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記

氏名 住民票の住所 職権処理の内容

赤星　哲 佐伯区八幡東三丁目２５番１１
－１９号 消除

大河原　健 佐伯区五月が丘三丁目１５番
１１号 消除

岡田　耕一郎 佐伯区皆賀二丁目１０番３４－
３０３号 消除

成生　一 佐伯区五日市中央三丁目１０番
３７－４０１号 消除

笠本　力男 佐伯区五日市町大字下河内２７
番地１　４０３号 消除

選管告示
広島市選挙管理委員会告示第２８号

平 成 ２ ７ 年 １ ０ 月 １ ５ 日

　平成２７年１０月１０日の任期満了により，新たに広島市選挙

管理委員及び補充員として就任した者の住所及び氏名は，次のと

おりです。

広島市選挙管理委員会

委員長　　二　國　則　昭

職名 住所 氏名
委員長 広島市西区鈴が峰町１２番１８号 二國　則昭
委員長
職務代理者

広島市中区河原町７番１０－７０１
号 島本　登夫

委員 広島市佐伯区楽々園六丁目５番１０
号 三浦　泰明

委員 広島市中区袋町５番３４－５０１号 山田　知子

補充員 広島市西区山田新町一丁目２６番２
号 小田　清和

補充員 広島市安佐南区西原七丁目２番６－
１４０４号 前田　香織

補充員 広島市西区井口台二丁目３０番９号 増原　悦治

補充員 広島市佐伯区美鈴が丘南一丁目４番
１号 久保木　敬子

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市選挙管理委員会告示第２９号

平 成 ２ ７ 年 １ ０ 月 ２ ８ 日

　広島市公職選挙事務取扱規程の一部を改正する規程を次のよう

に定めます。

広島市選挙管理委員会

委員長　　二　國　則　昭

広島市公職選挙事務取扱規程の一部を改正する規程

　広島市公職選挙事務取扱規程（昭和５５年広島市選挙管理委員

会告示第１７号）の一部を次のように改正する。

　第４条及び別記第１号様式中「第１条」を「第１条の３」に改

める。

附　則

氏名 住民票の住所 職権処理の内容

傅玉蓮
広島市安佐南区西原四丁目１１
番１８－３０１号　第２杉本ビ
ル

消除

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安佐南区告示第５号

平成２７年１０月１５日

　下記の者について，住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１

号）第８条及び住民基本台帳法施行令（昭和４２年政令第２９２

号）第１２条第１項の規定により，職権で処理したので，同条第

４項の規定により公示する。

広島市安佐南区長　　谷　山　勝　彦

記

氏名 住民票の住所 職権処理の内容

中村　厚子 広島市安佐南区山本八丁目１８
番７号 消除

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市佐伯区告示第６号

平成２７年１０月１９日

　下記の者について，住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１

号）第８条及び住民基本台帳法施行令（昭和４２年政令第２９２

号）第１２条第１項の規定により，職権で処理したので，同条第

４項の規定により公示する。

広島市佐伯区長　　若　林　健　祐

記

氏名 住民票の住所 職権処理の内容

大山　清隆 佐伯区美鈴が丘東二丁目９番
１０号 消除

石田　宣昭 佐伯区五日市中央四丁目１０番
１５－２０１号 消除

横島　悠二 佐伯区五日市中央五丁目９番
２０－４０２号 消除

齋森　智幸 佐伯区八幡二丁目１１番２７－
１０２号 消除

高宮　達夫 佐伯区八幡五丁目１０番１１－
３０２号 消除

中原　輝夫 佐伯区八幡二丁目１番３号 消除

松本　淨二 佐伯区五日市二丁目６番２６－
２０３号 消除

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市佐伯区告示第７号

平成２７年１０月２９日

　下記の者について，住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１

号）第８条及び住民基本台帳法施行令（昭和４２年政令第２９２

号）第１２条第１項の規定により，職権で処理したので，同条第

４項の規定により公示する。

広島市佐伯区長　　若　林　健　祐
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まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市西区選挙管理委員会告示第２６号

平 成 ２ ７ 年 １ ０ 月 １ ４ 日

　漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第９４条において準用す

る公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２３条第１項の規

定により，平成２７年９月１日現在において調製した広島海区漁

業調整委員会委員選挙人名簿を，次のとおり関係人の縦覧に供し

ます。

広島市西区選挙管理委員会

委員長　　爲　末　和　政

１　場　所　　広島市西区福島町二丁目２番１号

　　　　　　　�広島市西区役所内　広島市西区選挙管理委員会事

務局

２　期間等　　�平成２７年１０月２０日から同年１１月３日まで

の１５日間，毎日，午前８時３０分から午後５時

まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安芸区選挙管理委員会告示第２７号

平 成 ２ ７ 年 １ ０ 月 １ ３ 日

　漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第９４条において準用す

る公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２３条第１項の規

定により，平成２７年９月１日現在により調製の広島海区漁業調

整委員会委員選挙人名簿を，次のとおり関係人の縦覧に供しま

す。

広島市安芸区選挙管理委員会

委員長　　荒　井　秀　則

１　場　所　　広島市安芸区船越南三丁目４番３６号

　　　　　　　広島市安芸区役所内

　　　　　　　広島市安芸区選挙管理委員会事務局

　　　　　　　�（縦覧期間のうち平成２７年１０月２４日（土），

同月２５日（日），同月３１日（土），１１月１

日（日）及び同月３日（祝）については，安芸区

役所市民部市民課休日受付窓口）

２　期間等　　�平成２７年１０月２０日から同年１１月３日まで

の１５日間，毎日，午前８時３０分から午後５時

まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市佐伯区選挙管理委員会告示第２７号

平 成 ２ ７ 年 １ ０ 月 １ ４ 日

　漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第９４条において準用す

る公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２３条第１項の規

定により，平成２７年９月１日現在調製の広島海区漁業調整委員

会委員選挙人名簿を，次により関係人の縦覧に供します。

広島市佐伯区選挙管理委員会

委員長　　久　笠　信　雄

　この規程は，告示の日から施行する。

区 選 管 告 示
広島市中区選挙管理委員会告示第２４号

平 成 ２ ７ 年 １ ０ 月 １ ３ 日

　漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第９４条において準用す

る公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２３条第１項の規

定により，平成２７年９月１日現在調製の広島海区漁業調整委員

会委員選挙人名簿を，次のとおり関係人の縦覧に供します。

広島市中区選挙管理委員会

委員長　　安　村　和　幸

１　場　所　　広島市中区国泰寺町一丁目４番２１号

　　　　　　　�広島市中区役所内　広島市中区選挙管理委員会事

務局

　　　　　　　�（縦覧期間のうち平成２７年１０月２４日（土），

同月２５日（日），同月３１日（土），１１月１

日（日）及び同月３日（祝）については，中区役

所市民部市民課休日受付窓口）

２　期間等　　�平成２７年１０月２０日から同年１１月３日まで

の１５日間，毎日，午前８時３０分から午後５時

まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市南区選挙管理委員会告示第２６号

平 成 ２ ７ 年 １ ０ 月 ９ 日

　昭和５５年広島市南区選挙管理委員会告示第２号による広島海

区漁業調整委員会委員選挙の投票区の設置の告示中表の一部を，

次のとおり変更します。

広島市南区選挙管理委員会

委員長　　大　原　貞　夫

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市南区選挙管理委員会告示第２７号

平 成 ２ ７ 年 １ ０ 月 ９ 日

　漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第９４条において準用す

る公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２３条第１項の規

定により，平成２７年９月１日現在で調製した広島海区漁業調整

委員会委員選挙人名簿を，次により関係人の縦覧に供します。

広島市南区選挙管理委員会

委員長　　大　原　貞　夫

１　場　所　　広島市南区皆実町一丁目５番４４号

　　　　　　　�広島市南区役所内　広島市南区選挙管理委員会事

務局

２　期間等　　�平成２７年１０月２０日から同年１１月３日まで

の１５日間，毎日，午前８時３０分から午後５時
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　広島市農業委員会が保有する保有個人情報の開示等に関する規

程（平成１３年６月２３日農業委員会規程第５号）の一部を次の

ように改正する。

　第２条第１項中「第２８条第２項」を「第２８条第３項」に改

める。

　第４条第２項第２号を次のように改める。

⑵　当該本人に代わって請求をしようとする者が，未成年者又

は成年被後見人の法定代理人その他実施機関が定める者であ

る場合にあっては当該本人の戸籍の謄本又は抄本その他農業

委員会が認める書類，当該本人の委任による代理人である場

合にあっては当該請求を当該代理人に委任することを証する

書面（当該本人の押印があるものに限る。）及び当該本人が

押印した印鑑に係る印鑑登録証明書

附　則

　この規則は，平成２７年１０月５日から施行する。ただし，第

２条第１項の改正規定は，平成２８年１月１日から施行する。

教委規則
広島市教育委員会規則第１５号

平成２７年１０月３０ 日

　広島市教育委員会が保有する保有個人情報の開示等に関する規

則の一部を改正する規則をここに公布する。

広 島 市 教 育 委 員 会

委員長　　井　内　康　輝

広島市教育委員会が保有する保有個人情報の開示等に

関する規則の一部を改正する規則

　広島市教育委員会が保有する保有個人情報の開示等に関する規

則（平成８年広島市教育委員会規則第１５号）の一部を次のよう

に改正する。

　第２条第１項中「第２８条第２項」を「第２８条第３項」に改

める。

　第４条第２項第２号を次のように改める。

⑵　当該本人に代わって請求をしようとする者が，未成年者又

は成年被後見人の法定代理人その他実施機関が定める者であ

る場合にあっては当該本人の戸籍の謄本又は抄本その他委員

会が認める書類，当該本人の委任による代理人である場合に

あっては当該請求を当該代理人に委任することを証する書面

（当該本人の押印があるものに限る。）及び当該本人が押印

した印鑑に係る印鑑登録証明書

附　則

　この規則は，公布の日から施行する。ただし，第２条第１項の

改正規定は，平成２８年１月１日から施行する。

教委告示
広島市教育委員会告示第１６号

平成２７年１０月２３ 日

１　期間等　　�平成２７年１０月２０日から同年１１月３日まで

の１５日間，毎日，午前８時３０分から午後５時

まで

２　場　所　　広島市佐伯区海老園二丁目５番２８号

　　　　　　　�広島市佐伯区役所内　広島市佐伯区選挙管理委員

会事務局

　　　　　　　�（平成２７年１０月２４日（土），同月２５日（�

日），同月３１日（土），１１月１日（日）及び

同月３日（祝）については，佐伯区役所市民部市

民課休日受付窓口）

人事委員会規則
広島市人事委員会規則第６号

平成２７年１０月２２日

　広島市人事委員会が保有する保有個人情報の開示等に関する規

則の一部を改正する規則をここに公布する。

広 島 市 人 事 委 員 会

委員長　　吉　岡　　　浩

広島市人事委員会が保有する保有個人情報の開示等に

関する規則の一部を改正する規則

　広島市人事委員会が保有する保有個人情報の開示等に関する規

則（平成８年人事委員会規則第７号）の一部を次のように改正す

る。

　第２条第１項中「第２８条第２項」を「第２８条第３項」に改

める。

　第４条第２項第２号を次のように改める。

⑵　当該本人に代わって請求をしようとする者が，未成年者又

は成年被後見人の法定代理人その他実施機関が定める者であ

る場合にあっては当該本人の戸籍の謄本又は抄本その他人事

委員会が認める書類，当該本人の委任による代理人である場

合にあっては当該請求を当該代理人に委任することを証する

書面（当該本人の押印があるものに限る。）及び当該本人が

押印した印鑑に係る印鑑登録証明書

附　則

　この規則は，公布の日から施行する。ただし，第２条第１項の

改正規定は，平成２８年１月１日から施行する。

農業委員会規程
農業委員会規程第１号

平成２７年１０月５日

　広島市農業委員会が保有する保有個人情報の開示等に関する規

程の一部を改正する規程をここに公布する。

広島市農業委員会会長　　河　野　信　義

広島市農業委員会が保有する保有個人情報の開示等に

関する規程の一部を改正する規程
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監査公表
広島市監査公表第３９号

平成２７年１０月３０日

広島市監査委員　佐　伯　克　彦

同　　　　　　　井　上　周　子

同　　　　　　　竹　田　康　律

同　　　　　　　星　谷　鉄　正

監査の結果（指摘事項）に対する措置事項及び監査の

意見に対する対応結果の公表

　地方自治法第１９９条第１２項の規定により，広島市長から監

査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので，当該通知

に係る事項を別紙のとおり公表する。

　なお，通知のあった監査の意見に対する対応結果についても，

当該通知に係る事項を公表する。

　広島市教育委員会議（定例会）を次のとおり開催する。

広 島 市 教 育 委 員 会

委員長　　井　内　康　輝

１　日　時　平成２７年１０月３０日（金）　午後１時３０分

２　場　所　中区役所６階教育委員室

３　議　題

【公開予定議題】

⑴　平成２８年度広島市立幼稚園の募集定員について（報告）

⑵　平成２６年度におけるいじめの再調査の結果について（報

告）

⑶　広島市教育委員会が保有する保有個人情報の開示等に関す

る規則の一部改正について（議案）

【非公開予定議題】

⑷　訴訟について（報告）

（別紙）

平成２７年度監査の意見に対する対応結果の公表

（企画総務局）

１　監査意見公表年月日

平成２７年６月８日（広島市監査公表第１３号）

２　監査意見に対する対応結果通知年月日

平成２７年９月１０日（広企総第５９号）

３　監査の意見及び対応の内容

証明等手数料の免除の決定に係る事務について（所管課：企画総務局総務課）

監査の意見 対応の内容

　戸籍全部事項証明書等，戸籍及び除かれた戸籍の謄本・抄本，
住民票の写し，住民票の記載事項証明書，戸籍の附票の写し，身
分証明書並びに印鑑登録証明書の交付に係る手数料の免除の決定
に当たり，個別に決裁を得ずに事後にまとめて決裁処理している
事例が見受けられた。
　ついては，証明等手数料の免除の決定に係る事務が適正かつ円
滑に行われるよう，決裁書類の様式化を図るなど事務処理の見直
しを検討されたい。

　戸籍全部事項証明書等，戸籍及び除かれた戸籍の謄本・抄本，
住民票の写し，住民票の記載事項証明書，戸籍の附票の写し，身
分証明書並びに印鑑登録証明書（以下「戸籍関係証明書等」とい
う。）の交付に係る証明等手数料の免除の決定に当たっては，個
別に免除の要件を確認の上，決裁を行うよう，平成２７年５月
１４日に開催した市民課長会議において指導するとともに，同日
付けで各区役所市民課長及び各出張所長宛てに，証明等手数料の
免除の決定に係る事務処理の改善について所属内の職員に周知す
るよう通知した。
　決裁書類の様式化については，戸籍関係証明書等の請求書に証
明等手数料の免除に係る決裁者の押印欄を設けるよう改めること
とし，現在の様式の在庫がある間はゴム印で押印欄を設け対応す
ることとした。
　以上の結果，現在は，区役所市民課及び出張所等においては，
個別に免除の要件を確認の上決裁を行っている。

平成２６年度監査の意見に対する対応結果の公表

（　財　政　局　）

１　監査意見公表年月日

平成２６年６月１２日（広島市監査公表第９号）

２　監査意見に対する対応結果通知年月日

平成２７年９月１０日（広収一第２１号）

３　監査の意見及び対応の内容

滞納整理事務のマニュアルについて（所管課：財政局収納対策部徴収第一課）

監査の意見 対応の内容
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　生命保険契約の差押えに当たって，財産目録に解約返戻金の支
払請求権のみを記載していたため，納付折衝を継続する中で，解
約返戻金の取立てを行わないまま満期となり，満期保険金が滞納
者に支払われ取立てができなかった事例が見受けられた。
　ついては，債権の差押えの実効性を確保するため，差押え対象
とする財産目録の記載事例を充実するなど滞納整理事務のマニュ
アルが具体的でわかりやすいものとなるよう見直しを検討された
い。

　監査の意見を踏まえ，生命保険契約に係る差押財産の特定につ
いて，平成２６年９月に差押調書等への記載例を見直し，解約返
戻金のみならず満期保険金等の支払請求権も併せて差し押さえる
よう，市税等の滞納整理担当職員に周知徹底した。
　また，債権の差押えの実効性を確保するため，平成２７年４月
に，差押財産を特定する記載例を網羅した「滞納整理事務の手
引」（公益財団法人東京税務協会発行）を市税等の滞納整理担当
職員の全員に配布し，今後は当該手引に基づき滞納整理事務を行
うこととした。

平成２５年度監査結果に対する措置事項等の公表

（　環　境　局　）

１　監査結果及び監査意見の公表年月日

平成２５年９月６日（広島市監査公表第３０号）

２　監査結果に対する措置事項及び監査意見に対する対応結果の通知年月日

平成２７年１０月５日（広業一第３３号）

３　監査の結果（指摘事項）及び措置の内容並びに監査の意見及び対応の内容

【監査の結果】

広島市固形状一般廃棄物処分手数料収納事務委託業務について
（所管課：環境局業務部業務第一課）

監査の結果 措置の内容

　広島市では，事業活動に伴って生じた固形状の一般廃棄物（以
下「事業ごみ」という。）の焼却処分又は埋立処分等を，市の一
般廃棄物処理施設において行う場合には，固形状一般廃棄物処分
手数料（以下「手数料」という。）を徴収することとしている。
　そのため，市は，事業ごみを排出する事業者に対し，事業ごみ
指定袋（以下「指定袋」という。）を販売し，その販売代金を手
数料として徴収していが，その指定袋の販売とその代金である手
数料の収納を，私人である事業ごみ指定袋取扱店（以下「受託
者」という。）へ委託している。
　受託者は収納月の翌月２５日までに，暦月ごとに１か月分の収
納金をまとめて市へ払い込むとともに，収納月の手数料額及び指
定袋の在庫状況を，市の指定する「固形状一般廃棄物処分手数料
収納事務実績報告書」（以下「報告書」という。）に記載し，市
へ提出することとなっている。
　市では，この報告書に記載された手数料額と実際に払い込まれ
た手数料額が一致していることを確認の上，委託料を支払ってい
る。
　平成２４年度の当該収納事務について，次のとおり問題があっ
た。
⑴�　報告書に記載された手数料額と実際に払い込まれた手数料額
が一致していないものなどが見受けられた。

⑵�　手数料の払込みが１か月以上遅延している受託者が見受けら
れ，その中には遅延が常態化している受託者が見受けられた。

　ついては，受託者から市へ提出された報告書に記載された手数
料額と実際に払い込まれた手数料額との照合事務の誤り及び手数
料の払込み遅延を防止し，適正な収納事務を行うために，事務処
理マニュアルやチェック体制の整備など，必要な対策を講じられ
たい。

　当該収納事務については，事業ごみ指定袋管理システム（以下
「管理システム」という。）において，①指定袋作成等業者が受
託者へ配送した指定袋の配送数量，②受託者が報告書に記載した
指定袋の販売数量・在庫状況等，③実際に払い込まれた手数料額
を管理して，照合作業を行っている。
　監査の結果を受け，適正な収納事務を行うために，次のとおり
事務処理を見直すとともに，一連の事務処理手順について取りま
とめたマニュアルを整備し，担当職員に周知徹底した。
ア�　受託者から市へ提出された報告書に記載された手数料額と実
際に払い込まれた手数料額との照合事務を適正に行うため，担
当職員が管理システムに入力した手数料額等を，複数の職員が
照合作業を行うこととし，更には作業の漏れが生じることを防
止するため，各職員は作業完了後，当該報告書及び領収済通知
書に「入力済」，「確認済」と押印することとした。また，毎
月照合結果を課長に報告することとした。
　�　なお，平成２７年度からは，財務会計システムにおける事前
調定の仕組みを利用することとした。また，管理システムを財
務会計システムと連携したものに改修することで，職員による
財務会計システムへの入力作業を不要とするなど，歳入の収納
管理を適正かつ効率的に行うことができるように改善した。
イ�　手数料の払込み遅延を防止するため，履行期限を経過した場
合の対応を定めた督促マニュアルを新たに整備し，これによ
り，新規未納者への迅速な対応と遅延が常態化している受託者
への対応の強化を図った。

【監査の意見】

広島市固形状一般廃棄物処分手数料収納事務委託業務の見直しについて
（所管課：環境局業務部業務第一課）

監査の意見 対応の内容

　歳入の調定は，原則として収納の前に行うこと（以下「事前調
定」という。）とされているが，広島市固形状一般廃棄物処分手
数料（以下「手数料」という。）の調定は，広島市会計規則第
１２条第２項第８号の規定に基づき，手数料を収納したとき（以
下「事後調停」という。）に行われている。
　事前調定を行う場合は，あらかじめ歳入名，所属年度，金額，
納期限，債務者等の情報を財務会計システムに入力するため，こ

　監査の意見を踏まえ，平成２７年度から財務会計システムにお
ける事前調定の仕組みを利用することとした。また，管理システ
ムを財務会計システムと連携したものに改修することで，職員に
よる財務会計システムへの入力作業を不要とするなど，歳入の収
納管理を適正かつ効率的に行うことができるよう改善した。
　併せて，事前調定の仕組みの利用に当たり，受託者から本市へ
の手数料の払込みと本市から受託者への委託料の支払いとを繰替
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同　　　　　　　竹　田　康　律

同　　　　　　　星　谷　鉄　正

包括外部監査の意見に対する対応結果の公表

　広島市長から監査の意見に対する対応結果について通知があっ

たので，当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市監査公表第４０号

平成２７年１０月３０日

広島市監査委員　佐　伯　克　彦

同　　　　　　　井　上　周　子

れにより収納管理ができるが，手数料が払い込まれた段階で同額
を自動的に調定する事後調定では，収納額が調定額として処理さ
れることから，未納が発生しても財務会計システムに直ちに反映
されないため，未納を適正に管理するには，入力されていない情
報を手処理により追加する必要がある。
　このため，本件のような未納が発生している歳入の収納管理は
事前調定によることが適当である。
　また，他の自治体の中には，受託者が収納した手数料の払込み
と手数料の収納事務に係る委託料の支払いとを繰替払の支払方法
等で一括処理を行っている事例が見受けられる。広島市において
も，こうした事例を参考に事務の簡素化，効率化についても検討
されたい。

払の支払方法で一括処理することとし，事務の簡素化及び効率化
を図った。

（別紙）

平成２３年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表

（　市　民　局　）

１　監査意見公表年月日

平成２４年２月６日（広島市監査公表第４号）

２　包括外部監査人

世良　敏昭

３　監査意見に対する対応結果通知年月日

平成２７年９月３０日（広権啓第４４号）

４　監査のテーマ

未収金，貸付金，出資金及び基金に係る財務に関する事務の執行について

５　監査の意見及び対応の内容

収入未済・債権
　住宅新築資金等貸付金（不納欠損処分について）
　（所管課：市民局人権啓発部人権啓発課）

監査の意見 対応の内容

　住宅新築資金等貸付金においては，借受人が生活困窮や高齢の
場合でも支払能力を考慮しつつ，分納して納付するよう指導し少
額ながら回収している事例がある。さらに，借受人が破産宣告を
受け免責決定された場合や生活困窮等により借受人から回収が見
込まれない場合は，連帯保証人（連帯保証人が死亡した場合は，
その相続人）から回収するなど，可能な限り債権の回収に努めて
いる。
　ただし，こうした取組は行われているものの，実質的には回収
が困難となっている債権があることが懸念されるが，同貸付金で
は過去において不納欠損処分を行った債権はない。公平性の観点
からは，安易な不納欠損処分は行えないが，全庁的な観点から回
収コストとの比較や事務処理の効率化などの論点を整理し，広島
市として不納欠損処分に関する取扱方針等を整備した後，この取
扱方針等に基づき，同貸付金における不納欠損処分の検討が望ま
れる。

　監査の意見を踏まえ，住宅新築資金等貸付金の償還金に係る債
権の回収事務において，公平性の確保に配慮しつつ，適正に事務
処理を行うため，平成２７年３月に，当該償還金に係る債権の不
納欠損処分についての実施基準を策定し，この基準により不納欠
損処分を実施することとした。

平成２３年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表

（ こ ど も 未 来 局 ）

１　監査意見公表年月日

平成２４年２月６日（広島市監査公表第４号）
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２　包括外部監査人

世良　敏昭

３　監査意見に対する対応結果通知年月日

平成２７年９月３０日（広こ家第２６６号）

４　監査のテーマ

未収金，貸付金，出資金及び基金に係る財務に関する事務の執行について

５　監査の意見及び対応の内容

収入未済・債権
　母子・寡婦福祉資金貸付金（不納欠損処分について）
　（所管課：こども未来局こども・家庭支援課）

監査の意見 対応の内容

　過去において不納欠損処分を行った債権はなく，広島市が本制
度の運用を開始した昭和５６年に発生した債権が平成２２年度に
おいても収入未済額として計上されている。この中には，関係者
が既に死亡しているケースなど回収が不可能な場合も含まれる懸
念がある。
　公平性の観点からは，安易な不納欠損処分は行えないが，回収
コストとの比較や事務処理の効率化の観点から不納欠損処分を行
うことの検討は必要である。
　広島市における不納欠損処分の論点を整理後，母子・寡婦福祉
資金貸付金における不納欠損処分のあり方について検討が望まれ
る。

　監査の意見を踏まえ，母子・寡婦福祉資金貸付金の償還金に係
る債権の回収事務において，公平性の確保に配慮しつつ，適正に
事務処理を行うため，平成２６年１０月に，当該償還金に係る債
権の不納欠損処分についての実施基準を策定し，この基準により
不納欠損処分を実施することとした。

平成１３年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表

（ 道 路 交 通 局 ）

１　監査意見公表年月日

平成１４年２月１日（広島市監査公表第１号）

２　包括外部監査人

中間　信一

３　監査意見に対する対応結果通知年月日

平成２７年９月３０日（広道自第１１２号）

４　監査のテーマ

出資法人における補助事業及び委託事業の実施状況

５　監査の意見及び対応の内容

財団法人広島市都市整備公社（駐車料金の未収金に対する収納業務区分の明確化）
（所管課：道路交通局自転車都市づくり推進課）

監査の意見の要旨 対応の内容

　市営の路上駐車場においては，営業時間が９時から２２時まで
となっており，営業時間内から２２時以降までの継続した駐車場
利用者がいた場合には，駐車料金の未収金が発生する場合があ
る。
　市営駐車場の駐車料金の未収金に対する収納業務は，財団法人
広島市都市整備公社（以下「公社」という。）において，居所の
分かる債務者に対して３回の駐車料金納付通知書を送付してい
る。しかしながら，平成１２年度については，なお１１９万８千
円（未収金発生総額の７％）の回収不能未収金があり，毎年，同
額程度の回収不能未収金が発生しているものと推測される。
　現在，市営駐車場の駐車料金の未収金に対する収納業務の担当
窓口が，広島市なのか公社なのか，委託契約書及び委託契約約款
の中では明示されていない。
　今後は、受託業務の区分について「駐車場使用料等収納事務の
処理基準」等を作成し，公社の業務範囲を明確にするとともに，
未収金の全額回収へ向けた方策を検討する必要がある。

　市営駐車場の駐車料金の未収金に対する収納業務については，
平成１４年度から公社との委託契約に係る仕様書にその具体的な
内容を明記し，それ以降，公社において，未収金の全額回収に取
り組んできた。
　また，これと並行して，そもそもの未収金の発生を防止するた
めの取組として，有人管理の路上駐車場への無人料金徴収システ
ムの導入を順次進めた（平成２３年１月に全路上駐車場の無人化
完了）。
　そして，平成２２年度からは，市営駐車場の指定管理者制度に
利用料金制を導入し，平成２２年４月以降の駐車料金については
指定管理者の収入とすることにより，本市の収入に係る未収金が
発生しない仕組みとした。
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