
平成２９年東温市監査委員告示第１号 

 

 地方自治法第１９９条第４項の規定により下記の監査を実施したので、同条第９項

の規定により、監査の結果を次のとおり公表する。 

 

記 

 

１．平成２８年度財政援助団体監査   

（平成 28年 7月 12日実施分） 

２．平成２８年度定期監査（第１回）  

（平成 28年 8月 29日～30日実施分） 

３．平成２８年度定期監査（第２回）  

（平成 28年 10月 18日～19日実施分） 

４．平成２８年度定期監査（第３回）  

（平成 28年 11月 24日、25日実施分） 

５．平成２８年度工事監査        

（平成 29年 2月 22日実施分） 

 

 

 

平成２９年３月２７日 

 

 

 

                    東温市監査委員 安 部 修 治 

 

                       同    山 内 数 延 

 

 

 

 



平成２８年度財政援助団体監査結果報告書 

 

第１ 監査の種類、対象等 

    

  １ 財政援助団体監査の観点 

監査は、平成２７年度に実施した財政援助に係る出納その他の事務の執行に

ついて、「東温市補助金等交付規則」及び「東温市各種補助金等交付・適用基準」

に沿って適正かつ効率的に行われているか、また、所管課の指導・監督が適切

に行われているかを主眼として実施した。 

 

２ 監査の方法 

平成２８年度監査計画に基づき、監査対象全１２団体について、所管課から提

出された諸帳簿等関係書類について書面審査を行うとともに、下記６団体につい

ては、所管課職員に説明を求めた。 

所管課職員のヒアリングを実施した６団体は、以下のとおり 

監査対象団体 所管課 ヒアリング実施日 

１ 東温市商工会 
産業創出課 平成２８年７月１２日 

２ 東温市観光物産協会 

３ 東温市人権教育協議会 生涯学習課 平成２８年７月１２日 

４ 東温市人権対策協議会 
社会福祉課 平成２８年７月１２日 

５ 東温市社会福祉協議会 

６ 東温市シルバー人材センター 長寿介護課 平成２８年７月１２日 

 

  ３ 監査対象団体 

    平成２８年度監査計画に基づき、以下の補助金等交付団体１２団体を選定し

監査を実施した。 

(１) きらり東温  

(２) 東温市社会福祉協議会 

(３) 東温市身体障害者協助会     

(４) 東温市シルバー人材センター 

(５) 東温市人権対策協議会 

(６) 東温市商工会 

(７) 東温市観光物産協会 

(８) 緑の少年団 

(９) 東温市人権教育協議会 

(10) ＳＡＲＡ 

(11) 東温史談会 

(12) ジュニアハーモニー 

  ４ 監査期間 

 平成２８年６月１日から平成２８年７月１３日まで 



 

第２ 監査の結果等 

 

   事業は公益性があり、団体の事業目的に沿って実施されており、公益的事業とし

て一定の効果が表れている。 

事務処理については、概ね適正かつ効率的に実施されている。 

ヒアリングを実施した団体の中で、以下の団体については、一部の事項について

意見を申し述べるので、所管部署にあっては、適切に検討・指導されたい。 

監査対象団体にあっては、所管部署の指導により適切な改善策を講じ、今後の事

務処理に万全を期されたい。なお、軽易な事項についての表記は省略している。 

 

監査対象団体 意 見 の 内 容 所管部署 

商 工 会 

予算上、引当金は計上されていないが、修繕積立金

については、商工会館の建物の耐震調査等を行い、修

繕計画を基にして、目標積立額を設定されたい。 

各種事業を拡大したことにより人員補充を希望す

るのであれば、当初予算編成時期までには、なぜ増員

を必要とするのか説得力のある具体的な事業計画書

の提出を求め、補助の増額が可能であるか検討された

い。 

産業創出課 

観光物産協会 

観光物産協会が、商工会館から市庁舎２階に移転さ

れたが、今後本庁から移設する予定はないか。当面、

市役所に置くにせよ、観光物産協会という性質上、庁

舎２階ではなく、１階の人目に付きやすい場所に設置

すべき。 

いのとんの着ぐるみを、早急に追加購入できない

か。 

産業創出課 

人権教育協議会 

年４回開催の人権講座については、受講者が固定

化、マンネリ化の傾向にある。多くの市民の方々が興

味、関心を示すインパクトの強い講師の人選に努めら

れたい。 

生涯学習課 

社会福祉協議会 

かねてより指摘している約２億円余りの余剰金を

地域貢献のために活用する方策を早急に検討するた

めにも、「地域福祉計画」の策定を早急に着手された

い。 

社会福祉課 

シルバー 

人材センター 

超高齢化社会の到来に伴い、元気な高齢者が、家事

の支援を必要とする高齢者を支える社会を構築する

ためにも、シルバー人材センターにおいてワンコイン

サービス（買い物やゴミ出し等、簡単な家事支援サー

ビスを安く行う）ができないか検討されたい。 

長寿介護課 

 



第３ まとめ 

 

補助金の交付は、「東温市補助金等交付規則」及び「東温市各種補助金等交付・適用

基準」に基づき、交付から精算（返還）までの事務処理は適正に行われていた。 

なお、各補助団体の担当課は補助金の交付に当たり、今まで以上に各団体の会員数、

活動内容等を詳細に把握し、適確な指導監督を行い、各団体が補助金を有効活用し、

十分な活動ができるように努められたい。 

 また、各補助団体の必要性、有効性等についても検証を行うとともに、団体と情報

交換を行い、必要に応じて問題点の解決に向けて協議を行うなど、補助団体が時代に

応じた役割を果たせるような質の高い補助金事務に努められたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成２８年度 定期監査（施設）結果報告書 

１ 対象施設及び実施日時・場所             

 

２ 監査項目  

(1) 事業執行の状況 

 (2) 事業実施上の課題 

 (3) 予算執行の状況 

 (4) 予算経理の状況 

 (5) 物品・財産の、管理並びに処分の状況 

(6) その他必要な事項 

 

３ 監査の方法 

  監査の実施にあたっては、提出書類等に基づき、聞き取りに主眼をおき行った。 

 

４ 監査の結果 

 

①  事業は概ね適正に執行されていた。 

 

②  各施設共通事項として、子どもの安心・安全のため、各幼稚園・保育所の職

員、及び小中学校の教員に防災士の資格を取得させるよう検討されたい。 

 

③  各小中学校への公用車配備については、教職員に対し自家用車利用の実態調

査も行い、その必要性を検証し早期の配備に向け検討されたい。 

 

④  各学校の不用品については、単に廃棄処分とするのではなく、積極的にオー

クションを活用し売却処分とするよう検討されたい。 

 

 

実施日 時 間 対象施設 実施場所 

８月２９日（月） 

１３時～ 川上小学校 

各施設 
１４時～ 川上幼稚園 

１５時～ 川内中学校 

１６時～ よしいのこども館 

８月３０日（火） 

 ９時～ 南吉井第二保育所 

各施設 

１０時～ 南吉井保育所 

１１時～ 拝志保育所 

１３時～ 拝志小学校 

１４時～ 上林小学校 



５ 各施設別の指摘事項 

川上小学校 

①体育館のワイヤレスマイクがとぎれることがあり、式や集会等

で聞き取れないことがあるため改善されたい。 

②本館１、２階トイレの喚気状態が悪いので、換気扇の増設、改

善を検討されたい。 

③校長室や本館東側倉庫の床が落ちそうであるため、原因を調査

し改修補強されたい。 

川上幼稚園 

①新規採用者及び臨時職員が多いため、経験の差や年齢の差が大

きく、保育について意識統一することの難しさがあるため、保

育技術の向上、保育理念の共通理解を図るためにも充分な研修

時間の確保を図られたい。 

川内中学校 
①本館から図書館棟へ移動する際、屋根がつながっていないため

雨が降ると通路が水浸しになるため、改善策を検討されたい。 

よしいのこども館 

①夜間運営を行っているが、県道に面している所の看板が目立た

ず、駐車場も暗いため、外から見た際、開館しているのか分か

りにくいため改善されたい。 

南吉井第二保育所 

①園庭側テラスの木製すのこが、雨風にあたっていたみが早く、

とげがたったり、転んだりして危険なため改善されたい。 

②南側の通用門が、道路と園舎敷地の段差が大きいため、車体の

底をする状態であるが、南門からの通行が可能なら、送迎の際

の混雑が緩和されるので検討されたい。 

③２階に職員トイレがないので、設置を検討されたい。 

南吉井保育所 

①調理員の更衣室に非常災害用の備蓄品や日々の菓子等を保管を

しておりロッカーもない。衛生面や安全面に問題があるため、

棚等、物品を置く工夫をするなど改善策を検討されたい。 

②雨天時、以上児棟の中央から事務室前にかけて、園庭からの雨

水が流れ、テラスに水たまりができるため、側溝の設置を検討

されたい。 

③未満児ほふく室は、安全・清潔が必要であるため、ほふく室の

畳表替えは、毎年実施されたい。 



拝志保育所 

①未満児保育の保育室環境が整っていないため、希望があっても

受け入れできない場合がある。また、一時保育も行っており、

空き部屋がないため、年齢別での部屋の使用が難しい状況の改

善策を検討されたい。 

②園舎東側の一時保育室の裏が雨量の多いときは排水ができず、

倉庫が浸水するため、排水対策工事を検討されたい。 

拝志小学校 

①異常気象により年々暑さが厳しくなっており、７月中旬や９月

上旬の校内環境が、職務の円滑な遂行や、児童の学習環境とし

て望ましくない状況となっている。 

特に、ランチルームでの給食準備に当たっては、熱中症の発

症が懸念されるため、教室やランチルーム等へのエアコンの設

置を早急に検討されたい。 

上林小学校 

①事務職員未配置校のため、事務に関する専門的な業務に支障を

きたしているため、再任用職員も視野に入れ、県教育委員会へ

事務職員の採用について強く要望されたい。 

 

 



平成２８年度 定期監査（第 2 回）結果報告書 

 

１ 対象課及び実施日時・場所  

 

２ 監査項目  

(1) 事業執行の状況 

 (2) 事業実施上の課題 

 (3) 予算執行の状況 

 (4) 予算経理の状況 

 (5) 物品・財産の、管理並びに処分の状況 

(6) その他必要な事項 

 

３ 監査の方法 

  監査の実施にあたっては、提出書類等に基づき、聞き取りに主眼をおき行った。 

 

４ 監査の結果 

   事業は概ね適正に執行されていると認めるが、以下の点について指摘を行う。 

 

 

 

 

実 施 日 対  象 時  間 実施場所 

１０月１８日（火） 

① 危機管理課 9:00～10:00 

監査委員事務局 

② 企画財政課 10:00～11:00 

③ 社会福祉課 11:00～12:00 

④ 長寿介護課 13:00～14:00 

⑤ 市 民 課 14:00～15:00 

⑥ 環境保全課 15:00～16:00 

１０月１９日（水） 

⑦ 農林振興課  9:00～10:00 

⑧ 建 設 課 10:00～11:00 

⑨ 下水道課 11:00～12:00 

⑩ 学校教育課 13:00～14:00 

⑪ 学校給食センター 14:00～15:00 

⑫ 議会事務局 15:00～16:00 

⑬ 会 計 課 16:00～16:30 



平成２８年１０月 定期監査での主な指摘事項 

 

１．大規模災害時の備えとして、今後、市民の安心・安全を向上させるため、小中学

校等、避難所となる全施設へ「防災井戸」の設置を順次計画的に行われたい。 

 

２．大規模災害時に被災した家屋を調査するための機材が不備のため今後整備された

い。  

また、罹災証明を発行するには、現地調査ができる知識を持った人材が必要とな

ってくることから、そのための人材を計画的に育成されたい。 

 

３．農村環境改善センターについて、社会福祉協議会が総合保健福祉センターへ移設

されることとなるならば、利用頻度の低さから、建物の売却も視野に検討されたい。 

 

４．下水道利用料と合併処理浄化槽の維持管理料を比較した場合、合併処理浄化槽の

方が割高となっているため、公共下水道区域の縮小により、今後も合併処理浄化槽

の利用を余儀なくされる家庭に対しては、公平・公正の観点から他市の状況も調査

の上、差額を補助する制度を検討されたい。 

 

５．学校現場の声も聞き、要望の強い公用車配備について配慮されたい。 

 

６．給食センターの配管は、経年劣化による水蒸気漏れ等が多発している状況から、

抜本的改修工事が必要と思われるので、改修費用の積算や工期の検討について早期

に着手されたい。 

 

７．議員へ支給されている政務活動費については、全国的に色々な問題が発覚してい

るが、制度を継続するか否かも含め、改選後の議会において十分議論・検討された

い。 

 

 



平成２８年度 定期監査（第３回）結果報告書 

 

１ 対象施設及び実施日時 

 

２ 監査項目  

(1) 事業執行の状況 

 (2) 事業実施上の課題 

 (3) 予算執行の状況 

 (4) 予算経理の状況 

 (5) 物品・財産の、管理並びに処分の状況 

(6) その他必要な事項 

 

３ 監査の方法 

   監査の実施にあたっては、提出書類に基づき現地にて聞き取りに主眼をおき行

った。 

 

 

４ 監査の結果 

    事業は概ね適正に執行されていると認めるが、以下の点について指摘を行う。 

 

平成２８年１１月 定期監査（施設）での主な指摘事項 

 

１１月２４日（木） １１月２５日（金） 

 9:00 ① クリーンセンター  9:00 ⑨ なめがわ清流の森 

10:00 ② 市 営 墓 地 10:00 ⑩ 桜 花 苑 

11:00 ③ ツインドーム重信 11:00 ⑪ リサイクルセンター 

13:00 ④ 老人福祉センター 13:00 ⑫ 福 祉 館 

14:00 ⑤ 農村環境改善センター 14:00 ⑬ 川内体育センター 

15:00 ⑥ 農林業者トレーニングセンター 

 16:00 ⑦ 重信浄化センター 

16:45 ⑧ 川内浄化センター 



１．「クリーンセンター」については、現在、山之内との協定の５年間再延長の協議が

なされているところであるが、今後は施設の老朽化に伴う補修費用や維持管理費の

増大も予想されるため、今後も市直営が良いのか、民間委託の方が良いのか、費用

対効果も含め、トータル的に検討されたい。 

 

 

２．「老人福祉センターの浴場」については、改修されたものの、利用者数の低迷で、

現在稼動していない。折角の施設の有効利用について、再検討されたい。 

 

 

３．「農村環境改善センター」については、利用者数が低迷しているが、今後、総合保

健福祉センター建設の予定があり、その後、社会福祉協議会が移転することとなる

ならば、施設の売却も含め、施設の有効利用を検討されたい。 

又、２階大会議室の照明が薄暗いため、LED照明への取り替えを検討されたい。 

 

 

４．「なめがわ清流の森」については、野外でのテントによるキャンプは可能であるが、

今後は宿泊可能な施設として整備を行い、施設のより一層の利活用を促進できない

か、また、冬場の利用者数の低迷の打開策についても検討されたい。 

 

 

５．「桜花苑」については、火葬業務を委託している業者の高齢化による後継者不足が

大変懸念されているため、後継者の育成に早急に取り組まれたい。 

 

 

６．「川内体育センター」については、敷地の奥に隣接しているテニス場が、現在全く

利用されていないため、駐車場として有効利用できないか検討されたい。 

 

 

 

 



平成２８年度工事監査結果報告 

 

 地方自治法第１９９条第５項の規定により、工事監査を実施したので、同条第９項

の規定により、監査の結果に関する報告書を提出する。 

 

記 

１ 監査の対象工事 

番号 監 査 対 象 工 事  主 管 課 

(1) 多世代交流拠点整備工事 企画財政課 

(2) くすのき児童クラブ建築工事 保育幼稚園課 

(3) 北吉井幼稚園耐震補強改修工事 保育幼稚園課 

(4) 井口集会所改築工事 総 務 課 

 

２ 実施日時 

  平成２９年２月２２日（水）９：００～１７：００ 

 

３ 監査の方法 

平成２７年度において施工した工事の内から、上記４件を抽出し監査を行った。 

実施にあたっては、工事主管課に対して関係書類の提出を求めるとともに、関係

職員からの説明を聴取した。その後、現場において関係職員の立会いのもと、施工

状況調査を実施した。 

 

４ 工事の概要 

(1) 多世代交流拠点整備工事 （主管課：企画財政課） 

東温市多世代交流の拠点施設として利用するため、横河原駅前の空き店舗の改修

工事を実施した。 

 

建築・電気・照明・換気設備・水道配管・空調設備・その他雑工事 一式 

   完成年月日 平成２８年３月１５日 

施工業者  藤岡萬建設(有) 

請負金額  4,622,400円 

 

(2) くすのき児童クラブ建築工事 （主管課：保育幼稚園課） 

既存施設の老朽化と利用対象児童の拡大に伴う受け入れ確保のため、容量を満

たす施設が必要となったため、既存のクラブ室の建て替え・増設を実施した。 

 

木造平屋建（延床面積 207.80㎡）を新築 

   完成年月日 平成２８年３月３１日 

施工業者  (有)相原建設 



請負金額  46,129,000円 

 

 (3) 北吉井幼稚園耐震補強改修工事 （主管課：保育幼稚園課） 

北吉井幼稚園舎の耐震補強工事、老朽化対策工事、陳腐化のためのリニューア

ルを実施した。 

 

改修箇所   エキスパンションジョイントの改修、屋根・外壁の全面補修 

、天井・床の改修、保育室内装・建具の改修ほか 

    完成年月日  平成２７年１０月３０日 

施工業者   山本建設㈱ 

請負金額   46,872,000円 

 

(4) 井口集会所改築工事 （主管課：総 務 課） 

ごみ処理施設設置に伴う協定期間延長に係る協定に基づく周辺整備事業とし

て、老朽化した井口集会所の改築を実施した。 

 

集会所の改築 木造平屋建て 延床面積 142.5㎡  

    完成年月日 平成２７年１２月２８日 

施工業者  藤岡萬建設(有) 

請負金額  45,765,000円 

 

 

５ 監査の結果 

各工事の書類を検査した結果、設計、契約、発注から完成に至るまでの一連の書

類等は不備なく整備されており、施工後の状況も各現場において検査した結果、設

計図面等に従い良好に施工されていることを確認した。 

なお、多世代交流拠点整備工事に伴う関係書類の内、業者から提出させた見積書

の日付漏れが一部確認されたので、注意されたい。 

また、当施設への来館者数の推移については約１年が経過し、建設当初の目標人

数を上回っているとのことであるが、今後は「ただの貸館」とならぬよう、建設当

初の目的の趣旨に沿った施設の運営に配慮されたい。 

 

           

 

 


