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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 

（平成２９年度は都市計画課、道路課、用地・河川管理課、建築

住宅課。平成３０年４月１日に組織改編） 

        

（２）選定理由 

    都市整備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 

都市計画課 平成３０年２月５日から２月２０

日まで（平成２８年度執行分）（書面

監査） 

道路課 

書面監査 用地・河川管理課 平成３０年２月５日から２月２０

日まで（平成２８年度執行分）（監査

委員監査） 

建築住宅課 

 

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２９年度及び平成３０年度４月から１１

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 

   都市整備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３１年１月４日から同年１月１７日まで 

 

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。 

 

（２）道路課 

     道路課は、道路計画及び維持管理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 街路樹の維持管理に関すること。 

③ 道路除雪に関すること。 

④ 橋梁、消融雪施設及び交通安全施設の維持保守及び新設に関するこ

と。   

 

  （３）用地・河川管理課 

      用地・河川管理課は、用地・河川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 道路に関する申請及び許可に関すること。 

② 用地、物件補償等に関すること。 

③ 地籍調査に関すること。 

④ 市道台帳整備に関すること。 

⑤ 河川・土砂対策全般に関すること。 

 

  （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。 

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。 

 

２ 監査対象局と職員数 

（１）監査対象局の部署別職員数と直近数年間の推移      （単位：名）                              

 平成３０年度 平成２９年度 平成２８年度 

都市計画課 ９   

道路課 １３   

用地・河川管理課 ９   

建築住宅課 １４   

   合計 ４５ ４７ ４８ 

     平成３０年４月１日に組織改編のため、平成２８・２９年度は合計数のみ 

 

３ 予算状況 

（１）都市計画課 

歳入                           （単位：千

円） 

目名 
平成 30年度 

現計予算額 

13-1-5 土木費使用料 3,900 

13-2-3 土木費手数料 1,081 

14-2-5  土木費国庫補助金 315,962 

15-2-6  土木費県補助金 129 

16-3-5 土木費県委託金 2,300 

16-1-1 財産貸付収入 864 

17-1-5 土木費寄附金 2,000 

20-5-2 雑入 360 

21-1-7  合併特例事業債 722,500 

合計 1,049,096 

 

 歳出 

目名 平成 30年度 



現計予算額 

8-4-1  都市計画総務費 84,625 

8-4-2  街路事業費 13,170 

8-4-3  市街地整備費 887,728 

8-4-4 公園費 172,507 

合計 1,158,030 

 

 （２）道路課 

歳入 

目名 
平成 30年度 

現計予算額 

12-1-2 土木費分担金 6,320 

14-2-5 土木費国庫補助金 369,879 

14-2-9 災害復旧費国庫補助金 25,962 

15-2-6 土木費県補助金 3,300 

20-5-2 雑入 696 

21-1-5 土木債 47,700 

21-1-7 合併特例事業債 444,600 

21-1-16 災害復旧費 12,900 

合計 911,357 

 

 歳出 

目名 
平成 30年度 

現計予算額 

8-1-2  道路新設改良費 625,168 

8-1-3  道路橋梁維持費 373,545 

8-1-4 雪害対策費 459,116 

11-1-1 土木災害復旧費 42,400 

合計 1,500,229 

 

（３）用地・河川管理課 

 歳入 

目名 
平成 30年度 

現計予算額 

13-1-5 土木費使用料 47,678 



14-2-5 土木費手数料 0 

14-2-5 土木費国庫補助金 27,500 

15-2-6 土木費県補助金 38,535 

15-3-5 土木費県委託金 4,642 

20-5-2 雑入 700 

21-1-5 土木債 50,100 

合計 169,155 

 

歳出 

目名 
平成 30年度 

現計予算額 

8-1-1 道路橋梁総務費 1,948 

8-1-3 道路橋梁維持費 187,154 

8-1-5 土砂災害対策費 56,200 

8-2-1 海岸河川総務費 25,301 

8-4-1 都市計画総務費 19,249 

11-1-1 土木災害復旧費 1 

合計 289,853 

 

（４）建築住宅課 

 歳入 

目名 
平成 30年度 

現計予算額 

13-1-5 土木費使用料 122,014 

14-2-5 土木費国庫補助金 103,446 

15-2-6 土木費県補助金 2,300 

20-3-4 土木費貸付金元利収入 29,407 

20-5-2 雑入 2,500 

21-1-5 土木債 69,800 

合計 329,467 

   

歳出 

目名 
平成 30年度 

現計予算額 

8-6-1 住宅管理費 333,297 



合計 333,297 

 

  

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。 

 

〇意 見 

（１）都市計画道路駅前線の整備について、重要性が大きくかつ注目度も高いこ

とから、平成 32 年度の完成に向け、着実な進捗を図られたい。 

（２）公園施設について、事故が起きないようこまめな点検、補修に努められた

い。 

（３）準公金の取扱いについて、内部統制の強化を図る観点から、複数名による

検査、確認体制の確立を図られたい。 

（都市計画課） 

 

（１）市道の維持管理について、事故が起きないようこまめな点検、補修に努め

られたい。 

（２）除雪作業について、物件破損等の事故が起きないよう、委託業者等へ未然

防止策の指導を徹底されたい。 

（３）街路樹の管理について、経費節減の観点から、地元の地域振興会の協力を

得られるよう協議、検討されたい。 

（４）高岡土木センター管内協議会の運営について、目的に沿った事業を実施す

るとともに、構成団体の負担金の適正化を図るよう協議、検討されたい。 

（道路課） 

 


