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平成２５年鈴鹿市監査公表第１０号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定に基づき，定期監査の監査

結果に基づく措置を講じた旨の通知があったので，その内容について次のとおり公表する。 

 

平成 25年 7月 29日 

 

鈴鹿市監査委員 島 村 御 風 

鈴鹿市監査委員 菅 原  武 

鈴鹿市監査委員 伊 藤 健 司 

 

定期監査等の監査結果に基づく措置について 

 

第１ 監査結果の措置 

・保健福祉部子育て支援課 

第２ 措置の内容 

１ 保健福祉部子育て支援課 

(1) 監査区分 随時監査 

(2) 監査結果提出日 平成 25年 3月 25日 

(3) 措置通知年月日 平成 25年 6月 24日 

(4) 指摘事項 

民間保育所保育士調理員等職員研修補助金について，事業完了後の使途確認が不十分

である。客観的な証拠書類は必ず徴収するとともに，補助金を充てることができる統

一した使途基準を作成し，民間保育所に対し指導されたい。 

(5) 措置結果 

     平成 24年度補助金請求書類については，研修案内や申込み書など研修内容が分かる資料

と，研修に要した費用（講師謝礼，参加費，テキスト代等）の領収書を必ず添付するよう，

各保育園の園長宛てに平成 25年 1月 22日付け文書で通知しました。 

支払いにあたっては，添付領収書が研修費用に適しているか否かの判断をして支払い手

続きをいたします。 

また，今後は，制度説明時に対象となる経費についての具体的な項目を明示いたします。 
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平成２５年鈴鹿市監査公表第９号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定に基づき，定期監査の監査

結果に基づく措置を講じた旨の通知があったので，その内容について次のとおり公表する。 

 

平成 25年 6月 27日 

 

鈴鹿市監査委員 島 村 御 風 

鈴鹿市監査委員 菅 原  武 

鈴鹿市監査委員 伊 藤 健 司 

 

定期監査等の監査結果に基づく措置について 

 

第１ 監査結果の措置 

・文化振興部文化課 

第２ 措置の内容 

１ 文化振興部文化課 

(1) 監査区分 随時監査 

(2) 監査結果提出日 平成 25年 3月 25日 

(3) 措置通知年月日 平成 25年 6月 7日 

(4) 指摘事項 

文化会館電気料金の支払い遅延により，遅収料金が発生している。各種請求書におけ

る支払い処理は，期限等を遵守し，処理に遅れが生じないよう注意されたい。 

(5) 措置結果 

     各種請求に係る書類を以下のように改めました。 

・担当者の机上に請求書保管用かごを配置し，電気・水道等支払い期日のあるものを

他の請求書と区分し，色分けしたファイルとしました。 

・電気料金については，請求到着後速やかに支払い処理し，会計課まで 

送付するよう改善しました。 

・館長が，毎月中旬に，執行状況にて電気料金支払い確認を行うよう改善しました。 

・一人であった経理担当職員から，複数の職員が経理可能とし，緊急時にも処理が出

来るように改善しました。 

 今後は，支払期限に遅れないように留意します。 
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平成２５年鈴鹿市監査公表第８号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定に基づき，定期監査の監査

結果に基づく措置を講じた旨の通知があったので，その内容について次のとおり公表する。 

 

平成 25年 5月 27日 

 

鈴鹿市監査委員 島 村 御 風 

鈴鹿市監査委員 菅 原  武 

鈴鹿市監査委員 伊 藤 健 司 

 

定期監査等の監査結果に基づく措置について 

 

第１ 監査結果の措置 

・教育委員会学校教育課 

第２ 措置の内容 

１ 教育委員会事務局学校教育課 

(1) 監査区分 定期監査 

(2) 監査結果提出日 平成 25年 1月 11日 

(3) 措置通知年月日 平成 25年 3月 28日 

(4) 指摘事項 

    ①ボイラー保守点検業務委託契約は，法令等を遵守した契約を締結するよう留意された

い。 

     ②備品管理について，物品管理規則による手続きを経ず，廃棄されているものが見受け

られるので，適正に処理されたい。 

(5) 措置結果 

     ①平成 23 年度保守点検業務委託契約の締結に関し，契約日を年度当初の４月 1 日と

すべきところを，見積書を取得した 3 月中の日付を契約締結日としてしまいました。今

後は法令等を遵守し，当該年度の契約期間初日にて契約を締結いたします。 

平成 24年度につきましては，4月 1日にて契約を締結いたしました。 

     ②所管する備品について所在状況を再確認し，既に廃棄されている物品は，物品管理規則

に基づき「物品返納書兼物品処分決定書」により，平成 25年 3月 28日に管財営繕課へ手続

きを行いました。今後は，より一層，備品管理を徹底するよう努めます。 
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平成２５年鈴鹿市監査公表第７号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定に基づき，定期監査の監査

結果に基づく措置を講じた旨の通知があったので，その内容について次のとおり公表する。 

 

平成 25年 4月 30日 

 

鈴鹿市監査委員 島 村 御 風 

鈴鹿市監査委員 菅 原  武 

鈴鹿市監査委員 池 上 茂 樹 

 

定期監査等の監査結果に基づく措置について 

 

第１ 監査結果の措置 

・総務部市政情報課 

・環境部クリーンセンター 

・産業振興部耕地課 

・都市整備部下水管理課・下水建設課 

・農業委員会事務局 

・産業振興部商業観光課（鈴鹿市観光協会） 

第２ 措置の内容 

１ 総務部市政情報課 

(1) 監査区分 定期監査 

(2) 監査結果提出日 平成 25年 1月 11日 

(3) 措置通知年月日 平成 25年 4月 5日 

(4) 指摘事項 

①情報セキュリティ会議要領等の必要な改正がなされていない。また，情報セキュリ

ティ会議等の開催，情報セキュリティ監査が実施されていない。情報セキュリティ対策

基準に則った適正な運用をされたい。 

②備品管理について，物品管理規則による手続きを経ず，廃棄されているものが見受

けられるので，適正に処理されたい。 

(5) 措置結果 

    ①情報セキュリティ会議要領等の必要な改正がなされていなかったため，平成 24 年

12 月 17 日（月）に情報セキュリティ会議を開催し，情報セキュリティ会議要領等諸規

程の改正（案）を会議に諮り，承認を得て必要な改正を行いました。 

なお，情報セキュリティ監査については，情報セキュリティ対策基準に則した実施方法

を再検討のうえ，平成 25年度から適正に実施いたします。 

②指摘のあった備品のうち，保管場所相違については，平成 24年 7月 11日付けで物

品保管換書を，また廃棄処理漏れについては，平成 24年 6月 29日付けで物品返納書を

管財営繕課に提出し，物品管理規則による手続きを行いました。今後は，備品現物が備

品台帳と一致しているか定期的に確認し，適正な管理を行います。 

２ 環境部クリーンセンター 

(1) 監査区分 定期監査 

(2) 監査結果提出日 平成 25年 1月 11日 

(3) 措置通知年月日 平成 25年 4月 15日 

(4) 指摘事項 

契約事務において，変更理由の記載がない，契約書の一部が欠落している，契約者の

選定過程が不明確等のものが見受けられる。契約にあたっては法令規則に則り，細部に

配慮し手続きを進められたい。 

(5) 措置結果 
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平成２５年鈴鹿市監査公表第４号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定に基づき，定期監査の監査

結果に基づく措置を講じた旨の通知があったので，その内容について次のとおり公表する。 

 

平成 25年 3月 12日 

 

鈴鹿市監査委員 島 村 御 風 

鈴鹿市監査委員 菅 原  武 

鈴鹿市監査委員 池 上 茂 樹 

 

定期監査等の監査結果に基づく措置について 

 

第１ 監査結果の措置 

    ・総務部管財営繕課 

・環境部環境政策課 

・教育委員会事務局教育総務課 

第２ 措置の内容 

１ 総務部管財営繕課 

(1) 監査区分 定期監査 

(2) 監査結果提出日 平成 25年 1月 11日 

(3) 措置通知年月日 平成 25年 2月 7日 

(4) 指摘事項 

備品管理について，物品管理規則による手続きを経ず，廃棄されているものが見受け

られるので，適正に処理されたい。 

(5) 措置結果 

     指摘のあった備品につきましては，物品管理規則に基づき，備品台帳から削除しまし

た。 

今後，同様の事例が生じないよう，物品の管理については，日頃から注意をはらうと

ともに，備品を処分する場合は，台帳との照合及び確認を複数の職員で行い，物品管理

を適切に行います。 

２ 環境部環境政策課 

(1) 監査区分 定期監査 

(2) 監査結果提出日 平成 25年 1月 11日 

(3) 措置通知年月日 平成 25年 2月 20日 

(4) 指摘事項 

適切な公文書の作成・管理等について留意を行ってきたところであるが，改善がなさ

れていないものが見受けられるので，徹底を図られたい。 

(5) 措置結果 

     指摘のありました合併処理浄化槽の補助金交付額決定通知書及び確定通知書につき

ましては，様式を変更し改善するとともに，正しい住所を住民基本台帳にて確認のうえ

表記し，処理者以外の者が再度確認するようにしました。 

印漏れ，日付け等記載すべき項目の未記入については，十分な注意を払うとともに書

類作成後に再度確認を行うよう課長より職員に指導しました。 

文書処理においては，不備の無いように課長より職員を指導するとともに，文書管理

についても，適正な書類の仕分け・管理をするよう課内全職員に周知しました。 

３ 教育委員会事務局教育総務課 

(1) 監査区分 定期監査 

(2) 監査結果提出日 平成 25年 1月 11日 

(3) 措置通知年月日 平成 25年 2月 25日 
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(4) 指摘事項 

①補助金の交付決定にあたっては，「鈴鹿市補助金（交付金）交付要綱」に基づき，

交付決定額の端数処理を適切に行うよう留意されたい。 

②前年度の出張において，旅費の未支給が見受けられる。随時，確認を行い，適正な

事務の執行に努められたい。 

(5) 措置結果 

     ①教育総務課が所管する補助事業については，平成 25年度以降，「鈴鹿市補助金（交

付金）交付要綱」に依らず，全ての補助事業について一括して適用する「（仮称）鈴鹿市

教育委員会私学振興費補助金交付要綱」を新規制定し，当該要綱を根拠とした運用に改

めます。また，交付決定額の端数処理の方法については，それぞれの補助金の趣旨に基

づき，当該要綱の中で適切な運用が図られるよう規定した上で，交付決定する形に改め

ます。なお，全ての補助事業について，当該要綱を補完するための補助金交付要領を定

め，適切な運用を図ります。 

     ②未支給の旅費については，平成 24 年 12 月 17 日付けにて，所定の手続きに従い支

払いを行いました。今後は，随時，確認を行い，適正に事務を執行します。 
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平成２５年鈴鹿市監査公表第３号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定に基づき，定期監査の監査

結果に基づく措置を講じた旨の通知があったので，その内容について次のとおり公表する。 

 

平成 25年 2月 12日 

 

鈴鹿市監査委員 島 村 御 風 

鈴鹿市監査委員 菅 原  武 

鈴鹿市監査委員 池 上 茂 樹 

 

定期監査等の監査結果に基づく措置について 

 

第１ 監査結果の措置 

    ・環境部開発整備課 

・産業振興部商業観光課 

第２ 措置の内容 

１ 環境部開発整備課 

(1) 監査区分 定期監査 

(2) 監査結果提出日 平成 25年 1月 11日 

(3) 措置通知年月日 平成 25年 2月 1日 

(4) 指摘事項 

補助金の交付決定にあたっては，「鈴鹿市補助金（交付金）交付要綱」に基づき，交

付決定額の端数処理を適切に行うよう留意されたい。 

(5) 措置結果 

     平成 24年度の補助金については，3月 31日付けで精算分を交付する予定ですが，そ

の際には，「鈴鹿市補助金（交付金）交付要綱」に基づき，交付決定額の端数処理を適切

に行い，百円未満を切り捨てて交付します。 

２ 産業振興部商業観光課 

(1) 監査区分 定期監査 

(2) 監査結果提出日 平成 25年 1月 11日 

(3) 措置通知年月日 平成 25年 1月 31日 

(4) 指摘事項 

①予算執行において，流用が頻繁に行われている。予算編成にあたっては，事務事業

の内容を十分把握した上で，効果的・効率的な予算配分を行うとともに，適切な予算科

目で計上されたい。 

②備品管理について，物品管理規則による手続きを経ず，廃棄されているものが見受

けられるので，適正に処理されたい。 

(5) 措置結果 

①平成 25 年度予算においては，事務事業の内容を精査し適切な予算科目で計上し要

求いたしました。また，予算の執行において流用が生じる場合は，理由を明確にするな

ど適正な運用に努めます。 

②平成 24年 10月 12 日付けで，物品返納書（兼物品処分決定書）を総務部管財営繕

課へ提出し，備品台帳から削除しました。今後は，適宜台帳との照合をし，適切な備品

管理を行います。 
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平成２５年鈴鹿市監査公表第２号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定に基づき，定期監査の監査

結果に基づく措置を講じた旨の通知があったので，その内容について次のとおり公表する。 

 

平成 25年 1月 28日 

 

鈴鹿市監査委員 島 村 御 風 

鈴鹿市監査委員 菅 原  武 

鈴鹿市監査委員 池 上 茂 樹 

 

定期監査等の監査結果に基づく措置について 

 

第１ 監査結果の措置 

    ・産業振興部農林水産課 

・都市整備部市街地整備課 

  ・都市整備部建築指導課 

第２ 措置の内容 

１ 産業振興部農林水産課 

(1) 監査区分 定期監査 

(2) 監査結果提出日 平成 25年 1月 11日 

(3) 措置通知年月日 平成 25年 1月 18日 

(4) 指摘事項 

備品管理について，物品管理規則による手続きを経ず，廃棄されているものが見受け

られるので，適正に処理されたい。 

(5) 措置結果 

     管財営繕課へ物品返納書を提出し，備品台帳から削除しました。今後は，適宜台帳と

の照合をし，適切な備品管理を行います。 

２ 都市整備部市街地整備課 

(1) 監査区分 定期監査 

(2) 監査結果提出日 平成 25年 1月 11日 

(3) 措置通知年月日 平成 25年 1月 18日 

(4) 指摘事項 

予算執行において，流用が頻繁に行われている。予算編成にあたっては，事務事業の

内容を十分把握した上で，効果的・効率的な予算配分を行うとともに，適切な予算科目

で計上されたい。 

(5) 措置結果 

当課事務事業の中でも，とりわけ白子駅前広場の整備については，事業の性格上，施

設，工種，権利関係など多様性があり，また，想定外の他律的な変動要素が付きまとい

ます。これらにより，国補対象事業と市単独事業との事業仕分け等について，可能な限

り迅速，的確に対応しながら限られた財源と期間の有効化に努める必要があります。こ

のことから，不本意ながら今回指摘のあった流用等が生じる結果となりましたが，今後，

指摘事項を遵守すべく，効率的な予算配分と適切な予算科目での執行に努めます。 

３ 都市整備部建築指導課 

(1) 監査区分 定期監査 

(2) 監査結果提出日 平成 25年 1月 11日 

(3) 措置通知年月日 平成 25年 1月 25日 

(4) 指摘事項 

公印の使用・管理については，規則等に従い，適切に処理されたい。 
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(5) 措置結果 

公印の使用区分については，課内で具体的に使用する範囲を再検討し，所管管理公印

を押印する範囲を定めました。これに伴い，範囲外の文書への押印については，鈴鹿市

公印規則に基づき市政情報課長が管理する公印を使用することで，適正な公印使用を図

ります。さらに，押印後の文書については，押印者が別の職員に押印確認を求めること

としました。 

公印の管理については，二つの公印を同じ印箱に保管していることによる取り違えを

防止するため，印箱を分け，印及び印箱にはそれぞれの公印名称を明示しました。また，

執務中は，二つの印箱を別々の場所で管理することで取り違えを防止し，業務終了後は，

印箱を鍵のかかる保管庫に入れることで，引き続き盗難及び紛失防止の措置を講じます。 
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指摘のありました契約事務のうち，変更理由の記載については，必要に応じて変更理

由書を添付する等，変更理由を明確にします。また，設計図書等の関係書類の欠落の予

防策としては通し番号を付記して，抜け落ちの発見を容易にするとともに，担当者以外

の複数の職員で確認を行うこととしました。契約者の選定ならびに契約方法については，

法令規則に則り，細部に配慮し手続きを進めます。 

３ 産業振興部耕地課 

(1) 監査区分 定期監査 

(2) 監査結果提出日 平成 25年 1月 11日 

(3) 措置通知年月日 平成 25年 4月 9日 

(4) 指摘事項 

補助金の交付決定に当たっては，「鈴鹿市補助金（交付金）交付要綱に基づき，交付

決定額の端数処理を適切に行うよう留意されたい。 

(5) 措置結果 

平成２４年度分の電気代に対する補助金については平成２５年５月に交付する予定

ですが，当該交付分からは，「鈴鹿市補助金（交付金）交付要綱」に基づき，交付決定額

の端数処理を適切に行い，百円未満を切り捨てて交付します。 

４ 都市整備部下水管理課・下水建設課 

(1) 監査区分 定期監査 

(2) 監査結果提出日 平成 25年 1月 11日 

(3) 措置通知年月日 平成 25年 3月 26日 

(4) 指摘事項 

①公文書の取扱いについて不適切なものがあるので，公文書の管理体制の整備を十分

に行い，紛失等を防止する措置を講じられたい。 

②備品管理について，物品管理規則による手続きを経ず，廃棄されているものが見受

けられるので，適正に処理されたい。 

(5) 措置結果 

     ①個人情報の保護と取り扱いの重要性について再認識し，下記の取り組みを行いました。  

１．「公共ます等設置位置確認書」等の個人情報を含んだ書類は，工事に伴い，貸し

出すにあたっては，複写し，書面にて貸出日，返還日，貸出者，借受者，数量を明

記することとし，書類の管理を厳格にしました。 

２．工事契約書（特記仕様書）に個人情報保護の取り扱いについて明記して，受注者に

契約事項として遵守させるようしました。 

３．課内ミーティングを行い，職員の意識向上を図りました。 

②備品台帳について，改めて現物の確認を行い，台帳の整理を行いました。既に廃棄

済のものについては，平成 24年 11月 21日付けで決裁を受け，備品台帳から削除しまし

た。今後は，事前の手続きを怠ることがないよう注意し，適正に管理します。 

５ 農業委員会事務局 

(1) 監査区分 定期監査 

(2) 監査結果提出日 平成 25年 1月 11日 

(3) 措置通知年月日 平成 25年 3月 18日 

(4) 指摘事項 

備品管理について，物品管理規則による手続きを経ず，廃棄されているものが見受け

られるので，適正に処理されたい。 

(5) 措置結果 

     備品として登録の必要が無いものが，備品台帳に登録されておりましたので，平成 24

年 10月 17日付けで「物品返納書」を管財営繕課長へ提出いたしました。今後は，備品

管理に関して，定期的に確認を行い確実な管理をいたします。 

６ 産業振興部商業観光課（鈴鹿市観光協会） 

(1) 監査区分 定期監査 

(2) 監査結果提出日 平成 25年 3月 25日 



- 3 - 

(3) 措置通知年月日 平成 25年 4月 18日 

(4) 指摘事項 

観光振興補助事業の補助金交付申請書について，事業完了後に提出されているものが

見受けられるので，今後は，年度当初に提出することができるよう，該当者に案内する

など検討されたい。 

(5) 措置結果 

商業観光課として，一般社団法人鈴鹿市観光協会に対し，観光振興補助事業の補助金

交付申請の適正なあり方について，指導しました。 

鈴鹿市観光協会として，観光協会会員に対し，観光振興補助事業の申請を年度当初に

案内し，事業実施前に申請するように改善します。 

なお，平成 25年度観光振興補助事業の申請については，平成 25年 4月 3日付にて対

象会員へ案内しました。 


