
美濃加茂市監査委員告示第１６号  

 

地方自治法第１９９条第４項の規定に基づき、定期監査を実施したので、

同条第９項の規定により、その結果を別紙のとおり公表する。  
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１ 監査の範囲 

(1) 監査の対象期間 

平成２５年度及び平成２６年度 

(2) 監査の対象事務 

ア 財務に関する事務の執行 

イ 経営に係る事業の管理 

 

２ 監査の対象部署 

(1) 出先機関等 

・山之上連絡所・山之上保育園・三和連絡所 

・蜂屋連絡所・加茂野保育園・加茂野小学校 

(2) 本庁部署 

市民協働部 

・生涯学習課・文化振興課 

総務部 

・税務課・市民課 

健康福祉部 

・こども課・長寿支援センター・健康課 

経営企画部 

・行政経営課・秘書課 

産業振興部 

・農林課・産業振興課 

建設水道部 

・都市計画課・上下水道課 

     議会事務局 

    

３ 監査の実施期間 

  平成２６年７月３日から平成２６年８月７日まで  

  また、毎月行う例月現金出納検査時に合わせて、定期監査を補完する意味も

含めて、出納に関連する随時監査を平成２６年４月から毎月行ってきた。  

 



４ 監査の方法  

平成２５年度及び平成２６年度の財務等に関する事務の執行及び経営に係

る事業の管理が関係法令に従い、適正で効率的に執行されているかを主眼とし、

事前に監査資料の提出を求め、関係書帳簿及びその他の書類を検査するととも

に、担当職員からその執行状況の説明を受ける方法で実施した。  

 

５ 各課への確認した事項  

山之上連絡所  実施日：７月３日(木) 

(1) ふるさと祭りの現状 

(2) 各種団体の存続（高齢化に伴う人口減少） 

(3) まちづくり協議会の活動状況 

(4) 敬老会の開催時期 

(5) ふれあい広場と訪問 

(6) 自治会と社協のサロン活動状況 

(7) 財産区の活動 

(8) 山之上交流センターの夜間管理 

(9) 公金の管理及び取り扱い 

(10) 勤務体制 

(11) 各種団体の事務及び会費の取り扱い 

(12) 市民運動会の種目 

(13) 平成公園の整備とイノシシの苦情 

(14) 女性体育委員 

(15) 連絡所と交流センターの備品の管理状況 

(16) 監査資料の作成内容 

○監査委員からの意見 

・備品について連絡所と交流センターとの区分を明確にすること 

・定期監査資料の作成内容を検討すること 

 

山之上保育園  実施日：７月３日(木) 

(1) 園庭の樹木の管理 

(2) 害虫の駆除 



(3) 保育園施設費の執行状況 

(4) 施設の冷暖房 

(5) 園庭解放での相談 

(6) 待機児童の状況 

(7) 多動児等の対応 

(8) モンスターペアレンツ  

(9) 児童の安全対応マニュアル 

(10) 参観日開催状況 

(11) 一時保育の年代別利用状況 

(12) アレルギー児童の対応 

(13) 備品台帳確認 

(14) 職員の勤務体制 

(15) 外国籍児童の対応 

(16) 現金の取り扱い 

(17) 物資の斡旋 

(18) 園児服や帽子の色 

(19) 保育士の不足  

 

三和連絡所  実施日：７月３日（木）  

(1) 住民票等の公用発行  

(2) 土日の勤務状況  

(3) 消防団員の確保  

(4) 自治会への文書の配布方法  

(5) まちづくり協議会活動現状  

(6) ふるさと祭り  

(7) 河川の清掃、クリーン作戦  

(8) 補助団体の活動状況  

(9) 交流センターのセキュリティ  

(10) 現金の取り扱い状況  

(11) 公用車の使用状況  

(12)クロバネキノコバエの発生対応  



(13) 児童の減少による地域での対応  

(14) ごみの不法投棄の状況  

(15) 市営住宅の利用状況、ＰＲ  

(16) 蛍コンサート  

(17) 備品台帳  

(18) 各種団体の随行  

(19) 金庫・公印・領収印の管理状況  

(20) 職員の勤務体制  

(21) 高齢者の見回り  

(22) 下米田小との交流  

(23) 草刈り機の使用・講習会  

(24) 介護者の相談窓口  

(25) 図書の利用状況  

(26) 川の利用・ＰＲ   

 

蜂屋連絡所  実施日：７月４日 (金 ) 

(1) ２人の職員体制（１人休暇の場合）対応  

(2) 副主任制度  

(3) 随時自治会要望の対応、回答  

(4) 連絡所及び交流センターの管理状況  

(5) 現金の取り扱い  

(6) 文書の配布状況  

(7) 各種団体の行事見直し（マンネリ化）  

(8) 消防団員の確保  

(9) 自治会活動  

(10) 未開発地域の産廃問題の動向  

(11) 団体の預金通帳の管理  

(12) 備品台帳の確認  

(13) 外国人の対応  

(14) 交流センターの申し込みの決裁状況  

(15) まちづくり協議会の現状  



○監査委員からの意見 

・各種団体の備品台帳の作成・整備 

・交流センターの施設利用申請の決裁確認  

・自治会随時要望の回答方法の確立  

 

加茂野保育園  実施日：７月４日 (金 ) 

(1) 現状の児童数  

(2) 駐車場の対応（朝夕、行事）  

(3) 児童館、各教室（講座）の利用状況  

(4) 苦情対応  

(5) 園内の安全確認  

(6) 熱中症対策  

(7) 支援児童の対応  

(8) 予算執行状況  

(9) 備品台帳の確認  

(10) 現金の取り扱い  

(11) 児童館での学童保育  

(12) 児童館での怪我の対応  

(13) 児童館でのイベント参加料の取り扱い  

 ○監査委員からの意見 

 ・児童館が行う各種イベント等の参加料については、市の収入として取扱とさ

れたい 

 

加茂野小学校  実施日：７月４日（金）  

(1) 地域の見守り隊  

    (2) 子育て支援ネットワーク  

(3) 図書司書  

(4) いじめ・不登校問題  

(5) Ｆ０プランによる人権講座  

(6) 東日本大震災の教訓を生かす訓練  

  (7) 現金の取り扱い  



  (8) 通学路の安全対策  

  (9) 不審者の対応  

  (10) 備品の購入、台帳の確認  

  (11) 予算執行状況の確認  

(12) 体育館の耐震状況  

  (13) 給食コンテナの不足  

  (14) 中学校区の見直し  

  (15) 公印の管理状況  

○監査委員からの意見 

  ・学校長印の確認はできたが、学校印の確認ができなかった  

 

産業振興部農林課（農業委員会） 実施日：７月１７日 (木 ) 

(1) 大規模営農方式の現状（農地中間管理機構）  

(2) 耕作放棄地対策  

(3) 学校給食の米飯  

(4) 農業振興地域整備法に基づく除外の制限  

(5) 自給率向上推進事業  

(6) 有害鳥獣の捕獲の現状と対策  

(7) 農家数の減少  

(8) 農地の再利用  

(9) 里山整備事業の展開  

(10) 成年就労給付金事業による奨励  

(11) 農業委員会費報奨金の委託への変更  

(12) 新エネルギー活用計画（バイオ・風力）  

(13) 備品台帳  

(14) 森林組合補助金  

(15) 里山ビジネス確率共同研究調査の報告書の保管状況  

(16) 蜂屋豚  

○監査委員からの意見 

里山再生を目的とするビジネスの確立に関する共同研究調査の報告書が担

当課へ引き継ぎがされておらず確認ができなかった 



産業振興部産業振興課  実施日：７月２２日(火) 

(1) 補助金支出後の確認 

(2) まちづくりセンター・星の街ひろばの活用実績  

  (3) 昭和村の入場者数・市のＰＲ  

  (4) 「営業戦略係」名称  

  (5) 消費生活相談の市と広域の対応について  

  (6) 補助金の費用対効果  

  (7) 自然エネルギー創生の成果  

  (8) ＤＩＯジャパンの補助金の支払い状況  

  (9) 名鉄による昭和村の運営状況  

  (10) シティプラザの手数料、備品の不執行  

(11) 商業ビルＬＥＤ業務のプロポーザル  

(12) 中小企業対策のＰＲ  

(13) 地域ブランド事業（缶バッチ、のうりん、観光大使）の状況  

(14) 給食センターの太陽光発電の状況  

○監査委員からの意見 

・「営業戦略係」の名称に違和感がある 

・補助金に対する費用対効果を明らかにされたい  

・新エネルギーの活用の見通しを検討されたい  

 

建設水道部都市計画課  実施日：７月２２日（火） 

(1) 中蜂屋区画整理事業の進捗状況 

(2) 屋外広告物の許可  

  (3) 砂利採取の苦情  

  (4) 総合医療センターの造成工事  

  (5) 地区景観協議会の活動内容  

  (6) 新丸山ダム建設促進・進捗状況  

  (7) 旧まちづくり交付金の主事業（中之島公園）  

  (8) 加茂川総合内水対策  

  (9) 公共事業コスト縮減  

  (10) 都市計画図の手数料  



 (11) 建築確認申請の確認 

○監査委員からの意見 

・砂利採取の苦情受付の看板を設置されたい 

 

建設水道部上下水道  実施日：７月２２日（火） 

(1) 窓口業務の民営化の現状 

(2) 3 月末滞納繰越額の件数  

  (3) 老朽管の布設替え工事状況と計画  

  (4) 水道施設危機管理マニュアル  

  (5) 委託の随意契約状況  

  (6) 大規模な災害発生時の対応  

  (7) 蜂屋川公共下水の汚泥処理施設の対応  

  (8) 窓口業務の以外の民営化について  

  (9) 資本的支出の配水設備改良費の手当、委託料の執行率の低さ  

(10) 工事契約の状況 

(11) 予算流用の決裁（課長権限） 

(12) 委託業務の指名競争の請負率の低さ 

(13) 事故時の保険加入 

(14) 企業会計の給料等人件費 

(15) 企業会計の収納率 

(16) 消費税の納付 

(17) 下米田配水池の建設状況 

(18) 法律顧問弁護士の委託業務 

 

 健康福祉部長寿支援センター  実施日：７月２８日（月） 

(1) 各種事業の参加状況 

(2) 行方不明者探索模擬訓練  

(3) 総合福祉会館の維持管理  

(4) 健寿連合会会員の加入率  

(5) シルバー人材センターの事業運営  

(6) 養護老人ホーム入所措置状況  



(7) 在宅支援センターの状況  

(8) 成年被後見制度の現状  

(9) 介護保険会計保険事業勘定の予算執行率０％の理由  

(10) 認知症判定チェックリスト 

(11) 今後の高齢化率（若年高齢者・熟年高齢者） 

(12) 各業務の委託について 

(13) サービス事業勘定の営業的収益  

(14) 各自治会サロンの開催状況  

(15) 包括支援センターの出向職員の身分  

(16) おはようコール業務  

○監査委員からの意見 

・高齢者への周知に工夫されたい（横文字だったり、どこに相談したらいい

か不明瞭） 

 

健康福祉部こども課  実施日：７月２８日（月） 

(1) 子育てサロンのＰＲ 

(2) ファミリーサポートセンターのサービス券及び広域利用・事故対応 

(3) 保育士の不足 

(4) 保育料の未納の減少 

(5) 児童手当の対応 

(6) 新制度の子ども園 

(7) 一時保育の現状 

(8) 病児・病後児保育の状況 

(9) 子育て支援センターの増設  

(10) 家庭児童相談の対応 

(11) 未満児保育と待機児童 

(12) 工事の随意契約 

(13) 他市町への委託保育 

(14) 公立保育園の民間委託 

(15) カナリヤの家の現状と歳入による給付金 

 



経営企画部行政経営課  実施日：７月２８日（月）  

(1) ふるさと納税の使途や贈答品  

(2) 出前講座  

(3) 公共サービスの民間参入  

  (4) 一般寄付金  

  (5) 委託業務の実施状況  

  (6) 経営戦略会議の開催  

  (7) カイゼンアシスト養成研修  

  (8) 市債残高の削減  

  (9) 決算の状況  

  (10) 第5次総合計画の後期計画  

  (11) 指定管理者（図書館）の対応  

  (12) 土地の売却  

  (13) 公債費の残額  

  (14) 予算編成時の事業仕分け  

 

総務部税務課   実施日：７月３０日（水） 

(1) 特別土地保有税 

(2) 税制改正 

(3) 新ナンバープレートの作成（市民投票） 

(4) 国有資産交付金の内容 

(5) 口座振替率 

(6) クレジット収納 

(7) 滞納処分に係る差し押さえ 

(8) 市民税の還付、予算の積算 

(9) 税証明の交付状況と手数料 

(10) 不納欠損の対応 

(11) 徴収率、滞納整理 

(12) 確定申告書等配布手数料 

○監査委員からの意見 

・国有資産等所在市町村交付金を県に確認する 



 

総務部市民課  実施日：７月３０日（水） 

(1) ＤＶ関係の住民票の管理 

(2) 住民票等第三者通知制度  

(3) 日直の戸籍等の受付業務  

(4) 戸籍副本データシステム構築  

(5) 自動発行機の利用状況  

(6) 成年被後見人制度の管理  

  (7) 外国人住民基本台帳登録  

  (8) パスポートの発行状況  

  (9) 非本籍の戸籍届出  

  (10) 転入転出の件数  

  (11) 連絡所での死亡届受付業務  

  (12) 住民基本台帳ネットワーク機器の管理  

  (13) 中長期在留者届出事務委託金  

  (14) 外国人の制度の見直しの要望  

  (15) 戸籍職員の経験年数  

  (16) 広域交付証明書相互発行の利用件数  

  (17) 住居表示誤りの損害賠償  

○監査委員からの意見 

・住民基本台帳ネットワーク機器は備品としての管理か確認されたい 

 

市民協働部生涯学習課  実施日７月３０日（水） 

(1) 各施設の自動販売機設置状況と収入 

(2) 図書館の開館時間延長に伴う効果 

(3) 図書館の環境整備・宅配サービス 

(4) 図書システム機器の更新状況 

(5) 連合青年団の現状 

(6) 学校図書と連携 

(7) 図書館の利用状況（定住を含む） 

(8) 文化会館自主事業の興行（入場料）について 



(9) 予算執行（流用）状況について 

(10) 子ども会育成協議会と青少年育成協議会について 

(11) 施設の民営化について 

(12) 備品台帳(本) 

(13) 負担金交付団体休会による交付停止 

(14) 施設の耐震・暖房 

 

健康福祉部健康課  実施日：８月５日（火） 

(1) ヒブワクチン・小児肺炎用球菌予防接種 

(2) かかりつけ医健診 

(3) フッ化物洗口について 

(4) 成人保健の特定検診の受診状況 

(5) 精神保健の相談件数の増加（職員の対応状況） 

(5) アンケートに基づく冊子の活用 

(7) 保健センターの施設規模や駐車場の確保 

(8) 産休職員の補充 

(9) 各健診の受診率 

  (10) 休日急患診療の利用状況 

  (11) 予算執行（１００万円の流用）の状況 

  (12) 委託業務の随意契約 

  (13) 看護学校の補助及び就労状況 

  (14) ジンアイバンクへの補助金 

  (15) 薬物常習者の対応 

  (16) 外国人の対応(通訳) 

 

市民協働部文化振興課  実施日：８月５日（火） 

(1) 文化振興に関わるボランティアの活動状況 

(2) 文化の森の各施設の利用状況 

(3) 文化振興の市長部局と教育委員会の文書取扱 

(4) 常設展示施設の展示物の考え 

(5) 彫刻シンポジュウムの彫刻の活用状況 



(6) 緑のホールの稼働率 

(7) 備品購入について 

(8) 予算執行（流用）の状況 

(9) 事務援助している団体の補助の状況 

(10) 工事請負の随意契約理由 

(11) 電気料金の増加理由 

(12) ふるさと文庫基金の管理 

(13) ふるさと文庫基金以外の物品の販売状況 

(14) 坪内逍遥と津田左右吉関係の補助金交付状況 

(15) 緊急雇用対策事業の内容 

(16) 寄附金の対応 

(17) ヤマザキマザック美術館の入場等の補助 

(18) 工事請負の随意契約 

(19) 散策路の危険個所点検 

     

経営企画部秘書課  実施日：８月５日（火） 

(1) 表彰規定による対象者 

(2) 自己啓発研修の内容  

(3) メンタルヘルス対策  

(4) 予算執行歳入の雑入  

(5) 障害者の雇用状況  

(6) 再任用制度の適用状況  

(7) 人事評価制度の導入による現状と効果  

(8) 海外派遣研修の状況と報告会  

(9) 各職員研修の報告及び効果  

(10) 時間外勤務状況と対応  

(11) 職員研修計画の査定  

(12) 市長に関する苦情、電話対応  

(13) 市長車の買い替え 

 

議会事務局  実施日：８月７日（木） 



(1) 請願・陳情の対応  

(2) 政務活動費の支出状況  

(3) ホームページのアクセス状況  

(4) 議会だよりの内容  

(5) テレビ放映の対応  

(6) 傍聴者数  

(7) 市長に対する議会の対応状況  

 

５ 監査の結果  

  予算及び事業の執行については、おおむね適正に実施されているものと認め

られる。  

   なお、改善及び確認事項が必要なものは各部署ごとに監査委員のからの意見

として記載している。また要望事項等については、次のとおりである。  

   

・各課共通事項  

１）備品購入費について  

    各種団体の備品について連絡所で管理している場合は、市の規定する備

品台帳に準じ台帳を作成し、保管管理を行えるよう対処されたい。  

   

  ２）予算流用について  

予算執行において前期の定期監査実施部署１４課・６出先機関での平

成２５年度の予算流用件数は、小額なものから２，６００万円まで２０

０件の流用が行われている。特に１，０００万円を超える工事費から委

託料の流用が２件、４５０万円の備品購入費から委託料への流用が１件

見受けられた。当初予算編成時に十分事業内容を精査され、適切な予算

措置をもって対処されたい。  

 

  ３）監査当日の指導事項等  

    随時監査時も含めて、監査当日に担当部署に口頭により注意喚起した事

項等については、今後の事務処理に当たっての参考とされたい。  


