
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

国民健康保険料及び国民健康保険税使用料収入関係事務

未収金が認められた。

後期高齢者医療保険料収入関係事務

未収金が認められた。

放課後児童健全育成事業受益者負担金関係事務

未収金が認められた。

放課後児童クラブ傷害保険料関係事務

未収金が認められた。

平成２９年度

1 国民健康保険課

2
後期高齢者医療保
険課

3 こども政策課

市民局

市民局

健康福祉局

4 こども政策課健康福祉局

文書及び電話による督促及び児童手当からの直接徴収制
度を積極的に活用した結果、平成３０年３月末現在の収
入未済額は次のとおりとなった。
未収金については、引き続き、早期徴収に努めていく。

【未収金の状況】
　＜別表３＞参照

措置済

後期高齢者医療保険料の未収金については、制度の安定
的な運営、被保険者間の負担の公平という観点から、早
期に収納することが重要であると認識し、督促や電話催
告・文書催告、自主納付が困難な方への訪問徴収の実
施、徴収困難な案件については債権整理室への移管によ
る滞納処分の実施を行っている。
また、後期高齢者医療制度への新規加入者及び口座振替
未利用者への勧奨を積極的に行い、滞納防止にも力を入
れている。

措置済

収入未済額の早期徴収については、極めて重要な課題で
あり、被保険者間の負担の公平性という観点からも早期
収納に努めているところである。
今後とも、納付相談の機会の確保に努め、悪質滞納者へ
の資産状況の調査や差押え等の滞納処分の強化を図り、
収入未済額の早期収納に取り組んでいく。

措置済

文書及び電話による督促の結果、平成３０年３月末現在
の収入未済額は次のとおりとなった。
未収金については、引き続き、早期徴収に努めていく。

【未収金の状況】
　＜別表４＞参照

措置済

H30.5.2

H30.5.2

H30.5.11

H30.5.11
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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２９年度

子育て短期支援事業受益者負担金関係事務

未収金が認められた。

児童手当過年度返還金関係事務

未収金が認められた。

児童扶養手当過年度返還金関係事務

未収金が認められた。

子育て応援特別手当過払い返還金関係事務

未収金が認められた。

母子父子寡婦福祉資金貸付事業関係事務

未収金が認められた。

6

5 健康福祉局

健康福祉局 こども支援課

こども支援課

定期的に文書による催告を行い、収入未済額の早期徴収
に努めている。

【未収金の状況】
　＜別表１＞参照

過年度の未収金の徴収は完了した。
現年度の未収金については、電話による催告により償還
指導を行っており、早期徴収に努めていく。措置済

措置済

定期的に文書、電話による催告を行い、分割納入の措置
を取るなど、引き続き、収入未済額の早期徴収に努め、
令和２年８月２４日に全額収入済となった。

【未収金の状況】
　＜別表２＞参照

福祉納付推進員による訪問徴収や、母子・父子自立支援
員による電話、文書、訪問等の償還指導を実施するとと
もに、長期滞納者については、債権管理室と連携した弁
護士委託による支払督促により、償還再開に至ってい
る。
今後も、債権管理室の協力を得ながら、より一層の適正
な債権管理及び未収金の早期徴収に努めていく。

法制課・行財政改革推進課と連携して、１件について支
払督促を実施した。他の債権についても定期的に文書に
よる催告を行っている。また必要に応じ、分割納入の措
置を取るなど未収金の早期徴収に努めていく。7 健康福祉局 こども支援課 措置済

8 健康福祉局 こども支援課 措置済

9 健康福祉局 こども支援課 措置済

H30.5.11

R2.9.14

H30.5.11

R2.9.14

H30.5.11
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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２９年度

市立施設教育・保育給付費利用者負担金関係事務

未収金が認められた。

私立施設教育・保育給付費利用者負担金関係事務

未収金が認められた。

延長保育市立施設利用者負担金関係事務

未収金が認められた。

一時預かり利用者負担金関係事務

未収金が認められた。

救急救命士気管挿管実習委託契約事務

契約書の中に姫路市契約規則第２５条で定められた必要な条項が網
羅されていなかった。

救急救命士気管挿管実習及びビデオ硬性挿管用喉頭鏡を用いた気管
挿管実習業務委託契約事務
契約書の中に姫路市契約規則第２５条で定められた必要な条項が網
羅されていなかった。

救急救命士ビデオ硬性挿管用喉頭鏡を用いた気管挿管実習委託契約
事務
契約書の中に姫路市契約規則第２５条で定められた必要な条項が網
羅されていなかった。

措置済

利用者負担金については、未納者リストにより毎月収納
状況を確認し、滞納者に対して文書や電話の督促による
納付指導のほか、訪問による徴収を行い、未収金の早期
徴収に努めている。

利用者負担金については、未納者リストにより毎月収納
状況を確認し、滞納者に対して文書や電話の督促による
納付指導のほか、訪問による徴収を行い、未収金の早期
徴収に努めている。

利用者負担金については、未納者リストにより毎月収納
状況を確認し、滞納者に対して文書や電話の督促による
納付指導のほか、訪問による徴収を行い、未収金の早期
徴収に努めている。

利用者負担金については、未納者リストにより毎月収納
状況を確認し、滞納者に対して文書や電話の督促による
納付指導のほか、訪問による徴収を行い、未収金の早期
徴収に努めている。

契約規則で定められた条項が網羅されていることを複数
人で確認し、適正な事務処理を徹底する。

契約規則で定められた条項が網羅されていることを複数
人で確認し、適正な事務処理を徹底する。

10 健康福祉局 こども保育課 措置済

契約規則で定められた条項が網羅されていることを複数
人で確認し、適正な事務処理を徹底する。

11 健康福祉局 こども保育課 措置済

15 消防・救急課

16 消防・救急課

消防局

消防局

12 健康福祉局 こども保育課 措置済

13 健康福祉局 こども保育課 措置済

14 消防局 消防・救急課 措置済

措置済

H30.5.11

H30.5.11

H30.5.11

H30.5.11

H30.4.17

H30.4.17

H30.4.17
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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２９年度

紛失・盗難等賠償金、その他損害賠償金収入関係事務

未収金が認められた。

災害援護資金貸付金償還関係事務

未収金が認められた。

障害者福祉費負担金収入関係事務

未収金が認められた。

支援費返還金関係事務

未収金が認められた。

相手方（加害者）に対し、電話、納付書の送付、訪問を
続けてきましたが、最後の納付日から３年が経過し、時
効期間が過ぎたため、姫路市債権管理条例第８条第1号
に基づき、１件689,563円を債権放棄し、平成３１年３
月に不納欠損処理を行いました。

滞納者に対しては、分割納付誓約書の取得などにより、
収入未済額の早期徴収に努めている。なお、平成30年3
月に1件319,062円を姫路市債権管理条例第8条第3号に基
づき、債権放棄した。18 地域福祉課

17 生涯学習課教育委員会事務局

健康福祉局

措置済

措置済

19 健康福祉局 障害福祉課 措置済

未収金については、早期に収納することが重要であると
認識し、督促や電話催告、文書催告、徴収困難な案件に
ついては債権整理室への移管による滞納処分の実施な
ど、適切な措置に努めている。
未収金の状況等は以下のとおり。

【未収金の状況】
　＜別表５＞参照

20 健康福祉局 障害福祉課 措置済

未収金については、早期に収納することが重要であると
認識し、督促や電話催告、文書催告、徴収困難な案件に
ついては債権整理室への移管による滞納処分の実施な
ど、適切な措置に努めている。
未収金の状況等は以下のとおり。

【未収金の状況】
　＜別表６＞参照

R2.6.9

H30.9.28

H30.9.28

H30.9.28
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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２９年度

介護手当過年度返還金関係事務

未収金が認められた。

障害児福祉手当過年度返還金関係事務

未収金が認められた。

障害福祉サービス等受益者使用料収入関係事務

未収金が認められた。

障害福祉サービス事業等負担金収入関係事務

未収金が認められた。

介護保険料収入関係事務

未収金が認められた。
25 健康福祉局 介護保険課 措置済

財産（預金）調査を実施し、財産の保有状況に応じた文
書及び電話催告を行うとともに、滞納処分が可能な者に
ついては債権整理室へ移管するなど、未収金の早期徴収
に努めている。

24 健康福祉局
総合福祉通園セン
ター

措置済

相手方に対し個別に納付指導を行った結果、過年度の未
収金の徴収は完了した。現年度の未収金について、電話
等による納付指導を行っており、早期徴収に努めてい
る。

23 健康福祉局
総合福祉通園セン
ター

措置済

相手方に対し個別に納付指導を行った結果、過年度の未
収金の徴収は完了した。現年度の未収金について、電話
等による納付指導を行っており、早期徴収に努めてい
る。

22 健康福祉局 障害福祉課 措置済

未収金については、早期に収納することが重要であると
認識し、督促や電話催告、文書催告、徴収困難な案件に
ついては債権整理室への移管による滞納処分の実施な
ど、適切な措置に努めている。
未収金の状況等は以下のとおり。

【未収金の状況】
　＜別表８＞参照

21 健康福祉局 障害福祉課 措置済

未収金については、早期に収納することが重要であると
認識し、督促や電話催告、文書催告、徴収困難な案件に
ついては債権整理室への移管による滞納処分の実施な
ど、適切な措置に努めている。
未収金の状況等は以下のとおり。

【未収金の状況】
　＜別表７＞参照

H30.9.28

H30.9.28

H30.9.28

H30.9.28

H30.9.28
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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２９年度

生活保護費返還金関係事務

未収金が認められた。

緊急援護資金貸付金償還関係事務

未収金が認められた。

河川・水路使用料徴収事務

未収金が認められた。

28 下水道局 河川管理課 措置済

滞納者に対して、催告書を送付。催告書により納付され
なかった者に対しては、直接所有者宅を訪問し、催告を
した。
また、滞納している占用の地先の土地について、法務局
で資産調査や法人所有の場合は法人登記の調査を実施
し、その結果、売買や相続により土地の所有者が代わっ
ているものについては、不法占用として、新規に占用許
可申請をするよう指導していく。

27 健康福祉局 生活援護室 措置済

文書、電話による催促などの方法により催告を強め、未
払い者に対しては新たな分割返済の開始に結びつけると
ともに、返済中の者には分割返済が途絶えることのない
よう、貸付金の早期徴収に努めている。

26 健康福祉局 生活援護室 措置済

保護継続中のケース（被保護者）は、保護費を窓口支給
にして返還金等の納付を呼びかけるなど、できる限り接
触して返還・徴収に努めている。また、当該返還金にお
ける事務マニュアルを整備し、保護廃止のケースも現況
把握と早期徴収に向けての納付指導の向上に努めてい
る。

H30.9.28

H30.9.28

H30.9.27
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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２９年度

水道料金収入関係事務

未収金が認められた。

29 水道局 総務課 措置済

平成２９年度及び過年度の水道料金の収入未済額は、次
のとおりである。
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。

【未収金の状況】
　＜別表９＞参照

H30.9.28
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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２９年度

分担金収入関係事務

未収金が認められた。

30 水道局 施設課 措置済

平成２９年度の分担金に係る収入未済額の状況は次のと
おりである。
平成３０年５月末現在で、2件　240,624円の未収金の
内、1件148,068円分については、平成３０年９月１１日
に納付されたことを確認した。残る１件については、相
手方（工事申込者）の都合により、工事の進捗が停止し
た状態で工事承認の条件となる分担金納付がされておら
ず、現在、担当指定工事事業者を交え、工事申込の取消
も視野に入れた指導を行っているところである。
今後とも、納期の到来している未収金については、早期
納付をしていただくよう、指導等に努めていく。

【未収金の状況】
　＜別表10＞参照

H30.9.28
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【令和元年９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 15,000 0 0 15,000
合計 15,000 0 0 15,000

【令和２年３月末現在】
区分 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額

過年度 15,000 0 0 15,000
合計 15,000 0 0 15,000

【令和元年９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 14,000 2,000 0 12,000
合計 14,000 2,000 0 12,000

【令和２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 14,000 2,000 0 12,000
合計 14,000 2,000 0 12,000

【令和２年８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 12,000 12,000 0 0
合計 12,000 12,000 0 0

【平成２９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 156,456,000 153,822,000 0 2,634,000
過年度 6,032,000 436,000 0 5,596,000

合計 162,488,000 154,258,000 0 8,230,000

【平成３０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 253,318,000 252,279,000 0 1,039,000
過年度 6,032,000 626,000 0 5,406,000

合計 259,350,000 252,905,000 0 6,445,000

【平成２９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 4,205,600 4,180,000 0 25,600
過年度 119,400 8,400 0 111,000

合計 4,325,000 4,188,400 0 136,600

【平成３０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 4,262,400 4,251,200 0 11,200
過年度 119,400 18,100 0 101,300

合計 4,381,800 4,269,300 0 112,500

＜別表２＞ 子育て応援特別手当過払い返還金関係事務【こども支援課】

＜別表１＞ 児童手当過年度返還金関係事務【こども支援課】

＜別表３＞ 放課後児童健全育成事業受益者負担金関係事務【こども政策課】

＜別表４＞ 放課後児童クラブ傷害保険料関係事務【こども政策課】



【平成２９年１２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

身体障害者療護私立
施設委託受益者負担
金（平成14年度）

940,300 0 0 940,300

【平成３０年８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

身体障害者療護私立
施設委託受益者負担
金（平成14年度）

935,300 15,000 0 920,300

【平成２９年１２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

知的障害者入所更生
施設委託受益者負担
金（平成14年度）

1,033,000 65,200 0 967,800

【平成３０年８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

知的障害者入所更生
施設委託受益者負担
金（平成14年度）

887,447 34,847 852,600

【平成２９年１２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

支援費返還金
（平成１６年度）

2,563,696 1,548,000 0 1,015,696

支援費返還金
（平成２６年度）

1,450,000 450,000 0 1,000,000

支援費返還金
（平成２７年度）

5,830,549 1,100,000 0 4,730,549

【平成３０年８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

支援費返還金
（平成１６年度）

499,696 499,696 0 0

支援費返還金
（平成２６年度）

850,000 250,000 0 600,000

支援費返還金
（平成２７年度）

3,830,549 1,450,000 0 2,380,549

＜別表５＞ 障害者福祉費負担金収入関係事務【障害福祉課】

＜別表６＞ 支援費返還金収入関係事務【障害福祉課】



【平成２９年１２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

介護手当過年度返還
金（平成２２年度）

20,000 0 0 20,000

介護手当過年度返還
金（平成２４年度）

40,000 0 0 40,000

【平成３０年８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

介護手当過年度返還
金（平成２２年度）

20,000 0 0 20,000

介護手当過年度返還
金（平成２４年度）

40,000 0 0 40,000

【平成２９年１２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

障害児福祉手当過年
度返還金（平成２６
年度）

28,460 0 0 28,460

【平成３０年８月末現在】 （円単位）
区分 調定額（円） 収入済額（円） 不納欠損額（円） 収入未済額（円）

障害児福祉手当過年
度返還金（平成２６
年度）

28,460 0 0 28,460

区分 H30年5月末 H30年8月末
平成29年度 67,399,833 19,056,789
過年度分 89,724,500 86,521,548

区分 H30年5月末 H30年8月末
平成29年度 240,624 92,556

＜別表10＞ 分担金収入関係事務【施設課】

＜別表８＞ 障害児福祉手当過年度返還金関係事務【障害福祉課】

＜別表７＞ 介護手当過年度返還金収入関係事務【障害福祉課】

＜別表９＞ 水道料金収入関係事務【総務課】


