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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 

    （企画管理部）政策推進課、未来創造課、人事課 

    （議会事務局）議事調査課 

    （監査委員）監査委員事務局 

（２）選定理由 

    政策推進課、未来創造課、人事課、議事調査課及び監査委員事務局の財

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 

人事課 

 

平成２８年５月６日から同月１９

日まで 

（平成２７年度執行分）（書面監査） 

未来創造課 ― 

議事調査課 平成２８年５月６日から同月１９

日まで 

（平成２７年度執行分）（書面監査） 

書面監査 政策推進課 

 

平成２８年５月６日から同月１９

日まで 

（平成２７年度執行分） 

監査委員事務局 平成２８年１０月３日から同月１

７日まで（平成２７年度執行分）（書

面監査） 

 

 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年度及び２９年度４月から８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） 必要性の乏しい補助

金や助成金が交付され

るリスク 

ア 使用は、交付要綱の交付目的及び交

付対象を逸脱していないか。 

イ 補助金の交付条件は適切に付され、

条件どおり交付、履行されているか。 

ウ 実績報告に基づく精算は適切か。 

エ 補助の効果は確認されているか。ま

た、補助効果の点から整理すべきもの

はないか。 

（２） 適正な契約手続が行

われないリスク 

 

 

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 予定価格、調査基準価格及び最低制

限価格の算定、秘密保持の方法は適正

に行われているか。また、工事について

は設計書金額の一部を正当な理由なく

控除するいわゆる歩切りを行っている

ものはないか。 

エ 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。 

オ 契約書、見積書等関係書類及び恣意

に分割している契約はないか。 

（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 監査の実施内容 

    政策推進課、未来創造課、人事課、議事調査課及び監査委員事務局の財

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。 

    なお、議事調査課に関する監査について、堀 義治監査委員は、地方自治

法第１９９条の２の規定により、除斥とした。 

    

 ５ 監査の期間 

   平成２９年１０月４日から同年１０月１８日まで 

 

第２ 事業の概要 

１ 事務又は事業の概要 

  （１）政策推進課 

     政策推進課は、重要施策の企画立案を行っており、主として次のよう

な事務が行われている。 

① 市長特命事項に関すること。 

② 「呉西圏域」連携中枢都市圏形成に関すること。 

③ 国・県に対する重点事業に関すること。 

④ 学生のまちづくりに関すること。 

 

（２）人事課 

     人事課は、職員に関する事務及び行財政改革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 職員の任免、分限、懲戒及び服務に関すること。 

② 職員の給与に関すること。 

③ 行財政改革に関すること。 

④ 指定管理者制度に関すること。 

   

（３）未来創造課 

      未来創造課は、地方創生推進及び広報広聴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 地方創生推進に関すること。 

    ② 移住交流の促進に関すること。 

    ③ 統計調査に関すること。 

    ④ 広報「いみず」の発行に関すること。 

⑤  ケーブルテレビによる行政情報の作成・放送に関すること。 

   

（４）議事調査課 

      議事調査課は、議会、議員に関す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 議会本会議、委員会及び協議会に関すること。 

    ② 議案及び請願書等に関すること。 

    ③ 議会広報に関すること。 

⑤  政務活動費に関すること。 

   

（５）監査委員事務局 

     監査委員事務局は、監査に関す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  監査委員に関すること。 

②  定例監査、例月出納検査及び決算審査に関すること。 

③  財政援助団体等監査に関すること。 

④ 住民監査請求の監査に関すること。 

 

 

２ 監査対象課の職員数の直近数年間の推移（括弧内は、うち課付職員数） 

  （１）政策推進課                  （単位：名） 

 平成２９年度 平成２８年度 平成２７年度 

職員数 ７ １１ １２ 

  （２）人事課                    （単位：名） 

 平成２９年度 平成２８年度 平成２７年度 

職員数 ２２（１２） １７（５） １５（３） 

  （３）未来創造課                  （単位：名） 

 平成２９年度 平成２８年度 平成２７年度 

職員数 ７ ７ ― 

   （４）議事調査課                  （単位：名） 

 平成２９年度 平成２８年度 平成２７年度 

職員数 ５ ５ ５ 



（５）監査委員事務局                （単位：名） 

 平成２９年度 平成２８年度 平成２７年度 

職員数 ４ ４ ３ 

 

３ 決算状況  

 

(１）政策推進課 

歳入                         （単位：千円） 

区分 
現計予算額 

平成２９年度 

決算額 

平成２８年度 

14-2-1 総務費国庫補助金 ― 61,154 

15-2-1 総務費県補助金 4,400 7,541 

17-1-3 教育費寄附金 ― 1,000 

17-1-8 総務費寄附金 ― 2,000 

20-5-2 雑入 40,837 4,959 

21-1-1 総務債 ― 49,300 

21-1-7 合併特例事業債 ― 0 

合計 45,237 125,954 

  歳出 

区分 
現計予算額 

平成２９年度 

決算額 

平成２８年度 

2-1-1 一般管理費 10,900 10,078 

2-1-7 企画費 321,687 142,100 

2-1-12 地域振興費 846 4,461 

合計 333,433 156,639 

 

 

 （２）人事課 

歳入                          （単位：千円） 

区分 
現計予算額 

平成２９年度 

決算額 

平成２８年度 

20-5-2 雑入 2,699 6,267 

合計 2,699 6,267 

歳出 



区分 
現計予算額 

平成２９年度 

決算額 

平成２８年度 

1-1 議会費 48,705 48,504 

2-1 総務管理費 1,335,932 1,520,691 

2-2 徴税費 232,299 226,825 

2-3 戸籍住民基本台帳費 177,586 48,076 

2-4 選挙費 ― △1 

2-5 統計調査費 4,608 3,872 

2-6 監査委員費 32,036 31,407 

3-1 社会福祉費 168,160 153,967 

3-2 児童福祉費 1,030,470 965,024 

3-3 生活保護費 21,933 21,760 

4-1 保健衛生費 218,572 208,197 

4-2 清掃費 70,755 82,655 

6-1 農業費 98,471 95,941 

6-3 水産業費 15,281 16,486 

7-1 商工費 95,729 94,804 

8-1 道路橋梁費 166,143 157,725 

8-2 海岸河川費 6,052 6,024 

8-3 港湾費 27,157 27,589 

8-4 都市計画費 75,330 73,344 

8-6 住宅費 94,118 97,600 

9-1 消防費 809,806 782,620 

10-1 教育総務費 127,397 130,833 

10-2 小学校費 11,757 11,577 

10-3 中学校費 22,636 24,688 

10-4 幼稚園費 66,664 66,748 

10-5 社会教育費 167,587 161,076 

10-6 保健体育費 18,805 18,122 

合計 5,143,989 5,076,155 

 

 

 

（３）未来創造課 

歳入                         （単位：千円） 



区分 
現計予算額 

平成２９年度 

決算額 

平成２８年度 

14-2-1 総務費国庫補助金 26,138 ― 

15-2-1 総務費県補助金 500 15,900 

15-3-1 総務費県委託金 3,858 4,001 

20-5-2 雑入 2,480 1,400 

合計 32,976 21,301 

  歳出 

区分 
現計予算額 

平成２９年度 

決算額 

平成２８年度 

2-1-3 文書広報費 35,771 33,990 

2-1-7 企画費 25,583 15,451 

2-1-12 地域振興費 ― 31,800 

2-5-1 統計調査総務費 421 324 

2-5-2 基幹統計調査費 3,783 3,926 

3-2-1 児童福祉総務費 ― 806 

10-1-2 事務局費 ― 0 

合計 65,558 86,296 

 

（４）議事調査課  

 歳出                 

区分 
現計予算額 

平成２９年度 

決算額 

平成２８年度 

1-1-1 議会費 242,029 237,912 

合計 242,029 237,912 

 

（５）監査委員事務局  

 歳出                 

区分 
現計予算額 

平成２９年度 

決算額 

平成２８年度 

2-6-1 監査委員費 3,337 3,490 

合計 3,337 3,490 

 

 

第３ 監査の結果 



 事務事業は概ね適正に行われていたものと認めるが、次の事項について措置

又は検討されたい。なお、その他簡易な注意事項については記述を省略した。 

 

○意 見 

  射水市定員適正化計画について、総務省発表の類似団体は、人口や産業構造

の類似する団体のグループ分けだが、地域条件、財政状況及び保育園数並びに

施設の指定管理の状況等で職員数が大きく異なってくる。 

必要な職員数は、各部局の事務事業の見直し等にも影響があるため、引き続

き適正な職員定数となるよう努められたい。 

                               （人事課） 

 


