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監 査 結 果 等 総 括 表 
（平成28年度に属する事務事業） 

１ 定期監査等 
⑴ 監査の結果 

対象局等 件   名 指  摘  内  容 

企画総務局 公営企業に対

する公有財産の

使用承認につい

て 

公営企業に対し一般会計が所管する公有財産を使用させる場合は，

使用承認の手続をとった上で原則として有償で整理するものとされて

いる。 
しかしながら，下水道事業による本庁舎等駐車場の使用について，使

用承認の手続がとられておらず有償としていなかった。 
ついては，関係部局とも協議の上，適正な事務処理を行われたい。 

(注) 上記のほか，専ら内部の事務に関する軽易な事項で，実地監査の場で直ちに是正改善できるもの等

について，口頭で指摘を行ったものがある。 
 

⑵ 監査の意見 

対象局等 件   名 意  見  内  容 

財政局 

 

 

 

 

 

 

 

バーコード付

郵便物の料金割

引について 

 

 

 

所定のバーコードを記載した郵便物を，同時に一定数以上出す場合 

には，料金の割引が受けられることとなっている。 

しかしながら，西部市税事務所及び北部市税事務所においては，料金 

の割引を受けられる場合であるにもかかわらず，料金後納郵便物差出

票にバーコード付郵便物であることを記載しなかったため，郵便局に

おいて割引対象であるとの認識がなされず，料金の割引を受けられな

かった事例が見受けられた。 

ついては，今後，確実に料金の割引を受けられるよう，料金後納郵便 

物差出票にバーコード付郵便物の区分を設けるなどの改善を図られた

い。 

また，内部統制の観点から，同様の事務を行っている部局間での情報 

共有などの対策を講じられたい。 
 

健康福祉局 バーコード付

郵便物の料金割

引について 

所定のバーコードを記載した郵便物を，同時に一定数以上出す場合 
には，料金の割引が受けられることとなっている。 
しかしながら，健康福祉局高齢福祉部介護保険課及び中区厚生部健 

康長寿課においては，料金の割引を受けられる場合であるにもかかわ

らず，料金後納郵便物差出票にバーコード付郵便物であることを記載

しなかったため，郵便局において割引対象であるとの認識がなされず，

料金の割引を受けられなかった事例が見受けられた。 
ついては，今後，確実に料金の割引を受けられるよう，料金後納郵便 

物差出票にバーコード付郵便物の区分を設けるなどの改善を図られた

い。 
また，内部統制の観点から，同様の事務を行っている部局間での情報 

共有などの対策を講じられたい。 
 

  (注) 監査の意見は，市の組織及び運営の合理化に資するため，監査の結果に関する報告に添えて提出した

ものである。 
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平成 28年度包括外部監査結果報告の概要（抜粋） 

（産業の創造と振興，中小企業の活性化と商店街の 

振興等に係る事務の執行について） 

 

１ 監査結果の概要 

(1) 損失補償後の債権の保全と取立について（ものづくり支援課） 

    広島市中小企業協同組合に対する損失補償制度要綱は，広島市は，広島市中小企業協同組合融資制 

    度に基づき，広島市中小企業協同組合が，その組合員である中小企業者に貸し付けたことによって生 

    じた損失の補償に充てるため，同協同組合と損失補償契約を締結すると定め（要綱第２項柱書），広 

島市中小企業協同組合との間の損失補償契約書は，広島市は，同協同組合が，広島市中小企業協同組 

合融資制度に基づいて，その組合員である中小企業者に貸し付けたことによって損失を受けたときは， 

    同協同組合に対してその損失を補償することを定めるとともに（契約書第１条第１項），同協同組合 

    は，広島市から損失補償を受けた後においても，善良な管理者の注意をもって，その貸付に係る債権 

を保全し，かつ，その取立に必要な措置を講ずるものと定めているところ（広島市中小企業協同組合 

に対する損失補償制度要綱第５項ア，広島市中小企業協同組合との間の損失補償契約書第６条），広 

島市中小企業協同組合においては，訴えの提起などの法的手続をとっていない，連帯保証人に対する 

取立を行っていないなど，その保全及び取立が十分に行われておらず，また，同協同組合が保全し， 

かつ，その取立に必要な措置を講じなければならない債権は，平成２３年度末には，合計１５９件， 

総額約４億８,１５３万円であったものが,平成２７年度末には,合計１６９件，総額約５億４,２３４ 

万円へと増加の一途をたどっていた。 

     また，広島市中小企業協同組合は，広島市から損失補償を受けた後において，当該中小企業者に対 

    する債権の取立によって金銭を回収したときは，当該損失補償金交付申請の基礎となった代位弁済の 

    額に対する損失補償金の割合をもって，当該回収金を広島市に支払わなければならないと定めている 

    ところ（広島市中小企業協同組合に対する損失補償制度要綱第５項イ，広島市中小企業協同組合との 

    間の損失補償契約書第７条），同協同組合においては，中小企業者に対する債権の取立によって分割 

して回収した金銭については，当該中小企業者に対する債権を全額回収するまで，手許に滞留させて 

いた。 

      さらに，広島市中小企業協同組合は，損失の発生及び債権の取立について，１か月ごとの状況を翌 

    月７日までに広島市に報告しなければならないと定めているところ（広島市中小企業協同組合に対す 

    る損失補償制度要綱第２項第６号，広島市中小企業協同組合との間の損失補償契約書第９条），同協

同組合は，毎年度末に，当該年度内の損失の発生及び債権の取立について報告しているにとどまって

いた。 

     以上のとおり，広島市中小企業協同組合において，損失補償の対象となった債権の保全及び取立が 

    十分に行われておらず，回収金の返還，取立についての報告が，広島市中小企業協同組合に対する損 

    失補償制度要綱，広島市中小企業協同組合との間の損失補償契約書の定めるところに準拠して行われ 

    ていないにもかかわらず，同協同組合に対する損失補償が行われてきたことは，広島市の財務に関す 

る事務の執行として著しく妥当性を欠くものと考える。速やかに，広島市中小企業協同組合の業務の 

運営状況を監査した上で，同協同組合に対して，債権の全部を保全し，これらの取立に努めるよう請 

求し，債権の全部の取立について毎月報告するよう請求し，同協同組合が手許に滞留させている回収 

金の支払を請求すべきである。 

 

(2) 補助対象団体について（商業振興課） 

     広島市商店街振興事業補助金交付要綱は，法人化されていない任意の商店街組織の場合にあっては， 

    規約等により代表者の定めがあり，財産の管理等を適正に行うことができるものであることを補助対 

    象団体と認めるための要件の一つとして定めているところ（要綱第４条，第１条第３号），法人化さ 

    れていない任意の商店街組織であり，団体の運営に関する規約はあるが，これに代表者の定めがない 

にもかかわらず，補助対象団体として認め，補助金の交付の決定がなされている事例が見受けられた。 

   このことは，要綱の定めに反するのみならず，補助金の交付申請等一連の手続を行っている者の行 

為が，法律上，当該任意組合のした行為として法律効果を発生させるか疑義のある団体であるにもか 

参 考 １ 
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かわらず，これに対して補助金の交付の決定がなされていることからして，要綱違反を是正すべきで 

ある。 

 

(3) 補助金の交付の決定に当たっての審査について（商業振興課） 

    広島市補助金等交付規則は，補助金の交付の決定に当たり，申請に係る書類等の審査等により，補 

    助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか等を調査し，補助金等を交付すべきものと認めたとき 

    は，速やかに補助金等の交付の決定をするものと定め（規則第５条第１項），広島市商店街振興事業 

    補助金交付要綱は，上記申請に係る書類等の一つとして，「総会又は理事会の議事録（当該事業に賛 

    同したことを証するもの）」を添付して提出しなければならないと定めているところ（要綱第１０条 

    第１項），補助金交付申請書等に「総会又は理事会の議事録（当該事業に賛同したことを証するもの）」 

    が添付されて提出されていないにもかかわらず，補助金の交付の決定がなされている事例が見受けら 

れた。 

   このことは，要綱の定めに反するのみならず，総会又は理事会が補助対象事業に賛同したかどうか 

などについて書面審査するための前提である資料がなく，補助金が交付された後，商店街等の団体の 

構成員からの協力が得られずに事業が頓挫してしまうなど，補助対象事業の遂行に疑義が残るにもか 

かわらず，補助金の交付の決定がなされていることからして，要綱違反を是正すべきである。 

 

(4) 補助事業実績報告書等の提出期限について（商業振興課） 

    広島市補助金等交付規則は，補助事業者等は，当該補助事業等が完了したときは，その完了の日か 

   ら４０日以内に補助事業等実績報告書等を市長に提出しなければならないと定め（規則第１５条第１ 

    項），広島市商店街振興事業補助金交付要綱は，この期限を前倒しして，その完了の日から１０日以 

内又は３月３１日のいずれか早い日までに提出しなければならないと定めているところ（要綱第１３ 

条第１項），期間の限定されたイベントを補助対象事業とする案件において，補助事業実績報告書等 

が，このイベントが終了してから８か月以上を経過した３月３１日に提出されている事例をはじめと 

して，同種の事例が複数見受けられた。 

      このことは，「補助事業等が完了したとき」が具体的にいつの時点を意味するものか，広島市補助 

金等交付規則の運用及び解釈上も，広島市商店街振興事業補助金交付要綱の明文上も明らかとなって 

いないことに起因するものであり，規則や要綱の明文に抵触するとまではいえない。 

     しかしながら，商店街活性化事業費補助金は，原則として概算払いにより交付され（広島市商店街 

振興事業補助金交付要綱第１０条第４項），市長は，補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定 

した場合において，既にその額を超える補助金等が交付されているときは，期限を定めて，その返還 

を命ずるものとされており（広島市補助金等交付規則第１９条第２項），補助事業等が完了した後は， 

速やかに補助金の額の確定手続を完了させて，返納させるべき補助金が補助事業者等に滞留しないよ 

うにさせるため，広島市商店街振興事業補助金交付要綱は，広島市補助金等交付規則が定める提出期 

限を前倒ししているものと考える。商店街活性化事業の内容は様々であるから，「補助事業等が完了 

したとき」を一律に定義づけることはできないが，イベントが終了してから長期間経過した日に提出 

された補助事業実績報告書等により補助金の額の確定手続を完了させていることは，返納させるべき 

補助金が補助事業者等に滞留しないようにさせる広島市商店街振興事業補助金交付要綱の趣旨に反 

し，不当である。したがって，この趣旨を踏まえ，「補助事業等が完了したとき」が具体的にいつの 

時点を意味するものか，広島市商店街振興事業補助金交付要綱等に定め，これに準拠した事務を執行 

すべきである。 

 

(5) 補助金の交付の決定に当たっての審査について（商業振興課） 

    広島市補助金等交付規則は，補助金の交付の決定に当たり，申請に係る書類等の審査等により，補 

助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか等を調査し，補助金等を交付すべきものと認めたとき 

は，速やかに補助金等の交付の決定をするものと定め（規則第５条第１項），広島市商店街振興事業 

補助金交付要綱は，上記申請に係る書類等の一つとして，補助金交付申請書等に「契約書の写し」を 

添付して提出しなければならないと定めているところ（要綱第１９条第１項，別表３（第１９条関係））， 

「契約書の写し」が添付されて提出されていないにもかかわらず，補助金の交付の決定がなされてい 

る事例が見受けられた。 

     このことは，要綱の定めに反するのみならず，金額の算定に誤りがないか，施設整備に係る工事等 
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    の確実な遂行が見込まれるかなどについて書面審査するための前提である資料がなく，金額の算定や 

補助対象事業の遂行に疑義が残るにもかかわらず，補助金の交付の決定がなされていることからして， 

要綱違反を是正すべきである。 

 

２ 監査意見の概要 

(1) 取扱金融機関に対して拠出する預託金について（ものづくり支援課） 

    広島市中小企業融資制度要綱は，広島市は，同要綱に定める融資の取扱金融機関に対し，同要綱に 

  定める融資のための資金を預託し，取扱金融機関は，同要綱に定める融資を行う場合は，預託金の額 

    に市が指示する倍率を乗じた額以上の額を融資するものと定め（要綱第１章第６項），広島市中小企 

    業融資制度要綱に基づく融資資金の預託及び融資に関する覚書は，広島市は，各取扱金融機関に対し， 

    無利子の預託金を拠出することを定めている（覚書第１条）。平成２７年度においては，平成２７年 

１月末時点の融資残高を基準とし，各取扱金融機関別制度別に運用率及び協調倍率で除した必要預託 

額を算出し，同年４月１日，各取扱金融機関に対し無利子の預託金を拠出し，平成２８年３月３１日， 

この預託金の返還を受けているが，その金額は総額約１５７億円であった。 

 ところで，地方自治法は，地方公共団体は，その事務を処理するに当たっては，住民の福祉の増進 

に努めるとともに，「 少の経費で 大の効果を挙げる」（法第２条第１４項）ようにしなければなら 

ないと，その事務を処理するに当たって準拠すべき指針を示しており，とりわけ広島市中小企業融資 

制度のように予算に占める割合が大きいものについては，より一層強く要請されるものと考える。 

     この点，広島市が拠出する預託金は，各年度初めに取扱金融機関に預けられ，各年度末に返還され 

    ており，歳出と歳入が両建てで計上されていることから，予算としての費用は発生しておらず，歳入 

    歳出の計数から，その経費を読み解くことはできない。しかしながら，広島市が保有する金融資産は 

    有限であるから，その金融資産を無利子で預託することは，資金の運用や有利子負債の償還などから 

    得られたであろう潜在的利益をあきらめなければならないという意味の代償を払っていることにほ 

    かならず，「 少の経費で 大の効果を挙げる」ためには，この機会費用をも含めた経費全体を把握 

    した上で，経費の節約ができないか，効率的な事務の執行ができないか，さらには利子補給方式など， 

    預託金方式の代替的手段との比較において費用対効果に優れたものとなっているかなどを検証し 

て，より効率的な制度にしていかなければならないと考える。 

   以上を踏まえ，無利子で預託金を拠出していることに伴う機会費用を考慮せずに事務が執行されて 

いるのではないかといった疑念を抱かれないよう，この機会費用を含めた経費全体を把握した上で， 

広島市中小企業融資制度の効率性について検証されたい。 

 

(2) 広島県信用保証協会に対する損失補償制度について（ものづくり支援課） 

    広島市は，広島県信用保証協会に対する損失補償制度要綱に基づき，広島県信用保証協会に対し， 

    同保証協会が同要綱に定める債務の保証につき保証債務を履行したときは損失を補償しているが，預 

    託金方式の制度融資を実施している広島県内の１７の自治体（広島県を含む。）のうち，広島県信用 

    保証協会に対する損失補償制度を有しているのは広島市を含む１１団体であり，同制度を有していな 

いのは６団体であることを踏まえ，広島市も損失補償制度を設けなくてもよいのではないかなどとい 

った疑念を抱かれないよう，同保証協会の業務の運営状況を監査し，同損失補償制度の具体的な事業 

成果を調査し，これを検証して，より効率的な制度に見直されたい。 

 

(3) 融資条件について（ものづくり支援課） 

    広島市中小企業協同組合融資制度要綱は，広島市中小企業協同組合がその組合員に対してする融資 

    の条件として，融資利率については，年２．１％以下と定め，融資形式については，証書貸付，手形 

    貸付，手形割引，電子記録債権貸付及び電子記録債権割引を取り扱うものと定め（要綱第５項），広 

    島市，株式会社商工組合中央金庫広島支店及び広島市中小企業協同組合の間で取り交わした，広島市 

    中小企業協同組合融資制度に基づく融資資金の預託及び融資についての覚書において，広島市中小企 

    業協同組合は上記の融資条件で融資を行うこととしているところ（覚書第３条，第５条），広島市中 

    小企業協同組合作成に係るリーフレット類には，融資形式について，「手形貸付（信用貸付短期・長 

    期貸付）・手形割引」，「手形による融資方式です（証書方式ではありません）」と記載があり，これら 

の記載の融資条件で組合員に対する貸付が行われていた。 

このことは，手形による融資方式に困難のある小規模事業者が広島市中小企業協同組合融資制度を 
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利用する方途を閉ざすこととなり，広島市内中小企業者，特に小規模事業者の経営合理化のために要 

する事業資金を円滑にし，もって金融難の緩和を図るという目的に照らして問題があるから，改善を 

検討されたい。 

 

(4) 広島市中小企業共同組合に対する損失補償制度について（ものづくり支援課） 

    広島市は，広島市中小企業協同組合に対する損失補償制度要綱，広島市中小企業協同組合との間の 

損失補償契約書に基づいて，広島市中小企業協同組合に対し，同協同組合が同要綱に基づいて組合員 

に貸し付けたことによって生じた損失を補償しているところ， この補償金の額は損失の１００分の 

９６に相当する額とする点について，同協同組合に，回収コストをかけて，貸付債権を保全し，その 

取立をする動機を生じさせることの支障となっていること，税金その他の貴重な財源が，同協同組合 

における与信の審査が緩やかになることによって生じる損失の代償となっているのではないかとの 

疑問も否定できないことを踏まえ，損失補償の割合は高すぎるのではないかなどといった疑念を抱か 

れないよう，議会と市民に対し，補償金の額は損失の１００分の９６に相当する額とする合理的理由 

を分かりやすく説明された上で，広島市中小企業協同組合に対する損失補償制度を実施されたい。 

 

(5) 補助事業実績報告書等の提出期限について（商業振興課） 

    広島市補助金等交付規則は，補助事業者等は，当該補助事業等が完了したときは，その完了の日か 

    ら４０日以内に補助事業等実績報告書等を市長に提出しなければならないと定め（規則第１５条第１ 

    項），広島市商店街振興事業補助金交付要綱は，その完了の日から４０日以内又は３月３１日のいず 

    れか早い日までに提出しなければならないと定めているところ（要綱第２２条），補助事業実績報告 

書等が，補助対象施設に係る工事が竣工してから４０日を経過し，３月３１日に提出されている事例 

が多数見受けられた。 

     このことは，「補助事業等が完了したとき」が具体的にいつの時点を意味するものか，広島市補助 

    金等交付規則の運用及び解釈上も，広島市商店街振興事業補助金交付要綱の明文上も明らかとなって 

    いないことに起因するものであり，規則や要綱の明文に抵触するとまではいえないが，補助事業実績 

    報告書等が提出されてはじめて具体的な補助金の額の確定ができるのであり，その提出時期について 

    は自ら一定の期限が存するものというべきであるから，「補助事業等が完了したとき」が具体的にい 

つの時点を意味するものか，広島市商店街振興事業補助金交付要綱等に定め，これに準拠した事務を 

執行されたい。 

 

(6) 現地調査等について（商業振興課） 

    広島市商店街振興事業補助金交付要綱は，補助事業実績報告書等の提出を受けた場合は，補助事業 

    実績報告書等の書類の審査及び現地調査等により，当該補助事業の実績が補助金の交付の決定の内容 

    及びこれに付した条件に適合すると認めるときは，交付すべき補助金の額を確定すると定めていると 

    ころ（要綱第２３条），補助事業実績報告書等の提出を受けた場合には，担当者が現地に赴いて補助 

    対象施設の施工状況等を調査しているとのことであるが，補助金の実績報告の承認及び額の確定につ 

    いての伺いには，「別添のとおり実績報告書の提出がありました。審査の結果，適正と認められる」 

と記載されているだけで，現地調査等については記載されていなかった。 

   広島市商店街振興事業補助金交付要綱が，補助事業実績報告書等の書類の審査に加えて現地調査等 

を求める趣旨は，地域商業自立促進事業は施設整備事業であることから，例えば補助対象施設に施工 

不良がないかなど，補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件でありながら，補助事業実績報 

告書等の書類では審査できないことがらを調査せしめるところにあるが，現地調査等についての記録 

がなければ，現地調査等を行わないまま，補助事業の実績が補助金の交付の決定の内容及びこれに付 

した条件に適合すると認め，補助金の額を確定したのではないかといった無用の疑念を生じさせてし 

まうことから，補助金の実績報告の承認及び額の確定についての伺いには，現地調査等を行った事実 

と，その結果について記載されたい。 
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平成 28年度包括外部監査結果報告の概要（抜粋） 

 （未収金及び貸付金の管理及び回収に係る事務の 

執行について） 

 

１ 監査結果の概要 

(1) 貸付の相談・指導について（こども・家庭支援課） 

    母子・父子・寡婦福祉資金貸付金事務処理の手引きは，対象者から貸付の相談を受けたら，貸付が 
必要な理由，生活状況，必要とする貸付金額等を詳しく聴取し，貸付資格・要件，償還方法等貸付制 
度の理解を求めるとし，償還方法については，償還額計算表を作成し，一回の償還額を提示して理解 
を求めると定めている（手引き３３ページ）ところ，償還額計算表は，これを作成している区役所厚 
生部保健福祉課と作成していない区役所厚生部保健福祉課があり，また作成している区役所厚生部保 
健福祉課においても，貸付の相談・指導の段階ではなく，借用書の提出の直前の段階で作成している 
事例が見受けられるなど，貸付の相談・指導の段階での，償還額計算表の作成と，これに基づく将来 
の償還計画を示しての償還指導は徹底されていなかった。 

     平成２３年度広島市定期監査において，「将来の償還計画を示して，借主の世帯総収入及び必要生 
活費から見た償還能力を踏まえ，十分な指導を行うべき」，「特に，貸付総額が高額になる修学資金の 
貸付に当たっては，①借主に対して償還計画に基づく償還額やその償還能力について十分に認識させ 
た上で」貸付を行うことが必要であるとの監査の意見が提出され，これを受けて，申請書が提出され 
る前に，対象者からの貸付の相談を受け，対象者を指導することが定められたこと，償還額計算表に 
基づく貸付の相談・指導は，償還期間及び毎月の償還金額を具体的な数値をもって提示し，償還能力 
を判断するほか，対象者に返済義務を負うことの適否を検討させる，毎月の収支を認識させることに 
よって償還に対する自覚を促すという重要な役割があることからすると，貸付の相談・指導の段階で 
の，償還額計算表の作成と，これに基づく将来の償還計画を示しての償還指導が徹底されていなかっ 
たことは重大であり，手引き違反を是正すべきである。 
 

(2) 面接について（こども・家庭支援課） 

    母子・父子・寡婦福祉資金貸付金事務処理の手引きは，貸付の申請を受け付ける前の面接，貸付の 
申請を受け付けた後の貸付審査会での審査を経て，貸付の承認又は不承認を決定するものとし，この 
面接については，申請書等の受理までの間に，原則として，申請者，連帯借主となる子及び連帯保証 
人の全ての者との間で来所面接を行うと定めている（手引き４６ページ）ところ，連帯借主となる子 
については，県外の大学等へ進学した場合等で来庁が難しいケースの場合には，来所面接も，電話に 
よる面接も行っていないという事例が多数見受けられ，連帯保証人については，電話による面接を原 
則とし，来所面接を要しないとする運用が見受けられるなど，申請書等の受理までの間に原則として 
行うこととされている連帯借主となる子及び連帯保証人に対する来所面接は徹底されていなかった。 

    申請書等の受理までの間に，連帯借主となる子及び連帯保証人との間で来所面接を行い，これらの 
者に対し，事前に償還に関する説明を十分に行い，自らが債務を負担することを自覚させ，将来の償 
還への意識付けを行うことは重要であるから，手引き違反を是正すべきである。 
 

(3) 保証人の徴求について（こども・家庭支援課） 

   広島市母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付事務取扱要領は，原則として，連帯保証人の設定を求 
めるものと定め（要領第９条第１項，第３項），これを受けて，母子・父子・寡婦福祉資金貸付金事 
務処理の手引きは，原則として連帯保証人を１名立てる必要があると定める一方で，連帯保証人の徴 
求について，連帯保証人が立てられない場合について相当に複雑な規定を定めている（手引き６ペー 
ジ以下）ところ，連帯保証人を立てられない事案において，母や父の就労状況や収支状況等の申立て 
及び児童（子）の償還に対する意思について誓約書の提出がないにもかかわらず，連帯保証人なしで 
貸し付けている事例が見受けられ，なお全区役所の厚生部保健福祉課を俯瞰すると，連帯保証人が立 
てられている割合が１割程度の区役所厚生部保健福祉課もあれば，その割合が９割程度の区役所厚生 
部保健福祉課もあり，その余の区役所厚生部保健福祉課においても，連帯保証人が立てられている割 
合は様々であった。 
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      平成２７年度における母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付金の収入未済額は約６億６，５００万 
    円であり，その収納率は約４０．６パーセントであるところ，主たる債務者と連帯して，もし主たる 
    債務者が債務を履行しないときには，主たる債務者に代わってその債務を履行する旨の債務を負担す 
    る連帯保証人が果たす人的担保の機能は，物的担保を徴求しない母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸 

付金の円滑な回収の観点から極めて重要である。 
     また，連帯保証人が立てられている割合が１割程度の区役所厚生部保健福祉課もあれば，その割合 
    が９割程度の区役所厚生部保健福祉課もあり，その余の区役所厚生部保健福祉課においても，連帯保 
    証人が立てられている割合は様々であったことは，保証人の徴求について統一的な事務が執行されて 
    いないことを優に推認させるが，平成２３年度広島市定期監査において提出された監査の意見を受け 
    た対応結果の中で，「今後も，継続的に，貸付事務の担当者等を対象とした統一的な事務処理等につ 
    いての研修を実施することとしている。また，毎月開催されている児童福祉係長会議の場においても， 
    貸付け時の相談対応や償還指導等について，統一的な取扱いとなるよう，情報交換を密にすることと 
    している。」と述べられているとおり，保証人の徴求についても統一的な事務が執行されるべきであ 

り，行政サービスを受ける側に立っても，いずれの区役所厚生部保健福祉課においても同じ取扱いが 
されるべきであることはいうまでもない。 

     これらの点からして，全ての区役所厚生部保健福祉課において，広島市母子及び父子並びに寡婦福 
    祉資金貸付事務取扱要領及び母子・父子・寡婦福祉資金貸付金事務処理の手引きが原則として連帯保 
    証人の設定を求めるルールを徹底した事務を執行すべきである。 
 
(4) 申請者の収入要件等（広島市母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付制度の貸付金の償還を現に滞納

している者）について(こども・家庭支援課） 

      母子・父子・寡婦福祉資金貸付金事務処理の手引きは，広島市母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸 
付金を滞納している者は，原則として貸付の対象外として取り扱うこととし，ただし申請する資金種 
類が連帯借主を要するもので，その連帯借主に確実な償還が見込める場合は，この限りではないとし， 
ただその際には原則として連帯保証人を付すことを条件とすると定め，母子及び父子並びに寡婦福祉 
資金貸付金に滞納があるときについては，過去１年以上分割納付を継続している場合に限り，連帯保 
証人を立てることを条件として，貸付の対象とすると定めている（手引き９ページ）ところ，広島市 
母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付金制度の貸付金の償還の滞納の有無については，福祉情報シス 
テムにより調査しているが，滞納がある場合であっても，過去１年以上分割納付を継続しているかど 
うかについては確認しないまま，連帯保証人を立てずに貸付の対象としている事例が見受けられた。 

    貸付金の償還を現に滞納している者について，原則として貸付の対象外として取り扱う趣旨は，広 
島市母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付制度の円滑な運用及び債権の保全を図ることにあるが，加 
えて，現に貸付金の償還に滞納がある者に対して，さらなる債務を負わせて生活がさらに困窮するこ 
とのないようにする福祉的配慮も必要であるから，手引き違反を是正すべきである。 
 

(5) 償還口座の設定について（こども・家庭支援課） 

    償還指導事務マニュアルは，継続資金（就学支度資金を含む。）について，継続申請書提出時，金 
    機関へ提出した「広島市母子・父子・寡婦福祉資金償還金口座振替依頼書」の本人控えの提示がなけ 

    れば，原則として継続貸付決定をすることができないとし，どうしても口座振替が困難な場合は，「口 

    座振替できない場合の申立書」を確認し，やむを得ないと判断される場合は，提示があったものとみ 

    なして取り扱うものと定めている（マニュアル１ページ）ところ，金融機関へ提出した「広島市母子・ 

    父子・寡婦福祉資金償還金口座振替依頼書」の本人控えの提示がなかったが，「口座振替できない場 
    合の申立書」の提出を受けず，これを確認しないまま，支払をしている事例が多数見受けられた。 
     口座振替による母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付金の償還は，その償還率を高めるための有力 
    な手段であると考えられ，「広島市母子・父子・寡婦福祉資金償還金口座振替依頼書」の本人控えの 

提示がなければ，原則，支払ができないこととしているのは，口座振替による償還を促進するためで

あるから，マニュアル違反を是正すべきである。 
 
(6) 一部の繰上償還について（こども・家庭支援課） 

    母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令は，母子福祉資金貸付金等の貸付を受けた者は，いつでも繰 
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    上償還をすることができると定め（施行令第８条第３項但書，第３１条の６第３項但書，第３７条第 
３項但書），これを受けて，広島市母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付事務取扱要領は，償還未済 
額の一部を支払期日前に償還する場合は，償還方法の変更として処理すると定めている（要領第３７ 
条第１項）ところ，貸付を受けた者から償還未済額の一部を繰上償還したい旨の申入れがあったが， 
福祉情報システムで償還方法の変更の事務を処理することに支障があるため，この申入れを断ってい 
る事例が多数見受けられた。 

    このことは，母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令及び広島市母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸 
付事務取扱要領の定めに抵触するのみならず，利子を徴している貸付金の貸付を受けた者に対しては， 
償還未済額の一部の繰上償還により免れることができたはずの利子の負担という経済的不利益を課 
すものであり，広島市にとっては，償還未済額の一部の繰上償還により回避することができたはずの 
回収リスクを残すものである。したがって，償還方法の変更の事務が処理できるよう福祉情報システ 
ムを改修するなどして，償還未済額の一部の繰上償還の事務を執行すべきである。 
 

(7) 時効中断措置について（こども・家庭支援課） 

    広島市債権管理事務取扱規則は，債権が時効によって消滅することとなるおそれがあるときは，時 

    効を中断するために必要な措置をとらなければならないと定め（規則第１７条第５項），これを受け 

    て，償還指導事務マニュアルは，償還期間経過後の滞納について，一括返済が困難な場合は，「債務 

    承認書」及び「未償還金償還計画書」を提出させ，分割の納付書を発行すると定めているが（マニュ 

アル２ページ），「債務承認書」を提出させる償還指導が行われていないなど，時効を中断するために 

必要な措置は，督促を除いてとられていなかった。 

    債権を時効によって消滅させる財政的損失を回避する観点のみならず，誠実に償還している債務者 

との公平を保つためにも，規則違反及びマニュアル違反を是正すべきである。 

 

(8) 償還事務について（こども・家庭支援課） 

   広島市債権管理事務取扱規則，広島市母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付事務取扱要領，母子・ 

父子・寡婦福祉資金貸付金事務処理の手引き及び償還指導事務マニュアルは，債権回収に直接関係す 

る債権管理事務について詳細に定めているにもかかわらず，未償還者に対する償還指導，連帯保証人 
への償還指導，強制執行，保全措置等債権回収に直接関係する債権管理事務は，督促状及び催告書の 
送付を除き，ほぼ執行されていなかった。 

    広島市母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付金の収入未済額は，平成２３年度には約５億 
３，８００万円であったものが，平成２７年度には約６億６，５００万円へと増加の一途をたどって

いるばかりか，平成２７年度の収納率は，現年分は約８５．１パーセントであり，滞納繰越分は約 
６．７パーセントであって，いずれも平成２３年度以来改善がみられないという財政的見地からも，

また誠実に償還している債務者との公平を保つ見地からも，是正の必要がある。 
    しかしながら，実効性のある債権回収業務を行うためには相応のマンパワーと専門的知識が必要で 
   あるところ，現実問題として，母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付金に関する債権回収事務を取り 
   扱う各区役所厚生部保健福祉課の職員の人員では，必要かつ十分な債権回収事務を執行することは困 

難であると見受けられる。 
    そこで，母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付金を含む貸付債権や非強制徴収に係る未収金等の債 
   権の管理及び回収を一元的に扱う専門部署を設置する，あるいは，埼玉県，群馬県，広島県，大阪市， 
   京都市，鹿児島市等において，母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付金の未収金の債権回収業務を外 
   部に委託している事例を踏まえ，債権回収会社や法律事務所等の外部の専門家へ委託するなどして， 

債権回収に直接関係する債権管理事務についての規則違反，要領違反，手引き違反及びマニュアル違 

反を是正すべきである。 
 

２ 監査意見の概要 

(1) 滞納管理システムについて（収納対策部） 

    滞納管理システムには，「催告」（民法第１５３条）に対応する機能が備わっていないため，便宜上， 
    「債務承認」（民法第１４７条第３号）に対応する機能を代用している。そのため，消滅時効完成ま 
    で６か月未満の状態において「催告」した場合には，過去に「債務承認」があったかのように，時効 
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    完成を伸長した期間から逆算した過去の日付を入力することにより，「平成○年○月○日に納税確約 
書・納付誓約書を預かる」と表示される。 

     この点，「催告」は，それ自体単独では時効中断の効力を有しないが，「債務承認」は時効中断の効 
    力を有しており，その法的効果は大きく異なる。それにもかかわらず，「催告」につき「債務承認」 
    に対応する機能をもって代用することは，量的整理を行う中で，また担当者の交代による引継も行わ 
    れる中で，システム上，メモとして記録されているとはいえ，「債務承認」に当たる納税確約書・納 
    税誓約書を預かっているものとの誤解を生じさせ，滞納整理事務に混乱を来すおそれがあることから， 

正しく表示されるよう滞納管理システムの仕様を速やかに改修されたい。  

 

(2) 納税折衝について（収納対策部） 

    納税折衝マニュアルは，滞納者との納税折衝においては，３か月以上の間隔を空けないことと定め 
ている（マニュアル３ページ）ところ，納税折衝が，３か月以上の間隔を空けている事例が見受けら 
れ，中には１年以上の間隔を空けている事例もあった。 

     滞納整理における折衝の目的は，滞納整理を確実に進展させるためであり，内容としては，履行の 
請求，滞納原因の究明及び納税誠意の有無の確認を含むものでなければならないと定められている 
（マニュアル１ページ）ところ，滞納者との納税折衝において３か月以上の間隔を空ければ，これら 
の事務が遅延し，分割納付や滞納処分などの後工程の事務も遅延してしまう。ことに，各担当者が相 
当数の案件を担当している量的整理においては，個々の案件の滞納整理事務の遅延が積み重なれば， 
担当する全体の案件に対して執行しなければならない滞納整理事務の量が，その執行が現実には困難 
になるほど積み残されてしまい，結果として，個々の案件において，納税折衝，分割納付や滞納処分 
などが適正に執行されないまま不納欠損処分されてしまう可能性があり，妥当でない。 

    ついては，管理者は，滞納管理システムを利用して，１年以内の完納を約束しているため分割納付 
の履行監視中である滞納者を除き，２か月間納付催告が行われていない滞納者を抽出して具体的な対 
応方針を担当者に指示し，さらに実際の対応結果を確認するなど，漏れのない組織的な進行管理の仕 
組みを作ることによって，３か月以上の間隔を空けないようにされたい。 
 

(3) 分割納付又は納付困難等の申し出があった場合について（収納対策部） 

    納税折衝マニュアルは，分割納付又は納付困難等の申し出があった納税者については，原則として 
    来庁を求め，滞納原因（納付困難の理由），収入金額，納付可能金額及び財産状況等を，分割納付相 
    談時のチェックリストをもとに聴取し，１年以内に完納又は担保の提供を受けた上で２年以内に完納 
    となる分割納付の場合には，不履行時は差押処分を受けてもいかなる申立ても行わない旨を記載した 

納付誓約書の提出を求め，口頭でもその旨申し伝えると定めている（マニュアル１５ページ）。 
    しかしながら，実際の分割納付交渉において，このような手続が執られている件数は少なく，滞納 

者からの申告に基づいた金額で作成された納付書を交付するという事実上の分割納付手続に留まっ 
ており，納付誓約書，分割納付計画書も提出されていない事例が見受けられた。もちろん，少額であ 
っても分割納付するという納税者から受け取らない理由はなく，納税者の申告する金額の納付書を渡 
して分割納付してもらう手続自体に問題はないと考えるが，滞納整理事務において中心的な事務手続 
の一つと考えられる分割納付について，事実上の分割納付を含め，実態に沿った，より現実的かつ実 
践的なマニュアルを作成し，職員主導での分割納付交渉を行われたい。 
 

(4) 預貯金等の調査について（収納対策部） 

    預貯金等の調査に際して，その調査の対象とする金融機関は，個別の事案に応じて決定している事 
例が見受けられたが，効率的に滞納整理事務を行うため，事案の類型に応じた一定の基準を設け，こ 
れに従って調査対象とする金融機関を決定されたい。 

    また，預貯金等の調査に際しては，取引履歴を入手する場合が大半であり，この取引履歴の対象期 
間に基準が設けられていないことから，１年間未満の取引履歴を入手している事例が見受けられたが， 
取引頻度については１年に一度のものもあることから， 低１年間の取引履歴を入手されたい。 
 

(5) 差押の実施時期について（収納対策部） 

    差押を実施すべきと思われる時点において差押がなされていない事例や，差押の相当性を判断する 



－139－ 

    前提である財産調査が適切な時期に行われていない事例が見受けられた。 
１ 自然人の滞納者について，給与所得者であったにもかかわらず，滞納者が退職した後，退職金の 
調査が行われた形跡がない。滞納者が退職した後に不動産の差押をしているが，共有不動産であっ 
たためか，任意売却等の交渉が行われないままとなっている。その後の調査において，新たな勤務 
先が判明したが，給与の差押は行われていない。 

２ 財産調査の結果，差押を検討すべき額の銀行預金残高が判明したが，差押は行われなかった。そ 
の後，再度の財産調査が行われたが，財産調査に並行して滞納者に対して差押予告書を送付した結 
果，差押予告書に記載された納期限前に，すべての預金が解約及び出金され，差押の機会を逸した。 

     以上のように，適切な時期に差押を行わなかったことにより徴収の機会を逃してしまったと思われ 
る事例が見受けられた。 

      また，次に一度でも不履行があれば差押を行うと告知し，その後，実際に不履行があったにもかか 
    わらず差押のための財産調査が行われていない事例も見受けられた。 
    公平性の観点から，また効率的に滞納整理事務を執行する観点から，納税交渉の進行管理を徹底す 

るとともに，納税交渉と並行して財産調査等を行うことにより，差押が必要な案件について適切な時 
期に差押をされたい。 
 

(6) 時効中断措置について（収納対策部） 

   不納欠損処分は徴収権の消滅であり，公平性の観点からすれば，できる限り回避すべきである。ま 
た，平成２７年度の不納欠損額は，約２３億８，７００万円であり，決して軽視できる金額ではない。 
しかしながら，差押等による時効中断の必要性を事前に十分に検討することなく消滅時効の完成を迎 
え，不納欠損処分されている事例が見受けられた。 

   もちろん，徴収の見込みがほとんどない案件を含めたすべての事案につき，消滅時効が完成する前 
に，債務承認書の取得，差押などの時効中断措置を講じて徴収権を保全する運用は現実的ではなく， 
不納欠損処分を行わざるを得ない案件が存在するのも確かである。 

   ついては，消滅時効の完成を迎える前に，時効中断措置を講じるべきかどうか十分検討するよう， 
納税交渉の進行管理を徹底されたい。 
 

(7) Ｐａｙ－ｅａｓｙ（ペイジー）口座振替受付サービスについて（保険年金課） 

   広島市国民健康保険規則は，保険料は口座振替その他の方法により収納すると定め（第２０条の２）， 
  各区役所市民部保険年金課等においては，納付義務者に対し，口座振替の登録依頼方法の一つとして， 
  株式会社広島銀行，株式会社もみじ銀行，広島市信用組合，広島信用金庫及び株式会社ゆうちょ銀行 
  を利用できる金融機関とする，日本マルチペイメントネットワーク推進協議会のＰａｙ－ 
  ｅａｓｙ（ペイジー）口座振替受付サービスを提供しているところ，上述した以外の金融機関に口座 
  振替を希望する納付義務者や，職員への周知不足によりクレジット機能付きのキャッシュカードをも 

つ納付義務者がこのサービスを利用できないといった事例が見受けられた。 
   Ｐａｙ－ｅａｓｙ（ペイジー）口座振替受付サービスによる口座振替の登録依頼方法は，キャッシ 

ュカードがあれば，各区役所の窓口で，時間も要せずに口座振替の登録依頼手続が完了するものであ 
り，納付義務者にとって，書類への記入や押印，送付などの手続の負担がある広島市国民健康保険料 
口座振替依頼書・自動払込利用申込書による方法と比較して利便性に優れたものであって，口座振替 
の方法による保険料収納の推進につながることが期待できる。そこで，Ｐａｙ－ｅａｓｙ（ペイジー） 
口座振替受付サービスが利用できる金融機関の拡張を図るとともに，各区役所市民部保険年金課等に 
対し，Ｐａｙ－ｅａｓｙ（ペイジー）口座振替受付サービスの仕組みについて周知徹底されたい。 
 

(8) 収納方法について（保険年金課） 

   広島市国民健康保険規則は，保険料は口座振替その他の方法により収納すると定めている（規則第 
  ２０条の２）ところ，各区役所市民部保険年金課においては，国民健康保険の被保険者資格について 
  国民健康保険異動届を受け付けるに際して，口座振替による納付方法の便利さを伝え，広島市国民健 
  康保険料口座振替依頼書・自動払込利用申込書を交付したり，Ｐａｙ－ｅａｓｙ（ペイジー）口座振 
   替受付サービスによる口座振替の登録依頼方法を紹介したりするなどして口座振替の利用を勧奨し

ているが，納付義務者からは口座振替は利用しないなどと申し向けられ，口座振替の利用に至らない
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事例が多数見受けられた。 
     広島市の国民健康保険料現年分の収納率は，平成１９年度には８９．０８パーセントであったもの 

が，平成２０年度には後期高齢者医療制度の創設の影響により８６．５６パーセントに下落し，平成 
２５年度までは，ほぼ８６パーセントから８７パーセントの範囲で推移し，その後，平成２６年度は 
８７．７４パーセント，平成２７年度は８８．６５パーセントへと上昇傾向にあるものの，行政改革 
計画で定めた目標収納率である９０．０パーセントに到達しておらず，これをさらに高めるための施 
策が必要である。 

     広島市の国民健康保険料現年分の収納率については，区別，世帯主の年齢別，世帯の所得別，納付 
方法別の集計がなされているが，うち納付方法別の集計の結果によると，口座振替による保険料収納 
率は，自主納付による保険料収納率よりも有意に高いことが読み取れることから，口座振替の方法に 
よる保険料収納を増やすことは，保険料収納率を向上させる有効な手段の一つではないかとの仮説が 
成り立つ。政令市の例をみても，国民健康保険料（税）収納率と，口座振替による国民健康保険料（税） 
収納率とは概ね相関した関係にあることが認められ，このことからも，口座振替の方法による保険料 
収納を増やすことは，保険料収納率を向上させる有効な手段の一つであると考えられている。 

     口座振替の方法による保険料収納を増やす施策としては，マルチペイメントネットワークシステム 
    （収納機関と金融機関とを結び，顧客・金融機関・収納機関の間で発生する，さまざまな決済に関わ 
    るデータを伝送するためのインフラをいう。）を利用した口座振替の推進や口座振替の原則化が挙げ 

られており，これらの実施に踏み切る保険者は年々増加している。広島市も，平成２４年１０月，マ 
ルチペイメントネットワークシステムを利用したＰａｙ－ｅａｓｙ（ペイジー）口座振替受付サービ 
スの提供を始め，各区役所市民部保険年金課等においては，上述のとおり口座振替の利用を勧奨して 
いる。しかしながら，口座振替の原則化は実施しておらず，保険料の納付方法の選択が納付義務者に 
委ねられていることから，口座振替の利用の勧奨をさらに強化しても，口座振替による保険料収納率 
の向上を期待することは難しいものと見受けられる。 

    そこで，口座振替の原則化を導入した事例について，情報収集した上で，広島市国民健康保険規則 
の改正，広島市民に対する広報などを含めた口座振替の原則化の導入に向けての検討を進められたい。 
 

(9) 短期保険証の発行事務について（保険年金課） 

   「国民健康保険料の収納を確保し，被保険者間の負担の公平を図る」（国民健康保険料の滞納世帯 
    に係る被保険者証及び資格証明書の更新等事務実施要領第１条）ために，短期保険証の発行等に関し 

て，次の点につき改善されたい。 
    １ 短期保険証の発行に際して，あるいは発行に先立って，「納付相談機会の確保を図る，又は納 
      付指導を行うため」に有効な文書を交付する必要があり，また，「呼出通知」を送付しない理由を 
      検討したことを明らかにするために，その過程を記載した文書を残されたい。 
      短期保険証の発行については，印刷・封筒への封入は委託業者が行い，これを各区役所市民部保 
      険年金課が被保険者に郵送している。この際，＜国民健康保険証について＞他の文書が同封されて 
      いるが，短期保険証については，「保険料が長期滞納になっている世帯」という項を設けて，「有効 
      期限が，通常より短い保険証が交付される場合があります」と記載されている。この記載は，国民 
      健康保険料の滞納世帯に係る被保険者証及び資格証明書の更新等事務実施要領の「呼出通知」中の 
      「保険証等の更新通知」（要領第６条第１項第１号）に相当するものであるが，「納付相談機会の確 
      保を図る，又は納付指導を行うため」（要領第６条第１項柱書）の通知の文書の内容としては不十 
      分と考えられる。また，「呼出通知」中の「警告通知」（要領第６条第１項第２号）が発せられてい 
      る形跡はない。また，呼出通知を送付しない場合の「呼び出す必要がないと認められる」（要領第 
      ６条第２項）理由を検討・記載した文書が残されていない。 
    ２ 保険証の返還の対象としないと認定した要件該当事実を明示した文書を残されたい。特に「納 
      付相談・指導の機会が確保できない等で特別の事情の有無や生活状況等が把握できない世帯主」（要 
      領第１１条第３項第３号）については，「把握できない」状況を明示されたい。また，状況変化を 

把握するために，その認定は定期的に見直されたい。 
      国民健康保険料の滞納世帯に係る被保険者証及び資格証明書の更新等事務実施要領は，保険料 
      が長期滞納になっている世帯のうち，保険証の返還の対象としない世帯主に該当する要件を定めて 
      いる（要領第１１条第３項）が，認定した要件該当事実を明示した文書が残されていない。特に「納 
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      付相談・指導の機会が確保できない等で特別の事情の有無や生活状況等が把握できない世帯 
    主」（要領第１１条第３項第３号）については，「把握できない」状況が個々に異なると考えられる 

ため，その状況を明示しておかれたい。 
 

(10) 申請者の収入要件等（租税の支払を現に滞納している者）について（こども・家庭支援課） 

   広島市母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付事務取扱要領は，租税の支払を現に滞納している者に 
  ついては，原則として貸付の対象外として取り扱うものとし，ただし申請する資金の種類が修学資金 
  等連帯借主の加わる資金でその連帯借主に償還が見込める場合やその他特別な事情がある場合はこ 

の限りでないと定めている（要領第８条第４項）ところ，租税の支払の滞納の有無については，滞納 
管理システムで確認することは可能であるが，担当職員がこれにアクセスすることに支障があるため， 
申請者からの申告に基づいて租税の支払の滞納の有無について調査しており，租税の支払の滞納はな 
いと申告された場合には，この滞納がないものとして取り扱っていた。 
租税の支払を現に滞納している者について，原則として貸付の対象外として取り扱う趣旨は，広島 

市母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付制度の円滑な運用及び債権の保全を図ることにあるが，加え 
て，現に租税の支払に滞納がある者に対して，さらなる債務を負わせて生活がさらに困窮することの 
ないようにする福祉的配慮も必要であるから，租税の支払の滞納の有無については厳格に調査すべき 
ところ，貸付を希望する対象者に対し，租税の支払の滞納があるという貸付が難しくなる方向に働く 
事実を正しく申告することは期待できないから，申請者から納税証明書を提出させ，これに基づいて 
租税の支払の滞納の有無について調査されたい。 
 

(11) 日本学生支援機構から奨学金の貸与を受けている者について（こども・家庭支援課） 

   広島市母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付事務取扱要領は，日本学生支援機構から奨学金の貸与 
  を受けている者については，当該奨学金の貸与月額と広島市母子及び父子並びに寡婦福祉資金の修学 

資金の貸付限度額との差額を限度として，貸し付けることができると定めている（要領第１４条第３ 
号）ところ，申請者からの申告に基づいて，日本学生支援機構から奨学金の貸与を受けているかどう 
か，受けている場合にはその貸与月額はいくらかについて調査しており，日本学生支援機構から奨学 
金の貸与を受けていないと申告された場合には，受けていないものとして取り扱われていた。 

   日本学生支援機構から奨学金の貸与を受けている者については，当該奨学金の貸与月額と広島市母 
  子及び父子並びに寡婦福祉資金の修学資金の貸付限度額との差額を限度として，貸し付けることがで 
  きると定める趣旨は，学校の種別や通学方法などによって，就学させるのに直接必要な授業料，書籍 
  代，通学費等に充てる資金の貸付限度額を細分化して，厳に必要な限度の貸付を行うことによっ 

て，過大な債務を負わせて生活が困窮することのないようにする福祉的配慮にあり，日本学生支援機 
構から奨学金の貸与を受けているかどうか，受けている場合にはその貸与月額はいくらかについては 
厳格に調査することが望ましいが，貸付を希望する申請者に対し，貸付が難しくなる方向に働く事実 
を正しく申告することは期待できない。 

   そこで，申請者から承諾書を徴求した上で，日本学生支援機構に対し奨学金の貸与の有無，貸与を 
受けている場合にはその貸与月額を照会されたい。また，日本学生支援機構に対する照会が事実上困 
難な場合には，少なくとも，申請者に対し，後日，日本学生支援機構からの奨学金の貸与が明らかに 
なった場合には，修学資金の返還を約する旨の誓約書を徴求されたい。 
 

(12) 修学資金の貸付について（こども・家庭支援課） 

   広島市母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付規則は，修学資金の貸付を受けようとする者は，申請 

  書に「在学証明書」ほかの書類を添えて市長に申請しなければならないと定めている（規則第２条第 

  １項，第２３条第１項，第２５条第１項）ところ，大学に進学するに際し，合格発表直後に入学金や 
  授業料を納付しなければならなかったため，民間の金融機関から資金を借り入れてこれらを納付し， 
  入学してから在学証明書を取得して修学資金の貸付を申請している事例が見受けられた。 
    「在学証明書」ほかの書類が添付された申請に基づき，その内容を審査し貸付を決定するのは規則 

の定めるところに準拠した事務の執行であるが，「母子及び父子並びに寡婦福祉法による福祉資金貸 

付金（以下「母子父子寡婦福祉資金貸付金」という。）の修学資金及び就学支度資金については，経 

済的理由により修学が困難なひとり親家庭の児童等の進学を容易にする観点から設けられておりま 
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すが，これらの資金の貸付については，都道府県等における貸付審査に一定の期間を要するため，ひ 

とり親家庭等への修学資金等の支払いが高等学校等の学費の納付期限に間に合わず，ひとり親家庭等 

が資金繰りに苦慮しているといった指摘があります。つきましては，各都道府県等におかれましては， 

これらの資金の貸付につきまして，願書の提出段階から事前の審査を受け付けるなど円滑な貸付の実 

施に努めていただくようお願いします。」との厚生労働省雇用均等・児童家庭局家庭福祉課発出に係 

る事務連絡を踏まえ，各区役所厚生部保健福祉課においては，願書の提出段階から，資金計画を含む 

貸付の相談を受け付け，あるいは事前の審査を受け付けるなどの対応をとられたい。 

 

(13) 借用書について（こども・家庭支援課） 

   母子・父子・寡婦福祉資金貸付金事務処理の手引きは，貸付資金ごとに借用書とともに借主及び連 

帯保証人の印鑑証明書を速やかに提出させ，その有効性を確認し，借用書等は，償還金（違約金を含 

む。）完済時まで一括保管を行うと定めている（手引き５１ページ）ところ，借用書については，国 

が定めた様式のものが使用されていたが，期限の利益喪失についての合意の定めがなく，また各区 

役所厚生部保健福祉課において保管されていたが，借主，連帯借主及び連帯保証人にその写しを交付 

していなかった。 

   期限の利益喪失条項の定めについては，確かに，母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令は，母子福 
  祉資金貸付金等の貸付を受けた者が償還金の支払を怠った場合等には，当該母子福祉資金貸付金等の 
  貸付を受けた者に対し，母子福祉資金貸付金等の全部又は一部につき一時償還を請求することができ 
  ると定めている（施行令第１６条，第３１条の７，第３８条）が，母子福祉資金貸付金等の貸付を受 
  けた者に対し償還金の支払を怠った場合等には母子福祉資金貸付金等の全部又は一部につき一時償 
  還を請求されることがあることを十分に認識させた上で借用書を提出させることが，確実な償還を期 

する観点から重要であるから，借用書に期限の利益喪失条項を定められたい。 
   また，借主，連帯借主及び連帯保証人に対する借用書の写しの交付については，金銭消費貸借契約・ 

保証契約の内容を，書面をもって確認させることが，確実な償還や確実な保証債務の履行を期する観 
点から重要であるから，借主，連帯借主及び連帯保証人に借用書の写しを交付されたい。 
 

(14) 償還金の支払猶予について（こども・家庭支援課） 

   母子・父子・寡婦福祉資金貸付金事務処理の手引きは，支払猶予の申し出があった場合でも，例え 

ば修学中であれば，まずは在学期間中の償還月額を減額（償還期間の延長）することで対応できない 

か借主と話し合うなど，慎重に対応することと定めている（手引き６８ページ以下）ところ，高等学 

校での修学資金の貸付を受けた者から，大学進学に伴い，高等学校での修学資金の償還金の一時的な 
支払猶予を求められたが，在学期間中の償還月額を減額（償還期間の延長）することで対応できない 

か借主と話し合うことなく，一時的な支払猶予を認める事例が多数見受けられた。 
個別に収支状況を把握した上で判断することなく，償還金の支払猶予を認めるということになれば， 

支払猶予の期間中は支出が減り，家計が一時的に楽になるという効果がある反面，支払猶予後の１回 
当たりの償還額が高額となり，償還できない場合には，違約金の負担も出てくることから，手引きに 
定めたところに従った事務を執行されたい。 
 

(15) 相続人調査について（こども・家庭支援課） 

   各区役所厚生部保健福祉課においては，借主，連帯借主又は連帯保証人が死亡した場合，死亡した 
者の相続人を特定するための戸籍調査等は，ほとんど実施されていなかった。 

   金銭債務は，相続により当然に各相続人に法定相続分で承継されるのであり，借主，連帯借主又は 
連帯保証人が死亡した場合，死亡した者の戸籍調査等によって相続人を特定し，これらの者に対し， 
金銭債務を負担していることを通知するとともに支払を請求することは，貸付金の回収の観点から重 
要であるから，借主，連帯借主又は連帯保証人が死亡した場合，死亡した者の相続人を特定するため 
の戸籍調査等を実施し，相続人に対して支払を請求されたい。 
 

(16) 督促及び催告について（こども・家庭支援課） 

   納入通知書，納付書，督促状及び催告状等の送付事務については，これらの送付量は年間合計約 

１１万６，０００通であり，各区役所厚生部保健福祉課において，職員が手作業で，催告状について 
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は，送付すべきではないものを抜き出し，督促状と催告状については，これらを三つ折りした上で， 

送付している実態が見受けられた。 

   納入義務者の変更を福祉情報システムに反映して，職員が手作業で抜き出す作業をなくすなど，相 

当量の工数を要する納入通知書，納付書，督促状及び催告状等の送付作業の効率化を検討されたい。 

 

(17) 不納欠損について（こども・家庭支援課） 

   広島市母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付事務取扱要領は，償還金に係る債務について，民法第 
  １６７条第１項に規定する１０年の消滅時効期間が経過し，かつ債務者が時効の援用をしている等の 
  ときは，償還金の不納欠損の処理を行うことができると定めている（同要領第５１条第１項）ところ， 
  償還金に係る債務について１０年の消滅時効期間が経過している案件，債務者の生活困窮や失踪等に 
   よっておよそ回収見込みがないものと認められる案件などを長期間管理しているが，不納欠損の処理 

は行われていなかった。 
     およそ回収見込みがない債権を長期間管理し続けることは，債権管理事務の効率化の観点からは問 

題があり，不納欠損の処理を行う必要があるものの，公平性の観点からは安易な不納欠損の処理は行 
えないばかりか，十分な債権回収の努力を尽くさずに不納欠損の処理を行うこととなれば，債権回収 
に対するインセンティブが失われてしまうおそれがある。 

     もっとも，現実問題として，母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付金に関する債権回収事務を取り 
扱う各区役所厚生部保健福祉課の職員の人員では，必要かつ十分な債権回収事務を執行することは困 
難であると見受けられる。 

     そこで，債権管理事務の効率化を図る観点からも，母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付金を含む 
    貸付債権や非強制徴収に係る未収金等の債権の管理及び回収を一元的に扱う専門部署を設置する，あ 

るいは債権回収会社や法律事務所等の外部の専門家へ委託するなどして，債権回収に直接関係する債 
権管理事務を十分に尽くした上で，不良債権化しているものについては，広島市母子及び父子並びに 
寡婦福祉資金貸付事務取扱要領に準拠して，不納欠損の処理を行われたい。 
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財政運営方針（平成２８年度～平成３１年度） 

（平成２８年２月 広島市） 

 

１ 財政運営方針の策定について 

(1)  市財政の現状 

本市の財政は，市税や地方交付税などの一般財源収入の増加が見込めない状況にある一方で，

社会保障費の大幅な増加をはじめ公債費などの義務的経費が増加しており，財政の硬直化が進

んでいます。また，市債残高については，臨時財政対策債（国が地方交付税の不足を補うため

に市に発行させる市債）が増加していることから，平成２７年度末では１兆１千億円を超える

見込みです。 

  

(2)  中期財政収支見通し（平成２７年１１月） 

昨年１１月に公表した「広島市の中期財政収支見通し―世界に誇れる『まち』広島の実現に

向けて乗り越えるべき課題―」では，一般財源収入がほぼ横ばいである中，従前どおりの制度・

事業展開の方針のままでは，平成２８年度から平成３１年度までの４年間の累計で５１１億円

の収支不足が生じる見込みであることが明らかになりました。 

このため，中期財政収支見通しでは，今後見込まれる収支不足を解消するためには，従前の

制度・事業展開を見直すことを通じて，収支構造そのものを変えていく必要があり，市税，社

会保障費，人件費，公債費・投資的経費など歳入・歳出の両面において，それぞれ適切な取組

を行う必要があるということを財政運営上の課題として掲げています。 

 

(3)  財政運営方針（素案）の公表（平成２７年１２月） 

中期財政収支見通しで見込まれた収支不足の解消や掲げられた課題を解決するために考えら

れる対応方策（４年間で３９０億円）を取りまとめ，財政運営方針（素案）として昨年１２月

に公表しました。 

 

(4) 財政運営方針の策定（平成２８年２月） 

新年度予算の編成過程において更なる歳入確保や歳出削減の検討を行うとともに，素案に対

する議会や市民の皆様の御意見等を踏まえ，財政運営方針（平成２８年度～平成３１年度）を

策定しました。 

 

２ 財政運営方針の基本的な考え方 

(1) 財政運営の基本方針 

世界に誇れる「まち」広島の実現のため，次の３つの基本方針に基づき財政運営を行ってい

きます。 

 

① 都市としての活力を生み出す財政運営 

都市としての活力の維持・向上を図っていくためには，企業の競争力強化や地域資源を生

かした産業の振興等に努める必要があります。このため，ものづくり産業の競争力強化への

支援に取り組むとともに，豊かな自然環境や魅力的な観光資源等を生かした観光産業や里

山・里海産業の振興等に取り組み，地域経済の活性化・雇用創出等による税源のかん養につ

なげていきます。 

また，広島駅周辺地区の整備や西風新都の都市づくりなど，都市の活力につながるまちづ

くりを推進するとともに，「世界に誇れる『まち』広島」創生総合戦略や広島広域都市圏発展

ビジョンに基づく施策の展開を図ります。 

 

② まちづくりを支え続けることができる財政運営 

まちづくりを支え続けることができる持続可能な財政構造を確立していくため，「選択」と

「集中」の考え方の下，徹底した事務・事業の見直しを不断に行うとともに，歳入確保・歳

出削減の両面において，それぞれ適切な取組を行います。 

参 考 ２ 
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また，自主的・自立的な財政運営を行っていくため，国に地方税財源の拡充を求めるとと

もに，市税の収納率の向上等に積極的に取り組み，一般財源の確保を図ります。 

さらに，社会経済情勢の急変等にも柔軟に対応できるよう，財政調整基金残高の確保に努

めます。 

 

③ 将来のまちづくりを見据えた財政運営 

本市の市債残高は，平成２７年度末で１兆１，０６３億円となっており，中期財政収支見

通しにおいては，公債費が平成３０年度に１，０００億円を超える見込みとなりました。こ

うしたことを踏まえ，将来世代においても，その時代に応じたまちづくりを行っていくこと

ができるよう，市債残高の抑制を図ります。 

 

(2) 計画期間 

平成２８年度から平成３１年度までの４年間 

 

(3)  計画期間内の目標 

○ 収支の均衡 

中期財政収支見通しにおいて見込まれた収支不足（平成２８年度１０１億円，平成２９年度

１４６億円，平成３０年度１３０億円，平成３１年度１３４億円，累計５１１億円）を解消

するとともに，財政調整基金の期間末残高概ね７５億円を維持し，計画期間における収支の

均衡を図ります。 

 

○ 市債残高の抑制 

平成２４年２月に策定した「財政運営方針」における目標も踏まえ，臨時財政対策債の残

高及び減債基金積立累計額を除いた市債残高について，今後４年間で１割程度の減少を目指

します。 

 

３ 基本方針に基づく取組 

(1)  歳入面の取組［取組効果額 ５５億円］ 

① 市税収入等の確保 

住民負担の公平性の観点から，市税等の収納率の向上を図ります。 

 

② 受益者負担の適正化 

徹底した経費節減に努めたうえで，使用料・手数料の適切な見直しや減免制度の見直し，

現在無料としているサービスの有料化などにより，受益者に適正な負担を求めます。 

 

③ 地域経済の活性化・雇用創出等による税源のかん養 

ものづくり産業の競争力強化への支援に取り組むとともに，豊かな自然環境や魅力的な観

光資源等を生かした観光産業や里山・里海産業の振興等に取り組み，地域経済の活性化・雇

用創出等による税源のかん養につなげていきます。 

また，広島駅周辺地区の整備や西風新都の都市づくりなど，都市の活力につながるまちづ

くりを推進するとともに，「世界に誇れる『まち』広島」創生総合戦略や広島広域都市圏発展

ビジョンに基づく施策の展開を図ります。 

 

④ 地方税財政制度の改善に向けた積極的行動 

自主的・自立的な財政運営を行っていくため，国に対し地方税財源の拡充を求めます。 

（主な取組項目） 

・地方交付税の必要額の確保と臨時財政対策債の廃止 

・国・地方間の税源配分の是正 

・大都市特有の財政需要や事務配分の特例等に応じた地方税財源の充実強化 
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(2) 歳出面の取組［取組効果額 ２０９億円］ 

① 人件費の削減 

行政自ら率先して厳しい財政状況に対処するという観点から，職員数等について検討して

いきます。 

 

② 社会保障費の増加の抑制 

社会保障費については，「自助」・「共助」・「公助」を適切に組み合わることを基本とすべき

であるということを踏まえつつ，市民生活の安定に配慮するとともに，制度の持続可能性や

世代間の負担の公平性を考慮しながら，健康づくりや健診受診率の向上，介護予防等の取組

により医療費や介護費用の増加を抑制するなど，費用の増加が抑制される取組を行います。 

（主な取組項目） 

・健診受診率の向上等による医療費の抑制 

・介護予防の取組等による介護費用の抑制 

 

③ 事務・事業の見直し 

「選択」と「集中」の考え方の下，全ての事務・事業について引き続き見直しを行います。

また，民間に委ねることでより効率的・効果的な公共サービスの提供が可能な事務・事業に

ついては，一層積極的に進めていくための手法を検討するなど，中長期的な視点に立った抜

本的な事務・事業の見直しにも着手します。 

 

④ 内部管理経費の節減等 

情報システムの管理運用などの内部管理経費や，公共施設の管理運営に係る委託料等につ

いては，不断の見直しにより更なる節減を図ります。 

 

⑤ 特別会計等の見直し 

国民健康保険事業などの特別会計等について，業務の効率化や経費の節減，受益者負担の

適正化など，事業の採算性を高める取組を実施し，一般会計からの繰出金等の抑制を図りま

す。 

（主な取組項目） 

・国民健康保険料の収納率の向上 

・健診受診率の向上等による医療費の抑制（再掲） 

・介護予防の取組等による介護費用の抑制（再掲） 

 

⑥ 公債費等の見直し 

低利の５年債の発行や減債基金の運用方法の見直しにより，金利負担の軽減等を図ります。 

 

⑦ 投資的経費の見直し 

将来の公債費を抑制するため，新規の市債発行を伴う公共事業について，長期的な視点に

立って事業計画を見直します。 

（主な取組項目） 

・市債残高について，平成２７年度末残高を１割程度下回るよう投資的経費を抑制 

 

(3) その他の収支不足解消策［取組効果額 １６０億円］ 

① 未利用地等の売却促進・市有資産の有効活用 

未利用や低利用の状態にある市有地について，引き続き公募売払や貸付けによる有効活用

を積極的に図ります。また，市有施設について，行政目的を損なわない範囲で積極的な活用

を検討します。 

 

② 土地開発基金の廃止 

土地開発基金による公共用地等の先行取得を取りやめていることを踏まえ，土地開発基金

を廃止し，財源として活用します。 
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③ 行政改革推進債等の発行 

行政改革を推進し財政の健全化に取り組む地方公共団体に発行が認められる行政改革推進

債等について，市債残高の抑制を進めていく中でその活用を図ります。 

 

(4) 収支不足への対応 

 

中 期 財 政 収 支 見 通 し で の 収 支 不 足 額  ① ５１１億円 

財 政 調 整 基 金 の 期 間 末 残 高  ② ７５億円 

      計           ① ＋ ② ＝ ③ ５８６億円 

 

    

28年度予算編成における収支改善の反映（４年間分） ④ １６２億円 

 

基本方針に基づく取組 

歳入面の取組 

  市税収入等の確保 

  受益者負担の適正化 

 

 歳出面の取組 

  人件費の削減 

事務・事業の見直し 

内部管理経費の節減等 

特別会計等の見直し 

公債費等の見直し 

投資的経費の見直し 

 

 その他の収支不足解消策 

未利用地等の売却促進・市有資産の有効活用 

土地開発基金の廃止 

行政改革推進債等の発行 

 

 

  

 

５５億円 

５０億円  

５億円  

 

２０９億円 

２７億円  

４０億円  

４７億円  

２５億円  

２６億円  

４４億円  

 

１６０億円 

３２億円  

３６億円  

９２億円  

   計 ⑤ ４２４億円 

合  計                 ④ ＋ ⑤ ＝ ⑥ ５８６億円 

※いずれも金額は一般財源ベース 

 



　現時点で見通せる諸状況を勘案のうえ，今回策定した財政運営方針を達成した場合の今後４年間の

財政収支の見通しは以下のとおりです。

（単位：億円，％）

事業費 事業費 伸率 事業費 伸率 事業費 伸率

2,084 2,336
(2,092)

12.1
(0.4)

2,321
(2,072)

△ 0.6
(△ 1.0)

2,351
(2,097)

1.3
(1.2)

年１％半ば程度の経済成長に
伴う増収等を見込む。

歳
380 410 7.9 493 20.2 499 1.2

地方消費税交付金の増，経済
成長に伴う増収等を見込む。

325 397
(325)

22.2
(0.0)

413
(344)

4.0
(5.8)

415
(347)

0.5
(0.9)

一般財源横ばいを基本とし，
個別の財政需要を見込む。

1,225 1,286
(1,175)

5.0
(△ 4.1)

1,273
(1,163)

△ 1.0
(△ 1.0)

1,273
(1,163)

0.0
(0.0)

大規模プロジェクトや扶助費
などから個別に算定など。

713 730
(658)

2.4
(△ 7.7)

716
(647)

△ 1.9
(△ 1.7)

694
(626)

△ 3.1
(△ 3.2)

大規模プロジェクトなどから
個別に算定。

うち
臨時財政対策債

315 382
(310)

21.3
(△ 1.6)

370
(301)

△ 3.1
(△ 2.9)

372
(304)

0.5
(1.0)

一般財源横ばいを基本とし，
個別の財政需要を見込む。

1,263 1,284 1.7 1,217 △ 5.2 1,226 0.7 28年度予算を踏まえ算定。

入

うち財政調整
基金繰入金

30 0 皆減 0 ― 0 ―

計 ａ
5,990 6,443

(5,944)
7.6

(△ 0.8)
6,433

(5,936)
△ 0.2

(△ 0.1)
6,458

(5,958)
0.4

(0.4)

3,540 4,040
(3,541)

14.1
(0.0)

4,028
(3,531)

△ 0.3
(△ 0.3)

4,028
(3,528)

0.0
(△ 0.1)

歳
人 件 費

869 1,355
(856)

55.9
(△ 1.5)

1,349
(852)

△ 0.4
(△ 0.5)

1,344
(844)

△ 0.4
(△ 0.9)

職員数等や行政改革計画を踏
まえ算定。

うち退職手当
94 154

(82)
63.8

(△12.8)
152

(79)
△ 1.3

(△ 3.7)
149

(71)
△ 2.0

(△10.1)

物 件 費 632 617 △ 2.4 606 △ 1.8 600 △ 1.0
個別に算定。事務・事業の見
直しの効果額を反映など。

維 持 補 修 費 75 84 12.0 90 7.1 95 5.6
各長寿命化計画等を踏まえ算
定。

扶 助 費 1,413 1,412 △ 0.1 1,423 0.8 1,425 0.1
過去の伸率等から個別に算定
など。

補 助 費 等 551 572 3.8 560 △ 2.1 564 0.7 個別に算定など。

874 775 △ 11.3 719 △ 7.2 702 △ 2.4
個別積上げと市債残高を踏ま
え算定。

うち人件費 8 8 0.0 8 0.0 8 0.0

出
942 982 4.2 1,017 3.6 1,044 2.7

市債の償還ルールに基づき推
計。

634 646 1.9 669 3.6 684 2.2

計 ｂ
5,990 6,443

(5,944)
7.6

(△ 0.8)
6,433

(5,936)
△ 0.2

(△ 0.1)
6,458

(5,958)
0.4

(0.4)

0 0
(0)

0
(0)

0
(0)

50 58 69 75

11,136 11,180 0.4 11,150 △ 0.3 11,070 △ 0.7

6,949 6,770 △ 2.6 6,610 △ 2.4 6,410 △ 3.0

（注１）　平成２８年度は当初予算である。

（注２）　(　　)内の数値は，県費負担教職員に係る事務の移譲を除いたものである。

（注３）　臨時財政対策債残高等控除後残高とは，市債総残高から臨時財政対策債の残高及び減債基金積立累計額を除いた残高で

　　　　ある。

　４　基本方針に基づく取組を踏まえた財政収支見通し

区　　　　　　分

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

臨時財政対策債
残高等控除後残高

市 税

地 方 譲 与 税 等

地 方 交 付 税

国 庫 支 出 金

市 債

財 政 調 整 基 金 残 高

年 度 末 市 債 残 高

備          考

消 費 的 経 費

投 資 的 経 費

公 債 費

そ の 他

差 引 ｃ = ａ - ｂ

そ の 他
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