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Ⅴ．市税の収納事務 

 

収納率の概要 

 

１．年次ごとの推移 

平成17年度から平成20年度までの収納率の推移は次のとおりである｡ 

 

 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 

現年度分 98.47％ 98.48％ 98.14％ 98.12％ 

滞納繰越分 19.02％ 19.35％ 15.96％ 18.16％ 

合 計 93.99％ 94.28％ 94.21％ 94.00％ 

※ 打ち切り決算を含む。 
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現年度分の収納率は98％程度で推移しているものの、滞納繰越分については18％程度

と非常に低い水準で低迷していることがわかる。 
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２．税目別現年課税分の収納率の状況 

平成13年度以降8年間における税目別現年課税分の年度内収納率は、次のとおりである。 

（単位：％） 

  ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ 

個人 97.37 97.57 97.79 97.57 97.72 97.59 96.76 96.73
市民税 

法人 99.51 99.57 99.35 99.52 99.63 99.72 99.75 99.70

固定資産税 98.26 98.17 98.26 98.46 98.52 98.59 98.61 98.68

事業所税 99.10 98.88 99.20 99.10 99.17 98.95 98.90 99.17

都市計画税 98.01 97.91 97.98 98.21 98.15 98.59 98.61 98.68

※ ⑬は平成13年度の略（以下同様） 
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法人市民税は99.5％程度、固定資産税は98.5％程度の水準を確保できている。 

しかし、個人市民税については、平成18年度以前と比較して、平成19年度より1％程度

収納率は低下しており、平成20年度においては96.7％に至っている。 
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３．他中核市との比較 

日本国内の政令指定都市等の主要都市における収納率は次のとおりである。 

 

収納率の他都市比較 

市 名 全体収納率 順位 
現年課税分 

収納率 
順位 

滞納繰越分 

収納率 
順位 

名古屋市 97.57％ 1 99.02％ 1 25.38％ 7 

京都市 97.21％ 2 98.81％ 2 32.47％ 2 

横浜市 97.02％ 3 98.66％ 4 36.19％ 1 

北九州市 96.53％ 4 98.51％ 8 30.73％ 3 

川崎市 96.28％ 5 98.57％ 5 28.40％ 6 

福岡市 95.81％ 6 98.57％ 6 24.87％ 8 

広島市 95.81％ 7 98.76％ 3 22.69％ 10 

堺市 95.40％ 8 98.15％ 11 30.66％ 4 

大阪市 95.36％ 9 98.56％ 7 20.89％ 13 

神戸市 95.21％ 10 98.42％ 9 22.02％ 11 

札幌市 94.57％ 11 97.65％ 17 28.61％ 5 

さいたま市 94.38％ 12 98.05％ 15 23.52％ 9 

浜松市 94.00％ 13 98.12％ 13 18.16％ 16 

仙台市 93.88％ 14 97.66％ 16 19.75％ 14 

新潟市 93.84％ 15 98.35％ 10 18.17％ 15 

静岡市 93.61％ 16 98.10％ 14 21.56％ 12 

千葉市 92.01％ 17 98.13％ 12 17.84％ 17 

平 均 95.21％   98.36％   24.82％   

浜松市は、全体収納率は17都市中の13位であるが、滞納繰越分収納率は17都市中16位

であり、滞納繰越分に対する収納率が著しく低いことがわかる。 

滞納繰越分の収納率の低い理由については、別途、「Ⅵ．市税の滞納整理事務」にお

いて説明を行うものとする。 
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１．徴収方法別の収納状況 

 

概要説明 

１．徴収方法別の収納率への影響 

平成19年度及び平成20年度における、口座振替による収納状況は次のとおりである。 

 

個人市民税（普通徴収分） 

税額（百万円） 件数  

平成 19年度 平成 20年度 平成 19年度 平成 20年度

調定① 10,136 9,127 343,991 326,806

利用率 54.6％ 53.6％ 46.5％ 46.0％

納期内収納② 9,572 8,735 324,996 309,254

口座 

振替 

収納率②/① 94.4％ 95.7％ 94.5％ 94.6％

納期内収納 39,111 42,120 - - （参考） 

全体 収納率 56.6％ 62.4％ - - 

※ 「（参考）全体」は、個人市民税（普通徴収、特別徴収）、法人市民税を含む。 

※ 個人市民税（普通徴収分）及び固定資産税は、市が通知する納税通知書により年4回

の納期限を定め課税されることとなるが、上記の「納期内収納額」及び「収納率」は、

各納期内に納入された額及びその比率であり、前掲の年度内収納率とは異なる。 

 

固定資産税 

税額（百万円） 件数  

平成 19 年度 平成 20年度 平成 19年度 平成 20年度

調定① 32,226 32,968 792,080 833,163

利用率 54.3％ 54.6％ 65.6％ 65.6％

納期内収納② 31,230 31,980 766,888 806,261

口座 

振替 

収納率②/① 96.9％ 97.0％ 96.8％ 96.8％

納期内収納 48,678 55,107 - - 
全体 

収納率 81.7％ 91.0％ - - 

 

市民税及び固定資産税ともに、口座振替によった場合、納期内収納率は95％程度を確

保することができている。市民税については、平成20年度の全体の納期内収納率が62.4％

であるのに対して、口座振替によった場合の納期内収納率は95.7％と非常に高い水準で

ある。また、固定資産税についても、平成20年度の全体の納期内収納率が91.0％である

のに対して、口座振替によった場合の納期内収納率は97.0％となっている。 
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一方、口座振替の利用件数については、固定資産税については件数ベースで65％程度

の利用が行われているのに対して、市民税については46％程度と非常に低い水準となっ

ている。 

 

２．コンビニ収納による効果の検証 

（１）コンビニ収納の概要 

浜松市では、収納窓口拡大による住民サービスの向上を図るため、金融機関、郵便局

等の他に24時間納税可能なコンビニ収納を開始している。 

現状におけるコンビニ収納の対象は、軽自動車税（平成19年度より）、個人市民税（平

成20年度より）、固定資産税・都市計画税（平成21年度より）である。  

 

（２）コンビニ収納の利用率 

平成19年度及び平成20年度のコンビニ収納の利用件数は、次のとおりである。 

 

個人市民税（普通徴収分） 

税額（百万円） 件数 
 

平成19年度 平成20年度 平成19年度 平成20年度 

口座振替以外の調定① － 7,907 － 384,225

コンビニ収納② 

（納期内納付） 

－ 748 － 54,880

 
コンビニ収納割合 

②/① 

－ 9.5％ － 14.3％

 

軽自動車税 

税額（百万円） 件数 
 

平成19年度 平成20年度 平成19年度 平成20年度 

口座振替以外の調定① 1,005 1,055 215,504 222,246

コンビニ収納② 

（納期内納付） 

365 428 76,582 88,371

 
コンビニ収納割合 

②/① 

36.3％ 40.5％ 35.5％ 39.8％

 

軽自動車税については平成19年度からの2年間、市民税については平成20年度からの1

年間のみの実績である。 

軽自動車税については、コンビニ収納の取扱件数が11,789件増加しているものの、市

民税については、取扱件数が全体の14％程度と、軽自動車税の35％～40％という水準と
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比較して、低い水準となっている。 

これは、個人市民税の税額が、軽自動車税に比較して高額となり、コンビニ収納にな

じまないことも原因のひとつであると考えられる。 

 

（３）導入による納期内収納率への影響 

コンビニ収納を導入した前後における、軽自動車税及び個人市民税（普通徴収分）の

納期内収納率の状況は、次のとおりである。 

 

軽自動車税の納期内収納率        （単位：％） 

 
 

平成18年度 

① 

平成19年度 

② 

平成20年度 

③（※1） 

増減 

 ③-① 

全体 76.3 80.3 79.7 3.4 

 コンビニ分（※2） － 26.7 30.2 30.2 

 

個人市民税（普通徴収分）の納期内収納率      （単位：％） 

 
 

平成18年度 

① 

平成19年度 

② 

平成20年度 

③（※1） 

増減 

 ③-② 

全体 79.3 77.3 77.1 △0.2 

 コンビニ分（※2） － － 4.4 4.4 

※1 平成20年度の納期内収納率は平成21年3月末現在の数値によっている。 

※2 コンビニ分 = コンビニ利用による納期内収納額 / 全体の調定額 

※コンビニ収納の導入前後の効果を検証するため、軽自動車税は平成18年度と平成20年

度を、個人市民税は平成19年度と平成20年度を比較している。 

 

浜松市としては、軽自動車税のコンビニ収納導入は、納期内収納率が向上したことに

伴い、督促状の送付枚数が減少し経費の削減につながったものの、個人市民税は景気の

低迷も影響しているが、コンビニ収納の導入が納期内収納率の向上対策にはつながらな

かったものと分析している。 

 

 

監査結果 

徴収方法別の収納率の状況及び市税全体の収納率の状況について、関連部署へのヒア

リング及び関係資料の閲覧等を行った結果は、以下のとおりである。 

 

【口座振替の利用件数の確保（意見）】 

個人市民税（普通徴収分）及び固定資産税ともに、全体の納期内収納率に対して、口
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座振替によった場合の納期内収納率は高い水準を確保できている。特に、市民税につい

ては、全体の納期内収納率が、62.4％であるのに対して、口座振替によった場合の納期

内収納率は95.7％と非常に高い水準を確保できている。  

しかし、口座振替の利用件数は、固定資産税については、件数ベースで65％程度に達

しているのに対して、市民税については、46％程度と非常に低い水準となっている。 

納期内収納率の向上のみならず、収納率の向上を図るためにも、現在行っている個人

市民税（普通徴収分）の口座振替の利用推進を、今後においても徹底して行っていくこ

とが望ましい。 

 

【コンビニ収納の導入効果（費用対効果）の客観的な検証の必要性（意見）】 

コンビニ収納は、平成19年度より、税目別に段階的に導入している。現在は、導入実

績及び効果も限定的であり、短期的な経済環境の変動も影響していることから、その導

入成果を客観的に説明することはできない。 

一方、コンビニ収納は、民間業者への業務委託が必要となり、浜松市としての直接的

なコスト負担を伴うものであるため、コンビニ収納の導入による納期内収納率、利用率

の向上による収納額の向上の状況に加え、業務委託コストを加味した費用対効果を客観

的に検証していくことが望ましい。 
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２．徴収業務の民間委託 

 

概要説明 

１．民間委託の状況 

平成19年度より、電話催告及び訪問催告・収納業務について、民間業者への業務委託

を実施している。 

業務委託の実施状況は次のとおりである。 

 委託業者 委託期間 契約金額 

平成19年度 ㈱もしもしホットライン 

平成19年7月1日 

～平成21年3月31日 

（1年9ヶ月） 

151,923,986円

平成20年度 ㈱アイヴィジット 

平成21年4月1日 

～平成24年3月31日 

（3年間） 

353,377,605円

なお、活動状況については、毎月、翌月の中旬に月次報告書の提出を受けている。 

 

２．民間委託の効果 

（１）民間委託効果の検証 

催告業務の民間委託効果は次のとおりである。 

この民間委託効果試算表は、徴収嘱託員（訪問催告）及び非常勤職員（電話催告）に

よる平成17年度（4月～3月）と、民間委託による平成20年度（4月～3月）との会話率、

納付率などの比較を行ったものである。 
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≪民間委託効果試算表≫ 

平成17年度（4月～3月）と平成20年度（4月～3月）の比較    （単位：％、千円） 

 平成17年度① 

（徴収嘱託員等 

    による）

平成20年度② 

（民間委託業者

    による）

増減 

②－① 

電話催告 20.3 37.9 17.6 会話率 

（※２） 訪問催告 31.9 48.2 16.3 

電話催告 43.0 48.5 5.5 納付率 

 （※３） 訪問催告 7.8 9.3 1.5 

電話催告 558,201 629,599 71,398 

訪問催告 582,082 694,021 111,939 
納付額 

 (Ａ)（※４） 
合 計 1,140,283 1,323,620 183,337 

徴収嘱託員・民間委託に 

要する費用 (Ｂ) 
42,788 134,290 91,502 

差引効果額  

(Ａ)－(Ｂ) 
1,097,495  1,189,330 91,835 

※１ 平成17年度を採用する理由 

浜松市では、平成17年度の徴収嘱託員及び非常勤職員における徴収実績データを把握

していたため、民間業者への委託効果を検証するに当たり、平成17年度の徴収嘱託員

及び非常勤職員の徴収推計データとの比較を行っている。 

 

※２ 会話率 

①電話催告における会話率 

電話催告を実施し、電話交渉成功・不成功にかかわらず、 

実際に滞納者との会話を行うことができた人数 会話率 ＝ 

電話催告対象者数 

②訪問催告における会話率 

訪問催告を実施し、折衝成功・不成功にかかわらず、 

実際に滞納者との折衝を行うことができた人数 
 

会話率 ＝ 
訪問催告対象者数 － 協議により決定した一部の滞納者数（*1） 

 

 (*1)訪問催告に際しては、協議により、一部の外国人学生寮等を催告困難地区

として、訪問催告対象から除外している。 

会話率（電話催告と訪問催告の会話率の合計）が80％を下回った場合には、ペナルテ

ィーが課せられ、委託料年額の12分の1を減ずることとされている。 
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※３ 納付率 

電話及び訪問催告実施後に、催告を受けた者より納付があった場合の納付額が、どの

程度であったかを表している。 

下記の金額のうち、電話催告実施後に納付が行われた金額 
納付率（電話催告） ＝ 

電話催告対象額 

 

下記の金額のうち、訪問実施後に納付が行われた金額 
納付率（訪問催告） ＝ 

訪問催告対象額 

 

なお、電話催告及び訪問催告を双方実施している場合には、訪問催告の対象額に含め

ている。 

 

※４ 納付額Ａは、次の算式により計算している。 

電話催告納付額 ＝ 平成20年度の電話催告対象額（1,298,143千円） × 電話催告の納付率 

訪問催告納付額 ＝ 平成20年度の訪問催告対象額（7,462,595千円） × 訪問催告の納付率 

平成17年度の納付額は平成20年度の催告対象額を基準とし、上記で算定した納付率を乗じて、

納付額を算定している。 

 

上述のとおり、民間委託分の電話催告と訪問催告による会話率は、電話催告が17.6ポ 

イント、訪問催告が16.3ポイント上昇しているといえる。また、納付率も電話催告が5.5

ポイント、訪問催告が1.5ポイント上昇している。 

 

電話催告及び訪問催告に係る納付額の実績は次のとおりである。  （単位：千円、％） 

  平成17年度 平成20年度 増減 

対象額（調定額） 2,208,144 1,298,143 △910,001 

納付額 948,625 629,599 △319,026 電話催告 

納付率 43.0 48.5 ＋5.5 

対象額（調定額） 8,598,099 7,462,595 △1,135,504 

納付額 670,696 694,021 ＋23,325 訪問催告 

納付率 7.8 9.3 ＋1.5 

対象額（調定額） 10,806,243 8,760,738 △2,045,505 

納付額 1,619,321 1,323,620 △295,701 合計 

納付率 15.0 15.1 ＋0.1 

納付実績額は上記のとおりであり、催告対象額が平成17年度に対して少ないこともあ

り、納付額についても少なくなっている。納付率については、0.1ポイント上昇している

とはいえ、上昇幅は僅少である。 
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浜松市としては、平成17年度と平成20年度の催告対象額が大きく異なることから、単

純な納付額の比較を行わず、平成20年度の催告対象額（電話催告1,298,143千円、訪問催

告7,462,595千円）に対して、平成17年度の納付率（電話催告43.0％、訪問催告7.8％）

を乗じることで、平成17年度の想定納付額（電話催告算出納付額558,201千円、訪問催告

算出納付額582,082千円、合計1,140,283千円）を算出している。そして、当該算出納付

額（1,140,283千円）に対して、平成20年度の実績納付額（1,323,620千円）が、183,337

千円増加しており、民間委託業者への委託費用の発生による徴収業務費用の増加額

（91,502千円）を考慮しても、91,835千円の増収効果が認められたとしている。 

上記のとおり浜松市では、民間委託効果の検証を行うにあたって、平成17年度の納付

率と平成20年度の委託対象債権の金額から、民間委託による想定効果額を開示している。

しかし、その算定方法は、想定計算によるものであり、正確で客観的なデータの把握に

基づいているとは言えないことから、現状では、民間委託効果は不明である。 

また、民間委託業者の委託対象債権が、平成17年度の対象債権と比較し、2,045百万円

程度減少しているとはいえ、実績納付額も295百万円程度減少しているとともに、実際の

納付率は、平成17年度が15.0％であるのに対して、平成20年度では15.1％であり、上昇

幅は非常に僅少である。 

 

 

監査結果 

【徴収業務の民間委託方法の検討（意見）】 

現状においては、民間委託による効果が高いといえるかは不明である。 

民間委託の継続が浜松市の方針とされていることから、民間委託による客観的な検証

を行い、より効果の高い委託方法を検討していくことが望ましい。 
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（２）民間委託業者及び徴収嘱託員に対する報酬体系 

民間委託業者への委託料と、徴収嘱託員の報酬体系は次のとおりである。 

 

①民間委託業者への委託料 

業務委託契約書によると、民間委託業者への委託料は次のように定められている。 

 委託業者 委託期間 契約金額 

平成21年4月1日 

～平成24年3月31日（3年間）
353,377,605円

平成20年度 ㈱アイヴィジット 

⇒  1年間の金額 117,792,535円

 

浜松市では、民間委託の効果をより高いものとするため、委託契約書の別紙仕様書にお

いて、次のようなペナルティー及びインセンティブを付与している。 

 

ペナルティー 

平成19年度の電話催告及び訪問催告による会話率の実績に対して、

次の会話率の目標値を設定し、目標を下回った場合には、委託料年

額の1/24を減ずることとしている（なお、平成20年度以前の他の民

間委託業者との契約では、委託料年額の減額は、1/12であった。）。

 

 平成19年実績 目 標 

電話催告 35.2％ 20％ 

訪問催告 50.2％ 60％ 会話率 

合計 85.4％ 80％ 

 

そのため、会話率の合計で80％に満たない場合には、ペナルティー

が課せられることとなる。 

インセンティブ 

平成21年度から平成23年度の各年度末の収納率が、計画数値を上回

った場合には、市税・国民健康保険料それぞれについて、委託料年

額の1/48を加算する。 
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②徴収嘱託員の報酬体系 

徴収嘱託員の報酬体系は、「浜松市市税及び国民健康保険料徴収嘱託員設置要綱」に

おいて、次のように定められている。 

基本報酬月額（交通費を含む） 89,000円

収納率割 収納率の割合（※）×2,000円

収納件数割 150円／1件

口座振替加入件数割 1,000円／1件

各種届出書類の取扱件数割 200円／1件

能率報酬月額 

集金件数割 100円／1件

※：収納率の割合は、次のように算定された収納率に100を乗じた割合によっている。 

 

各徴収嘱託員による徴収金額 
収納率＝ 

各徴収嘱託員に対して、徴収委託された金額 

 

  

監査結果 

【報酬・委託料体系の検討課題（意見）】 

徴収嘱託員に対する報酬体系は、上述のとおり、成果報酬部分が大きい体系と考えら

れるが、民間委託業者に対する委託料（契約内容）は、ペナルティー及びインセンティ

ブが付与されているものの、徴収嘱託員の報酬体系に比較して、変動要因が少ないもの

となっている。 

具体的には、インセンティブは、収納率の実績によって加算されるが、ペナルティー

は、「会話率」に対してのみ課せられている。「会話率」は、間接的には収納率の向上

に影響を及ぼすものであるが、収納率の向上に直結するものではないことから、より高

い民間委託効果をあげるために、徴収嘱託員の報酬体系と同様に、収納率に直結した計

画値及び目標値を設定し、その達成度に応じたインセンティブあるいはペナルティーを

契約内容に加える等を検討していくことが望ましい。 



 
第 2 章 Ⅴ．市税の収納事務 

98 
 

３．徴収嘱託員について 

 

概要説明 

１．徴収嘱託員の活動概要 

徴収嘱託員は、調査日現在において、9名が納税課に所属している。 

徴収嘱託員は、業務報告書を作成し、月に6回程度納税課に集合し、活動状況の報告や

滞納データ（調査票）の受渡しを行っている。なお、業務報告書に基づき、納税課にて、

折衝内容について滞納整理事務を管理する滞納管理システムへ入力される。 

上記のとおり、徴収嘱託員は月6回程度の納税課へ集合しているものの、通常は直行直

帰の勤務体制となっている。 

 

２．徴収嘱託員の活動上の問題点 

（１）業務上の非効率 

徴収嘱託員は、浜松市との間で雇用契約を締結しており、特に、訪問催告や電話催告

を行うには、滞納者が帰宅する夜間等に行う必要性が高く、効果を上げるには限界があ

る。 

 

（２）保管現金 

上記のとおり、徴収嘱託員は、通常、直行直帰しており、金融機関の営業時間外に例

外的に現金を徴収した場合には、徴収した現金を、翌日の金融機関の営業開始まで保管

することとなる。 

なお、徴収嘱託員の現金取扱件数及び取扱金額は、次のとおりである。 

調査対象期間 取扱件数 取扱金額 

平成21年4月～7月（4ヶ月） 90件 2,598,600円 

 

（３）領収書綴（手書）の保管 

原則として、現金徴収は行わないこととされているが、現金徴収が皆無ではないこと

から、徴収嘱託員に対して、領収書綴（手書）が、市税分及び国保分の各1冊渡され、そ

の使用及び管理は、徴収嘱託員に一任されている。 

 

（４）調査票の保管 

調査票（世帯者名及び未納明細等が記載されたもの）については、紛失及び流用によ

る個人情報漏洩のリスクがあることから、浜松市職員であっても、自宅への持ち帰りは

禁止されており、市役所外部に長期間の保管及び携帯は認められていない。 

しかし、上記のとおり、徴収嘱託員は、通常、直行直帰しており、定期的な納税課へ

の集合時に渡される調査票は、徴収活動時には常に携帯することとなり、徴収活動以外
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は自宅等で保管される等、その管理は徴収嘱託員に一任されている。 

 

３．今後の方向性 

浜松市としては、現状の徴収嘱託員が、平成23年7月末において全員退職予定である点

を考慮して、同時点をもって、徴収嘱託員制度を廃止する予定であり、平成23年8月以降

は、民間への外部委託によって対応していく予定である。 

 

 

監査結果 

徴収嘱託員によって保管されている現金、領収書綴及び調査票の保管方法について、

関連部署に対してヒアリングを行ったところ、次のような問題点が見受けられた。 

 

【現金の保管（指摘）】 

徴収嘱託員が、金融機関の営業時間外に例外的に現金を徴収した場合には、徴収した

現金を、翌日の金融機関の営業開始まで保管することとなる。現金の取扱は非常に少な

くなっているものの、紛失等のリスクは否定できない状況である。 

なお、現金の保管については、別途、「４．現金の管理」において説明を行うものと

する。 

 

【領収書綴の保管（指摘）】 

現金徴収が行われた場合には、その控は、納税課によるチェックを受けるものの、日

常的には、徴収嘱託員が保管するとともに、徴収活動を行っていない時間帯は自宅で保

管しており、紛失等のリスクは否定できず、領収書綴の管理が十分とはいえない。 

なお、領収書綴の管理については、別途、「５．領収書の管理」において説明を行う

ものとする。 

 

【調査票の管理（指摘）】 

上記のとおり、徴収嘱託員は、通常、直行直帰しており、定期的な納税課への集合時

に渡される調査票は、徴収活動時に常に携帯するとともに、徴収活動以外のときは自宅

等で保管されており、その管理は徴収嘱託員に一任されている。 

調査票は、紛失及び流用等によって、個人情報の漏洩が発生した場合には、浜松市と

しても重大な問題となることから、個人情報保護及び情報流出リスクの回避のためにも、

管理方法を再考するべきである。 
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４．現金の管理 

 

概要説明 

徴収嘱託員の業務は、現状においては、訪問催告が中心となっており、現金徴収は、

徴収件数及び金額ともに非常に少なくなってきている。 

平成21年4月から7月末までの4ヶ月間における徴収嘱託員によって徴収された現金は、

次のとおりである。 

調査対象期間 取扱件数 取扱金額 

平成21年4月～7月（4ヶ月間） 90件 2,598,600円 

 

  なお、現状では、民間委託業者による現金徴収は、原則として行っておらず、徴収嘱

託員制度を将来的には廃止し、徴収・催告業務を民間委託によって行っていく方針であ

る。 

そのため、将来的には、現金徴収はさらに徴収頻度及び金額ともに減少していくこと

が予測されるが、この現金取扱に係る浜松市の方針の是非については、「Ⅶ．その他 １．

昨年度発覚した不祥事」にて、説明するものとする。 

 

 

監査結果 

【現金保管の問題点（指摘）】 

現金の保管方法について、関連部署へのヒアリング、関係資料の閲覧及び現金保管場

所の視察等を行った結果、現金保管上、次の問題点が見受けられた。 

納税課窓口において、徴収した現金については、納税課の金庫室内の文書庫で保管さ

れている。 

しかし、徴収嘱託員は、定期的な報告を除いて、納税課又は納税課分室には立ち寄ら

ないことから、徴収嘱託員が夜間等の金融機関の営業時間外に、例外的に現金を徴収し

た場合には、翌日に金融機関の営業時間に入金を行うまで、本人が現金を保管している

状態である。 

現状においては、現金の取扱が上記のとおり非常に頻度及び金額が少なくなってきて

いることから、紛失及び不正等のリスクは極めて低いものと考えられるが、現金を長時

間保管している以上、紛失等のリスクは不可避であることから、現金の保管方法を再考

すべきである。 
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５．領収書の管理 

 

概要説明 

１．従来における受託証書の使用について 

平成 20 年 8 月の不祥事の発覚以前においては、領収書（手書）が使用されることは稀

であり、受託証書（仮領収書）が使用されていた。 

 

２．現状の管理方法 

平成 20 年 8 月の不祥事の発覚に際して、受託証書（綴）の不正使用が行われていたこ

とから、現金徴収時における受託証書（綴）の使用を禁止している。 

また、領収書綴（手書）の管理は次のような「収納員領収書受払簿」が整備され、記

載が行われており、使用期間、使用者及び返納状況に対するチェックが行われている。 

冊番号 受領日 受領者 使用期間 返納日 返納者 確認者

市税

004X 
H21/7/13 ○○ 

H21/7/13

13:15 
～

H21/7/13

16:35 
H21/7/13 ○○ △△ 

 

領収書綴（手書）の使用終了後は、グループ長における連番チェック（使用、書損の

管理）、使用金額の集計チェックが行われており、使用後のチェックも行われている。 

しかし、使用済み領収書綴の会計課への返還は、年度終了後に 1年間の使用分の全て

を一括返還しており、年度の 初に使用済みとなった領収書綴（手書）は、発行使用部

署以外の第三者のチェックを受けるまでに長期間を要することとなっている。 

 

３．徴収嘱託員の保管する領収書綴 

原則として、現金徴収を行わないこととされているが、現金徴収が皆無ではないこと

から、徴収嘱託員に対して、市税分及び国保分の領収書綴（手書）各1冊が渡されており、

その使用及び管理は徴収嘱託員に一任されている。 

現金徴収が行われた場合には、その控は、現金とともに納税課によるチェックを受け

るものの、日常的には徴収嘱託員が携帯するとともに、徴収活動を行っていない時間帯

は自宅で保管されている。 

 

４．領収書綴の交換使用による相互牽制 

徴収嘱託員は、前述のとおり、月 6回程度の納税課へ集合するものの、通常は、直行

直帰の勤務体制となっており、領収書綴（手書）も、長期間、徴収嘱託員自身が保管す

ることとなる。 
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監査結果 

領収書綴（手書）の保管方法について、関連部署へのヒアリング、関係資料の閲覧及

び保管場所の視察等を行った結果、領収書綴（手書）の保管上、次の問題点が見受けら

れた。 

 

【徴収嘱託員における領収書綴（手書）の保管（指摘）】 

原則として、現金徴収を行わないこととされているが、現金徴収が皆無ではないこと

から、徴収嘱託員に対して、市税分及び国保分の領収書綴（手書）各1冊が渡されており、

その使用及び管理は、徴収嘱託員に一任されている。これらは、日常的に、徴収嘱託員

が携帯するとともに、徴収活動を行っていない時間帯は自宅等で保管されており、紛失

等のリスクは否定できず、領収書綴（手書）の管理が十分とはいえない。 

領収書綴（手書）の長時間の保管・携帯は、紛失等のリスクは不可避であるとともに、

不正使用の可能性を極力なくすためにも、領収書綴（手書）の保管方法を再考すべきで

ある。 

 

【使用済み領収書綴（手書）の会計課への早期の返還（指摘）】 

使用済み領収書綴（手書）の会計課への返還は、年度終了後に 1年間の使用分の全て

を一括返還することとされており、年度の 初に使用済みとなった領収書綴（手書）は、

発行使用部署以外の第三者のチェックを受けるまでに長期間を要することとなっている。 

領収書の不正使用の防止及び発見並びに会計課における返還後の領収書綴チェックを

有効に行うためにも、使用済み領収書綴（手書）を速やかに会計課へ返還する等の所内

手続をすべきである。 

 

【徴収嘱託員の領収書綴に対する相互牽制の必要性（指摘）】 

徴収嘱託員は、通常は、直行直帰の勤務体制となっていることから、保管する領収書

綴（手書）についても、長期間、徴収嘱託員自身が保管することとなり、第三者の監視

が行き届かなくなる危険性がある。 

現金の取扱件数が激減しているものの、現金取扱に係るリスクを皆無にすることは困

難であることから、現金取扱に係る不正防止策として、徴収嘱託員の保管する領収書綴

を、納税課への集合の都度、徴収嘱託員相互に交換する等の牽制効果を高める方法を検

討すべきである。 
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６．収納処理の内部統制 

 

概要説明 

１．入金消込業務に係る内部牽制 

日次の入金処理の妥当性は、次のようにチェックが行われている。 

①会計課より送付・回覧される収入日票の合計入金額と、会計課経由で送付される銀

行よりの納入済通知書・領収済通知書の集計金額との一致をチェックする。 

②収納管理システムへの入力データのパンチ入力業務を外部の委託業者に委託して

いるため、納入済通知書・領収済通知書を当該パンチ業者にわたす。 

③パンチ業者による入力結果データは情報政策課へわたされる。 

④情報政策課で消込データやエラー帳票を出し、当該データを納税課で入手する。 

⑤入力結果データ（合計入金処理額）と、前述の会計課よりの収入日票の合計入金額

との整合性をチェックする。 

 

これらのチェックを行うことで、入金実績額の収納管理システムへの反映が網羅的に

行われていることをチェックしている。 

 

２．収納処理業務へのアクセス制限 

収納管理を主に行っている収納管理システムへの収納処理について、入力担当者の制

限及びアクセス制限が行われていないため、収納処理を不正に行うことが可能となって

おり、内部不正の発生リスクが高い。 

なお、収納処理は、主に外部委託しているパンチ業者が行っており、納税課内におい

て、収納処理する件数は非常に少ないものとなっている。 

 

 

監査結果 

【アクセス制限の必要性（指摘）】 

収納処理に対するシステム上のアクセス制限の付与状況について調査した結果、現状

では、収納管理システムでの収納消込処理について、システム上のアクセス制限は付与

されておらず、不正な収納消込処理に対するシステム上の整備がされていない。 

現在は、納税課内の全ての端末で収納処理が可能となっているが、利用においてはパ

スワードで職員管理が行われており、仮に不正な収納処理が行われたとしても、会計課

における入金額と、収納管理システム上の収納処理額との整合性は日次でチェックされ

ており、また、不正処理の実行履歴（ログ）をシステム上追跡することが可能となって

いることから、不正な消込処理に対する組織的な牽制は確保されているとのことである。 

収納処理システムの閲覧は、業務担当職員にとって必要な機能と考えられるが、収納
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消込処理を行う機能は、特定の職員を除き必要な機能とは考えられないことから、不正

処理を未然に防止するためにも、収納管理システム上の収納消込機能については、アク

セス制限を付し、特定の職員以外の収納消込処理を物理的に不可能としておくべきであ

る。 

 

【会計課との業務重複の回避（意見）】 

会計課の処理内容と、収納管理システム上の処理内容との一致状況について、関連部

署へのヒアリングを行うとともに、任意の選定日付における処理内容の一致状況につい

て確認を行ったところ、会計課による収納処理内容（収入日票）と、収納管理システム

の処理内容は、人的なチェックにより、整合性が確保されていることが確認できた。 

将来的に、収納処理は業務の効率化、誤り防止のため、会計課で処理したデータを収

納管理システムで受入れ、システム上での自動消込できるものを増やしていくことが望

ましい。 

また、OCR の納税通知書による収納分については、業務の効率性及び有効性を確保す

るためにも、金融機関から入金データを入手し、収納管理システム上で、データを受入

処理し、自動消込みできる体制をシステム上構築していくことが望ましい。 
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７．前渡金口座管理・引継状況 

 

概要説明 

  浜松市納税課では、個人市民税、固定資産税、軽自動車税、補填金等について過誤納

額が生じた場合には、会計課から納税課前渡金口座に還付金を振り込むよう依頼し、振

り込まれた還付金について納税課にて、前渡金口座から個別に還付する方法をとってい

る。なお、法人市民税については還付口座が判明しているため、直接振込返金してもら

うよう会計課に依頼する。 

手続の流れは下記のとおりである。  

    

① 各区税務課より、還付書類が納税課に回ってくる 

                  ↓ 

② 還付のための管理データに入力 

                  ↓ 

③ 一定期間分をまとめ、会計課に振込請求 

                  ↓ 

④ 会計課への持込日の翌日が「支出決定日」となり、以後、この支出

決定日毎に管理データにて集計作業を行う 

                  ↓ 

⑤ 会計課より納税課前渡金口座に振込み。同日、還付のお知らせ通知

を発送（還付のお知らせ、口座振込依頼書、返信用封筒を同送） 

                  ↓ 

⑥ 返信された口座振込依頼書を取りまとめし、振込日を管理データに

入力後、振込依頼 

                  ↓ 

⑦ 振込依頼の返信がなかった分等、資金前渡期間の 3 ヶ月以内に還付

できなかった分については未還付明細を添付し会計課に戻入 

 

  返金は原則として振込みで行われるが、振込先口座を有しない等理由がある場合には

あらかじめ連絡を受けて窓口にて返金する場合もある。 

前渡金口座は 2つに分かれており、現年度分と過年度分とで区分されている。なお、

現年度分の手続きについては、例外を除き、上記①～②のフローは省かれる（電算に連

携反映されるため）。 
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監査結果 

【印鑑と通帳の管理（指摘）】 

  前渡金口座の通帳を確認し、印鑑及び通帳の保管状況を確認した結果、前渡金口座の

通帳 2冊（現年度分、過年度分各 1冊）と印鑑は同じ金庫にて保管されていた。盗難リ

スクを考慮し、別途保管すべきである。 

 

【前渡金台帳、前渡金出納帳の作成及び口座残高確認（指摘）】 

  前渡金口座の還付方法について担当者に説明を受け、還付手続書類の抽出確認を行っ

た。前渡金台帳及び前渡金出納帳の作成を行い、毎月の還付済残高について、前渡金口

座の預金残高と台帳残高との照合を行うべきである。 

  管理データでは支出決定日毎に返金状況が確認できるようになっているが、年度途中

においては支出決定日が 30 件近くとなっている。このため例えば 10 月 1 日に現年度分

の還付口座の残高と管理データの残高とが一致しているかどうかの確認をするためには、

10 月 1 日現在の 30 件の支出決定日毎の未還付明細を印刷し、その残高を合計して確認

する必要がある。年度中の業務繁忙時期での照合は時間を要するため、通常は 4 月など

の帳簿閉鎖期間に、その時点で進行中である 2 件程度の支出決定日毎の未還付明細を合

計して残高が合うかの確認を行うこととなる。 

  しかしながら、担当者の引継があった場合、すぐに照合が出来ない状態であると、引

継時にデータ確認ができず、口座残高とデータ残高に差異が生じる可能性がある。また、

担当者においても残高が合っているかの確認ができず、管理に支障をきたす。 

各データは入力されているのであり、データに一定の追加をなすのみで台帳、出納帳

と同様のものを作成でき、現在の残高合計を表示させることは可能である。現年度分、

過年度分についてもそれぞれに記号等を表示し、記号毎に集計させることのみで、預金

残高との照合が可能となる。管理データの機能追加をすべきである。 

 

【還付手続の流れの見直し（意見）】 

  現在、過年度分についての還付手続は上記概要説明のとおり、前渡金口座管理担当者

が還付金額の入力、振込情報の入力、振込手続、口座管理を全て行っている。課税シス

テムや収納システムとは切り離された状態のデータのため、金額、対象納税者情報など

は担当者が改めて入力する。この際、氏名の誤りや金額の入力誤りが発生する可能性が

ある。 

納税者情報、還付金額については更正決定等で各課が書類化しているのであり、その

書類化する際のデータをそのまま読み込む方法を検討されたい。また、そもそもデータ

共有を行えば、誤り発生の可能性が減少し、事務手続も減少する。システム化を検討す

ることが望まれる。


