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定期監査
　　　H23.1.31

都市開発課

意
見

①　用地取得について
　都市開発課においては、内部基準を設けて適正か
つ効率的に業務遂行ができている。現在用地取得
は、事業担当課ごとに行っているが、建物の工事に
ついては、都市管理課がまとめて施工を引き受けて
いるので、用地取得においても、業務に精通してい
る都市開発課がまとめて行ったほうが統一した適正
でスムーズ（迅速）な事務処理ができてよいと思われ
るので検討願いたい。困難な場合は、要綱やフロー
チャート等の作成を検討していただき、各課に指導・
助言をお願いしたい。

改善進
行中

①　各課の事業は多岐に渡り、用地を取得するため
の計画や地元関係者、地権者への対応は担当課で
ないと困難なところがありますが、税務署等の協議、
土地鑑定評価、契約事務については必要なときに随
時、相談・助言しています。今後も事務処理要領やフ
ローチャート等の作成により対応します。

措置済

①　用地取得について、平成24年11月から要領やフ
ローチャートに基づいて随時、相談・助言していま
す。また、周知に努めます。（平成25年6月インフォ
メーション掲載予定）

都市開発
課

②　土地開発公社について
　現在保有する土地・事業自体はなく、先行取得予
定もないとのことなので、土地開発公社そのものの
存続が必要かどうかご検討をお願いしたい。

措置済

②　平成24年3月の理事会において、公共事業（下
水道事業）の用地取得が今後見込まれ、その先行取
得に公社が必要とされるため、当面存続することが
決定されました。

都市開発
課

定期監査
　　　H23.3.4

下水道課 ①　下水道使用料について
　水洗化率については、平成19年度からの推移が、
１％前後の微増であり、今後も向上に対し努力をお
願いしたい。

措置済

①　水洗化率を向上させるために、臨戸や文書など
による勧奨を継続し行っています。

下水道課

意
見

②　使用料については、上水道データー等による算
定であり、システムの共同仕様（ＡＳＰ化）を平成24
年度に実施予定とのことから、上水道と同一化でき
る事務、システムを検討していただき、徴収事務の
効率化の向上をお願いしたい。

改善進
行中

②　下水道等使用料の納付書は、新料金システム
（平成24年度導入予定）では水道料金と合わせてし
か納付できない様式にします。これにより、水道料金
のみの納付はできなくなり、下水道等使用料のみの
滞納は減少することが期待できます。

改善進
行中

②　下水道等使用料の納付書は、新料金システム
（平成24年12月導入済み）移行時に水道料金と合わ
せた様式にする予定をしていましたが、システム移
行の事務処理に予定以上の時間を要したこと、ま
た、システム移行に伴いコンビニ収納の導入を行うこ
ととしたため、これらに加えて、上水道と同一化の納
付書とした場合、一度に前記の3つ業務変更を行うこ
とになり、会計課の事務処理が煩雑になる。現時点
で、上水道と同一化の納付書とすることは新システ
ムの運用が軌道にのってから費用対効果と住民
サービスの観点から再検討することとしています。

下水道課

③　滞納整理は2人体制で、出納印を持ち出して行っ
ているとのことであるが、それは規則違反である。
「瑞穂市会計職員に関する規則」を基に早急に是正
願いたい。また今後は、事務効率を考えて1人で行う
ことはできないか検討をいただきたい。

措置済

③　平成23年度は、瑞穂市会計職員に関する規則
第5条で規定する現金収納員が臨戸による滞納整理
を行う場合、手書きによる三枚複写の納付書を使用
し、3枚目の領収書の印は現金収納員を命ぜられた
者の私印を押印するようにしました。
　滞納整理の2人体制について、平成23年7月19日
の部長会議において検討した結果、出納員及び現
金収納員が臨戸による滞納整理を行う場合、公金を
取り扱う観点や従事する職員の不測の事態等を回
避する観点から従来どおり原則として２人で実施す
ることといたしました。

下水道課
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定期監査
　　　H23.9.26

会 計 課

意
見

①　窓口収納について
　派出している指定金融機関の取扱時間外（8：30～
9：00、16：00～17：15）は、窓口担当を決めて、他２名
で確認する収納体制で、現金は課長の机上の手提
金庫で管理となっている。しかし今年度、会計課に併
設している指定金融機関のスペースを間仕切りされ
たので、この中で現金の収受・管理を担当者１人を
決めて行えば、現金の紛失等も防止でき、責任の所
在もはっきりすると考えるので検討を願いたい。

改善進
行中

①　試行的に実施を行っています。職員数の少ない
中で、一部の時間帯ではありますが、他の業務に影
響がでることから、確認方法やシステム回線の配
置、業務体制等の見直し、また、指定金融機関の取
扱時間の見直しを含め、指定金融機関のスペースを
有効に活用し事故防止に万全を期し円滑な事務執
行に繋がるよう更に検討します。

措置済

①　指定金融機関の取扱時間外（8：30～9：00、16：
00～17：15）に金融機関のスペースを使用して試行
的に実施しましたが、職員数が少数のため業務に支
障がありました。
　 担当1人で行えば責任の所在もはっきりしますが、
収受間違い防止のため、収受担当者の責任を明確
にし、他者が確認するという２人体制で行うことにし
ました。
　窓口の収納はもとより、つり銭のある担当課の両
替についても２人体制で行い、紛失事故防止・円滑
な事務執行に更に務めることにしました。

会 計 課

結
果

②　現金取扱い者について
　現金取扱い者について、「瑞穂市会計職員に関す
る規則」によれば、会計職員として会計員、出納員、
現金収納員が定められている。現状、窓口での現金
収受は、補助職員が行っており好ましくない。他にも
同様な事務を行っている部署、もしくは職員が行って
いる部署があるが、いずれも規則に定められている
会計職員とは判断できず、規則違反と言わざるを得
ない。早急に規則を改正して会計職員を明確にして
取扱わせるべきである。

改善進
行中

②　現状では、補助職員を含め現金出納員である所
属長の管理監督下で業務に携わっているものと解釈
をしていたところです。ご指摘のように不明確な点が
見受けられることから、県等他団体の状況を調査の
上、早急に規則改正を行い職務権限を明確にするよ
う検討します。

改善進
行中

②　補助職員は、職員の補助的な仕事に従事するも
のと考え、窓口収納は職員で行うよう改善してきまし
た。しかし、業務の繁忙時には、職員が少人数のた
め補助職員が行わざるを得ないときもあるため、平
成25年9月までに規則改正を行い権限を明確にする
ようにします。

会 計 課

定期監査
　H23.10.6

市民窓口課 ①　庁舎管理等について
　庁舎管理における業者の委託金額はいずれも前
年度を下回っている。今後も適正な積算に努めら
れ、引き続き経費の削減に努力いただきたい。

措置済

①　今後も適正な積算に努めます。 市民窓口
課

意
見

②　現在、日直業務を2人体制で行っているが、休日
勤務を要する部署があるため日程調整に苦慮してい
るということなので、外部委託等も考慮して、関係部
署と協議・検討してよりよい体制を構築いただきた
い。

改善進
行中

②　庁舎の宿日直は、穂積庁舎日直2名・宿直1名、
巣南庁舎日直２名の体制で行っています。宿日直の
現状としては、種々の問題はありつつも、庁舎管理、
緊急時の連絡、戸籍の休日の届出等の市民の（特
に地域レベルでの）利便性への配慮や、コスト面か
らの判断により行われています。
　しかしながら現体制になってからの事務量などの
把握は十分でないので、今後これに取り組むことに
より研究をし、よりよい体制の構築に向けて取り組ん
でいきます。（秘書広報課）

措置済

② 平成25年度から巣南庁舎の日直は、廃止しまし
た。
　これにともない、巣南庁舎職員は、男子を含め穂
積庁舎において日直業務を行います。

秘書広報
課

③　昨年度の長時間にわたる停電を反省に、非常用
発電機と無停電電源装置を繋ぐ工事を実施してみえ
るが、災害時には拠点となる施設なので、穂積庁舎
の整備状況を確認するなどして、万全を期された
い。

措置済

③　巣南庁舎に穂積庁舎と同等の機能は求められ
てはいませんが、整備が必要なものは、順次、対応
しています。

市民窓口
課

④　職員及び補助職員が窓口収納現金を取扱って
いるが、瑞穂市会計規則に定める会計職員とは判
断できず、規則違反と言わざるを得ない。現在、会計
課に指摘してあるので、その結果を受けて適切に対
処願いたい。

改善進
行中

④　会計職員について、規則改正が検討されている
ので、その結果を受けて対処します。

改善進
行中

④　会計職員について、規則改正が検討されている
ので、その結果を受けて対処します。

市民窓口
課

⑤　消耗品等の管理は、受払い簿により毎日確認さ
れており、今後も規則に基づいた管理をお願いした
い。

措置済

⑤　今後も適正な管理に努めます。 市民窓口
課
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　　　H23.11.1

牛牧第２保育
所

①財務について
　需用費でデジタルカメラを購入しているが、それは
瑞穂市会計規則第77条第2項第1号に規定されてい
る価格が２万円以下ということから消耗品と判断した
ことによると思われる。しかし、同条第１項で備品の
定義がされており、デジタルカメラは備品に該当する
と考える。他の部署では備品として分類しているとこ
ろもあり、同じ物品を金額により消耗品と備品に区別
することは適切ではない。全庁的に見直し、明確な
統一基準に基づき管理していただきたい。

措置済

①　新備品システムへの移行もあり、備品マニュア
ルと新システム取扱説明と合わせて平成24年3月に
職員へ周知しました。

管財情報
課

意
見

②　未満児給食食材を同一業者から毎月平均20万
円前後購入しているが、契約書は作成されていな
い。瑞穂市契約規則の規定による契約書の作成を
省略できる場合に該当するとしても、請書等は必要
であると考えるので、是正すべきである。また、同じく
毎月購入しているおやつについても契約行為が必要
でないか検討いただきたい。

改善進
行中

②　ご指摘のとおり、請書その他これに準ずる書面
は徴する必要があると思われます。平成２４年度より
是正できるよう検討しています。

措置済

②　平成24年度途中より、請書を徴するよう改善しま
した。

幼児支援
課

③　保育料の収入未済が全保育所合計で8,410,960
円あり、そのうち牛牧第２保育所は201,300円となっ
ている。現在、その解消策の一つとして子ども手当
からの天引きを強く要望しているところであるが、瑞
穂市の場合、保育所への児童の送迎は保護者が
行っていることから、保護者と接する機会のある保育
所職員（所長、保育士）にも協力を求め、送迎の機会
を活用する等検討され今現在以上の収入確保の努
力をお願いしたい。

措置済

③　平成24年2月に支給される子ども手当から、未納
となっている保育所保育料の天引きを実施しました。
保育所職員の協力も求めた結果、11人の保護者か
ら14人分の未納保育料の天引き同意書が徴収でき
ました。

幼児支援
課

④保育所について
　増築に伴い、増築部分に新たに玄関が設けられた
ことにより出来た既設部分の玄関前スペースがもっ
と有効活用できるものと考える。現在、借地している
駐車場も手狭という現状を踏まえ早急に検討いただ
きたい。

改善進
行中

④　自転車に児童を乗せた送迎もありますので、児
童、保護者の動線や駐車スペースの確保など、又、
園の運営、予算等の状況を見ながら検討します。

改善進
行中

④　借地の駐車場が手狭ということですが、現在は
南の駐車場での送迎が多く（迎えの場所が近いた
め）、路上待ちしている車が多いため、その時間帯に
北側の借地が空いている状態なので保護者に北側
の駐車場を利用していただくよう啓発等工夫を考え
ています。また、玄関前スペースの有効活用も検討
します。ただ、今後の児童、保護者の動線や駐車ス
ペースの確保などは、引き続き園の運営、予算等の
状況を見ながら検討します。

教育総務
課

定期監査
　　　H23.12.1

上水道課

意
見

①　水道施設・設備について
　上水道普及率の向上や水の安定供給のための配
水設備拡張及び改良工事、老朽化や耐用年数に伴
う施設の更新、さらには「瑞穂市水道ビジョン」や現
在策定中の幹線管路網整備計画に基づき、計画的
に整備を進めるとともに、整備に必要となる建設改
良積立金の計画的な積み立てと活用を図られたい。

措置済

①　平成23年度に改めて幹線管路網整備計画を策
定のうえ、これを基に平成24年度には、配水管路の
更新・再整備に係る年度割計画の策定を予定してお
り、これに基づいて、建設改良積立金の計画的な積
み立てと活用を図りながら、水源地の維持管理等も
考慮して、平成２５年度から計画的な施設・設備の整
備を進めます。

上水道課
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定期監査
　　　H23.12.1

上水道課 ②　有収率について
　有収率は毎年下がり続け、平成21年度には76.2％
となったが、平成22年度は漏水対策の成果がみられ
79.0％となっている。これまで、市内を４ブロックに分
けて行っていた漏水調査を、3ブロックにして早期発
見を図っているが、その他の原因究明にも努められ
たい。有収率の向上は営業収益の増加につながる
ので、まずは合併時平成15年度の88.2％に戻るよう
に努力されたい。

措置済

②　今後も更なる漏水調査及び施設の維持・修繕に
努めます。また、①の年度割計画にて、幹線管路の
経過年数等により、老朽化の度合いや路線の管径
等を考慮して優先順位を決め、漏水の起こり易い、
また、起こった時の被害が大きい路線から順に改良
することによっても、有収率の向上に対応します。

上水道課

③　使用料について
　未収金対策として、支払督促の申し立てを実施さ
れたが効果が得られず、今後は文書催告・臨戸催
告・架電催告で徴収していくとのことであるが、催告
事務報告書だけでなく滞納整理カードも有効に活用
して未収金の徴収に努められたい。また、納付書を
下水道使用料と一本化することが収納率の向上に
つながらないか検討されたい。

措置済

③　説明不足でしたが、滞納整理カード等も有効に
活用して未収金の徴収に努めています。本年度は特
に臨戸催告に力を入れ成果をあげています。
　上水道使用料の納付書は、新料金システム（平成
24年度導入予定）では、下水道料金と合わせた納付
書にします。

上水道課

意
見

④　減債積立金について
　現在は、地方公営企業法第32条及び同法施行令
第24条の規定に基づき積み立てられているが、同法
の一部改正により、平成24年度からは積立義務が
廃止となる。そのため、瑞穂市水道事業としての積
立根拠が必要になると考えるので、早急に検討して
明確にされたい。

措置済

④　積立義務の条項は廃止となりますが、現状と同
様の扱いが必要だと考えており、①との関連もあり８
～９割を建設改良積立金、残りを減債積立金として
処分案を作成し、議会の議決により確定します。

上水道課

⑤　みずほ公共サービス㈱への委託について
　同社への委託業務は、すべて同社からだけの見積
徴収による随意契約となっている。他課の同社への
委託業務も同様であり、積算が行われていなかった
ので、適正な積算に努められたい。

措置済

⑤　現状でも業務内容によって可能な部分は当課で
積算し、比較検討して対応していますが、今後更に
適正な処理ができるよう努めます。

上水道課

⑥　土地賃料について
　賃料については、固定資産税評価額を基に算出さ
れているが、合併以降同一金額となっているために
見直しがされているか定かでない。今後は適正に賃
料を算出されたい。
　また、現在の事務所、倉庫などは市の施設を使用
していると思われるが、公営企業として使用貸借が
必要でないか検討いただきたい。

改善進
行中

⑥　土地賃貸借契約を締結し、賃料については固定
資産税の評価替えに合わせて見直します。
　また、事務所、倉庫などの使用については、瑞穂
市公有財産及び債権の管理に関する規則第11条に
基づく使用許可を申請し、使用目的が公営企業によ
る上水道事業であり、第8条第1項第3号により許可
を受けて、無償で使用させていただくものとし、新年
度から対応します。

措置済

⑥　総務課の協議のうえ、平成24年4月1日付けで、
水道事業者（瑞穂市長）と瑞穂市（副市長）との賃貸
借契約を締結しました。
　また、事務所、書庫及び貯蔵品倉庫の使用につい
て、平成24年度から「瑞穂市行政財産使用許可」を
受け、使用料は免除にて使用しています。

上水道課

⑦　在庫管理について
　前回、平成19年8月に監査を実施した際に適切・効
率的な管理をお願いしたところ、在庫をデータ管理す
るようにして月末に確認する体制にされていた。ま
た、在庫も必要 小限に努めて保管スペースが縮小
されていた。

措置済

⑦　今後も継続して適正な管理に努めます。 上水道課

随時監査
（委託費）
　　　H22.6.18
　　　　～
　　　H23.2.7

（心配ごと相
談）

結
果

①　随意契約理由が、地方自治法施行令第167条の
2第4号であるのは不適切なため、是正すべきであ
る。 措置済

①　以後このようなことがないよう是正しました。 福祉生活
課



進捗状況 措置又は今後の取り組みの内容 進捗状況 措置又は今後の取り組みの内容 進捗

監査対象監査名等
区
分

結果又は意見の内容
回答担当

課
平成２４年９月１０日告示時点 平成２５年５月時点

（心配ごと相
談）

結
果

②　委託先からの見積書提出日と契約日が同日な
のは是正すべきである。 措置済

②　以後このようなことがないよう是正しました。 福祉生活
課

意
見

③　委託料の内訳は、弁護士費用と収入印紙代だけ
で委託とは言い難い。委託先の（福）瑞穂市社会福
祉協議会の事業にして補助金対応できないか検討
願いたい。

措置済

③　ご指摘のとおり、平成23年度より、補助金対応と
しました。

福祉生活
課

（福祉作業所） ①　随意契約理由が、地方自治法施行令第167条の
2第4号であるのは不適切なため、是正すべきであ
る。

措置済

①　以後このようなことがないよう是正しました。 福祉生活
課

結
果

②　市の委託料と（福）瑞穂市社会福祉協議会の受
託料が一致していないのは是正すべきである。

措置済

②　当初の契約時は、市の委託料と社会福祉協議
会の受託料の内訳は一致しています。その後、社会
福祉協議会が補正予算を行い、受託料の内訳が変
更となりました。内訳が変更されたことについて、市
に対し連絡がなかったため、気付かず処理してしま
いました。今後同様の事案が起こらないよう、委託先
との連絡を密にするよう心がけます。
※平成23年度より福祉作業所は、（福）瑞穂市社会
福祉協議会の所有運営となりました。

福祉生活
課

①　事務手続きからすると契約日が矛盾するので是
正すべきである。 措置済

①　以後このようなことがないよう是正しました。（福
祉生活課）

福祉生活
課

②　契約書に「事業計画書」、「事業報告書」の提出
が明記されているので遵守すべきである。 措置済

②　平成22年度「事業報告書」及び平成23年度「事
業計画書」は受理済みです。

福祉生活
課

意
見

③　条例に基づく事業のため積算は難しいと思われ
るので、事業報告書に基く積算を検討してはどうか。 措置済

③　前年度の決算書と比較し、過去の推移等を鑑
み、よく精査します。

福祉生活
課

結
果

①　契約書に「事業計画書」、「事業報告書」の提出
が明記されているので遵守すべきである。

措置済

①　平成22年度「事業報告書」及び平成23年度「事
業計画書」は受理済みです。

福祉生活
課

意
見

②　条例・規則に基づく事業のため積算は難しいと
思われるので、事業報告書に基づく積算を検討して
はどうか。

措置済

②　前年度の決算書と比較し、過去の推移等を鑑
み、よく精査します。

福祉生活
課

（一般高齢者
介護予防） 結

果

①　契約書第１条の「介護保険法第115条の38第1
項」は誤りなので是正すべきである。 措置済

①　平成23年度より是正しました。 健康推進
課

（瑞穂市サテ
ライト型FM放
送事業パーソ
ナリティ業務）

①　「もくようみずほ」を市役所、巣南庁舎以外の公
共施設でも放送できないか検討願いたい。

措置済

①　公共施設の放送機器等の状況を調査した結果、
総合センター、老人福祉センター、牛牧南部・北部の
２つのコミュニティセンターは、放送へと進めていけ
ますので、所管課と対応し推進していきます。

秘書広報
課

意
見

②　平常時の有効活用を検討願いたい。

措置済

②　今後のＰＲ活動として、市民レポーターを増やし
ていく中で、現場に取材に赴く際に、口コミによるＰＲ
を強化していくほか、出演いただいた学校等には番
組で放送された内容をＣＤにして送付し、給食などの
昼休みの時間に放送していただけるよう、校長会を
通してお願いしています。

秘書広報
課

（児童高齢福
祉課）
（介護保険事
務委託）

社会福祉事業
委託
（高齢者介護
予防自立支援
事業、福祉ｾﾝ
ﾀｰ管理）

随時監査
（委託費）
　　　H22.6.18
　　　　～
　　　H23.2.7



進捗状況 措置又は今後の取り組みの内容 進捗状況 措置又は今後の取り組みの内容 進捗

監査対象監査名等
区
分

結果又は意見の内容
回答担当

課
平成２４年９月１０日告示時点 平成２５年５月時点

意
見

③　委託料はアナウンサーの相場で積算されている
ので、積算根拠の明確化に努められたい。 措置済

③　当初の契約時における積算明細を細かく出して
もらえるように努めます。

秘書広報
課

④　委託先と番組パーソナリティー・市民レポーター
との契約・賃金を把握しておくべきである。 措置済

④　当初の契約時における積算明細を細かく出して
もらえるように努めます。

秘書広報
課

（七崎・居倉丈
量測量業務）

①　二度の変更契約を行っているが、いずれも約款
に記載されている「指示等」、「変更協議」の書面が
備え付けられていないのは違反なので是正すべきで
ある。

措置済

①　「指示等」は書面で行い、それに基づき変更契約
を行うように是正します。

都市開発
課

①　変更契約を行っているが、約款に記載の書面が
備え付けられていないのは違反なので是正すべきで
ある。

措置済

①　「指示等」は書面で行い、それに基づき変更契約
を行うように是正します。

都市開発
課

結
果

②　監督員通知の約款条文が違っているので是正
すべきである。 措置済

②　土木設計用に契約書を統一し、約款の第８条に
基づき行います。

都市開発
課

（都開委第16
号市内物件移
転補償調査業
務）

①　変更契約で減額を行っているが、協議書が備え
付けられていないのは違反なので是正すべきであ
る。 措置済

①　「指示等」は書面で行い、それに基づき変更契約
を行うように是正します。

都市開発
課

（景観計画策
定基礎調査業
務）

①　当委託を踏まえたうえで、平成22年度「策定業務
委託」が予算計上されているが、公園計画優先のた
め保留になっている。基礎調査結果の有効活用を図
るためにも景観計画策定のスケジュールを早急に立
てて実行するべきである。

改善進
行中

①　公園をはじめ、景観、緑化の計画は共にリンクし
た計画でもあるので、今後の整備の進行とともに計
画策定を進めます。 改善進

行中

①　公園整備については平成26年度に一応の目途
がつきますので、平成27年度より計画策定に係る予
備調査等に取り組みます。

都市開発
課

（まちづくり協
議会運営補助
業務）

①　調査職員の通知を行っているが、約款に基づい
ていないので是正すべきである。

措置済

①　土木設計用に契約書を統一し、約款の第８条に
基づき行います。

都市開発
課

（犀川子ども
の水辺協議会
運営補助業
務） 意

見

①　積算基準の根拠が不明確（人件費の歩掛り、経
費算出と率）なので明確になるよう努められたい。

改善進
行中

①　標準歩掛りのないものについては、見積書を徴
収し、積算根拠を明確にします。

措置済

①　標準歩掛りのないものについては、見積書を徴
収し、積算根拠を明確にしました。

都市開発
課

（まちづくり交
付金事業後評
価シート作成
業務）

①　当事業結果を今後の事業への有効活用に努め
られたい。

措置済

①　今後、事後評価フォローアップにより達成状況を
検証し、ハード・ソフト両面でまちづくりに役立てるよ
うにします。

都市開発
課

（桜の木管理
委託）

結
果

①　積算見積徴収業者数は1社ではなく複数の業社
にすべきである。

措置済

①　公表されている市場単価を採用していますが、
無い場合は業者3社から見積書を徴収し、 安値の
単価を採用していますが、指摘のあった件は、特殊
な薬剤が必要なので１社見積もりで対応していま
す。

都市管理
課

（穂積字東原
丈量測量業
務）

（瑞穂市サテ
ライト型FM放
送事業パーソ
ナリティ業務）

随時監査
（委託費）
　　　H22.6.18
　　　　～
　　　H23.2.7



進捗状況 措置又は今後の取り組みの内容 進捗状況 措置又は今後の取り組みの内容 進捗

監査対象監査名等
区
分

結果又は意見の内容
回答担当

課
平成２４年９月１０日告示時点 平成２５年５月時点

随時監査
（委託費）
　　　H22.6.18
　　　　～
　　　H23.2.7

（桜の木管理
委託）

意
見

②　「花と水の回廊」づくりによる桜の植樹で、管理す
る本数は増えるので、費用が安くて効果が大きい消
毒薬を検討いただきたい。

措置済

②　宅地が密集している箇所については、打ち込み
消毒やフェロモン剤をどうしても使用しなくてはいけ
ませんが、通風・射光を良好にすることにより病害虫
の発生を抑える剪定方法を考え、また、消毒薬につ
いても安価で効果があるものを使いコスト縮減を
図っています。

都市管理
課

（河川花木育
成業務委託）

①　第2回目の変更契約書の締結日が当初の契約
日になっているのは不適正である。第1回変更契約
日に訂正するべきである。

措置済

①　以後このようなことがないように注意します。 都市管理
課

結
果

②　監督員通知の約款条文が違っているので是正
すべきである。 措置済

②　ご指摘を頂いた後に契約したものについては是
正しました。

都市管理
課

③　変更契約を行っているが、「変更協議」の書面が
備え付けられていないのは違反なので是正すべきで
ある。

措置済

③　変更がある場合は協議書を取り交わすようにし
ました。

都市管理
課

意
見

④　剪定した枝の処分を「美来の森」で行うことによ
り、経費を削減できないか検討願いたい。 措置済

④　関係条例により、公共事業で出た剪定木につい
ては、処理手数料を免除して、美来の森で受け入れ
ることとしました。

環境課

（前広場周辺
緑地管理）

①　添付されていない作業写真があり履行確認がで
きてないので是正すべきである。 措置済

①　平成23年度より請負業者に指示済みです。 都市管理
課

（学校施設管
理業務）

①　積算が行われてないので、毎年積算すべきであ
る。 措置済

①　見積書を徴収し適正な積算を行っています。 教育総務
課

結
果

②　契約締結前に空気環境測定が行われているの
は違反なので是正すべきである。 措置済

②　以後このようなことがないよう是正しました。 教育総務
課

③　砂場管理の完了届提出の際、添付する「実績行
程表」がないので是正すべきである。 措置済

③　平成23年度より是正しました。 教育総務
課

④　「着手届」が備え付けられていないので是正すべ
きである。 措置済

③　平成23年度より是正しました。 教育総務
課

⑤　履行確認の徹底を図るべきである。
措置済

⑤　平成23年度より履行確認の徹底のため、施設管
理者の確認印をもらう方式としました

教育総務
課

意
見

※みずほ公共サービスとの契約は他の契約と一括
してできないか検討願いたい。（管財情報課）

措置済

※選定委員会での審議結果に応じて業者が選定さ
れ、入札を実施しましたので一括の契約は難しいと
考えます。また、発注はできるだけ適正な規模で多く
の業者に請負って頂くことも必要と考え、案件毎に選
定委員会で検討審議していきます。

管財情報
課）

（穂積中学校
校舎改築実施
設計委託）

結
果

①　第2回目の変更契約書の締結日が当初の契約
日になっているのは不適正である。第1回変更契約
日に訂正するべきである。 措置済

①　以後このようなことがないよう是正しました。 教育総務
課

①　平成22年度より物価単価により積算していると
のことなので、今後も適正な積算に努められたい。 措置済

①　今後も適正な積算に努めます。 教育総務
課

②　契約期間が契約日から3月31日となっているが、
業務の内容からすると3月31日までは必要ないと思
われるので検討願いたい。

措置済

②　平成23年度から見直しを行い、契約期間を、7月
1日から3月25日としました。

教育総務
課

結
果

③　学校施設のため教育総務課職員が作業の確認
をするのは大変と思われるので、学校の職員が確認
をして、確認書類を提出してもらうようにすべきであ
る。

措置済

③　平成23年度より、仕様書に「作業後は施設の管
理者から作業履行証明書に確認印をもらうこと。報
告書に作業履行証明書を添付すること。」を追加しま
した。

教育総務
課

（小中学校清
掃委託）

意
見



進捗状況 措置又は今後の取り組みの内容 進捗状況 措置又は今後の取り組みの内容 進捗

監査対象監査名等
区
分

結果又は意見の内容
回答担当

課
平成２４年９月１０日告示時点 平成２５年５月時点

（給食センター
施設清掃） 結

果

①　現在の委託料は、前年度の実績に基づくもので
適正との判断がしがたい。今後は、適正な委託料を
積算をすべきである。

措置済

①　適正な積算に努めます。 教育総務
課

意
見

②　所長が立ち会いのもとで清掃作業が実施される
ために完了写真が添付されてないが、他の施設同
様提出させたほうががよいと思われる。

措置済

②　作業完了後、作業完了報告書に完了写真を添
付してもらうように是正しました。

教育総務
課

③　委託料は4半期ごとに、清掃終了後の翌月末日
までに支払う契約になっているが、違反している月が
あるので、遵守するか契約内容を変更すべきであ
る。

措置済

③　契約内容を遵守します。 教育総務
課

結
果

①　業務完了の提出書類として「納品書」が挙げられ
ているが備え付けられていないので是正すべきであ
る。 措置済

①　設計業務委託のため、仕様書に提出書類として
成果品の他、納品書は挙げる必要がなかったもので
す。仕様書作成時には注意します。

教育総務
課

②　変更契約を行っているが、問題は当初の全体計
画にあったと思われる。以後このようなことがないよ
うにすべきである。

措置済

②　以後このようなことがないように関係部署と十分
協議します。

教育総務
課

意
見

①　現在の委託料は、前年度の実績に基づくもので
適正との判断がしがたい。今後は、適正な委託料を
積算をすべきである。

措置済

①　適正な積算に努めます。 教育総務
課

②　完了写真が添付されてない業務があるので、備
え付けておくべきである。 措置済

②　平成23年度より請負業者に指示済みです。 教育総務
課

結
果

①　積算が行われてないので、毎年積算すべきであ
る。 措置済

①　見積書を徴収し、適正な積算を行っています。 生涯学習
課

②　新年度予算議決前に見積書を聴取して契約金
額を確定するのは不適正なので是正すべきである。 措置済

②　以後このようなことがないよう是正しました。 生涯学習
課

③　施設が市内各所に点在しているので履行確認
の方法を確立するべきである。 措置済

③　写真の撮影箇所を指定するなど、履行確認がし
やすい写真を提出するよう指示しています。

生涯学習
課

※みずほ公共サービスとの契約は他の契約と一括
してできないか検討願いたい。（管財情報課）

措置済

※選定委員会での審議結果に応じて業者が選定さ
れ、入札を実施しましたので一括の契約は難しいと
考えます。また、発注はできるだけ適正な規模で多く
の業者に請負っていただくことも必要と考え、案件毎
に選定委員会で検討審議していきます。

管財情報
課

意
見

①　これまでの積算根拠は、業者の見積り金額その
ものだったが、平成22年度の契約更新時から積算す
るように変更された。今後も適正な積算に努められ
たい。

措置済

①　今後も適正な積算に努めます。 生涯学習
課
福祉生活
課

②　仕様書の特記事項の一部が遵守されてなかった
が、平成22年度より是正された。今後も約款通り業
務遂行に努められたい。 措置済

②　今後も約款通り業務遂行します。 生涯学習
課
福祉生活
課

（図書館清掃、
西部複合セン
ター、市民セン
ター、巣南公民
館及び多目的
ホール・ふれあ
いホール・就業
改善センタ総合
センター、老人
福祉センター清
掃）

（保育所施設
清掃）

（体育施設等
植栽管理）

（南小学校区
学童保育所設
計）

随時監査
（委託費）
　　　H22.6.18
　　　　～
　　　H23.2.7



進捗状況 措置又は今後の取り組みの内容 進捗状況 措置又は今後の取り組みの内容 進捗
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区
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結果又は意見の内容
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課
平成２４年９月１０日告示時点 平成２５年５月時点

随時監査
（委託費）
　　　H22.6.18
　　　　～
　　　H23.2.7

（図書館清掃、西
部複合センター、
市民センター、巣
南公民館及び多
目的ホール・ふ
れあいホール・就
業改善センタ総
合センター、老人
福祉センター清
掃）

③　施設によっては日常清掃を（財）瑞穂市施設管
理公社に委託しているので、一度比較検討願いた
い。

改善進
行中

③　平成24年度から比較検討します。

措置済

①　比較検討した結果、瑞穂市施設管理公社の方
が安いため、一部変更をしました。
 　福祉センターについては、清掃のみならず浴室の
管理も合わせた仕様書としており、比較検討の結
果、合わせた業務を遂行できるのは施設管理公社だ
けでした。また、老人福祉センターについては、清掃
業務のみの仕様書として、民間による委託を行って
います。

生涯学習
課

福祉生活
課

財産管理費
（庁舎清掃） 意

見

①　施設によっては日常清掃を（財）瑞穂市施設管
理公社に委託しているので、一度比較検討願いた
い。

改善進
行中

①　現在長期契約中であるため、次回の契約更新の
予算積算の際に比較検討します。 改善進

行中

①　平成25年度契約更新で仕様内容を確認し比較
検討します。

管財情報
課

②　施設ごとにそれぞれの仕様書になっているが、
統一した仕様書にできないか検討願いたい。

改善進
行中

②　各施設の清掃内容が比較できるよう、共通の仕
様書の作成が可能か検討中です。

措置済

②　清掃内容の比較は平成25年4、5月に行いまし
た。その比較は、清掃規模、清掃時期、特殊性、清
掃内容項目（日常清掃・定期清掃）です。
　内容項目を比較検討(日常清掃や定期清掃の再確
認）して結果を適正な規模で発注を行います。

管財情報
課

③　清掃業務として全施設をまとめて契約できない
か検討願いたい。

改善進
行中

③　可能な限りまとめて発注していますが、今後更に
まとめられないか、検討します。

措置済

③　まとめて発注は、受注できる業者（賃金上昇など
で従業員の確保ができないため、まとめて受ける業
者がいない）がいない場合があり、仕様内容を確認
し適正な規模で発注を行っています。平成25年4月
に確認し、また契約更新（長期継続時）都度、定期的
に確認します。

管財情報
課

①　これまでの積算根拠は、業者の見積り金額その
ものだったが、平成22年度の契約更新時から積算す
るように変更された。今後も適正な積算に努められ
たい。

措置済

①　今後も適正な積算に努めます。 各課

②　「業務着手届」、「業務完了届」、「検査調書」が
整ってないので、是正すべきである。 措置済

②　以後このようなことがないよう是正しました。 各課

結
果

③　点検に派遣されてくる技術者の保有資格等の把
握をすべきである。 措置済

③　把握するように是正しました。 各課

④　建築基準法で定められている「法定点検」もしく
は通常点検に毎年1回は職員が立ち会うべきであ
る。

措置済

④　立ち会うようにしました。 各課

⑤　委託料は月ごとに支払っているが、年額を前納
すると割引があるエレベーターもあるので支払方法
を検討願いたい。

改善進
行中

⑤　次の契約更新時に検討します。

措置済

⑤　委託業者に確認したところ、割引はないとのこと
である。発注時に割引業者の対応や委託料の比較
を行い、費用削減に努める。

生涯学習
課
市民窓口
課

措置済

⑤　引続き次回の契約も、前納割引を利用し支払い
します。

総務課

意
見

⑥　施設ごとにそれぞれの仕様書になっているが、
統一した仕様書にできないか検討願いたい。

措置済

⑥　仕様書について、統一できるところは統一しまし
た。発注時期が同時の場合には、仕様書を精査し
て、まとめて発注をします。

管財情報
課

生涯学習課
総務課
管財情報課
市民窓口課
（エレベーター
保守）



進捗状況 措置又は今後の取り組みの内容 進捗状況 措置又は今後の取り組みの内容 進捗

監査対象監査名等
区
分

結果又は意見の内容
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課
平成２４年９月１０日告示時点 平成２５年５月時点

随時監査
（委託費）
　　　H22.6.18
　　　　～
　　　H23.2.7

生涯学習課
総務課
管財情報課
市民窓口課
（エレベーター
保守）

⑦　通常点検を月に2回行っているエレベーターと月
1回のエレベーターがあるので、2回必要なのか検討
いただきたい。

措置済

⑦　業者に確認したところ、本来1回で行う点検項目
を2回に分け実施しており、契約金額は、1回でも2回
でも同じとのことでした。建築以来20有余年を経過
し、目視による点検のため、現場確認の回数が多け
れば異常個所の発見も早く、よりきめ細かな点検が
できます。公共施設の安全確保を図るため2回の点
検としました。

生涯学習
課

結
果

⑧総合センターは、小荷物専用昇降機の点検を委
託しているが、施設の竣工当時から使用されてない
ようである。委託はもとより昇降機そのものの必要性
を見直すべきである。 措置済

⑧　次の契約更新時(平成25年10月）に委託を取り
やめる予定です。なお、現在の契約については、変
更契約ができるかどうか業者と交渉し、減額変更し
ました。（生涯学習課）

生涯学習
課

財政援助団体
監査
　　　H23.6.22

企画財政課
（財）瑞穂市施
設管理公社

意
見

① 　正規職員について
　平成20年度に正規職員を採用するための予算計
上がされていたので、その後の状況について確認し
たところ、公益法人制度改革に伴い財団法人瑞穂市
施設管理公社そのものに先行き不透明な部分があ
るので、正規の職員は採用していないとのことであっ
た。しかし、現在の受託事務量からすると正規職員
を採用して事務局組織の充実を図る必要があると思
われる。

不(未)
措置

①　公益財団法人改革に伴い公益財団法人化を目
指したが、条件等により困難となり平成25年度中に
清算となったため、検討するに至らなくなりました。

企画財政
課

結
果

②　事務所について
　寄付行為第3条にて「公社の事務所は、瑞穂市宮
田300番地1に置く。」と規定されているが、これは、
瑞穂市巣南公民館の所在地である。同第13条第1項
では「公社に事務局を置く。」とし、事務局組織規定
第2条で「瑞穂市役所内に事務局を置く。」と定めて
いる。寄付行為の住所が誤っているので訂正された
い。

措置済

②　平成23年7月13日の理事会において、事務局組
織規定第２条を「瑞穂市役所内に事務局を置く。」か
ら「巣南公民館内に事務局を置く。」に訂正しました

企画財政
課

③　経費について
　受託に伴い財団法人瑞穂市施設管理公社が支出
を要する経費なのか、施設管理上必要で公費負担
すべきものなのか、混同されているところが見受けら
れたので、区別をつけて経費の適切な執行をされた
い。

措置済

③　契約の際に仕様書等でどちらが負担するものか
区別をできるだけ明確にし、契約後に判明したもの
は、その都度書類を作成することにより明確にしま
す。

企画財政
課

意
見

④　今後の計画的な事業運営について
　公益財団法人の申請手続き中であり不安定なとこ
ろではあるが、効率的で経済的な運営に努めていた
だきたい。また、所管課にあっては財団法人瑞穂市
施設管理公社が1日も早く安定した運営ができるよ
う、みずほ公共サービス㈱、(社)瑞穂市シルバー人
材センターとの関係も踏まえて、公益法人制度改革
に伴う今後の方向性を早急に打ち出していただきた
い。

措置済

④　公益財団法人化は困難であり、一般財団法人へ
の移行も期間を要することから、県のアドバイスを受
け、新たに一般財団法人を設立（平成24年度中）す
ることとしました。新しい一般財団法人に（財）瑞穂市
施設管理公社及びみずほ公共サービス㈱の業務を
取り込み、これらは清算・解散することとしました

企画財政
課
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例月出納検査
　　　H23.4.26

会計課

結
果

　老人保健事業特別会計の公金振替に起因する現
金出納簿と現金管理状況表で501,000円が一致しな
かった。これは、医療給付費県負担金等の入金が遅
かったため、平成23年3月末で廃止となる老人保健
事業特別会計から一般会計への公金振替書の交付
も遅れ、やむをえず翌日の処理になってしまった事
によるものであるが、今後はこの様なことが起こらな
いように善処をお願いしたい。

措置済

　ご指摘のとおり、今後の対応として、できる限りの
情報収集、調整に努め、この様な不適切な処理の防
止に努めるよう指導しました。

医療保険
課

会計課

結
果

①　一般会計及び下水道事業特別会計の繰入金に
ついて、当月調定額が計上されているが、収入はさ
れていないため収入未済額となっている。繰入金
は、繰入れたときが収入調定として整理する時期に
されているので不適正である。下水道事業特別会計
の使用料及び手数料について、当月調定額は減免
申請があったためマイナスとなっているが、払い戻し
はされていないので適正とは言い難い。これらにつ
いては、会計規則による適正な処理をしていただき
たい。

措置済

①　ご指摘のように、起票職員の認識不足や点検漏
れ等により、調定日の誤り、また起票から支払い日
の開きにより発生した事案であります。その後、職員
研修会を開催し会計事務マニュアルの周知を行いま
した。また、点検体制も充実させ、この様な不適切な
処理をなくすよう努めます。また、会計間の繰出し繰
り入れは公金振替により処理していますが、公金振
替の場合は、システム上、起票日、調定日、収入日
を同日処理としなければならないため無理が生じる
ことから、財源の許す範囲で事前の振替等を行いま
す。

会計課

②　粗大ゴミ有料化に伴う環境課へのつり銭として、
本月より会計管理者手持保管現金が、23,000円増え
て523,000円となっている。現在は、担当課へ渡した
後は残高の確認を行っていないので、亡失があって
も水面下で処理されていることが否定できない。今
後は月末残高の確認を行い、万が一、亡失があった
場合は会計規則に則って事故報告を提出させ、管理
の徹底をしていただきたい。

措置済

②　手持保管現金の確認は、年度末に各現金出納
員からの報告により行っていたところですが、現在、
保管現金の確認表の提出により毎月末現在の確認
を行い公金管理に努めています。

会計課

例月出納検査
　　　H23.10.25

会計課

結
果

①　一般会計の国庫支出金と県支出金が遡及調定
されているが、収入調定として整理する時期は交付
決定されたときとされており、遡及調定はあり得ない
はずである。今後、適正に処理願いたい。

改善進
行中

①　補助金は、交付決定日を調定日としています
が、決定日が遡及されたものを調定日として処理し
たもので、このような事案ついては、今後処理方法を
検討します。

措置済

①　国・県の事務上の都合により交付決定通知の送
付が遅いものの遡及調定は止むを得ないと考えて
います。それ以外については、早急に起票するよう
指導徹底しました。

会計課

意
見

②　国民健康保険事業特別会計の諸収入が、8月末
から予算現額より700万円以上となっているので、補
正予算で対応すべきでないか検討願いたい。 措置済

②　国民健康保険税の延滞金において、収入額と予
算額に大きな乖離が見られましたので、補正予算を
行うよう指導し、補正しました。（12月補正済）

会計課

例月出納検査
　　　H23.12.26

会計課

結
果

①　下水道事業特別会計歳出の総務費において、
当月支出負担行為額がマイナスとなっていたため内
容を確認したところ、消費税及び地方消費税の更正
請求をし、その処理を更正請求の提出日で行ったこ
とによるものであった。本来、この会計処理における
負担行為整理日は更正通知があった日である。今
後はこのようなことがないよう各課への指導を徹底
いただきたい。

措置済

①　早急に訂正処理を行い対応しました。また、会計
事務マニュアルの徹底を部長会議において各課に
指導しました。

会計課

例月出納検査
　　　H23.9.26


