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平成 30 年度定例監査結果報告の提出について 

 

 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 199 条第１項、第２項及び第４項の

規定による平成 30 年度定例監査を実施し、同条第９項の規定により監査の結果

に関する報告を別紙のとおり決定したので提出する。 

 なお、同条第 12 項の規定により、当該監査の結果に基づき又は当該監査の結

果を参考として措置を講じたときは、その旨を通知されたい。
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平成 30 年度定例監査結果報告 

 

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 

選定した課・事務局（以下「監査対象課」という。）が所管する平成

30 年度の事務事業を監査の対象とし、下表のとおり実施した。 

 

監査対象課 監査対象期間 監査実施期間 

総務企画部 

総務課 

平成30年 ４月 １日から 

平成30年11月30日まで 

平成31年 １月16日から 

平成31年 １月31日まで 

総務企画部 

まちづくり推進課 

平成30年 ４月 １日から 

平成30年11月30日まで 

平成 31年 １月 ９日から 

平成31年 １月31日まで 

総務企画部 

監理用地課 

平成30年 ４月 １日から 

平成30年11月30日まで 

平成 31 年 １月９日から 

平成31年 １月31日まで 

生活福祉部 

環境衛生課 

平成30年 ４月 １日から 

平成30年10月31日まで 

平成30年 12月13日から 

平成30年 12月26日まで 

生活福祉部 

 健康づくり推進課 

平成30年 ４月 １日から 

平成30年10月31日まで 

平成30年11月 30日から 

平成30年 12月13日まで 

福祉事務所 

 福祉課 

平成30年 ４月 １日から 

平成30年10月31日まで 

平成30年12月 13日から 

平成30年 12月26日まで 

福祉事務所 

 子育て支援課 

平成30年 ４月 １日から 

平成30年10月31日まで 

平成30年12月 ４日から 

平成30年 12月13日まで 

福祉事務所 

長寿介護課 

平成30年 ４月 １日から 

平成30年10月31日まで 

平成30年11月 30日から 

平成30年 12月13日まで 

産業部 

 経済振興課 

平成30年 ４月 １日から 

平成30年11月30日まで 

平成31年 １月 ４日から 

平成31年 １月16日まで 

建設部 

建設課 

平成30年 ４月 １日から 

平成30年11月30日まで 

平成 31年 １月 ４日から 

平成31年 １月16日まで 

医療介護部 

つくし苑事務局 

平成30年 ４月 １日から 

平成30年 ９月30日まで 

平成30年11月 ９日から 

平成30年11月29日まで 
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監査対象課 監査対象期間 監査実施期間 

選挙管理委員会事務局 
平成30年 ４月 １日から 

平成30年11月30日まで 

平成31年 １月 16日から 

平成 31 年１月 31 日まで 

農業委員会事務局 
平成30年 ４月 １日から 

平成30年 ９月30日まで 

平成 30年 11 月６日から 

平成30年11月29日まで 

明浜支所 

 産業建設課 

平成30年 ４月 １日から 

平成30年 ８月31日まで 

平成30年 10月16日から 

平成30年10月31日まで 

城川支所 

 生活福祉課 

平成30年 ４月 １日から 

平成30年 ９月30日まで 

平成30年 11月 ５日から 

平成30年11月14日まで 

城川支所 

産業建設課 

平成30年 ４月 １日から 

平成30年 ９月30日まで 

平成30年 10月 31日から 

平成30年11月14日まで 

三瓶支所 

 総務課 

平成30年 ４月 １日から 

平成30年 ８月31日まで 

平成30年 10月 ４日から 

平成30年10月31日まで 

教育部 

 生涯学習課 

平成 30 年４月 １日から 

平成30年 ９月30日まで 

平成30年11月 １日から 

平成30年11月14日まで 

教育部 

 スポーツ・文化課 

平成 30 年４月 １日から 

平成30年 ９月30日まで 

平成30年11月 14日から 

平成30年11月29日まで 

教育委員会 

明浜教育課 

平成30年 ４月 １日から 

平成30年 ８月31日まで 

平成30年 10月 15日から 

平成30年10月31日まで 

教育委員会 

三瓶教育課 

平成30年 ４月 １日から 

平成30年 ８月31日まで 

平成30年10月 17日から 

平成30年10月31日まで 

 

(2)  選定理由 

監査対象課の選定に当たっては、原則としてすべての部署を対象とし、

２年で一巡する。 

 

２ 監査の目的と範囲 

(1)  目的 

監査対象課が保有する証拠書類等を軸にして、収入・支出、契約、財

産管理等の財務及び行政事務が、法令等に適合し、適正に執行されてい

るか、事務事業が目的の達成に向け経済的、効率的、効果的に行われて

いるかを、監査手続を通じて検証することを目的とした。 

 

(2)  範囲 
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平成 30 年７月豪雨発生に伴う災害対応業務を考慮し、各監査対象課

とも実施計画で決定した監査対象範囲を縮小した。 

なお、監査対象範囲は、事業管理、予算執行、寄附金収納、賃金、旅

費、備品購入・管理、業務委託、負担金補助及び交付金、財産管理とし

た。 

 

３ 監査の実施内容 

(1)  監査資料の収集 

監査に当たっては、あらかじめ監査対象課に、上記２(2)の各状況に

関する書類（以下「監査対象資料」という。）の提出を求めた。 

また、必要に応じて内部情報システムの電子データも資料に加えた。 

 

(2)  事務局員チェック 

ア 監査対象資料について、事務補助職員（以下「事務局員」という。）

が、２(1)「目的」にしたがってチェックを行った。 

イ 事務処理誤りがあるものについては、監査対象課に対して書面で指

導内容を通知した。 

 

(3)  監査委員監査 

事務局員チェックの結果を踏まえ、監査対象資料の内容（問題点）を

確認し、事務の執行が適正かつ効率的に行われているかについて、総合

的に監査を実施した。 

なお、本年度は、豪雨発生に伴う災害対応業務を考慮し、原則として

監査対象課からの意見聴取は省略して実施した。 

 

４ 監査の実施期間 

平成 30 年 10 月４日から平成 31 年１月 31 日 

 

 

第２ 監査の結果・意見 

監査の結果、事務処理において改善を要するものが認められ、内容に応

じ、次のとおり区分した。 

「指摘事項」…  事務処理等が著しく適切を欠くものなど、措置（改善）

通知を求めるもの。 

「注意事項」…  指摘事項には至らないが早急に事務処理の適正化が必 
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要と認められるもの。 

 

１ 監査結果の概要  

(1) 指摘事項（16 件）（※ 報告書に記載した件数） 

・ 契約事務について、適正な事務手続を求めたもの（７件） 

うち、契約書に関するもの（１件） 

契約手続に関するもの（２件） 

契約内容の履行に関するもの（４件） 

・ 補助金の交付について、適正な事務手続を求めたもの（４件） 

・ 伺書の記載内容について、指摘したもの（３件） 

・ 会計手続について、適正な事務手続を求めたもの（１件） 

・ 委託料の支払いについて、契約書に基づいた事務手続を求めたもの

（１件） 

(2) 注意事項（８件）（※ (1)と同じ） 

・ 文書の取扱いについて、注意したもの（７件） 

うち、伺書の記載内容に不備があるもの（２件） 

伺書の決裁に不備があるもの（５件） 

・ 契約書の作成について、注意したもの（１件） 

 

２ 監査対象課別の監査結果 

 

総務企画部 総務課  

(1)  指摘事項 

伺書の作成について 

《現 状》 

顧問弁護士委託業務において、随意契約を締結しているが、契約

時の伺書に随意契約の理由及び見積書省略の理由を記載していなか

った。 

《意 見》 

 随意契約を締結するときは、随意契約とする理由（妥当性）、根拠

（関係法令・契約規則等の規定に該当する旨）、その他例外適用（見

積書の省略）根拠を記載した伺書を作成し、契約事務の公正性・透

明性の確保を図られたい。 

(2)  注意事項 

伺書の決裁について 
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《現 状》 

(ア) 行政連絡委託業務の契約締結に係る伺書において、当年度支

出見込額が 3,000 万円以上だが、市長決裁及び監理用地課の合

議を受けていなかった。  

(イ) 防犯灯設置補助金交付事務において、審査判断基準及びその

整合性、予算の裏付けなど説明の記載が必要な伺書の作成を省

略し、文書事務取扱規程第 33 条（余白処理）を適用して処理し

ているものが見られた。 

《意 見》 

(ア) 伺書の決裁に当たっては、事務決裁規程に従って適正に対処

されたい。  

(イ) 伺書の作成に当たっては、平成 27 年６月８日付けで総務課

から各課長へ電子回覧板で通知されている「文書事務取扱規程

第 28 条及び第 33 条等の取扱いの徹底について」を遵守すると

ともに、審査判断基準及びその整合性、予算の裏付けなど必要

事項を記載し、補助金額及び交付が適正であることを確認でき

るよう適切に対処されたい。 

 

総務企画部 まちづくり推進課 

(1)  指摘事項 

ア 会計手続について 

《現 状》 

地域振興寄附金の納入業務において、会計規則第 21 条の２第２項

に規定の指定代理納付者の指定に係る告示を行わず、株式会社トラ

ストバンクから寄附金を代理納付していた。 

《意 見》 

 指定代理納付者の指定手続に当たっては、会計規則に従って、適

正に対処されたい。 

イ 契約内容の履行について 

《現 状》 

 西予市生活交通バス委託業務において、契約書に添付の仕様書に

規定の「日常点検」に必要な終業時点検に係る記録表が作成されて

いなかった。 

《意 見》 

契約の履行に当たっては、受託者への指導を徹底し、仕様書に従
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って適正に対処されたい。 

(2)  注意事項 

なし 

 

総務企画部 監理用地課 

(1)  指摘事項 

ア 伺書の作成について 

《現 状》 

測量 CAD システムソフトウェア（MFS）保守委託業務において、随

意契約を締結しているが、契約時の伺書に随意契約の理由及び１者

見積の理由を記載していなかった。 

《意 見》 

 随意契約を締結するときは、随意契約とする理由（妥当性）、根拠

（関係法令・契約規則等の規定に該当する旨）、その他例外適用（見

積者数）根拠を記載した伺書を作成し、契約事務の公正性・透明性

の確保を図られたい。 

イ 契約手続について 

《現 状》 

測量 CAD システムソフトウェア（MFS）保守委託業務の随意契約に

おいて、平成 30 年度当初予算案議決前の見積書を根拠に契約業者の

決定を行っていた。 

《意 見》 

上記の行為は、西予市契約規則第 27 条第１項（見積書）及び平成

30 年３月 16 日付け事務連絡「年度開始前の見積書の徴収及び契約事

務について」の通知に反しているので、契約規則及び内部通知に従

って適正に執行されたい。 

(2)  注意事項 

なし 

 

生活福祉部 環境衛生課 

(1)  指摘事項 

契約内容の履行について 

《現 状》 

(ア) 火葬場管理委託業務において、契約書に添付の仕様書に規定

の「従業員の届出」に必要な従業員の住所、氏名、年齢、経歴
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等を証明する書類及び職務分担等を記載した書類が提出されて

いなかった。また、同仕様書に規定の「総括責任者の選任」を

行っていなかった。 

(イ) 西予市衛生センター運転管理委託業務において、仕様書に規

定の以下の事項を行っていなかった。 

  a  仕様書第 19 条第１項に「当該月に係る業務計画書を前月末

までに提出する旨」が規定されているが、双方の協議により

業務計画書を作成しないことになった。 

  b  仕様書第 13 条第２項第５号①②に「し尿沈砂槽、浄化槽汚

泥沈砂槽の清掃作業を週に１回行う旨」が規定されているが、

月に２回以内しか行っていなかった。  

《意 見》 

(ア)  契約の履行に当たっては、仕様書に規定の「従業員の届出」

に必要な従業員の住所、氏名、年齢、経歴等を証明する履歴書

等の提出を依頼し、総括責任者の選任については、受託者への

指導を徹底し、仕様書に従った適正な対処に努められたい。 

(イ) 契約の履行に当たっては、実務上の処理内容を仕様書に規定

するとともに、受託者への指導を徹底するなど仕様書に従って

適正に対処されたい。  

(2)  注意事項 

なし 

 

生活福祉部 健康づくり推進課 

(1)  指摘事項 

契約書の作成について 

《現 状》 

Ｂ型定期予防接種広域化に係る委託業務において、契約書に契約

内容と無関係な文言を誤って記載していた。 

《意 見》 

 契約書の作成に当たっては、記載内容に遺漏がないよう適正に対

処されたい。 

(2)  注意事項 

ア 伺書の決裁について 

《現 状》 

健康診査委託業務の契約締結に係る伺書において、単価契約で当
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年度支出見込額が 3,000 万円以上だが、市長決裁を受けていなかっ

た。 

《意 見》 

伺書の決裁に当たっては、事務決裁規程に従って適正に対処され

たい。 

イ 伺書の作成について 

《現 状》 

健康診査委託業務の契約締結に係る伺書において、本契約とは別

に委託契約の追加として封入作業等及び第三者委託に関する覚書を

締結しているが、伺書に覚書を締結する旨及びその理由を記載して

いなかった。 

《意 見》 

覚書を締結するときは、契約締結と同様に覚書締結の理由を記載

した伺書を作成し、契約事務の公正性・透明性を確保されたい。 

 

福祉事務所 福祉課 

(1)  指摘事項 

補助金の交付手続について 

《現 状》 

手をつなぐ親の会活動事業補助金の交付申請において、交付要綱

第４条様式第１号に規定の経費の裏付けとなる各支部の収支予算書

が添付されていなかった。 

《意 見》 

 補助金の交付に当たっては、交付要綱に基づいた手続、申請者に

対する指導及び書類審査を確実に実施し、適正に対処されたい。 

(2)  注意事項 

     なし 

 

福祉事務所 長寿介護課 

(1)  指摘事項 

委託料の支払いについて 

《現 状》 

介護予防・生活支援サービス事業基準緩和型通所サービス委託業

務において、契約書第６条に受託者の請求により「１人１回 2,700

円」を支払う旨が規定されているが、実務上は、「１人１回 2,700 円
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から契約書第７条に規定の利用者から徴収する利用料を差し引いた

金額」を支払っていた。 

《意 見》 

 委託料の支払いに当たっては、実務上の処理内容を契約書に規定

するとともに、契約業者に対する指導を行うなど適正に対処された

い。 

(2)  注意事項 

なし 

 

城川支所 生活福祉課 

(1)  指摘事項 

契約内容の履行について 

《現 状》 

火葬場管理委託業務において、契約書に添付の仕様書に規定の「従

業員の届出」に必要な従業員の住所、氏名、年齢、経歴等を証明す

る書類及び職務分担等を記載した書類が提出されていなかった。ま

た、「従業員の届出」の承認を受けた後に「総括責任者の選任」を行

うところを、同時に行っていた。 

《意 見》 

契約の履行に当たっては、仕様書に規定の「従業員の届出」に必

要な従業員の住所、氏名、年齢、経歴等を証明する履歴書等の提出

を依頼し、総括責任者の選任については、受託者への指導を徹底し、

仕様書に従った適正な対処に努められたい。 

(2)  注意事項 

ア 伺書の決裁について 

《現 状》 

火葬場管理委託業務を契約規則第 24 条（随意契約によることので

きる予定価格の限度額）に定める額を超えて随意契約とする旨の伺

書において、監理用地課の合議を受けていなかった。 

《意 見》 

伺書の決裁に当たっては、事務決裁規程に従って適正に対処され

たい。 

イ 契約書の作成について 

《現 状》 

ＦＣＲシステム保守委託業務において、契約書に契約金の支払の
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時期及び方法を明記していなかった。 

《意 見》 

契約書の作成に当たっては、契約規則第 32 条（契約の締結）に基

づき、記載内容に遺漏がないよう適正に対処されたい。 

 

三瓶支所 総務課 

(1)  指摘事項 

契約手続について 

《現 状》 

昇降機設備点検及び空調機器保守点検委託業務の随意契約におい

て、平成 30 年度当初予算案議決前の見積書を根拠に契約業者の決定

を行っていた。 

《意 見》 

上記の行為は、西予市契約規則第 27 条第１項（見積書）及び平成

30 年３月 16 日付け事務連絡「年度開始前の見積書の徴収及び契約事

務について」の通知に反しているので、契約規則及び内部通知に従

って適正に執行されたい。 

 (2)  注意事項 

なし 

 

教育部 生涯学習課 

(1)  指摘事項 

伺書の作成について 

《現 状》 

市民図書館の図書購入において、随意契約を締結していたが、契

約時の伺書に随意契約の理由、見積書省略の理由及び契約書等作成

の省略の理由を記載していなかった。 

《意 見》 

随意契約を締結するときは、随意契約とする理由（妥当性）、根拠

（関係法令・契約規則等の規定に該当する旨）、その他例外適用（見

積者数、見積書の省略、契約書の省略等）根拠を記載した伺書を作

成し、契約事務の公正性・透明性の確保を図られたい。 

(2)  注意事項 

なし 
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教育部 スポーツ・文化課 

(1)  指摘事項 

補助金の交付手続について 

《現 状》 

文化財維持管理費補助金において、補助金額の確定処理を行って

いなかった。 

《意 見》 

補助金額の確定に当たっては、交付要綱に従って、補助金額の確

定手続に遺漏のないよう対処されたい。 

(2)  注意事項 

ア 伺書の作成について 

《現 状》 

宇和運動公園清掃等作業委託業務において、１者見積で契約を締

結しているが、契約時の伺書に１者見積の理由を記載していなかっ

た。 

《意 見》 

１者見積で随意契約を締結するときは、見積者数の根拠を記載し

た伺書を作成し、契約事務の公正性・透明性を確保されたい。 

イ 伺書の決裁について 

《現 状》 

社会教育推進事業補助金（体育協会補助金）の交付決定に係る伺

書において、交付決定額が 100 万円以上だが、教育部長決裁及び財

政課長の合議を受けていなかった。 

《意 見》 

      伺書の決裁に当たっては、事務決裁規程に従って適正に対処された

い。 

 

教育委員会 三瓶教育課 

(1)  指摘事項 

補助金の交付手続について 

《現 状》 

(ア)  公民館分館施設・設備整備補助金（南公民館・東公民館）の

交付申請において、交付要綱第３条第１項様式第１号に規定の

経費の裏付けとなる見積書等が添付されていなかった。 

(イ)  公民館分館施設・設備整備補助金（南公民館・東公民館・北
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公民館）において、交付要綱で様式を定めていないことから補

助金額の確定処理を行っていなかった。 

《意 見》 

(ア) 補助金の交付に当たっては、交付要綱に基づいた手続、申請

者に対する指導及び書類審査を確実に実施し、適正に対処され

たい。  

(イ) 補助金額の確定に当たっては、交付要綱に様式の作成を検討

するなど、補助金額の確定手続に遺漏のないよう対処されたい。  

 (2)  注意事項 

なし 

 

   上記以外の監査対象課については、監査の結果「指摘事項」及び「注 

意事項」は認められなかった。 

 

  指摘事項及び注意事項が認められなかった課 

   福祉事務所 子育て支援課、 産業部 経済振興課、 建設部 建設課、 

   医療介護部 つくし苑事務局、 選挙管理委員会事務局、 

   農業委員会事務局、 明浜支所 産業建設課、 城川支所 産業建設課、 

   教育委員会 明浜教育課 

 


