項及び措置状況

No 担当局 担当課 監査結果の要旨（指摘事項） 措置状況 措置内容 措置通知日

平成２８年度

在宅高齢者介護手当返還金収入事務

未収金が認められた。

高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業費負担金収入事務

未収金が認められた。

居宅サービス事業者等指定申請手数料徴収事務

手数料は書類の申請の際に徴収するとされているにもかかわらず、
申請後に納付させている例があった。

休日・夜間急病センター指定管理協定事務

月ごとの管理業務の実施状況に関する報告書を指定管理者から提出
されるよう適正に管理・指導すること。

市税収納事務

未収金が認められた。

H29.5.15

H29.5.15

H29.5.15

H29.5.15

H29.5.15

19 健康福祉局 保健福祉政策課 措置済

監査日以降、指定管理者に対し、月ごとの管理業務の実
施状況に関する報告書を提出するよう指導し、毎月提出
させている。

20 財政局 納税課 措置済

徴収対策としては、通常の督促・催告業務の他、次の施
策等を実施した。
　・債権を中心とした差押え等の滞納処分の強化
　・公売及び公売処分を前提とした納税指導
　・休日臨戸納税指導
　・休日電話催告
　・夜間電話催告
　・夜間納税相談
　・口座振替の推進

今後も積極的に滞納整理を行い、収入未済額の早期徴収
及び圧縮に努める。

滞納者に対しては、訪問および電話による指導、文書に
よる催告などにより、収入未済額の早期徴収に努めてい
る。

手数料の発生する申請書の受理は、手数料の納付を確認
してから行うよう運用を改善した。

措置済

18 監査指導課

17 地域包括支援課健康福祉局

健康福祉局

措置済

措置済

監査日以降、訪問及び電話による督促を続けた結果、平
成２９年３月３１日現在の収入未済額は次のとおりと
なった。
また、姫路市債権管理条例第８条に基づき、債権放棄
し、不納欠損処理を実施した。
未収金については引き続き徴収に努めていく。

【未収金の状況】
　＜別表３＞参照

16 高齢者支援課健康福祉局
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定期監査等結果報告書における指摘事項及び措置状況

No 担当局 担当課 監査結果の要旨（指摘事項） 措置状況 措置内容 措置通知日

平成２８年度

指定管理施設に係る入園料収入事務

手柄山温室植物園の平成27年度の後納扱いの入園料（平成27年10月
分～平成28年3月分、8,480円）について、出納整理期間中の平成28
年5月13日付で指定管理者から払込を受けており、平成27年度の収入
として処理すべきところ、平成28年度の収入として処理していた。

【指定管理者監査】
　公益財団法人姫路市救急医療協会
　休日・夜間急病センター指定管理協定事務

月ごとの管理業務の実施状況に関する報告書を指定管理者から市に
適正に報告すること。

路上喫煙過料徴収事務

未収金が認められた。

行政財産使用料に係る収入事務

姫路駅周辺における路上駐輪場設置に係る行政財産使用料につい
て、平成２８年５月６日付で前期分（４月分～９月分）の納入の通
知を行い、納期限を５月２３日に設定していた。また、１０月３１
日付で後期分（１０月分～翌年３月分）の納入の通知を行い、納期
限を１１月１５日に設定していた。
　行政財産の許可使用に関する使用料条例第５条において、前期分
と後期分の使用料の納期限は、それぞれ４月末、１０月末までと定
められており、納入の通知及び納期限の設定に際しては、関係条例
を遵守すること。

高等学校授業料収入関係事務

未収金が認められた。

H29.5.12

H29.5.15

H29.9.27

H29.9.27

H29.9.28

22 健康福祉局 保健福祉政策課 措置済

指定管理者から、月ごとの管理業務の実施状況に関する
報告書を市に提出するよう改めている。

21 建設局 公園緑地課 措置済

手柄山温室植物園の後納払いの入園料については、出納
整理期間中に払込を受けた場合、入園料が支払われた年
度に関わらず、実際に入園した年度の収入として適正に
処理するように事務を改めている。

24 建設局 建設総務課 措置済

平成２９年度前期分の当該行政財産使用料について、行
政財産の許可使用に関する使用料条例第５条及び姫路市
の休日を定める条例第３条に基づき、納期限を平成２９
年５月１日として相手方への納入通知を行った。

23 環境局 美化業務課 措置済

過料未納者については督促状を発送し早期徴収に努めて
いる。また、督促状発送後、未納者については催告で徴
収に努めている。

25 教育委員会事務局 学校指導課 措置済

督促及び催告により未収状態は解消した。今後とも早期
収納に努めていく。
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定期監査等結果報告書における指摘事項及び措置状況

No 担当局 担当課 監査結果の要旨（指摘事項） 措置状況 措置内容 措置通知日

平成２８年度

幼稚園保育料収入関係事務

未収金が認められた。

大学生等奨学貸付金収入関係事務（

未収金が認められた。

売場等使用料徴収事務

未収金が認められた。

電気・水道料等償還金徴収事務

未収金が認められた。

市営住宅等使用料関係事務

未収金が認められた。

H29.9.19

H29.9.19

H29.9.25

H29.9.28

H29.9.28

26 教育委員会事務局 学校指導課 措置済

過年度分の一部について、時効による不納欠損があった
が、その他の未収状態は解消した。今後とも早期収納に
努めていく。

28 産業局 中央卸売市場 措置済

監査日現在（平成２９年５月１１日現在）の未収入金
１，６８５，５９９円について徴収に努め、現在（平成
２９年９月２０日）の未収入状況は、売場等使用料未収
金１，５７６，４４９円となっております。
なお、未収金については、納付計画に基づき毎月分納さ
れている。

27 教育委員会事務局 学校指導課 措置済

文書、電話等による督促及び催告を本人及び連帯保証人
に対し行うことにより、収入未済金額は減少したが、さ
らに悪質な案件については、法制課及び債権管理室と連
携し、弁護士に債権回収業務を委任することにより徴収
を強化している。
今後もこれらの取組を継続し、収納状況の改善に努めて
いく。

30 都市局 住宅課 措置済

滞納者に対し催告に努めるとともに、長期高額滞納者に
対し措置通知現在までに明渡訴訟を３件提起した。
また措置通知現在までに未収金２８，７８４，０１７円
を徴収した。

29 産業局 中央卸売市場 措置済

監査日現在（平成２９年５月１１日現在）の未収入金１
１，３４８円について徴収に努め、電気・水道料金償還
金未収金現在（平成２９年９月２０日）の未収入状況
は、０円となっております。
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定期監査等結果報告書における指摘事項及び措置状況

No 担当局 担当課 監査結果の要旨（指摘事項） 措置状況 措置内容 措置通知日

平成２８年度

市営住宅自動車保管場所使用料関係事務

未収金が認められた。

市営住宅目的外使用料関係事務

未収金が認められた。

店舗等使用料関係事務

未収金が認められた。

住宅建設資金等貸付金償還関係事務

未収金が認められた。

市営住宅及び再開発住宅不正入居損害賠償金関係事務

未収金が認められた。

阿保地区阿保川築造他（その３）家屋調査委託契約事務

関係書類を調査したところ、契約規則第２９条第１項第１号に基づ
いて契約保証金を免除しているが、履行保証保険契約の保険証書が
なかった。
契約規則どおりの事務を行うこと。

R2.9.16

R2.9.16

R2.9.16

H29.9.25

H29.9.25

H29.9.2536 都市局 阿保地区整備課 措置済

契約書作成チェックシートにより、確実に関係書類を精
査し、契約規則どおり適正な事務処理を徹底する。

35 都市局 住宅課 措置済

催告及び納付指導を行い、早期徴収に努めている。
その結果、措置通知現在までに未収金３０，０００円を
徴収した。

34 都市局 住宅課 措置済

催告及び納付指導を行い、早期徴収に努めている。
その結果、措置通知現在までに未収金７，７２３，３４
９円を徴収した。

33 都市局 住宅課 措置済

催告及び納付指導を行い、早期徴収に努めました。
現年度分については、全額徴収済みであり、未収金
1,276,000円については、引き続き早期徴収に努めま
す。

32 都市局 住宅課 措置済

催告及び納付指導を行い、早期徴収に努めました。
平成３０年度決算時点における収入未済額は68,636円で
あり、そのうち32,400円については、平成３１年度中に
不納欠損処理を行いました。
未収金36,236円については、引き続き早期徴収に努めま
す。

31 都市局 住宅課 措置済

催告及び納付指導を行い、早期徴収に努めました。
現年度分については,全額徴収済みであり、未収金
862,000円については、引き続き早期徴収に努めます。
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定期監査等結果報告書における指摘事項及び措置状況

No 担当局 担当課 監査結果の要旨（指摘事項） 措置状況 措置内容 措置通知日

平成２８年度

使用料徴収事務

未収金が認められた。

受益者負担金等徴収事務

未収金が認められた。

水洗便所改造資金貸付関係事務

未収金が認められた。

H29.9.14

H29.9.14

H29.9.1439 下水道局 下水道業務課 措置済

未収金については、「未収金対策チーム」を下水道業務
課内に設け、平成28年12月から平成29年3月までを「未
収金対策強化期間」とし、休日・平日の訪問徴収の実施
や電話による催告等、滞納者に対し強力に納付指導し
た。また、今年度から新たに6月も「未収金対策強化期
間」として、取組を強化した。
効率的かつ健全な企業会計の事業運営を図るため、今後
も引き続き適切な納付指導を積極的に行い、未収金の早
期徴収に努めていく。

38 下水道局 下水道業務課 措置済

未収金については、「未収金対策チーム」を下水道業務
課内に設け、平成28年12月から平成29年3月までを「未
収金対策強化期間」とし、休日・平日の訪問徴収の実施
や電話による催告等、滞納者に対し強力に納付指導し
た。また、今年度から新たに6月も「未収金対策強化期
間」として、取組を強化した。
効率的かつ健全な企業会計の事業運営を図るため、今後
も引き続き適切な納付指導を積極的に行い、未収金の早
期徴収に努めていく。

37 下水道局 下水道業務課 措置済

未収金については、「未収金対策チーム」を下水道業務
課内に設け、平成28年12月から平成29年3月までを「未
収金対策強化期間」とし、休日・平日の訪問徴収の実施
や電話による催告等、滞納者に対し強力に納付指導し
た。また、今年度から新たに6月も「未収金対策強化期
間」として、取組を強化した。
効率的かつ健全な企業会計の事業運営を図るため、今後
も引き続き適切な納付指導を積極的に行い、未収金の早
期徴収に努めていく。
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定期監査等結果報告書における指摘事項及び措置状況

No 担当局 担当課 監査結果の要旨（指摘事項） 措置状況 措置内容 措置通知日

平成２８年度

水道料金収入関係事務

未収金が認められた。

補助金等交付関係事務

政務活動費収支報告書に添付された政務活動費支出書（写し）にお
いて、姫路市議会政務活動費交付規則第５条で定められた様式の金
額受領欄に、受領年月日、受領者の住所及び氏名の記載のないもの
が、一部の会派を除き多数見受けられた。適正に事務処理が行われ
るよう指導すること。

H29.9.11

H29.9.2641 議会事務局 総務課 措置済

政務活動費支出書における金額受領欄については、規則
を定めた当初、受領した会派名若しくは議員名を記載す
ることを予定していたが、別に詳細資料を添付すること
により、多くの会派では省略できるものと判断されてい
たようである。
今回、再度の指摘を受け、様式の見直し等も含め検討し
たが、当初の趣旨に立ち返り、未記載の会派に説明の
上、金額受領欄への記載を指導したところである。今後
も引き続き適正に事務処理が行われるよう努めていく。

40 水道局 総務課 措置済

各年度の収入率は、翌年度9月末現在で99.6％以上を確
保している。
未収金の解消に向けては、営業関連業務包括委託におい
て、これまで受託事業者の収納率が99.6％を下回った場
合、0.01％の減につき40万円を委託料より減額するペナ
ルティ制度を設けていたが、平成27年10月の契約更新で
は、現年度分の収納率が99.8％を上回った場合、0.01％
の増につき20万円を委託料に加算するなどのインセン
ティブ制度を新たに設け、相手方の収納努力を評価する
ことにより、収納率向上意欲の促進を図っている。
また、未収金については、利用者の転居先不明（無断退
去）、倒産等が発生の主な要因となっており、受託業者
への指導・監督の強化や督促・停水等による滞納整理等
に取り組むとともに、姫路市債権管理条例に基づく適正
な管理、債権回収等に努め、今後も、水道料金の早期収
入に努めていく。
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＜ふれあいの郷養護老人ホーム＞
【平成２８年１０月末現在】 （円単位）

区分 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額
現年度分 12,054,800 11,955,380 0 99,420
過年度分 2,905,806 129,800 1,981,300 794,706

合計 14,960,606 12,085,180 1,981,300 894,126

【平成２９年３月末現在】 （円単位）
区分 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額

現年度分 29,624,824 29,419,224 0 205,600
過年度分 2,905,806 141,353 2,127,500 636,953

合計 32,530,630 29,560,577 2,127,500 842,553

＜その他の養護老人ホーム＞
【平成２８年１０月末現在】 （円単位）

区分 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額
現年度分 14,790,742 14,790,742 0 0
過年度分 1,008,204 1,008,204

合計 15,798,946 14,790,742 0 1,008,204

【平成２９年３月末現在】 （円単位）
区分 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額

現年度分 36,209,657 35,905,157 0 304,500
過年度分 1,008,204 0 155,450 852,754

合計 37,217,861 35,905,157 155,450 1,157,254

【平成２８年１０月末現在】 （円単位）
区分 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額

過年度分 36,800 0 0 36,800
合計 36,800 0 0 36,800

【平成２９年３月末現在】 （円単位）
区分 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額

過年度分 36,800 0 0 36,800
合計 36,800 0 0 36,800

【平成２８年１０月末現在】 （円単位）
区分 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額

現年度分 31,500 31,500 0
過年度分 84,000 0 0 84,000

合計 115,500 31,500 0 84,000

【平成２９年３月末現在】 （円単位）
区分 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額

現年度分 31,500 31,500 0 0
過年度分 84,000 0 52,500 31,500

合計 115,500 31,500 52,500 31,500

＜別表２＞ 生活支援短期宿泊費用負担金収入事務【高齢者支援課】

＜別表３＞ 在宅高齢者介護手当返還金【高齢者支援課】

＜別表１＞ 養護老人ホーム等受益者負担金収入事務【高齢者支援課】


