
1 

 

令和２年度 北海道包括外部監査の結果報告書（概要） 
 

 

Ⅰ 包括外部監査の概要 

 

 第１ 包括外部監査人 

板垣 博靖（公認会計士） 

 

 第２ 選定した特定の事件（監査のテーマ） 

 債権管理に係る財務事務の執行について 

 

 第３ 事件を選定した理由 

    道が公表している統一的な基準に基づく一般会計等貸借対照表において、平成 30 年

度末の未収金残高は 4,072百万円、長期延滞債権は 17,126百万円、貸付金残高は 127,603

百万円計上されている。これらの債権は、道及び道民の重要な財産であり、適切な管理

を行ったうえ、期日までに納付を受けることが必要である。また、道財政の厳しい中、

債権の効率的な回収や適正な管理は、すべての道民にとって関心が高い事務であると思

われる。 

道においては、平成 28 年３月に行財政運営方針を策定し、業務改革に取り組んでいる

ところであり、その中において「債権管理の適正化」を具体的な取組のひとつとして掲

げている。また、道の債権の管理に関し、知事等の責務、徴収手続等その他必要な事項を

定めることにより、その管理について一層の適正化及び効率化を図ることを目的とする

北海道債権管理条例を平成 30 年３月に制定し、同年４月から施行している。 

そこで、外部の専門家の立場から、道の債権管理の実態を調査、分析し、債権管理が適

正に実施されているかを監査すべく、当該テーマを選定した。 

     

 第４ 監査の実施期間 

 令和２年９月３日から令和３年１月 31 日まで 

 

 第５ 監査の対象部局等 

    総務部、総合政策部、環境生活部、保健福祉部、経済部、農政部、水産林務部、 

建設部、出納局、各（総合）振興局、教育庁、警察本部及び各部局の出先機関等 

 

 第６ 監査の対象範囲 

道が有する債権および未収金を対象とした。なお、租税債権を除き、一般会計等のう

ち貸付金は５億円以上、未収金は１億円以上及び長期延滞債権は５千万円以上の債権を

中心に監査対象債権を選定した。加えて、年度末には債権残高を有していない債権（単

年度貸付金）についても対象とした。 
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 第７ 監査の着眼点 

（１）債権の管理・回収等に係る事務が、法令、条例、規則、通知、マニュアル等に準拠し 

適切に運用されているか。 

（２）債権の管理・回収等に係る事務が、経済的、効率的かつ効果的に実施されているか。 

（３）債権の管理・回収等に係る事務について、公平性は十分に確保されているか。 

（４）監査対象の債権残高は公表されている決算関連資料と整合しているか。 

（５）内部統制に不備はないか。 

（６）過去の監査結果に関し、適切に措置を行っているか。 

（７）債権管理に関するシステムの運用上の合規性及び有効性に問題はないか。 

 

第８ 監査手続 

（１）調査票による予備調査の実施 

・平成 30 年度の道の債権の一覧表から、債権残高、債権の性質等を考慮の上、監査対象

債権を選定した。 

・監査対象債権の概要、残高、債権管理体制等についてアンケートを実施した。また、 

関連する法令、条例、要綱、通知、マニュアル及び債権管理に関連する書類等の提供を

依頼した。 

（２）債権の概要の把握 

・監査対象の債権発生に至る具体的な経緯を確認し当該債権固有の特殊事情の有無を確

認した。 

・監査対象年度の直近３年程度について、収入未済額・不納欠損等の状況を確認した。 

（３）関連する法令、条例、要綱、通知、マニュアル及び債権管理に関連する書類等の閲覧

の実施 

・債権管理に関する法令、条例、要綱、通知、マニュアルを閲覧した。また、債権管理に

関する財務事務の当該法令等への準拠性及び運用状況について確認した。 

（４）監査対象とした債権の所管課へのヒアリングの実施 

・上述のアンケート結果、関連する書類の閲覧結果等に基づき所管課へのヒアリングを

実施し、各債権の管理状況や課題等を把握した。 

（５）監査対象とした債権の管理部局への往査及び業務の視察の実施 

・上述の監査手続の結果、必要と判断した債権については債権管理の実務を行っている

管理部署へ往査し、調査を実施した。 

（６）公表されている決算関連資料と監査対象の債権残高との整合性確認の実施 

   ・公表されている決算関連資料と監査対象の債権残高との照合を実施し、決算関連資料

が適切に作成されているか確認した。 

（７）過去の監査結果への対応の確認 

・過年度の監査において指摘・意見等がある場合は、それに対する措置の実情を確認し

た。 

（８）その他必要と認めた手続の実施 
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Ⅱ 全庁的な課題及び監査の結果 

 

第１ 全庁的な課題 

複数の債権に対して同一内容の指摘や意見を付した課題とともに、本監査を通じて感

じた将来的な課題について総括として記載するものである。道においては、今回の監査

対象としていない債権を含め、全庁的な対応の検討が望まれるところである。 

 

（総括１）全庁的な情報共有の推進 

道が有する債権について、同一の滞納債務者に対して複数の部局において債権を有している場合

がある。当該状況下においては、所管の部局相互間において、債務者に関する情報を相互利用又は

提供することにより、効率的、効果的な債権管理事務が期待できる。 

これについて道では、北海道債権管理条例第 13 条「情報の利用または提供」において、非強制徴

収債権について、債権を所管している組織間における必要最小限の相互利用が可能である旨定めて

いるところである。利用が想定される情報の例として、強制執行や徴収停止等の判断に活用可能な

情報として、職業、資産状況、未納情報、処分情報、交渉経過、物的担保、連帯保証人などを掲げ

ている。 

情報提供の申請にあたっては、「北海道債権管理条例第 13 条の規定に基づく情報の利用又は提供

に関する要綱」第４条において、「情報の利用又は提供に関する手続は、必ず書面で行うこととし、

担当者に直接手交するか、郵送による場合は親展扱いとするなど、第三者が閲覧できないよう注意

するものとする。」として具体的な手続き方法を定められている。 

また、各部局への通知では、滞納者が他課の所管する債権の債務者と考えられる事例を例示し、

効率的な徴収に向け情報の収集を行うよう周知している。 

債権管理条例の施行後、条例第 13 条にもとづく組織間における情報共有の実績は現時点で無い

が、効果的な債権管理事務を促進するため、制度を積極的に周知するなど、複数の債権で重複して

いる滞納者の情報の相互利用について積極的な活用が望まれる。 

 

（総括２）全庁的な債権管理の対応 

道においては、債権を集約・管理し、徴収業務を遂行する専属的な組織は存在しない。より効果

的・効率的な債権管理事務を遂行するためには、各所管課から一定の基準により移管した債権を一

元的に管理（滞納債務者の情報一元化を含む）し回収を行う組織の設置について検討することが望

まれる。 

債権管理事務において、収納率を向上する課題として、①所管課において従事する職員が限定さ

れその事務処理が属人的に遂行されている場合があること、②他の業務との並行的に債権管理・回

収業務が実施され専ら当該業務が行われているものではないこと、③定期的な人事異動があるため

債権回収に係る専門的な知識、経験が十分に蓄積されにくい（特に、回収にあたり必要とされる民

法、民事執行及び倒産手続きの知識等において想定される）こと等があげられる。これらは、個人

的な能力向上の努力、ないしは様々な研修の実施等によって補われるところではあるが、自ずと限

界を有しており、全庁的な対応が望まれる。 
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（総括３）滞納整理票の作成及び十分な記載に関する周知 

滞納整理票とは、納入期限経過後、一部納入、延滞金の発生その他収納管理上必要な事実の発生

があったときは、これに記録し、以後、収納事務が完結するまで、一連の発生事実を順次記載して

いくものである。滞納債権の管理において、その基礎となる文書であるが、今回の監査において、

滞納整理票の未作成や記載が不十分なもの（情報が適時に更新されていない、督促等の状況の記載

漏れ等）が見受けられたため、滞納整理票の作成及び十分な記載について全庁的に周知する必要が

ある。 

 

（総括４）延滞金等の管理 

道においては、延滞金等について、関係法令及び通達に基づき、事務処理を行っている（公債権

については、地方自治法第 231 条の３第１項、第２項及び条例等、私債権については同条の適用が

ないため条例等による）。 

延滞金の調定については、滞納金を収納したときに、延滞金が収納されたと否とにかかわらず仮

調定を行うものとするとされている（「道費税外収入に係る延滞金の事務処理について（平成 31 年

３月 22 日改正）」）。すなわち、滞納金の返済がなされるまでは延滞金等は算定されていないところ

である。 

一方、延滞金については、返済期日の翌日から返済日までの日数を基礎に計算が実施され、債務

者にとっては、その滞納金が返済されるまで返済債務総額を認識できないこととなる。 

債権につき、滞納金の完済前であっても、その延滞金を算定し滞納金とあわせて債務者に通知し、

返済すべき金額の総体を通知せしめ返済義務の認識を促すべきである。 

あわせて、各年度末（出納整理期間を含む）までの期間に対応する延滞金を算定し、これを集計

して公表し、道の財政上に及ぼす影響を示すことが望ましい。 

 

 （総括５）収納金の徴収率向上のための支払い手段の多様化 

現状、債務者からの徴収については、主として納付書による金融機関の窓口での納付がなされて

いる。しかし、特に多数の債務者が存在する債権については、その徴収率向上（滞納率減少）のた

めに、種々の支払い手段への対応を検討することが必要である。支払い場所としてのコンビニエン

スストアの活用及び納付方法としてインターネットバンキング、クレジットカード、口座振替及び

スマートフォン納付の導入についてより積極的・具体的な検討が望まれるところである。デジタル

化が加速度的に進んでいる現況下においては、この環境変化に対して行政としても速やかに対応す

ることが求められている。 

また、現在の地域住民のライフスタイルにおいてはコンビニエンスストアを日常的に利用する者

が多いと考えられ、支払い場所としてコンビニエンスストアを導入することができれば徴収率の上

昇に繋がり、地域住民にとっての利便性の向上にも資すると考えられる。 

公金収納の財務事務においては、紙媒体での処理が比較的多い事務処理の手続きとなっている点

は否めず、今後より一層の効率化について検討が必要である。 

 

（総括６）民法改正に伴う対応 

民法の一部を改正する法律（平成 29 年法律第 44 号）は、平成 29 年６月２日に公布され、大部分
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は令和２年４月１日から施行された。改正の対象はいわゆる債権法であり、本監査の対象とした債

権、特に、私債権の管理に影響がある。そこで、監査対象部課に対し、民法改正に伴って検討した

事項、変更した取扱い及び改定された規程等について照会した。その結果、以下の対応が確認でき

た。 

 

・出納局財務指導課は、関連する財務規則の改正を行った。 

・建設部住宅課（公営住宅使用料）は、北海道営住宅条例の一部を改正し、これまで入居の要件

としてきた連帯保証人を付す運用を廃止し、当該部分に関する規定や書式の改定をした。これ

に伴い滞納額を抑制することを目的として、住宅明渡しを求める基準を滞納額 30 万円から 25

万円に変更した。 

・水産林務部林業木材課（林業・木材産業改善資金貸付）は、事務処理要綱を改正し、保証人に

対する情報提供に関する規定を定めた。 

・経済部中小企業課（中小企業高度化資金貸付金）は、中小企業基盤整備機構において債権保全

の新指針、準則の改正が行われる予定であるところ、この改正を踏まえ、道の貸付規則や債権

管理指針の見直しに着手する予定である。 

 

他方で、上記以外の債権については、民法改正に伴う規程等の改正の事実がないことを確認した。 

今般の民法改正は広範囲に及ぶものの、特に債権管理業務に影響があるものは、①消滅時効期間、

②保証人、③法定利率に関する規定の改正である。とりわけ、①消滅時効期間、②保証人に関する

改正は、取扱いを誤ると権利行使が困難となる場合も想定される。 

①消滅時効期間に関する改正規定は、施行日以降に発生した債権に適用されるところ、民法改正

に伴う規程等の改正をしていないと回答した部課が所管する債権には、令和２年４月１日以降にお

ける新規貸付等により発生するものも存在する。 

また、②監査対象債権には、（連帯）保証契約が付随しているものも多数存在したが、施行日以後

の保証契約には改正民法が適用される。 

③法定利率に関しては、例えば、北海道営住宅条例第 38 条第３項には、入居者が不正の行為によ

って入居した場合には、近傍同種の家賃とこれまでに納付された家賃の差額に年５分の割合による

利息を付した額を徴収することができるとの規定があり、年５分の利率が改正前民法に基づく法定

利率が参照されているのであれば、改正によって、見直す必要も生じるであろう。 

このように、民法改正によって債権管理の方法に変更が生じるところ、道は、変更を要する取扱

いを検討し、これに伴い条例、規則、要綱及び事務手引等の改正を行い、変更点について、関係者

に周知を図ることが望まれる。 

 

（総括７）公表資料の検証体制 

今回の監査対象とした債権のうち、返済期限未到来の貸付金等については、「北海道各会計決算書

及び附属書類」の「財産に関する調書」に債権として公表され、収入未済額については、歳入歳出

決算書において公表されるものである。また、統一的な基準による財務書類等においても、前述の

とおり附属明細書において種類別の残高が記載されることになっている。 

そこで、債権種類別の上記残高について、公表資料上の数値が今回の監査において入手した資料
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と整合しているか、公表資料間の数値は整合しているか、について検証を行った。 

その結果、複数の債権において公表資料への記載誤り又は漏れが確認された。このような記載誤

りや漏れは、担当者の単純な入力ミスや報告漏れ等の要因によるものであるが、複数の人員による

検証がなされていれば容易に防ぐことができたものであったものと考える。 

資料を適切に作成し、正確な情報を公表するため、道は、公表資料の正確性を確保するための検

証体制について検討することが必要である。 

 

 

第２ 監査の結果 

    今後、是正若しくは改善を求めるもの、又は検討の必要があるものについて、次の区

分により対応を求めた。 

 

【指摘】早急に是正又は改善を求めるもの (29 件) 

【意見】適法性、有効性、効率性、経済性の観点から検討の必要性がある事項について、

監査の結果に添えて提出するもの (40 件) 

 

 

 第３ 指摘及び意見の具体的内容 

    別紙のとおり。 
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（別紙）指摘及び意見の具体的内容 

区分 内容 

第１ 地域総合整備資金貸付(ふるさと融資) （指摘：０、意見：０） 

指摘 該当なし。 

意見 該当なし。 

第２ 北海道市町村振興基金貸付金 （指摘：０、意見：０） 

指摘 該当なし。 

意見 該当なし。 

第３ 道南いさりび鉄道株式会社貸付金 （指摘：０、意見：１） 

指摘 該当なし。 

意見１ 【債権管理簿は正確に記載するべきである。】 

債権管理簿に、平成 28 年８月 31 日履行期限の債権について平成 28 年９月１日に弁済が

なされたとの記載が認められた。実際には、平成 28 年８月 31 日に弁済がなされていたこ

とが確認されたことから、平成 28 年９月 1 日に弁済がなされたとの点が誤記であった。道

は、債権管理簿について、事実を正確に記載するべきである。 

第４ 産業廃棄物不法投棄事件に係る一時除去費用及び行政代執行費用 （指摘：４、意

見：０） 

指摘１ 【預金差押えの可否を判断するために速やかに必要な調査を実施するとともに、

債務者に対し、分割納付の履行を強く求めるべきである。】  

令和元年 10 月に実施した財産調査において、債務者の１人について預金が確認された。

道は平成 18 年度より本債権の回収業務を行なっているが、令和元年度までに当該債務者か

ら回収した額はこの預金額には至らない。 

担当課は、滞納処分について、総務部財政局税務課に相談したところ、債務者の経済状

況や生活状況を調査する必要があると助言され、担当課は令和２年２月に債務者と面談を

した。また、面談の際に生活費の根拠資料（明細やレシート）の提出を依頼し、債務者はこ

れを了解したが、債務者は、すぐには資料の送付をせず、同年 10 月に資料を送付した。 

担当課によれば、債務者は体調不良により無収入であり、親族と同居していることに加

え、預金口座からは同居の親族を含めた生活費の引き落としがなされている等、かかる事

情を考慮すれば、当該預金は債務者ではなく親族に帰属している可能性が高く、債務者の

財産と断定することが難しいことから、現段階で預金の差押えには至っていないとのこと

であった。 

他方で、当該債務者は、令和元年度から誓約書に記載された分割金の支払いをしていな

いが、担当課としては、体調が悪く無収入であることから、納付書を送付し、可能な範囲

で支払ってほしいということであった。 

預金の帰属は、様々な事情を考慮し判断されるところ、上記の事情をもって、当該預金

が債務者に帰属しないと判断するには不十分であり、少なくとも当該預金の過去の取引履

歴、同居の親族への送金、入金の経緯、同居の親族の収入、資産状況等について、調査をす

るべきである。なお、当初預金が判明したのが令和元年 10 月であり、その後の調査に１年
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以上が経過していることを考慮し、速やかに調査を実施し、差押えの可否を判断するべき

である。 

また、当該預金の全てが債務者に帰属しないとしても、預金名義は債務者であり、債務

者が一定額の資産を保有している現状に鑑み、分割弁済を履行するよう強く求めるべきで

ある。 

指摘２ 【相続人に対する債権管理を行うべきである。】 

死亡した債務者の妻から毎月少額の弁済を受けているものについて、滞納整理票による

と、相続調査により、債務者の母にも相続権があるとの記載が確認された。可分債権であ

る金銭債権は、相続によって法定相続分に応じて当然に分割されると考えられるため、母

についても、法定相続分に応じた債務が発生している。しかしながら、滞納者整理票には、

母を債務者として扱ったことがうかがわれる記載は確認できなかった。 

道によれば、債務者が死亡した際、債務者の妻と面談を行い財産の確認をしたが、債務

者の母については相続放棄の手続きを行う予定であるとの説明を受けた。相続により債務

が分割されて債務者の数が増えても債権回収につながらないまま事務が煩雑化され、対応

が困難であるとの説明であった。 

しかしながら、回収事務処理要綱第７条第４項（2）には、債務者が死亡した場合の取

り扱いとして、まさに上記の取扱いについて留意を要することが記載されている。また、

債務者の母が相続放棄の手続きを取ったかどうかについて確認がなされた資料は確認でき

なかった。結果的に回収がなされないとしても、相続放棄がなされたかどうか分からない

相続人については債務者として扱うべきであるし、調査や確認の結果は、記録にとどめて

おくことが望ましいところ、債務者の母についても、債務者として扱い、債権管理をする

べきであった。 

指摘３ 【相続が発生した場合には、相続人毎の滞納整理票が作成されるべきである。】 

指摘２の案件について、提出を受けた資料には、妻名義の滞納者整理票は確認できなか

った。妻による督促の内容は、死亡した債務者名の滞納者整理票に基づき管理がなされて

いた。滞納者整理票は、債務者毎に作成されるべきであるところ、妻を債務者とする滞納

者整理票を作成するべきである。 

なお、道によれば、滞納整理票を債務者毎に作成しなければならない規定はないから、

現在の扱いは問題ないとのことであった。 

しかしながら、滞納整理票について定める「税外諸収入金に係る調定済債権の取扱いに

ついて」には、「歳入徴収者は、納入期限経過後、収入未済の歳入金について債務者から

の一部納入、延滞金等の発生その他収納管理上必要な事実の発生があった時は、速やかに

滞納整理票を作成し、当該事実を記載しておくものとする」と定められており、債務者毎

に滞納整理票を作成するのが当然の前提とされていると考えられる他、「相続」は「収納

管理上必要な事実の発生」に当たるから、相続人に関する滞納者整理票が作成されるべき

である。 

指摘４ 【滞納者整理票は、適時に情報を更新するべきである。】 

（ア）勤務先に関する情報 
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債務者の１人について、滞納者整理票（令和２年４月１日付け）には勤務先として会社

の記載が確認されたが、実際には、同社は退社し、別の会社においてアルバイトとして稼

働していた。 

上記の事情は、同年２月に債務者本人と面談した際に判明していたが、滞納者整理票に

は反映されていなかった。債権管理にとって重要と考えらえる勤務先に関する情報は、適

時に更新がなされるべきであり、当該債務者の滞納者整理票の勤務先に関する情報は、訂

正されるべきであった。 

（イ）会社設立、代表取締役就任に関する情報 

債務者の１名は、平成 29 年に株式会社を設立し代表取締役に就任しているが、平成 30

年４月１日付けで作成された滞納者整理票には、かかる情報は記載されていなかった。 

債権管理にとって有用である会社設立、役員就任に関する情報は、滞納者整理票に記載

するべきであった。 

意見 該当なし。 

第５ 循環資源利用促進施設設備整備費補助金返還金 （指摘：２ 意見：２） 

指摘５ 【事業経過報告書の提出がない場合には速やかに催告書を送付するべきである。】 

 補助事業者は、補助事業が完了した年度の翌年度から５年間、毎年度終了の日から 20

日以内に、補助事業に係る状況について、事業経過報告書により、知事に報告することと

されている。しかしながら、平成 26 年度の事業経過報告書が提出されていなかったこと

について、３年後の平成 29 年度になってから催告書を送付したというものがあった。こ

のように、事業経過報告書の提出がない場合には、道は、速やかに催告書を送付するべき

である。 

指摘６ 【事業者の所在不明が想定される場合には速やかに現地調査等の対応を行うべき

である。】 

 補助事業者は、補助事業が完了した年度の翌年度から５年間、毎年度終了の日から 20 日

以内に、補助事業に係る状況について、事業経過報告書により、知事に報告することとさ

れている。また、知事は、必要に応じて、補助事業者に対して資料の提出を求め、又は現地

調査をすることができるとされている。しかしながら、事業経過報告書提出の催告書があ

て所なしで返送されてから６年間現地調査等の対応が行われていなかった。このように、

事業者の所在不明が想定される場合には、道は、速やかに現地調査等の対応を行うべきで

ある。 

意見２ 【各法人の取締役等に対する損害賠償請求を検討するべきであった。】 

道は、補助金が交付された法人の代表者や取締役個人に対しては、督促等の回収業務を

行わなかった。道からは、補助金交付は法人に対してなされたものであり、取締役個人は

補助金を返還する義務を負わないことを確認したとの説明を受けた。確かに、補助金交付

決定取消により不当利得返還義務を負うのは法人であり、道の見解は誤りではない。他方

で、本件補助金交付決定が取消しに至ったのは、補助金が運転資金に流用されるなど目的

外使用が判明したこと、設備等が承諾なく売却され法人自体や代表者が所在不明となった

ことによるが、このような事象に照らせば、補助金の詐取が疑われる事案であったと考え
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られる。そうであれば、補助金申請に関わった各法人の取締役、名義を貸した取締役個人

に対し、民法又は会社法に基づき損害賠償請求ができる可能性がないとは言えない。従っ

て、道は、事案発生直後に各法人の取締役等に対し損害賠償請求が可能かどうか、特に、

名義を貸した名目取締役の所在、財産状況の調査を検討するべきであった。本債権の管理

方法については、平成 29 年度から見直しがなされているが、債権額が少なくないことやこ

れまでの管理方法に課題があったことを踏まえ、今後取り消し事案が発生した場合は、直

ちに、積極的に、回収可能性がある方法について検討するべきである。 

意見３ 【補助金の交付決定に際しては、事業者の経営状態についても審査を行うべきで

ある。】 

補助事業者は、取得財産等を補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、担保

に供し、取り壊し又は廃棄してはならず、このような処分を行う場合は、補助金の全部又

は一部を道に納付する必要がある。しかしながら、このような取得財産等の処分が行われ

ていたものがあり、その要因は事業者の経営状態の悪化がその一因であると推察される。

このような事象を防止するためには、事業者の事業計画を審査するにあたっては事業者の

経営状態も併せて審査を行い、事業の存続可能性を評価することが求められる。 

道は、補助金の交付決定に際しては、事業の存続可能性を評価する目的で、事業者の経

営状態についても慎重に審査を行うべきである。 

第６ 北海道アイヌ子弟大学等修学資金等貸付金 （指摘：５、意見：10） 

指摘７ 【滞納整理票には漏れなく督促等の状況を記録するべきである。】 

債務者の１名について、当初の返還開始月は平成 30 年４月であったが支払いがなされ

ず、令和２年３月になって、同年５月から支払いを開始する旨の返還方法変更申請がなさ

れ承認されている事案が認められた。当該債務者は、新しく定められた返還計画によって

も、約定どおりの弁済はなされていない。 

当該債務者の滞納整理票によれば、新しく決められた返還計画に関連する文書督促等の

記録しか記載がなされておらず、平成 30 年４月以降の督促や支払い状況は確認できなかっ

た。滞納整理票を作成するにあたっては、先行する督促手続きについても記載を要すると

ころ、道は、本件の滞納整理票に、平成 30 年４月以降の事象を記載するべきである。 

指摘８ 【道は、貸付決定の取消しがなされた場合には、速やかに、債務者と協議を行

い、返還計画の提出を受けるべきである。】 

債務者の１名について、平成 12 年及び平成 13 年度にかけて貸付を行ったものの、平成

13 年度になって、貸付要件を欠いていたことが判明し、貸付決定が取消された。当該債務

者からは、平成 23 年５月に、分割で弁済する返還計画の提出を受けた。 

道は、貸付決定の取消しがなされた平成 13 年度から返還計画の提出を受ける平成 23 年

度までの約 10 年間、債務者と有効な協議を行わなかったことに帰する。本債権にかかる規

則によれば、借受者は返還事由が生じた日の属する翌月から起算して５ヶ月以内に返還計

画書を提出しなければならない（北海道アイヌ子弟大学等修学資金等貸付条例施行規則第

８条１項）。したがって、道は、貸付決定の取消しがなされた場合には、速やかに債務者と

協議を行い、返還計画の提出を受けるべきであった。 
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指摘９ 【猶予承認時の提出書類について定められている書類の提出を遵守すべきである。】  

北海道アイヌ子弟大学等修学資金等貸付実施要綱において、失業を理由に返還猶予を受

けるためには、雇用保険受給資格者証の写又は離職証明書等の提出が定められているが、

実際には電話のメモや無職・無収入申立書が添付書類とされており、実施要綱どおりの提

出書類となっていない事例が見受けられた。 

道は、実施要綱どおり公的な証明書類の提出を徹底すべきである。 

指摘 10 【猶予承認時の提出書類について見直すべきである。】 

北海道アイヌ子弟大学等修学資金等貸付実施要綱における返還猶予承認時の提出書類を

確認したところ、生活困窮の場合の証明として実施要綱第６にて所得証明書等の提出が定

められているが、実際には通知等では所得証明書と源泉徴収票が並列で取り扱われている。

また、源泉徴収票等の原則外の書類の場合については、審査の際等にその顛末の記載がな

く、手続きが遵守されていなかった。 

本来は実施要綱どおり公的証明である所得証明書を提出書類とすべきであり、道は、返

還猶予承認時の提出書類について見直すべきである。 

指摘 11 【対外的に公表する資料を適正に作成し適時に公表するため体制の強化を図るべ

きである。】 

統一的な基準による地方公会計で作成する附属明細書において、アイヌ子弟大学等修学

資金等貸付金に関する短期貸付金の金額について、正しくは 7 百万円であるところ、記載

箇所を誤って徴収不能引当金計上額として記載されていた。財務書類に関する基礎資料及

び財務書類を作成する担当者は財務書類に関する基本的な知識（例えばどの書類相互の数

値の整合性等）だけでも十分間違いが発見できると考えられる。適正な財務書類を適時に

公表されるように、体制の強化等を図るべきである。 

意見４ 【元金の完納前であっても違約金の額を算定し、債務者に通知することを検討す

べきである。】 

北海道アイヌ子弟大学等修学資金等貸付条例第９条にて定めのある違約金については、

元金返済が完了した後でなければ違約金の算定及び通知が行われていないが、債務者に違

約金の存在を認識させるため、元金の完納前であっても、道は現時点の違約金の額を算定

し債務者に通知することを検討すべきである。 

意見５ 【返還減免金額を貸付金残高の一部とする定めを設けるよう検討すべきである。】  

返還の減免の事例をサンプルで確認したところ、減免金額について全額減免がなされて

いる事例のみしか確認できなかった。 

この点、北海道アイヌ子弟大学等修学資金等貸付条例第８条では、「知事は、貸付けした

修学資金等の返還の債務の全部又は一部を免除することができる」と規定されており、ま

た、この「一部」とは「一部返還した金額の「残額」のすべて」を示すものであるため、減

免金額が全額減免となることについては条例に則った処理である。 

しかし、条例の文言の「一部」とは「一部返還した金額の「残額」のすべて」と理解する

には文言が不足していると考えられ、また、借受者によって状況は様々であるから、減免

基準を満たした場合に貸付金残高の全額を減免する定めのみならず、借受者の状況を鑑み
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て減免金額を貸付金残高の一部とする定めを設けることが望ましい。 

以上より、道は、条例については文言の見直しを含め減免金額を貸付金残高の一部とす

る定めを設けるよう検討すべきである。 

意見６ 【収納金の徴収率向上のための支払い手段の多様化を検討すべきである。】 

現状、債務者からの徴収については、納付書による金融機関での支払がなされているの

みである。支払い場所としてのコンビニエンスストアの活用及び納付方法としてインター

ネットバンキング、クレジットカード、口座振替及びスマートフォン納付の導入について

より積極的・具体的な検討が望まれるところである。デジタル化が加速度的に進んでいる

現況下においては、この環境変化に対して速やかに対応することが求められる。 

道は、収納金の徴収率向上のための支払い手段の多様化を検討すべきである。 

意見７ 【修学資金 Q&A について毎期見直すべきである。】 

平成 29 年度に本来補助対象経費と認められないパソコンの購入費を補助対象経費に含

めていた事例が見つかり、修学資金 Q&A が平成 30 年度に改正された。上記のような本来

補助対象とすべきでない経費を補助対象経費に含めてしまう事例は毎期発生されると考え

られ、また、毎期新たなパターンが発生すると考えられる。同様の事例が発生しないよう

にするため、道は、修学資金 Q&A については毎期見直すべきである。 

意見８ 【返還の減免基準について見直すべきである。】 

平成 28 年度～平成 30 年度の減免金額は 252,618 千円に上っている。このように減免金

額が多いことの要因の一つとして、北海道アイヌ子弟大学等修学資金等貸付実施要綱第７

にて貸付金の返還猶予の期間が５年間継続した場合に減免の対象者となると規定されてい

ることが考えられる。例えば、借受者が卒業後に無職となり生活困窮状態に陥った場合、

返還の猶予を受けることとなるが、その猶予期間が５年継続すれば返還の減免を受けるこ

ととなる。そして、その後就職し生活困窮の状態から脱したとしても、既に債務は減免さ

れているため、貸付金が道に返還されることはない。 

この点、奨学金制度の参考となる日本学生支援機構の奨学金において返還免除が認めら

れているのは「本人が死亡し返還ができなくなったとき」又は「精神若しくは身体の障害

により労働能力を喪失、又は労働能力に高度の制限を有し、返還ができなくなったとき」

のみであり、北海道アイヌ子弟大学等修学資金等貸付金の減免基準と比較しても限定的な

ものとなっている。 

上記のように減免の対象範囲が幅広になっていることが、多額の減免金額の要因になっ

ていると考えられる。このため、返還猶予の期間が５年間継続した場合に減免の対象者と

なるという基準については、返還猶予の継続年数を５年よりも長期の期間を設定する等の

変更を行い、減免金額の削減に努められたい。道は、返還の減免基準について見直すべき

である。 

意見９ 【債務を法的に負っているのは債務者や連帯保証人であることを念頭に、効果的

な督促となるよう督促の相手方を検討すべきである。】 

約定の弁済期に弁済がない債務者にかかる件について、平成 31 年３月から令和２年７月

の滞納整理票を閲覧したところ、電話による催告について当該期間中に３度行われている
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が、債務者本人もしくは連帯保証人である債務者の父親ではなく、全て債務者の母親を窓

口として督促を行っている事案が確認された。母親を窓口とすることは債務者の希望によ

るが、母親は法的に債務を負う主体ではなく、効果的な督促方法としては、債務者本人に

対し連絡等を行う必要がある。 

道は、督促や弁済状況に照らし、電話催告についても母親を窓口とすることを容易に受

け入れるのではなく、債務者本人や連帯保証人への督促を検討されたい。 

意見 10 【分割弁済計画は、一定の期間について一定の額の弁済を受ける内容とすべきで

ある。】 

指摘８の案件において、債務者の分割弁済計画の内容が、平成 23 年７月から平成 43 年

５月までの 239 ヶ月は毎月 4,000 円を支払い、最終の平成 43 年６月は 52 万円を支払う内

容であった。 

どのような調査に基づきこのような分割弁済計画が提出されるに至ったのかは不明であ

るが、総額の 35％に相当する額を約 20 年間弁済猶予する計画にほかならず、合理的な計

画かどうか疑わしい。 

道は、分割弁済計画を定める場合には、収入状況を調査し、できる限り毎月一定額の弁済

を受ける計画とすべきである。 

意見 11 【卒業届に日付を記載するよう指導を徹底すべきである。】 

本修学資金は、大学等を卒業したときに規則に従って弁済をしなければならない（北海

道アイヌ子弟大学等修学資金等貸付条例第６条第１項第１号）ところ、債務者には卒業届

の提出を求めているが、債務者の１名について、卒業届の日付の記載漏れが確認された。 

道は、卒業届に日付を記載するよう指導を徹底すべきである。 

意見 12 【卒業届は卒業した日から速やかに提出するよう指導を徹底すべきである。】 

平成 28 年９月 30 日に卒業した債務者について、平成 30 年３月に卒業届の提出がなされ

ていることが認められた。なお、当該債務者は、平成 30 年２月に返還計画書の提出がなさ

れている（本来は、卒業した日の属する翌月から起算して５ヶ月以内に提出がなされなけ

ればならない）。 

道は、卒業した日から速やかに卒業届を提出するよう指導を徹底すべきである。 

意見 13 【滞納者については事務の手引きに基づいて再督促を行うことが望ましい。】 

「北海道アイヌ子弟大学等修学資金等貸付制度 事務の手引き」第５章において、電話

による再督促や訪問による再督促に関する事務が規定されており、それらの方法も含めて

再督促を行うべきであると考えられるが、滞納整理票を閲覧したところ、電話による再督

促や訪問による再督促を実施していない案件が複数見受けられた。 

延滞債権の回収率を向上させるため、電話による再督促や訪問による再督促も含めて実

施することが望ましい。 

第７ 北海道医師養成確保修学資金等貸付金 （指摘：０、意見：０） 

指摘 該当なし。 

意見 該当なし。 
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第８ 北海道土地開発公社貸付金 （指摘：０、意見：１） 

指摘 該当なし。 

意見 14 【北海道土地開発公社に対する貸付金は、実質的に長期貸付金であり、その実態

に応じて早期の解消または必要に応じて長期貸付金または補助金の交付等への切

替を引き続き行うべきである。】 

北海道土地開発公社に対する単年度貸付金は、毎年度初めと年度末に貸付と返済が反復

的・継続的に行われており、実質的には長期貸付金である。しかしながら、単年度貸付金

として処理することにより、北海道の財産に関する調書（債権管理簿）および財務書類（貸

借対照表）において債権として計上されておらず、北海道の財政状態を適切に示していな

い。また、債権として計上されていないため、将来の貸倒リスクについても適切に示され

ていない。 

また、「地方財政の健全化及び地方債制度の見直しに関する研究会報告書」（平成 27 年 12

月 総務省自治財政局地方債課、財務調査課）においても、「当該貸付（いわゆるオーバー

ナイト）は、一概に不適切な財政運営であるとは言えないが、規律ある財政運営のために

は、地方公共団体の実質的な財政負担リスクを客観的に把握するとともに、実態に即した

財政運営が行われるよう、必要に応じて長期貸付等への切り替えを促すべきである。」こと

が提言されている。 

なお、道単独事業用地の事業資金については、平成 29 年度から道単独事業用地を段階的

に北海道が取得することによりその縮減を図っているところではあるが、その解消には非

常に長期間を要する。 

また、北海道財務書類、一般会計等注記「第三セクター等に対する短期貸付金の状況」

において、その金額および内容が記載されている。 

第９ 道北地域産業支援資金貸付金 （指摘：０、意見：１） 

指摘 該当なし。 

意見 15 【事業実績等について十分に把握した上で今後の貸付事業継続を判断すべきであ

る。】 

当該貸付事業は無利子であり、貸付のスキームからも、実質的に旭川市への貸付を通じ

た旭川産業創造プラザへの支援事業であるといえる。目的が道北地域の産業支援機関とし

ての機能の維持・強化を通じた地域振興にあることからも、事業実績等の評価に際し地域

経済の振興がどのように図られたかを十分に把握する必要があると考える。 

道は、今後の貸付金継続に関しては、毎年度事業実績等を十分に把握した上で継続の要

否を判断すべきである。 

第 10 北海道中小企業応援ファンド （指摘：０、意見：０） 

指摘 該当なし。 

意見 該当なし。 

第 11 産炭地市町村特別対策資金貸付金 （指摘：１、意見：０） 

指摘 12 【対外的に公表する資料を適正に作成し適時に公表するため体制の強化を図るべ

きである。】 
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統一的な基準による地方公会計で作成する附属明細書において、産炭地市町村特別対策

資金貸付金に関する短期貸付金の金額について、正しくは 104 百万円であるところ、誤っ

て 552 百万円と記載されていた。適正な財務書類を適時に公表されるように、体制の強化

等を図るべきである。当該債権であれば、返済のみの債権であり貸付金額が前期と比較し

て増加することはなく、前期と単純に比較するだけでも間違いに気づくことが可能であっ

た。財務書類に関する基礎資料及び財務書類を作成する担当者は、財務書類に関する基本

的な知識（例えばどの書類相互の数値の整合性等）だけでも十分間違いが発見できると考

えられる。このため、対応策としては、形式的なダブルチェック体制に留まることなく、

研修・勉強会のより充実した実施も検討の上、財務書類に関する基本的な知識を習得した

上で、財務書類関連の資料作成を行うことが望ましい。 

意見 該当なし。 

第 12 中小企業設備近代化資金 （指摘：１、意見：１） 

指摘 13 【債権管理簿に納付書の送付及び債権回収代金の入金を記載する際はその日付まで 

記載すべきである。また、適切な債権管理の為に滞納整理票を作成すべきである。】 

収入未済のある債務者の債権管理簿を閲覧したところ、平成 27 年以降納付書の送付及び

債権回収代金の入金に関し実施及び発生月の記載はあるもののその日付までの記載はな

く、同一月に纏めて記載されていた。 

特に債権回収代金の入金については債務の承認に該当し、消滅時効の起算点となるため、

その日付は正確に管理するべきであり、納付書の送付時とは区別し、発生月のみならず発

生日も記載すべきである。 

また、滞納整理票が作成されていない状況であるため、適切な債権管理のために滞納整

理票を作成すべきである。 

意見 16 【「違約金を支払うべきことを請求するべき時」と「違約金を支払うべきことを

請求しない時」について合理的に説明可能な定めを行うことを検討されたい。】 

当該債権に係る違約金について現状では違約金の算定及び債務者への通知が行われてい

ない。 

この点、当該債権に関する違約金の定めは北海道中小企業近代化資金貸付規則第 21 条に

おいて「違約金を支払うべきことを請求することがある。」という定めはあるものの、支払

期日までに返還されなかった債権に関しては、違約金を算定の上債務者に通知、徴収する

ことがあるべきである。 

そのため、当該債権に関する違約金に関する定めのうち「違約金を支払うべきことを請

求することがある。」という部分については、違約金は本来債務者から徴収すべきである

という考えに基づき整理を行い、「違約金を支払うべきことを請求するべき時」と「違約

金を支払うべきことを請求しない時」について合理的に説明可能な定めを行うことを検討

されたい。 

第 13 北海道小規模企業者等設備導入資金貸付金 （指摘：０、意見：０） 

指摘 該当なし。 

意見 該当なし。 
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第 14 小規模企業者等設備貸与事業貸付金 （指摘：０、意見：０） 

指摘 該当なし。 

意見 該当なし。 

第 15 北海道中小企業高度化資金貸付金 （指摘：１、意見１） 

指摘 14 【債権管理会社の回収方針について確認をするべきである。】 

延滞が生じている債権の管理業務は、債権管理会社に委託がなされている。債権管理会

社からの報告書によれば、保証人に対して督促をしている債権に関連し、保証人が死亡し

た際に、保証人が所有する不動産を売却して弁済を受けることについて確約を受けたとの

趣旨の記載が、複数、認められた。 

保証人が死亡した場合には相続が発生し、そして相続人が相続を放棄した場合には保証

債務自体が消滅するところ、担保不動産の担保権も消滅し、上記の確約が実現されない場

合も考えられる。担当課によれば、連帯保証人の償還交渉については慎重な対応を行って

おり、不動産競売についての意向は確認しているが、書面等の取り交わしはしていないと

の説明であった。 

不動産売却による回収に関する情報は、債権管理にとって重要なものであるから、道は、

当該報告について調査を行い、回収の可能性を高める措置をとるよう指示をする必要があ

る。 

意見 17 【債権管理簿の記載を明確にすべきである。】 

本債権には、主債務者の他、複数の連帯保証人が存在する（債権によっては、連帯保証

人は 10 名を超える）。債権管理簿には、主債務者のほか連帯保証人に関する事項が時系列

に記載されているが、どの連帯保証人に対する、あるいは、どの連帯保証人からの対応で

あったのか、判別が困難な記載も見受けられた。 

したがって、道は、債権管理簿に、主債務者及び保証人に関する情報を一体的に記載す

る場合には、どの債務者（保証人）に対する情報であるか明確にすべきである。 

第 16 農地保有合理化促進対策資金貸付金 （指摘：０、意見：０） 

指摘 該当なし。 

意見 該当なし。 

第 17 農業改良資金貸付金 （指摘：０、意見：１） 

指摘 該当なし。 

意見 18 【元金の完納前であっても違約金の額を算定し、債務者に通知することを検討す

べきである。】 

農業改良資金助成法第 11 条にて定めのある違約金については、元金返済が完了した後で

なければ違約金の算定及び通知が行われていないが、債務者に違約金の存在を認識させる

ため、元金の完納前であっても、道は現時点の違約金を算定し債務者に通知することを検

討すべきである。 

第 18 就農支援資金貸付金 （指摘：０、意見：０） 

指摘 該当なし。 

意見 該当なし。 
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第 19 土壌採取補償金の返納 （指摘：０、意見：１） 

指摘 該当なし。 

意見 19 【本債権の回収可能性を判断するため、情報を収集すべきである。】 

債務者である A 牧場及び B 相続財産は、いずれも破産手続開始決定を受け、平成 30 年に

同手続は終結した。閲覧資料によれば、A 牧場に関する手続においては一般債権者に配当は

なく、他方、B 相続財産に関しては約 2.1％の配当率により配当が実施された。 

道は、平成 30 年に破産手続が終結した後も、本債権について不納欠損や徴収停止手続を

取ることなく管理を継続している。その理由としては、A 牧場や B 相続財産には、財団から

放棄された不動産が存在するところ、当該不動産については、売却の可能性があり、売却

された際には、配当を受ける可能性があるとの説明を受けた。 

しかしながら、破産手続において不動産が財団から放棄されるのは、抵当権者が存在し、

いわゆるオーバーローンであるケースが多く、本債権についても同様であることが見込ま

れる。ヒアリングによっても、どのように弁済を受けるのか、弁済を受ける可能性はどの

程度であるか明らかではなく、抵当権者の債権額及び不動産の評価額は、破産手続におけ

る報告書等による情報は有しているが、道独自に調査を行ったことはない。 

道は、本債権の回収可能性の有無及び程度を判断するために、必要な情報（不動産売却

の方法、売却見込額、弁済を受ける方法等）を収集すべきである。 

第 20 沿岸漁業改善資金貸付金 （指摘：０、意見：０） 

指摘 該当なし。 

意見 該当なし。 

第 21 林業・木材産業改善資金 （指摘：０、意見：１） 

指摘 該当なし。 

意見 20 【古い債権に関してはその実情を勘案して債権管理条例を活用した債権整理を検

討すべきである。】 

本滞納債権はすべて 10 年以上前の債権である。滞留時点の初動が適切であったか否かの

問題も考えられるが、平成 19 年以降は滞納が発生していない現状を踏まえると、現在の課

題は古い債権の効率的な回収及び整理にあるといえる。 

古い債権であるため、特に債務者が個人である場合にはその年齢及び資力により回収可

能性に懸念がある。債権管理条例に基づき債権管理の適正化と効率化を図る必要があると

考える。 

例えば、生活保護受給の債務者に対しては債権管理条例第 11 条及び第 12 条の規定の適

用を検討するなど、回収可能性に応じたメリハリのある回収業務を行うことが考えられる。 

第 22 木材産業等高度化推進資金 （指摘：０、意見：０） 

指摘 該当なし。 

意見 該当なし。 

第 23 森林組合振興資金貸付金 （指摘：０、意見：１） 

指摘 該当なし。 

意見 21 【貸付決定の際等において決算書を確認した証跡を残すべきである。】 
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道は北海道森林組合連合会の指導機関として総会への出席及び総会資料として決算関連

資料を入手し確認している。しかし貸付金の資産の保全目的に照らして財務数値チェック

が実施されているという証跡を確認できなかった。貸付決定の際等において決算書を確認

し財務数値をチェックした証跡を残すべきである。 

第 24 特用林産物振興資金貸付金 （指摘：０、意見：１） 

指摘 該当なし。 

意見 22 【債権管理条例第 10 条に基づく徴収停止を検討すべきである。】 

債務者である北海道きのこ農業協同組合は平成 14 年に解散しているが清算手続が完了

していない。また、連帯保証人もなく、財産もほとんど有していない。 

したがって、「法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込みが

全くなく、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認

められ、債権の返済が著しく困難」と認められるので、債権管理条例第 10 条に基づき、債

権保全及び取立を行わない（徴収停止にする）ことを検討すべきである。 

第 25 河川土地占用料等 （指摘：３、意見：２） 

指摘 15 【時効管理及び不納欠損処理を適切に行うべきである。】 

道は、平成 22 年度に調定がなされた本債権について、消滅時効が成立したとして、平成

27 年度に不納欠損処理を行なった。しかしながら、当該債務者に関する滞納整理記録票に

よれば、平成 25 年６月 17 日に、「H18〜H22 分の河川土地占用料が滞納している分につい

ては 5,000 円／月の分割納付をする旨、確認をとった」との記載があり、同日において、

債務承認があったと認められた。なお、この確認は、債務者たる法人の代表者との面談に

よるものであった。 

債務の承認があった場合には、その翌日から新たな時効期間が進行するところ、当該債

権は、時効により消滅していないから、不納欠損処理を行う要件を欠いていたことになる。 

道は、時効期間の管理及び不納欠損処理を適切に行うべきである。 

指摘 16 【財産調査により財産が判明した場合には、法令、規則等にしたがって、差押え

手続きを行うべきである。】 

平成 23 年度に調定がなされた河川土地占用料 1 万 270 円について、消滅時効が完成した

として、平成 28 年度において不納欠損処理がなされた。ところが、滞納整理票によれば、

不納欠損処理に先立つ平成 28 年３月３日に財産（預金）調査を実施したところ、道内の金

融機関に合計 2 万 8,451 円の預金が判明した。道は、特段の手続きをとることなく、不納

欠損処理を行ったことに帰する。 

道によれば、平成 19 年７月に策定した「建設部占用料金等の滞納整理の推進について」

に基づき、滞納整理事務を行っており、その中で滞納処分を優先的に行う基準を、①滞納

額が高額（10 万円以上）かつ滞納期間が長期（3 年以上）なもの、②滞納額が高額なもの、

③滞納期間が長期なもの、と規定していたこと、また、差押財産の選択について、滞納者

の生活の維持又は事業の継続に与える支障が少ない財産であることと規定しており、道内

の金融機関８箇所の預金調査の結果、預金額が 2 万 8,451 円と少額であったため、滞納者

の生活維持に支障がある財産と考え差押えの手続きを取らなかった、との説明であった。 
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しかしながら、本債権は平成 23 年度に調定がなされたものであり、滞納期間が長期にわ

たるものとして、上記基準の③に該当する。また、金融機関８箇所の預金総額が 2 万 8,451

円であることは、必ずしも、滞納者の生活維持に支障があることに直結しない。 

従って、道は、預金の差押え手続きを取るべきであった。 

指摘 17 【電話催告の際などにおける滞納原因の把握結果についても、滞納整理票に記載す

べきである。】 

滞納整理票を閲覧したところ、債権回収担当者によって滞納整理票の記載事項が異なっ

ている状況にあり、電話催告の事実の記載はなされているものの、滞納者が何故滞納状況

に陥っているか等の滞納原因の把握結果について記載がなされてない事例が見受けられ

た。滞納原因の把握、滞納整理票に記載されている処理結果の分析により、差押え、公売、

徴収緩和措置などの方向付けを行うことに資するため、滞納原因の把握結果についても滞

納整理票に記載するべきである。 

意見 23 【元金の完納後に延滞金を滞納している者へ督促を行うべきである。】 

 河川法施行条例第９条にて定めのある延滞金を滞納している者に対し、督促が行われて

いないため、道は督促を行い回収に努めるべきである。 

意見 24 【滞納処分及び強制執行等の実施を検討すべきである。】 

本債権は強制徴収公債権であり裁判手続を経ることなく滞納処分及び強制執行が可能で

ある。しかし、過去の強制徴収の実績は平成 20 年度に１件、平成 28 年度に２件の合計３

件のみの状況である。平成 29 年度以降は財産調査等も行われていない状況にあるため、改

めて滞納処分及び強制執行による債権回収の効果を検討し、効率的・効果的な債権回収方

法となるか検討すべきである。 

第 26 契約解除に伴う前払金の返還利息 （指摘：０、意見：０） 

指摘 該当なし。 

意見 該当なし。 

第 27 かし修補履行不能に係る損害賠償金 （指摘：０、意見：０） 

指摘 該当なし。 

意見 該当なし。 

第 28 土地区画整理事業資金貸付金 （指摘：０、意見：１） 

指摘 該当なし。 

意見 25 【元金の完納前であっても延滞金の額を算定し、債務者に通知することを検討す

べきである。】 

都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第 30 条にて定めのある延滞金については、元

金返済が完了した後でなければ延滞金の算定及び通知が行われていないが、債務者に延滞

金の存在を認識させるため、元金の完納前であっても、道は現時点の延滞金を算定し債務

者に通知することを検討すべきである。 

第 29 ほっかいどうマイホーム資金貸付金・木造賃貸住宅改良資金貸付金 （指摘０、意

見：０） 

指摘 該当なし。 
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意見 該当なし。 

第 30 公営住宅使用料等 （指摘：９、意見：８） 

指摘 18 【未払総額が一見して分かるよう様式等の記載を工夫すべきである。】 

本債権の収納管理は、徴収原票及び滞納者整理票の様式を使用してなされることと定め

られており（道営住宅家賃徴収事務取扱要領第 14 項）、石狩振興局において収納管理状況

を確認したところ、徴収原票には、各月の基本家賃額、調定額、収納額、収納日及び督促年

月日が記載され、滞納者整理票には、主に督促の履歴に関する情報が手書きされていた。

ところが、両様式によっても、ある時点における未払総額が一見して分かる状態にはなか

った。 

私債権の管理に一般的に使用される債権管理簿には、一定の時点における差引未済額、

すなわち未払額を記載するよう求められているところ、本債権は、債権管理簿ではなく徴

収原票及び滞納者整理票をもって管理されているとしても、一見して、一定の時点におけ

る未払額が把握できるよう様式等を工夫すべきである。 

指摘 19 【滞納者整理票には、督促等の履歴を漏れなく記載すべきである。】 

石狩振興局において、滞納者１名の滞納者整理票に平成 22 年９月から 11 月までの３ヶ

月滞納、同票「処理の経過」には、翌 23 年１月 28 日に「催告状送付」との記載が確認さ

れた。道営住宅家賃滞納整理等事務処理要綱によれば、滞納額が家賃の２月分となった場

合には納付励行を、滞納額が３ヶ月となった場合には個別催告等を行うこととされている

が、滞納者整理票の記載からは、要綱に従った手続きがなされていないように思われ確認

したところ、別の管理様式である徴収原票に、催告状発送の履歴があった。 

道は、行った納付励行等の手続について、滞納者整理票に漏れなく記載すべきである。 

指摘 20 【住宅と駐車場の使用許可を異なる時期に取消す運用を再検討すべきである。】 

滞納者１名について、建物の使用許可は平成 30 年５月に取消しがなされているのに対

し、駐車場の使用許可は平成 31 年３月に取消し通知が発せられている事象が認められた。 

担当課によれば、建物の使用許可取消しを行なった後、駐車場の使用許可も取消しがな

されれば、違法駐車を誘発することから、建物明渡し請求の時点では駐車場の取消しは行

わない運用を行っているとの説明であった。なお、この運用は、平成 13 年度から行われて

いるが、経緯は不明である。 

使用許可取消しによって、駐車スペース以外の場所に使用権原なく駐車する違法駐車を

誘発するというのであれば、そのような事実が確認されなければならない。 

道は、違法駐車を誘発する可能性が生じるかどうかを含め、当該運用の合理性について

再検討すべきである。 

指摘 21 【債務名義取得後の分割納付について、要綱に定めるべきである。】 

滞納者１名について、家賃等の支払いがなかったため提訴がなされ、令和元年８月に判

決が言い渡された。その後、令和２年４月に、未払家賃等の総額 190 万について月１万円

の分割弁済を行うことを内容とする納入計画（誓約）書の提出を受けた事案が認められた。

この分割納入計画は、15 年超の長期にわたるものである。 

道からは、債務名義を取得した退去者の分割納付については、道営住宅家賃滞納整理等
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事務取扱要綱別紙３「退去者に対する措置」に基づき、認めているとの説明があった。し

かしながら、道営住宅家賃滞納整理等事務取扱要綱別紙３の規定は、債務名義を取得した

滞納者にも適用されるものかどうか不明である。また、訴訟を提起しても支払いや応答が

なく、債務名義を取得するに至った債務者に対し、本事案のように長期の分割弁済を認め

ることは問題がある。 

非強制徴収債権の分割納付については、債権管理条例第 11 条に定めがあるところ、道

は、条例に抵触することなく、本債権について、債務名義を取得した退去者に対し分割納

付を認めるかどうか、どのような条件のもと分割納付を認めるか、及び、分割納付の条件

等について、要綱に定めるべきである。 

指摘 22 【要綱に従った訴訟提起等を行うべきである。】 

平成 27 年頃から滞納が生じていた者について、平成 30 年５月に使用許可取消通知を発

し、その後、令和元年４月に訴訟提起をしたが、滞納者が破産手続開始決定を受け、免責

決定分の回収が困難となる案件が確認された。要綱によれば、停止条件付き住宅明渡請求

で指定した期限までに当該住宅の明渡しをしない者については、知事に対し、訴訟提起等

の措置をとることを求めなければならないとされるところ、本件については、使用許可取

消しから提訴まで約１年を要しており、速やかに提訴手続きを取るべきであった。 

指摘 23 【消滅時効による債権放棄を管理する資料について、時効起算日の根拠が分かる

説明を記載するべきである。】 

消滅時効が完成し債権放棄をする際には、放棄債権額、時効起算日、時効完成日、時効

中断事由等が記載された資料が作成される。石狩振興局に保管されていた資料では、債務

者の 1 人について、時効起算日が「H31.1.11」、時効完成日が「H31.1.10」と記載され、一

見して誤りであったが、この点を措くとしても、その他の記載から、時効起算日を判定す

るに足りる説明がなかった。 

同資料には、「放棄に至るまでの経緯及び放棄すると判断した理由」を記載する欄が存在

するところ、道は、時効起算日ひいては時効完成日を確認するに足りる説明を記載するべ

きである。 

指摘 24 【ユーザーID の改廃手続の徹底と登録状況の定期的な検証を行うべきである。】 

「振興局及び住宅課、指定管理者のシステム ID アドレス一覧」と道営住宅管理システム

上の ID 登録情報を照合した結果、以下の事項が検出された。在籍並びに担当業務の状況に

照らしてユーザーID の登録内容を常に最新の状態に保持しておく必要がある。そのため、

人事異動、担当業務変更の都度、適時にユーザーID の改廃を実施するとともに、定期的に

ユーザーID の登録状況を確認することを検討すべきである。 

・一覧に記載がないが、実機登録されている ID が 1 つ存在した。担当業務変更に伴い ID

を無効化すべきであったが漏れていた。なお、監査実施時に即時、無効化の手続をと

っている。 

・実機登録されていたが、一覧上に記載が漏れている ID が 2 つ存在した。当該 ID 利用

者は在籍しており ID 登録自体は妥当であったが、当一覧はシステム管理上重要な資料

であり、運用上支障が出る恐れがある。 
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指摘 25 【「道営住宅管理システム 情報セキュリティ対策実施手順」の周知を徹底すべき

である。】 

「道営住宅管理システム 情報セキュリティ対策実施手順」は道営住宅管理システムの利

用者およびシステム管理者の責務が定められている。年次の職場研修の研修資料内に「各

システムの情報セキュリティ対策実施手順の内容を理解しているか」という趣旨のセルフ

チェック項目があるが、石狩振興局の事務担当者へのヒアリングの結果、「道営住宅管理シ

ステム 情報セキュリティ対策実施手順」の存在自体が知られていなかった。そのため、「道

営住宅管理システム 情報セキュリティ対策実施手順」の周知を徹底すべきである。 

指摘 26 【財務会計トータルシステムと道営住宅管理システムについて適時に連携を確認

すべきである。】 

令和元年度の財務会計トータルシステムと道営住宅管理システムの連携状況を確認した

ところ、５振興局において年度末残高に差異が生じていた。この点、差異の内容の検証及

びそれに対する対応は検討されているものの、差異の内容は期中の処理漏れ等も含まれて

おり、適時に連携を検証していれば年度末における差異の発生を防ぐことができると考え

る。そのため、月次での連携の確認など適時のタイミングでの検証を行うべきである。 

意見 26 【徴収根拠となる規定を定め、遅延利息を徴収することを検討すべきである。】 

当該債権に係る遅延利息の徴収に関しては、徴収根拠となる規定を定めていないため、

これを徴収していない。しかし、他の私債権については基本的に延滞金に係る違約金の徴

収根拠を定めていることから、他の私債権との兼ね合いも考慮し、徴収根拠となる規定を

定め、遅延利息を徴収することが望ましい。道は平成 23 年度、平成 25 年度及び令和元年

度の延滞金等徴収状況調査の調査を実施しており、直近調査の令和元年度において、37 都

道府県について調査した結果、３府県で延滞金等を徴収していることを確認している。こ

の結果、多くの都府県で延滞金等の徴収がされていないことから、引き続き他都府県の動

向を見極めながら検討しているが、遅延利息の規定を定めることにより延滞を抑制する効

果があることも踏まえ、遅延利息の徴収を検討すべきである。 

意見 27 【各振興局での滞納者整理票について道営住宅管理システムを利用した管理方法

を検討すべきである。】 

本債権の回収事務のために道営住宅管理システムが導入されているものの、道営住宅管

理システムの有する機能の全てについてその利用が義務付けられている状況ではないた

め、滞納者整理票の管理については、道営住宅管理システムを利用せず紙面での管理を行

っている振興局が見受けられた。 

紙面の滞納者整理票に記載されている内容は道営住宅管理システムには反映されないた

め、滞納者整理票の作成がどのように行われているかを振興局及び指定管理者で相互に適

時にモニタリングできない状況が生じる。また、振興局毎に滞納者整理票の管理方法が異

なることにより業務手順の一部が相違するために、職員の異動の際の引継にも影響を及ぼ

すことが想定される。さらに、滞納者整理票のうち滞納債権金額が記載されるのは「別記

様式第２号様式（その２）」であるが、当該帳票は道営住宅管理システムで確認しているた

め、紙面管理の際に出力して保管されていない事例が見受けられた。そのため、紙面だけ
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では債務者ごとの滞納債権金額がわからない状況となっていた。 

以上のような問題を解消するため、道は、各振興局での滞納者整理票について道営住宅

管理システムを利用した管理方法を検討すべきである。 

意見 28 【滞納者整理票を紙面管理する場合、滞納状況が解消した債務者と滞納状況にあ

る債務者を分けてファイルに保管すべきである。】 

滞納者整理票を紙面管理している際に、滞納状況が解消した債務者と滞納状況にある債

務者の滞納者整理票が、同一のファイルに綴られている事例が見受けられた。 

このような保管方法では、滞納者整理票を見るたびに現在滞納が生じているか否かの確

認が必要となり、債権管理にあたって不効率となる恐れがある。 

以上のような状況を防止するため、滞納状況が解消している債務者については、滞納状

況にある債務者とは別のファイルにて保管すべきである。 

意見 29 【納入計画（誓約）書の保管方法は統一すべきである。】 

一定の滞納者については、納入計画（誓約）書を提出させ、弁済計画を定め管理を行っ

ている。石狩振興局において納入計画（誓約）書の保管状況を確認したところ、滞納者整

理票に添付する方法により保管しているものと、滞納者整理票とは別のファイルに保管し

ているものがあり、２種類の保管方法が見受けられた。 

納入計画（誓約）書は、債権管理において重要な資料であるところ、保管方法は、統一す

べきである。 

意見 30 【外国人へ送付する督促状等については日本語の書類のみの送付で良いか検討す

べきである。】 

道営住宅の入居資格を有する者には、住民基本台帳登録をされている外国人も含まれる。

そのため、外国人の滞納者についても督促状等の書類が送付されることとなるが、外国人

の中には日本語の理解が不十分な者も想定される。 

現状、外国人への督促状等の送付においても日本語の書類のみを送付している事例が見

受けられたが、日本語のみの書類ではその内容が十分に伝わらず、その結果滞納状態が解

消しないことも生じうる。 

以上のような問題を解消するため外国人への督促状等の送付の際には、当該外国人の日

本語のレベルにもよるが、外国語に翻訳した督促状等の送付の方法も検討すべきである。 

意見 31 【滞納者整理票の記載に当たっては必要事項をすべて記載すべきである。】 

滞納者整理票を閲覧したところ、納入計画書が提出されているにも関わらず「納入計画

書の状況」欄に記載にない事例が見受けられた。納入計画書の状況については消滅時効期

間の起算点に関連するため、滞納者整理票に記載すべきである。 

意見 32 【収納金の徴収率向上のための支払い手段の多様化を検討すべきである。】 

現状、債務者からの徴収については、原則、口座振替により徴収することとなっている

が、滞納家賃等の徴収は納付書による金融機関での支払がなされているのみである。支払

い場所としてのコンビニエンスストアの活用及び納付方法としてインターネットバンキン

グ、クレジットカード、口座振替及びスマートフォン納付の導入についてより積極的・具

体的な検討をすべきである。デジタル化が加速度的に進んでいる現況下においては、この
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環境変化に対して速やかに対応することが求められる。 

意見 33 【パスワード管理要件について検討すべきである。】 

道営住宅管理システムを利用する際は、MetaFrame およびアプリケーションの二段階の

認証の仕組みがある。このうち、アプリケーションのパスワードは 1 桁でも設定可能な仕

様となっている。全ユーザーのパスワードの設定状況を確認したところ、ユーザーID（職

員番号：数字 6 桁、指定管理者の場合は MetaFrame の ID：数字 4 桁）とパスワードが同一

のケースが散見された。パスワードは、「情報セキュリティ対策の実施及び運用に関する手

順」に基づき設定する必要があるが、同手順で定められているポリシーに準拠していない。

具体的には、英数字 6～8 文字で設定し定期的に変更する、古いパスワードを繰り返し使用

しない、名前、誕生日、連続番号など推測されやすい文字列を使用しない、ことが求めら

れている。 

また、運用上、ユーザーからの ID 登録申請の際にユーザーが希望するパスワードをシス

テム管理者側で設定し、システム管理者が手元の管理資料（「振興局及び住宅課、指定管理

者のシステム ID アドレス一覧」）にて各ユーザーのパスワードを管理しているが、ユーザ

ー側で同手順に準拠したパスワードを設定し厳重に管理する方が漏洩リスク・なりすまし

リスクが軽減されると考える。 

第 31 北海道住宅供給公社事業運営資金貸付金 （指摘：１、意見：２） 

指摘 27 【対外的に公表する資料を適正に作成し適時に公表するため検証体制の強化を図

るべきである。】 

平成 30 年度末の貸付金残高 4,000 百万円について、「北海道各会計決算書及び附属書類」

の「財産に関する調書」に記載が漏れていた。これは所管課からの報告が漏れていたため

に生じたものである。正確な決算書等を適時に公表されるように、検証体制の強化等を図

るべきである。 

意見 34 【短期から長期への是正が開始されているが、年間の収支見通しなどを踏まえつ

つ、毎年度できる限り長期貸付金への転換を進め、引き続き早期是正に努めるべ

きである。】 

短期貸付金は、出納整理期間に翌期の短期貸付金の入金額を原資として返済されている。

このため、短期貸付金の実態は、資金の流れ及び貸付金の用途（短期の運転資金ではない）

の両面から実質的には長期の貸付金である。 

この点については、過年度より短期貸付金の是正を図るため、道として様々な方法を検

討した結果、段階的に長期貸付金に振り替える形となったことは承知している。しかし、

現状の振り替えでは、解消に長期間を要するため、引き続き毎年度できる限り長期貸付金

への転換を進め、早期是正に努めるべきであると考える。 

意見 35 【事業計画が長期に及ぶことから、引き続き、公社の経営状況を十分に把握する

とともに、定期的に事業計画を検証し必要に応じて見直しを求めるなど、公社の

着実な債務返済に向け指導監督に努められたい。】 

道の担当者と北海道住宅供給公社との日頃からのコミュニケーション、北海道住宅供給

公社運営監理委員会等での検討、事業計画の予実分析等が行われており、日常的なモニタ
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リング体制とその実施が図られているところである。 

しかし、現在の事業計画では、平成 29 年度から令和 15 年度までの返済合計額は 380 百

万円であり、平成 28 年度の残高 27,864 百万円に対して令和 15 年度までの回収率は 1.3%

程度に留まる。残額については令和 32 年度までに全額回収を予定しているが、人口減少等

により長期の地域経済トレンドは収束するのは明らかであり、回収のリスクが非常に高い。

公社の着実な債務返済に向け引き続き指導監督にしっかりと取り組む必要があると考え

る。 

第 32 公立高等学校奨学資金貸付金 （指摘：０、意見：２） 

指摘 該当なし。 

意見 36 【債権管理簿を効率的に管理する必要がある。】 

現在は個人ごとに１つの Excel ファイルを作成して情報管理を行っているため、件数が

少ない場合には問題ないが、現状の件数の情報を当該方法で管理するのは非効率であると

言わざるを得ない。道は債権管理簿をシステム又はデータベースソフトを利用して効率的

な情報管理を行うことを検討する必要がある。 

意見 37 【延滞利息の徴収を検討する必要がある。】 

北海道公立高等学校生徒学資金貸付条例第８条において、貸付金を償還期限までに支払

わなかった場合において正当の事由がないと認められるときは、その未納額につき 10.75%

の割合により計算した延滞利息を徴収する必要があると定められている。しかしながら、

これまで延滞利息を徴収した実績はないとのことであった。 

道は条例に基づいて延滞利息の徴収を検討する必要がある。 

第 33 高等学校授業料 （指摘：０、意見：０） 

指摘 該当なし。 

意見 該当なし。 

第 34 過払給与等返納金 （指摘：０、意見：２） 

指摘 該当なし。 

意見 38 【履行延期を承認する場合であっても、可能な限り分納を求めるべきである。】 

地方自治法施行令第 171 条の６第１項第１号の「債務者が無資力又はこれに近い状態に

あるとき」に該当するものとして、退職手当の返納に関する履行延期が承認されているが、

履行期限を延期するのみで履行期限までの期間の分納がなされていないものがあった。本

件は不当利得に係る返還を求める債権であり、本来速やかな回収がなされるべきものであ

る。 

道は、履行延期を承認する場合であっても分納を求めるなど、すみやかに債権を回収す

る方法を検討するべきであった。 

意見 39 【回収の長期化が見込まれる債権については法的措置を検討するべきである。】 

履行延期の承認が繰り返されており、債権の回収までに長期間を要することが想定され

るものがある。道の取り組みによっても回収の長期化が見込まれるような債権について、

道は速やかに法的措置を行うことを検討するべきである。また、法的措置を行うにあたっ

ては、担当部署を通じて顧問弁護士に相談するなど組織を超えた庁内でのコミュニケーシ
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ョンが重要であることに留意されたい。 

第 35 放置違反金 （指摘：２、意見：１） 

指摘 28 【債務承認の運用の改善を検討すべきである。】 

道は、本債権について、消滅時効が成立した日の属する月に、不納欠損処理を行なって

いる。債務者の１人について、最終の弁済があった平成 27 年３月５日から起算し、令和２

年３月５日に消滅時効が完成したとして、不納欠損処理を行なっていた。他方で、当該債

務者に関する滞納整理記録票によれば、令和元年 10 月 28 日に、「本人より TEL あり。11／

25 に 13000 円入金するため来署するとのこと」との記載があり、債務承認をうかがわせる

ものであった。 

この点、道によれば、本人確認が不十分な電話による口頭でのやり取りであること、複

数の放置違反金債務がある場合にどの債務に対する承認なのか明確ではないとの説明を受

けた。 

しかしながら、法律上の債務承認は書面の提出を要件としていない他、電話による場合

も本人確認の方法がないわけではないことから、道は、本債権について、債務承認の運用

の改善を検討すべきである。 

指摘 29 【適時に必要な調査等を行うべきである。】 

（ア）令和２年３月 17 日に即時消滅を理由として不納欠損処理がなされている債務者につ

いて、滞納整理票によれば、平成 29 年５月 29 日に労働基準監督署からの情報提供により

債務者である法人が事実上倒産状態であることが判明した。ところが、同整理票には、そ

の後、令和元年７月２日に「臨戸訪問するも別会社になっていた」との記載が確認される

までの間、督促や調査に関する記載はなかった。 

（イ）令和２年３月に即時消滅を理由として不納欠損処理がなされている事例が確認され

た。当該債務者の滞納整理票によれば、平成 28 年３月 30 日に債務者である法人は解散し

ている情報を確認している。 

（ウ）道は、債務者が事実上倒産したという情報は債権管理にとって極めて重要であるか

ら、かかる情報を得た際には、必要な調査を行い、令和２年３月を待たず、必要な手続き

を進めるべきであった。 

意見 40 【必要な督促手続を行うべきこと。】 

滞納整理票によれば、平成 28 年に催告状を送付したが同 31 年に至るまで、特段の督促

履歴が確認できないものが認められた。事務処理要領には、必要な督促事務の定めがある

ところ、事務処理要領にしたがった処理がなされるべきであった。 

道は、事務処理要領に従った督促事務を履践されたい。 

 

 

 

 


