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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、
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１ 監査の範囲 

(1) 監査の対象期間  

平成２６年度及び平成２７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 

 出先機関等 

古井連絡所・下米田連絡所・伊深連絡所 

下米田小学校・伊深小学校・西中学校・太田小学校・蜂屋小学校・  

山之上小学校 

ほくぶ保育園・カナリヤの家・蜂屋保育園・古井第２保育園・下米田保育園  

 

(1) 本庁部署 

総合戦略室 

市民協働部：生涯学習課・文化振興課・地域振興課・環境課・  

スポーツ振興課  

健康福祉部：こども課・長寿福祉課・健康課・保険課・福祉課  

産業振興部：産業振興課・農林課 

建設水道部：都市計画課・土木課・上下水道課  

総務部：税務課・市民課・総務課・防災安全課  

経営企画部：行政経営課・秘書課・市政情報課 

教育委員会：教育総務課・学校教育課  

会計課・議会事務局・監査委員事務局  

     

３ 監査の実施期間 

前期：平成２７年７月１９日から平成２７年８月４日まで 

後期：平成２７年１１月４日から平成２７年１１月１９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２７年４月から毎月行ってきた。 

 

４ 監査の方法 

平成２６年度及び平成２７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、
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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  

古井連絡所  実施日：７月１０日(金) 

(1) 外部団体の対応状況（自治会・体育振興会・社協・交通安全協会）  

(2) 電気料の増加の原因  

(3) 備品購入（交流センターの確認）  

(4) 現金の取り扱い  

(5) 学校開放の受付業務  

(6) 金庫の管理責任  

(7) 各種団体の総会等の経費  

(8) 敬老会及び運動会の開催状況  

(9) 駐車場の使用  

(10)  外郭団体からの寄付の取り扱い  

(11)  交流センターの活動  

(12)  連絡所で取り扱う収納事務  

(13)  高齢者の給食配達状況  

(14)  各種 募金の取り扱い状況  

(15)  自治会の合併  

 

下米田連絡所  実施日：７月１０日(金) 

(1) 連絡所で事務を取り扱っている外部団体  

(2) 各種団体の会費の徴収事務  

(3) 各種団体の通帳の管理  

(4) 公金の収納事務  

(5) 連絡所で貸し出しをする備品等  

(6) 連絡所専用の公用車の使用状況  

(7) 盆踊りの対応  

(8) 消防団の会費及び決算の報告  

(9) 夜間の交流センターの使用状況  

(10) 各種団体の名簿の保管  

(11)  備品台帳の確認  

(12)  連絡所の金庫の管理  

(13)  釣銭の対応 
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下米田小学校  実施日：７月１０日（金） 

(1) 樹木の管理（剪定）  

(2) 給食費やその他会費の収納状況  

(3) 現金の取り扱い  

(4) 備品台帳と現物のチェック状況  

(5) Ｆ０プラン事業の補助金対応状況  

(6) 通学路の確認（カラー舗装）  

(7) 電話料金の流用と携帯電話への通話対応  

(8) 児童図書の購入状況  

(9) 東側フェンスの修理  

(10) ＰＴＡからの寄附状況  

(11) 通帳の確認及び公印の確認（校長が途中退席のため後日事務局で確認） 

(12) ＰＴＡ会計の対応  

(13) 学童保育の現状  

(14) エレベーターの使用状況  

(15) 見守り隊の活動状況  

(16) タブレットパソコンの使用状況 

(17) 遊具の点検 

 ○監査委員からの意見  

・通帳の確認の中で職員の親睦会に公印を使用しているため、私印での対応

をされたい。 

 

伊深連絡所  実施日：７月１４日(火) 

(1) 自治会館の使用と保存  

(2) 交流センターの建設の考え  

(3) 親子文庫の利用状況  

(4) 現金の取り扱い  

(5) 各種団体の会計処理（立て替え）  

(6) 連絡所や各種団体の備品の管理  

(7) 敬老会での開催状況（弁当・机の対応）  

(8) 北部グランドの使用と管理  

(9) 学校開放の利用状況  

(10) 各種団体の総会及び監査  

(11) 消防団の会計  
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(12) 連絡所の公用車の配備及び私用車での対応 

(13) 天王用水の維持管理状況  

(14) 各種団体の通帳及び印鑑の確認  

○監査委員からの意見  

・各種団体の通帳に所長の個人印での使用については検討されたい。  

 

ほくぶ保育園  実施日：７月１４日(火) 

(1) スクールバスでの送迎状況と今後の対応  

(2) 給食アレルギー対応  

(3) 給食調理員の対応  

(4) 保護者の送迎車の対応及び駐車場の確保と道路横断の安全指導  

(5) 耐震工事や施設（遊具）の改修工事  

(6) 園内の漏水把握  

(7) 合併後の三和地域の対応状況  

(8) 空家による定住者  

(9) 備品購入の対応状況  

(10) 避難訓練等の実施状況  

(11) 障がい児保育の対応 

(12) 里山での園外保育の状況  

   (13) 物品販売による現金取扱  

 ○監査委員からの意見  

 ・里山での園外保育では、十分安全対策に対応されたい。  

 

伊深小学校  実施日：７月１４日（火） 

(1) 学校評議員の選考と活動状況  

    (2) 少人数学級の教育方針  

(3) 光熱水費から通信運搬費に流用した原因  

(4) 外国籍及び特別支援児童の対応状況 

(5) 備品購入（図書・寄附）の対応と確認  

(6) へき地・複式教育研究会負担金  

  (7) 伊深小の朗読推進の状況  

  (8) 小学校裏山の安全性  

  (9) 現金の取り扱い  

  (10) 学童保育の対応  

  (11) トイレの洋式化  
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(12) 校内の樹木の管理状況  

  (13) 小学校の統合の考え  

  (14) 小規模特任校制度  

  (15) 通学路の危険地帯の確認  

  (16) Ｆ０プランの事業内容  

   

西中学校  実施日：７月１５日（水）  

(1) 外部からの不審者対策  

    (2) エアコンンの使用状況及び電気代の支払い方法  

(3) 西中校区と双葉中校区の区域確認 

(4) プールの管理状況  

(5) 体育館の使用制限（天井が低い）  

(6) グランドの排水状況  

  (7) 備品購入と管理状況の確認（寄附による取得）  

  (8) 給食費や学級費などの未納者対応状況  

  (9) 学校施設関係要望書の対応状況  

  (10) 各種通帳と公印の確認  

  (11) 通学路の交通安全対策  

(12) 校内への車両等の進入規制  

  (13) 洋式トイレの状況  

  (14) 部活動の手当及び遠征費  

 ○監査委員からの意見  

  ・学校施設要望が多くある教育総務課と協議をして対応されたい。  

 

カナリヤの家  実施日：７月１５日（水）  

(1) 療育支援の対応状況  

    (2) 流用による不用額（報酬の支払い）  

(3) 児童発達支援管理責任者等の資格の取得  

(4) 医療機関等のとの連携  

(5) 就学指導委員会との連携  

(6) 中央児童相談所との関係  

(7) カナリヤの家の指導による効果  

(8) 指導による個人負担の徴収  

(9) 民間施設の利用  

(10) 現金の取り扱い  
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(11) 備品台帳の確認状況  

(12) 委託料の明細 

(13) 講師謝金の源泉徴収の対応  

(14) カナリヤの家の児童の受入体制  

(15) あじさい相談の利用状況  

○監査委員からの意見  

・徴収した現金は、保管をせず速やかに入金をすること。  

・専門的な研修に努められたい。  

 

市民協働部生涯学習課   実施日７月２１日（火）  

(1) 各種事業のアンケート調査による分析  

(2) 教育委員会との連携  

(3) 各施設での災害時の対応  

(4) 流用による備品購入の確認  

(5) 学習ひろばの講師謝金不足  

(6) 東図書館の夜間の利用状況  

(7) 可茂視聴覚ライブラリーの備品の対応 

(8) 図書の購入状況  

(9) 小中学校への貸出制限  

(10)  適正な使用料の判断  

(11) 子ども会育成連絡協議会補助金の内容  

(12) 夜間・休日の各施設管理状況  

(13) 備品の確認（各施設）  

(14) 現金の取り扱い（文会館）  

(15) 下古井交流センターの耐震改修及び建て替えの考え  

(16) 文化会館の委託料の不用額  

 

総務部税務課  実施日：７月２１日（火） 

(1) 相続による納税義務者の承継  

(2) 振替納税の実績  

(3) 固定資産の評価替えと賦課更正 

(4) 時効消滅の対応と件数 

(5) 水田から畑への転用の対応  

(6) 不納欠損の対応  

(7) 滞納者の他課との連携  
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(8) 評価替えに伴う委託料  

(9) 各税の賦課のチェック体制   

(10) 土地・家屋台帳の閲覧  

(11) 自動車取得税交付金の内容 

 

経営企画部行政経営課  実施日：７月２１日（火）  

(1) 財産収入に対する財産の処分  

    (2) 市債削減及び調整基金の取組対応  

(3) 不用額に対する見解  

(4) 公の施設管理に対する評価（指定管理）  

(5) 予備費からの流用内容  

(6) 委託事業の入札状況  

(7) ＤＩＯジャパンの対応  

(8) 決算の単年度収支のマイナスの原因  

(9) 繰上げ償還金の減少  

(10) ふるさと納税の返礼品の選定と今後の納税の対応  

(11) 財務４表のコスト表示評価  

(12) 広告収入及びネーム権  

(13) 民間委託の推進の考え  

(14) 基金等の資金運用による利益  

○監査委員からの意見  

・各課の予算要求について必要な経費は適正な査定をされたい。 

・ふるさと納税の増加による対応をされたい。  

 

健康福祉部長寿福祉課   実施日：７月２２日（水）  

(1) 認知症の予防事業の受診率  

(2) 生活用品給付事業の対象者 

(3) 緊急通報システムの費用及び支給方法  

(4) 健寿会の加入率と補助内容  

(5) 自立ショートスティ事業内容  

(6) グループホーム運営協議会の事業内容  

(7) 委託事業の単価の算出  

(8) 成年後見人の選任及び扶助費  

(9) ６０歳からの保険  

(10) ふれあいサロンの利用料  
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(11) 地域包括支援センターの運営方法及び現金の取り扱い（ 3箇所） 

(12) シルバー人材センター会員及び受注額の推移と人材派遣事業内容  

(13) シルバー保険の加入状況  

 

健康福祉部こども課   実施日：７月２２日（水） 

(1) 児童手当等の振込状況  

(2) 児童手当からの保育料徴収状況  

(3) 保育園からの虐待の情報  

(4) 保育園のプール使用状況及び改修に伴う費用  

(5) 児童数増加に伴う経費の流用  

(6) 子育て支援法に伴う委託の内容  

  (7) 過年度分の保育料の減少（児童手当からの申出件数）  

  (8) ニチイ学館の保育所の対応  

  (9) 定住によるファミサポ利用状況  

(10) 一時保育の定員  

(11) 病児・病後児保育の現状と広域保育の対応  

(12) 国庫支出金過年度収入の  

(13) 給食用調理員に対するシダックスの対応状況  

(14) 子育て支援センター「ほたるの広場」の利用状況  

(15) 駅前通りの子育てサロンの計画  

(16) ＤＶの対応状況  

 

建設水道部土木課   実施日：７月２２日（水） 

(1) 公共施設内の赤道等の管理  

(2) 事務上の課題 電子データーの保管場所（課内ホルダー）  

(3) 平成２６年度の繰越事業の内容  

  (4) 公有財産購入費の対応  

  (5) 光熱水費の流用  

  (6) 駅周辺の管理及び契約状況  

  (7) 随時要望の対応（対応後の自治会等への報告） 

  (8) 公園費の備品購入  

  (9) かわまち事業の流用による工事の施工状況  

  (10) 寄附金の対応  

  (11) 土地の買収価格の算定 

  (12) 道路舗装率及び未舗装道路の除草  
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  (13) 橋りょう改修計画  

  (14) 都市ガスの計画区域  

 

総務部市民課   実施日：７月２４日（金）  

(1) 外国人登録法廃止に伴う住民票コード通知  

(2) 外国人のマイナンバーの対応  

(3) マイナンバーカードの取得方法と受付場所の対応  

(4) 戸籍の不受理申出  

(5) 無料交付及の対応  

(6) 戸籍交付証明手数料の設定金額  

(7) システム改修による委託業務の内容  

(8) 市民カードとマイナンバーカードの統一  

(9) 外国人の窓口対応  

(10)  ＤＶなど被害者保護の対応状況  

(11)  広域証明の発行状況  

 

市民協働部文化振興課   実施日：７月２４日（金） 

(1) 資料調査の整理状況 

(2) 伊深自治会館の保存の考え  

  (3) ヤマザキマザック美術館鑑賞助成状況  

  (4) 展示室の整備状況（照明器具）  

  (5) 昼食場所としての利用申請対応  

  (6) 緑のホールの利用状況  

  (7) ふるさと納税による備品購入  

  (8) 坪内逍遥大賞の賞金の寄附対応  

  (9) エントランスホールのガラス破損  

  (10) 工事請負費の工事内容  

(11) 学生演劇祭の成果と今後の対応  

(12) 学習活用事業のバス使用料及び利用状況  

(13) 物品販売の対応  

(14) ふるさと文庫の収益  

(15) 現金取扱の対応  

(16) 託児利用料 

(17) 文化活動推進事業補助金の支出  

○監査委員からの意見  
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・施設管理として展示に係る照明器具の整備を行うよう対処されたい。  

 ・学生演劇祭の３年間の実績を踏まえ開催内容など検討されたい。 

 

教育委員会事務局教育総務課  実施日：７月２４日（金）  

(1) 学校敷地内の公道としての取り扱い  

(2) 給食費の滞納対策  

(3) 予算残額の多い理由 

(4) 光熱水費の使用が０円となっている理由  

(5) 工事請負費の繰越分について  

(6) 学童保育の受入体制  

(7) 蜂屋台企業連絡協議会の活動内容  

 (8) 中学校管理費の富加町の分担金  

  (9) 小中学校の電気料の使用について  

 (10) 学童保育の滞納対策  

(11) 給食費の徴収状況  

 (12) タブレットパソコンの設置状況  

 (13) 給食センターの対応人数と指定管理者制度の考え  

○監査委員からの意見  

・給食費の滞納分について適正な処理をされたい。  

・各学校からの要望事項が多くあり、優先順位を持って対処されたい。  

 

健康福祉部健康課  実施日：７月３０日（木）  

(1) とびだせ保健師の活動内容  

(2) 出前講座の開催状況  

(3) 妊婦健康診断の受診状況  

(4) 子宮頸がん予防接種の接種状況  

(5) 歯科検診の受診状況（受診率の低迷）  

(5) 母子手帳の交付件数と出生数  

(7) 予算執行の補正での対応  

(8) 加茂医師会による病診推進負担金及び緊急情報共有連携市システム補

助金の内容 

(9) 予防接種健康被害医療費等負担金の対応  

  (10)  肺炎球菌の予防接種の状況  

  (11)  諸収入の内訳  

  (12)  各検診等の自己負担の取り扱い  
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  (13)  医薬品等の在庫管理  

  (14)  旧生物工学研究所跡地の今後の対応  

  (15)  保健師の活動状況  

   

企画経済部秘書課   実施日：７月３０日（木） 

(1) 人材育成の内人事評価制度の実施状況  

(2) 職員提案制度の取組状況  

(3) 各種研修の受講状況  

(4) ＣＳ向上実践活動による提案の実現状況  

(5) 職員の健康管理  

(6) 負補交の実績確認の年月日記入  

(7) 派遣職員給与差額に係る負担金  

(8) 総務管理費寄附金の内容  

(9) 過年度人件費等返還金の内容  

(10)  職員徽章の紛失の対応  

(11)  防災服等の貸与状況  

(12)  各種手当の確認状況  

(13) 報酬等の支払い部署  

 (14) パワハラ・セクハラの現状 

 (15) 各種職員研修の開催時期年度末開催に集中  

 

建設水道部都市計画課  実施日：７月３０日（木）  

(1) 都市計画決定に関する事業について  

(2) 遊休土地実態調査の内容  

(3) 屋外広告の許可状況  

(4) 建築指導係の道路の相談内容  

(5) 景観計画運用業務  

(6) 耐震補強診断の補助交付状況 

(7) 砂利採取の採掘条件  

(8) 国道の道路対応  

(9) 美濃加茂インターへの案内板の設置状況  

(10) 工事設計委託料について  

(11) 開発指導要綱から条例に変更した内容及び開発の変化について  

 

 



- 12 - 

産業振興部産業振興課  実施日：８月４日(火) 

(1) 消費生活相談の広域対応  

(2) 商店街連合会補助金実績の検証  

  (3) 小口金融及び企業季節短期資金の利用実績の確認  

  (4) みのかも昭和村ハーフマラソンの補助金の内容  

  (5) 観光案内所の利用者の増加の要因  

  (6) 装飾街路灯の電気料の上昇  

  (7) ＧＩ（地域的表示保護制度）の取組状況  

  (8) 流用（ＦＣ岐阜益山選手応援）  

  (9) 市民まつりの補助金の内訳及び出展者の基準  

  (10)  市工場建設・雇用奨励金の交付状況  

(11)  蜂屋台の工場誘致に伴う市税等の状況  

(12)  美濃加茂ファーム実態  

(13)  各補助金の検証  

(14)  歳入の雑入中、施設電気・水道料の内訳  

(15)  企業支援型雇用返還金の対応 

(16) 信友地区の土地改良区の開発  

(17) 小規模企業者事業所等整備補助金の支出状況  

○監査委員からの意見  

・毎年定額補助金を交付している団体については、実績を検証し、補助金の適

正を検討されたい。  

 

議会事務局  実施日：８月４日（火） 

(1) 政務活動の出支及び精算の確認  

(2) インターネット録画中継の反応  

(3) 東海地区事務研究会の対応  

(4) 議員ＯＢ会の対応  

(5) 議員共済負担金の支出状況  

(6) 行政視察の受け入れ状況  

(7) 会議録の作成に係る日数   

 

 

太田小学校  実施日：１１月４日 (水) 

(1) ＩＣＴを活用した評価の分析  

(2) 校内のインターホンの使用状況  
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(3) 特別支援学級の設置の対応  

(4) タブレットパソコンの使用状況  

(5) 学外講師の謝礼対応  

(6) トイレの改修（職員用）  

(7) 特色ある学校づくりの領収書（宛名）備品管理  

    (8)  朗読劇の授業時間  

    (9)  普通教室の蛍光灯増設要望  

   (10)  通帳と公印の確認  

   (11)  現金の取り扱い  

   (12)  26年度購入の備品の確認  

  (13)  就学援助補助金の対応  

   (14)  学童保育の教室の対応  

○監査委員からの意見  

  ・特色ある学校づくりの補助金の請求書及び領収書は補助事業者名での宛名

とされたい。 

  ・タブレットパソコンの使用管理台帳など作成し、使用実態が把握できるよ

う対処されたい。  

 

蜂屋保育園  実施日：１１月４日 (水) 

(1) 給食調理委託状況  

(2) 長時間保育の対応  

(3) 保育園の定数設定と保育面積の根拠  

(4) 保育参観の実施状況  

(5) 保育制度が変わったことによる職員の体制状況  

(6) 防災頭巾の使用（防災訓練）  

(7) シルバー補助の対応  

    (8)  延長保育の時間延長によるファミリーサポートの登録  

    (9)  現金の取り扱い  

   (10)  消耗品の購入状況  

   (11)  親子遠足の負担金  

   (12)  請求書の伝票処理対応  

  (13)  消耗品費の賄費の流用  

  (14)  虐待やネグレクトの実態  
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蜂屋小学校  実施日：１１月４日（水）  

(1) 校内のインターホンの設置状況  

(2) 図書の利用状況  

(3) Ｆ０プラン特色ある学校づくり事業内容  

(4) 備品管理のシールの設置  

(5) 寄附による備品の管理  

(6) 現金の取り扱い  

(7) 学力テストの実施  

    (8)  学童保育の教室使用状況  

    (9)  中学校区の選択  

   (10)  資質向上委員会の開催状況  

   (11)  いじめや不登校の現状  

   (12)  障害児等の対応  

  (13)  特色ある学校づくり補助金の会計簿の確認  

  (14)  公印と通帳の確認  

  (15)  給食費の未納と振込事務  

○監査委員からの意見  

 ・補助事業の各領収書の宛名が補助事業者名とされたい。  

 ・備品管理シールの設置及び補助事業の備品管理シールと区別をして管理され

たい。 

 

山之上小学校  実施日：１１月６日（金）  

(1) インターホンの設置について  

(2) 遊具の更新状況  

(3) 高架水槽の撤去  

(4) 特色ある学校づくり補助事業内容  

(5) 備品台帳の確認  

(6) 学童保育の実施場所の対応  

(7) パソコンの使用状況  

    (8)  携帯電話の使用状況  

    (9)  公印の確認 

  (10)  Ｆ０プラン推進補助事業会計簿の確認  

   (11)  現金の取扱 

   (12)  朝の勉強会の成果  

  (13)  いじめ、不登校の実態 
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  (14) 学校徴収金契約審査会の内容  

○監査委員からの意見  

 ・公印を５個確認した中で、公印規則に登録されていない印鑑が２件あったた

め公印規則に登録されたい。  

・補助事業の各領収書の宛名が補助事業者名とされたい。  

 

 

 古井第２保育園  実施日：１１月６日（金）  

(1) 公園を園庭として使用している弊害や危険性  

(2) 遊戯室が地域の公民館として使用していることの安全性  

(3) 虐待の把握及び対応について  

(4) 延長保育の対応状況  

(5) 駐車場の利用と送迎の対応  

(6) １１時間保育の勤務体制  

(7) イベントの参加状況  

    (8)  他園との交流保育  

    (9)  給食調理員数と食材の購入先  

   (10)  シルバー補助の対応  

   (11)  備品購入台帳の確認  

   (12)  現金の取り扱い  

○監査委員からの意見  

 ・遊戯室の地域への貸出については検討されたい。  

 

下米田保育園  実施日：１１月６日（金）  

(1) 園庭解放の利用状況  

(2) 保護者会からの寄付の状況  

(3) 遊具等の安全管理と使用禁止の遊具となっている対応  

(4) 内科・歯科検診の対応  

(5) 新入児童の対応  

(6) 保育指針の変更内容  

(7) 保護者等の保育参観の参加状況  

    (8)  備品台帳の確認  

    (9)  パソコンの台数と使用状況  

   (10)  食材費の会計処理  

   (11)  新入園児の入園に対する園児服等の購入対応  
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   (12)  防災頭巾の使用状況 

  (13)  さすまたの設置  

  (14)  虐待の対応状況  

○監査委員からの意見  

 ・寄附台帳の整備をされたい。  

 ・使用禁止となっている遊具等を順次改修をされたい。 

 

会計課  実施日：１１月９日（月）  

(1) 会計伝票の差戻し研修及び職員研修  

(2) 一般会計の複式簿記による会計処理  

(3) 請求書の処理の対応  

(4) 財務４表び作成に係るデーターについて  

(5) コンビニ収納状況  

(6) マイナンバーでの支払いの取りまとめ  

(7) 歳入の確認 

    (8)  口座振替通知廃止に伴う影響  

    (9)  支払いの小切手対応  

   (10)  印紙等の対応状況  

   ○監査委員からの意見  

 ・支払いを普通預金から当座預金に移し振込をしているが、普通預金からの直

接振込での対処できないか検討されたい。 

 

市民協働部福祉課   実施日：１１月９日（月）  

(1) 総合福祉会館の指定管理の評価  

(2) 身体障がい者健康診断の受診状況  

(3) 移動支援事業のチェック体制  

(4) 日中一時支援事業の利用状況  

(5) 自立支援給付事業の内容  

(6) 放課後等ディサービスの利用状況  

(7) ひまわりの家グループホームの考え  

    (8)  精神障害者の生活状況  

    (9)  就労支援施設の利用状況及び請求額の精査  

   (10)  生活保護率、各障害者の増加率  

   (11)  生活保護の就労及び生活保護費の返還状況  

   (12)  戻入内容 
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  (13) 災害時要援護者の把握と対応  

  (14) 臨時福祉給付金の対応状況  

  (15) 総合福祉会館の利用状況  

○監査委員からの意見  

・生活保護費の返還に対する不納欠損の対応を検討されたい。  

 

総合戦略室  実施日：１１月９日（月）  

(1) 総合戦略の対象事業内容  

(2) 子育て支援に対しＦＯプランとの連携  

(3) 総合管理計画の把握  

(4) 一般・特別会計の複式簿記の考え  

(5) アジアに派遣の国は  

(6) 保育園の統廃合の方針  

(7) 本庁舎検討委員会の開催状況  

    (8)  職員の配置替えの考えと専門的知識の育成  

    (9)  Ｋｉｓoジオパーク事業内容  

   (10)  空家対策計画の担当部署  

   (11)  地方創生交付金の受入状況  

   (12)  施設の委託管理の考え  

 

産業振興部農林課   実施日：１１月１０日（火）  

(1) 鳥獣防護ネット柵設置事業及び電気柵の安全性  

(2) 中山間地域等農地活性化事業の対象年齢と対応状況  

(3) 青年就農給付事業の対象者  

(4) 農産物育成事業の対象作物  

(5) 障がい者の農業就労支援対応  

(6) ふるさと納税の返礼品の農産物対応状況  

(7) 経営基盤強化促進法途中解約による対応  

    (8)  農地台帳及びシステム改修業務の内容  

    (9)  健康の森基本検討業務の結果  

   (10)  健康の森の遊具やアスレチック改修計画  

   (11)  バーベキュウーハウスのビニールシートの改修及び増設の計画  

   (12)  さくらの森のバーベキューの使用状況と展望台の景観  

  (13)  平成公園管理の増額内容 

  (14)  さくらの森の自販機設置状況  
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   (15)  各補助金の履行確認  

   (16)  果樹団地再生利用補助事業の内容 

   (17)  健康の森の２０周年の負担金の内訳 

   (18)  地域農業再生支援システムの内容 

   (19)  健康の森及びさくらの森の備品管理  

 

経営企画部市政情報課   実施日：１１月１０日（火）  

(1) 情報公開請求と個人情報開示請求の状況  

(2) 国勢調査の実施状況  

(3) 市政概要のＰＲ  

(4) ケーブルテレビやＦＭららのメリット・デメリット  

(5) ＰＣの更新及びネット使用ＰＣ分離の対応  

(6) 市民の声の対応状況  

(7) パブリットコメントの意見  

    (8)  有料広告の内容  

    (9)  古紙の処分料金  

   (10)  地域情報通信基盤整備事業による貸付料  

   (11)  岐阜県情報スーパーハイウェイ負担金への科目変更に伴う流用  

   (12)  各システム料の妥当性  

  (13)  市政６０周年ビデオの利用状況  

(14)  ホームページの改正に伴う利用と検索  

○監査委員からの意見  

・ホームページの検索の仕方について検討されたい。  

・パブリックコメントの意見が少ないことから周知の検討をされたい。  

 

市民協働部スポーツ振興課   実施日：１１月１１日（水）  

(1) 各施設の利用率推移・使用料収入減免状及び還付金の内容  

(2) 学校開放の管理運営状況  

(3) 自動販売機の設置状況と設置料  

(4) 陸上競技場施設計画の進捗状況  

(5) 前平プールの工事費  

(6) 前平公園の基本構想計画について  

(7) 東総合グランド看板設置料及び公共施設の看板設置状況  

(8) サッカー協会及び軟式野球大会負補交の流用  

    (9)  西体育館の設計状況 
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   (10)  施設建設に伴う一般寄付の募集の考え  

   (11)  健康ウォークの参加数の減少  

   (12)  前平グランドナイター設備保守契約 

     

総務部総務課  実施日：１１月１１日（水）  

(1) 行政不服審査法に基づく不服申立  

(2) 行政相談の内容や件数  

(3) 工事検査の評定方法  

(4) 市営住宅の滞納処分による不納欠損の対応及び保証人の設定  

(5) 公有財産の処分と対応及び貸付状況  

(6) 公用車の買換えによる下取り価格の設定及びオークションの状況  

(7) 総合医療センター用地の費用  

    (8)  公共サイン設置貸付による収入  

    (9)  諸収入の内訳 

   (10)  保守点検業者の指摘事項の対応状況  

   (11)  市バスの購入内容  

(12)  条例改正の手順  

○監査委員からの意見  

 ・保守関係による改善事項については早急に対処されたい。 

 

建設水道部上下水道課   実施日：１１月１１日（水）  

(1) 窓口業務の委託状況 

(2) 東部広域水道受水市町村連絡会議による広域化と統合によるメリット  

(3) 舗装復旧負担金の内容  

(4) 財産取得による施設内容  

(5) 合併浄化槽の補助金及び奨励金の基準とその対応  

(6) 森山浄水場の設備内容  

(7) 新設された下米田給水タンクの配水状況  

    (8)  道路舗装後３年以内の掘削規定 

    (9)  下米田地区雨水排水基本構想の計画作成  

   (10)  県水の値下げに伴う水道料金の値下げの考え  

   (11)  下水道の不明水対策（雨水等）  

   (12)  牧野緑ヶ丘クリーンセンターの施設利用状況  

  (13)  不納欠損による企業債利息を雑支出へ流用・未収金の対応  

   (14)  法律事務所への相談内容  
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(15)  水道施設の安全対策  

○監査委員からの意見  

 蜂屋川クリーンセンター処理施設のボイラー庫の受贈分については、受贈益

としての対応を検討されたい。  

 

市民協働部環境課  実施日：１１月１３日（金）  

(1) 現金取扱いの状況  

(2) 小動物死骸改修業務内容  

(3) 不法投棄の件数（太田地区）  

(4) 公衆浴場経営安定助成事業の状況  

(5) 市営墓地の市外転出者の対応  

(6) タバコのポイ捨て対応  

(7) ペットボトル・トレイの回収状況  

    (8)  ゴミ袋の料金及びささゆりクリーンパークの負担金  

    (9)  ゴミ処理の推移  

   (10)  資源回収の補助状況及び民間が回収する資源回収の状況  

   (11)  容器リサイクルの収入状況  

   (12)  環境フェアの実績  

 

教育委員会学校教育課   実施日：１１月１３日（金）  

(1) 学校づくりと学校評価について  

(2) 保護者や地域住民との連携  

(3) 一般参観とほほえみ参観  

(4) タブレットパソコンの設置に伴う利用状況と今後の導入計画及び導入

う先生の負担について  

(5) サイエンスワールドの利用状況  

(6) いじめや不登校の実態と把握  

(7) 教育センターの児童生徒の対応状況  

    (8)  特別支援の相談対応  

    (9)  発達支援の対応職員  

   (10)  学力検査の結果に対する教育委員会や各学校の対応は  

   (11)  県の指導主事の指導回数 

   (12)  読み聞かせや読書  

  (13)  定住外国人就学支援員の補助内容  

  (14)  各学校の授業の一環として行っている事業補助乃支出  
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○監査委員からの意見  

・学校関係での補助事業として支出をした証拠種類のうち、納品請求及び領収

書の宛名を補助事業者名として対処されたい。  

 ・タブレットパソコン導入している各学校の使用状況を把握されたい。  

 

総務部防災安全課   実施日：１１月１３日（金）  

(1) ＬＥＤ式バルーン投光機や発電機の配備  

(2) 開発審査会や砂利採集に対する意見  

(3) 防犯カメラの設置状況と今後の設置計画  

(4) 軽犯罪率の推移  

(5) 防犯灯のＬＥＤ化による電気料の削減状況  

(6) 交通事故発生状況  

(7) 青柳橋の歩道の交通規制  

    (8)  防災備蓄米等の対応  

    (9)  ちびっこ消防団の活動状況  

   (10)  消防団員の条例改正  

   (11)  空家現地調査の結果  

   (12)  地域防犯活動補助金の内容  

  (13)  消防車の更新基準及び消防団詰所の整備計画  

   (14)  発電機のガソリンの備蓄状況 

  (15)  自衛隊の募集に対する状況  

(16)  消防団員公務災害補償の状況  

   (17)  交通安全指導員の活動費の支給  

   (18)  消防設備の盗難対策  

 

市民協働部地域振興課   実施日：１１月１７日（火）  

(1) 可茂広域行政の対応  

(2) 公平委員会のメンバー及び不服申立状況  

(3) 定住自立圏共生ビジョンの５年間の成果  

(4) 消防団加入促進交付金の対応状況  

(5) 古井交流センター電気料の流用内容  

(6) 電話料金のうち電報の使用について  

(7) あい愛バスアンケート調査の回収率 

    (8)  新たな路線計画とデマンドバスの対応  

    (9)  長良川鉄道の補助事業の内容  
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   (10)  定住つながる事業の今後の見通し  

   (11)  一部事務組合経理及び運営状況  

   (12)  通訳や翻訳の対応状況  

  (13)  自治会加入率の考え方  

  (14)  交流センター（連絡所の立て替え）  

 

健康福祉部保険課  実施日0：１１月１７日（火）  

(1) 各保険料の収納体制  

(2) 療養給付費の過誤調整  

(3) 不納欠損の内生活保護者の対応  

(4) 延滞金の対応  

(5) 介護保険システムの運用  

(6) 介護保険の家族介護支援事業の申請内容   

(7) 介護保険の歳入乃不正利得に伴う徴収金  

    (8)  国民年金の若年者納付猶予  

    (9)  国保の統合によるシステム改修  

   (10)  出産育児一時金  

   (11)  基金からの繰入金の査定  

   (12)  時効２年の延長  

   (13)  保険資格の取得手続き  

  (14)  後期高齢者会計の雑入の振替額の内容  

  (15)  介護保険会計の流用内容  

 

監査委員事務局  実施日：１１月１７日（火）  

(1) 監査委員の決算審査報告に対する議会への出席について  

(2) 歳入歳出外現金の監査  

(3) 定期監査の時期と随時監査との連携  

(4) 事務局職員研修の実施状況  

(5) 住民監査請求の対応  

(6) 固定資産評価審査委員会への審査申出状況  

(7) 固定資産評価の見直し対応  

    (8)  無断転用の対応  

  

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



- 23 - 

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）補助事業について  

 補助事業で購入した備品管理については、備品台帳及び備品に補助事業

者名を明記するよう補助事業者に指導されたい。 

備品管理シールについては、学校ごとの任意で作成されている現状のた

め小中学校統一した備品管理シールを検討されたい。 

   

２）補助金の履行確認について 

毎年定額の補助金を支出している事業について、適正な補助額か十分精

査され対応されたい。  

 

  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。  

 


