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１ 監査の対象  
   総務部に係る財務に関する事務の執行状態並びに事業の管理状態について監

査を実施。 
 
 
２ 監査基準日・監査の範囲  
   平成２０年４月３０日現在の財務及び事務に関すること 
 
 
３ 監査の実施日 

総務部 総務課    平成２０年６月３日 午前９時から 

    〃   管財課    平成２０年６月３日 午前１１時から 

    〃 税務課    平成２０年６月３日 午後１時３０分から 

    〃 収税課    平成２０年６月３日 午後１時３０分から 

 
 
４ 監査の方法 
   監査の対象となった一般会計の下記項目について、総務部から提出された資料

に基づき説明聴取を行うとともに、関係帳簿、証憑書類の突合及び計算突合等に

より関係諸記録を相互に付き合わせ、その記録又は計算の成否を確かめた。 
    １「平成１９年度定期監査指摘要望事項についての取組み状況について」 

２「職員の事務分掌表」 

３「主要事務事業の概要」 

４「懸案事項及び業務に関する問題点」 

５「指定事項調書」 

  【総務課】 

① 人事評価制度の状況について 

② 指定管理の協定内容の検討状況について 

③ 笛吹市団体に対する補助金等の適正化に関する規則による対象団体

の認定、実績報告の検証事務の状況について 

④ 公用携帯電話の使用状況と契約内容について 

⑤ 大規模地震発生時の職員行動計画等の作成について 

  【管財課】 

① 平成１９年度の入札結果（件数、落札率等）の状況について 

② 単価契約の状況と実売価格との比較について 

③ 未使用施設の利用計画について 

④ 土地開発基金で購入した土地の活用方法と買い戻しについて 

⑤ 工事検査の方法と成績採点表の作成方法について 

  【税務課】 

  ① たばこ販売業者組合補助金の指導状況について 
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  【収税課】 

  ① コンビニ収納、インターネット競売等の収納対策への取り組みにつ

いて 

６「委託契約（一般委託）（予定）調書」 

７「委託契約（工事関連委託）（予定）調書」 

８「負担金補助及び交付金支出（予定）状況調書」 

９「工事請負実施（予定）調書」 

10「公有財産購入に関する調書」 

11「歳入状況調書」 

12「歳出状況調書」 

13「賃貸借に関する調書」 

14「郵便切手受払状況」 

 
 
５ 監査の着眼点 
  監査にあたり次の点に着眼し監査を行った。 

・ 事務事業が法、条例規則等に則り適正に行われているか。 
・ 住民サービス向上の観点から、現行の事務事業が適正なものか否か。 
・ 歳入歳出予算の執行が適切に行われているか。 
・ 契約事務の手続は適切か。 

 
 
６ 監査の結果 
（１）予算・財務に関する事務 
   平成２０年４月３０日現在における総務部から提出された一般会計歳入歳

出状況調書の金額は、監査の結果関係帳簿等の記載金額と一致し適正に執行さ

れていた。郵便切手については、総務課、税務課、収税課において所有してい

るが、保管枚数と受払簿に間違いはなく、適正に管理されていた。支出伝票関

係については、検査の結果適正に処理されていた。 
 
（２）事務・事業の執行状況 
   総務部に係る主な事務事業の執行については、良好であると認められる。 
   なお、監査において気がついた点を後述するので、今後適切な措置を講じら

れたい。 
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７ 指摘・要望事項 

①消防団の再編については、地域の協力を得ながら、なお

一層の推進を図られたい。 事務

事業 ②指定管理者制度における市と指定管理者の施設等の修

繕費の負担割合については、総合的に検討すること。 

①食料費の支出について、請求書に人数、単価の記載があ

るか確認を行うこと。 

総務課 

伝票に

ついて ②伝票に決済日が記入されていないものが多いので、必ず

記入すること。 

①合併前に取得した基金財産のあり方、既に事業化された

土地の買い戻し等について庁内で検討し、方向性を明確

に示し実行すること。また、今後の運用については、土

地開発基金運用規程に基づく適正な処理を行うこと。 
事務

事業 

②市の未利用施設についての利用計画を作成すること。 
管財課 

伝票に

ついて 

①伝票に決済日が記入されていないものが多いので、必ず

記入すること。 

①地方税の電子申告（el-tax）への取り組みを推進された

い。 
②コンビニ収納については、市民にわかりやすく広報され

たい。 
事務

事業 
③青色申告会への補助については、内容の精査を行うこ

と。 

税務課 

伝票に

ついて 

①伝票に決済日が記入されていないものが多いので、必ず

記入すること。 

①税源委譲により収納率の向上は市の財源確保に直結す

ることから、より一層の収納率向上に努力されたい。 事務

事業 ②委託業務契約について、事業名称と契約名称が異なるも

のがあったので、名称の統一を図ること。 
①伝票に決済日が記入されていないものが多いので、必ず

記入すること。 

収税課 

伝票に

ついて 
②決済印のもれがないよう注意すること。 

 
 
８ 前年度定期監査指摘要望事項に対する対応措置について 
  平成１９年度定期監査において指摘された事項については、以下のとおりその対
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応措置が示された。 
 
【総務課】 
《指摘要望事項①》 
  人事評価の導入については、職員の建設的な発想を阻害するなどのデメリットが無いよう慎

重に進め、人材育成や組織が活性化するような制度となるよう検討すること。 
《対応措置の内容》 
  行政課題を解決するため、個人が自身の目標を定め、また意識することにより意欲や能力を

高め、効率的な行政運営を行うことができるようにすることが人事評価制度の目的である。ご

指摘のとおり、個人の意欲を減退させるような制度にならないよう構築することが最も重要で

ある。このため、19 年度において手引きの見直しや各業務担当の意見などの聞き取り、職員組

合との意見交換、試行段階で部署により差のある取り組み状況への指導などを行い、評価の手

引きの修正を行ってきた。この取り組みを進展させ、職員全員の本格導入に向け、さらに検討

すべき課題はあるが、評価者がこの制度を活用し、いかに職員の育成を図るか。そのためには

目標設定から評価までのサイクルにおいて、指導助言し評価する立場である評価者の取り組み

姿勢が重要である。平成 20 年度においては、全員が本格的に取り組むとともに、課長職につい

ては、この結果（評価）を 21 年の給与に反映することとしているが、職員組合等との協議や検

討を重ね、手引きの改善を図ることとしている。 
《指摘要望事項②》 
  消防団の再編については、地域の意見を聞きながら、合理性、経済性を考慮し、市が主導に

なり進めていくこと。 
《対応措置の内容》 
  消防団は現在 7 分団、99 部から構成されていますが、一宮分団、御坂分団、境川分団、芦川

分団は、他の分団に比べ、一行政区に一部と部数も多く、再編が急がれております。合併から

4 年目を迎えるにあたり、これまで御坂分団において 1 部が統合した経過がありますが、その

後の進展がなく、分団でも積極的な推進の意見が出ております。現在、消防団幹部会において

も、分団部統合については検討されており、消防施設の効率的な配備の点からも検討が進んで

おります。市では、想定される消防団部数の規模を示すなど消防団の理解を求めながら、検討

協議を進めていきます。そのためには、現役の団員の意見はもちろんのこと、当該行政区の意

見を参考に部統合を進めていきます。 
《指摘要望事項③》 
  市内の旧町村境における消防団の出動範囲については、迅速な対応ができるよう、隣接する

他分団の出動についても検討願いたい。 
《対応措置の内容》 
  市内の火災対応については、消防本部の対応が基本となり、消防団は後方支援が主な活動に

なりますが、火災状況によっては、消防団の機動力も大きな力となります。現在、建物火災、

林野火災については、消防団が出動することになっており、基本的には火災発生地区の分団が

対応しております。消防団車両も機械化されており、旧町村境の火災についても迅速に対応で

き、火災延焼の危険は極めて低いものと考えられます。現在は、むしろ火災現場に消防車両が

集結することにより、近隣の交通渋滞を招くことが危惧されることから、現在の応援出動体系
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が構築されております。一方「その他火災」については、様々な火災が想定され、草が燃えだ

したものから大きな火災まで考えられますが、その際も、地元の消防団部が出動し、火災の程

度を消防本部と協議しながら応援体制をとるなど、万全の体制をとるように確認を行っており

ます。その応援体制のなかで、分団同士の連携を図りながら、火災の程度で応援体制をとるこ

ととしております。 
《指摘要望事項④》 
  決済区分については、財務規則に基づいて処理すること。また、規則に改正が必要な場合は

検討すること。 
《対応措置の内容》 
  決済区分については、起案者から決裁者まで回議される全ての段階で、誤りがないようチェ

ックを徹底している。 
《指摘要望事項⑤》 
  携帯電話の料金については、適切に使用されているかチェックすること。 
《対応措置の内容》 
  53 台の使用状況について、毎月請求明細書によりチェックを行い、使用実態に応じた料金プ

ランの見直しを行っている。使用料金が特別多いようなケースでは、担当課にヒアリングを行

う予定。 
《指摘要望事項⑥》 
  伝票に決済日が記入されていないものが多いので、必ず記入すること。 
《対応措置の内容》 
  部長以上の決裁については、平成 19 年度途中から部長、副市長、市長がそれぞれ日付入

りの決裁印を使用している。課長決済については、課長の決済後担当者に戻して、記入漏

れを確認している。 
 
【管財課】 
《指摘要望事項①》 
  随意契約が多い。多くの業務で競争原理が働くよう、契約担当課として随意契約のあり方に

ついて検討すること。 
《対応措置の内容》 
  随意契約についての指針を作成している。基本的には、売買、貸借、請負その他の契約で、

その予定価格が、市財務規則第 188 条第 1 項に定める額を超えないものをするときとなってい

る。工事または製造の請負は、130 万円、物品の買い入れは 80 万円、委託 50 万円。また、そ

の性質、目的が競争入札に適しないものをするとき。予定価格が 10 万円以上のときは、なるべ

く 2 人以上から見積書を徴さなければならないとしている。 
《指摘要望事項②》 
  入札制度については、わかりやすく透明性のある運用を行い、制限付一般競争入札のメリッ

トが最大限発揮できるようにすること。 
《対応措置の内容》 
  事後審査型条件付一般競争入札は、入札参加者の手続きなどの負担を軽減し、意欲ある方が

幅広く入札に参加できる条件を確保することによって、安価でよりよい工事などを実現すると
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ともに、入札手続きの簡素化により、入札に関する事務の効率化を図ることを趣旨としている。

入札をして、予定価格の範囲内で、最も低い価格で入札した方から順に「落札候補者」として、

後日入札案件ごとに定める提出書類の審査を行い、審査に合格した方を落札者として決定する。

市のホームページや掲示板を確かめて、希望する入札案件があればＦＡＸで申出書を提出し、

入札日に定められた提出書類と入札書を持参して入札するだけです。よりいっそうの透明性、

公平性、公正性、競争性の向上を図る。 
《指摘要望事項③》 
  財産台帳の整備を早急に行うこと。 
《対応措置の内容》 
  行政財産については、財産台帳がある。普通財産については、エクセルで保存している。約

8,000 筆あり、一覧で見られ、図面で、地目、地番、面積も確認でき、航空写真でも確認でき

る。台帳で保存すると膨大な量になるので、エクセルで保存とした。 
《指摘要望事項④》 
  請求書と検収日の日付で整合性がとれないものがあったので注意すること。 
《指摘要望事項⑤》 
  伝票に決済日が記入されていないものが多いので、必ず記入すること。 
《対応措置の内容》 
  支出命令伝票錯誤集計をしているので、注意を払いチェックしている。 
 
【税務課】 
《指摘要望事項①》 
  入湯税の申告内容については、3 年に 1 回調査を行っているが、利用者からの預り金である

ので、なお一層の精査に努めること。 
《対応措置の内容》 
  入湯税の特別徴収義務者が平成 20 年 3 月末で 61 件あります。特別徴収義務者への調査は、

年間スケジュールの中で 20 件程度予定しています。また、期限後申告者、未納者への催促を勘

案して、実態調査対象者を決めたいと思います。 
《指摘要望事項②》 
  入湯税特別徴収交付金交付要綱の見直しについては、入湯税の適正申告、公平な税負担に資

するものとなるよう見直すこと。 
《対応措置の内容》 
  入湯税特別徴収交付金交付要綱どおり実施する旨を特別徴収義務者へ通知し、平成 19 年度分

から適用させました。 
 
【収税課】 
《指摘要望事項①》 
  税源委譲により収納率の向上は市の財源確保に直結することから、より一層の収納率向上に

努力されたい。 
《対応措置の内容》 
  平成 19 年度から税源委譲が本格導入され、市県民税の収納率低下が心配されました。本市に
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おいては、概ね 7 億円増が見込まれ、30 億 5 千万円の調定となりました。年度当初より、広報

等を利用し納税者に説明してまいりましたので、概ね昨年並みの収入を見込んでおります。 
《指摘要望事項②》 
  伝票に決済日が記入されていないものが多いので、必ず記入すること。 
《対応措置の内容》 
  課員に徹底し実施済み。 
 
 
９ 指定事項の回答について 
  本監査において、監査委員が指定した事項（指定事項調書）については、その現

状及び今後の方針が以下のとおり回答された。 
 
【総務課】 
《指定事項①》 
  人事評価制度の状況について 
《現状及び今後の方針》 
  行政課題を解決するため、個人が自身の目標を定め、また意識することにより、意欲や能力

を高め、効率的な行政運営を行うことのできるようにすることが人事評価制度の目的である。

19 年度において手引きの見直しや各業務担当の意見などの聞き取り、職員組合との意見交換、

施行段階で部署により差のある取り組み状況への指導などを行い、評価の手引きの修正を行っ

てきた。平成 20 年度においては全員が本格的に取り組むとともに、課長職については、この結

果（評価）を 21 年度の給与に反映することとしているが、職員組合等との協議や検討を重ね、

手引きの改善を図る。 
《指定事項②》 
  指定管理者の協定内容の検討状況について 
《現状及び今後の方針》 
  指定管理者制度は導入から 3 年目を迎え、現在対象 139 施設中 47 施設に導入しており、う

ち 22 施設は、平成 20 年度をもって指定期間が満了となる。これまでの運用状況検証のうえで、

さらに効果的な制度運用を図るべく、本年 4 月「笛吹市指定管理者制度に関する運用方針」を

作成したが、指定期間満了にともなう指定管理者の再公募にあたっては、事業実績に基づく適

正な指定管理料を設定するとともに、この運用方針に基づき細部のリスク分担などについても

協定上で明確にし、指定管理後のトラブル防止や利用者利便性を図るものである。 
《指定事項③》 
  笛吹市団体に対する補助金等の適正化に関する規則による対象団体の認定、実績報告の検証

事務の状況について 
《現状及び今後の方針》 
 （団体認定の状況） 
  平成 17 年度の認定（最長 5 年間の認定が可能）以降は、新規団体および新規事業の立ち上げ

による団体認定が主で、新たに登録する団体は年間 10 団体ほどである。 
 （実績報告の状況） 



 - 8 - 

  各団体より提出された実績報告内容について、各所管課に実績報告状況一覧への入力を依頼

し、一覧により報告状況を把握している。 
 （今後の方針） 
  実績報告状況一覧表の改良を行うことにより、より詳細な内容把握に努め、補助金の適正な

運用が図られるようチェック体制の構築を図りたい。 
《指定事項④》 
  公用携帯電話の使用状況と契約内容について 
《現状及び今後の方針》 
 （契約状況） 
  19 年度に各課単位で携帯電話の使用状況について報告および所有台数の見直しを行い、3 台

の契約を解除し、現在、総務課支払の携帯電話は 53 台となっている。市名義で契約しているた

めビジネス割引のほか、グループ割引、通話料一括割引の適用を受けている。 
 （使用状況） 
  主に現場など庁舎外に出ている際の連絡受信用として使用しているため、基本料金以内で使

用できているものが多い。消防用など緊急時に現場で連絡を取り合い使用する場合や、イベン

ト時に使用する場合については、料金が一時的に多くなるものもある。各携帯電話の使用料金

は月毎に集計し、使用状況の把握に努め、状況に合わせ料金プランの変更を行っている。 
 （今後の方針） 
  携帯電話の使用状況を確認しながら、必要最低限の保有台数、電話使用となるよう適正に管

理していきたい。 
《指定事項⑤》 
  大規模地震発生時の職員行動計画等の作成について 
《現状及び今後の方針》 
  市地域防災計画を基に、職員初動班行動マニュアルは、福祉班、水道班、商工観光班（滞留

旅客対策）、環境班について作成した。さらに、全職員に「災害対応ハンドブック」を作成し、

活用している。また、災害時要援護者支援登録については、検討準備を進め、20 年度早々に全

市の取り組みを始めた。 
 
【管財課】 
《指定事項①》 
  平成 19 年度の入札結果（件数、落札率等）の状況について 
《現状及び今後の方針》 
  平成 19 年度事後審査一般競争入札については、委託関係 58 件、契約金額 265,731,900 円、

落札率は 64％。工事関係は 246 件、3,297,704,550 円、落札率は 90％。物件関係が 42 件で、

301,984,895 円、落札率 76％。合計入札件数は 346 件、平均落札率 86.28％となっている。 
《指定事項②》 
  単価契約の状況と実売価格との比較について 
《現状及び今後の方針》 
  コピーカウンター料として、3,000 枚以下は 8 円くらい、10,000 枚以下では 2.5 円～3 円で

ある。ガソリン等の単価については、平成 20 年 5 月 16 日以降の納入分上限をハイオクガソリ
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ン 1ℓ169 円、レギュラーガソリン 1ℓ158 円、軽油 1ℓ 135 円である。石油情報センターデータ

によると、山梨県はハイオクガソリン 1ℓ171.1 円、レギュラーガソリン 1ℓ160.4 円、軽油 1ℓ 138
円である。 

《指定事項③》 
  未使用施設の利用計画について 
《現状及び今後の方針》 
  八代庁舎については、教育委員会、建設部が移転したことにともない、社会福祉協議会本所

移転について現在協議中である。 
《指定事項④》 
  土地開発基金で購入した土地の活用方法と買い戻しについて 
《現状及び今後の方針》 
  土地開発基金で購入した土地は、合計面積で 59,478 ㎡ある。現在活用していない土地は、御

坂町の水道用地と一宮町の山岳開発用地である。その他の用地については活用している。昨年

度水道課の受水槽用地については返済となっている。今後とも関係課との協議の中で、返済計

画をたてていく。 
《指定事項⑤》 
  工事検査の方法と成績採点表の作成方法について 
《現状及び今後の方針》 
 （工事検査） 
  工事の完成にともない、担当部署から依頼を受けたものに対し、完成検査を行っている。契

約書、仕様書及び設計書その他の関係書類の確認ならびに出来形、出来ばえの現地確認を実施

している。 
 （成績評定） 
  工事検査の結果をもとに、主任監督員（工事担当者）、総括監督員（担当課長等）及び検査員

にて評定を行っている。成績評定採点表様式については、平成 20 年度より県様式との統一を図

っている。 
 （今後の方針） 
  工事検査は発注時期を含めた調整。また、工事の品質確保のため、書類の簡素化を含めた工

事書類の統一化等担当課と協議し進めたい。成績評定は、今後入札業務にかかわることが予想

されるため、担当職員との研修会を開き評定の均等化を図りたい。 
 
【税務課】 
《指定事項①》 
  たばこ販売業者組合補助金の指導状況について 
《現状及び今後の方針》 
  財政支援団体監査の結果により笛吹市たばこ販売業者組合と協議を行い、規約に組織を追加

し、支部の活動内容も明記するよう指導しました。（平成 20 年度総会は 6 月実施予定） 
  研修会等参加にともなう旅費支給についても、規程を整備するよう指導しました。 
  ライターの統一した名入れは、各支部単位で状況が違うため困難ということでしたが、一括

購入できるよう役員会などで検討するよう指導しました。 
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【収税課】 
《指定事項①》 
  コンビニ収納、インターネット競売等の収納対策への取り組みについて 
《現状及び今後の方針》 
  コンビニ収納については、税務課が中心となり平成 21 年度導入に向け検討を進めており、イ

ンターネット公売については、昨年度は研修等への参加を積極的に行った。本年 3 月、ヤフー

株式会社へ登録申請を行い、今秋実施に向け準備を進めている。 


