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赤 監 第  38  号 

平成 30年 3月 23日 

 

赤 磐 市 長  友實 武則  殿 

赤磐市議会議長  金谷 文則  殿 

赤磐市教育長  内田 惠子  殿 

赤磐市監査委員  藤原 光利 

赤磐市監査委員  松田  勲 

 

定期監査の結果について 

 

地方自治法第 199条第 4項の規定に基づき、平成 30年 1月・2月・3月に監査を行ったので、

同条第 9項の規定によりその結果に関する報告を提出します。 

 

記 

 

1 監査の期日、対象及び範囲 

実施日 監査の対象 監査の範囲 

平成 30年 

1月 19日 

議会事務局 

監査事務局 

平成 29年 4月 1日から平成 29年

12 月末日までに執行された財務

に関する事務の執行 

平成 30年 

1月 22日 

教育委員会  教育総務課 

学校教育課 

       学校給食センター 

図書館 

社会教育課 

平成 29年 4月 1日から平成 29年

12 月末日までに執行された財務

に関する事務の執行 

平成 30年 

1月 23日 

教育委員会  公民館 

スポーツ振興課 

消 防 本 部  消防総務課 

       予防課 

       警防課 

       通信指令室 

平成 29年 4月 1日から平成 29年

12 月末日までに執行された財務

に関する事務の執行 

平成 30年 

2月 20日 

本   庁  都市計画課 

       建設課 

       上下水道課 

平成 29年 4月 1日から平成 30年

1 月末日までに執行された財務に

関する事務の執行及び経営に係

る事業の管理 

平成 30年 

2月 21日 

赤 坂 支 所  産業建設課 

熊 山 支 所  産業建設課 

吉 井 支 所  産業建設課 

本   庁  農林課 

商工観光課 

平成 29年 4月 1日から平成 30年

1 月末日までに執行された財務に

関する事務の執行 
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平成 30年 

3月 6日 

 

本  庁   総務課 

くらし安全課 

       秘書企画課 

まち・ひと・しごと創生課 

       財政課 

       管財課 

平成 29年 4月 1日から平成 30年

1 月末日までに執行された財務に

関する事務の執行 

 

2 監査の方法 

監査に当たっては、財務に関する事務が法令に基づいて適正かつ効率的に執行されている

かに主眼をおき、提出された監査資料及び抽出により提示された関係書類について審査をし

たほか、担当課長から説明を聴取して実施した。 

 

3 監査の結果 

  次のとおり。 

  財務に関する事務の執行について、一部に注意、検討又は改善を要するものなどが見受け

られた。なお、軽易な指摘事項については、それぞれの監査の過程において触れたので省略

する。 

  当該監査の結果に基づき、又は参考として改善等の措置を講じたときは、その旨を遅滞な

く通知されたい。 

 

 

 

(1) 本庁 秘書企画課 

①予算の執行状況 

予算は関係法令、条例、規則、予算目的に従って、適正かつ効率的に執行されている

ものと認めた。 

②事務処理状況 

   ア 補助金 

今回の監査では 1件について、交付決定通知等関係書類を審査した結果、適正に

処理されているものと認めた。 

イ 工事  

   今回の監査では 1件について、契約書等関係書類を審査した結果、適正に処理さ 

  れているものと認めた。 

ウ 委託 

   今回の監査では 1件について、契約書等関係書類を審査した結果、適正に処理さ 

  れているものと認めた。 

エ 備品購入 

   今回の監査では 1件について、請書等関係書類を審査した結果、おおむね適正 

  に処理されているものと認めたが、契約書の作成を省略し、請書を徴していた。赤 

  磐市財務規則、会計事務必携の規定に従い、金額 50万円以上の契約の場合は契約書 

  を作成するよう努められたい。 
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(2) 本庁 まち・ひと・しごと創生課 

   ①予算の執行状況 

予算は関係法令、条例、規則、予算目的に従って、適正かつ効率的に執行されている

ものと認めた。 

   ②事務処理状況 

   ア 負担金 

今回の監査では 1件について、検査調書等関係書類を審査した結果、適正に処理

されているものと認めた。 

イ 委託 

             今回の監査では 1件について、契約書等関係書類を審査した結果、適正に処理さ 

      れているものと認めた。 

 

(3) 本庁 総務課 

①予算の執行状況 

予算は関係法令、条例、規則、予算目的に従って、適正かつ効率的に執行されている

ものと認めた。 

②事務処理状況 

   ア 負担金 

今回の監査では 1件について、協定書等関係書類を審査した結果、適正に処理さ

れているものと認めた。 

    イ 委託 

今回の監査では 1件について、契約書等関係書類を審査した結果、適正に処理さ

れているものと認めた。 

    ウ 備品購入 

今回の監査では 1件について、契約書等関係書類を審査した結果、適正に処理さ

れているものと認めた。 

    エ 県外出張 

      今回の監査では 1件の出張命令に関する書類及び復命書等を閲覧し、出張が公務 

     のため必要なものであり、事務処理についても適正に処理されているものと認めた。 

    オ 郵券料 

      郵券等受払簿及び現物を審査した結果、適正に処理されているものと認めた。 

 

(4) 本庁 くらし安全課 

①予算の執行状況 

予算は関係法令、条例、規則、予算目的に従って、適正かつ効率的に執行されている

ものと認めた。 

②事務処理状況 

   ア 委託 

今回の監査では 1件について、契約書等関係書類を審査した結果、適正に処理さ

れているものと認めた。 
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イ 備品購入 

今回の監査では 1件について、契約書等関係書類を審査した結果、適正に処理さ

れているものと認めた。 

    ウ 郵券料 

      郵券等受払簿を審査した結果、適正に処理されているものと認めた。 

 

(5) 本庁 財政課 

①予算の執行状況 

予算は関係法令、条例、規則、予算目的に従って、適正かつ効率的に執行されている

ものと認めた。 

②事務処理状況 

   ア 委託 

今回の監査では 1件について、契約書等関係書類を審査した結果、おおむね適正

に処理されているものと認めたが、提出書類の一部に受取日が不明なものが見受け

られたので、受付印を押印する等受取日を明確にするよう適切な事務処理に努めら

れたい。 

 

(6) 本庁 管財課・桜が丘いきいき交流センター 

①予算の執行状況 

予算は関係法令、条例、規則、予算目的に従って、適正かつ効率的に執行されている

ものと認めた。 

②事務処理状況 

ア 工事 

今回の監査では 1件について、契約書等関係書類を審査した結果、適正に処理さ

れているものと認めた。 

   イ 委託 

      今回の監査では 1件について、契約書等関係書類を審査した結果、適正に処理さ 

     れているものと認めた。 

   ウ 県外出張 

      今回の監査では 1件の出張命令に関する書類及び復命書等を閲覧し、出張が公務 

     のため必要なものであり、事務処理についてもおおむね適正に処理されているもの 

     と認めたが、旅費の精算が行われていなかった。概算払に伴う精算の期間は、やむ 

     を得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了の翌日 

     から起算して 2週間以内とされている。復命と同時に精算の手続きも行うよう努め 

     られたい。 

 

(7) 本庁 農林課 

①予算の執行状況 

予算は関係法令、条例、規則、予算目的に従って、適正かつ効率的に執行されている

ものと認めた。 

②事務処理状況 
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    ア 補助金 

今回の監査では 1件について、交付申請書等関係書類を審査した結果、適正に処

理されているものと認めた。 

    イ 委託 

今回の監査では 1件について、契約書等関係書類を審査した結果、適正に処理さ

れているものと認めた。 

   ウ 県外出張 

      今回の監査では 1件の出張命令に関する書類及び復命書等を閲覧し、出張が公務 

のため必要なものであり、事務処理についても適正に処理されているものと認めた。 

    エ 郵券料 

郵券等受払簿及び現物を審査した結果、適正に処理されているものと認めた。 

   ③雑入(返還金) 

    滞納繰越分について収入未済額が認められた。これらの解消にむけて納付者の理解を得 

      られるよう努められたい。 

 

(8) 本庁 商工観光課 

①予算の執行状況 

予算は関係法令、条例、規則、予算目的に従って、適正かつ効率的に執行されている

ものと認めた。 

②事務処理状況 

ア 修繕 

今回の監査では 1件について、契約書等関係書類を審査した結果、適正に処理さ

れているものと認めた。 

イ 委託 

今回の監査では 1件について、契約書等関係書類を審査した結果、適正に処理さ

れているものと認めた。 

    ウ 土地購入 

今回の監査では 1件について、売買契約書等関係書類を審査した結果、適正に処

理されているものと認めた。 

    エ 郵券料 

郵券等受払簿及び現物を審査した結果、適正に処理されているものと認めた。 

 

(9) 本庁 都市計画課 

①予算の執行状況 

予算は関係法令、条例、規則、予算目的に従って、適正かつ効率的に執行されている

ものと認めた。 

②事務処理状況 

ア 補助金 

今回の監査では 1件について、交付申請書等関係書類を審査した結果、適正に処

理されているものと認めた。 

イ 修繕 
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今回の監査では 1件について、契約書等関係書類を審査した結果、適正に処理さ

れているものと認めた。 

ウ 委託 

今回の監査では 1件について、契約書等関係書類を審査した結果、適正に処理さ

れているものと認めた。 

    エ 公金領収票 

       記入方法、収納金の引継ぎ等、適正に処理されていることを認めた。 

    オ 郵券料 

郵券等受払簿及び現物を審査した結果、適正に処理されているものと認めた。 

   ③住宅使用料収納状況 

滞納繰越分について収入未済額が認められた。法的措置の他にも滞納者の調査や職員

の研修等様々な対策を講じており、滞納額の減少からもその効果は明らかである。引き

続き対策を続け、収入未済の解消に向けて努力されたい。 

 

(10) 本庁 建設課 

①予算の執行状況 

予算は関係法令、条例、規則、予算目的に従って、おおむね適正かつ効率的に執行さ

れているものと認めたが、滞納繰越分の調定に遅れが見受けられた。調定は、徴収に関

する地方公共団体の内部意思決定の行為であり、調定行為がないままに収入を行うこと

は、歳入とするための法律上の手続き開始が極めて不明瞭となる。調定はいかなる場合

も省略できないものであり、調定と収入の差を未収金として把握することができるもの

であるから、滞納繰越を行うと同時に調定もしておかれたい。 

②事務処理状況 

ア 工事 

今回の監査では 2件について、契約書等関係書類を審査した結果、適正に処理さ

れているものと認めた。 

    イ 委託 

今回の監査では 2件について、契約書等関係書類を審査した結果、適正に処理さ

れているものと認めた。 

 

(11) 本庁 上下水道課 

①予算の執行状況 

予算は関係法令、条例、規則、予算目的に従って、適正かつ効率的に執行されている

ものと認めた。 

②事務処理状況 

ア 工事 

今回の監査では 3件について、契約書等関係書類を審査した結果、適正に処理さ

れているものと認めた。 

   イ 委託 

今回の監査では 2件について、契約書等関係書類を審査した結果、適正に処理さ

れているものと認めた。 
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    ウ 県外出張 

       今回の監査では 1件の出張命令に関する書類及び復命書等を閲覧し、出張が公務 

           のため必要なものであり、事務処理についても適正に処理されているものと認めた。 

    エ 公金領収票 

       記入方法、収納金の引継ぎ等、適正に処理されていることを認めた。 

    オ 郵券料 

郵券等受払簿及び現物を審査した結果、適正に処理されているものと認めた。 

   ③水道使用料、給水使用料、簡易水道負担金、下水道使用料及び受益者負担金収納状況 

滞納繰越分について収入未済額が認められた。納付相談、給水停止などを実施し、徴

収に努力されているが、依然として収入未済額は多額となっている。受益者負担及び公

平性の見地から、引き続き収入未済額の解消にむけて格段の努力をされたい。 

また、新たな滞納を発生させないよう、初期の対策についても引き続き徹底されたい。 

 

(12) 赤坂支所 産業建設課 

①予算の執行状況 

予算は関係法令、条例、規則、予算目的に従って、適正かつ効率的に執行されている

ものと認めた。 

②事務処理状況 

   ア 修繕 

今回の監査では 1件について、請書等関係書類を審査した結果、適正に処理され

ているものと認めた。 

イ 工事 

   今回の監査では 2件について、契約書等関係書類を審査した結果、適正に処理さ 

  れているものと認めた。 

ウ 公金領収票 

   所持しているが、監査対象期間中に使用していないことを認めた。 

 

(13) 熊山支所 産業建設課 

①予算の執行状況 

予算は関係法令、条例、規則、予算目的に従って、適正かつ効率的に執行されている

ものと認めた。 

②事務処理状況 

ア 修繕 

今回の監査では 1件について、契約書等関係書類を審査した結果、適正に処理さ

れているものと認めた。 

イ 交付金 

今回の監査では 1件について、交付決定通知書等関係書類を審査した結果、適正

に処理されているものと認めた。 

ウ 工事 

今回の監査では 1件について、契約書等関係書類を審査した結果、適正に処理さ

れているものと認めた。 
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エ 委託 

今回の監査では 1件について、契約書等関係書類を審査した結果、適正に処理さ

れているものと認めた。 

    オ 公金領収票 

       記入方法、収納金の引継ぎ等、適正に処理されていることを認めた。 

   ③農業費分担金、農業用施設災害復旧費分担金収納状況 

ほ場整備事業償還分担金、国営吉井川土地改良事業分担金、田原用水事業分担金及び

農地災害復旧費分担金の滞納繰越分において、収入未済額が認められた。これらの解消

にむけて納付者の理解を得られるよう努められたい。 

 

(14) 吉井支所 産業建設課 

①予算の執行状況 

予算は関係法令、条例、規則、予算目的に従って、適正かつ効率的に執行されている

ものと認めた。 

②事務処理状況 

ア 工事 

今回の監査では 2件について、契約書等関係書類を審査した結果、適正に処理さ

れているものと認めた。 

イ 委託 

今回の監査では 1件について、契約書等関係書類を審査した結果、適正に処理さ

れているものと認めた。 

ウ 補助金 

今回の監査では 1件について、管理会会議録等関係書類を審査した結果、適正に

処理されているものと認めた。 

エ 公金領収票 

所持しているが、監査対象期間中に使用していないことを認めた。 

 

(15) 議会事務局 

①予算の執行状況 

予算は関係法令、条例、規則、予算目的に従って、適正かつ効率的に執行されている

ものと認めた。 

②事務処理状況 

ア 賃借 

今回の監査では 1件について、契約書等関係書類を審査した結果、適正に処理さ

れているものと認めた。 

イ 備品購入 

今回の監査では 1件について、契約書等関係書類を審査した結果、適正に処理さ

れているものと認めた。 

ウ 郵券料 

郵券等受払簿及び現物を審査した結果、適正に処理されているものと認めた。 
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(16) 監査事務局 

①予算の執行状況 

予算は関係法令、条例、規則、予算目的に従って、適正かつ効率的に執行されている

ものと認めた。 

②事務処理状況 

   ア 県外出張 

今回の監査では 1件の出張命令に関する書類及び復命書等を閲覧し、出張が公務

のため必要なものであり、事務処理についても適正に処理されているものと認めた。 

 

(17) 消防本部 消防総務課 

①予算の執行状況 

予算は関係法令、条例、規則、予算目的に従って、おおむね適正かつ効率的に執行さ

れているものと認めたが、歳入の一部に調定の遅れが見受けられた。調定は、納入の通

知の前に行われる事前調定が原則である。使用料等で収入金を即納させる場合のように

調定のいとまがない歳入については、収納後に行われる事後調定が認められているが、

その場合は領収日付けをもって調定しなければならないと定められている。会計事務執

行においては赤磐市財務規則、会計事務取扱要綱及び会計事務必携にしたがって適正に

処理されたい。 

②事務処理状況 

   ア 報償 

今回の監査では 1件について、請求書等関係書類を審査した結果、適正に処理さ

れているものと認めた。 

    イ 修繕 

今回の監査では 1件について、請求書等関係書類を審査した結果、適正に処理さ

れているものと認めた。 

   ウ 補助金 

今回の監査では 1件について、交付決定通知等関係書類を審査した結果、適正に

処理されているものと認めた。 

エ 郵券料 

郵券等受払簿及び現物を審査した結果、適正に処理されているものと認めた。 

 

(18) 消防本部 予防課 

①予算の執行状況 

予算は関係法令、条例、規則、予算目的に従って、適正かつ効率的に執行されている

ものと認めた。 

②事務処理状況 

ア 県外出張 

今回の監査では 1件の出張命令に関する書類及び復命書等を閲覧し、出張が公務

のため必要なものであり、事務処理についても適正に処理されているものと認めた。 

 

(19) 消防本部 警防課 
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①予算の執行状況 

予算は関係法令、条例、規則、予算目的に従って、適正かつ効率的に執行されている

ものと認めた。 

②事務処理状況 

ア 備品購入 

今回の監査では 2件について、契約書等関係書類を審査した結果、適正に処理さ

れているものと認めた。 

イ 県外出張 

今回の監査では 1件の出張命令に関する書類及び復命書等を閲覧し、出張が公務

のため必要なものであり、事務処理についても適正に処理されているものと認めた。 

 

 (20) 消防本部 通信指令室 

①予算の執行状況 

予算は関係法令、条例、規則、予算目的に従って、適正かつ効率的に執行されている

ものと認めた。 

②事務処理状況 

ア 修繕 

   今回の監査では 1件について、検査印等関係書類を審査した結果、適正に処理さ

れているものと認めた。 

 

 (21) 教育委員会 教育総務課 

①予算の執行状況 

予算は関係法令、条例、規則、予算目的に従って、適正かつ効率的に執行されている

ものと認めた。 

②事務処理状況 

ア 修繕 

今回の監査では 1件について、契約書等関係書類を審査した結果、適正に処理さ

れているものと認めた。 

    イ 委託 

       今回の監査では 2件について、契約書等関係書類を審査した結果、おおむね適正

に処理されているものと認めたが、見積書に日付の記載が認められなかった。受け

取った書類については日付の受付印を押印する等、受取日を明確にしておくよう努

められたい。 

ウ 工事 

今回の監査では 1件について、契約書等関係書類を審査した結果、適正に処理さ

れているものと認めた。 

エ 備品購入 

今回の監査では 1件について、契約書等関係書類を審査した結果、適正に処理さ

れているものと認めた。 

オ 郵券料 

郵券等受払簿及び現物を審査した結果、適正に処理されているものと認めた。 
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(22) 教育委員会 学校教育課 

①予算の執行状況 

予算は関係法令、条例、規則、予算目的に従って、適正かつ効率的に執行されている

ものと認めた。 

②事務処理状況 

ア 印刷製本 

今回の監査では 1件について、請求書等関係書類を審査した結果、適正に処理さ

れているものと認めた。 

イ 委託 

今回の監査では 1件について、契約書等関係書類を審査した結果、適正に処理さ

れているものと認めた。 

    ウ 県外出張 

今回の監査では 1件の出張命令に関する書類及び復命書等を閲覧し、出張が公務

のため必要なものであり、事務処理についても適正に処理されているものと認めた。 

 

(23) 教育委員会 学校給食センター 

①予算の執行状況 

予算は関係法令、条例、規則、予算目的に従って、適正かつ効率的に執行されている

ものと認めた。 

②事務処理状況 

 ア 補助金 

    今回の監査では 1件について、交付決定通知等関係書類を審査した結果、おおむ

ね適正に処理されているものと認めたが、交付要綱に規定が無い概算払での支払い

を行っていた。支出方法の変更又は要綱の見直しを検討されたい。 

イ 委託 

今回の監査では 1件について、契約書等関係書類を審査した結果、適正に処理さ

れているものと認めた。 

ウ 備品購入 

   今回の監査では 1件について、契約書等関係書類を審査した結果、適正に処理さ 

  れているものと認めた。 

エ 郵券料 

郵券等受払簿及び現物を審査した結果、適正に処理されているものと認めた。 

 

(24) 教育委員会 社会教育課 

①予算の執行状況 

予算は関係法令、条例、規則、予算目的に従って、適正かつ効率的に執行されている

ものと認めた。 

②事務処理状況 

 ア 補助金 

    今回の監査では 1件について、交付決定通知等関係書類を審査した結果、適正に
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処理されているものと認めた。 

イ 工事 

今回の監査では 1 件について、契約書等関係書類を審査した結果、適正に処理さ

れているものと認めた。 

   ウ 備品購入 

今回の監査では 1件について、契約書等関係書類を審査した結果、適正に処理さ

れているものと認めた。 

エ 郵券料 

郵券等受払簿及び現物を審査した結果、適正に処理されているものと認めた。 

 

(25) 教育委員会 公民館 

①予算の執行状況 

予算は関係法令、条例、規則、予算目的に従って、適正かつ効率的に執行されている

ものと認めた。 

②事務処理状況 

ア 保険料 

   今回の監査では 1 件について、加入証書等関係書類を審査した結果、適正に処理

されているものと認めた。 

イ 委託 

今回の監査では 1件について、契約書等関係書類を審査した結果、適正に処理さ

れているものと認めた。 

ウ 修繕 

今回の監査では 1件について、契約書等関係書類を審査した結果、適正に処理さ

れているものと認めた。 

エ 郵券料 

郵券等受払簿及び現物を審査した結果、適正に処理されているものと認めた。 

 

(26) 教育委員会 図書館 

①予算の執行状況 

予算は関係法令、条例、規則、予算目的に従って、適正かつ効率的に執行されている

ものと認めた。 

②事務処理状況 

 ア 消耗品 

       今回の監査では 1件について、契約書等関係書類を審査した結果、おおむね適正

に処理されているものと認めたが、見積書の日付が見積期限日を超過しているのが

認められた。随意契約ではあるが、見積書は期限内に徴するよう適正な事務処理に

努められたい。 

イ 委託 

今回の監査では 1件について、契約書等関係書類を審査した結果、適正に処理さ

れているものと認めた。 

ウ 郵券料 
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郵券等受払簿及び現物を審査した結果、適正に処理されているものと認めた。 

 

(27) 教育委員会 スポーツ振興課 

①予算の執行状況 

予算は関係法令、条例、規則、予算目的に従って、適正かつ効率的に執行されている

ものと認めた。 

②事務処理状況 

   ア 委託 

今回の監査では 2件について、契約書等関係書類を審査した結果、おおむね適正

に処理されているものと認めたが、契約書に分割しての支払方法が記載されていな

いのに分割して支払いをしていた。契約書に支払方法及び支払時期を記載する等の

処理をされたい。 

イ 県外出張 

今回の監査では 1件の出張命令に関する書類及び復命書等を閲覧し、出張が公務

のため必要なものであり、事務処理についても適正に処理されているものと認めた。 

ウ 郵券料 

郵券等受払簿及び現物を審査した結果、適正に処理されているものと認めた。 

 

 


