
福知山市監査委員告示第１号 

 

平成３０年度に実施した定期監査の結果を受けて講じられた措置の状況について、

地方自治法第１９９条第１２項の規定により、その内容を次のとおり公表する。 

 

 

平成３１年４月１１日 

 

 

福知山市監査委員  長  坂   勉 

 

 

 

                 福知山市監査委員   見 純 男 



福祉保健部 社会福祉課 

監査の結果 講じた措置 

１ 補助金等について 

所管団体の事務局事務において、団体

口座の代表者名義及び届出印を担当者

として管理されている預金通帳があっ

た。内部牽制が働く体制の構築を図ら

れたい。 

 

 

 

２ 契約について 

（１）業務委託の契約において、契約書に

約定された業務の履行期間と設計書の

積算及び受託者からの提出書類に相違

があるものがあった。適切な契約事務

に努められたい。 

 

（２）業務委託の検査調書において、立会

人が検査結果概評を記載し検査報告を

おこなっているものがあった。 

 

１ 補助金等について 

口座名義を福知山市民生児童委員連

盟代表者 事務局長名に変更、届出印に

ついても「福知山市民生児童委員連盟

事務局長之印」を作成し、出金の際に

は支出伝票の決裁にあわせて、事務局

長（社会福祉課長）の決裁を取るよう

に改善した。 

 

２ 契約について 

(１) 契約事務を行う際には受託者から

の提出書類等の内容を確認し、担当職

員だけでなく係内でチェック体制を確

立して適切な契約事務に努めることと

した。 

 

(２) 検査調書の内容や記載事項に係る趣

旨や意図について職員間で確認し、今

後は適正に処理するよう共通理解を行

った。 

 

福祉保健部 高齢者福祉課 

監査の結果 講じた措置 

１ 契約について 

（１）前金払いによる業務委託の契約にお

いて、業務の履行確認に必要な検査調

書が作成されていないものがあった。 

 

（２）賃貸借契約の契約書及び仕様書にお

１ 契約について 

(１)定められた時期・提出書類をもとに

業務に関する検査調書の作成を徹底し

た。 

 

(２)契約書・仕様書等の内容精査を徹底



いて、契約金の支払条件が明瞭ではな

く、単年度契約でありながら長期継続

契約の特約事項の条項が記載されてい

るなど基本的事項の記載に錯誤がある

ものがあった。慎重な契約事務を心が

けられたい。 

し、不要な文言を記載せず、契約金支

払条件については、統一した記載にす

ることとした。 

 

消防 消防本部総務課 

監査の結果 講じた措置 

１ 契約について 

物品の調達事務において、少額の調達

に分割することにより、適切な契約方

式によらない随意契約が行われている

ものがあった。公正性及び競争性を確

保し適切な契約事務に努められたい。 

１ 契約について 

今後は法令等を遵守し、適正な契約

事務を行う。 

 

 

市長公室 秘書広報課 

監査の結果 講じた措置 

１ 契約について 

業務委託の契約において、指定された

仕様と異なる業務報告が受理されてお

り履行確認が十分でないものがあっ

た。契約の適正な履行の確保に努めら

れたい。 

１ 契約について 

直ちに、契約相手方と業務内容につ

いて再確認し、必要な仕様の変更を行

った。 

今後、契約の適正な履行の確保に努

める。 

 

土木建設部 道路河川課 

監査の結果 講じた措置 

１ 補助金等について 

機具の購入に対する補助金の交付にお

いて、その細目を定めた補助金交付基

準が明確とはいえないものがあった。

１ 補助金等について 

交付要綱を作成し、交付基準を明確

化した。 

今後は、交付要綱に基づき適正な実



補助金交付の適正化に努められたい。 

 

２ 服務について 

出勤簿及び休暇申告簿などの服務管

理に関する書類において、出勤印が押

印されていないもの、相互の内容が一

致しないもの、集計を誤っているもの

などが複数あった。服務管理の適正化

に努められたい。 

施を行うこととした。 

 

２ 服務について 

誤りについては訂正した。 

職員に対しては、服務管理の適正実

施を促した。 

 

土木建設部 建築住宅課 

監査の結果 講じた措置 

１ 契約について 

業務委託などの検査調書において、立

会人が検査結果概評を記載し検査報告

をおこなっているものがあった。 

 

２ 歳入について 

出納員及び金銭分任出納員の出納事務

において、備え付けるべき帳簿が不足

しているなど財務規則の規定に拠らな

いものがあった。事務を改善し、金銭

管理の適正化に努められたい。 

１ 契約について 

報告者を検査員に改めた。 

今後は正確な事務執行を行うよう周

知徹底した。 

 

２ 歳入について 

出納事務について、今後は財務規則

への理解を深め、より適正な金銭管理

を行う。 

 

 

財務部 財政課 

監査の結果 講じた措置 

１ 服務について 

出勤簿において、数週間にわたり出勤

印が押印されていないものがあった。

服務管理の適正化に努められたい。 

 

１ 服務について 

出勤状況を毎日記録することを課内

で共有した。 

本年３月から勤務管理システムが導

入されたことに伴い、各自の業務端末



で電子的に申請・届出ができるように

なった。 

これにより、業務開始と終了のタイ

ミングで各自が勤務体制を記録し、管

理監督職がリアルタイムで一覧確認し

易くなった。 

このシステム導入を契機に、今後は

出勤状況を丁寧に確認し、服務管理を

適正に行う。 

 

教育委員会 学校教育課 

監査の結果 講じた措置 

１ 契約について 

検査業務にかかる単価契約において、

財務規則の規定に拠らず契約書の作成

を省略しているものがあった。慎重な

契約事務に努められたい。 

１ 契約について 

検査業務にかかる単価契約において

は、財務規則の規定に基づき契約事務

の適正化に努めるよう指導した。 

 

教育委員会 生涯学習課 

監査の結果 講じた措置 

１ 契約について 

業務委託の検査調書において、検査員

及び立会人以外の者が検査結果概評を

記載し検査報告をおこなっているもの

があった。 

 

２ 服務について 

出勤簿、休暇申告簿及び週休日の振替

簿などの服務管理に関する書類におい

て、決裁がされていないもの、誤った

振替処理をおこなっているもの、相互

１ 契約について 

契約事務について、適正な方法を確

認し、検査員が検査結果概要を記載し

報告をおこなうようにした。 

 

 

２ 服務について 

出勤簿、休暇申告簿及び週休日の振

替簿などの服務管理に関する書類にお

いては、決裁を行い、間違いを訂正し

た。 



の内容が一致しないものなどが複数あ

った。服務管理の適正化に努められた

い。 

 

教育委員会 中央公民館 

監査の結果 講じた措置 

１ 歳入について 

施設の使用にかかる許可において、使

用料の未納がある者に対して使用を許可

しているものがあった。施設及び債権の

適正な管理に努められたい。 

１ 歳入について 

施設の使用許可については、使用料

の納付を確認の上で許可する。 

今後は、施設及び債権の適正な管理

に努める。 

 

地域振興部 人権推進室 

監査の結果 講じた措置 

１ 契約について 

業務委託などの検査調書において、立

会人が検査結果概評を記載し検査報告

をおこない、記載内容にも錯誤がある

ものがあった。  

 

２ 歳入について 

直接収納をしている現金の取扱いにお

いて、出納機関の権限を有しない職員

が出納事務をおこなっているものがあ

った。また、財務規則で規定されてい

る帳簿等についても整備が十分とはい

えなかった。 

１ 契約について 

検査員が検査結果概評を記載するよ

う徹底した。 

記載内容の錯誤は、修正する。 

 

 

２ 歳入について 

出納機関の権限を有しない職員の出 

納事務については、今後おこなうこと

がないように指導した。 

出納簿等の帳簿類については整備の

仕方を誤っており、財務規則で規定さ

れているとおり作成した。 

 

地域振興部 夜久野支所 

監査の結果 講じた措置 

１ 文書取扱いについて １ 文書取扱いについて 



機器の設置にかかる負担金の徴収にお

いて、市長の特認事項の規定を適用し

支所長決裁で減免が決定されている

が、市長決裁とすべきである。 

  市長決裁とした。 

 

 

 

地域振興部 文化・スポーツ振興課 

監査の結果 講じた措置 

１ 歳入について 

施設の使用にかかる許可において、使

用料の未納がある者に対して使用を許

可しているものがあった。施設及び債

権の適正な管理に努められたい。 

 

２ 財産管理について 

普通財産の貸付けにおいて、貸付料を

誤って算定しているものがあった。慎

重な事務処理に努められたい。 

 

３ 服務について 

出勤簿において、一週間にわたり出勤

印が押印されていないものが複数見受

けられた。服務管理の適正化に努めら

れたい。 

１ 歳入について 

施設の使用許可については、条例の

規定に基づき、十分に確認できる体制

を確立することとし、今後は適正に対

処していく。 

 

２ 財産管理について 

正しい算定額に基づき、相手方と契

約変更し、差額の納入の手続きを行っ

た。今後、適正な事務執行に努める。 

 

３ 服務について 

勤務管理システム運用にあたり、適

正な服務管理に努める。 

 

 

産業政策部 農林業振興課 

監査の結果 講じた措置 

１ 服務について 

出勤簿、休暇申告簿及び週休日の振替

簿などの服務管理に関する書類におい

て、出勤印が押印されていないもの、

誤った振替処理をおこなっているも

１ 服務について 

出勤簿については、監督職により毎

日、押印を確認することとした。ま

た、勤務管理システム導入後は、出勤

の打刻を毎日確認することとした。 



の、相互の内容が一致しないものなど

が複数あった。服務管理の適正化に努

められたい。 

 

休暇申告、週休日の振り替えの相互

内容の不一致については、訂正を行っ

た。 

今後、服務に関するマニュアルにの

っとり振り替えを行うよう職員に指導

を行った。 

 

市民総務部 危機管理室 

監査の結果 講じた措置 

１ 服務について 

出勤簿、休暇申告簿及び週休日の振替

簿などの服務管理に関する書類におい

て、誤った振替処理をおこなっている

もの、相互の内容が一致しないものな

どが複数あった。服務管理の適正化に

努められたい。 

１ 服務について 

出勤簿、休暇申告簿及び週休日の振

替簿などの服務管理に関する書類の振

替の誤りを訂正した。 

今後は複数の職員で点検確認を行

い、適正な事務執行に務める。 

 

市民総務部 総務課 

監査の結果 講じた措置 

１ 契約について 

印刷製本業務の契約において、見積依

頼書で指示された条件と記載内容が相

違している見積書が複数提出されてい

るものがあった。見積徴取にあたって

は、条件を明確に指示し誤解を与えな

いよう努められたい。 

１ 契約について 

該当する見積依頼書の様式に記載し

てある条件文を修正し、明確化した。 

また、文書に注意書きを添付し、次

回見積り徴取時に担当が替わっても対

応できるように措置を行った。 

 

市民総務部 生活環境課 

監査の結果 講じた措置 

１ 契約について 

業務委託契約にかかる公金収入事務委

１ 契約について 

業務委託契約事務の内容が明確に伝



託の事務手続きにおいて改善を要する

事項があった。また、当該業務委託契

約の設計積算においても適当ではない

単価を採用しているものがあったので

慎重な契約事務に努められたい。 

わる文書に改める。 

設計積算の点検を検算者だけでなく

審査者のダブルチェックを徹底する。 

 

 


