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１ 平成２８年度監査実施状況 

平成 28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 27年度分、後期（11月～3月）は平成 28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 11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 28年5月31日 

資産経営課 平成 29年1月30日 

総務部 
行政総務課、職員課、庁舎管理課 平成 28年5月31日 

契約検査課、納税課、市民税課、固定資産税課 平成 29年1月30日 

産業振興部 
産業振興課、商業観光課 平成 28年4月25日 

農水産課 平成 28年11月28日 

公営事業部 事業課 平成 29年1月30日 

市民部 
文化・交流課、人権・男女共同参画課 平成 28年5月31日 

協働推進課、市民課 平成 29年2月21日 

福祉部 福祉総務課、生活福祉課 平成 28年5月31日 

健康・こども部 保育課、青少年課 平成 28年6月29日 

環境部 環境政策課、循環型社会推進課 平成 29年2月21日 

まちづくり政策部 開発指導課、建築指導課 平成 28年6月29日 

都市整備部 みどり公園・水辺課、建築住宅課 平成 28年12月27日 

土木部 

道路管理課、道路整備課 平成 28年6月29日 

土木総務課、下水道経営課、下水道整備課 平成 28年11月28日 

下水道経営課、下水道整備課（ともに企業会計分） 平成 29年3月28日 

会計課 会計課 平成 28年12月27日 

行政委員会等 議会局、選挙管理委員会 平成 29年1月30日 

学校教育部 
教育指導課、教育研究所 平成 28年6月29日 

教育施設課、学校給食課、子ども教育相談ｾﾝﾀｰ 平成 28年12月27日 

社会教育部 
スポーツ課、中央図書館、博物館 平成 28年7月22日 

社会教育課、美術館 平成 29年2月21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 29年3月28日 

※職員調査は、17部局 52課について実施した。 
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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  4件 

指導事項  5件 

留意事項  3件  

要望事項  1件 合計  13件 

 

・財務に関する事務の執行については、次の記載以外の課について、適正に行われているものと認

められた。 

 

○ 産業振興部：商業観光課（平成 28年4月25日監査実施） 

監査の結果 措置の内容 

（指導事項） 

（１）平塚市個店アドバイザー派遣事業及び平塚市商

店街アドバイザー派遣事業の支出事務において、実施

要綱と事務の実態に乖離があるので整合を図ること。 

 

 

（１）平塚市個店アドバイザー派遣事業及び平塚市商

店街アドバイザー派遣事業については、効果的な運営

を図るため、実施要綱を改正しました。 

今後は、要綱に基づき、適正に事務を執行してまい

ります。 

（要望事項） 

（１）補助金の交付要綱において、目的や対象を明確

にするとともに、経済性・効率性・有効性の観点から

その効果を検証されたい。 

 

 

（１）補助金の交付要綱は、社会情勢の変化や市民ニ

ーズに応じて目的や対象の明確化を図るとともに、経

済性・効率性・有効性の観点から事業の実施方法を検

証し、随時、制度の見直しを行います。 

 

○ 企画政策部：財政課（平成 28年5月31日監査実施） 

監査の結果 措置の内容 

（留意事項） 

（１）支出事務については、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）事務処理の方法について再度課内で確認すると

ともに、必要に応じてダブルチェックを行うなど、誤

りが生じないよう努めます。 

 

○ 総務部：職員課（平成28年5月31日監査実施） 

監査の結果 措置の内容 

（留意事項） 

（１）支出事務については、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）日頃から適正な事務の執行に努めているところ

ではありますが、軽微な誤りがあるとの監査結果か

ら、より注意深く執務を行う必要があるものと認識し

ます。 

今後は、ミスをゼロにすることを目指し、副担当を

活用した書類の二重チェック体制を構築して、事務処

理の適正化を図ります。 
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○ 総務部：庁舎管理課（平成28年5月31日監査実施） 

監査の結果 措置の内容 

（指導事項） 

（１）収入事務については、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、適正な事務の執行に努めら

れたい。 

 

（１）収納金通知書受領後の調定伝票への押印につい

て認識がなく手順が引き継がれていなかったことが

原因と考えますので、収納金通知書の決裁の際に調定

伝票を添付することで印漏れを防止しています。 

 

○ 市民部：文化・交流課（平成 28年5月31日監査実施） 

監査の結果 措置の内容 

（指導事項） 

（１）契約書については、約款の添付漏れがあったの

で、事務処理の方法を再度確認し、平塚市契約規則に

則り、適正な事務処理に努められたい。 

 

 

（１）契約書の約款添付漏れにつきましては、契約書

取り交わし時点の添付漏れが原因であり、業者と協議

し覚書を取り交わしました。 

今後は書類作成後に不備がないか担当内で複数の

目で点検することにより再発を防止し、適正な事務の

執行に努めます。 

 

○ 福祉部：福祉総務課（平成28年5月31日監査実施） 

監査の結果 措置の内容 

（指摘事項） 

（１）収入・支出事務については、軽微な誤りが前回

の指導にもかかわらず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、

適正な事務の執行に努められたい。 

 

 

（１）指摘事項については、書類に記載漏れや日付等

の誤りなどがないか、書類作成後の再確認作業を徹底

するよう指導しました。また、担当者以外にも副担当

者や担当長による確認作業を徹底するよう指導しま

した。今後は、各自が責任感を持って事務処理や確認

作業にあたるよう職員の意識付けを図りながら、誤り

が発生しないよう十分な注意を払い、適正な事務の執

行に努めます。 

 

○ 健康・こども部：保育課（平成 28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・支出事務については、軽微な誤りが見受

けられたので、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事務の執行に努められたい。 

 

（１）収入事務における調定伝票の起票処理や支出事

務における随意契約の執行等について、平塚市財務規

則や平塚市契約規則等の関連規則等の再確認を行い、

誤りの発生防止とともに適正な事務の執行に努めて

まいります。 
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○ 社会教育部：スポーツ課（平成 28年7月22日監査実施） 

（指導事項） 

（１）収入事務においては、調定伝票の収納印日付誤

りや納入通知書の納入者名記載誤りが散見されたほ

か、その他の軽微な誤りが前回に引き続き散見された

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、適正な事務の執行に努められたい。 

 

（１）指導事項については、担当者の認識誤り、記載

誤りが原因であり、訂正しました。 

今後は、このようなことがないよう、平塚市財務規

則」や「経理事務研修手引き」を再度確認するととも

に、書類の不備がないか確認作業を行い適正な事務処

理を図るよう努めます。 

  

〇 社会教育部：中央図書館（平成 28年7月22日監査実施） 

監査の結果 措置の内容 

（指摘事項） 

（１）契約事務については、契約書が未作成のもの、

さらに契約期間や契約日に誤りがあったほか、その他

の軽微な誤りが見受けられたので、事務処理の方法を

再度確認し、平塚市契約規則等に則り、適正な事務の

執行に努められたい。 

 

（１）契約書が未作成のものについては、契約書の作

成が必要な基準額を消費税抜きの金額と捉えてしま

ったことが原因であり、その他の軽微な誤り等を含め

て、担当者へ平塚市契約規則等の確認を行うよう指示

しました。今後は、このようなことがないよう、経理

事務担当者の手元に財務に関するマニュアル等を置

き、書類作成時に確認を徹底することにより、適正な

事務の執行に努めます。 

 

〇 都市整備部：建築住宅課（平成 28年12月27日監査実施） 

監査の結果 措置の内容 

（指導事項） 

（１）収入事務においては、調定伝票に収納印漏れが

散見し、支出事務においては、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、適正な事務の執

行に努められたい。 

 

（１）指導事項については、事務処理方法についての

認識不足が原因であり、再認識の上、訂正いたしまし

た。 

今後は、収入事務、支出事務につきまして、誤りが

ないよう、事務を行った後に担当者及び別の者が点検

を行うことを徹底し、適正な事務処理に努めます。 

 

〇 学校教育部：教育施設課（平成 28年12月27日監査実施） 

監査の結果 措置の内容 

（指摘事項） 

（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、適正な事務の執行に努

められたい。 

 

（１）日付印の漏れや、書類の記入処理の仕方が担当

者によって違いがあることが主な原因と考えます。な

お、支出処理が多いので、課内で書類処理の詳細につ

いても統一を図り、適正な事務の執行に努めます。 
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〇 公営事業部：事業課（平成 29年 1月 30日監査実施） 

（指摘事項） 

（１）収入事務においては、売店賃貸料の一部に規則

と事務の実態に乖離があり、支出事務においては、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

事務の執行に努められたい。 

 

（１）収入事務における規則の運用誤り、支出事務に

おける軽微な誤りについては、規則の内容並びに事務

処理の方法を再度確認し、適正な事務の執行に努めて

います。 

また、課内会議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。 

 

 

 

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    16課 

（ⅱ） 指導した件数   83件 

（ⅲ） 主な指導項目   下記表参照 

（ｂ） 歳出 

（ⅰ） 指導した課    38課 

（ⅱ） 指導した件数   258件 

（ⅲ） 主な指導項目   下記表参照 

 

  主 な 指 導 項 目 

歳 入 

16課 

83件 

  

  

  

  

  

  

【収入事務】 

・収納印漏れ 24件 

・収納印日付誤り 19件 

・納入者名記載誤り 10件 

・納期限設定誤り 6件 

・納期限記載漏れ 6件 

・調定日誤り 5件 

・決裁漏れ 3件 

・調定漏れ 2件 

・調定手続き誤り 2件 

・伝票誤り 2件 

・納期限未設定 1件 

・調定額誤り 1件 

・調定時期誤り 1件 

・規則と実務の乖離 1件 

歳 出 

38課 

258件 

  

  

  

  

【支出事務】 

・見積合せ執行伺等完結日誤り漏れ 74件 

・執行伺確認検収印誤り漏れ 25件 

・見積合せ執行伺等決裁日記載漏れ 23件 

・納品書等宛名誤り、宛名漏れ 19件 

・回付日記載漏れ 12件 

・契約関係書類添付漏れ 9件 
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・執行伺精算日・執行済額記載漏れ 7件 

・旅行命令票完結日空欄 6件 

・執行伺前渡金処理欄未記入 6件 

・執行伺所属長確認検収印漏れ 5件 

・納品書代表者職氏名記載漏れ 3件 

・契約執行伺等決裁印漏れ 3件 

・会計管理者合議漏れ 2件 

・要綱と事務処理に乖離 2件 

・支出科目誤り 2件 

・納品書日付記入漏れ 2件 

・出勤簿印漏れ 1件 

・執行伺起票日誤り 1件 

・執行伺支出負担行為整理時期誤り 1件 

・平塚市契約規則 37条の3公表漏れ 1件 

・見積書日付と見積合せ執行伺決裁日不整合 1件 

・報告書記載漏れ 1件 

・見積合せ執行伺決裁印漏れ 1件 

 

【契約事務】 

・見積書等宛名記載誤り、漏れ 12件 

・入札執行伺等完結日誤り、漏れ 11件 

・見積書等日付誤り、漏れ 7件 

・契約書契約日誤り、漏れ 5件 

・随意契約等適用条項誤り 5件 

・見積書等代表者印漏れ 3件 

・契約執行伺等決裁日記載漏れ 2件 

・契約書委託期間誤り 1件 

・見積書結果表示漏れ 1件 

・契約書約款添付漏れ 1件 

・見積書見積日記載漏れ 1件 

・見積合せ執行伺決裁印漏れ 1件 

 

【補助金事務】 

・補助金名称誤り 1件 
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・財産の管理事務については、次の記載以外の課について、良好に管理されていた。 

○ 総務部：庁舎管理課（平成 28年 5月 31日監査実施） 

施設名 監査結果 

市庁舎 別館 
屋上出入り口ドア破損、３階通路部分雨漏り、西側階段２・３階部分亀裂

や雨漏りがあり、修繕又は経過観察を要する箇所が認められた。 

 

○ 健康・こども部：保育課（平成 28年 6月 29日監査実施） 

施設名 監査結果 

平塚市神田保育園 
１階外廊下西側天井部雨漏り、２階休憩室壁面亀裂があり、修繕及び経過

観察を要する箇所が認められた。 

 

○ 学校教育部：教育研究所（平成 28年 6月 29日監査実施） 

施設名 監査結果 

平塚市教育会館 

正面入口ガラス４か所ひび割れ、貯水槽基礎鉄部分に錆及び亀裂、２階和

室バルコニー手摺に錆及びコンクリートの欠落亀裂があり、修繕及び経過

観察を要する箇所が認められた。 

 

○ 社会教育部：スポーツ課（平成 28年 7月 22日監査実施） 

施設名 監査結果 

平塚市立桃浜町庭球場 
管理棟２階本部室南側天井から雨漏りがあり、修繕又は経過観察を要する

箇所が認められた。 

 

○ 社会教育部：中央図書館（平成 28年 7月 22日監査実施） 

  施設名 監査結果 

平塚市西図書館 
１階南側ブロックガラス付近にシーリング劣化があり、修繕又は経過観察

を要する箇所が認められた。 

 

○ 社会教育部：博物館（平成 28年 7月 22日監査実施） 

施設名 監査結果 

平塚市博物館 
１階館長室前の天井破損、３階文献資料室前の階段壁面に亀裂があり、修

繕又は経過観察を要する箇所が認められた。 

  

○ 学校教育部：学校給食課（平成 28年 12月 27日監査実施） 

 

 

施設名 監査結果 

平塚市立東部学校 

給食共同調理場 

総体的に良好に管理されていたが、維持管理上次の箇所は補修又は経過

観察を要すると認められた。 

・玄関の天井、梁に雨漏り、塗装剥離あり 

 ・栄養指導センター西側に雨漏りあり 

 ・２階北側通路の梁・壁にクラックあり 

平塚市立北部学校 

給食共同調理場 

総体的に良好に管理されていたが、維持管理上次の箇所は補修又は経過

観察を要すると認められた。 

・浴室天井に穴及びカビ跡あり 

 ・外壁モルタルに剥離・浮きあり 

 ・玄関横屋根モルタルに剥離あり 

 ・発送室外通路下モルタルに破損あり 
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○公営事業部：事業課（平成 29年 1月 30日監査実施） 

施設名 監査結果 

平塚競輪場 
競輪場全体（メインスタンド改修中の箇所を除く）で所々にクラック、錆、

塗装の剥離があり、修繕又は経過観察を要する箇所が認められた。 

 

○社会教育部：社会教育課（平成 29年 2月 21日監査実施） 

施設名 監査結果 

平塚市埋蔵文化財 

発掘調査整理事務所 

入口付近軒裏板に剥離、外廊下鉄柱に錆、塗装剥離があり、修繕又は経過

観察を要する箇所が認められた。 

 

 

イ 小学校・中学校・幼稚園・公民館の監査 

（ア） 対象施設（平成 28年 11月 1日監査実施） 

小学校  9校 崇善・松原・山下・大野・松が丘・南原・大原・豊田・相模 

中学校 5校 江陽・春日野・大野・中原・神明 

幼稚園 1園 さくら 

公民館 9館 城島・岡崎・金田・豊田・吉沢・崇善・花水・旭南・中央 

計 24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  9校 15箇所（屋内補修2、屋外補修 5、雨漏り 8） 

         中学校 5校 11箇所（屋内補修2、屋外補修 1、雨漏り 8） 

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

   

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 

         9館 14箇所（屋内補修 5、屋外補修 3、雨漏り 6） 
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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 職員が経理事務に携わる協議会等を所管している課のうち、平成２８年１０月以降に 

定期監査を実施する１１課２７協議会等を対象とした。 

（平成 29年 3月 28日監査実施） 

 所管課等 協議会等の名称 

1 
総務部 市民税課 

平塚税務署管内課税資料収集事務連絡調整協議会 

2 相模・湘南車検管内市軽自動車税協議会 

3 

産業振興部 農水産課 

湘南地域農業再生協議会 

4 湘南地域担い手育成総合支援協議会 

5 平塚市園芸協会 

6 平塚市畜産会 

7 平塚市畜産共進会運営委員会 

8 湘南朝市運営委員会（休会中） 

9 平塚市有害鳥獣対策協議会 

10 公営事業部 事業課 平塚競輪運営協議会 

11 市民部 協働推進課 平塚市自治会連絡協議会 

12 
環境部 環境政策課 

平塚市民・大学交流委員会 環境推進部会 

13 ひらつか環境フェア実行委員会 

14 

都市整備部 
みどり公園・水
辺課 

平塚市工場等環境緑化推進協議会 

15 平塚市緑化まつり実行委員会 

16 平塚市緑化モデル団体連絡協議会 

17 平塚市公園愛護会連絡協議会 

18 馬入花畑の会 

19 
土木部 

土木総務課 新湘南国道並びに藤沢大磯線（湘南新道）新設改良促進協議会 

20 下水道経営課 相模川流域下水道事業右岸処理場環境対策事務連絡会 

21 議会局 平塚市議会議員厚生会 

22 選挙管理委員会事務局 平塚市明るい選挙推進協議会 

23 

社会教育部 社会教育課 

平塚市地域教育力ネットワーク協議会 

24 村井弦斎まつり実行委員会 

25 平塚市民・大学交流委員会 文化生涯学習推進部会 

26 平塚市文化連盟 

27 ひらつか民俗芸能まつり実行委員会 
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重点監査「職員が経理に携わる協議会等」 

次の事項を主な着眼点として監査を行った。 

（ア）  協議会等について 

a 議会等の設置規約・会則等が整備されているか。  

        b 協議会等の内部チェック体制が構築されているか。  

c 協議会等に市が関与する理由が明確になっているか。 

（イ）   協議会等の会計事務について  

a 経理規程等が整備されているか。  

b 協議会等の経理事務を職員が行う理由が明確になっているか。  

c 現金等及び通帳、口座届出印の保管は適切になされているか。  

d 支出行為をする際の事務処理は適正か。  

e  出納簿等が整備されているか。  

f 出納簿等の確認及び検査を行っているか。  

g 領収書等の証拠書類が保管されているか。 

 

 

 

（３） 随時監査（法第 199条第 5項） 

ア 工事監査（平成 28年 11月 21日技術調査、平成 29年 1月 30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 

平塚市港こども園新築工事 

 

（イ） 対象部課 

総務部 契約検査課 

     健康・こども部 保育課 

     都市整備部 建築住宅課 

 

（ウ） 監査結果 

      平塚市港こども園新築工事は、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 28年7月 22日監査実施） 

ｂ 平塚市土地開発公社（平成 28年 7月 22日監査実施） 

ｃ 公益財団法人平塚市まちづくり財団（平成 28年9月 26日監査実施） 

 

（イ） 監査結果 

a 公益財団法人平塚市生きがい事業団 

事業は出資の目的に沿って行われており、出納その他の事務の執行について、公益法人会計基準

に基づいて適正に処理されていると認められた。     

       事務執行上軽微な留意事項については、口頭により指導した。  

     b  平塚市土地開発公社 

    事業は出資の目的に沿って行われており、出納その他の事務の執行について、土地開発公社経理

基準要綱に基づいて適正に処理されていると認められた。 

事業報告書、決算書に記載された数値は、正確であると認められた。  

c 公益財団法人平塚市まちづくり財団 

事業は出資の目的に沿って行われており、出納その他の事務の執行について、公益法人会計基準

に基づいて適正に処理されていると認められた。 

事務執行上軽微な留意事項については、口頭により指導した。 

 

 

イ 指定管理者監査 

平成 28年度の指定管理者制度導入施設数は 19施設（契約数）となっているが、そのうちの 2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 28年 10月 21日に監

査を行った。 

 

（ア） 対象団体 

ａ 平塚市聖苑 

所管課  ：市民課   

指定管理者：平塚市聖苑運営管理共同事業体 

ｂ 旧横浜ゴム平塚製造所記念館 

所管課  ：社会教育課 

指定管理者：旧横浜ゴム平塚製造所記念館運営管理共同事業体 

 

（イ） 監査結果 

ａ 指導・要望事項（文書で公表したもの） 

 

 

 



 12 

○ 平塚市聖苑 

所管課：市民課 

監査の結果 措置の内容 

（指導事項） 

（１）業務報告書において、管理経費等の収支状況に

ついての記載漏れがあったことから、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）指定管理者に収支状況について、基本協定書に

基づき報告するよう指示しました。 

今後も報告書等で履行確認をすることにより適正

な事務の執行に努めます。 

（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）指摘事項については、指定管理者から提出を

求め、確認作業を行いました。 

今後も適正な事務の執行に努めます。 

（３）再委託契約書の締結において、委託者が指定管

理者である「平塚市聖苑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、適切な処理を行うよ

う指定管理者を指導されたい。 

（３）再委託契約書の契約者につきましては、指定管

理者に対して、共同事業体の代表者で契約するように

指導いたしました。 

 

指定管理者：平塚市聖苑運営管理共同事業体 

監査の結果 措置の内容 

（指導事項） 

（１）業務報告書において、管理経費等の収支状況に

ついて、記載漏れがないよう十分に確認を行い適切に

処理されたい。 

 

（１）今後は担当者と担当者以外の複数人でチェック

を行い記載漏れのないようにいたします。また、収支

状況についても、基本協定書に基づき報告するように

いたします。 

（２）再委託契約書の締結において、委託者が指定管

理者である「平塚市聖苑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、適切な処理をされた

い。 

（２） 第三者と契約する場合は、委託者を指定管理

者である「平塚市聖苑運営管理共同事業体」を代表す

る者として、契約書を締結いたします。 

 

○ 旧横浜ゴム平塚製造所記念館 

所管課：社会教育課 

（指摘事項） 

（１）業務報告書の一部の履行確認が正しく行われて

いなかったので、業務内容を適切に管理するととも

に、チェック体制を構築するなどの業務の履行確認を

確実に実施されたい。 

 

（１）履行確認の徹底のため、毎月、年間支払計画書

の確認と、年間作業予定表にチェック欄を設け複数人

で確認を行い、２か月に 1回の指定管理者連絡調整会

議で、前後２か月分の年間作業を相互に確認すること

や、随時、現場確認を行います。年間支払計画書の確

認と年間作業予定表のチェック欄作成および相互確

認については、10月分より実施しています。 

（２）指定管理業務と他の事業の会計区分が不明瞭で

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。 

（２）今後は「旧横浜ゴム平塚製造所記念館運営管理

共同事業体」の帳簿等で会計処理をすることを指示し

ました。 
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（３）基本協定書において、「事前に市の承諾を受け

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、事前に市の承

諾を得ていなかった。また、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、なされていなかったので、基本協定書等に基づき

適切な処理をされたい。 

（３）第三者委託について、市の事前承認を受けるよ

う指定管理者に指示いたしました。平塚市暴力団排除

条例の確認事項については、10 月中に確認措置をと

っております。 

（４）再委託契約書の締結において、委託者が指定管

理者である「旧横浜ゴム平塚製造所記念館運営管理共

同事業体」を代表する者となっていなかったので、適

切な処理を行うよう指定管理者を指導されたい。 

（４）再委託契約書については、委託者が指定管理者

である「旧横浜ゴム平塚製造所記念館運営管理共同事

業体」を代表する者となるよう指定管理者に指示いた

しました。 

 

指定管理者：旧横浜ゴム平塚製造所記念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）事業計画書に掲げられた事業の一部に未実施の

ものがあったので、業務を確実に遂行されたい。 

 

（１）今回の事業の一部に未実施が発覚後、28 年度

10 月の業務報告書からチェック欄を設けた「年間作

業報告書」を添付し、指定管理者、主管課の双方で「履

行確認」ができるようにしました。また、確認作業の

徹底を図りました。 

（２）指定管理業務と他の事業との会計区分が不明

瞭であり、本業務の実施に係る帳簿等の管理が適切

に行われていなかったので、会計処理等適切に対処

されたい。 

（２）今後は「旧横浜ゴム平塚製造所記念館運営管理

共同事業体」の帳簿等で会計処理をすることを検討し

ております。 

（３）基本協定書において、「事前に市の承諾を受け

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、事前に市の承

諾を得ていなかったので、基本協定書に基づき適切に

対処されたい。 

（３）今後は第三者への委託については、事前に市の

承諾を得ます。 

（４）再委託契約書の締結において、委託者が指定管

理者である「旧横浜ゴム平塚製造所記念館運営管理共

同事業体」を代表する者となっていなかったので、適

切な処理をされたい。 

 

（４）第三者と契約をする場合は、委託者を指定管理

者である「旧横浜ゴム平塚製造所記念館運営管理共同

事業体」を代表する者とし、契約書を締結します。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

（５）  決算審査（法第 233条第 2項） 

 ○ 平成２９年度に実施した決算審査 

ア 平成２８年度平塚市公営企業会計決算意見について 

地方公営企業法第 30条第2項の規定に基づき、平成 28年度平塚市病院事業決算及び平塚市下水

道事業決算について審査を行い、平成 29年 7月 31日に意見書を提出した。 

 

（ア）審査の結果（抜粋） 

 ａ  平塚市病院事業会計 

（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 29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 28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 3億 1,985万余円(3.0％)減少し、医業費用が 4億 1,186万余円(3.6％)

増加した結果、当年度純損失が 7億 5,720万余円となった。また、病院経営の指標となる医業収

支比率は 86.3％で、前年度より 5.8ポイント低下した。 

（ｃ） 総括意見 

平成28年度の収支状況をみると、医業収益は103億1,228万余円となり、前年度より3億1,985

万余円（3.0％）減少した。内訳をみると、収益の根幹である入院収益が昨年度より 2 億 4,360

万余円（3.2％）減少、外来収益も 9,163万余円（3.3％）減少している。これは、主に入院患者

数及び外来患者数が減少したことによるものと考えられる。 

一方、医業費用は 119億 5,592万余円となり、前年度より 4億 1,186万余円（3.6％）増加し

た。内訳をみると、薬品費や診療材料費等の材料費は 2億 3,863万余円（10.0％）減少している

ものの、給与費が 3億 3,502万余円（5.2％）増加し、減価償却費も 2億 4,697万余円（36.0％）

増加している。これは、退職給付引当金の算定方法の変更に伴う退職給付費の増加や、医師及び

看護師を臨時職員として採用したことに伴う賃金の増加、完成した新館の減価償却が始まったこ

と等によるものと考えられる。 

以上の結果、医業損益は 16 億 4,363万余円の赤字となり、医業の収益性を示す医業収支比率

は 86.3％と前年度より 5.8ポイント低下した。医業収支比率は平塚市民病院経営計画（第２期）

改訂版の目標値（81.5％）を 4.8ポイント上回っているものの、入院・外来患者数及び医業収益

は減少しており、長期借入金を勘案すると厳しい経営状況が続いている。 

平成 29年 3月、平塚市民病院は今後 9年間の病院の方向性を示した将来構想「平塚市民病院

Future Vision （フューチャー ビジョン）2017‐2025」（以下、「将来構想」という。）を策定

し、その中で平塚市民病院が地域の中核病院として高度医療や急性期医療、政策的医療である小

児・周産期医療を担っていくこと等が示されている。平成 28 年度においても、完成した新館に

は救命救急センターや小児・周産期センターを配し、がん治療のための最先端の医療機器を導入

するなど、医療環境の整備が進められたところである。周辺の医療機関で小児・周産期医療から

の撤退や縮小が続いている中、市民病院が地域で果たす役割は今後ますます重要になると考えら

れる。 

こうした状況のもと、今後に増加が見込まれる企業債や借入金の償還を進めながら、住民にと

って大切な医療を持続的に提供していくためには、経営の安定化が欠かせないものとなる。その

ためには、将来構想であげられているＫＰＩ（重要業績評価指標）に基づく事業の進捗管理を徹
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底し、収益の確保と費用の抑制を図り、病院経営をしっかりと行っていくことが必要である。 

また、将来構想に掲げる病院の実現のためには、全職員が目標達成に向けて邁進することが肝

要である。今後も職員の意識改革及び共通意識の醸成を図り、病院事業管理者のもとで一致団結

して経営改善に取り組まれるよう要望する。 

 

  b  平塚市下水道事業会計 

（ａ） 決算諸表 

本市の下水道事業は平成 28年 4月 1日から地方公営企業法の財務規定等を適用し、公営企業

会計に移行した。 

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、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、下水道事業の平成 29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 28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 

      経営成績は営業収益が 49億 1,508万余円、営業費用が 61億 4,175万余円、当年度純利益が8

億 5,626万余円となった。 

（ｃ） 総括意見 

    公営企業会計移行初年度である平成 28年度は、公共下水道事業及び農業集落排水事業を合わ

せた下水道事業全体の経営成績を示す収支の状況では 8億 5,626万余円の純利益を計上した。経

営活動の安定性を示す営業収支比率は下水道使用料等に比べて減価償却費が多いことから

80.0％となり、単年度の収支の状況を示す経常収支比率は企業債利息等に比べて長期前受金戻入

額や他会計負担金、他会計補助金が多いことから 112.0％となった。 

営業収益の要である公共下水道使用料については、汚水処理費用をどの程度使用料で賄えてい

るかを示す経費回収率が 98.7％であることから、適正な金額の範囲と考えられるが、今後とも望

ましい水準での維持をされたい。なお、下水道使用料等の未収金については、受益者負担、公平

性の視点に立ち、その回収に努められたい。 

また一般会計繰入金については、一般会計における財政状況が厳しい中で平成 28 年度の繰入

総額が 39億 2,937万余円と多額であることから、今後企業会計としての実績を積む中で削減に

向けて努力されたい。 

続いて本市における下水道事業の今後の見通しであるが、大きく次の 3点が考えられる。 

まず公共下水道の管渠については、市内で最も早い時期に整備された合流区域での長寿命化計

画が策定され、平成 28年度においても改築工事が進められているが、平成 46年～平成 65年を

ピークに改築・更新が増えていくと予想され、地震対策と連携しての対応に迫られる。また近年

相次いで起きている局所的な集中豪雨に対し、緊急かつ効率的に浸水被害の軽減を図ることが求

められる。そしてツインシティ大神地区公共下水道整備事業への投資額が増大する等、いずれも

重要な課題である。 

こうした中、平成 28年 1月の総務省通知で、経営戦略として中長期的な計画を策定し経営基

盤の強化と財政マネジメントの向上に取り組むことが求められ、本市でも「平塚市下水道中期ビ

ジョン改訂版」では経営戦略策定に向けての考えを述べている。進めていくべき事業がある一方、

少子高齢化・人口減少、節水型社会への変化などにより下水道使用料の増加が見込みにくい状況

の中で下水道事業を将来にわたり安定して継続していくため、中長期の経営戦略が速やかに策定

されることが望まれる。 

最後に、本市の下水道事業は公営企業会計に移行したことで経営状況や財政状況が把握しやす

い状況となった。下水道事業への市民の理解を高めるために積極的な情報提供に努めるとともに、

経営感覚を向上させ、経営基盤の安定・強化に取り組まれたい。 
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イ 平成２８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 28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 29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 1,568億 4,144万余円、歳出 1,512億 405万余円とな

り、前年度に比べ、歳入は117億 8,614万余円（7.0％）減少し、歳出も 120億 1,222万余円（7.4％）

減少した。歳入から歳出を差し引いた形式収支は、56 億 3,738 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 49億 5,507万余円の黒字となり、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も 7億 3,464万余円の黒字となった。  

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 0.970 と前年度と比べ 0.003 ポイント上昇し、単年度は 0.973 と前年度と比べ

0.003 ポイント改善したが、平成 22 年度から 7 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 4.1％となり、前年度に比べ 0.4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 94.5％となり、前年度に比べ 1.4 ポイント上昇し、財政の硬

直化が進んだ。 

ｃ 一般会計 

  一般会計についてみると、歳入総額は 850億 6,970万余円で、前年度に比べ 6億 8,396万余円

（0.8％）減少し、歳出総額は 811億 2,550万余円で、前年度に比べ 8億 3,371万余円（1.0％）減  

少した。実質収支については 33億 5,778万余円の黒字となり、単年度収支は 6億 6,917万余円の

黒字となった。また、実質単年度収支は 9億 8,602万余円の黒字となった。 

  ｄ 特別会計 

    特別会計についてみると、5会計合計の歳入総額は 717億 7,174万余円となっており、前年度に

比べ 23億 3,205万余円(3.1％)減少した。また、歳出総額は 700億 7,854万余円で、前年度に比

べ 28億 1,252万余円(3.9％)の減少となり、歳入歳出ともにそれぞれ前年度を下回った。 

ｅ 総括意見 

平成28年度は、「手をつなぎたくなる街 湘南ひらつか」をスローガンにシティプロモーション

を本格的に始動させるとともに、平塚市総合計画に掲げる施策の積極的な展開を図った。 

そうした中で一般会計と特別会計を合わせた平成28年度の決算額は、下水道事業特別会計及び農

業集落排水事業特別会計が公営企業会計に移行したことなどに伴い、歳入は7.0％の減少、歳出も

7.4％の減少となったが、収支の状況は、3年ぶりに実質収支、単年度収支ともに黒字となった。 

財政構造の弾力性等をみると、経常収支比率・経常一般財源比率・公債費比率は前年度に比べい

ずれも悪化しており、財政の硬直化や厳しい財政状況が続いていることを示しているので、今後の

推移に十分注意されたい。 

予算事業は、おおむね計画どおりに実施され、平塚市行財政改革計画でも歳出削減と合わせて歳

入確保に取り組み、7億2,000万円を超える財政健全化効果額が生じたことは、効率的・効果的な行

財政運営が図られたものと認められる。 

歳出においては、人件費は減少したが、公債費、扶助費は増加した。扶助費においては近年連続
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して増加しており、義務的経費の増加は柔軟な財政運営に影響を及ぼすため、厳しい社会状況の中

で多様化している市民ニーズに応えるためにも更に行財政改革を進め、全体最適の考えのもと選択

と集中の理念に基づいた財政運営に努められたい。 

平成28年度は、大型商業施設の開業やツインシティ大神地区における面整備の進行など新たなま

ちづくりが動き始めるとともに、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向けてのリト

アニア共和国との事前キャンプに関する協定が締結されるなど、更なる発展が期待される年であっ

た。この流れを活かしてシティプロモーションの充実を図り市内外に本市の情報発信を行うととも

に、平塚市総合計画～ひらつかＮＥＸＴ～に示される「選ばれるまち・住み続けるまち」の将来に

わたる実現に向け、職員が一丸となって取り組まれることを望むものである。 

     

 

 

（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２８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 28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 29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２８年度 平成２７年度 早期健全化基準 説 明 

ア 実質赤字比率 － － 11.27％ 

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 － － 16.27％ 

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 2.2％ 2.6％ 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 16.7％ 0.0％ 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。 
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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・下水道事業・水産物地方卸売市場事業 

 

 

（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）、下水道事業会計を行った。 

 

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） 病院事業会計および下水道事業会計 

会計事務処理、流動資産、流動負債等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、9月に現場視察

を行うとともに施設の運営状況の確認を行った。 

 

・9月 26日  平塚市港こども園新築工事（保育課、建築住宅課） 

 

         

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。 

なお、平成 28年度の住民監査請求事例はなかった。 
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（１） 年度別請求件数等(平成２４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) 

24 1 ― ― 1 ― 

25 1 ― 1 ― ― 

26 1 ― ― 1 ― 

27 1 ― ― 1 ― 

28 ― ― ― ― ― 

（２） 請求事案及び処理結果(平成２４年度以降分) 

請求年月日 事案 通知年月日 処理結果 

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 

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    伊東 尚美（平成 29年 5月 16日退任） 

          監査委員    坂間 正昭（平成 29年 5月 16日退任） 

監査委員    須藤 量久（平成 29年 5月 17日就任） 

          監査委員    吉野 和美（平成 29年 5月 17日就任） 
              

（２） 監査委員事務局（８人）（平成２９年１０月１日現在） 

      事務局長 

        ｜ 

      (監査担当) － 局長代理 － 主管（１）－ 主査（４）－ 主任（１） 
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４ 平成２８年度を振り返って 

  

平成２９年（２０１７年）１０月１日 

 

                        平塚市監査委員  池谷 好秀 

                        同        大塚 政弘 

                        同        須藤 量久 

                        同        吉野 和美 

 

○ 平成 28年度は、平塚市総合計画～ひらつかＮＥＸＴ～の初年度として、重点施策である「強みを活

かしたしごとづくり」、「子どもを産み育てやすい環境づくり」、「高齢者がいきいきと暮らすまちづく

り」、「安心・安全に暮らせるまちづくり」の実現に向けて、平成 28年度版実施計画に定めた 156事業

が展開されました。 

○ 一般会計と特別会計を合わせた決算額は、下水道事業特別会計及び農業集落排水事業特別会計が公

営企業会計に移行したことなどに伴い、歳入歳出ともに前年度に比べ減少しましたが、実質収支及び

単年度収支では黒字となりました。また、財政構造の弾力性等をみると、経常収支比率・経常一般財

政比率・公債費比率は前年度に比べいずれも悪化しており、財政の硬直化や厳しい財政状況が続いて

います。 

○ 最近の行政運営においては、従来の組織の枠を超えての判断や処理を要する事項が増加し、既存の

行政組織における命令系統では対応が難しい状況が懸念されます。こうした事例にすみやかに対応す

るには、制度や組織を柔軟に活用して庁内の英知を集約し、総合調整の機能を充実させることが重要

であります。効果的で遅滞のない行政運営のために、それぞれの事業に即したリーダーとメンバーに

よる組織が構成できる体制を整えることが望まれます。 

○ 監査業務においては、平成 28年度監査実施計画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。 

  


