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(5) 所属部局（課所等）共通質問事項

１ 税外収入（国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険保険料及び企業会計分を

除く。）について

税外収入の未済額はあるか。

収入未済額を発生させないための取組みはどのように行われているか。

収入未済額に対する滞納整理は、どのように行われているか。

なし

2,052,125円
■国保被保険者資格喪失手
続の際に、被保険者に対し、
喪失後受診による不正利得
が発生する可能性を説明して
いる。該当する可能性が高い
場合には、その後の手続を含
めて説明し、市が請求した際
には返還金を支払うよう依頼
している。

■不正利得の発生確認後、納入
通知を発送している。Ｈ24年度か
らは、納期限までに納付がない者
については、職員が電話をかけ納
付を促している。

Ｈ24.10～25.3月分　　6,000円

■知的障害者援護施設措置費負担金

Ｈ12～14年分　　559,700円

健康支援課 ■国民健康保険療養諸費不正利得返還金

環境課 なし ■納入通知書を発行した後、
領収書を確認してから、犬の
鑑札や注射済票を交付して
いる。

なし

社会福祉課 ■生活保護費返還金及び徴収金 ■通知から20日以内を納期
限として納入通知書の送付
（和光市会計規則第12条）
■滞納者へ督促状の送付
（和光市会計規則第28条）
■催告状の発送、現地訪問、
電話による催告等の実施

■台帳による管理
84,598,244円

■自動車燃料費資格喪失による返納

未済額（滞納繰越額）はあるか 未済額を発生させないための取組み 未済額に対する滞納整理の方法

資源リサイクル課 ■資源ごみ売払料 ■収納未済については、その内
容又は債務者の実態に応じ整理
し、早期交渉や法的処理等により
債権回収を図る。

140,344円（1名分）
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スポーツ青少年課 なし ■施設利用料等は、利用前
納入としている。

なし

■ひとり親家庭等医療費
自己負担金（滞納繰越分）　13,262円

学校教育課 ■ＡＬＴの報酬及び社会保険料返納金 ■就学援助の返納金が生じ
た場合は、速やかに申請者に
連絡を取り、納付書を郵送す
る旨を伝えている。その後、納
付確認作業を行っている。

■滞納者に対して電話連絡や関
係書類の郵送、自宅訪問を行っ
てているが、本人と連絡が取れな
い状況である。今後も引き続き、
本人と連絡が取れるよう対応する
とともに、顧問弁護士相談の機会
を生かして滞納整理を進めてい
く。

186,964円
（Ｈ21年度雇用）

■児童手当返納金（滞納繰越分）

60,000円
■子ども手当返納金（滞納繰越分）

328,000円
■乳幼児医療費返納金

滞納繰越分1,728円

■延長保育日額保護者負担金

滞納繰越分3,500円
■保育クラブ保護者負担金
滞納繰越分1,504,760円

■保育クラブ延長保育保護者負担金

滞納繰越分105,200円

■管外委託保育保護者負担金

滞納繰越分2,210,490円
■保育園一時保育等保護者負担金

滞納繰越分679,800円
■保育園延長保育保護者負担金

滞納繰越分179,000円

未済額（滞納繰越額）はあるか 未済額を発生させないための取組み 未済額に対する滞納整理の方法

こども福祉課 ■保育園入所児童保護者負担金 ■保育料の支払に口座振替
を推奨している。
■納入期限が20日経過した
保育料未納世帯に対し、督促
状を送付し、支払を促してい
る。
■保育料未納世帯に対して
は、入所申込の際に入所選
考に不利になる措置を設け、
その旨を周知している。
■手当・医療費の未済額は、
ほとんどが和光市から転出
（海外含む。）したことによるも
のであるため、郵送による督
促を年2～3回送付している。
■ひとり親家庭等医療費の返
還金については、現況届等で
受給者が来庁する際に納付
書を発行し、会計窓口で即日
納付するよう指導している。

■保育料督促状の送付から3ヶ月
を経過しても支払がない場合は、
催告書の送付や納税サポートセ
ンターを通じた架電を行い、支払
を促している。

滞納繰越分7,512,870円
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税外収入未済額（滞納繰越額）の状況 （単位：円）

知的障害者援護施設措置費負担金 559,700 559,700 0

保育園入所児童保護者負担金 7,512,870 8,287,300 -774,430

管外委託保育園保護者負担金 2,210,490 2,374,890 -164,400

保育園一時保育等保護者負担金 679,800 988,000 -308,200

延長保育保護者負担金 179,000 186,500 -7,500

延長保育日額保護者負担金 3,500 3,500 0

保育クラブ保護者負担金 1,504,760 1,582,460 -77,700

保育クラブ延長保育保護者負担金 105,200 105,200 0

資源ごみ売払料 140,344 140,344 0

ひとり親家庭等医療費自己負担金 13,262 16,472 -3,210

乳幼児医療費返納金 1,728 1,728 0

子ども医療費返納金 0 9,363 -9,363

児童手当返納金 60,000 80,000 -20,000

子ども手当返納金 328,000 328,000 0

生活保護費返還金及び徴収金 84,598,244 86,736,637 -2,138,393

自動車燃料費資格喪失による返納 6,000 6,000 0

ＡＬＴの報酬及び社会保険料返納金 186,964 187,424 -460

一般及び退職被保険者に係る
過年度分療養諸費不正利得返納金

2,052,125 2,412,125 -360,000

合 計 100,141,987 104,005,643 -3,863,656

比較
平成２６年度上半期

収入未済額

平成２５年度
収入未済額
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２ 随意契約の見直しについて

一者随意契約を複数見積方式又は、競争入札方式に見直した契約はあるか。

随意契約から競争入札方式に見直した契約はあるか。

なし ■保存文書保管業務
　　随意契約→指名競争入札

■戸籍住民異動受付処理業務 なし

■警備輸送業務

■警備業務（コミュニティ施設管理運営業務） なし

なし

なし

■印刷機借上（坂下・南公民館）

水道施設課 ■南・酒井浄水場樹木夏期剪定業務 なし
　一者随意契約→指名競争入札

生涯学習課 なし ■複写機借上（図書館）
　随意契約→指名競争入札

　随意契約→指名競争入札

市民活動推進課
　一者随意契約→指名競争入札

健康支援課 ■集団検診、国保集団検診、女性のための集団がん検診業務

　一者随意契約→プロポーザル方式
道路安全課 ■違法屋外広告物撤去業務

　一者随意契約→指名競争入札

総務課 ■廃棄文書出張裁断処理業務
　一者随意契約→複数見積り方式
■衛生陶器維持管理業務
　一者随意契約→複数見積方式（和光市駅南口
駅前トイレのネーミングライツの公募内容に当該
業務を含めることによる。）

なし

情報推進課

戸籍住民課
　一者随意契約→指名競争入札

　一者随意契約→指名競争入札

一者随意契約→複数見積、競争入札 随意契約→競争入札
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３ 業務委託契約の見直しについて

業務委託契約の業務内容（作業回数、配置する職員数等）の見直しを行った業務はあ

るか。

業務委託を職員で行うこととした業務はあるか。

■和光市納税サポートセンター運営業務 なし

■ごみ搬入受付等業務 ■庁舎清掃業務

なし

なし ■事務所管理用地の除草業務

なし ■不法投棄物撤去、除草業務

なし ■窓口業務（図書館）

なし ■会議録作成事務

水道施設課 なし ■水道管路情報管理システムデータ更新業務

生涯学習課
　 　窓口業務を委託方式から市が非常勤特別

職を直接雇用する方式に改めた。（図書館推
進員【窓口】15名採用）

議事課
　 　単価契約のため、議会運営委員会及び全

員協議会等の記録（記録時間が１時間以内
で提出に急を要しないもの）は、職員が反訳
から作成している。

駅北口土地区画整
理事業事務所 　 　契約回数で足りない除草業務について

は、職員で対応している。
道路安全課

　 　業務の一部について、職員が行っている。

収納課
　稼働時間は変更せず、着信率の高い夜間電話
催告を2回から3回に変更した。

清掃センター
　週5日6時間勤務の職員3名で受付業務等（ト
レー回収含む）を対応していたが、週5日7時間
勤務の職員2名とトレー回収等業務を行う週3日6
時間勤務の職員1名の対応とした。

　庁舎清掃の仕様書に除草業務を入れてい
たが、職員対応とした。

市民活動推進課 ■コミュニティ施設の軽微な修繕や植木剪定業
務等施設管理については、市と協働で実施して
いる地域住民の方やサークル活動の利用者等で
組織された各施設の管理協力委員会で、対応可
能な作業を行っている。

業務内容の見直し 業務委託→職員


