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定例監査結果の公表について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第４項の規定に基づき、射水市監

査基準（平成２９年射水市監査委員告示第７号）に準拠して平成２９年５月に実施した

（市民生活部）市民課、地域振興・文化課、生活安全課、環境課、クリーンピア射水、

ミライクル館、野手埋立処分所、衛生センター及び斎場の定例監査の結果を同条第９項

の規定により別紙のとおり公表する。 
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定例監査結果報告書 

 

第１ 監査の概要 

 

 １ 監査の対象及び選定理由 

（１）監査の対象 

    （市民生活部）市民課、地域振興・文化課、生活安全課、環境課、クリーンピ

ア射水、ミライクル館、野手埋立処分所、衛生センター及び斎

場 

（２）選定理由 

    市民生活部の財務に関する事務、経営に係る事業の管理については、監査の実

施頻度、金額的・質的重要性などから、次のとおり当年度の監査委員監査又は書

面監査の対象とした。 

 監査の方法 対象部局 前回の監査期間（監査範囲） 

監査委員監査 生活安全課 平成２８年９月１日から１０月７日まで 

（平成２７年度執行分） クリーンピア射水 

ミライクル館 

野手埋立処分所 

衛生センター、斎場 

書面監査 環境課 

市民課 平成２８年５月６日から同月１９日まで 

（平成２７年度執行分） 

地域振興・文化課 ― 

 

 ２ 監査の目的と範囲 

    重要リスクに対する内部統制の整備状況及び運用状況等を監査し、その有効性を

評価するとともに、平成２８年度４月から３月までに執行した当該事務が関係法令

及び規程等に準拠し、適正で効率的かつ効果的に行われているかを、証ひょう書類

等の突合、質問、関係書類の閲覧などの監査手続を通じて検証することを目的とす

る。 

 

 ３ 重要リスク及び監査の着眼点 

   監査の実施に当たり、重要リスク及び監査の着眼点を次のとおり設定した。 

重要リスク 監査の着眼点 

（１）必要性の乏しい負担金及

び補助金が交付されるリ

スク 

 

 

ア 補助金等の算出は合理的な基準により行わ

れているか。 

イ 補助金等の交付時期は妥当であるか。 

ウ 実績報告に基づく補助金等の支出について

は、その成果の確認が行われているか。 

エ 事業計画書どおりの精算が行われている



か。 

（２）必要性の乏しい委託料が

支払われるリスク 

ア 随意契約による場合、その理由は適正か。 

イ 随意契約による場合は原則として２人以上

の者から見積書を徴しているか。また、例外

的に１人の者から見積書を徴する時は、その

理由は適正か。 

ウ 委託の内容は適切か、性質上委託すること

が不適切なものはないか。 

エ 委託料の算定根拠は、合理的な基準に基づ

き行われているか。 

オ 委託料の支出、精算報告は委託契約書の内

容に基づき適正に行われているか。 

カ 委託内容の履行確認は適正に行われている

か。また、履行期限は守られているか。 

キ 契約等に反し、受託業務の全部を再委託し

ているものはないか。 

ク 委託の成果物は契約書に基づき適正に受領

されているか。 

（３）必要性の乏しい需用費、

備品購入費が支払われる

リスク 

ア 検査検収は確実に行われ、かつ、物品供給、

修繕等の事実のないものはないか。 

イ 物品の購入は計画的かつ効率的に行われて

いるか。 

ウ 在庫量は、需要予測に基づき適正であるか。 

エ 特に年度末において当面必要としない物品

を購入していないか。 

（４）手数料を誤って徴収する

等適切に収入事務が行わ

れないリスク 

ア 出納員その他の会計職員及び企業出納員、

現金取扱員以外の者が現金を取り扱っていな

いか。 

イ 領収書の取扱いは適正に行われているか。 

ウ 現金出納簿は、遅滞なく正確に記帳されて

いるか。 

エ 収納金は適正に保管されているか。 

オ 収納金は遅滞なく指定金融機関等に払い込

まれているか。 

カ 釣銭資金の設定、取扱いと保管は適正に行

われているか。 

（５）調定の手続きを誤って行

うリスク 

ア 調定はその根拠となる法令等に適合してい

るか。 

イ 調定の時期及び手続きは適正か。 



ウ 調定簿等関係書類は作成、整備されている

か。 

 

 

 ４ 監査の実施内容 

   市民生活部の財務に関する事務、経営に係る事業の管理について、主な着眼点ご

とに、内部統制の整備状況及び運用状況について、証ひょう書類等の突合、質問、

関係書類の閲覧などの方法により監査を実施した。 

    

 ５ 監査の期間 

   平成２９年４月２８日から同年５月１６日まで 

 

 

第２ 事業の概要 

 １ 事務又は事業の概要 

  （１）市民課 

     市民課は、戸籍住民基本台帳事務等を行っており、主として次のような事務

が行われている。 

    ① 戸籍・住民票・印鑑証明等諸証明の交付に関する事務 

    ② 住民異動届・戸籍関係届等の受理及び異動処理に関する事務 

 

（２）地域振興・文化課 

     地域振興・文化課は、地域振興のための調整事務を行っており、主として次

のような事務が行われている。 

①  協働のまちづくりに関する事務 

②  芸術文化の関係団体、事業、施設に関する事務 

   

（３）生活安全課 

     生活安全課は、地域の特性、実情に応じた地域交通サービスの提供、安全で

快適なまちづくりを推進する事業等を行っており、主として次のような事務が

行われている。 

    ① 地域交通対策に関する事務 

    ② コミュニティバス、デマンドタクシーの運行に関する事務 

    ③ 万葉線対策に関する事務 

    ④ 防犯対策、交通安全対策に関する事務 

   

（４）環境課 

     環境課は、環境衛生対策、美化対策、墓苑管理、斎場整備、公害対策、地球

温暖化対策等を推進する事業を行っており、主として次のような事務が行われ

ている。 



    ① 衛生施設の指揮・統括に関する事務 

    ② 新斎場建設計画に関する事務 

    ③ 一般廃棄物処理に関する事務 

    ④ リサイクル及びごみ減量化に関する事務 

    ⑤ し尿汲取りに関する事務 

 

（５）クリーンピア射水 

     クリーンピア射水は、可燃ごみの処理及び処理施設の維持管理等を行ってお

り、主として次のような事務が行われている。なお、クリーンピア射水の運転

及び維持管理業務は、平成 20 年度から長期包括運営事業として民間業者に委

託している。 

    ① 施設の管理運営に関する事務 

    ② ごみ、資源物の搬入受付に関する事務 

    ③ ごみ搬入物の投入監視、ごみ処理手数料の徴収に関する事務 

 

（６）ミライクル館 

     ミライクル館は、粗大ごみ、不燃ごみ、資源ごみの受付、処理棟の運転、維

持管理業務等を行っており、主として次のような事務が行われている。なお、

一般廃棄物の粗大ごみ及び不燃ごみの処理業務は、平成 27 年度から民間業者

に委託している。 

    ① 施設の管理運営に関する事務 

    ② 収集指定袋管理に関する事務 

    ③ 粗大・不燃物、資源ごみの搬入受付、投入監視及び搬出に関する事務 

    ④ 処理棟の運転及び維持管理に関する事務（資源ごみの精選等） 

 

（７）野手埋立処分所 

     野手埋立処分所は、埋立ごみの処理、処理施設の維持管理業務等を行ってお

り、主として次のような事務が行われている。なお、野手埋立処分所の浸出水

処理業務等は、平成 26 年度から長期包括運営事業として民間業者に委託して

いる。 

    ① 施設の管理運営に関する事務 

    ② ごみ処理手数料に関する事務 

 

（８）衛生センター 

     衛生センターは、搬入し尿、浄化槽汚泥の処理及び処理施設の維持管理業務

等を行っており、主として次のような事務が行われている。 

    ① 処理業務の管理に関する事務 

    ② 施設の管理運営に関する事務 

 

（９）斎場 



     斎場は、火葬業務の管理運営、施設の維持管理業務等を行っており、主とし

て次のような事務が行われている。なお、火葬業務は、平成 17年 11月から民

間業者に委託している。 

    ① 施設の運営に関する事務 

    ② 火葬業務の管理運営に関する事務 

 

 

 ２ 監査対象局と職員数 

  （１）部署別及び職種別の直近の人員数       （単位：名） 

 市民課 地域振興・文化課 生活安全課 環境課 

職員数 26 10 10 23 

  （２）監査対象局職員数の直近数年間の推移      （単位：名） 

 平成２９年度 平成２８年度 平成２７年度 

職員数 71    -（※）    -（※） 

    （※）機構改革により、条件が同じではないため記入せず。 

 

 ３ 決算状況 ※決算額は決算書の数字 

 （１）市民課                          （単位:千円） 

 

款－項－目  目名 

現計予算額 決算額 

平成２８年度 平成２７年度 平成２６年度 平成２５年度 

2-3-1 戸籍住民基本台帳費 128,028 100,704 74,001 76,010 

 

（２）地域振興・文化課                       

 

款－項－目  目名 

現計予算額 決算額 

平成２８年度 平成２７年度 平成２６年度 平成２５年度 

2-1-3   文書広報費 45,875 51,499 50,991 38,810 

2-1-12  地域振興費 650,424 337,337 599,183 494,376 

10-5-6  文化振興費 17,897 16,684 9,300 9,679 

10-5-8  芸術文化施設

費 
298,232 310,144 511,066 316,377 

 

 （３）生活安全課 

 

款－項－目  目名 

現計予算額 決算額 

平成２８年度 平成２７年度 平成２６年度 平成２５年度 

2-1-13  交通安全対策

費 
11,221 10,637 10,513 11,131 

2-1-14  地域交通対策

費 
373,526 302,415 296,081 351,538 

2-1-15  防犯対策費 5,811 8,641 10,661 5,156 



7-1-3 消費者行政推進費 4,882 3,896 3,400 3,285 

 

 （４）環境課 

 

款－項－目  目名 

現計予算額 決算額 

平成２８年度 平成２７年度 平成２６年度 平成２５年度 

4-1-4   予防費 231,212 212,815 215,372 187,285 

4-1-5   環境衛生費 13,677 9,859 15,350 15,063 

4-1-6   斎場費 57,623 58,365 49,409 49,193 

4-1-7   環境保全費 10,765 7,265 12,837 13,939 

4-2-1   清掃総務費 69,350 61,248 75,426 60,007 

4-2-2   塵芥処理費 1,300,350 1,305,704 1,238,507 1,195,489 

4-2-3  し尿処理費 121,288 119,765 124,507 117,813 

  

（５）クリーンピア射水 

 

款－項－目  目名 

現計予算額 決算額 

平成２８年度 平成２７年度 平成２６年度 平成２５年度 

4-2-2  塵芥処理費 1,300,350 1,305,704 1,238,507 1,195,489 

 

（６）ミライクル館 

 

款－項－目  目名 

現計予算額 決算額 

平成２８年度 平成２７年度 平成２６年度 平成２５年度 

4-2-1  清掃総務費 69,350 61,248 75,426 60,007 

4-2-2   塵芥処理費 1,300,350 1,305,704 1,238,507 1,195,489 

 

（７）野手埋立処分所 

 

款－項－目  目名 

現計予算額 決算額 

平成２８年度 平成２７年度 平成２６年度 平成２５年度 

4-2-2   塵芥処理費 1,300,350 1,305,704 1,238,507 1,195,489 

 

（８）衛生センター 

 

款－項－目  目名 

現計予算額 決算額 

平成２８年度 平成２７年度 平成２６年度 平成２５年度 

4-1-6   斎場費 57,623 58,365 49,409 49,193 

4-2-3   し尿処理費 121,288 119,765 124,507 117,813 

 

 

第３ 監査の結果 

 監査の結果、事務処理は概ね適正に行われていたものと認める。 

 なお、その他軽易な注意事項については記述を省略した。 


