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第１ 包括外部監査の概要 

【１】外部監査の種類 

地方自治法第252条の37第1項及び第2項に基づく包括外部監査 

 

【２】選定した特定の事件（テーマ） 

１．包括外部監査対象 

窓口業務に関する財務事務について 

 

２．包括外部監査対象期間 

平成28年度（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで） 

ただし、必要に応じて過年度及び平成29年度の一部についても監査対象とした。 

 

【３】特定の事件（テーマ）を選定した理由 

人口減少など社会構造の変化が進展しつつある中、地方公共団体では、質の高い

公共サービスを継続的に提供するため、人的にも財政的にも限られた経営資源を効

率的に配分する業務改革に不断に取り組むことが求められている。近年、各種証明

書等の発行や市民税及び国民健康保険等の各種手続きを行う窓口業務は市民サー

ビスの向上に向けた取り組みが進められている分野であり、民間のノウハウ等を活

用することによって、さらなる効率化を図ることが可能な分野でもある。 

このような状況の下、和歌山市では、平成 18年度より順次、税証明発行の一元

化、戸籍電算化に伴う届出窓口の統合、サービスセンターの設置などの改革を進め

てきた。一方、平成 29年６月９日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本

方針2017～人材への投資を通じた生産性向上～」第３章 経済・財政一体改革の進

捗・推進 （３）地方行財政等 において、次のような記述がある。 

 

業務改革モデルプロジェクトの実施、標準委託仕様書等の取組の拡充、歳出削減

効果測定の簡便なツール策定等を通じ、窓口業務の民間委託の全国展開を進める。 

戸籍事務などの公共性の高い分野におけるマイナンバーの利用範囲の拡大を進

める。 

行政手続のオンライン化については、その進捗を踏まえ、地方公共団体が共同で

構築する電子申請システムの活用を進める（以下略）。 

 

また、平成 28年１月からマイナンバー制度が導入され、地方公共団体における

窓口業務においてはマイナンバーを活用することにより、さらなる利便性や効率性

の向上が見込まれるが、個人情報の保護や情報セキュリティの確保が課題とされて



 
 

2

いる。 

このように、窓口業務等のさらなる改善は地方公共団体において喫緊の課題の一

つとなっていることから、和歌山市の窓口業務に関する財務事務について、合規性、

経済性・効率性・有効性の観点から総合的な検証を行うことは有用であり、監査テ

ーマ（特定の事件）として選定した。 

 

【４】外部監査の方法 

１．監査対象及び監査アプローチ 

監査対象としては、人事課、情報システム課、市民税課、市民課、自治振興課、

保険総務課、介護保険課、国保年金課、その他総務局、財政局、健康局、福祉局の

窓口業務に関する課とした。 

 

２．監査要点 

① 事務の執行が関係する法令や条例等に準拠しているかどうか 
② 事務の執行が効率的かつ効果的に行われているかどうか 
③事務の執行に当たって十分な連携が行われているかどうか 
④ 事務の執行について、関連する事業と連携し効率的な計画と執行が行われている
かどうか 

 
３．実施した監査手続 

① 関係する法令や条例等の根拠資料を入手し、事務手続が法令や条例等に準拠して
行われているか検討した。 

② 窓口業務について担当者に質問するとともに、関連資料を閲覧した。 
③窓口業務に関して使用する現金及び郵便切手に関して実査を実施し、物品等に関

しては現物調査を実施した。 
④業務量調査を実施し、市の窓口業務に関する各職員の具体的な業務内容や執務時

間等を把握し、分析した。 
 
なお、本報告書に記載した数値については、基本的には表示単位未満を切り捨て

ているが、入手した資料によっては四捨五入しているものをそのまま表記している

ものもある。したがって、表中の金額の合計と内訳が一致しない場合がある。 

 

【５】外部監査の実施時期 

平成29年4月1日から平成30年 1月31日まで 

 

 



 
 

3

【６】外部監査人補助者の資格と名称 

公認会計士 大川幸一 

公認会計士 本田裕一 

公認会計士 湯本規子 

公認会計士 今井裕了 

公認会計士試験合格者 岡本航太 

公認情報システム監査人 石井秀明 

公認情報システム監査人 前坂剛士 

 
【７】監査の結果及び意見の区分 

本報告書での指摘の取扱いは、監査の「結果」と「意見」に区分している。 

監査の「結果」（地方自治法第252条の37第5項）とは、「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・改善を求めるものである。監査の「意

見」（地方自治法第252条の38第2項）とは、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である。 

 

【８】利害関係 

包括外部監査の対象とした事件につき、地方自治法第 252条の 29に規定する利

害関係はない。 
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第２ 地方公共団体における窓口業務の動向と市の現状 

【１】地方公共団体における窓口業務の動向 

 

少子高齢化による医療・介護ニーズの高まり、男女共同参画社会の形成に伴う保

育サービスへのニーズの高まり、自然災害の頻発等による安心・安全に対するニー

ズの高まりなど公共サービスに対する住民ニーズは日々、多様化、高度化している。 

一方、「平成28年地方公共団体定員管理調査結果」によれば、地方公共団体の一

般行政部門の職員数は平成６年の1,174千人をピークとして、平成28年は910千

人と 22年連続で減少している。各地方公共団体は、多様化する住民ニーズに対応

するため、限られた経営資源の効率的・効果的な運用が求められている。 

 

 

（出所：総務省「平成 28年地方公共団体定員管理調査結果」を基に監査人が作成） 

 

平成27年6月の「経済財政運営と改革の基本方針2015～経済再生なくして財政

健全化なし～」第３章 「経済・財政一体改革」の取組－「経済・財政再生計画」 

５（３）地方行財政改革・分野横断的な取組等では「窓口業務のアウトソーシン

グなど汎用性のある先進的な改革に取り組む市町村数を平成 32年度までに倍

増させる。」と目標に掲げ、総務省では次の表のとおり重要経営指標（以下、Ｋ

ＰＩという。）を設定している。 

ＫＰＩ達成に向けたロードマップでは、平成32年度までに、総合窓口の導入

に取り組んでいる団体数は 370団体、窓口のアウトソーシングの導入に取り組

んでいる団体数は 416団体、庶務業務の集約化に取り組んでいる団体数は 286
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団体と現状の2倍を目標としている。 

 

（出所：総務省「地方自治体における業務改革プロジェクトについて」 

（平成27年9月14日）を基に監査人が作成） 

 

また、総務省の「基本的な取組方針」は、次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所：総務省「地方自治体における業務改革プロジェクトについて」 

（平成27年9月14日）） 

 

平成 29年 6月には、「経済財政運営と改革の基本方針 2017～人材への投資を通

じた生産性向上～」第３章 経済・財政一体改革の進捗・推進 （３）地方行財政等

において、「業務改革プロジェクトの実施、標準委託仕様書等の取組の拡充、歳出

削減効果測定の簡便なツール策定等を通じ、窓口業務の民間委託の全国展開を

進める。」ことを目標として掲げている。 

このような状況のなか、各地方公共団体は、窓口業務の見直しや庶務業務の集約

化など事務・事業の見直し、ＩＣＴの活用等による業務の効率化、民間委託等の推

進、指定管理者制度やＰＦＩの活用、嘱託職員や非常勤職員の活用などの取り組み

を進めているところである。 

なお、全国における総合窓口の実施状況、窓口業務の民間委託の実施状況、庶務

業務の集約化に関する実施状況は次のとおりである。 

総合窓口は全市町村1,741団体のうち185団体（10.6％）が実施しており、市が

含まれる中核市では43団体のうち8団体（18.6％）が実施している。 

窓口業務の民間委託は全市町村のうち 208団体（11.9％）、中核市では 19団体

KPI達成に向けたロードマップ

現状値
（2014.10現在）

目標値
（2020年度）

総合窓口を導入している団体数 185 団体 総合窓口の導入に取り組んでいる団体数 370 団体

窓口のアウトソーシングを導入している団体数 208 団体 窓口のアウトソーシングの導入に取り組んでいる団体数 416 団体

庶務業務を集約化している団体数 143 団体 庶務業務を集約化に取り組んでいる団体数 286 団体

倍増

○2016～18年度の各年度において、モデルプロジェクトを10市町村において実

施（計30市町村） 

○2018年度までに、他の自治体のモデルとなる市町村（モデル自治体）が全ての

都道府県に存在することを目指す。 

○総務省としても、地方自治体における取組状況を毎年度フォローアップし、取

組状況を比較可能な形で公表し、見える化を実施。 

○その結果、2020年度までに、モデル自治体の取組の波及効果として、少なくと

も各都道府県で3～5市町村が先進的な改革に取り組むことを目指す。 
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（44.2％）が実施している。 

庶務業務の集約化は全市町村のうち 143団体（8.2％）、中核市のうち 13団体

（30.2％）が実施している。 

 

 

（出所：総務省「地方公共団体における窓口業務の民間委託等に関する調査」 

（平成26年10月1日現在）を基に監査人が作成） 

 

  

総合窓口の実施状況

民間委託
導入団体数

市区町村 割合

 全市区町村 185 団体 1,741 団体 10.6%

 指定都市 6 団体 20 団体 30.0%

 特別区 4 団体 23 団体 17.4%

 中核市 8 団体 43 団体 18.6%

 指定都市・中核市以外の市 120 団体 727 団体 16.5%

 町村 47 団体 928 団体 5.1%

窓口業務の民間委託の実施状況
民間委託

導入団体数(※)
市区町村 割合

 全市区町村 208 団体 1,741 団体 11.9%

 指定都市 12 団体 20 団体 60.0%

 特別区 16 団体 23 団体 69.6%

 中核市 19 団体 43 団体 44.2%

 指定都市・中核市以外の市 140 団体 727 団体 19.3%

 町村 21 団体 928 団体 2.3%

(※) 内閣府通知で民間事業者に取り扱わせることができると整理された窓口業務のいずれかを委託している団体数

庶務業務の集約化に関する実施状況について

民間委託
導入団体数(※)

市区町村 割合

 全市区町村 143 団体 1,741 団体 8.2%

 指定都市 13 団体 20 団体 65.0%

 特別区 2 団体 23 団体 8.7%

 中核市 13 団体 43 団体 30.2%

 指定都市・中核市以外の市 85 団体 727 団体 11.7%

 町村 30 団体 928 団体 3.2%
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【２】市の現状 

 

市においても、他の地方公共団体と同様、少子高齢化による人口減少、定員管理

の適正化による職員数の減少が進んでいる。 

平成 29年 3月の「和歌山市行財政改革大綱」によると、定員管理の適正化によ

り平成18年度には3,504人いた職員が平成28年度には2,940人と2割近くの削減

を実施しており、人件費の削減額は約34億円と算定している。 

一方、組織数に関しては、「本市の組織数は人口規模が同程度の他市と比較する

と、まだまだ多い状況にあります」と分析しており、「人口減少社会や多様化する

市民ニーズに即応した行政運営ができるよう、効率的・効果的な組織体制の構築に

取り組みながら、更なる組織のスリム化を図っていく必要があります」と組織体制

の再構築についても取り組むことを明記している。 

 

 

（出所：市「和歌山市行財政改革大綱」（平成29年3月）を基に監査人が作成） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,504 3,448 3,343 
3,191 3,136 3,063 2,988 2,959 2,983 2,991 2,940 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

人員の推移（各年度4月1日現在）（単位：人）
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また、同大綱では組織の改革として、次の方向性を示している。 

 

１． 定員管理の適正化 

 行政需要や人口規模などを踏まえ、再任用職員、非正規職員を含めた職員の任

用を総合的に検討するなど、適正な定員管理に努めます。 

２． 人的資源の育成と活用 

 すべての職員が働きがいを持って、業務を遂行できるよう、職員の意欲向上、

能力開発など、人材育成を行うとともに、適正な人員配置を行います。 

３． 効率的な組織体制の構築 

 人口減少社会や多様化する市民ニーズに即応した行政運営ができるよう、効率

的・効果的な組織体制を構築します。 

 

これらの方針は窓口業務を有する各課でも同様の課題であり、引き続き、総合窓

口や民間活用を含めた改革が求められている。 

 

なお、市はこれまで窓口業務の住民サービス向上のため、平成18年度より順次、

税証明発行の一元化、戸籍電算化に伴う届出窓口の統合、サービスセンターの設置

などの改革を進めてきた。 

具体的な取り組み内容は次のとおりである。 
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（出所：市から提供を受けた資料を基に監査人が作成） 

 

また、総務省が実施した「地方行政サービス改革の取り組み状況等に関する調査

等」（平成 29年３月 30日公表）においては、市は総合窓口の設置については設置

予定無しと回答しており、庶務業務の集約化についても実施予定無しとの回答であ

った。一方、窓口業務の民間委託については委託「有」と回答している。 

  

窓口の集約に関する取組について

年度 取組内容 具体的内容

平成15年4月～ フロアマネージャーの配置 平成15年4月から、市役所を訪れる市民に積極的に
声をかけることで、従来の案内とは違う、より一層
わかりやすく親しみやすいサービスを目指すべくフ
ロアマネージャーを配置した。

窓口業務の一部時間延長 通常の開庁時間では来庁できない市民への利用しや
すい窓口業務の提供を目指し、平成17年5月から窓
口業務の一部時間延長を試行し、平成18年4月から
本格実施した。

平成17年度当初に税総合システムが稼働したことを
機に、平成18年1月から主税課窓口において、税証
明発行の一元化を図り試行した。

平成18年4月に主税課に税証明班を置き、税証明交
付窓口で税証明交付を本格実施することにより、税
関係のワンストップサービスが図られ、市民サービ
スが向上した。

平成20年10月～ 戸籍総合システムの本格稼働 戸籍に関する届出や証明発行事務の効率化・迅速化
を図るため、平成15年度から戸籍事務の電算化に着
手し、平成18年5月に現在戸籍を電算化し、平成20
年10月に戸籍総合システムを本格稼働した。

3月・4月の住民異動繁忙期に転入・転出者の利便を
図るため臨時総合窓口を設置した。

取扱業務が限定されること、複雑な案件になると本
来窓口での対応にならざるを得ないこと等問題点が
多く、平成23年度から実施を見送った。

平成22年 サービスセンターの開設 証明書の交付や簡単な事務手続等の簡易な窓口サー
ビスは、本来、規模は小さくても総合窓口である支
所・連絡所で行うべきであると考え、本庁のワンス
トップサービスばかりでなく、市民に時間的・金銭
的な負担をかけないことが最大の気配りであるとい
う考え方に基づき、取扱業務の拡大による市民の利
便性の向上や、行政の効率化等の面から支所・連絡
所の再編成も含めた出先機関のあり方について検討
し、サービスセンターを設置することとなった。

国民健康保険課と国民年金課を統合し、国保年金課
とし、2つの窓口を隣り合わせにした。

健康福祉局を健康局・福祉局の2局体制に整理し、
市民にわかりやすい組織とし、レイアウトも見直し
た。

税証明窓口の統合

平成18年4月～

平成21年
　3月～4月
平成22年
　3月～4月

平成24年 組織改正に伴うレイアウトの
見直し

臨時窓口の設置
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【３】監査対象とした窓口 

 

市役所には様々な窓口が設けられているが、住民の利便性の向上と財政負担の削

減を図るという観点から、幅広い住民が利用する機会が多い、あるいは人生の重要

な節目（冠婚葬祭、引っ越し等。以下、ライフイベントという。）で利用する可能性

が高い窓口を監査対象とした。 

市役所において監査対象とした窓口を庁舎別に分類すると、本庁舎１階には市民

課、国保年金課、本庁舎２階には市民税課、東庁舎１階には保険総務課、東庁舎２

階には介護保険課の窓口がある。また、市内各所に設けられたサービスセンターも

監査対象とし、河西、河北両サービスセンターを視察した。 

監査対象とした窓口の配置図は次のとおりである。 

 

本庁舎１階 

  

 

本庁舎２階 
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東庁舎１階 

 

 

東庁舎２階 

  

（出所：市役所ホームページ「庁舎案内図」を基に監査人が作成） 
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第３ 業務量調査の概要 

【１】総論 

１．業務量調査の目的 

今回の包括外部監査のテーマは、「窓口業務に関する財務事務」であり、窓口業

務に関連する部署に対して業務量調査を実施し、市の窓口業務の現状を定量的に把

握することにより、監査実施の参考資料にできると考えた。 

そこで、市の窓口業務に関連する部署における各職員の具体的な業務内容や執務

時間等を把握することを目的として業務量調査を行った。 

 

２．業務量調査の対象及び実施時期並びに調査項目 

（１） 対象課 

市民税課、市民課、保険総務課、介護保険課、国保年金課の窓口業務に携わる可

能性のある職員（非常勤職員、賃金支弁職員、再任用職員含み、管理職を除く。）を

対象とした。各課の対象者数の内訳は次のとおりである。 

 

 
               （出所：業務量調査結果を基に監査人が作成） 

 

（２） 実施時期と実施対象期間 

上記の対象課に対して、業務調査票を平成29年9月4日に送付し、29日までに

回答の記入された業務調査票を全件回収した。 

実施対象期間は監査対象期間と同じ平成 28年度であるが、実施時期において、

既に半年経過しており、より実態に近い調査結果を入手するために、直近の1か月

間のデータを参考にすることも認めた。 

また、次の（３）調査項目 ⑨執務時間については、繁忙期等も考慮して過去１

年間における1か月間の平均執務時間を入力するように依頼した。 

 

 

 

 

対象とした職員の内訳 (単位：人）

対象課 正職員 再任用職員 非常勤職員 賃金支弁職員 合計

市民税課 32 1 3 3 39

市民課 23 3 17 7 50

保険総務課 15 0 7 1 23

介護保険課 25 0 17 1 43

国保年金課 26 1 14 5 46

合計 121 5 58 17 201
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（３） 調査項目 

窓口業務の具体的な状況を把握するため、以下の9項目について業務量調査票に

項目を設けて、調査を実施した。 

① 業務の場所 
② 業務内容 
③ 担当班 
④ 処理内容 
⑤ 住民の位置 
⑥ 関連する事業 
⑦ 業務上の留意事項 
⑧ ライフイベント（転入、転出、転居、出生）との関連 
⑨ 執務時間※ 
 

※執務時間については1か月間の平均執務時間としている。市職員の勤務時間は、

「和歌山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例」第 2条に定められており、1

週間当たり38.75時間、月20日勤務とすると1月当たり155時間となる。おお

むね1月当たり30分以上従事した業務については記入するように依頼している。 

 

業務量調査票の具体的な内容は次のとおりである。 
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業務量調査票（一部抜粋）

対象課：市民税課

業務の場所 業務内容 処理内容
住民の

位置
担当班 関連する事業

備考

欄

判
断

公
権
力
の

行
使

プ
ラ
イ
バ

シ
ー

マ
イ
ナ
ン

バ
ー

非
定
型

転
入

転
出

転
居

出
生

1か月

の

執務

時間
（h）

フロント 個人市民税の申告及び相談受付 市民の呼び出し 待合 市民税第１、２、３班 市・県民税賦課事業

フロント 個人市民税の申告及び相談受付 申請・相談内容の確認 窓口 市民税第１、２、３班 市・県民税賦課事業 ○

バックヤード 個人市民税の申告及び相談受付 データ等の確認 窓口 市民税第１、２、３班 市・県民税賦課事業 ○ ○

フロント 個人市民税の申告及び相談受付 申告書への記入の指導、本人確認 窓口 市民税第１、２、３班 市・県民税賦課事業 ○ ○ ○

フロント 税証明書の交付受付 申請書の内容確認、補正指導 記載台 軽自動車班 税証明書交付事業 ○

フロント 税証明書の交付受付 市民の呼び出し 待合 軽自動車班 税証明書交付事業

フロント 税証明書の交付受付 申請書記載内容の確認 窓口 軽自動車班 税証明書交付事業 ○

バックヤード 税証明書の交付受付 税証明書の発行 窓口 軽自動車班 税証明書交付事業 ○

フロント 税証明書の交付受付
税証明書の発行ができない場合の申

告受付の誘導
窓口 軽自動車班 税証明書交付事業 ○

フロント 税証明書の交付受付 証明内容の確認、交付 窓口 軽自動車班 税証明書交付事業 ○

フロント 税証明書の交付受付 手数料の徴収 窓口 軽自動車班 税証明書交付事業 ○

フロント 原付・小型特殊の標識番号及び標識交付証明書交付（新規申告分） 申告書の内容確認 窓口 軽自動車班 軽自動車税の賦課事業 ○ ○

バックヤード 原付・小型特殊の標識番号及び標識交付証明書交付（新規申告分） オンライン入力 待合 軽自動車班 軽自動車税の賦課事業 ○ ○

フロント 原付・小型特殊の標識番号及び標識交付証明書交付（新規申告分） 標識番号及び標識交付証明書の交付 窓口 軽自動車班 軽自動車税の賦課事業 ○ ○

フロント
原付・小型特殊の標識返納届出済証及び廃車申告受付書交付（廃車申

告分）
申告書の内容確認 窓口 軽自動車班 軽自動車税の賦課事業 ○ ○

バックヤード
原付・小型特殊の標識返納届出済証及び廃車申告受付書交付（廃車申
告分）

オンライン入力 待合 軽自動車班 軽自動車税の賦課事業 ○ ○

フロント
原付・小型特殊の標識返納届出済証及び廃車申告受付書交付（廃車申

告分）

標識返納届出済証及び廃車申告受付

書の交付
窓口 軽自動車班 軽自動車税の賦課事業 ○ ○

フロント 原付・小型特殊の標識番号及び標識交付証明書交付（番変分） 申告書の内容確認 窓口 軽自動車班 軽自動車税の賦課事業 ○ ○

バックヤード 原付・小型特殊の標識番号及び標識交付証明書交付（番変分） オンライン入力 待合 軽自動車班 軽自動車税の賦課事業 ○ ○

フロント 原付・小型特殊の標識番号及び標識交付証明書交付（番変分）
新標識番号及び標識交付証明書の交

付、弁償金の徴収
窓口 軽自動車班 軽自動車税の賦課事業 ○ ○

フロント 原付・小型特殊の標識交付証明書再交付 申請書の内容確認 窓口 軽自動車班 軽自動車税の賦課事業 ○

バックヤード 原付・小型特殊の標識交付証明書再交付 オンライン入力 待合 軽自動車班 軽自動車税の賦課事業 ○

フロント 原付・小型特殊の標識交付証明書再交付
標識交付証明書の再交付、手数料の

徴収
窓口 軽自動車班 軽自動車税の賦課事業 ○

フロント 原動機付自転車試乗標識交付 申請書の内容確認 窓口 軽自動車班 軽自動車税の賦課事業 ○

フロント 原動機付自転車試乗標識交付 試乗標識の交付、手数料の徴収 窓口 軽自動車班 軽自動車税の賦課事業 ○

フロント 自動車臨時運行の許可証及び番号標の交付 申請書の内容確認 窓口 軽自動車班 軽自動車税の賦課事業 ○

フロント 自動車臨時運行の許可証及び番号標の交付
自動車臨時運行の許可証及び番号標
の交付、手数料の徴収

窓口 軽自動車班 軽自動車税の賦課事業 ○

フロント 軽自動車税減免申請受付 申請書の内容確認 窓口 軽自動車班 軽自動車税の賦課事業 ○ ○ ○

フロント 軽自動車税減免申請受付 身体障害者手帳の手入れ 待合 軽自動車班 軽自動車税の賦課事業 ○ ○

フロント 所在地証明書の発行受付 申請書の内容確認 窓口 法人諸税班 法人市民税賦課事業

バックヤード 所在地証明書の発行受付 証明書の作成 待合 法人諸税班 法人市民税賦課事業

フロント 所在地証明書の発行受付 証明書の発行、手数料の徴収 窓口 法人諸税班 法人市民税賦課事業

業務実施上の留意事項 ライフイベント
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３．業務量調査の結果と分析 

（１）業務量調査の結果 

各担当課別、職員種別の総月間窓口業務執務時間は次のとおりである。 

調査票に記入された執務時間を集計したところ、5課全体の総月間窓口業務執務

時間は8,855時間となった。 

担当課別に見ると総月間窓口業務執務時間が最も多い課は市民課 4,158時間で

あり、市民課のみで全体の47.0％を占めている。最も少ない課は保険総務課762時

間であった。 

職員種別ごとに見ると総月間窓口業務執務時間が最も多い職員種別は非常勤職

員3,829時間であり、順に正職員3,502時間、賃金支弁職員1,167時間となってい

る。 

 

（出所：業務量調査結果を基に監査人が作成） 

 

 

(単位：時間）
対象課 正職員 再任用職員 非常勤職員 賃金支弁職員 合計

市民税課 330 4 193 252 779
市民課 1,737 300 1,575 546 4,158
保険総務課 189 0 512 61 762
介護保険課 158 0 647 0 805
国保年金課 1,087 54 902 308 2,351
合計 3,502 358 3,829 1,167 8,855
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（２）業務量調査の分析 

業務調査票の集計結果を基に、以下の観点に基づき分析を実施した。 

 

① 職員種別1人当たり月間窓口業務執務時間 
職員種別1人当たり月間窓口業務執務時間は次のグラフのとおりである。 

再任用職員を除き月間窓口業務執務時間が最も少ない職員種別は賃金支弁職員

で1,167時間であったが、1人当たり月間窓口業務執務時間では、再任用職員を除

き最も多い職員種別は賃金支弁職員で 69時間であり、最も少ない職員種別は正職

員で29時間であった。 

担当課別では、市民課は、正職員も非常勤職員や賃金支弁職員とほぼ同じ時間窓

口業務に従事しているが、市民税課及び保険総務課では、正職員が窓口業務に従事

する時間は月間 10時間前後であるのに対して、賃金支弁職員がそれぞれ 84時間、

61時間と多くの時間を窓口業務に従事している。 

 

【全体（5課）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69 

66 

72 

29 

0 20 40 60 80 100

賃金支弁職員

非常勤職員

再任用職員

正職員

職員種別1人当たり月間窓口業務執務時間
（単位：時間）
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     【市民税課】                【市民課】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     【保険総務課】               【介護保険課】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

      【国保年金課】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所：業務量調査結果を基に監査人が作成） 

 

5課全体の職員種別の総月間窓口業務執務時間では、賃金支弁職員が再任用職員

を除き最も少なかったが、1人当たり月間窓口業務執務時間では再任用職員を除き

最も多くなり、正職員の月間窓口業務執務時間が担当課によって大きく異なること

が把握できた。 
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0 

38 

6 

0 30 60 90 120

賃金支弁職員

非常勤職員

再任用職員

正職員

職員種別1人当たり

月間窓口業務執務時間
（単位：時間）

対象者なし



                                      
 

18

 

② 職員種別ごとの全執務時間における窓口業務執務時間の割合 
職員種別ごとの全執務時間における窓口業務執務時間の割合は次のグラフのと

おりである。 

賃金支弁職員の全執務時間における窓口業務執務時間が占める割合が 53.4％と

最も高く、正職員が18.7％と最も低くなっている。 

担当課別では市民課が全ての職員種別で窓口業務執務時間と窓口業務以外の執

務時間の割合がほぼ同じだったのに対して、市民税課及び保険総務課並びに介護保

険課では正職員の窓口業務執務時間は全執務時間の1割未満であり、また、市民税

課では賃金支弁職員の窓口業務執務時間は全執務時間の3分の2になっている。 

 

【全体（5課）】 

 

 

      【市民税課】              【市民課】 

  

 

 

 

 

 

 

 

       

53.4%
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47.1%
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52.1%

52.9%

81.3%
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職員種別ごとの全執務時間における

窓口業務執務時間の割合

窓口業務 窓口業務以外

66.7%

45.9%
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6.7%

33.3%

54.1%
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93.3%
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正職員

職員種別ごとの全執務時間にお

ける窓口業務執務時間の割合

窓口業務 窓口業務以外
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48.7%

38.1%

33.8%
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51.3%
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賃金支弁職員
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再任用職員
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ける窓口業務執務時間の割合

窓口業務 窓口業務以外
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【保険総務課】            【介護保険課】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      【国保年金課】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （出所：業務量調査結果を基に監査人が作成） 

 

以上から、非常勤職員及び賃金支弁職員においては多くの執務時間を窓口業務が

占めている実態が把握できた。 

 

③ 窓口業務執務時間における職員種別の従事割合 
窓口業務執務時間における職員種別の従事割合は次のグラフのとおりである。 

5課全体では、非常勤職員が43.2％と最も従事割合が高く、次に正職員の39.5％

と続いている。非常勤職員及び賃金支弁職員で過半数を占めている。 

担当課別では、国保年金課が正職員の従事割合が最も高く46.2％となっており、

市民税課が 42.4％、市民課が 41.8％と高い一方、保険総務課及び介護保険課はそ

れぞれ24.8％、19.6％と低くなっている。 

 

 

46.8%
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職員種別ごとの全執務時間にお

ける窓口業務執務時間の割合

窓口業務 窓口業務以外
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91.9%
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職員種別ごとの全執務時間にお
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   【全体（5課）】 

 

 

    【市民税課】              【市民課】 
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    【保険総務課】             【介護保険課】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    【国保年金課】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所：業務量調査結果を基に監査人が作成） 

 

以上から、正職員の従事割合は4割程度であり、窓口業務執務時間の半分以上は

正職員以外の職員によって行われていることが把握できた。 

また、非常勤職員の従事割合は4割程度であるが、調査対象全体201人のうち非

常勤職員が58人と職員数は3割程度であり、職員数121人と6割程度を占める正

職員と比較しても窓口業務に対する割合が非常に高いことが把握できた。 

 

④ 窓口業務に携わる職員の全執務時間における窓口業務執務時間の割合 
窓口業務に携わる職員の全執務時間に対する窓口業務執務時間の割合は次のグ

ラフのとおりである。 

5課全体では 29.8％と全執務時間の 3割程度が窓口業務執務時間で占められて

いる。 

24.8%

67.2%

8.0%

窓口業務執務時間における

職員種別の従事割合

正職員 非常勤職員 賃金支弁職員

19.6%

80.4%

窓口業務執務時間における

職員種別の従事割合

正職員 非常勤職員

46.2%

2.3%

38.4%

13.1%

窓口業務執務時間における

職員種別の従事割合

正職員 再任用職員

非常勤職員 賃金支弁職員
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担当課別では、市民課が 57.1％と窓口業務執務時間の割合が全執務時間の 5割

を超えているのに対して、市民税課及び介護保険課では 13％程度と窓口業務執務

時間の割合が全執務時間の1割程度となっている。 

 

【全体（5課）】 

   

 

    【市民税課】              【市民課】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.8%

70.2%

窓口業務に携わる職員の全執務時間における

窓口業務執務時間の割合

窓口業務 窓口業務以外

13.2%

86.8%

窓口業務 窓口業務以外

窓口業務に携わる職員の全執務時間に

おける窓口業務執務時間の割合

57.1%

42.9%

窓口業務 窓口業務以外

窓口業務に携わる職員の全執務時間に

おける窓口業務執務時間の割合
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     【保険総務課】            【介護保険課】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     【国保年金課】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所：業務量調査結果を基に監査人が作成） 

 

以上から、調査対象となった 5課全体では窓口業務の割合は 3割程度であるが、

市民課及び国保年金課では窓口業務の割合が比較的大きい実態が把握できた。 

 

⑤ 窓口業務執務時間のうちライフイベントに関連する執務時間の割合 
窓口業務執務時間のうちライフイベントに関連する執務時間の割合は次のグラ

フのとおりである。 

5課全体では 41.6％と窓口業務の 4割程度がライフイベントに関連する業務と

なっている。 

担当課別では、国保年金課が 61.2％と最も高く、市民課が 48.8％とそれに続い

ている。市民税課では、ライフイベントに関連する業務がなかった。 
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窓口業務に携わる職員の全執務時間に

おける窓口業務執務時間の割合
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おける窓口業務執務時間の割合

35.1%

64.9%

窓口業務 窓口業務以外

窓口業務に携わる職員の全執務時間に

おける窓口業務執務時間の割合
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【全体（5課）】 

  

 

  【市民税課】              【市民課】 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  【保険総務課】            【介護保険課】 
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     【国保年金課】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所：業務量調査結果を基に監査人が作成） 

 

以上から、窓口業務執務時間におけるライフイベントに関連する業務の割合は各

担当課でばらつきがあるが、市民課及び国保年金課においては大きな割合を占めて

いることが把握できた。 

 

⑥ 窓口業務の中で執務時間の多い業務 
市の窓口業務の中で執務時間の多い上位10業務は、次のグラフのとおりである。 

5課全体では戸籍各種届出（出生・死亡）が最も多く1,151時間であり、住民異

動に関すること（転入、転出、転居、世帯変更）944時間、戸籍（受理証明書を含

む）等の証明交付792時間の順となっている。 

担当課別では、5課全体の上位 10業務のうち 9業務が市民課及び国保年金課の

業務であり、これら2課の窓口業務が市全体の窓口業務の大部分を占めていること

が想定される。一方、他の担当課においては、市民税課は税証明の交付受付、介護

保険課は要介護認定・要支援認定の更新申請の受付業務といった突出して執務時間

の多い業務があるが、市民課及び国保年金課と比較すると各業務の執務時間は少な

くなっている。 
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【全体（5課）】 
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戸籍各種届出(出生・死亡）

【市民課】

住民異動に関すること（転入、転出、転居、世帯変更）

【市民課】

戸籍（受理証明書を含む）等の証明交付

【市民課】

住民票（記載事項証明書等を含む）等の証明交付

【市民課】

被保険者の資格の取得及び喪失届受付

【国保年金課】

国民健康保険料その他の徴収金の収納及び相談受付

【国保年金課】

国民年金の諸届受付

【国保年金課】

税証明書の交付受付

【市民税課】

出産育児一時金及び葬祭費の申請受付

【国保年金課】

療養の給付及び療養費等の申請受付

【国保年金課】

（単位：時間）時間数順の業務内容（上位10業務）
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  【市民税課】 

 
 【市民課】 
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交付（番変分）
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原付・小型特殊の標識番号及び標識交付証明書

交付（新規申告分）

個人市民税の申告及び相談受付

税証明書の交付受付

（単位：時間）時間数順の業務内容（全業務）
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公用申請証明書発行（即時）事務

マイナンバーカード交付

火葬許可証・待合室使用許可・霊柩車使用許可
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住民票（記載事項証明書等を含む）等の証明交

付

戸籍（受理証明書を含む）等の証明交付

住民異動に関すること（転入、転出、転居、世

帯変更）

戸籍各種届出(出生・死亡）

（単位：時間）時間数順の業務内容（上位10業務）
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【保険総務課】 

 

【介護保険課】 
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障害認定申請

第三者行為による傷病届
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被保険者証、限度額適用認定証（該当者のみ）の交

付申請（転入、転居、生活保護廃止）

被保険者証、限度額適用認定証（該当者のみ）の喪

失申請（転出、生活保護開始）

市有墓地に関すること。

火葬場受付業務

被保険者証、限度額適用認定証（該当者のみ）の再

交付申請
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（単位：時間）時間数順の業務内容（上位10業務）
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居宅介護（予防）住宅改修に関する申請受付

要介護認定・要支援認定の新規申請の受付業務

被保険者証等交付申請書の受付

介護保険届書の受付

介護認定情報開示請求の受付業務
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（単位：時間）時間数順の業務内容（上位10業務）
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【国保年金課】 

 

（出所：業務量調査結果を基に監査人が作成） 

 

以上から、執務時間の多い業務は、戸籍の届出や住民異動等のライフイベントに関

する業務、国民健康保険料や国民年金等の社会保険関係業務、住民票や戸籍謄本等の

証明書発行業務であることが把握できた。 
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国民健康保険料の減免申請受付

第三者行為による傷病届受付

療養の給付及び療養費等の申請受付

出産育児一時金及び葬祭費の申請受付

国民年金の諸届受付

国民健康保険料その他の徴収金の収納及び

相談受付

被保険者の資格の取得及び喪失届受付

（単位：時間）時間数順の業務内容（全業務）



                                      
 

30

第４ 各担当課共通の結果及び意見 

【１】窓口業務全般に対する意見 

１． ＰＤＣＡサイクルを意識した窓口業務の改善について 

各担当課の窓口業務を民間企業等における窓口業務と比較すると、次のような共通

した課題があると考えられる。 

 

① 執務時間・必要人員の分析に基づいた配員について（意見） 
各担当課では次年度の予算要求に際して、窓口業務を含めた事業実施のために必

要な正職員及び再任用職員、非常勤職員、賃金支弁職員の配置数を人事課へ要求し

ている。必要人員数を把握するためには、業務ごとの実際執務時間や標準執務時間

等に基づいた客観的な分析をすることが有効であるが、各担当課では当年度の配置

数と事業数を基準に要求人員数を算定しており、執務時間の分析を実施していない。 

なお、今回の包括外部監査においては、職員の適正配置に係る市の検討に役立て

るため、市の協力を得て、業務量調査を実施した。業務量調査結果を基に監査人が

試算した職員1人当たり月間窓口業務執務時間は次のとおりである。 

 

            （出所：業務量調査結果を基に監査人が作成） 

 

今回の調査は実施期間に限界があり、監査人が業務内容等についての細部に亘る

検討を実施していないため、必要な職員配置数の分析までは至っていない。そこで、

市は業務量調査結果を踏まえながら、各担当課において業務ごとの実際執務時間や

標準執務時間等に基づいた客観的な業務量分析を行い、窓口業務を含めた事業実施

のために必要な職員配置数を把握することが望まれる。 

 

② アンケート実施や要望・苦情のリスト化と関連部署への共有について（意見） 
当年度の配置により提供された窓口業務に関する住民からの要望や苦情等は、窓

口担当者や職員へ直接口頭で伝えられたもののみ把握しており、アンケート等によ

り幅広く受け入れる仕組みはない。また、直接口頭で伝えられた場合にも、当該内

容を市として内覧等により情報を共有することはない、とのことであり、住民から

の要望や苦情等は翌年度の人員配置や予算には反映されず、住民要望等に沿った改

各担当課の1人当たり月間窓口業務執務時間 (単位：時間）

対象課 正職員 再任用職員 非常勤職員 賃金支弁職員

市民税課 10 4 64 84

市民課 76 100 93 78

保険総務課 13 - 73 61

介護保険課 6 - 38 -

国保年金課 42 54 64 62
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善が困難となることが想定される。 

そのため、窓口を利用する住民に対してアンケートの実施や、要望や苦情等をリ

スト化して内覧に供する等により関係部署においても情報を共有し、人員配置を含

めた窓口業務の改革に生かしていくとともに、窓口業務の改善のための調査実施や

具体的な窓口環境向上のため必要な予算に反映させる仕組みを構築することが望

まれる。 

 

③ 窓口業務に関する評価の実施について（意見） 
単に現状どおり窓口業務を実施するだけでなく、住民からの要望や苦情等に対応

し、より住民満足度を高めるような業務を実施するためには、執務時間の分析や必

要人員数の把握により、窓口業務が滞りなく行えているか、住民のニーズをとらえ

てサービスに反映できているか評価することが必要である。市では独自に行政評価

を実施し、事業が効率的・効果的に行われているか、事業の見直しの必要性は無い

か等を検証しているものの、戸籍住民基本台帳事業や税証明書交付事業を除けば、

窓口業務そのものは行政評価の対象とされていない。 

現状では、行政評価の対象業務は事務事業を基本の評価単位とし、窓口業務はそ

の一業務でしかないためではあるが、例えばアンケート回答率や住民の平均待ち時

間等を評価指標にして、窓口業務独自の評価を実施し、評価結果を人員配置や予算

に反映し改善できる仕組みを構築することが望まれる。 

 

④ 窓口業務の継続的な改善に向けた検討について（意見） 
総務省では、地方公共団体の窓口業務改革として総合窓口の設置と民間委託導入

の推進を図っており、市においても総合窓口の設置に向けた検討がなされたことが

あり、税証明窓口の統合、サービスセンターの開設、フロアマネージャーの配置な

ど窓口の利便性の向上を図っている。民間委託の導入については、今回の包括外部

監査で対象とした窓口業務で外部委託がなされていたのは、市民課の「住民基本台

帳入出力業務」と「タイプによる戸籍記載及び戸籍電算システムによる戸籍の移記

等の業務」のみであった。 

総合窓口の設置や民間委託の導入の実現可能性について、各担当課からは「総合

窓口については各担当課で法制度が異なるため、現場の負担が大きい」、「民間委託

については公権力の行使が伴う業務はそもそも委託できず、住民のプライバシー保

護の問題もある」との意見が出されており、その設置・導入は容易ではないことが

想定される。 

しかし、今回の包括外部監査において業務量調査を実施したが、調査対象とした

部署のライフイベントに関連する執務時間は窓口業務執務時間の 4割程度となっ

ており、市全体の窓口業務の中でも大きな割合を占めていることが推察されること
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から、ライフイベントという観点から住民の利便性を高めることを目的として総合

窓口に業務を集約することが考えられる。また、正職員以外の職員の執務時間は窓

口業務執務時間の6割程度とこちらも大きな割合を占めていることから、公権力の

行使を伴わず、プライバシー保護に関連しない業務も相当数あると考えられ、その

ような業務は民間委託等を実施し、業務効率化と財政負担の軽減を図る方法も考え

られる。（「第３ 業務量調査の概要 【１】総論 ３．業務量調査の結果と分析」

参照）。 

まずは、上記の①執務時間や人員の分析、②アンケート実施や要望・苦情のリス

ト化と関連部署への共有、③窓口業務に関する評価を実施することにより、窓口業

務改革の検討に必要なデータを取りまとめて「見える化」し、次のアクションとし

て、総合窓口の設置や民間委託の導入も含めた窓口業務の継続的な改善に向けた検

討を行うことが望まれる。 

民間企業や地方公共団体では近年、ＰＤＣＡサイクルの考え方を採り入れた業務

改善手法が活用されている。これら４点の課題はＰＤＣＡサイクルと関連して認識

することにより、窓口業務の継続的かつ効果的な改善につなげることが望まれる。 

 

 

注：ＰＤＣＡサイクルは、Plan（計画）、Do（実行）、Check（評価）、Action（改善）

¥¥
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の頭文字を取ったもので、4つのプロセスをループ状に実行していくことで、品質

の維持・向上及び継続的な業務改善活動を推進するマネジメント手法である。 

 

２． 本人確認書類及びマイナンバーカードの利用促進について（意見） 

   保険総務課及び国保年金課において、監査人は本人確認を行う際の書類の不十分

性を指摘している（「第８ 保険総務課 【３】結果及び意見 ２．本人確認に必

要な証明書の確認、照合の徹底について」「第１０ 国保年金課 【３】結果及び

意見 ４．本人確認書類について」参照）。本人確認書類としては、運転免許証、

写真付きの「みらいカード」（市の住民基本台帳カード）、パスポート等の顔写真付

の証明書の場合には、1点で本人確認が可能であり、健康保険証、年金手帳等の顔

写真のない証明書の場合は、複数点必要としている場合が多いが、上記2課におい

ては、本人確認の証拠力が乏しい顔写真のない証明書を本人確認資料と取り扱って

いる場合や、和歌山県後期高齢者医療広域連合のマニュアルにより本人確認自体を

省略しているものがあった。このような実務が行われている理由としては、特に高

齢者の場合、運転免許証を返上しており写真付の証明書を持っていない場合がある

ことや、何度も窓口に出向いてもらうことへの配慮等がある。 

本人確認が不十分な場合に発生することが考えられる主な不正としては、他人の

なりすましによる不正請求が考えられるが、担当課では「本人確認自体に若干の問

題があったとしても、顔写真付証明書により申請者が本人である場合には窓口で手

渡しを行い、顔写真付証明書により本人確認が行えなかった申請者については、郵

送対応を行うことでなりすまし等による不正請求リスクを低減させている」とのこ

とである。しかし、郵送書類は別人による受け取りが可能であり、十分に不正請求

リスクを低減させているとは言い難く、郵送コストも発生する。 

他方、市では平成 29年 2月より顔写真付証明書として有用であるマイナンバー

カードを利用したコンビニエンスストアで各種証明書を交付できるサービスを開

始している。 

マイナンバーカードは個人番号を証明する書類や本人確認の際の公的な本人確

認書類として利用できるＩＣカードであり、本人の申請により交付される。全国的

に交付率が低いものの、市は全国平均よりも更に低い状況にある。 

 

平成29年5月15日現在 

 全国平均 和歌山県 和歌山市 

マイナンバーカード交付率 9.0% 7.0% 7.0% 

（出所：総務省「マイナンバーカードの市区町村別交付枚数等の公表について」 

（平成29年5月15日現在）を基に監査人が作成） 

 



                                      
 

34

しかし、マイナンバーカードは顔写真付証明書であり、市でも本人確認書類の一

つとして取り扱っているとともに、市役所庁内も含むコンビニエンスストアで各種

証明書を待ち時間が短く受領可能な上に、市の窓口受付時間外にも利用が可能であ

るという利便性がある。 

市におけるコストを考えても、コンビニエンスストアを利用した各種証明書の交

付により生じるコストは固定費が主であるため、利用者数が増えれば増えるほど利

用者あたりの単価を減少させることが可能であり、市の窓口業務にかかるコストの

削減も可能となる。また、住民にとっても、当面マイナンバーカードの交付手数料

は無料とされているため、追加のコストは発生しない。 

市では、コンビニエンスストアを利用した証明書の交付開始時に、自治会回覧、

市報わかやま、テレビ、ラジオ等の媒体の利用や、市長によるデモンストレーショ

ンを行うことで住民への周知を行っており、現在も窓口を利用する住民へはカード

申請の案内チラシを配布して周知を続けているとのことであるが、本人確認の徹底、

及び行政コストの削減を目的として、本報告を契機に、マイナンバーカードの交付

率の高い地方公共団体の取り組みも参考にしながら、改めて住民へマイナンバーカ

ードの利便性をより一層周知するなどの方策を検討し、利用を促進することが望ま

れる。 

より具体的には、平成 29年 9月に総務省から「マイナンバーカード取得促進の

ための先進事例集」が公表されており、例えば宮崎県都城市における「特設会場の

設置や公民館、商業施設等で申請補助を行い申請機会を創出」などの取得促進、兵

庫県姫路市における「マイナンバーカードの電子証明書による図書館利用」や「マ

イナンバーカードの券面情報による申請書自動作成サービス」などの市民の利便性

向上に関する地方公共団体の取り組みが紹介されているので参考にされたい。 

（http://www.soumu.go.jp/main_content/000510379.pdf） 

 

３．住民の利便性向上や業務効率化に向けた申請書等様式の改善について（意見） 

市民課の証明書交付事務において、住民票、戸籍謄抄本、印鑑証明書の申請書（戸

籍謄抄本等交付申請書、住民票の写し等交付請求書、印鑑登録証明書交付申請書）

が、別々の申請書となっている。申請者は申請書ごとに住所、氏名、電話番号及び

生年月日（生年月日は、住民票及び戸籍謄抄本の場合のみ。）を記入しなければな

らず、担当課はこれらの申請書を別々に管理しなければならない。 

これら3種類の証明書は同じ担当課の窓口で受付をしており、ライフイベントと

関わりが深く、同時に申請されることが想定される。監査人が実施した業務量調査

によると、担当課における当該3種類の証明書に関する業務は次のグラフのとおり、

住民票が672時間（月間計。以下、この項において同様）、戸籍謄抄本が792時間、

印鑑証明書が112時間となっており、比較的執務時間が多くなっている。 

http://www.soumu.go.jp/main_content/000510379.pdf
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（出所：業務量調査結果を基に監査人が作成） 

 

また、これら3種類の執務時間のうち、申請書様式に影響を受けると考えられる

処理内容及び時間は次のとおりであり、処理内容は申請書の受付・審査等であり、

その執務時間は計509時間となる。 

  

 

（出所：業務量調査結果を基に監査人が作成） 

 

現状では 3種類の申請書を別々に処理しているが、統一した様式を採用すれば、

1 

4 

9 

57 

74 

91 
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152 
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944 

1,151 

0 280 560 840 1,120 1,400

中長期在留者居住地届出事務

特別永住者に関すること

本人通知制度登録受付関係事務

公用申請証明書発行（即時）事務

マイナンバーカード交付

火葬許可証・待合室使用許可・霊柩車使用許可

発行

マイナンバーカード申請

印鑑証明書の証明交付事務

印鑑の登録及び印鑑登録証の交付

住民票（記載事項証明書等を含む）等の証明交

付

戸籍（受理証明書を含む）等の証明交付

住民異動に関すること（転入、転出、転居、世

帯変更）

戸籍各種届出(出生・死亡）

時間数順の業務内容（市民課）

申請書様式に影響を受けると考えられる処理内容・業務時間数
（単位：時間）

業務内容 処理内容 業務時間
戸籍（受理証明書を含む）等の証明交付 戸籍の申請書受付・審査 153
住民票（記載事項証明書等を含む）等の証明交付 住民票の申請書受付・審査 305
印鑑証明書の証明交付事務 印鑑証明書の申請書受付・審査 51

509合計
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担当者が処理する書類は一つで済み、管理しやすくなるため、計509時間の執務時

間の一部を削減することが可能であると考えられる。また、他市の事例においても、

例えば鳥取市は3種類の申請書を統一しており、別府市は2種類（住民票及び印鑑

登録証明書）の申請書を統一している。 

窓口業務の効率化及び申請書記入に係る住民負担軽減の観点から、複数の申請書

を一つにまとめる等の申請書様式の見直しを検討されることが望まれる。 

一方、住民異動届については、国民健康保険届及び国民年金届が3枚複写式にな

っており、住民負担の軽減が図られているものも既に存在するが、監査対象となっ

た部署の申請書を比較すると、申請者と当事者が異なる場合に記入する欄の配置が

異なるものがあったり、申請者と当事者が同じ場合のチェック欄がなかったりする

ものがあるなど申請書の様式に不統一な部分があることから、窓口業務の各担当課

を横断した申請書様式の見直しを検討することが望まれる。 

 

４．職員のワーク・ライフ・バランスに配慮した執務時間の設定について（意見） 

今回の包括外部監査においては業務量調査を実施し、平成 28年度における正規

職員の残業時間を集計した。担当課別の年間1人当たり残業時間は次のグラフのと

おりである。 

 

注：県庁所在地平均は総務省「地方公務員の時間外勤務に関する実態調査」（平成29年3月

29日）に基づく。なお、本庁勤務職員の平均である。全体（都道府県、政令指定都市、出

先機関等の職員も含む）の平均は158.4時間である。 

（出所：地方公務員の時間外勤務に関する実態調査、業務量調査結果 

に基づき監査人が作成） 

 

対象課全体では県庁所在地平均の年間 1人当たり残業時間を約 10時間下回った
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が、各担当課を個別に分析した結果、市民税課、介護保険課、国保年金課で県庁所

在地平均を超えていた。 

個人別の残業時間についても、地方公務員においては、労働基準法第 33条第 3

項により、公務のために臨時の必要がある場合においては労働時間の延長が可能で

はあるが、民間企業で求められている「①年間の時間外労働は月平均 60時間（年

720時間）以内とする。②休日労働を含んで、2ヵ月ないし6ヵ月平均は80時間以

内とする。③休日労働を含んで、単月は 100時間を基準値とする。④月 45時間を

超える時間外労働は年半分を超えないこととする。」（一般社団法人日本経済団体連

合会、日本労働組合総連合会「時間外労働の上限規制等に関する労使合意」（平成

29年 3月 13日））という条件を超えて残業を行っている職員は、職員の勤務デー

タを監査人が分析した結果、平成28年度において16名存在していることが判明し

た。 

地方公務員においては労働基準法により労働時間の延長が認められるにしても、

職員の健康や私生活、いわゆるワーク・ライフ・バランスを考慮すれば労働時間の

延長には限界があり、内閣府や厚生労働省においては残業時間の削減など「働き方

改革」を推進している。窓口業務の担当課は一般的に繁忙期等があり、他の部署に

比べて残業時間が多くなりがちではあるが、２．本人確認書類及びマイナンバーカ

ードの利用促進についてで記載した窓口対応時間の縮減はもとより、繁忙期におけ

る一時的な臨時職員や賃金支弁職員等の増員、あるいは一部業務の民間委託等を実

施するなど、残業時間をより一層縮減する方策を検討することが望まれる。 

 

５．残業の事前承認について（意見） 

市では、残業を行う際に、事前に「時間外・休日勤務命令簿」において残業時間

を記載し、上席者の承認及び承認印を得る必要がある。しかし、「時間外・休日勤務

命令簿」には、残業内容の記載欄がなく、書面上では残業理由が不明である。この

点、市の担当者によると、上席者は各職員に残業理由を口頭で確認の上、承認して

いるとのことであるが、事前の残業承認の形骸化を防ぐ観点から、残業内容の記載

欄を設けることが望まれる。 
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【２】窓口業務における情報システムについて 

１．窓口業務における情報システムの概要 

監査対象となった各担当課で窓口業務に使用している情報システムは次のとお

りである。 

 

 

２．情報システムにおける個人情報保護の概要 

市では個人情報の保護に関して、「和歌山市個人情報保護条例」及び、「和歌山市

個人情報保護条例施行規則」に基づき管理を行っている。 

また、窓口業務において使用している情報システムについては、「和歌山市電子

計算組織の管理運営に関する規程」に基づく管理を行っている。 

 

【３】実施手続 

・情報システム課における業務や管理について担当者へのヒアリング 

・情報システム管理についての規程文書、決裁文書等の閲覧 

 

【４】結果及び意見（情報システム） 

１．情報システムに係るパスワード要件について（意見） 

「和歌山市情報セキュリティポリシー」には、パスワード要件について「パスワ

ードは十分な長さとし、文字列は想像しにくいものとしなければならない」と記載

している。 

システム名 担当課

住民基本台帳システム 市民課

住民基本台帳ネットワークシステム 市民課

戸籍情報システム 市民課

税総合オンラインシステム 市民税課

口座管理システム 市民税課

収納消込システム 市民税課

OCR日計システム 市民税課

CARS（滞納管理システム） 市民税課

受付番号呼出システム 保険総務課

後期高齢者医療広域連合電算処理システム 保険総務課

霊園管理統合システム 保険総務課

介護保険システム 介護保険課

国民健康保険システム 国保年金課

国民健康保険税（料）システム 国保年金課

国民健康保険給付システム 国保年金課

国民年金システム 国保年金課

福祉年金システム 国保年金課

バッチ処理システム 国保年金課

宛名管理システム 国保年金課
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しかしながら、パスワードの文字数や複雑性等の細かい要件が定められておらず、

システムによってはパスワード文字数が極端に短いケースがありうるとのことで

あった。 

パスワード要件が明確でない場合、利用者やシステムによって脆弱なパスワード

が設定され、パスワード漏えいによる不正アクセス等を招くおそれがあるため、パ

スワードの要件を明確にし、周知することが必要である。 

 

２．情報システムに係るセキュリティ要件について（意見） 

市では、情報システム課が導入するシステムについては過去の仕様書を基にセキ

ュリティ要件を検討の上、導入している。 

しかしながら、市全体としてはシステム導入時に網羅すべきセキュリティ要件

（パスワード要件、脆弱性対策、利用可能なサービスの定義等）について明文化し

ておらず、担当者（特に情報システム課以外が導入するケース）において、セキュ

リティ機能や運用ルールについてばらつきが生じる可能性がある。 

セキュリティ要件が明確でない場合、必要な要件がシステムに実装されるかは担

当者の知見に依存することとなり、要件漏れによってセキュリティが脆弱なシステ

ムが導入され、不正アクセス等の事態を招くおそれがあるため、情報システム課の

仕様書等を参考に、市として最低限必要となるセキュリティ要件を定め、各担当課

に周知・徹底することが望まれる。 

 

３．情報システムに係るアクセスログ管理について（意見） 

市では、外部からの不正アクセスに対してはネットワークを物理的に分離し、か

つリモート保守等の接続についてログ分析を実施することで防御策を講じている。

一方、内部からの不正アクセスについても、個人情報へのアクセスログを取得し事

後の分析が可能な状態となっている。 

しかしながら、内部からの不正アクセスに対する牽制機能をさらに強化するため、

不正アクセスを発見するためのログ分析手法や、発見後の対応が速やかに行えるよ

うなルールを定めることが望まれる。 

なお、ログ分析手法について、全てのログを分析することは負荷の観点から難し

いと考えられるため、例えば、イレギュラーな個人情報へのアクセスに限定し分析

する等の重みづけを行うといった手法が考えられる。 

 

４．情報システムに係る脆弱性管理について（意見） 

市では、マルウェア対策についてはサーバ、端末ともに対策ソフトウェアを導入

し、毎週パターンファイル更新を実施している。 

しかしながら、セキュリティパッチの適用についてアプリケーションへの影響が
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非常に大きいことやベンダー間の責任分界点が不明であることから、適用の判断の

遅れや適用漏れが生じるおそれがある。 

市では個人情報に係るシステムのネットワークを物理的に隔離しているとはい

え、仮に庁内ネットワークにサイバー攻撃が発生した際に必要なパッチが適用され

ていないと被害が拡大するおそれがあるため、セキュリティパッチの適用について

次の観点でルール整備を実施すべきである。 

①公開されたセキュリティパッチの適用が必要であるか重要性を判断する 

②パッチを適用した際のシステムやアプリケーションへの影響を調査する 

③上記①②の検討にしたがってセキュリティパッチの適用要否を判断し、適用す

る 

なお、上記については、各システムを開発したベンダーの協力が必須であるため、

誰が、どの部分（システム・アプリケーション）のパッチ適用の要否や影響調査を

実施するのかの整理が必要である。 

 

５．個人情報管理に係る委託先管理について（意見） 

市では、個人情報を取り扱う事務に係る委託業者選定時にプライバシー認証がと

られているか等の条件や、契約書への明記事項を定めている。 

しかしながら、委託業者を選定する際にどのような基準を満たしていればよいか

の明確な基準が定められておらず、担当者によってばらつきが生じうる状況である。 

個人情報を取り扱う事務に係る委託業者の選定基準が曖昧なことで、十分な安全

管理措置が講じられていない委託業者が選定されてしまい、情報漏えい等の事態を

招くおそれがあるため、個人情報を取り扱う事務に係る委託業者に求める選定基準

を明確にし、ばらつきを防止することが望まれる。 

例えば、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン（行政機関等・地

方公共団体等編マイナンバーガイドライン」に記載されている、4つの安全管理措

置（組織、人、物理、技術）等を参考に、庁内の規定が整備されているか、庁内教

育が実施されているか、個人情報保管場所の物理的セキュリティが確保されている

か、庁内のアクセス権限管理やマルウェア対策等が実施されているか等の評価項目

の設定が考えられる。 

なお、委託先の評価は選定時だけでなく継続的に実施することが重要になるため、

例えば契約更新時において同様のチェックを実施することも併せて検討すべきで

ある。 
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第５ 市民税課 

【１】総論 

１．市民税課の概要 

市民税課では、市税等の調査研究及び税務関係の総合調整を図ること並びに市民

税等の適正な賦課を目的として次の事務その他目的の達成に必要な事務を所掌し

ている。 

（１）税制班  

①税制の調査研究に関すること。 

②税務関係事務の総合調査及び調整に関すること。 

③徴収金の収入状況の調査及び報告に関すること。 

④市税歳入簿及び歳入金徴収整理簿の整理保存に関すること。 

⑤税務関係各種協議会に関すること。 

⑥固定資産評価審査委員会との連絡調整に関すること。 

⑦課内他班の所管に属しないこと。 

（２）軽自動車税班  

①軽自動車税の賦課に関すること。 

②軽自動車税に係る脱税検挙及び犯則事件に関すること。 

③軽自動車税に係る不服の申立て及び諸願届の処理に関すること。 

④自動車の臨時運行の許可に関すること。 

⑤市税の証明書交付に関すること。 

⑥手数料に関すること。 

（３）法人諸税班  

①法人等の市民税の賦課に関すること。 

②事業所税、市たばこ税、入湯税及び鉱産税の賦課に関すること。 

③①及び②に掲げる市税に係る脱税検挙及び犯則事件に関すること。 

④①及び②に掲げる市税に係る不服の申立て及び諸願届の処理に関すること。 

（４）市民税第１班、市民税第２班及び市民税第３班  

①個人の市民税の賦課に関すること。 

②個人の市民税に係る脱税検挙及び犯則事件に関すること。 

③個人の市民税に係る不服の申立て及び諸願届の処理に関すること。 
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２．窓口業務の概況 

（１）窓口業務一覧 

市民税課で実施されている窓口業務は次のとおりである。 

 

 

  （出所：市から提供を受けた資料を基に監査人が作成） 

 

（２）手数料一覧 

市民税課で発行する各種証明書等の手数料は次のとおりである。 

 

（出所：市から提供を受けた資料を基に監査人が作成） 

 

 

 

 

 

窓口業務一覧
業務内容 担当班

個人市民税の申告及び相談受付 市民税第１、２、３班
税証明書の交付受付
原付・小型特殊の標識番号及び標識交付証明書交
付（新規申告分）
原付・小型特殊の標識返納届出済証及び廃車申告
受付書交付（廃車申告分）
原付・小型特殊の標識番号及び標識交付証明書交
付（番変分）
原付・小型特殊の標識交付証明書再交付
原動機付自転車試乗標識交付
自動車臨時運行の許可証及び番号標の交付
軽自動車税減免申請受付
事業所等所在地証明書の発行受付 法人諸税班

軽自動車税班

手数料一覧表
手数料の名称 証明書等の名称 金額

証明閲覧手数料 課税証明書・非課税証明書
納税証明書
完納証明書
固定資産税非登載証明書
資産税評価証明書
固定資産税課税証明書
標識交付証明書
事業所等所在地証明書

自動車臨時運行許可手数料 自動車臨時運行許可証 750円
原動機付自転車試乗標識交付手数料 原動機付自転車試乗標識 300円

300円
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（３）取扱い件数の状況 

市民税課における各種事務の取扱い状況は、次のとおりである。 

 

（出所：市から提供を受けた資料を基に監査人が作成） 

 

（４）庁外の所管施設について 

窓口業務を行っている庁外の施設で、市民税課が所管している施設はない。 

 

（５）委託状況 

市民税課では、窓口業務に係る業務のなかで、税総合オンラインシステムに関連

する業務について、民間委託を行っている。具体的な内容は次のとおりである。 

（出所：市から提供を受けた資料を基に監査人が作成）  

税証明交付窓口集計表 （単位：枚）
平成26年度 平成27年度 平成28年度 計

市県民税課税証明書 17,485 16,438 16,510 50,433
市県民税（非）課税証明書 23,085 19,797 19,411 62,293
納税証明書・完納証明書 6,107 4,081 3,822 14,010
資産税評価証明書 3,710 3,184 2,564 9,458
固定資産税課税証明書 1,439 1,541 1,610 4,590
固定資産税非登載証明書 126 150 156 432

51,952 45,191 44,073 141,216

167 153 229 549

1,345 1,445 1,375 4,165

143 144 154 441

284 265 323 872

取扱い証明書等の名称

税証明交付窓口
（市民税課）

税証明交付窓口 合計

手数料減免枚数

事業所等所在地証明書

郵送発行枚数（市民税課）

標識交付証明書（再交付）

委託業者一覧

委託業者 業務内容 契約期間 契約金額（年間） 契約方法

A社 税総合オンラインシステム維持管理業務
平成29年4月1日～
平成30年3月31日

23,814,000円 随意契約

A社
平成29年度個人市民税法改正対応（平成29
年度作業分）

平成29年4月1日～
平成29年7月31日

11,986,380円 随意契約
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３．組織体制及び職員の状況 

（１）組織図 

市民税課の組織図は次のとおりである。 

 

（出所：和歌山市行政機構図（平成29年4月1日）） 

 

（２）職員数の推移 

市民税課における直近3年間の職員数の推移は、次のとおりである。 

税務部 税制班
軽自動車税班
法人諸税班
市民税第１班
市民税第２班
市民税第３班

市長事務部局

財政局

市民税課



                                      
 

45

 

（出所：市から提供を受けた資料を基に監査人が作成） 

 

直近3年間では、正職員及び非正規雇用職員数に大きな変動はない。 

 

４．歳入歳出決算の推移 

市民税課の過去3年間の歳入歳出決算の推移は次のとおりである。 

職員数の推移（各年4月1日現在） （単位：人）
平成26年度 平成27年度 平成28年度

正職員 5 5 5
再任用 - 1 -
非常勤 - - -
賃金 - - -
正職員 5 4 4
再任用 - - -
非常勤 2 1 2
賃金 3 3 4
正職員 3 3 3
再任用 - - -
非常勤 1 1 1
賃金 - - -
正職員 8 8 8
再任用 - - -
非常勤 - - -
賃金 2 3 3
正職員 7 7 7
再任用 - - -
非常勤 - - -
賃金 - - -
正職員 8 8 8
再任用 - - -
非常勤 - - -
賃金 - - -
正職員 36 35 35
再任用 - 1 -
非常勤 3 2 3
賃金 5 6 7

44 44 45

市民税第３班

法人諸税班

合計

総合計

税制班

軽自動車税班

市民税第１班

市民税第２班
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 ※「給料」、「職員手当等」、「共済費」は、税務部（市民税課、納税課、資産税

課、債権回収対策課）及び固定資産評価審査委員会事務局を合算した数値を人

数比で按分している。 

（出所：市から提供を受けた資料を基に監査人が作成） 

 

歳入面を見ると、平成 26年度は県補助金（緊急雇用創出事業補助金）により大

幅に増加していたものの、その後は横ばいに推移している。 

平成26～28年度　歳入・歳出決算額 （単位：千円）
平成26年度 平成27年度 平成28年度

21,482 19,316 19,367

980 1,070 995

1 1 1

22,463 20,387 20,363

- - 8
- - 8

525,611 555,801 521,597
146,082 - -

28,866 7,080 1,428

22 24 17
271 270 270

723,315 583,562 543,690
平成26年度 平成27年度 平成28年度

税務総務費 255,291 235,832 258,444
給料※ 119,305 121,677 133,938
職員手当等※ 95,808 73,005 78,630
共済費※ 39,633 40,520 45,208
旅費 292 400 439
需用費 - - -
使用料及び賃借料 - - -
負担金、補助及び交付金 253 230 229

賦課徴収費 230,362 175,711 192,001
旅費 1 2 13
需用費 9,056 9,753 10,622
役務費 48,898 49,486 48,821
委託料 117,587 66,979 75,248
使用料 39,845 38,413 43,090
備品購入費 2,258 193 266
負担金、補助及び交付金 10,347 10,885 13,941
償還金利子及び割引料 2,370 - -

一般管理費 13,842 239 249
報酬 4,932 - -
賃金 8,265 - -
旅費 392 - -
需用費 44 30 40
使用料 209 209 209

499,495 411,782 450,694

広告料収入
合　　　計

歳出（徴税費）

合　　計

総務費負担金（国庫負担金）
総務費負担金（県負担金）
徴税費交付金

県補助金（緊急雇用創出事業補助金）
国補助金（社会保障・税番号制度システム整
備費補助金)
弁償金

歳入
徴
税

手
数
料

証明閲覧手数料

臨時運行許可手数料

原付自転車試乗標識交付手数料

計
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歳出面では、平成 26年度の徴税総務費及び賦課徴収費が他の年度に比べ大幅に

増加している。これは、マイナンバー制度対応に必要な人件費及び委託料（税総合

オンラインシステム改修）が発生したことによるものである。 

 

【２】実施手続 

・市民税課における業務や管理について担当者へのヒアリング 

・業務の流れについての関連法令及び決裁文書等の閲覧 

・物品及び郵便切手等の現物調査 

 

【３】結果及び意見 

１．個人情報の管理について（結果） 

個人情報の管理については、「和歌山市個人情報保護条例」において、次のとお

り規定されている。 

 

(適正な維持管理) 

第 12条 実施機関は、個人情報取扱事務の実施に当たっては、保有個人情報の

保護を図るため、次に掲げる事項について必要な措置を講じ、保有個人情報の適

正な維持管理に努めなければならない。 

(1) 保有個人情報は、正確かつ最新なものとすること。 

(2) 保有個人情報の漏えい、改ざん、滅失、き損その他の事故を防止すること。 

(3) 保有する必要のなくなった保有個人情報(歴史的又は文化的価値が生ずると認

められるものを除く。)は、速やかに廃棄し、又は消去すること。 

 

担当課で取り扱う窓口業務に係る申請書類には、特定個人情報を含む個人情報が

記載されており、原則鍵付きの書庫に保管されているとのことであった。しかし、

一部の申請書類については、文書保存箱に梱包の上、課内に置かれていた。 

個人情報については、特に厳格な管理が求められるところであることからも、当

該申請書類について適正に保管すべきである。 

 

２． 郵便切手の管理について（意見） 

担当課の切手受払簿によると、平成 28年度における郵便切手等の使用・保有状

況は次のとおりである。 

 

額面 期首保有枚数 期中使用枚数 期末保有枚数 期末保有額 

270円 87 0 87 23,490円 

80円 216 1 215 17,200円 
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10円 44 0 44 440円 

2円 213 1 212 424円 

1円 10 0 10 10円 

合計 570 2 568 41,564円 

（出所：切手受払簿を基に監査人が作成） 

 

郵便切手は切手受払簿で管理されているが、帳簿上の管理のみで、実物との照合

が行われていない。そのため、月に一度等定期的に実査を行い、帳簿残高と照合を

行う必要がある。 

また、上記のとおり、相当数の切手を保有しているものの、使用数はごくわずか

である。そのため、切手を使用する部署への所管替え等も含めた検討を行うことが

望まれる。 

 

３．税証明交付窓口業務に係る入金管理体制について（意見） 

税証明交付窓口業務は、基本的に非常勤職員1名及び賃金支弁職員2名の体制に

より実施されており、業務量調査により把握した月平均従事時間は次のとおりであ

る。 

 

従事者 従事時間 

正職員 35時間 

再任用職員 4時間 

非常勤職員 140時間 

賃金支弁職員 252時間 

合計 431時間 

（出所：業務量調査結果を基に監査人が作成） 

 

当該業務に係る現金の取扱いについては、非常勤職員1名及び賃金支弁職員2名

が、申請書、受領した現金及びレジから出力した日報額との照合を行うことにより、

日々の入金額を管理している。 

現金取扱業務は横領等の不正を招きやすい性質を有していることから、複数の職

員による精査を実施されているところであるが、現金取扱業務を管理する意味でも、

正職員が再度、照合作業を行い、最終的な確認を行うことが望まれる。 

 

４．税総合オンラインシステムに関連する委託業務について（意見） 

担当課では、Ａ社が開発した税総合オンラインシステムを使用している。当該シ

ステムの契約については、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に規定され
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る「普通地方公共団体が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させる

ため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しない

ものをするとき」に該当するとして随意契約がなされており、その内容は次のとお

りである。 

 

業務委託名 金額（税込） 随意契約理由 

税総合オンラインシステ

ム維持管理業務 

23,814,000円 税総合オンラインシステムは、平成

13年度指名競争入札の結果、Ａ社西

日本営業本部関西支社和歌山支店と

契約し、Ａ社製のパッケージソフト

ウェア（税総合システム）に市の事務

処理条件の特殊性を加味し、開発し

たものであり、稼働後のシステム維

持管理についても、開発元のＡ社し

か行えない業務であるため、同社に

業務委託する必要がある。 

平成29年度個人市民税法

改正対応（平成29年度作

業分） 

11,986,380円 税総合オンラインシステムは、平成

13年度指名競争入札の結果、Ａ社西

日本営業本部関西支社和歌山支店と

契約し、Ａ社製のソフトウェア（税総

合システム）に市の事務処理条件の

特殊性を加味し、開発したものであ

り、税総合オンラインシステム平成

29年度における個人市民税の法改正

対応（平成29年度作業分）に係る業

務についても、税総合オンラインシ

ステムの開発元であり、また維持管

理を委託しているＡ社にしか行うこ

とができない。 

（出所：市から提供を受けた資料を基に監査人が作成） 

 

上記、業務委託金額は、単価×必要工数で算定されているが、当該業務委託金額

が妥当であるか否かを市が検証している文書はない。担当者に確認したところ、単

価については、総務省「第9回政府情報システム改革検討会資料2011年（平成23

年）5月19日」の資料2に収載の社団法人情報サービス産業協会「平成21年度 情

報サービス産業 取引及び価格に関する調査」に記載されている単価範囲の枠内で
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あること、及び市の他のシステムに関連する委託単価と比較して妥当であると判断

した、とのことであり、工数については、過年度実績から妥当であると判断した、

とのことであった。 

しかし、「平成21年度 情報サービス産業 取引及び価格に関する調査」に記載さ

れている単価は、技術者区分等により単価範囲が広く、判断指標としては十分では

ない。また、市の他のシステムに関連する委託単価と比較した、とのことであるが、

委託内容によって単価は異なることが想定され、工数についても比較すべき過年度

を明示した上で、検証結果を残しておく必要がある。 

地方公共団体の契約は、地方自治法第234条に規定されているとおり、原則一般

競争入札による契約が求められるが、1者との随意契約の場合、競争性がないこと

から、委託契約金額の妥当性の検証は契約締結にあたり必須である。そのため、契

約金額の妥当性を検証し、文書化することが望まれる。 

 

５．特定個人情報へのアクセスの管理について（意見） 

税総合オンラインシステムには特定個人情報が含まれることから、平成 28年度

においてシステム改修を行い、特定個人情報のアクセスログの確認が可能となった。

当該アクセスログについては、税総合オンラインシステムの担当職員が月次で異常

なアクセスの有無を確認している。 

しかし、異常なアクセスかどうかを判別できるのは税総合オンラインシステムの

担当職員ではなく、一般的に各職員の業務内容を把握している上席者である。また、

現在アクセスログを管理している担当職員のアクセス状況については、何ら確認が

行われていない状況である。そのため、担当課上席者又は担当課から独立した者（例

えば情報システム課）によりアクセスログ管理を行うことが望まれる。 

 

６．証明書等用紙の在庫管理の徹底について（意見） 

市では、税証明書等の出力用紙として市独自の用紙を使用している。当該用紙は、

鍵付きの書庫で保管されており、業務開始前に証明書等の出力を行う端末へセット

し、未使用分は業務終了後に返却している。 

担当課では、当該用紙の管理簿を作成し、用紙の束ごとに在庫管理を行っている

が、管理簿は持ち出し数量等を記載するのみで、持ち出した担当者の管理は行われ

ていない。 

当該用紙は、各種証明書として使用が可能な用紙であり、不正流用を防ぐ観点から、

持ち出した担当者についても管理簿で管理することが望まれる。 
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第６ 市民課 

【１】総論 

１．市民課の概要 

市民課では、戸籍、住民登録等に関する適正な事務を目的として、次の事務その

他目的の達成に必要な事務を所掌している。 

（１）庶務班  

①各種業務報告に関すること。 

②公用申請による各種証明書に関すること。 

③課内他班の所管に属しないこと。 

（２）戸籍班  

①戸籍の届出及び戸籍の整備に関すること。 

②戸籍の届出に係る国民健康保険、国民年金、介護保険及び児童手当の届書等の

受付及び手続の指導に関すること。 

③戸籍の相談に関すること。 

④埋火葬及び改葬の許可に関すること。 

⑤斎場及び霊きゅう自動車の使用許可に関すること。 

（３）住民班  

①住民異動届及び住民基本台帳の整備に関すること。 

②戸籍の附票の整備に関すること。 

③印鑑登録に係る事務及び印鑑登録原票の整備に関すること。 

④住民異動届に係る国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険、国民年金及び児

童手当の手続の指導に関すること。 

⑤住民実態調査に関すること。 

⑥住民基本台帳ネットワークシステムに関すること。 

⑦電子証明書に関すること。 

⑧外国人住民在留関連事務に関すること。 

⑨住民基本台帳の閲覧に関すること。 

⑩通知カード及び個人番号カードに関すること。 

（４）証明班  

①各種証明書に関すること。 

②手数料及び使用料の収納に関すること。 

③模写電送に関すること。 

④本人通知制度に関すること。 
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２．窓口業務の概況 

（１）窓口業務一覧 

市民課で実施されている窓口業務は次のとおりである。 

 

（出所：市から提供を受けた資料を基に監査人が作成） 

 

平成27年度より、マイナンバーカードに関する事務が追加されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な窓口業務一覧
業務内容 担当班

戸籍各種届出(出生・死亡）
火葬許可証・待合室使用許可・霊柩車使用許可発行
印鑑の登録及び印鑑登録証の交付
転入届に関すること
転出届に関すること
転居届に関すること
世帯変更届に関すること
中長期在留者居住地届出事務
特別永住者に関すること
マイナンバーカード申請
マイナンバーカード交付
戸籍（受理証明書を含む）等の証明交付
住民票（記載事項証明書等を含む）等の証明交付
印鑑証明書の証明交付事務
本人通知制度登録受付関係事務 庶務班

戸籍班

住民班

証明班
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（２）手数料一覧 

市民課で交付する各種証明書の手数料は次のとおりである。 

 

（出所：市から提供を受けた資料を基に監査人が作成） 

 

手数料の料金設定について、市は定期的な見直しを行っているわけではないが、

他の地方公共団体から手数料に関する情報（中核市各種手数料調など）を入手した

場合には、大幅な乖離がないかどうかを確認しているとのことである。 

直近では、平成 16年度に戸籍以外の手数料（個人番号関係を除く。）を改定し、

現在に至っている。 

なお、戸籍関係手数料は、「地方公共団体の手数料の標準に関する政令」（平成12

年1月21日政令第16号）に準じた金額としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

①戸籍関係
区分 金額
１　通 450円
１項目 350円
１　通 750円
１項目 450円
１　通 350円
１　通 1,400円
１　通 300円
１　通 300円
１　通 300円
１　通 300円
１　通 300円
１　通 無料

②住民票関係
区分 金額
１　通 300円
１　通 300円
１　通 300円
１　通 300円
１　通 300円
１　通 無料

③印鑑証明関係
区分 金額
１　通 300円

④個人番号関係
区分 金額
１　枚 500円
１　枚 800円

住民票記載事項証明書
不在住証明書

印鑑証明書

埋火葬証明書

和歌山市手数料条例第34条
和歌山市手数料条例第34条
和歌山市手数料条例第34条
和歌山市手数料条例第34条
和歌山市手数料条例第34条

全部・個人・一部事項証明（戸籍謄本・抄本）

住民票に準ずる。
住民票に準ずる。
住民票に準ずる。
和歌山市手数料条例第43条第３項６号

和歌山市手数料条例第34条
和歌山市手数料条例第43条第３項６号

住民票・除かれた住民票（除票）
広域交付住民票
戸籍の附票・除かれた戸籍の附票

告知書・証明書（焼失証明書）

受理証明書（上質紙）
身分証明書
独身証明書
不在籍証明書
婚姻要件具備証明書

和歌山市手数料条例第37条

戸籍の附票の廃棄証明書

和歌山市手数料条例第36条第１項第１号
和歌山市手数料条例第36条第１項第２号

証明書名 根拠条例
通知カード再交付手数料
個人番号カード再交付手数料

根拠条例証明書名

証明書名 根拠条例

証明書名 根拠条例

和歌山市手数料条例第43条第３項６号
和歌山市手数料条例第43条第３項６号
和歌山市手数料条例第43条第３項６号
和歌山市手数料条例第43条第３項６号

和歌山市手数料条例第35条

戸籍の記載事項証明書
除籍（除かれた戸籍）謄本・抄本、改製原戸籍謄本・抄本
除籍の記載事項証明書
受理証明書
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（３）取扱い件数の状況 

市民課における各種事務の取扱い状況は、次のとおりである。 

① 証明書関係 

 

 

 

 

（出所：市から提供を受けた資料を基に監査人が作成） 

 

 

戸籍関係証明 （単位：通）

有料通数 無料通数 計 有料通数 無料通数 計 有料通数 無料通数 計
30,511 13,256 43,767 29,553 13,471 43,024 28,319 14,848 43,167
3,314 1,853 5,167 3,458 2,090 5,548 3,483 2,443 5,926
6,013 345 6,358 7,899 273 8,172 6,004 362 6,366
40 3 43 76 45 121 64 10 74
3 - 3 2 - 2 3 1 4
- - - - - - - - -
11 99 110 25 95 120 20 45 65

22,072 19,877 41,949 22,035 21,082 43,117 21,479 26,132 47,611
15 1 16 7 5 12 - 7 7
195 45 240 193 78 271 176 189 365
278 17 295 2 1 3 1 2 3
- - - - - - - - -

634 7 641 662 9 671 659 3 662
13 - 13 9 - 9 4 - 4
- - - 198 6 204 127 - 127
- - - - - - - - -
- - - - - - - 1 1

63,099 35,503 98,602 64,119 37,155 101,274 60,339 44,043 104,382

抄本
戸 籍
除 籍

記載
戸 籍
除 籍

一部
事項証明書（戸籍）

事項証明書（除籍）

平成26年度 平成27年度 平成28年度
戸・除籍謄抄本

受 理 証 明
（上質紙による）
届出に基づく証明
届 出 の 閲 覧
労 証
合 計

謄本
戸 籍
除 籍

全部
事項証明書（戸籍）

事項証明書（除籍）

個人
事項証明書（戸籍）

事項証明書（除籍）

住民基本台帳関係証明 （単位：通）

有料通数 無料通数 計 有料通数 無料通数 計 有料通数 無料通数 計
57,159 21,137 78,296 58,570 20,270 78,840 59,607 20,820 80,427
37,423 1,550 38,973 32,634 934 33,568 30,445 1,654 32,099
4,387 - 4,387 1,681 - 1,681 2,877 - 2,877
1,955 5 1,960 2,038 4 2,042 1,920 47 1,967
5,783 13,961 19,744 5,547 14,113 19,660 5,567 15,777 21,344

- 101 101 - 70 70 - 47 47
143 - 143 121 - 121 157 - 157
87 - 87 87 - 87 134 - 134

106,937 36,754 143,691 100,678 35,391 136,069 100,707 38,345 139,052

平成27年度 平成28年度
住民票・附票

平成26年度

住 民 票 閲 覧
記 載 事 項 証 明
附 票 写 し
公 的 年 金 無 料
広域
交付

全 員
一 部

住民
票

全 員
一 部

合 計

その他証明 （単位：通）

有料通数 無料通数 計 有料通数 無料通数 計 有料通数 無料通数 計
46,578 191 46,769 44,700 199 44,899 42,360 249 42,609
2,113 6 2,119 2,347 4 2,351 2,541 - 2,541

- - - - - - - - -
643 959 1,602 640 2,285 2,925 582 948 1,530
107 - 107 79 - 79 108 - 108

- - - - - - 2 2

49,441 1,156 50,597 47,766 2,488 50,254 45,591 1,199 46,790
219,477 73,413 292,890 212,563 75,034 287,597 206,637 83,587 290,224

平成26年度 平成27年度 平成28年度
印鑑・身分証明

合 計
総 計

印 鑑 証 明
身 分 証 明
転 出 証 明
諸 証 明

埋 火 葬 証 明

外人登録証明書
（上質紙による）

個人番号関係 （単位：通）

通数 計 通数 計
421 421 1,909 1,909
- - 10 10個人番号カード 再交付

手数料名
平成27年度 平成28年度

通知カード 再交付
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② 戸籍届出 

 

 

戸籍事件表　第１表・届出事件数 （単位：件）

本籍人
届出

非本籍
人届出

計
本籍人
届出

非本籍
人届出

計
本籍人
届出

非本籍
人届出

計

１ 2,121 871 2,992 2,158 879 3,037 2,067 853 2,920

２ 5 1 6 5 - 5 4 1 5

３ 58 13 71 60 9 69 62 5 67

271 11 282 293 13 306 284 18 302

- - - - - - - - -

116 6 122 102 4 106 79 5 84

- - - - - - - - -

６ 3 - 3 8 1 9 4 - 4

1,631 207 1,838 1,719 228 1,947 1,663 194 1,857

- - - - - - - - -

715 50 765 758 42 800 681 36 717

- - - - - - - - -

９ 311 9 320 309 9 318 276 9 285

① 届 出 26 - 26 15 3 18 20 2 22

甲 類 審 判 6 6 20 20 15 15

保 全 処 分 1 1 - - 1 1

③ 計 33 - 33 35 3 38 36 2 38

11 3,639 965 4,604 3,515 956 4,471 3,711 967 4,678

4 3 7 6 - 6 3 - 3

1 2 3 1 - 1 - - -

13 8 1 9 11 1 12 9 1 10

14 3 2 5 6 1 7 17 4 21

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

16 683 19 702 675 19 694 603 13 616

17 64 2 66 58 2 60 52 - 52

18 3 - 3 3 - 3 2 - 2

19 8 3 11 21 2 23 16 4 20

20 1 - 1 2 - 2 4 - 4

21 10 - 10 3 3 6 4 - 4

22 - - - - - - - - -

平成26年度 平成27年度 平成28年度

事件の種類

届　　　　　　　　出

出 生

国 籍 留 保

認 知

４
養 子 縁 組

（取消事件の内数）

５
養 子 離 縁

（取消事件の内数）

法73条の2、69条の2

７
婚 姻

（取消事件の内数）

８
離 婚

（取消事件の内数）

法77条の２、75条の２

10

親権・
未成年者
の後見・
後見監督

②
嘱

託

国 籍 取 得

死 亡

12
失 踪

（取消事件の内数）

復 氏

婚 姻 関 係 終 了

15
相 続 人 廃 除

（取消事件の内数）

入 籍

分 籍

帰 化

国 籍 喪 失

国 籍 選 択

外 国 国 籍 喪 失
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（出所：市から提供を受けた資料を基に監査人が作成） 

 

③ 住民異動届 

 

（出所：市から提供を受けた資料を基に監査人が作成） 

 

 

 

 

 

 

83 5 88 51 4 55 57 3 60

6 - 6 4 - 4 1 1 2

2 - 2 - - - 1 - 1

3 - 3 1 1 2 1 - 1

94 5 99 56 5 61 60 4 64

24 19 2 21 12 1 13 12 2 14

25 1,208 6 1,214 1,154 7 1,161 1,078 4 1,082

26 - - - - - - 1 - 1

300 1 301 275 - 275 216 - 216

3 - 3 5 - 5 7 - 7

- - - 4 - 4 4 - 4

3 - 3 4 - 4 5 - 5

7 - 7 2 - 2 - - -

9 - 9 7 - 7 6 - 6

322 1 323 297 - 297 238 - 238

28 4 6 10 3 2 5 2 2 4

29 2 - 2 - - - - - -

30 45 23 68 54 17 71 61 10 71

11,381 2,20613,58711,323 2,20413,52711,029 2,13413,163

1 2 3 1 - 1 - - -

23

氏

の

変

更

①法107条1項

②法107条2項

③法107条3項

④法107条4項

⑤　　　　計　　

名 の 変 更

転 籍

就 籍

27

訂

正

・

更

生

①市町村長職権

②法24条2項

③法113条等

④法116条

40
合計

（取消事件の内数）

⑤続柄の記載更生（嘱託）

⑥続柄の記載更生（申出）

⑦　　　　計　　

追 完

そ の 他

不 受 理 届

（単位：件）
平成26年度 平成27年度 平成28年度

転 出 4,885 4,954 4,590
カード転出 46 170 366
転 入 5,167 5,454 5,337
転 居 6,593 6,784 6,754
その他 978 1,055 969
計 17,669 18,417 18,016

転 出 2,053 2,105 2,010
カード転出 5 20 131
転 入 1,292 1,218 1,370
転 居 2,732 3,007 2,868
その他 396 380 396
計 6,478 6,730 6,775

24,147 25,147 24,791

住 民 異 動

市民課

市民課以外

合 計
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④ 印鑑登録 

 

（出所：市から提供を受けた資料を基に監査人が作成） 

 

（４）庁外の所管施設について 

市民課が所管している庁外の施設はないが、和歌山駅わかちか広場（和歌山駅西

口地下広場）に自動交付機を設置している。自動交付機では、住民票・印鑑証明書

交付の取扱いが可能である。 

 

（５）委託状況 

市民課では、窓口業務に係る業務のなかで、戸籍入力業務及び住民基本台帳入出

力業務について、民間委託を行っている。具体的な内容は次のとおりである。 

 

（出所：市から提供を受けた資料を基に監査人が作成） 

 

３．組織体制及び職員の状況 

（１）組織図 

市民課の組織図は次のとおりである。 

（単位：件）
平成26年度 平成27年度 平成28年度

登 録 6,717 6,571 6,487
廃 止 2,590 2,416 2,319
切 換 195 131 112
登 録 5,089 5,268 5,335
廃 止 2,535 2,463 2,450
切 換 207 142 150
登 録 11,806 11,839 11,822
廃 止 5,125 4,879 4,769
切 換 402 273 262

印 鑑

市民課

市民課以外

印鑑計

委託業者一覧
委託業者 業務内容 契約期間 契約金額（年間） 契約方法

B社
タイプによる戸籍記載業務及び戸籍電
算システムによる戸籍の移記等の業務

平成28年４月１日～
平成29年３月31日

10,147,680円 随意契約

C社 住民基本台帳入出力業務
平成28年４月１日～
平成29年３月31日

14,230,080円 随意契約
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（出所：和歌山市行政機構図（平成29年4月1日）） 

 

（２）職員の状況 

市民課における直近３年間の職員数の推移は次のとおりである。 

 

（出所：市から提供を受けた資料を基に監査人が作成） 

 

市民部 庶務班
戸籍班
住民班
証明班

市長事務部局

市民環境局

市民課

職員数の推移（各年4月1日現在） （単位：人）
平成26年度 平成27年度 平成28年度

正職員（※1） 7 7 7
再任用 - - -
非常勤 1 1 2
賃金 1 1 1
正職員 6 6 5
再任用 -1（非常勤） 1（非常勤）
非常勤 2 2 1
賃金 - - 1
正職員 9 8 8
再任用 - - -
非常勤 4 5 4
賃金 4 - 2
正職員 6 6 5
再任用 1（短時間） 2（短時間） 2（非常勤）
非常勤 8 7 7
賃金 3 3 3
正職員 1 1 2
再任用 - - -
非常勤 2 1 1
賃金 - 1 -
正職員 2 5
再任用 - -
非常勤 1 1
賃金 1 3
正職員 29 30 32
再任用 1 3 3
非常勤 17 17 16
賃金 8 6 10

55 56 61
※１：課長・副課長含む

合計

総合計

マイナンバー班

庶務班

戸籍班

住民班

証明班

わかちか証明センター
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４．歳入歳出決算の推移 

市民課の過去3年間の歳入歳出決算額の状況は次のとおりである。 

 

（出所：市から提供を受けた資料を基に監査人が作成） 

 

歳入面では、平成28年1月1日のマイナンバー制度開始にあたって個人番号カ

ード交付事業に関する補助金が平成 27年度より交付されたことで平成 27年度に

一時的に増加したものの、経常的な歳入科目である戸籍謄抄本証明手数料や住民基

本台帳写証明閲覧手数料は人口減少等により、直近3年間は減少傾向にある。 

歳出面では、平成 27年度から人件費が大幅に増加している。これは、マイナン

バー制度開始にあたって、マイナンバー班を新設し新たに職員等を配置したことに

より人員が純増したことによるものである。 

 

【２】実施手続 

・市民課における業務や管理について担当者へのヒアリング 

・業務の流れについての関連法令及び決裁文書等の閲覧 

・物品や郵便切手等の現物調査 

平成26～28年度　歳入・歳出決算額 （単位：千円）
歳入 平成26年度 平成27年度 平成28年度

戸籍謄抄本証明手数料 36,002 36,505 34,658
住民基本台帳写証明閲覧手数料 32,081 30,203 30,273
印鑑証明等手数料 14,832 14,330 13,733
住民基本台帳カード発行手数料 561 253 -
通知カード再発行手数料 - 261 1,396
個人番号カード再発行手数料 - - 12
個人番号カード交付事業費補助金 - 104,375 56,404
個人番号カード交付事務費補助金 - 8,252 9,628
公的個人認証市町村交付金 102 119 -
雇用保険料等負担金収入 - - 5
雑入 - 1 -
繰越金 - - 1,691
中長期在留者住居地届出当事務費委託金 822 1,189 958

計 84,401 195,486 148,757

歳出 平成26年度 平成27年度 平成28年度
戸籍住民基本台帳事業 34,128 32,107 32,694
住民窓口支援システム開発事業 22,171 29,018 24,676
住民基本台帳ネットワーク事業 23,947 150,449 93,800
戸籍電算化事業 30,015 31,288 27,039
わかちか市民サービス事業 8,693 7,487 6,579
人件費 187,848 231,070 227,735

計 306,801 481,418 412,524
中長期在留者住居地届出等事務事業 18 135 26
人件費 804 1,032 922

計 822 1,167 948
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【３】結果及び意見 

１． 随意契約理由について（結果） 

契約については、地方自治法第234条で規定されているとおり、原則一般競争入

札による契約が求められる。 

 

 

現在、次の委託契約について地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に規定

される随意契約を締結している。 

 

委託料名 H28年度金額(税込） 随契理由 

住基電算入出力業務委

託料 

14,230,080円 住民基本台帳業務においては、

改製原住民票の発行及び他業務

との連携にＤ社製のシステムを

使用しており、そのシステムに

ついて熟知しているとともに、

作業を迅速かつ確実に行うには

高度な知識と熟練した技術が必

要であることから、当該業務を

支障なく行えるのは、Ｄ社の連

結子会社であるＥ社より業務を

継承したＣ社のみであるため。 

（出所：市から提供を受けた資料を基に監査人が作成） 

 

しかし、当該業務については、他地方公共団体で一般競争入札による発注が行わ

れており、随意契約とする意義は乏しいと判断せざるをえない。そのため、地方自

治法第234条で規定されているとおり、競争入札により契約すべきである。 

 

２． 備品管理について（結果） 

次の備品について、備品受払簿を基に現物調査した結果、備品番号シールの添付

がなかった。 

 

（契約の締結） 

第234条 売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意

契約又はせり売りの方法により締結するものとする。 

２ 前項の指名競争入札、随意契約又はせり売りは、政令で定める場合に該当する

ときに限り、これによることができる。 



                                      
 

61

備品番号 品名 受入年月日 数量 単価 備考 

0104 クロスウォール 昭和57年5月6日 1 1,230,000円 重要物品 

 

「和歌山市物品管理規則」において、次のとおり、備品の市有の表示、及び備品

受払簿の整備が求められていることから、備品には備品番号シールの添付が必要と

なる。 

 

第10条 備品には、市有であることを表示しておかなければならない。 

第22条 物品取扱主任は、次に掲げる帳簿を備え、物品の受払状況を記録しなけ

ればならない。ただし、必要としない帳簿については、この限りでない。 

（１） 備品受払簿 

 

したがって、担当課所管の備品について、規則に基づき備品番号シールを添付す

べきである。 

 

３．入金管理方法について（結果） 

証明班管轄の窓口業務において、住民からの申請書、住民から受領した現金及び

レジスタから出力した日報額との照合を行うことにより、日々の入金額を管理して

いる。  

返金処理や訂正処理が発生した際のレジスタ対応時間を削減する観点からレジ

スタを2台配置しているが、そのうち1台を窓口付近に配置し、住民への領収書を

交付し、打ち間違いなどの場合にも訂正処理を行わないレジスタとし、もう1台を

窓口後方に配置し、入金を管理するレジスタとし、入金管理に使用する日報の出力

は当該レジスタのみから行っている。そのため、住民に交付した領収書の合計金額

及び領収書控の合計金額と日々の入金額との整合性を確認することができない状

況にある。 

この場合、例えば住民からの申請書を破棄し、入金を管理するレジスタに入金を

行わない等をすることで、正確な金額が把握できないリスクがある。そのため、住

民に領収書の交付を行っているレジスタも含めた入金額の照合も行うべきである。 

 

４．コンビニエンスストアにおける証明書等の交付について（意見） 

平成 29年 2月より、市では、コンビニエンスストアにおいて市の交付する住民

票の写し・印鑑登録証明書等の交付が可能となっている。この取扱いを導入するに

あたり、地方公共団体情報システム機構から同規模団体の利用状況の情報を入手し

た上で、市が算定した事業の見込みは次のとおりであった。 
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交付見込数を前提とした手数料収入及びコンビニ交付事務委託料   （単位：円） 

 通数（月） 通数（年） 手数料収入（年） コンビニ交付事

務委託料（年） 

戸籍 50 600 270,000 73,800 

附票 25 300 90,000 36,900 

印鑑登録証明書 500 6,000 1,800,000 738,000 

住民票 500 6,000 1,800,000 738,000 

合計 1,075 12,900 3,960,000 1,586,700 

 

年間事業固定費（初期導入費用除く）＜予定＞ 

事業費見込額 金額（年） 

住民基本台帳システム改修部分保守料 792,000円 

証明書コンビニ交付システム賃貸借料（保守料含む） 10,278,000円 

コンビニ交付市町村負担金（対地方公共団体情報システム機構） 5,000,000円 

合計 16,070,000円 

注：賃借料、保守料については、5年契約のため、平成33年1月以降事業費金額は

変更となる。 

 （出所：市から提供を受けた資料を基に監査人が作成） 

 

戸籍1通あたりの交付手数料収入が450円、他の証明書の1通あたりの交付手数

料収入が300円であるのに対し、コンビニエンスストアを利用した証明書の交付の

導入の検討時点における1通あたり事業固定費発生予定額（初期導入費用除く）は、

年間交付通数を12,900件と仮定した場合、およそ1,250円である。 

一方、現在のコンビニエンスストアを利用した証明書の交付実績（平成 29年 2

月から9月まで）は次のとおりである。 

 

実際交付通数 

 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 

戸籍 24 14 17 25 13 13 23 22 

附票 4 1 0 5 1 1 2 1 

印鑑登録証明書 82 102 53 86 73 61 76 75 

住民票 95 97 105 75 103 66 73 64 

合計 205 214 175 191 190 141 174 162 
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年間事業固定費（初期導入費用除く）＜実績＞ 

平成29年度事業費実績額 金額（年） 

住民基本台帳システム改修部分保守料 777,600円 

証明書コンビニ交付システム賃貸借料（保守料含む。） 9,003,696円 

コンビニ交付市町村負担金（対地方公共団体情報システム機

構） 

4,700,000円 

合計 14,481,296円 

注：賃借料、保守料については、5年契約のため、平成33年1月以降事業費金額は

変更となる。 

 （出所：市から提供を受けた資料を基に監査人が作成） 

 

上記の実績を踏まえると、平成 29年度を通した 1通あたりの事業固定費発生予

定額（初期導入費用除く。）は、年間交付通数を平成29年4月から9月までの累計

通数の2倍の2,066件と仮定した場合、およそ7,000円となり、交付通数が伸びて

いないことを主たる要因として、導入時点で想定していた1通あたりの事業固定費

発生予定額に比してかなり高額となる見込みである。 

コンビニエンスストアを利用した証明書の交付については、総務省主導で導入促

進が図られており、市区町村窓口の閉庁時である午前 6時半から午後 11時までの

早朝、深夜及び土日祝日でも証明書を住民が取得できることから住民へのサービス

向上を意図して導入されている。そのため、費用対効果の観点からのみ導入効果を

測ることは適当ではないと考えられるものの、現状住民利用が少ないことから、導

入意図である住民へのサービス向上にも寄与していない状況にあると考えられる。 

この点、市の担当者によると、コンビニエンスストアによる証明書の交付を利用

するためには、マイナンバーカードが必要であるが、市におけるマイナンバーカー

ドの交付率が少ないことが原因である、とのことであった。 

市のマイナンバーカードの交付率は「第４ 各担当課共通の結果及び意見 ２．

本人確認書類及びマイナンバーカードの利用促進について」で記載したとおり、

7.0％と全国平均と比較して低い状況にある。市では、コンビニエンスストアを利

用した証明書の交付開始時に、自治会回覧、市報わかやま、テレビ、ラジオ等の媒

体の利用や、市長によるデモンストレーションを行い住民への周知を図ると共に、

現在も利用者にはカード申請の案内チラシを配布して周知を続けている。しかし、

当初事業見込として使用した同規模団体の年間交付通数 12,900件程度であるのに

対し、市の交付通数が現状のまま推移した場合 1万件もの乖離が生じることから、

市による対策が不足していることが原因であることも否めないと考えられる。 

そのため、コンビニエンスストアによる証明書の交付サービスについて、窓口に

提出する申請書の記載を開始する時点から、実際に交付を受ける時点までに要する



                                      
 

64

時間が大幅に短縮されること（監査人が実際にマイナンバーカードを使用して、コ

ンビニエンスストアで試みたところ、数分で交付完了に至った。）、今後予定されて

いるマイナンバーカード活用のメリット等（児童手当等に関する電子申請が可能と

なるマイナポータルの「子育てワンストップサービス」などの利用）について住民

周知を行うともに、交付率が高い他地方公共団体の施策（マイナンバーカードと地

方公共団体が発行する地域通貨のポイントの連携等）の実施を検討する等の対応が

望まれる。 

 

５．誤交付した証明書等の管理について（意見） 

庶務班を除く各担当班において、証明書等を誤交付した場合、誤交付の原因とな

った申請書の後ろに誤交付した証明書等を綴じ、申請書の保存年限（住民票関係 

については1年、戸籍関係及び印鑑証明書については3年）まで書庫にて保管され

ている。この際、誤交付の証明書等については、不正使用を防ぐための特段の処置

がなされず綴じられている。 

そのため、誤交付の証明書等については、不正使用ができないように処置を施し

た上で保管することが望まれる。 

 

６．随意契約金額について（意見） 

担当課では「普通地方公共団体が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に

使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札

に適しないものをするとき」として、次の委託契約について地方自治法施行令第167

条の2第1項第2号に規定される随意契約を締結している。 

委託料名 H28年度金額(税込） 随契理由 

戸籍タイプ及び戸籍デ

ータ入出力業務委託料 

10,147,680円 市が使用している戸籍タイプラ

イターは、すでに製造中止とな

り、その業務を実施できる社員

を抱えている業者は、和歌山県

下ではＢ社である。 

また、現在のコンピュータ戸籍

に至るまで長年積み重ねた知識

を有しており確実かつ迅速な戸

籍記載を記載するため。戸籍電

算システムのデータ移記等の業

務にも対応する能力を有してい

るため。 

（出所：市から提供を受けた資料を基に監査人が作成） 
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当該契約は、旧字体を使用している約100世帯を対象とした戸籍タイプライター

の入出力業務及び旧字体が使用できないコンピュータ戸籍データの入出力業務で

構成されており、その大部分はコンピュータ戸籍データの入出力業務となっている。 

担当課によると、戸籍タイプの入出力業務を実施できる委託業者はＥ社のみ、と

の理由により当該契約は随意契約で締結されており、随意契約金額の妥当性につい

て他業者との比較等はなされていない状況であるとのことである。 

しかし、当該契約の大部分は、他業者でも実施可能なコンピュータ戸籍データの

入出力業務である。そのため、当該部分について他業者からの相見積もりの入手や、

戸籍タイプの入出力業務の内製化も含めて、委託すべき業務内容及び金額を検証す

ることが望まれる。 

 

７．証明書等用紙の在庫管理について（意見） 

市では住民票等の出力用紙として市独自の用紙を使用している。当該用紙は、鍵

付きの書庫で保管されており、業務開始前に証明書等の出力を行う端末へセットし、

未使用分は業務終了後に返却している。 

しかし、当該用紙について、市民課では、受払管理簿等による在庫管理が行われ

ていない。当該用紙は、各種証明書として使用が可能な用紙であり、紛失や盗難を

未然に防ぐ観点から、受払管理簿等で在庫管理を行うことが望まれる。 
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第７ 自治振興課 

【１】総論 

１．自治振興課の概要 

自治振興課では、住民自治の振興を目的として、次の事務その他目的の達成に必

要な事務を所掌する。 

（１）地域振興班 

①市民組織に関すること。 

②その他自治振興に関すること。 

③支所に関すること。 

④連絡所（和歌山市役所連絡所規則（昭和 43年規則第１号）別表に掲げるもの

をいう。以下同じ。）に関すること。 

⑤地区会館に関すること。 

⑥加太総合交流センターに関すること。 

⑦美しいまちづくりの推進に関すること。 

⑧内川美化の啓発に関すること。 

⑨空き地における雑草等の除去に関すること。 

⑩課内他班の所管に属しないこと。 

（２）サービスセンター管理班 

①サービスセンターに関すること。 

（３）サービスセンター 

①市税の証明書交付に関すること。 

②戸籍及び住民登録に関すること。 

③印鑑登録及び証明に関すること。 
④公簿の閲覧及び諸証明に関すること。 
⑤国民年金に関すること。 
⑥国民健康保険の被保険者の資格の取得及び喪失の届出に関すること。 
⑦介護保険の被保険者の資格の取得及び喪失の届出に関すること。 
⑧児童手当及びこども医療に関すること。 
⑨埋火葬及び改葬の許可に関すること。 
⑩斎場及び霊きゅう自動車の使用許可に関すること。 
⑪その他市長が必要と認める事項 

（４）支所 

①戸籍及び住民登録に関すること。 

②印鑑登録及び証明に関すること。 

③公簿の閲覧及び諸証明に関すること。 
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④国民年金に関すること。 

⑤国民健康保険の被保険者の資格の取得及び喪失の届出に関すること。 

⑥介護保険の被保険者の資格の取得及び喪失の届出に関すること。 

⑦児童手当及びこども医療に関すること。 

⑧埋火葬及び改葬の許可に関すること。 

⑨斎場及び霊きゅう自動車の使用許可に関すること。 

⑩事務連絡及び市民の苦情処理に関すること。 

⑪諸調査に関すること。 

⑫自治会その他の公共的団体の活動の援助に関すること。 

⑬地区会館の管理に関すること。 

⑭その他市長が必要と認める事項 

（５）連絡所 

①事務連絡及び市民の苦情処理に関すること。 

②自治会その他の公共的団体の活動の援助に関すること。 

③サービスセンターの取次業務に関すること。 

④地区会館の管理に関すること。 

⑤その他市長が必要と認める事項 
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２．窓口業務の概況 

（１）窓口業務一覧 

自治振興課（サービスセンター）で実施されている窓口業務は次のとおりである。 

 

（出所：市から提供を受けた資料を基に監査人が作成） 

 

（２）手数料一覧 

市民課と同様の手数料一覧である。 

 

（３）取扱い件数の状況 

自治振興課における各種事務の取扱い状況は、次のとおりである。 

 

（出所：市から提供を受けた資料を基に監査人が作成） 

 

 

窓口業務一覧
業務内容

戸籍謄抄本の交付
戸籍の届出
住民票の写しの交付
住民異動の届出
印鑑登録証明書の交付
印鑑登録の届出
マイナンバーカードの交付・再交付申請
マイナンバーカードの記載事項変更・返納届出
国民年金 資格取得・喪失などの届出書受付
国民年金 保険料免除・猶予、学生納付特例申請書受付
国民年金 給付に関する請求書の受付
国民健康保険 資格（加入）・喪失（脱退）の届出
国民健康保険 氏名・世帯主・退職者医療制度などの変更
国民健康保険被保険者証の交付
介護保険 資格喪失に係る介護保険届出書の受付
介護保険被保険者証の住所変更の届出
こども医療費受給資格証交付申請書の受付
児童手当関係届・現況届などの受付
市県民税課税・非課税証明書（所得証明書）の交付
固定資産税課税・評価・非登載証明書の交付
納税証明書・完納証明書の交付
通知カードの再交付申請・記載事項変更・返納の届出
転入・転居などに伴う転入学事務の受付

サービスセンター取扱い件数の推移 （単位：件）
東　部 河　南 河　西 河　北 中　央 北 計

平成26年度 29,567 17,961 42,806 32,545 47,384 39,339209,602
平成27年度 30,007 17,934 41,911 34,053 48,162 40,618212,685
平成28年度 30,825 19,083 45,103 32,507 50,759 43,034221,311
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３．組織体制及び職員の状況 

（１）組織図 

自治振興課の組織図は次のとおりである。 

 

（出所：和歌山市行政機構図（平成29年４月１日）） 

 

（２）職員の状況 

自治振興課（サービスセンター）における職員の構成は次のとおりである。 

 

（出所：市から提供を受けた資料を基に監査人が作成） 

市民部 地域振興班
サービスセンター管理班
サービスセンター（６か所）
支所（19か所）
連絡所（23か所）

市長事務部局

市民環境局

自治振興課

職員数の推移（各年4月1日現在） （単位：人）
平成26年度 平成27年度 平成28年度

正職員 5 5 5
再任用 - - -
非常勤 1 1 2
賃金 - - -
正職員 2 2 2
再任用 1 1 1
非常勤 - - -
賃金 - - -
正職員 21 20 20
再任用 4 4 2
非常勤 20 21 34
賃金 12 12 -
正職員 6 6 6
再任用 21 21 21
非常勤 14 14 14
賃金 11 11 12
正職員 - - -
再任用 23 23 23
非常勤 11 11 13
賃金 19 19 17
正職員 34 33 33
再任用 49 49 47
非常勤 46 47 63
賃金 42 42 29

171 171 172

合計

総合計

連絡所
（23か所）

地域振興班

サービスセンター
管理班

サービスセンター
（６か所）

支所
（19か所）
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４．歳入歳出決算の推移 

自治振興課の過去3年間の予算及び決算の状況は次のとおりである。 

 

（出所：市から提供を受けた資料を基に監査人が作成） 

 

 

 

 

平成26～28年度　歳入・歳出決算額 （単位：千円）

109 108 108
9 6 20

8,698 8,968 10,052
16,943 17,391 16,481
26,763 26,895 26,926
21,226 20,969 20,788

- - 14,332
- 921 -

564 564 230
8,235 - -
81,973 - -
169 157 92

1,200 2,500 2,500
2,830 6,039 0
5,700 14,000 0

174,419 98,518 91,529

費目 事業名
美化啓発事業 738 781 733
美化推進事業 8,080 49,228 11,827

内川美化推進等交付金
事業

1,225 1,225 1,225

美化推進協議会交付金
事業

3,117 3,117 3,117

地域活動拠点維持管理
事業

112,080 129,948 117,021

地区連合自治会支援事
業

12,360 13,177 12,758

自治会館整備助成事業 2,200 6,000 9,500

サービスセンター費
サービスセンター管理
運営事業

17,756 15,032 14,192

サービスセンター建設
事業費

サービスセンター設置
事業

83,198 - -

240,754 218,508 170,373

説明
平成26年度 平成27年度 平成28年度

まち美化推進費

平成26年度 平成27年度

印鑑証明等手数料
県広報紙配布委託金
公共施設等木造木質化支援事業補助金
住宅管理関係等財産貸地料

平成28年度

自治振興費

合計

合計

歳出

歳入

支所連絡所使用料
証明手数料
証明閲覧手数料
戸籍謄抄本証明手数料

支所・連絡所整備事業債

市有地売払代
建物等移転補償金収入
電話等戻入金
コミュニティ助成金収入
雑入

住民基本台帳写証明閲覧手数料
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【２】実施手続 

・自治振興課における業務や管理について担当者へのヒアリング 

・業務の流れについての関連法令及び決裁文書等の閲覧 

・サービスセンター（河西サービスセンター、河北サービスセンター）の視察及

び担当者へのヒアリング 

 

【３】結果及び意見 

１．個人情報が含まれる申請書の鍵のない書棚での保管について（結果） 

サービスセンターでは様々な証明書等の申請を受け付けているが、視察を実施し

た河西、河北両サービスセンターでは個人情報が含まれている申請書にもかかわら

ず、各種申請書が鍵のない棚で保管されていた。 

サービスセンターが併設されている建物は、館全体で機械警備システムを導入し

ているため、不法侵入による盗難への対応はなされているが、河西サービスセンタ

ーでは、簿冊化されていない申請書の一部が鍵のかからない棚に保管されている状

態であり、河北サービスセンターでは鍵のない棚で簿冊化された申請書が保管され

ていた。担当課によると「これらのサービスセンターはコミュニティセンターを間

借りした形で設置されているため、大量の書類を保管する書庫や書棚が確保できず、

一時的にサービスセンター内の書棚等に保管せざるをえない」としている。 

「和歌山市個人情報保護条例」第12条第1項第2号では「保有個人情報の漏え

い、改ざん、滅失、き損その他の事故を防止すること」について必要な措置を講じ

るように求めているが、現状の保管状況では措置として十分ではない。個人情報が

含まれる申請書の紛失や盗難を防ぐため、例えばコミュニティセンターを間借りし

て設置されたサービスセンターであっても、条例規定の趣旨を満たすため、適切な

規模のスペースを確保し、鍵の付いた書庫等で保管すべきである。 

 

２．郵便切手の定期的な枚数確認の証跡について（意見） 

視察を実施した河西、河北両サービスセンターでは、窓口業務等で使用する郵便

切手について管理台帳を作成し、使用した都度、台帳に入力し、複数人でチェック

している。サービスセンターの管理担当者によると「使用の都度、枚数も確認して

いる」とのことではあるが、枚数確認の証跡は残っていない状況である。 

年度末には管理担当者の引継のために枚数確認を実施し、その証跡は残っている

が、年度末のみの証跡では管理台帳と郵便切手の枚数に差異が生じた場合、いつ差

異が生じたのか不明確になるおそれがある。定期的、例えば月末毎に枚数確認を実

施し、その証跡も残すべきである。 
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第８ 保険総務課 

【１】総論 

１．保険総務課の概要 

保険総務課では、社会保険及び保健に関する総合的な企画及び調整を目的として、

次の事務その他目的の達成に必要な事務を所掌している。 

（１）総務企画班 

①社会保険及び保健に係る総合的な企画及び調整に関すること。 

②市有墓地に関すること。 

③共同浴場に関すること。 

④課内他班の所管に属しないこと。 

（２）高齢者医療班 

①後期高齢者医療に関すること。 

②老人医療に関すること。 

③老人保健医療に関すること。 

（３）斎場 

①斎場の使用許可に関すること。 

②施設及び設備の維持管理に関すること。 

③霊きゅう自動車の運行管理に関すること。 

④関係機関との連絡調整に関すること。 

⑤その他斎場の運営に必要な事務に関すること。 
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２．窓口業務の概況 

（１）窓口業務一覧 

保険総務課で実施されている窓口業務は次のとおりである。 

 

（出所：市から提供を受けた資料を基に監査人が作成） 

 

（２）手数料一覧 

保険総務課で手数料を徴収する窓口業務はない。 

 

（３）取扱い件数の状況 

保険総務課における各種事務の取扱い状況は、次のとおりである。 

 

（出所：市から提供を受けた資料を基に監査人が作成） 

 

（４）庁外の所管施設について 

窓口業務を行っている庁外の施設としては、斎場がある。 

 

（５）委託状況 

斎場の保守管理等、業者に委託している業務はあるものの、窓口業務に係る業務

窓口業務一覧
業務内容 担当班

被保険者証、限度額適用認定証（該当者のみ）の交付申
請（転入、転居、生活保護廃止）
被保険者証、限度額適用認定証（該当者のみ）の喪失申
請（転出、生活保護開始）
被保険者証、限度額適用認定証（該当者のみ）の再交付
申請
葬祭費支給申請
障害認定申請
療養費・人間ドック補助金支給申請
第三者行為による傷病届
老人医療費助成事業に係る申請
市有墓地に関すること。 総務企画班
火葬場受付業務
霊柩自動車受付業務
待合室受付業務
式場（通夜・告別式)受付業務

高齢者
医療班

斎場

後期高齢者医療　窓口受付状況 （単位：人）

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 合計

平成25年度 942 738 7321,030 947 766 692 656 7901,022 922 79010,027

平成26年度 942 736 7571,031 843 699 642 572 781 968 995 868 9,834

平成27年度 868 734 8051,029 817 756 692 645 825 8841,017 912 9,984

平成28年度 793 8371,0081,2641,086 905 936 796 9581,1811,0951,19512,054
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のなかで、保険総務課で所管している委託業務はない。 

 

３．組織体制及び職員の状況 

（１）組織図 

保険総務課の組織図は次のとおりである。 

 

（出所：和歌山市行政機構図（平成29年４月１日）） 

 

（２）職員の状況 

保険総務課における直近3年間の職員数の推移は次のとおりである。 

 

（出所：市から提供を受けた資料を基に監査人が作成） 

 

保険医療部 総務企画班
高齢者医療班
斎場

市長事務部局

健康局

保険総務課

職員数の推移（各年4月1日現在） （単位：人）
平成26年度 平成27年度 平成28年度

正職員 4 5 5
再任用 - - -
非常勤 2 2 2
賃金 - - -
正職員 9 9 9
再任用 - - -
非常勤 3 3 4
賃金 1 2 1
正職員 5
再任用 -
非常勤 -
賃金 -
正職員 3 3 3
再任用 - - -
非常勤 1 1 1
賃金 1 1 1
正職員 21 17 17
再任用 - - -
非常勤 6 6 7
賃金 2 3 2

29 26 26総合計

合計

総務企画班

高齢者医療班

杭ノ瀬診療所

斎場
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杭ノ瀬診療所が平成27年4月1日施行の「和歌山市立診療所条例を廃止する条

例」により廃止されたことにより、課全体の職員数は減少したが、その他の班につ

いておおむね横ばいとなっている。 

 

４．歳入歳出決算の推移 

保険総務課の過去3年間の決算の状況は次のとおりである。 

 

① 総務企画班・高齢者医療班（手数料収入はないため歳出のみ） 

 

（出所：市から提供を受けた資料を基に監査人が作成） 

 

 

 

 

 

平成26～28年度　歳出決算額 （単位：千円）

- - -

51,336 42,975 45,909

17,766 14,992 17,432

- 3,378 25,108

7,807,617 7,849,629 8,318,766

2,069 1,616 1,741

2,578 - -

①局内の庶務関係事務のとりまとめ等に関す
ること。
→健康局の主管課として、照会等の事務のと
りまとめをしている。

歳出
平成26年度 平成27年度 平成28年度

（１）総務企画班

②老人医療に関すること。
→65歳～69歳で一定の要件を満たしている方
に対して保険診療における医療費の自己負担
金の一部助成事務。
③老人保健医療に関すること。
→老人医療費に関する精算事務（平成28年度
以降については広域連合に事業を移管してい
ます）。

（２）高齢者医療班

①後期高齢者医療に関すること。
→後期高齢者医療被保険者の資格管理事務、
療養費等の給付に関する事務、保険料の賦
課・徴収・収納事務並びに滞納処理事務及び
人間ドック検査費用の補助事務。

②市有墓地に関すること。
→保険総務課管轄の今福霊園内の整備、管理
及び霊園内に関する事務。
③共同浴場に関すること。
→保険総務課管轄の共同浴場の管理、修繕等
の事務。
④課内他班の所管に属しないこと。
→旧杭ノ瀬診療所の管理事務。解体撤去工事
等の事務。
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② 斎場 

 

（出所：市から提供を受けた資料を基に監査人が作成） 

 

【２】実施手続 

・保険総務課における業務や管理について担当者へのヒアリング 

・業務の流れについての関連法令及び決裁文書等の閲覧 

・窓口や書類保管庫、金庫の視察 

・現金、郵便切手の実査 

 

【３】結果及び意見 

１． 資格喪失等により被保険者から回収した被保険証の保管について（結果） 

担当課では、資格喪失等により被保険者から回収した被保険者証を直ちに破棄す

ることなく、一定期間鍵のかかった執務スペース内のロッカーに保管している。 

鍵のかかったロッカーに保管されているとはいえ、被保険者証は個人情報が記載

された重要な書類であり、庁内で保管しているかぎり紛失や盗難が発生し、なりす

ましに悪用される等のリスクは残ることになる。また、「和歌山市個人情報保護条

例」第12条第1項第3号では「保有する必要のなくなった保有個人情報（歴史的

又は文化的価値が生ずると認められるものを除く。）は、速やかに廃棄し、又は消

去すること」について必要な措置を行うことが求められており、一定期間保管する

必要がなければ、速やかに破棄すべきであると考えられる。 

担当課では被保険者から被保険者証を回収した際には当該事実をデータ登録し

ているとのことであり、一定期間保管することの必要性は低いと考えられる。被保

険者から回収した被保険者証については盗難や紛失による不正利用のリスクを防

ぐため、直ちに破棄し、破棄事実の確認も記録として残すべきである。 

なお、平成29年11月より被保険者から回収した被保険者証は直ちに廃棄してお

り、本指摘への対応が図られていた。 

平成26～28年度　歳入・歳出決算額 （単位：千円）

60,955 58,781 60,715
199 219 197
11 11 11
186 204 152

61,351 59,215 61,075

205,441 208,111 194,309

205,441 208,111 194,309

平成28年度

合計

雑入
合計

歳出
平成26年度 平成27年度

費目

斎場費

平成28年度
説明

斎場使用料
霊柩自動車使用料
電柱敷使用料

歳入
平成26年度 平成27年度
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２． 本人確認に必要な証明書の確認、照合の徹底について 

後期高齢者医療保険の再交付申請書綴りを閲覧したところ、本人確認資料のコピ

ーが添付されていないものが見受けられた。具体的な内容は次のとおりである。 

 

① 減額認定証の再交付等における本人確認について（意見） 
和歌山県後期高齢者医療広域連合事務連絡「平成 28年 1月からの個人番号利用

開始に向けた窓口対応について（通知）」（平成27年12月14日付）の別紙に次の

ような記載があり、本人確認ができなかった場合として、減額認定証の再交付書類

に本人確認資料のコピーが添付されていないものが見受けられた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なりすまし等の虚偽申請でなくとも、本人確認資料等の根拠書類のない申請は、

客観的な第三者機関が作成した資料であり、かつ、システムや申請書の記載内容と

照合すべき本人確認資料がないため、窓口での手続ミスが生じる可能性がある。 

上記通知によれば、本人確認資料として、住民票の写し、年金手帳、後期高齢者

医療のほかの証、本人名義の預金通帳など様々な証明書の提出が認められているた

め、事前に周知を図れば本人確認は可能であると考えられる。 

したがって、減額認定証の再交付等においても各種証明書の持参を周知徹底し、

原則として証明書の提出を求めるべきである。その上で、どうしてもそのような書

類が用意できないという事情がある申請者については、緊急性が高い等の理由を記

載した理由書等の提出を求めることも検討すべきである。 

 

② 被保険者証の再発行における本人確認について（結果） 
被保険者証の再発行は減額認定証の再交付等と異なり、それ自体が証明書となり

うるものであるため、なりすましの危険性があり本人確認が必要であると考えられ

るが、被保険者証の再発行申請書においても本人確認資料のコピーが添付されてい

ないものがあった。 

担当課によると、上記通知の「本人確認ができなかった場合は、被保険者証、限

注 従前どおり、なりすましによる不正な届出等のおそれに留意しながら受け付け

てください。 

 ただし、障害認定申請（即時交付以外）、基準収入額適用申請（即時交付以外）、

限度額適用・標準負担額減額認定証（即時交付以外）、減免申請、被保険者本人に振

り込む支給申請等は、通常、虚偽の届出等を行う者に利益が生じず、被保険者等又

は後期高齢者医療に損害が生じないと考えられることから、不正な届出等の恐れは

ないと考えております。 

 本人確認ができなかった場合は、被保険者証、限度額適用・標準減額認定証等は

郵送とする。 
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度額適用・標準減額認定証等は郵送とする。」との文言のとおり処理しているとの

ことである。 

しかし、簡易書留で本人宅に送付しても家族等によるなりすましの危険性は回避

できないと考えられる。また、上記通達では「なりすましによる不正な届出等のお

それ」には十分留意することが記載されており、やむを得ず簡易書留で郵送するに

しても不正な届出等のおそれがないと判断した理由を文書等の形で残すべきであ

る。 

被保険者証の再発行においては、なりすましによる不正な届出等のおそれがある

ため、本人確認を実施すべきであり、どうしてもそのような書類が用意できないと

いう事情がある申請者については、緊急性が高い等の理由を記載した理由書等を作

成すべきである。 

 

３． 窓口と執務スペースにおける物理的セキュリティについて（意見） 

担当課は住民が利用する窓口を有しており、そのバックヤードとして職員の執務

スペースも有しているが、窓口と執務スペースの間には入室を禁じる張り紙はある

ものの物理的に入室を遮る構造物はない状態である。 

窓口は不特定多数の住民が利用する施設である一方で、執務スペースは個人情報

や重要機密である行政文書を取り扱うなど関係者以外の立ち入りを禁止すべきス

ペースであり、簡易扉などの障壁、いわゆる物理的セキュリティを設けたほうが窓

口運営上適切であると考えられる。 

担当課では「窓口の配置状況については個人情報保護委員会の検証済である。物

理的セキュリティの設置は、「和歌山市庁舎管理規則」にも関係することから全庁

的な取組みが必要である」としているが、入退出管理の徹底という観点から、簡易

扉の設置など物理的セキュリティを設けることが望まれる。 

 

４． 郵便切手の定期的な枚数確認の証跡について（意見） 

担当課では、窓口業務等で使用する郵便切手について管理台帳を作成し、使用し

た都度、台帳に入力し、複数人でチェックしている。担当者によると「使用の都度、

枚数も確認している」とのことではあるが、枚数確認の証跡は残っていない。 

年度末には担当者の引継のために枚数確認を実施し、その証跡は残っているが、

年度末のみの証跡では管理台帳と郵便切手の枚数に差異が生じた場合、いつ差異が

生じたのか不明確になるおそれがある。定期的、例えば月末毎に枚数確認を実施し、

その証跡も残すべきである。 

 

５． 被保険者証台紙の在庫管理のための台帳作成について（意見） 

担当課では、後期高齢者医療保険の被保険者証の台紙を庁内の倉庫に保管してい
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るが、その管理台帳を作成していない。 

後期高齢者医療保険の被保険者証の台紙は偽造防止の処理がなされているもの

の、これを紛失、あるいは盗難された場合には、第三者に被保険者証を偽造される

リスクは皆無とは言えない。また、台紙には偽造防止等一定のコストがかかってい

ることから、適切な管理を行うことが求められる。したがって、被保険者証の台紙

を管理するにあたっては、管理台帳を作成することが望まれる。 
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第９ 介護保険課 

【１】総論 

１．介護保険課の概要 

介護保険課では、介護保険制度の適正な運用を目的として、次の事務その他目的

の達成に必要な事務を所掌している。 

（１）給付班 

①介護保険事業の総括に関すること。 

②介護保険事業計画に関すること。 

③介護給付費準備基金に関すること。 

④保険給付の支給に関すること。 

⑤資格外給付及び第三者行為求償に関すること。 

⑥給付記録に関すること。 

⑦介護報酬明細書等の点検、整理及び保管に関すること。 

⑧利用者負担額の減額及び免除に関すること。 

⑨介護保険に係る情報の提供及び制度の啓発並びに相談に関すること。 

⑩介護保険監視委員に関すること。 

⑪介護保険法に定める老人福祉施設等に関すること。 

⑫介護報酬の不正請求に伴う保険給付費の返還に関すること。 

⑬課内他班の所管に属しないこと。 

（２）賦課徴収班 

①被保険者の資格の取得及び喪失に関すること。 

②介護保険料の賦課に関すること。 

③介護保険料その他の徴収金の収納に関すること。 

④介護保険料の徴収猶予及び減免に関すること。 

⑤介護保険料の未納者に対する催告に関すること。 

⑥介護保険料の滞納処分に関すること。 

（３）認定調査班 

①要介護及び要支援認定の申請及び相談に関すること。 

②要介護及び要支援認定調査に関すること。 

③主治医意見書に関すること。 

（４）認定審査班 

①要介護認定及び要支援認定に関すること。 

②介護認定審査会に関すること。 

③和歌山県介護保険審査会に関すること。 
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２．窓口業務の概況 

（１）窓口業務一覧 

介護保険課で実施されている窓口業務は次のとおりである。 

 

（出所：市から提供を受けた資料を基に監査人が作成） 

 

（２）手数料一覧 

介護保険課における収納事務は認定調査情報等の開示に係る手数料（写しにつき

1面10円）のみである。 

 

（３）取扱い件数の状況 

介護保険課における各種事務の取扱い状況は、次のとおりである。 

 

① 要介護・要支援 申請受付件数 

 

（出所：市から提供を受けた資料を基に監査人が作成） 

 

 

窓口業務一覧
業務内容 担当班

介護保険届書の受付
被保険者証等交付申請書の受付
受給資格証明書の発行（要介護度ありの方のみ）
要介護認定（前住所地で要介護度ありの方のみ）
要介護認定・要支援認定の新規申請の受付業務
要介護認定・要支援認定の更新申請の受付業務
要介護認定・要支援認定の区分変更申請の受付業務
介護認定情報開示請求の受付業務
社会福祉法人等利用者負担軽減に関する申請受付
介護サービスに関する相談・苦情の対応
介護保険制度に関する問い合わせへの対応
高額介護サービス費に関する申請受付
負担限度額認定に関する申請受付
健康維持・リフレッシュ事業に関する申請受付
居宅介護（予防）住宅改修に関する申請受付
特定（介護予防）福祉用具購入に関する申請受付
償還払い関する申請受付
利用円滑化交付金に関する申請受付
過誤申請に関する申請受付

賦課徴収班

認定調査班

給付班

（単位：件）
年度 新　規 更　新 区分変更 合計

平成26年度 5,487 18,354 3,028 26,869
平成27年度 5,342 18,949 3,025 27,316
平成28年度 5,448 18,909 3,304 27,661
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② 要介護・要支援 前住所引継受付件数 

 

（出所：市から提供を受けた資料を基に監査人が作成） 

 

③ ケアプラン作成のための情報開示件数と複写手数料 

 

（出所：市から提供を受けた資料を基に監査人が作成） 

 

（４）庁外の所管施設について 

窓口業務を行っている庁外の施設で、介護保険課が所管している施設はない。 

 

（５）委託状況 

窓口業務に係る業務のなかで、介護保険課で所管している委託業務はない。 

 

３．組織体制及び職員の状況 

（１）組織図 

介護保険課の組織図は次のとおりである。 

 

（出所：和歌山市行政機構図（平成29年4月1日）） 

 

 

 

 

（単位：件）
年度 前住所引継

平成26年度 147
平成27年度 136
平成28年度 183

年度 件数（件） 複写手数料(円)
平成26年度 12,254 629,830
平成27年度 12,724 732,100
平成28年度 13,765 811,620

保険医療部 給付班
賦課徴収班
認定調査班
認定審査班

介護保険課

市長事務部局

健康局
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（２）職員の状況 

介護保険課における職員の構成は次のとおりである。 

 

（出所：市から提供を受けた資料を基に監査人が作成） 

 

平成 27年度に地域包括支援課が新設されたことにより、介護予防班及び地域包

括支援センターにかかる職員が当該課に移ったため、直近3年間で課としての職員

数は減少している。 

 

 

 

 

 

職員数の推移（各年4月1日現在） （単位：人）
平成26年度 平成27年度 平成28年度

正職員 4
再任用 -
非常勤 1
賃金 -
正職員 7 7 7
再任用 - - -
非常勤 7 7 5
賃金 - - -
正職員 6 6 5
再任用 - - -
非常勤 7 7 8
賃金 - - -
正職員 7 7 7
再任用 - - -
非常勤 34 35 35
賃金 - - -
正職員 5 5 6
再任用 - - -
非常勤 6 6 6
賃金 - - 1
正職員 3
再任用 -
非常勤 6
賃金 -
正職員 32 25 25
再任用 - - -
非常勤 61 55 54
賃金 - - 1

93 80 80

合計

総合計

地域包括支援
センター

認定審査班

介護予防班

給付班

賦課徴収班

認定調査班
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４．歳入歳出決算の推移 

介護保険課の直近3年間の決算の状況は次のとおりである。 

 

 
（出所：市から提供を受けた資料を基に監査人が作成） 

 

  

平成26～28年度　歳入・歳出決算額 （単位：千円）
平成26年度 平成27年度 平成28年度

国庫負担金（低所得者保険料負担金） - 56,699 56,919
国庫交付金（先進的事業支援特例交付金） - - 25,515
県負担金（低所得者保険料負担金） - 28,350 28,460
県補助金（社会福祉費補助金） 162 28,060 327,610
介護保険料 6,789,928 7,761,015 7,918,930
手数料 1,392 1,488 1,465
国庫負担金（介護給付費負担金） 6,507,907 6,711,864 6,784,219
国庫補助金（介護保険システム開発費補助金） 13,454 1,865 -
国庫交付金（調整交付金等） 2,145,507 2,250,131 2,387,348
県負担金（介護給付費負担金） 4,767,201 4,858,422 4,862,192
県交付金（地域支援事業交付金） 61,877 90,825 101,912
支払基金交付金 9,756,884 9,669,911 9,929,359
財産運用収入 14 - 207
一般会計繰入金 4,926,145 5,195,825 5,268,629
基金繰入金 45,902 - -
繰越金 440,922 644,688 336,578
サービス収入（介護予防サービス計画費収入） 31,012 - -
雑入 52,277 16,607 48,893

35,540,584 37,315,750 38,078,236

歳入
一
般
会
計

特
別
会
計

計

平成26年度 平成27年度 平成28年度
総務管理費 356,511 321,192 311,765
介護認定費 354,928 358,575 355,751
介護サービス等諸費 32,814,445 33,715,561 34,088,811
高額介護サービス等費 710,140 781,804 869,735
高額医療合算介護サービス等費 111,616 113,427 116,332
市町村特別給付費 10,971 10,217 11,799
その他諸費 34,278 35,628 36,939
介護予防事業費 74,665 - -
包括的支援事業・任意事業費 289,071 8,006 8,609
基金積立金 14 691,457 443,305
償還金及び還付加算金 134,342 361,087 327,965

34,890,981 36,396,954 36,571,011

特
別
会
計

計

歳出
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【２】実施手続 

・介護保険課における業務や管理について担当者へのヒアリング 

・業務の流れについての関連法令及び決裁文書等の閲覧 

・窓口の視察 

・現金、郵便切手の実査 

 

【３】結果及び意見 

１．再発行等により被保険者から回収した被保険証の保管について（結果） 

担当課では、再発行等により被保険者から回収した介護保険被保険者証を直ちに

破棄することなく、1～2か月を目途に鍵のかかった執務スペース内のロッカーに

保管している。 

鍵のかかったロッカーに保管されているとはいえ、介護保険被保険者証は個人情

報が記載された重要な書類であり、庁内で保管している限り紛失や盗難が発生し、

なりすましに悪用される等のリスクは残ることになる。また、「和歌山市個人情報

保護条例」第12条第1項第3号では「保有する必要のなくなった保有個人情報（歴

史的又は文化的価値が生ずると認められるものを除く。）は、速やかに廃棄し、又

は消去すること」としており、一定期間保管する必要がなければ、速やかに破棄す

べきである。 

担当課では被保険者から介護保険被保険者証を回収した際には、介護保険被保険

者証に無効であるとわかるような記載を行っており、なりすましに悪用されるおそ

れはないとしているが、そのような記載があったとしても被保険者に記載された個

人情報は流出してしまうため、個人情報流出のリスクという観点からは十分な措置

ではない。 

したがって、被保険者から回収した介護保険被保険者証については、なりすまし

による不正使用のリスクだけではなく、個人情報保護の観点も重視して、直ちに破

棄し、破棄事実の確認も記録すべきである。 

 

２．介護保険被保険者証等交付申請書の記載について（意見） 

手続申請者が介護保険被保険者証の交付（再交付を含む。）や、受給資格証明書

の交付を申請する場合、介護保険被保険者証等交付申請書に必要事項を記載し、申

請することとなっている。担当課では、当該申請書の記載内容に基づき、記載誤り

や漏れが無いか審査し、所定の交付手続を実施する。 
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介護保険被保険者証等交付申請書には手続内容について市職員が記入する欄が

設けられているが、平成 29年度中の手続完了済みの介護保険被保険者証等交付申

請書の中に、当該部分（上記申請書様式の点線部分）の記入がされていないものが
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散見された。 

この点、担当課では当該欄に記載ない場合は、申請者が記載した申請内容のとお

りで不備ないものとみなして交付手続を実施していたとのことであるが、窓口での

受付者とシステム入力者や審査担当者が異なることもあり、各担当者間で処理すべ

き手続の認識がずれ、システム入力や審査が適切に行われないおそれがある。担当

課では申請内容とシステム入力や審査が適切に行われているか最終確認をしてお

り、結果的には認識のずれによる手続誤りが発生しないようにしているものの、早

い段階で事務処理の誤りを発見できない場合、システム入力の修正や手戻りが発生

し、住民の待ち時間が長くなるおそれもある。 

受け付けた内容がシステム入力者や審査担当者に明確に引き継ぎできるよう、漏

れなく記入することが望まれる。 

 

３．窓口の席間の間仕切りについて（意見） 

担当課では4か所の常設窓口と1か所の臨時窓口を設置しており、窓口と窓口の

境にはレターケース等の備品を置き手元が隠れるようにすることで、一定のプライ

バシー配慮をしている。しかしながら、実際に窓口の状況を視察した（視察日平成

29年8月29日）ところ、4か所ある窓口の一部では視線を遮るような備品の設置

が不十分で、手元が見えやすい状況のところがあった。 

介護保険の各種申請書では、プライバシーに関する情報を記載する箇所もあり、

一層配慮が必要な状況となっている。窓口の境にパーティションを設置するなど、

より確実に手元が見えない措置をすることにより、プライバシー配慮を強化するこ

とが望まれる。 

なお、平成 29年 9月よりパーティションを新たに設置しており、本意見への対

応が図られていた。 

 

４．賦課徴収班で保管する郵便切手の保有数と照合について（意見） 

賦課徴収班では執務エリアの金庫に郵便切手を保管しており、監査日（平成29年

8月29日）時点で80円切手545枚、10円切手78枚、2円切手34枚の合計44,448

円分が保管されていた。これら郵便切手はかつて納付書の発送等で多く使用されて

いたが、現在では郵送は総務課で一括して後納郵便として送るようになっており、

平成28年4月1日より監査日まで1枚も使用されていない。このような利用実態

を考えると、郵便切手の保有数が過剰となっていると考えられる。また、現物と受

払簿の照合は年度当初に郵便切手管理担当者が、使用する時は使用者が1人で実施

しているのみである。 

発送事務のほとんどが総務課に集約されたとはいえ、総務課での当日発送受付締

め切り時間があるため、締め切り後の急な発送に対応するためにはある程度郵便切
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手を保有する必要があるとのことである。しかしながら、換金性の高い郵便切手を

長期間保有し、その管理を担当者1名のみに限定すると、横領リスク等も高まるこ

とから、定期的な現物確認を実施することが望ましい。 

担当課及び出納室によると、このような余剰の郵便切手は額面通りでの換金が難

しく返納できないとのことであり、郵便切手の利用により残高を減らすとともに、

引き続き保管される郵便切手については 2名により現物と受払簿の照合を定期的

に実施することが望まれる。 
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第１０ 国保年金課 

【１】総論 

１．国保年金課の概要 

国保年金課では、国民健康保険及び国民年金に関する適正な事務を目的として、

次の事務その他目的の達成に必要な事務を所掌している。 

（１）庶務班 

①国民健康保険の啓発に関すること。 

②国民健康保険運営協議会に関すること。 

③国民健康保険関係団体に関すること。 

④課内他班の所管に属しないこと。 

（２）保険給付班 

①療養の給付及び療養費等の支給に関すること。 

②出産育児一時金及び葬祭費の支給に関すること。 

③診療報酬等に関すること。 

④資格外給付及び第三者行為による療養給付の調査及び求償に関すること。 

⑤給付記録に関すること。 

⑥診療報酬明細書等の点検、整理及び保管に関すること。 

⑦70歳以上の被保険者に係る高齢受給者証等の発行に関すること。 

（３）資格賦課班 

①被保険者の資格の取得及び喪失に関すること。 

②国民健康保険料の賦課に関すること。 

③国民健康保険料の賦課料率に関すること。 

④資格賦課の調査に関すること。 

⑤被保険者証の発行、更新及び整理に関すること。 

⑥国民健康保険料の減免に関すること。 

（４）収納班 

①国民健康保険料その他の徴収金の徴収及び収納に関すること。 

②国民健康保険料その他の徴収金の受託及び嘱託に関すること。 

③国民健康保険料の徴収猶予に関すること。 

④国民健康保険料の督促及び滞納処分に関すること。 

⑤国民健康保険料の口座振替に関すること。 

（５）保健事業班 

①特定健康診査及び特定保健指導に関すること。 

②その他保健事業に関すること。 
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（６）国民年金班 

①国民年金制度の周知に関すること。 

②国民年金保険料の免除申請等に関すること。 

③国民年金の諸届に関すること。 

④国民年金の裁定請求に関すること。 

⑤福祉年金の諸届に関すること。 

⑥特別障害給付金の請求に関すること。 

⑦国民年金協議会に関すること。 

⑧その他国民年金に関すること。 

 

２．窓口業務の概況 

（１）窓口業務一覧 

国保年金課で実施されている窓口業務は次のとおりである。 

 

（出所：市から提供を受けた資料を基に監査人が作成） 

 

（２）手数料一覧 

国保年金課で手数料を徴収する窓口業務はない。 

 

（３）取扱い件数の状況 

国保年金課における窓口受付状況は、次のとおりである。 

 

（出所：市から提供を受けた資料を基に監査人が作成） 

 

（４）庁外の所管施設について 

窓口業務を行っている庁外の施設で、国保年金課が所管している施設はない。 

自治振興課が管理しているサービスセンターにて、国民年金の各種届出の受付及

窓口業務一覧
業務内容 担当班

療養の給付及び療養費等の申請受付
出産育児一時金及び葬祭費の申請受付
第三者行為による傷病届受付
被保険者の資格の取得及び喪失届受付
国民健康保険料の減免申請受付
国民健康保険料その他の徴収金の収納及び相談受付 収納班
国民年金の諸届受付 国民年金班

保険給付班

資格賦課班

（単位：人）
年度 合計

平成26年度 77,755
平成27年度 75,411
平成28年度 81,543
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び国民健康保険の各種届出の受付、保険証の交付を行っている。 

 

（５）委託状況 

窓口業務に係る業務のなかで、国保年金課で所管している委託業務はない。 

 

３．組織体制及び職員の状況 

（１）組織図 

国保年金課の組織図は次のとおりである。 

 

（出所：和歌山市行政機構図（平成29年4月1日）） 

 

（２）職員の状況 

国保年金課における職員の構成は次のとおりである。 

保険医療部 庶務班
保険給付班
資格賦課班
収納班
保健事業班
国民年金班

市長事務部局

健康局

国保年金課
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（出所：市から提供を受けた資料を基に監査人が作成） 

 

職員数については、直近3年間で大きな変化はない。 

 

４．歳入歳出決算の推移 

国保年金課の過去 3年間の決算の状況は次のとおりである。（手数料収入はない

ため歳出のみ） 

職員数の推移（各年4月1日現在） （単位：人）
平成26年度 平成27年度 平成28年度

正職員 4 4 4
再任用 - - -
非常勤 1 1 1
賃金 - - -
正職員 7 7 7
再任用 - - -
非常勤 9 9 9
賃金 - - -
正職員 11 11 10
再任用 - - -
非常勤 4 3 3
賃金 1 2 2
正職員 10 11 10
再任用 - - -
非常勤 13 11 10
賃金 - 1 -
正職員 5 5 5
再任用 - - -
非常勤 3 2 2
賃金 - - -
正職員 3 3 3
再任用 - - -
非常勤 4 5 5
賃金 6 4 4
正職員 40 41 39
再任用 - - -
非常勤 34 31 30
賃金 7 7 6

81 79 75

合計

総合計

庶務班

保険給付班

資格賦課班

国民年金班

収納班

保健事業班
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（出所：市から提供を受けた資料を基に監査人が作成） 

 

歳出については、直近3年間では特段の著増減なく、おおむね横ばいとなってい

る。 

 

【２】実施手続 

・国保年金課における業務や管理について担当者へのヒアリング 

・業務の流れについての関連法令及び決裁文書等の閲覧 

・窓口の視察 

・現金、郵便切手の実査 

 

【３】結果及び意見 

１．イレギュラーな保険料入金の払込手続漏れについて（結果） 

担当課では「和歌山市出納員」名義の普通預金通帳1冊を出納事務に使用する通

帳として利用している。当該通帳の入出金状況を確認したところ、平成 29年 6月

22日に個人から振り込まれた11,850円が監査日（平成29年8月29日）まで残高

に残ったままとなっていた。当該入金は、海外に転出した元被保険者の国民健康保

険料の納付とのことであった。 

通常、国民健康保険料の納付は窓口で現金納付する方法、金融機関等で納入通知

書を用いて納付する方法、口座振替といった方法を選択できるが、振り込みによる

納付は行っていない。しかしながら、当該事案においては、被保険者が海外へ転出

するため国民健康保険を脱退した後に電子メールで納付相談を受け、市でも電子メ

ールで原則的な方法と当該口座に振り込む方法を送信したが、翌日には当該口座に

振り込まれていた。 

平成26～28年度　歳出決算額 （単位：千円）
平成26年度 平成27年度 平成28年度

一般会計 年金保険費 50,382 54,113 54,105

総務管理費 577,883 565,333 561,515
療費諸費 26,281,245 27,019,762 25,758,868
高額療養費 3,174,224 3,476,641 3,499,845
移送費 54 - 43
出産育児諸費 167,628 162,056 149,091
葬祭諸費 17,640 15,900 16,020
老人保健拠出金 203 203 160
後期高齢者支援金等 5,299,423 5,302,064 5,141,495
前期高齢者納付金等 4,133 3,628 3,757
共同事業拠出金 4,617,133 10,660,629 10,863,821
介護納付金 2,236,649 2,000,298 1,909,697
特定健康診査等事業費 285,788 279,731 274,248
保健事業費 39,344 39,701 40,124
公債費 1,165 1,761 398
償還金及び還付加算金 459,821 267,942 108,609

43,212,715 49,849,762 48,381,796計

特
別
会
計

歳出
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また、イレギュラーな入金であり、本来は速やかに指定金融機関等に払い込まな

ければならないにもかかわらず、約2か月間放置された状態となっていた。 

当該事案のような納付相談を受けた場合は、債権消込や市会計への入金フローが

通常と異なることが想定されることから、対応方針について事前に上席者と協議の

上、決裁等により相談内容や対応方針の記録を残すことが望ましい。しかしながら、

当該事案では上席者と協議はしていたものの、その協議結果や経過が共有されてい

なかったために、入金があっても内容精査ができず、監査で当該事案が発覚された

ことで調査が実施され、払い込み処理が入金から約2か月後にされることとなった。 

当該事案のみならず、通常の納付方法にて保険料納付が不可能な場合、対応方針

について上席者と協議の上、決裁等により相談内容や対応方針の記録を残すととも

に、速やかに指定金融機関等へ払い込みを行うべきである。 

 

２．国民健康保険システムのアクセス管理について（意見） 

国民健康保険システムの利用者アカウントは担当課のシステム担当者が管理し

ており、人事異動や職員が退職した際にアカウントの登録や削除の設定を行ってい

る。 

当該システムのアカウント設定においては、登録内容に漏れや誤りが無いことを

確かめるほか、システム担当職員が不正操作しないよう牽制するため、設定時には

必ずその内容について上席者による決裁を行うことが望ましい。しかしながら、担

当課では、業務上他課の職員が担当課の業務システムを利用する場合のアカウント

設定時には、設定について上席者の決裁を得ているものの、担当課職員のアカウン

ト設定時には、上席者の決裁を得ていない。 

当該システムのアカウント設定においては、登録内容の漏れや誤り、アカウント

の不正使用を防ぐため、他課の職員だけでなく、担当課職員のアカウント設定時も、

その設定について上席者の決裁を得ることことが望まれる。 

 

３．国民健康保険料減額免除申請書の職員によるチェックについて（意見） 

入所、災害による家屋の損壊等、一定の条件を満たす被保険者は、国民健康保険

料減額免除申請書を提出することにより、保険料の減免を受けることができる。 

担当課では、当該申請書に「決定の理由」欄を設け、職員による減免決定の判断

結果を示した上で課長決裁を受けることとしている。 

平成 29年度中に減免決定された国民健康保険料減額免除申請書を閲覧したとこ

ろ、「決定の理由」欄の記載がされていないものが散見された。減免理由について

は申請者自身が「申請の理由」欄に記載していることから、一定程度判断可能では

あるものの、減免事由により減免期間が異なることもあり、決定の理由は後から確

認可能なように明確に記録する必要がある。 
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国民健康保険料減額免除申請書の「決定の理由」欄へ漏れなく記載することが望

まれる。 

 

４．本人確認書類について（意見） 

担当課では窓口での手続の際に本人確認書類の提示を求めており、その例示とし

て運転免許証、写真付きの「みらいカード」（市の住民基本台帳カード）、パスポー

トなどを「国民健康保険の届出に必要な書類」に記載しているが、これらの書類を

所持していない被保険者については各種公的保険の被保険者証、キャッシュカード

等の顔写真は無いものの、証明力の高い本人確認書類2種をもって本人確認として

いる。この場合の本人確認書類には診察券も含まれており、診察券しか手元にない

場合は異なる病院・診療所等の診察券の組み合わせでの本人確認も認めている。 

国民健康保険の資格取得や喪失などの手続においては、マイナンバーを取り扱う

ことが義務付けられており、マイナンバーを取得する際は本人確認書類が必要であ

るが、内閣府の「本人確認の措置」によれば、本人確認書類は次のものとされてい

る。 

 

（出所：内閣府「本人確認の措置」から抜粋） 

 

診察券については、官公署発行の書類ではなく、また氏名のみしか本人確認でき

る情報が記載されていない場合もあり、本人確認書類としては不十分と考えられる
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ことから、診察券のみでの本人確認ではなりすましによる不正手続等を防止できな

いおそれがある。 

担当課では写真付きの本人確認書類を持参した場合には被保険者証等を窓口で

手渡しできるが、そうでない場合には住民票上の住所に簡易書留で送付し、本人又

は家族でしか受け取れないようにすることで、他人が不正に被保険者証を入手する

リスクを低減しているとのことである。しかしながら、簡易書留は本人でなくても

受け取れることから本人確認の代替とはならず、なりすましによる不正手続のリス

クを十分に低減しているとは言えない。 

本人確認においては、窓口に訪れた住民が運転免許証やパスポート等、顔写真の

ついた公的な書類を所持していない場合もあることは理解できるが、異なる診察券

2枚の組み合わせで本人確認とすることは極力避け、できる限り診察券と合わせて

住民票の写しや各種公的保険の被保険者証、キャッシュカード等、顔写真は無いも

のの、より証明力の高い本人確認書類の提示を求めることが望まれる。また、本人

確認資料の住民への周知を徹底し、その上で診察券しか持っていない者に対して緊

急性の高い場合には持参できなかった理由について理由書の作成を依頼すること

が望まれる。 

 

５．特例対象被保険者等届書の審査実施者押印について（意見） 

担当課では、雇用保険の被保険者で、解雇、倒産などの理由により、非自発的に

失業した被保険者（特例対象被保険者等）が特例対象被保険者等届書を提出するこ

とにより、保険料の減免を受けることができる。 

担当課では、当該届書に審査した者の押印欄を設け、審査した者の責任の所在を

明らかにするとともに、手続処理の進捗状況を確認できるようにしている。 

平成 29年度中に減免処理された特例対象被保険者等届書綴りを閲覧したところ、

押印欄への押印が無いまま減免決定したものが散見された。いずれも実際には審査

を行い書面に不備がないことを確認しているものの、押印が漏れていたということ

であった。 

審査は減免決定に際して審査した者の責任の所在を明らかにする重要な手続で

あることから、その履行の事実が確実に確認できるよう、押印を徹底することが望

まれる。 

 

６．切手使用簿と実物の照合について（意見） 

担当課では執務スペースで郵便切手を保管しており、その残数を切手使用簿にて

管理している。郵便切手は財産調査返信用封筒の送付時に、年間通じて月数回程度

ずつ使用している。 

切手使用簿の残数は月末や年度末に実物と帳簿上の残数を照合し、両者に差異が
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無いか確認することが望ましい。この点、切手管理担当である収納班長が使用の都

度残数を確認しているとのことであるが、平成 28年度の切手使用簿を閲覧したと

ころ、担当課では使用の都度使用者の押印があるのみで、照合者の押印が確認でき

なかった。 

帳簿と実物の照合にあたっては、確認の都度その証跡を残しておかなければ、仮

に差異が発生した場合、どの時点まで一致していたのか遡った調査が困難となり、

原因究明が難しくなるおそれがある。 

切手使用簿の残数は月末や年度末に実物と帳簿上の残数を照合するとともに、照

合者による押印をすることで、その証跡を残すことが望まれる。 

 

以上 


