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１ 監査の対象  

  建設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１１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 

建設部 区画整理事務所   平成２１年１月２０日 午後１時３０分から 

〃  管理総務課     平成２１年１月２０日 午後３時３０分から 

〃  土木課       平成２１年１月２１日 午前９時から 

〃  まちづくり整備課  平成２１年１月２１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、建設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」 

  【区画整理事務所】 

① 区画整理事業の進捗状況と今後の事業計画 

【管理総務課】 

① 市営住宅の耐震診断の状況 

② 公共物使用許可の状況と使用料の徴収状況 

【土木課】 

① 地区要望に関する優先順位の決定方法と要望への対応率 

② 工事設計を委託とする場合の基準および委託設計成果品の審査手順 

     【まちづくり整備課】 

① 公園遊具の老朽化対策、安全点検体制について 

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「工事請負実施関連（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」 



 

- 2 - 

15「指定管理施設に係る修繕費の状況」 

16「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１１月３０日現在における建設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。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。な

お、郵便切手は区画整理事務所で該当があったが、受払状況については、切手

保管枚数と受払簿に間違いがなく、受払が適正に行われていたことを確認した。 

 

 （２）事務・事業の執行状況 

    建設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。 

 

 

７ 指摘・要望事項 

①区画整理事業の終了年度が迫っている。未執行となっている

事業については、法令に則り、関係機関等と十分協議しなが

ら、慎重且つ毅然とした体制での取り組みを図られたい。 

②石和駅前土地区画整理推進協議会活動費補助金については、

事業目的が達成された時点で終了できるようにすること。 
事務

事業 

③石和温泉駅前広場運営協議会負担金については、新規事業で

あり、内容等が十分把握できないので、事業終了後速やかに

決算書の提出と内容説明をお願いしたい。 

区画整理 
事務所 

伝票

につ

いて 

①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。 

①市営住宅使用料の滞納については、引き続き縮減に努力する

とともに、高額滞納者については保証人と交渉するなど、早

急に具体的な対策を講じること。 事務

事業 
②雇用促進住宅の購入については、建物の状態や価格、入居希

望など多角的に検討し、結論を出すこと。 
管理総務課 

伝票

につ

いて 

①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。 
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①相当数の測量、設計業務が委託されている。職員配置のあり

方について担当部局と連携し、より効率的な事業執行体制の

整備を図ること。 

②市内におけるリニア実験線の建設工事が開始されたが、工事

にともなう土砂運搬道路においては、万全な安全対策を講じ

られたい。 

事務

事業 

③年度末に完成が予定されている工事については、予定どおり

完成するよう管理監督を徹底されたい。 

土木課 

伝票

につ

いて 

①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。 

①市の直営により管理されている公園については、担当による

巡回、清掃等が行われている状況である。しかし、公園利用

者が増加する時期には、定期的な巡回、清掃のみでは十分な

管理ができない状況となることから、時期による巡回頻度の

見直し等により、常に快適な公園利用が図られるよう配慮さ

れたい。 

②公園遊具については、個々の遊具の状況に対応した適切な点

検頻度の設定、計画的な部材の交換、補修計画の策定等、遊

具の老朽化対策、安全点検体制の強化に取り組まれたい。 

③市財務規則では、請書による契約は、契約金額が 100 万円以

下のものとされているが、請書により執行されている 100 万

円以上の契約があった。財務規則を遵守した契約の締結を行

うこと。 

事務

事業 

④平成 20 年度末には、市都市計画マスタープランが策定、公表

される。以降、付随する各種計画の策定を推進し、具体的施

策の実行を図られたい。 

まちづくり

整備課 

伝票

につ

いて 

①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。 
 
 
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。 

 
【区画整理事務所】 
《指摘要望事項①》 

  石和温泉駅前モニュメント設置費用の工事請負費での予算措置については、デザイン性の高

いモニュメントの作製、設置が一括して発注されていることから、工事請負費ではなく委託料

での措置が適当と考える。以後、同種の費用の予算科目については、十分留意すること。 

《対応措置の内容》 

  石和温泉駅前広場のモニュメントについては、委託料としての予算措置が適当であると考え、

今後同種の費用の予算措置については、十分検討し、適正に対応します。また、特殊な業務委

託の発注については、「土地区画整理事業」という一般行政の中でも特殊な技術、能力、知識、

経験、地域特性の把握等を要する事業であり、事業推進のための業務遂行については、業者選

定が重要な要素となり、特命随意契約が多くなるが、各種業務の中で、競争原理が活用できる
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業務については、可能な限り実施しています。 

《指摘要望事項②》 

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》 

伝票の決済日の記入については、十分注意し、記入漏れのないようにしています。 

 

【管理総務課】 

《指摘要望事項①》 

  土地賃貸借契約を締結している市営住宅の敷地については、いろいろな可能性を考慮しなが

ら、市としての考え方、方向性を検討すること。 

《対応措置の内容》 

  今後、雇用促進住宅の購入を視野にいれながら、住宅の代替等の検討をしていく中で、将来

的に敷地の返還ができるものと思われます。 

《指摘要望事項②》 

  市営住宅家賃の滞納解消に引き続き努力されたい。 

《対応措置の内容》 

  文書、訪問等により本人への督促、催告等を行いながら、保証人の方に納入告知を行ってお

ります。 

《指摘要望事項③》 

  地籍調査の未認証地区については、早期に認証されるよう努力されたい。 

《対応措置の内容》 

  本年も地図錯誤が多発していますが、事業の支障となるため、こちらの修正業務を優先して

おり、なかなか未認証地区の作業に着手できません。認証事務には、閲覧や図面作成など集中

的、継続的な作業を行わねばなりませんが、修正業務が入っているため、手をつけることがで

きない状況となっています。芦川町地籍調査や地図修正業務との調整を図り、できるだけ本年

度内に、石和町市部地区に着手したいと思っております。 

《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》 

  十分注意し、記入するよう努めています。 

 

【土木課】 

《指摘要望事項①》 

  年度末に完成が予定されている工事については、予定どおり完成するよう管理監督を徹底さ

れたい。 

《対応措置の内容》 

  年度末に完成が予定されていた工事が 11 件あった中、地元との調整、打合せもスムーズに行

われ、受注者においても工期内完成を徹底し、年度内に全ての工事が予定どおり完了した。 

《指摘要望事項②》 

  補償費の前払いについては、山梨県土木部用地事務取扱要領に基づき、70％の前払いを適用

しているが、市単独事業においては、市としての補償費の前払いに関する基準が必要であるた

め、その基準作りについて検討されたい。 

《対応措置の内容》 

  平成 20 年度においても県の事務取扱要領に基づき（リニア関連工事は）処理を行っている現

状がありますが、市発注工事については一括完成払いに改めています。しかしながら指摘事項

につきましては、県とも協議をする中、笛吹市として関係各課との意見を聞き現在検討を行っ

ております。 

《指摘要望事項③》 

建物・立木の補償契約において、契約書に補償数量が一式と記載されており、補償対象・数

量の明細が記載されていないものがあった。第三者にも契約の内容が明示できるものとするた

め、契約書には補償対象・数量を明確に記載されたい。 
《対応措置の内容》 
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  第三者がみても契約内容がわかるよう、別添により内容を記載した明細書をつけて契約を行

うよう改善をした。 

《指摘要望事項④》 

補償費の前払いについては、財務規則第 66 条の前金払の規定に従い処理をすること。 
《対応措置の内容》 

  財務規則第 66 条により処理を行っているが、伝票様式については、財務会計システム様式で

実施しています。 

《指摘要望事項⑤》 

  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》 

  チェック機能を強化し記入を行う。 

 

【まちづくり整備課】 

《指摘要望事項①》 

  木造個人住宅診断支援事業により、耐震改修工事が必要とされた住宅への耐震改修の推進方

法を検討されたい。 

《対応措置の内容》 

  これまで以上に広報等を活用する中、ＰＲに努めました。 

広報掲載月：平成 20 年 3 月号（耐震診断・耐震改修）、6 月号（耐震診断）、7 月号（耐震改

修・税制優遇措置）、9月号（耐震診断・耐震改修） 

県においても、耐震化への取り組みは重要課題との位置付けにあり、市町村間の意見交換等

の場が設定されており、事例等を参考にしながらさらなる取り組みを検討します。 

《指摘要望事項②》 

  御坂路さくら公園、みさか桃源郷公園に関する土地賃貸借契約については、旧町の契約書を

引き継いでいることから、笛吹市としてあらためて契約することを検討願いたい。 

《対応措置の内容》 

御坂路さくら公園の土地の賃借料については、公園ができてから御坂町戸倉区と市（旧御坂

町）とで、年間 20 万円の賃借料を継続して支払っております。みさか桃源郷公園については、

平成 6 年度に公園ができてから御坂町尾山区と市（旧御坂町）とで、年間 80 万円の賃借料を払

っておりましたが、平成 14 年度に土地の賃貸借にともなう協議がなされ、平成 15 年度に 80 万

円から 72 万円に変更されております。 

過去の経過実績及び他の部署内において、このような土地の賃貸借契約のケースがあると思

われるが、どのような対応をしているか調べたうえ、賃貸借の内容や規模は異なるとは思いま

すが、市としての統一した見解をして行きたいと考えている。 

《指摘要望事項③》 

  都市計画マスタープランの実効性を確保し、秩序ある開発の指針とするため、景観条例の制

定に取り組むこと。 

《対応措置の内容》 

  笛吹市都市計画マスタープランは、第一次笛吹市総合計画や山梨県都市計画区域マスタープ

ランに即しつつ、20 年後の笛吹市のあるべき姿や土地利用、交通、観光、環境、景観、都市施

設や生活環境を見据えて、平成 21 年 3 月策定、公表になります。今後は、都市計画マスタープ

ランの実効性、実現性を高めるため付随する各種計画策定に取り組みます。 

《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》 

  チェック機能を強化して、記入を行います。 

 

 

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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【区画整理事務所】 

《指定事項①》 

区画整理事業の進捗状況と今後の事業計画 

《現状及び今後の方針》 

本事業は平成 4 年度から現在事業費で 93％、仮換地指定率は 100％、移転戸数 85 戸のうち 1

件を残し完了している。今後、残る建物移転とそれに関係する道路等の公共施設整備を平成 22

年度までに完成し、平成 24 年度末の換地処分公告までの完了を目指して、出来形確認測量、換

地計画、字界変更、登記事務、精算金交付徴収事務等の換地処分にかかわる事務を実施する。 

 

【管理総務課】 

《指定事項①》 

市営住宅の耐震診断の状況 

《現状及び今後の方針》 

  昭和 56 年以前に建設された住宅に対して、耐震診断を実施する必要があり、古い木造住宅（耐

用年数 30 年以上経過）のものを除く非木造住宅 20 棟の耐震診断を平成 18 年度に行い、結果、

7 棟が補強不要、5 棟が補強必要、8 棟が改修不可となりました。戸建木造住宅については、退

去時で解体を行っており、補強が必要及び改修不可の住宅については、現在募集を行っており

ません。なお、今後全体的な住宅政策については、総合計画、住宅マスタープラン等、将来を

見通した中で検討していきたいと考えております。 

《指定事項②》 

  公共物使用許可の状況と使用料の徴収状況 

《現状及び今後の方針》 

  公共物とは、道路法の適用を受けない道路、河川法の適用または準用を受けない河川、湖沼、

ため池、溝渠、水路その他これらに類するものをいいます。道路上に電柱を設置する場合等、

道路に一定の施設を設置し、継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。この

道路の占用は、地上に施設を設置する場合だけでなく、電気、電話、ガス管等を道路の地下に

埋設する場合や、道路の上空に看板を突き出して設置する場合等も含まれます。 

使用許可の状況は、11 月 30 日現在で占用許可が 261 件、一時占用許可が 177 件となってい

ます。占用料の徴収につきましては、現在笛吹市では、東京電力、ＮＴＴ、帝国石油からのみ

徴収しています。個人の占用については、申請等の手続きは行ってもらいますが、占用料は免

除しています。徴収につきましては、年度末に一年分を徴収しています。 

 

【土木課】 

《指定事項①》 

地区要望に関する優先順位の決定方法と要望への対応率 

《現状及び今後の方針》 

地区要望は、経営企画課の指示により行政区から 10 月に支所に申請し、支所担当課で精査、

優先順位を付けて担当部局へ提出される。土木課では優先順位、枠配分予算額、緊急度を考慮

し、支所担当者と協議のうえ実施箇所を決定し施工している。平成 19 年 10 月の地区要望一括

受付で 233 件の要望があり、その後平成 20 年 9 月までの随時要望が 61 件あり、1 年間で 294

件の要望が寄せられました。このうち 89 件が施工済で、43 件が対応中（年度内施工・測量実

施）で、対応率は 45.2％です。 

《指定事項②》 

  工事設計を委託とする場合の基準および委託設計成果品の審査手順 

《現状及び今後の方針》 

  建設工事に係る測量・調査・設計等を基準とする。（用地買収が発生する事業については全て

委託していく）成果品を対象として、契約書、特記仕様書、図面、打合せ簿、業務内容に基づ

き、総合的に成果品の検査検収を行う。 

 

【まちづくり整備課】 

《指定事項①》 

公園遊具の老朽化対策、安全点検体制について 
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《現状及び今後の方針》 

  現在公園担当が月 1 回（主に遊具の腐食やグラ付き、止め金具の欠損など）確認を行ってお

り、さらには専門業者に委託し、年 1 回（専門的な法定点検）を実施しております。各公園に

設置されている遊具には、耐用年数の決まりがなく、設置してからの経過年数や使用材料、利

用度合い、立地条件や気象状況などで変化します。遊具を設置してからの経過年数が長いから

といって、老朽化しているとはいえないため、こまめな事前点検や 1 年に 1 度の法定点検を欠

かさずに行うようにして、事前の事故防止に努める。 

 


