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したがって、財務会計システム上等における名称と異なるものがある。 

・金額の表示単位未満は切り捨て、比率の表示単位未満は四捨五入している。 

・報告書の表中の合計が、端数処理の関係で合致しない場合がある。 
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第１ 包括外部監査の概要 

１．監査の種類 

地方自治法第 252 条の 37 第１項に基づく包括外部監査 

 

２．選定した特定の事件（監査テーマ） 
（１）監査の対象 

債権管理に係る財務事務の執行について 

 

（２）監査対象期間 

原則として令和３年度 

ただし、必要に応じて過年度及び令和４年度の一部についても監査対象とした。 

 

３．監査対象 
市民サービス部 徴収・納付担当、福祉部高齢介護室、その他債権管理を担当する部局等 

 

４．監査の実施期間 
令和４年４月１日より令和５年１月６日まで 

 

５．特定の事件（監査テーマ）を選定した理由 
市の一般会計及び特別会計（地方公営企業会計を除く）の収入未済額は、令和２年度末で

3,493 百万円（新型コロナウイルス感染症に係る徴収猶予許可による未納額 210 百万円を差

し引いても 3,283 百万円）と市の財政に重要な影響を与えている。 

また、平成 21 年４月 1日に設置されて以降、一定の基準を超える滞納債権に対応してきた

滞納債権整理回収室が令和元年度で解散となり、令和２年度からは所管課が全ての債権管理

事務を行っており、滞納債権整理を中心とする債権管理事務の実施状況に変更や所管課ごと

の差異が生じている可能性がある。 

このような状況の中、債権管理に関する事務の執行が法令規則に準拠して適正に行われて

いるか、経済的・効率的・公平に行われているかを検討することは、今後の自主財源の確保

及び職員の意識向上の面からも有意義であると考え、当該テーマを特定の事件として選定し

た。 

 

６．監査の方法 
（１）監査の視点及び監査要点 

本年度の包括外部監査における監査の視点及び監査要点（監査手続によって検証すべき事

項）は、以下のとおりである。 
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監査の視点①：合規性の視点 

〇債権管理に関する事務は、地方自治法、地方自治法施行令、市が定める条例その他の法令及び

それらの趣旨に従い適切に行われているか。 

 

監査の視点②：経済性、効率性、有効性（３Ｅ）等の視点 

〇債権の管理及び収納事務は、経済的、効率的、有効的に行われているか。 

〇債権の管理及び収納事務の正確性は確保されているか。 

〇債権の管理及び収納事務は、公平に行われているか。 

 

監査の視点（例） 

債権管理を担う組織整備 

【債権所管課（※１）における体制整備】 

・債権所管課には必要な職員数が配置されているか、また、職員の経験及び異動時期を考

慮しないことによる非効率はないか。  

・組織的な管理手法（定期的な会議などによる関係職員の情報共有、所管課における目標

の設定、問題案件の指定、研修の受講による知識の蓄積など）は行われているか。  

・債権管理システムを導入している場合には、システムの有効活用により効率的な対応を

実現しているか。  

・債権回収業務を外部委託している場合、委託先に対する監督が適切に行われているか。  

【全庁的な債権回収促進に向けた取組】 

・令和元年度の滞納債権整理回収室の解散以降、各所管課で業務が適切に引き継がれるよ

うな体制構築が行われているか。 

・債権回収促進に向け、全庁的な取組方策の検討が適切に行われているか。 

【債権管理に必要な規程等の整備運用】  

・債権管理に係る規程類、マニュアル等は整備されているか。  

・法令等、規程類及びマニュアル等に沿った事務が行われているか。 

 【収納率（※２）アップに向けての環境整備】  

・収納方法の多様化推進、口座振替の励行、天引き可能な場合の当該仕組みの活用など、

市民が自発的に納付しやすくなるような環境整備が行われているか。  

・滞納予防策（誓約書や個人情報利用許諾書等の徴取、延滞金徴収の事前周知、連帯保証

人の設定など、債権の滞納を予防する方策）が実行されているか。  

債権の管理及び収納事務に関する個別の事務手続 

【債権管理台帳の充実】  

・債権管理台帳等を整備し、債務者の現況を適切に把握した上で、記載内容の充実を図る

とともに、適時に更新されているか。  

・債権管理台帳等により、すべての履行期限の把握は適切に行われているか。  

【滞納整理】  

・滞納発生時における督促等の対応を適切に行っているか。  
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・滞納発生初期段階での対応（電話等による早期の接触、納付相談への誘導など）は適切

に行われているか。  

・債権管理台帳等を活用し、個別の滞納事案について、納付勧奨に係る計画を策定し、進

行管理を行っているか。  

・滞納処分及び法的措置による強制執行は適時かつ適切に実行されているか。  

・延滞金及び遅延損害金は条例等に従い徴収されているか。  

・収納率向上策に関するＰＤＣＡサイクルは機能しているか。  

・誓約書や分割納付（※３）計画書など支払を約する文書を適切に徴取・保管している

か。 

・時効の管理は適切に行われているか。 

【債権管理の実効性の確保】  

・個別の債権の状況を適切に把握し、債務者等に資力があり回収を進めるべき債権と、資

力が見込めないため整理すべき債権に区分するなど、対応の重点化が行われているか。  

・債務者への対応は、発生原因の別、常習非常習の別等に応じて、戦略的に行われている

か。  

・債務者等の資力から判断して支払が困難であることが判明した場合、債務 免除、減免、

徴収停止などの徴収緩和策が法令等に則って、かつ、実効性を考慮して適用されている

か。 

・他所管課との債務者に関する情報共有により、手続の重複を避けた効率的な債務者への

対応が行われているか。 

 【不納欠損及び債権放棄】  

・不納欠損処理は適時かつ適切に行われているか。  

・債権管理条例に基づく債権放棄は適時かつ適切に行われているか。 

 ※１ 部担当もあるが、本報告書においては便宜上所管課と表現する。以下同じ。 

 ※２ 「徴収率」と同義。本報告書では基本的に「収納率」と記載するが、市計画等の引用箇

所については基本的に原文ママの記載とするため、「徴収率」等の用語を用いている箇所もある。

以下同じ。 

 ※３ 「分納」と同義。本報告書においては便宜上「分割納付」と表現するが、市計画やマニ

ュアル等の引用箇所については基本的に原文ママの記載とするため、「分納」等の用語を用いて

いる箇所もある。以下同じ。 

 

（２）監査手続 

「（１）監査の視点及び監査要点」に記載したそれぞれの事項を検証するために、 

実施した主な監査手続は、以下のとおりである。 

 

・債権の基礎となる制度等に関する法令、条例、規則等の確認 

・債権の残高、回収額及び不納欠損額の経年推移分析 

・監査対象とした債権所管課への調査票による調査の実施 
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・監査対象とした債権所管課へのヒアリング（債権管理を担う組織体制、マニュアルの整備

状況、システムの利用状況等の聴取） 

・各債権の債務者リスト等から抽出した個別の債権について、関係資料の査閲（抽出するサ

ンプル数については債権金額及び件数を勘案して決定している。サンプル対象については、

債権の性質により、１件の滞納金額・滞納期間・分割納付誓約の有無等を考慮して抽出する

こととしている。） 

・その他関係書類の閲覧・分析 

 

７．監査の実施者 
包括外部監査人 公 認 会 計 士 岡 本 真 理 子 

   

補 助 者 公 認 会 計 士 横 田 慎 一 

 公 認 会 計 士 鳥 生 紘 平 

 公 認 会 計 士 成 山 哲 平 

 公 認 会 計 士 湯 本 規 子 

 弁 護 士 福 島 由 梨 

 

８．利害関係 
包括外部監査人及び補助者は、いずれも監査の対象とした特定の事件について、地方自治法

第 252 条の 29 の規定により記載すべき利害関係はない。 
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９．指摘事項の記載方法 
（１）「監査の結果」と「意見」 

包括外部監査は、包括外部監査対象団体の財務に関する事務の執行及び包括外部監査対象

団体の経営に係る事業の管理のうち、地方自治法第２条第 14 項及び第 15 項の規定の趣旨を

達成するため必要と認める特定の事件について監査をするものである（地方自治法第 252 条

の 37 第１項）。包括外部監査を実施するにあたっては、これらの事務の執行や事業の管理が地

方自治法第２条第 14 項及び第 15 項の規定の趣旨にのっとってなされているかどうかに、特

に、意を用いなければならないものとされている（地方自治法第 252 条の 37 第２項）。 

そこで、地方自治法の規定並びに「地方公共団体の外部監査人のための外部監査のガイドラ

イン及びＱ＆Ａ」（公会計委員会研究報告第 26号、日本公認会計士協会、令和２年２月 20 日）

３－２－２に従い、結論部分の記載において「監査の結果」（本文の表記上は単に「結果」）と

「意見」と見出しを付け、次のように区分した。 

 

監査の結果 「事務の執行」における合規性（適法性と正当性）の観点から是正・改善を

求めるもの 

意見 監査の「結果」には該当しないが、合規性や経済性、効率性、有効性の観点

から見て、不合理な事項等を発見した場合に、市の組織及び運営の合理化に

資するために述べる見解のこと 

 

（２）表記の方法 

「監査の結果」と「意見」を特に端的に表現している箇所に対して下線を引いた。また、結

論部分の末尾には、（  ）で「結果」（監査の結果）若しくは「意見」と明示したうえで、通

番を付し、事後的に措置状況を検証しやすいようにした。 
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第２ 監査対象の概要 

１．地方公共団体における債権管理事務 
（１）地方公共団体における債権の定義及び区分 

 地方公共団体が財産として管理の対象としている債権は、金銭の給付を目的とする権利、即

ち、金銭債権である（地方自治法第 240 条第 1 項）。 

これには、公法上の原因に基づいて発生する債権である「公債権」と私法上の原因に基づい

て発生する債権である「私債権」がある。公債権は①地方税の滞納処分の例により強制徴収で

きる「強制徴収公債権」と②滞納処分の例によることができない「非強制徴収公債権」に区分

される。 

 

【図表１ 債権の区分】 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

（２）地方公共団体における債権管理の概要 

① 調定と収入 

地方公共団体は法令、条例、規則若しくは契約等に基づいて成立した歳入の根拠を調査・決

定（すなわち「調定」）し、納入義務者に対して納入の通知をしなければならない（自治法第

231 条、地方税法第 13条第１項）。 

納入義務者によって当該年度中（出納整理期間がある場合、当該期間を含む）の納付が行わ

れた場合、収入済額となるが、何らかの理由によって当該年度中に納入されなかったものを収

入未済額として処理する。  

 

② 督促および催告 

督促とは、納付義務者等が納期限までに地方公共団体の徴収金を納付しない（すなわち「滞

納」）場合に、その納付義務者等に対し期限を指定し、その履行を請求する行為である。 

公債権の場合、地方公共団体は、自治法第 231 条の３第１項（地方税法第 329 条第１項等）、

私債権の場合は、地方自治法第 240 条第２項及び地方自治法施行令第 171 条に基づき、督促を

行わなければならない。強制徴収公債権において督促は滞納処分を行う前提条件となる（地方

地方自治体の管理する債権 

公債権 

私債権 

強制徴収公債権 

非強制徴収公債権 

公法上の原因に基づい

て発生する債権 

私法上の原因に基づい

て発生する債権（住宅

使用料 等） 

・地方税、国民健康保険料、後期高

齢者医療保険料、介護保険料 等 

・老人福祉費負担金、一般被保険者

返納金 等 
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自治法第 231 条の３第２項）。また、各種債権につき、督促は消滅時効の更新の効力がある（自

治法第 236 条第 4 項）。 

 

 ③ 延滞金等 

強制徴収公債権及び非強制徴収公債権については、「延滞金を徴収することができる」とさ

れており（地方自治法第 231 条の３第２項）、個別の法令・条例等において延滞金徴収率を定

める場合には、延滞金を徴収することとしている。私債権においては、契約による遅延損害金

の徴収ができる（民法 419 条）が、「寝屋川市私債権の管理に関する条例」には延滞金等の詳

細な定めはない。 

 

④ 財産調査と滞納処分 

ア 強制徴収公債権 

強制徴収公債権については、債務者の納付能力を調査するために、債務者自身や勤務先、取

引先等の債務者の関係先に対して調査を行ったり、市町村や税務署といった機関に対して資

料の閲覧や提供を求めたりすることができる（地方税法第 298 条、第 20条の 11、国税徴収法

第 141 条等）。さらに、しかるべき場合には債務者の財産を差し押さえなければならない（地

方税法第 331 条第６項、国税徴収法第 142 条）。 

財産調査とは、債務者の納付能力についての判断材料の収集や、督促及び催告を行ってもな

お納付のない債務者に対して滞納処分又は強制執行を行うため、債務者の財産の有無や換価

価値を調査することをいう（国税徴収法第 141 条及び第 142 条から 147 条）。 

強制徴収公債権については、納期限までに納付されない場合、地方公共団体が自らの手で、

差押から、換価、配当に至る一連の滞納処分の手続を行うことができる。 

 

イ 非強制徴収公債権及び私債権 

非強制徴収公債権及び私債権については、財産調査を行うための根拠法令がないため、任意

の調査として行うこととなる。また、民事執行法に基づき、財産開示手続等を行うことも可能

ではあるが、判決等の債務名義を有していることが必要になる。非強制徴収公債権及び私債権

については、滞納となったにもかかわらず、債務者が納付交渉に応じなかったり、納付交渉の

進展が見込めなかったりする場合には、裁判所の関与する強制執行手続によることとなる。 

具体的には、地方自治法施行令第 171 条の２以下において、督促をした後相当の期間を経過

してもなお履行されないときは、原則として、担保処分や強制執行、その他訴訟による履行請

求手続を行わなければならないとされている。 

 

⑤ 猶予（徴収の猶予・換価の猶予） 

ア 強制徴収公債権 

強制徴収公債権の猶予制度としては、徴収の猶予（納税者等がその財産につき、震災、風水

害、火災その他の災害を受けた場合等一定の法定事由があると認められる場合に、納税者等か

らの申請に基づいて行う徴収緩和制度（地方税法第 15 条））、換価の猶予（債務者が市税の納
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付について誠実な意思があると認められ、かつ、その財産の換価を直ちにすることにより、そ

の事業の継続又はその生活の維持を困難にするおそれがあるとき等、一定の法定事由がある

と認められる場合に、職権に基づいて行う徴収緩和制度（地方税法第 15条の５））が設けられ

ている。 

徴収の猶予期間、換価の猶予期間はいずれも１年としており（国税徴収法第 152 条第３項、

第４項、地方税法第 15条２項、地方税法第 15条の５第１項ただし書）、やむを得ない場合に

おいても２年を限度としている（地方税法第 15条４項）。猶予制度の適用を前提とし、債務者

からの申請により分割納付を実施している。 

 

イ 非強制徴収公債権及び私債権 

非強制徴収公債権及び私債権については、債務者が無資力またはこれに近い状況にある場

合、地方自治法 240 条、地方自治法施行令 171 条の６に基づき履行期限の延長をすることがで

き、この場合当該債権の金額を適宜分割して履行期限を定めることができる。 

 

⑥ 停止処分 

ア 強制徴収公債権（滞納処分の執行停止） 

強制徴収公債権については、滞納処分の対象となる財産を有していない場合等、一定の法定

事由があると認められる場合に、滞納処分の執行停止を行うことができる。また、執行停止期

間中に資力が回復せず、執行停止が３年間継続したときには、その滞納債権についての納付義

務が消滅する（地方税法第 15 条の７、地方自治法第 231 条の３第３項）。 

 

イ 非強制徴収公債権及び私債権 

非強制徴収公債権及び私債権については、債務者の所在不明や債権金額が取立て費用に比

べて小額等の状況に限り、地方自治法施行令第 171 条の５に基づく徴収停止を行うことがで

きる。また、⑤の履行期限の延長を行った場合、当初の履行期限から 10 年を経過しても債務

者が無資力またはそれに近い状況にある場合、債権等の免除ができる。（地方自治法施行令 171

条の７） 

 

⑦ 時効 

民法の原則は 10年、地方自治法及び商法上は５年であるが、個別法による例外がある。 

各債権の時効期間は下記のとおりである。 

 

【図表２ 債権の種類と時効】 

債権の種類 原 則 例 外 

地方税 ５年（地方税法第 18 条第１項） － 

強制徴収公債権 ５年（地方自治法第 236 条第１項） 
国民健康保険料２年 

介護保険料２年 

非強制徴収公債権 ５年（地方自治法第 236 条第１項） － 
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私債権 

権利を行使することができる時か

ら 10 年（民法第 166 条第１項第 2

号） 

あるいは、債権者が権利を行使する

ことができることを知った時から5

年（民法第 166 条第１項第 1号） 

 

判例により、 

市営住宅使用料５年 

（旧民法 169 条適用、た

だし 2017 年の民法改正

により削除） 

水道料金２年 

（旧民法第 173 条適用、

ただし 2017 年の民法改

正により削除） 

判決等で確定した

債権 

確定判決及び裁判上の和解、調停そ

の他確定判決と同一の効果を有す

るものによって確定した権利 10

年（民法第 169 条第 1項） 

確定の時に弁済期の到来

していない債権について

は、左は適用しない（民

法第 169 条第２項） 

 

⑧ 不納欠損 

強制徴収公債権は、時効の到来、若しくは法律又はこれに基づく政令又は条例の定めにより

消滅した時（執行停止が３年間継続した時、執行停止かつ徴収できないことが明らかであると

き等）に不納欠損が可能である（地方税法第 18条１項、地方自治法第 236 条２項、地方税法

第 15 条の７第４項・５項）。 

非強制徴収公債権は、時効の到来により不納欠損が可能である。（地方自治法 236 条２項） 

私債権は、法令上、時効の到来に加えて債務者が時効を援用した場合（民法 145 条）、若し

くは権利放棄の議決（地方自治法 96 条１項 10 号）を行なった場合に不納欠損が可能である。

また、市では、債権管理の効率性を勘案した実務への配慮として、寝屋川市私債権の管理に関

する条例第 12 条を設定し、消滅時効の完成及び市長権限による債権の放棄を認めて（寝屋川

市私債権の管理に関する条例第 12条）おり、この場合にも不納欠損が可能となる。 

 

第 12 条 市長等は、市の私債権について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該債権

（これに係る損害賠償金等に係る市の私債権を含む。）を放棄することができる。 

(１) 当該債権について、消滅時効が完成したとき（債務者が時効の援用をしない特別の理由

があるときを除く。）。 

(２) 破産法（平成 16年法律第 75 号）第 253 条第１項その他の法令の規定により、債務者が

当該債権についてその責任を免れたとき、又は同法第 216 条若しくは第 217 条の規定による

破産手続廃止の決定が確定したとき（当該債権について保証人の保証があるときを除く。）。 

(３) 第６条の規定により強制執行等の手続をとってもなお完全に履行されない当該債権に

ついて、強制執行等の手続が終了したときにおいて債務者が無資力又はこれに近い状態にあ

り、弁済することができる見込みがないと認められるとき。 

(４) 第９条の規定により徴収停止の措置をとった当該債権について、徴収停止の措置をと

った後３年を経過してもなお同条各号のいずれかに該当し、弁済することができる見込みが
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ないと認められるとき。 

２ 市長は、前項の規定により市の私債権を放棄したときは、これを議会に報告しなければな

らない。 

（出所：寝屋川市私債権の管理に関する条例第 12条） 

 

２．寝屋川市における債権管理の状況 

（１）計画上の位置づけ 

市では、平成 28 年度より「経営改革・都市格向上プラン」を策定し、行財政改革を推進す

るとともに、平成 31 年度（令和元年度）からの中核市移行を見据えた取組を推進してきた。 

債権管理に関連する項目としては、施策体系「健全財政／あらゆる財源の確保と効率的な予

算の執行」の項目 34「市税・保険料等の徴収率・収納率の向上」を設定し、負担の公平性を保

つため、債務者に対し、電話及び文書による催告等 並びに適正な滞納処分を実施することに

より、徴収（収納）率の向上を図る事業として、主要な債権の徴収率（市税・国民健康保険料・

介護保険料・保育所保育料・市営住宅使用料・水道料金・下水道使用料）の目標設定を行って

きた。 

【図表３ 経営改革・都市格向上プランにおける目標】 

指標 令和元年度（目標） 令和元年度（実績） 

市税徴収率(現年度＋滞納繰越)  95.3％ 97.0% 

国民健康保険料収納率(現年度)  91.0％ 89.7% 

介護保険料収納率(現年度)  98.0％ 98.7% 

保育所保育料徴収率(現年度)  98.8％ 98.1% 

市営住宅使用料収納率(現年度)  95.0％ 97.8% 

水道料金収納率(現年度) 99.9％ 99.3% 

下水道使用料徴収率(現年度)  99.9％ 99.5% 

（出所：「経営改革・都市格向上プラン」） 

 

令和元年度の目標設定は、３債権（市税・介護保険料・市営住宅）について目標達成、その

他４債権について未達成となっていた。 

第五次後期総合計画（計画期間を平成 28 年度から平成 32 年度（令和２年度）までの５年

間）では、大綱８「将来を見据えた自治経営」施策 39「健全な財政運営を行う」の中で、「徴

収率等の向上」を掲げ、負担の公平性及び安定的な財源の確保のため、適正な賦課・徴収を実

施するとともに、市税の徴収率、国民健康保険料・介護保険料などの収納率の更なる向上に向

けた取組を推進するとしている。施策指標としては、平成 32 年度（令和２年度）の市税徴収

率を 95.0％としており、実績値は 96.5％と目標達成している。 
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【図表４ 第五次総合計画における目標】 

指標 平成 32 年度（令和２年度） 

（「めざそう値」） 

平成 32 年度（令和２年度） 

（実績） 

市税の徴収率 95.0％ 96.5％ 

（出所：「第五次後期総合計画」、徴収・納付担当からの提出資料） 

 

第六次総合計画（計画期間を令和３年度から令和９年度までの７年間）では、戦略プランの施

策分類３「くらしの質を高める施策」の中で、19「次代につなぐ財政運営」のための施策として、

徴収率（収納率）の更なる向上等を掲げ、施策指標（数値目標）を令和９年度の現年度分の市税

徴収率を 99.40％（大阪府内都市平均値程度）としている。 

 

【図表５ 第六次総合計画における目標】 

指標 令和５年度（中間目標） 令和９年度（目標） 
【参考】令和３年度

（実績） 

現年度分の市税徴収率 99.20% 99.40% 99.0％ 

（出所：「第六次後期総合計画」、徴収・納付担当からの提出資料） 

 

令和３年度の現年度分市税徴収率は 97.3％と、令和５年度の中間目標数値に近い数値となっ

ているが、徴収率が上昇するほどに目標達成のための施策の実施は難易度を増してくることが

想定されるため、今後も引き続き徴収率を高めるためのさらなる努力が必要な状況にある。 

債権管理に関連する施策指標（数値目標）以外の取組は以下のとおりである。 

 

【図表６ 債権管理に関連する施策指標（数値目標）以外の取組】 

取組名 概要 担当課 

収納管理業務 金融機関等での納付、口座振替やスマートフォン決済

アプリなど、様々な方法で納付される市税等につい

て、より迅速かつ適切な収納管理に努めます。 

税務管理担当 

徴収率の向上 税負担の公平性の確保と徴収率の向上を図るため、市

税滞納者に対する督促や催告による納付督励を適正

に実施するとともに、早期・少額時点での財産調査を

実施します。 

徴収・納付担当 

納税環境の整備 納税義務者の利便性向上を図るため、スマートフォン

決済アプリ等の納付方法の拡充など、新たな納付チャ

ネルの調査・研究を進め、納税環境の整備を図ります。 

徴収・納付担当 

国民健康保険料収納

率の向上 

保険料負担の公平性の確保と収納率の向上を図るた

め、国民健康保険料滞納者に対する督促を適正に実施

するとともに、早期・少額時点での催告による納付督

励を実施します。 

徴収・納付担当 
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後期高齢者医療保険

料の収納業務 

保険料負担の公平性の確保と収納率の向上を図るた

め、後期 高齢者医療保険料滞納者に対する督促を適

正に実施するとともに、早期・少額時点での催告によ

る納付督励を実施します。 

徴収・納付担当 

介護保険料の徴収 65 歳以上の全ての市民（第１号被保険者）の介護保険

料を 決定するとともに、負担の公平性及び安定的な

財源の確保のため、適正な賦課・徴収を実施します。 

高齢介護室 

（出所：「第六次後期総合計画」） 

 

（２）市の債権管理に関する取組 

市では、増加する市税や国民健康保険料等の滞納に対応すべく、滞納整理対策基本方針並び

に同推進計画に基づき、平成 21 年度より滞納債権整理回収室を設置した。 

平成 21 年度当初に各課から滞納債権整理室に債権は公債権・私債権あわせて 15 種類 966

件、31 億 3,103 万円の債権が移管され、徴収体制を一元化し、滞納債権の整理及びノウハウ

の確保に努めてきた。平成 22 年度には「寝屋川市債権管理マニュアル」（平成 27 年２月最終

改訂）を作成し、市職員に向けて債権管理のための実務上の対応をマニュアルとして文書化し

た。 

さらに、債権管理の精度を高めるなかで、私債権の管理に対する条例の必要性が議論され、

平成 24 年度には「寝屋川市私債権の管理に関する条例」及び「寝屋川市私債権の管理に関す

る条例施行規則」を定め、市の私債権の管理に関する事務の処理について定めている。 

 

【図表７ 滞納債権整理回収室への移管債権一覧（平成 21年度当初に移管したもの）】 

   

（出所：議会提出資料から抜粋） 

 

 滞納債権整理回収室設置時においては、「寝屋川市債権の滞納防止及び滞納整理回収推進会議」

を設置し、回収室担当者と各債権所管課が定期的に連絡を取り合い、年度ごとの計画、方針の決

定のほか、互いの取組事例の紹介をしていた他、各債権所管課にて「滞納債権縮減計画」を策定

債権名 移管数 滞納金額（円） 移管基準 担当課

市税（府民税を除く。） 616件 2,866,415,776 高額滞納（100万以上） 税務室

国民健康保険料 105件 61,000,000 国保脱退者かつ高額滞納（40万円以上） 保険事業室

児童福祉費負担金（保育料） 31件 23,995,370 退所者かつ高額滞納（50万円以上） こども室

児童扶養手当返戻金 8件 5,215,140 全く納付なき者又は高額滞納（100万円以上） こども室

下水道受益者負担金 1件 1,206,000 高額滞納（30万以上） 下水道室

下水道使用料 1件 81,009,096 高額滞納（50万以上） 下水道室

介護保険料 53件 10,556,000 高額滞納（10万以上）かつ所得段階が第6段階のもの 高齢介護室

老人福祉費負担金 2件 2,655,423 高額滞納（30万以上） 高齢介護室

ごみ処理手数料 47件 9,266,140 高額（10万以上）及び徴収困難 クリーン業務課

生活保護法第63条返戻金 21件 47,897,260 高額滞納（50万以上） 社会福祉課

生活つなぎ資金（貸付金戻入） 50件 6,530,000 徴収困難なもの 社会福祉課

奨学資金（貸付金戻入） 18件 1,638,000 全く納付なき者 教育総務課

住宅使用料 6件 6,021,400 高額滞納（10万以上）（※供託8件除く） 住宅整備課

水洗便所融資あっせんに伴う損失補償 1件 1,261,181 高額滞納（10万以上） 下水道室

水道料金 6件 6,362,140 高額滞納（50万以上） 業務課

幼稚園保育料 ※件数が2件であるため移管せず 学務課

合計 966件 3,131,028,926

〔合計〕15種類　966件　約31億3千1百万円
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し、１年間の振り返りと、翌年度の課題及び数値目標、滞納債権縮減のための計画を策定してい

た。 

 発足から 10 年程度経過し、債権未収額が一定程度減少したことをもち、滞納債権整理回収室

は令和元年度末をもって解散し、それに伴い年度別の計画の報告、計画策定等も求められなくな

った（一部の課（監査対象では「こどもを守る課」）では自主的な課内の取組として計画を策定

している課はあり。）。その後も「寝屋川市債権の滞納防止及び滞納債権整理回収推進会議・幹事

会合同会議」を年１回開催しているものの、コロナ禍のなか、令和３年度においては書面開催と

なっている。 

 

【図表８ 滞納債権整理回収室発足後の主な債権の収入未済額（千円）】 

債権 平成 20 年度 平成 29 年度 減少率 

市税 3,585,233 1,091,355 △69.6％ 

国民健康保険料 2,980,843 1,887,021 △36.7％ 

保育所保育料 122,221 43,541 △64.4％ 

児童扶養手当返納金 14,104 2,155 △84.7％ 

生活つなぎ資金貸付金返還金 31,435 13,232 △55.3％ 

（出所：市提供資料を監査人加工）    

 

 

【図表９ 滞納債権整理回収室設置時における「滞納債権縮減計画」の雛形】 
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（出所：市提供資料を監査人加工）       
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３．寝屋川市の債権の状況 
（１）債権の状況 

 寝屋川市における令和３年度の一般会計及び特別会計（地方公営企業会計を除く）の収入未

済額は【図表 10】のとおりである。 

 

【図表 10 収入未済額】 

＜一般会計＞ 

所属名称 債権名称 収入未済額（千円） 

こども部こどもを守る課 雑入 1,011 

こども部こどもを守る課 児童手当返納金 40 

こども部こどもを守る課 児童扶養手当返納金 8,080 

こども部保育課 保育所保育料 25,825 

こども部保育課 幼稚園保育料 75 

こども部保育課 保育所給食費 1,337 

まちづくり推進部まちづくり推進課 市営住宅使用料 37,614 

まちづくり推進部まちづくり推進課 弁償金 208 

まちづくり推進部まちづくり推進課 市営住宅共益費 53 

まちづくり推進部産業振興室 雑入 833 

環境部環境事業課緑風園 し尿処理手数料 1,480 

健康部新型コロナウイルス感染症対策室 雑入 8 

財務部資産活用課 弁償金 285 

市民サービス部（医療助成担当） 未熟児養育医療費負担金 2 

市民サービス部（医療助成担当） ひとり親医療助成費返納金 127 

市民サービス部（医療助成担当） 子ども医療助成費返納金 7 

市民サービス部（医療助成担当） 老人医療助成費返納金 7 

市民サービス部（市税） 個人市民税 205,154 

市民サービス部（市税） 法人市民税 7,362 

市民サービス部（市税） 固定資産税 383,223 

市民サービス部（市税） 都市計画税 100,819 

市民サービス部（市税） 軽自動車税 16,971 

市民サービス部（市税） 違約金及び延納利息 3,597 

市民サービス部（市税） 滞納処分費 154 

社会教育部青少年課 
留守家庭児童会保育料（延

長、土日含） 
8,314 

社会教育部文化スポーツ室 雑入 4 

総務部総務課 雑入 2 

福祉部高齢介護室 老人福祉費負担金 13,087 
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福祉部障害福祉課 介護給付費 32,002 

福祉部福祉総務課 臨時福祉給付金返還金 591 

福祉部保護課 住宅手当返還金 201 

福祉部保護課 寝屋川生活つなぎ資金 4,822 

福祉部保護課 
特別定額給付金給付金返還

金 
2,368 

福祉部保護課 生活保護法返還金 612,309 

福祉部保護課 雑入 5,039 

  合計 1,473,012 

＜特別会計＞ 

介護保険特別会計 

所属名称 債権名称 収入未済額（千円） 

福祉部高齢介護室 介護保険料 158,093 

福祉部高齢介護室 介護給付費返還金 32,313 

福祉部高齢介護室 加算金 495 

 

後期高齢者医療特別会計 

所属名称 債権名称 収入未済額（千円） 

市民サービス部（徴収・納付担当） 後期高齢者医療保険料 34,359 

市民サービス部（徴収・納付担当） 督促手数料 -２ 

※督促手数料がマイナスである理由は、督促状作成後に、入れ違いで納付書払いをした債務者につ

いて、いったん調定した督促手数料をマイナス調定したことによるもの。 

 

国民健康保険特別会計 

所属名称 債権名称 収入未済額（千円） 

市民サービス部（徴収・納付担当） 国民健康保険料 1,434,958 

市民サービス部（国民健康保険担当） 一般被保険者返納金 25,097 

 

母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計 

所属名称 債権名称 収入未済額（千円） 

こども部こどもを守る課 違約金及び延納利息 436 

こども部こどもを守る課 
母子父子寡婦福祉資金貸付

金 元金収入 
17,315 

こども部こどもを守る課 
母子父子寡婦福祉資金貸付

金 利息収入 
39 

（出所：市作成資料を監査人加工） 
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（２）監査の対象とした債権 

  本年度の包括外部監査においては、【図表 10】に記載した債権金額の９割以上を対象とする

ことを想定し、原則として、令和３年度における収入未済額（未収金残高）が ３百万円以上

の債権を監査の対象とした。なお、当該抽出項目に一定の吟味を加えて加除し、対象を選定し

ている。 

加除において考慮した事項は以下のとおりである。 

・「国庫補助金」「府補助金」については債務者が国及び大阪府であり、翌年度以降の収入が

ほぼ確実とみられる項目であるため除外する。 

・都市基盤整備部高架事業課の「受託事業収入」は大阪府からの受託事業であり、「府補助金」

と同様の性質の項目であるため除外する。 

・高齢介護室の「加算金」は３百万円未満であるが、監査サンプル検証の都合上まとめて検

証すべきであると判断したため対象に含める。 

・福祉部保護課の「雑入」は内容を確認したところ３百万円未満の債権の集合体であったた

め、除外する。 

 

監査の対象とした債権の令和３年度における調定額、収入済額、還付未済額、不納欠損額及

び収入未済額の状況は、【図表 11】のとおりである。 

 

【図表 11 監査対象債権】 

＜一般会計＞ 

所属名称 債権名称 収入未済額（千円） 

こども部こどもを守る課 児童扶養手当返納金 8,080 

こども部保育課 保育所保育料 25,825 

まちづくり推進部まちづくり推進課 市営住宅使用料 37,614 

市民サービス部（市税） 固定資産税 383,223 

市民サービス部（市税） 都市計画税 100,819 

市民サービス部（市税） 個人市民税 205,154 

市民サービス部（市税） 法人市民税 7,362 

市民サービス部（市税） 違約金及び延納利息 3,597 

市民サービス部（市税） 軽自動車税 16,971 

 市税合計 717,126 

社会教育部青少年課 
留守家庭児童会保育料 

（延長、土日含） 
8,314 

福祉部高齢介護室 老人福祉費負担金 13,087 

福祉部障害福祉課 介護給付費 32,002 

福祉部保護課 寝屋川生活つなぎ資金 4,822 

福祉部保護課 生活保護法返還金 612,309 
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＜特別会計＞ 

介護保険特別会計 

所属名称 債権名称 収入未済額（千円） 

福祉部高齢介護室 介護保険料 158,093 

福祉部高齢介護室 介護給付費返還金 32,313 

福祉部高齢介護室 加算金 495 

後期高齢者医療特別会計 

所属名称 債権名称 収入未済額（千円） 

市民サービス部 

（徴収・納付担当） 
後期高齢者医療保険料 34,359 

国民健康保険特別会計 

所属名称 債権名称 収入未済額（千円） 

市民サービス部（徴収・納付担当） 国民健康保険料 1,434,958 

市民サービス部（国民健康保険担当） 一般被保険者返納金 25,097 

 

母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計 

所属名称 債権名称 収入未済額（千円） 

こども部こどもを守る課 母子父子寡婦福祉資金貸付金 17,315 

※上記「収入未済額（千円）」は、「第４ 監査の結果及び意見（各論）」に記載する収入未済額

から還付未済額を調整した数値と一致する。 
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第３ 監査の結果及び意見 

 

１．監査の結果及び意見の一覧  
本年度の包括外部監査における監査の結果は 13 件、意見は 72 件であった。 

第３ 監査の結果及び意見（総論）に記載したもの 総括意見８件 

第４ 監査の結果及び意見（各論）に記載したもの 監査の結果 13 件、意見 64 件 

 

２．監査の結果及び意見の総括 
（１）～（７）内の（関連する指摘事項）および（８）の指摘事項の表題には、括弧書で結果・

意見番号を記載している。これは本報告書に記載する結果・意見番号と対応している。 

 

（１）債権管理体制の整備に関する事項 

 所管課別に債権管理担当の人数を把握したところ、次ページの【図表 12】のとおりとなっ

た。 

図表によれば、所管課や債権により、管理業務を行う職員数に隔たりがあることが推察され

る。 

特に、債権の件数が数件から数十件と少量の債権などを中心として、管理職員数（延べ人数）

が１名未満など、債権管理・回収に関する業務が少数の職員に任せきりになってしまっている

ことも想定される。債権管理業務は市の歳入の多寡にかかわる重要な業務であり、仮に１件あ

たりの金額が小さい場合でも件数や年数が積み重なれば金額的な重要性が増すこともあるた

め、まずはそれぞれの所管課において担当する債権管理業務の内容や特性、想定される債権管

理・回収の方法を再度確認し、少なくとも複数の職員が債権管理に関与し、債権管理・回収の

方針や対応方法について適時に相談しながら業務を遂行できるような体制を構築されたい。

（総括意見１） 

 

※ 【図表 12】の作成方法について 

・職員数には正職員の他、会計年度任用職員・任期付短時間に任用職員等の職員も含む。 

・上記は監査対象債権について要約しているが、一部小額の付随する債権については監査対象

外であっても記載していることがある。 

・「債権管理に係る職員数」については、各所管課に在籍する職員数のうち、債権管理業務に

関与している年間業務割合をアンケート調査し、これを集計したものである。（例：所管課に

おける債権管理業務関与職員が２名（Ａ・Ｂ）であり、職員Ａが 50％、職員Ｂが 100％の場合、

1.5 人として算出。）ただし、業務分担表等から業務担当割合を算出するのが困難な場合、仮

定をおいて簡便的な対応を行っている。（例：Ａ氏の担当業務が５つあり、そのうちの１つが

債権管理業務である場合・・・簡便的に１÷５＝20％） 

・「債権管理に係る職員数」については、原則小数点以下第一位未満の桁がある場合、最終桁

まで表示することとしている。 
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【図表 12 令和３年度 各所管課の債権額・件数及び債権管理に係る人員数】 

※１ 訪問催告に関しては委託（（公社）寝屋川市シルバー人材センター）しているため、上表の職員数には含まれていない。 

※２ 令和４年度以降、債権管理に係る人員数を増員（対策チームを立ち上げて対策を実施）している。 

 （出所：市作成資料を一部監査人が加工） 

所属名称
会計名称
項名称 国民健康保険料 一般被保険者返納金 軽自動車税 固定資産税 市民税 都市計画税 合計
収入未済額（千円） 1,434,958 25,097 16,971 383,223 212,516 100,819 713,529
件数（件）【Ａ】 4,879世帯 1,030 613
債権管理に係る職員数
（人）【Ｂ】

15.3 0.06

【Ａ】÷【Ｂ】 318.9 17,166.7

所属名称
会計名称 一般会計

項名称 老人福祉負担金 介護保険料
介護保険料返納金

（返還金＋加算金）
寝屋川市生活
つなぎ資金

合計

収入未済額（千円） 13,087 158,093 32,808 4,822 617,131
件数（件）【Ａ】 14 2,213 3 74 1,779
債権管理に係る職員数
（人）【Ｂ】

0.14 0.5 0.26

【Ａ】÷【Ｂ】 100.0 4,426.0 11.5

所属名称
会計名称

項名称 貸付金元利収入 児童扶養手当返納金

収入未済額（千円） 17,315 8,080
件数（件）【Ａ】 49 14
債権管理に係る職員数
（人）【Ｂ】

0.2 0.2

【Ａ】÷【Ｂ】 245.0 70.0

一般会計

まちづくり推進部まちづくり推進課
一般会計

住宅使用料

市民サービス部（一般被保険者返納金（国民健康保険担当）を除き徴収・納付担当）

介護保険特別会計
福祉部高齢介護室 福祉部保護課

一般会計

1.0

1,779.0

社会教育部青少年課
一般会計

留守家庭児童会保育料
（延長、土日含）

介護給付費返還金

32,002
4

1.0

生活保護費返還金

612,309
1,705

国民健康保険特別会計 後期高齢者医療特別会計 一般会計

27,162

後期高齢者医療保険料
34,359

7,199

2.6 13.9

福祉部障害福祉課

母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計 一般会計

保育所使用料（保育所給食費含）

235.8 517.9

4.0

こども部こどもを守る課

1.0

37,614

こども部保育課

127.9

55

0.43

520.0 572.0

520

1.0

8,314
572

※１

※２

※１

※１
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また各所管課にヒアリングしたところ、債権管理を主たる業務にしている所管課（市民サー

ビス部 徴収・納付担当）と債権管理業務以外の業務を主たる業務としている所管課（その他

の課）があり、徴収・納付担当に比べてその他の課は人数配置が少なく、特に滞納整理に関す

る知識や過去の実績が少ないことが推察された。 

過去に滞納債権の回収業務を集約して実施していた滞納債権整理回収室が令和元年で解散

した後、同室で使用していた紙資料等を通じて滞納債権整理回収室からの引継ぎが実施され

ているものの、他の所管課に対する定期的な研修等は実施されず、債権所管課が滞納整理の手

段に悩んだときにも、他の債権所管課に気軽に相談できる体制は構築されている状況ではな

かった。 

市内に債権管理や滞納整理に関する知識を蓄積するため、市民サービス部 徴収・納付担当

に相談できる仕組や、徴収・納付担当が他課に対して定期的に研修を行うなどして、債権管理

のための組織体制構築を行うことが有用と考えられる。 

また、差押や訴訟等の法的手続を含めた検討については専門性が要求されることから、各所

管課での知識・経験不足により所管課単独での解決が困難とみられるような状況がみられた。

必要に応じて市総務課に在籍する弁護士や、その他外部専門家等の意見を取り入れることが

できるような体制の構築についても検討されたい。（総括意見２） 

 

（関連する指摘事項） 

 所管課 表題 概要 

① 福 祉 部 

高齢介護

室 

弁護士を利用する

等債権の回収可能

性を高める方策に

ついて（意見 14） 

債権の特性として、保護対象者の財産相続人への請求を

直接円滑に行うことが困難となると想定されるため、市

職員だけでなく、弁護士等の外部専門家を利用する等、

債権の回収可能性を高める方策について検討されたい。 

② 福 祉 部 

高齢介護

室 

必要に応じた弁護

士の利用について

（意見 24） 

債権額が一定の金額を超える場合等、適宜弁護士等の専

門家を利用して事業者への責任追及及び債権の回収に

努めることが望まれる。 

③ 福 祉 部 

保護課 

長期に渡る職員の

職務怠慢により発

生した市への損害

に対する責任追及

について（意見 34） 

一時的ではなく長期に渡る職務怠慢が多額の返還金の

発生の一因となっており、悪質性も高いと考えられるこ

とから、今後同様の案件が発生した際には、市内外の弁

護士等専門家利用により、職員の職務怠慢に対するより

明確な責任追及を行い、厳格な処分を検討できるような

体制を構築されたい。 

④ 福 祉 部 

保護課 

悪質な不正受給者

等への責任追及に

ついて（意見 35） 

不正受給金額が一定以上の金額のものや悪質性の高い

事例については、通知（厚生労働省社会・援護局保護課

長通知（平成 26 年４月１日 社援保発第 0401 第１号））

に則り、債権回収業務に精通した弁護士等も利用して積

極的に告訴等を含めた厳正な対応をとることが望まし

い。 
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⑤ 福 祉 部 

保護課 

生活保護受給中の

財産の差押につい

て（意見 39） 

差押等の法的措置に関する知識経験を有する他部署へ

の問い合わせや、債権回収業務に精通した弁護士など、

市内外の専門家への相談により、各保有口座の財産の差

押の可否を検討の上、返還金の回収業務を行うことが望

まれる。 

 

（２）債権管理部署の進捗管理と目標設定に関する事項 

令和元年度の滞納債権整理回収室解散後、各所管課が滞納債権整理回収室から債権の引継

ぎを受けたが、複数の課では、その後引継債権について継続的な納付交渉が行われていない

ケースがあった。また、中核市移行後に市に移管した債権を管理する課（こどもを守る課（母

子家庭等貸付金））では、移管されてきた個別債権の詳細な現況を把握、管理できていない

状況とのことであった。各所管課の債権管理担当は、納付交渉や督促等を行い、上席は最低

でも年１回以上、定期的に進捗管理を実施し、問題点について報告を受け、今後の進め方に

ついて指導することが望ましい。（総括意見３） 

 

（関連する指摘事項） 

 所管課 表題 概要 

① 市民サー

ビ ス 部 

徴収納付

担当 (市

税) 

滞納債権整理回収

室からの引継債権

について（意見８） 

滞納債権整理回収室解散（令和元年度）後納付交渉が全

く行われていない債権が発見された。 

滞納債権整理回収室解散後他、徴収・納付担当が引継い

だ債権についても、の債権と同様に納付交渉が行われて

いるか確認し、適切にフォローアップを行うことを検討

されたい。 

② 福祉部高

齢介護室 

財産調査等の対象

選定方針について

（意見 19） 

高齢介護室では、①過去に滞納債権整理回収室に移管さ

れたことがある債権②過去に分割納付誓約を誠実に履

行している債権 について、財産調査の対象外とする方

針である。 

滞納債権整理回収室は令和元年度に解散しており、３年

間が経過した現在においては、過去の財産調査の結果が

残っていた場合でも現在の滞納処分に使用できるとは

考えにくい。また「分割納付を誠実に履行した」とは何

回の不履行までを認めるのかについて明らかにされて

いない点で一律の対応が困難である。課の財産調査対象

の選定方針を具体的かつ実効性あるものに見直すこと

が望まれる。 

また、積極的に納付する意思が見られない債務者につい

ては、個別に財産調査及び差押を検討することが望まれ

る。 
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③ こども部 

こどもを

守る課 

府より移管された

債権の、債権管理

の方向性について

（意見 49） 

府からの移行後３年間経過した現在でも、課として大阪

府から移管されてきた個別債権の詳細な現況を把握、管

理できていない状況である。 

府からの移管以降の所管課の状況に鑑みると、府と同水

準の債権管理が継続できなかったことは十分理解でき

るものの、早急に府との協議や債務者との面談等により

詳細な現況を把握したうえで、必要に応じて各債権の法

的手続や徴収停止も含めた債権管理の方向性を整理す

ることが望ましい。 

④ こども部 

保育課 

計画的な分割納付

について（意見 52） 

市は、滞納債権整理回収室解散（令和元年度）以後、債

務者から滞納額の一括納付が難しいとの申出を受けた

場合でも、債務者に計画的な分割納付誓約を行わせるの

ではなく、電話督促等の時点で納付可能な分を納付させ

る一時入金という形で債権の回収を図っている。 

債務者から滞納額の一括納付が難しいとの申出を受け

た場合、債務者の返済能力に応じて、完納までの道筋を

つけた分割納付誓約書を作成し、債務総額について納付

誓約を行うとともに、将来にわたって計画的な分割納付

を採用することを検討されたい。 

 

また、滞納債権整理回収室設置時においては、債権別に滞納債権縮減計画は策定され、年

１回の会議で進捗状況を確認していた（図表９参照）。しかし、令和元年度同室解散以降に

おいて、市の総合計画以外に各所管課による計画を策定していない課もあり（ただし大阪府

後期高齢者広域連合が制度を運営する後期高齢者保険料では計画、目標徴収率の設定あり）、

目標徴収率等も設定されていない。ＰＤＣＡサイクルを適切に機能させるためには、翌年度

以降の目標設定を行うことが有用と考えられる。（総括意見３続き） 

 

（３）マニュアル策定及び定期的な見直しに関する事項 

市全体の債権管理マニュアルとしては、「寝屋川市債権管理マニュアル」（平成 22 年６月作

成、平成 27 年２月最終改定）が整備されているが、当マニュアルは関連する法令や条例の条

文を中心に記載されているものであり、各所管課別の実務を担当者が理解し、各所管課の方針

に基づき業務を実施するためのマニュアルの整備については各課に委ねられている。 

債権管理に関するマニュアルの整備状況を市に確認したところ、以下のような状況であっ

た。 

・寝屋川市債権管理マニュアルは平成 27 年以降７年以上更新が行われておらず、またマ

ニュアル所管課であった滞納債権整理回収室は令和元年度に解散している。寝屋川市債権管

理マニュアルを唯一のマニュアルとして採用している課もあることから、必要に応じて今後

も更新を行う必要がある。更新する場合は担当所管課を定めて必要な更新を行う必要がある。 
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・また、寝屋川市債権管理マニュアルは債権全体に使用するため汎用的に整理されたもの

であることから、寝屋川市債権管理マニュアルを唯一のマニュアルとして採用している課に

ついては、例えば新任担当者への教育や引継ぎを行う際に、現状のマニュアルによる説明で

担当者が業務内容を十分に理解できているのかどうかについて今一度確認し、マニュアルに

不足がないことを確認されたい。 

・また、各所管課において、担当者が業務を行う上で必要なマニュアルが整備されているこ

とを確認し、適時改訂、不足があれば追加策定する必要がある。また、独自のマニュアルを設

定する場合は、必要に応じて適時改訂を行う必要がある。 

 

（関連する指摘事項） 

 所管課 表題 概要 

① 社 会 教 育

部  青 少

年課 

マニュアルの更新

について（意見 63） 

所管課の現体制においては、経験年数の浅い職員が一

定数いることから、令和４年４月からの債権管理シス

テムの変更等も踏まえて、適切にマニュアルを更新す

ることを検討されたい。 
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【図表 13 債権管理マニュアルの整備状況】 

    

  

    

 

 

（出所：市へのアンケート調査結果より監査人作成） 

国民健康保険担当

国民健康保険料 後期保険料 市税 一般被保険者返納金
留守家庭児童会保

育料
児童扶養手当返納

金
貸付金元利収入 保育所保育料

１．寝屋川市債権管理マニュ
アル（平成27年４月最終更
新）を業務に使用しているか

× × × 〇 × × 〇 ×

２－1．その他独自マニュア
ルを使用しているか

〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇

２－２．使用している場合、
そのマニュアル名

・国民健康保険料に係る
滞納整理の方針
・国民健康保険料に係る
滞納処分に関する基準
・再来庁通知の取り扱い
について
・国民健康保険窓口対応
マニュアル

後期高齢者医療保険料収
納対策のヒント（大阪府
後期高齢者医療広域連
合）

滞納整理実務
マニュアル

―
例月、通年業務引
継ぎ資料

児童扶養手当返納
金徴収マニュアル

・寝屋川市債権管
理マニュアル
・大阪府母子父子
寡婦福祉資金マ
ニュアル

保育料滞納整理実
施要領

２－３．使用している場合、
マニュアルの最終更新年度

令和４年６月 令和４年４月 令和３年11月 ― 令和2年11月 平成30年３月 令和４年４月 平成30年4月

生活つなぎ資金貸付金 生活保護法返還金 老人福祉費負担金
第１号被保険者保

険料
介護保険料返還金 介護給付費返還金

１．寝屋川市債権管理マニュ
アル（平成27年４月最終更
新）を業務に使用しているか

× × ○ ○ ○ 〇

２－1．その他独自マニュア
ルを使用しているか

○ ○ 〇 × × ×

２－２．使用している場合、
そのマニュアル名

寝屋川市生活つなぎ資金
貸付マニュアル

返還金債権事務マニュア
ル

・寝屋川市老人福
祉法の規定に基づ
く措置費徴収規則
・やむを得ない事
由による措置　老
人福祉費負担金に
ついて

― ― ―

２－３．使用している場合、
マニュアルの最終更新年度

令和元年８月 令和２年６月 令和４年３月 ― ― ―

　
　
　
　債権名

社会教育部青少年
課

こども部こどもを守る課 こども部保育課

福祉部保護課 福祉部高齢介護室
　
　
　
　債権名

徴収・納付担当

市民サービス部

まちづくり推進部まちづくり推進課

市営住宅使用料

〇

×

―

―

福祉部障害福祉課

所管課

所管課
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また、「寝屋川市債権管理マニュアル」に記載されている債権管理台帳記載必要事項が、債

権管理台帳に網羅的に記載されるような様式になっていない例があった。必要な事項は債権

台帳に記載されるよう、体制を整備されたい。 

 

(１)  債権管理台帳による管理 

 台帳の管理は、債権を適正に管理し、効率的な事務処理を行うために必要である。様式等

については、取扱う債権に応じて作成するものであるが、台帳には、以下の項目を記載する

必要がある。 

〈債務者の内容〉 

「債務者の氏名・住所」「自宅及び携帯電話番号」「職業」「債務者の資産又は業務の状況に

関する事項」 

〈債権の内容〉 

「債権の種類」「債権額」「債権の発生事由」「債権の発生年度」 

〈利率・延滞金その他〉 

「利率その他利息に関する事項」「延滞金に関する事項」「物的及び人的担保に関する事項」 

（出所：寝屋川市債権管理マニュアル） 

 

（関連する指摘事項） 

 所管課 表題 概要 

① 福祉部高

齢介護室 

介護保険システム

への納付交渉状況

の網羅的な入力に

ついて（意見 21） 

サンプルを確認したところ、特定年度の訪問催告の状

況について「訪問催告リスト」には記載されているも

のの、介護保険システムに入力されていない状況であ

った。 

交渉履歴が時系列に沿って一元管理されていなければ

上席による進捗管理や滞納整理にあたっての今後の方

針も立てられないため問題である。債務者との納付交

渉状況等については適時に介護保険システムへの入力

を漏れなく行う必要がある。 

② まちづく

り推進部 

まちづく

り推進課 

納付交渉の記録に

ついて（結果 12） 

サンプルを確認したところ、債務者と接触を行ってい

るとのことであるにも関わらず、納付交渉記録が適時

に記録・更新されていない事例が発見された。 

「寝屋川市債権管理マニュアル」では、納付交渉や訪

問催告の日時、場所、対応者名等は詳細に記載してお

くよう定められている。また、電話催告等の交渉履歴

については、適切に記録をとらなければ、担当者間の

引継ぎや対外的な説明の際に、現状を正しく伝達する

ことができず、債務者とのトラブル等、債権回収に無

用な弊害を招くおそれがある。さらに、交渉履歴がな
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ければ上席による進捗管理や滞納整理にあたっての今

後の方針も立てられないため問題である。したがって、

納付交渉を行った場合は、適切に記録をとるべきであ

る。 

③ 社会教部 

青少年課 

納付交渉の記録に

ついて（結果 13） 

サンプルを確認したところ、令和４年３月以前におい

て、電話催告等交渉の経緯を適切に記録していなかっ

た。 

「寝屋川市債権管理マニュアル」では、納付交渉や訪

問催告の日時、場所、対応者名等は詳細に記載してお

くよう定められている。また、電話催告等の交渉履歴

については、適切に記録をとらなければ、担当者間の

引継ぎや対外的な説明の際に、現状を正しく伝達する

ことができず、債務者とのトラブル等、債権回収に無

用な弊害を招くおそれがある。さらに、交渉履歴がな

ければ上席による進捗管理や滞納整理にあたっての今

後の方針も立てられないため問題である。したがって、

納付交渉の経緯について、適切に記録をとるべきであ

る。 

 

法令等環境の変化や実務の状況をかんがみ、適時にマニュアルを見直し、必要に応じて改訂

対応することが望ましい。（総括意見４） 

 

（４）滞納整理手続の適切な実施に関する事項 

強制徴収公債権では、法令に基づき滞納処分を行う必要があるが、充分な納付交渉及び滞納

処分を十分には実施していないとみられる債権があった。 

 

（関連する指摘事項） 

 所管課 表題 概要 

① 市民サー

ビ ス 部 

徴収・納

付 担 当

（後期高

齢者保険

料） 

財産調査と財産調

査後の差押につい

て（結果１） 

後期保険料債権は強制徴収公債権であり、財産調査及び

滞納処分を行わなければならない（地方自治法第 231 条

の３第３項、高齢者の医療の確保に関する法律第 138

条）が、市は、平成 30 年から令和元年に一斉に財産調

査を実施したのみで、その後令和４年現在に至るまで、

後期保険料債権に対し、財産調査及び差押等の滞納処分

を適切に実施していなかった。 

財産調査及び差押等の滞納処分は法令で求める事項で

あり、またこれらを実施することにより、市が滞納処分

に積極的な姿勢を未納者に対して提示することになる
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ことから徴収率アップにも貢献することが考えられ、早

急に適切な滞納処分を実施する必要がある。 

② 市民サー

ビ ス 部 

国民健康

保険担当

（一般被

保険者返

納金） 

納付交渉の方法に

ついて（意見 13） 

高額滞納案件については市職員が直接手続の説明や納

付交渉を実施する等、金額基準を用いて納付交渉を行う

ことについても検討されたい。 

③ 福祉部保

護課 

返還金滞納時の財

産調査の必要性に

ついて（意見 36） 

保護課では、生活保護受給者が債務者であることが多

く、ため生活保護受給者の財産は差押ができないことが

通常である、債権の回収を目的とした財産調査、及び差

押は基本的に行われていない。 

しかし、少なくとも一定の金額以上の強制徴収公債権

や、個別に財産保有可能性の高いと判断される不正受給

者については財産調査を積極的に行い、早期の債権回収

に努めることが望まれる。 

④ こども部 

保育課 

債権の滞納処分状

況等に関する進捗

管理と必要な情報

を一元化した一覧

表の作成について

（意見 54） 

まずは所管課全体で適時に把握することが出来るよう

に、債権の状況についての各種ステータスを一覧表の形

式で管理することが望ましい。 

一覧表を作成することで、債務者に関する情報の整理を

行った後、所管課としての方針や優先度を定めて適時に

必要な滞納整理手続を実施されたい。 

 

非強制徴収公債権や私債権でも、督促以降の納付交渉や実態調査（電話催告、現地調査）を

実施していない債権があった。 

 

（関連する指摘事項） 

 所管課 表題 概要 

① こども部 

こどもを

守る課 

納付交渉の結果実

施する法的手続に

ついて（意見 46） 

サンプル閲覧の結果、滞納残高が高額だが１年以上支払

の無い債権や３年以上にわたり支払のない債権につい

て、電話相談や面談のための訪問などの取組を行ってい

ない債権が発見された。 

滞納されている債権については、毎月の督促・催告状の

送付のみでなく、課内で内規やマニュアル等で基準を定

めた上で定期的な電話連絡や訪問等による支払請求や

分割納付交渉を実施することが望ましい。 

今後電話連絡や訪問等による支払請求や分割納付交渉
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を実施した上でも納付されない状況が続くのであれば、

訴訟等といった法的手続の実施を検討されたい。 

② こども部 

こどもを

守る課 

滞納債権の納付交

渉について（意見

50） 

市は、滞納債権の多くについて、返済予定表に従い、毎

月の納付書の送付を行っているのみであり、督促状の送

付やその他の返済交渉がなされていなかった。 

債権毎月の納付書の送付のみでなく、督促・催告状の送

付、内規・マニュアル等で基準を定めた上で定期的な電

話連絡や訪問等による支払請求や分割納付交渉、債務承

認による時効の延長といった債権管理手続を実施する

ことが望ましい。 

③ まちづく

り推進部 

まちづく

り推進課 

財産調査実施への

債務者からの許可

について（意見 57） 

住宅使用料は私債権であるため、財産調査を実施する場

合は債務者の同意を得て、任意の調査として行うことと

なる。現在の納付誓約書等の様式を変更し、財産調査を

行うことに同意する旨の記述を盛り込むとともに、悪質

な滞納者については、これを根拠として財産調査の実施

を可能とするよう検討されたい。 

 

その他の課においても、納付交渉や滞納処分の経緯が記録されていない債権が見受けられ

たが、納付交渉に関する履歴が記録されていなければ、上席による進捗管理や滞納整理にあた

っての今後の方針の立案が適切に行われないおそれがある。債務者との納付交渉状況等につ

いては適時にかつ網羅的に記載するように留意されたい。（総括意見５） 

 

また、差押や訴訟等の法的手続については専門性が要求されることから、また効率的な債権

回収のため、委託費用と回収が見込まれる金額を比較し、弁護士等の専門家への委託等につい

て検討することも考えられる。必要に応じて弁護士等の専門家の意見を取り入れることがで

きるような体制の構築についても検討されたい。 

 

（５）延滞金の徴収に関する事項 

延滞金もしくは遅延損害金について、条例上「徴収できる」規定（地方自治法第 231 条の３

第２項、民法 419 条）であることを理由に、徴収している課（市民サービス部 徴収納付担当、

介護保険料（高齢介護室））と徴収していない課がある（その他の課）。 

法令に基づき誤った措置ではないが、租税の公平の趣旨等にかんがみ、例えば少なくとも不

正受給等の債権であれば、徴収について検討することが適切と考えられる。（総括意見６） 

 

（関連する指摘事項） 

 所管課 表題 概要 

① 福祉部障

害福祉課 

延滞金の設定につ

いて（意見 26） 

介護給付費債権が不正の行為により受けた給付の返還

金であることに鑑みると、公平性の観点から時の経過に
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応じた時間価値分として延滞金の支払を求めることが、

寝屋川市補助金等交付規則の考え方とも整合すると考

えられる。 

したがって、本債権については事務負担の増加について

も考慮したうえで、延滞金の設定について検討された

い。 

② 福祉部保

護課 

返済期日に返済さ

れなかった生活つ

なぎ資金に対する

利息の設定につい

て（意見 31） 

制度を悪用した返済期日の過度な延長を防止する趣旨

からすれば、返済期日までに返済されなかった生活つな

ぎ資金については通常の貸付金と同様に利息を設定す

ることを契約書に明示の上、利息も回収することを検討

されたい。 

 

（６）財産調査結果等の情報共有に関する事項 

強制徴収公債権は、債務者の納付能力を調査するために、債務者等に対する調査（財産調査）

を実施して、財産を差押さえる必要がある（地方税法第 298 条、第 20 条の 11、国税徴収法

第 141 条等。地方税法第 331 条第 ６項、国税徴収法第 142 条）。各所管課にヒアリングし

たところ、所管課によって、財産を照会する対象金融機関の数や範囲が異なっており、財産調

査の網羅性や租税の公平性の点で問題があると考えられる。 

近年はインターネット専業銀行（いわゆる「ネット銀行」。以下ネット銀行と記載する）等

支店を持たない金融機関も増加していることから、各課において預貯金調査対象銀行が十分

であるかどうかについて確認するとともに、必要に応じて所管課間での問い合わせ等状況の

情報共有を適切に行うことにより、適切な財産調査の実施に努めることが望ましい。（総括意

見７） 

 

（ヒアリング実施時点における財産調査の対象） 

所管課 対象金融機関（監査実施時点） 

市民サービス

部 徴収・納付

担当（国民健康

保険） 

・寝屋川市指定金融機関及び収納代理金融機関 27 行 

必要に応じ、その他金融機関及び生命保険会社に照会 

市民サービス

部 徴収・納付

担当（後期保険

料） 

―（令和２年度以降実施していない） 

市民サービス

部 徴収・納付

担当（市税） 

・メガバンク・地方銀行・信用金庫・信用組合・信託銀行等 93 行 

・ネット銀行９行（新生銀行、東京スター銀行、セブン銀行、楽天銀行、ソ

ニー銀行、ジャパンネット銀行、au自分銀行、住信 SBI ネット銀行、イオン

銀行） 
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・農業協同組合 16 件 

・生命保険会 58社            計 176 行 

福祉部 高齢

介護室 

・預貯金調査手数料が発生しない９行（みずほ銀行、ゆうちょ銀行、りそな

銀行、関西みらい銀行、京都銀行、三井住友銀行、三菱ＵＦＪ銀行、北大阪

信用金庫、枚方信用金庫） 

福祉部 保護

課 

・寝屋川市内に支店が所在する金融機関 16 行（ゆうちょ銀行、枚方信用金

庫、中国銀行、大阪シティ信用金庫、池田泉州銀行、徳島大正銀行、三菱 UFJ

銀行、京都信用金庫、大阪信用金庫、京都銀行、りそな銀行、大阪厚生信用

金庫、三井住友銀行、関西みらい銀行、北おおさか信用金庫、みずほ銀行） 

子ども部 保

育課 

・メガバンク・地方銀行・信用金庫・信用組合・信託銀行・農業協同組合等

40 行 

・生命保険会社 32 社           計 72 行 

（出所：各所管課への確認（記載している金融機関名順序は所管課からの提出資料に記載され

ていた順）） 

 

（関連する指摘事項） 

 所管課 表題 概要 

① 市民サー

ビ ス 部 

徴収・納

付 担 当

（国民健

康 保 険

料） 

預貯金調査の対象

について（意見３） 

ネット銀行を含め、銀行口座の保有が一定程度多い銀行

を預貯金調査の対象に追加するなどの見直しを検討さ

れたい。 

② 福祉部高

齢介護室 

預貯金調査の対象

について（意見 15） 

ネット銀行を含め、銀行口座の保有が一定程度多い銀行

を預貯金調査の対象に追加するなどの見直しを検討さ

れたい。また、強制徴収公債権を管轄する他部署の財産

調査状況について照会を行い、預貯金等の状況を把握す

ることも有用と考えられる。 

③ 福祉部保

護課 

預貯金調査の対象

について（意見 42） 

ネット銀行を含め、銀行口座の保有が一定程度多い銀行

を預貯金調査の対象に追加するなどの見直しを検討さ

れたい。また、強制徴収公債権を管轄する他部署の財産

調査状況について照会を行い、預貯金等の状況を把握す

ることも有用と考えられる。 
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（７）不納欠損処理の適切な実施に関する事項 

公債権では、以下の法令に基づき不納欠損処理を行う必要がある。 

・強制徴収公債権：時効の到来、もしくは法律又はこれに基づく政令又は条例の定めにより消

滅した時（執行停止が３年間継続した時、執行停止かつ徴収できないことが明らかであるとき

等（地方税法第 18 条第１項、地方自治法第 236 条第２項、地方税法第 15 条の７第４項・５

項））。 

・非強制徴収公債権：時効の到来（地方自治法 236 条第２項） 

 

しかし、要件を満たしているにも関わらず、過去不納欠損を適切に実施していなかったとみ

られる債権が発見された。現在判明しているものについては適切に処理するとともに、再発防

止策を策定されたい。（総括意見８） 

 

（関連する指摘事項） 

 所管課 表題 概要 

① 市民サー

ビ ス 部 

徴収・納

付 担 当

（後期高

齢者保険

料） 

不納欠損処理につ

いて（結果２） 

時効が到来済にも関わらず、不納欠損が実施されてい

ない案件が複数発見された。 

債権管理システムの手引等を用いて担当者にシステム

操作方法や注意点を共有することで、担当者別のシス

テム操作方法を統一し、今後同様のミスの発生を防ぐ

必要がある。また、過去の処理漏れについては速やか

に不納欠損処理を行う必要がある。 

② 福祉部高

齢介護室 

不納欠損処理につ

いて（結果５） 

令和３年度をもって消滅時効が完成しているため、令

和３年度において不納欠損処理する必要があったが、

令和４年度に不納欠損処理している債権があった。 

債権の消滅時効が完成次第適時に不納欠損処理する必

要がある。 

 

（８）その他の指摘事項 

１．市民サービス部 

 国民健康保険料（強制徴収公債権） 

表題 概要 

執行停止手続につい

て（意見１） 

執行停止とする判断に伴う職員の負担を軽減しつつ、また、現年度賦

課分の収入率を向上させる観点からは、執行停止の３要件をより具体

化し、過年度賦課分の執行停止を行う目安をとりまとめるなどし、過

年度賦課分の執行停止を進めることを引き続き検討されたい。 

相続人調査について

（意見２） 

ますます進む人口高齢化の状況において、本件のように相続人がなく

なり、相続関係が複雑化するケースは今後も発生すると考えられるた
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め、このようなケースにおいても相続の事実関係を調査する仕組みや

ノウハウの蓄積について検討されたい。 

居所不明者の職権消

除のための手続につ

いて（意見４） 

国民健康保険料の滞納整理事務過程において居所不明者であることが

判明した場合には、市民サービス部戸籍・住基担当へ削除依頼してい

るが、当該居所不明者に係る住民票の職権消除をより進めるような体

制を検討されたい。 

 

 後期高齢者医療保険料（強制徴収公債権） 

表題 概要 

分割納付誓約書への

延滞金に関する文言

について（意見５） 

分割納付誓約時において誓約した金額以外に延滞金についても納付す

る必要があるため、「延滞金については、本税完納後に別途請求させ

ていただきます」等の文言を誓約書に記載することが望ましい。 

収納率改善のための

納付方法について

（意見６） 

国民健康保険料から切り替わった者等の対象者に対し、納付書払であ

る旨の案内分を作成し、早期に気づいてもらえるような工夫をした

り、口座振替登録者で滞納がある者への特別徴収への移行を重点的に

奨励したりするような施策を実施することが望ましい。 

 

 市税（強制徴収公債権） 

表題 概要 

納付交渉の方法につ

いて（意見７） 

債務者の納付意欲を減退させないためには継続的に納付交渉を行うべ

きであり、また納付交渉により合意に至らない場合であっても時効中

断のための手続をとる必要があることから、訪問ができない場合もそ

の他の方法により納付交渉を継続することを検討されたい。 

分割納付対象額につ

いて（結果３） 

今後分割納付誓約を行う場合には、条例等の趣旨に従い、分割納付誓

約は債権全体に対して実施し、すべての債権に対して２年以内に完納

できる納付相談を行い、滞納者の状況等により滞納処分の実施など、

適時に見直すことが必要である。 

分割納付の履行管理

について（結果４） 

市は、分割納付誓約後の履行管理を適時に実施する体制を構築し、引

き続き納付交渉を継続する必要がある。すなわち、まず債務者に対し

各種催告等の納付交渉により一括もしくは分割による納付誓約を行わ

せ、また納付交渉の結果、追加納付についての合意形成が困難であれ

ば、まずは時効中断のための債務承認を実施したうえで、財産の差押

等、滞納処分に向けた検討が必要である。 

分割納付の履行管理

について（意見９） 

分割納付の履行管理の方法（例えば、納付期限を何回遵守しなかった

場合に不履行と判断するか）についてもマニュアルに整理し、職員へ

の周知を図ることについて検討されたい。 
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滞納整理手続の進捗

管理について（意見

10） 

納付交渉の効率化のためには滞納処分に関する方針及び優先度を定め

ることが望ましい。 

また、担当者負担の軽減の観点からは、分割納付誓約解除のシステム

処理や、分割納付解除通知及び差押通知の送付といった事務的な処理

については、納付交渉担当職員以外の事務職員が一律に実施する等、

担当者の負担を軽減するための仕組み作りについて検討することも考

えられる。 

生活状況に応じた債

務者への対応につい

て（意見 11） 

債務者の納付能力などを十分に把握し、生活状況に応じた適切な対応

を行うことで、債務者が家計管理の能力を身に着ければ、結果的に歳

入が確保されることとなるため、他の地方公共団体の先行事例等、有

効な債権管理方法を調査・研究することも考えられる。 

執行停止手続の政策

的な実施について

（意見 12） 

徴収率アップのためには、将来的に回収が見込まれない滞納繰越額に

ついて整理した上で、市の政策として執行停止を政策的に行うことに

よって、過去の負債を整理し、職員の徴収努力が収入率に反映しやす

い体質に変革することについても検討されたい。 

 

２. 福祉部 高齢介護室 

 介護保険料（強制徴収公債権） 

表題 概要 

滞納整理に関する他

部署との情報連携に

ついて（意見 16） 

他部署との連携することで省力化できる業務の有無の検証を行い、必

要があれば連携を図ることについて検討されたい。 

延滞金について（意

見 17） 

延滞金についても年度末等一定時点の債権額総額を把握し、回収の目

標値を設定する等回収の促進を図ることが望まれる。 

滞納整理手続の債権

別の優先度について

（意見 18） 

滞納額、滞納月数等を勘案の上、滞納整理手続の優先度を定め、優先

度の高いものから手続を進めるとともに、１年に複数回の機会を設け

て定期的に上席者が担当者にヒアリングを実施し、手続きの進捗を確

認することが望まれる。 

財産調査や財産差押

えの検討等、適切な

滞納整理手続につい

て（意見 20） 

市は毎年滞納金額上位 100 件程度を対象として財産調査を行っている

ものの、過去に滞納債権整理回収室に移管していた債権や過去に分割

納付誓約を誠実に履行していた債権等一部を調査対象外としており、

また、口座残高が 50 万円以上または休眠口座を差押え対象とすること

を基本方針としており、令和３年度の財産差押えを行った件数は１件

に留まる。市として、不納欠損処理前の財産調査及び財産の差押えに

ついてより実効性のある方針を策定する必要がある。 

訪問催告の対象者に

ついて（意見 22） 

分納誓約している場合でも納付が行われていないものについては訪問

催告の対象にする等、訪問催告の対象者を見直す必要がある。 
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分割納付誓約におけ

る延滞金について

（意見 23） 

分割納付誓約書の記載金額が滞納額の全てではなく別途延滞金の納付

が必要である旨を債務者に明示するために、「延滞金については、介

護保険料完納後に別途請求させていただきます」等の文言を分割納付

誓約書に記載することが望まれる。 

 

３．福祉部 障害福祉課 

 介護給付費返還金（強制徴収公債権） 

表題 概要 

分割返済計画書の適

切な保管について

（結果６） 

１件の債権について、分割返済を認めているにも関わらず、分割返済

計画書を紛失している事例が発見された。分割返済計画書は、債務者

との間で返済計画について合意し、請求の根拠とすべききわめて重要

な書類であり、紛失することのないよう適切に保管する必要がある。 

債権管理簿等の様式

について（意見

25） 

適時に債権の現況を把握し債権管理事務を実施することが出来なけれ

ば、本来回収できるはずの債権が回収できない恐れがあるため、適時

適切な債権管理に資するよう、他課や他団体の債権管理簿やケース記

録表を参考に、債権管理簿等の様式を見直すことが望ましい。 

債権管理手続を適切

に実施すべき（意見

27） 

（サンプルで閲覧した債権について）市は債務者の出所後も連絡先や

居所の確認、財産調査といった何らの債権管理手続きを行っておら

ず、現状として債務者の連絡先や居所も把握できていないとのことで

ある。当該債権は債権残高も多額であり、民法 169 条の定めによる

「判決で確定した権利」の消滅時効 10 年間の期限も近づいていること

から、債務者の連絡先や居所、財産状況を調査したうえで、債務承認

による時効の延長や債権回収といった管理手続きを適切に実施する必

ことが望ましい。 

債権管理の取組みに

ついてケース記録表

に記録すべき（意見

28） 

実際に面談が実現されなかった場合なども含めて、納付交渉の取組に

ついてケース記録表に記録を残すことが望まれる。 

適切な分割返済計画

書の作成について

（意見 29） 

債務者に分割返済を認める場合には、①期限の利益の喪失及び②期限

ごとの具体的な返済額を明記した分割返済計画書を作成、提出させた

上で、③当該計画書にしたがった返済が困難であることが明確になっ

た場合には、最終支払期限前に支払能力を勘案して分割返済計画書の

見直しの交渉を実施することで、債権の計画的な回収を図るよう検討

されたい。 

代表者個人からの債

務回収について（意

見 30） 

当該債権が特定非営利活動法人による介護給付費の不正受給に起因す

るものであることに鑑み、不正受給の実際の行為者である代表者個人

への請求を可能とするため、債務承認誓約書のなかで代表者個人を連

帯保証人とするよう交渉することが望まれる。その上で、連帯保証人
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となることについて同意いただけない場合には、早期に弁護士等の専

門家と相談し、代表者個人の債務を認定するための法的手続きの実施

可能性を検討することが望まれる。 

 

４．福祉部 保護課 

 寝屋川市生活つなぎ資金（非強制徴収公債権） 

表題 概要 

連帯保証人からの債

権回収について（結

果７） 

令和元年度から令和３年度に本人及び連帯保証人への財産調査、及び

財産の差押が一切行われておらず、令和元年度から令和３年度に不納

欠損処理した債権についても同様である。 

制度趣旨から、本人の滞納可能性が高いことを想定して連帯保証人が

設定されていると考えられ、市は本人だけでなく連帯保証人からの回

収に務めなければならない。 

連帯保証人辞退希望

者への対応について

（結果８） 

結果的に市と債務者、連帯保証人の間で正式な連帯保証に関する合意

解除には至っていないとのことであった。当該連帯保証人を他の連帯

保証人と同様に取扱い、連帯保証人に対する督促等の手続を引き続き

行う必要がある。 

債権管理システム

（つなぎ資金システ

ム）の情報更新につ

いて（結果９） 

円滑な納付交渉のためには、債権管理システムへの情報更新を適時か

つ適切に行い、紙面とシステムの情報が乖離することを防ぐ必要があ

る。 

 

 生活保護法返還金（強制徴収公債権、非強制徴収公債権（根拠法による）） 

表題 指摘内容 

生活保護の廃止手続

について（意見

32） 

最低限の生活が可能な収入や、すぐに活用が可能な預貯金がある場合

は、保護停止処理を行う等、債権額を増やさない対応を迅速に行うこ

とが望ましい。 

債権管理システム

（生活保護システ

ム）への入力につい

て（結果 10） 

債権管理システム（生活保護システム）の登録内容を変更する際に、

登録誤り等を防ぐ内部統制を構築する必要がある。特に生活保護支給

金額に影響を与える各加算等の変更については、チェックリストを作

成の上、更新頻度等を考慮し定期的に確認を行う等効果的な内部統制

を構築する必要がある。 

相続状況の確認につ

いて（結果 11） 

財産の相続人全員の相続状況を確認し、必要な滞納整理手続を行う必

要がある。 
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悪質な生活保護の不

正受給への加算金に

ついて（意見 33） 

悪質な生活保護の不正受給については、生活保護法第 78 条の規定を適

用し加算金の徴収について検討されたい。 

分割納付誓約時の財

産調査の必要性につ

いて（意見 37） 

生活保護が廃止され、財産の保有が見込まれる不正受給者について

は、分割返済額の妥当性を検証するためにも財産調査を実施すべきで

ある。また、財産を保有しているにも関わらず月々の返済額を少額に

申請する等誠実に返済を履行する意思が見られない場合については、

適切な人員を配置の上、必要に応じて財産の差押を検討されたい。 

督促状の仕様につい

て（意見 38） 

例えば不正受給等の場合で財産の保有が見込まれる場合等、債務者の

状況によっては使用する督促状を変える等、対策を講じることも考え

られる。 

生活保護廃止後の財

産の差押について

（意見 40） 

返還金の返済が可能な資産を保有が想定される事例に際しては、作為

的な財産移動や費消等により回収機会を損なう前に速やかに債権回収

手続を行うことが望まれる。 

預金以外の財産調査

について（意見

41） 

不正受給者の財産使用状況や保有状況によっては預金以外の財産調査

も行うことが望まれる。また、強制徴収公債権を管轄する他部署の財

産調査状況について照会を行い、預貯金等の状況を把握することにつ

いても検討されたい。 

滞納整理手続の債権

別の優先度について

（意見 43） 

滞納額、滞納月数等を勘案の上、滞納整理手続の優先度を定め、優先

度の高いものから手続を進めるとともに、現在所管課が独自に９月及

び 12 月に実施している債権回収強化月間の取組みを通じて、上席者が

担当者にヒアリングを実施し、手続の進捗を確認することが望まれ

る。 

住宅扶助の目的外使

用について（意見

44） 

引越代等高額となる傾向のある一時的な扶助については、請求書や領

収書等の実際の支払状況を確認すること、及び事業者への確認等の対

応を行うことについても検討されたい。 

一時的な扶助の使用

状況の確認について

（意見 45） 

引っ越し代等高額となる傾向のある一時的な扶助については、請求書

や領収書等の実際の支払い状況を確認すること、及び事業者への確認

等の対応を行うことについても検討されたい。 

 

５．こども部 こどもを守る課 

 児童扶養手当返納金（非強制徴収公債権） 

表題 概要 

納付交渉履歴の網羅

的な記載について

（意見 47） 

実際に電話等での納付相談をすることが出来なかった場合なども含め

て、債権管理の取組みについて「対応履歴」に記録を残すことが望ま

れる。 
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適切な分割納付申請

書の作成について

（意見 48） 

債務者に分割返済を認める場合には、①合計額が債務額と一致した分

割返済計画書を作成、提出させた上で、②当該計画書にしたがった返

済が困難であることが明確になった場合には、最終支払期限前に支払

能力を勘案して分割返済計画書の見直しの交渉を実施することで、債

権の計画的な回収を図ることが望ましい。 

 

６．こども部 保育課 

 保育所保育料（強制徴収公債権（時間外保育料については非強制徴収公債権）） 

表題 概要 

債権の性質毎の管理

について（意見

51） 

保育料（強制徴収公債権）と時間外保育料（非強制徴収公債権）は、

自立執行権の有無、時効中断事由などが相違することにより、その債

権の性質によって滞納処分方法が自ずと異なってくるため、それらを

同一Ｅｘｃｅｌ内で管理すると、誤って両者を同じ性質の債権として

処理してしまう恐れがある。したがって、債権の性質が異なる保育料

（強制徴収公債権）と時間外保育料（非強制徴収公債権）はその性質

の差が判明するような形で、別管理することを検討されたい。 

債権の一元管理につ

いて（意見 53） 

各種の事務処理について、上述のような二元管理を行うことは事務の

非効率を招き、誤謬リスクも高まるため、一元管理することが望まし

い。市は、令和７年度にガバメントクラウド（国が共通する業務につ

いて、サーバを準備した上で統一的な仕様書を整理することで、自治

体のサーバと仕様書の共通化を図るもの）に移行することを検討して

いるため、その移行の際に、債権管理を行う上で必要な機能を搭載す

る等して、新たなシステムで一元的に債権管理できるよう検討された

い。 

長期滞留債権につい

て（意見 55） 

滞納債権整理回収室解散前に差押を実施して時効が中断されているも

のの、平成 28 年７月４日の納付後、現在まで滞留している債権が発見

された。放置することなく完納に向けて対応することを検討された

い。 

 

７．まちづくり推進部 まちづくり推進課 

 市営住宅使用料 

表題 指摘内容 

債権放棄及び不納欠

損処理の実施を検討

すべき（意見 56） 

（サンプルで閲覧した債権について）当該債権は、債務者の居所が不

明となっており、連絡も取れていない状況であることから、実質的に

今後の債権の回収は不可能であると考えられる。したがって、このま

ま放置するのではなく、「寝屋川市私債権の管理に関する条例」第 12

条にもとづき債権放棄を行うとともに不納欠損処理を実施するなど、

適切に対応することが望ましい。 



44 

 

少額滞納債権につい

て（意見 58） 

市は、債権が残り続ければ、管理事務コストが発生し続けることを勘

案し、電話催告等で容易に完納につなげることが出来る債権について

は、電話催告等を実施して完納させるよう対応することを検討された

い。 

所管課窓口での現金

徴収について（意見

59） 

所管課窓口による現金納付においては極力控え、取り扱う場合には、

リスクを十分に認識した上で、管理を厳正に行うともに、原則、シテ

ィステーションや指定金融機関等の窓口での納付を行うよう誘導する

ことについて検討されたい。 

 

８．社会教育部 青少年課 

 留守家庭児童会保育料（延長、土曜含） 

表題 指摘内容 

納付誓約書や債務承

認書の取り交わしに

ついて（意見 60） 

本債権は、これまで（令和３年度以前）滞納者と債務承認書や納付誓

約書を取り交わしていなかった。財産調査に同意する旨の記載を盛り

込んだ納付誓約書や債務承認書を債務者と取り交わしたうえで、必要

に応じて財産調査を実施されたい。 

（なお、令和４年４月からは、債務承認書の様式を新たに定め、財産

調査に同意する旨の記載も盛り込んだ上で、必要に応じて当該書面を

債務者と取り交わしている。） 

所管課窓口での現金

徴収について（意見

61） 

所管課窓口による現金納付においては極力控え、取り扱う場合には、

リスクを十分に認識した上で、管理を厳正に行うともに、原則、シテ

ィステーションや指定金融機関等の窓口での納付を行うよう誘導する

ことについて検討されたい。 

電子決済の推進につ

いて（意見 62） 

電子決済を推進し、利用者が利用の都度、所定の電子決済により支払

いを行うなどの仕組みを構築することを検討されたい。これにより、

同利用料の滞納の発生を低減するとともに、賦課にかかる事務コスト

も低減することが可能となると考えられる。 

出欠確認方法の効率

化について（意見

64） 

with コロナの時代にあっては、今後も同ウイルスの感染拡大により令

和３年度と同様の状況となることも想定される。したがって、上記の

ような非効率を改善して他の必要業務に人的資源を充てられるよう、

各留守家庭児童会の出欠簿をタブレット、アプリ等で管理し、所管課

で効率的に必要データを入手できるような仕組の構築を検討された

い。 

 

 

以上 


