
 
                     大竹市監査公表 第 ２ 号  
地方自治法１９９条第２項及び第４項の規定に基づき，総務部産業

振興課，健康福祉部福祉課及び保健医療課，建設部監理課，農業委員

会に係る平成２９年度に属する事務事業の執行状況に対する定期監査

等を実施したので，同条第９項の規定によりその結果を別紙のとおり

公表します。  
平成３０年５月３０日   

大竹市監査委員  藥 師 寺  基 夫 
大竹市監査委員  和 田  芳 弘 



監 査 結 果 報 告 

 

共通指摘要望事項 

次の事項は各部局等に共通した事務処理であるので，検討のうえ改善に向けて取

り組まれるよう要望する。 

また，これらの事項について庁内全体で情報共有し，不適切な事務処理が起こら

ないよう取り組まれたい。  
１．契約書について 

（１）単年度契約 

   「契約期間満了の１か月前までに当事者のいずれからも何らかの意思表示が

ない場合，更に１年更新されるものとし，以後も同様とする。」といった自動更

新条項を設けている役務の提供に係る契約が多く見受けられる。 

   この条項により，市に契約を継続しない権利が担保されており，当初契約時

点では翌年度の契約を約束しておらず，翌年度以降の支出は義務づけられてい

ないので，当初契約の際には債務負担行為等の予算は必要ない。 

しかし，契約期間の満了前の所定の期日（上記の例では１か月前）までに契

約を自動更新すると判断する際には，予算の裏付けとなる債務負担行為等の設

定が必要であるので，適正に事務処理するよう留意されたい。 

なお，事務の合理化のため，長期継続契約を締結することができる契約を定

める条例に，同様の役務の提供の場合も対象として加えることも考えられる。 

 

（２）長期継続契約 

   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経費の予算

の範囲内においてその給付を受けなければならない。」とされているが，「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，

当該契約を変更または解除することができる」旨の文言がないにもかかわらず，

長期継続契約として契約を締結している事例が散見される。 

このことは平成２８年度定期監査において共通指摘要望事項とし，市長より

措置通知を受けているので，次回の契約更新では適正に事務処理するよう留意

されたい。 

なお，「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，当該契約を変更または解除することができる」旨の文言があっ

ても，賃貸借期間の予定賃借料相当額等の支払いを約束する契約内容になって

いる場合，長期継続契約の対象事案であっても債務負担行為の設定が必要と考

えられる。 

 



（３）契約締結に係る見積書 

   契約締結に係る見積書に日付が記載されていないもの，見積書の有効期限を

過ぎて契約締結しているもの，見積書に業者の代表者名の記載や代表者印の押

印がないものが見受けられる。 

見積書の記載内容に不備がある場合，契約の締結に際して有効な見積書とな

らない懸念があるので，適正に事務処理するよう留意されたい。 

 

２．行政財産使用許可について 

大竹市の内部組織から行政財産使用許可の申請がされ，大竹市公有財産管理規

則第２４条に規定する手続きによって使用申請・使用許可が行われている例があ

る。しかし，同条に規定する様式は，大竹市の内部組織間の使用許可を想定した

ものとはなっておらず，申請行為による許可処分とは異なる取り扱いで済むもの

と考えられる。 

例えば，当該財産を管理する課の長が，使用しようとする部署の課長と協議し

てその使用を承認するなど，取り扱いの方法について検討されたい。 

 

３．文書取扱上の不備について 

下記のとおり，大竹市文書取扱規程に従って事務処理されていないものが見受

けられる。 

これまでも文書取扱い上の不備については繰り返し指摘し，善処する旨の回答

を得てきたところであるが，今回の定期監査でも同様の不備が多く見受けられる

ので，所管の文書を確認のうえ補完するとともに，今後の改善策を検討されたい。 

 

・収受文書に課受付印が押されていない（第 12条第 1項） 

⇒受付印を押す収受文書が明確になっていない（届出書，委任状など） 

・収受文書に所定（課長等）の閲覧印が漏れている（第 12条第 1項，第 14条） 

・軽易でないものについて文書の余白を利用し起案している（第 15条第 2号） 

・起案書に決裁日，施行日等の記入がない（第 21条） 

・起案書に代えている支出負担行為決議書伝票に決裁日の記入がない(第 21条) 

・施行の方法が記載されていない（第 16条第 4号） 

・訂正箇所に訂正印が押印されていない（第 16条第 5号） 

・収受文書に文書作成日の日付がない（規定なし） 

・公印使用承諾の認印なく公印を押印している（大竹市公印規則第 8条） 



監 査 結 果 報 告  
１．監査の対象 

  総務部産業振興課  
２．監査の実施期間 

  平成３０年１月９日から平成３０年５月３０日まで   
３．監査の場所 

  監査事務局   
４．監査の方法 

  地方自治法第１９９条第２項及び第４項の規定による監査で，産業振興

課における事務の執行及び事務事業が，法令・条例・規則等に準拠し，計

画的で効率的に運営がなされているかなどを主眼に，指導監査を旨としな

がら，監査に必要な関係資料の提出を求め，担当職員から説明を聴取する

などにより実施した。   
５．監査の結果 

  産業振興課は農林水産係，商工振興係の２係で組織されている。 

それぞれの係の主な事務は次のとおりである。 

［農林水産係］ 

（１）農林水産業に関すること。 

（２）鳥獣の被害対策，捕獲の許可等に関すること。 

（３）地産地消の促進に関すること。 

（４）農林振興センターに関すること。 

（５）マロンの里交流館に関すること。 

（６）課の庶務に関すること。 

［商工振興係］ 

（１）商業，工業及びその他産業の振興に関すること。 

（２）観光に関すること。 

（３）勤労者行政に関すること。 

（４）消費者行政に関すること。 

（５）自然公園に関すること。 

 

監査の結果は，概ね適正に事務処理がされていると認められた。 

しかしながら，次に述べるとおり改善を要するものが見受けられたので，



検討の上改善に向けて取り組まれるよう要望する。 

 

指摘要望事項 
（１）農林水産係 

① 行政財産の目的外使用許可について 

   大竹市選挙管理委員会から行政財産使用許可申請書が提出され，大竹市公有

財産管理規則第２３条により目的外での使用を許可している。使用料は無料と

している。 

同規則第２４条第２項では，課の長は申請書を受理したときは，使用許可調

書を作成することとしているが，調書が見当たらない。 

規則に従って適正に事務処理されたい。 

なお，共通指摘要望事項を参考に，取扱いの方法について検討されたい。 

 

 ② 警備委託契約について 

   契約期間が平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日までの，大竹市農

林振興センターの機械警備に係る警備委託契約について，起票日を平成２９年

４月１日とした支出負担行為決議書伝票を作成している。 

これは，多数課にある同種の業務の発注のため，監理課が取りまとめて契約

を行っており，実際の支出を負担する行為は平成２９年３月２２日に監理課の

起案した長期継続契約により行われている。 

各課は監理課から契約状況の情報を得て支出負担行為決議書伝票を作成して

いるが，これは支出負担行為ではなく，支出命令伝票を発行するための前提と

なる予算支出予約行為としての伝票作成である。 

支出負担行為決議書を契約起案として兼ねた場合は別として，別に契約起案

が存在するときは，休日である４月１日に遡った日付とする必要はなく，適切

な事務の執行に努められたい。 

 

 ③ 実績報告書の様式について 

平成２９年度野猪等被害防除施設設置事業実績報告書の様式は，大竹市農畜

水産関係事業補助金交付要綱に定める別記様式第５号（第６条関係）で定めら

れている。 

提出を受けた実績報告書は，内訳の欄が事業名と実績報告額のみを記載する

ものとなっており，交付決定額の記載欄がなく，要綱で定めた様式と違ってい

る。要綱に従って適正に事務処理されたい。 

 

④ 文書の取扱いについて 

   平成２９年７月１２日付けで支出負担行為決議書により，大竹市農林振興セ

ンターの貯水槽清掃業務委託契約書を締結しているが，同決議書に決裁日が記



入されていない。 

   支出負担行為決議書を起案用紙として事務処理した場合は，通常の起案文書

と同様に決裁日を記入する必要がある。 

   赤潮特別観測委託業務一件の赤潮特別観測業務委託契約書も同様である。 

   共通指摘要望事項に留意して適正な事務処理に努められたい。 

 

（２）商工振興係 

 ① 地域産業センターに係る事務について 

 ア 補助指令（大竹市指令総産第２８号）を行うときには文書番号が必要である

が，平成２９年４月１日付けで平成２９年度市補助金交付申請書を収受した際

に，文書番号を採番していない。 

また，平成２８年度事業完了報告書に受付印がなく，その他にも起案書に施

行日等が記入されていないものが見受けられた。 

共通指摘要望事項に留意して適正な事務処理に努められたい。 

  

イ 平成２９年４月１日（土）に補助金交付申請書を受け付け，同日付けで支出

負担行為決議書を起票し,同日付で決裁し補助決定されている。 

補助金の交付についての支出負担行為は，補助金交付決定の段階と考えられ

るので，その際には予算は有効でなければならない。 

それに対して大竹市補助金等交付規則第３条では「補助金等の交付を受けよ

うとする者は・・・あらかじめ市長に申請しなければならない」と規定してい

る。 

このことから，運営費補助の場合に休日であっても４月１日付けで交付申請

と交付決定が行われる必要があると考えての事務処理と推察されるが，支出負

担行為に当たらない補助金交付申請は，予算が有効となってない前年度３月に

行われてはならないという理由はない。 

また，補助決定後でなければ補助団体は事業等を行ってはならないという理

由もないため，３月中に「あらかじめ」補助金の交付申請を受け付けて，新年

度において，４月１日からの運営事業に対する交付決定の事務を行えばよく，

その日付は実際に事務を行った日として差し支えないと考える。 

今後は適切な事務処理を行われたい。 

 

② 産業振興奨励金一件に係る事務について 

   廿日市公共職業安定所大竹出張所長からの委員報酬辞退についての文書が起

案書に添付されているが，課長までの閲覧となっている。 

   こうした案件については，【委員報酬受取拒否への対応】プロセスチャートに

より全庁的な運用が図られており，今後は参照のうえ適切な事務処理に努めら

れたい。 



   また，起案書に決裁日等が記入されていないものが散見された。 

共通指摘要望事項に留意して適正な事務処理に努められたい。 

 

③ 亀居城まつり実行委員会に係る事務処理について 

亀居城まつり実行委員会が主催する亀居城まつりの雨天時の会場として旧小

方中学校体育館を使用するため，産業振興課長が行政財産の使用許可申請及び

行政財産使用料減免申請をしている。 

共通指摘要望事項を参考に，取扱いの方法について検討されたい。 

 

④ 文書の取扱いについて 

中小企業融資に係る事務について，起案書に施行日等が記入されていないも

のが見受けられた。 

大竹市中小企業人材育成助成金に係る事務について，支出負担行為決議書の

決裁日の記入漏れのほか，戻入兼支出負担行為決議書（変更）に決裁日の記入

がないものが見受けられた。 

また，発出文書「大竹市中小企業人事育成事業育成事業助成金交付決定の取

消し及び返還について」に日付の記入がない。 

いずれも共通指摘要望事項に留意して適正な事務処理に努められたい。 



監 査 結 果 報 告  
１．監査の対象 

  健康福祉部福祉課  
２．監査の実施期間 

  平成３０年１月９日から平成３０年５月３０日まで   
３．監査の場所 

  監査事務局，各保育所   
４．監査の方法 

  地方自治法第１９９条第２項及び第４項の規定による監査で，福祉課に

おける事務の執行及び事務事業が，法令・条例・規則等に準拠し，計画的

で効率的に運営がなされているかなどを主眼に，指導監査を旨としながら，

監査に必要な関係資料の提出を求め，担当職員から説明を聴取するなどに

より実施した。   
５．監査の結果 

  福祉課は障害福祉係，児童係，保護係の３係で組織されている。 

それぞれの係の主な事務は次のとおりである。 

［障害福祉係］ 

（１）身体障害者福祉法（昭和 24 年法律第 283 号）に関すること。 

（２）知的障害者福祉法（昭和 35 年法律第 37 号）に関すること。 

（３）精神障害者福祉に関すること。 

（４）障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法 

 律（平成 17 年法律第 123 号）に関すること。 

（５）発達障害者支援法（平成 16 年法律第 167 号）に関すること。 

（６）障害者に係る福祉諸事業に関すること。 

（７）障害児福祉手当，特別障害者手当及び福祉手当に関すること。 

（８）障害者の虐待防止に関すること。 

（９）障害児の居宅生活の支援に関すること。 

（10）生活保護経理に関すること。 

（11）課の庶務に関すること。 

［児童係］ 

（１）次世代育成支援対策推進法（平成 15 年法律第 120 号）に関 

すること。 



（２）児童の虐待防止に関すること。 

（３）母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和 39 年法律第 129 号） 

に関すること。 

（４）児童扶養手当に関すること。 

（５）特別児童扶養手当に関すること。 

（６）家庭児童相談に関すること。 

（７）子育て支援情報の提供に関すること。 

（８）児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）に関すること。 

（９）保育所に関すること。 

（10）認定こども園に関すること。 

（11）児童館に関すること。 

（12）児童手当に関すること。 

（13）子育て支援センターに関すること。 

（14）子ども・子育て支援法（平成 24 年法律第 65 号）に関するこ 

と。 

（15）こども館に関すること。 

（16）ちびっこ広場に関すること。 

［保護係］ 

（１）生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）に関すること。 

（２）行旅病人及び行旅死亡人取扱法（明治 32 年法律第 93 号）に 

 関すること。 

（３）行旅困窮者の一時扶助に関すること。 

（４）生活困窮者自立支援法（平成 25 年法律第 105 号）に関する 

こと。 

（５）中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国 

残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年 

法律第 30 号）に関すること。 

 

監査の結果は，概ね適正に事務処理がされていると認められた。 

しかしながら，次に述べるとおり改善を要するものが見受けられたので，

検討の上改善に向けて取り組まれるよう要望する。 

 

指摘要望事項  （１）障害福祉係 

 ① 福祉タクシー乗車券等の交付について 

   大竹市福祉タクシー乗車券申請書及び乗車券の領収書の日付が平成２９年３

月２９日のものが４件あった。大竹市福祉タクシー事業実施要綱第４条第３項

の「交付する乗車券は１月につき３枚とし，申請日の属する月から当該年度末



までの月数を乗じて得た枚数を一括して交付する。」の条文と整合性がとれてい

ない。 

   また，大竹市旅客船利用券の交付においても同様に，平成２９年３月２９日

に申請・交付が行われているが，大竹市障害者離島対策（障害者移動支援）事

業実施要綱第７条では「利用券の交付枚数は，前条第 1項の申請があった日の

属する月(事業年度の前年度に申請があったときは，事業年度の 4月)から，当

該年度の３月までの月数に４を乗じた枚数を上限とする。」としており，前年度

に申請があることを想定している。 

   大竹市福祉タクシー乗車券について，前年度末における申請の受理，交付が

想定されるのなら，大竹市障害者離島対策（障害者移動支援）事業実施要綱を

参考に，前年度において申請・交付があることを前提とした制度とすることが

考えられる。 

 

 ② 財産管理について 

平成２９年１０月２４日付けで土地賃貸借契約書（旧松ケ原小学校グラウン

ド）を締結しているが，貸付料の算出方法が誤っており，貸付期間を６か月と

していたが，大竹市行政財産の使用料に関する条例第３条第２項に規定されて

いるように「歴」に従って算定すれば５か月となる。 

   平成３０年３月１２日に貸付期間を同年３月３０日まで変更しているので，

結果的に補完されているが，貸付料の算出時には適正な貸付期間となるよう留

意されたい。 

   また，土地賃貸借契約締結に際し，「法人の代表者の印鑑証明書及び法人の定

款」等の必要な添付書類の不足や作成日付に整合性のとれていないものがあっ

た。適正な事務処理に努められたい。 

 

 ③ 文書の取扱いについて 

   大竹市福祉タクシー乗車券申請書及び領収書，大竹市旅客船利用券申請書及

び領収書に受付印が押されていない。 

   また，平成２８年度障がい者フェスティバル補助金の実績報告書に受付印が

なく回覧もされていない。 

   大竹市障がい者ふれあいスポーツ大会補助金については，平成２９年４月２

７日付けで起票された支出負担行為決議書により，補助金の交付決定をしてい

るが，同決議書の決裁日が記入されていない。 

また，大竹市障害者等相談支援事業委託料についても同様である。 

支出負担行為決議書を起案用紙として事務処理した場合は，通常の起案文書

と同様に決裁日を記入することが必要である。 

   障害児等日中一時支援事業委託業務の業務完了報告書に受付印がなく，回覧

されていないもの，文書発出日の記入のないものが見受けられた。 



   共通指摘要望事項に留意して適正な事務処理に努められたい。 

 

（２）児童係 

① 行政財産の使用許可について 

ア 玖波地区の子供会が，なかはま保育所の園庭の一部を夏休みラジオ体操に使

用するため，行政財産使用許可申請書が提出され，使用を許可するとともに，

大竹市行政財産の使用料に関する条例によって，課長決裁で使用料を免除して

いる。 

  使用申請のあった団体は，同条例第５条第１号に規定する「その他の公共団

体又は法令の規定により市の執行機関が監督を行なうことができる団体」に当

たるとは考えられない。 

そのため使用料を減免しようとする場合には同条第４号の「その他市長が特

別の理由があると認めたとき。」の規定により，市長決裁により決定する必要が

ある。 

大竹市職務権限規程に沿って適正に事務を遂行されたい。 

  

イ 松ケ原こども館を廿日市市選挙管理委員会に選挙施設として貸し付けた際に，

遊戯室等の投票所としての貸付については有料とし，建物に括り付けたポスタ

ー掲示板の設置については，同条例第５条第１号に規定する「地方公共団体が

直接その用に供するために行政財産を使用するとき。」として使用料を減免して

いる。 

この２つの申請に対して異なる取り扱いをしているが，起案書等にその説明

が書かれたものがない。 

  同一案件による貸付で，判断に差があるので，決定手続きに際してはその差

が説明できるよう，起案書等に記載されたい。 

なお，投票所としての使用は長時間にわたるため，大竹市公有財産管理規則

第２８条に沿って光熱水費等の負担を求めることを検討されたい。 

 

② 病児・病後児保育事業に係る契約について 

病児・病後児保育事業にかかる事業実績報告書は，契約書第１１条第１項で

事業終了後１０日以内に提出するものとされているにもかかわらず，その期限

の到来後に提出されている。 

期限内に提出するよう指導されたい。また，期限内の報告書作成が困難で，

期限の見直しを行っても市の事務に支障をきたさないようであれば，契約の内

容を見直すことも考えられる。 

 

 ③ 保育所職員の市内出張について 

   職員の私有自動車を公務に使用する場合は，大竹市職員の私有自動車の公務



使用に関する取扱要領第５条により，あらかじめ任命権者に登録申請し承認を

得る必要があるが，必要な申請がなされていない例があった。 

また，私有自動車を公務に使用した場合，同要領第７条では１キロメートル

につき３７円の旅費を支払うこととなっているが，支払いがなされていない例

があった。 

適正な事務処理に努められたい。 

 

 ④ 文書の取扱いについて 

   特別保育委託費一件（延長保育・一時預かり・職務奨励費）の平成２８年度

大竹市私立保育所等に対する特別保育委託費の実績報告書が受付印だけで回覧

がされていない。 

   母子家庭等対策支援一件の，平成２９年７月１８日付け広島県健康福祉局長

からの通知文書に受付印がなく回覧もされていない。また，平成２９年１２月

８日付け広島県健康福祉局こども家庭課長からの依頼文書に受付印がない。 

   保育所植木剪定等業務の業務完了届は，届出日がなく受付印も回覧もされて

いない。その他，受付がされていない文書が多数見受けられた。 

業務委託に係る業務完了届 

・旧木野保育所桜の木伐採業務，草刈業務，植木伐採 等 

・保育所機械警備（４月分～７月分） 

・木野保育所清掃業務（９月分～１２月分） 

・保育所消防設備点検業務（５保育所） 

・保育所用務員等業務委託料に係る派遣通知書 

   ・ネズミ・害虫等点検防除作業実施報告書（４保育所） 

   共通指摘要望事項に留意して適正な事務処理に努められたい。 

 

（３）保護係 

 ① 契約の締結について 

レセプト管理システムのクラウドサービス利用契約に係る見積書に日付が記

入されていない。見積書の有効期限は，見積日から６０日以内となっている。

また，見積書の送付文には２０１７年５月３１日との記載があり，契約締結（平

成２９年４月３日付）後になるのは不適切である。 

共通指摘要望事項に留意して適正な事務処理に努められたい。 

なお，本件はクラウドサービスの利用に移行しているのもかかわらず，従来

のレセプト管理システム機器保守として会計処理がされている。適正な事務処

理に努められたい。また，本契約は長期継続契約とすることが適当であると考

えられる。 

 

② 生活困窮者住居確保給付金に係る事務処理について 



大竹市生活困窮者住居確保給付金の支給実施要領第６条第３項では，申請者

から申請書が提出された際に，自立相談支援機関が受付印を押印することにな

っている。また同条第６項では，申請書，証拠書類及び追加提出書類が一式そ

ろった段階で，支援機関が受付印を押印することになっているにもかかわらず，

支援機関の受付印が１つしか押印されていない。また，支援機関から送付され

た書類に不備が見受けられる。 

適正に事務を遂行するよう支援機関を指導されたい。 

 

③ 文書の取扱いについて 

   レセプト管理システムのクラウドサービス利用契約に係るＷＥＢメール（広

島県との送受信）を出力した文書に受付印がない。 

   「支給決定の起案に関する書類」については，決裁日４月２６日，施行日５

月１日だが，支給対象者証明書及び支給決定通知書の日付は４月２６日と記載

されている。 

また，大竹市生活困窮者住居確保給付金の支給実施要領第６条第７項では，

「市長は，前項の申請書等を受理した場合において，当該申請書等を審査し，

…（後略）」とされているが，支給申請書に受付印が押されていない。 

また，住居確保報告書の年月日が未記入で，受付印もない。 

共通指摘要望事項に留意して適正な事務処理に努められたい。 



監 査 結 果 報 告  
１．監査の対象 

  健康福祉部保健医療課   
２．監査の実施期間 

  平成３０年１月９日から平成３０年５月３０日まで   
３．監査の場所 

  監査事務局   
４．監査の方法 

  地方自治法第１９９条第２項及び第４項の規定による監査で，保健医療

課における事務の執行及び事務事業が，法令・条例・規則等に準拠し，計

画的で効率的に運営がなされているかなどを主眼に，指導監査を旨としな

がら，監査に必要な関係資料の提出を求め，担当職員から説明を聴取する

などにより実施した。   
５．監査の結果 

  保健医療課は国保年金係，保健予防係，健康増進係の３係で組織されて

いる。 

それぞれの係の主な事務は次のとおりである。 

［国保年金係］ 

（１）国民健康保険の運営の総括に関すること。 

（２）国民健康保険の給付に関すること。 

（３）国民健康保険の被保険者の資格に関すること。 

（４）国民健康保険運営協議会に関すること。 

（５）国民健康保険団体連合会に関すること。 

（６）重度心身障害者医療の助成に関すること。 

（７）乳幼児等医療の助成に関すること。 

（８）ひとり親家庭等医療の助成に関すること。 

（９）未熟児養育医療の助成に関すること。 

（10）後期高齢者医療（後期高齢者医療保険料に係るものを除く。） 

に関すること。 

（11）広島県後期高齢者医療広域連合に関すること。 

（12）健康保険日雇特例に関すること。 

（13）国民年金に関すること。 



（14）課の庶務に関すること。 

［保健予防係］ 

（１）保健予防施策に関すること。 

（２）医療関係団体に関すること。 

（３）休日診療所に関すること。 

（４）精神保健に関すること。 

（５）感染症予防に関すること。 

（６）母子保健に関すること。 

（７）予防接種に関すること。 

（８）食品衛生に関すること。 

（９）へき地医療に関すること。 

（10）献血に関すること。 

（11）医療等従事者の免許及び届出に関すること。 

（12）食育の総括に関すること。 

［健康増進係］ 

（１）健康づくり（国保保健事業及び健康増進事業を含む。）に関す 

ること。 

（２）原爆被爆者の援護に関すること。 

（３）健康増進の総括に関すること。 

 

監査の結果は，概ね適正に事務処理がされていると認められた。 

しかしながら，次に述べるとおり改善を要するものが見受けられたので，

検討の上改善に向けて取り組まれるよう要望する。 

 

指摘要望事項 
（１）国保年金係 

① 契約書について 

地方単独医療費助成事業（乳幼児等，重度心身障害者，ひとり親家庭等医療

費）に係る診療報酬の審査及び支払事務に関して，平成２２年４月１日付けで

「審査支払に関する契約書」と「覚書」を広島県社会保険診療報酬支払基金と

締結している。 

契約の期間は１年間で，同契約書第１５条で「この契約の有効期間の終わる

１か月前までに契約当事者のいずれか一方より何らかの意思表示をしないとき

は，終期の翌日において向こう１年間順次契約を更新したものとする。」とする

自動更新条項を設けている。 

この条項により，市に契約を継続しない権利が担保されており，当初契約時

点では翌年度の契約を約束しておらず，翌年度以降の支出は義務づけられてい

ないので，当初契約の際には債務負担行為の予算は必要ない。 



しかし，契約の有効期間の終わる１か月前に契約を自動更新すると判断する

際には，予算の裏付けとなる債務負担行為の設定が必要である。 

なお，事務の合理化のため長期継続契約を締結することができる契約を定め

る条例に，同様の役務の提供の場合も対象として加えることも考えられる。 

共通指摘要望事項を参照されたい。 

 

② 複写機に係る賃貸借契約について 

   複写機の賃借料を支出しているが，これは平成２５年度に締結した賃貸借契

約書に基づいており，同契約書第４条で自動更新条項を設けている。 

   平成３０年１２月３１日まで単年度契約を繰り返すことが前提となっている

ように見受けられるので，次回の契約からは長期継続契約に見直すべきと考え

る。 

 

③ 文書の取扱いについて 

  平成２９年６月５日付けで起票された支出負担行為決議書により，後期高齢

者医療広域連合データ突合作業業務委託に関して，「業務委託契約書」を締結し

ているが，同決議書に決裁日が記入されていない。 

  支出負担行為決議書を起案用紙として事務処理した場合は，通常の起案文書

と同様に決裁日を記入する必要がある。 

  この決議書に添付されている契約書は契約書（案）でなく，原本の写しとな

っており，契約締結を決定する決裁を受ける事務処理が省略されたものになっ

ている。 

  「国保長期契約一件」の業務報告書作成システム保守業務委託契約書につい

ても同様に決裁日の記入がなく，契約書原本の写しが添付されている。 

  国民健康保険特例対象被保険者等に係る届出書において，受付印を押してい

ないものが多数見受けられる。 

平成２９年１０月２３日付けの文書「後発医薬品差額通知書作成業務（業者

委託方式）に係る帳票の送付について」の，６月診療分については課長の閲覧

がされていない。 

共通指摘要望事項に留意して適正な事務処理に努められたい。 

 

（２）保健予防係 

 ① 契約書について 

 ア 休日診療所フィルム現像機の保守点検委託業務契約（富士フィルムメディカ

ル㈱）の支出負担行為決議書に添付された契約書の原本には，収入印紙が貼付

されていない。 

収入印紙が貼付された契約書を本市が所持するようにされたい。 

また，起案書に添付されている見積書の日付は平成２８年１１月１６日付け



で，有効期限は発行日より３か月間とされており，契約日には失効している。 

共通指摘要望事項に留意して適正な事務処理に努められたい。 

 

イ 平成２９年４月１日付けで妊婦健康診査等委託契約を５医療機関と締結して

おり，契約期間について自動更新条項を設けている。 

   国保年金係の事務処理と同様，共通指摘要望事項を参照されたい。 

 

 ② 文書の取扱いについて 

大竹市食品衛生協会への補助金の交付について，支出負担行為決議書を起案

書と兼ねているが，決裁日の記入が漏れている。 

大竹市献血推進協議会への補助金の交付について，支出負担行為決議書を起

案書と兼ねているが，決裁日の記入が漏れている。 

在宅当番医制運営事業契約の締結について，支出負担行為決議書を起案書と

兼ねているが，決裁日の記入が漏れている。 

阿多田診療所の行政財産使用許可において，使用期間更新許可申請書に受付

印がなく回覧もされていない。 

   平成２８年度財産定期報告書等の提出の起案書に，決裁日等の記入が漏れて

いる。 

平成２９年度広島総合病院第三次救急医療設備補助金交付申請書に，受付印

がない。 

高齢者肺炎球菌予防接種業務委託契約の締結に係る起案書に添付されている

委任状に日付，委任の有無が記入されていないものが見受けられる。 

支出負担決議書に添付されている大竹市妊産婦健康診査等助成申請書に，受

付印がない。 

阿多田診療所運営に係る総務部長から健康福祉部長への庁内文書に，受付印

がない。 

共通指摘要望事項に留意して適正な事務処理に努められたい。 

   

（３）健康増進係 

 ① 検診事業の自己負担額免除について 

大竹市肝炎ウイルス検診事業及び大竹市がん検診事業の自己負担額免除要綱

第４条で「市長は，前条の規定による申出があった場合は，審査の上，免除の

可否を決定し，申請者に通知するものとする。」と規定されている。しかし，免

除対象者と決定し，通知した経緯を記録した文書が見当たらないので，整理さ

れたい。 

また，世帯状況の確認チェックが漏れているものが見受けられるので，適正

な事務処理に努められたい。 

なお，事務の遂行にあたっては，免除の可否の決定及び通知書の交付を課長



から担当者に委任しておくことが考えられる。 

  

② 健診（検診）事業受診券再交付について 

健康診査受診券の再発行業務等について，再発行申請者に対する聞き取り票

の，発送日又は手交日の記入漏れ及び発送・手交の別が不明なもの，正しく受

診券が再発行されているか確認した経緯を示す押印がないものが見受けられる。

適正な事務処理に努められたい。 

なお，事務の遂行にあたっては，再発行の可否の決定及び受診券の再発行を

課長から担当者に委任しておくことが考えられる。 

 

 ③ 業務委託契約に係る事務処理について 

がん検診受診勧奨資材作成業務の委託に係る見積書において，１者は代表者

印が押されているが，担当者の名前だけで代表者の名前が記載されていない。

もう１者は日付が記入されてなく，代表者印も押されていない。    

共通指摘要望事項に留意して適正な事務処理に努められたい。 

 

④ 文書の取扱いについて 

   平成２９年度健康増進事業補助金の事業計画書を提出する起案文書に記載し

た金額を訂正しているが，訂正者の訂正印が押されてなく，訂正した金額が鉛

筆で記載されているなど不適切なものが見受けられた。 

平成２８年度健康増進事業費補助金の事業実績報告についての広島県健康福

祉局長からの通知は課長の閲覧がされていない。  

   共通指摘要望事項に留意して適正な事務処理に努められたい。 



監 査 結 果 報 告  
１．監査の対象 

  建設部監理課   
２．監査の実施期間 

  平成３０年１月９日から平成３０年５月３０日まで   
３．監査の場所 

  監査事務局   
４．監査の方法 

  地方自治法第１９９条第２項及び第４項の規定による監査で，監理課に

おける事務の執行及び事務事業が，法令・条例・規則等に準拠し，計画的

で効率的に運営がなされているかなどを主眼に，指導監査を旨としながら，

監査に必要な関係資料の提出を求め，担当職員から説明を聴取するなどに

より実施した。   
５．監査の結果 

  監理課は庶務係，用地係の２係で組織されている。 

監理課の主な事務は次のとおりである。 

［庶務係］ 

（１）部の総括事務に関すること。 

（２）入札参加者の資格審査及び指名に関すること。 

（３）工事（少額のものを除く。）の入札，契約，台帳整備に関する 

 こと。 

（４）物品（少額のものを除く。）の調達及び処分並びに物品の調達 

に係る単価契約（全庁に跨るものに限る。）関すること。 

（５）国及び県施行事業に係る調整に関すること。 

（６）部内の他課の所掌に属さない事務に関すること。 

（７）課の庶務に関すること。 

［用地係］ 

（１）事業用地の取得に関すること。 

（２）岩国大竹道路に関すること。 

（３）広島・岩国道路対策に関すること。 

（４）開発事業用地（大願寺山開発事業用地を除く。）の管理，処分 

及び登記に関すること。 



（５）事業用地内の物件の補償に関すること。 

（６）公有地の拡大の推進に関する法律（昭和 47 年法律第 66 号） 

に係る事務に関すること。 

（７）国土利用計画法（昭和 49 年法律第 92 号）に基づく届出規制 

及び調査に関すること。 

（８）事業認定の指導及び土地収用法（昭和 26 年法律第 219 号）に 

係る事務に関すること。 

（９）大竹市土地開発公社に関すること。 

（10）国及び県の事業用地取得に伴う協力に関すること。 

（11）普通財産の管理及び処分に関すること。 

 

監査の結果は，概ね適正に事務処理がされていると認められた。 

しかしながら，次に述べるとおり改善を要するものが見受けられたので，

検討の上改善に向けて取り組まれるよう要望する。 

 

指摘要望事項 
（１）庶務係 

 ① 複写機の賃貸借契約について 

   広幅普通紙複写機借上料を支出しているが，これは平成２６年度に締結した

賃貸借契約書（長期継続契約：契約期間は平成３２年３月３１日まで）に基づ

くものである。同契約第１８条第１項において，「翌年度以降の歳入歳出予算に

おいて，当該金額について減額または削除があったときは，当該契約を変更ま

たは解除することができる」旨の文言はあるが，第２項及び第３項で賃貸借期

間の予定賃借料相当額の支払いを約束する契約内容になっている。 

   当該契約は，事実上，相手方に対して５年間のリース料総額相当額を支出す

ることを義務付けられる内容になっているため，長期継続契約の対象事案であ

っても債務負担行為の設定が必要と考えられる。 

   共通指摘要望事項に留意して適正な事務処理に努められたい。 

 

 ② 特定随意契約の公表について 

   大竹市契約規則第１８条の２第１項において， 

（１）契約の名称 

（２）契約の履行期間 

（３）契約の締結予定日 

（４）契約の相手方の決定方法及び選定基準 

（５）その他市長が必要と認める事項 

を，契約を締結する前までに公表することになっている。 

また契約を締結したときは，同条第２項において 



（１）契約の名称 

（２）契約の相手方の氏名又は名称 

（３）契約を締結した日 

（４）契約金額 

（５）契約の相手方とした理由 

（６）その他市長が必要と認める事項 

を公表することになっており，その公表は，書面による閲覧に供する方法その

他の方法とされている。 

大竹市における特定随意契約の手続きに関する要綱第３条第２項において，

監理課長は特定随意契約の締結予定の通知を受けた内容を契約締結前までに公

表するものと規定され，同要綱第４条第２項においては，監理課長は締結した

通知を受けた内容を速やかに公表するものと規定されている。 

公表の方法は，同要綱第５条に，監理課において閲覧に供する方法により行

うほか，市ホームページに掲載するとされ，第６条で公表する期間は当該契約

の履行開始日の属する年度の３月３１日まで行うとされている。 

要綱の運用において，締結前と締結後のそれぞれ公表するとされており，こ

れらを踏まえると契約締結後のみの掲載（平成３０年３月２日現在）は適当で

はない。規則等に従い適正に事務処理されたい。 

  

③ 文書の取扱いについて 

   指名業者審査会の開催や結果に関する起案文書に，決裁・施行日付が未記入

のものがいくつか見受けられた。 

   共通指摘要望事項に留意して適正な事務処理に努められたい。 

 

（２）用地係 

 ① 行政財産の使用許可について 

   大竹市シルバー人材センターに公用車駐車場として行政財産の使用許可をし

ている。これは，大竹市公有財産管理規則第２３条第１号の規定により許可し，

大竹市有財産の交換，譲与，無償貸付等に関する条例第４条の２第１号の規定

により無償としている。 

   しかし，この案件は契約行為である貸付でなく，行政上の許可処分としての

使用許可に依っているため，根拠法令は地方自治法第２３８条の４第２項によ

る行政財産の貸付ではなく，同条第７項による目的外の使用許可である必要が

あり，使用料を減免する場合の根拠規定は，大竹市行政財産の使用料に関する

条例第５条の規定による必要がある。 

   適正な事務の執行に努められたい。 

 

② 普通財産の貸付について 



   大竹市公有財産管理規則に基づく普通財産の貸付にあたり，手続きに必要な

添付書類の欠如が見受けられる。 

また，同規則第３６条の規定による連帯保証人が立てられていないが，市長

がその必要がないと認めたという経緯は確認できない。 

必要書類や連帯保証人について省略するにあたり，正当な理由があるのなら

ば，起案文書に記載する必要がある。 

玖波三丁目５０番１５の土地を平成２９年１２月１７日から１８日の２日間

貸し付けた契約においては，貸付期間が１月を超えないのに貸付料に消費税相

当額が加えられていない。 

その他，起案文書に施行方法の記載のないものほか，下記別表のような不備

が多数見受けられた。 

適正な事務の執行に努められたい。 

 

 （別表） 

添 付 書 類 等 件数 起 案 日 

公有財産管理規則第 36条の規定による

連帯保証人がないもの 
６ 

9/19，9/22，11/2，11/24，

12/19，1/31 

公有財産管理規則第35条に定める第12

条第 1項第 3号に規定する書類として，

法人の代表者の印鑑証明書及び定款の

添付がないもの 

８ 
6/5，9/19，9/22，11/2，11/24，

12/19，12/15，1/31 

公有財産管理規則第 35条の規定による

関係図面の添付がないもの 
７ 

4/3，9/19，9/22，11/2，11/24，

12/19，1/31 

申請書様式の誤り ２ 11/24，1/31 

使用期間が１月未満で消費税非課税と

しているもの 
１ 12/15 

 

③ 港町一丁目の土地（小方交番跡地）売却に係る事務処理について 

  大竹市公有財産管理規則第４７条に規定される，土地の引き渡しに至る経緯

についての記録が見当たらないので，整理されたい。 

 

④ 文書の取扱いについて 

ア 港町一丁目の土地（小方交番跡地）売却に係る事務処理について，平成２９

年８月１５日付けの起案書において，土地の引渡書類等についての通知日付が

未記入である。土地引渡書も同様に日付が未記入である。 

 

イ 生涯学習課長から小方地区遺構（雁木）石材置き場として旧小方中学校跡地



の無償貸付の依頼があり，承諾している。依頼文書の日時の開始の日が空白と

なっているが，そのまま受付をし，承諾の回答の使用期間も開始日が空白とな

っている。その他にも承諾回答の通知の日が未記入のものが２件あった。 

 

ウ 平成２８年１０月１２日起案の公有水面埋立法第２７条の規定による       

処分制限の解除については，処分制限解除の申請書及び申請理由書に年月日が

未記入である。 

いずれも共通指摘要望事項に留意して適正な事務処理に努められたい。  



監 査 結 果 報 告  
１．監査の対象 

  農業委員会事務局   
２．監査の実施期間 

  平成３０年１月９日から平成３０年５月３０日まで   
３．監査の場所 

  監査事務局   
４．監査の方法 

  地方自治法第１９９条第２項及び第４項の規定による監査で，農業委員

会における事務の執行及び事務事業が，法令・条例・規則等に準拠し，計

画的で効率的に運営がなされているかなどを主眼に，特に前回の指摘要望

事項において措置するとした対応の内容がどうなったか，また同様の誤り

が繰り返されていないか，担当職員から説明を聴取するなどにより実施し

た。   
５．監査の結果 

  農業委員会は，農業委員会等に関する法律の改正に伴い，従来の農地法

に基づく権利移動等に関する許可業務に加え，その主たる使命である担い

手への集積・集約化，遊休農地の発生防止・解消，新規参入の促進など，

農地等の利用の最適化の推進が最も重要な事務であることが明確にされて

いる。 

農業委員会の委員定数については，従前は選挙による委員８名，選任に

よる委員３名の１１名であったが，平成２８年度の改正法の施行により，

市長が議会の同意を得て任命する方式になるとともに，農地利用最適化推

進委員が新設され，現在は農業委員９名，推進委員２名となっている。な

お，任期はそれぞれ３年である。 

農業委員会事務局は，農業委員会等に関する法律に基づき農業委員会の

事務を補助するため，大竹市農業委員会規程により設置され現在４名の職

員が配置されている（このうち事務局長は産業振興課長，外３名の職員が

兼務している）。 

 

監査の結果は，農業委員会の活動について遊休農地の解消が図られるな

ど一定の成果が見られる。 



しかしながら，次に述べるとおり改善を要するものや，関係機関等との

連携した取り組みが必要と思われる事案が見受けられたので，改善等に向

けて検討し取り組まれるよう要望する。 

 

指摘要望事項 
 ① 農業委員会総会議事録の委員署名欄の日付について 

   平成２９年の議事録を点検したところ，第２回，第８～１１回の議事録署名

日が未記入である。また，第７回については起案書の施行日が未記入である。 

   参考として平成２５年～２８年の議事録も点検したところ，平成２５年分は

補完されていたが，２６年（第 4,10回），２７年（第 1,2,6,8回），２８年（第

1回）の各年度で署名日付の未記入が散見された。 

適正な事務処理に努められたい。 

 

 ② 農業委員会の活動について 

   「平成２８年度の目標及びその達成に向けた活動計画」と平成２９年度に作

成した「平成２８年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価」により，

目標値を設定した４項目の実績を比較すると，「Ⅱ 担い手への農地の利用集

積・集約化」については，目標値は集積面積 0.3haであったが実績はなく，「Ⅲ 

新たな農業経営を営もうとする者の参入促進」についても１経営体の参入を目

標としたが実績はなかった。 

これらの実績について，本市唯一の担い手である平成２７年度新規就農者は

技能習得段階にあり，新たな担い手も見込みにくい状況のため，担い手への集

積活動が非常に難しく，また，農地の規模や形状から新規参入の難しさを認め

ざるを得ないが，今後も継続的に取り組むことの重要性を，活動に対する評価

にあげている。 

「Ⅳ 遊休農地に関する措置」については，解消すべき目標値を 4.4ha 中の

0.1haとしていたが，農業委員等の積極的な活動により，1.7haの解消実績とな

り，目標値を大きく上回った。これにより，管内農地面積に占める遊休農地の

割合は，3.03％から 1.88％に減少した。 

また「Ⅴ 違反転用への適正な対応」についても，目標どおり違反転用面積は

0haで，これも農業委員を中心としたパトロールを実施した成果である。 

遊休農地解消と違反転用防止については，農業委員等の活動により本市の農

業の発展に繋がる一定の成果が挙がっているが，担い手への農地の利用集積・

集約化と新たな農業経営を営もうとする者の参入促進については，農業委員等

の活動だけでは成果が挙がりにくいものでもあり，関係機関との連携，有効な

情報の収集と周知などにより，少しずつでも厳しい現状が好転するような方策

を検討されたい。 

なお，平成２８年４月に「農業委員会等に関する法律」の改正法が施行され



たことに伴い，平成２９年７月には農地利用適正化推進委員２名が委嘱され，

遊休農地発生防止のためのパトロールや，新入農業委員のサポートなどの活動

を行っている。 

また，この法改正により「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」を定

めるよう努めなくてはならない（法第７条第１項）とされ，農地等の利用の最

適化の推進の状況その他農業委員会における事務の実施状況に関する情報につ

いて，インターネット等により公表しなくてはならない（法第３７条）とされ

た。 

本市では以前から，目標及びその達成に向けた活動計画とその点検・評価の

ほか，平成２８年度からは農業委員会総会議事録についてもホームページ上で

公表しているが，上記の指針については，平成３０年度中に策定を予定してい

るとのことであり，策定後は速やかにホームページ等により公表されたい。 

 

③ 第５次総合計画における「農業の振興」について 

大竹市のわがまちプラン「第５次大竹市総合計画」後期基本計画のなかで，

農業の振興について重要業績評価指標として「耕作放棄地の面積」と「給食セ

ンターとの契約品目数」を掲げている。 

耕作放棄地（遊休農地）については平成２６年現況値 4.5haに対し平成３１

年度目標値を 4.0haと定めているが，平成２８年度において 2.7haにまで減少

しており，既に目標を達成している。指標のねらいに「農業が営まれているほ

ど，耕作放棄地は減少します。」と記されているとおり，耕作放棄地がなくなる

ことを目指し，これまでに一定の成果をあげてきた，農業委員等によるパトロ

ールなどの取り組みを今後も継続されたい。 

給食センターとの契約品目数については，平成３１年度目標値を１０品目と

定めているが，平成２９度末時点で目標を大きく上回る１７品目の納品を契約

している。指標のねらいには「契約品目数が増えれば，地産地消・食育の促進

につながります。」と記されているが，マロンの里を中心に，生産調整により一

定量の農産物を確保し，地域ぐるみで契約農家を増やすという取り組みが，着

実に成果として表れていると考えられる。 

今後も，農業者の代表として農業者の意見を取り入れながら，産業振興課と

連携し，こうした取り組みが拡大するよう努めていただきたい。 

 

④ 文書の取扱いについて 

平成２５年度定期監査においては，決裁施行年月日等の未記入，決裁権者の

決裁なし，公印使用承諾なし，閲覧未完了といった不備を指摘している。 

『交付金事業・補助金計画一件』簿冊の平成２９年度分を確認したところ，

農業委員会交付金，機構集積支援事業費補助金，農業振興対策事業補助金の事

務において，施行方法の記載漏れが散見された。 



また，『農家台帳システム一件』簿冊の平成２９年度分を確認したところ，農

地公開システムに係るパソコン等リース契約において，起案文書に公印使用承

諾なく契約書及び特約書に市長印を押印している。また，契約書原本が上記簿

冊に保管されていない。 

共通指摘要望事項に留意して適正な事務処理に努められたい。  


