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１ 平成２７年度監査実施状況 

平成 27年度における監査実施方針に基づき次のとおり監査を実施した。 

（１） 定期監査（地方自治法（以下「法」という。）第 199条第 4項） 

・財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理の監査は、部単位（行政委員会等を含む。）

で実施した。対象は、前期（4月～7月）は平成 26年度分、後期（12月～3月）は平成 27年度分

とした。 

・小学校、中学校、幼稚園の予算の執行及び収入・支出事務並びに財産の管理事務、公民館の財

産管理事務については 10月に実施した。 

 

ア 一般監査（予算の執行、収入・支出事務、財産管理事務） 

（ア） 監査対象部局・監査対象課・監査実施日 

監査対象部局 監査対象課 監査実施日 

企画政策部 

財政課、情報政策課 平成 27年4月30日 

資産経営課 平成 27年7月23日 

企画政策課、秘書広報課 平成 28年1月29日 

防災危機管理部 危機管理課、災害対策課 平成 28年3月28日 

総務部 
行政総務課、職員課、庁舎管理課 平成 27年4月30日 

契約検査課、納税課、市民税課、固定資産税課 平成 27年6月29日 

産業振興部 農水産課 平成 27年5月28日 

公営事業部 事業課 平成 27年6月29日 

市民部 
協働推進課、市民課 平成 27年6月29日 

市民情報・相談課 平成 28年3月28日 

福祉部 高齢福祉課、障がい福祉課、介護保険課 平成 27年12月24日 

健康・こども部 こども家庭課、健康課、保険年金課 平成 27年12月24日 

環境部 
環境政策課、循環型社会推進課 平成 27年5月28日 

環境保全課、環境施設課 平成 28年1月29日 

まちづくり政策部 まちづくり政策課、交通政策課 平成 28年1月29日 

都市整備部 
みどり公園・水辺課、建築住宅課 平成27年5月28日 

都市整備課、総合公園課 平成 28年2月23日 

土木部 土木総務課、下水道経営課、下水道整備課 平成 27年6月29日 

行政委員会 監査委員事務局、農業委員会事務局 平成 28年1月29日 

学校教育部 
教育施設課、学校給食課、子ども教育相談ｾﾝﾀｰ 平成 27年6月29日 

教育総務課 平成 28年1月29日 

社会教育部 
社会教育課、美術館 平成 27年7月23日 

中央公民館 平成 28年2月23日 

消防本部 消防総務課、消防救急課、予防課、情報指令課 平成 28年2月23日 

市民病院 経営企画課、病院総務課、医事課、改築推進室 平成 28年3月28日 

※職員調査は、18部局 55課について 106日間実施した。 
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（イ） 監査結果 

ａ 指摘・指導・留意・要望事項（文書で公表したもの） 

指摘事項 12件 

指導事項 27件 

留意事項  4件  

要望事項  9件 合計 52件 

 

※次の記載以外の課について、財務に関する事務の執行は適正に行われているものと認められた。 

また、財産の管理状況についても良好に管理されていた。 

 

○ 企画政策部：企画政策課（平成 28年 1月 29日監査実施） 

監査の結果 措置の内容 

（指導事項） 

（１）支出事務において、随意契約適用条項の誤りが

あったので、事務処理の方法を再度確認し、平塚市契

約規則等に則り適正なる事務の執行に努められたい。 

 

 

（１）平塚市財務規則を再認識するとともに、書類作

成後に誤りがないかの確認を徹底します。 

 

○ 企画政策部：秘書広報課（平成 28年 1月 29日監査実施） 

監査の結果 措置の内容 

（指摘事項） 

（１）契約書において、契約金額の記載誤りがあった

ので、事務処理の方法を再度確認し、平塚市契約規則

等に則り適正なる事務の執行に努められたい。 

 

（１）契約金額の誤りについては、書類の内容を確

認の上、契約書を作り直し、適正に執行しました。

今後、契約書作成時には、複数人の職員が内容をチ

ェックして、適正な事務処理を行うよう指示しまし

た。 

 

（指導事項） 

（１）収入事務において、調定伝票に収納印漏れが散

見され、支出事務においては、見積書の宛名誤り等軽

微な誤りが散見されたので、事務処理の方法を再度確

認し、平塚市財務規則等に則り適正なる事務の執行に

努められたい。 

 

 

（１）調定伝票の収納印漏れ及び見積書の宛名誤り等

については、適正に事務処理しました。収入事務や支

出事務における誤り防止については、担当者に再度確

認させ、財務規則等に基づき適正に事務処理するよう

徹底します。 

 

 

○ 防災危機管理部：危機管理課（平成 28年 3月 28日監査実施） 

監査の結果 措置の内容 

（指導事項） 

（１）支出事務において、支出科目の誤りがあったほ

か、その他の軽微な誤りが散見されたので、事務処理

の方法を再度確認し、平塚市財務規則等に則り適正な

る事務の執行に努められたい。 

 

（１）支出事務において、御指摘を受けた支出科目の

誤りのほか、その他の軽微な誤りについては、全て修

正いたしました。今後は、事務処理の方法を再度確認

し、平塚市財務規則等に則り適正な事務の執行に努め

ます。 
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（要望事項） 

（１）防犯対策推進事業として、地域と連携した「防

犯花植え活動」を行っている。この事業は、花を植え

ることによる環境美化と携わる人の目を増やすこと

で、防犯意識の向上と犯罪抑止効果を高めることを目

的としている。事業推進にあたっては、事業目的を明

確にし、他部署との連携を密に図りながら、効果的な

事業展開を図られたい。 

 

（１）「防犯花植え活動」の今後の事業推進について

は、関係他部署（みどり公園・水辺課、道路管理課）

と連携・役割分担などについて、協議を進めています。 

 

○ 防災危機管理部：災害対策課（平成 28年 3月 28日監査実施） 

監査の結果 措置の内容 

（指導事項） 

（１）収入事務において、調定遅延があり、支出事務

においては、随意契約における適用条項の誤りがあっ

たほか、その他の軽微な誤りが見られたので、事務処

理の方法を再度確認し、平塚市財務規則等に則り適正

なる事務の執行に努められたい。 

 

（１）指導事項について、担当者に伝達し、誤りの訂

正を行いました。また、今後の適正な事務執行のため、

今回の監査結果について、課内周知を行い、課内の事

務処理について再確認しました。 

（要望事項） 

（１）自主防災組織資機材等整備事業助成金につい

て、資機材の充足格差が自主防災組織間で生じないよ

う、行政と自主防災組織が協力して、充足率が 100％

となるような取り組みをされたい。 

 

(１)平成２８年５月に、助成金の有効な活用について

の説明会を自主防災組織の担当者を対象に初めて開

催しました。ここで、充足率の低い組織に対して直接

アドバイスするとともに、地域の実情に合った資器材

整備についても助言しました。 

 

○ 総務部：行政総務課（平成 27年 4月 30日監査実施） 

監査の結果 措置の内容 

（指導事項） 

（１）契約事務において、委託契約書の未作成があっ

たほか、その他の軽微な誤りが散見されたので、平塚

市契約規則等に則り適正な事務の執行に努められた

い。 

 

（１）委託契約書の未作成については、新庁舎への移

転に伴い、平成２６年７月５日に実施しました「高速

印刷機一式移転業務委託」について、契約金額５０万

円を超えるものですが、契約書が未作成となっていま

した。平塚市契約規則第６条による、契約書の省略事

項のいずれにも該当していないため、契約書の作成が

必要と指導事項として把握した後、速やかに委託業者

との間で契約書を作成しました。 

 軽微な誤りの散見については、幾つかの見積合せ執

行伺で完結日欄に記載漏れがあったため、補記しまし

た。 

 上記のいずれについても、担当職員の認識不足が根

底にあると考えられます。今後は同じミスが発生しな

いよう、本報告内容を課内に周知し注意喚起を行いま

す。 
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○ 総務部：庁舎管理課（平成 27年 4月 30日監査実施） 

監査の結果 措置の内容 

（指導事項） 

（１）収入事務において、行政財産使用料の調定遅延

があったほか、その他の軽微な誤りが散見されたの

で、平塚市財務規則等に則り適正な事務の執行に努め

られたい。 

 

（１）調定遅延につきましては、新庁舎移転に伴う各

種面積や評価額等の算定、及びそれらに基づいた行政

財産の目的外使用料の算出に期間を要したため発生

したものです。２期移転時は遅延することが無いよう

適切に準備を進めます。 

その他の軽微な誤りにつきましては、複数チェック

を徹底し、平塚市財務規則等に則った適正な事務の執

行に努めております。 

 

○ 総務部：契約検査課（平成 27年 6月 29日監査実施） 

監査の結果 措置の内容 

（要望事項） 

（１）契約事務において、競争性の確保、経費の削減、

事務の効率化の観点から電子入札が進展するよう、庁

内の環境整備に努められたい。 

 

（１）「契約事務において、競争性の確保、経費の削

減、事務の効率化の観点から電子入札が進展するよ

う、庁内の環境整備に努められたい。」につきまして、

次のように措置いたしました。 

①電子入札システム庁内利用促進用に配備した専用 

パソコンＬＡＮ設定について、関係課と協議し適切 

な回線利用環境を設定しました。 

②電子入札システムの取扱いに関し、フローチャー 

ト、マニュアル及び研修テキストを作成しました。 

③平成２７年１０月１５日付で「電子入札システムの

運用について」を庁内全課に通知し、契約検査課専用

パソコンでの共用利用を開始しました。併せて同シス

テムの利用関係書式を各種の様式に掲載し共有情報

としました。 

④平成２８年１月２０日現在、４課７件の利用実績

がありました。 

 

○ 総務部：納税課（平成 27年 6月 29日監査実施） 

監査の結果 措置の内容 

（留意事項） 

（１）収入事務において、軽微な誤りが散見されたの

で、事務処理の方法を再度確認し、適正な事務処理に

努められたい。 

 

（１）収入事務においての軽微な誤りについては、担

当者が書類作成後に必ず確認を行うよう指導いたし

ました。また、担当者以外にも庶務担当者、担当長等

による再確認を徹底してまいります。 

 

○ 産業振興部：農水産課（平成 27年 5月 28日監査実施） 

監査の結果 措置の内容 

（要望事項） 

（１）財産の管理状況について、フェンスの一部の傾 

きやフェンス下の土砂の一部流失は、応急処置がなさ 

れていることを確認したが、安全面から、速やかに対 

 

（１）広川の農業用水池への対応につきましては、フ 

ェンス下の土砂流出による空隙箇所の補修を完了す 

るとともに、フェンスの破損個所につきましても、緊 
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応されたい。また、定期的に見回りを行い、安全の確 

保に努められたい。 

※対象施設 農業用水池（広川） 

急対応として工事用安全柵を用いて機能を回復いた 

しました。 

今後は巡視を強化するとともに、予算措置が整い次 

第、フェンスの補修工事を行います。 

 

○ 公営事業部：事業課（平成 27年 6月 29日監査実施） 

監査の結果 措置の内容 

（指導事項） 

（１）支出事務において、支出科目の誤り、精算遅延、

随意契約適用条項の誤りがあったほか、前回に引き続

き軽微な誤りが散見されたので、収入・支出事務の処

理方法を再度確認し、適正なる事務の執行に努められ

たい。 

 

（１）収入事務、支出事務等において、前回に引き続

き、軽微な誤りが散見されたことにつきましては、課

内会議等において監査結果の内容・改善方法について

説明するとともに、適正な事務処理が実施されるよう

契約検査課・会計課が作成している実務マニュアル等

を各担当者に確認するよう指導しました。 

 

○ 市民部：市民課（平成 27年 6月 29日監査実施） 

監査の結果 措置の内容 

（指導事項） 

（１）指定管理事務において、基本協定書に基づく月

次報告書に、保守点検実施等の一部記載漏れがあった

ので、指定管理者を指導するとともに、チェック体制

を構築するなど業務の履行確認を確実に実施された

い。 

 

（１）保守点検実施等の一部記載漏れについては、指

定管理者に指導するとともに市民課においては、チェ

ックリストを作成し、確認方法を見直しました。 

月次報告書の様式については、来年度に向けて指定

管理者と調整しています。 

 

 

 

○ 福祉部：高齢福祉課（平成 27年 12月 24日監査実施） 

監査の結果 措置の内容 

（留意事項） 

（１）支出事務において、軽微な誤りは前回に比べ減

少したが、今回も見受けられるので、事務処理の方法

を再度確認し、平塚市財務規則等に則り適正なる事務

の執行に努められたい。 

 

（１）平塚市財務規則及び平塚市契約規則の定めに則

り、適正な事務を行ってまいります。 

 

○ 福祉部：障がい福祉課（平成 27年 12月 24日監査実施） 

監査の結果 措置の内容 

（指摘事項） 

（１）収入事務において、調定漏れ等があったので、

事務処理の方法を再度確認し、平塚市財務規則等に則

り適正なる事務の執行に努められたい。 

 

（１）指摘事項を十分認識し、調定漏れ等ないよう平

塚市財務規則等に則り適正な事務処理の執行に努め

るよう指導しました。 

（指導事項） 

（１）支出事務において、支出科目の誤り、補助金実

績報告書の提出漏れがあったほか、その他の軽微な誤

りが前回に引き続き散見された。書類見本等を作成

し、誤りが生じるポイントを明示し、確認することに

 

（１）軽微な誤りについて、書類見本等の作成や合議

等でダブルチェックをしていき、平塚市財務規則等に

則り適正な事務処理の執行に努めるとともに、不備及

び誤りのチェックを徹底するよう指導しました。 
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より、不備や誤りを減らしていく旨の対応策が監査時

に示されたので、実効性のあるものとし、平塚市財務

規則等に則り適正なる事務の執行に努められたい。 

 

○ 福祉部：介護保険課（平成 27年 12月 24日監査実施） 

監査の結果 措置の内容 

（指摘事項） 

（１）収入事務において、調定金額の誤りがあったの

で、事務処理の方法を再度確認し、平塚市財務規則等

に則り適正なる事務の執行に努められたい。 

 

 

（１）指摘のありました収入事務につきまして、同

じ誤りを繰り返さないよう事務処理の方法を再度確

認し課内で周知徹底します。また、担当者が事務を

行った後に本人及び別の者が点検を行い適切な事務

処理に努めます。 

 

（指導事項） 

（１）収入事務において、収入科目の誤りや調定遅延

があり、支出事務においては、随意契約における適用

条項の誤りがあったほか、その他の軽微な誤りが散見

されたので、事務処理の方法を再度確認し、平塚市財

務規則等に則り適正なる事務の執行に努められたい。 

 

 

（１）収入事務及び支出事務につきましては、収入科

目や随意契約の適用条項など誤りが無いよう、事務処

理の方法を再度確認し課内で周知徹底を行い適切な

事務処理に努めます。 

 

 

○ 健康・こども部：こども家庭課（平成 27年 12月 24日監査実施） 

監査の結果 措置の内容 

（指導事項） 

（１）支出事務において、執行伺兼支出命令書で執行

できない経費の支出や随意契約における適用条項の

誤りがあったほか、その他の軽微な誤りが、いまだに

散見されたので、事務処理の方法を再度確認し、平塚

市財務規則等に則り適正なる事務の執行に努められ

たい。 

 

 

（１）指導事項にありました支出事務及び契約におけ

る適用条項の誤り並びに軽微な誤りにつきましては、

修正し適切に処理をいたしました。 

今後の誤りの防止に努めると共に、各担当者間で指

導事項を真摯に受け止め、確認作業を行い、適正な事

務執行に努めていきます。 

 

 

○ 健康・こども部：健康課（平成 27年 12月 24日監査実施） 

監査の結果 措置の内容 

（指摘事項） 

（１）収入事務において、調定金額の誤りがあったの

で、事務処理の方法を再度確認し、平塚市財務規則等

に則り適正なる事務の執行に努められたい。 

 

（１）収入事務においては、指摘事項を踏まえて事務

処理の方法を見直し、分割して請求するものについて

は、年度当初に一年分の調定伝票を起票し、金額の誤

りが生じないよう適正な事務の執行に努めます。 

（指導事項） 

（１）随意契約における適用条項の誤りがあったほ

か、その他の軽微な誤りが散見されたので、事務処理

の方法を再度確認し、平塚市財務規則等に則り適正な

る事務の執行に努められたい。 

 

 

（１）経理事務においては、指導事項を課内に周知徹

底し、再度事務処理の方法を確認し、適正な事務の執

行に努めます。 
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○ 健康・こども部：保険年金課（平成 27年 12月 24日監査実施） 

監査の結果 措置の内容 

（指摘事項） 

（１）収入事務において、調定金額の誤りや後期高齢

者医療保険料滞納繰越分の調定漏れがあったので、事

務処理の方法を再度確認し、平塚市財務規則等に則り

適正なる事務の執行に努められたい。 

 

（１）調定金額の誤りや調定漏れについては、規則等

を再度確認し、適正な事務の執行に努めていきます。 

（指導事項） 

（１）収入・支出事務において、軽微な誤りが前回に

引き続き散見されたので、事務処理の方法を再度確認

し、平塚市財務規則等に則り適正なる事務の執行に努

められたい。 

 

（１）収入・支出事務については、各担当者に指摘箇

所の根拠を示した資料を確認させるとともに、再度契

約規則、財務規則、事務決裁規程を確認させ、適正な

事務の執行に努めていきます。 

（要望事項） 

（１）延滞金の徴収については、納付相談等の機会を

捉えて、丁寧な説明に努めたことで、一定の効果があ

ったものと認められる。 

収納率の向上については、成果が上がっている他市

の事例等を参考にし、創意工夫を重ねて更なる取り組

みをされたい。 

 

（１）収納率については、収納事務体制の強化や他市

事例の研究等により、収納率向上に努めていきます。 

 

○ 環境部：環境政策課（平成 27年 5月 28日監査実施） 

監査の結果 措置の内容 

（指導事項） 

（１）収入事務において、納入通知の遅延及び納期限

設定誤りや調定時期の誤り等があったほか、その他の

軽微な誤りが散見されたので、平塚市財務規則等に則

り適正な事務の執行に努められたい。 

 

（１）収入事務につきましては、納入通知などの事務 

処理が遅延することのないように平塚市財務規則等 

に則り適正な事務処理の執行に努めるよう指導しま 

した。また、その他の軽微な誤りにつきましては、適 

正に処理を実施し、訂正を行ないました。 

今後は、「経理事務研修手引き」を担当者に確認さ

せるとともに、書類作成後の再確認を徹底するよう指

導しました。 

 

 

○ 環境部：循環型社会推進課（平成 27年 5月 28日監査実施） 

監査の結果 措置の内容 

（指導事項） 

（１）収入事務、支出事務等において、軽微な誤りが

前回に引き続き散見されたので、事務処理の方法を再

度確認し、適正な事務処理に努められたい。 

 

（１）収入事務、支出事務等において、軽微な誤りが

前回に引き続き散見されたことについて、事務処理の

方法を担当職員に周知徹底し、適正な事務処理に努め

ていきます。 

（２）補助金支出事務において、補助要綱と事務の実

態に乖離があるので整合を図られたい。 

（２）平塚市美化運動推進事業補助金交付要綱」に係

る事務に関して、繰越金が有るために補助金を申請し

ない地区や、繰越金が一定額あるにも拘わらず補助金

を交付している地区があるなど、自治会等の他の収入

も合算して事業計画書及び事業報告書を作成してい

たことから、繰越金の対応について補助要綱と実務上
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に明確性を欠いた面がありました。 

従いまして、平成 27年度分からは、当補助金の収

入及び補助金の使途のみで事業計画書及び事業報告

書を作成していただき補助対象を明確にすることで、

補助要綱と事務の整合を図ってまいります。 

 

 

○ 環境部：環境保全課（平成 28年 1月 29日監査実施） 

監査の結果 措置の内容 

（要望事項） 

（１）地下水質測定業務委託契約について、測定分析

等の成果が担保されるのであれば、同種の業務を集約

し、経済性を考慮した契約方法を検討されたい。 

 

 

（１）地下水質測定業務委託契約について、委託業務

内容が同種のものを集約し、平成 28年度の契約から

実施しています。 

 

 

○ 環境部：環境施設課（平成 28年 1月 29日監査実施） 

監査の結果 措置の内容 

（指導事項） 

（１）収入事務において、調定伝票に収納印漏れが散

見されたほか、支出事務に軽微な誤りがあったので、

事務処理の方法を再度確認し、平塚市財務規則等に則

り適正なる事務の執行に努められたい。 

 

（１）平塚市財務規則を担当者に再認識させるととも

に、担当長、課長の決裁の中で、書類作成後誤りがな

いか再確認の徹底をしてまいります。 

 

 

○ まちづくり政策部：まちづくり政策課（平成 28年 1月 29日監査実施） 

監査の結果 措置の内容 

（指摘事項） 

（１）収入事務において、平塚市屋外広告物条例に係

る手数料を口頭通知により収納しているが、根拠とな

る平塚市財務規則に規定されていないことから、早急

に規則の一部改正を行われたい。 

 

（１）庁内関係課と協議を行い、平成２８年４月１日

付けの財務規則の一部改訂に合わせて、財務規則第４

３条第１項に「平塚市屋外広告物条例による手数料」

を追加する手続きを行いました。 

（２）収入・支出事務において、軽微な誤りがいまだ

にあったので、事務処理方法を再度確認し、平塚市財

務規則等に則り適正なる事務の執行に努められたい。 

（２）指導のありました支出処理方法の誤りにつきま

しては、書類作成後に不備がないかどうかの再確認を

徹底し、適切な事務処理を図るよう指導いたしまし

た。 

 

○ まちづくり政策部：交通政策課（平成28年1月29日監査実施） 

監査の結果 措置の内容 

（要望事項） 

（１）交通事故を防止するため、市民の交通安全意識

を高めることや自転車利用者のマナー向上が求めら

れている。今後、高齢者が増加する状況にあることか

ら、更なる交通安全対策の推進に努められたい。 

 

（１）地域や企業等と連携してキャンペーンや交通安

全教室、高齢者家庭訪問事業等を通じ、広く市民に交

通安全意識の向上を図りながら、事業を継続していき

ます。 

また、今後も更に高齢者等を対象とした交通ルール

の啓発や自転車のルール・マナーについての交通安全

教室を実施していきます。 
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○ 都市整備部：みどり公園・水辺課（平成 27年 5月 28日監査実施） 

監査の結果 措置の内容 

（指摘事項） 

（１）収入事務において、湘南ひらつかビーチセンタ

ー使用料に係る私人徴収委託契約及び告示もれ、支出

事務においては、支出科目の誤り、精算処理の遅延等

があったほか、その他の軽微な誤りが前回に引き続き

散見され、改善が見られないので、平塚市財務規則等

に則り適正な事務の執行に努められたい。 

 

（１）ビーチセンター施設の使用料の収受について、 

平成２６年度まで指定管理基本協定書及び業務内容 

説明書に管理運営業務として規定しているため、徴収 

の委託契約及び告示を行なう必要はないと解釈し、行 

っておりませんでしたが、指摘を受け平成２７年度 

から平成２７年４月１日付で委託契約を締結し、同日 

付の平塚市告示第１１０号「ビーチセンター使用料収 

納事務」で告示を行ないました。 

公園プール維持管理事業のプール管理責任者講習

会参加費について、平成２６年度６月に支払完了して

いる資金前渡の精算が遅延し、翌年２月に行われた件

について、平成２７年度は６月８日に支払完了してい

る資金前渡の精算を６月２４日に行いました。 

 軽微な誤りが多数発生している件について、担当

者が処理した書類について各担当の経理担当者が確

認を行い、処理方法が不明な場合などは必ず予算担

当者に確認を行うようにし、誤りが発生しない体制

作りを行いました。 

 

○ 都市整備部：総合公園課（平成28年2月23日監査実施） 

監査の結果 措置の内容 

（指摘事項） 

（１）収入事務において、馬入ふれあい公園使用料に

係る私人徴収委託の告示漏れ及び使用料の算定誤り、

自動販売機設置許可に係る管理料の納期限設定誤り

があった。 

前回に引き続き、収入事務における納期限の設定誤

り、支出事務におけるその他の軽微な誤りが散見され

たので、事務処理の方法を再度確認するとともに使用

料算定が適切になされるよう指定管理者を指導し、平

塚市都市公園条例及び平塚市財務規則等に則り適正

なる事務の執行に努められたい。 

 

（１）馬入ふれあい公園使用料の私人徴収委託に関し

ては２８年度分を４月１日に告示しました。 

使用料算定誤りについては、不足分を請求し、２７

年度中に納付されていることを確認しました。 

使用料算定・納期限設定誤りに関して、職員・馬入

ふれあい公園指定管理者に条例・規則の周知を徹底

し、複数名で確認を行うなどチェック体制を強化しま

した。 

（指導事項） 

（１）支出事務において、随意契約適用条項の誤りが

あったので、事務処理の方法を再度確認し、平塚市契

約規則等に則り適正なる事務の執行に努められたい。 

 

 

（１）随意契約適用条項の誤りについては、各財務担

当者に「随意契約ガイドライン」を配布し、条項の再

確認をしました。 

 

 

○ 都市整備部：建築住宅課（平成 27年 5月 28日監査実施） 

監査の結果 措置の内容 

（留意事項） 

（１）収入事務、支出事務等において、軽微な誤りが

散見されたので、事務処理の方法を再度確認し、適正

 

（１）収入事務、支出事務等につきまして、誤りがな

いように、事務を行った後に担当者及び別の者が点検
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な事務処理に努められたい。 を行うことを徹底し、適正な事務処理に努めます。 

 

○ 土木部：土木総務課（平成 27年 6月 29日監査実施） 

監査の結果 措置の内容 

（指導事項） 

（１）収入事務において、水路占用料の時効が完成し、

債権が消滅しているが、不納欠損処分がなされていな

かったので、地方自治法等に則り適正なる事務の執行

に努められたい。 

 

（１）すでに時効が完成し、債権が消滅している水路

占用料について、今年度末までに不納欠損処分を行う

予定です。 

 

○ 土木部：下水道経営課（平成 27年 6月 29日監査実施） 

監査の結果 措置の内容 

（指導事項） 

（１）支出事務において、随意契約適用条項の誤りが

あったほか、その他の軽微な誤りが見受けられたの

で、平塚市財務規則等に則り適正なる事務の執行に努

められたい。 

 

（１）支出事務につきましては、平塚市財務規則や平

塚市契約規則等を再度確認し、適正な事務の執行に努

めるよう指導いたしました。 

 

（要望事項） 

（１）契約事務において、指名競争入札を執行してい

るが、設計額に対し契約額が 100%となる業務委託が

あったので、競争性を高めるよう努められたい。 

 

（１）契約事務につきましては、指名競争入札を行う

際、平塚市契約規則等に則り契約の種類及び金額に応

じた者を選定し、より競争性を高めて執行してまいり

ます。 

 

○ 農業委員会（平成 28年 1月 29日監査実施） 

監査の結果 措置の内容 

（指摘事項） 

（１）収入事務において、県補助金調定漏れがあった

ので、事務処理の方法を再度確認し、平塚市財務規則

等に則り適正なる事務の執行に努められたい。 

 

（１）指摘のありました事務処理につきましては、再

度財務規則等の事務処理の方法を確認し、早急に調定

伝票の起票を行い、対応しました。 

今後は、補助金額が決定次第、調定伝票の起票をす

るように、指導徹底してまいります。 

（２）支出事務において、前回に引き続き、報酬の日

割り計算に不適切な事務処理があったので、事務処理

の方法を再度確認し、特別職の職員で非常勤のものの

報酬及び費用弁償に関する条例等に則り適正なる事

務の執行に努められたい。 

（２）指摘のありました報酬額の計算につきまして

は、条例等の規定の再確認を行い、直ちに正しい額を

算出し対応しました。また、担当者が代っても同じ間

違いを繰り返さないよう、正しい処理方法と根拠条例

等をまとめた引継ぎ資料を新たに作成しました。 

 

○ 学校教育部：教育総務課（平成 28年 1月 29日監査実施） 

監査の結果 措置の内容 

（留意事項） 

（１）支出事務において、軽微な誤りが散見されたの

で、事務処理の方法を再度確認し、適切な事務処理に

努められたい。 

 

（１）支出事務における軽微な誤りについては、平塚

市財務規則等を再度確認し、適正な事務処理に努める

とともに、書類作成後の再確認を徹底します。 
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（要望事項） 

（１）平成２７年３月から、市立小・中学校の全校に

防犯カメラを設置している。児童・生徒が安心して、

安全な学校生活を送ることができるよう、個人のプラ

イバシーに配慮しつつ、適切かつ効果的な防犯カメラ

の運用に努められたい。 

 

（１）市立小・中学校に設置している防犯カメラにつ

いては、犯罪防止による児童・生徒の安心・安全な学

校生活の確保を図ることを目的に、「平塚市立小・中

学校における防犯カメラの管理運用基準」に基づき運

用しています。 

 今後も、学校の状況を踏まえながら、防犯カメラの

適正かつ効果的な運用に努めてまいります。 

 

○ 学校教育部：教育施設課（平成 27年 6月 29日監査実施） 

監査の結果 措置の内容 

（指導事項） 

（１）支出事務において、随意契約適用条項の誤り及

び担当課執行による限度額超過があったほか、その他

の軽微な誤りが散見されたので、地方自治法施行令等

に則り適正なる事務の執行に努められたい。 

 

（１）随意契約適用条項の誤り、担当課執行による限

度額超過及びその他の軽微な誤り等の指摘事項につ

いて課内周知を図りました。今後は複数の目で書類を

確認する等ミスを軽減する仕組みをつくり、再発防止

に努めてまいります。 

 

○ 社会教育部：社会教育課（平成 27年 7月 23日監査実施） 

監査の結果 措置の内容 

（指導事項） 

（１）収入事務において、指定管理事業計画書と業務

内容説明書の不整合により、寄附金納付者が、市又は

指定管理者のどちらなのか不明確となっていたので、

指定管理事業計画書の見直しを検討されたい。また、

指定管理者による市への施設使用料納入遅延が見ら

れたので、使用料収納事務委託契約書に則り、適正な

る事務の執行に努められたい。 

 

（１）寄附金の納付については、平成２７年６月２９

日付で指定管理事業計画書を変更しました。なお、平

成２７年７月納付分から市が納付しています。 

また、施設使用料については、財務規則に基づいて

遅滞なく納入します。 

 

（２）支出事務において、委託業務契約書が現状に即

しておらず、事業報告書等が遅れて提出されていたの

で、実態に即するよう契約書の見直しを含めて検討さ

れたい。 

（２）平塚市地域教育力ネットワーク推進事業委託契

約について、契約書に基づき期日内に事業報告書を提

出するよう是正を指導してまいります。 

 

 

○ 社会教育部：中央公民館（平成 28年 2月 23日監査実施） 

監査の結果 措置の内容 

（指導事項） 

（１）収入事務において、行政財産使用料調定時期の

誤り、公民館施設使用料の納入者による納入遅延、自

動販売機設置許可に係る管理料の納入者による報告

書提出遅延があり、支出事務においては、支給調書金

額の記載誤りがあったほか、その他の軽微な誤りが前

回に引き続き見られたので、事務処理の方法を再度確

認するとともに納入者に期限を厳守するよう指導し、

平塚市財務規則等に則り適正なる事務の執行に努め

られたい。 

 

（１）平塚市財務規則等に沿って、適正な事務の執行

に努めるよう課内で周知徹底を図るとともに、納入者

に納入期限や報告書提出期限を厳守するよう指導し

ていきます。 

（２）消防用設備保守点検業務委託において、一部の （２）利用者の安心・安全を最優先とし、消防法令に
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機器が動作不良、感度不良と報告されている。監査時

には、修繕がなされていたが、修繕までにかなりの期

間を要した。利用者の安心・安全確保を最優先とし、

消防法令に適合した施設の維持管理に努められたい 

適合した施設の維持管理に努めていきます。 

 

 

○ 社会教育部：美術館（平成 27年 7月 23日監査実施） 

監査の結果 措置の内容 

（指導事項） 

（１）収入事務において、前回指導事項である美術館

施設使用料の納期設定における不適切な事務処理は

是正されたが、納期限までに納付されない状況が見ら

れたので、平塚市美術館の設置及び管理等に関する条

例等に則り、納期限を厳守するよう指導し、適正なる

事務の執行に努められたい 

 

（１）美術館施設（レストラン）使用料が納期限まで 

に納付されない状況が見られた点につきましては、従 

来の収入事務方法を見直し、以下の方法に変更するこ 

とにより、納期限を厳守するよう指導します。 

美術館施設（レストラン）使用料につきましては、

レストラン光熱水費使用料とともに納付されること

が多いため、納入通知書を渡す方法を、レストラン経

由での手渡しから、本社に直接送付する方法に変更し

ました。 

また、月初め（1日）に送付できるようにし、電話

等による口頭での督促に加えて、文書による督促を行

います。 

平成２８年度からは、レストラン使用料を４月に年

間分を一括して調定伝票を発行するのではなく、毎

月、月初め（１日）にレストラン光熱水費使用料とと

もに調定伝票を発行し、納期限については、毎月１５

日を設定いたします。 

 

（２）契約事務において、契約書の不備、契約書の不

作成があったので、平塚市契約規則等に則り、適正な

る事務の執行に努められたい。 

（２）契約事務における契約書の不備、契約書の不作

成につきましては、平塚市契約規則等を契約担当者に

再度確認させ、契約事務の適正な事務処理を徹底する

よう指導いたしました。 

 

 

○ 市民病院：経営企画課、病院総務課、医事課、改築推進室（平成 28年 3月 28日監査実施） 

監査の結果（指導・要望事項） 措置の内容 

（指摘事項） 

（１）契約書において、契約期間の誤りや印漏れがあ

ったほか、その他の軽微な誤りが散見されたので、事

務処理の方法を再度確認し、平塚市病院事業契約規程

等に則り適正なる事務の執行に努められたい。 

 

（１）作成時は担当者が、決裁時は決裁者が、日付、

契約期間、相手先等を複数者で確認し、平塚市病院事

業契約規程等に則り適正なる事務の執行に努めます。 
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ｂ 主な指導項目（ａの指導・要望事項を含む。） 

（ａ） 歳入 

（ⅰ） 指導した課    28課 

（ⅱ） 指導した件数   174件 

（ⅲ） 主な指導項目   下記表参照 

（ｂ） 歳出 

（ⅰ） 指導した課    41課 

（ⅱ） 指導した件数   577件 

（ⅲ） 主な指導項目   下記表参照 

 

  主 な 指 導 項 目 

歳 入 

28課 

174件 

  

  

  

  

  

  

【収入事務】 

・調定伝票内容不備 89件 

・収納金通知書への決裁漏れ 34件 

・減免決裁文書 決裁漏れ 10件 

・調定額誤り 7件 

・使用料算定誤り 6件 

・納入通知書 納期限記載誤り 6件 

・納入者による納付遅延 5件 

・調定時期誤り 4件 

・調定遅延 4件 

・歳入不納欠損調書 決裁漏れ 2件 

・私人徴収に係る委託契約の告示漏れ 2件 

・収納科目誤り 1件 

・報告書の提出遅延 1件 

・その他 3件 

 

歳 出 

41課 

577件 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

【支出事務】 

・執行伺確認検収印漏れ 74件 

・執行伺内容不備 57件 

・会計管理者合議漏れ 21件 

・支出命令書回付日付漏れ 9件 

・業務報告書印漏れ、日付漏れ 8件 

・支出科目誤り 7件 

・完成通知書日付漏れ、印漏れ 5件 

・納品書の代表者氏名・印漏れ 5件 

・納品書の宛名・日付・金額等誤り 4件 

・報償費支給調書の金額記載誤り 3件 

・業務報告書の提出遅延 2件 

・執行伺兼支出命令書で執行できない経費の支出 2件 

・精算遅延 2件 

・担当課執行額超過 2件 

・報酬計算誤り 1件 

・その他 5件 
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【契約事務】 

・見積執行伺内容不備（日付漏れ、決裁漏れ等） 126件 

・見積書内容不備（宛名誤り、日付なし等） 69件 

・契約依頼書・契約執行伺印漏れ等 44件 

・入札執行伺（日付漏れ、決裁漏れ等） 36件 

・契約書内容不備 27件 

・随意契約適用条文誤り 23件 

・入札書「決定」「否」の記載漏れ 17件 

・入札調書の結果表示の記載漏れ 4件 

・契約書 未作成 2件 

・平塚市契約規則 39条3の規定に基づく公表漏れ 1件 

・その他 3件 

 

【補助金事務】 

・報告書の提出漏れ 5件 

・交付決定文書 2件 

 

【その他】 

・旅行命令票 決裁漏れ 3件 

・その他 2件 

 

 

イ 小学校・中学校・幼稚園・公民館の監査 

（ア） 対象施設（平成 27年 10月 30日監査実施） 

小学校10校 勝原・八幡・金目・みずほ・神田・横内・旭・松延・真土・港 

中学校 5校 山城・旭陵・横内・金旭・大住 

幼稚園 2園 金目・港 

公民館 8館 松が丘・南原・なでしこ・横内・神田・中原・土屋・須賀 

計 25 施設 

 

（イ） 監査結果 

ａ 小学校、中学校、幼稚園 

（ａ） 経理事務の状況   適正 

（ｂ） 備品の管理状況   良好 

    （ｃ） 施設の管理状況   一部補修等必要箇所あり 

         小学校 10校 30箇所（屋内補修 12、屋外補修 10、雨漏り 8） 

         中学校 5校 11箇所（屋内補修2、屋外補修 4、雨漏り 5） 

         幼稚園 2園  4箇所（屋内補修3、屋外補修 0、雨漏り 1） 

   

ｂ 公民館 

（ａ） 備品の管理状況   良好 

（ｂ） 施設の管理状況   一部補修等必要箇所あり 

         6館 14箇所（屋内補修 3、屋外補修 4、雨漏り 7） 
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（２） 重点監査（法第 199条第 2項） 

定期監査対象部課の中から重点テーマを設定し、行政監査を重点監査として実施した。 

 

ア 平成２７年１１月以降に定期監査の対象となっている課を除いた４４課を対象とした。 

（平成 28年 2月 23日監査実施） 

  

部局名 課名 部局名 課名 

企画政策部 

財政課 
まちづくり政策部 

開発指導課 

情報政策課 建築指導課 

資産経営課 
都市整備部 

みどり公園・水辺課 

総務部 

行政総務課 建築住宅課 

職員課 

土木部 

土木総務課 

契約検査課 道路管理課 

庁舎管理課 道路整備課 

納税課 下水道経営課 

市民税課 下水道整備課 

固定資産税課 会計課 

産業振興部 農水産課 議会局 

公営事業部 事業課 選挙管理委員会事務局 

市民部 

協働推進課 

学校教育部 

教育施設課 

市民課 学校給食課 

文化・交流課 教育指導課 

人権・男女共同参画課 教育研究所 

福祉部 
福祉総務課 子ども教育相談センター 

生活福祉課 

社会教育部 

社会教育課 

健康・こども部 
保育課 スポーツ課 

青少年課 中央図書館 

環境部 
環境政策課 博物館 

循環型社会推進課 美術館 

重点監査「一者随意契約について」 

次の事項を主な着眼点として監査を行った。 

（ア）随意契約の理由について 

    地方自治法施行令第１６７条の２第１項のいずれの号に該当するかが適切に判断されているか。 

（イ）一者随意契約の理由について 

    平塚市契約規則第３９条ただし書きの規定による特例のいずれの号に該当するかが適切に判断され、 

一者を選定する理由が記載されているか。またその理由が適切か。 

（ウ）業者の選定について 

    他に履行可能な者がいないか確認しているか。 

（エ）予定価格について 

    積算が適切になされているか。 
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（３） 随時監査（法第 199条第 5項） 

ア 工事監査（平成 27年 6月 5日技術調査、平成 27年 7月 31日監査実施） 

工事監査は、「地方公共団体の長等によって行われた工事が適法に合理的、能率的に行われてい

たか、また、経済的に妥当なものであったか。」を財務・技術両面を通して監査し、指摘する具体

的な事実があれば、それはいかなる原因により生じたかを明らかにするために実施する監査である。 

監査に当たっては、計画、設計、施工管理、契約及び財務事務執行など全体にわたる監査を行っ

たが、特に技術面については「公益社団法人日本技術士会」に工事技術調査を委託し、技術士に

よる書類審査及び工事現場の調査を実施した。 

 

（ア） 対象工事 

市民病院整備事業（新棟建築工事・建築） 

 

（イ） 対象部課 

市民病院 改築推進室 

 

（ウ） 監査結果 

     市民病院整備事業（新棟建築工事・建築）は、技術的側面においては、計画、設計、積算、契約、

工事監理、施工管理の各項目とも指導・要望事項並びにその他の特記事項はなく、財務事務執行面

においても適正であると認められた。 
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（４） 財政援助団体等監査（法第 199条第 7項） 

ア 出資団体監査 

市が出資している団体（資本金等の 4分の 1以上を出資している法人）のうち、3団体について

監査を行った。 

 

（ア） 対象団体 

ａ 公益財団法人平塚市生きがい事業団（平成 27年7月 23日監査実施） 

ｂ 平塚市土地開発公社（平成 27年 7月 23日監査実施） 

ｃ 公益財団法人平塚市まちづくり財団（平成 27年9月 28日監査実施） 

 

（イ） 監査結果 

ａ 指導・要望事項（文書で公表したもの） 

 

※次の記載以外の団体については、出資目的に沿って事業が行われており、出納その他の事務の執行 

について適正に処理されていると認められた。 

 

○ 公益財団法人平塚市まちづくり財団 

監査の結果 措置の内容 

（指摘事項） 

（１）決算書の「財務諸表に対する注記」において、

平成２６年度中に除却した固定資産の取得価額と減

価償却累計額を含めて表記していた。 

 

（１）年度中に除却したものに係る固定資産の取得価

額と減価償却累計額は「財務諸表に対する注記」から

除外しました。 

（２）リース取引の会計処理において、売買取引に係

る方法に準じて処理すべきところを賃貸借取引に準

じた処理を行っていた。 

（２）リース取引の会計処理につきまして、売買取引

に係る方法に準じて処理しました。 
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イ 指定管理者監査 

平成 27年度の指定管理者制度導入施設数は 20施設となっているが、そのうちの 8施設の所管部

局及び管理者の指定を受けた団体における事務執行について、平成 27 年 10 月 22 日及び 11 月 26

日に監査を行った。 

 

（ア） 対象団体 

ａ 湘南ひらつかビーチセンター 

所管課：みどり公園・水辺課 

指定管理者：湘南ひらつかビーチ共同事業体 

ｂ 土屋霊園 

   所管課：みどり公園・水辺課 

指定管理者：平塚メモリアルグループ 

 

ｃ 湘南ひらつかパークゴルフ場・土沢野球場・土沢多目的広場 

   所管課：スポーツ課 

指定管理者：ＮＰＯ法人湘南平塚パークゴルフ協会グループ 

 

d   平塚市勤労会館 

   所管課：産業振興課 

指定管理者：平塚市勤労会館運営管理共同事業体 

 

e   松延小学校区放課後児童クラブ 

   所管課：青少年課 

指定管理者：松延地区学童保育会 

 

f   大野小学校区放課後児童クラブ 

   所管課：青少年課 

指定管理者：特定非営利活動法人 ワーカーズコープ 

 

（イ） 監査結果 

ａ 指導・要望事項（文書で公表したもの） 

 

○ 湘南ひらつかビーチセンター 

所管課：みどり公園・水辺課 

監査の結果 措置の内容 

（指摘事項） 

（１）基本協定書において、市は、指定管理者が平塚

市暴力団排除条例に規定する暴力団又は暴力団経営

支配法人等でないことを確認するものとなっている

が、なされていないので、所定の手続きに基づき処理

されたい。 

 

（１）所定の手続きにのっとり、指定管理者の構成員

に暴力団関係者がいないことを確認しました。今後は

基本協定書に基づき処理してまいります。 
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（指導事項） 

（１）事業報告書において、清掃業務の一部に記載漏

れがあったので、適切に報告するよう指導し、業務の

履行確認を確実に実施されたい。 

 

（１）報告書に記載漏れがないよう、指定管理者に指

導しました。また、所管課も現地の作業状況と報告書

の内容の確認に努めます。 

 

 

指定管理者：湘南ひらつかビーチ共同事業体 

監査の結果 措置の内容 

（指導事項） 

（１）事業報告書において、清掃業務の一部に記載漏

れがあったので、業務の履行確認を確実に行い、適切

に報告されたい。 

 

 

（１）報告書の作成時に、今一度業務の履行状況を確

認し、適切に報告いたします。 

 

○ 平塚市土屋霊園 

所管課：みどり公園・水辺課 

監査の結果 措置の内容 

（指摘事項） 

（１）基本協定書において、市は、指定管理者が平塚

市暴力団排除条例に規定する暴力団又は暴力団経営

支配法人等でないことを確認するものとなっている

が、なされていないので、所定の手続きに基づき処理

されたい。 

 

（１）所定の手続きにのっとり、指定管理者の構成員

に暴力団関係者がいないことを確認しました。今後は

基本協定書に基づき処理してまいります。 

 

（指導事項） 

（１）会計帳簿等において、人件費等の一部経費で区

分経理が不明瞭であったことから、適切な処理を行う

よう指定管理者を指導し、適正な経理状況の把握に努

められたい。 

 

（１）人件費分等の一部の支払いに、本社からの借り

入れ分が充てられているが、年度末に精算がされてお

らず、指定管理料・借り入れ分の区分けが明確でない

ので、借り入れ分に対する支出一覧のわかるシートを

作るなどの形で明確化するよう、指定管理者に指導い

たしました。 

 

（留意事項） 

（１）平成２６年度前期モニタリングの評価項目にお

いて、個別事項として「地元地区との連携」とあるが、

市及び指定管理者ともに、一部に適切・良好でないと

評価しており、今後の課題となっている。指定管理者

が地元地区との連携を図り、信頼関係を構築するため

には、市が主体となり責任を持って関わることが求め

られていることから、速やかに積極的な働きかけを行

われたい。 

 

（１）自主事業の拡充や管理事務所で発行しているＰ

Ｒ紙等を積極的に活用し指定管理者及び地元地区と

の調整を図ります。 
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指定管理者：平塚メモリアルグループ 

監査の結果 措置の内容 

（指導事項） 

（１）会計帳簿等において、人件費等の一部経費で区

分経理が不明瞭な処理となっているので、適切に対処

されたい。 

 

（１）監査指摘事項に関し、以下の 3 点の改善を行

います。 

1.人件費は毎月区分がわかるよう適正に処理します。 

2.本社からの借入分の入出金がわかるように台帳に

入力します。 

3.本社からの借入分は年度末に本社に返金します。 

 

 

○ 湘南ひらつかパークゴルフ場・土沢野球場・土沢多目的広場 

所管課：スポーツ課 

監査の結果 措置の内容 

（指摘事項） 

（１）平塚市体育施設及び学校運動場夜間照明施設の

設置及び管理に関する条例及び同条例施行規則では、

指定申請書の提出先及び協定書の締結は教育委員会

と規定されているが、平塚市長として処理されてい

た。 

庁内関係課と協議のうえ、直ちに是正されたい。 

 

（１）庁内関係課と協議のうえ、基本協定書及び年度

協定書の締結について一部変更の処理を行いました。 

（２）基本協定書において、市は、指定管理者が平塚

市暴力団排除条例に規定する暴力団又は暴力団経営

支配法人等でないことを確認するものとなっている

が、なされていないので、所定の手続きに基づき処理

されたい。 

（２）基本協定書に基づき「法人又は団体役員等確認

書」を各年度に提出することになっており、平成２７

年度分について提出してもらい、神奈川県警察本部に

照会し、暴力団又は暴力団経営支配法人等でないこと

を確認しました。 

（指導事項） 

（１）指定管理者が提出する年間業務報告書にパーク

ゴルフ場の利用料金収入実績の記載漏れ、年間業務報

告書に添付する収支報告の記載金額誤り、指定管理料

請求書の提出遅延が見受けられたので、適切に対処す

るよう指定管理者を指導するとともに、担当内の確認

体制を強化されたい。 

 

（１）パークゴルフ場の利用料金収入実績を記載した

正確な年間業務報告書の作成と指定管理料請求書を

期日までに提出できるよう指定管理者と協議し、年間

業務報告書に利用料金収入実績を添付すること、正確

に収支報告を記載すること、請求書を期日までに提出

するよう指導しました。 

担当内の確認体制については、書類の不備がない

か、複数の職員により確認作業を徹底し、適正な事務

処理を図るよう指導しました。 

（留意事項） 

（１）平成２６年度前期モニタリングにおいて、施設

主管課が実施する第２次評価では、一部に適切・良好

でないと評価した項目があり、指定管理者選定時の評

価と第２次評価が異なる項目がかなり見受けられた。

今後、質の高い施設の管理運営、良質なサービス等を

提供するため、改善につながる指導を継続して行われ

たい。 

 

（１）接遇マニュアルの徹底を指導するとともに接遇

の向上に努め、良質なサービス等を提供できるように

指定管理者と協議しました。指定管理者から「パーク

ゴルフ場 接遇・管理運営提案書」の提出があり、こ

れに基づき接遇の向上に努めるよう指導しました。 
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（要望事項） 

（１）指定管理者による第１次評価、施設主管課によ

る第２次評価を基に、第３次評価は、原則として指定

期間３年目に実施される。湘南ひらつかパークゴルフ

場・土沢野球場・土沢多目的広場の管理運営、サービ

スの質等を改善するため、指定管理者選考等委員会に

設置する外部委員を含めた評価部会による第３次評

価を早期に実施するよう求める。 

 

（１）第３次評価につきましては、所管する資産経営

課に監査における要望事項を伝え、早期実施について

要望いたしました。 

 

 指定管理者：ＮＰＯ法人湘南平塚パークゴルフ協会グループ 

監査の結果 措置の内容 

（指導事項） 

（１）年間業務報告書に、パークゴルフ場の利用料金

収入実績の記載漏れがあったので、記載漏れのないよ

う正確な年間業務報告書を作成されたい。 

 

（１）毎月提出している業務報告書の「集計表」を年

度終わりに 1 年分を集計して年間業務報告書に添付

致します。 

（２）年間業務報告書に添付する収支報告の記載金額

に誤りがあり、提出した請求書、出納簿、総勘定元帳

との不整合が生じていたので、正確な収支報告を作成

されたい。 

（２）収支報告に不具合が生じぬよう、複数名による

ダブルチェックを行い正確な収支報告を作成します。 

（３）指定管理料請求書の提出遅延があったので、基

本協定書に基づき期日までに提出されたい。 

（３）基本協定書に基づき毎月１０日までに提出する

よう徹底致します。 

（留意事項） 

（１）平成２６年度前期モニタリングにおいて、指定

管理者による第１次評価と施設主管課が実施する第

２次評価が異なり、施設主管課が一部に適切・良好で

ないと評価した項目がかなり見受けられた。今後、質

の高い施設の管理運営、良質なサービス等を提供する

ため、とりわけ接遇の向上が求められる。指定管理者

自ら見直しに努め、早急に改善されたい。 

 

（１）今までの意見を集約し「パークゴルフ場 接

遇・管理運営提案書」を作成。これに基づきより良い

接遇、管理運営に努めます。 

 

○ 平塚市勤労会館 

所管課：産業振興課 

監査の結果 措置の内容 

（指摘事項） 

（１）平成２６年度決算書において、預金利子収入の

計上漏れ及び平成２５年度社会保険料が計上されて

いた。決算に際しては、記載漏れ等がないよう十分に

確認を行い、適正に対処するよう指定管理者を指導す

るとともに、担当内の確認体制を強化されたい。 

 

（１）記載漏れ等がないよう指定管理者を指導しまし

た。また、平成２７年度収支決算書は、確認項目リス

トを作成したうえで、複数の職員において、指定管理

者が所有する帳簿等と合わせて確認しました。 
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（２）基本協定書では、「事前に書面による承諾を受

けた場合を除き、業務を第三者に委託し、又は請け負

わせてはならない。」と規定しているが、事前に書面

による市の承諾を得ていなかった。また、再委託契約

の締結においても、委託者は指定管理者である「平塚

市勤労会館運営管理共同事業体」を代表する者となっ

ていないので、市は、指定管理者に対し、基本協定書

等に基づき、直ちに適切な対処をするよう求め、履行

の確認をされたい。 

（２）再委託の手続きについては、指定管理者を指導

しました。また、監査後に発生した再委託については、

事前に書面を確認し承諾しました。 

平成２８年度以降の再委託契約の委託者についても、

契約書等により、平塚市勤労会館運営管理共同事業体

を代表する者であることを確認しました。 

 

指定管理者：平塚市勤労会館運営管理共同事業体 

監査の結果 措置の内容 

（指摘事項） 

（１）平成２６年度決算書において、預金利子収入の

計上漏れ及び平成２５年度社会保険料が計上されて

いた。決算に際しては、記載漏れ等がないよう十分に

確認を行い、正確な年間業務報告書を提出されたい。 

 

（１）平成２７年度事業報告の作成に当たり、記載漏

れ等がないよう複数の職員で確認を行い、事業報告書

及び収支決算書を作成しました。 

（２）基本協定書では、「事前に書面による承諾を受

けた場合を除き、業務を第三者に委託し、又は請け負

わせてはならない。」と規定しているが、事前に書面

による市の承諾を得ていなかった。また、再委託契約

の締結においても、委託者は指定管理者である「平塚

市勤労会館運営管理共同事業体」を代表する者となっ

ていなかったので、基本協定書等に基づき、直ちに適

切な対処をされたい。 

（２）監査後に発生した再委託については、事前に市

の承諾をいただきました。また、既に締結している契

約書を含め再委託に関する委託者を、平塚市勤労会館

運営管理共同事業体代表者に全て変更しました。 

 

○ 松延小学校区放課後児童クラブ 

所管課：青少年課 

監査の結果 措置の内容 

（指摘事項） 

（１）基本協定書において、市は、指定管理者が平塚

市暴力団排除条例に規定する暴力団又は暴力団経営

支配法人等でないことを確認するものとなっている

が、なされていないので、所定の手続きに基づき処理

されたい。 

 

（１）神奈川県警察本部暴力団対策課に照会した結

果、排除措置対象に該当するものはありませんでし

た。 

 

○ 大野小学校区放課後児童クラブ 

所管課：青少年課 

監査の結果 措置の内容 

（指摘事項） 

（１）指定管理者の指定時において、市は、指定管理

者が平塚市暴力団排除条例に規定する暴力団又は暴

力団経営支配法人等でないことを確認しているが、基

本協定書に規定する各年度における事業計画書の提

出時には、指定管理者が平塚市暴力団排除条例に規定

する暴力団又は暴力団経営支配法人等でないことの

 

（１）神奈川県警察本部暴力団対策課に照会した結

果、排除措置対象に該当するものはありませんでし

た。 
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確認がなされていないので、所定の手続きに基づき処

理されたい。 

（指導事項） 

（１）基本協定書では、業務の収支状況を適切に管理

することを目的として、固有の銀行口座を開設し、適

切な運用を図るものとされているが、他の業務を含

め、本部口座で一括管理が行われており、固有口座で

の管理がなされず、他事業との会計区分が明確でない

ことから、基本協定書に基づき、固有口座を開設し、

適切に管理するよう指導されたい。 

 

（１）指定管理者・特定非営利活動法人ワーカーズコ

ープに適切に管理するよう指導しました。 

 

指定管理者：特定非営利活動法人 ワーカーズコープ 

監査の結果 措置の内容 

（指導事項） 

（１）基本協定書では、業務の収支状況を適切に管理

することを目的として、固有の銀行口座を開設し、適

切な運用を図るものとされているが、他の業務を含

め、本部口座で一括管理が行われており、固有口座で

の管理がなされず、他事業との会計区分が明確でない

ことから、基本協定書に基づき、固有口座を開設し、

適切に管理されたい。 

（１）当法人では資金繰りは本部で一括して行ってお

り、それを前提とした財務会計システムとなっていま

す。 

給与振込みや利用料引落としなどの関係から、大野小

学校区放課後児童クラブの固有口座のみで管理する

ことはシステム上難しいことから、他事業との会計区

分については会計システム上で大野小学校区放課後

児童クラブとして部門を設定して管理を行い、他事業

との会計区分を明確にします。 

 

（放課後児童クラブ全体に係る事項） 

所管課：青少年課 

監査の結果 措置の内容 

（要望事項） 

（１）公の施設に設置されている放課後児童クラブ

（以下「児童クラブ」という。）は、指定管理者制度

を導入しているが、他の児童クラブは委託により運営

されている。モニタリングにおいて、公の施設に設置

されている児童クラブの運営の在り方について、保護

者会の負担が大きい等様々な意見が出されていると

ころである。次回更新に向け、指定管理者制度を継続

するのか、継続する際には公募による選定を行うの

か、指定管理者制度から委託による運営へ変更するの

か等、適切な運営がなされるよう十分に検討し、児童

クラブの運営の在り方について、早急に整理された

い。 

 

（１）公の施設に設置されている放課後児童クラブに

ついて、指定管理者制度を継続するのか、委託運営に

変更するのか等、運営の在り方を検討しました。 

 平成２９年３月末に指定期間満了となる保護者会

運営の松延小学校区放課後児童クラブは、委託運営に

変更する方向で、関係課を含め調整中です。 

（２）児童クラブを利用する児童が、安心して良質な

サービスを公平、公正に受けられるよう、市の責任に

おいて、指導員の配置人数、保育料の設定、サービス

内容等児童クラブ間の格差の解消を図り、市内全域で

（２）子ども・子育て支援新制度では、「常時、職員

を２人以上配置し、うち１人は放課後児童支援員であ

ること」とされているため、この水準を確保していき

ます。 
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一定の水準を確保されたい。 保育料については、一律にすることによる利用者へ

の影響を考慮し、適正な保育料の設定、及び実施を検

討してまいります。 

サービス内容については、支援員等に対する研修の

充実を図り、児童クラブ間で格差が生じないように対

処していきます。 

（３）児童クラブの繰越金及び積立金の取扱いについ

て、統一的な基準がなく各児童クラブに任せられてい

るのが実態であり、不十分である。速やかに規定を整

備し、取扱いについての基準を明確にされたい。 

（３）平成２８年２月に実施した委託契約等事務説明

会において、平塚市放課後児童クラブ管理運営に係る

会計基準を配布し、今後の取扱いについて周知しまし

た。 

 

（指定管理者制度全体に係る事項） 

所管課：資産経営課 

監査の結果 措置の内容 

（要望事項） 

（１）質の高い施設の管理運営、良質なサービス等の

提供に資するため、モニタリングの評価項目におい

て、Ａ＋（継続的に適切・良好であり、高く評価でき

る部分がある。）、Ｂ（一部に適切・良好でない部分が

あったが、改善済み又は見込みである。）と評価した

場合には、コメント欄を詳細に記載し、優れている事

項や改善すべき事項について具体的に示すよう求め

る。 

 

（１） 指定管理者制度導入施設のモニタリングの運

用にあたっては、指定管理者（第一次評価）及び施設

主管課（第二次評価）の対応について実施要領を定め、

直近のモニタリング評価と比較して「Ａ＋」評価だっ

たものが「Ａ」評価になった場合や、「Ａ」評価から

「Ａ＋」評価になった場合などに特筆すべき事項とし

て理由を明記し、適正な管理運営及び市民サービスの

向上を図るよう努めています。 

今後の運用においては、現行のモニタリング評価シ

ートの見直しにより「Ａ＋」及び「Ｂ」評価の場合の

理由等を明示するための基準、要領等を定め、各施設

で統一した対応を図るとともに、平成２７年度下半期

のモニタリングから各施設の評価において実施する

ことにより、指定管理者導入施設におけるより一層の

サービス向上や、適正な管理運営の充実を図ってまい

ります。 
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（５）  決算審査（法第 233条第 2項） 

 ○ 平成２８年度に実施した決算審査 

ア 平成２７年度平塚市病院事業決算意見について 

地方公営企業法第 30条第2項の規定に基づき、平成 27年度平塚市病院事業決算報告書及びその

他の財務諸表について審査を行い、平成 28年 7月 28日に意見書を提出した。 

 

（ア）審査の結果（抜粋） 

  ａ 決算諸表 

     審査に付された決算諸表は、地方公営企業法令等の規定に準拠し、かつ、前事業年度と同一の基

準に従って継続して適用されており、また、財務諸表の表示方法は地方公営企業法令の定めるとこ

ろに準拠しているものと認められた。 

     上記の財務諸表は、病院事業の平成 28年 3月 31日現在の財政状態及び同日をもって終了した平

成 27年度の経営成績を、適正に表示しているものと認められた。 

ｂ 経営状況 

経営成績は医業収益が 6 億 7,079 万余円(6.7％)増加し、医業費用が 2 億 9,162 万余円(2.6％)

増加し、当年度純損失が 777万余円となった。また、病院経営の指標となる医業収支比率は 92.1％

で、前年度より 3.6ポイント改善した。 

ｃ 総括意見 

平成 27年度の収支状況を見ると、医業収益は 106億 3,214万余円となり、昨年度より 6億 7,079万    

余円（6.7％）増加し、過去5年間での最高額となった。内訳を見ると、患者数の伸びに伴い、収益の根

幹である入院収益が 4億3,101万余円（6.0％）増加、外来収益も 2億3,285万余円（9.1％）増加して

いる。これは、受け入れ体制の充実による救急搬送患者の増加や地域医療機関との連携強化による紹介

患者の増加等、経営計画に基づく取り組みが一定の成果に繋がったと考えられる。 

一方、医業費用は 115億 4,405万余円となり、昨年度より 2億 9,162万余円増加し、こちらも過去 5

年間での最高額となった。内訳をみると、光熱水費などの経費は減少しているものの、薬品費や診療材

料費などの材料費が 2億8,569万余円（13.5％）増加している。これは、抗がん剤等の高額薬品の購入

や手術の増加に伴う診療材料の増加が影響したものと考えられる。特に薬品費は 1億9,038万余円増加

しているので、購入の状況を詳細に検証し、できる限り薬品費を抑制することが望まれる。 

また、給与費についても、給料・手当・賃金・法定福利費で計 2億2,174万余円増加し、医業費用に

占める割合は55.8％となっている。給与費は固定経費として経常的支出が必要となり、財政に与える影

響が大きいため、大幅に増加することがないよう留意する必要がある。 

以上の結果、医業損益は 9億1,191万余円の赤字となり、医業の収益性を示す医業収支比率は 92.1％

となった。昨年度と同様、依然として赤字状態ではあるが、赤字額は 3億2,436万余円減少しており、

医業収支比率は経営計画（第 2期）改訂版の目標値（90.4％）を上回るなど、医業については改善の傾

向を示している。また、一般会計繰入金等を含む経常収支比率は 99.8％となり、こちらも経営計画（第

2期）改訂版の目標値（99.2％）を上回る結果となっており、改善の成果が認められる。 

しかし、平成26年度に引き続き平成 27年度も長期貸付を受けたことは、後年度のキャッシュフロー

に大きく影響することが懸念される。 

平塚市民病院が地域の中核病院として、また小児・周産期医療等、地域住民の安心・安全を支える医

療を提供する公立病院として今後も重要な役割を担い、質の高い医療を持続的に提供していくためには、

経営の安定性、健全性は欠かせないものである。このため、市民病院整備事業の工事に伴う病床への影

響等、懸念材料はあるものの、長期的な視点に立った投資と資金調達のバランスを保持し、収益の確保

を重要課題とするとともに材料費・給与費等の費用削減に努力して、収支バランスのとれた病院経営を

実現する必要がある。新館完成を一層の患者サービス向上への契機として、病院事業管理者をはじめ全
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職員が一丸となって、さらなる経営改善に取り組まれることを要望する。 

 

イ 平成２７年度一般会計・特別会計決算意見について 

地方自治法第 233条第 2項の規定に基づき、平成 27年度平塚市一般会計・特別会計歳入歳出決

算及び証書類その他政令で定める書類について審査を行い、平成 28年 8月 10日に意見書を提出し

た。 

 

（ア）審査の結果（抜粋） 

    審査に付された各会計決算書及び政令で定める書類の記載事項と記載様式については、いずれも

関係法令に準拠して適法に処理され、かつ正確に表示されているものと認められた。 

     また、予算の執行状況についても、適法であり、適正に執行され、その目的は達成されたものと

認められた。 

ａ 決算状況 

決算額は、一般・特別会計を合わせて歳入 1,686億2,758万余円、歳出1,632億1,628万余円となり、

前年度に比べ、歳入は 72億6,056万余円（4.5％）増加し、歳出も 80億4,789万余円（5.2％）増加し

た。歳入から歳出を差し引いた形式収支は、54億1,130万余円であった。また、形式収支から翌年度へ

の繰越財源を差し引いた実質収支は 42 億 2,042 万余円の黒字となり、実質収支から前年度からの繰越

額を差し引いた単年度収支は 11億5,058万余円の赤字となった。 

ｂ 普通会計 

普通会計における決算状況を主な財政分析指数でみると、財政力の強弱を示す財政力指数は、過去 3

年間の平均で0.967と前年度と比べ0.006ポイント上昇し、単年度は 0.970と前年度と比べ0.002ポイ

ント改善したが、平成 22年度から 6年連続して地方交付税（普通交付税）の交付団体となっている。

公債費比率は 3.7％となり、前年度に比べ 0.2ポイント上昇した。また、財政構造面での弾力性を示す

経常収支比率は93.1％となり、前年度に比べ 0.5ポイント低下したが、財政の硬直化は続いている。 

ｃ 一般会計 

         一般会計についてみると、歳入総額は 857億5,367万余円で、前年度に比べ 5億4,399万余円（0.6％）

減少し、歳出総額は 819億5,922万余円で、前年度に比べ 1,500万余円（0.02％）増加した。実質収支

については26億8,860万余円の黒字となり、単年度収支は 10億447万余円の赤字となった。また、実

質単年度収支は3億 254万余円の赤字となった。 

  ｄ 特別会計 

    特別会計についてみると、7会計合計の歳入総額は 828億7,391万余円となっており、前年度に比べ

78億455万余円(10.4％)増加した。また、歳出総額は 812億5,706万余円で、前年度に比べ 80億3,289

万余円(11.0％)の増加となり、歳入歳出ともにそれぞれ前年度を上回った。実質収支は 15億 3,182万

余円の黒字で、単年度収支は 1億4,610万余円の赤字となった。 

ｅ 総括意見 

平成27年度は、コスト削減のみに偏らない全体最適を目指した行政運営に努めるとともに、今後の少

子・高齢化の進展やこれに伴う人口減少を予測し、公共施設等の維持と有効活用のための公共施設等総

合管理計画を策定した。 

一般会計・特別会計合わせた平成27年度の決算額は、歳入は4.5％の増加、歳出は 

5.2％の増加となり、収支の状況は、実質収支では黒字になっているが、単年度収支では昨年度に引き続

き赤字となった。 

財政構造の弾力性等をみると、経常収支比率・財政力指数・経常一般財源比率は、前年度に比べ若干

の改善が見られるものの依然として財政の硬直化や厳しい財政状況が続いていることがうかがえる。今

後更なる財政の硬直を招くことがないよう十分な注意が必要である。 

予算事業は、おおむね計画どおりに実施され、ひらつか協働経営プラン2015においても財政健全化効果 
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額が取組見込額を上回ったことは、効果的な事業運営が図られたものと認められる。 

歳出においては、人件費と公債費は削減されたものの扶助費は増加が続いている。少子・高齢化の進

行など本市を取り巻く厳しい社会経済情勢の中で義務的経費の増加が一般財源を圧迫し、今後も引き続

き厳しい財政状況が予想される。こうした状況を踏まえ、将来の世代に負担を残さず、多様化している

市民ニーズに応えるためには、今後も事業の成果と社会情勢の変化を踏まえた事務事業の見直しを継続

的に行い、平塚の魅力や活力をさらに高め、選ばれるまち・住み続けるまちの実現を目指し、各施策の

推進に努められたい。 

平成27年度にはさがみ縦貫道路が全線開通し、以前にもまして多くの人が平塚を訪れるようになり、今

後、観光や産業の活性化が期待される。 

平成28年度平塚市総合計画～ひらつかＮＥＸＴ（ネクスト）～や平塚市行財政改革計画 2016が着実

に推進され、長期的な展望のもと、「選択」と「集中」の考え方を基本とし、市民の安心で快適な生活

のため、職員一丸となった活力あるまちづくりの推進と効率的かつ効果的な行財政運営を望むものであ

る。 
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（６）  財政健全化審査（地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、第22条第1項） 

ア 平成２７年度健全化判断比率及び資金不足比率について 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第 3条第 1項及び第 22条第 1項の規定に基づき、平

成 27年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載

した書類について審査を行い、平成 28年 8月 10日に意見書を提出した。 

 

イ 健全化判断比率審査の結果 

審査に付された健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は、いずれも適正

に作成されているものと認められる。 

 

健全化判断比率 平成２７年度 平成２６年度 早期健全化基準 説 明 

ア 実質赤字比率 － － 11.28％ 

一般会計等を対象とした

実質赤字の標準財政規模

に対する比率 

イ 連結実質赤字比率 － － 16.28％ 

全会計を対象とした実質

赤字（又は資金の不足額）

の標準財政規模に対する

比率 

ウ 実質公債費比率 2.6％ 2.3％ 25.00％ 

一般会計等が負担する元

利償還金等の標準財政規

模に対する比率 

エ 将来負担比率 0.0％ 0.5％ 350.00％ 

一般会計等が将来負担す

べき実質的な負債の標準

財政規模に対する比率 

  （注１）早期健全化基準：市の標準財政規模に応じた基準 

（注２）実質赤字比率、連結実質赤字比率については、赤字となっていない場合は「－」で表示される。 

 

ウ 資金不足比率審査結果 

審査に付された資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は、いずれも適正に

作成されているものと認められた。 

 

比率名 平成 27年度 平成 26年度 経営健全化基準 説 明 

ア 資金不足比率 － － 20％ 
資金の不足額を事業の

規模で除して得た比率 

（注１）資金不足比率については、資金不足が生じていない場合は「－」で表示される。 

（注２）対象となる会計は、病院事業・水産物地方卸売市場事業・下水道事業・農業集落排水事業 
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（７）  現金出納検査（法第 235条の 2第 1項） 

   当該検査の月の前々月分を対象として、毎月、一般会計・特別会計（会計課所管）、病院事業会計（市

民病院所管）分を行った。 

 

ア 現金出納検査の結果 

（ア） 会計課 

現金の現在高、収入事務、支出事務について適正に処理されていると認められた。 

（イ） 市民病院 

会計事務処理、流動資産、流動負債、診療費算定事務について適正に処理されていると認めら

れた。 

 

 

（８）  工事現場視察等 

   工事請負契約事務について、その適正な履行及び給付の完了等の確保を期するため、5月現場視察を

行うとともに各施設の運営状況の確認を行った。 

 

・5月 28日  市民病院整備事業（市民病院 改築推進室） 
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２ 住民監査請求（法第 242条） 

普通地方公共団体の住民は、長若しくは委員会又は職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財

産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担があると認める

とき、又は違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実があると認めると

きは、これらを証する書面を添え、監査委員に対し、監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求する

ことができる。 

この請求は、普通地方公共団体の職員による違法又は不当な行為等により普通地方公共団体が損失を被

ることを防止するために、住民が、住民全体の利益を確保する見地から、職員の違法、不当な行為等の予

防、是正を図ることを目的としている。 

（１） 平成２７年度住民監査請求事例 

請求年月日 平成 27年 5月 12日 件 

名 
浄化槽清掃業に関する請求 

通知年月日 平成 27年 6月 5日 

請求の要旨 

請求人の主張として、 

①浄化槽清掃業者の行為として、規定に違反し 3通の清掃記録票を交付せず現場を離脱し、後 

日、捏造清掃記録票（正）3通・請求明細書・払込取扱票を一括郵送してきた。 

②１ℓ～99ℓの端数引抜量を受託者が違法に切り捨て・若しくは切上げした不正行為があった。 

③ ①、②の行為について、市に対して直接又書簡により訴えたが回答がない。 

よって、監査委員は市長に対し当該清掃業者について必要な措置を講ずるよう勧告すること

を求める。 

監査の結果 

清掃業者による請求人に対する行為は、本市の執行機関又は職員による財務会計上の行為ま

たは怠る事実に該当しない。また、平塚市長による浄化槽清掃業の許可についても浄化槽法及

び本市の条例・規則に基づいて行われた許可行為であるため、財務会計上の行為または怠る事

実には該当しない。よって、本請求は地方自治法第 242条第 1項に規定する住民監査請求の要

件を欠くことから、本請求を却下する。 

（２） 年度別請求件数等(平成２３年度以降分)  

年度 請求件数 

処理結果 

取り下げ 勧告 
(請求に理由があると

認める場合) 

請求棄却 
(請求に理由がないと

認める場合) 

請求却下 

(請求要件を欠く場合) 

23 1 ― ― ― 1 

24 1 ― ― 1 ― 

25 1 ― 1 ― ― 

26 1 ― ― 1 ― 

27 1 ― ― 1 ― 

（３） 請求事案及び処理結果(平成２３年度以降分) 

請求年月日 事案 通知年月日 処理結果 

23.10.5 重度障害者の医療費助成に関する請求  ― 取り下げ 

24.10.22 高村公園内の設置倉庫に関する請求 24.12.14 却下 

26.2.28 ツインシティ大神地区地権者への書類送付に係る費用の返還に関する請求 26.4.16 棄却 
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26.10.16 人件費総額及び障害福祉費に関する請求 26.10.30 不受理却下 

27.5.12 浄化槽清掃業務に関する請求 27.6.5 不受理却下 

 

３ 監査の体制 

（１） 監査委員（４人） 

○ 識見監査委員 

代表監査委員（常勤）池谷 好秀（平成 25年 12月 20日就任） 

  監査委員    大塚 政弘（平成 24年 4月 1日就任） 

                (平成 28年 4月 1日再任） 

○ 議選監査委員 

          監査委員    岩田 耕平（平成 27年 4月 30日退任） 

          監査委員    永田 美典（平成 27年 4月 30日退任） 

監査委員    伊東 尚美（平成 27年 5月 20日就任） 

          監査委員    坂間 正昭（平成 27年 5月 20日就任） 

 
              

（２） 監査委員事務局（８人）（平成２８年９月１日現在） 

      事務局長 

        ｜ 

      (監査担当) － 局長代理 － 主管（１）－ 主査（３）－ 主任（２） 
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４ 平成２７年度を振り返って 

  

平成２８年（２０１６年）９月１日 

 

                        平塚市監査委員  池谷 好秀 

                        同        大塚 政弘 

                        同        伊東 尚美 

                        同        坂間 正昭 

 

○ 平成27年度はコスト削減のみに偏らない全体最適を目指した行政運営に努めるとともに、公共施設等の

維持と有効活用のための公共施設等総合管理計画が策定されました。予算事業では、大型事業の一つであ

る平塚市民病院の新館が平成 28年3月に竣工したほか、その他の予算計上された事業もおおむね計画通り

に実施されました。 

○ 平成27年度の決算額は、歳入歳出ともに増加しましたが、単年度収支では、昨年度に引き続き赤字とな

りました。また、財政構造の弾力性等をみると、経常収支比率・財政力指数・経常一般財源比率はやや

改善したものの、依然として厳しい財政状況が続いています。 

○ 今後は、平成 28 年度平塚市総合計画～ひらつかＮＥＸＴ（ネクスト）～や平塚市行財政改革計画 2016

が着実に推進され、市民が安心して快適な生活が送れるよう、活力あるまちづくりと効率的かつ効果的な

行財政運営の推進が求められるところです。 

○ 監査業務においては、平成 27年度監査実施方針に基づき監査を実施し、必要に応じて年間を通して指導、

要望を行いました。 

  


