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第１ 監査の概要 

１．監査の種類  

地方自治法第 199条第 2項の規定に基づく行政監査を実施しました。 

 

２．監査の目的 

市の金銭債権は、公法上の債権（自力執行権あり）、公法上の債権（自力執行権なし）又は私法上の債

権に区別されます。この３種類の債権は滞納整理の方法等が異なることから、実務上その運用が複雑な

ものとなっています。 

特に、私法上の債権と公法上の債権の適用法令が異なる部分は、公法上の債権が地方自治法第 236 条

（金銭債権の消滅時効）第 2 項の「時効の援用を要せず、また、その利益を放棄することができないも

のとする。」に対し、私法上の債権は、民法第 145条（時効の援用）及び同法 146条（時効の利益の放棄）

で「当事者の時効の援用を必要すること及び時効利益を放棄できない」としていることです。 

そこで本市は、公法上の債権（自力執行権なし）及び私法上の債権について、権利放棄できる条項を

含めた条例等（田川市債権管理条例、同施行規則、田川市債権管理対策会議設置要綱）を制定（平成 23

年 3月 1日施行）しました。 

今回の監査は、新たに制定された条例及び規則等が適正に実施されているかについて、全庁的に監査

を行いました。 

併せて、各種の債権管理に関する事務書類、既製のパッケージシステム、市販の表計算ソフトを使った

自作ファイルの状況及び債権管理事務で行なわれている決裁内容と事務決裁規程との整合性についての

監査を実施しました。 

 

３．監査の対象 

田川市債権管理条例第 2条(定義)第 1号の「市の債権」（市税債権、公課債権、その他の債権）を所管

する全部署を監査対象としました。 

 

４．監査の範囲  

平成 23 年度 4 月 1 日から同年 8 月 31 日現在において滞納額が発生している市の債権及び、これに関

連して必要があると認められる市の債権の調定から収納又はこの滞納整理を監査の範囲としました。 

 

５．監査の期間  

平成 23 年 9月 20日（火）から平成 23年 12月 16 日（金）まで 

 

６.監査の方法及び着眼点 

⑴ 監査の方法 

ア、全課を対象にした市の債権の名称、田川市債権管理条例による各債権の類型（市税債権、公課債

権、その他の債権）の調査の実施。 
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イ、アの債権について調査票（質問形式）の調査を実施。 

ウ、この調査票を基に各所管課での聞取り調査及び実査の実施。 

⑵ 監査の着眼点 

ア、債権管理台帳等の必要書類の整備状況は、田川市債権管理条例等と合致しているか。 

イ、督促状は、漏れなく規定に従って送付されているか。 

ウ、滞納整理事務は、正規職員、臨時職員、嘱託職員、再任用職員の誰が行なっているか。 

エ、業務手順書及び事務取扱要領は債権ごとに作成されているか。 

オ、強制執行の実施の状況。 

 

第２ 監査の結果 

１.市の債権について 

地方公共団体の行政サービスは非常に広範囲にわたるため、住民等との間に発生する債権債務の法

的な性格は必ずしも一様ではありません。 

 本市が管理する金銭債権は、公法上の原因に基づいて発生する債権（以下「公債権」）と私法上の原

因に基づいて発生する債権（以下「私債権」）に大きく 2つに区分することができます。 

 公債権は、さらに①地方税の滞納処分の例により強制徴収できるもの（以下「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もの（以下「非強制徴収公債権」）に区分されます。 

 「強制徴収公債権」、「非強制徴収公債権」、「私債権」は債権管理の方法や時効制度等について取り

扱いが異なるため、債権管理においては充分留意が必要です。 

 特に、本市の債権管理条例による類型では、「非強制徴収公債権」と「私債権」を「その他の債権」

として同一の類型に定義しています。したがって、「事務取扱要領」及び「業務手順書」の作成にあた

っては、個々の法的性格に応じて取り扱うことがポイントになります。 

 

 ⑴ 法令の適用関係 

 

債権管理条例による

類型 
市税債権 公課債権 その他の債権 

法的性格による類型 
公法上の債権（自力執行権

あり） 

公法上の債権（自力執行

権なし） 
私債権 

法律適用による分類 強制徴収公債権 非強制徴収公債権 私債権 

納入の通知 法 231 法 231 法 231 

督促 法 231の 3Ⅰ 法 231の 3Ⅰ※2 令 171 

手数料・延滞金 地方税法等 法 231の 3Ⅱ（税外収入金条例） ― 

送達・公示送達 法 231の 3Ⅳ 法 231の 3Ⅳ 民法 97等 

徴収停止 地方税法等 令 171の 5 令 171の 5 

履行延期 地方税法等 令 171の 6Ⅰ 令 171の 6Ⅰ 

免除 地方税法等 令 171の 7Ⅰ 令 171の 7Ⅰ 

強制執行等 地方税法等 令 171の 2 令 171の 2 



  

3 

                     

履行期限の繰上げ 令 171の 3 令 171の 3 令 171の 3 

債権の申出等 令 171の 4 令 171の 4 令 171の 4 

時効期間の特則 法 236Ⅰ 法 236Ⅰ 民法 167条等 

時効の援用・放棄 法 236Ⅱ 法 236Ⅱ 民法 145条 

時効中断の絶対効力 法 236Ⅳ 法 236Ⅳ 法 236Ⅳ 

※1 上記、地方自治法を「法」、地方自治法施行令を「令」、田川市税外収入金の督促並びに督促手数

料及び延滞金に関する条例を「税外収入金条例」と略称する。 

※2 歳出の誤払い、又は過渡しの返還金は非強制徴収公債権であるが、自治法 231条の 3第 1項の適

用はなく、自治令 171条による。 

 

 

 

 ⑵ 「収納対策室」の見解による債権分類 

 

分類 

地 方 公 共 団 体 の 債 権 

強制徴収（滞納処分）ができる 
強制徴収（滞納処分）ができず、強制執行が

必要 

地方税 

・分担金、過料、加入金 

・個別の法令に滞納処分

の根拠規定がある債権 

個別の法令に滞納処

分の根拠規定がない

債権 

私法上の原因（契約

等）に基づいて発生す

る債権 

督促 
地方税法の規定

による 
地方自治法第 231条の 3第 1項 

地方自治法施行

令第 171条 

督促手数

料・延滞金 

地方税法の規定

による 

・地方自治法第 231条の 3第 2項 

・田川市税外収入金の督促並びに督促手数料及び延滞

金に関する条例 

－ 

滞納処分 
地方税法の規定

による 

・地方自治法第 231条の

3第 3項 

・その他個別法の規定 

－ 

強制執行等 － 地方自治法施行令第 171条の 2 

消滅時効 

2年、5年 ※時効の援用は不要 
1年～10年 

※時効の援用が必要 地方税法の規定

による 
個別法の規定による 

地方自治法第 236条第

1項 

類型 
類型 ① 

（公債権 ①） 

類型 ② 

（公債権 ②） 

類型 ③ 

（公債権 ③） 

類型 ④ 

（私債権） 

      

市条例の 

類型 
市税債権 公課債権 その他の債権 
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 ⑶ 「収納対策室」の見解による田川市債権の分類 

所属課名 所属係名 債権の名称 債権の類型 債権の類型４分類 

税務 徴税 固定資産税 1.市税債権 類型①（公債権①） 

税務 徴税 国民健康保険税 1.市税債権 類型①（公債権①） 

税務 徴税 個人市民税 1.市税債権 類型①（公債権①） 

税務 徴税 法人市民税 1.市税債権 類型①（公債権①） 

税務 徴税 軽自動車税 1.市税債権 類型①（公債権①） 

税務 徴税 鉱産税 1.市税債権 類型①（公債権①） 

税務 徴税 市たばこ税 1.市税債権 類型①（公債権①） 

市民 保険 後期高齢者医療保険料 2.公課債権 類型②（公債権②） 

土木 土木管理 道路、電柱敷等使用料 2.公課債権 類型②（公債権②） 

子育て支援 子育て支援 保育料 2.公課債権 類型②（公債権②） 

学校教育 学校教育 田川市立幼稚園入園料 3.その他の債権 類型③（公債権③） 

学校教育 学校教育 田川市立幼稚園授業料 3.その他の債権 類型③（公債権③） 

建築住宅 住宅管理 汚水処理施設使用料 3.その他の債権 類型③（公債権③） 

環境対策 環境政策  ごみ処理手数料 3.その他の債権 類型③（公債権③） 

健康福祉 高齢介護 老人措置費負担金 3.その他の債権 類型③（公債権③） 

土木 土木管理 農道等使用料 3.その他の債権 類型③（公債権③） 

健康福祉 障害社会 身体障害者措置費負担金 3.その他の債権 類型③（公債権③） 

土木 土木管理 水面使用料 3.その他の債権 類型③（公債権③） 

財政 財産管理 行政財産使用料 3.その他の債権 類型③（公債権③） 

人権・同和対

策 

人権・同和対

策 
中央隣保館使用料 3.その他の債権 類型③（公債権③） 

保護 総務 生活保護費返還金 3.その他の債権 類型③（公債権③） 

商工観光 商工振興 行政財産使用料 3.その他の債権 類型③（公債権③） 

子育て支援 子育て支援 過年度分児童扶養手当金返還金 3.その他の債権 類型③（公債権③） 

市民 保険 医療費返還金 3.その他の債権 類型③（公債権③） 

学校教育 学校教育 田川市育英資金貸付金 3.その他の債権 類型④（私債権） 

学校教育 学校教育 
田川市若年者専修学校等技能習

得資金貸付金 
3.その他の債権 類型④（私債権） 

学校教育 学校教育 
田川市高等学校等奨学資金貸付

金 
3.その他の債権 類型④（私債権） 

学校教育 学校教育 放課後児童クラブ保護者負担金 3.その他の債権 類型④（私債権） 

人権・同和対

策 

人権・同和対

策 
住宅新築資金等貸付金 3.その他の債権 類型④（私債権） 

建築住宅 住宅管理 市営住宅使用料 3.その他の債権 類型④（私債権） 

市立病院医

事 

市立病院医

事 
診療費 3.その他の債権 類型④（私債権） 

水道 水道業務 水道料金 3.その他の債権 類型④（私債権） 

総務 総務法制 
情報公開・個人情報保護制度開

示情報コピー代 
3.その他の債権 類型④（私債権） 

財政 財政 公用車広告料 3.その他の債権 類型④（私債権） 

財政 財産管理 土地建物貸付料 3.その他の債権 類型④（私債権） 

財政 財産管理 不動産売払金 3.その他の債権 類型④（私債権） 

財政 財産管理 電力使用料 3.その他の債権 類型④（私債権） 

財政 財産管理 電話料 3.その他の債権 類型④（私債権） 

市民 保険 地域総合整備資金貸付金 3.その他の債権 類型④（私債権） 

市民 保険 高額療養費支払資金貸付金 3.その他の債権 類型④（私債権） 
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２.納入通知書の作成と調定について 

市の債権の収入は、自治法第２３１条（歳入の収入の方法）及び同施行令第１５４条（歳入の調定及

び納入の通知）により行なうことになっています。事務手順としては、調定決議書を作成し、それに基

づき納入通知書を作成し、納入義務者に送付することとなっていますが、調定決議書の作成方法や納入

通知書の発行システムは各債権によって異なっており、下記のいずれかによるものとなっています。 

①調定決議書の作成方法 

・債権者ごとに個別で行なわれているもの 

・債権の種類ごとに全体で行なわれているもの 

・債権の収納時期ごとに総合して行なわれているもの 

②納入通知書の発行システム 

・財務会計システム（注 1） 

・パッケージシステム（注 2）  

・表計算ソフト等（注 3） 

 

 

※本報告書における用語について 

・（注 1）財務会計システム 

本市の予算編成から金銭会計の執行管理等を行なっている基幹システム。 

・（注 2）パッケージシステム 

住民情報システム等と連携した、財務会計システムの補完システム。財務会計システムとの連携

はない。（市税、市営住宅使用料、水道使用料等。）  

・（注３）表計算ソフト等 

財務会計システム・パッケージシステム以外の自作によるもの。（児童クラブ保護者負担金、ごみ

処理手数料等。） 

 

 

 

 

３.指摘の度合等について 

数字の 1は、指摘事項（関係法令に準拠して適正に処理されていないもの） 

数字の２は、指導事項（指摘事項に比較して軽易なもの） 

数字の３は、監査委員意見（指摘事項、指導事項以外のもの） 

※個別債権の概要と指摘内容にある「平成２３年度末滞納件数」は滞納者人数ではなく、納期ごとの件

数を示している。 
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第 3 個別債権の概要と指摘内容 

1.税務課徴税係の債権 

⑴市税債権 

（1-1）市税債権の概要 

市税を納める時期は、市民税（普通徴収）６月、８月、１０月、１月の４期で、市民税（特別徴収）

は給与日の翌月１０日まで、固定資産税は５月、７月、１２月、２月の４期、軽自動車税は５月の１

期、国民健康保険税は６月から１月の８期としている。 

法人市民税は事業終了後２カ月以内、たばこ税は翌月末、鉱産税は翌月末がそれぞれ納期限となって

いる。 

徴収方法は、納税通知書及び納付書による指定納付場所での現金納付または納入通知書及び口座振替

での納付のいずれかとなっている。指定の納付場所は下表に示す通りとなっている。 

指定納付場所 

市役所会計課窓口、指定金融機関（福岡銀行）及び収納代理金融機関（西日本シティ銀行、福

岡中央銀行、九州労働金庫、田川信用金庫、田川農業協同組合、ゆうちょ銀行及び郵便局） 

 

（1-2）市税債権の管理状況（個人市民税、法人市民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税） 

項目 概要 

収納担当 正規職員 10名、臨時職員 1名、嘱託職員 1名の計 12名 

債権管理台帳 
賦課徴収のパッケージシステム及び滞納整理のパッケージシステムの併

用で行われている。 

督促 督促している。 

催告 
催告している。最初は 6 月、次に納付がなければ 11 月、さらに翌 3 月と

定期に行っている。 

滞納整理 市税債権（自力執行権あり）滞納処分を行っている。 

不納欠損 毎年度行っている。 

その他 

 ア、債権管理台帳は、システムによるもので債権管理条例制定以前から使

用されているもので、当市の債権管理条例施行規則の附則 2号による

「・・当分の間使用することができるもの」に該当する。 

 

 イ、催告書の発送と並行して行われるのは、督促状や催告書で来所する滞

納者に対する納税相談又は、財産調査後に発送する差押予告書で来所

する滞納者に対する納税相談がその主なものとなっていた。この差押

予告書に応答のない滞納者に対して、差押（滞納処分）を実施してい

る。 

 

 ウ、差押は預金、生命保険契約に基づく保険金の支払い請求権、解約返戻

金の支払い請求権、給与、動産、不動産を主な対象にしている。 

 

 エ、差押決議書兼差押通知決議書及び金融機関預金等照会書は当滞納整理

システムだけの様式となっている。 

 

 オ、調査表ＮＯ82 で不納欠損の決裁は田川市事務決裁規程では課長決裁

と回答している。 
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（1-3-1）個人市民税の滞納額 

平成 23年 8月末滞納額 211,669,952円 

平成 23年 8月末滞納件数（納期ごとの件数） 1,952件 

 

（1-3-2）法人市民税の滞納額 

平成 23年 8月末滞納額 28,345,400円 

平成 23年 8月末滞納件数（納期ごとの件数） 220件 

 

（1-3-3）固定資産税の滞納額 

平成 23年 8月末滞納額 478,995,988円 

平成 23年 8月末滞納件数（納期ごとの件数） 1104件 

 

（1-3-4）軽自動車税の滞納額 

平成 23年 8月末滞納額 14,246,131円 

平成 23年 8月末滞納件数（納期ごとの件数） 1,240件 

 

（1-3-5）国民健康保険税の滞納額 

平成 23年 8月末滞納額 295,109,252円 

平成 23年 8月末滞納件数（納期ごとの件数） 1,731件 

 

（1-4）市税の指摘内容（個人市民税、法人市民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税） 

指摘の度合 指摘の事実 指摘の根拠 

2 

不納欠損の決裁が市長決裁で行わ

れている。 

調査表ＮＯ82 の「不納欠損の決裁

は、田川市事務決裁規程の何処に

該当しますか。」の問に、「決裁

規程別表第 2、税務課 徴税係 徴

税 （9）時効処分に関すること。

に該当する」と回答があった。こ

れは課長決裁となっている。 

2 

業務手順書の作成が行われていな

い。 

債権管理条例施行規則第 21 条「こ

の規則に定めるもののほか必要な事

項は別に定める。」  

債権管理に関する研修会の資料

「市収入金の債権管理について」

の P5「田川市債権管理条例を制定

し、本市における債権管理に関す

る事務の一般的基準及び必要事項

を定め、この枠組みのもと、各収

入金ごとに事務取扱要領及び業務

手順書を作成し、・・・市収入金

の債権管理の適正化を図ることと

した。」 

滞納整理のパッケージシステム

が導入されているが、業務手順書

が作成されていない現状では、当
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該システムがこの業務を充分に支

援できるものかどうかを適正に判

断することは困難。 

3 

市税債権は 

地方税法第１５条の 7 第４項（滞

納処分の停止）、 

地方税法第１５条の 7 第 5 項（執

行停止後の即時消滅）、地方税法

第１８条項（消滅時効）のいずれ

かで、その調定額が消滅する。こ

の事についての決裁文書が見当た

らない。なお、この決裁権者は事

務決裁規程では課長決裁となって

いる。 

不納欠損の決裁文書は年度末に一

括して行なったものが確認できた

が、これは会計処理の決裁で、債

権消滅の決裁が行われていない。 

また、時効消滅は年度末に一斉

に完成するものでないことから、

時効消滅の運用を半期ごと等に行

なう検討も必要。この後で消滅債

権の欠損処理を年度末に整理する

ことが適正と考える。 

なお、事務決裁規程の見直しも

必要。 

 

 

2.保護課総務係の債権 

⑴生活保護費返還金 

（1-1）生活保護費返還金の概要 

生活保護法に基づいて受給した生活保護費については、本来は、受給してはならないのに受給し

た場合等、一定の場合には返還が求められ、受給者に対して生活保護費返還金としての債権が発生

する。返還金としては、以下のものがある。 

①法63条による返還金 

急迫の場合等で資力があるにもかかわらず被保護者が保護を受けたときは、市町村に対して速

やかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において市町村の定める額を返還しなけれ

ばならない。 

②法78条による徴収金 

   被保護者が不実の申請その他不正な手段により保護を受けたときは、市町村の長は、その費用

の全部又は一部を徴収することができるとされている。 

 

（1-2）生活保護費返還金債権の管理状況 

項目 概要 

収納担当 正規職員 1名、嘱託職員 1名  計 2名 

債権管理台帳 

返還金決定伺が台帳の様式となっていて、年度ごとに紙で保管している。

様式に督促や催告の記入欄があるが使用していない。督促や催告について

の記録をまとめたものはない。表計算ソフトで収納管理をしている。 

督促 
督促している。（督促状の発送を納期限から 30 日以内、督促状に指定す

る履行期限を発した日から 30日以内としている） 

催告 催告している。（県内居住者のみで、7・11・3月の年 3回） 

滞納整理 その他の債権（公債権・自力執行権なし） 

不納欠損 行っていない。 

その他 
ア、事務取扱要領を作成していない。 

イ、居所不明者の追跡調査をしていない。 

 



  

9 

                     

（1-3）生活保護費返還金の滞納額 

平成 23年 8月末滞納額 75,751,384円 

平成 23年 8月末滞納件数（納期ごとの件数） 156件 

  

（1-4）指摘の内容 

指摘の度合 指摘の事実 指摘の根拠 

2 

事務取扱要領を作成していない。 債権管理条例施行規則第 21 条「こ

の規則に定めるもののほか必要な事

項は別に定める。」  

債権管理に関する研修会の資料「市

収入金の債権管理について」の P5「田

川市債権管理条例を制定し、本市にお

ける債権管理に関する事務の一般的

基準及び必要事項を定め、この枠組み

のもと、各収入金ごとに事務取扱要領

及び業務手順書を作成し、・・・市収

入金の債権管理の適正化を図ること

とした。」 

1 

債権管理台帳に督促や催告の記録

がない。 

 田川市債権管理条例第 4条「市の債

権を適正に管理するため、規則で定め

るところにより台帳を整備するもの

とする。」 

台帳に督促や催告の記録がなく、毎

月の督促リストでしか確認できない

ため、個人の督促等の事実を一覧でき

るものがない。 

1 

督促状の発送を納期限後 30 日以

内、督促状に指定する履行期限を発し

た日から 30 日以内としていて、規定

の日にちを上回っている。 

 田川市税外収入金の督促並びに督

促手数料及び延滞金に関する条例第

2 条第 1 項「納期限後 20 日以内に督

促状を発しなければならない。」、第

2項「督促状に指定する期限は、その

発付の日から 10日以内とする。」 

1 

 督促手数料を徴収していない。  田川市税外収入金の督促並びに督

促手数料及び延滞金に関する条例第3

条「督促状を発した場合においては、

督促手数料を徴収する。」 

3 

 

郵便物（督促状）の不達による、居所

不明者についての追跡調査をしてい

ない。 

 居所不明者に対して戸籍の附票等

により住所の調査を行い、その結果、

将来にわたって明らかに徴収不能と

考えられる未収金については、一定の

基準やルールを設けたうえで徴収停

止や債権放棄の処分を順次行うなど、

債権管理条例を活用し、より積極的か

つ効率的な収入未済額の縮減に向け

た取り組みが必要である。 

 

 

3.健康福祉課高齢介護係の債権 
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⑴老人措置費負担金 

（1-1）老人措置費負担金の概要 

老人福祉法第11条に規定する措置に要する費用について、同法第28条の規定により徴収基準に定

められた費用徴収基準額を被措置者及び扶養義務者から徴収するものである。費用徴収基準額は入

所者の前年の収入から租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入の額を基準にし

ている。 

 

（1-2）老人措置費負担金債権の管理状況 

項目 概要 

収納担当 正規職員 1名、臨時職員 1名 計 2名 

債権管理台帳 

現年度はパッケージシステムで債権管理している。 

過年度は表計算ソフトで収納管理、督促記録等は個人ごとにファイル（紙）

で管理している。 

督促 督促していない。 

催告 催告していない。 

滞納整理 
その他の債権（公債権・自力執行権なし） 

強制執行はしていない。 

不納欠損 平成 20年度に時効消滅による不納欠損を 2件行っている。 

その他 事務取扱要領を作成していない。 

 

（1-3）老人措置費負担金の滞納額 

平成 23年 8月末滞納額 1,691,314円 

平成 23年 8月末滞納件数（納期ごとの件数） 32件 

 

（1-4）指摘の内容 

指摘の度合 指摘の事実 指摘の根拠 

2 

事務取扱要領を作成していない。 

 

債権管理条例施行規則第 21 条「こ

の規則に定めるもののほか必要な事

項は別に定める。」  

債権管理に関する研修会の資料「市

収入金の債権管理について」の P5「田

川市債権管理条例を制定し、本市にお

ける債権管理に関する事務の一般的

基準及び必要事項を定め、この枠組み

のもと、各収入金ごとに事務取扱要領

及び業務手順書を作成し、・・・市収

入金の債権管理の適正化を図ること

とした。」 

1 

督促状を発送していない。 田川市債権管理条例第 7条「履行期

限までに履行しない者があるときは、

期限を指定してこれを督促しなけれ

ばならない。」 

債権管理条例施行規則第 6条「条例

第 7 条に規定する市の債権(市税債権

及び地方自治法第 231条の 3第 1項に

規定する歳入に係る債権を除く。)に
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ついて、市長は、当該債権の履行期限

後 20日以内に督促状を発するものと

する。」 

 

 

4.健康福祉課障害社会係の債権 

⑴身体障害者措置費負担金 

（1-1）身体障害者措置費負担金の概要 

身体障害者福祉法に基づくもので、障害者に対する措置費の一部を負担能力に応じて被措置者及

び扶養義務者に負担を求めるものである。法改正により
．．．．．．

平成15年４月から施設と利用者との間の契

約制度となり、利用者負担金についは、市が決定し利用する施設に利用者が直接支払うこととなっ

たため、これ以降の未収金は発生していない。現在未収となっているのは、法改正以前の措置費負

担金の未収分である。 

  

（1-2）身体障害者措置費負担金債権の管理状況 

項目 概要 

収納担当 正規職員 1名 

債権管理台帳 紙及び表計算ソフトで管理している。 

督促 督促していない。 

催告 催告していない。 

滞納整理 
その他の債権（公債権・自力執行権なし） 

強制執行はしていない。 

不納欠損 行っていない。 

その他 

ア、納付誓約を文書で交わしていない。 

イ、平成 15 年度から、措置制度から契約制度へ変更され、今後は発生す

ることはない。 

 

（1-3）身体障害者措置費負担金の滞納額 

平成 23年 8月末滞納額 218,400円 

平成 23年 8月末滞納件数（納期ごとの件数） 22件 

 

（1-4）指摘の内容 

指摘の度合 指摘の事実 指摘の根拠 

2 

事務取扱要領を作成していない。 債権管理条例施行規則第 21 条「こ

の規則に定めるもののほか必要な事

項は別に定める。」 債権管理に関す

る研修会の資料「市収入金の債権管理

について」の P5「田川市債権管理条

例を制定し、本市における債権管理に

関する事務の一般的基準及び必要事

項を定め、この枠組みのもと、各収入

金ごとに事務取扱要領及び業務手順

書を作成し、・・・市収入金の債権管

理の適正化を図ることとした。」 
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5.子育て支援課子育て支援係の債権 

⑴過年度分児童扶養手当返還金 

（1-1）過年度分児童扶養手当返還金の概要 

児童扶養手当は、父（母）の離婚や父（母）の死亡等によって、父（母）と生計を同じくしてい

ない児童について、手当を支給することにより、ひとり親家庭などの生活の安定と自立の促進に寄

与し、児童の福祉の増進を図ることを目的としている。この手当の受給要件は、児童扶養手当法第

4条に定められているが、受給資格喪失に伴う過払等が生じた場合に返還金が発生する。 

  債権発生後、一括返納が困難な場合は直ちに履行延期の申請を行い、分割納入計画書に基づき分

割納付を行っている。 

 

（1-2）過年度分児童扶養手当返還金債権の管理状況 

項目 概要 

収納担当 正規職員 1名 

債権管理台帳 

パッケージシステムで債権管理をしているが、督促記録欄は使用していな

い。ファイルに債務者 2名の書類を合綴しており、交渉の記録はファイル

にメモを付けたり直接書き込んだりしている。 

督促 督促していない。 

催告 催告していない。 

滞納整理 
その他の債権（公債権・自力執行権なし） 

強制執行はしていない。 

不納欠損 行っていない。 

その他 事務取扱要領や業務手順書、年間徴収計画を作成していない。 

 

（1-3）過年度分児童扶養手当金返還金の滞納額 

平成 23年 8月末滞納額 2,219,760円 

平成 23年 8月末滞納件数（納期ごとの件数） 45件 

 

（1-4）指摘の内容 

指摘の度合 指摘の事実 指摘の根拠 

2 

事務取扱要領を作成していない。 債権管理条例施行規則第 21 条「こ

の規則に定めるもののほか必要な事

項は別に定める。」  

債権管理に関する研修会の資料「市

収入金の債権管理について」の P5「田

川市債権管理条例を制定し、本市にお

ける債権管理に関する事務の一般的

基準及び必要事項を定め、この枠組み

のもと、各収入金ごとに事務取扱要領

及び業務手順書を作成し、・・・市収

入金の債権管理の適正化を図ること

とした。」  

2 

業務手順書を作成していない。 債権管理に関する研修会の資料「市

収入金の債権管理について」の P5「田

川市債権管理条例を制定し、本市にお

ける債権管理に関する事務の一般的
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基準及び必要事項を定め、この枠組み

のもと、各収入金ごとに事務取扱要領

及び業務手順書を作成し、・・・市収

入金の債権管理の適正化を図ること

とした。」 

1 

年間徴収計画を作成していない。 田川市債権管理条例第 5 条第 1 項

「市の債権を計画的に徴収するため、

毎年度徴収計画を作成するものとす

る。」 

 

 

⑵保育料 

（2-1）保育料の概要 

公立、私立の認可保育所に入所する児童の保育料徴収は（児童福祉法、田川市保育の実施に関する

条例施行規則に定められ、自治体に任されている。保育料は世帯収入に応じて定めた 7 段階の田川市

保育料基準額(3歳未満児で月額最高7万円)に従い徴収している。尐子化対策で第 3子の保育料を無料

にする等の軽減措置も設けられている。 

（2-2）保育料債権の管理状況 

項目 概要 

収納担当 正規職員 3名、臨時職員 1名の計 4名 

債権管理台帳 パッケージシステム及び表計算ソフト(自作ファイル) 

督促 督促している。 

催告 催告している。 

滞納整理 公課債権（自力執行権あり）、強制執行(差押え)は行っている。 

不納欠損 
行なっている。平成17年度419,800円、平成22年度528,200円の計948,000

円。 

その他 

ア、滞納整理記録の台帳は表計算ソフト（自作ファイル）となっている。 

イ、保育料収入金の台帳消し込みは、指定金融機関→会計課→担当課と経

由して子育て支援課臨時職員がＯＣＲを利用して、パッケージシステ

ムの消し込み作業を行なっている。なお、この点検作業は事務担当職

員が行っていた。 

ウ、分割納付の回数制限は行なっていない。 

エ、平成 22 年度現年度滞納額の内訳は、市内保育所（公立 3 保育所を含

む 20 設）942 世帯中 16 世帯の滞納額 1,440,800 円と市外保育所 179

世帯中 11世帯の 630,000円となっていた。 

オ、保育料の徴収を月謝袋で行っているものがあった。納入通知書又は口

座振替が原則である。 

 

 

（2-3）保育料の滞納金額 

平成 23年 8月末滞納額 19,599,015円 

平成 23年 8月末滞納件数（納期ごとの件数） 118件 
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http://kotobank.jp/word/%E5%B0%91%E5%AD%90%E5%8C%96
http://kotobank.jp/word/%E7%84%A1%E6%96%99
http://kotobank.jp/word/%E7%84%A1%E6%96%99
http://kotobank.jp/word/%E7%84%A1%E6%96%99
http://kotobank.jp/word/%E8%BB%BD%E6%B8%9B
http://kotobank.jp/word/%E8%BB%BD%E6%B8%9B
http://kotobank.jp/word/%E8%BB%BD%E6%B8%9B
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（2-4）指摘の内容 

指摘の度合 指摘の事実 指摘の根拠 

2 

不納欠損の決裁が市長決裁とな

っていた。 

調査表ＮＯ82 の「不納欠損の決

裁は、田川市事務決裁規程の何処

に該当しますか。」の問に、「保

育料（児童福祉施設入所措置費等）

については課長決裁であるが、不

納欠損については事務決裁規程の

「重要な事項」に該当すると判断

されるため、市長決裁である。」

と回答があった。しかし、続くＮ

Ｏ82 の「執行停止」等の決裁につ

いての問では、課長決裁と回答が

あった。 

1 

督促手数料（100円）を徴収して

いない。 

田川市市税条例第 21条（督促手

数料） 徴税吏員は、督促状を発

した場合においては、督促状 1 通

について、100円の督促手数料を徴

収しなければならない。ただし、

やむを得ない理由があると認める

場合においては、これを徴収しな

い。 

田川市税外収入金の督促並びに督

促手数料及び延滞金に関する条例

（督促手数料）第 3 条 前条の規

定による督促状を発した場合にお

いては、督促手数料を徴収する。

ただし、やむを得ない理由がある

と認める場合においては、これを

免ずることができる。 

 

 

6.人権・同和対策課人権・同和対策係の債権 

⑴住宅新築資金等貸付金 

（1-1）住宅新築資金等貸付金の概要 

  歴史的社会的理由により生活環境等の安定向上が阻害されている同和地域の居住環境整備改善を

図ることを目的として、平成8年度までに貸付けた住宅資金（住宅新築資金、住宅改修資金、宅地取

得資金）貸付金の償還に係る債権である。 

 

（1-2）住宅新築資金等貸付金債権の管理状況 

項目 概要 

収納担当 正規職員 2名、嘱託職員 1名  計 3名  

債権管理台帳 
パッケージシステムで債権管理をしていて、債務者すべてが対象。滞納者

については、個人ごとのファイルで督促記録や収納状況を管理している。 

督促 督促している。 

催告 
催告している。納期限から 3か月以上経過した場合には、連帯保証人に対

し、納付協力依頼書や連帯保証債務履行請求通知を送っている。 
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滞納整理 

その他の債権（私債権・自力執行権なし） 

訴訟 5件 ・平成 21年度 －債権差押後分納誓約 1件 

               本人行方不明、宅地競売済 1件 

     ・平成 22年度 －債権差押後分納協議中 1件 

     ・平成 23年度 －強制執行へ移行予定 2件 

不納欠損 
時効は 10年。平成 22年度に、著しく償還が困難な貸付金 17件について、

債権管理対策会議の審議をうけ、市長決裁を経て不納欠損を行った。 

その他 

既納者についてはこのシステムで現在の未償還金額が把握できるが、滞納

発生後分納誓約した人は変更後の納期が反映されないので、現在の滞納額

が出てこないため、個人のファイルを確認しないと把握できない。 

また、滞納額を分納誓約した人の正確な収納状況が収納リスト上ではわか

らないため、催告書を発送する場合、個人のファイルで月別の収納状況を

確認しないと、対象者を特定できない。 

 

（1-3）住宅新築資金等貸付金の滞納額 

平成 23年 8月末滞納額 598,014,821円 

平成 23年 8月末滞納件数（納期ごとの件数） 28,292件 

 

 

（1-4）指摘の内容 

指摘の度合 指摘の事実 指摘の根拠 

2 

事務取扱要領や業務手順書を債権

管理条例施行前に作っていたが、条例

にそぐわない部分があり修正中のた

め完成していない。 

 債権管理条例施行規則第 21 条「こ

の規則に定めるもののほか必要な事

項は別に定める。」  

債権管理に関する研修会の資料「市

収入金の債権管理について」の P5「田

川市債権管理条例を制定し、本市にお

ける債権管理に関する事務の一般的

基準及び必要事項を定め、この枠組み

のもと、各収入金ごとに事務取扱要領

及び業務手順書を作成し、・・・市収

入金の債権管理の適正化を図ること

とした。」 

2 

分納誓約者の未償還額がシステム

で確認できない。 

 現システムでは、登録できる償還デ

ーターは個人ごとに 1 つとなってい

て、分納による償還額の変更に対応で

きていない。 

 

2 

毎月の収納者リストでは正確な収

納状況が確認できない。 

分納誓約者については、収納リスト

と併せて、逐一個人のファイルで収納

状況を確認しないと催告対象者を把

握できない。 
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7.市民課保険係の債権 

⑴医療費返還金 

（1-1）医療費返還金の概要 

市内に住む母（父）子家庭の母（父）と児童、父母のない児童等に対し、健康保険法が適用される

医療費の自己負担額を支給する制度。 

 「母子及び寡婦福祉法」に定める受給資格の喪失に伴い、過払等が生じた場合に発生する。 

 

（1-2）医療費返還金の管理状況 

項目 概要 

収納担当 正規職員 1名 

債権管理台帳 
表計算ソフトによる債権管理を行っている。納入額の消しこみ作業と点検

は職員が行っている。 

督促 督促している。 

催告 催告している。 

滞納整理 
その他の債権（公債権・自力執行権なし） 

強制執行を行った事例はない。 

不納欠損 
医療費返還金の時効完成期間は 5年である。 

滞納が発生したのは平成 21年度からであり、不納欠損は行っていない。 

その他 一括納付によらず、原則として分割納付により徴収している。 

 

（1-3）医療費返還金の滞納金額 

平成 23年８月末滞納額 11,947円  

平成 23年 8月末滞納件数（納期ごとの件数） 2件  

 

（1-4）指摘の内容 

指摘の度合 指摘の事実 指摘の根拠 

1 

督促状が適正に発送されていな

い。（履行期限を設定していない） 

田川市債権管理条例第 7条 

「債権管理者は、市の債権につい

て、履行期限までに履行しない者

があるときは、期限を指定してこ

れを督促しなければならない。」 

 

田川市債権管理規則第 6条 

「市長は、当該債権の履行期限後

20 日以内に督促状を発するものと

する。」 

「督促状に指定する期限は、当該

督促状を発した日から 10日以内と

する。」 

1 

督促手数料を徴収していない。 田川市税外収入金の督促並びに督

促手数料及び延滞金に関する条例

第 3 条 「督促状を発した場合に

おいては督促手数料を徴収する。」 

田川市市税条例第 21 条 「督促状

1通について、100円の督促手数料

を徴収しなければならない。」 
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8.環境対策課環境政策係の債権 

⑴ごみ処理手数料 

（1-1）ごみ処理手数料の概要 

ごみ処理手数料は、取扱店を通して指定ごみ袋を販売することで徴収している。 

市が指定取扱店にたな卸し（販売）を行う際に、指定ごみ袋販売代金の債権が発生する。 

 

（1-2）ごみ処理手数料の管理状況 

項目 概要 

収納担当 正規職員 1名、嘱託職員 1名 計 2名 

債権管理台帳 

表計算ソフト「田川市指定ごみ袋販売管理」による債権管理を行って

いる。納入額の消しこみ作業は職員が行っており、その点検は事務担

当者が行っている。 

督促 督促していない。 

催告 催告していない。 

滞納整理 
その他の債権（公債権・自力執行権なし） 

強制執行を行った事例はない。 

不納欠損 
平成 17 年度に不納欠損を 1 件行っている。平成 23 年度は会社更生法

等による特別事情により権利放棄を行い、不納欠損を 2件行う。 

その他 － 

 

（1-3）ごみ処理手数料の滞納金額 

平成 23年８月末滞納額 2,622,508 円  

平成 23年 8月末滞納件数（納期ごとの件数） 3件  

 

（1-4）指摘の内容 

指摘の度合 指摘の事実 指摘の根拠 

1 

督促状が適正に発送されていな

い。（督促状を発送していない） 

田川市債権管理条例第 7条 

「債権管理者は、市の債権につい

て、履行期限までに履行しない者

があるときは、期限を指定してこ

れを督促しなければならない。」 

田川市債権管理規則第 6条 

「市長は、当該債権の履行期限後

20 日以内に督促状を発するものと

する。」 

「督促状に指定する期限は、当該

督促状を発した日から 10日以内と

する。」 

1 

督促手数料を徴収していない。 田川市税外収入金の督促並びに督

促手数料及び延滞金に関する条例

第 3 条 「督促状を発した場合に

おいては督促手数料を徴収する。」 

田川市市税条例第 21 条 「督促状

1通について、100円の督促手数料

を徴収しなければならない。」 
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3 

破産法等によって免責した債権に

ついて不納欠損を行っていない。 

田川市債権管理条例第 13条  

「債権管理者は、当該その他の債

権を放棄することができる。 

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、債務者がその責任を免れた

とき。」 

 

 

9.建築住宅課住宅管理係の債権 

⑴市営住宅使用料 

（1-1）市営住宅使用料の概要 

市営住宅使用料及び汚水処理施設使用料は、「田川市市営住宅管理条例」に基づき、市営住宅に

入居した際の家賃を徴収するものである。 

 市は、（財）田川市住宅管理公社を指定管理者とし、市営住宅の管理運営業務を行わせている。 

（1-2）市営住宅使用料の管理状況 

項目 概要 

収納担当 
常勤職員（指定管理者）15名、正規職員 4名、嘱託職員 1名  

計 20名 

債権管理台帳 

パッケージシステム「アクロシティ」による債権管理を行い、表計算ソフ

トで滞納者リストを作成している。納入額の消しこみ作業は職員（指定管

理者）が行っており、日計表・月計表の点検は事務担当者（建築住宅課）

が行っている。 

督促 督促している。 

催告 催告している。 

滞納整理 その他の債権（私債権・自力執行権なし） 

不納欠損 行なっている。 

その他 

ア、５ヶ月以内の短期滞納分については、督促状の発送及び納付指導を行

う。５ヶ月超の長期滞納分については、滞納者名簿を作成し、実情調

査と納付指導後における訴訟対象者を選定する。 

イ、指定管理者が作成する訴訟対象者名簿について、建築住宅課、収納対

策室で協議を行い、訴訟対象者を選定する。判決に従わない場合や和

解の内容が履行されない場合、強制執行を実施する。 

 

（1-3）市営住宅使用料の滞納金額 

平成 23年８月末滞納額 218,852,203円  

平成 23年 8月末滞納件数（納期ごとの件数） 13,709件  

 

（1-4）指摘の内容 

指摘の度合 指摘の事実 指摘の根拠 

2 

長期滞納者について、訴訟対象及

び強制執行の要件が定められてい

ない。 

収納対策室の「市収入金の債権管

理について」の中に「市収入金ご

とに業務手順書または事務取扱要

綱及び業務手順書を作成し、債権

管理の適正化を図る」とある。 

この整備が不十分では、債権管理

の全てにおいて適正を判断するこ

とが難しい。 
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（1-5）訴訟等の申立件数（単位：件） 

年度 訴訟件数 建物明渡 給与差押 

平成 23年度 13 7 3 

平成 22年度 33 15 1 

平成 21年度 59 11 4 

平成 20年度 61 29 4 

平成 19年度 54 26 7 

平成 18年度 74 39 4 

平成 17年度 87 19 0 

平成 16年度 23 1 0 

     ※数値は家賃・汚水の合計値 H23.10月末現在 

 

 

⑵汚水処理施設使用料 

（2-1）汚水処理施設使用料の概要 

汚水処理施設使用料は、「田川市市営住宅管理条例」に基づき、市営住宅に入居した際の合併処理浄

化槽の使用料を徴収するものである。 

 市は、（財）田川市住宅管理公社を指定管理者とし、市営住宅の管理運営業務を行わせている。 

 

（2-2）汚水処理施設使用料の管理状況 

項目 概要 

収納担当 市営住宅使用料に同じ 

債権管理台帳 市営住宅使用料に同じ 

督促 督促している。 

催告 催告している。 

滞納整理 その他の債権（公債権・自力執行権なし） 

不納欠損 行なっている。 

その他 市営住宅使用料に同じ 

 

（2-3）汚水処理施設使用料の滞納金額 

平成 23年８月末滞納額 34,740,021円  

平成 23年 8月末滞納件数（納期ごとの件数） 11,861件  

 

（2-4）指摘の内容 

指摘の度合 指摘の事実 指摘の根拠 

2 

長期滞納者について、訴訟対象及

び強制執行の要件が定められてい

ない。 

収納対策室の「市収入金の債権管

理について」の中に「市収入金ご

とに業務手順書または事務取扱要

綱及び業務手順書を作成し、債権

管理の適正化を図る」とある。こ

の整備が不十分では、債権管理の

全てにおいて、適正を判断するこ

とが難しい。 

1 

督促手数料を徴収していない。 田川市税外収入金の督促並びに督

促手数料及び延滞金に関する条例

第 3 条 「督促状を発した場合に

おいては督促手数料を徴収する。」 
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田川市市税条例第 21 条 「督促状

1通について、100円の督促手数料

を徴収しなければならない。」 

 

 

10.土木課土木管理係の債権 

⑴農道等使用料 

（1-1）農道等使用料の概要 

農道等使用料は、「田川市法定外公共物管理条例」に基づき、占用許可を受け法定外公共物の敷地の使

用等に対する占用料である。 

 占用許可に伴い占用料が発生する。 

 

（1-2）農道等使用料の管理状況 

項目 概要 

収納担当 正規職員 1名 

債権管理台帳 
督促・催告の内容が紙に記録されたものはあるが、債権管理台帳が作成さ

れておらず、納入額の消しこみ作業は行っていない。 

督促 督促していない。 

催告 催告している。 

滞納整理 その他の債権（私債権・自力執行権なし）強制執行を行った事例はない。 

不納欠損 
法廷外公共物の時効完成期間は５年である。 

時効により消滅した債権があるが、不納欠損は行っていない。 

その他 － 

 

（1-3）農道等使用料の滞納金額 

平成 23年８月末滞納額 336,300円 

平成 23年 8月末滞納件数（納期ごとの件数） 6件 

 

（1-4）指摘の内容 

指摘の度合 指摘の事実 指摘の根拠 

2 

督促状が適正に発送されていな

い。（督促状を発送していない） 

田川市債権管理条例第 7条 

「債権管理者は、市の債権につい

て、履行期限までに履行しない者

があるときは、期限を指定してこ

れを督促しなければならない。」 

 

田川市債権管理規則第 6条 

「市長は、当該債権の履行期限後

20 日以内に督促状を発するものと

する。」 

「督促状に指定する期限は、当該

督促状を発した日から 10日以内と

する。」 

3 

条例、規則では「占用料」である

が、納入通知書は「使用料」とな

っている。 

田川市法定外公共物管理条例第 10

条 

「許可を受けた者は、占用料を納

入しなければならない。」 
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1 

納入通知書に納期限を記載してい

ない。 

地方自治法施行令第 154条第 3項 

「納入の通知は、納期限を記載し

た納入通知書でこれをしなければ

ならない。」 

3 

時効消滅した債権について不納欠

損を行っていない。 

田川市債権管理条例第 13条  

「債権管理者は、当該その他の債

権を放棄することができる。」 

 →当該債権の消滅時効に係る時

効の期間が満了した後において、

なお、同様の状態にあると認めら

れるとき。 

 

 

 

⑵水面使用料 

（2-1）水面使用料の概要 

水面使用料は、「田川市法定外公共物管理条例」に基づき、占用許可を受け法定外公共物の敷地の使用

等に対する占用料である。 

 占用許可に伴い占用料が発生する。 

 

（2-2）水面使用料の管理状況 

農道等使用料に同じ 

 

（2-3）水面使用料の滞納金額 

平成 23年８月末滞納額 112,410円 

平成 23年 8月末滞納件数（納期ごとの件数） 5件 

 

（2-4）指摘の内容 

指摘の度合 指摘の事実 指摘の根拠 

2 

督促状が適正に発送されて

いない。（督促状を発送し

ていない） 

田川市債権管理条例第 7条 

「債権管理者は、市の債権

について、履行期限までに

履行しない者があるとき

は、期限を指定してこれを

督促しなければならない。」 

田川市債権管理規則第 6条 

「市長は、当該債権の履行

期限後 20日以内に督促状を

発するものとする。」 

「督促状に指定する期限

は、当該督促状を発した日

から 10日以内とする。」 

3 

条例、規則では「占用料」

であるが、納入通知書は「使

用料」となっている。 

田川市法定外公共物管理条

例第 10条 「許可を受けた

者は、占用料を納入しなけ

ればならない。」 
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1 

納入通知書に納期限を記載

していない。 

地方自治法施行令第 154 条

第 3項 

「納入の通知は、納期限を

記載した納入通知書でこれ

をしなければならない。」 

3 

時効消滅した債権について

不納欠損を行っていない。 

田川市債権管理条例第 13条  

「債権管理者は、当該その

他の債権を放棄することが

できる。」 

 →当該債権の消滅時効に

係る時効の期間が満了した

後において、なお、同様の

状態にあると認められると

き。 

 

 

 

⑶道路、電柱敷等使用料 

（3-1）道路、電柱敷等使用料の概要 

道路、電柱敷等使用料は、「田川市道路占用料条例」」に基づき、占用許可を受けた市道に設置され

た電柱敷等の占用に対する占用料である。 

占用料の徴収は、許可した際にその全額(年額：月割り)を徴収、若しくは 2 年以上にわたる場合は毎

会計年度の 5 月末を納期限として一括で徴収している。 

道路、電柱敷等使用料の大半は、九州電力及びＮＴＴ西日本の電柱敷となっているもので、徴収率

は 100％で平成 22 年度徴収額は合計 17,419,100 円となっている。この２つを除く、占用件数は 146

件で調定額 2,939,910円となっている。この内、滞納件数と金額は 5件、114,940円となっていた。（平

成 22年度決算資料より） 

 

（3-2）道路、電柱敷等使用料債権の管理状況 

項目 概要 

収納担当 正規職員 1名、土木課土木管理係 

債権管理台帳 財務会計システム、市販表計算ソフトの収納整理簿 

督促 督促していない。（例外的に発送したものあり） 

催告 催告していない。 

滞納整理 公課債権（公債権、自力執行権あり） 

不納欠損 不納欠損は行われていない。 

その他 

ア、占用料は財務会計システムから出力される納入通知書を郵送し、指定

金融機関などで納付されるものとなっている。したがって、財務会計

システムで占用料の納付金の消し込みが行われている。 

この消し込み作業を担当課も市販の表計算ソフトで行っていた。 

イ、課長、担当ともに徴収職員証は持っていない。 

ウ、納期末が 5月となっていることから、調定決議書の作成が遅れている。

また、この作業の遅れから、納入通知書に納期限が記入されていない

ものがあった。 

 



  

23 

                     

（3-3）道路、電柱敷等使用料の滞納額 

平成 23年 8月末滞納額 82,130円 

平成 23年 8月末滞納件数（納期ごとの件数） 4件 

 

（3-4）指摘の内容 

指摘の度合 指摘の事実 指摘の根拠 

3 

調定決議書の作成は、財務会計シス

テムが新年度の4月1日以降でないと

当該年度の調定決議書の作成処理が

行なえない仕様となっていることや

調定決議書の作成を 1 件毎に手入力

することでその手続きに遅れが生じ、

条例に定められた納期限 5 月末日を

過ぎているものが見られた。 

 

自治法施行令第 154 条第 3 項に

納期限の記載が規定されている。 

3 

納入済通知書は指定金融機関を通

して戻され、会計課で財務会計シ

ステムにその結果が入力される。

次に納入済通知書が土木課管理係

の担当に渡され、担当者が管理す

る収納台帳で再び納入済みの消し

込み作業が行われている。 

財務会計システムでは、データ内

容の変換機能（エクスポート）が

ある。この機能を有効利用できな

いか。 

2 

事務取扱要領及び業務手順書の作

成が行われていない。 

収納対策室の「市収入金の債権管

理について」の中に市収入金ごと

に「業務手順書」または「事務取

扱要綱」及び「業務手順書」を作

成し、債権管理の適正化を図ると

ある。この整備が不十分では、債

権管理の全てにおいて、適正を判

断することが難しい。 

1 

督促手数料（100円）を徴収してい

ない。 

田川市市税条例第 21 条（督促手数

料） 「徴税吏員は、督促状を発

した場合においては、督促状 1 通

について、100円の督促手数料を徴

収しなければならない。ただし、

やむを得ない理由があると認める

場合においては、これを徴収しな

い。」 

田川市税外収入金の督促並びに督

促手数料及び延滞金に関する条例

（督促手数料）第 3 条 「前条の

規定による督促状を発した場合に

おいては、督促手数料を徴収する。

ただし、やむを得ない理由がある

と認める場合においては、これを

免ずることができる。」 
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11.市立病院医事課の債権 

⑴診療費 

（1-1）診療費の概要 

「田川市立病院使用料及び手数料条例」に基づき、田川市立病院においてその施設

を使用し、各種検査若しくは診療を受け、又は諸証書類の交付を受けようとする者

に対して発生する債権。  

（ 1-2）診療費の管理状況 

項目 概要 

収納担当 
正規職員 2名、窓口業務委託 2名、指定金融機関 2名 

計 6名 

債権管理台帳 
パッケージシステム「HOPE」による債権管理を行っている。納入額の消し

こみ作業は職員が行っており、その点検は事務担当者が行っている。 

督促 督促していない。 

催告 催告していない。 

滞納整理 その他の債権（私債権・自力執行権なし） 

不納欠損 

診療費の時効完成期間は、従来、地方自治法に基づき５年としてきたが、

司法判決により平成 17 年 11 月 21 日以降は３年である。また、私法上の

債権であるため、債務者の時効の援用がなければ、債権は消滅しない。 

平成 20 年度までは、消滅時効を５年とし、不納欠損処分を行っている

が、「事務取扱要領」を作成していないため、平成 21、22年度は不納欠損

処分を行っていない。 

 

その他 

ア、「事務取扱要領」の作成について、収納対策室と協議中である。 

毎月１回滞納者リストを作成し、２ヶ月以上の滞納者に請求書を発送

し、支払いがない場合、１ヶ月後に督促状を発送している。 

イ、督促状発送後も回収できない場合は、１ヶ月後に催告書を発送する。

支払いのないもの電話で催告を行う。 

 

（ 1-3）診療費の滞納金額 

平成 23年８月末滞納額 23,857,605円  

平成 23年 8月末滞納件数（納期ごとの件数） 1,100件  

 

（1-4）指摘の内容 

指摘の度合 指摘の事実 指摘の根拠 

1 

現金取扱員が指定されていないた

め、現金の取扱いにおける権限が

明確でない。 

田川市病院事業会計規定第 2条 

「現金取扱員を置く。」 

1 

督促状が適正に発送されていな

い。（滞納後 2 ヶ月後に発送して

いる） 

田川市債権管理条例第 7条 

「債権管理者は、市の債権につい

て、履行期限までに履行しない者

があるときは、期限を指定してこ

れを督促しなければならない。」 

田川市債権管理規則第 6条 

「市長は、当該債権の履行期限後

20 日以内に督促状を発するものと

する。」 

督促状に指定する期限は、当該督

促状を発した日から 10日以内とす
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る。 

3 

時効消滅した債権について不納欠

損を行っていない。 

田川市債権管理条例第 13条  

「債権管理者は、当該その他の債

権を放棄することができる。」 

 →当該債権の消滅時効に係る時

効の期間が満了した後において、

なお、同様の状態にあると認めら

れるとき。 

 

 

12.水道課業務係の債権 

⑴水道料金 

（1-1）水道料金の概要 

 「田川市水道事業給水条例」に基づき、水道使用者から徴収する水道料金。 

（1-2）水道料金の管理状況 

項目 概要 

収納担当 正規職員 4名、嘱託職員 2名、臨時職員 2名 計 8名 

債権管理台帳 
パッケージシステム「SPLASHAD」による債権管理を行っている。納入額の

消しこみ作業は職員が行っており、その点検は事務担当者が行っている。 

督促 督促している 

催告 催告している 

滞納整理 その他の債権（私債権・自力執行権なし） 

不納欠損 

水道料金の時効完成期間は、従来、地方自治法に基づき５年としてきた

が、司法判決により平成 15 年 10 月 10 日以降は２年である。また、私法

上の債権であるため、債務者の時効の援用がなければ、債権は消滅しない。 

平成 21年度までは、消滅時効を 2年とし、不納欠損処分を行ってきたが、

平成 22年度は不納欠損処分を行っていない。 

その他 

「事務取扱要領」の作成について、収納対策室と協議中である。 

督促期限が過ぎた未納者に対して停水予告を行い、督促期限が過ぎた滞納

者については、停水を行う。未納額の全ての支払いが確認されるまでは開

栓しない。 

 

（1-3）水道料金の滞納金額 

平成 23年８月末滞納額 20,018,320円 

平成 23年 8月末滞納件数（納期ごとの件数） 6,196件 

 

（1-4）指摘の内容 

指摘の度合 指摘の事実 指摘の根拠 

 

督促状が適正に発送されていな

い。（納期限から 1 ケ月程度で発

送している。） 

田川市債権管理条例第 7条 

「債権管理者は、市の債権につい

て、履行期限までに履行しない者

があるときは、期限を指定してこ

れを督促しなければならない。」 

田川市債権管理規則第 6条 

「市長は、当該債権の履行期限後

20 日以内に督促状を発するものと

する。」 

「督促状に指定する期限は、当該

督促状を発した日から 10日以内と
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する。」 

3 

時効消滅した債権について不納欠

損を行っていない。 

田川市債権管理条例第 13条  

「債権管理者は、当該その他の債

権を放棄することができる。 

 →当該債権の消滅時効に係る時

効の期間が満了した後において、

なお、同様の状態にあると認めら

れるとき。」 

 

 

13.学校教育課学校教育係の債権 

⑴田川市育英資金貸付金等 

（1-1）田川市育英資金貸付金等の概要 

①田川市育英資金貸付金 

田川市在住の者で高等学校以上の学校に就学予定又は在学する優秀又は向学心の高い学生、生

徒で、経済的理由により修学困難な人へ貸付けた奨学資金の償還に係る債権である。 

 

②田川市若年者専修学校等技能習得資金貸付金 

社会において有為な人材として活躍が期待されながら、経済的な理由により専修学校等におい

て修業することが困難な人へ貸付けた技能習得資金の償還に係る債権である。 

 

③田川市高等学校等奨学資金貸付金 

同和関係者の子弟で、高等学校等に進学する能力を有しながら、経済的な理由により進学が

困難な人へ貸付けた奨学資金の償還に係る債権である。本制度の貸付事業については平成 19年

度で終了しており、現在は償還事務のみである。 

 

（1-2）田川市育英資金貸付金等債権の管理状況 

項目 概要 

収納担当 正規職員 1名 

債権管理台帳 

パッケージシステムで債権管理をしている。紙の滞納者リストに交渉経過

を記録している。個人の書類は個別にファイルで保管し、別に表計算ソフ

トで作った督促記録がある。 

督促 督促している。 

催告 催告している。（4月、12月） 

滞納整理 
その他の債権（私債権・自力執行権なし）  

強制執行はしていない。 

不納欠損 

時効は 10 年。今まで不納欠損の実績はないが、今年度は本人死亡で保護

者から免除願が出ているもの（育英資金 2件、高等学校奨学金 1件）に

ついて、不納欠損処理を行う予定である。 

その他 

ア、免除願の理由が明記されていない。様式で改善が必要なところがある。

（育英資金） 

イ、事務取扱要領や業務手順書が完成していない。 

 

（1-3-1）田川市育英資金貸付金の滞納額 

平成 23年 8月末滞納額 11,770,300円 
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平成 23年 8月末滞納件数（納期ごとの件数） 1,246件 

 

（1-3-2）田川市若年者専修学校等技能習得資金貸付金の滞納額 

平成 23年 8月末滞納額 492,293円 

平成 23年 8月末滞納件数（納期ごとの件数） 48件 

 

（1-3-3）田川市高等学校等奨学資金貸付金の滞納額 

平成 23年 8月末滞納額 417,310円 

平成 23年 8月末滞納件数（納期ごとの件数） 123件 

 

（1-4）指摘の内容 

指摘の度合 指摘の事実 指摘の根拠 

2 

前任者が作成していた事務取扱要

領や業務手順書が完成していない。 

債権管理条例施行規則第 21 条「この

規則に定めるもののほか必要な事項

は別に定める。」  

債権管理に関する研修会の資料「市

収入金の債権管理について」の P5「田

川市債権管理条例を制定し、本市にお

ける債権管理に関する事務の一般的

基準及び必要事項を定め、この枠組み

のもと、各収入金ごとに事務取扱要領

及び業務手順書を作成し、・・・市収

入金の債権管理の適正化を図ること

とした。」 

1 

免除願の理由が明記されていない。

免除願の様式で改善が必要なところ

がある。 

田川市育英資金条例施行規則第 16

条「死亡したときは、保護者及び連帯

保証人は・・・奨学生死亡届を市長に

提出しなければならない。この場合、

保護者及び連帯保証人から特別の事

情を具して奨学金返還免除願により

免除を願い出た場合は、貸与総額の全

部又は一部を免除することがある。」 

「本人死亡＝免除」とはならないの

で、理由を明記しなければならない。 

免除願の様式に死亡者本人の署名

押印欄があり、署名押印がされてい

る。 

 

 

⑵放課後児童クラブ保護者負担金 

（2-1）放課後児童クラブ保護者負担金の概要 

放課後児童クラブは、田川市放課後児童健全育成事業実施要綱（平成２１年４月１日施行）及び放

課後児童クラブ指導員業務処理要領により公設公営で運営されている。設置場所は市内の各小学校の

屋内運動場の一部を利用している。 

対象児童は市内小学校に在籍する１年生から６年生で、「両親の就労家庭、母子家庭、父子家庭また
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はこれに準ずる家庭の児童で保護者等が昼間家庭にいない児童」とされていて、開設時間は、小学校

の登校日は授業終了時から午後６時まで、小学校の休校日は午前８時から午後６時までとなっている。

また、休所日は、日曜日、祝日、８月１３日から８月１５日、１２月２９日から翌１月３日となって

いる。 

児童クラブ保護者負担金は、児童クラブの運営に必要な費用として、登校日は１５０円／１人（日

額）、休校日は３００円／１人(日額)の利用料に利用日数を乗じて、１ケ月分を月末締めで保護者に請

求し、納期限は翌月末としている。 

なお、利用状況及び利用額は次表のとおりである。 

児童クラブ名 登録人数（人） 開所日数 参加人数（人） 利用額合計（円） 

猪位金 749 293 日 7,129 1,138,200 

弓削田 1,133 293 日 10,783 1,763,850 

後藤寺 1,130 293 日 11,902 1,882,550 

大浦 655 293 日 7,076 1,015,800 

大藪 1,021 293 日 10,393 1,675,500 

田川 829 293 日 6,666 1,188,150 

伊田 1,483 293 日 12,849 2,170,100 

鎮西 1,276 293 日 12,468 2,100,750 

金川 1,059 293 日 9,628 1,646,200 

（平成 22年度実績：決算資料より） 

 

（2-2）放課後児童クラブ保護者負担金債権の管理状況 

項目 概要 

収納担当 各児童クラブ指導員 9名，学校教育課職員１名の計１０名 

債権管理台帳 市販表計算ソフトの収納整理簿 

督促 督促していない。 

催告 催告していない。 

滞納整理 その他の債権（私債権・自力執行権なし） 

不納欠損 不納欠損は行っていない。 

その他 

ア、負担金の徴収方法は納入通知書や口座振替で行われておらず、児童ク

ラブ指導員が月謝袋で徴収し、一時保管した後に学校教育課担当職員

に渡す方法としている。この担当職員が調定決議書を起票し、納入通

知書と現金を一括して会計課窓口で納入している。 

各納入義務者の消し込みは前述の収納整理簿で手入力により、行われ

ている。又月謝袋に領収印が押されている。 

イ、負担金（利用料）は単価に利用日数を乗じて算定されるものとなって

いるが、出欠簿の管理、保存等の規定が見当たらない。その他事業実

施に係る書類についても規定がない。 

 

（2-3）放課後児童クラブ保護者負担金の滞納額 

平成 23年 8月末滞納額 5,350円 

平成 23年 8月末滞納件数（納期ごとの件数） 2件 

 

（2-4）指摘の内容 

指摘の度合 指摘の事実 指摘の根拠 

1 
台帳は市販表計算ソフトで自作し

た児童クラブ料金徴収表が 4 半期

債権管理の台帳整備は、債権管理

条例第 4条(台帳の整備）や同施行
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で作られたものがあった。これに

記載されているものは、各児童ク

ラブごとの利用者名と利用時間、

利用月額となっていた。 

規則第 3条(台帳）に規定がある。 

3 

 児童クラブへの入所時に提出す

る申請書の記名欄に「損害賠償の

範囲は保険の範囲に異議ありませ

ん」の文面が記入されているが、

これはいわゆる誓約書で行うこと

が適当なものである。 

 この様式は、利用申請書の中に

「異議なしとする文面」は読み取

ることができるが、誓約者名の記

入や押印がない。なお、申請書に

併記する場合は別に誓約書欄を設

けることが適当と考える。 

2 

事務取扱要領及び業務手順書の作

成が行われていない。 

収納対策室の市収入金の債権管理

についての中に市収入金ごとに

「業務手順書」または「事務取扱

要綱及び業務手順書」を作成し、

債権管理の適正化を図るとある。

この整備が不十分では、債権管理

の全てにおいて、適正を判断する

ことが難しい。 
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第 4．まとめ 

以上が債権管理の状況に関する行政監査の結果です。 

債権管理は未収金に対する保全、回収、処分等の事務処理が法令等に従った一定の判断基準の下に公

平公正に実施されることが求められています。 

特に、各課の指摘内容で繰り返し指摘している業務手順書や事務取扱要領等に、回収が見込めない債

権を合理的に処理することが可能な「詳しい判断基準」を設けることが急務といえます。 

そのためには、全庁的な統一基準の作成や改正に指導的立場となる部署の確立・整備が不可欠です。 

さらに、作成された統一基準は田川市告示若しくは田川市訓令として全庁的に周知し、全体的に債権

管理業務の質的向上を図ることです。 

 

最後に、報告書の指摘内容等と併せて、留意する事項について補足します。 

1.田川市債権管理条例では第３条（債権管理者の責務）、第４条（台帳の整備）は、債権管理者に債権管

理台帳の整備を求めていますが、作成する時期や、実務上の債権管理者を特定しておらず、これを具体

的にする必要があります。 

 

2.市の債権は、その賦課の段階で生活保護世帯や一人親家庭等の経済的弱者に対しては減免規定等が設

けられていますが、新たに生活保護の受給に至った者や離婚した事実などの減免状況の変化が生じた場

合に関係課で情報を共有する仕組みがありません。この状況の変化は適正な調定額の算定に重要な情報

です。共有の仕組みについて検討してください。 

 

3.債権管理台帳を作成する際、納入義務者の氏名や住所等、各債権で共通する内容が多くあるにもかか

わらず、各課がそれぞれ市販の表計算ソフトを利用して債権台帳（収納台帳）を作成している状況があ

ります。一つの様式で共通事項を作成・管理し各課で情報共有することができれば、台帳作成が効率的

になります。 

 

4.分割納付の運用基準に関して、次の点が不明瞭でしたので検討してください。 

①履行延期の特約（分割）の書面の記載事項 

②延期期間の限度の設定 

③損害賠償金等の利率や徴収方法 

④特約の要件の判断基準や履行延期に付する条件の整備 

 

5.私債権（市営住宅管理条例、田川市水道事業給水条例、田川市立病院使用料及び手数料条例等）につ

いて、損害賠償金等（督促手数料並びに延滞金）の規定はありませんが、この規定を設ることで徴収可

能となるのであれば、是非検討してください。私債権の督促料及び延滞金が徴収できない現状には、不

公平感が残ります。                                       

以上 


