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１ 監査の対象  

  各支所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 

芦川支所   平成２０年１２月１８日 午前９時から 

境川支所   平成２０年１２月１８日 午前１０時から 

八代支所   平成２０年１２月１８日 午前１１時から 

春日居支所  平成２０年１２月１８日 午後１時３０分から 

一宮支所   平成２０年１２月１８日 午後２時３０分から 

   御坂支所   平成２０年１２月１８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の下記項目について、各支所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」 

  【各支所共通】 

① 支所が所管する各種イベント（大会）の開催状況について 

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「賃貸借に関する調書」 

14「指定管理施設に係る修繕費の状況調書」 

15「郵便切手受払状況」 

16「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。 
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・ 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。 

・ 現金出納が適正に行われているか。 
 

 

６ 監査の結果 

 （１）予算・財務に関する事務 

    平成２０年１１月３０日現在における各支所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。収納事務ならびに現金管理については、検査の結果適切に処理さ

れているとともに、支出伝票関係についても適正に処理されていた。なお郵便

切手は芦川支所、一宮支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 

    各支所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 

 

共通事項 事務

事業 
①プロパンガス代の請求について、使用数量・単価が記入されて

いないので記入するよう指導を行うこと。 

事務 
事業 

①芦川グリーンロッジのピ－アール方法について検討し、利用増

加に引き続き取り組んでいただきたい。 

芦川支所 
現金出

納状況 
① 納付書に金融機関の領収印のないものが見受けられたので確

認を確実に行うこと。 

① 地域特産品開発研究補助金については、指定管理者に補助金

を交付しているが、指定管理者の行うべき事業への補助とならな

いよう検討を行うこと。 境川支所 事務

事業 
② 藤垈の滝公園に展示されている彫刻作品の周知方法を検討す

ること。 

① 八代庁舎の維持管理経費について、内容を精査し、支所と社会

福祉協議会の負担割合を明確にすると共に予算措置について

関係課と協議すること。 

八代支所 
 

事務

事業 
② 伝票に決済日が記入されていないので確実に記入すること。 
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① 税務関係の申請において、農協が提出する委任状に、委任さ

れた職員の氏名が記入されていないので、記入するよう指導す

ること。 

 

現金出

納状況 
 

②戸籍住民票関係の申請書において、年金関係など特殊な申請

は、申請内容を確実に記入すること。 

①地域間交流については、民間交流の促進について努力するこ

と。 
事務

事業 ②支所経費において、電話回線や機器保守経費などについて精

査し経費削減に努めること。 春日居支所 

現金出

納状況 
①自動交付機証明手数料の収納については、戸籍住民課の指示

に従い、毎週集計時に納付すること。 

①青楓美術館の今後の運営方針について関係部署と共に検討す

ること。 
一宮支所 事務

事業 
②伝票に決済日が記入されていないので確実に記入すること。 

御坂支所 現金出

納状況 
①調定伝票に決済日が記入されていないので確実に記入するこ

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。 
【芦川支所】 

《指摘要望事項》 

  支所では多くの公共施設の維持管理を行っているが、施設の維持管理にかかる警備や保守点

検、清掃等の委託については、数箇所をまとめての一括契約など、維持管理経費の削減方法を

検討し実施すること。 

《対応措置の内容》 

  保守点検、清掃等の委託については、見積りはできる限り同時に行ない、契約については所

管部局が違うこともあるため、個別契約で行うようにしている。 

 

《指摘要望事項》 

  芦川グリーンロッジの利用率向上に向けて、PR 活動に積極的に取り組むこと。 

《対応措置の内容》 

  平成２０年３月２５日、２６日に、グリーンロッジ管理人と支所担当で県内６市、２町、２

団体にグリーンロッジの施設概要、利用手続き等を説明して、パンフレットを配布した。 

 

《指摘要望事項》 

  ふるさと総合センターに関する賃貸借契約については、内容の見直しを検討すること。 
 

《対応措置の内容》 

  地籍調査において、面積、所有者が確定しているので、県の河川担当と協議し、現状の状態

で使用していることを確認してもらえれば、現況にあった土地の状態になると思われる。その
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結果、所有者に契約内容の見直しをお願いしたいと考えている。 

 

【境川支所】 
《指摘要望事項》 

  支所では多くの公共施設の維持管理を行っているが、施設の維持管理にかかる警備や保

守点検、清掃等の委託については、数箇所をまとめての一括契約など、維持管理経費の削

減方法を検討し実施すること。 

《対応措置の内容》 

  社会教育施設・体育施設については、生涯学習課、スポーツ振興課で予算計上しているため

一括契約できない状況です。尚、体育施設の定期清掃作業、除草作業については、一括契約で

実施している。 

  警備業務については、長期契約（H19.4.1～H24.3.31）のため次期契約時に検討する。 

また、社会教育施設・体育施設については教育費に計上しているので、学校総務課等で市内

各町の施設をまとめて契約する方法が良いと思われる。 

 

《指摘要望事項》 

  収納金日報において、自動交付機発行分の証明手数料が明確になるよう記載を行うこと。 
《対応措置の内容》 

  収納金日報へ自動交付機手数料の項目を追加し、収納区分を明確化して事務処理を行ってい

る。 

 

【八代支所】 

《指摘要望事項》 

  支所では多くの公共施設の維持管理を行っているが、施設の維持管理にかかる警備や保守点

検、清掃等の委託については、数箇所をまとめての一括契約など、維持管理経費の削減方法を

検討し実施すること。 

《対応措置の内容》 

  八代地区における公共施設については、分庁舎、総合会館、児童センター、働く婦人の家等

があるが所管する部局が全て異なるため、一括契約については管財課がまとめて行わない限り

困難であると思われる。また、八代分庁舎の冷暖房施設のように特定の業者でなければ対応で

きない施設もある。 

 

《指摘要望事項》 

  収納金日報において、自動交付機発行分の証明手数料が明確になるよう記載を行うこと。 

《対応措置の内容》 

  収納金日報において「戸籍手数料欄」と、「自動交付機手数料欄」を別に設けて入金額が各々

明確になるように処理している。（H20.3.14 から実施） 

 

【春日居支所】 

《指摘要望事項》 

  支所では多くの公共施設の維持管理を行っているが、施設の維持管理にかかる警備や保守点

検、清掃等の委託については、数箇所をまとめての一括契約など、維持管理経費の削減方法を

検討し実施すること。 

《対応措置の内容》 

  清掃委託は、6 施設一括契約を結んでいる。機械警備保守委託は、平成 20 年度から各施設 5

年契約を結んでいるため、契約期間が終了するまで一括契約が結べない。 

   

《指摘要望事項》 

  賃借している駐車場については、公営企業部の移転により職員数が減少となることから、今

後の方向性について検討すること。 
《対応措置の内容》 

  駐車場用地においては、平成 20 年度末で、あぐり南駐車場用地、支所南駐車場用地の 2箇所
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を更地に復元して返還する。 

 

《指摘要望事項》 

  戸籍住民票関係の申請書に申請日及び領収印漏れが見られたので、事務処理を適切に行うこ

と。 
《対応措置の内容》 

  戸籍・住民票・印鑑証明の手数料を収納した後、申請書に必ず領収印を押すことを徹底及び

レジの清算を行うときに申請書の数のチェックとともに領収印漏れのチェックをしている。 

 

《指摘要望事項》 

  調定伝票に決済日を記入すること。 
《対応措置の内容》 

  調定伝票に決済日を記入している。 

 

《指摘要望事項》 

  収納金日報において、自動交付機発行分の証明手数料が明確になるよう記載を行うこと。調

定伝票に決済日を記入すること。 

《対応措置の内容》 

  収納金日報において、自動交付機発行分の証明手数料が明確になるよう行った。 

 

【一宮支所】 

《指摘要望事項》 

  支所では多くの公共施設の維持管理を行っているが、施設の維持管理にかかる警備や保守点

検、清掃等の委託については、数箇所をまとめての一括契約など、維持管理経費の削減方法を

検討し実施すること。 

《対応措置の内容》 

  一宮支所の施設警備委託については、平成19年4月1日より平成24年3月31日までの期間、

管財課契約担当の指示に基づき 5 年契約の債務負担行為を既に議会に図り、経費の削減に努め

ている。 

  各種保守点検については、施設の設備内容等を充分熟知している建設時の業者等でなければ

わからない部分が多いため、一括契約は困難と思われる。但し、簡易な委託については、同系

列の施設毎の実施は検討の余地があると思われる。 

  清掃委託については、一括発注すれば低価格での実施は可能と思われる。但し、清掃する範

囲、また使用する薬剤、剥離の問題など基準を明確に決める必要があると思う。尚、施設警備

の一括契約と同様に管財課契約担当においての一括契約を望む。 

  今後、それぞれの委託契約については、支所の判断ではなく本庁の管理運営している部と協

議しながら判断していただきたい。 

 

《指摘要望事項》 

  駐車場の賃借については、社会福祉協議会や、きらめきテレビも利用していることから、負

担のあり方について検討すること。 

《対応措置の内容》 

  一宮支所の駐車場については、現在市としても 2 人の地権者の方から職員や来庁舎の方々の

ための駐車場として借りて借地料を払っている状況である。 

  きらめきテレビ㈱に関しては、現在公用車が置いてある車庫に工事用車両 2 台を置き、その

駐車場代として市へ共益費という形で支払われている。 

  社会福祉協議会については、市として現在駐車場代を取っていない状況である。建物の使用

料等も含めた中で、今後関係部署と検討していく必要がある。 

  駐車場の賃借については、今後、管財課、支所、社会福祉協議会を含め検討して行きたいと

思う。 

 

《指摘要望事項》 
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調定伝票に決済日を記入すること。 
《対応措置の内容》 

指摘された日より調定伝票に決済日を記入している。  

 

【御坂支所】 

《指摘要望事項》 

  支所では多くの公共施設の維持管理を行っているが、施設の維持管理にかかる警備や保守点

検、清掃等の委託については、数箇所をまとめての一括契約など、維持管理経費の削減方法を

検討し実施すること。 

《対応措置の内容》 

  御坂支所の委託料のうち、庁舎と学習センターの電気保安業務委託は、支所が一括契約

をして支払をしている。維持管理費の削減方法としては、各支所で委託契約を行っている

ものを総務課で予算化して一本で契約し支払をするか、総務課で契約し支所に割り振りを

して支所費から支払いをすることが経費の削減になると考えられる。 

 

 

《指摘要望事項》 

  税務関係の申請において、農協が提出する委任状に、委任された職員の氏名が記載されてい

ないので、記載するよう指導すること。 
《対応措置の内容》 

農協に徹底指導を行なった。 

 

《指摘要望事項》 

戸籍住民票関係の申請書において、申請日が記載されていないものが見受けられたので適切

に処理すること。 
《対応措置の内容》 

  申請日は全て記載している。 

 

《指摘要望事項》 

  支所で公用申請を行う場合には、公用申請書を添付すること。 
《対応措置の内容》 

  公用申請書をどんな場合でも提出を求めている。 

 

《指摘要望事項》 

収納金日報において、自動交付機発行分の証明手数料が明確になるよう記載を行うこと。 
《対応措置の内容》 

  自動交付機分と窓口分を別枠にして明記している。 

 

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。 
【各支所共通】 

《指定事項》 

支所が所管する各種イベント（大会）の開催状況について 

【芦川支所】 

《現状及び今後の方針》 

  すずらんの里祭り 

  （現状）すずらんの開花時期に合わせて、毎年 5 月下旬に開催。特産品の販売（テント村）、

ヤマメ釣り大会、そば打ち体験などを行っている。すずらんの群生地には、祭り期間中だけで

なく、すずらんの開花前から多くの人々が訪れる。祭り全体の運営は実行委員会で行いテント

村の運営は出店者たちにより運営されている。 
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  （今後）笛吹市の中では、一番自然が豊かな地域であり、訪れる人々にも芦川町の自然環境

が好評である。笛吹市の春の祭りとして今後も継続して開催していく必要がある。尚、トンネ

ル開通に合わせて、交通環境の整備などと共に、自然景観を保全していくための方策等を具体

化し実践していくことが課題となる。 

 

  芦川町夏祭り「納涼の夕べ」 

  （現状）芦川町民と帰省者の語らいの場とし、このお祭りを機会により一層交流を深め、地

域の活性化に結びつけることを目的に、毎年 8月 14 日に開催している。笛吹市補助金等交付団

体の認定を受け、住民主体の実行委員会を設置し開催している。笛吹市の他の地域のように、

石和の花火が見られる環境にないため、このお祭りで見られる花火は、多くの町民等が楽しみ

にしている。 

  （今後）旧芦川村から行われている地域に根ざした行事であり、今後も継続して開催してい

くことが芦川町をさらに活性化していくことに繋がる。尚、芦川町内には、観光協会や商工会

といった団体・組織がないため、協力団体等を育成していくことも必要である。 

  芦川地区運動会 

  （現状）保育所・小中学校・各種団体・町民が一体となって運動に親しみ、地域の連帯と交

流を深めるため、毎年 9月に開催している。実行委員会において、毎年の競技内容等を決定し、

当日の競技は町民により進行されている。芦川町民が集う行事は、合併時に統合された行事も

あるため、この運動会のみであり、多くの町民が楽しみにしている行事である。 

（今後）旧芦川村から行われている地域に根ざした行事であり、地域の連帯と交流を深める

ため、今後も継続して開催していくことが芦川町を更に活性化していくことに繋がる。 

 

【境川支所】 

《現状及び今後の方針》 

  坊ヶ峯ふるさと祭り 

町内各種団体により、坊ヶ峯ふるさと祭り実行委員会を組織し、毎年 8月 15 日に開催してい

る。内容については、かき氷、綿菓子等の無料コーナー・カラオケ大会・花火等を行っている。

今後も町民全体のイベントとして開催していく。 

 

境川町文化祭 

境川町区長会、文化協会、体育協会、体育指導委員会の開催により 10 月の最終土・日曜日に

町をあげての運動会及び芸能発表・芸術作品の発表を行っている。また、姉妹交流を行ってい

る新潟県胎内市による物産交流を実施している。56 年間にわたり引き継がれているイベントを

今後も継続していく。 

 

新年坊ヶ峯歩け歩け互礼会 

境川町体育協会を中心に 1 月 1 日の元旦に坊ヶ峯山頂において新年互礼会を開催している。

元旦の朝の行事として各地域家庭から歩いて坊ヶ峯頂上を目指す互礼会を今後も継続していく。 

 

【八代支所】 

《現状及び今後の方針》 

  若彦路ふるさと納涼まつり 

毎年 8 月 15 日に実行委員会を中心に各種団体の協力のもと開催しており、夏の行事として定

着しているが、農繁期の最中での開催であるため、準備等の人員確保等問題も多い。 

事務局を担当する支所職員が年々減少していく現状のなか毎年 1,000 人程の住民が参加する

このイベントを継続するには資金的な補助を含め実行委員会の更なる充実が必要である。 

 

笛吹市桃の花まつり八代会場 

地域内外から毎年大勢の来場者があるイベントであるため、今後も笛吹市桃の花まつりの一

環として取り組むことは有意義である。 

桜の花、桃の花、見下ろす甲府盆地の夜景、西には頂に雪を抱いた南アルプスと八ヶ岳の、

自然の景色を楽しんでもらいながらのイベントのため、特に花には力を入れている。来春には、
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試験的ではあるが、地元農家の協力による菜の花が会場周辺で見られることになると思う。 

会場が段地であり最上の芝生広場、中段の公園、最下の屋外ステージと、それぞれの場所で

イベントを行っているが、互いの様子が見えなかったり、放送が届かなかったりしているので

放送施設の改良が必要。 

 

ケヤキの森 

稲山ケヤキの森連絡会議において企画立案し、森林体験プログラムとして、イベントを開催

している。特に 8 月と 10 月には、参加者を募集しての内容となっているが、参加希望者が減少

している。多方面にピーアールも行っているが、実施時期や内容の検討が必要である。 

現在、ケヤキが、チビタマムシの食害にあっている。チビタマムシの発生は、自然に衰退す

るとされているが、一向に減少の傾向が見られない。ケヤキの森連絡会議の活動は、ケヤキの

森の保護を基本としていることにより、チビタマムシによる食害を減らす取り組みを、より一

層行う必要がある。 

 

農業振興セミナー 

平成元年より毎年、農協との主催により農業関係団体の後援、協力を受け講演会を中心に開

催しているおり、市内においてもこうした催しは他になく農業振興において貴重なイベントと

なっている。 

年々老齢化、後継者不足等により参加者が減少傾向にある為、八代町を中心とした開催から

市全体を対象にしたセミナーへの移行も検討が必要か。 

 

【春日居支所】 

《現状及び今後の方針》 

  笛吹市桃の花まつり春日居会場 

  笛吹市かすがい桃の花まつり運営委員会が所管している。このまつりは、昭和 43 年から、温

泉湧出記念まつりとして始まった。当初は、10 月に開催していたが、昭和 48 年に桜や桃の花

の咲き誇る4月に開催時期を改めた。昭和63年からは、笈形焼の点灯も始まり今に続いている。

平成 20 年度は、4 月 5 日（土）に市内 37 の関係団体の協力を得てスポーツ広場において実施

した。まつりは、子ども向けのイベントを中心に自衛隊、警察署、建設協力会、地元消防分団

の協力により特殊車両の展示や、模擬店により、8,000 人を超える来場者があった。桃・ぶど

う日本一を誇る笛吹市を内外にピーアールする絶好の機会であり、実り多い産業と人々の集う

まちづくりのためにも、地域資源である桃の花を大いに活用し各会場をさらに充実させて来場

者の増加を図ることは、必要であると思われる。 

 

  納涼盆踊り大会 

  春日居納涼盆踊り実行委員会が所管している。このまつりの記録は定かではないが、昭和 32

年境界変更により春日居村となった時点で夏の盆の行事として行われていたようである。毎年

実行委員会が開催され、8 月 15 日に春日居小学校校庭において実施している。平成 20 年度は、

市で笈形焼を 8 月 13 日から 16 日まで点灯した。体協、文協、中学校、保育所、商工会、社会

福祉協議会等の演奏や模擬店などが行われ、夏の行事として定着している。盆で帰省した地元

出身者の参加も多く、地域の生活文化として、また、地元の交流の良い機会となっているため、

今後も交流の機会を提供することは必要と思われる。 

   

【一宮支所】 

  該当なし 
 

【御坂支所】 

《現状及び今後の方針》 

  みさか納涼まつり 

  町内各種団体役員による実行委員会により運営。ステージ発表、出店などを行っている。 

  御坂町時代から住民に親しまれて実施してきた納涼祭りであるが、合併時に一時中断したが、

住民からの強い要望により平成 18 年度から再開した。ふるさとの夏の一夜を、県外県内を問わ
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ず御坂町に関係のある人たちと地域住民とが一同に会することにより、現代社会で忘れかけて

いる地域の交流と親睦を図りながら、地域の活性化を目的とし、住み良い豊かな地域づくりの

一環として実施している。また、町内各団体の協力を得て開催している一大イベントとして地

域に定着している当事業を今後とも継続し実施していくことが重要と考えられる。 
 
  桃の花まつり御坂会場 
  第 4 回笛吹市桃の花まつりを平成 20 年 4 月 1 日～4 月 15 日まで実施し、御坂地区について

は、4 月 5 日・6 日の町内散策コースは来場者数 1,000 人の参加があり、4 月 12 日・13 日は、

午前 9 時から午後 4 時までの来場者数が、7,500 人であった。桃の花プレゼントや、特設ステ

ージでは、山梨園芸高校のすいれき太鼓や、天雷太鼓の演奏を行い。熱気球搭載体験は、600
人の参加があった。そのほかに特産品の出店等により、県内外から大勢のお客様にお越しいた

だき盛大に開催することができた。例年以上にお客様が訪れ、市のピーアール活動が実を結ん

だのではないかと思われる。今後の課題として、支所職員も人数が少なく準備、運営、片付け

等が大変であり、今後祭りを続けていくのであれば支所以外の職員の応援も検討する必要があ

る。 


