
1 

 

射水市監査委員告示第４号 

 

 

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３０年２月に実施した都市

整備部及び消防本部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。 

 

 

  平成３０年２月２６日 

 

 

                射水市監査委員 村 上 欽 哉 

 

 

 

                射水市監査委員 折 橋 清 弘 

 

 

 

                 射水市監査委員 津 田 信 人 
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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 

    （都市整備部）都市計画課、道路建設課、道路・河川管理課、建築住宅課 

    （消防）消防本部総務課、消防本部防災課、射水消防署、新湊消防署     

（２）選定理由 

    都市整備部及び消防本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

の対象とする。 

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 道路・河川管理課 平成２９年１月３１日から２月１４日ま

で（平成２７年度執行分）（書面監査） 建築住宅課 

消防本部総務課 平成２８年１０月３日から１０月１７日

まで（平成２７年度執行分）（書面監査） 消防本部防災課 

射水消防署 

新湊消防署 

書面監査 都市計画課 平成２９年１月３１日から２月１４日ま

で（平成２７年度執行分）（監査委員監査） 道路建設課 

 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年度及び平成２９年度４月から１２月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
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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 主要な日程 

   実 施 通 知 日  平成２９年１２月２８日 

   事 前 監 査  平成３０年２月５日から２月１９日まで 

  監査委員監査日  平成３０年２月１９日 

   監査委員講評  平成３０年２月１９日 

   監査委員決定  平成３０年２月１９日 

 

 ５ 監査担当者 

担当者 
担当する手続 

内部統制 実証的手続 その他 

監査委員事務局長 ― ― 総括 

監査委員事務局次長 補助金、負担金 補助金、負担金 品質管理 

監査係長 準公金、支出事務 準公金、支出事務 ― 

担当者 契約、服務 契約、服務 ― 

 

 ６ 過去の指摘等（平成２８年度又は平成２７年度の定例監査における指摘事項及び意見） 

   

対象部局 意見 備考 

都市計画課 ―  

道路建設課 ―  

道路・河川

管理課 

消雪等の施設設備に係る更新工事は、厳しい財政状況であっても必要

不可欠であり、上下水道部では設備や管敷設の長寿命化を図りながら

H27 
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計画的に更新を進めている。所管の施設設備全体について、将来的な

更新計画を策定し、順次工事を進めるように努められたい。 

建築住宅課 ―  

消防本部総

務課 

―  

消防本部防

災課 

―  

射水消防署 ―  

新湊消防署 ―  

 

第２ 事業の概要 

  

 １ 事務又は事業の概要 

  （１）都市計画課 

     都市計画課は、都市計画、開発行為及び地籍調査に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 都市計画に関すること。 

② 区画整理に関すること。 

③ 都市計画道路に関すること。 

④ 公園、緑地及び緑道に関すること。 

⑤ 地籍調査に関すること。 

 

（２）道路建設課 

     道路建設課は、道路計画及び用地、物件補償等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 道路計画及び道路新設改良に関すること。 

② 消融雪施設計画及び整備に関すること。 

③ 用地、物件補償等に関すること。 

④ 市道有地の境界に関すること。   

 

  （３）道路・河川管理課 

      道路・河川管理課は、道路・河川の一般管理に関することを行っており、主と

して次のような事務が行われている。 

① 道路の維持管理に関すること。 

② 街路樹の維持管理に関すること。 

③ 河川の維持管理に関すること。 

④ 水利及び水防に関すること。 

 

  （４）建築住宅課 

      建築住宅課は、住宅施策の企画等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 市営住宅の管理運営に関すること。 
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② 空き家対策支援事業に関すること。 

③ 建築確認申請に関すること。 

④ 重点密集市街地整備に関すること。 

⑤ 都市再生住宅の管理運営及び維持管理に関すること。 

 

  （５）消防本部総務課 

     消防本部総務課は、消防本部の総務及び人事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 条例、規則、規程等の制定改廃に関すること。 

    ② 予算、決算及び経理に関すること。 

    ③ 消防団に関すること。 

    ④ 職員及び団員の人事、福利厚生等に関すること。 

 

  （６）消防本部防災課 

     消防本部防災課は、災害の警戒及び防ぎょ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 救急・救助業務に関すること。 

    ② 緊急消防援助隊に関すること。 

    ③ 火災・救急・救助出動の指令管制に関すること。 

    ④ 消防相互応援協定に関すること。 

 

  （７）射水消防署 

     射水消防署は、火災、救急・救助活動、火災の原因と損害調査等の業務を行っ

ており、主として次のような業務が行われている。 

    ① 救急技術の指導及び訓練に関すること。 

    ② 危険物施設の立入検査及び指導に関すること。 

    ③ 住宅防火対策に関すること。 

  

  （８）新湊消防署 

     新湊消防署は、火災、救急・救助活動、火災の原因と損害調査等の業務を行っ

ており、主として次のような業務が行われている。 

    ① 救急技術の指導及び訓練に関すること。 

    ② 危険物施設の立入検査及び指導に関すること。 

    ③ 住宅防火対策に関すること。 

 

２ 監査対象局と職員数 

 （１）監査対象課の職員数の直近の数年間の推移     （単位：名）                              

 平成２９年度 平成２８年度 

都市計画課 １１（１） １２ 

道路建設課 １０（１） １０ 

道路・河川管理課 １１（１） １２ 

建築住宅課 １４（２） １４ 

消防本部総務課 ７（３） ８ 
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消防本部防災課 １２（１） １２ 

射水消防署 ４６（２） ４６ 

新湊消防署 ４６（２） ４６ 

                          （ ）内は、課付け職員数 

 

３ 決算及び予算の状況  

（１）都市計画課 

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 

13-1-5 土木費使用料 3,800 6,390 

13-2-3 土木費手数料 721 1,131 

14-2-5  土木費国庫補助金 486,006 90,200 

15-2-6  土木費県補助金 10,808 8,566 

16-1-1 財産貸付収入 960 960 

20-5-2 雑入 72 995 

21-1-7  合併特例事業債 420,400 ― 

合計 922,767 108,244 

 

 歳出 

目名 
平成 29年度 

現計予算額 

平成 28年度 

決算額 

8-4-1  都市計画総務費 73,755 21,408 

8-4-2  街路事業費 26,624 32,700 

8-4-3  市街地整備費 851,463 271,336 

8-4-4 公園費 177,762 113,565 

合計 1,129,604 439,009 

 

 （２）道路建設課 

歳入 

目名 
平成 29年度 

現計予算額 

平成 28年度 

決算額 

12-1-2 土木費分担金 17,633 6,485 

13-2-3 土木費手数料 0 1 

14-2-5 土木費国庫補助金 166,645 61,194 

20-5-2 雑入 0 0 

21-1-7 合併特例事業債 518,600 0 

合計 702,877 67,681 

 

 歳出 

目名 
平成 29年度 

現計予算額 

平成 28年度 

決算額 
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8-1-1 道路橋梁総務費 1,932 1,438 

8-1-2  道路新設改良費 655,126 339,057 

8-1-3  道路橋梁維持費 68,100 36,154 

8-1-4 雪害対策費 174,944 79,855 

合計 900,102 456,506 

 

（３）道路・河川管理課 

 歳入 

目名 
平成 29年度 

現計予算額 

平成 28年度 

決算額 

13-1-5 土木費使用料 47,005 54,029 

14-2-5 土木費国庫補助金 276,064 144,720 

14-2-9 災害復旧費国庫補助金 46,400 ― 

15-2-6 土木費県補助金 19,641 30,489 

15-3-5 土木費県委託金 4,544 3,847 

16-2-2 物品売払収入 ― 4,822 

20-5-2 雑入 1,296 6,601 

21-1-5 土木債 36,800 25,600 

21-1-7 合併特例事業債 82,300 ― 

21-1-16 災害復旧債 23,200 ― 

合計 537,250 270,111 

 

歳出 

目名 
平成 29年度 

現計予算額 

平成 28年度 

決算額 

8-1-1 道路橋梁総務費 1,026 7,678 

8-1-3 道路橋梁維持費 539,058 417,353 

8-1-4 雪害対策費 364,765 429,664 

8-1-5 土砂災害対策費 29,981 45,738 

8-2-1 海岸河川総務費 50,028 37,012 

11-1-1 土木災害復旧費 69,602 ― 

合計 1,054,460 937,446 

 

（４）建築住宅課 

 歳入 

目名 
平成 29年度 

現計予算額 

平成 28年度 

決算額 

13-1-5 土木費使用料 120,458 120,887 

14-2-5 土木費国庫補助金 241,154 126,217 

15-2-6 土木費県補助金 2,175 435 

16-2-1 不動産売払収入 0 ― 

20-3-4 土木費貸付金元利収入 34,382 44,591 



8 

 

20-5-2 雑入 2,500 1,073 

21-1-5 土木債 188,600 41,300 

合計 589,269 334,504 

   

歳出 

目名 
平成 29年度 

現計予算額 

平成 28年度 

決算額 

8-4-1 都市計画総務費 ― 18,765 

8-6-1 住宅管理費 612,055 360,963 

合計 612,055 379,728 

 

（５）消防本部総務課 

歳入 

目名 
平成 29年度 

現計予算額 

平成 28年度 

決算額 

13-1-6 消防費使用料 10 10 

13-2-4 消防費手数料 2,426 5,999 

15-2-7 消防費県補助金 3,925 3,057 

16-2-1 不動産売払収入 0 ― 

16-2-2 物品売払収入 0 740 

17-1-9 消防費寄附金 ― 100 

20-5-2 雑入 18,992 29,066 

21-1-6 消防債 29,400 69,200 

21-1-7 合併特例事業債 93,200 ― 

合計 147,953 108,173 

 

 歳出 

 目名 
平成 29年度 

現計予算額 

平成 28年度 

決算額 

9-1-1 常備消防費 69,408 72,175 

9-1-2 非常備消防費 100,674 99,925 

9-1-3 消防施設費 153,104 319,371 

合計 323,186 491,472 

 

 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。 

 


