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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（道路及び付帯施設に関する計画並びに財務執行について） 

指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

「浜松市総合計画」や「浜松市のみちづくり計画」などの中で自動車の通行を考慮した総合交通ネット

ワークの構築は明示しているが、自転車空間ネットワークの構築についての計画は立てられていない。 

(2-28 頁・道路課) 

講じた措置 

平成 20 年度 

 

浜松駅から城北地区へかけての中央地区について、歩行者と自転車の通行区分の検討や

緊急対策など、国・県・警察と連携して自転車走行環境整備を進めました。 

平成 21 年度 「地域活力基盤創造計画」に基づく自転車歩行者道の整備や「あんしん歩行エリア」指

定地区の自転車歩行者専用道路の再整備を進め、自転車専用走行レーンの実証モデルケ

ースを選定するとともに試験施工に取り組みました。 

平成 22 年度 「地域活力基盤創造計画」に基づく自転車歩行者道の整備や「あんしん歩行エリア」指

定地区の自転車歩行者専用道路の再整備事業に取り組みました。 

平成 23 年度 「社会資本整備総合計画」に基づく自転車歩行者道の整備を進めるとともに、浜松市自

転車走行空間整備基本計画（案）を策定しました。 

平成 24 年度 浜松市自転車走行空間整備推進計画を策定しました。 

平成 25 年度 浜松市自転車走行空間等整備計画（基本計画＋推進計画）を策定しました。 
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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） 

【徴収業務の民間委託方法の検討】 

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り、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。 

（95頁・収納対策課） 

講じた措置 

平成 22 年度 ‐ 

 
平成 23 年度 現年分収納率向上対策の一つとして、現年分のみの案件を民間催告の対象としました。 

 
平成 24 年度 職員が担当する早期滞納事案との棲み分けをした結果、現年の収納率が向上しました。 

 

指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

【組織体制の再検討】 

浜松市では、滞納繰越額の増加に歯止めがかかっておらず、また、滞納繰越額の収納率も 17都市中 

16 位であり、滞納繰越分に対する収納率が非常に低い。 

組織体制、人員配置及び事務処理の効率化等の問題を含め、抜本的な再構築を検討していくことが 

望ましい。 

（116 頁・税務総務課） 

講じた措置 

平成 22 年度 税務組織再編により、課税組織と徴収組織の見直しを図りました。 

平成 23 年度 - 

平成 24 年度 税務組織再編により、債権回収対策課と納税推進課の徴収機能を統合し、収納対策課

としました。また、収納困難案件に対応するため、収納対策課内に「特別対策室」を設

け、徴収業務の一体化、専門化することにより徴収体制の強化を図りました。 
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指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

【本庁と各区役所との事務分掌の再考】 

政令指定都市の中で徴収業務及び滞納整理の業務を、本庁において一括集中して行っている市は、浜

松市のみである。 

政令指定都市への移行時に、徴収・滞納整理の効率的な実施、人員の整理及びコスト削減のため、現

体制への移行を行った。浜松市は、12 市町村の合併と政令指定都市への移行という、組織の再編スピー

ドに内部事務が追い付いていなかったのではないかとも考えられるため、政令指定都市移行より 3年が

経過する現時点において、浜松市に も適した組織体制を再構築するとともに、本庁と各区役所との事

務分掌についても、より適切な事務分掌を再度検討していくことが望ましい。 

（116 頁・税務総務課） 

講じた措置 

平成 22 年度 ‐ 

平成 23 年度 ‐ 

平成 24 年度 業務の効率化、一体的な人事管理による職員の専門性の向上を目的として、税務組織

の再編を行い、各区役所で行なっている課税事務を、本庁市民税課、資産税課へ集約し

ました。また、債権回収対策課と納税推進課の徴収機能を統合し、収納対策課とするこ

とで、徴収体制の強化を図りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 4 - 

指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

【専門家の育成・確保とローテーション制度の可否】 

市税関連部課における平均在課年数は他の政令指定都市と比較しても短いとは言い難いが、滞納整理

事務手続は、市役所の業務の中でも非常に専門性が高く、知識及び経験が必要となる業務であることか

ら、滞納整理事務を行う職員の専門性に対する教育研修制度も充実させていく必要があると考える。な

お、職員のローテーションにより、滞納整理業務に対するノウハウ（知識及び経験）が空洞化し、結果

的に、収納率の悪化や執行停止手続の遅延により、適時適切な不納欠損処理が行われなくなることはあ

ってはならないため、部署内における専門的ノウハウの維持及び向上を検討していく必要がある。 

（116 頁･収納対策課） 

講じた措置 

平成 22 年度 新任職員、経験職員それぞれに必要と考える知識・技術を習得し、職員個人と職場の

レベルアップと活性化を図るため、実務研修等に積極的に参加しました。 

平成 23 年度 - 

平成 24 年度 教育研修は基礎研修・中級研修・上級研修と 3 段階で徴収実経験年数に応じて受講さ

せており、研修制度の充実を図りました。 

平成 25 年度 職員の専門性の向上を図るため、４月 1 日付人事異動に併せ、旧納税推進課と旧債権

回収対策課（現特別滞納対策室）の職員ローテーションを実施しました。 

 

指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

【確定延滞金の納付催告書の発送手続】 

確定延滞金の納付催告書の発送において、発送対象の選定は、マニュアルにより選定担当者のみによ

って行われており、発送漏れ等に対する組織的な牽制が不十分であると考えられる。延滞金という本来

のペナルティーに係る告知を省略する以上、発送省略のためには、課内における決裁承認を行い、滞納

者氏名、滞納者の現状・担税力の状況、発送を省略する理由を明確にするとともに、決裁承認履歴を課

内に保存することが望ましい。 

（124 頁･税務総務課） 

講じた措置 

平成 22 年度 - 

平成 23 年度 - 

平成 24 年度 確定延滞金の納付書については、公平性の観点から原則全件送付しています。しかし、

分割納付継続中で、確定延滞金が計画に含まれているもの、公金日と窓口納付日のズレ

から正しい延滞金額でないもの、すでに延滞金も納付済みの場合など、一定の基準のも

のは理由を明確にしたうえで、決裁承認を得て、送付を省略しその決済履歴を保存する

ようにしました。送付を省略したものは、収納対策課にリストを送付し、後日の送付漏

れがないようにしています。 
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指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

【延滞金の基準日残高の把握】 

現状の滞納管理システム上においては、確定延滞金は、滞納繰越者ごとの延滞金残高を集計し、画面

上確認することができるが、基準日時点における市全体の合計額の集計を行うことはできず、延滞金残

高全体の金額及びその残高に対する基準日以降の徴収状況を把握することはできない。 

正しい延滞金残高の把握を行い、適正な事務運営を行うことが望まれる。 

（125 頁･税務総務課） 

講じた措置 

平成 22 年度 - 

平成 23 年度 - 

平成 24 年度 平成 21 年度のシステム改修により個々の確定延滞金の把握、またアクセス等を活用し

た市全体の延滞金についても集計ができていることを 終的に確認しました。今後も正

確な延滞金の把握及び適正な事務運営を行ってまいります。 

 
指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

【他市比較】 

同規模の政令指定都市との比較では、1,000 円の税収を得るための費用が、新潟市と比較し少額に抑

えられている。また、全国平均と比較しても経費は少額に抑えられており、効率的に行われていると見

られるが、静岡市と比較すると費用は多く、これは徴税職員の人数が多いこと、これに伴い人件費が多

いことが挙げられる。税収、区の数、業務の多寡、集計の方法により異なるとは思われるが、業務効率

についての工夫等、参考にされてはどうかと考える。 

（156 頁･税務総務課） 

講じた措置 

平成 22 年度 - 

平成 23 年度 - 

平成 24 年度 申告時期前後の派遣職員導入や、確定申告受付や出張受付を廃止することで、事務の

省力化、経費削減を図りました。 

確定申告受付については、一部地域のみ実施しました。 
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指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

【経年比較】 

合併後、徴税職員数及び人件費は低減傾向にあるが、平成 19 年度 9,000 万円、平成 20 年度 1億 3,000

万円の民間委託費を考慮すると一概に減少しているとは言えない。また、合併、政令指定都市移行及び

これに伴う各区発足、電子申告開始など、職員の事務量は増えており、これらに対応すべく、例えば償

却資産の現地調査件数が平成 19・20 年度は 0 と、業務に影響が出ている場面もあった。非常勤者や民

間委託は職員が行っていた簡易な作業や事務などを減らすために導入されている。今一度、職員の業務、

非常勤者の業務、民間委託業務の内容を確認し、必要のない作業や他者と重複している業務がないか、

情報の共有化やシステム化ができることはないか等、業務の優先順位も含め、検討すべきと思われる。 

（157 頁･税務総務課） 

講じた措置 

平成 22 年度 - 

平成 23 年度 - 

平成 24 年度 ９月の組織改正により各区で重複していた庶務業務や、窓口、相談業務を本庁組織に

統合し、業務の効率化を図りました。 

また、納税センターへの業務委託内容は滞納初期段階の訪問・休日・夜間の催告業務

に限定することにより、委託費の軽減を図りました。 
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指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

【発覚後の調査】 

横領事件発覚の端緒となった納税者からの訴えが平成 19 年 12 月 13 日であるにもかかわらず、納税

課からの調査報告を受け、監査委員に監査請求を行ったが、それは納税者の訴えから 1 年以上後の平成

21 年１月６日である。さらに、監査委員による監査では、帳簿書類が不完全であったことなどの理由に

より、平成 21年１月７日から平成 21 年５月 13 日までの４ヶ月以上を経て、損害額を確定させており、

終結果が出るまでに、調査は、納税者からの訴えから 1年５ヶ月という長期間をかけたことになる。 

このように、発覚から損害金額の確定までに長期間かかることは問題であり、担当部署において、迅

速かつ正確な調査結果を出せるような体制にすべきである。 

（160 頁･税務総務課） 

講じた措置 

平成 22 年度 事件関係課以外の第三者の部署も含めた調査委員会を設置し、短期に調査結果を報告

できるような体制作りについて検討しました。 

平成 23 年度 - 

平成 24 年度 ９月の税務組織改正において、管理指導体制を整えたため、税務総務課並びに各課が

一体となって調査にあたりました。また、税部門以外でも、発生した問題の態様に即し

た関係部所と連携をしました。 

これらの措置で、より短期間での調査結果報告ができる体制を整えました。 
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指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

【電子申告呼び掛けデータ読み込みシステム構築と事務量軽減】 

浜松市の電子申告利用率は全体的な利用率向上の余地はあるため、効率的な呼び掛けで件数拡大への

働きかけを行うことが望ましい。また、電子申告は、担当課ではデータ印刷や宛名の検索業務が増加し、

業務の効率化という点で逆行する状態となっている。データの打ち直しという二度手間は入力ミスの危

険性を招くおそれもある。電子申告は、今後拡大が見込まれるため、早急に電子データの読み込みシス

テムの構築を進め、システム導入に併せ、課税処理業務を簡略化し、業務負担を軽減することが望まれ

る。また、自治体クラウドの利用も検討されたい。 

（162 頁･税務総務課） 

講じた措置 

平成 22 年度 - 

平成 23 年度 電子申告の利用拡大については、法人申告書や特別徴収事業所あて通知にチラシを同

封し利用拡大を図りました。また、平成 23年度からは所得税課税データの収受及び軽自

動車税の電子データ収受を開始し効率化を図りました。 

平成 24 年度 所得税データ収受による効果 

・申告書入力パンチ業者委託費の減 

・税務署での確定申告書（住民税用）の収受事務（派遣職員）を廃止し、その分申告会

場の受付や課税事務補助として増強しました。 

 

軽自動車税データ収受 

 繁忙期（１.２.３月）の臨時職員５人減につなげました。 
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指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

【他部署との所得情報の一元化】  

国保年金課及び中区保険年金課において、無申告者から入手する国民健康保険料所得申告書から判明

した所得のうち、市民税が課税されていないものがあった。市役所内部の部署で得られた所得に関する

情報は、他の部署でも有効活用し、適正な課税がなされるよう運用する必要がある。また、国民健康保

険料の軽減について、国民健康保険料所得申告を不要とする一方で、市民税の申告に基づき適用してい

る自治体もあり、所得に関する情報の一元化へ向けたルール作りの検討も必要であると考える。 

（30頁･市民税課） 

講じた措置 

平成 22 年度 - 

平成 23 年度 未申告者に対しては、市民税の正式な申告書を送付して申告を求めました。 

また、申告書の提出がない者に対しては再度申告書を送付しました。 

平成 24 年度 国保年金課との調整の結果、国民健康保険料所得申告書で「所得なし」と申告した者

については情報の提供を受けられることになりました。該当者を未申告者調査対象から

除外することで未申告者調査の効率化を図りました。 

 

指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

【均等割額（従業員数）の確認】 

市民税の申告書に従業員数の記載がない場合、均等割額として記載された金額が正しいという確認は

されていない。従業員数の記載の徹底を顧問税理士及び法人にお願いするとともに、従業員 50 人規模

の法人では個人市民税の特別徴収がされていると思われるので、個人市民税グループのデータとの照合

を行う等の対応をすべきであると考える。 

（43頁･市民税課） 

講じた措置 

平成 22 年度 - 

平成 23 年度 ５月から、申告書送付時に記載例を同封し、記載漏れの件数減を図りました。 

平成 24 年度 法人市民税申告書に従業員数の記載欄を設け、記入の徹底を図りました。未記載法人

に対しては、給与支払報告書（総括表）により従業員数を確認し、均等割の税率を確定

しています。 
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指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

【委託業者の決定手続】 

委託業務契約は、入札を実施した上で契約している。平成 20 年度は、５社中４社が辞退し、結局 1

社による受注になっている。現状の入札は、契約金額が入札を必要とする基準に達しているために行わ

れ、それ自体、合規性の観点から問題となるものではないが、その結果として入札行為が形式的なもの

になっているのではないか、という懸念がある。毎年行っている形式的な入札はやめ、複数業者による

競争が成り立つ方法を考えていく必要がある。 

（43頁･市民税課） 

講じた措置 

平成 22 年度 - 

平成 23 年度 - 

平成 24 年度 競争性を確保するため、業務内容を検討し、法人市民税申告書プリント業務委託及び

法人市民税データ入力業務委託を、一般競争入札により実施しました。 

 

指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

【催告書発送先の追跡調査】 

催告書の発送後、再催告等の手続が特にされておらず、未申告の状態が 3年経過した時点で税務署に

法人の状況を照会して除却等の対応をしているだけである。この 3年の間に徴収すべき税金があった可

能性もある上、赤字法人について税収に関係しない税務署にてどの程度の捕捉ができているか（市には

均等割額がある）、県からの入手情報に漏れ・誤りの危険がないか、といった懸念がある。月にして 30

件あまりの件数でもあり、催告書発送先については、確実に申告書提出までつなげていく方策を考えて

いくことが望ましい。 

（48頁･市民税課） 

講じた措置 

平成 22 年度 - 

平成 23 年度 - 

平成 24 年度 財務事務所から、毎月、「除却リスト」を入手して市で確認している除却法人との確認

に利用することとしました。 

これにより、法人の休業・廃業等の時期を確定し、財務事務所と協力して、休・廃業ま

での申告指導をしています。 
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指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

【申告書用紙の発送合理化】 

全ての法人に市役所から申告書用紙を発送しているが、法人又は顧問税理士側の用紙の使用や電子申

告（エルタックス）の利用により、結果的に利用されない割合が多いのは、無駄である。納付は、納付

書にて行なっているため、納付書の送付はやむを得ないが、申告書・納付書一体型になっている申告書

を見直し、申告書用紙が不要な法人に対しては納付書のみ送付することが必要である。エルタックスを

推進していくということであれば、この無駄は今後、さらに拡大すると予想されるので、早急な検討が

望ましい。 

（49頁･市民税課） 

講じた措置 

平成 22 年度 - 

平成 23 年度 - 

平成 24 年度 申告書を要らないと表明した法人には、申告書を送付していません。 

また、税務署あるいは財務事務所が申告書を送付していないことを確認した場合は、法

人市民税の申告書は送付していません。 

 

指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

【専門職員の養成】 

本庁財務部及び各区税務課職員は、評価に関わる各区税務課職員は比較的経験年数が多いが、３年未

満の職員が増えている。 

家屋の新築時における評価はその後の税額に大きな影響を及ぼす。このため適正な評価が重要であ

り、特に非木造大規模物件の評価については高度の専門知識と経験が必要となる。研修制度のさらなる

拡充や異動のない専門職員の養成が必要と思われる。 

（65頁･資産税課） 

講じた措置 

平成 22 年度 - 

平成 23 年度 - 

平成 24 年度 ９月の税務組織改正により資産税業務が集約化されたことにより、従来の区を超えた

相互の点検チェックを行うことができるようになり、また評価管理部門からの指示等の

周知が徹底されるようになり、評価の統一が図れ、職員の専門知識も向上しました。 
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指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

【期限内申告呼び掛けの必要性】 

平成 20 年度の現年度分更正のうち、期限後申告、訂正申告が約 66％を占めている。更正手続は通常

の賦課決定と異なり、事務量が多いため、申告が申告期限までに行われず、期限後申告、訂正申告が申

告期限後に行われることにより事務量は増加している。期限内申告を行っている納税者との公平性から

も、例えば、正当な理由がなく申告をしなかった場合や虚偽の申告をした場合の罰則の適用を検討する、

申告期限を守ってもらえるよう期限後申告をした事業所への広報活動を行う、申告内容が適正に行われ

るようあらかじめの周知を図る、など必要であると考える。 

（72頁・資産税課） 

講じた措置 

平成 22 年度 - 

平成 23 年度 - 

平成 24 年度 期限内申告の周知について、共同住宅等新築者に対して家屋評価時の償却資産パンフ

レットの配布や、ホームページへの申告の手引掲載を掲載するとともに、青色申告会へ

の周知や、広報はままつ・ＦＭハローにおいて申告期日等を周知しました。 

 

指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

【組織体制の再検討】 

浜松市では、滞納繰越額の増加に歯止めがかかっておらず、また、滞納繰越額の収納率も 17 都市中

16 位であり、滞納繰越分に対する収納率が非常に低い。 

組織体制、人員配置及び事務処理の効率化等の問題を含め、抜本的な再構築を検討していくことが望ま

しい。 

（116 頁･収納対策課） 
講じた措置 

平成 22 年度 ８月の税務組織再編により、課税組織と徴収組織の見直しを図りました。 

平成 23 年度 債権回収対策課としては、初期の目的が達成される体制となっており、税務組織とし

ての再編は必要ないものの、滞納整理の事務処理を集約した担当者を設置し、徴収担当

は差押処分等に専任できる環境を整えるなど、事務の効率化により滞納繰越額の削減を

図りました。 

平成 24 年度 ９月に税務組織の再編で納税推進課徴収部門と、債権回収対策課が統合され収納対策

課となりました。徴収担当の差押え事務へ専任できる環境も再構築し事務効率化したこ

とで滞納繰越額の削減を図りました。 
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指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

【延滞の早い段階での回収に重点を置くこと】 

即時欠損処理の妥当性を検証した結果、即時欠損となることに問題があると思われるものはなかった

が、かなり以前から滞納しているものが多く、納付の実績もないまま現在に至っているものもある。即

時欠損処理せざるをえない状況になる前に、少しでも回収するように、滞納の早い段階での回収に重点

を置くことが望ましい。 

（143 頁・収納対策課） 

講じた措置 

平成 22 年度 - 

平成 23 年度 - 

平成 24 年度 ４月に早期徴収グループを組織し、現年分滞納額の多い事案に対し財産調査を行い、滞

納処分を行いました。 

 

指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

【時効が成立する前の回収作業】 

消滅時効となった案件は、滞納者との交渉中に期限を迎えることが多く、滞納者の誠意が感じられ

ない場合が多いため、今後は、様子を見ることなく、期間を区切った上で、差押え等の処分により、時

効の中断を行っていくことが望ましい。 

（146 頁･収納対策課） 

講じた措置 

平成 22 年度 債権回収対策課の市税特別整理グループにおいて、表見財産の把握ができない事案や

納税への誠意が感じられない事案に対しての捜索を活発化させました。 

平成 23 年度 - 

平成 24 年度 ９月の組織統合に伴う見直しで内部事務を非常勤に集約し、徴税吏員が徴収事務に専

念できる環境を整備しました。 
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指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

【簡易申告書のデータ入力誤り】 

簡易申告書を無作為に抽出し、記載内容と法定軽減の適用が適切に行われているか確認した結果、218

件のうち５件（2.29％）に誤りと思われる事象が見受けられた。 

簡易申告書の入力内容に誤りが見つかった場合、速やかに修正し、通知をしているということである

が、担当者任せとなっており、何の統制もとられていないため、統一した事務処理ができる体制を構築

すべきである。 

（188 頁･国保年金課） 

講じた措置 

平成 22 年度 - 

平成 23 年度 簡易申告書に記載誤りがないか、申告時に十分確認を行うとともに、データの入力誤

りをなくすため、データ入力者以外の者が入力内容を確認するよう、複数の職員でチェ

ックする体制に改めました。 

平成 24 年度 - 
平成 25 年度 申告書の提出先を本課に取りまとめ、内容をよく理解した職員複数名で実施すること

で、記載誤りや入力誤りを防止するよう体制を改めました。 

 
指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

【賦課方法についての検討】 

一般会計繰入金は、市民税を主とした税収から流用しているもので、他の被用者保険では、保険料に

よって制度運営しているのに対し、国民健康保険事業は市民税をも投入して運営されていることから、

被用者保険（社会保険等）の被保険者は保険料の 2 重払いを強いられているという指摘もされている。

浜松市国民健康保険運営協議会では、保険料総額についての協議は行われているが、保険料の賦課決定

方式については、議論されていない。保険給付費から必要とされるべき保険料収入をどのように被保険

者に負担していただくか、国民健康保険法施行令で定めている３つの方法に基づき、被保険者世帯の所

得状況、保有資産の状況、世帯内の被保険者数等を考慮して、どの方法が望ましいかを再検討する必要

があると思われる。（208 頁･国保年金課） 

講じた措置 

平成 22 年度 - 

平成 23 年度 - 

平成 24 年度 - 
平成 25 年度 国保料の所得割額の算定方式を、所得から基礎控除 33万円を差し引いた額を基に計算

する「旧ただし書所得方式」に変更するとともに、資産割賦課を廃止しました。算定方

式等の変更により、保険料が増加する世帯に対しては、平成 27年度までの３年間で段階

的な緩和措置を実施します。 
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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） 

【評価結果への対応の確認】 

保育所には年に１度、市による指導監査が行われるが、この監査項目の中に簡単に、第三者評価結果

に対する対策を取ったかの項目があり、取ったとの回答の場合は内容の確認をしているとのことであっ

たが、より具体的な対策について保育所側で記述できる項目を作り、記述について保育課と情報共有す

ることも検討してはどうか。これにより、第三者評価がその後の保育所指導、サポートにより有効に活

用できると思われる。 

（183 頁・福祉総務課） 

講じた措置 

平成 23 年度 

 

事業所管課(保育課を含む)との連絡会議を毎月定期的に開催し、指導監査結果を確

認・共有する機会を設けました。 

平成 24 年度 

 

指導監査調書に第三者評価結果の活用状況等の確認項目を追加したことにより、第三

者評価で改善を求められた点等を改めて認識でき、指導に活用ができました。また、次

回の実施時期へのサポートにも有効に活用することができるようになりました。 

 

指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

【一時預かり（保育）と待機児童数の公表について】 

一時預かり（保育）を利用して長期間保育所に在園する者も、現状では待機児童としてカウントされ

ており、実際の待機状況を反映していないため、待機児童数等の公表は、長期間一時預かり（保育）を

利用する児童を含めた場合と除外した場合の両方を公表すべきものと考える。 

（86頁･保育課） 

講じた措置 

平成 23 年度 - 

平成 24 年度 - 

平成 25 年度 今年度から、長期間一時預かり（保育）の利用を不可とし、通常の保育対象児童と一

時預かり（保育）の利用児童を明確に区分しました。これにより、公表する待機児童数

は、原則として一時預かり（保育）の利用者を除いた人数としました。 
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指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

【減免決定起案書の保存年限】 

中区の保育料減免申請書の減免決定起案書の保存年限が 1 年が２件、３年が 1 件、５年が４件と相違

していたため統一すべきである。 

また、過誤納金還付請求書に日付記入がなく、提出日の確認はほとんどできなかった。日付未記入の

請求書を受領し、後日日付を補充することが実務上行われていると推測されるが、請求書には提出者に

よる日付の記載を求めるべきである。 

（107 頁･保育課） 

講じた措置 

平成 22 年度 保育料減免関連文書の保存期間を５年とするよう各区に指示し、統一しました。 

平成 23 年度 - 

平成 24 年度 - 

平成 25 年度 過誤納金還付請求書の請求日を記載してもらうため、今年度から記入例を同封し提出

者に記載するよう依頼しています。 

 

指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

【指導監査資料の活用】 

施設機能強化推進費加算の申請の対象は主として避難具購入、防災訓練用消耗品費となっているが、

避難具等（例えば発電機）の買替時期の適正性及び買替えの必要性の確認が取られていないため、備品

として重ねての購入となっていないか確認した方がよい。平成 22 年度社会福祉施設（民間保育所）指

導監査資料の項目に、消防設備等の定期点検の項目があるため、避難具等買換えの必要性について毎年

の指導監査にて確認し、記録を残しておくことも可能である。国の求める要綱上の書類以外でも「必要

性及び経費等について必要な審査」をプラスし、市独自に行っていくことが必要と考える。 

（130 頁･保育課） 

講じた措置 

平成 23 年度 - 

平成 24 年度 - 
平成 25 年度 国の補助要綱に従い、備品等の購入の必要性については、書類審査により確認してい

ます。国の要綱で義務付けられた書類以外にも、市独自に必要な審査を追加し、金額の

根拠書類として見積書を提出させるとともに、必要に応じて聞き取り等を実施すること

としました。 
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指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

【３歳未満児の受入状況】 

職員配置にあたり、市立保育所では浜松市独自の基準を、民間保育所では児童福祉施設 低基準等を

採用しているため、同じ条件であれば市立保育所の方が、民間保育所より多くの職員を配置することに

なるが、民間保育所の方が多くの保育士を必要とする３歳未満児をより多く受け入れているため、職員

の配置状況は、市立保育所と民間保育所の割合がほほ同じか、若干民間保育所の方が多くなっている。

市立保育所は立地的に不便な所にあったり、又は施設が老朽化していたり等、ハード面で民間保育所よ

り劣る面があるため、一概に市立保育所が３歳未満児の受け入れを拒否し、民間保育所に押し付けてい

るとは思わないが、市立保育所でもさまざまな工夫を行い、より多くの３歳未満児を受け入れるよう努

力すべきである。 

(159 頁･保育課） 

講じた措置 

平成 23 年度 - 

平成 24 年度 終的な受入れ可否は保育園の判断が大きいものの、市の待機児童の現状を説明し、

25 年度の入所にあたっては、特に待機が多い３歳未満児を優先的に受け入れるよう、各

保育園長に働きかけました。 

平成 25 年度 年齢別のクラス編成に配慮しつつ、面積基準、保育士定数等の許す範囲で、特に待機

が多い３歳未満児を 大限受け入れていますが、保育園のクラス面積に余裕がないため、

現状以上に多く受け入れていくことはできない状況です。 

また、本市の課題である待機児童の解消のため、平成 26 年４月に２園、平成 27 年に

４園を創設し、３歳未満児に限らず、全ての児童を受け入れていきます。 
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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） 

【（イ）所有不動産の調査】 

 疾病により施設入所した者からの申請に係る事案（中区）であるが、同人には遺産分割未了の土地・

建物が 2 か所あり、その不動産権利証の写しはケースファイルに綴られているものの、不動産登記簿謄

本は綴られていなかった。不動産の使用状況について、1 か所は申請者の自宅と申告されているが、も

う 1 か所の状況は記録上明らかではなく、調査した形跡もうかがわれない。この事案における申請者は、

施設に入所する以前は収入がないにも関わらず生活できていたのであるから、不動産に関して賃料収入

がないか否かを確認するために現地に赴いて調査したり、その他に未分割の遺産がないか否かを継続し

て調査する必要があると思われる。 

（40頁･中区社会福祉課） 

講じた措置 

平成 24 年度 この事案について平成 24 年３月 28 日に現地に赴き調査を行いました。その結果、現

在は空き家となっており、賃料収入が発生する状態でないことを確認しました。また、

その他に未分割の遺産がないか共同相続人である親族に確認しましたが、申告されてい

た土地・建物のほかには遺産がないとの回答を得ました。今後は確認された不動産につ

いて、引き続き売却等資産活用を指導してまいります。 

 

指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

【（ク）債務を負担している被保護者に対する助言・指導】 

 消費者金融等に債務を負担している被保護者に対して、保護申請の前後において、弁護士等に相談す

るよう助言又は指導している案件が数件あったが、そのうち保護が開始された後に、被保護者に対し、

弁護士等に相談したか否か、債務は整理できたか否か等をケースファイル上確認できた案件は調査した

範囲ではなかった（中区）。受給する保護費から債務を返済することは問題であるし、債務整理により

過払金を得ている場合には収入認定することになる。債務の状況について全ての被保護者が自主的に申

告するとは限らないのであるから、保護開始後も債務の状況に関する助言、指導を継続することが望ま

れる。（42頁･中区社会福祉課） 

講じた措置 

平成 24 年度 平成 24 年度以降援助方針に記載し、継続的に助言指導を行うと共に、自立生活相談員

による自立支援プログラムに登録し、浜松市多重債務解消支援プログラムを活用するな

どして、債務解消を進めています。 
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指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

【窓口での現金支払について】 

 各区福祉事務所は現金支払件数を減らす努力はしているが、就労指導、生活指導等の観点から口座支

払へ移行できないケースが多々発生している。法第 63条、第 78 条に基づく返還金、徴収金の回収が滞

っている被保護者については窓口で生活保護費の支給とともに返還金・徴収金の納付指導が可能となる

ため、口座支払への移行は難しい。返還金、徴収金を滞納しているケースはやむを得ないといえるが、

現金仕分け作業に要する時間の削減や現金輸送のリスクを踏まえ、地区担当員の増員による訪問計画の

適切な遂行等により現金支払を少しでも減らす方法を検討することが望まれる。 

（50頁･東区、南区・社会福祉課） 

講じた措置 

（東区・社会福祉課） 

窓口での現金支払については、「法第 78 条・法第 63 条の回収が滞っている者」、「特に

生活指導が必要なケース」や新規開始ケースに限定し、できる限り口座支払に変更しま

した。窓口払いは、平成 24 年３月に 55 件、平成 25 年３月に 70 件です。70 件のうち、

78 条徴収金などに係るものが 26 件、新規開始が 28件、生活指導に係るものが 16件です。

生活指導に係る者については、随時見直しており、平成 24年３月から窓口払いを継続し

ているのは３件のみです。今後も現業員の手間や様々なリスクを排除するため、保護費

の支給は口座支払を基本として取り組み、窓口での現金支給の削減を徹底してまいりま

す。 

 また、現金輸送時は、必ず２名以上で金融機関へ出向いています。 

平成 24 年度 

（南区・社会福祉課） 

債権回収が滞っているケースや援助困難ケースなど現業員の指示指導等が必要なケー

スについては窓口支給とし、指示指導の結果、状況が改善した場合は、口座払いへ切り

替えるようにしました。この結果平成 24 年３月現在の窓口払いが 104 件ありましたが、

平成 25 年３月時点での窓口払いは 74 件と改善しました。              

また、現金輸送時は、必ず２名以上で金融機関へ出向くなど細心の注意を払っていま

す。今後も現業員の手間や様々なリスクを排除するため、保護費の支給は口座支払を基

本として取り組み、窓口での現金支給の削減を徹底しています。 
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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･中区、南区、北区、浜北区・社会福祉課） 

講じた措置 

（中区・社会福祉課） 

 訪問格付基準表に定められた訪問頻度を確保するために、査察指導員が訪問計画確認

票を活用して現業員の訪問調査活動の実施状況を進行管理しています。 

 また、生活状況に変化があった時は、ケース記録票に記載し組織的に判断の上、訪問

格付基準表を基に実態に合う訪問計画に見直した上で、訪問調査を実施しています。 

（南区・社会福祉課） 

 訪問調査は被保護者の生活状況等を把握し、援助方針に反映させることや、これに基

づく自立を助長させるための指導を行うことを目的としていることから、生活保護制度

の根幹となる業務であることを再認識し、訪問格付に基づく訪問計画に沿った訪問調査

を確実に実施することを現業員に徹底し、訪問実績については査察指導員が進行管理し

ました。この結果平成 23年度は訪問計画件数 2,962 件に対して僅か 453 件の訪問実績で

したが、平成 24 年度は訪問計画件数 2,555 件に対し、2,565 件の訪問実績に改善しまし

た。 

（北区・社会福祉課） 

ご指摘のとおり、訪問格付け表に基づき、現業員の訪問調査を徹底しました。また、

査察指導員も各現業員の訪問計画を四半期ごとに訪問状況を確認し、計画に基づく訪問

活動を実施するように指導しています。 

なお、世帯の生活状況が変わることの多い年度当初には、対象と思われるケースにつ

いて、現業員に訪問格付けについて確認するとともに、生活状況の変化のあった世帯に

ついては、ケース会議により訪問調査を検討しました。 

平成 24 年度 

（浜北区・社会福祉課） 

今年度から毎月 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、訪問調査

の実施状況の点検を実施し、計画どおりの訪問が行われていないときは、査察指導員か

ら現業員に必要な指示を行い、計画的な進捗管理を図っています。今後においても訪問

頻度を確保するために「浜松市被保護世帯訪問格付基準表」に基づき適切に訪問格付を

行い、年間訪問計画表に沿った訪問調査活動を図ってまいります。 
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指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

【イ 収入関係調査について】 

 収入申告書は被保護者の稼働能力等の状況に応じて、定期的に提出されるべきものであるが、複数の

区において、収入申告書の提出がない月がある案件がみられた（中区２件、東区１件、南区３件、浜北

区 1 件、天竜区 1 件）。 

 収入申告は、被保護者の義務であるとともに、保護の要否や程度を判定する上で根幹となる資料であ

り、提出がない場合には督促するなどして、就労可能と判断される者には、毎月確実に収入申告書を徴

求するようにされたい。 

（57頁･南区・社会福祉課） 

講じた措置 

平成 24 年度 収入申告書は、保護の要否及び程度を決定する上で不可欠な資料であることを再認識

し、被保護者の生活状況に応じ、決められた時期に徴取するよう現業員を指導しました。 

被保護者には、翌月上旬に福祉事務所に提出するように指導し、提出状況が芳しくない

被保護者には、訪問を行って提出をするように指導しました。 

また、提出漏れを防ぐために査察指導員が「就労・求職状況管理台帳」を活用し定期

的に提出状況の確認をして、不備があった場合は現業員に収入申告書を徴取するように

指導を徹底しました。 

 

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・南区・社会福祉課） 

講じた措置 

平成 24 年度 自動車の保有可否の取扱いについては、「自動車マニュアル」により、一時抹消及び

終的な処分の指導を行うとともに、扶養義務者に名義変更された自動車についても、継

続的な追跡調査を行い、 終処分を依頼するよう徹底しました。 

また、対象自動車の処分確認は登録事項証明書等の客観的資料に基づき確実に確認し

たうえで、ケースファイルに明確に記録しました。 
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指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

【ク 地区担当員の変更の際の正確な引継について】 

保護開始時点では、「年金は加入期間に満たない」として一時金の請求を指導する旨の援助方針が掲

げられていたが、当該指導がなされた形跡がないまま、担当者の変更後には「65歳到達時から年金の受

給があると思われるので確認する」旨の援助方針が掲げられた案件がみられた（南区）。 

 年金受給資格の確認は主要な援助方針の一つであり、これらについて正確な引継がなされなければ、

適正な保護の実施に支障を生じるおそれがある。 

 よって、平素からケース記録に具体的な対応状況を記録するとともに、担当者の変更に際しては、主

要事項について正確な引継がなされるよう心がけられたい。 

（61頁・南区・社会福祉課） 

講じた措置 

平成 24 年度 平素からケース記録に具体的な対応状況を記録するとともに、担当者の変更に際して

新担当は必ず新規調査記録、訪問記録及び援助方針を熟読し、今後認定をするものや、

援助方針を正しく理解するように指導を徹底しました。 

また、年金の加入状況に関しては、「年金加入状況管理進行表」を整備して進行管理を

行いました。 

 

指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

【カ 債務整理に関する指導指示について】 

 消費者金融等に債務を負担する被保護者には、保護開始時点で、法テラスを案内しているとされるが、

その後に被保護者が債務整理に着手したか否か、また、債権者からの督促その他債務の返済状況につい

ては、ケース記録において何ら確認できない案件が複数見られた（中区）。 

 被保護者が、利息制限法の制限利率を上回る取引を長期間継続していた場合には、多額の過払い金の

返還を受けられることも多くあり、保護の停・廃止や収入認定など、公金支出の抑制に結びつくことも

期待される。 

 したがって、債務の返済状況及び債務整理の状況を継続的に確認し、また、債務整理手続に未着手の

場合には、引き続き法テラスへの相談を指導することが望ましい。 

（60頁・中区・社会福祉課） 

講じた措置 

平成 24 年度 新規ケースについては、確実に調査を実施するとともに、調査担当から地区担当者へ

確実に引き継ぎがなされるよう、査察指導員が中心となって債務状況の点検を行ました。 

また、平成 24 年度以降援助方針に記載し、継続的に助言指導を行うとともに、自立生

活相談員による自立支援プログラムに登録し、浜松市多重債務解消支援プログラムを活

用するなどして、債務解消を進めています。 

 



 - 23 - 

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・東区、西区、南区・社会福祉課) 

講じた措置 

（東区・社会福祉課） 

 ご意見の件については、医療担当が電子レセプトを活用し、月 15回以上受診のあるケ

ースを抽出し、担当ケースワーカーが被保護者への状況聴取などを行っています。さら

に、月 15回以上受診がある月が 3 箇月以上続くケースについては、三者協議により嘱託

医に要否を諮っています。 

 また、医療担当が多重受診を発見した場合、担当ケースワーカーに報告し、担当ケー

スワーカーは受診実態を調査し、医療扶助が適正となるよう被保護者への指導をしてい

ます。 

（西区・社会福祉課） 

 ご意見の件については、医療担当が電子レセプトを活用し、頻回受診の傾向が確認さ

れたケースは、担当ケースワーカーにより被保護者から事情を確認しました。また、主

治医への確認も行い適正な受診指導ができており、引き続き徹底指導していきます。 

平成 24 年度 

（南区・社会福祉課） 

 今年度は、医療担当が月 15回以上受診があるケースを毎月抽出し、地区担当員に回覧

しました。このうち、３箇月以上続くケースについては嘱託医との三者協議を開催し、

ケースに対して必要な指導を行ないました。また、日々の医療券交付業務の際に、同科

多院受診が確認された場合には医療担当が地区担当員へ状況を報告し、ケースに対して

の実態確認及び必要な指導を働きかけました。 
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指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

【国民健康保険団体連合会からの請求書のチェックについて】 

 国民健康保険団体連合会からの請求書に基づく各区福祉事務所の支払業務について、介護給付の内容

は基本的には長寿保険課が検討するが、介護給付費公費受給者別一覧表に記載された要介護者が被保護

者の資格があるか、介護券が発行されているものか、自己負担額まで請求されていないかは福祉事務所

が検討すべきものであり、請求書や介護給付費公費受給者別一覧表の内容を検討して支払を行うことは

当然のことともいえる。 

 また、介護給付費公費受給者別一覧表データと保護システムの入力データとの照合が、システム上、

できるようになっていることからも介護給付費公費受給者別一覧表の内容を検討する必要がある。 

（74頁・全区・社会福祉課） 

講じた措置 

（中区・社会福祉課） 

ご指摘の件については、支払い期限があるため、期限内に一旦支払い、その後の点検

により過誤があったものを、翌月以降に調整請求する方法としています。 

中区においては、介護給付の請求内容の点検は紙ベースで実施していましたが、平成

24 年６月からシステム活用が可能となったため、介護給付費公費受給者別一覧表データ

と保護システム入力データの照合を行い、内容を精査しています。 

（東区・社会福祉課） 

ご指摘の件については、システム改修により平成 24 年６月から介護給付費公費受給者

別一覧表データと保護システム入力データの照合を行っております。 

今後も、システムを活用して適切に内容を精査してまいります。 

（西区・社会福祉課） 

システムを活用し、介護給付費公費受給者別一覧表データと保護システム入力データ

の照合を毎月行っています。 

今後も、システムの活用により、データの照合を行い内容を精査していきます。 

（南区・社会福祉課） 

介護担当者がシステムを活用して介護給付費公費受給者別一覧表データと保護システ

ムの入力データの照合を行い、要介護者が被保護者の資格があるか、介護券が発行され

ているかどうか、自己負担額まで請求されていないかを確認しました。 

また、介護担当者以外の職員にも確認してもらい漏れがないようにしました。 

平成 24 年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（北区・社会福祉課） 

ご指摘の件について、昨年度より生活保護システムにおいて、管理できるようになり、

受給者別一覧表と保護システム入力データとの突合ができるようになったため、照合作

業を実施しています。 
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（浜北区・社会福祉課） 

 ご指摘の件については、医療事務担当が介護給付費公費受給者別一覧表データと保護

システム入力データの照合を実施しています。また、その記録を、地区担当者等に連絡

し、適切な事務処理を行っています。 

 
 

（天竜区・社会福祉課） 

 介護事務担当者が介護給付費公費受給者別一覧表データと生活保護システム入力デー

タの照合を実施し、資格管理、介護券発行状況、サービス内容等の確認作業を行いまし

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・東区、南区、北区、浜北区・社会福祉課） 

講じた措置 

（東区・社会福祉課） 

ご指摘の内容については、債権管理台帳に納入日や納入額を記入し、債権管理補助簿

に「督促及び催告等の経過」を記入しています。債権管理台帳や債権管理補助簿は、経

理担当者が管理していますが、課長の決裁や担当するケースワーカーに回覧し、回収の

実効性を高めるよう組織的な対応を図っています。 

（南区・社会福祉課） 

指摘を受け、マニュアル「債権管理について」に基づき、債権管理台帳の運用方法を

見直しました。 

具体的には、平成 24 年度作成の債権管理補助簿へ督促状発送や催告行為等の折衝記録

を記載し、課長決裁を受けることにより、組織的に適切な債権管理を行うようにしまし

た。 

（北区・社会福祉課） 

ご指摘の件については、経理担当者が債権データを保管し、債権毎に紙ベースで管理。

納入日、納入額及び督促日等の情報を記入し、債権残額を確認できるように管理してい

ます。 

ご指摘のとおり、定期的に納入を確認し、債権管理台帳作成時に課内決裁を行ってい

ます。また、折衝状況等を補助簿に記載し、経理担当と地区担当が情報を共有し、適切

に債権を管理しています。 

平成 24 年度 

（浜北区・社会福祉課） 

ご指摘の件について、督促状を発布するときは、経理担当者が起案し、上司の決裁の

後に債権管理補助簿に記載しています。また、催告をしたときは、経理担当者が債権管

理補助簿に記載しています。平成 24 年度から毎月 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、債権管理台帳をもとに、返還金及び徴収金の納付状況等の点検を

実施し、その進行管理を図っています。  
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指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

【（イ）ケースファイルの引渡し】 

 浜松市は、平成 19 年４月１日に政令指定都市になっている。 

 その際に各区役所に福祉事務所が設置され、資料が各区の福祉事務所に引渡しされている。 

 しかし、 

① 引渡し時点で、すでに保護廃止されている。 

② 引渡し時点で、返還金又は徴収金の未回収残高が残っている。 

 上記については、引継先の福祉事務所にケースファイルが保管されていない例が複数の区(東区、西

区、南区)で見受けられた。 

 引継元の旧浜松福祉事務所でも資料保存の確認がとれていない。これは、引継の資料範囲について引

継元と引継先での意思統一が欠けていたためと考えられる。 

 債権管理及びケース記録に含まれる個人情報の流出防止のためにも、資料の保管場所の再度の調査が

必要である。 

（89頁・東区、西区、南区・社会福祉課） 

講じた措置 

（東区・社会福祉課） 

ご指摘の件について、廃止ケースであっても、債権関係ファイルは、債権担当者が管

理を行い、他の廃止ファイルとは別に保管するようにしました。 

さらに、ケースファイルに編綴されている書類のうち、処分決定書類等の写しを、債

権管理台帳と供に保管しています。 

（西区・社会福祉課） 

保護廃止者であっても、返還金や徴収金の債務者について、ケースファイルは全て保

管管理しており、債権関係書類もケース別に保管管理しています。今後も徹底していき

ます。 

平成 24 年度 

（南区・社会福祉課） 

保護廃止者になっても返還金や徴収金等の債務者については、処分決定書類等の債権

関係書類や、必要な履歴について債権関係書類として適切な管理を行いました。 
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指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

【（ウ）債務者名義】 

 法第 10 条により、生活保護は世帯単位で判定され、保護も実施される。そのため給付は世帯主に対

して行われる。当然、世帯主の家族による不正就労等であっても返還義務は第一義的には世帯主が負う

べきである。  

 しかし、複数の区(東区、南区)では、債権管理台帳・納付書・債務承認書兼履行延期申請書等が実際

に不正就労を行った世帯主の家族名義で行われていた。誰が債務者となるのかについて、地区担当員の

単独の判断ではなく、統一して管理することが必要である。 

（90頁・東区・社会福祉課） 

講じた措置 

平成 24 年度 ご指摘の内容については、法第 63条や第 78条等の債務者を世帯主に変更しました。 

今後、ご指摘のような事案のないよう、ケース診断会議でチェックし、適切な取り扱

いを行います。 

 

指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

【（イ）扶養義務者への照会】 

 生活保護開始時の調査において、法定期限内に処理するため、扶養照会の回答を得る前に保護を開始

決定するものが見られるが、保護開始時の調査において、未成年の子供がいて離婚により両親が別世帯

になっているような場合には、申請者以外の親に対する扶養照会を徹底すべきである。 

（90頁・中区・社会福祉課） 

講じた措置 

平成 24 年度 平成 24 年７月１日付けの一斉扶養照会時に扶養照会対象者を再点検し、ＤＶなどの特

別な理由がない限り、申請者以外の親に対する扶養照会を確実に実施いたしました。 

また、生活保護実施要領に基づき、新規調査時に扶養照会することが真に適当でない

と認められるＤＶなどの特別な理由がない限り、申請者以外の親に対する扶養照会を確

実に実施することを調査担当者に徹底しました。さらに調査漏れを防止するために保護

の要否を判断するケース診断会議開催時に扶養照会の実施状況を確認しています。 
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指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

【土地売却時の計算】 

 保護開始時に土地等不動産を所有する場合は、原則、売却の上、生活資金に充当することになるが、

不動産の性格上、売却までに時間を要する場合がある。この場合、他に資産がなければ保護が開始され

売却時に入金額から実際の支出額を控除した額が収入認定されることになる。 

 ケースファイルを閲覧したところ、この売却額の算定を当人の確定申告書記載額にて収入認定してい

るため、収入認定されるべき額より、保護開始前の土地取得額だけ過少に収入認定されているものがあ

った。収入認定は、あくまでも売却時に得たキャッシュフロー額とすべきである。 

（91頁・中区・社会福祉課） 

講じた措置 

平成 24 年度 ご指摘のケースの控除額について、収入認定時の確認資料として説明不足の点があった

ため、ご指摘を受ける結果となりました。改めて、関係資料を徴取して確認をしたとこ

ろ適切な処理であったことを確認し、他に同様の案件が無いことも確認しました。 

今後は、税務情報だけでなく被保護者及び関係機関より返還額決定に必要な関係書類を

確実に徴取し、返還額決定を行います。 
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指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

【（ア）法第 78条徴収金の計算方法】 

 法第 78 条適用の場合には、各種控除を適用することは適当ではなく、必要 小限の実費を除き、全

て徴収の対象とすべきとされている（次官通知第 8 参照）。 

 ケースファイルを閲覧したところ、各区及び各地区担当員により下記のような多様な事象が見受けら

れた。（中区、東区、西区、南区、浜北区） 

 必要経費の項目   

① 勤労控除、未成年控除、所得税を必要経費と認定 

② 勤労控除、所得税を必要経費と認定 

③ 所得税、交通費を必要経費と認定 

④ 所得税を必要経費と認定 

⑤ 必要経費は設定しない 

 同一の事象について、これだけ運用に差が出ることは望ましくない。マニュアルを整備して必要経費

項目を統一すべきである。 

（91頁・福祉総務課・東区、西区、南区、浜北区・社会福祉課） 

講じた措置 

（福祉総務課） 

法第 78 条の費用徴収は、損害追徴としての性格のものであることからその徴収額の決

定に当たり相手の資力が考慮されるものでなく、各種の控除を適用することなく、必要

小限の実費を除き、全て徴収の対象とすべきであることが国から示されており、ケー

スワーカー必携の保護手帳に記載されておりますが、実費認定だけではなく控除を適用

していた区があったことから、その取り扱いを徹底するために次のとおり対応をしまし

た。 

法第 78 条徴収金の計算方法も含めて、債権の適切な取り扱いの指導徹底のために平成

24 年 10 月 16 日に各区の債権管理担当者を集めて「生活保護債権管理担当職員研修会」

を開催しました。また、各区に対する生活保護法施行事務監査においては、債権管理業

務を対象とした事項別監査を実施し、本庁担当者が法第 78条の計算方法を確認し、必要

に応じて計算方法を指導するなど各区の取り扱いに差異がないように指導徹底を図りま

した。 

平成 24 年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（東区・社会福祉課） 

ご指摘の件については、福祉総務課主催の研修会にも参加し、平成 24 年７月 23 日付

「社援保発第 1号」等に基づき、法第 78条適用事案については、必要 小限の実費を除

き、全額徴収対象としています。 

ケース診断会議で決定した返還額や必要 小限の実費等、その内容についてはケース

記録への明記を徹底するよう指導しています。 
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（西区・社会福祉課） 

法第 78 条返還金決定においては、福祉総務課主催の研修会にも参加し、 小限の実費

として社会保険料、所得税、労働組合費、通勤費等のみを認めることとし、認定につい

ては、診断会議の際、判断しています。 

また、その内容をケースファイル、債権管理台帳へ記録しており、今後も徹底してい

きます。 

（南区・社会福祉課） 

生活保護法第 78 条徴収金額決定について、保護の実施要領に基づき、基本的には控除

を適用せずに、 小限の実費として社会保険料、所得税、労働組合費、通勤費等のみを

認めることを徹底しました。 

また、その判断にはケース診断会議を開催し、南区福祉事務所としての組織的な判断

を行い、その内容をケースファイル及び債権管理台帳に記録しました。 

なお、査察指導員会議に出席し、市本庁が開催した厚生労働省からの取扱いの指示を

踏まえた債権の取扱いについての説明を受けて、これを確実に実施するように徹底しま

した。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（浜北区・社会福祉課） 

 法第 78条の適用については、福祉総務課主催の研修会にも参加し、ケース診断会議を

開催して、挙証資料を確認した上で、保護の実施要領に基づき、必要 小限の実費のみ

を適正に認定し、徴収決定しています。また、その結果については、ケースファイルに

記録しています。 
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指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

【（イ）不正受給額の算定の誤計算】 

  各月の収入申告額と是正額との差額は、支弁額と医療費との合計額の範囲内で徴収対象額となるが、

収入額が多い場合には翌月に繰り越され、翌月の差額に加算されて翌月の支弁額と医療費との合計額の

範囲内で翌月の徴収対象額となる。この積み上げ計算結果が、不正受給額として認定されることになる

が、この計算が正しく行われていないケースがあった。 

 計算方法は、かなり複雑であるが、計算方法につき正確に理解している人員が少ないという印象も受

けている。不正受給額の計算方法について各人に周知徹底させるべきである。 

(92 頁・西区社会福祉課） 

講じた措置 

平成 24 年度 不正受給の算定については、全ケースワーカーに統一された様式（返還算定基準表）

により返還金額を算出するよう計算方法を周知させ、適正に実施しており、今後も徹底

していきます。 
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指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

【（イ）人単位の債権管理】 

 現状での債権管理は事例単位で行っているため、ケース単位で債権管理台帳を作成している。 

 そのため、平成 22 年４月１日以降に適用している「債権管理事務について」による債務承認書兼履

行延期申請書等の取得についても、同一人に複数回の延滞がある場合、平成 22 年４月以降の事例につ

いてのみ取得し、それ以前の延滞については取得していない。回収金額についても事例単位で消し込み

を行っている。 

 しかし、効率的に債権回収手続を行うためには、同一人に幾らの残高があることを把握する必要があ

る。回収金額の消込も複数の未回収がある場合、事例単位ではなく、発生時期の古いものから消し込む

ことが出来ないか検討すべきである。 

（93頁・東区、西区、南区、浜北区・社会福祉課） 

講じた措置 

（東区・社会福祉課） 

 ご意見の件については、同一世帯に複数回の延滞がある場合、未収金残高を確認し、

発生時期の古いものから消し込み処理を行っています。 

（西区・社会福祉課） 

ご意見の件については、同一世帯に複数回の延滞がある場合、未収金残高を確認し、

発生時期の古いものから消し込み処理を行っています。 

（南区・社会福祉課） 

指摘を受けて、債務者ごとの未納額を網羅的に確認できる資料を作成しました。ケー

スワーカーによる納付指導の際には、この資料により債権ごとの発生時期を確認し、時

期の古いものから納付指導ができるように対応しました。 

平成 24 年度 

（浜北区・社会福祉課） 

 本区においては、平成 22 年４月以前の事例についても、債務承認書兼履行延期申請書

を徴取しています。また、平成 24 年度から毎月 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、債権管理台帳をもとに、返還金及び徴収金の納付状況等の点検を実

施し、その進行管理を図っており、その場において、同一人の債権残高を明らかにして

いるため、地区担当員もその残高を把握しています。消込みの順番は、毎月の返還額を

債務者と折衝して決定した上で、発生時期の古いものから消し込むこととしています。 
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指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

【（ウ）督促状及び納入催告書の管理】 

 督促状の発送・渡しは地区担当員が行い、その実施状況の資料はあるが、未発送・未渡しの理由等は

地区担当員の独自の判断に任せられている。確実な債権回収のためには、未発送・未渡し分の管理が必

要である。 

 期限内に納入されない場合の「納入催告書」の発送については、平成 23年６月 30日付で全件の発行

がなされているが、納入催告書の発送・渡しについても地区担当員に任せられている。催告は定期的に

行うことになっているため、発送時期に関する具体的指針を定めるとともに、納入催告書の発送・渡し

の網羅性を確認する方法について検討が必要である。 

（93頁・福祉総務課・中区、東区、南区、浜北区・社会福祉課） 

講じた措置 

（福祉総務課） 

 督促状については、当初の納入通知書の納期終了後 20 日以内に送付する必要がありま

す。しかし、送付が地区担当員の独自の判断に任せられており、ご意見のとおり、未発

送や未渡しとなる恐れがあります。 

 督促状の発送などの債権の適切な取り扱いの指導徹底のために平成24年 10月 16日に

各区の債権管理担当者を集めて「生活保護債権管理担当職員研修会」を開催しました。

研修会では本庁で作成した債権管理マニュアルに基づき期限内における適切な督促状の

発送、債務者に返済義務を自覚させ、滞納を防止するための定期的な催告状の発送につ

いて指導を行いました。 

 また、各区に対する生活保護法施行事務監査においては、債権管理業務を対象とした

事項別監査を実施し、本庁担当者が督促状や催告状の発送状況を確認し指導を行いまし

た。 

 また、発送等を網羅的に確認するため、債権管理台帳補助簿等により、適切に管理す

るよう債券管理研修会や指導監査等を通じて指導･徹底しました。 

（中区・社会福祉課） 

 ご意見の件について、督促状、催告状の発送・渡しを、債権管理補助簿を整備し、未

発送、未渡しがないように債権管理担当者を中心に組織的に管理をしています。また、

納入催告書についても、滞納防止のために定期的に実施をし、債権管理補助簿で管理を

しています。 

平成 24 年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（東区・社会福祉課） 

 督促状や納入催告書の送付などの状況については、債権管理補助簿で一括的に管理し

ています。また、債権管理補助簿は、課長の決裁や担当ケースワーカーへの回覧をし、

組織的な対応をしています。 

納入催告書の発送を止める特段の事情のある場合には、債権管理補助簿に経過を記録し

ます。 
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（南区・社会福祉課） 

 指摘を受けて、ケースワーカーを兼務しない専属の債権管理担当者が督促状や催告書

の作成及び債権管理台帳の管理等を担当し、関係書類の発送や催告行為をケースワーカ

ーが担当することにしました。 

 催告書の発送・渡しの管理を目的として、催告行為や折衝状況等について債権管理補

助簿に記録し、組織的に管理することにしました。 

 また、催告行為の時期に関しては、概ね３ヶ月以上滞納している者を対象に定期的に

催告書の送付や口頭による納付指導を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（浜北区・社会福祉課） 

ご意見の件については、督促状の発送は、上司決裁の後に、債権管理担当者が行い、発

送の記録も債権管理台帳に編綴しています。このため、未発送、未渡しはありません。 

 催告書の発送が必要になったときは、上司決裁の後に、債権管理担当者が発送し、債

権管理台帳及び債権管理補助簿編綴にしています。査察指導員は、債権管理台帳及び債

権管理補助簿を定期的に点検しており、組織的な進行管理を行っています。 
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指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

【（エ）公示送達・強制執行・徴収停止・債務免除・不納欠損】 

 「債権管理事務について」において定められている中で、過去に一度も実施されていないものが、公

示送達・強制執行・徴収停止・債務免除・不納欠損である。居所調査によっても居所が判明しない場合

は、公示送達を行うことになっているが、これまでに公示送達を行った例はない。 

 公示送達が必要ならば、行う必要があるし、他の手段により代替が可能であれば、「債権管理事務に

ついて」の改訂も検討すべきである。 

（94頁・福祉総務課・中区、東区、西区、浜北区、天竜区・社会福祉課） 

講じた措置 

（福祉総務課） 

 平成 23年度には各福祉事務所において徴収停止や不納欠損処理を実施しました。 

 平成 24 年度には適切な債権管理のために平成 24 年 10 月 16 日に各区の債権管理担当

者を集めて「生活保護債権管理担当職員研修会」を開催し、「債権管理マニュアル」に基

づき、債権の管理保全のために公示送達や強制執行・徴収停止などの手続きについて研

修を行いました。 

 今後も、債権管理事務の適正化を図るため、公示送達などの手続きを適切に実施する

よう、債権管理研修会や指導監査を通じて各福祉事務所を指導してまいります。 

（中区・社会福祉課） 

 ご意見の件については、平成 23年度は、不納欠損処理（25 件）を実施しました。 

平成 24 年度には該当案件はありませんが、平成 24 年 10 月 16 日に福祉総務課が実施し

た「生活保護債権管理担当職員研修会」を受講し、適切な債権管理を実施するための能

力向上を図りました。今後も、債権管理事務の適正化を図るため、福祉総務課の指導に

従い、公示送達などの手続きを適切に実施します。 

（東区・社会福祉課） 

 ご意見の件については、平成 24年度は、不納欠損処理と公示送達は該当案件がありま

せんでした。 

 平成 24年 10 月 16 日に福祉総務課が実施した「生活保護債権管理担当職員研修会」を

受講し、適切な債権管理を実施するための能力向上を図りました。 

 今後も、債権管理事務の適正化を図るため、福祉総務課の指導を仰ぎ、公示送達など

の手続きを適切に実施します。 

平成 24 年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（西区・社会福祉課） 

 平成 23年度は、５件の不納欠損処理を実施しました。公示送達については、該当ケー

スがなく実績はありませんが、平成 24年 10 月 16 日に福祉総務課が実施した「生活保護

債権管理担当職員研修会」を受講し、適切な債権管理を実施するための能力向上を図り

ました。今後も引き続き適切な債権管理を徹底していきます。 
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（浜北区・社会福祉課） 

 ご意見の件については、平成 24年度は、不納欠損処理と公示送達は該当案件がありま

せんでしたが、 平成 24年 10 月 16 日に福祉総務課が実施した「生活保護債権管理担当

職員研修会」を受講し、適切な債権管理を実施するための能力向上を図りました。 

 今後も、債権管理事務の適正化を図るため、福祉総務課の指導に従い、公示送達など

の手続きを適切に実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（天竜区・社会福祉課） 

ご意見の件については、平成 24 年度は、不納欠損処理と公示送達は該当案件がありま

せんでしたが、平成 24年 10 月 16 日に福祉総務課が実施した「生活保護債権管理担当職

員研修会」を受講し、適切な債権管理を実施するための能力向上を図りました。 

 今後も、債権管理事務の適正化を図るため、福祉総務課の指導に従い、公示送達など

の手続きを適切に実施します。 
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指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

【（オ）法第 63条と法第 78 条の適用】 

 法第 63条と法第 78 条の具体的事案への適用に関し、区分基準についてケ－スファイルでは、確認が

とりづらいものが見受けられた（中区、北区、浜北区）。 

 例を挙げれば、厚生年金遡及分について、法第 63 条で処理しているものもあれば、法第 78 条で処理

しているものもある。 

 また高校生の稼働収入未申告について法第 78条ではなく、法第 63条で処理しているものもある。そ

れぞれ個別事由により適切な判断がなされていると考えているが、同一事象に関して、適用が分かれる

ような場合では、その事由を出来る限り、明確に記載することが望ましいと考える。 

（94頁・中区、北区、浜北区・社会福祉課） 

講じた措置 

（中区・社会福祉課） 

 法第 63 条及び法第 78 条の適用については、ケース診断会議を開催して、組織的に決

定し、その具体的な内容を、ケース記録や診断会議記録票に記載し決裁をしています。 

 今後も、厚労省通知「生活保護行政を適正に運営するための手引きについて」(平成 18

年３月）が示す基準に基づいて実施してまいります。 

（北区・社会福祉課） 

年金遡及で得た収入については法第 63 条を適用する場合と被保護者が収入申告を怠っ

たことについては法78条を適用する場合がある。その判断の経緯や詳細を明確に記載し、

法第 63 条や法第 78条に係る場合には、ｹｰｽ会議を開催し、それぞれの個別事由について

診断会議記録票やケース記録に処分理由を明確に記載するよう現業員へ徹底しました。 

現在、厚労省通知「生活保護行政を適正に運営するための手引きについて」(平成 18 年

３月）が示す基準に基づいて実施しています。 

平成 24 年度 

（浜北区・社会福祉課） 

 法第 63 条及び法第 78 条の適用については、厚労省通知「生活保護行政を適正に運営

するための手引きについて」(平成 18 年３月）が示す基準に基づき、ケース診断会議の

ほか課長以下で会議を開催して適用内容を確認するなど、組織的に決定しております。

また、適用までの経緯や事由を明確にケースファイルに記載しています。 
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指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

【（ア）年金受給権の把握】 

 公的年金（国民年金、厚生年金）は年金事務所に確認する等により、その支給（支給開始）時期を事

前に把握することが可能と考えられる。法第 78 条による債権の中には、この年金収入に係るものが多

数あるが、下記のように地区担当員が年金に関する一定の知識を持ち、被保護者に対応していれば費消

してしまう前に対応ができたものもあると考えられる。 

 ① 世帯主が死亡した場合の遺族年金 

 ② 障害者手帳を取得している場合の障害者年金 

 生活保護開始時の調査において、年金記録の提示等をもとめ将来の年金支給時の対応が後手とならな

いよう、手続のマニュアル化を含めて、年金受給権の把握方法を検討することが必要と考える。 

（94頁・福祉総務課・中区、東区、西区、南区、浜北区・社会福祉課） 

講じた措置 

（福祉総務課） 

 ご意見の件については、平成 23 年３月 31 日付けで、厚生労働省から「年金制度及び

不動産等の資産の活用の徹底について」通知されています。この中で、個々の受給者の

年金の加入状況を確認するための「年金調査表」や、年金受給権の確認と取得のための

「年金加入状況管理進行表」の様式が示されており、各福祉事務所に対し、これらの様

式を活用して適切に年金受給権を把握するよう指導しております。特に平成２４年度は

施行事務監査で各区の状況を確認するとともに、未整備の福祉事務所があったことから

福祉事務所長会議や社会福祉本庁区役所連絡会議の議題にも掲げて、その整備について

指導徹底を行いました。 

 また、ケースワーカー研修会においては、中区に配置した年金調査員を講師として「年

金受給権について」と題して、受給権の確認方法等について指導徹底を図りました。 

平成 24 年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（中区・社会福祉課） 

 ご意見の件については、申請時に年金加入記録の提出を求め、年金受給権の有無を確

認し、国から示された年金調査表にその詳細を記載するとともに、年金加入状況進行管

理表を活用して年金調査員を中心に進行管理をしています。 

 また、被保護者が受給権を有する場合は、年金申請時期を把握し、援助方針に記載し

て申請指導を行っています。また、障害年金、遺族年金の受給についても注意を払い、

ケース記録の決裁時に査察指導員を中心に、受給権の有無を確認するよう指導徹底して

います。 
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（東区・社会福祉課） 

 年金受給権の把握ついては、福祉総務課の指導に従い、保護開始時に、年金事務所に

照会し、年金受給権確認調査票や年金調査票を作成しています。これを活用し、開始時

の年金受給権の有無の確認や、年金受給の申請手続時期などを援助方針に記録しており

ます。保護開始後において、障害年金や遺族年金の受給の可能性が生じた場合には、こ

の調査結果をもとに検討することができます。年金受給権確認調査票や年金調査票をも

とに、受給権の有無を確実に把握するよう適切なケースワークを進めるよう指導してい

ます。 

（西区・社会福祉課） 

 生活保護申請者に年金加入記録の提出を求め受給権の有無を確認し、年金加入状況表

を活用し、適切に管理することについて徹底しています。 

 また、受給期間に疑義がある場合は、年金事務所等へ問合せをしており、障害年金の

可否については、主治医へ相談するように指導し、その結果を適切に把握することを徹

底しました。 

（南区・社会福祉課） 

平成 23 年３月 31 日付けで、厚生労働省からの「年金制度及び不動産等の資産の活用の

徹底について」を踏まえて、申請時に年金加入記録の提出を求め、年金の受給見込み確

認表に基づき、年金受給権の有無を確認し、国から示された年金調査表にその詳細を記

載するとともに、年金加入状況進行管理表を活用して適切に管理することを徹底しまし

た。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（浜北区・社会福祉課） 

 年金受給権の把握については、申請時に、年金特別便の提示を求め、年金加入状況の

確認をしています。 

 また、地区担当員が、年金調査表及び年金加入状況進行管理表を作成、年金申請の進

行管理を行っています。申請可能な年金がある場合は、地区担当員が指導するとともに、

ケースファイルに経過を記載しています。 

 なお、ご意見のあった障害年金、遺族年金の受給については保護開始後に受給権を新

たに得る場合もあることから、適切なケースワークにより受給権の有無を確実に把握す 

るよう指導徹底してまいります 
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指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

【（イ）被保護世帯の格付】 

 「浜松市被保護世帯訪問格付基準表」によれば、被保護世帯はその稼働能力に応じてＡからＤに格付

けされ、その格付ランクにより実態把握のための訪問頻度が決められている。 

 格付けが専ら稼働能力を基準として定められているのは、生活保護制度の趣旨からして当然ではあ

る。一方、法第 63条・法第 78条との関連で考えると、回収を促進する上で訪問頻度を上げていくこと

は重要であると思われるが、法第 63条・法第 78条対象者に対して、不正受給発覚直後に格付けを変更

し、その結果、訪問頻度が少なくなるケースも生じている。前述の訪問格付基準を設定する上で、稼働

能力のみではなく、不正受給による未収金残高や不正受給の回数も考慮することが必要である。 

（95頁・福祉総務課・中区、東区、西区、南区、北区、浜北区・社会福祉課） 

講じた措置 

（福祉総務課） 

債権回収の視点も考慮した上で、浜松市被保護世帯訪問格付基準表に基づき的確に判断

し格付けしているのかどうかについて、各区に対する本庁施行事務監査の実施時に個別

ケースを抽出して確認指導を実施し、適切な取り扱いの徹底を図りました。 

（中区・社会福祉課） 

 不正受給による未収金残高や不正受給の回数が多い被保護者についての訪問格付見直

しについては、生活状況や納付状況を把握した上で査察指導員と共に慎重に判断してい

ます。また、債権回収の視点からも考慮し、浜松市被保護世帯訪問格付基準表に基づき

的確に判断して格付けしています。 

（東区・社会福祉課） 

  「浜松市被保護世帯訪問格付基準表」に基づき格付けの判断を行っていますが、法第

63 条及び法第 78 条の適用者で未収金残高や不正受給が多い対象者については、生活状況

等を確認し、格付けの見直しを行いました。 

（西区・社会福祉課） 

 法第 63条、78 条適用者で未収金残高や不正受給が多い対象者についての訪問格付けの

見直しについては、生活状況や納付状況を把握した上、診断会議により浜松市被保護世

帯訪問格付基準表に基づき的確に格付けをしています。 

平成 24 年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（南区・社会福祉課） 

 不正受給による未収金残高や不正受給の回数が多い被保護者についての訪問格付見直

しについては、生活状況や納付状況を把握した上で査察指導員と共に慎重に判断しまし

た。その上で債権回収の視点も考慮し、浜松市被保護世帯訪問格付基準表に基づき的確

に判断して格付けすることを徹底しました。 

 南区福祉事務所では「浜松市被保護世帯訪問格付基準表」に基づき、稼動能力だけで

はなく、あくまで実態把握の必要性により訪問格付けを分類しています。 
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（北区・社会福祉課） 

債権回収の視点も盛り込んで浜松市被保護世帯訪問格付基準表に基づき的確に判断し

て格付けすることを市の考え方で統一しています。不正受給による未収金残高や不正受

給の回数が多い被保護者については訪問格付見直しを実施し、生活状況や納付状況を把

握した上で、場合によっては、ケース会議を実施し判断していくなど査察指導員と共に

慎重に判断しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（浜北区・社会福祉課） 

 本区では「浜松市被保護世帯訪問格付基準表」に基づき、稼動能力だけではなく、あ

くまで実態把握の必要性により訪問格付けを分類しています。 

 今後においても、不正受給による未収金残高や不正受給の回数が多い被保護者につい

ての訪問格付見直しについては、生活状況や納付状況を把握した上で査察指導員と共に

慎重に判断していきます。その上で、債権回収の視点も考慮し、浜松市被保護世帯訪問

格付基準表に基づき的確に判断して格付けすることを徹底していきます。 
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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・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） 

 保護開始時の負債は資産調査で把握しておりますが、被保護者の債務整理については

平成24年６月に福祉総務課から全面的に改正された多重債務解消支援プログラムが示さ

れたことから、このプログラムを活用し法テラス等を活用しながら債務解消支援を行っ

ています。 

（西区・社会福祉課） 

 保護開始時の資産調査で負債が把握された場合は、平成 24 年６月に福祉総務課から全

面的に改正された多重債務解消支援プログラムにより、法テラス等を活用しながら債務

解消支援の指導を徹底しました。 

（南区・社会福祉課） 

 被保護者の債務整理については平成24年６月に全面的に改正された多重債務解消支援

プログラムが市本庁から示されたことから、このプログラムや法テラス等を活用しなが

ら債務解消支援を行いました。 

 また、保護費は 低限度の生活を維持するための資金であり、それ以外の目的に使用

するべきではないので、保護開始時に借入金の存在を確認したときは、法テラスを紹介

して、債務解消支援を行いました。 

（北区・社会福祉課） 

保護申請時の負債は資産調査で把握しており、被保護者の債務整理について、平成 24

年６月に福祉総務課から全面的に改正された多重債務解消支援プログラムに沿って、法

テラス等を活用しながら債務解消支援を実施しています。 

（浜北区・社会福祉課） 

 保護開始時の負債は資産調査で把握しておりますが、被保護者の債務整理については

平成24年６月に福祉総務課から全面的に改正された多重債務解消支援プログラムが示さ

れたことから、このプログラムにより法テラス等を活用しながら債務解消支援を行いま

した。 

平成 24 年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（天竜区・社会福祉課） 

 保護の相談、新規申請時等において、多重債務がある者など債務整理が必要と思われ

る相談者に対し、多重債務解消支援プログラムにより、法テラスへの相談を助言し、債

務解消支援を行いました。 
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指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

【（エ）保護申請時に所有している車両等の処分】 

 保護申請時に所有している車両等は、原則、処分することになる。処分の実態を見ると、世帯の異な

る親や子、知人への譲渡をしているケースが目につく（中区、北区）。この場合、譲渡後においても譲

渡先から借り受ける形で使用を続けていることが多い。特に資産価値がないという理由により無償で親

族に名義を変更する場合は、実質的な処分とはいえないと考える。 

（96頁・中区・社会福祉課） 

講じた措置 

平成 24 年度  福祉総務課により示されている自動車マニュアルにより一時抹消及び 終的な処分指

導を行うとともに、扶養義務者に名義変更された自動車については対象となる被保護者

に使用（借用）禁止を厳正に指導しました。 

 現在も、自動車マニュアルに基づき、適切に指導徹底をしています。 

 

指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

【（ア）不正就労の把握】 

 市民税課税調査は、毎年行っているため、市民税課の把握もれがなければ、 長 1 年 6 か月の就労期

間がここで発覚することになるが、以下の理由から実際には数年間にも及ぶ不正就労が発覚している。 

① 前年以前分について、市民税課でも把握しておらず、今回発覚分から連鎖して発覚した。 

② 地区担当員が市民税課税調査を行うことになっているが、もれなく行ったかどうかの把握が各区に

て行われていない。 

 勤務先の会社等が「給与支払報告書」を提出しない場合も多いことを前提に、可能な限り被保護者自

身の預金通帳を閲覧するとともに、地区担当員が全件の調査を行ったことが確認できる内部統制制度の

構築が必要である。 

（96頁・福祉総務課・東区、西区、南区、天竜区・社会福祉課） 

講じた措置 

平成 24 年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

（福祉総務課） 

 平成 24年度に「課税状況調査事務マニュアル」を改訂し、問題の有無に関わらず対象

者全員について前年収入申告及び課税収入額の照合作業結果報告書を作成して確認する

こと、そして査察指導員によるダブルチェックを行うこととし、対象者全員の調査実施

が確認できるように事務の取り扱いを変更しました。そして平成 25 年３月 18 日開催の

「生活保護関係職員研修会」でその取り扱いについて説明し徹底を図りました。 

 また、不正就労の疑いや生活状態に疑義のある場合には、本人の同意に基づく預貯金

調査（口座取引履歴調査）や預金通帳の閲覧の実施を施行事務監査等を通じて指導して

おります。 
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（東区・社会福祉課） 

 不正就労の把握については、市民税課税調査が有効な手段であるため、「課税状況調査

事務マニュアル」に沿って、ケースワーカーは全件調査を実施し、査察指導員はその進

行管理を行っています。 

 また、不正就労の実態を早期発見するため訪問調査活動も計画的に実施し、必要に応

じて通帳等を確認するよう指導しています。 

（西区・社会福祉課） 

 保護申請時の収入申告の義務及び違反時の罰則等を説明するとともに、格付けに伴う

家庭訪問による被保護者の生活実態及び収入実態を把握し、疑義がある場合は預金通帳

閲覧等を求め、不正のないように対応しています。また、訪問時の調査による適切な指

導が重要であることから、高校生のいる世帯にはアルバイトも収入申告が必要であるチ

ラシや就労可能世帯へは収入申告確認書の提出を求めています。平成 24年度の課税調査

は「課税状況調査事務マニュアル」に基づき、地区担当員が対象者全件について調査を

行い、査察指導員が進行管理を行いました。 

（南区・社会福祉課） 

課税調査は重要かつ有効な調査であることを十分確認のうえ、浜松市「課税状況調査事

務マニュアル」に基づき、現業員は定例業務として決まった時期に、事務処理に速やか

に着手し、対象者全員について前年収入申告額及び課税収入額の照合確認表を作成して

確認しました。さらに、査察指導員等による確認も行い、ダブルチェックを徹底しまし

た。 

 また、訪問時には聞き取り、及び、必要に応じて通帳等の確認をするように指示しま

した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（天竜区・社会福祉課） 

平成 24 年度の課税調査は「課税状況調査事務マニュアル」に基づき、地区担当員が対

象者全件について調査を行い、査察指導員が進行管理を行いました。 

 地区担当員が市民税台帳と収入申告額を照合し、照合確認表を査察指導員が確認のう

え課長まで決裁をとり調査漏れを防止しました。照合の結果、不整合となっている者に

ついて地区担当員が調査を行い、返還徴収決定等の処理がされるまで査察指導員が進行

管理を行いました。 

 また、計画的に訪問調査を実施する中で、随時、未申告収入の有無を確認し、必要に

応じて通帳等を確認して、不正受給の未然防止に努めました。 
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指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

【（ウ）保険金の確認】 

 保険の解約時や保険事故発生時には、通常、まとまった金額が被保護者に入金されることになる。こ

れが予定どおり返還されれば問題はないのだが、実際には、保護開始時に保険契約の把握ができていな

いか、把握はしていたものの解約ないしは保険事故発生による保険金の入金確認が遅くなったために、

発見時には費消してしまっていて法第 63 条（または法第 78条）の対象債権となっているケースが見受

けられる。 

 保護開始時に保険契約の有無の確認を徹底するとともに、入金時に確実に回収されるよう被保護者へ

のよりいっそうの周知が望まれる。また、必要に応じて、地区担当員が保険会社に対し、事前に入金額、

時期について照会することが望ましいと考える。 

（97頁・東区、西区、南区・社会福祉課） 

講じた措置 

（東区・社会福祉課） 

 保険金については、保護申請時に保険契約の有無を申告させるとともに、保険会社に

照会し、解約返戻金額や保険料額を確認し、保有の要否を判定しています。 

 保有を容認した場合、援助方針に記載し、保険事故発生時の保険金入金情報の把握や、

迅速な返還処理を行うこととしております。保有を否認した場合も、援助方針に記載し、

すみやかに資産活用指導を行い、解約金額の把握に努め、返還手続を行っています。 

 いずれの場合も、保険金や解約返戻金の入金時に適切に回収できるよう、査察指導員

が適切に管理しています。 

（西区・社会福祉課） 

 保護申請時に保険契約の有無を申告させるとともに、保護申請時点で保険会社に照会

し、解約返戻金や保険料額を確認することとしました。保険の保有継続の可否は診断会

議で検討しています。解約指導については、解約及び返還金の証明写しを提出させ、ケ

ースファイルに保管しています。提出されない場合は、ケースワーカーが保険会社に照

会をし、返戻金等がある場合は、ケースファイルにその活用や解約の状況を記載し、適

正に指導管理しました。 

平成 24 年度 

（南区・社会福祉課） 

生活保護申請時に、生命保険会社 18 社に照会をし、生命保険契約を把握しています。 

また、生活保護相談時や生活保護申請時に、生命保険契約の申告が必要なことを説明し

ました。また、生命保険契約について受給者から申告があったり、福祉事務所がその事

実を把握したときは、ケース診断会議を開催し保有の可否を判断し、必要に応じて解約

指導を行うとともに、援助方針にもその旨を記載し、その後の指導経過についてはケー

スファイルに記載しました。また、解約返戻金を受けたときの収入申告の必要性につい

ても説明をして、ケースファイルに記載し、福祉事務所が知らないままに生活保護受給

者が返戻金等を費消してしまうことがないように、査察指導員が適切に進行管理しまし

た。 
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指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

【（エ）口座振替と窓口支給】 

 債権回収が滞っている被保護者については、保護費支給を口座振替から窓口支給に切り替え、支給時

に返済計画に従った回収を促すことをすすめており、効果が出ていることが確認できたが、未だ口座振

替のままとなっている被保護者も多い。逆に、未回収残高が残っている場合にもかかわらず、被保護者

の依頼により窓口支給から口座振替に変更しているケースも見受けられる。窓口支給は被保護者の就労

に悪影響を及ぼすこともあり、このような変更を一律に禁止することはできないが、未回収残高がある

場合の窓口支給から口座振替への変更は慎重にすべきである。 

（97頁・東区、西区、南区・社会福祉課） 

講じた措置 

（東区・社会福祉課） 

 ご意見のとおり、未回収残高がある場合は、原則として窓口支給としています。 

 ただし、①返還・徴収金が計画どおり納入されていること、②今後も継続して計画的

な納入が見込まれること、③生活状況等に特に問題がないこと、などの条件を満たして

いる場合に限り、口座振替への変更を認めています。 

（西区・社会福祉課） 

 債権回収対象者で口座振替となっているものは、身体・精神、傷病等の理由でやむな

く実施しているのがほとんどです。 

 被保護世帯に対しては、基本的に口座振替を推進していますが、債権回収対象世帯や、

問題世帯は、窓口支給を原則としました。対象者の生活実態や返済状況により変更する

場合は、ケースワーカー報告により、慎重に実施しました。 

平成 24 年度 

（南区・社会福祉課） 

 未回収残高がある場合の窓口支給から口座振替への変更は、査察指導員と地区担当員

が協議し、生活状況等を踏まえ慎重に判断するよう徹底しました。 

 また、処遇困難な場合は、課長等幹部職員も交えて組織的に検討しました。 
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指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

【（オ）不正受給常習者への対応】 

 不正受給者の中には、何度も不正受給を繰り返す常習者もいる。法律の制約はあるにしても、常習者

には①窓口支給、②訪問回数の増加、③預金通帳の閲覧のいっそうの徹底を図るべきである。 

（98頁・東区、西区、南区・社会福祉課） 

講じた措置 

（東区・社会福祉課） 

 不正受給常習者への対応は、ご指摘のとおり、訪問頻度を強化し、完済までの窓口支

給や預金通帳の提示など、不正受給の再発防止を徹底しています。 

（西区・社会福祉課） 

 不正受給を繰り返す悪質なケースについては、家庭訪問を強化し、生活状況を的確に

把握し、再発の防止指導を徹底することとしました。 

平成 24 年度 

（南区・社会福祉課） 

 世帯の状況を確実に把握する必要性のある者に対しては、窓口支給、訪問回数を増や

し預金状況の確認調査を行うなど不正受給の早期発見に努めるように現業員に徹底しま

した。 
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指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

【（ア）時効の管理】 

 政令指定都市移行前に保護廃止となった中で、稼働収入未申告に関する徴収金の未返還額が残ってい

る者に対して、納入通知書を発送しているケースは、時効が中断しているため、未だ時効が完成してい

ないと送付側が判断していることになる。中断事由は、 

① 請求・・・督促・支払命令の申立 

② 承認・・・債務承認書兼履行延期申請書の提出、債務の一部弁済 

が考えられる。 

 しかし、ケースファイルからは、時効の中断理由・日時について確認がとれない（東区、南区）。債

権の適正な管理のため、時効に関する管理が必要である。そのためには、ケースファイルに時効中断の

理由・時期、時効完成の予定等の時効に関する情報を記載すべきである。 

（98頁・東区、南区・社会福祉課） 

講じた措置 

（東区・社会福祉課） 

ご意見の件について、債権管理にかかる状況については、債券管理台帳と補助簿に記

載しております。 

しかし、時効の中断など、債権管理で重要なポイントについてはケースファイルにも

記録し、組織的な対応を図っています。 

平成 24 年度 

（南区・社会福祉課） 

指摘を受けて、消滅時効が成立した債権については、平成 23 年度末に不納欠損として

処理をしました。 

 その他の債権については、督促や納付等時効中断に関する記録を債権管理台帳に記載

しました。 
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指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

【（イ）生活保護廃止後の債権管理】 

 保護費の返還・徴収が終わらないうちに生活保護が廃止となるケースがある。保護廃止後も保護中の

地区担当員が引き続き、回収担当者となるが、被保護世帯ではなくなるため定期的な訪問も行われてい

ない。 

また、債権回収のみを目的とした電話・訪問による催促を地区担当員に求めても、その実効性を期待

できないし、実際にほとんど手が回っていない状況である。 

 一方、保護廃止となったということは、一定水準の生活ができている証でもあるため、債務弁済の資

力が期待されるところである。そのため、保護廃止世帯の債権については、早期に債権回収対策課に移

管するなどして債権回収を図っていくべきであると考える。 

（98頁・西区、北区・社会福祉課） 

講じた措置 

（西区・社会福祉課） 

 平成 24 年度については、収納対策課への移管ケースはありませんでしたが、平成 25

年度に廃止ケースを移管するための移管予告通知を発送しました。また、生活保護廃止

後の債権回収困難ケースの担当者は、廃止時のケースワーカーが担当し、経理担当と連

携し、適正に納付指導を行っています。 

平成 24 年度 

（北区・社会福祉課） 

平成 24 年度においては、収納対策課への移管は、ありませんでした。 

返還・徴収が終了しない前に生活保護廃止となったケースについては、債権管理台帳に

状況を記載し、管理担当を明確にして適切な管理を実施しています。債権回収対策課に

よる回収困難ケースの対応ノウハウを参考として、適切な納付指導を実施しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 51 - 

指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

【ア 保護廃止の判断】 

 53 才男性について、平成 23 年 3 月 1 日に就職したため、稼働収入の増加を理由に同年 4 月 1 日付け

で保護を廃止した事案（南区）について、南区福祉事務所は、廃止理由を「被保護者の性格及び就労支

援プログラムにより何度も決まった就職先をすぐ辞めてしまったこと等を考慮して、安易に職を辞さな

いよう停止ではなく廃止にした。」と説明している。しかし、就職先をすぐに辞め平成 23 年 4 月 18 日

に保護が再申請され、保護開始が決定されていることからすれば、生活状況の経過を観察する必要があ

ったと思われる上、再申請の際には保護開始が見込まれるケースであるため、いきなり保護廃止とする

のではなく、まずは保護停止とすることが妥当だったと考えられる。 

（101 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） 

 就労した被保護者の取り扱いについては、就労継続が不確実な場合には生活保護手帳

の保護の停止又は廃止の取扱い基準に基づき、停廃止を適切に判断するよう徹底しまし

た。 

 また、保護停止中も収入状況報告書を提出させて収入状況の把握に努め、就労をして

いる中で何か問題はないか聴取するなどフォローにも努めました。 

 

指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

【イ ケースファイルへの記録】 

 夫は外国人、妻は日本人、幼少の 2名の子供がいる被保護世帯について、夫から「母国にいる父の容

態が急変したので、帰国して父の世話をする。」という電話連絡を受けたため、保護廃止となった事案

（南区）であるが、ケースファイルからは、予定される渡航期間及び妻子も共に渡航したか否かが判然

としない。海外渡航をしても保護の停・廃止ができない場合又は保護停止が相当の場合もあるため、保

護廃止と判断した事情を具体的かつ明確にケースファイルに記録することが望ましい。 

（101 頁・南区・社会福祉課） 

講じた措置 

平成 24 年度  本ケースについては、保護廃止とした経緯を明確にした上でケースファイルに記載し

ました。 

 被保護世帯全員が渡航した場合と、世帯の一部が渡航した場合は、その取扱いが違う

こと、また、渡航期間についても概ね１～２ヶ月を目安に、渡航の目的、帰来の可能性

を十分に考慮したうえで停廃止の判断を下し、具体的かつ明確にケースファイルに記録

することを徹底しました。 
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指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

【処分決定通知書の送達日について】 

 審査請求に係るケース記録を閲覧したところ、審査請求の対象となった処分の決定通知書が当該不服

申立人に対し、いつ、どのような方法で送達されたのか記録上判然としなかった。決定通知書の送達日

を特定することは、上記審査請求期間の起算日となることから、本来決定通知書は配達証明郵便等によ

るべきことが望ましい。また、手交している場合は、受書を徴求して記録に編綴すべきである。但し、

保護変更決定通知書等不服申立の対象となる処分決定通知書は大量であることから、郵便送達の場合そ

の費用を考慮すると普通郵便での送達もやむをえないと思料するが、単に処分決定通知書の控を残すだ

けではなく、発信記録をつけるべきである。 

（104 頁・中区、東区、西区、北区・社会福祉課） 

講じた措置 

平成 24 年度 （中区・社会福祉課） 

 平成 24年度は、ケースワーカーによる郵送日、手交日を処分決定通知書の控えに記載

する方法で発送日を記録することとしました。 

平成 25 年度 郵便料の増額配当をしていただき、毎月普通郵便での一斉発送を実施し、一括発送記

録簿により発送日を記録しています。 

（東区・社会福祉課) 

 ご指摘のとおり、保護変更決定通知等の処分決定通知については、審査請求期間の起

算日となり、送達日を特定することが必要であります。保護変更決定通知書については、

各ケースワーカーが郵送発行控に発送者や発送日を記入したうえ、発送しています。 

（西区・社会福祉課） 

保護決定通知書等ケースへ通知する文書管理につきましては、各ワーカーが発送する

日時等をファイルへ附記することとしましたが、確実に実施することができませんでし

たので、今後は発送する日を定め、一括して郵送することとしました。単発文書は現行

どおり、個々に発送し、発送日を記録することとしました。 

平成 24 年度 

（北区・社会福祉課） 

ご指摘の件については、生活保護システムに基づき各担当毎に一覧を作成するととも

に、処分決定通知書等を一斉郵送した場合と開始・廃止通知書等を手交した場合の発送

情報を記録しています。 
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指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

【民間施設給与等改善費加算について】 

 民間施設給与等改善費加算が、浜松市立の西山園と入野園を除き、支弁・交付されている。西山園、

入野園は公設の施設であるため、対象外としているが、「民間施設給与等改善費」の内容からすると設

備ではなく職員の人件費等に係るものであると考えられるため、両園（運営する指定管理者）に対する

支給を検討する必要があるのではないかと考える。 

（110 頁・福祉総務課） 

講じた措置 

平成 24 年度  公設で指定管理者で運営している生活保護救護施設に対する民間施設給与改善費の取

り扱いについては、静岡市で平成 23 年度から民間給与改善費を適用しており、本市にお

いても平成24年度の施設事務費から民間施設給与等改善費加算について認定するよう改

善をしました。 

 

指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

【イ 各種自立支援プログラムについて】 

 日常生活支援・社会生活支援プログラム実施要綱の対象者のうち、具体的な支援プログラムの実施要

領が定められているのは、多重債務者のみで他はない。したがって、同要綱の実施方法等の記載は、一

般的な事項に止まっている。しかしながら、対象者の抱える問題は異なりその支援の方法、内容も、異

なって然るべきであるので、対象者を細分化して、それぞれ相応した具体的な支援の実施方法を定めた

実施要領を策定することが望ましい。また、そうすることによって比較的経験の浅い現業員も、対応可

能となり平準化した支援を提供することができる。 

（115 頁・福祉総務課） 

講じた措置 

平成 24 年度 平成 24 年度に新たに就学支援プログラムを策定しました。 

 このプログラムでは中学生年代の子どもや引きこもり、不登校、障害のある子どもな

ど、支援対象者を細分化するとともに、子どもだけではなくその世帯も含んで支援対象

としております。そして、平成 25年度からはこのプログラムに基づく支援を開始しまし

た。 
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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・西区・社会福祉課） 

講じた措置 

平成 24 年度 平成 24 年７月から職員の事務分担を変更し、生活保護現業員１名の増員により６人の

配置とし、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。  

 

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・東区・社会福祉課） 

講じた措置 

平成 24 年度  平成24年度は、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しました。 
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指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

【カ 職員のメンタルヘルス・ケアについて】 

 福祉事務所の現場は、被保護者の中には精神的疾患を有する者や対応困難者も多いことから、職員に

かかる精神的負荷の重い職場である。中区福祉事務所における休職者の存在は看過できない問題であ

る。当局としては、更に一層の職員のメンタルヘルス・ケア体制の確立に努めるべきである。 

（125 頁・福祉総務課・東区、西区、南区、北区、浜北区・社会福祉課） 

講じた措置 

（福祉総務課） 

 生活保護業務については職員に精神的負荷がかかる職場であることから、ご意見のと

おりメンタルヘルスケア体制の構築の必要性があると判断しており、平成 24 年度は生活

保護法施行事務監査において、心の病になっている職員がいるのかどうかを聴取し、必

要に応じてメンタルヘルス相談の活用等についてアドバイスしております。 

 また、メンタルヘルスケア体制の具体的な構築としては、職員厚生課の指導により各

課にメンタルヘルス推進員が配置されておりますので、推進員を中心に職員厚生課が主

催するメンタルヘルス相談やメンタルヘルス研修を活用した心の健康づくりに取り組ん

でおります。 

（東区・社会福祉課） 

ご指摘のとおり、現業員にかかる精神的負荷が大きい職場であります。 

そこで、所属長を始め、査察指導員は、積極的に現業員とのコミュニケーションを取る

ほか、職員に対してメンタルヘルス・ケアの研修会などへの参加を促し、職員の健康管

理に努めています。 

（西区・社会福祉課） 

 現業員にかかる負荷を軽減するために常に相談・協議ができる状況や核となる職員を

作ることが必要と考えます。そのため、査察指導員が中心となり、風通しのよい職場づ

くりに努めることにより現業員の精神的な状況を把握し、組織全体で対応できる体制を

整えています。また、職員厚生課が開催しているメンタルヘルス相談や課内のメンタル

ヘルス委員（保健師）やメンタルヘルス研修を活用しています。 

平成 24 年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（南区・社会福祉課） 

 職員が困難な事例を一人で抱え込み悩まないように、課長等幹部職員を始め、査察指

導員は、積極的に現業員とのコミュニケーションを取ると同時に、ＯＪＴを取り入れ現

業員相互間での情報の共有化も図りました。 

 また、課長等幹部職員を始め査察指導員は、現業員の「いつもと違う」を意識して、

異常が認められた場合は、速やかに面談をしたり、産業医や職場のメンタルヘルス相談

員への相談を勧めて、第一次予防に努めました。 

 なお、職務レベルのストレッサーや職場レベルのストレッサーの改善にも努め、現業

員にはワークライフバランスを意識するように指導しました。  
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（北区・社会福祉課） 

ご指摘のとおり、職員が１人で困難ケースや困難事例を抱え悩まないように、組織全

体で対応できるようコミュニケーションを図り、精神的負担の緩和と風通しのよい職場

づくりを進めてきました。具体的には、所属長を始め査察指導員は、積極的に現業員と

のコミュニケーションを取るほか、職員に対してメンタルヘルス・ケアの相談や研修会

などへの参加を促したり、気分転換を図り、再び仕事への活力を促すためにも有効的な

休暇の取得など、職員の健康管理に努めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（浜北区・社会福祉課） 

ご指摘のとおり、現業員にかかる負荷を軽減するために常に相談・協議ができる状況

や核となる職員を作ることが必要と考えます。そのため、査察指導員が中心となり、風

通しのよい職場づくりに努め現業員の精神的な状況を把握し、組織全体で対応できる体

制を整えていきます。 

 また、職員厚生課が開催しているメンタルヘルス相談やメンタルヘルス研修を活用し

ています。 
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監査実施年度 平成 24 年度（学校教育に関する事務の執行について） 

指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

【ア 備品管理台帳と備品の不整合】 

棚卸を実施することにより、破損・不足している備品を把握し、保管場所も適切に把握し、教育活動

に支障をきたさないようにすることができるため、適切に棚卸を行う必要がある。 

（115 頁・学校施設課） 

講じた措置 

平成 24 年度 各学校園に毎年１回行わせている棚卸としての備品点検を適切に行うよう通知すると

ともに、点検の後に提出させている報告書の様式を変更しました。（破損・不足・保管場

所不一致のチェック項目を追加しました） 

平成 25 年度 ４月下旬の令達予算説明会で、校長・園長及び事務担当者に周知し、適正な管理を指

導しました。 

 

指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

【イ 備品シールの貼付漏れ】 

個人所有物やＰＴＡ所有物との混在による学校備品の私物化を防ぐために、適切に備品シールを貼付

することが必要である。 

（116 頁・学校施設課） 

講じた措置 

平成 24 年度 各学校園に毎年１回行わせている棚卸としての備品点検の際にシール貼付についても

適切に行うよう通知するとともに、点検の後に提出させている報告書の様式を変更しま

した。（備品シール貼付有無のチェック項目、未貼付の場合の貼付完了日記載の項目を追

加しました） 

平成 25 年度 ４月下旬の令達予算説明会で、校長・園長及び事務担当者に周知し、適正な管理を指

導しました。 
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指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

【ウ 私費会計で支出した消耗品等の手続】 

児童・生徒用の机やいすは数も多く合計額がある程度の金額となり、また、工事代２万円を超えるも

のも多く、金額的重要性を考えれば、寄附採納手続をする、消耗品ラベルを貼る等、取得を何らかの形

で記録し、適切に管理される必要がある。よって、私費会計で支出された多額の消耗品等の統一的な処

理規程の制定を検討すべきである。 

（116 頁・学校施設課） 

講じた措置 

平成 24 年度 私費会計での支出や金額の多少に限らず、消耗品等すべてにおいて寄附採納事務手続

きを実施することとしました。消耗品等の統一的な処理規程の制定については、学校向

け「事務の手引」を改正することで対応しました。 

平成 25 年度 4 月下旬の令達予算説明会で、校長・園長及び事務担当者に周知し、学校向け「事務の

手引」を改正し、消耗品を含む全ての寄附物品において事務手続きするよう指導しまし

た。 

 

指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

【（ア）学校図書標準の充足状況と有益性】 

学校図書館の蔵書数は学校図書標準を目標値としているため、学校図書標準が目標値化し、有益な図

書の充足と利用が行われているとは必ずしも言えない状況が発生している。目標値としてではなく、学

校図書が有益に利用される措置を講ずることが望まれる。 

（117 頁・学校施設課、指導課） 

講じた措置 

平成 24 年度  学校図書の廃棄基準に基づき、時の経過により資料的価値が認められなくなったもの

等は廃棄することとしており、その廃棄基準に沿うなかで有益な図書の充足をふまえ、

学校図書標準の達成を目指していきます。 
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指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

【（イ）郵券の受払】 

郵券は換金性の高いものであるため、浜松市では受払を 2 人で行うこととしているが、受払を１人で

行い、校長が定期的に検査することで牽制する方法を取っている学校があったため、手続は統一するこ

とが必要である。 

（119 頁・教育総務課、教職員課、学校施設課） 

講じた措置 

平成 24 年度 平成 25 年３月中に、監査結果の報告書を学校管理運営ｼｽﾃﾑに格納することにより周知しま

した。 

また、受払の手続について受払の都度必ず２人で行うよう「事務の手引」を改正し、学校と連

携し、手続について再度徹底していくこととしました。 

平成 25 年度 平成 25 年４月に、校長・園長会において、教育委員会事務局で作成した監査結果の報告書

の要約版を配付して説明することで更なる周知を図りました。 

４月２日付けの平成25年度郵券の当初配布に併せて通知するとともに、4月下旬開催の令達

予算説明会時に改正した事務の手引を渡し周知しました。 

 

指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

【行政財産使用料‐実用英語技能検定試験における施設管理（開錠・施錠等）業務】 

試験当日、英語教諭が施設管理（開錠・施錠等）業務において報酬を受領する場合、「営利企業等従事許可

申請書」を浜松市教育委員会に提出し、許可を受ける必要があるが、平成 23 年度においてこの手続がされて

いなかった。当該業務に限らず、申請もれを防止するためにチェック表を作成し、年に一度、確認書を教職員か

ら入手する等のチェック体制を整えることが必要である。※平成 24 年度は、上記業務にかかる「申請書」の提出

はされており、教育委員会の許可を受けている。 

（128 頁・市立高等学校） 

講じた措置 

平成 24 年度 毎年「営利企業等従事許可申請書」を年度当初に市教育委員会に申請するため、その際に

各個人からチェック表を同時に提出させて確認するチェック体制を整えました。 

平成 25 年度 年度当初に各個人にチェック表を配布し、今年度に他団体等からの報酬があるか確認しまし

た。 
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指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

【（エ）委託料】 

単独随意契約が委託契約 22 件中 16 件と多数を占め、前年度からの業者変更がほとんどないが、予定価格

30 万円以下でも、あくまで「1 者特命可」であり、他社からの見積を何年かに 1 度は取るなど、現行契約額の妥

当性を確認する必要がある。また、多額にもかかわらず、地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 3 号により、

シルバー人材センターと単独随契をしているが、他社からの見積をとるなどして、現行契約額の妥当性を確認

する必要がある。 

（130 頁・市立高等学校） 

講じた措置 

平成 24 年度 契約額の妥当性について、今後、他社からも見積もりを徴し検証することとしました。 

平成 25 年度 16 件中 3 件については、他社からの見積りを徴し契約額の妥当性を確認しました。 

 

指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

【（ア）預金通帳 ①学校徴収金口座】 

過去の預金利息の残高と思われる口座があったが、年度末に雑収入として受入処理することが必要で

ある。 

（132 頁・市立高校） 

講じた措置 

平成 24 年度 1 件は平成 23年度末の残金処理をしていないものであったので、平成 24年９月に適正

な会計に残金処理をしました。 

他の 1件は現在使用していない不用な口座であったので、預金通帳を解約（平成 25年

２月）し、残額は適正な会計に雑収入として処理しました。  
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指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

【（ア）預金通帳 ②安全振興会・日本スポーツセンター口座】 

本来不要である要保護児童・生徒分のスポーツ振興センター掛金(1,510 円)を徴収していたため、生徒への

返金が必要であったが、これを失念していた。また、平成 24 年 3 月末の口座残高のうち 145,412 円は、安全振

興会からの助成金や利息と考えられるが、内容は明確になっていない。内容を調査の上、適切に処理すること

が必要である。 

（132 頁・市立高等学校） 

講じた措置 

平成 24 年度 生徒への返金は、平成 24 年 11 月に返金の処理をしました。 

安全振興会からの助成金については、内容を確認して適正な会計処理をしました。 

今後においては、通帳を別々にして管理し、適正な会計処理をしていくこととしました。 

平成 25 年度 通帳を学校安全会の助成金用のものと給付金用のものとに分けて管理することとしました。 

 

指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

【（イ）図書】 

  会計的な手続もとられないまま、毎年多額の図書をＰＴＡ費用で購入し受け入れるのは問題があるため、ＰＴ

Ａが購入した書籍については、寄附採納手続をした上で、学校資産として受入れ管理することが必要である。 

（132 頁・市立高等学校） 

講じた措置 

平成 24 年度 ＰＴＡ会計等で購入された図書を確認し、受け入れをする際には寄附採納の手続きをして学

校図書として適正な管理をすることとしました。 

平成 25 年度 これまでのＰＴＡで購入されたものを確認し、寄付採納手続が完了しました。 
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指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

【（ア）学年会計 ②帳簿の整備】 

第２学年の学年会計には出納簿がなく、通帳に支出の内容を書き込んでいるだけであった。少なくと

も他の会計同様、出納簿は作成すべきである。 

(136 頁・市立高等学校) 

講じた措置 

平成 24 年度  他の学年同様に平成 24年度分の出納簿等を作成しました。 

今後も同様に作成していきます。 

 

指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

【（イ）ＰＴＡ会計 ③教育振興費・図書館費】 

P132,133 で指摘事項としたとおりである。 

※前記（イ）図書（教育総務課・教職員課） 

会計的な手続もとられないまま、毎年多額の図書をＰＴＡ費用で購入し受け入れるのは問題があるた

め、ＰＴＡが購入した書籍については、寄附採納手続をした上で、学校資産として受入れ管理すること

が必要である。 

（137 頁・市立高等学校） 

講じた措置 

平成 24 年度 

 

ＰＴＡ会計等で購入された図書を確認し、受け入れをする際には寄附採納の手続きを

して学校図書として適正な管理をすることとしました。 

平成 25 年度 これまでのＰＴＡで購入されたものを確認し、寄付採納手続が完了しました。 

 
 

指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

【（カ）決算書の予備費】 

決算書に予備費科目が使用されているが、これは予算時において使用する科目であり、決算書にお

いては、具体的な科目への振替が必要と考える。（ＰＴＡ部活動後援費会計、ＰＴＡ進路指導費会計、

生徒会費会計） 

（138 頁・市立高等学校） 

講じた措置 

平成 24 年度  指摘のあった、ＰＴＡ部活動後援費会計、ＰＴＡ進路指導費会計、生徒会費会計の平

成 24年度決算報告は、予備費からの支出ではなく、適切な科目からの支出としました。 
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指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

【（イ）学校給食会から学校栄養職員等への委嘱】 

献立作成委員会や物資調達委員会が開催において、委員の委嘱を受けている学校栄養職員等に対し、

公益財団法人静岡県学校給食会から交通運賃が支給されている。しかし、学校給食の献立作成や給食用

食材の購入先選定は学校給食職員の本来業務である。交通費が必要な場合は、本来浜松市が、負担すべ

きであり、学校給食会が支払う費用ではないと考えるので検討すべきである。 

なお、献立作成委員会や学校給食物資調達委員会の主催者は、浜松市なのか学校給食会なのかを明確

にしておくことが必要である。 

（158 頁・保健給食課） 

講じた措置 

平成 24 年度 献立作成委員会、物資調達委員会は、市教委が主催することとしました。 

平成 25 年度 平成 25 年度の献立作成委員会、物資選定委員会については、市教委で開催することと

し、関係者への通知、会場手配を行いました。また旅費等についても、市教委で負担す

ることとしました。 
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指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

【就学援助事業の「準要保護者」の判定における「所得」の扱いについて】 

保護者が、申請書に記載するべき「所得」の意味を正しく理解せず、誤って「収入金額」や「手取金額」

を記入したため、本来支給されるべき就学援助費が不支給となった事例が 7 件も存在することが判明し

た（平成 23 年度分）。 

⇒不支給となることは子どもの福祉を著しく阻害するものであり、決して許されない。⇒記載例に「所

得」の説明を全く加えておらず、あまりにも配慮を欠くものと言わざるを得ない。⇒誤って不支給決定

に至らないための必要かつ適切な措置が直ちに講じられなければならない。⇒「所得」の意味について

正しく認識・理解させることが不可欠である。⇒各学校に対して「所得」の意味について注意喚起を徹

底しなければならない。⇒自己申告額に誤りがあると推認される場合には適切な補正が加えられる体制

が整備されなければならない。 

⇒保護者に対し正しい「所得」額を反映したものか否かを全件で照会するべきである。 

学校と保護者の両者に対し、記入するべき「所得」の意味について、照会の時点で改めて平易かつ明快

な説明を加えることが必須である。そして、照会中の学校や保護者との行き違い等を防ぐためにも、口

頭伝達で済ませるのではなく、「所得」の意味を分かりやすく説明する書面を用いることも検討される

べきである。 

（179 頁・教育総務課） 

講じた措置 

平成 24 年度 所得についての説明を申込書に記載することとし、申込書に所得額が正しく記載され

ているかどうかに疑義を生じるものについては、内容の照会を行うこととしました。 

平成 25 年度 平成25年度新入学児童生徒世帯あてに配付した申込書について、記入箇所の欄外に「所

得」の意味を記載しました。 

改正前申込書による申込者には、記載されている所得についての全件照会を行いまし

た。（年間所得金額の再確認、借入金・診療費に関する書類の提出等） 
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指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

【（ア）施行規則の改正】 

奨学金貸与申請書等の様式を改訂して運用しているのにもかかわらず、その旨の同規則の改正を怠っ

ているので、改正手続をするべきである。 

様式の改訂は、連帯保証人を従前の 1 名から２名とし、内 1 名は親権者又は後見人とし、もう 1名を本

人と異なる世帯の者にし、債権の保全措置として優れているが、親族関係等から、第三者の連帯保証人

に依頼することが困難な家庭もあると思われ、本来の奨学金制度の趣旨を没却しないよう弾力的な運用

を望みたい。 

（188 頁・教育総務課） 

講じた措置 

平成 24 年度  平成 25年３月に様式の改訂に伴う施行規則の改正を行いました。 

連帯保証人の取扱いは基本的な考えであり、貸与者の状況に応じて柔軟に運用を行って

まいります。 

 

指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

【（ア）借地解消事業及び借地解消計画の検討】 

全体の借地解消率は７％強にとどまっており、借地買取りが順調に推移しているとは言い難く、学校

借地解消計画と大きくかけ離れた結果となっている。すべての土地賃貸人から意向調査を終えた現在に

おいて、将来の廃校・廃園の見込みを考慮しつつ、借地解消事業及び借地解消計画を検討することが望

ましい。 

（195 頁・学校施設課、資産経営課） 

講じた措置 

平成 24 年度 平成 24 年８月に新たに策定された学校借地解消計画を含む市の全体計画である「借地

適正化計画」（平成 24 年８月策定）に基づき、学校借地解消に取り組みます。  

「借地適正化計画」の趣旨は借地の解消及び借地料の見直しになります。 
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指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

【（イ）適正な借地料の支払い】 

借地解消事業が速やかに達成される見込みは低く学校施設の借地部分は長期にわたって残るため、借

地料の基準を策定し、土地賃貸人との間で借地料減額交渉を続け、適正な借地料の支払いに努めるべき

であると思われる。 

（196 頁・学校施設課、資産経営課） 

講じた措置 

平成 24 年度  借地適正化計画に基づき、借地料の見直し交渉を進めていきます。 

 

指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

【（ア）空住宅廃止の検討】 

へき地における廃校・廃園の見込み、教職員数の変動等に留意して、不必要な教職員住宅を漫然と存

続させ、無用な管理費用等を生じさせないよう不断の検討が必要と思われる。 

(200 頁・学校施設課) 

講じた措置 

平成 24 年度  浜松市の公共施設廃止計画に挙がっている教職員住宅については、規則を廃止します。

全国で２番目に広い市域でへき地の区域を抱えた本市では、教職員住宅は必要ではあり

ますが、無用な管理費用が生じないよう検討をしていきます。 

 

指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

【ア 契約金額の検証】 

シルバー人材センターへの随意契約での委託は高額であり、他社から見積をとるなど何らかの形で価

額の相当性について検証することが望ましい。 

（204 頁・教職員課） 

講じた措置 

平成 24 年度 契約金額の相当性について、他社から見積もりを徴し検証することとしました。 

平成 25 年度 平成 25 年５月に他の株式会社１社から見積もりを徴し、価額の相当性についての検証

をし、妥当であることを確認しました。 
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指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

【イ 業務内容の実態の検証】 

教職員が委託先担当者を直接指揮監督する要素が入り込む余地があるので、そのようなことがないよ

う学校現場を随時検証の上、徹底する必要があると思われる。 

（204 頁・教職員課） 

講じた措置 

平成 24 年度 実際の学校現場において、教職員が受託者に直接指揮命令することがないように、学

校に対し指導徹底を図ってきました。一方、受託者には本業務は教育の一環であること

を認識させ、法令等を遵守のうえ、業務を履行するよう指導してきました。今後も引き

続きこの点について指導を徹底してまいります。 

平成 25 年度 平成 25 年４月に開催した学校令達予算説明会において、法令等を遵守し適正に履行す

るよう確認を行いました。 

 

指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

【業務委託方式での遵守事項に関する現状調査の必要性について】 

 学校現場において、ＡＬＴに対する直接的な指揮・命令行為（偽装請負）等、法令違反行為が生じな

いよう、委託方式において遵守されるべき全ての事項が、対象となる全ての学校現場で確実に履行され

ているか否かについて、学校訪問や「ＡＬＴ活動計画書」の点検等を通じて定期的な調査を実施し、か

つ、問題点があれば直ちに指導を行う必要がある。 

（211 頁・指導課） 

講じた措置 

平成 24 年度 意見内容について、通知、研修会、学校訪問や「ＡＬＴ活動計画書」の点検等を通じ

て、法令違反行為が生じないように指導することとしました。 

平成 25 年度 25 年度の事業開始時に、委託方式のＡＬＴに対する直接的な指揮・命令行為等、法令

違反行為が生じないよう、各学校に通知をしました。また、全教頭が出席する会議や、

外国語主任の研修会において、意見の内容を示し、委託方式における遵守事項について

指導しました。さらに、定期的に提出される「ＡＬＴ活動計画書」を随時確認するとも

に、学校訪問を通じて業務委託方式での遵守事項に関する現状調査を実施し、適切な履

行となるよう指導を行っています。 
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指摘事項 

（掲載頁・担当課） 

【共済見舞金の支給漏れについて】 

  浜松市から校長名義の専用口座への共済見舞金の送金が完了していたにもかかわらず、保護者に交

付されないまま、約 1年半にわたり放置された状態になっていた事例があった。支払われるべき給付金

が支払われないという事態が生じることは、端的に不適切である。 

各学校から保護者への共済見舞金等の交付に漏れを生じることがないように、支給状況を適切に確認す

る方法を検討の上、各学校に周知すべきである。 

（218 頁・保健給食課） 

講じた措置 

平成 24 年度 該当校に対し、支給状況の調査を実施、支給漏れのあった保護者への支払いを直ちに

行うよう指示し、支給を行ったことを確認しました。 

その他の学校においても、支給状況の調査を実施し、適切に支給が行われていること

を確認しました。 

今後は、定期的に支払状況調査を実施し、確認を行います。 

 

 


