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５．保健福祉（保健福祉センター）業務 

（１）高齢者・障がい者支援業務 

① 買い物支援事業における事業者選定基準のうち保健所との事前協議につ

いて（西成区） 

高齢者・障がい者の買い物支援事業は、移動販売による買い物支援を通じて高齢者

等の見守り活動を行う者に対して、その経費の一部を補助することにより、高齢者等

が住み慣れた地域で安心して生活できることを目的として大阪市西成区において実

施されている事業である。公共交通機関の利便性が悪く、徒歩圏内に生活必需品を購

入することができる店舗が減尐したことで高齢者及び障がい者が孤立化している地

域において実施している。なお、移動販売及び見守り活動とは、高齢者・障がい者の

買い物支援事業補助金交付要綱の中で、以下のように定義されている。 

第 2条 この要綱において「移動販売」とは、商品を配達し、販売するための設備を設

けた車両（以下「移動販売車」という。）を使用して、食料品及び生活用品（以下「食

料品等」という。）を販売することをいう。 

2 この要綱において「見守り活動」とは、移動販売の業務に支障のない範囲において、

高齢者及び障がい者（以下「高齢者等」という。）の異変を察知したときに行政機関

へ通報することをいう。 

（抜粋：高齢者・障がい者の買い物支援事業補助金交付要綱第２条第１項及び第２項） 

また、補助対象となる経費及び補助限度額は以下のとおりである。 

第 5条 補助の対象とする経費（以下「補助対象経費」という。）は、移動販売を実施

するために必要と認められる次に掲げる経費とする。 

（1）移動販売車の購入費用（消費税及び地方消費税を含む。） 

（2）移動販売車の改造費用（消費税及び地方消費税を含む。） 

（3）移動販売車の塗装及びラッピング費用（消費税及び地方消費税を含む。） 

（4）食料品等の冷蔵、冷凍及び会計に必要な移動販売車に設置する備品の購入費用（消

費税及び地方消費税を含む。） 

2 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当するものは、補助対象としない。 

（1）移動販売車の駐車場使用料及び移動販売の実施に伴う駐車料金 

（2）自動車税、軽自動車税、自動車重量税及び自動車取得税 

（3）自動車保管場所証明書手数料及び証票交付手数料 

（4）自動車登録料、ナンバープレート代及び再資源化預託金等（リサイクル料金） 

（5）自動車損害賠償責任保険料及び自動車保険料 

（6）自動車販売業許可手数料 

（抜粋：高齢者・障がい者の買い物支援事業補助金交付要綱第５条第１項及び第２項） 
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第 6条 補助額は、補助対象経費の実支出額に 2分の 1を乗じて得た額とし、金 2，700，

000円を限度とする。 

2 前項の規定により算出した額に 100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨て

た額とする。 

（抜粋：高齢者・障がい者の買い物支援事業補助金交付要綱第６条１項及び２項） 

高齢者・障がい者の買い物支援事業では、営業許可が取得できる移動販売車の設備

を予め事業者に把握してもらう趣旨から、事業者選定基準において保健所との事前協

議を項目として定めている。そのため、応募者が営業許可を取得しようとしている移

動販売車の設備について、保健所と事前協議があれば採点基準に照らし、審査票にお

いて３点が加点されることになる。 

 応募者と保健所との事前協議について、西成区役所において現地調査により確認し

たところ、応募者の自己申告のみで加点されており、区役所から保健所へ協議事実の

確認は行われていなかった。 

事業者選定の妥当性を確保する観点から、事実確認できる基準は客観的な証拠を確

認するべきである（意見番号 30）。 

② 地域福祉コーディネーターの従事時間（中央区）

ひとり暮らしの高齢者等が地域において安心して暮らせるためには、日頃からきめ

細かな見守りを行い、支援が必要な状況が生じた場合には早期に発見し適切な支援に

つなげることが必要である。高齢者のニーズや福祉課題は多様であり深刻化している

が、本人に対する支援の相談だけではなく、障がい等の問題を家族が抱えており、一

体的に支援することが必要な場合もある。 

このような背景を受けて、大阪市では、地域住民が健康を保持・増進し、積極的に

社会参加できるような地域ぐるみの取組みを行うとともに、援護を必要としている人

のニーズの発見や相談支援、関係機関への連絡調整、地域での支え合いについて、地

域の実情に応じた検討を行ってきた。平成 16年度から各区において地域福祉アク

ションプランを策定し、見守り活動をはじめとする地域の福祉力を高める地域づくり

を進めており、平成 24年７月に市政改革プランが策定されてからは、「大きな公共を

担う活力ある地域社会づくり」の方向性をふまえ、区や地域の実情に応じた見守り等

の再構築が進められている。 

平成 25年度からは、各区の特色のある地域福祉の取組みを一層推進するために、

地域福祉活動の推進役となる地域福祉コーディネーター等を配置し、相談支援機関で

ある見守りネットワーク事業との連携を強化することにより、地域の福祉課題の解決

に向けた活動の活性化を図っている。 
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【事業・役割のイメージ】 

・地域内の困りごと等をキャッチ

・見守りのための名簿を作成

・専門職のワーカーがアウトリーチ

見守りネットワーク強化事業

（各区共通事業）

地域福祉コーディネーター事業

（区独自事業）

地域
＜見守り活動＞

提供

相談

支援

地域では解決困難

（見守りネットワーク事業の機能） 

１．要援護者に同意確認を実施し、同意が得られた名簿を地域に提供する 

２．福祉専門職のワーカーが孤立世帯等にアウトリーチを行い、必要な支援につなぐ 

３．認知症高齢者が行方不明になった際に、協力者にメール配信し、早期に発見する 

（資料：福祉局提供資料より） 

見守りネットワーク強化事業では、区社会福祉協議会に、福祉専門職のワーカーや、

名簿提供に係る同意確認を実施する調査員を配置した見守り相談室を開設し、原則と

して区役所・福祉局・区社会福祉協議会の３者が契約により役割分担することで、そ

れぞれ果たすべき責任のもと相互に連携し、円滑な事業の運営を図っている。 

 一方で、地域福祉コーディネーター事業では、住民雇いあげのコーディネーターを

配置することで、地域からの相談を受けるなど、地域内の困りごと等をキャッチし、

各区・地域にあった見守り機能を強化しており、区独自の事業として住民相互による

見守り等の取組みが推進されている。 

中央区においては、地域福祉コーディネーター事業は地域福祉見守り活動事業の名

称で実施されており、当該事業について実地調査を行った。 

地域福祉見守り活動事業は平成 27年度予算が平成 26 年度より増額となっており、

その理由として、地域福祉コーディネーターの従事時間が１日３時間から 4.5 時間に

増加するためとのことであった。また、平成 27年度の仕様書においても従事時間は

月 20 日間程度で月 90時間を上限とすると規定されている。 

しかしながら、地域福祉コーディネーターの従事時間の報告状況及び集計について

確認したところ、従事時間の報告・集計を行っていないため、区が従事時間の確認を

行っていない地域があった（結果番号 22）。地域福祉コーディネーター活動月報とし

て業務報告されているのは、訪問及び相談件数の報告のみであり、実際に前年度と比

較してコーディネーターの従事時間がどれほど増えたかは不明である。なお、地域福

祉コーディネーター活動日誌には、従事時間を記載する箇所があるため、記載されて

いれば集計することは可能である。 
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区は、委託業者から従事時間及び作業内容に関する報告を受け、仕様書どおりに事

業が実施されているかについて確認する必要がある。 

地域福祉コーディネーター事業に関して、他の 23区に対し、アンケートを実施し

たところ、２区において委託業者から従事時間に関する報告を受けていないとの回答

であった。また、１区においては従事時間を仕様として規定していないとの回答で

あった。 

地域福祉コーディネーターにより実施される当該事業においては、地域福祉コー

ディネーターの従事時間は重要であり、予算見積もりにおいて地域福祉コーディネー

ターの従事時間を基に積算している場合は、仕様書において従事時間を規定し、その

結果を確認する必要がある（意見番号 31）。 

③ 重度障がい者日常生活用具の給付限度額の検討（福祉局）

 大阪市は、在宅の重度障がい者 （児童を含む。以下「障がい者」という。）に対し、

日常生活上の便宜を図るための用具を給付することにより、日常生活の便宜を図り、

その福祉の増進に資することを目的とした事業として、大阪市重度障がい者日常生活

用具給付事業を実施している。 

 当該事業の実施要綱である「大阪市重度障がい者日常生活用具給付要綱」において、

対象となる用品及び給付金額は以下のように定められている。 

（用具の種目等） 

第 2 条 対象となる用具の種類、性能形式（内容）、限度額及び耐用年数等は、別紙 1

のとおりとする。ただし、介護保険法の規定による保険給付対象となる場合は、

給付しないものとする。 

2 別紙 1の用具のうち、ストマ用装具、紙おむつ、サラシ・ガーゼ・脱脂綿、人工

喉頭（埋込型人工鼻）を継続品目とする。 

3 給付を受けようとする者又はこれを扶養する者が、用具の給付を受ける月に負担

すべき自己負担額は、世帯の所得により決めるものとし、別紙 2のとおりとする。 

（給付金額） 

第 6 条 別紙 1に定める限度額と実際に購入する用具の価格のいずれか低い額から、

第 2 条第 3項に定める自己負担額を控除した額を給付金額とする。 

2 継続品目を一括給付する場合においては、当該用具の 2ヵ月分の限度額と実際に

購入する用具 2ヵ月分の価格のいずれか低い額から、第 2条第 3項に定める 1ヵ

月分の自己負担額を控除した額を給付金額とする。 

（抜粋：大阪市重度障がい者日常生活用具給付要綱 第２条及び第６条） 
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給付までの手続としては、「重度障がい者日常生活用具給付基準」の別紙１に基づ

き、給付希望種目の購入前に各区保健福祉センター保健福祉課へ所定の書類により申

請手続きを行う必要がある。なお、重度障がい者日常生活用具のうち、ストマ用装具

（蓄便袋）は「重度障がい者日常生活用具給付基準」の別紙１において、限度額が

8,900円/月と定められている。 

＜５．排泄管理支援用具＞ 

種目 
障がい 

及び程度 

対象 

年齢 

（原則） 

限度額 

（円） 

耐用 

年数等 

性能形式 

（内容） 
介護 

ストマ

用装具 

（蓄便

袋） 

直腸機能障

がい者また

は小腸機能

障がい者で、

ストマ造設

術を行って

いる者 

－ 8,900 １ヵ月 

低刺激性の粘着剤を使

用した密封型又は下部

開放型の収納袋とする。 

ラテックス製又はプラ

スティックフィルム製 

限度額の範囲内で別紙

３に定める付属品を給

付できる。 

※ 

※介護保険制度との重複品目であれば、◎が記載される。 

（抜粋：重度障がい者日常生活用具給付基準 別紙１） 

上記の重度障がい者日常生活用具給付基準による給付単価は、平成 18 年度におい

て以下の「補装具の種目、受託報酬の額等に関する基準」に交付基準の対象種目となっ

ていたときの単価を用いて基準単価としている。 

1 交付基準 （５）その他 

種目 名称 基本構造 付属品 
価格 

円 

耐用 

年数 
備考 

ストマ

用装具 
蓄便袋 

低刺激性の粘着剤

を使用した密封型

又は下部開放型の

収納袋とする｡ ラ

テックス製又はプ

ラスチックフィル

ム製 

皮膚保護

剤 

袋を身体

に密着さ

せるもの 

8,600 

価格は１か所当たり

の皮膚保護剤及び袋

を身体に密着させる

ものを含む月額であ

ること｡ 

（抜粋：補装具の種目､受託報酬の額等に関する基準） 
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  補装具の種目､受託報酬の額等に関する基準の別紙１の（５）に記載される単価は

8,600円であるが、当該基準の以下の規定により 8,600円に３％を乗じて現在の 8,900

円の単価が設定されている。 

 

3 児童福祉第二十一条の七の規定により補装具の交付又は修理の委託を受けた業者が

市町村に対して請求することができる額(以下｢受託報酬の額｣という｡)は､別表の規定

による価格の百分の百三に相当する額を上限とする｡ただし､第一項ただし書の補装具

については､次の各号の区分に従い､当該各号に定める額とする｡ 

一 前項第一号の補装具 別表の 1の(5)のストマ用装具の項価格欄に掲げる価格の百

分の百三に相当する額を上限とする額 

（抜粋：補装具の種目､受託報酬の額等に関する基準第３項第１号） 

 

このように、ストマ用装具（蓄便袋）の給付限度額は 8,900 円/月と定められてい

るが、この給付限度額は平成 18年度においてストマ用装具（蓄便袋）が補装具給付

対象品目となった時点から変更はない。ストマ用装具（蓄便袋）の給付額について現

地調査により確認したところ、取扱業者からの見積額（支給対象額）の 67.27％が給

付限度額である 8,900円/月となっていた。 

 

【平成 27年度におけるストマ用装具（蓄便袋）の支給対象額】 

支給対象額 交付月数 割合 

8,900 円未満 11,764 32.48％ 

8,900 円 24,365 67.27％ 

8,901 円以上 89 0.25％ 

合計 36,218 100.00％ 

      （資料）福祉局提供資料より 

 

監査人は、取扱業者がさらに安価な価格で支給できるにもかかわらず、給付限度額

にあわせて価格設定をしており、経済性が損なわれているとの疑念から、給付限度額

の価格の妥当性について、福祉局に問い合わせを行った。 

福祉局からの回答は、ストマ用装具（蓄便袋）の給付限度額 8,900 円/月について

は、他の政令市と比較しても、特に高額ではないとのことであった。 

 

  ストマ用装具（蓄便袋）については、検討の結果、支給限度額に問題は発見されな

かったが、給付限度額が公表され、支給業者がその限度額にあわせて価格設定を行い、

経済性が損なわれる可能性があることから、福祉局として、関係各所より情報収集を

行い、定期的に重度障がい者日常生活用具の支給限度額の見直しの検討を行う必要が

ある（意見番号 32）。  
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（２）介護保険関係業務 

① 介護保険制度の概要

介護保険制度は、社会的な相互扶助の精神に則り、保険の技術を利用して、加齢に

起因する病気等により介護を要する状態になることなどを保険事故として、各種の保

険給付を行うことを目的とした社会保障制度である。 

介護保険は市町村、特別区が行うものとされている（介護保険法第３条第１項）。

大阪市では、大阪市介護保険条例を制定し、介護保険事業として運営されている。介

護保険事業については、特別会計を設定し独立採算で経理することとなっており（介

護保険法第３条第２項）、大阪市の介護保険事業会計の過去５年間の推移は以下のと

おりとなっている。 

（参考）大阪市介護保険事業会計決算推移 （単位：百万円） 

平成 23 年度 平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 

歳入 186,387 202,186 213,276 223,737 232,487 

歳出 185,816 200,973 212,860 223,297 231,411 

差引過不足 571 1,213 416 440 1,076 

（資料）大阪市決算公表資料 

このうち、歳入については、被保険者から徴収する保険料、支払基金交付金、国庫

支出金、都道府県支出金、一般会計繰入金等によって賄われている。 

介護保険料の徴収方法については、第１号被保険者（65 歳以上）と第２号被保険

者（40 歳以上）で異なっている。第１号被保険者の保険料については、原則として

年金等から天引きされる特別徴収の方法によっており、受給する年金等の金額が低額

である等の被保険者については、納付書等により保険料を納付する普通徴収の方法に

よっている。第２号被保険者の保険料については、当該被保険者が加入する医療保険

料とあわせて徴収され支払基金交付金として各保険者に交付される。大阪市の過去５

年間における保険料の収入状況の推移は以下のとおりとなっている。 

（参考）第１号被保険者に係る介護保険料の収入状況 （単位：百万円） 

平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 

現
年
分

調定額 
Ａ 25,262 31,219 32,238 33,375 38,595 

Ｂ 4,988 6,777 7,054 7,166 7,935 

収納額 
Ａ 25,262 31,219 32,238 33,375 38,595 

Ｂ 4,188 5,749 5,962 6,088 6,798 

還付未済額 
Ａ 62 73 78 78 90 

Ｂ 10 13 18 19 21 
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未収額 Ｂ 799 1,027 1,091 1,078 1,136 

減免額 Ｂ － 2 1 1 1 

収納率 

Ａ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 

Ｂ 84.0％ 84.8％ 84.5％ 85.0％ 85.7％ 

合計 97.4％ 97.3％ 97.2％ 97.3％ 97.6％ 

滞
納
繰
越
分 

調定額 Ｂ 1,877 1,731 1,854 2,080 2,145 

収納額 Ｂ 259 249 265 312 351 

還付未済額 Ｂ 0 0 0 0 0 

不納欠損額 Ｂ 679 648 583 687 743 

未収額 Ｂ 938 833 1,005 1,080 1,049 

Ａ：特別徴収、Ｂ：普通徴収 

（資料）各年度介護保険事業状況報告（年報）及び福祉局提供資料より 

また、歳出については、その大部分が保険給付に要する費用である。この保険給付

については以下のような種類があり、介護保険法、大阪市介護保険条例等によって、

給付の要件、内容、受給手続に関する事項が定められている。 

（参考）主な保険給付 

種類 内容 

介護給付 

要介護１～５の認定を受けた方を対象とした給付で、訪問サービ

ス、通所サービス、短期入所サービス等に加えて施設サービスに

対する給付が行われるもの。 

予防給付 

要支援１～２の認定を受けた方を対象とした給付で、訪問サービ

ス、通所サービス、短期入所サービス等に対する給付が行われる

もの。 

区役所においては、介護保険料の徴収に関する事務、保険給付に関する各種申請に

関する事務等を行っている。 

② 介護保険料の訪問徴収に関する報告書（中央区）

介護保険料の徴収については、介護保険法第 144条の２において普通徴収による場

合の保険料の収納の事務を委託することができるとされている。 

大阪市では福祉局が一括して、日本ＡＴＭヒューマン・ソリューション（株）へ収

納業務を委託している。 

受託業者が対象者に対して訪問を行った場合には、訪問結果報告書票が大阪市へ提
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出されることとなっている。この報告書票は、いつ、だれが訪問したかや、訪問によ

る本人への接触の有無や介護保険料の徴収の有無が記載される様式となっており、業

務委託に関する仕様書の定めにもとづき大阪市が指定したものである。 

中央区における実地調査の際に介護保険料の収納業務の委託先からの訪問結果報

告票を閲覧したところ、訪問時間や担当者名が記載されていないものが年間 17 件確

認された（結果番号 23）。 

当該訪問結果報告書票については、受託業者が仕様書に定められたとおり適切に業

務を実施しているかを確認するための重要な資料となることから、記載要件に漏れの

ない報告を受領する必要がある。 

受領にあたっては、受領担当者が当該訪問結果書票について記載事項にもれが無い

かの確認を行うとともに、記載事項に漏れがあった場合には再提出を促すよう改善す

べきである。 

③ 介護保険料の現金徴収の取扱い

大阪市の会計室による「公金安全保管マニュアル」では、現金収納事務における収

入の留意事項として、「受領した現金は、金融機関の窓口が開いている時間に入金す

るなどし、業務終了後に金庫室及び据置金庫で保管する現金の削減を図ってくださ

い。」としている。 

これに関連して、区役所内の銀行営業中における担当課窓口での現金徴収の状況及

び徴収した保険料の金融機関への預け入れの頻度について、全区にアンケートを実施

した結果、以下のとおり回答を得た。 

（参考）アンケート結果 

Ｑ１－４．窓口での徴収について、区役所内の銀行が営業中の場合にも窓口での現金徴

収を行っていますか。 

①現金徴収を行っている  15 区 

②納付書を発行し銀行での納付としている  ９区 

 現金徴収を行っている理由としては、介護保険料の納付者が高齢者等であることか

ら、市民サービスを考慮して、納付書を発行し銀行での納付を強制していないとのこ

とであった。 

 現金徴収を行っている 15 区に対して徴収した保険料の納付頻度について質問した

ところ、12 区において、前日の 14 時 30 分から当日 14 時 30 分までに収納あった分

について締め処理を行い、金融機関に預け入れているとの回答であった。 
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それ以外の３区においては、翌日の執務前に前日分を納付しているとのことであっ

た。 

業務終了後に金庫室及び据置金庫で保管する現金を削減するため、区役所の窓口に

おいて介護保険料の現金徴収を行う場合は、金融機関の窓口が営業している時間内に、

一時締めを実施し納付を行うようにすべきである（意見番号 33）。 
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（３）子育て支援業務 

① こども医療証の発行業務におけるこどもの保険証未確認（西成区、平野区） 

大阪市では、こどもに係る医療費の一部を助成することにより、こどもの健全な育

成に寄与し、もって児童福祉の向上を図ることを目的として、こども医療費助成制度

を実施している。これにより、対象者が病院や診療所等で診療を受けた場合に、保険

診療が適用された医療費の自己負担の一部が助成される。この医療費の助成を受ける

ことができる対象者は、こども医療費助成規則において以下のように定められている。 

第 2 条  

この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

(1) こども 本市の区域内に住所を有する者で 15 歳に達した日以後における最初

の 3 月 31 日を経過するまでのもの 

第 3 条 

こども医療費(次条の規定により助成するものをいう。以下同じ。)の助成を受ける

ことができる者(以下「対象者」という。)は、国民健康保険法の被保険者（被保険

者であった者でなお継続して医療に係る給付を受けているものを含む。）又は医療保

険各法の被保険者(健康保険法の日雇特例被保険者を含む。以下同じ。)、組合員若

しくは加入者の被扶養者(被保険者、組合員又は加入者の被扶養者であった者でなお

継続して医療に係る給付を受けているものを含む。)であるこどもの保護者であっ

て、次の各号のいずれかに該当するものとする。 

第 6 条  

こども医療費の助成を受けようとする者は、その資格について市長の認定を受けな

ければならない。 

2 前項の認定を受けようとする者は、所定のこども医療証交付申請書に次に掲げる

書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると

認めるときは、添付書類を省略することができる。 

(1) 医療保険証 

(2) その他市長が指定する書類 


3 市長は、前項の申請があったときは、その資格を審査し、資格を認定したときは、

こども医療証を交付する。 

（抜粋：大阪市こども医療費助成規則） 

上記のこども医療費助成規則によれば、国民健康保険法やその他の医療保険法の被

保険者である０歳から 15歳までのこどもの保護者が助成対象である旨が記載されて
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いる。また、こども医療証の発行にあたり、助成を受けるための申請手続きとして、

こどもが被保険者であることを確認するためにこども自身の保険証原本を確認する

ことを求めている。 

こども医療証の発行業務について、西成区役所及び平野区役所において現地調査に

より確認したところ、出生届と同時にこども医療証を申請され、こどもの保険証が作

成中で提示できない等を理由に保護者の保険証しか確認していないケースや、こども

の保険証コピーで代替しているケースがあった。また、これらの場合に事後による原

本確認も行われていなかった。 

こども医療費助成規則第６条第２項において記載されている「市長が特別の理由が

あると認めるときは、添付書類を省略することができる」場合とは、災害時等の特別

な事情に限られているため、こども自身の保険証原本の確認が必須であるにもかかわ

らず、必要な手続きが適切に実施されていない（結果番号 24）。 

事実確認を誤らないために、こども自身の保険証原本の事前確認を徹底する必要が

ある。 

また、こども医療証の発行業務についてアンケートを実施し、以下のような回答を

得た。 

（参考）アンケート結果 

Ｑ１－１． 出生時におけるこども医療証を発行する際に、こどもが被保険者であるこ

との確認をどのように行っていますか。 

①必ずこどもの保険証のコピーを入手して確認している  ８区 

②こどもの保険証以外の資料により確認することもある  16区 

上記のアンケートの結果によれば、16区が新生児の保険証の作成待ち等を理由に

保護者の保険証しか確認していない場合があるとのことであった。 

出生届や児童手当には一定の提出期限等が設けられていることから、保護者は特段

の事情が無い限り出生後約２週間以内に区役所に来庁する。しかし、社会保険加入者

については保険証の作成に１ヵ月近くかかる事が多く、その際にこどもの保険証を

持っていることはほぼないため、こども医療証発行手続きのためには再度来庁する必

要がある。なお、国民健康保険加入者の場合は、市国民健康保険等システムでこども

が被保険者であることが確認できるため、原本確認を要しない。 

そこで、区民サービスの観点からは、出生時のみの運用として、こどもを扶養する

予定の保護者を確認の上、こどもが加入する予定の保護者の保険証原本によって資格

確認をし、発行後の事後確認としてこどもの保険証コピーを入手するべきである。（意

見番号 34）。 
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② 児童福祉施設徴収金の未収債権の管理（中央区）

児童福祉施設とは、児童福祉法に規定される施設であり、社会的養護が必要とされ

る児童を入所又は通所させることにより、保護者に代わって養育、保護等を行う施設

である。大阪市内には、以下のような施設がある。 

施設名 施設概要 

児童養護施設 

保護者の病気や離婚などによって、育てることが困難に

なった子ども（概ね 2歳～）を、保護者の皆さんに代わっ

て養育し、あわせて、その自立を支援します。  

乳児院 

保護者の病気や出産などによって、育てることが困難に

なった子ども（概ね 2歳まで）を、保護者の皆さんに代わっ

て養育します。 

児童自立支援施設 

非行や家庭内暴力など、子どもの諸問題を、豊かな自然環

境の中で職員と生活をともにしながら、それぞれの子ども

の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援します。 

情緒障害児短期治療施設 
学校に行きたがらない子ども、気がかりな行動を示す子ど

もとその家族に、専門的な治療を行います。 

助産施設 
経済的な理由によって、入院助産を受けることができない

妊産婦の方が入院し、出産することができます。 

母子生活支援施設 

配偶者のない女性、またはこれに準ずる事情にある女性と、

その子どもが入所し、保護を受けるとともに、自立の促進

のためにその生活の支援を受けることができます。 

（資料）大阪市ＨＰより「児童福祉施設」 http://www.city.osaka.lg.jp/kodomo/page/0000002448.html 

原則としてこれらの児童福祉施設への措置等は、こども相談センターが行い、措置

児童にかかる費用徴収額の決定については、各区保健福祉センター所長が行っている。

各区においては、こども相談センターから回付された措置決定通知書をもとに、総合

福祉システムに入所決定登録することで徴収金を算出し、財務会計システムにおいて

月次調定を行っている。 

児童福祉施設徴収金は、公法上の原因又は公法関係から発生した債権であるため、

公法上の債権となる。また、児童福祉法第 56条第７項の規定により、「地方税の滞納

処分の例により処分することができる」とされており、児童福祉施設入所等に係る徴

収金は、地方自治体が強制徴収できる債権であるため、裁判手続等を経ることなく滞

納処分を行うことが可能である。ここでいう滞納処分とは、納入義務者が自主的に完

納しない場合において、訴訟手続きを省略して、債権者が自力でこれを強制的に実現

するために、地方税法により行う行政上の強制執行、すなわち債務者の財産を差し押
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え、これを換価し、その換価代金をこれらの公法上の収入に充当する一連の強制徴収

の手続を指す。つまり、未収金の督促の際に指定した期限までに納付されなかった場

合には、直ちに地方税の滞納処分の例等により処分することができる。 

 児童福祉施設に係る徴収金の消滅時効の期間は、地方税法第 18条第１項の規定に

より５年となっており、納期の翌日から時効期間を算定し、時効の完成を阻止する制

度として民法第 147 条に規定される中断事由が発生すると継続した時効が中断され、

その事由が終了した翌日から、改めて新たな時効期間が進行する。 

第十八条  地方団体の徴収金の徴収を目的とする地方団体の権利（以下この款におい

て「地方税の徴収権」という。）は、法定納期限（次の各号に掲げる地方団体の徴収金

については、それぞれ当該各号に定める日）の翌日から起算して五年間行使しないこと

によつて、時効により消滅する。 

（抜粋：地方税法第 18条第１項） 

（時効の中断事由） 

第百四十七条  時効は、次に掲げる事由によって中断する。 

一  請求 

二  差押え、仮差押え又は仮処分 

三  承認 

（抜粋：民法第 147条） 

また、地方自治体が行う納入の通知及び督促には、時効中断の効力があるため、地

方自治体が督促を行った場合、督促が相手方に到達した日の翌日から、ふたたび時効

が進行する。 

（金銭債権の消滅時効） 

第二百三十六条 

４  法令の規定により普通地方公共団体がする納入の通知及び督促は、民法第百五十

三条 （前項において準用する場合を含む。）の規定にかかわらず、時効中断の効力を有

する。 

（抜粋：地方税法第 236 条第４項） 

公法上の債権においては、時効完成後に徴収することができないため、時効により

徴収金の徴収権が消滅しないような管理が求められる。そのため、児童福祉施設徴収

金の未収債権の管理については、未収債権管理簿を個人別に作成し、当該管理簿の裏

面は対応記録を記載して、決裁を得る書式となっている。 

 しかしながら、児童福祉施設徴収金の未収債権の管理状況について中央区役所にお

いて現地調査により確認したところ、個人別の未収債権管理簿の裏面にある対応記録
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及び決裁欄が利用されていなかった（結果番号 25）。その結果、督促状及び催告状の

送付以降にどのような対応が行われたかという記録が記載されておらず、個人別の各

種通知書等の書面現物そのものが保管されているだけであった。また、管理を効率化

するための未収債権の一覧表等も作成されていなかった。 

 督促状及び催告状の送付以降の対応記録を漏れなく記載し、保管する必要がある。

また、対象者が増加した場合を考え、個人別の管理簿に加えて一覧表等を併用して管

理を効率化すべきである（意見番号 35）。 

また、以下のようなアンケートを実施している。 

（参考）アンケート結果 

Ｑ３－２．未収債権ごとに対応状況の記録は保管していますか 

①未収債権ごとにファイリングして保管している  22区 

②保管しているが、ファイリングはしていない 該当なし 

③保管していない ２区 

上記のアンケートにおいて、保管していないと回答した中央区のほかの１区におい

ては、未収債権の対応状況の記録について一定期間の記録が抜けていた（結果番号

26）。 

督促状及び催告状の送付日の記載やそれ以降にどのような対応が行われたかとい

う記録を漏れなく記載し、保管する必要がある。 

③ 助産福祉施設徴収金の未収債権の管理（中央区）

大阪市では、児童福祉法による以下の規定に基づき、経済的理由により出産にかか

る費用を工面できないと認められる妊産婦を助産施設に入所させ、その費用の一部を

公費で助成することにより、児童の安全な出生と健全育成に資するため助産制度が設

けられている。 

第二十二条  都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村（以下「都道府県等」とい

う。）は、それぞれその設置する福祉事務所の所管区域内における妊産婦が、保健上必

要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない場合に

おいて、その妊産婦から申込みがあつたときは、その妊産婦に対し助産施設において助

産を行わなければならない。ただし、付近に助産施設がない等やむを得ない事由がある

ときは、この限りでない。 

（抜粋：児童福祉法第 22条第１項） 
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３  都道府県等は、第二十五条の七第二項第三号、第二十五条の八第三号又は第二十

六条第一項第四号の規定による報告又は通知を受けた妊産婦について、必要があると認

めるときは、当該妊産婦に対し、助産の実施の申込みを勧奨しなければならない。 

（抜粋：児童福祉法第 22条第３項） 

助成の範囲は、妊産婦が出産のために入院し、産後の療養を終えて退院するまでの

間に、出産とその療養のために要した費用の一部であり、通院期間中の費用や、出産

のために入院する前の流産、妊娠中毒症による入院費、不妊治療等の費用は対象外と

なっている。 

 申請については、妊婦本人又は本人の家族等が助産施設入所申込書及び母子健康手

帳、健康保険証、課税証明書等の必要書類を居住区の福祉業務担当に提出する必要が

あり、区福祉業務担当は、提出された申込書等に基づき面接調査や必要に応じて訪問

調査等を行い、助産の実施の要否を決定する。この場合に、助産の実施が必要と認め

られれば、妊産婦は助産施設に入所し、出産後には区福祉業務担当者により徴収額が

算出され、費用徴収額決定通知書及び納入通知書を申請者に交付する。納入通知書の

交付により納付されることとなるが、費用徴収金の未収が発生しないように、納入通

知書を交付した後にも申請者と担当者が連絡をとれるような体制づくりを行い、その

対応記録を保管する必要がある。 

しかしながら、助産福祉施設費用徴収金の未収債権の管理状況について中央区役所

において現地調査により確認したところ、未収債権管理簿が作成されておらず、個人

別に分納誓約書や付箋でメモ書きされた対応状況の記載があるのみであった（結果番

号 27）。 

 督促状及び催告状の送付、それ以降の対応記録や決裁状況について、文書として、

いつ誰がどのように対応したのかを記録し保管すべきである。 

 そのためには、助産福祉施設費用徴収金の未収債権の管理についても、児童福祉施

設徴収金の未収債権管理簿と同様に文書によって管理することが必要である。 

また、以下のようなアンケートを実施している。 

（参考）アンケート結果 

Ｑ４－２．未収債権ごとに対応状況の記録は保管していますか 

①未収債権ごとにファイリングして保管している 21区 

②保管しているが、ファイリングはしていない   １区 

③保管していない ２区 
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上記のアンケートによれば、１区において、未収債権ごとに対応状況の記録は保管

されているが、未収債権管理簿は作成されていない（結果番号 28）というものであっ

た。 

督促状及び催告状の送付、それ以降の対応記録や決裁状況について、文書として、

いつ誰がどのように対応したのかを記録し保管する必要がある。 

また、保管していないと回答した、中央区のほかもう１区においては、対応状況の

記録について一定期間の記録が抜けている（結果番号 29）というものであった。 

督促状及び催告状の送付日の記載やそれ以降にどのような対応が行われたかとい

う記録を漏れなく記載し、保管する必要がある。 

④ 母子父子寡婦福祉貸付金の償還通知送付後の対応について（中央区）

大阪市では、母子家庭、父子家庭及び寡婦に対し、その生活の安定と向上のために

必要な貸付を行うことにより、経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、あわせて

その扶養している児童の福祉の増進を図ることを目的として、母子父子寡婦福祉貸付

制度を設けている。 

貸付の対象者となる主な要件は以下のとおりである。原則として住民票が大阪市内

にあって現住している者が対象で、申請者は連帯保証人をたてる必要がある。なお、

本制度の資金や他制度、他機関からの貸付金の償還、租税、健康保険料、公共料金を

滞納している者は対象外となる。 

（抜粋：平成 27年４月 大阪市母子父子寡婦福祉貸付金事務処理要綱 貸付対象者フローチャート） 

×

×

×

・父母のいない児童 ・寡婦福祉資金継続貸付中に母の死亡した子

・継続資金貸付中に子が20歳を越えた場合 ・母子家庭の母であるが、同時に20歳以上の子を扶養している時のその子の関連資金

・継続貸付中に母が死亡した場合

子を扶養している

前年所得が203万6千円以下

母子福祉資金
父子福祉資金

母子家庭の母
父子家庭の父

寡婦福祉資金

配偶者のないもの

現に児童を扶養している

20歳未満の児童
過去に配偶者のない女子（母子家庭の母）

として児童を扶養していた

寡婦 現在40歳以上である

YES

YES

YES

YESYES

YES

YES

NO

NO

NO

NO

YES

NO

含む 含む

NO
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また、貸付資金の種類及び据置期間等は以下のとおりである。 

【母子・父子・寡婦福祉資金一覧表】 

（資料）大阪市ＨＰより「母子・父子・寡婦福祉資金の貸付」、一部加工 

資金種別 貸付限度額 据置期間
償還期間
（以内）

資金の内容

事業開始資金 2,830,000円

（貸付審査会対象） 団体426万円

事業継続資金 1,420,000円

（貸付審査会対象） 団体142万円

高校（国公立）

月27,000円等

月額68,000円

車免許46万円

月額68,000円

車免許46万円

100,000円

車購入の場合は33万円

340,000円

特別48万円・介護50万
円

失業中の一時的生活困窮時の生活費
補給資金

特別7年

転宅資金 260,000円
貸付日か
ら6ヵ月

3年
住宅を移転するために住宅の賃貸に
際し必要な資金

高校（国公立）

150,000円等

結婚資金 300,000円
貸付日か
ら6ヵ月

5年
扶養している子どもの結婚に際し必
要な資金

貸付日か
ら1年間

7年
事業を開始するために必要な設備な
どを購入する資金

貸付日か
ら6ヵ月

7年
現在営んでいる事業を継続するため
に必要な商品・材料等を購入する運
転資金

修学資金
当該卒業
後6ヵ月

20年（専修
一般5年）

高校・大学等で修学させるための授
業料・書籍代・交通費等に必要な資
金

技能習得資金
習得期間
後1年間

20年
ひとり親が就労に必要な知識技能を
習得するために必要な資金

修業資金
習得期間
後1年間

6年
扶養している子どもが就労に必要な
知識技能を習得するために必要な資
金

就職支度資金
貸付日か
ら1年間

6年
就労するために必要な被服などを購
入する資金

医療介護資金
医療介護
期間満了
後6ヵ月

5年
医療および介護保険法に規定する保
険給付に係るサービスを受けるため
に必要な資金

生活資金

一般：月額103,000円
養育費：月額103,000
円
技能：月額141,000円

該当期間
後6ヵ月

技20年・医
介5年・7年
未満8年・
失業5年

技能習得期間中・医療介護資金借受
け中の生活を維持するのに必要な生
活費補給資金

貸付日か
ら6ヵ月

住宅の補修・保全・改築・増築等に
必要な資金

就学支度資金
当該卒業
後6ヵ月

20年（専修
一般5年）

就学・修業するために必要な被服な
どを購入する資金

6年
住宅資金

（貸付審査会対象）
1,500,000円
災害・老朽は200万円
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貸付にあたっては、申請者が貸付申請書に各資金別の必要書類を添付し、居住地の

区保健福祉センターに提出する必要がある。申請の後に、関係書類に基づいて保健福

祉課において審査が行われ、審査内容を受けて貸付が決定すれば通知及び貸付が実行

されることとなる。 

償還については、資金種別ごとに設定された据置期間経過後に行われ、滞納金につ

いては、借受人に対して「母子寡婦福祉資金貸付金滞納金の返還について」を書面送

付することによって滞納状況を通知し、借受人からの文書の返戻の有無に応じて、そ

れぞれ適切な対応が求められる。 

 母子父子寡婦福祉貸付金は、民事上の債権であるため、自主的に納付されない場合

には訴訟等の法的手続きを取らなければ支払いを強制することができず、償還の能力

がありながら自主的な納付がなされない場合には、母子及び父子並びに寡婦福祉法第

15条第１項の規定による免除、消滅時効、破産等の事情がない限り、最終的には訴

訟等によらなければ解決を図ることができない。なお、消滅時効期間は民法第 167条

の規定により 10年間である。訴訟等の手続は、区の担当者の事務負担や相当の費用

がかかることであるから、効率的な事務執行の観点からは、適切に督促、催告、納付

交渉等を行い、借受人からは自主的に納付させるよう勧奨する必要がある。 

（償還の免除） 

第十五条  都道府県は、第十三条の規定による貸付金の貸付けを受けた者が死亡した

とき、又は精神若しくは身体に著しい障害を受けたため、当該貸付金を償還することが

できなくなつたと認められるときは、議会の議決を経て、当該貸付金の償還未済額の全

部又は一部の償還を免除することができる。ただし、政令で定める場合は、この限りで

ない。 

（抜粋：母子及び父子並びに寡婦福祉法第 15条第１項） 

（債権等の消滅時効） 

第百六十七条  債権は、十年間行使しないときは、消滅する。 

（抜粋：民法第 167条第１項） 

また、消滅時効が援用された場合には、債務は消滅し、以後の請求はできなくなる

ことから、消滅時効にかからないように時効管理を徹底することが求められる。借受

人に対して「母子寡婦福祉資金貸付金滞納金の返還について」を書面送付した後の事

務フローは以下のとおりである。 
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表中に記載の別紙４：「母子福祉資金貸付金の返還について（通知）」 

表中に記載の別紙５：「大阪市母子父子寡婦福祉貸付金償還金の返還について」 

（抜粋：平成27年度 母子父子寡婦福祉貸付金償還促進事業実施について 償還促進月間の事務の流れ） 

宛先不明により文書の返戻があった場合で、住基・戸籍調査を行い居所が判明した

場合には文書の再送付を行い、居所が判明しない場合には記録簿に経過を記載する必

要がある。 

 母子父子寡婦福祉貸付金の償還通知送付後の対応について、中央区役所において現

地調査により確認したところ、郵便局から不在による保管期間満了で返戻されている

ものの中に、郵便局の保管期間満了によって返戻されたことを記録簿に記載し、その

後の対応がとられていないケースや、償還通知を送付したのみでその後の対応が全く

とられていないケースがあった（結果番号 30）。 

 宛先不明で居所が判明しない場合であっても母子及び父子並びに寡婦福祉法第９

条第２項に基づき、滞納している借受人、連帯借受人及び連帯保証人の住民票・戸籍

等を請求し調査する必要があるため、返戻された事実を記録簿に記載するにとどまっ

ていることは問題である。 

（福祉事務所） 

第九条  福祉事務所は、この法律の施行に関し、主として次の業務を行うものとする。 

二  母子家庭等及び寡婦の福祉に関する相談に応じ、必要な調査及び指導を行うこと、

並びにこれらに付随する業務を行うこと。 

（抜粋：母子及び父子並びに寡婦福祉法第９条第２項） 

「母子（寡婦）福祉資金貸付金滞納金の返還について」（借受人用）
「母子（寡婦）福祉資金貸付金滞納金の返還について」（連帯保証人用） 送付
滞納額全額の納付書（連帯保証人用） （簡易書留）

※分納誓約書、債務承認書を
　徴取し、時効の中断に努めること

※区内在住者を重点的に

※督促経過については、記録簿に記載しておくこと

あて先不明により文書の返戻あり

住基・戸籍調査

居所が判明した場合

文書の再送付

居所が判明しない場合

記録簿に経過を記載

訪問調査

借受人・連帯借受人・連帯保証人
あてに別紙５を送付する

文書の返戻なし

借受人もしくは連帯保証人から
連絡あり

借受人もしくは連帯保証人から
連絡なし

一括返済、分納制約等、
納付相談を行う

借受人・保証人へ電話督促
連帯借受人に別紙４を送付

連絡あり 連絡なし
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 郵便局から不在による保管期間満了で返戻されているものについては、居所不明で

ないため訪問調査をすべきであり、その他の返戻された償還通知についても文書の再

送付若しくは訪問調査を実施し、対応状況を記録簿に記載する必要がある。 

また、以下のようなアンケートを実施している。 

Ｑ２－２． 平成 27年度に実施された母子寡婦滞納強化月間について、償還通知を送

付した先の内、所在不明の理由以外でその後の対応がなされていない貸付金についてそ

の件数、金額及び理由をご記載下さい。 

上記のアンケートによれば、中央区以外にも４区で所在不明の理由以外で対応され

ていないケースがある（結果番号 31）との回答があった。それぞれの内訳は以下の

とおりである。 

件数 金額 理由 

20件（15人） 3,493,090 円 納付中、区外居住者等 

29 件 7,630,493 円 （記載なし） 

２件 227,082円 催告及び通知等を送付するも連絡がない状況 

31 件 6,630,398 円 催告及び通知等を送付するも連絡がない状況 

返戻された償還通知については文書の再送付若しくは訪問調査を実施し、対応状況

を記録簿に記載する必要がある。また、借受人・連帯借受人及び連帯保証人から連絡

がない場合には訪問調査を実施する等の適切な対応を行う必要がある。 
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（４）民生・児童委員関係業務 

民生委員は、昭和 23年制定の民生委員法に基づいて厚生労働大臣から委嘱された

非常勤の地方公務員であり、全ての民生委員は児童福祉法によって児童委員も兼ねて

いる（以下、民生委員及び児童委員を民生委員という。）。民生委員は、民生委員法第

14条にその職務が定められており、地域住民の立場に立って生活や福祉に関する相

談、援助及び情報提供を行い、社会福祉の増進に努める存在である。 

大阪市においても、各区の実情に応じて、以下の活動を行っている。 

 

民生委員として 

・地域住民の生活状態を必要に応じて把握する社会調査、高齢者世帯への訪問・見守り

活動 

・援助を必要とする人に、その人の能力に応じて、自立した日常生活を営んでいただく

ことができるように、生活に関する相談、助言その他の援助 

・援助を必要とする人に、最も適したサービスを提供するため、関係機関・施設等と連

携・相談しながら調整 

児童委員として 

・地域の児童や妊産婦の方の福祉の増進を図るため、その生活・環境把握に努めるとと

もに、必要な情報の提供、その他の援助、指導等 

・見守りが必要な児童・家庭への援助 

・子どもの非行防止等、子どもの健やかな成長を促す生活環境の改善 

（抜粋：大阪市ホームページ民生委員・児童委員に関するＱ＆Ａ） 

 

尐子高齢化の進行を背景に、民生委員の役割は重要性を増しており、地域福祉の担

い手としてより一層その活動が期待されるところである。 

 

大阪市の民生委員は、民生委員法第５条、第 29条並びに大阪市民生委員・児童委

員及び主任児童委員推薦要綱に基づき、３年ごとに、市の民生委員推薦会が推薦した

者が、大阪市長の推薦を経て、厚生労働大臣により委嘱される。各区及び地区（概ね

小学校区）には、厚生労働大臣の定める基準にしたがった定数が設けられ、平成 25

年 12月１日現在大阪市の定数は 4,235人である。 

民生委員には、民生委員法第 10条により給与は支給されないが、同第 26 条、第

29条及び大阪市の要綱（民生委員及び児童委員が職務を行うために要する費用の弁

償に関する要綱）に従い、民生委員活動に係る交通費、通信費、研修参加費等の経費

は大阪市が負担している。大阪市では、4,000 人を超える非常勤の民生委員に対し、

費用精算の煩雑な事務作業を避けるため及び他府県の事例を鑑み、国の地方交付税算

定基礎を基準として、民生委員の職区分ごとの活動実態をふまえて定められた定額を
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支給している。当該民生委員等活動費の予算は、福祉局及びこども青尐年局から各区

に対して配付されている。 

（参考）各職区分ごとの支給額 

職の区分 支給額（年額） 

各区民生委員協議会会長 109,000円 

各区民生委員協議会副会長及び各地区委員長 74,000 円 

上記以外の民生委員等 59,000 円 

（抜粋：民生委員及び児童委員が職務を行うために要する費用の弁償に関する要綱 別表） 

民生委員法第 17条及び第 29条により、民生委員はその職務に関して大阪市長の指

揮監督を受け、同法第 11条により、職務を怠った場合等は、厚生労働大臣は大阪市

長の具申に基づき民生委員を解職できると定められている。また、民生委員により大

阪市が決めた区域ごとに民生委員協議会が組織され、同協議会は民生委員法第 14条

により、必要な資料及び情報を収集し、その他民生委員の職務の遂行に必要な事項を

処理することを任務としている。 

① 民生・児童委員からの活動記録の報告書の未提出

民生委員の活動内容は、厚生労働省の依頼に基づき全国統一様式で報告することが

求められており、大阪市においては、次のような流れで報告事務が行われている。 

報告事務の流れ 

1. 各民生委員による活動記録の作成

2. 各民生委員協議会の各地区委員長による月次での上記活動記録の収集及び活動記

録集計表の作成

3. 各区担当者による区内全地区からの上記活動記録集計表の収集、集計並びに活動状

況報告書（様式１）及び活動状況（様式２）の作成

4. 福祉局担当者による全 24 区からの上記書面の収集、集計並びに活動状況報告書（様

式１）及び活動状況（様式２）の作成、厚生労働省への報告

上記のとおり、各区は各民生委員の活動内容を厚生労働省へ報告するための重要な

中継業務を担っており、区内全地区委員長から各民生委員の活動記録集計を収集し、

その内容を確認の上で正しく集計し、市の福祉局へ報告するとともに、各地区委員長

に対する適切な指導を行う必要がある。 

各区の当該業務の実施状況について、選定した４区に対して実地調査及び全 24区

に対してアンケート調査を行い確認したところ、アンケート調査回答において各民生
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委員及び児童委員からの活動記録の報告書について未提出のものがある区、未提出に

ついて正当な理由があることを確認しているが記録を残していない区があった。 

活動記録の未提出は民生委員及び民生委員協議会にとって必要な職務が履行され

ていないと判断され得る状況であり、区として、各地区委員長に対し、民生委員及び

児童委員に関する全ての活動記録の収集に努めるよう指導し、区役所業務を適切に果

たしていることを説明できるよう未提出の理由を確認し記録を残すべきである（意見

番号 36）。活動記録集計表の様式を未提出件数及び未提出の理由を記載する形式に改

訂することも有用である。 

（参考）アンケート結果 

Ｑ１－１．各民生委員からの報告書は全て提出されていますか？ 

①全て提出されている 18区 

②未提出のものがある ６区 

Ｑ１－２．各民生委員からの報告書は全て提出されるよう促していますか？ 

①促している 24区 

②促していないことがある ０区 

Ｑ１－３．未提出のままのものがある場合、正当な理由があることを確認し内容を残し

ていますか？ 

①正当な理由があることを確認し内容を残している   ３区 

②正当な理由があることを確認しているが内容は残していない ３区

③当な理由があることを確認していない      該当なし 

② 民生委員及び児童委員活動状況報告の集計誤り（平野区）

各区の当該業務の実施状況について、選定した４区に対して実地調査及び全 24区

に対してアンケート調査を行い確認したところ、活動状況報告書（様式１）及び活動

状況（様式２）の報告書提出率及び活動内容別件数の集計結果が、元資料である活動

記録集計表と一致していない区があった。 

実地調査した平野区では、各地区委員長が提出した活動記録集計表に記載された報

告書提出数に従来より尐数の地区があることに区担当者が気づき、当該地区委員長に

電話確認したところ、報告漏れが判明し正しい数値を活動状況報告書（様式１）及び

活動状況（様式２）に記載したが、元資料となる活動記録集計表の訂正又は差し替え

をしていなかったことが不一致の発生原因とのことであった。 
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アンケート調査回答で不一致があると回答した区では、単純な集計ミスが原因との

ことであるが、集計ミスがないことの確認方法に関するアンケートでは、当該区は「活

動記録集計表を点検・再計算し確認を行っている。」と回答しており、集計ミスの確

認方法が機能していないといえる。また、一致していると回答した区でも、集計ミス

がないことの確認方法がダブルチェック等有用な方法とはいえないものもあり、集計

ミスが発生する可能性がないとはいえない。 

区役所としての業務を適切に果たすために、正確な活動状況の集計をより確実に実

施できる方法を採用し、徹底する必要がある（意見番号 37）。活動記録集計表をエク

セル入力し、入力内容をダブルチェックし、提出率及び件数合計を自動計算する方法

が有用である。 

（参考）アンケート結果 

Ｑ１－５．「活動状況」（月次の報告書提出数・率の集計表）の報告書提出率は活動記録

集計表の記載内容と一致していますか？ 

①一致している 22区 

②一致していない（電話聞取り等の履歴が残っておらず不一致の原因がわからない） 

該当なし

③一致していない（不一致の原因は単純な集計ミスである） ２区

Ｑ１－６．「活動報告書」（月次の内容別活動件数の集計表）の内容別件数は活動記録集

計表の記載内容と一致していますか？ 

①一致している 22区 

②一致していない（電話聞取り等の履歴が残っておらず不一致の原因がわからない） 

該当なし

③一致していない（不一致の原因は単純な集計ミスである） ２区



148 

（５）生活保護関係業務 

生活保護の手続の流れは次のとおりである。 

1. 事前の相談

要保護者の居住地又は現在地を所管する福祉事務所（大阪市は各区保健福祉セン

ター）の生活保護担当に相談。 

2. 保護の申請

生活保護の申請に基づき、保護の決定のために以下の調査を実施。 

・生活状況等を把握するための実地調査（家庭訪問等） 

・預貯金、保険、不動産等の資産調査 

・扶養義務者による扶養（仕送り等の援助）の可否の調査 

・年金等の社会保障給付、就労収入等の調査 

・就労の可能性の調査 

3. 保護費の支給

・厚生労働大臣が定める基準に基づく最低生活費から収入（年金や就労収入等）を

引いた額を保護費として毎月支給。 

・生活保護の受給中は、収入の状況を毎月申告。 

・世帯の実態に応じて、福祉事務所のケースワーカーが年数回の訪問調査。 

・就労の可能性のある方について、就労に向けた助言や指導。 

（資料）厚生労働省ホームページ「生活保護制度」より、一部加工 

① 生活保護費の支給決定時の必要書類の確認方法（福祉局）

保護の申請について、各区保健福祉センターは、生活保護申請者の世帯員全員の利

用しうる資産、収入及び就労能力並びに年金や手当等他の制度からの給付の可能性を

調査する必要があり、調査に必要な書類は、申請世帯ごとに様々であり、漏れなく入

手する手続は煩雑である。 

このような、生活保護申請後に提出を求める書類について、受付面接マニュアルを

参考とし、各区で一覧表を作成している。しかし、決裁者に保護決定に関する決裁書

類を提出する際に一覧表を添付することがルール化されておらず、決裁者が要保護世

帯に提出を求めている書類のうち、提出済みのもの、未提出のものなどを漏れなく把

握・確認することは依然として困難である。 

そのため、一覧表をチェックリストとして決裁書類に添付することをルール化する

ことで、決裁の正確性を高めるとともに、決裁者の確認作業を効率化するべきである

（意見番号 38）。 
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② 生活保護費の支給事務について（西区）

保護費の支給については、生活保護費を現金払いする場合、毎月事前に被保護者別

に保護費を封入しておき、手渡し又は現金書留で郵送している。そのため、各区保健

福祉センターは予定した支給額（支出命令額合計）を、前月下旪に生活保護費資金前

渡金として資金前渡通帳口座に受領する。受領した資金前渡金は福祉局が作成した生

活保護経理事務マニュアルに従い、日次の現預金入出金を生活保護費資金前渡現金出

納簿に記載し、月次で支給残額を返金するとともに、生活保護費の扶助種類別に受領

額（支出命令額）、支給実績額（精算額）及び返金額（差引剰余額）を精算報告内訳

書及び支給一覧表に記載し報告している。 

多額の資金を受領し、各被保護者に適切に保護費を支給し、残金を正しく返納する

ためには、当該事務マニュアルにしたがって正確に記帳することで現預金現物を誤り

なく管理することが重要となる。 

生活保護資金前渡現金出納簿の記載状況について、西区において実地調査により確

認したところ、月中の現金残高があるにもかかわらず残高がゼロと記載されたり、現

金から預金への戻入時の現金払出の記載漏れがあった（結果番号 32）。現預金残高の

認識を誤る恐れがあるため出納顛末が明瞭に判るように現金出納簿を記載する必要

がある。 

また、資金前渡金精算内訳表及び支給一覧表の作成状況について、西区において実

地調査により確認したところ、資金前渡金精算内訳表の前渡額が支出命令額と整合し

ていなかった（結果番号 33）。資金前渡金精算内訳表に戻入金の記載欄がなく残額を

合わせるために前渡額を調整したものであるが、明瞭性に欠けている。記載を誤らな

いよう明瞭性の観点から、資金前渡金精算内訳表の様式に戻入金額等を補記するべき

である。 

③ 日常清掃作業実施報告書の区役所確認（西成区）

各区は一部の業務について外部の事業者に委託することがあり、事業者との契約に

あたり業務内容を詳細に仕様書に定め、当該仕様書の業務の遂行に対して契約金額を

支払うこととなる。そのため、委託業務の支払の前提として、各区は委託事業者が仕

様書に定めた業務を適切に実施しているかを漏れなく確認しなければならない。 

区における事業の委託状況及び管理状況について、実地調査により確認したところ、

西成区では、生活保護関係業務の拠点として、西成区保健福祉センター分館を利用し

ており、当該、西成区保健福祉センター分館の清掃業務を委託している。仕様書にお

いて日常清掃の報告は「日常清掃作業実施報告書」を作成し、施設管理担当者に提出

し、実地又は書面による検査を受けなければならないと定められ、同報告書様式に区

役所確認欄が設けられていた。しかしながら、この清掃業務委託に係る作業実施報告
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書の区役所確認欄に作業実施確認の証跡は記されていなかった（結果番号 34）。担当

者に質問したところ日々の実地検査は行っているが確認証跡を残していなかったと

の説明であった。 

たとえ実地検査を実施していたとしてもても、書面上必要な証跡が記されていなけ

れば、実地検査が実施されたことを証明できない。委託事業の仕様が適切に履行され

たことを漏れなく確認し、確認したことを証明できるよう、仕様書に従い、日常清掃

の実施状況の検査を実施した者を明らかにし、改ざんを防ぐ形式で確認証跡を残す必

要がある。 

以上 




