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包括外部監査結果に基づく措置 

 

 

 

 

 

 

包括外部監査の結果に基づく措置について 

 

包括外部監査結果に基づく措置が次のとおり講じられましたので、地方自治法第２５２

条の３８第６項の規定により公表します。 
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包括外部監査指摘事項に伴う措置 

 

監査実施年度 平成 19 年度（道路等財務執行） 

 

指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

第８次浜松市交通安全計画の「２ 講じようとする施策は」13 項目の主要施策を掲げている。こうし

た施策の年度ごとの成果や結果はまとめられていない。 

（２-72 頁・道路課） 

講じた措置 

平成 20 年度 

 

次回の交通安全計画作成時には施策ごとの実施結果がまとめられるよう各担当部署の

意見を聞き、調整しました。 

平成 21 年度 - 

平成 22 年度 - 

平成 23 年度 第９次浜松市交通安全計画に基づいた実施計画書作成に向け、関係機関（市以外の警

察を含めた機関）と調整し作成しました。 

平成 24 年度 毎年度において、前年度実績及び当該年度実施計画を作成していくこととしました。 
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監査実施年度 平成 20 年度（市営住宅の事務の執行について） 

指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

浜松市営住宅に関連する規則は、浜松市営住宅条例、浜松市営住宅条例施行規則のほか、32の要領、

要綱から成り立っている。時代の変化とともに、住宅課でもこれら規則を改定、新設することによって、

業務に対応しているが、これらの規則が末端まで浸透しているとは必ずしも言えず、周知徹底が必要と

考える。また、条例と施行規則、要領・要綱とのつながりが必ずしも明確ではない。今後、要領・要綱

は一本化する予定であるが、全面的に見直した上で、条例、施行規則、要領・要綱の簡潔性、明瞭性を

高めることが必要と考える。（16 頁･住宅課） 

講じた措置 

平成 21 年度 - 

平成 22 年度 公営住宅法の改正に伴う対応について、県及び他都市の考え方を調査。今後条例改正

について検討を行いました。 

平成 23 年度 公営住宅法等改正に伴い、住宅担当者を対象とした勉強会等を実施し、関連の条例改

正及び各要綱の一部を改正しました。また、その改正内容について担当者に周知しまし

た。 

 

指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

わが国は急速に高齢者が増加しており、市営住宅の入居者においても例外ではない。高齢者が安心し

て暮らせる安全な住環境の確保が今後ますます重要となる。浜松市においても高齢者仕様への改善工事

を実施中であるが、限られた予算の中、市営住宅のバリアフリー化目標等を設定し、住宅に困窮する高

齢者のため確実な実施・運用が望まれる。（31 頁･住宅課） 

講じた措置 

平成 21 年度 住生活基本計画策定中。 

平成 22 年度 住生活基本計画策定。ストック総合活用計画策定中。 

平成 23 年度 浜松市住生活基本計画ではユニバーサルデザイン化やバリアフリー化の整備推進を目

標に上げ、浜松市営住宅ストック総合活用計画の「全面的改善」や「部分改善」の中で、

高齢者に対応した手すり設置、段差解消、エレベーター設置等を取組んでいくよう策定

しました。 
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指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

市営住宅の入居の申込のための「市営住宅入居許可申請書」には収入の額を記入する欄がないため、

収入基準によって入居資格がない者も一次審査を通過し、仮当選者となることがあるが、二次審査の時

点で収入関係書類を提出させ、収入基準超過者は失格となる。申込みの時点で、応募者に収入基準を満

たしているかどうか判断させることで仮当選後の失格者を減らせるとともに、申込者の手間を省略する

こともできるため、自分で収入基準を満たしているかどうか判断可能なチェックシート等を、募集要項

に添付することが必要と思われる。（35頁･住宅課） 

講じた措置 

平成 21 年度 

 

住生活基本計画策定後、市営住宅管理運営方針を策定し、この方針の中で検討してい

くこととしました。 

平成 22 年度 住生活基本計画策定。市営住宅管理運営方針策定中。 

平成 23 年度 募集時に、申込提出書類のチェック項目表と申込者自らが収入基準を満たしているか

判断できるように収入基準計算表を配布するように改善しました。 

 

指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

長期空き家のうち、政策的に募集を停止した空き家の中で活用可能なものについて、耐用年数まで募

集をすることにした。市営住宅の有効活用の観点から必要な措置と思われるが、将来トラブルとなるこ

と等は避けるべきであり、募集の方針、居住年数制限を設けることや、経済性を充分検討する必要があ

る。（42 頁･住宅課） 

講じた措置 

平成 21 年度 

 

住生活基本計画策定後、市営住宅管理運営方針を策定し、この方針の中で検討してい

くこととしました。 

平成 22 年度 住生活基本計画策定。市営住宅管理運営方針策定中。ストック総合活用計画策定中。 

平成 23 年度 ストック総合活用計画の中で、集約対象団地、維持保全団地、廃止予定団地を示し、

これに則って効率的に募集することとし、政策空家については新たな募集はしないこと

としました。政策空家の期限付き入居については、同じ団地内での既存入居者と新規入

居者との不公平感等を考慮し導入はしないこととしました。 
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指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

平成 19・20 年度において、連帯保証人へ「連帯保証債務履行要請書」を送付するなど、具体的な請

求手続を行った実績はなく、適時に、網羅的に、連帯保証人への督促が行われているとは言えない状況

である。滞納月数が長期にわたる場合には、適切な時期に連帯保証人に対して「連帯保証債務履行要請

書」を送付し、滞納家賃の請求を行っていく必要がある。また、現状、折衝による連帯保証人からの回

収実績はあるものの、回収実績に係る具体的なデータは管理されていない。滞納家賃徴収額のうち、連

帯保証人からの回収実績を確認するため、連帯保証人からの回収実績データを整備していく必要があ

る。（91 頁･住宅課） 

講じた措置 

平成 21 年度 - 

平成 22 年度 - 

平成 23 年度 毎年、９、12、３月に保証人宛へ「連帯保証債務履行催告書」を送付することとしま

した。これにより、平成 23 年 12 月時点の前年度比較で約 400 万円の収納額増加を図り

ました。 

 

指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

「浜松市営住宅条例施行規則」第４条の２では、連帯保証人に異動があった場合には、遅滞なく、「連

帯保証人変更申請書」と、連名による請書を再提出することとされている。現状は、滞納月数が３ヶ月

以上の連帯保証人に対して「市営住宅家賃完納指導依頼書」を送付し、宛先不明等で戻ってきた時や、

当該書面に対して連帯保証人等からのクレームが生じた時に、連帯保証人の保証否認及び連帯保証人の

変更の必要性が判明するケースが多い。連帯保証人の状況を早期に把握し、必要な変更手続を適時に行

う必要がある。（93頁･住宅課） 

講じた措置 

平成 21 年度 - 

平成 22 年度 - 

平成 23 年度 - 

平成 24 年度 入居者全戸に配布する収入申告通知と合わせて、連帯保証人の状況等の変更に伴う「連

帯保証人変更申請書の提出について」のお知らせを配布し、連帯保証人の正確な把握に

努めるように改善しました。 
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指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

浜松市では、「市営住宅使用料・行政財産使用料に係る延滞金の免除に関する取扱基準」に基づき、

例外的な取り扱いとして、延滞金の徴収を行っていない。市営住宅使用料等は、私法上の債権に該当し、

浜松市では、条例及び施行規則に特段の定めがないことから、延滞金を徴収することはできないとする

見解もある。今後、条例及び施行規則の見直しを行い、延滞金の徴収について明記するとともに、延滞

金を免除する際の、免除申請方法等を検討する必要がある。（95頁･住宅課） 

講じた措置 

平成 21 年度 - 

平成 22 年度 - 

平成 23 年度 市営住宅が、低所得者で住宅困窮者を対象に提供しているセーフティネットであるこ

とを考慮し、「浜松市税外収入金の延滞金に関する条例」に基づく「浜松市営住宅使用料

金等の延滞金に関する取扱要項」を制定しました。 

この取扱要項において、市営住宅入居者（一定月額収入基準以下）については延滞金

を徴収しないが、一定月額を超える収入超過者や高額所得者については延滞金を徴収す

ることとしました。 

 

指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

滞納者からの回収額については、原則として優先的に現年度分への充当が行われているため、現年度

分の徴収率が高くなっている。延滞金を課した場合の滞納者の負担を考慮し、過年度分及び現年度分へ

の充当に係るルールを設定し、市営住宅の徴収率の適切な開示を行うべきである。（96 頁･住宅課） 

講じた措置 

平成 21 年度 - 

平成 22 年度 - 

平成 23 年度 - 

平成 24 年度 平成 24 年度より全庁的に延滞金を徴収することとなったが、この適用は平成 24 年４

月以降納付書発送分が対象となり、それ以前は、平成５年１月の市長決裁により市営住

宅使用料等の延滞金減免規定により減免が可能であり、現年分から充当させるほうが延

滞金賦課に対して滞納者に有利となるため、これまでどおり現年分を充当するよう指導

していくこととしました。徴収率の開示については、これまでどおり「決算資料」、「決

算審査資料」、「定期監査」、「住宅課の概要」等を適切に開示していくこととしました。 
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指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

退去はしているが敷金の返還請求が未了等のため、市で敷金が保管されたままになっているものが散

見された。これまでと同様、連絡を取るべく努めると同時に、一定期間以上連絡がつかない場合などに

ついて規定を設け、対応を検討すべきと考える。（105 頁･住宅課） 

講じた措置 

平成 21 年度 - 

平成 22 年度 - 

平成 23 年度 - 

平成 24 年度 充当先がなく、10 年以上経過した敷金については、民法第 167 条の消滅時効の規定に

より、市の歳入に繰り入れることとしました。 

10 年未満の敷金については、他都市の事例を参考に、平成 24年４月１日付けで「入退

去関係事務取扱要領」を改正し、退去者と連絡が取れない場合は、滞納家賃及び修繕費

に充当することとしました。 

 

指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

浜松市営住宅条例第 26 条第３項で、明渡しの期限を延長することができる理由として認めているも

ののうち、「(４)前３号に掲げるもののほか、特別の事由があると認めるとき」について、その内容が

明確にされていない。浜松市住宅条例施行規則に定めるか、要領、要綱で明記する必要がある。 

（119 頁･住宅課） 

講じた措置 

平成 21 年度 - 

平成 22 年度 - 

平成 23 年度 「市営住宅収入超過者及び高額所得者に関する取扱要項」の中で、明渡し期限延長の

特別な事由（近隣に特定公共賃貸住宅や民間住宅がない場合や自宅を建設または購入す

る準備をしていて、退去が確実な場合）について明記し、要領を改正しました。 
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指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

管理人の職務実態について検証した結果、報告書等の職務実態を裏付ける資料の提示がなく、職務を

遂行しているか否か確認できなかった。年額 7,696 千円の報酬を支払っているにも拘らず職務実態を把

握していない。報告書提出の義務化など早期の改善が望まれる。（129 頁･住宅課） 

講じた措置 

平成 21 年度 報告書等書式を作成し、提出するよう指導しました。 

平成 22 年度 管理人のなり手がなく、指定管理者に監査結果を提起し、今後のあり方について現状

確認し、協議検討しました。 

平成 23 年度 - 

平成 24 年度 浜松市営住宅管理人設置要綱の改正により、管理人に業務報告書を提出させ、業務の

遂行を確認するよう改善しました。 

 

指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

管理人に対し３か月毎に報酬を支払っており、報酬支払の際に所得税を源泉徴収しているが、管理人

報酬が賃金（給料）に該当し、所得税の源泉徴収が必要か否か検討した。管理人と浜松市（建設公社）

との関係は、委嘱書により業務を委託する関係にある｡また、管理人は実質的に浜松市（建設公社）の

指揮命令下に置かれているとは言えず、職務に対する指示や管理がされている状況ではない。使用従属

関係にあるか否かは必ずしも明確ではなく、労働基準法上の『労働者』か否か判断が分かれるところで

ある。仮に雇用契約に該当しないとすると、支払った金額は賃金ではなく、報酬と解すべきであり、源

泉徴収義務も発生しないものと考える。また、雇用契約だとすれば、賃金は毎月一定の期日にその全額

を支払う必要があるものと思われる。（130 頁･住宅課） 

講じた措置 

平成 21 年度 - 

平成 22 年度 管理人のなり手がなく、指定管理者に監査結果を提起し、今後のあり方について現状

確認し、協議検討しました。 

平成 23 年度 - 

平成 24 年度 浜松市営住宅管理人設置要綱の改正により、管理人に業務報告書を提出させ、業務の

履行を確認した場合、規定による謝礼を指定管理者が支払うこととしました。管理人の

報酬の扱いは賃金に該当しないため３か月毎の支給としました。 

 
 
 
 
 
 



 - 8 -

指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

外国人世帯の諸問題を解決するために、相談員を設置しているが、『浜松市営住宅外国人世帯への相

談員設置要綱』に規定する業務内容を遂行しているか、また相談員の人数は充足しているかについて検

討した。外国人世帯については、言葉や習慣の相違により諸問題があると思われるが、『浜松市営住宅

外国人世帯への相談員設置要綱』には設置基準が明確に示されていない。『浜松市営住宅管理人設置要

綱』第２条（設置要綱）のように設置基準を明確にし、「相談員」を確保することが必要と考える。 

（131 頁･住宅課） 

講じた措置 

平成 21 年度 - 

平成 22 年度 相談員のなり手がなく、指定管理者に監査結果を提起し、今後のあり方について現状

確認し、協議検討しました。 

平成 23 年度 - 

平成 24 年度 「浜松市営住宅外国人入居世帯への相談員設置要綱」を改正し、設置基準を明確に示

し、必要性があるとして判断した場合、相談員を置き、相談員から業務の報告書を提出

させ、業務内容を指定管理者が確認するよう改善しました。 

 

指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

外国人の入居状況から通訳の人数が適正かどうかについて、通訳は、現在(財)浜松市建設公社が民間

企業より派遣社員を１名受け入れている。外国人の入居状況は、ブラジル人 316 世帯（1,068 人）、ヴェ

トナム人 89 世帯（335 人）、中国人 20 世帯（56人）その他となっている。（財）浜松市建設公社の平成

19 年度事業計画書において、外国人入居者への通訳の派遣、周知文の外国語翻訳等を行うこととなって

いる。実態としてどの程度行われているのか事業報告書を見ても件数、内容等の記載がないため把握で

きない。外国人の人数、相談員の人数から考えると、ポルトガル語の通訳の数があまりにも少ないと思

われる。また、ヴェトナム語やスペイン語の通訳は不要かどうか検討する必要があると思われる。 

（133 頁･住宅課） 

講じた措置 

平成 21 年度 - 

平成 22 年度 通訳については指定管理者が配置することとなっているが、監査結果を提起し、今後

のあり方について現状確認し、協議検討しました。 

平成 23 年度 - 

平成 24 年度 ポルトガル語通訳については、住宅課に非常勤職員１人、徴収員として１人、指定管

理者に１人を配置しました。これにより、平成 23年度業務執行実績の外国人苦情及び相

談件数 62件に対応できる体制が整いました。また、ヴェトナム語やスペイン語の通訳は

入退去や苦情等これまでの状況から対応は可能と判断し不要としました。 
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指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

建替えに伴う移転補償費のうち、一時移転先の敷金部分については、再入居の際に返還することにな

っているが、返還金額についての具体的な定めがないため、一時移転先が市営住宅の場合と、民間住宅

の場合とで、一時移転先の退去時修繕費用負担額に差異が出るケースが想定される。一時移転先の違い

によって、負担額に差異が出ないよう、返還すべき金額を具体的に規定する必要がある。（157 頁･住宅

課） 

講じた措置 

平成 21 年度 - 

平成 22 年度 - 

平成 23 年度 - 

平成 24 年度 

 

市営住宅へ一時的に移転する場合は修繕負担が発生しないため、一時移転先は可能な

限り市営住宅としました。 

 

指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

平成 20 年４月１日現在、旧耐震基準下で建設された住宅の耐震状況一覧表によれば、耐火構造、簡

易耐火構造、木造、いずれの構造においても、「耐震性なし」、「不明」と判断されている住宅があるが、

具体的な対策が採られていない。修繕の実施や、用途廃止の推進等、必要な措置を講じるべきである。

（158 頁･住宅課） 

講じた措置 

平成 21 年度 - 

平成 22 年度 ストック総合活用計画策定中。 

平成 23 年度 - 

平成 24 年度 簡易診断及び予備診断により「耐震性なし」「不明」と判定された住棟は、浜松市営住

宅ストック総合活用計画に「用途廃止」又は「建替」の候補として盛り込みました。「用

途廃止」又は「建替」の候補と判定することで、今後必要な措置を講じていくこととし

ました。 
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監査実施年度 平成 21 年度（市税及び国民健康保険料の事務の執行について） 

 

指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

【未申告者への督促事務手続の内容】 

各区税務課が実施している未申告者への督促は、申告書を送付した者全員に対して、確認や提出の要

否の調査を行うものではないため、当初、督促の対象としてリストアップした件数や、申告書の発送件

数について管理されておらず、本庁課税管理課においても、各区税務課の督促事務の状況を把握してい

ない。未申告調査が、実効性のある督促手続となるよう、自宅への訪問や電話での照会などを取り入れ

た全区統一の実施基準を定めて実施し、本庁において実施状況を管理していくべきである。 

（30頁･市民税課） 

講じた措置 

平成 22 年度 - 

平成 23 年度 各区税務課で実施した未申告者への督促事務については、市民税課で対象者の抽出方

法などの実施基準を定めるとともに実施状況の管理を行い、申告書の提出がない者に対

しては再度申告書を送付することとしました。 

 

指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

【確定申告書等から給与所得が判明した場合の対応】 

所得税の確定申告又は市民税の申告で、給与所得が判明しているケースが散見された。事業所が給与

支払報告書を規定どおりに提出していないことが主な原因であるが、これらの事業所に対して特に指導

や調査を実施していないため、給与支払報告書の提出を指導するとともに、他に給与所得を把握できて

いない者が当該事業所にいないかどうかを調査すべきである。（31 頁･市民税課） 

講じた措置 

平成 22 年度 - 

平成 23 年度 所得税の確定申告書又は市民税の申告書で給与所得を申告している者について、事業

所から給与支払報告書が提出されていない場合は、市民税課から事業所に対して他に給

与所得を把握できていない者が当該事業所にいないかどうかを含めて提出についての指

導を行うこととしました。 
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指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

【給与支払報告書の督促ハガキ】 

給与支払報告書の督促ハガキは、「給与支払報告書の提出について（依頼）」と題され、文面も非常に

やわらかな表現が用いられている。給与支払報告書の未提出は、適正な賦課決定を妨げるものであり、

重要な問題であることから、地方税法において、未提出及び虚偽の記載に刑事罰が規定されていること

を給与支払事業所に十分認識してもらう必要があると考える。（32 頁･市民税課） 

講じた措置 

平成 22 年度 給与支払報告書の督促ハガキに、提出義務があるのにもかかわらず提出しなかった場

合は、地方税法第 317 条の７（給与支払報告書等の提出義務違反に関する罪）の罰則が

適用される旨の文言を追加しました。また、送付回数を１回から２回に改善しました。 

平成 23 年度 平成 22 年度までは、１回目の督促ハガキを７月下旬に送付していたが、給与支払報告

書提出期限直後の３月に通知を行うように改善しました。 
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指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

【特別徴収指定拒否事業所への対応】 

平成 20 年度の従業員が 50 人以上であった事業所のうち、９事業所は、訪問時点で従業員が 50 人未

満となっていたこと等を理由に、強制的な特別徴収事業所への指定から除外されている。従業員数の要

件は、特別徴収事業所の拡大に向け、ｽｹｼﾞｭｰﾙ上便宜的に設けられたもので、強制指定から除外する積

極的な要因と捉えることには問題がある。加えて、指定された事業所が従業員から市民税を徴収しない、

又は徴収したにもかかわらず納付しない場合には、未納額の増加や従業員が納税証明を受けられないな

どの問題が生ずるため、特別徴収指定初年度は特に指導を徹底するとともに、納付がなければ延滞金を

課すなど、強い姿勢で臨むべきである。また、全ての補助金交付要綱において特別徴収を要件として規

定すべきである。（36 頁･市民税課） 

講じた措置 

平成 22 年度 従業員が 30 人以上の事業所を対象として、特別徴収事業所の拡大を図りました。 

また、平成 23年度に特別徴収事業所拡大の対象となる事業所に対して、10月と３月に

指定予告通知を送付しました。 

平成 23 年度 従業員が 10 人以上の事業所を対象として、特別徴収事業所の拡大を図りました。 

また、特別徴収指定初年度の事業所のうち、異動届の提出等、事業所からの連絡がな

い事業所を対象として電話による指導を実施しました。 

さらに、納入のない事業所に対して、収納担当課（納税推進課及び債権回収対策課）

と連名で納入を促す文書を送付しました。 

このほか、平成24年度から特別徴収事業所に指定することになる事業所を対象として、

指定予告通知を送付するとともに特別徴収事務に関する説明会を開催しました。 

補助金交付要綱に関しては、財政課において見直しを行い、特別徴収を要件として規

定することとしました。 

平成 24 年度 静岡県内の市町が一斉に実施する特別徴収事業所拡大のための取組との連携を図る中

で、在職者が３人以上の事業所を対象として、特別徴収事業所の拡大を図りました。 

また、平成 24年度に新たに特別徴収事業所に指定した事業所に対しては、指定通知書

送付直後に電話連絡を実施。制度についての説明を行いました。 

さらに、平成 24 年 11 月以降の入札参加資格審査申請からは、市内在住の正規従業員

が３人以上の事業所については、特別徴収を要件とすることとしました。 
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指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

【整理番号等の記載依頼】 

平成 21 年７月提出分、法人市民税申告書を 3,300 件調査したところ、赤字の訂正が入っているもの

が 173 件あった。訂正箇所の多くは申告ソフトを利用した場合の整理番号、区コードの記載漏れである。

申告ソフトの打出しを提出する場合は、市役所が送付した用紙（基礎データが印字されている）も添付

してもらうよう周知を図ることにより提出後の手間を相当程度省くことが可能となる。申告書封入時に

文書を添えるなり、税理士会へ協力を依頼するなど検討することが望ましい。（43 頁･市民税課） 

講じた措置 

平成 22 年度 申告書送付時に同封している納付書の欄外に、「浜松市から送付した申告書を利用しな

い場合についても、本市から送付した申告書（未記入でも可）を添付して申告すること」

を依頼する文言を記載して周知を図りました。（平成 22年度以前から実施） 

平成 23 年度 平成 23 年５月から、申告書送付時に同封する記載例に、「浜松市から送付した申告書

を利用しない場合についても、本市から送付した申告書（未記入でも可）を添付して申

告すること」を依頼する文言を加えることで周知を図りました。 

 

指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

【電話帳による調査】 

平成 19 年に実施された電話帳による調査結果を課としてまとめた資料が存在しない。調査結果を誰

がどう判断し、どういう結論になったのかを明確に残す必要がある。電話帳によるローラー作戦は、非

常に有効な無申告法人の発見方法であると考えられる。毎年実施し、結果をデータベース化していけば、

大きな蓄積になるものと思われる。マンパワー不足により平成 19 年以降実施されていないが、電話帳

ソフトにてシステムで法人データとマッチングするなど合理化の余地は残されており、また、毎年継続

することにより、作業量は減少するものと見込まれる。臨時的任用行為での補充も検討に値するため、

継続的な実施にむけた検討が必要である。（50 頁･市民税課） 

講じた措置 

平成 22 年度 平成21年度末に実施した電話帳の調査により作成した約600件の要調査法人等のリス

ト中、50件が調査対象となり追跡調査を行いました。 

平成 23 年度 平成 23 年９月に約６万件分の法人分電話帳データを購入。法人データとの照合により

70 件を抽出して調査を実施した結果、11 件、約 300 万円（過年度分を含む）の申告があ

りました。なお、法人分電話帳データを活用することで、臨時任用職員による対応は行

わないこととしました。 
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指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

【更正理由の区分】 

更正決定の理由のうち「賦課誤謬」については、庁内の自己チェック等で気づいたもののほか、納税

者本人による申出によるものも含まれているため、同じ更正理由であっても本人の申し出遅延の場合と

市側の賦課誤りの場合との区別が不明確となっている。更正理由については区分を明確化し、更正とな

った理由が申立者側にあるのか市側にあるのかを把握し、その上で更正件数減少のための対策を講じる

必要があると考える。（72 頁･資産税課） 

講じた措置 

平成 22 年度 - 

平成 23 年度 更正理由入力時の｢理由項目」を細分化し更正件数の減少を図るための方策を検討しま

した。 

平成 24 年度 土地家屋の庁内での自己チェックは当初課税前に終わらせるため、更正事由「賦課誤

謬」の賦課更正は原則的に納税者による誤りの指摘であると考えられます。また、土地・

家屋の更正理由の他、賦課更正伺いの索引に具体的な理由を記載し、誤りの原因を分析

したところ「滅失家屋の把握漏れ」が多いことが判明したため、滅失家屋の把握漏れを

防ぐために、リサイクルリストの有効活用の他、新増築調査時に周囲の家屋の現況把握

を重視するよう対応することとしました。また、広報活動（ホームページ）や納税通知

書（封筒に掲載）で滅失家屋の届出や土地の利用状況・用途に変更があった場合の連絡

について告知しました。 
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指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

【所内チェックによる訂正】 

更正決定を行ったものの中には、①システムの締め後、納税通知書印刷前に賦課誤りに気づき訂正す

るもの、②納税通知書印刷後発送前に申告がなされた分につき個別に訂正を為し、期限内申告と同じく

第一期の納付に間に合わせているもの、がある。 

①は３月 16 日までの手続を見直すことに減少が可能である。印刷前に誤りに気付くよう、課内のチ

ェック体制構築を検討することが望ましい。 

②はそもそも申告の期限を大幅に過ぎているものである。納税者に申告期限を守ってもらうために

も、また庁内の事務量の増加を招かないためにも、発送前の個別の訂正ではなく第二期以降の訂正とす

ることが望ましい。さらに、訂正後の納税通知書送付時には、「申告期限が守られなかったため二重手

続になりました。今後は必ず期限内の申告を行ってください。」などの文言を添えることにより、期限

内申告の励行を求める必要がある。 

（73頁･資産税課） 

講じた措置 

平成 22 年度 ①課税誤りをしやすい新任者の異動入力処理について、指導員がチェックする体制を

講じました。緊急雇用の臨時職員による課税のチェックを実施しました。 

平成 23 年度 - 

平成 24 年度 ②納税通知書印刷後発送前に申告がなされた分に限らず、申告の期限を大幅に過ぎた

ものについては、２期更正としました。さらに、ホームページの充実や償却資産の課税

対象である施設の調査時にチラシを配布することとしました。 

 

指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

【延滞金及び過料の賦課】 

不申告による過料は科しておらず、延滞金についても、更正決定や期限後申告により賦課決定された

場合、法定納期限から指定された納期限までの期間に対する延滞金は賦課していない。適法性及び課税

の公平性、期限内申告・適正申告の推進及び納税意識の向上のため、延滞金及び過料を条例どおり課す

べきである。（79 頁･資産税課） 

講じた措置 

平成 22 年度 - 

平成 23 年度 

 

特に悪質で是正される見込みのない納税者には条例どおり延滞金、過料を課していく

こととしました。 
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指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

【執行停止登録の定期的な見直しの必要性】 

執行停止とされた滞納者について、執行停止後の納税資力の回復状況等のモニタリング及び担税力の

回復度合いに基づいて、執行停止処分の見直しを行い、必要な場合には、執行停止登録の取消を行うべ

きであるが、現状においては、執行停止の見直しは行われていない。特に、執行停止後３年を経過した

場合には不納欠損処理されることから、執行停止登録後も継続して納税資力の回復状況等をモニタリン

グし、執行停止及びその停止期間を原因とする不納欠損処理が行われるまでは、執行停止登録の見直し

を定期的に行っていくことが望ましい。（137 頁･債権回収対策課） 

講じた措置 

平成 22 年度 ２号停止中の案件に対して、所得調査などの追跡調査を行ない、納税資力の回復状況

を確認しました。 

平成 23 年度 執行停止中の案件について、停止期間満了(停止後３年)、及び停止期間満了前に時効

起算から５年が到来する明細を含む滞納者リストを作成し、各担当者には停止後の環境

変化(世帯環境、収入等）による納税資力の回復状況を等を定期的にモニタリングし、必

要に応じ執行停止の取消しを実施する機会を設けました。 

 

指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

【債権回収対策課の指導的役割】 

債権は、滞納期間が長くなればなるほど、また滞納額が大きくなればなるほど、回収が困難となるた

め、債権回収対策課は、市税、国民健康保険料等の滞納処分の強化や、徴収職員のスキル向上を図るだ

けではなく、滞納が発生した初期の段階で対処すべきことを、各課に対し指導することが望ましい。ま

た、債権管理については、各課との連携を密にすることで、滞納の発生自体を減らすような方向にもっ

ていくことが望ましい。（148 頁･債権回収対策課） 

講じた措置 

平成 22 年度 市債権の適正管理のため、移管を受けた徴収困難案件の回収や債権主管課からの相談

業務など徴収支援を行なうとともに、納期内収入の促進、債権の早期回収及び回収強化

に向け、債権管理説明会や債権回収対策会議を開催しました。 

また、債権の種別に応じた研修会や職員のモチベーションアップ研修を開催しました。

平成 23 年度 各債権の所管課に対し徴収意識や知識の向上のために、例年実施している説明会等に

加え、各債権の滞納上位ワースト 10 ヒアリングや、研修会の開催、講師派遣を行いまし

た。滞納処分の強化については、捜索などの徹底調査による財産差押、インターネット

公売を活用した、差押－公売－換価という一連の処理方法を確立し、回収強化を図りま

した。 
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監査実施年度 平成 22 年度（保育所事業の執行について） 

指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

【現有資産の活用】 

確実に就学前児童の数は減少している状況で、「安心こども基金」に頼る形で、箱モノ（施設整備）

により対症療法的に待機児童対策を図ることは後々に禍根を残さないか懸念される。 

保育所創設や増築は、足元の待機児童解消策として効果を発揮するであろうし、社会から対応を求めら

れていることも事実であろうが、その前に幼稚園や認証保育所等、現有資産の 大限の活用に知恵を絞

る必要性を感じる。（26頁･保育課） 

講じた措置 

平成 23 年度 待機児童の解消に向けて、施設整備以外の対策として、認証保育所（浜松市が認めた

認可外保育施設）の利用促進を図るため、３歳未満児の保護者に対し月２万円を上限に

助成しました。 

平成 24 年度 平成25年４月に80人の定員増を図るため認可保育所の施設整備を実施するとともに、

認証保育所の利用促進を図るため、３歳未満児の保護者に対し月２万円を上限に助成し、

待機児童の解消を図りました。 

 

指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

【各地域の保育需要からみた施設整備の検証】 

「安心こども基金」の活用による保育所の整備は大きな効果があったが、今後の保育需要の予測は難

しいものがあり、施設が増えれば維持・更新に係る追加的な費用も将来にわたり増加していくため、今

後の整備はこれまで以上に初期投資に見合う効果が期待できる案件に絞る必要があり、施設整備だけに

頼らない施策の重要性が増すものと考える。（64頁･保育課） 

講じた措置 

平成 23 年度 待機児童の解消に向けて、施設整備以外の対策として、認証保育所（浜松市が認めた

認可外保育施設）の利用促進を図るため、３歳未満児の保護者に対し月２万円を上限に

助成しました。 

平成 24 年度 待機児童の解消に向けて、今後も老朽化や耐震対策としての施設整備等に合わせて定

員増を図っていき、待機児童解消に効果の見込まれる保育園を優先して実施することし

ました。また、施設整備以外の対策として、認証保育所（浜松市が認めた認可外保育施

設）の利用促進を図るため３歳未満児の保護者に対し月２万円を上限に助成することと

しました。 
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指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

【延滞金の徴収】 

法令等を根拠に、ペナルティとしての延滞金を徴収することができる。したがって支払能力がありな

がら滞納している保育所利用者に対し、公平性の観点から、原則として延滞金の徴収を行うべきであり、

例外的に、延滞金の免除が必要な保育所利用者から「延滞金免除申請書（仮称）」の提出を受け、その

免除申請理由に合理性が認められる場合に限り、市長が延滞金の免除を承認する体制を整備していくべ

きである。（119 頁･保育課） 

講じた措置 

平成 23 年度 - 

平成 24 年度 平成 24 年４月１日の、浜松市税外収入金の延滞金に関する条例（昭和 33 年浜松市条

例第５号）の改正により、平成 24年度から延滞金を徴収することとしました。 

なお、延滞金の免除は、浜松市税外収入金の延滞金に関する条例第３条に基づき、保

護者の状況に応じて免除することとしました。 

 

指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

【証拠書類の添付】 

施設機能強化推進費加算の申請書には、要綱にて証拠書類の添付が求められていないため、ほとんど

の保育所で添付がされていなかった。申請の対象となった事業はほとんどが総合防災訓練、避難具等整

備となっており、避難具購入、防災訓練用消耗品費が申請対象となっている。事業計画の段階で申請す

るため、領収書の添付を求めることは難しいが、申請の添付資料として、避難具の見積書や購入必要性

検討の備考欄記入等を求めることは可能であると思われる。 

防災用具設置は施設運営上当然の義務であり、これに特に運営費への加算をする以上、支出の必要性の

検討と支出の確認が求められるべきと考える。（130 頁･保育課） 

講じた措置 

平成 23 年度 各保育園に対し、申請・実績報告時に資料を添付してもらうよう指導しました。 

平成 24 年度 昨年度の指導に基づき、申請・実績報告時に見積書・領収書等の資料を添付するよう

にしました。 
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指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

【補助金支給申請で計算される利用料収入と資金収支計算書との乖離】 

10 施設のうち、理論上の利用料収入と資金収支計算書の利用料収入の額が一致した保育所は 1施設の

みであり、他の９施設は若干の差額が見られた。差額が生じている理由としては、資金収支決算書では

利用料収入を現金主義にて会計処理を行っているため、その年度に発生した利用料収入と乖離が生じた

ものと推測される。一時保育については、利用料収入も一時保育事業費補助金の支給申請書に記載する

こととなっている。しかし、延長保育については、利用料収入を記載する欄はない。 

補助金を支給していることから、適正な支給申請が実施されているか否かを厳格に確認すべきことは

言うまでもなく、例えば、自己チェックとして監事の監査項目に加えること、あるいは、社会福祉施設

等（民間保育所）指導監査資料等に資金収支計算書に計上された利用料収入の事業別内訳を記載させ、

補助金の支給申請書に記載した額と突合せする等、補助金の支給申請書及び社会福祉施設等（民間保育

所）指導監査資料の様式を改定し利用料収入と補助金の額との整合性を確認させるべきである。（143

頁･保育課） 

講じた措置 

平成 23 年度 - 

平成 24 度  各保育園において、補助対象である無いに関わらずすべての利用児童数を報告するよ

うに月ごとの実績報告書を変更し、全員の報告をするよう指導しました。 

変更内容としては、補助対象児童のみであった報告事項に加え、補助対象以外の児童

の報告も義務づけることとし、毎月のチェックにより、正確な利用料収入を確認できる

ようにしました。 

 

指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

【市立保育所の保育サービスの評価】 

市立保育所の方が、民間保育所に比べ職員１人当たり人件費が高く、民間保育所に比べ能力・経験に

優れた保育士等が多数勤務しており、民間保育所に比べより良い保育サービスを提供することが期待さ

れるため、市立保育所では、第三者評価を利用するなど園児１人当たり経費に見合うだけの保育サービ

スの提供が行われていることの評価を行うとともに、その結果を積極的に外部へ公表することで保護者

からの信頼も高まるものと思われる。（159 頁･保育課） 

講じた措置 

平成 23 年度 笠井保育園、舞阪第１保育園、都筑保育園の３園で（社）浜松市社会福祉協議会によ

る第三者評価を受審し、その結果を県ホームページ等で公表しました。 

平成 24 年度 南保育園、江西保育園、権現谷保育園の３園を対象に（社）日本経営士会静岡経営支

援センターによる第三者評価を受審し、その結果を県ホームページ等で公表していき、

今後も、第三者評価結果の県ホームページ公表とともに、保護者への紙ベースによる閲

覧を通じて、積極的に外部へ公表していくこととしました。 
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指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

【備品返納時の財産プレート（シール）の添付】 

備品の返納申請を行う場合には、返納対象となる備品の実在性を確認するために、財産プレート（シ

ール）又は、返納備品の写真等を添付する必要がある。（165 頁･保育課） 

講じた措置 

平成 23 年度 市立保育所が備品の返納申請を行う場合、物品返納報告書に財産プレート（シール）

又は返納備品の写真等を添付するよう指示し、返納対象となる備品の実在性を確認する

こととしました。 
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監査実施年度 平成 23 年度（生活保護に関する事務の執行について） 

 

指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

【ア 訪問調査について】 

 「浜松市被保護世帯訪問格付基準表」を満たさないケースの件数が多いだけでなく、実際の訪問頻度

が基準を下回る程度にも甚だしいものがある。 

 さらに、格付の如何に関わらず、平成 22 年４月に保護が開始された後、本監査の実施に至るまでの

間に、ケースファイルに訪問調査の実施が全く記録されていない案件も相当数存在した。このように訪

問調査の記録が存在しない案件は、天竜区を除く全ての区に認められ、特に、東区（14 件）、西区（５

件）及び南区（６件）で顕著であった。 

 このように、浜松市の訪問調査の実施状況には大きな問題があり、訪問格付基準表に定められた訪問

頻度を確保しなければならない。 

（56頁・東区、西区、南区、北区、浜北区、天竜区・社会福祉課） 

講じた措置 

平成 24 年度 （東区・社会福祉課） 

新規調査案件については、各ケースワーカーに訪問記録の添付を徹底し、査察指導員

が訪問記録を確認し、進行管理を行っています。 

訪問調査の実施状況は改善してきていますが、訪問格付基準表に定められた訪問頻度

を確保するため、引き続き、査察指導員の進行管理の下、年間訪問計画に沿った訪問調

査を実施していくこととしました。 
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指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

【ウ 求職活動励行の指導指示について】 

 求人誌等の募集に頼り、「電話をしたが断られた」旨ばかりが記載されたものも多く（中区等）、求職

活動報告書によって被保護者の実際の求職活動の状況を把握することは困難と言わざるを得ない。 

 また、地区担当員による被保護世帯の訪問が十分に機能していない現状では、稼働能力のある被保護

者に対して求職活動に関する指導や助言を行う機会そのものが不足していると言わざるを得ない（全

区）。ケース記録においても、地区担当員による具体的な求職指導の内容が明らかでない案件が散見さ

れる（中区、南区）。 

 よって、被保護者の求職活動については、訪問その他によって面談の機会を確保した上で、より積極

的な指導や支援を行うことが望ましい。 

（58頁・全区・社会福祉課） 

講じた措置 

（東区・社会福祉課） 

就労阻害要因のない人のいる世帯には世帯訪問を実施し、稼働能力のある被保護者に

対して求職活動に関する指導や助言を行うこととしました。査察指導員は訪問記録の内

容を確認し、適切な助言指導や就労支援事業が活用されているか等をチェックし、進行

管理を行うこととしました。 

平成 24 年度 

（南区・社会福祉課） 

訪問調査活動を訪問計画に沿って確実に実施することで強化し、生活状況を把握する

とともに、就労支援事業（就労支援相談員事業、県委託事業、「福祉から就労」支援事業

等）を活用し、就労支援強化を図ることとしました。 

また、査察指導員は、現業員に対し就労支援状況をケースファイルに記録し、査察指

導員に回付することとしました。 
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指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

【エ 保有自動車の処分指導指示について（ア）】 

保護開始時の調査では自動車保有が認められるにもかかわらず、ケースファイルに綴られた資料によ

っては、当該自動車の処分事実が判然としない案件が複数認められた（中区３件、南区１件）。また、

ケースファイル中に、自動車が処分された旨の報告等が記録されていても、その客観的な裏付け資料が

存在しない案件も複数認められた（中区、東区、南区各１件）。 

低生活の保障の原理により自動車の保有が厳しく制限されている以上保有自動車の処分に関する

指導指示は確実に履行される必要があり、対象自動車の処分事実は、客観的資料（登録事項証明書等）

により確実に確認した上、ケースファイルに明確に記録されることが望ましい。 

（59頁・中区、東区、南区・社会福祉課） 

講じた措置 

平成 24 年度 （東区・社会福祉課） 

自動車処分の取扱いについては、挙証資料を徴取すること、挙証書類が存在しない場

合は自宅訪問しケースワーカーが確認すること、処分の内容をケース記録に残すこと、

名義変更ではなく原則処分することなど事務処理の統一を図り、是正改善を行いました。

 

指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

【オ 転居指導指示について】 

 保護開始の時点で高額家賃を理由として転居指導がなされているが、その後の経過や転居の有無がケ

ース記録において明らかではない案件が２件あった（東区）。 

 転居指導指示がなされる場合には、限度額を超える家賃等は被保護者の負担となっており、また、転

居に至った場合にはそれに伴う敷金等も給付することになるから、その指導指示の経過については明確

に記録することが望ましい。 

（60頁･東区・社会福祉課） 

講じた措置 

平成 24 年度 （東区・社会福祉課） 

ケースワーカーは転居指導中のケースに対して、訪問時に助言指導を行い、指導後の

経過や転居事実を記録として残すこととし、査察指導員はその進行管理を行うこととし

ました。 
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指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

【（イ）頻回受診に対する三者協議の開催について】 

 頻回受診については地区担当員、医療事務担当者、嘱託医による三者協議を開催することとなってい

るが、中区以外ではほとんど開催されていない。これは主に嘱託医が中区、浜北区、天竜区のみの配属

であることに起因し、特に中区の嘱託医は東区、西区、南区、北区の嘱託医も兼ねていることから、中

区以外は中区を経由して日程調整等を行うため、三者協議を行いにくい。この結果、３か月を超える期

間、月に 15 回以上、同一の傷病で同一の医療機関を受診するケースも発生している。 

 よって、頻回受診については地区担当員が被保護者へヒアリングし、主治医の意見を確認するととも

に三者協議を開催して過剰な受診を抑制する必要がある。 

（71頁・東区、西区、南区、北区、浜北区、天竜区・社会福祉課） 

講じた措置 

（東区・社会福祉課） 

医療担当は毎月、電子レセプトシステムを活用し、月 15 回以上の受診者を抽出してい

ます。月 15回以上の受診が３か月継続する場合、ケースワーカーは、病院受診の適正性

などを含めて、三者協議を積極的に活用することとしました。三者協議の結果、頻回受

診が認められた場合、対象者に対して、適切な受診指導を実施し、過剰な受診の抑制に

努めることとしました。 

（西区・社会福祉課） 

電子レセプトにおいて頻回受診になる状況があれば、ケースワーカーへ連絡し、被保

護者の状況把握と指導を事前に行い、頻回受診については、三者協議にかけ、適切な受

診指導を実施し、過剰な受診の抑制に努めることとしました。 

（南区・社会福祉課） 

査察指導員は頻回受診、多重受診について、定期的に医療担当が主となり該当するケ

ースをピックアップし、現業員は被保護者への聴取及び主治医の意見を確認し、状況を

把握した後、嘱託医との三者協議を開催、その結果を頻回受診台帳等へ記録し、進行管

理を図ることとしました。 

平成 24 年度 

（浜北区・社会福祉課） 

医療担当が生活保護医療システムにより、頻回受診者を調査し、発見したときは、現

業員が被保護者へ状況を聴取し、主治医の意見を確認した上で、三者協議会を開催しま

す。また、その実施状況を記録し、進行管理を図ることとしました。 
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指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

【（ア）医療事務担当者について】 

 各区福祉事務所には医療事務担当者が配置されているが、地区担当員が兼務している福祉事務所もあ

る。地区担当員が兼務している福祉事務所については、地区担当員が訪問業務を行っている等で不在の

場合には被保護者の申請により担当の地区担当員が医療券の発券業務を行うこととなる。医療券の発券

が相互確認の上、行われるように、医療事務は地区担当員から分離して行われることが望ましい。 

（72頁・全区・社会福祉課） 

講じた措置 

平成 24 年度 （北区・社会福祉課） 

平成 24 年度から医療担当１名を地区担当とは別に配置しました。 

 

指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

【（イ）電子レセプトの活用について】 

 平成 23 年４月より電子レセプトが導入されている。これによりレセプトの集計等が容易にできるよ

うになった。特に、頻回受診リストを容易に作成することができるようになったのは集計に相当の時間

を必要としていた従来とは大きく異なった利点といえる。 

 頻回受診のケースは前述したとおり、三者協議を開催して過剰受診を抑制する必要があるが、月 15

回以上の受診があるケースを抽出して被保護者へ状況の聴取や指導をすることで頻回受診となる前に

医療扶助を抑える効果があるといえる。よって、毎月、頻回受診者の有無、受診の多いケースの有無を

モニタリングして、医療扶助を抑える策を講じることが望ましい。 

（72頁･全区・社会福祉課） 

講じた措置 

平成 24 年度 （浜北区・社会福祉課） 

医療担当が生活保護医療システムにより、毎月、頻回受診者を調査し、発見したとき

は、三者協議会を開催し、その実施状況の記録により進行管理を図ることとしました。 
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指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

【（ア）債権管理台帳】 

浜松市は、平成 22 年４月１日より「債権管理事務について」というマニュアルを使用し、返還金及

び徴収金の管理を行っている。 

「債権管理事務について」によれば、債権管理台帳に「随時督促及び催告等の経過について記載する

ことになる。」となっている。 

しかし、現状の債権管理台帳には、経理担当者が入力し、地区担当員は必要な時に見るのみであり、

上司の決裁もなく、督促・催告等の経過についても記載されていない。 

債権を適切に管理し、回収の実効性を高めるために、債権管理台帳には、必要な情報を網羅性をもっ

て記載する必要がある。 

（89頁･全区・社会福祉課） 

講じた措置 

平成 24 年度 （中区・社会福祉課） 

「生活保護費国庫負担金の精算に係る適正な返還金等の債権管理について」（平成 22

年 10 月６日付社援保発 1006 第１号厚生労働省社会・援護局保護課長通知）及び福祉総

務課が示した債権管理マニュアルに基づき、平成 24 年５月から債権管理担当が債権管理

補助簿を作成し、コアらのグループウエア・課内ライブラリに格納して、ケースワーカ

ーから債権管理連絡票により報告を受けた交渉記録を入力することとしました。   

また、上記について債権管理担当者が取扱要領を作成し、６月のグループ会議におい

て生活保護グループの全職員に周知しました。 

さらに、年２回債権管理担当者が、交渉状況を点検し、未交渉ケースについては担当

査察指導員を通してケースワーカーに交渉実施指導を行うとともに、査察指導員等は債

権管理補助簿を随時確認するなど、組織的に債権回収の進捗状況を把握して適切な債権

管理を行うようにしました。 
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指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

【合併前における未調定債権】 

 平成 17年７月１日の浜松市合併前の債権で調定がされていないものが１件あった（浜北区）。債権管

理台帳はあり債権として認識はされていたが、適切な債権管理はされていなかったものである。当該債

権はすでに時効が成立しているため回収不能である。当時は回収された時に収入調定していたために生

じたものと推察されるが、現在は債権管理台帳に基づき、回収予定年度に調定がされることになるため、

調定されることなく時効を迎えることはないと期待される。今後、調定もれを生じさせないためには、

債権管理台帳の正確性を担保することが重要であり、債権管理を地区担当員のみでなく、生活保護グル

ープ全体でコントロールしていく必要性を感じる。 

（92頁･浜北区・社会福祉課） 

講じた措置 

平成 24 年度 （浜北区・社会福祉課） 

適切な債権管理については、平成 24 年度浜松市生活保護業務実施方針における重点取

組事項として掲げ、毎月１回、課内において課長以下職員で業務進捗会議を開催し、経

理担当者が提示した書類により、債権管理状況を点検し、債権管理の進行管理を図るこ

ととしました。 

 

指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

【（ウ）保護開始時の負債について】 

 保護開始時の資産調査において、借入金の存在を確認した場合には、返済が困難と思われれば、自己

破産を指導することが必要と考える。現状、保護開始にあたって自己破産等の紹介は行っているが、実

際に自己破産したケースは稀であると思われる（全区）。 

 借入金をそのままにして生活保護を開始した場合、不正受給を生む原因となり結果として徴収金が滞

れば、浜松市が借入金返済を肩代わりしたに等しいこととなる。生活保護開始時の調査において、負債

調査を強化し、消費者金融業者に一定額以上の借入金があり、返済が困難と思われる場合、より積極的

に法的整理のメリットを説明し誘導すべきである。 

（95頁･全区・社会福祉課） 

講じた措置 

平成 24 年度 （中区・社会福祉課） 

債務整理について援助方針に記載し法テラスに相談するよう指導しても被保護者が指

導に従わない場合は、中区に配置している自立生活相談員に支援を依頼し、法テラスへ

同行することとし、債務整理の対策を強化しました。 
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指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

【ア 多重債務解消支援プログラムについて】 

多重債務解消支援プログラム実施要領添付の「法テラス受付フロー図」に「法テラスが立替えた費用に

ついては、援助開始後、原則として月額 10,000 円ずつを支払い（償還）する。」との記載があるが、現

在の法テラスの運用では、被保護者の自己破産の案件については、申請により事件継続中は償還猶予、

事件終結時には償還免除となるのが通常である。また、同要領３－（６）に「自己破産を裁判所に申し

立てる際に裁判所に納める予納金の準備を助言する。」との記載があるが、現在の法テラスでは、予納

金の立替も金 20 万円まで認めている上、上記立替えた費用と同様に申請により償還猶予、償還免除を

認めている。このように、同要領を策定した当初とは、他制度・他施策の運用が改められることがある

ので、 新の情報を入手して改訂していくべきである。（115 頁･福祉総務課） 

講じた措置 

平成 24 年度 （福祉総務課） 

法テラス事務局に直接、指導を受け、 新の情報に基づく実効性のあるプログラムと

して改訂を行いました。 

６月開催の査察指導員会議で改訂後のプログラムの説明を行いました。 

 

指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

【イ 就労支援相談員について】 

 欠員となっている南区の就労支援相談員を速やかに補充すべきである。 

（115 頁･南区・社会福祉課） 

講じた措置 

平成 24 年度 （南区・社会福祉課） 

平成 24 年４月から就労支援相談員２名（外国人向就労支援相談員を含む）を配置し、

欠員を補充しました。 
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指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

【ア 就労支援相談員について】 

 現在、就労支援相談員が配置されていない天竜区についても、浜北区の就労支援相談員の援助を受け

ることが困難である現状からすれば、何らかの形でこれを配置することが望ましい。 

 また、中区の次に外国人被保護者の多い南区については、外国人向け就労支援相談員を早期に確保す

ることが望ましい。 

（115 頁･南区・社会福祉課） 

講じた措置 

平成 24 年度 （南区・社会福祉課） 

 平成 24年４月から外国人向就労支援相談員１名を配置し、欠員を補充しました。 

 

指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

【地区担当員の員数について】 

 浜松市では、被保護世帯の増加に対応するため、査察指導員及び現業員を平成 22年度は 21名、同 23

年度は８名増員してきたが、現実問題として被保護世帯を受け持つ地区担当員と呼ばれている現業員の

担当ケース数が問題となる。何故ならば、過重な担当ケース数であるならば、適正な格付けに基づく訪

問調査やきめの細かな指導指示は不可能であるし、逆に不正受給の早期発見も期待できない。やはり少

なくとも担当ケース数が 100 件を超えるような事態は是正されるべきである。具体的に摘示すれば、東

区、西区、南区にあっては、地区担当員を増員すべきである。 

（123 頁･東区、西区、南区・社会福祉課） 

講じた措置 

（東区・社会福祉課） 

東区では、平成 24年度からケースワーカーを２名増員配置し、担当ケース数を一人当

たり概ね 80 世帯を受け持つこととし、是正改善を行いました。 

平成 24 年度 

（南区・社会福祉課） 

 平成 24 年４月から生活保護現業員８名を配置し、社会福祉法第 16 条の生活保護現業

員の標準数を充足しました。 
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指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

【ア 新規採用職員の現業員としての補職について】 

 生活保護の現業員をケースワーカー（ＣＷ）と呼ぶが、ケースワークとは、相談援助活動を指す。相

談援助活動の過程は、調査・診断（援助方針の決定）・治療（援助）という流れをとる。そして、その

特徴として①「個別的な」対人援助であること、②「社会環境との調整」にあること、③「社会資源の

動員（活用）」にあることがあげられている。要するに現業員は、対人関係に長け、調査あるいは調整

能力に優れ、社会資源となる諸制度・諸施策に精通した極めて専門性の高い職種であるから、中区、東

区、西区で見られた大学卒業したての新規採用職員の現業員としての補職は回避するのが望ましい。

（123 頁･中区、東区、西区・社会福祉課） 

講じた措置 

平成 24 年度 （西区・社会福祉課） 

平成 24 年度の新規採用職員の現業員設置を回避しました。今後も新規採用職員等にお

いては、現業員業務を避けて事務分担を行なうこととしました。 

 

指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

【ウ 社会福祉主事の資格について】 

 社会福祉法第 15 条第６項によれば、査察指導員及び現業員は、社会福祉主事でなければならないと

されている。ところが、浜松市の場合、平成 23 年４月１日現在でその資格を有しないものが 10名いる。

同法の趣旨に従って、善処されるのが望ましい。 

（124 頁･全区・社会福祉課） 

講じた措置 

（中区・社会福祉課） 

査察指導員及び現業員に当たる職員については、資格取得の有無を確認し、未資格者

には、資格研修に参加して取得させることとしました。 

（東区・社会福祉課） 

査察指導員及び現業員に当たる職員については、資格取得の有無を確認し、未資格者

には、資格研修に参加して取得させることとしました。 

平成 24 年度 

（西区・社会福祉課） 

査察指導員及び現業員に当たる職員については、資格取得の有無を確認し、未資格者

には、資格研修に参加して取得させることとしました。 
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