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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 

    （財務管理部）課税課、収納対策課、総務課、管財契約課 

    （選挙管理委員会）選挙管理委員会事務局 

（２）選定理由 

    課税課、収納対策課、総務課、管財契約課及び選挙管理委員会事務局

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 

課税課 平成２８年９月１日から１０月７日

まで 

（平成２７年度執行分） 

収納対策課 

管財契約課 平成２８年５月６日から５月１９日

まで 

（平成２７年度執行分）（書面監査） 

書面監査 総務課 平成２８年５月６日から同月１９日

まで 

（平成２７年度執行分） 

選挙管理委員会事務

局 

 

 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）賦課事務が適正に行わ ア 台帳、帳簿、証拠書類等は保存されて



れないリスク いるか。また、その記帳は適正に行われ

ているか。 

イ 非課税、減免、課税免除、不均一課税、

納期延長の取扱い及び手続は、法令等の

規定に基づいて適正に行われているか。 

ウ 更正決定及び加算金の処理は適正に行

われているか。 

（２）徴収、滞納整理事務の

手続が適正に行われな

いリスク 

 

 

ア 徴収台帳等は整備されているか。また、

その記帳は適正に行われているか。 

イ 滞納者の実態は十分調査されている

か。また、その滞納の状況と理由を明確

に把握し、かつ記録しているか。 

ウ 必要に応じ徴収停止、履行期限の延長、

分割納付、債務の免除等の緩和措置がと

られているか。また、その手続は適正か。 

エ 督促手数料、延滞金等は適正に徴収し

ているか。また、これを免除しているも

のについては、理由及び手続は適正か。 

オ 不納欠損処分は適時、かつ厳正に行わ

れているか。 

（３）支出事務が適正に行わ

れないリスク 

ア 違法、不当な支出又は不経済な支出は

ないか。 

イ 需用費、備品購入費の支出において、

検査検収は確実に行われ、かつ、物品購

入、修繕等の事実のないものはないか。 

ウ 委託料の支出において、委託の相手方

及び選定方法は適切か。 

エ 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。 

（４）契約手続が適正に行わ

れないリスク 

ア 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。 

イ 権限を超えた契約及び恣意に分割して

いる契約はないか。 



ウ 契約書、見積書等関係書類及び帳簿は

確実かつ的確に整備されているか。 

 

 ４ 監査の実施内容 

   課税課、収納対策課、総務課、管財契約課及び選挙管理委員会事務局の

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９月１４日から同年９月２８日まで 

 

第２ 事業の概要 

 １ 事務又は事業の概要 

  （１）課税課 

     課税課は、市民税、資産税等の賦課事務を行っており、主として次

のような事務が行われている。 

① 個人・法人市民税に関すること 

② 軽自動車税等に関すること 

③ 資産税等に関すること 

④ 諸証明に関すること 

 

（２）収納対策課 

     収納対策課は、市税等の収納事務及び債権管理に係る事務を行って

おり、主として次のような事務が行われている。 

① 市税・国民健康保険税の収入及び滞納処理に関すること 

② 市税等の督促、滞納整理に関すること 

③ 納税相談に関すること 

④ 税外債権の事務に関すること 

   

  （３）総務課・選挙管理委員会事務局 

      総務課・選挙管理委員会事務局は、防災・危機管理、条例・規則の

審査・公布及び情報管理に係る事務を行っており、主として次のよう

な事務が行われている。 

    ① 防災・危機管理の統括に関すること 

    ② 条例、規則等の審査、公布及び編纂に関すること 



    ③ 情報公開に関すること 

    ④ 選挙管理委員会に関すること 

    ⑤ 庁内ネットワーク及びサーバ、端末等の管理に関すること 

    ⑥ 庁内電算化及び電子自治体の推進に関すること 

 

  （４）管財契約課 

      管財契約課は、市有財産の維持管理、入札及び工事等の検査に係る

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 市有財産の維持、管理及び処分に関すること 

    ② 公共用地の取得、処分及び登記事務の手続に関すること 

    ③ 入札及び契約に関すること 

    ④ 工事等の検査に関すること 

 

２ 監査対象課の職員数の直近数年間の推移 

  （１）課税課                    （単位：名） 

 平成２９年度 平成２８年度 平成２７年度 

職員数 ２０ ２０ ２１ 

  （２）収納対策課                  （単位：名） 

 平成２９年度 平成２８年度 平成２７年度 

職員数 １１ １１ １１ 

  （３）総務課・選挙管理委員会事務局         （単位：名） 

 平成２９年度 平成２８年度 平成２７年度 

職員数 １２ １４ １４ 

   （４）管財契約課                  （単位：名） 

 平成２９年度 平成２８年度 平成２７年度 

職員数 １３ １１ １２ 

 

 

３ 決算状況  

(１）課税課 

歳入                         （単位：千円） 

目名 
平成２９年度 

現計予算額 

平成２８年度 

決算額 

1-1-1 市民税個人 4,565,000 4,585,862 

1-1-2 市民税法人 920,000 1,052,837 

1-2-1 固定資産税 6,934,000 7,023,779 



1-2-2 固有資産等所在地市町

村交付金及び納付金 

61,040 
38,319 

1-3-1 軽自動車税 250,000 245,232 

1-4-1 市たばこ税 578,000 593,014 

1-5-1 入湯税 23,000 23,497 

2-3-1 特別とん譲与税 27,000 29,765 

13-2-1 総務費手数料 6,510 7,090 

20-5-1 弁償金 10 11 

20-5-2 雑入 85 88 

 

  歳出 

 

平成２９年度 

現計予算額 

平成２８年度 

決算額 

2-2-1 税務総務費 3,521 3,016 

2-2-2 賦課徴収費 113,997 148,407 

 

 （２）収納対策課 

歳入                         （単位：千円） 

 

平成２９年度 

現計予算額 

平成２８年度 

決算額 

1-1-1 市民税個人 40,400 42,119 

1-1-2 市民税法人 1,300 1,064 

1-2-1 固定資産税 44,000 43,366 

1-3-1 軽自動車税 1,600 1,663 

13-2-1 総務費手数料 2,000 1,893 

15-3-1 総務費県委託金 151,000 153,532 

20-1-1 延滞金・加算金及び過

料 

12,000 
11,311 

20-5-2 雑入 32 33 

20-5-3 滞納処分費 1 0 

 

歳出 

 

平成２９年度 

現計予算額 

平成２８年度 

決算額 

2-2-1 税務総務費 363 31 



2-2-2 賦課徴収費 17,072 16,009 

 

（３）総務課、選挙管理委員会 

歳入                         （単位：千円） 

 

平成２９年度 

現計予算額 

平成２８年度 

決算額 

13-1-1 総務費使用料 2 2 

14-2-1 総務費国庫補助金 ― 12,500 

14-3-1 総務費国庫委託金 33 33 

15-2-1 総務費県補助金 2,929 10,679 

15-3-1 総務費県委託金 32,912 58,107 

20-4-1 総務費受託事業収入 473 ― 

20-5-2 雑入 10 89 

21-1-1 総務債 ― 720,200 

 

 歳出 

 

平成２９年度 

現計予算額 

平成２８年度 

決算額 

2-1-1 一般管理費 43,089 19,683 

2-1-3 文書広報費 3,548 8,352 

2-1-8 行政情報推進費 244,142 798,863 

2-1-10 公平委員会費 301 188 

2-1-16 防災対策費 49,633 840,350 

2-4-1 選挙管理委員会費 643 557 

2-4-2 選挙啓発費 163 393 

2-4-3 参議院議員通常選挙費 ― 28,886 

2-4-4 射水市長選挙及び射水市

議会議員選挙費 

61,826 
― 

2-4-4 県知事選挙費 ― 25,915 

2-4-4 射水平野土地改良区総代

選挙費 

473 ― 

2-4-5 海区漁業調整委員会委員選挙費 ― 170 

2-4-11 衆議院議員総選挙費 29,910 ― 

 

（４）管財契約課  



  歳入 

 

平成２９年度 

現計予算額 

平成２８年度 

決算額 

13-1-1 総務費使用料 1,454 1,523 

16-1-1 財産貸付収入 5,526 6,097 

16-2-1 不動産売払収入 71,182 653,401 

16-2-2 物品売払収入 1 28 

20-5-2 雑入 9,916 21,610 

 

  歳出                 

 

平成２９年度 

現計予算額 

平成２８年度 

決算額 

2-1-5 会計管理費 9,624 7,865 

2-1-6 財産管理費 214,797 206,961 

2-1-7 企画費 ― 3,349,730 

2-1-17 新湊地区行政センター費 ― 26,585 

2-1-18 小杉地区行政センター費 ― 27,280 

2-1-20 大島地区行政センター費 ― 32,523 

2-1-21 下地区行政センター

費 

― 
12,583 

8-1-2 道路新設改良費 ― 763,080 

 

 

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。 

 


