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１ 平成 29年度監査実施状況 

平成 29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 28年度分、後期（10月～３月）は平成 29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９月に現地調査を実施した。 

 

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 

（機構順） 
監査対象課 監査実施日 

企画政策部 
企画政策課、財政課、秘書広報課、オリンピック・

パラリンピック推進課 
平成29年７月４日 

防災危機管理部 危機管理課 平成 29年11月30日 

総務部 行政総務課、職員課、庁舎管理課 平成 29年12月27日 

産業振興部 産業振興課 平成 29年５月30日 

市民部 
市民情報・相談課 平成 29年４月27日 

文化・交流課、人権・男女共同参画課 平成 29年11月30日 

福祉部 
高齢福祉課、地域包括ケア推進課、障がい福祉課、

介護保険課 
平成29年７月４日 

健康・こども部 こども家庭課、健康課、保険年金課 平成 29年12月27日 

環境部 環境保全課、環境施設課 平成 29年４月27日 

まちづくり政策部 まちづくり政策課、交通政策課 平成 30年１月30日 

都市整備部 都市整備課、総合公園課 平成 30年２月21日 

土木部 
道路管理課、道路整備課 平成 29年５月30日 

下水道経営課、下水道整備課 平成 30年３月29日 

行政委員会等 
監査委員事務局 平成 30年１月30日 

農業員会事務局 平成 30年２月21日 

学校教育部 教育総務課、教育指導課、教育研究所 平成 30年２月21日 

消防本部 消防総務課、予防課、消防救急課、情報指令課 平成 30年１月30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 30年３月29日 
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  （イ） 監査結果 

ａ 指摘・指導・要望事項（文書で公表したもの） 

指摘事項  12件 

指導事項   2件 

要望事項   3件   合計 17件 

 

分類 

指摘事項 ①法令に違反すると認められる事案 

②予算目的に反していると認められる事案 

③不経済な行為又は損害が生じていると認められる事案 

④事務処理等が適切を欠くと認められる事案 

⑤経済性、効率性又は有効性の観点から改善が必要と認められる事案 

⑥事務・事業の執行に当たり、今後、改善又は見直しが必要であると

認められる事案 

⑦前回までの監査で指摘事項又は要望事項となっている事案であっ

て、是正、改善等のための努力又は検討がなされていないと認めら

れるもの 

指導事項 

（平成 29年度前期分 

まで適用） 

指摘事項のうち比較的その問題の程度が軽いと考えられる事項 

要望事項 要望又は付言をする必要があると認められる事項 

（改善を求める事項が監査対象部課にとどまらず他部課にも関連する

場合、その事務を総括する部課に対し要望事項として全体的な対応

を求める） 

 

 

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

 

○ 企画政策部 企画政策課、オリンピック・パラリンピック推進課（平成29年７月４日監査実施） 

監査の結果 措置の内容 

（指摘事項） 

（１）契約事務において、委託期間と事業開始日に 

乖離がある事案があったほか、随意契約における 

適用条項の誤りが見受けられたので、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。 

（企画政策課分） 

（１）委託期間と事業開始日の乖離については、委託 

契約を早期に行った上で事業に着手する仕組み 

を導入します。 

 

（オリンピック・パラリンピック推進課分） 

（１）指摘事項については、書類の確認不足が原因で 

あり、書類作成時に担当内でダブルチェックを行

う等、十分な確認体制を取るよう指示しました。 

   今後は、平塚市契約規則に則り適正な事務の執

行に努めます。 
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○ 企画政策部 秘書広報課（平成 29年７月４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、変更契約日が実務と乖離し 

ていると見受けられる事案があったほか、随意契

約における適用条項誤りがあったので、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）指摘事項のうち変更契約日が実務と乖離してい 

た点については、契約行為に対する認識が不十分

であったことが原因であり、その改善を指示しま

した。 

   また、随意契約における適用条項誤りについて

は、適用条項の確認不足が原因であり、契約事務

を行う際には、適用内容の確認を行うことを指示

しました。 

   今後は、平塚市契約規則に則り適正な事務の執

行に努めます。 

 

 

○ 総務部 職員課（平成29年12月27日監査実施） 

監査の結果 措置の内容 

（指摘事項） 

（１）収入事務については、雇用保険料の還付が発生

した際に調定の減額を行っていなかったので、平

塚市財務規則に則り適正な事務の執行に努めら

れたい。 

 

（１）雇用保険料の還付が発生した際は、まとめてで

はなく、その都度調定の減額を行い、平塚市財務

規則に則って適正に事務を執行することとしま

す。 

 

○ 福祉部 高齢福祉課、地域包括ケア推進課（平成29年７月４日監査実施） 

監査の結果 措置の内容 

（指摘事項） 

（１）収入事務においては、調定金額に誤りがあり、 

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）経理事務における軽微な誤りにつきましては、 

これまでダブルチェックを行い対応してまいり

ましたが、そのことに加え、定期的に課内会議等

において財務規則等に関する研修を行い、実務の

理解を深めるよう指示をいたしました。 

   今後は、適正な事務の執行に努めます。 

 

 

○ 福祉部 障がい福祉課（平成 29年７月４日監査実施） 

監査の結果 措置の内容 

（指摘事項） 

（１）収入事務においては、前回に引き続き調定漏れ 

があったほか調定金額や調定時期に誤りがあっ

た。また契約事務においては契約書の規定と実務

に乖離があったほか、随意契約において適用条項

の誤りやその他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）指摘事項については、調定漏れや契約条項の誤 

り等ないよう平塚市財務規則等を再確認し、適正

な事務処理の執行に努めるよう指導しました。ま

た、指摘のあった契約事務については、実務に合

わせて契約書を修正しています。 

引続き、チェック体制の強化を図り、適正な事

務の執行に努めます。 
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○ 福祉部 介護保険課（平成 29年７月４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、調定時期の誤りがあったの 

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）収入事務については、調定時期の確認不足が原 

因であり、財務規則等を再確認させ、課内で周知

徹底をさせました。 

今後は適切な時期に事務処理を行うよう国庫

支出金等のスケジュールを課内で共有し、適正な

事務の執行に努めます。 

 

 

○ 健康・こども部 保険年金課（平成29年12月27日監査実施） 

監査の結果 措置の内容 

（指摘事項） 

（１）収入事務については、国民健康保険税において

平塚市事務決裁規程に定める還付整理票の決裁

区分の適用を誤っていたものがあった。また国庫

支出金において交付決定通知に基づき一括して

作成すべき調定を収納時期にあわせ分割して作

成したものがあり、後期高齢者医療保険料では異

動に伴い毎月作成すべき調定を年度末に事後調

定として一括して作成していた。 

契約事務については委託料において落札日から

契約日まで一か月以上が経過していた事務処理

の誤りがあり、支払事務については軽微な誤りが

あった。 

平塚市財務規則等に則り事務処理の方法を再度

確認し、今後の事務の執行にあたり適正な措置を

講じられたい。 

 

（１）収入事務における、国民健康保険税の還付整理

票の決裁区分は、平塚市事務決裁規程に定める適

正な決裁区分に修正しました。国庫支出金につい

ては、交付決定時に一括して調定をあげます。後

期高齢者医療保険料については、各月ごとに調定

をあげます。 

委託料における契約については、当該業務が数

量の確定がしがたいものであるため、次年度以降

は単価契約にて対応します。 

支払事務については、再度、契約規則、財務規

則、事務決裁規程を確認し、適正な事務の執行に

努めます。 

 

（要望事項） 

（１）延滞金については催告状に延滞金額を記載

したことなどにより徴収金額が増え、また国

民健康保険税においては窓口業務嘱託員を増

員し職員が滞納整理事務等に専念できる仕組

をつくり収納率の向上に取り組むなど、工夫

が認められた。 

しかし収納率については更なる伸びが期待

されるので、今後とも積極的に取り組まれた

い。 

 

 

（１）平成30年度からは、収納担当職員の人員配置

の見直しや、徴収実務経験者の採用など、徴収事

務担当職員全体のスキルアップを図るとともに、

電話催告システムを導入し、更なる収納率の向上

を目指します。 
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○ 債権管理検討会に関する所管課：企画政策課分 

（要望事項） 

（１）平塚市が有する債権の適切な管理を図るた

めに、企画政策課に平塚市債権管理検討会が

設置されており、債権の状況把握や情報交換、

債権管理に関する取組の進行管理などに当た

っている。 

今回の保険年金課の監査を通じ、市債権の未

収金額に占める割合が大きい国民健康保険税

について収納率向上の取組が工夫されている

のが認められ、これには債権管理検討会が果

たした役割もあると考えるが、市民負担の公

平性と財源の確保のため機能を一層拡充し適

切な債権管理を進められたい。 

 

 

（１）本市が有する債権の適切な管理を進めるため、

平成23年４月に策定した「平塚市債権管理基本

方針」に基づき、「未収金増加の未然防止」、「長

期滞納者対策」の具体的な取組について成果目標

を掲げて進めております。 

  債権管理検討会では、上記取組の進行管理や共

通の課題について検討を進め、収納率向上に努め

ています。 

今後は、更なる徴収体制強化のため、債権所管

各課での民間活力の活用や人材確保の取組を推

進してまいりたいと考えております。 

 

 

○ 環境部 環境施設課（平成 29年４月27日監査実施） 

監査の結果 措置の内容 

（指摘事項） 

（１）収入事務においては、調定漏れ等があり、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）担当者に対し、平塚市財務規則を再認識させる 

とともに、文書起案時においても内容の精査、確

認を確実に行うよう指示しました。また、決裁過

程においても、担当長、課長等が改めて内容を確

認することで、適切な事務の執行に努めてまいり

ます。 

 

 

○ 都市整備部 都市整備課（平成30年２月21日監査実施） 

監査の結果 措置の内容 

（指摘事項） 

（１）収入事務においては、国庫支出金では調定伝票

を作成していなかった。また市有土地貸付料で

は、平成28年度収入分に係る過誤納金を平成29

年度の歳出予算ではなく歳入予算から還付した

誤りがあり、見附台広場の利用料について要領に

従い利用申請の承諾後に調定伝票及び納付書を

作成し収納すべきところを、収納後に承諾を行っ

た誤りがあった。平塚市財務規則等に則り事務処

理の方法を再度確認し、今後の事務の執行にあた

り適正な措置を講じられたい。 

 

 

（１）国庫支出金にかかる調定伝票を作成していなか

ったことについては、市財務規則等に則り、事務

処理の方法を再度確認しました。今後は国の交付

決定後、速やかに調定伝票を作成します。 

市有土地貸付料における誤りについては、必要

な振り替えを行い対応しました。地方自治法施行

令に基づくよう事務手続きを見直し、再発防止に

努めます。 

また、見附台広場の使用料については、使用申

請の承諾後に収納を行うよう徹底します。 
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○ 都市整備部 総合公園課（平成30年２月21日監査実施） 

監査の結果 措置の内容 

（指摘事項） 

（１）収入事務においては、平塚球場・競技場・総合 

体育館等使用料について還付に伴う調定の減額更

正をしておらず、また誤作成した調定伝票の取り消

しもしていなかった。 

歳出事務においては、平塚市財務規則に定めら

れた会計管理者への合議が漏れていた。 

契約事務については、随意契約により物品の修

繕及び物件の借入れを行った際に平塚市契約規

則に定める条項の適用誤りがあった。 

平塚市財務規則等に則り事務の方法を再度確認

し、今後の事務の執行にあたり適正な措置を講じ

られたい。 

 

 

（１）還付に伴う調定の減額更正については１か月毎

に、調定伝票の取り消しについてはその都度処理

を行うよう事務の見直しを行いました。 

会計管理者への合議については財務規則を再確

認し、3,000万円を超える契約について必ず手続

きを行うよう周知徹底をしました。 

随意契約の条項適用誤りについては、財務会計

システムの参照起票機能の使用による確認不足

が原因となっていたため、案件ごとに条項を再確

認し作成するようにしました。 

 

○ 土木部 下水道経営課（公営企業分）、下水道整備課（公営企業分）（平成30年３月 29日監査実施） 

監査の結果 措置の内容 

（指摘事項） 

（１）契約事務においては、随意契約により業務の委

託をした際に平塚市契約規則に定める条項の適

用誤りがあったので、今後の事務の執行にあたり

適正な措置を講じられたい。 

 

 

（１）契約事務を行う際には、平塚市契約規則等を確

認し、書類作成後は不備がないかの再確認を徹底

するよう指導いたしました。 

 

 

○ 学校教育部 教育指導課（平成30年２月21日監査実施） 

監査の結果 措置の内容 

（指摘事項） 

（１）契約事務において、委託料の執行にあたり平塚 

市契約規則で定める契約書を省略できる場合に

該当しないのにかかわらず契約書を作成せず請

書により行っていたものがあったので、平塚市契

約規則に則り事務処理の方法を再度確認し、今後

の事務の執行にあたり適正な措置を講じられた

い。 

 

 

（１）契約書が未作成のものについては、契約   

規則の適用にあたり、条文の解釈を誤っていたこ

とが原因であり、再確認により平成 30年度から

契約書を作成することといたしました。 

今後は、契約規則の適用については、契約検査

課への確認作業も含め、適正な事務処理を図るよ

うに努めます。 

 

（要望事項） 

（１）英語教育については、外国人英語指導者の学校

訪問事業や英語教育推進事業における英語検定

奨励費補助金等を通して、外国の言語や文化に対

する理解を深めるために効果的な取り組みを工

夫されている。しかし英語教育の充実は児童生徒

の可能性を更に広げる重要な事項であるため、直

接的な成果だけでなく将来的な成果を見据え今

後一層事業の有効性を高められたい。 

 

（１）「コミュニケーションとは表面的な言葉のやり

とりではなく、意味のやりとり、気持ちを分かち

合うことが重要である」という平塚市の基本的な

考えに基づいた授業づくりを教員がしていける

ような支援を教育指導課として進めて参ります。 

小学校では、「講師による訪問研修」「サマー研

修」等の研修の更なる充実を図り、教員の指導力

向上を目指します。また、小学校での「英語に対
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する興味・関心」「コミュニケーション能力」と

いった学習の成果が、中学校に円滑に接続される

ように、小中の学びの連携を図って参ります。 

 

 

○ 消防本部（消防総務課、予防課、消防救急課、情報指令課）（平成30年１月30日監査実施） 

監査の結果 措置の内容 

（指摘事項） 

（１）支出事務については、随意契約による物件の借

入れにおいて地方自治法施行令の適用条項が誤

っており、また負担金においては支出負担行為整

理時期が平塚市財務規則に決められた時期と異

なる日にちで処理された誤りがあったほか、軽微

な誤りがあった。 

契約事務については、契約書の訂正にあたり必

要な訂正印が漏れていたが確認がされておらず、

正しい訂正がされていなかった。 

平塚市財務規則等に則り事務の方法を再度確

認し、今後の事務の執行にあたり適正な措置を講

じられたい。 

 

 

（１）平塚市財務規則をはじめ、支出・契約事務の執

行に必要な関係法令等を再度確認するとともに、

チェック機能を強化し、誤りをしない、誤りに気

付く体制を構築します。また、担当課にて判断に

迷う案件は、関係部局と協議、相談し適正な事務

の執行に努めてまいります。 

 

○ 市民病院（経営企画課、病院総務課、医事課、改築推進室）（平成30年３月29日監査実施） 

監査の結果 措置の内容 

（指摘事項） 

（１）自動車損害賠償責任保険料については前払費用

の計上及び費用化がなされていなかったものが

あり、また医療用器械備品購入伺については決裁

日の記載が漏れているものが散見されたので、地

方公営企業法、平塚市病院事業会計規程等に則り

事務処理の方法を再度確認し、今後の事務の執行

にあたり適正な措置を講じられたい。 

 

 

（１）決算処理の際には翌年度に振替えた費用まで確

認を徹底いたします。また物品購入の際には伺い

の作成時及び決裁後には担当者による再度の確

認と複数人による確認をするよう努めます。 

今後も地方公営企業法、平塚市病院事業会計規

程に則り適正なる事務の執行に取り組んでいき

ます。 
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ｂ 主な指摘・指導項目（ａの指摘・指導事項を含む。） 

（ａ） 歳入 

（ⅰ） 指摘・指導した課    ９課 

（ⅱ） 主な指摘・指導項目   下記表参照 

（ｂ） 歳出 

（ⅰ） 指摘・指導した課    21課 

（ⅱ） 主な指摘・指導項目   下記表参照 

 

分類 

未作成 作成すべき書類を作成していない 

時期誤り 書類の日付の記載（時期）に誤りがある 

金額誤り 金額の記載に誤り（未更正を含む。）がある 

その他の記載誤り、漏れ 日付、金額以外の記載に誤りがある 

印漏れ、誤り 押印が漏れて（誤って）いる 

（入札）適用条項誤り 入札にあたっての適用条項に誤りがある 

（随意契約）適用条項誤り 随意契約にあたっての適用条項に誤りがある 

実態とのかい離 契約と実態にかい離がある 

その他の誤り（上記以外） 上記以外の誤りがある 

 

  主 な 指 摘 ・ 指 導 項 目 

歳 入 

  30件 

  

  

  

  

  

調定 

 ・未作成 ６件 

 ・時期誤り 10件 

 ・金額誤り ３件 

 ・印漏れ、誤り ５件 

 ・その他の誤り １件 

収納金通知書 

 ・印漏れ、誤り １件 

その他 

 ・その他の記載誤り、漏れ １件 

 ・その他の誤り ３件 

歳 出 

  83件 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

入札（見積）執行伺 

 ・その他の記載誤り、漏れ ２件 

見積合せ執行伺 

 ・時期誤り ４件 

 ・その他の記載誤り、漏れ 10件 

見積書 

 ・その他の記載誤り、漏れ ７件 

契約書 

 ・未作成 １件 

 ・時期誤り １件 

 ・印漏れ、誤り １件 

 ・実態とのかい離 ２件 

執行伺 

 ・時期誤り ６件 
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 ・その他の記載誤り、漏れ 24件 

 ・印漏れ、誤り ３件 

 ・随意契約適用条項誤り 18件 

 ・その他の誤り １件 

納品書、完成届 

 ・その他の記載誤り １件 

その他 

 ・その他の記載誤り １件 

 ・その他の誤り １件 

     

 

・財産の管理事務については、次の記載以外の課については良好に管理されていた。 

 

○ 市民部 文化・交流課（平成 29年 11月 30日監査実施） 

施設名 監査結果 

平塚市民センター 大ホール舞台裏の吹抜通路壁面に数か所ひび

割れあり。 

 

○ 都市整備部 総合公園課（平成30年２月21日監査実施） 

施設名 監査結果 

平塚市総合公園 平塚競技場４コーナースタンドに地盤沈下が

あり、経過観察を要すると認められた。 

 

○ 学校教育部 教育研究所（平成30年２月21日監査実施） 

施設名 監査結果 

教育会館 ・屋上全般に目地材の浮き、剥がれ、鉄骨架台

に錆、塗装劣化、パラペットの笠木モルタルに

浮き、亀裂、遮光ルーパー鉄部に錆、腐食があ

った。１階ホール階段にガラスの亀裂があっ

た。１階外壁北面にコンクリートの爆裂があっ

た。いずれも修繕、経過観察を有すると認めら

れた。 

・監査時には修繕がされていたが、非常用照明

が全般的に不点灯の期間があったので、利用者

の安心・安全確保を最優先とした施設の維持管

理に努められたい。 

 

○ 消防本部 消防総務課、予防課、消防救急課、情報指令課（平成30年１月30日監査実施） 

施設名 監査結果 

平塚市消防署海岸出張所 １階食堂のドアダンパーが欠損していた。 

１階男子トイレで水が止まらない便器があっ

た。 
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イ 小学校・中学校・幼稚園・公民館の監査 

（ア） 対象施設（平成 29年 10月 31日監査実施（平成 29年９月に現地調査）） 

小学校 10校 大野、中原、豊田、神田、城島、横内、真土、松が丘、相模、大原 

中学校 ５校 大野、神田、中原、大住、横内 

幼稚園 ２園 さくら、土屋 

公民館 ８館 中央、松原、八幡、大原、神田、金目、金田、旭南 

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   次の記載以外については良好に管理されていた。 

 

施設名 監査結果 

大野小学校 ・南棟校舎３階廊下天井内梁の破損 

中原小学校 ・体育館1階北側の非常口建具の破損（ドアが開かない） 

・男子便所の衛生器具破損・漏水（２箇所） 

神田小学校 ・西棟周辺敷地内の排水溝の詰まり 

・西棟３階トイレの水が止まらない 

・北棟３階流し台の排水溝の詰まり、漏水 

横内小学校 ・昇降口の天窓が普通ガラス（２箇所） 

真土小学校 ・屋階シート防水破損 

相模小学校 ・南校舎昇降口の天窓が普通ガラス 

大原小学校 ・校舎屋上排水溝詰まり 

 

施設名 監査結果 

大野中学校 ・防火戸ドアチェック欠如 

・屋内運動場ポーチ屋根シーリング不良 

中原中学校 ・技術科棟校舎の一部外壁、梁下及び窓枠にクラック、爆裂 

横内中学校 ・技術科棟校舎屋上面の保護コンクリート浮き 

・技術科棟校舎屋上周り排水溝（ドレーンを含む）劣化 

 

施設名 監査結果 

土屋幼稚園 ・軒裏の腐食、劣化 

・遊戯室の内壁剥がれ 

・室内に面する躯体部分のひび割れ 

 

 

 

ｂ 公民館 

（ａ） 備品の管理状況   良好 

（ｂ） 施設の管理状況   次の記載以外については良好に管理されていた。 
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施設名 監査結果 

中央公民館 ・１階防火ダンパー確認信号が出ない 

・非常用照明不点灯 

松原公民館 ・北側外壁に亀裂 

・排煙窓に開閉障害 

・館全体にクロスの剥がれ 

八幡公民館 ・外壁・建具の亀裂及び剥がれ 

・屋上への梯子・非常階段の腐食 

・各会議室の床面に亀裂 

大原公民館 ・３階西側屋上のコンクリート亀裂及び東側屋上全般の目地材 

の浮き・剥がれ 

・１・３階の排煙窓全般における開放障害 

・１階談話ロビー・会議室及び３階集会室の非常用照明不点灯 

神田公民館 ・１階集会室窓サッシ歪みによる雨漏り 

・屋上天窓式屋根パッキン材・シール材劣化 

・排煙窓の固着による開放障害（３箇所） 

・非常用照明不点灯（多数あり） 

・ベンチレーター頭頂キャップ紛失 

・防水シートの浮き・破損 

金目公民館 ・外周全般、コンクリートタタキの沈下 

・１階北東側、屋外照明器具のカバー欠落 

・２階排煙窓、開閉障害 

・２階感知器、垂れ下がり 

・防水シートの浮き 

・機器等土台コンクリート剥離 

・２階集会室漏水痕 

金田公民館 ・外壁塗材全般の劣化・剥離 

・１階幼児室の排煙窓オペレーター不具合 

・１階身障者用トイレドアの軽微な開閉障害 

・１階玄関、２階集会室の排煙窓固着等による開放障害 

・２階集会室のアルミサッシ開放レバー破損 

・体育館の遮光ルーバー鉄部の錆及び腐食 

・屋根の排水溝防水シート切れ 

・停電時の非常用照明不点灯 

旭南公民館 ・外壁塗材全般の劣化と剥離 

・２階小ホールのダウンライトの外れ 

・停電時の非常用照明不点灯 

 

 

（２） 重点監査（法第 199条第２項） 

重点テーマを設定し、定期監査の中で重点（行政）監査を実施した。 

 

ア 重点テーマ 

 「委託料にかかる契約書及び仕様書について」 
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次の事項を主な着眼点として監査を行った。 

・契約書は適切に作成されているか。 

・委託の目的が明確にされているか。 

・契約書に必要な事項が規定されているか。 

・仕様書等は適切に作成され、業務の内容等が明確にされているか。 

・委託事業の実施に対する市の関与は適正か。 

 

イ 監査対象 

  平成29年11月から平成30年度１月までに職員調査を実施した定期監査の監査対象期間に締結 

された委託契約（14課139契約） 

 

所属名称 契約本数 

総務部 行政総務課 11 

総務部 職員課 6 

総務部 庁舎管理課 14 

健康こども部 こども家庭課 2 

健康こども部 健康課 26 

健康こども部 保険年金課 10 

まちづくり政策部 まちづくり政策課 2 

まちづくり政策部 交通政策課 6 

都市整備部 都市整備課 3 

都市整備部 総合公園課 33 

学校教育部 教育総務課 13 

学校教育部 教育指導課 4 

学校教育部 教育研究所 5 

消防本部 消防総務課 4 

 

ウ 監査結果 

地方自治法第 199条第２項の規定に基づく監査を執行し、同条第９項の規定によりその結果に 

関する報告を行った。 

 

（ア）監査結果（抜粋） 

 

平成29年度の行政監査は、委託料にかかる契約書及び仕様書について、契約書が適切に作成されて

いるか、必要な事項が規定されているか等を着眼点に行った。調査の結果、契約書の作成を省略でき

る規定に該当しないにもかかわらず、相手からの請書の徴取で済ませていた事例が 1件あった。また、

その他の課では契約書が全て作成されていたものの、委託の目的が不明確なものや契約書の記載事項

が不十分なものが見られた。このため、まずは委託契約を執行する各課において、それぞれの契約書

にどのような事項が記載されるべきかを契約規則等に照らし、あらためて確認する必要がある。 

また、委託の目的については、項目としては記載されているが、ほとんどの契約においては業務名

等の単純な記載内容にとどまっており、執行伺等の決裁文書も同様であった。本来、行政が業務を外

部に委託するには、必ず理由があるはずである。経費の節減や事務の効率化、あるいは専門的知識の

活用等、なぜその業務を委託するのかを明確にしておくことが事後の効果検証にも必要と考えられる
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ので、各課においては委託という手段を選択した理由を契約書もしくは決裁文書に明記されたい。 

契約書の記載事項については、契約事務を所管する契約検査課において、各課が事務処理を進める

際の参考となるよう標準契約書を作成しており、委託内容によって文言の修正や条文の加除を行うよ

う注意書きを添えて示している。しかし、今回の調査では委託内容からみて必要と思われる条項の記

載がない事例や、同じような業務を委託しているにもかかわらず、課によって記載条項に過不足（不

要と思われる条項の記載を含む）が生じている事例があった。このため、各課において再確認を要す

るのはもちろんだが、契約検査課においても、たとえば成果物を必要とする場合とそうでない場合等、

委託の類型に応じた契約書の例を作成するなど、各課の理解度によって記載事項に誤りが生じないよ

う、さらなる工夫を講じられたい。 

さらに、委託契約の事務は契約書や仕様書を作成すれば終了するわけではなく、履行過程における

点検・検証等、市が適切に関与することが重要である。特に履行確認については報告書を形式的に受

け取るだけでなく、写真や証拠書類、必要に応じた現場確認等、その方法について契約書や仕様書に

明示し、的確に点検・検証を行うことで委託の効果をしっかりと確認するよう留意されたい。 

最後に、「平塚市行財政改革計画（2016‐2019）」では民間活力の活用として、効果的な業務委託の

導入を積極的に進めることが明記されている。このため、委託契約を行う庁内各課においては今回の

監査結果を踏まえ、契約書等の内容の検証を行い適正な事務の執行に努められたい。 

 

 

（３） 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 29年７月 21日監査実施） 

ｂ 平塚市土地開発公社（平成 29年７月 21日監査実施） 

ｃ 公益財団法人平塚市まちづくり財団（平成 29年10月３日監査実施） 

 

（イ） 監査結果 

ａ 指摘事項（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生きがい事業団 

監査の結果 措置の内容 

（指摘事項） 

（１） 当該団体で保管する契約書に、委託者の 

住所、団体名、代表者職氏名、代表者印

が漏れているものがあった。 

 

（１） 契約書については、必ず正副同じものを２部作 

成し、１部を保管するよう、適正な事務の執行に 

努めます。 

（２） 補正予算の理事会承認時期に誤りが 

あった。 

（２） 補正予算については、今後、必ず、書面等で 

理事会の承認をいただいてから、執行するよう徹 

底いたします。 
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（３） 事業報告書の評議員名簿の就退任日 

に誤りがあったほか、理事会の開催状況

を示す議案に年度の記載誤りがあった。 

（３） 事業報告書については、決算書作成のための 

チェックリストの検討等、事務局内でのチェック

を強化してまいります。 

 

○ 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） 事業報告書の評議員会及び理事会に関す 

る事項に、議案件名の誤りがあった。  

 

（１） 事業報告書につきましては、２人以上による 

確認を行う等、チェック体制を強化していきま 

す。 

 

 

イ 指定管理者監査 

３課３協定分、指定管理者３団体における事務執行について、平成 29年 10月 24日に監査を行

った。 

 

（ア） 対象団体 

ａ 平塚市西部福祉会館及び平塚市七国荘 

所管課  ：福祉部福祉総務課   

指定管理者：ワーカーズコープ・東急コミュニティー共同事業体 

ｂ 平塚市営住宅及び共同施設 

所管課  ：都市整備部建築住宅課 

指定管理者：株式会社東急コミュニティー 

c 平塚市軟式庭球場、平塚市桃浜町庭球場及び大神スポーツ広場 

所管課  ：社会教育部スポーツ課 

指定管理者：平塚市庭球場運営管理共同事業体 

 

（イ） 監査結果 

ａ 指摘・要望事項（文書で公表したもの） 

 

○ 平塚市西部福祉会館及び平塚市七国荘 

所管課：福祉部 福祉総務課 

監査の結果 措置の内容 

（指摘事項） 

（１）基本協定書等に押印されている指定管理者の印

が、共同事業体の代表者として委任された代表者

の印となっていなかったので、適正な処理を行う

よう指定管理者を指導されたい。 

 

（１）指摘事項については、指定管理者の印を正しい

ものに改めるとともに、指定管理者に対し、適正

な処理を行うよう指導いたしました。 

今後、誤りのないよう十分な確認を行ってまい

ります。 

（２）年度協定書に基づく精算費目の精算や業務内容

説明書に基づく月次報告書の提出が、定められた

期日までに行われなかった事例があるので、確実

になされるよう指定管理者を指導するとともに、

担当においても遅滞なく履行の確認をされたい。 

（２）指摘事項については、履行確認と精算を行うた

めの事業報告書の提出期限を50日以内から30日

以内に早め、担当課における確認期間を十分確保

するとともに、指定管理者に対し、期日内に精算

を完了するよう指導いたしました。 
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今後、速やかな履行確認を徹底し、遅滞なく事

務処理を行うよう努めてまいります。 

（３）精算費目の精算にかかる実績報告書において 

修繕料の執行額に誤りがあったほか、業務内容説

明書では自主事業業務と指定管理業務の経理は

区分して整理することとしているのにかかわら

ず収支決算書に自主事業の記載があるなど収支

決算書が誤っていたので、正確な収支報告を指定

管理者に指導するとともに、適正な経理状況の把

握に努められたい。 

（３）指摘事項については、指定管理者による会計処

理や実績報告書等への記載の誤り及び担当課にお

ける確認漏れが原因であり、指定管理者に対し、

適切な会計処理の徹底とチェック体制の強化を指

導しました。 

今後、担当職員とは別の職員によるダブルチェ

ック体制を敷き、適正な経理状況の把握に努めて

まいります。 

（４）基本協定書では自主事業の実施に当たっては事

前に計画書を提出し承認を得ることになっている

が、提出なく行われた事業があったので適切に処

理するよう指定管理者を指導するとともに、担当

内での確認体制を強化されたい。 

 

（４）自主事業の実施に当たり、年度が始まる前に事

業計画書で承認をしていますが、年度途中での計

画変更や新規事業については、承認手続の手順等

が定まっておりませんでした。平成 29年11月下

旬に年度途中での計画変更や新規事業の承認様式

を定め、現在運用しています。これにより市及び

指定管理者双方の記録として残るようにし、確認

体制を強化しました。 

 

指定管理者：ワーカーズコープ・東急コミュニティー共同事業体 

監査の結果 措置の内容 

（指摘事項） 

（１）基本協定書等に押印されている指定管理者の印

が、共同事業体の代表者として委任された代表者

の印となっていなかったので、速やかに適正な処

理を行われたい。 

 

 

（１）御指摘のとおり、指定管理者の印が、「共同事

業体の代表者として委任された代表者の印」とな

っていなかったので、指定管理者の印を「共同事

業体の代表者として委任された代表者の印」に改

めました。 

今後十分注意し、適正な事務処理に努めてまい

ります。 

（２）年度協定書に基づく精算費目の精算や業務内容

説明書に基づく月次報告書の提出を、定められた

期日までに行わなかった事例があるので、確実に

なされたい。 

（２）年度終了後 50日以内に精算を完了するよう徹

底します。また、業務内容説明書に基づく月次報

告書の提出について、今後は期日までの提出を厳

守します。 

（３）精算費目の精算にかかる実績報告書において修

繕料の執行額に誤りがあったほか、業務内容説明

書では自主事業業務と指定管理業務の経理は区分

して整理することとしているのにかかわらず収支

決算書に自主事業の記載があるなど収支決算書が

誤っていたので、正確な収支報告をされたい。 

（３）実績報告書の金額誤りや収支決算書の記載誤り

については、帳簿との突合を十分行うとともに、

自主事業業務と指定管理業務の区分の確認も含

め、複数の職員によるチェック体制に強化するな

ど、適切な事務処理に向けて体制の見直しを行い

ました。 

 

（４）基本協定書では自主事業の実施に当たっては事

前に計画書を提出し承認を得ることになっている

が、提出なく行った事業があったので適切に処理

されたい。 

 

（４）自主事業の実施に当たり、年度が始まる前の事

業計画書で承認を得ていますが、年度途中での計

画変更や新規事業については、担当課より平成 29

年 11 月下旬に年度途中での計画変更や新規事業

の承認様式が定められたため、これに則り適切な
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対応をしてまいります。 

 

○ 平塚市営住宅及び共同施設 

所管課：都市整備部 建築住宅課 

（指摘事項） 

（１）年間事業報告書の収支報告決算額に誤りがあっ

たが確認が漏れていたので、正確な収支報告を指

定管理者に指導するとともに、適正な経理状況の

把握に努められたい。 

 

（１）正確な収支報告の徹底を指導するとともに、担

当課においては複数人によるチェックを必ず実施

する等、収支報告書の誤りを見逃すことが無いよ

う注意します。 

（要望事項） 

（１）施設修繕料については実績による精算費目とさ

れていないことから、入居者の安心・安全な住環

境の確保をするために必要な経費負担の在り方に

ついて行政と指定管理者双方で検討されたい。 

 

（１）過去の修繕実績を把握しながら、入居者の安

心・安全な住環境の確保に支障をきたさないよう、

指定管理者と密に情報共有と修繕対応を行いま

す。また、緊急性や利便性などを行政と指定管理

者双方で総合的に判断した上で施設修繕を行いま

す。 

 

指定管理者：株式会社東急コミュニティー 

監査の結果 措置の内容 

（指摘事項） 

（１）月次事業報告書及び年間事業報告書の収支報告

の金額に誤りがあったので、正確な収支報告をさ

れたい。 

 

 

（１）収支報告書については、請求書等の帳票との照

合について指定管理者管轄支店担当者、担当者上

席、及びサービスセンターで行うとともに、収支

報告書（電子データを含む）の入力結果について

指定管理者管轄支店担当者以外の社員の確認を追

加し、正確な収支報告をいたします。 

（２）基本協定書に基づき本業務に固有の銀行口座は

開設されているが、実際には固有口座での資金の

管理がされていないため他の事業との会計区分に

ついて不明瞭であり、また関係帳簿で確認できな

い経費が一部あるので、適切に処理されたい。 

 

（２）本業務は経費の支出に対する指定管理料の入金

が後払いであり、指定管理者が経費を前払いして

いることから、固有の銀行口座での資金管理（現

金残高での管理）は不可の状況です。 

そのため、会計区分については関係帳簿にて管

理を行うこととしますが、関係帳簿と収支報告書

の照合を毎月実施するとともに、平成 28年度にお

いて指定管理者が帳簿非開示としていた経費の確

認については、平成29年度以降、領収書等の帳票

にて確認出来るようにいたしました。 

 

○ 平塚市軟式庭球場、平塚市桃浜町庭球場及び大神スポーツ広場 

所管課： 社会教育部 スポーツ課 

（指摘事項） 

（１）収支決算書に誤りがあったので、正確な収支報

告を指定管理者に指導するとともに、適正な経理

状況の把握に努められたい。 

 

 

（１）収支決算書の修正をするよう指導するととも

に、経理状況を把握するため指定管理者で定めた

経理規定に基づいた経理事務を行うよう指導いた

します。 
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今後も報告書等の確認を徹底し、適正な事務の

執行に努めます。 

 

（２）基本協定書に定められている第三者に対する

委託について、事前に書面による承認を得るこ 

となく委託された業務があったので、適切な対処

を指定管理者に求めるとともに、業務の履行確認

を確実に実施されたい。 

 

（２）平成 29年度から第三者に対する委託について

は、事前に書面による申請及び承認を得てから委

託するよう指導し、業務の履行については履行状

況を毎月の打合せや月例報告書にて確認いたしま

す。 

 

指定管理者：平塚市庭球場運営管理共同事業体 

監査の結果 措置の内容 

（指摘事項） 

（１）月例報告書において管理経費等の収支状況が

正しく作成されておらず、また収支決算書におい

ても誤りがあったため、正確な収支報告をされた

い。 

 

 

（１）収支については、帳簿に基づいた収支状況をご

報告いたします。また、収支決算書については出

納簿等を作成し、内部監査を実施した上ご報告い

たします。 

（２）経理規定は共同事業体として整備していたが、

定められている書類等の作成や提出について一部

行われていないものがあったので、適切に対処さ

れたい。 

 

（２）経理規定に基づき、関係帳簿等を作成いたしま

す。 

（３）出納関係帳簿の記載について、流用の実績を反

映していない誤りがあったため、正確な経理を行

われたい。 

（３）流用する際には、事前に市と協議し、書面にて

相互確認の上、経理処理を行います。 

（４）基本協定書に定められている第三者に対する

委託について、事前に書面による承認を得ること

なく委託した業務があったので、適切な事務を行

われたい。 

 

（４）平成 29年度より第三者委託に関して、事前に

市の承諾をいただいております。 

 

指定管理者制度の所管課：企画政策部 資産経営課 

監査の結果 措置の内容 

（要望事項） 

（１）民間事業者のアイデアを活かして住民サービス 

の向上、効率的・効果的な施設の運営、また行政

コストの削減を図ることは指定管理者制度導入の

目的でもあり、その成果は上がっているものと考

えられる。しかし今回の監査対象では、提出され

た収支決算書の全てに誤りが見受けられるなど、

協定書等で定められた事項の遵守や事業計画、事

業報告の確認について事業担当課の関与が充分で

ないことが明らかになった。 

 

（１）指定管理者制度の運用にあたっては、事業担当

課と、制度運用に関する情報交換を行い、課題や改

善事項の把握に努めております。 

決算審査意見書を踏まえた業務内容の確認とし

て、事業計画書に基づいた業務の遂行、予算・決算

の乖離の有無等を常に意識した上で、指定管理者を

指導、監督していくことが求められている旨を各課

長宛て通知により周知いたしました。 

また、今年度の指定管理監査の結果や指摘事項
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指定管理者制度のさらなる効率的・効果的な運

営のためにも、細部にわたり指導、監督を徹底す

ることを求める。 

 

への対応について関係各課で情報共有し、適切な事

務を行うために連絡調整会議を開催しました。 

さらに、事業担当課が、日常業務の中で生じた

管理運営上の課題や対応等について協議すること

で、指定管理業務に関する指導を行いました。 

今年度内には「平塚市指定管理者制度運用の手

引き」等の見直しを事業担当課と連携して行うこと

で、事務・経理等の運用面の精度を高め、指定管理

者制度導入施設のサービス向上につながるよう努

めてまいります。 

 

（４）  決算審査（法第 233条第２項） 

 ○ 平成 30年度に実施した決算審査 

ア 平成 29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29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 30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 30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 29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 1,174万余円(3.0％)増加し、医業費用が８億 3,010万余円(6.9％)

増加した結果、当年度純損失が８億 6,248万余円となった。また、病院経営の指標となる医業収

支比率は 83.1％で、前年度と比較して 3.2ポイント低下した。 

（ｃ） 総括意見 

平成 29年度の収支状況をみると、医業収益は 106億 2,403万余円となり、前年度より３億 1,174万

余円（3.0％）増加した。内訳をみると、収益の根幹である入院収益が前年度より２億5,517万余円（3.5％）

増加、外来収益も 6,448 万余円（2.4％）増加している。これは、主に入院患者数及び外来患者数は減

少したものの、救命救急センターの指定等により、今まで以上に重症・重篤な患者への医療を提供する

ことで診療単価（患者１人1日当たり診療収入）が増加したことによるものと考えられる。 

一方、医業費用は 127億8,602万余円となり、前年度より８億3,010万余円（6.9％）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 3,477万余円（1.6％）減少しているものの、資産減耗

費が6億4,151万余円（5,366.3％）増加、給与費も２億652万余円（3.0％）増加している。これは、

市民病院整備事業で南館を取り壊して除却費を計上したこと、医師及び看護師を臨時職員として採用

したことで賃金が増加し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 21億6,198万余円の赤字となり、前年度より損失額が５億1,835万余円増

加し、医業の収益性を示す医業収支比率は 83.1％と前年度より3.2ポイント低下した。 

平成29年度は、今後９年間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。）の計画初年度となる。この将来構想では、平
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成32年度までの当初４年間の収支等を目標として数値化している。平成 29年度の収支結果を目標と

比較すると、医業収益及び医業収支比率は目標に達しなかった。患者数、特に入院患者数が目標に満

たなかったことが主な要因と考えられる。市民病院整備事業における各種工事等の影響で患者数は減

少するとの予想（目標値）であったが、結果は予想を上回る減少となった。 

他方、診療単価は目標を超える結果となった。市民病院が目指す、政策的医療である小児・周産期

医療を担いながら高度医療、急性期医療を提供する地域の中核病院に向けて、着実に体質改善が進ん

でいるものと評価できる。あとは、持続的な健全経営のために患者数を増やすことが肝要である。そ

のためには、消防や地域の開業医とのさらなる連携や、新しい市民病院の姿を地域住民に周知する広

報活動等を積極的に進めるとともに、高度な医療を支える医師や看護師等の医療体制の整備、患者へ

の接遇も含めた医療・看護の質の向上等への継続的な努力が必要であろう。また、昨年度より増加し

た医業費用については、目標として見込んでいた増加額より低くなったものの、今後も引き続き費用

抑制策を進めることが重要である。 

平成25年度に本格的に始められた市民病院整備事業では、既に新館が完成し、平成29年度は南館

の解体工事を実施した。今後は、整備された施設や新たな高度医療機器を最大限に活用し、将来構想

に沿って平塚市民病院が今まで以上に地域住民に信頼され、選ばれる病院となるよう、病院事業管理

者をはじめ全職員が総力をあげ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 

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、下水道事業の平成 30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 29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 4,799万余円(1.0％)減少し、営業費用が１億 8,877万余円(3.1％)増加

した結果、当年度純利益が７億 8,296 万余円となった。また、下水道事業の経常収支比率は

110.1％で、前年度より 1.9ポイント低下した。 

（ｃ） 総括意見 

    平成 29年度の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、収益合計が 82億 4,144万余円、費用合計が 74億 5,847万余円となり純利

益は前年度に比べ 7,329万余円（8.6％）減少の７億8,296万余円であった。 

経営状況については比率が高いほど経常利益率が高いことを示す経常収支比率が前年度と同

程度の 110.1％となり、財務状況については比率が高いほど短期的な支払能力が高いことを示す

流動比率が 49.0％と前年度に比べ上昇した。 

一般会計からの繰入金については、繰入総額が前年度に比べ 3,137万余円（0.8％）減少の 38

億 9,800万円であるが、市の財政状況の厳しさを考慮し、企業会計としての実績を積む中で引き

続き削減に努力されたい。 

また、公共下水道使用料の徴収は神奈川県への委託業務ではあるものの、納期限を過ぎた下水

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、その回収に取り組まれたい。

あわせて下水道使用料の適正化の観点から、未収金の回収とともに下水道未接続家屋の解消に努

められたい。 

下水道を取り巻く環境は人口減少や節水意識の高まりなどにより、下水道使用料収入となる有

収水量の増加が見込みにくい状況にある。そうした中で平成 29 年度は平塚市下水道中期ビジョ

ン改訂版の施策を推進し、下水道事業を将来にわたり安定して継続していくために、具体的な施

設管理目標及び長期的な改築のシナリオを想定した公共下水道ストックマネジメント実施方針
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の策定や、経営基盤の強化と財政マネジメントの向上に向けた下水道事業経営戦略の策定に着手

しているが、一方で自然災害の甚大化や頻発化、施設の老朽化など、下水道事業をめぐる課題へ

の対応にはスピード感が求められている。今後とも下水道事業への市民の理解を高めるため積極

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。 

 

イ 平成 29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 29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 1,670億 1,943万余円、歳出 1,612億 7,768万余円

となり、前年度に比べ歳入は 101億 7,799万余円（6.5％）増加し、歳出も 100億 7,362万余円

（6.7％）増加した。歳入から歳出を差し引いた形式収支は、57億 4,175万余円であった。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 52億 7,419万余円の黒字となり、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３億 1,912万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、

３年間の平均で 0.972と前年度に比べ 0.002ポイント上昇し、単年度は 0.973と前年度と同じに

なったが、平成 22 年度から８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 4.7％となり、前年度に比べ 0.6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、前年度と同じになったが、引き続き財政が硬直化した状

態となっている。 

ｃ 一般会計 

   一般会計についてみると、歳入総額は 860億 8,392万余円で、前年度に比べ 10億 1,421万余

円（1.2％）増加し、歳出総額は 824億 3,135万余円で、前年度に比べ 13億 584万余円（1.6％）

増加した。実質収支については 31億 8,501万余円の黒字となり、単年度収支は１億 7,277万余

円の赤字となった。また、実質単年度収支は５億 2,063万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、５会計合計の歳入総額は 809 億 3,551 万余円となっており、前年

度に比べ 91億 6,377万余円(12.8％)増加した。また、歳出総額は 788億 4,632万余円で、前年

度に比べ87億6,778万余円(12.5％)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 20億 8,918万余円の黒字で、単年度収支も４億 9,189万余円の黒字となった。 

ｅ 総括意見 

平成29年度は、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向けたひらつかリトアニア

交流推進実行委員会の立ち上げをはじめとして、「手をつなぎたくなる街 湘南ひらつか」の積

極的な発信がなされた。 

そうした中で一般会計・特別会計合わせた平成29年度の決算額は、歳入歳出ともに増加したが、

単年度収支では、一般会計は２年ぶりに赤字となり、特別会計は昨年度に引き続き黒字となった。 
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財政構造の弾力性等をみると、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み

られるものの、公債費比率、実質公債費比率が増加していることから、今後、将来負担の増加に

十分留意されたい。 

予算事業で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

歳入確保を進め、８億6,000万円を超える財政健全化効果額が生じている。 

歳出においては、義務的経費である人件費、公債費、扶助費がいずれも増加しており、特に扶

助費においては近年増加が続いているなど、今後も義務的経費が増加することによる財政運営の

柔軟性への影響が懸念される。選ばれるまち・住み続けるまちを具体化するためにも、さらに財

政健全化に取組まれるとともに選択と集中による効率的・効果的な財政運営に努められたい。 

平成29年度は、平成29年の人口において社会増が自然減を上回り、特に子育て施策の成果とし

ては０歳から４歳の転入超過の数が県内自治体で最も多くなるなど、選ばれるまち・住み続ける

まちの実現へ向かう手応えが得られた年であった。この流れを緩めることのないよう、シティプ

ロモーションの充実を図るとともに、平塚市総合計画～ひらつかＮＥＸＴ～に掲げられた重点施

策を着実に推進し、次の世代へたしかな平塚をつなぐために市民と共に職員一丸となって取組ま

れることを望むものである。 

 

（５）  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 29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 29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 30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た。 

 

健全化判断比率 平成29年度 平成28.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 2.4％ 2.2％ 25.0％ 

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 27.4％ 16.7％ 350.0％ 

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 29年度 平成 28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である。 

 

（６）  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） 病院事業会計及び下水道事業会計 

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。 
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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。 

なお、平成 29年度の住民監査請求事例はなかった。 

（１） 年度別請求件数等(過去５年間)  

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) 

25 1 ― 1 ― ― 

26 1 ― ― 1 ― 

27 1 ― ― 1 ― 

28 ― ― ― ― ― 

29 ― ― ― ― ― 

（２） 請求事案及び処理結果(過去５年間) 

請求年月日 事案 通知年月日 処理結果 

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 
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３ 監査の体制 

（１） 監査委員（４人）（平成 30年 10月１日現在） 

○ 識見監査委員 

代表監査委員（常勤）髙梨 秀美（平成 29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    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 30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 29年度を振り返って 

  

平成 30年（2018年）10月 

 

                        平塚市監査委員  髙梨 秀美 

                        同        大塚 政弘 

                        同        須藤 量久 

                        同        吉野 和美 

 

○ 平成 29年度は、新庁舎建設事業の２期工事が終了し、平成 30年１月に市役所本館としてグランド

オープンをしました。行政組織がまとまることで利便性も高まり、また市民に開かれた空間・気軽に

立ち寄れる場所になるとともに、市民の安心安全を守る拠点としての機能が整備されました。 

○ 取組から２年目となった平塚市総合計画～ひらつかＮＥＸＴ～では重点施策である「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、平成 29年度版実施計画の155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、歳入歳出ともに前年度に比べ増加し、実質収支及び単年

度収支は黒字となりました。また、財政構造の弾力性等をみると、経常収支比率は前年度と同率であ

ったものの、公債費比率、実質公債費比率が増加しており、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、これまでの組織の枠を超えた判断や処理を必要とする事項が増加する

とともに、既存の行政組織による命令系統では対応が難しい事案の発生もあると考えられます。そう

した際に、効果的で速やかな行政運営を行うために、制度や組織を柔軟に活用して庁内の英知を集約

し総合調整機能を充実させ、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

制を整えることを引き続き望みます。 

  


