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 平成２９年６月２０日付監査公表第３号で公表した定期監査等の結

果に関し，回答があったので，地方自治法第１９９条第１２項の規定

に基づき別紙のとおり公表します。 
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監査結果に対する措置状況報告  

 

共通指摘要望事項 
（１）長期継続契約について 

    複数の課の長期継続契約について，「翌年度以降において歳入歳出予算の当

該金額について減額又は削除があった場合は，当該契約は解除する」旨の文言

がなく，長期継続契約の形態をなしていない契約書が見受けられた。  

    これは長期継続契約についての理解が組織の中で十分できていないことが

要因と考えられ，監査対象以外の課においても同様の事務処理が行われてい

るものと推察される。 

    したがって，「長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」の

運用要領を作成する等，どの課においても適切な事務処理が行われるよう対

応を検討されたい。  
（報 告） 

（１）長期継続契約について（企画財政課） 

長期継続契約については，大竹市職務権限規程で企画財政課への合議が規定

されています。合議の際，企画財政課内において契約内容を確認するよう徹底

します。 

また，予算執行の前に，長期継続契約は企画財政課の合議が必要である旨を，

各部長への通知により各課かいに周知するようにします。  
  



総務部総務課  

（１）複写機に係る賃貸借契約について 

  カラーコピー機及び電子複写機の借上料の支出をしているが，これはいず

れも平成２４年度に締結した賃貸借契約書に基づくものである。同契約は契

約期間を平成２４年から平成３０年までの６年間の長期継続契約としてい

る。 

地方自治法第２３４条の３の規定では「各年度におけるこれらの予算の範

囲内においてその給付を受けなければならない。」とされており，「翌年度以

降において歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合は，

当該契約は解除する」旨の文言がなく, 長期継続契約の形態をなしていない。 

また, 庁用自動車のリース契約書についても同様の事務処理がされている。  

次回の契約更新時には適切に事務処理されたい。  

 

（２）総務費総務管理費の普通旅費の支出について 

   防災用のポンプ付給水車の整備事業予算が消防費に計上されているが，給

水車出荷前検査で明石市へ行った出張旅費を当該予算ではなく総務費の普通

旅費で支出している。また，大竹駅東口広場整備事業に係る協議で，大阪市

へ職員３名が出張しているが，１名分は土木費の特別旅費で支出し，２名分

は総務費の普通旅費で支出されている。 

   当該事業の予算執行状況を確認したところ，いずれも予算残額があり流用

することは可能であった。予算執行状況の確認をせず，安易に総務管理費の

普通旅費を支出することは適切ではない。 

  いずれも特定の事業に伴う出張であり，地方自治法第２１６条の規定に基

づき目的に従った款項で支出することが適切であり，それぞれの事業費の特

別旅費への流用等により対処されたい。 

 

（３）本庁樹木等管理業務について 

   当該業務を委託するため指名競争入札を実施し，入札結果が不落となり，

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第５号「緊急の必要により競争入札

に付することができないとき」の規定により最低価格を入札した業者と随意

契約を締結している。 

この規定に定める「緊急の必要」とは，災害時といった場合を想定して 

  おり，本件は再度の入札により落札者がないので，同項第８号の「競争入札

に付し入札者がないとき，又は再度の入札に付し落札者がないとき」に該当

するものとして事務処理されたい。 

  



 

（４）ストレスチェック制度について 

  平成２６年の労働安全衛生法の一部改正により，職員に対して心理的な負

担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)の実施が平成２７年１２

月１日から義務付けられた。労働安全衛生法施行令第５２条の９では「事業

者は，常時使用する労働者に対し，１年以内ごとに１回，定期的に検査を行わ

なければならない。」とされ，初回の検査は平成２８年１１月３０日までに実

施することになっていた。しかしながら,本市においては平成２９年１月３０

日から平成２９年２月３日の期間で実施された。 

また，厚生労働省の指針によれば「衛生委員会等において制度の実施方法等

について調査審議を行わせることが必要であること，実施に関する規程を定

め，これをあらかじめ労働者に対して周知するものとする。」とされている。 

しかしながら，大竹市安全衛生委員会で調査審議した議事録はなく，実施規

程も作成されていなかった。 

事業者による労働者のメンタルヘルスケアの重要性及び制度の趣旨を踏ま

え，次回の検査にあたっては，指針やマニュアルに基づき適切に実施された

い。 

 

（報 告） 

（１）複写機に係る賃貸借契約について 

次回契約更新時には，契約書に条項を追加し，適切に事務処理するよう留

意します。 

 

（２）総務費総務管理費の旅費の支出について 

今後は指摘の趣旨を踏まえ，適切に執行するよう留意します。 

 

（３）本庁樹木等管理業務について 

指摘事項について訂正しました。今後は，適切に事務処理するよう留意し

ます。 

 

（４）ストレスチェック制度について 

今後は実施規程を作成するとともに，規程に基づき適切に実施するよう留

意します。 

 



総務部企画財政課  

（１）起案書，報告文書の日付について 

  あたたかあたた基金に係る再編交付金補助申請事務において，起案書の完

結の年月日と報告した文書の日付が一致していないもの，また精算請求書に

日付がないものなど,日付に関して不適切な事務処理が見受けられた。 

当該補助申請の日付等に関して適切に事務処理されたい。 

 

（２）デジタルサイネージ運用契約について 
ア．デジタルサイネージ運用委託料を支出しているが，これは平成２３年

度に締結した運用契約書に基づくものである。契約期間を１年とし，自動更

新条項が設けられている。 

地方自治法第２３２条の３では，「普通地方公共団体の支出の原因となる

べき契約その他の行為（支出負担行為）は，法令又は予算の定めるところに

従い，これをしなければならない。」と規定されており，後年度予算の裏付

けのない支払を約束する自動更新条項の定めは不適当である。 

次回の契約更新においては，単年度契約，または債務負担行為による契約に

見直しされたい。 

 

イ．デジタルサイネージ運用契約書第６条に定める運用実績報告書として

事務処理している「放映確認書」の取扱いについて，受付印が押されておら

ず，回覧もされていないものが見受けられた。  

実績報告書は契約金支払いの根拠となる文書であり，大竹市文書取扱規程

に基づき適切に事務処理されたい。 

 

（３）ホームページの充実について 

第五次大竹市総合計画後期基本計画では，ホームページのアクセス件数を

重要業績評価指標（ＫＰＩ）として，本誌の魅力的な情報を多くの人に発信

し，大竹を愛する人づくり，定住促進及び子育て支援の取り組みを積極的に

ＰＲするとしている。 

 しかしながら，ホームページのフロントページ「大竹市の魅力いっぱい」

のコーナーにおいて，「お知らせ」・「春夏秋冬のイベント」に最新情報が入

っていない。 

また，「イベントを探す」には最近のイベント情報は入っているが，「イベ

ントカレンダー」には，情報が入っていない。さらに「季節のイベント」に

同じ情報が入っていない。 

「新着情報のコーナー」においては，今まで掲載された情報について，一



部見る側への配慮が不足しているものが見受けられた。例を挙げると，「晴

海臨海公園」・「市庁舎マップ」・「生活保護費」といったタイトルの新着情報

があり，それぞれクリックすればある程度の内容はわかるが，「生活保護

費」を見ると，何が新着情報なのかわからないものがあった。 

フロントページの「新着情報」は，各課が「市民や市外の人に知ってもら

いたい」最新情報を短い文章の中で「わかりやすく」，「効果的」に掲載しホ

ームページの魅力を高めていくことが大切であり，ホームページのシステム

改善や職員に対する講習会等による意識づくりに取り組み，本市のホームペ

ージの更なる充実を要望する。 

 

（報 告） 

（１）起案書，報告文書の日付について 

今後は，適切な事務処理に努めます。 

 

（２）デジタルサイネージ運用契約について 

ア．本事業は終期が不明確であり債務負担行為の設定が難しいことか

ら，次回の契約更新においては，契約書中の自動更新条項を削除し，単年

度契約とすることで対応します。 

 

イ．今後は，適切な事務処理に努めます。 

 

（３）ホームページの充実について 

現在のホームページは，記事の作成のほか，リンクの貼り付けや，掲載

場所等の設定を各課かいで行っています。また，パソコン用に加えスマホ

用の設定が必要であるなど，複雑なシステムの全体像を把握して操作を行

わないと，ご指摘のような不具合が発生してしまいます。 

  当面のところは，掲載した内容をしっかりと確認し，不具合の解消に努

めるよう各課かいに周知していくとともに，今年度中にはホームページの

操作研修会を実施し，スキルアップにつなげる考えです。 

また，今年度の業務の個人目標として，フロントページの掲載内容の改

善や，広報紙・フェイスブックを含む情報発信媒体の特徴に応じた使い分

けのルールや操作方法・表記方法などを集約した情報発信マニュアルの作

成等を設定しており，本市の魅力をしっかりと発信していきたいと考えて

います。 

 

  



市民生活部市民税務課  

（１）国民健康保険料の減免について 

  大竹市国民健康保険料減免要綱第３条第２項では「申請書には次に定める

減免の理由を証明する書類を添付又は提示しなければならない。ただし，係

員において公簿等によりその事実を確認することができる場合は，証明書等

の添付又は提示を省略することができる。」とされているが，起案書には減

免を証明する書類の添付や係員が公簿等で確認した旨の記載がない状況で減

免の決定をしている事例が見受けられた。 

起案書に減免対象となることが確認できる書類を添付する等，適切に事務

処理されたい。 

 

（２）戸籍電送システム（ファクシミリ）の賃貸借契約について 

  ファクシミリ借上料の支出をしているが，これは平成２４年度に締結した

賃貸借契約書に基づくものである。同契約は契約期間を平成２５年１月１日

から平成２９年１２月３１日までの６０ケ月とする長期継続契約としている。 

地方自治法第２３４条の３の規定では「各年度におけるこれらの予算の範

囲内においてその給付を受けなければならない。」とされており，「翌年度以

降において歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合は，

当該契約は解除する」旨の文言がなく, 長期継続契約の形態をなしていない。 

また, 庁用自動車のリース契約書についても同様の事務処理がされている。  

  次回の契約更新時には適切に事務処理されたい。  

 

（３）大竹市職務権限規程の決裁区分について 

  国民健康保険料の減免において，大竹市国民健康保険条例第２２条第１項

第５号（特別の理由があるもの）の規定に該当するものを，大竹市職務権限

規程の「条例，規則等に規定する事由に該当するもの」に基づき課長決裁に

より決定を行っているものが見受けられた。同規定に，「（市長が認める場合

に係るものを除く。）」とあり，本件の減免事由は同規程の別表第１の３財務

事項－２収入－５歳入金の減免－（２）その他のもの－イの区分に該当する

ため部長決裁となる。適切な事務処理をされたい。 

 

（報 告） 

（１）国民健康保険料の減免について 

今後はご指摘のとおり適切な事務処理に努めます 

 

  



（２）戸籍電送システム（ファクシミリ）の賃貸借契約について 

当該契約については契約更新の予定はありませんが，今後，長期継続契

約締結の際につきましては，ご指摘のとおり，「翌年度以降において歳入歳

出予算の当該金額について減額又は削減があった場合は，当該契約は解除

する」旨の文言を契約書に記載するよう，適切な事務処理に努めます。 

庁用自動車のリース契約についても次回の契約更新の際には，地方自治

法第２３４条の３の規定による適切な事務処理を行います。 

 

（３）大竹市職務権限規程の決裁区分について 

ご指摘の事項については，今後は大竹市職務権限規程に基づき，適切な

事務処理に努めます。  
  



市民生活部環境整備課 
（１）業務委託契約に係る見積書の日付について 

  業務委託契約の締結にあたり見積書を徴しているが，日付の記載されてい

ないものが見受けられた。適切な事務処理をされたい。 

 

（２）大竹市公衆衛生推進協議会に対する補助金について 

  大竹市地域環境美化推進事業実施要綱に基づき，大竹市公衆衛生推進協議

会に平成２８年度補助金２,４００,０００円を交付している。交付申請書に

はごみステーションの清潔の保持に関する事業に対する補助金の算出根拠と

なるごみステーションの維持管理物品地区別限度額表が添付されているが，

補助金交付決定額はその合計額より４,０００円多くなっている。自治会組織

のない地区(限定額表には掲載なし)に対して，４,０００円を交付していると

のことであるが交付申請書及び添付書類にはそのことは記載されていない。 

補助金の交付決定にあたっては交付額の根拠となる添付資料の確認を十分

審査されたい。 

 

（３）予定価格の設定について 

  中継施設整備基本計画・基本設計業務の委託契約に係る見積りを１社のみ

で行い，これに基づき予定価格を設定している。指名競争入札の実施にあた

っては８社を指名しており，予定価格の妥当性を検討するうえでも数社の見

積書を徴収することが適当である。今後，適切な事務処理をされたい。 

 

（４）ごみ収集業務について 

平成２９年３月８日の起案書で予定価格を決定しているが,決裁は３月１５

日となっている。指名競争入札の実施・決定・通知の起案書の起案日は３月

１０日で決裁日は３月１１日，施行日は３月１５日となっている。この入札

通知には予定価格一覧が添付されており，予定価格の決定の前に一覧表が存

在したことになり，事務処理が不適切である。  

契約事務にあたっては,マニュアルを作成し,計画的に事務処理されたい。  
（５）庁用自動車の賃貸借契約について 

庁用自動車の賃借料の支出をしているが，これは平成２４年度に締結した

賃貸借契約書に基づくものである。同契約は契約期間を平成２４年１１月か

ら平成２９年１０月までの５年間の長期継続契約としている。  

地方自治法第２３４条の３の規定では「各年度におけるこれらの予算の範

囲内においてその給付を受けなければならない。」とされており，「翌年度以



降において歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合は，

当該契約は解除する」旨の文言がなく, 長期継続契約の形態をなしていない。 

次回の契約更新時には適切に事務処理されたい。  

 

（６）家庭系ごみの減量化について 

  「清掃事業の概要（平成２８年度版）」を見ると，平成２５年度のごみ処

理量は９,１３６トンで，家庭系ごみの１人１日あたりの排出量は６９２グ

ラムとなっている。 

  第五次大竹市総合計画後期基本計画では，廃棄物の処理における重要業績

評価指標(ＫＰＩ)として，家庭ごみの排出量（１人１日あたり）の平成３１

年度の目標値を６０５グラムとしているが，平成２５年度は６９２グラムで

あったが，平成２６年度 ６２４グラム，平成２７年度６２３グラムと排出

量の減少が鈍化してきている。（下表１のとおり） 

 燃やすごみの減量の取組みとしては，剪定枝堆肥化の事業を新たに始めて

いるが，資源回収実施団体に対する報奨金の交付事業や生ごみの堆肥化のた

めの器材等の補助事業について，交付額は年々減少傾向にある。（下表２，

下表３のとおり） 

 この目標値を確実に達成していくためにも，ごみ減量に対する市民意識を

向上させる講習会等を開催するなど，市民との協働によるごみ減量化対策の

強化について検討されたい。 

 

表１「１人１日あたりのごみ排出量の推移」 

年度 収集人口（人） 総量（ｔ） 事業系（ｔ） 家庭系（ｔ） 
１人１日 

排出量（ｇ）

２５ ２８,３２７ ９,１３６ １,９７８ ７,１５８ ６９２ 

２６ ２８,１０９ ８,３７９ １,９８０ ６,３９９ ６２４ 

２７ ２７,８５２ ８,４６８ ２,１３３ ６,３３５ ６２３ 

<出典>清掃事業の概要（平成２８年度版）    平成３１年度目標値 ６０５ｇ 

※排出量の算出式＝（家庭系÷収集人口）÷３６５日（注）排出量の単位はグラム 

 

表２「生ごみ処理容器購入補助金の交付状況」  

年度 
生ごみ処理バケツ コンポスト ダンボールコンポスト  電動生ごみ処理機 

補助数 補助金額 補助数 補助金額 補助数 補助金額 補助数 補助金額 

２５ 48 48,000 22 42,400 84 45,000 40 786,900

２６ 23 23,000 13 22,100 93 48,400 17 321,500

２７ 11 11,000 15 30,900 44 21,200 12 240,000

<出典>清掃事業の概要（平成２８年度版） 



 

表３「資源回収報奨金の交付状況」 

年度 
実施 

回数 

報奨金 資源回収量 

合計（円） 重量（円） 逆有償分（円） 総量（㎏） 

２５ 690 7,685,618 5,422,448 2,263,170 1,355,612

２６ 746 6,321,437 4,844,612 1,476,825 1,211,153

２７ 736 6,094,932 4,662,312 1,432,620 1,165,578

  <出典>清掃事業の概要（平成２８年度版）    
（報 告） 

（１）業務委託契約に係る見積書の日付について 

今後，見積書の提出時には，書類の確認を行うとともに，記載漏れのない

よう見積業者への指導を行います。 

 

（２）大竹市公衆衛生推進協議会に対する補助金について 

交付決定時において，申請時の書類，添付書類等の確認を遺漏なく行う

とともに，適正な審査及び事務処理に努めます。 

 

（３）予定価格の設定について 

今後，予定価格の設定に当たっては，大竹市契約規則第１１条の規定に基

づき，適切な事務処理に努めます。 

 

（４）ごみ収集業務について 

大竹市契約規則に基づき，今後，誤った事務処理のないよう，契約事務

に係るマニュアルの策定等の検討も含め，適正な事務処理に努めます。 

 

（５）庁用自動車の賃貸借契約について 

次回契約更新時において，契約書作成の際，係る文言の記載の有無につ

いて確認を行うなど，適正な事務処理に努めて参ります。 

 

（６）家庭系ごみの減量化について 

今年度，大竹市一般廃棄物処理基本計画の見直しを行う予定であり，大

竹市廃棄物減量等推進審議会での審議等も踏まえ，ごみ減量化の強化に係

る積極的な取組等について検討を図ります。 

  



建設部土木課  

（１）水路占用許可について 

  平成２８年５月１２日付けの起案書で河川・水路占用許可の更新及び占用

料の減免について，課長決裁により決定している。大竹市河川水路溝渠等占

用条例第６条第５号の規定を根拠としているが，大竹市職務権限規程では歳

入金の減免は「条例，規則等に規定する事由に該当するもの」は課長決裁と

なるが，「（市長が認める場合に係るものを除く。）」とあり，本件の減免事由

は同規程の別表第１の３財務事項－２収入－５歳入金の減免－（２）その他

のもの－イの区分に該当するため部長決裁となる。  

大竹市職務権限規程に基づき，適切に決裁されたい。 

  

（２）行政財産使用許可について 

  交通安全活動を行っている任意団体に対して，全国交通安全運動に伴うテ

ント村設営のため，ポンプ場敷地の使用を許可している。  

  使用料について，大竹市行政財産使用料条例第５条第１号の規定により使

用料を課長決裁により免除しているが，当該団体は「法令の規定により市の

執行機関が監督を行うことができる団体」には該当しない。 

  したがって，同条第４号を適用すべきであり，その場合は大竹市職務権限

規程によれば市長決裁となる。 

当該規程に基づき，適切に決裁されたい。 

   

（３）防犯灯設置補助金の交付について 

  平成２８年度防犯灯設置補助金の交付申請書及び実績報告書に次のとおり

不適切な点が見受けられた。 

ア．申請書に添付されている見積書に日付が記入されていないものがあった。  

 イ．申請書に添付されている事業計画並びに収支予算書の工事期間に年月日

が記入されていないものがあった。 

ウ．実績報告書の収支決算に金額が未記入となっているものがあった。  

補助金の審査等が確実に行われるよう適切に事務処理されたい。 

 

（４）カラー複合機の賃貸借契約について 

   カラー複合機の賃借料の支出をしているが，これは平成２６年度に締結し

た賃貸借契約書に基づくものである。同契約は契約期間を平成２６年４月１

日から平成３１年３月３１日までの５年間の長期継続契約としている。 

地方自治法第２３４条の３の規定では「各年度におけるこれらの予算の範

囲内においてその給付を受けなければならない。」とされており，「翌年度以



降において歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合は，

当該契約は解除する」旨の文言がなく, 長期継続契約の形態をなしていない。 

次回の契約更新時には適切に事務処理されたい。  

 

（５）モノクロ複合機の賃貸借契約について 

  平成２８年４月１日付けで契約期間を１年とする賃貸借契約を締結してい

るが，平成３３年度までの自動更新条項が設けられている。 

地方自治法第２３２条の３では，「普通地方公共団体の支出の原因となる

べき契約その他の行為（支出負担行為）は，法令又は予算の定めるところに

従い，これをしなければならない。」と規定されており，後年度予算の裏付

けのない支払を約束する自動更新条項の定めは不適当である。  

   次回の契約更新においては，長期継続契約，または債務負担行為による契

約に見直しされたい。 

 

（６）開発行為に伴う外灯の寄附受納について  

都市計画法第４条第１４項では道路を公共施設と定義し，第３９条では「開

発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により公共施設が設置さ

れたときは，その公共施設は，第３６条第３項の公告の日の翌日において，そ

の公共施設の存する市町村の管理に属するものとする。」とされている。また，

道路とは道路法第２条第１項では「道路の附属物で当該道路に附属して設け

られているものを含むものとする。」とされています。同条第２項では「この

法律において道路の附属物とは，道路の構造の保全，安全かつ円滑な道路の交

通の確保その他の管理上必要な施設又は工作物で，次に掲げるものをいう。」

とあり，街灯が規定されている。 

   当該の外灯（電柱共架）は，平成２８年６月２日の開発行為の工事完了公

告の日の翌日に公共施設の管理が大竹市に帰属されているが，同年６月１４

日に寄附行為により受納している。市に帰属された６月３日から６月１３日

までは大竹市のものではなかったのかという疑義が生じることになる。適切

な対応をとるよう検討されたい。  
（報 告） 

（１）水路占用許可について 

    大竹市職務権限規程に基づき，適切に決裁するようにします。 

 

（２）行政財産使用許可について 

使用料減免の際は，その根拠となる条例の適用号数を確認し，大竹市職

務権限規程に基づき，適切に決裁するようにします。 

 



 

（３）防犯灯設置補助金の交付について 

補助金申請に係る提出書類の内容を確認し，適正な事務処理に努めます。 

 

（４）カラー複合機の賃貸借契約について 

次回の契約更新時には，「翌年度以降において歳入歳出予算の当該金額に

ついて減額又は削除があった場合は，当該契約は解除する」旨の文言を記

載します。 

 

（５）モノクロ複合機の賃貸借契約について 

   次回の契約更新時には，長期継続契約にします。 

 

（６）開発行為に伴う外灯の寄附受納について 

   外灯の所有権に疑義が生じないよう，寄附行為の日付は，公共施設の管

理が大竹市に帰属される開発行為の工事完了公告の日の翌日とします。 

 

  



固定資産評価審査委員会  

（１）委員報酬の未払いについて 

    委員会運営研修会出席のため委員３名が出張しているが，報酬は支払われ

ていない。地方自治法第２０３条の２では，「行政委員会の委員等に対して報

酬を支給しなければならない。」と規定され，報酬の支払は義務とされている。

早急に報酬を支給すべきである。 

 

（報 告） 

    平成２９年２月２日に支給を完了しております。今後は早急に報酬を支給

するよう努めます。 


