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１ 監査の対象  
   市民環境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８月３１日現在の財務及び事務に関すること 
 
 
３ 監査の実施日 

市民環境部 国民健康保険課 平成２０年１０月７日 午前９時から 

     〃    戸籍住民課   平成２０年１０月７日 午前１１時から 

     〃   市民活動支援課 平成２０年１０月７日 午後１時３０分から 

     〃   ごみ減量課   平成２０年１０月７日 午後３時３０分から 

 
 
４ 監査の方法 
   監査の対象となった一般会計・国民健康保険特別会計・老人保健特別会計・後

期高齢者医療特別会計の下記項目について、市民環境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」 

  【国民健康保険課】 

① 特定健康診査の実施状況について 

  【戸籍住民課】 

① 住基カードの利用状況（設置施設別）について 

② 住基カード発行手数料（現金）の流れについて 

  【市民活動支援課】 

① 地域振興促進事業の採択要件と実績状況について 

② 石和温泉駅自転車駐車場の管理状況について 

  【ごみ減量課】 

① 狂犬病予防注射の接種状況とＰＲについて 

② 富士見地区環境整備事業の計画と実施状況について 

③ バイオディーゼル燃料精製事業の実績と今後の計画について 

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」 



 - 2 - 

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「滞納状況調書」 

14「賃貸借に関する調書」 

15「指定管理施設に係る修繕費の状況調書」 

16「郵便切手受払状況」 

17「現金出納検査」 

 
 
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８月３１日現在における市民環境部から提出された一般会計・国

民健康保険特別会計・老人保健特別会計・後期高齢者医療特別会計歳入歳出状

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、国民健康保険課、戸籍住民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。現金出納に

ついては、関係諸帳簿と照合した結果適正に行われていることを確認した。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 
   市民環境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厳しい財政状況であるため国民健康保険財政の長期試

算による財政計画を作成し、健全な運営を図られたい。 

②引き続き滞納縮減に取り組むとともに、国民健康保険か

ら社会保険へ加入した被保険者の国民健康保険喪失手

続きが迅速に行われるよう指導すること。 

国民健康 
保 険 課 

事務

事業 

③特定健康診査の受診率向上に向けた取り組みを図るこ

と。 

①使用されていない八代源泉については、地元と協議をす

る中で今後の方向性を明確にされたい。 
事務

事業 ②結婚相談所事業については、社会情勢の変化にともない

相談者のニーズも多様化していることから、事業のあり

方を検討し、事業内容の見直しを行うこと。 

市民活動 
支 援 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。 

事務

事業 

①バイオディーゼル事業におけるＢＤＦ燃料の精製量の

増加が見込まれるため、的確な消費拡大策を実施するこ

と。 ごみ減量課 
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。 
 
 
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

応措置が示された。 
 
【国民健康保険課】 
《指摘要望事項①》 
  平成２０年度から制度が変わるが、国民健康保険財政の試算をできるだけ早く作成すること。 
《対応措置の内容》 
  平成２０年度の制度改正で財政上大きな影響を及ぼす改正は次の２点です。 
  第１に、後期高齢者制度の発足により７５歳以上の方が後期に移行したため、７５歳以上の

方の保険税がなくなった。第２に、６５歳以上７４歳未満（前期高齢者）の方の医療費につい

て、全ての保険者間で広域化が図られ、加入者数に応じ前期高齢者交付金及び負担金で医療給

付費が平準化された。 
  上記の改正について、本年度分は本算時点で概算値で作成しましたが、実績値を見ないと長

期試算は難しいため、本年度確定値が出たところで長期試算を実施の予定です。 
《指摘要望事項②》 
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  滞納額の縮減に努めるとともに、収税課及び国民健康保険課で連携をとって収納について効

果が上がる体制を構築すること。 
《対応措置の内容》 
  現年度収納率は平成１８年度の 89.22％から 0.21 ポイント下がり 89.01％となっています。

県下全体に低下傾向が多く、県平均の収納率は対前年度比 0.38 ポイント減少しているところで

す。 

  未納世帯は全世帯 12,848 世帯のうち約３割にあたる 3,873 世帯が未納となっている。未納世

帯には短期証を発行して納付を促しているが、滞納者分析から社保加入しても喪失手続きに来

ない二重加入者の被保険者がかなりいると思われるので、資格を精査し不要な賦課を減らす作

業を実施している。また、今年度から納期を７月から毎月の８回に変更したことにより、６月

以前の納期が無くなったため、収納率が前年度同期から比較し低下している。 

  これらの被保険者等を対象に、現年度を中心に未納者に接触を図り、新たな未納を増やさな

いことにつなげます。収税課との連携については、データの共有を図れるよう努めます。 

《指摘要望事項③》 

  伝票の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》 

  伝票の決済日については、必ず記入するよう心がけている。 

 

【戸籍住民課】 

《指摘要望事項①》 

  住民基本台帳カードの即日交付を早期に実施すること。 

《対応措置の内容》 

  平成１９年１１月１日より、写真付き本人確認資料を持参した方を対象として即日交付を開

始しました。 

《指摘要望事項②》 

  住民基本台帳カードの取得について普及促進の努力を図ること。 

《対応措置の内容》 

 １．窓口来庁者を中心に、住基カードの取得勧誘を実施 

  平成２０年８月３１日現在の交付実績は、月平均で 230 枚の交付をしている。この数は、前

年度の月平均交付実績の 128％増加した。 

 ２．各種団体、民間企業への勧誘 

  市内在住の教職員をはじめ、市が雇用している臨時職員への勧誘及び笛吹農協職員や保育園

等への勧誘を実施。 

 ３．社会福祉協議会主催のボランティア祭りでの啓発 

  職員４名によるチラシの配布を実施。 

 ４．各行政区の公民館等の市民が多く集まる施設へのポスターの掲示。 

 ５．住基カード及び証明書自動交付機の広報番組放送 

  笛吹きらめきテレビ（御坂・一宮地区のみ放送）で放送。放送日、平成１９年１１月１６日、

１７日、１８日、２３日、２４日、２５日、放送時間約６分。 

《指摘要望事項③》 
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  自動交付機発行分の証明手数料については、各支所に統一した収納方法を提示し、日報等に

おいて窓口分と自動交付機発行分の手数料が明確になるようにすること。 

《対応措置の内容》 

  確認事項連絡票第 291 号により、指摘を受けた事項について各支所住民記録担当職員へ「窓

口分と自動交付機発行分の手数料」の取り扱いを明確にした収納金日報について連絡を行いま

した。 

 

【市民活動支援課】 

《指摘要望事項①》 

  行政相談、人権相談、消費生活相談業務について、社会福祉協議会に委託しているが、本来

行政で行うべき業務があると思われるので、他市の状況を調査し実施方法について検討するこ

と。 

《対応措置の内容》 

  総合相談窓口として本課に関わる役職は、行政相談員（５名）、人権擁護委員（１５名）、消

費生活相談員（６名）。担当部署は、それぞれ、総務省山梨行政評価事務所、法務省甲府地方法

務局人権擁護課、県民生活課消費生活担当、県民生活センター。行政相談については、年間２

回、春と秋に特設相談所を開設しているが、相談者はほとんどいない状況。人権擁護関係の相

談についても、国際連合が世界人権宣言採択を記念して定めた１２月１０日（人権デー）を中

心に、毎年人権週間として啓発活動を実施し、特設相談日も設置しているが相談者はなく、人

権擁護委員相互の学習会の場となっている。消費者生活相談については、消費者行政推進基本

計画に基づき「消費者庁」を発足するスケジュールが組まれている。内閣府では、消費者・生

活者の視点に立つ行政への転換を図るとして、地方の消費者生活センターを法的に位置づけ、

相談しやすい一元的な相談窓口化を目指している。 

  本市の予算化されている消費者行政予算は 309 千円、うち 256 千円は消費生活研究会に対す

る補助金である。社会福祉協議会への総合相談業務委託料は 1,000 千円を計上。相談業務は家

庭内トラブルから、問題になっている全国で 200 万人以上いるといわれている多重債務者まで

多岐にわたり、専門的な知識が必要とされているため、現在の市民生活担当職員では総合相談

窓口や県民生活センター、法テラスへの案内程度が限界である。しかしながら、年々相談者の

増加傾向が予想される多重債務者相談については、特設相談日を司法書士会協力の下、試行開

設する予定となっている。相談者の傾向を考慮し、継続開設を含め検討したい。 

《指摘要望事項②》 

  防犯灯および街路灯の維持に関する取扱い及び行政区への電気代の補助について検討するこ

と。 

《対応措置の内容》 

  春日居地区に支出していた電気の補助金については、春日居区長会の理解を経て平成２０年

度より廃止とした。 

  防犯灯の維持管理については、各区長から設置申請を受け、現地確認した上で電気料を各区

が負担することとし、市負担で新設・移設及び修繕をしているが、石和の球替え、石和、境川、

八代、春日居の電気料一部を市が負担している等、合併以来未だ調整ができていない。今後「笛

吹市防犯灯設置及び維持管理に関する要綱」を定め、各地域の理解を求めていきたい。 
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《指摘要望事項③》 

  交通共済の加入率が減少している状況である。加入促進を行い加入者の増加に努めるこ

と。 

《対応措置の内容》 

  県内の傾向として年々加入率が減少し、平成１９年度県では 34.3％、本市は 31.9％であ

る。市民向けの平成２０年度の加入依頼文書については、住民基本台帳（基準日２月１日）

を基に加入納付書を全戸配布している。納付は、指定金融機関をはじめ本庁及び支所にお

いても取り扱っているが、広報おしらせ版等においても広報し、加入率のアップに努めて

いきたい。 

《指摘要望事項④》 

  花と緑のまちづくり事業について、申請されている地域が偏っているので、市全域から

申請があるようにＰＲを行なうこと。 

《対応措置の内容》 

  記念樹配布事業については、平成１９年度末をもって廃止された。花苗配布については

「笛吹市花のまちづくり花苗配布要綱」に基づき、該当団体に主に春と秋の年２回、希望

する日時及び場所に配達するシステムをとっている。配布対象団体の前年実績は、石和地

区が圧倒的であるが、合併前から継続している団体が占める割合が高い。老人クラブにお

いては、年間を通じて育成していくことに生きがいを感じ、幼稚園や保育所及び学校にお

いては、快適な環境づくりに関わる実感や喜びを育てる良い機会になっている。平成１９

年度には、その実績報告を兼ねた写真を支所に展示し、他団体への啓発のためのＰＲを実

施した。 

  支所においても随時受け付けをしているが、支給対象花壇が公共空地であることや、面

積及び年間を通しての良好な管理育成が条件となっていることから、配布希望の地域性が

偏っていると考えられる。今後も各支所を通じて各区長会への啓発や、広報等への掲載に

よりＰＲに努めていきたい。 

《指摘要望事項⑤》 

  駅前自転車駐車場の場外駐車について、利用者のマナーの向上のための指導を行い解消

に努めること。 

《対応措置の内容》 

  駐輪場の管理委託について、（社）笛吹市シルバー人材センターに管理委託している。一

日のうち も混雑する朝のラッシュ時には、管理人の誘導により２～３階へ駐輪している。

利用者の自主的な行動も多く見られる。施錠したにも関わらず盗難という不幸な場面も見

受けられる。被害防止カメラの既設等万全を配しているが、笛吹警察署と連携をとり犯罪

防止に努めていきたい。 

  昨年１０月より本年３月まで、朝７時より８時半まで場内整理と指導を続けたことによ

り、利用者のあいさつやマナー向上につながり、現在整備された駅前広場の景観を損ねる

ことなく、安全・安心な、違法駐輪のない駐輪場となっている。 

 

【ごみ減量課】 

《指摘要望事項①》 
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  可燃ごみについては、収集場所のパトロール等により分別指導を行い、可燃ごみの削減を図

ること。 

《対応措置の内容》 

  可燃ごみ収集場所については、市内全域において約 1,250 箇所あり、排出時間も基本的に午

前８時頃までとなっている場合がほとんどであります。このことから、行政だけでの分別排出

指導及び外部委託においても限界があると考えられます。このようなことから、地区環境指導

委員ならびに区長等をとおし放送等による分別排出の協力要請を行っております。また、今年

度は、当初より地区要望に対しての出前説明会の開催を広報・区長会等に呼びかけました。こ

の結果、春先だけでも約３０回の説明会を開催しており、農閑期に向かう９月以降も順調に開

催要望がきており、市民の環境問題・ごみ減量の意識改革が進んでいるように思われます。今

後更にごみ減量を推進するため、バイオマスタウン計画との連携強化を図りながら、説明会等

をとおし減量意識の改革向上に努めます。 

《指摘要望事項②》 

  ごみ集積場造成工事において随意契約が行われていたが、今後、指名入札を行うなどの競争

原理を活用すること。 

《対応措置の内容》 

  平成１９年度においては、富士見地区環境整備事業・ごみ集積場付帯工事として、管財課の

指導を仰ぐ中で、富士見地区土木土建業者を中心とする見積入札による随意契約としたが、本

年度より競争原理の活用から一般競争入札において実施しています。 

《指摘要望事項③》 

太陽光発電事業の普及を図るため、補助金を増額して市民が関心を持つような事業推進を検

討すること。 

《対応措置の内容》 

  太陽光発電システム設備投資に対し、補助金を交付する事業となりますが、国においては平

成１７年度をもって「新エネルギー財団」からの補助が終了しました。市では引き続き単独補

助制度を設けておりますが、平成１９年度においては４８件、平成２０年８月現在においては

１７件の申請数に止まっております。制度については広報等により周知しておりますが、一般

家庭における発電システムで平均 200 万～250 万円かかることから、大幅な件数の増は期待で

きないのが現状であります。市においては、平成１９年度の御坂児童館への設置に続き、今年

度は庁舎南館へ設置を行います。今後も温暖化防止、環境保全の意識向上を目標に、広報・ホ

ームページ等を通じ事業の推進を図ってまいります。 

《指摘要望事項④》 

伝票の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》 

  課内におけるチェック体制を再度確認し、記入漏れのないよう気をつけております。 

 

 

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。 
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【国民健康保険課】 

《指定事項①》 

  特定健康診査の実施状況について 

《現状及び今後の方針》 

 １．特定検診（対象者 16,807 人、受診予定者 5,647 人、受診率 33.6％） 

 （１）集団検診：４月～１２月に市内７会場で、計５１日間実施予定。 

    ４月～８月実施状況：一宮・芦川・石和地区 計２２日間 

              対象者 8,951 人、受診者 2,064 人、受診率 23.1％ 

 （２）人間ドック：５月～１２月に１０委託検査機関で実施予定。希望者 1,138 人 

    ５月～７月実施状況：受診者 259 人 

 ２．特定保健指導（対象者 781 人、指導者 351 人、指導実施率 45％） 

 （１）動機づけ支援：集団健診受診者分＝市実施 人間ドック受診者分＝５検査機関に委託 

    ４月～８月実施状況：対象者 181 人、実施者 55 人、実施率 30.4％ 

              ①市実施分：対象者 171 人、実施者 48 人、実施率 28.1％ 

              ②委託実施分：対象者 10 人、実施者 7 人、実施率 70％ 

 （２）積極的支援：市実施 

    ９月から実施のため、一宮、石和地区の対象者にアンケート実施。 

    対象者 85 人、希望者 11 人 

 

【戸籍住民課】 

《指定事項①》 

  住基カードの利用状況（設置施設別）について 

《現状及び今後の方針》 

 ・本庁舎（平成 19 年度 6 月～3 月）1,233 件 （平成 20 年度 4 月～8 月）2,207 件 

 ・スコレー（平成 19 年度 6 月～3月）78 件 （平成 20 年度 4 月～8 月）73 件 

 ・御坂図書館（平成 19 年度 6 月～3 月）124 件 （平成 20 年度 4 月～8月）84 件 

 ・一宮図書館（平成 19 年度 6 月～3 月）85 件 （平成 20 年度 4 月～8月）72 件 

・八代支所（平成 19 年度 6 月～3 月）158 件 （平成 20 年度 4 月～8 月）109 件 

 ・境川支所（平成 19 年度 6 月～3月）63 件 （平成 20 年度 4 月～8 月）87 件 

 ・春日居図書館（平成 19 年度 6月～3 月）78 件 （平成 20 年度 4月～8 月）58 件 

《指定事項②》 

  住基カード発行手数料（現金）の流れについて 

《現状及び今後の方針》 

  住基カードの交付手数料については、笛吹市手数料条例の附則が４月１日付で施行されたこ

とにともない、平成２２年度（平成２３年３月３１日まで）まで無料とすることとなったため、

今年度の歳入はなし。 

 

【市民活動支援課】 

《指定事項①》 



 - 9 - 

  地域振興促進事業の採択要件と実績状況について 

《現状及び今後の方針》 

  （現状）平成１９年度より事業実施した。平成２０年度は、第１次（１月）、第２次（５月）、

第３次（９月）の募集のほか、その他新市の一体感を醸成する事業、募集時期との不具合事業

については別途審査して採用している。地域振興促進助成金交付要綱に基づき、市民活動の活

性化、新しい地域フレームの創出をねらいとした市民活動の支援を行っている。 

  平成１９年度１１事業（1,359,120 円）。平成２０年度第 1 次募集１１事業（2,512,962 円）、

第２次募集１０事業（1,987,269 円）、その他事業３事業（1,580,387 円） 

  （今後の方針）平成２１年度は、募集時期を随時募集に切り替え、市民活動団体の相談、要

望に応じていく。審査会を前年度末（２月）から１０月までの間に定期的に開催し、市民の社

会貢献意識の醸成につながるよう支援していく。 

《指定事項②》 

  石和温泉駅自転車駐車場の管理状況について 

《現状及び今後の方針》 

  （現状）１階は自転車 90 台、ミニバイク 45 台。２階は自転車 145 台、ミニバイクなし。３

階は自転車 150 台、ミニバイクなし。合計では自転車 385 台、ミニバイク 45 台。自転車等の基

本駐輪台数は以上のとおりだが、実際にはそれ以上利用されており、通路等へ駐輪されている

こともある。原因は、利用者のマナーと所有者不明等の自転車等が長期にわたり施設を占用し

ているためと思われるため、対策として次のことを実施している。 

  ①職員による早朝の駐輪等指導（不定期） 

  ②シルバー人材センターへ午前７時から９時まで駐輪指導の委託（月曜日から金曜日） 

  ③所有者不明等の自転車等の撤去（年一回ほど） 

  （今後の方針）上記対策を継続して実施していくとともに、管理委託先であるシルバー人材

センターと連絡をこれまで以上に取り合い、また、利用者の意見を取り入れながら、駐輪場の

管理徹底を図っていく。 

 

【ごみ減量課】 

《指定事項①》 

  狂犬病予防注射の接種状況とＰＲについて 

《現状及び今後の方針》 

  平成１９年度末における登録頭数は 6,653 頭である。４月から５月中旬の間において狂

犬病予防注射を行い、接種頭数は 5,104 頭であった。接種率は 76,7％であり、県内の平均

的な接種率となっている。これら接種率の低下は、県衛生薬務課によると発症例がなく危

機感の希薄も要因と考えられるとのことである。また、老犬や病気などによる予防注射不

可能犬もいるため、これらも要因と考えられる。ＰＲについては、広報等による啓発をは

じめ、予防注射時に動物愛護リーフレットを作成し配布した。 

《指定事項②》 

  富士見地区環境整備事業の計画と実施状況について 

《現状及び今後の方針》 

  この事業は、甲府市環境センター建設にともない、環境面での不安を考える中での理解、
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協力に対し隣接する富士見地区（１０区）への環境整備事業であります。現在の状況とし

て、基金による土地購入が６区終了し、今年度内において２区が契約完了となる見込みで

ある。内訳は平成６年度において恵比寿公園竣工、平成１８年度において４区（河内・砂

原・小石和・井戸区）の土地買収、平成１９年度において今井、東高橋、小石和の追加の

土地買収を行い、平成２０年度において東油川、砂原の追加買収を行う予定であります。

残りは２区となるが、地元との協議を重ねながら早急に事業完了に結びつけたいと考えて

います。造成等の付帯工事については一般財源で対応しており、基金の取り扱いについて

は、財政課及び管財課と十分な協議を重ねております。用地取得については、公拡法を適

用し 1,500 万円の特別控除を受けています。 

《指定事項③》 

  バイオディーゼル燃料精製事業の実績と今後の計画について 

《現状及び今後の方針》 

  ＢＤＦ事業については、平成１８年度において検討を開始。７月に検討委員会を設立し協議

を重ね、同年１０月より試行的に回収を開始し、平成１９年２月にプラントを竣工しました。

対象油は植物性に限り、処理能力は日量 100 リットルとするものです。平成１９年３月より学

校・保育園等からの回収を本格化し、１０月からはモデル地区に限り一般家庭からも回収を始

めました。平成１９年度回収実績は 10,380 リットルであり、精製量は 7,000 リットルでありま

した。本年度からは市内全域の一般家庭を回収対象に加えており、今までの月平均は約 800～

1,000 リットルとなっています。今後の計画として市内旅館、ホテル等も対象と考え、年度内

においてモデル的に回収を始める予定であります。 


