
柴監告示第８号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第９項の規定により報告した監査の結果に

ついて、同条第１２項の規定により柴田町長から措置を講じた旨の通知があったので、次のとお

り公表する。 

 

  平成２４年７月２５日 

 

                       柴田町監査委員 中 山 政 喜 

 

 

                       柴田町監査委員 森   淑 子 

 

 

記 

 

１ 平成２３年度随時監査（町営住宅の管理運営） 

 ⑴ 監査の結果の公表年月日  平成２３年７月１９日（柴監告示第５号） 

 ⑵ 措置通知があった年月日  平成２４年５月２９日 

 ⑶ 監査の結果及び措置の内容 

監査の結果（指摘事項等） 措置の内容（改善等内容） 
措置を講

じた課等 

修繕不可能な住宅の管理について 

 並松町営住宅は、１棟４戸を基本に６

５戸で構成されており、うち７戸（緊急

時対応家屋２戸・修繕不可能家屋５戸）

を政策的空家としているが、修繕不可能

と判定された家屋は点在しているため、

解体処分することが難しい状況にある。

風雨等に伴う空家の破損が隣接家屋に

影響を与えないように管理の徹底を図

るとともに、他の住宅地においても防犯

上の観点から注意を払っていただきた

い。 

 

 予算要求段階では、解体及び修繕の要

望を行っているが、厳しい財政状況の中

では中々措置出来ない状況である。特に

空き家の修繕については、今後も補正予

算等を含め要求を上げるとともに、既決

の予算を調整しながら出来るだけ早く

修繕を実施したいと考えている。 

 

都市建設

課 

 

２ 平成２３年度随時監査（平成２２年度工事請負・委託契約（下期）） 

 ⑴ 監査の結果の公表年月日  平成２３年７月１９日（柴監告示第６号） 

 ⑵ 措置通知があった年月日  平成２４年５月２９日 



 ⑶ 監査の結果及び措置の内容 

監査の結果（指摘事項等） 措置の内容（改善等内容） 
措置を講

じた課等 

⑵ 業務遂行に必要な計画書の作成に

ついて 

 震災を理由に契約期間の変更（開始時

期の１か月繰下げ）を行った業務では、

受託者が拠点とする場所や実施体制が

判然としないことから、変更理由が漠然

とした表現になっていた。業務計画書の

提出があれば明確になっていたもので

ある。いかなる契約においても、業務遂

行に必要な計画書を作成しておくとと

もに、双方の管理責任者を明らかにし、

業務が円滑に行える体制を取っていた

だきたい。 

 

 

 事業発注担当課長に、提出書類を期日

厳守するように受託者への指導をお願

いした。（指名委員会） 

 

 

財政課 

⑶ 低価格落札契約の適正な執行管理

について 

 委託業務のうち、４件が落札率５０％

以下で落札されていた。落札に至った経

緯は各々あるようだが、業務遂行過程で

の確認や成果品の受領に当たっては、目

的に沿ったものになっているか適正な

執行管理をしていただきたい。 

 

 

 事業発注担当課長に、段階確認を実施

して、質の確保と期限内完了について指

示した。（指名委員会） 

 

 

財政課 

 

３ 平成２３年度定期監査（平成２２年度各課等の事務事業） 

 ⑴ 監査の結果の公表年月日  平成２３年７月２８日（柴監告示第７号） 

 ⑵ 措置通知があった年月日  平成２４年５月２９日 

 ⑶ 監査の結果及び措置の内容 

監査の結果（指摘事項等） 措置の内容（改善等内容） 
措置を講

じた課等 

１ 総括事項 

⑴ まち興しに向けた取組について 

 まち興しに向けた取組が各課等で行

われており、取組の一つに、農政課・農

業委員会の活動がある。農業委員会で

は、集落の活性化を模索する中で農業委

員会にかかわる人の意識改革を考えて

 

 

 地域コミュニティを対象に、地域計画

策定を実施する計画でおり、コミュニテ

ィ担当者制度の検討を実施する。 

 

 

まちづく

り政策課 



おり、農政課では、集落の実態を把握し、

農政に反映させる目的で、集落に２人の

職員を配置し、情報収集・意見交換を行

う地域密着型の事業を行っている。 

 これらの取組は緒に就いて間もない

ため、今後に期待するものであるが、単

一組織で取り組んでいることについて、

各担当課との意見交換からは、集落が抱

える課題は多岐にわたっており、「単独

では対応に限界がある」との思いが見え

てくる。職員の負担も増すことになる

が、農政課の活動の方向性も「まち興し」

の観点からは重要なことと思われる。関

係部署がチームを組んで、協働すること

についての検討が望まれる。 

１－⑵ 予算の執行管理について 

 平成２２年度予算に明許繰越と事故

繰越を含む不用額が生じている。事業執

行の時期や東日本大震災によりやむを

得ないものが大半であるが、一件当たり

の予算は尐額であっても当初予算に計

上しながら未執行となったものが１１

件あり、中には補正で予算化しながら未

執行のものもある。各々理由はあるにせ

よ、予算執行が困難になった時点で減額

の補正を行うことが望まれる。現に補正

で全額を減としたものが５件あった。執

行の見通しが早期に分かれば補正予算

を組むことなどにより新たな事業に取

り組むことも可能なので、予算の執行管

理を徹底していただきたい。 

 

 補正予算要求時や査定ヒアリング時

にムダ・ムリのないよう、改めて見直す

よう指導した。 

 

財政課 

２ 個別事項 

⑴ 町民環境課 

ア 窓口業務の一部委託について 

 住民サービスの向上と経費削減を目

的に、町民窓口業務のうち、総合案内業

務や各種証明発行業務の民間委託の可

能性を検討するとのことであるが、経費

 

 

 

 平成２４年度からの実施予定を延期

し、民間委託にとらわれず、臨時職員、

派遣職員等の雇用による形態を十分に

検討していくこととした。 

 

 

 

町民環境

課 



削減を目的とした業務の見直しが、真に

住民サービスにつながることを期待し

たい。 

 総合案内業務は「町の顔」でもあり、

かつて、総合案内コーナーを設置し職員

に当たらせたがコーナーを廃止した経

緯があること、総合案内には柴田町の行

政に精通した人が担うべき業務と思わ

れること、課長を始めとして課職員が１

階のフロアに机を並べて住民と接する

ようにしたことなどを踏まえ、窓口業務

の一部委託と住民サービスの在り方に

ついて検証していただきたい。 

イ 小型船舶の中間検査について 

 小型船舶に係る平成２２年度予算で

中間検査料として１５,０００円を計上

したが、検査を受けずに不用額として処

理している。町が小型船舶を所有するこ

とになった経緯と今後の必要性につい

て検証していただきたい。代替え等の手

段を講じた結果、廃棄することを前提に

中間検査を行わないのであれば今回の

事務処理は差し支えないが、いつ発生す

るか分からない災害に備えることから

も、今後の方向性を明確にしていただき

たい。 

 

 専門業者に確認を依頼し、見ていただ

いたところゴムボートについてはまだ

使用可能ということから、廃棄はせず、

災害時にゴムボートだけを使用するこ

ととした。 

 

町民環境

課 

２－⑷ 都市建設課 

ア 町道船迫２号線の農業補償につい

て 

 町道船迫２号線の工事に伴う農地の

変形について農業補償を行っており、平

成２１年度の定期監査において補償の

在り方について検討すべきと指摘した

が、従来と同様の補償を行っている。補

償対象農地での耕作が可能かどうか、際

限なく迷惑料を払うのか、期間限定で作

付補償とするか、買取補償とするか、

等々について検討された様子が見られ

 

 

 

 平成２４年３月２８日、２９日の両日

に補償契約に合わせて個別に面談し意

思の確認を行った。水田への機能回復の

うえ返還者と機能回復困難であり、町が

買い上げすれば応じる方に別れる。今後

さらに話し合いを行うことと、買い上げ

に要する予算計上が必要となる。 

 

 

 

都市建設

課 



ない。後々紛争の元にならないように対

応していただきたい。 

イ 町営住宅の修繕について 

 二本杉町営住宅として１号棟を建設

し、２号棟の建設に着手しているが、既

存の町営住宅において入居者からの修

繕に対する要望への対応や転出後の空

き室改修が必要となっているにもかか

わらず、予算化された修繕費では十分な

対応ができていない。入居者が納める住

宅使用料は７,３００万円に達している

が、住宅管理費として支出された決算額

は４,８５０万円であり、使用料収入に

見合った住環境の改善につながるよう

な予算措置を講じられないか、検討して

いただきたい。 

 

 平成２４年度以降、詳細な修繕箇所の

調査に基づき、計画的な予算措置を講じ

ることとした。 

 

都市建設

課 

２－⑸ 上下水道課 

ア 水道事業について 

 水道事業の懸案事項として挙げられ

た１点目の「受水料金と人口及び使用料

に左右されない経営」は望ましい姿では

あるが、「事象の変動に左右されない経

営」は高水準の使用料金につながりかね

ない。大幅な料金改定にならないような

効率的な経営を検討していただきたい。 

 懸案事項３点目の「災害等に対する危

機管理体制の確保」は、自主防災組織と

の役割分担を明確にすることにあるな

らば、町の防災計画との整合性を図り、

自治会等の理解と協力を得るようにし

ていただきたい。 

 平成２１年度に検討された水道事業

経営基本計画において、平成２２年度を

初年度とする４０年に及ぶ経営の方向

性が示されているが、同計画の達成に向

けて町長部局と十分に調整を図ってい

ただきたい。 

 

 

 受水料金の動向を探りながら、平成２

４年度以降も計画に添った施設の更新

を行っていくこととした。 

 

 

 

 

 給水活動ができる体制の構築を進め

ている。 

 

 

 

 

 水道事業経営基本計画を町長部局と

再度検討することにした。 

 

 

上下水道

課 

イ 下水道事業について   



 柴田町が下水道事業に着手して３７

年を経過し、老朽管延長が年々増大して

いるため、長寿命化への取組を進めてい

ただきたい。 

 社会情勢の変化に対応していくため、

「取り組むべき下水道施策」（中期ビジ

ョン）を明確にしていくとのことだが、

中期ビジョンであっても施設管理の現

状から見て、長期にわたる改修計画につ

いても併せて検討していただきたい。 

 国の下水道長寿命化対策支援制度を

活用し、長期的な改修計画を段階的に検

討している。 

上下水道

課 

２－⑺ 総務課 

 職員の自動車免許証確認の一元管理

について 

 先般、A 自治体の職員が公用車で物損

事故を起こして逮捕され、長年にわたる

無免許運転が発覚して懲戒処分となっ

たことが報道された。柴田町でもかつて

同様の事例があり、そのことを契機とし

て運転にかかわる職員については、車両

管理の観点から財政課において免許証

の提示を求めるなど免許証の有無を確

認しているが、職員管理・危機管理の面

から総務課において一元的に管理する

よう検討していただきたい。 

 

 

 

 総務課としては、職員採用時に免許取

得の有無確認及び免許証の写しの提出

を行っている。 

 

 

 

総務課 

 

４ 平成２３年度財政援助団体等に対する監査（平成２２年度補助金等に関する事務） 

 ⑴ 監査の結果の公表年月日  平成２３年７月２８日（柴監告示第８号） 

 ⑵ 措置通知があった年月日  平成２４年５月２９日 

 ⑶ 監査の結果及び措置の内容 

監査の結果（指摘事項等） 措置の内容（改善等内容） 
措置を講

じた課等 

１ 総括事項 

⑴ 支出方法の見直しと概算払の理由

の明記について 

 柴田町補助金等交付規則第１５条で

は、補助金等の額の確定後において補助

金等を交付するものと規定され、精算払

を原則としており、ただし書として、町

 

 

 

 適正な運用が図られるよう、今後も指

導していく。 

 

 

 

財政課 



長は補助事業等の遂行上必要があると

認めるときは、概算払又は前金払により

交付することがあるとしている。また、

個別の補助金交付要綱等でも同様に規

定しているものがある。個別の要綱等で

概算払を前提としているものを除き、補

助金の支出方法について、この原則を踏

まえ、概算払のものについては精算払に

できないか、見直していただきたい。 

 やむを得ず概算払になる場合には、概

算払が必要と認めた理由を明記してお

くことが望まれる。 

１－⑵ 補助金の交付基準等の明確化

と要綱の見直しについて 

 個別の補助金交付要綱では、予算の範

囲内で補助金を交付するという規定で

ありながら、実際に支出する際には何ら

かの基準を設けて支出しているものが

あった。申請者の手続を明確にしておく

ことからも、補助金の額や補助対象項目

等、根拠となる要綱等を見直し、必要に

応じて改正することが望まれる。 

 

 

 当初予算編成方針により補助金の見

直しや合理化を指導した。 

 

 

財政課 

２ 個別事項 

⑴ 福祉課 

 社会福祉法第５８条では、社会福祉法

人に対しては地方公共団体の条例で定

める手続に従い、補助金を支出すること

ができると規定されており、町にも社会

福祉法人の助成に関する条例がある。社

会福祉法人に補助する場合には、個別の

補助金交付要綱に加えて同条例と整合

性のある事務手続を行っていただきた

い。 

 

 

 社会福祉法人の助成に関する条例の

規定との整合性を図り適切な事務処理

に努めた。 

 

 

福祉課 

 

５ 平成２３年度随時監査（平成２３年度工事請負・委託契約（上期）） 

 ⑴ 監査の結果の公表年月日  平成２３年１１月９日（柴監告示第９号） 

 ⑵ 措置通知があった年月日  平成２４年５月２９日 

 ⑶ 監査の結果及び措置の内容 



監査の結果（指摘事項等） 措置の内容（改善等内容） 
措置を講

じた課等 

 仕様書は、業者が見積りを行う際の前

提となるとともに、履行確認や検査の根

拠となる書類である。特殊な設備・機

器・製品等を購入する場合の仕様書は、

それらの特性や性能等を記述するに当

たり、業者から技術的な指導を仰ぐこと

も想定されるが、最終的には、事業目的

に沿った発注者側の明確な考え方に基

づき、的確で分かりやすい仕様書を作成

していただきたい。 

 事業発注担当課長に、発注者側の意思

を十分に伝える内容の仕様書作成につ

いて指示した。（指名委員会） 

財政課 

 

６ 平成２３年度財政援助団体等に対する監査（平成２２年度補助金等に関する団体） 

 ⑴ 監査の結果の公表年月日  平成２３年１１月９日（柴監告示第１０号） 

 ⑵ 措置通知があった年月日  平成２４年５月２９日 

 ⑶ 監査の結果及び措置の内容 

監査の結果（指摘事項等） 措置の内容（改善等内容） 
措置を講

じた課等 

⑴ 自然休養村太陽の村については、町

が一般社団法人柴田町観光物産協会を

指定管理者に指定して施設の管理を委

託し、指定管理委託料を支出している。

指定管理に係る経理については、受託者

の通常業務の経理と区分して処理する

ことになっているが、当協会の会計にお

ける指定管理委託料に係る経費が分か

りにくくなっている。締結した協定書に

基づき、町が支出した指定管理委託料の

内訳を明確にするとともに、指定管理委

託料が適正な額であるかの判断とする

上でも、通常業務と指定管理業務とを分

けて事務を執行していただきたい。 

 平成２４年度の予算において支出項

目において指定管理料と通常経費を分

け事務を執行できるよう指導した。 

農政課 

⑵ 柴田町の福祉行政の一翼を担う社

会福祉協議会を支援する目的で、職員設

置補助金が支出されている。補助金算出

の考え方は、平成１８年度の財政再建時

の２割削減後の額に県等の助成金の打

 社会福祉協議会は、民間の独立した法

人であり、その独自性・民間性を発揮す

るためには、公費のみに依存することな

く経営努力を図らなければならない。し

かし、社会福祉協議会の公共性・公益性

福祉課 



切りに伴う相当額を加算したものを根

拠としているが、社会福祉協議会では、

これに不足する額について預金等を取

り崩し、人件費に充てている。健全な運

営を行ってもらうため、また、町の財政

基盤の安定を図っていく観点からも新

たな視点に立って、職員設置補助金の在

り方を見直していただきたい。 

を踏まえ、地域住民全体の福祉推進の基

盤となる事業、運営経費については一定

の公費補助のもとに、活動を展開してい

くことが必要である。 

 ２４年度については、社会福祉協議会

が財政再建期間、財源としてきた積立金

の残高も尐なくなってきたこともあり、

財政再建期間に実施した実績を精査し、

人件費の９５％を町補助、５％を社会福

祉協議会負担の割合で算出し、３.６％

増額し、３９,０００千円としたところ

である。今後については、社会福祉協議

会の独自性を確保しつつ、自主財源の確

保に努めるなどの経営努力に努めても

らうよう、助言指導していく。 

 

７ 平成２２年度定期監査（平成２１年度各課等の事務事業） 

 ⑴ 監査の結果の公表年月日  平成２２年７月２９日（柴監告示第６号） 

 ⑵ 措置通知があった年月日  平成２３年５月３０日 

 ⑶ 監査の結果及び措置の内容 

監査の結果（指摘事項等） 措置の内容（改善等内容） 
措置を講

じた課等 

３． 特命随意契約について 

 記念誌印刷業務において、冊子の大き

さ・頁数・紙の番数等の記載はあったも

のの、作成目的・内容・資料の収集方法

等が不明で、かつ、製作時間が無い・受

託者は資料を持っていることを理由に

１者随契を行っていた。 

 委託する場合は、どのような業務内容

なのか、発注者が提供する資料の有無を

示すとともに、１者随契でなければなら

ない理由を明確にしておくべきである。 

 

 特命随意契約における理由について

は、その根拠となる理由や関係条文を明

記して説明責任を果たすことは勿論、ま

た、安易に随意契約を選択することなく

公平、公正、競争性が確保が図られ適正

な事務処理されるように、関係課に周知

した。 
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