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舞 監 第 50 号 

平成29年3月31日 

 

 舞鶴市議会議長 上野 修身 様 

 

舞鶴市監査委員 谷川 眞司 

 

舞鶴市監査委員 岡本 成一 

 

 

定期監査の結果及び措置状況について 

 

地方自治法第199条第1項及び第4項の規定に基づき定期監査を行ったので、その

結果を同条第9項の規定により下記のとおり提出し、措置状況について同条第12項

の規定により併せて公表する。 

 

記 

 

１ 監査の対象    

(1)内 容  平成27年度一般・特別会計の財務、財産に係る事務 

(2)部 署  企画管理部、市民文化環境部、福祉部、健康・子ども部、教育振 

興部、議会事務局、消防本部（東・西消防署を含む）、会計課及び 

監査委員事務局 

 

２ 監査の期間     

 平成28年10月11日から平成29年3月7日まで 

 

３ 監査の方法     

    提出された財務関係、財産関係書類の調査及び関係職員から事情聴取を 

行うなど、通常の監査方法により実施した。 

 

４ 監査の結果等（詳細は、別紙の結果報告書兼措置状況通知書のとおり） 

(1)評価事項 

債権管理の適正化に継続して取り組まれた結果、多くの債権で収納率が 

向上し、収入未済額が減少している。今後とも債権管理・滞納整理に係る 

ノウハウの蓄積・継承を図り、人材育成に取り組むとともに、債権管理の 

適正化に向けた更なる取り組みの強化を期待する。 

 

 

 



2 

(2)指摘事項 

  ①随意契約 

消耗品等の購入で、相見積りを避けるために5万円未満に分割して発注し 

ていると思われるものや、性質・目的による1者随契に該当しないにも関わ 

らず、1者見積りにより契約を締結しているものが見受けられた。 

また、政策目的随契及び250万円以上の契約における契約内容の公表手続 

きがなされていないものが見受けられたので、いずれも市契約規則に基づ 

き適正に事務処理をされたい。 

   

②旅費の精算 

市外出張の復命及び旅費精算の遅いものが、多数見受けられた。市旅費条 

例施行規則及び市会計規則に基づき、適正に事務処理をされたい。 

 

③備品台帳 

備品台帳と備品分類総括表との数量等の不一致が、多数見受けられた。 

市物品会計規則に基づき適正に管理するよう、周知徹底されたい。 

 

④時間外勤務 

従来から指摘しているが、週休日等に6時間を超えて勤務をする場合で休 

憩が取られていないもの、又は、条例に定められた時間数に満たないものが、 

多数見受けられた。イベントや災害対応等、休憩時間の確保が困難な場合も 

考えられるが、交替等により法令に定められた休憩時間を取得するよう、周 

知徹底されたい。 
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定期監査 結果報告書兼措置状況通知書 

 

≪企画管理部≫ 

・監査対象  人事課 

・監査期間 平成28年10月11日～同年11月7日 

監査の結果（指摘・要望事項） 措置の内容（回答） 

○市外出張命令書兼復命書について 

・旅費精算の遅いものがある。精算の遅れは支

給漏れの原因にもなり得るため、滞ることなく

精算処理をされたい。 

 

今後、速やかに精算いたします。 

○物品所管換書について 

・物品出納員及び物品取扱員に間違いがあるの

で、適正に処理をされたい。 

 

誤りを訂正しました。今後、適

正な事務処理を徹底します。 

○時間外勤務統計について 

・週休日等に6時間を超える勤務をしている場

合で、休憩時間がない場合や不足している場合

が見受けられるので、法令に定められた休憩時

間を与えられたい。 

 

法令に定められた休憩時間を確

保するよう、徹底します。 

 

・監査対象  職員課 

・監査期間 平成28年10月11日～同年11月7日 

監査の結果（指摘・要望事項） 措置の内容（回答） 

○支出負担行為決議書について 

・支出負担行為決議が事後決裁となっているも

のがある。法令遵守を徹底されたい。 

 

事後決裁について、法令遵守を

職員に徹底しました。 

○請書について 

・5万円以上 30万円未満の印刷物等の契約につ

いては、特に軽微な契約には該当しないので、

請書を提出するよう求められたい。 

 

印刷物等の契約について、特に

軽微なものを除き、請書の提出を

求めます。 

○市外出張命令書兼復命書について 

・前回も指摘したが、精算が遅いものがある。

精算の遅れは支給漏れの原因にもなるため、滞

ることなく精算処理をされたい。 

 

 精算払いについて、速やかに精

算します。 
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○備品台帳について 

(1)備品分類総括表と物品所管換書で数量の整

合性がとれていないものがある。実態に基づい

て適正に管理されたい。                

(2)物品所管換書において、物品出納員等、担

当課で押印しているものがある。規則に基づき

適正な事務を執行されたい。 

 

(1)備品を確認し、備品分類総括表 

を訂正しました。 

 

(2)押印誤りについて、訂正しまし

た。今後、規則に基づく適正な事

務処理を徹底します。 

 

・監査対象  危機管理・防災課 

・監査期間 平成28年10月11日～同年11月7日 

監査の結果（指摘・要望事項） 措置の内容（回答） 

○随意契約について 

・1号随契で5万円を超えるものは、2者以上か

らの見積書が必要であるが、1者からしか徴さ

れていないものがあるので、契約規則を順守さ

れたい。 

 

契約規則の順守を徹底いたしま

す。 

 

○市外出張命令書兼復命書について 

・旅費精算の遅いものがある。精算の遅れは支

給漏れの原因にもなるため、滞ることなく精算

処理をされたい。 

  

早期の精算を徹底いたします。 

○備品台帳について 

・前回も指摘したが、備品分類総括表や台帳に、

必要な数量や使用者名等が記入されていない

ものが多く見受けられるので、適正に管理され

たい。 

  

指摘箇所につきまして、現在の

状況を反映したものに修正いたし

ました。総括表や台帳への記入を

徹底し、適正な備品管理に努めま

す。 

○時間外勤務統計について 

・週休日等に6時間を超える勤務をしている場

合で、休憩時間がないものが見受けられるの

で、法令に定められた休憩時間を与えられた

い。 

 

法令に定められた休憩時間の取

得を徹底いたします。 
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・監査対象  秘書課 

・監査期間 平成28年10月26日～同年11月29日 

監査の結果（指摘・要望事項） 措置の内容（回答） 

○市外出張命令書兼復命書について 

・前回も指摘したが、精算が遅いものがある。

精算の遅れは支給漏れの原因にもなるため、滞

ることなく精算処理をされたい。 

 

ご指摘を踏まえ、舞鶴市会計規

則に基づき出張を終えた日から10

日以内に精算処理をするよう徹底

を図ります。 

 

・監査対象  企画政策課 

・監査期間 平成28年10月26日～同年11月29日 

監査の結果（指摘・要望事項） 措置の内容（回答） 

○随意契約について 

・市民への謝礼の品の購入に係る見積りを1者

からしか徴していないものがあるが、5万円を

超えるものは、2者以上からの見積書が必要な

ので、契約規則を順守されたい。 

 

今後、舞鶴市契約規則を順守し、

適正な事務処理に努めます。 

○補助金関係について 

・交付申請者から提出された収支予算書の内容

が漠然とした表記となっているものがあるの

で、補助対象経費か否かを判別できるよう、よ

り詳細な項目まで記載するよう指導されたい。 

 

補助金対象経費について、詳細

な項目まで記載するよう交付申請

者へ指導し、また審査時の確認を

徹底するなど、適正な事務処理に

努めます。 

○市外出張命令書兼復命書について 

・前回も指摘したが、旅費精算の遅いものが多

数見受けられる。精算の遅れは支給漏れの原因

にもなるため、滞ることなく精算処理をされた

い。 

 

出張後の出張復命、旅費の精算

事務を速やかに行うよう徹底し、

適正な事務処理に努めます。 

○時間外勤務統計について 

・休日に8時間を超える勤務をしている場合で、

休憩時間が規定の時間よりも少ないものが見

受けられるので、法令に定められた休憩時間を

与えられたい。 

 

今後、法令に定められた休憩時

間の取得を徹底します。 
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・監査対象  広報広聴課 

・監査期間 平成28年10月27日～同年11月29日 

監査の結果（指摘・要望事項） 措置の内容（回答） 

○委託契約について 

・広報まいづる郵送準備業務委託契約書第７条

に規定する所定の届出6カ月分が確認できな

い。また、届出に日付が未記入であり、押印が

ないものもある。 

 

契約業者へ提出の徹底を指導し

ました。届出書の修正も直ちに実

施しました。今後は届出書類の確

認を徹底し適正な事務処理に努め

ます。 

○随意契約に係る公表 

・地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の随

意契約に係る発注見通し及び契約締結状況の

公表において誤記が認められるので、修正され

たい。 

 

早急に修正を行いました。今後

このようなことのないよう適正な

処理に努めます。 

○市外出張命令書兼復命書について 

(1)出張の命令内容と復命内容に間違いがある

ので、修正されたい。 

(2)前回も指摘したが、旅費精算の遅いものが

ある。精算の遅れは支給漏れの原因にもなり得

るため、滞ることなく精算処理をされたい。 

 

(1)早急に修正を行いました。今後

このようなことのないよう適正な

事務処理に努めます。 

(2)会計規則に定められた期間内

に事務処理を行うことを徹底しま

す。 

○備品台帳について 

・備品分類総括表の数量と備品台帳の数量が一

致していないものがあるので、実態に基づいて

修正されたい。 

 

実態に基づき修正しました。 

○時間外勤務統計について 

・週休日に6時間を超える勤務をしている場合

で、休憩時間がない場合が見受けられるので、

法令に定められた休憩時間を与えられたい。 

 

法令に定められた休憩時間の取

得を徹底します。 

 

≪市民文化環境部≫ 

・監査対象  啓発推進課 

・監査期間 平成28年11月15日～同年12月20日 

監査の結果（指摘・要望事項） 措置の内容（回答） 

○支出負担行為決議について 

(1)支出負担行為決議書で命令印のないものが

あるので、適正に処理されたい。 

(2)消耗品の購入で、決裁日前の日付で検収が

 

(1)今後、適正な事務処理に努めま

す。 

(2)今後、適正な事務処理に努めま
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なされているものがある。適正に事務処理をさ

れたい。 

(3)事業細々節予算残額が不足していながら、

財政課合議がなされていないものがあるので、

適正に決裁処理をされたい。 

す。 

 

(3)今後、適正な決裁処理に努めま

す。 

 

○市外出張命令書兼復命書について 

(1)旅費精算に違算が見受けられたので、適正

に処理されたい。 

(2)前回も指摘したが、旅費精算の遅いものが

ある。精算の遅れは支給漏れの原因にもなり得

るため、滞ることなく精算処理をされたい。 

 

(1)過払い分の返還処理を行いま

す。今後、適正な事務処理に努め

ます。 

(2)今後、速やかな旅費精算処理に

努めます。 

○備品台帳について 

・備品分類総括表と備品台帳に不整合があるの

で、実態に基づいて適正に管理されたい。 

 

不整合箇所を整え、適正な管理

を行います。 

○時間外勤務統計について 

・週休日等に6時間を超える勤務をしている場

合で、休憩時間がない場合や不足している合が

見受けられるので、法令に定められた休憩時間

を与えられたい。 

 

法令に定められた休憩時間の取

得を徹底します。 

 

・監査対象  生活環境課 

・監査期間 平成28年11月11日～同年12月20日 

監査の結果（指摘・要望事項） 措置の内容（回答） 

○支出負担行為決議書について 

(1)消耗品の購入で、決裁日前の日付で検収が

なされているものがあるので、適正に事務処理

をされたい。 

(2)100万円を超える除草作業の随契理由を1号

（一定金額以下）としているものがあるが、業

務委託に係る1号随契の上限額は50万円であ

り、当該案件の趣旨から2号随契（性質・目的）

が妥当と思われるので、留意されたい。 

(3)入札を実施した業務委託であるにも関わら

ず「随契2号」と記載されているものがあるの

で、適正に事務処理をされたい。 

(4)消耗品の購入で、細々節予算残額が不足し

ていながら財政課合議がなされていないもの

があるので、適正に決裁処理をされたい。 

 

(1)今後は、適正な事務処理に努め

ます。 

 

(2)、(3) 

今後は、舞鶴市契約規則に基づ

き、適正な事務処理に努めます。 

 

 

 

 

 

(4)今後は遺漏のないよう適正な

事務処理に努めます。 
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(5)新規に設備を設置する業務委託の代金を11

節（施設等修繕費）から支出しているものがあ

るが、当該趣旨から13節（委託料）からの支出

が妥当と考えられるので、適切に事務処理をさ

れたい。 

(5)今後は、適正な支出科目からの

支出に努めます。 

○補助金関係について 

・「舞鶴市ごみ集積箱設置事業補助金」の検査

調書の中で、完了年月日欄に集積箱の設置完了

日が記載されているものと、実績報告書の届出

日が記載されているものがあるので、統一を図

られたい。 

 

今後は、報告書の届出日で統一

いたします。 

○備品台帳について 

・総括表に計上されていながら台帳がないもの

や、総括表と台帳とで数量が一致しないものが

あるので、適正に管理されたい。 

  

数量の不一致分については、現

物を確認のうえ必要な修正を行い

ました。今後は、廃棄処分を含め

検討し、適切な処理をいたします。 

○時間外勤務統計について 

・休日に6時間を超える勤務をしている場合で、

休憩時間がないものが見受けられるので、法令

に定められた休憩時間を与えられたい。 

 

今後は、法令遵守に努めます。 

 

・監査対象  清掃事務所 

・監査期間 平成28年11月11日～同年12月20日 

監査の結果（指摘・要望事項） 措置の内容（回答） 

○支出負担行為決議書について 

・3者から見積りを徴した業務委託であるにも

関わらず「随契2号（性質・目的）」と記載され

ているものがあるが、正しくは随契1号なので、

適正に事務処理をされたい。 

 

本件は、見積書の徴収可能な業

者が限定されるものの、価格の競

争性は認められるので、指摘どお

り、随契１号で契約することが適

正であると認識し、訂正しました。

今後は、随意契約根拠を精査し、

適正な事務処理に努めてまいりま

す。 

○随意契約について 

・2号随契（性質・目的）による業務委託で、1

者見積りの理由が不明なものがあるので、書面

上で明らかにされたい。 

 

合理的な理由に基づく1者随契

でしたが、今後は、決議書に理由

書を添付します。 
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○備品台帳について 

・総括表と台帳とで品名が一致しないものがあ

るので、適切に管理されたい。 

 

備品台帳への登録の際の入力誤

り（総括表）であることを確認し、

訂正しました。今後は、十分に注

意・点検に努め対処してまいりま

す。 

○時間外勤務統計について 

・休日に6時間を超える勤務をしている場合で、

休憩時間がないものが見受けられるので、法令

に定められた休憩時間を与えられたい。 

 

当該案件は、不測の事態に緊急

対応したものであり、収束の目途

を把握できなかったため、結果、

休憩時間が取れなかったもので

す。今後は、不用意な時間外勤務

につながらないよう努めてまいり

ます。 

 

・監査対象  リサイクル事務所 

・監査期間 平成28年11月11日～同年12月20日 

監査の結果（指摘・要望事項） 措置の内容（回答） 

○支出負担行為決議書について 

(1)消耗品の購入その他で、市契約規則第24条

第2項第1号による随意契約を随契1号（一定金

額以下）と記載しているものがあるが、当該趣

旨から随契2号（性質・目的）が妥当と考えら

れるので、正確に適用されたい。 

(2)5万円を超える緊急修繕工事を随契1号（一

定金額以下）としているものがあるが、当該趣

旨から随契5号（緊急）が妥当と考えられるの

で、正確に適用されたい。 

 

(1)、(2) 

今後、随意契約の趣旨を正確に

適用し、記載します。 

○随意契約について 

・修繕工事に係る少額随意の根拠を市契約規則

第24条第3項としているものがあるが、第24条

の2第1号が妥当と考えられるので、正確に適用

されたい。 

 

(1)今後、正確に記載します。 

 

 

 

○備品台帳について 

・総括表と台帳とで数量や分類種目が一致して

いないものがあるので、適切に整理されたい。 

  

再点検し、総括表の数量及び分

類項目を修正しました。今後、適

切に整理します。 
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・監査対象  地域づくり支援課 

・監査期間 平成28年11月28日～同年12月20日 

監査の結果（指摘・要望事項） 措置の内容（回答） 

○随意契約について 

(1)政策目的の随意契約については、発注見通

しの公表、契約内容の公表等が必要であるが、

確認できないものがあるので、適正に事務処理

をされたい。 

(2)検査調書が作成されていないものがある。 

契約規則に基づき適正な事務処理をされたい。 

 

(1)今後、適正な事務処理に努めま

す。 

 

 

(2)今後、適正な事務処理に努めま

す。 

○市外出張命令書兼復命書 

・精算が遅いものがある。精算の遅れは支給漏

れの原因にもなるため、滞ることなく精算処理

をされたい。 

 

今後は、適切な事務処理に努めま 

す。 

○備品台帳について 

・西駅交流センターの備品分類総括表が記入さ

れていない。物品会計規則第21条により毎年１

回以上の調査及び記録に努められたい。 

 

今後は、適切な事務処理に努めま 

す。 

○時間外勤務統計について 

・週休日等に6時間を超える勤務をしている場

合で、休憩時間がないものが見受けられるの

で、法令に定められた休憩時間を与えられた

い。 

 

今後は、労働基準法に基づき適切 

な休憩時間を確保します。 

 

・監査対象  地域づくり支援課（中央公民館） 

・監査期間 平成28年11月11日～同年12月20日 

監査の結果（指摘・要望事項） 措置の内容（回答） 

○支出負担行為決議書について 

(1)支出負担行為決議書において命令印のない

ものがある。適正に事務処理をされたい。 

(2)「普通地方公共団体の支出の原因となるべ

き契約その他の行為は、法令又は予算の定める

ところに従い、これをしなければならない。」

とされているが、当該予算の議決前に事業開催

の決裁を仰裁しているものがある。法令遵守を

徹底されたい。（地方自治法第232条の3） 

 

(1)今後は、命令印の漏れのないよ 

う決裁完了時の確認を行います。 

(2)事業開催の決裁につきまして

は、議決後に仰裁するように各施

設に周知・徹底するとともに、中

央公民館において仰裁日を確認

いたします。 
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○随意契約について 

(1)随意契約において、随意契約理由と該当条

項が一致していないものがある。適正に事務処

理をされたい。 

(2)業者から提出された完了届と検査調書に記

載の日付に整合性のないものがあるので、適正

に事務処理をされたい。 

(3)検査調書の契約日に誤りのあるものがある

ので、適正に事務処理をされたい。 

 

(4)前回も指摘したが、政策目的の随意契約に

ついては、発注見通しの公表、契約内容の公表

等が必要であるが、確認できないものが複数あ

る。速やかに作成し提出されたい。 

 

(1)随意契約理由につきましては、

該当条項と照合し、今後適正な事

務処理を行います。 

(2)検査調書の作成につきまして

は、作業完了日と齟齬がないよう

事務処理を行うようにします。 

(3)検査調書の契約日記載につき

ましては、契約書と照合のうえ行

うようにします。 

(4)政策目的の随意契約につきま

しては、発注見通しの公表、契約

内容の公表を行うよう早期に作

成・提出いたします。 

○備品台帳について 

(1)備品分類総括表と備品台帳の数量が一致し

ていないものがある。実態に基づいて適正に管

理されたい。 

(2)前回も指摘したが、城南会館の備品台帳に

は備品分類総括表がなく、西公民館も添付され

ていない。また、大浦会館も総括表が整理され

ていない。物品会計規則第21条により毎年１回

以上の調査及び記録に努められたい。 

(3)備品台帳において、現在の状況が記録され

ていないものがあるので適正に記録されたい。 

 

(1)各施設におきまして実際の数

量を再確認し、適正に管理いたし

ます。 

(2)城南会館、西公民館、大浦会館

につきましては、備品分類総括表

を物品会計規則どおりに作成・整

理し、調査及び記録を進めます。 

 

(3)今後は現在の状況を適正に記

録いたします。 

○市外出張命令書兼復命書 

・市外出張に係る旅費が支給されていないもの

があるので、支給されたい。 

 

未払いとなっている旅費（日当）

については、支給を行います。今

後は、適正に事務処理を行ってま

いります。 

 

・監査対象  文化振興課 

・監査期間 平成28年11月29日～平成29年1月5日 

監査の結果（指摘・要望事項） 措置の内容（回答） 

○支出負担行為決議について 

(1)負担金に係る支出負担行為において、財政

課合議がなされていないものがあるので、適正

に決裁処理をされたい。 

 

(1)今後、適正な事務処理に努めま

す。 
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(2)地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の

随意契約に係る発注見通し及び契約締結状況

の公表がされていないものや、決議書に添付す

ることとなっている公表カードが添付されて

いないものなどがある。契約規則第24条の3の

規定等に基づき適正に処理されたい。 

(2)今後、適正な事務処理に努めま

す。 

○検査調書について 

・委託業務実績報告書の経費に係る記載が一式

何十万となっている中で検査調書が作成され

ている。具体的にどういった経費にどれだけ支

出したのかなどがわかるような報告書により

検査調書を作成されたい。 

 

今後は、詳細な内訳を入れた実

績報告書の提出を求めます。 

○補助金について 

・前回も指摘しているが、文化事業団事業費補

助金交付に係る要綱が整備されていないので、

早急に整備されたい。 

 

早急に整備します。 

○市外出張命令書兼復命書について 

・旅費精算の遅いものがある。精算の遅れは支

給漏れの原因にもなり得るため、滞ることなく

精算処理をされたい。 

 

今後、迅速な事務処理を行いま

す。 

○備品台帳について 

・備品分類総括表と備品台帳の数量が一致して

いないものや、備品の保管場所が明確でないも

のなどが見受けられるので、実態に基づいて適

正に管理されたい。 

 

実態に即した備品管理に努めま

す。 

○時間外勤務統計について 

・週休日等に6時間を超える勤務をしている場

合で、休憩時間がない場合が見受けられるの

で、法令に定められた休憩時間を与えられた

い。 

 

今後、法令に準拠し、休憩時間

の取得に努めます。 

 

 

・監査対象  スポーツ振興課 

・監査期間 平成28年11月11日～平成29年1月5日 

監査の結果（指摘・要望事項） 措置の内容（回答） 

○支出負担行為決議書について 

・業務委託の中で、市契約規則第24条第2項第1

号による随意契約を随契1号（一定金額以下）

と記載しているものがあるが、当該趣旨から随

 

今後、正確に適用するよう努め

ます。 
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契2号（性質・目的）が妥当と考えられるので、

正確に適用されたい。 

 

○随意契約について 

・総額426,000円の業務委託の見積りを1者から

しか徴していないが、1号随契でも5万円を超え

るものは2者以上からの見積書が必要なので、

契約規則を順守されたい。 

 

ご指摘の契約については、2号随

契（契約の性質又は競争入札に適

さないもの）と記載すべきものを1

号随契と誤って記載していたもの

です。今後は記載誤りがないよう、

適切な事務処理に努めます。 

○備品台帳について 

・総括表に計上されていながら台帳がないもの

や、台帳はあるが総括表に計上されていないも

のがある。また、総括表と台帳とで数量が一致

しないものがあるので、適正に管理されたい。 

 

総括表と台帳で整合性がとれる

よう、必要な修正を行いました。

今後、適切な管理に努めます。 

 

・監査対象  図書館課 

・監査期間 平成28年12月1日～平成29年1月5日 

監査の結果（指摘・要望事項） 措置の内容（回答） 

○支出負担行為決議について 

(1)消耗品の購入で、決裁日前の日付で検収が

なされているものがある。適正に事務処理をさ

れたい。 

(2)地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の

随意契約に係る発注見通し及び契約締結状況

の公表がされていないものや、決議書に添付す

ることとなっている公表カードが添付されて

いないものがある。契約規則第24条の3の規定

等に基づき適正に処理されたい。 

(3)契約書に別記暴力団等排除に関する特約条

項との規定があるが、当該別記が確認できない

ものがある。 

 

(1)物品の購入について、決裁日よ

り前に検収を受けることがないよ

う事務処理を行なっていきます。 

(2)ご指摘の随意契約を締結する

にあたっては、法令に反すること

がないよう適正に処理していきま

す。 

 

 

(3)ご指摘の契約書について確認

しましたところ、別記の添付もれ

でした。今後は十分確認して適正

に処理していきます。 

○検査調書について 

・委託業務検査調書に添付すべき報告書がない

にもかかわらず、同調書が作成されているの

で、報告書に基づき適切な検査調書とされた

い。 

 

ご指摘の検査調書について確認

しましたところ、報告書の添付も

れでした。今後、適切に調書を作

成していきます。 

○備品台帳について  
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・備品分類総括表と備品台帳の数量が一致して

いないものや、備品の保管場所が明確でないも

のなどが見受けられるので、実態に基づいて適

正に管理されたい。 

備品の実態を確認し、修正でき

る箇所は改めました。今後も適正

に管理するよう努めます。 

○時間外勤務統計について 

・週休日等に6時間を超える勤務をしている場

合で、休憩時間がない場合があったので、法令

に定められた休憩時間を与えられたい。 

 

法令に定められた休憩時間を取

得するよう周知徹底します。 

 

・監査対象  市民課 

・監査期間 平成28年11月30日～平成29年1月5日 

監査の結果（指摘・要望事項） 措置の内容（回答） 

○支出負担行為決議書について 

(1)5万円を超え、2者から見積書を徴した消耗

品購入の随契理由を2号（性質・目的）として

いるものがあるが、当該趣旨から随契1号（一

定金額以下）が妥当と考えられるので、留意さ

れたい。 

(2)消耗品の購入で、市契約規則第24条第2項第

1号による随意契約を随契1号（一定金額以下）

と記載しているものがあるが、当該趣旨から随

契2号（性質・目的）が妥当と考えられるので、

正確に適用されたい。 

(3)消耗品の購入で、細々節予算残額が不足し

ていながら財政課合議がなされていないもの

があるので、適正に決裁処理をされたい。 

 

(1)、(2) 

今後は、適正な処理をするよう

気をつけます。 

 

 

 

 

 

 

 

(3)今後は、適正な処理をする 

よう気をつけます。 

 

○随意契約について 

・2号随契（性質・目的）による業務委託で、

当該業者を選定した理由が記載されていない

ものがあるので、書面上で明らかにされたい。 

 

選定理由を記載しました。 

○予定価格調書について 

・金額設定の根拠が不明なものがあるので、設

計書もしくは参考見積書等を添付されたい。 

 

今後、金額設定の根拠資料を添

付するよう気をつけます。 

○契約書について 

・業務委託代金を月払いとしていながら、契約

書には（全体）業務完了後に代金請求を受ける

との記載がされているものがある。月毎に請求

を受けて支払う旨を明記し、事務手続きとの整

 

今後、契約書の内容を月毎の請

求を受けて支払う旨を明記するよ

う変更します。 
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合を図られたい。 

○補助金関係について 

・「交通安全運動推進事業費補助金」、「舞鶴防

犯協会補助金」及び「交通対策協議会事業費補

助金」について、交付要綱が添付されていない

ので、基準や根拠を明らかにするためにも、必

要な要綱を整備されたい。 

 

指摘のありました団体への補助

金交付要綱を策定します。 

○備品台帳について 

・台帳があって総括表に計上されていないもの

や、総括表と台帳とで数量が一致しないものが

あるので、適正に管理されたい。 

 

必要な訂正を行いました。今後

は、適正な管理に努めます。 

○時間外勤務統計について 

・休日に6時間を超える勤務をしている場合で、

休憩時間がないものが見受けられるので、法令

に定められた休憩時間を与えられたい。 

 

今後は、法令を順守するように

いたします。 

 

・監査対象  西支所 

・監査期間 平成28年11月30日～平成29年1月5日 

監査の結果（指摘・要望事項） 措置の内容（回答） 

○随意契約について 

・随意契約において、随意契約理由と該当条項

が一致していないものがあるので、適正に事務

処理をされたい。 

 

支出負担行為決議書の該当条項

欄を随意契約理由と一致させるよ

う、適正な事務処理に努めます。 

○備品台帳について 

・備品台帳において、現在の状況が記録されて

いないものがある。物品会計規則第21条により

毎年１回以上の調査及び記録に努められたい。 

 

現在の状況を記録しました。今

後は規則に基づいた適正な調査及

び記録に努めます。 

○市外出張命令書兼復命書について 

・精算の遅いものがある。精算の遅れは支払漏

れの原因にもなるため、滞ることなく精算処理

されたい。 

 

精算処理については、各予算担

当課で処理しており、各担当課に

速やかな精算処理を依頼しまし

た。今後は、連携を密にして速や

かな処理に努めます。 

 

・監査対象  加佐分室 

・監査期間 平成28年11月30日～1月5日 

監査の結果（指摘・要望事項） 措置の内容（回答） 

○備品台帳について 

・備品分類総括表と備品台帳の数量が一致して

 

今年度実態確認し、返納処理を 



16 

いないものがある。実態に基づいて適正に管理

されたい。 

完了しております。 

○時間外勤務統計 

・週休日等に6時間を超える勤務をしている場

合で、休憩時間がないものが見受けられるの

で、法令に定められた休憩時間を与えられた

い。（職員の勤務時間、休暇等に関する条例第6

条第1項） 

 

今後、労働基準法、条例の順守 

に努めてまいります。 

○市外出張命令書兼復命書 

・精算が遅いものがある。精算の遅れは支給漏

れの原因にもなるため、滞ることなく精算処理

をされたい。 

 

迅速な復命に努めてまいります。 

 

≪福祉部≫ 

・監査対象  福祉企画課 

・監査期間 平成28年12月16日～平成29年1月23日 

監査の結果（指摘・要望事項） 措置の内容（回答） 

○支出負担行為決議書について 

(1)市契約規則第24条第2項第1号による随意契

約を随契1号（一定金額以下）と記載している

ものがあるが、当該趣旨から随契2号（性質・

目的）が妥当と考えられるので、正確に適用さ

れたい。 

(2)負担金の支出で財政課合議がなされていな

いものがあるので、適正に決裁処理をされた

い。 

 

(1)今後、随意契約時は市契約規 

則を理解し、適切に法令適用を 

実施します。 

 

 

(2)今後、負担金及びその他の支 

出決議においては、必要部署を 

確認したうえで合議し、適切に 

事務処理を実施します。 

○随意契約について 

・2号随契（性質・目的）による業務委託で、

当該業者を選定した理由が記載されていない

ものがあるので、書面上で明らかにされたい。 

 

随意契約時における適切な業者

選定を実施したことが証明できる

よう、今後は当該業者選定理由を

明記し、決議します。 

○予定価格調書について 

・物品の購入で金額設定の根拠が不明なものが

あるので、参考見積書等を添付されたい。 

 

今後は、予定価格調書の設定額

根拠が説明できるよう、参考にし

た見積書を添付します。 
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○出張命令書兼復命書について 

・旅費精算の遅いものがある。精算の遅れは支

給漏れの原因にもなるため、滞ることなく精算

処理をされたい。 

 

今後、出張後は定められた期間

内に復命し、適切に精算処理を実

施します。 

○備品台帳について 

・総括表と台帳とで数量が一致しないものがあ

るので、物品会計規則第21条第1項の規定によ

り適正に管理されたい。 

 

錯誤による不一致であり、訂正

しました。今後は、適正な管理に

努めます。 

 

・監査対象  高齢者支援課 

・監査期間 平成28年12月12日～平成29年1月23日 

監査の結果（指摘・要望事項） 措置の内容（回答） 

○支出負担行為決議書について 

(1)支出負担行為決議書の決裁後に当該見積書

を徴されているものがある。適正に事務処理を

されたい。 

(2)地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の

随意契約に係る決議書に添付することとなっ

ている公表カードが添付されていないものが

ある。随意契約実務指針(ガイドライン)により

適正に処理されたい。 

(3)印刷製本費において契約規則上随意契約で

きる金額を上回る支出負担行為決議書がある。

契約規則第24条の2の規定により適正な事務処

理をされたい。 

 

(4)前回も指摘したが、消耗品費において環境

推進トナーを年間18回に分けて購入されてい

るが、安価に購入できるよう年度一括購入を検

討されたい。 

 

(1)今後は、適正な事務処理に努め

ます。 

 

(2)ご指摘の点について適正に処

理いたしました。今後は、適正な

事務処理に努めます。 

 

 

(3)今後は、規則遵守を徹底し、適

正な事務処理に努めます。なお、

平成２８年度の当該契約について

は指名競争入札対応をしておりま

す。 

(4)保管場所の確保が困難なため

一括購入でなく、単価契約などに

より安価に購入できるよう検討い

たします。 

○検査調書について 

・検査職員と検査立会人が同一人物となってい

るものがある。契約規則第46条の規定により検

査を行い、調書を作成されたい。 

 

今後は、規則遵守を徹底します。 

○契約について 

・業務委託契約書に暴力団等排除に関する特約

条項が規定されていない契約があるので、暴力

団排除条例施行に伴う契約事務により適正に

 

今後は、適正な事務処理に努め

ます。 
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処理されたい。  

○市外出張命令書兼復命書について 

・前回も指摘したが、旅費精算の遅いものがあ

る。精算の遅れは支給漏れの原因にもなり得る

ため、滞ることなく精算処理をされたい。 

 

今後は、速やかな処理に努めま

す。 

○備品台帳について 

・備品分類総括表における26年度以降の数量等

の未記載、備品分類総括表と備品台帳の数量の

不整合などが見受けられるので、物品会計規則

第21条第1項の規定により実態に基づいて適正

に管理されたい。 

 

ご指摘の内容について修正いた

しました。今後は、規則を遵守し、

適正な管理に努めます。 

○時間外勤務統計について 

(1)前回も指摘したが、週休日等に6時間を超え

る勤務をしている場合で、休憩時間がない場合

や不足している場合が見受けられるので、法令

に定められた休憩時間を与えられたい。 

(2)週休日の振替未消化分を計上する際に、当

該振替時間が誤って記載されているものがあ

るので、適正に処理をされたい。 

 

(1)今後は、法令順守に努めます。 

 

 

 

(2)今後は、適正な事務処理に努め

ます。 

 

・監査対象  障害福祉・国民年金課 

・監査期間 平成28年12月16日～平成29年1月23日 

監査の結果（指摘・要望事項） 措置の内容（回答） 

○市外出張命令書兼復命書について 

・旅費の精算の遅いものがある。精算の遅れは

支給漏れの原因にもなるため、滞ることなく精

算処理されたい。 

 

今後は、適正実施に努めます。 

○備品台帳について 

・備品台帳において、現在の状況が記録されて

いないものがある。物品会計規則第21条により

毎年１回以上の調査及び記録に努められたい。 

 

今後は、規則の順守に努めます。 

○補助金確定について 

・補助金等において額の確定が遅く、翌年度に

なっている。補助金等の交付の特例により前金

払で補助金が交付されているが、地方自治法第

232 条の4第2項により「支出の命令を受けた場

合でも支出負担行為に係る債務が確定したう

 

今後は、法令順守に努めます。 
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えでなければならない」とされており、会計年

度及びその独立の原則により法令遵守を徹底

されたい。(地方自治法第287条第1項) 

 また、補助金は、財政課の合議が必要である

ので、適正に事務処理をされたい。 

○補助金交付要綱等について 

(1)「実施要綱」において様式の文言が改正さ

れておらず、現状と一致していないものがある

ので、改められたい。 

(2)「補助金交付要綱」の様式に記載された添

付書類が実績報告書に添付されていない。ま

た、額の確定が遅い（翌年度）ので、「会計年

度及びその独立の原則」により法令遵守を徹底

されたい。 

 

(1)今後、要綱（書式）を改め、適

正実施に努めます。 

 

(2)今後は、適正実施に努めます。 

○検査調書について 

・監督職員が検査と検査立会を一人で実施して

おり、検査職員による検査がされていないもの

が散見される。また、検査調書に必要事項が記

載されていないものや、鉛筆で修正されている

もの、債権者から提出された実績報告書の日付

と検査調書が一致していないもの、完了届等に

日付が記載されていないものや、翌年度の日付

のものがある。契約規則の遵守を徹底された

い。 

 

検査職員による確認を行いまし 

た。今後は、規則遵守に努めます。 

 

○契約書について 

・契約書の書面が前年度と同じ書面で契約され

ており、27年度の契約が成立していない。契約

内容を確認の上、適正に処理をされたい。 

 

事業内容は、前年度と同規模で

継続し、実施しているので、契約

書の修正を行います。今後は、適

正実施に努めます。 

 

 

・監査対象  福祉援護課 

・監査期間 平成29年1月10日～同年2月2日 

監査の結果（指摘・要望事項） 措置の内容（回答） 

○支出負担行為決議書について 

・予定価格が250万円を超える契約において、

「舞鶴市契約内容等の公表に関する要綱」によ

り、決議書に添付することになっている公表カ

 

公表カードを添付しました。 

「舞鶴市契約内容等の公表に関す

る要綱」に基づく適正な事務処理
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ード（随意契約理由書）が添付されていないも

のがあるので、適正に処理をされたい。 

を徹底します。 

○随意契約について  

(1)随意契約理由書が添付されているが、適用

条項に記載誤りがあるので、適正に処理をされ

たい。 

(2)業者から委託料の執行状況を明らかにした

精算書が提出されておらず、検査調書が作成さ

れていない。契約規則に基づき適正に処理され

たい。 

 

(1)適用条項を訂正しました。 

 

 

(2)契約規則に基づく適正な事務 

処理を徹底します。 

○備品台帳について 

・備品分類総括表と備品台帳で数量が一致しな

いものや、総括表に現在の状況が記録されてい

ないものがある。物品会計規則第21条第1項に

より毎年１回以上の調査及び記録に努められ

たい。 

 

備品分類総括表と備品台帳の整

理をしました。物品会計規則に基

づく適正な事務処理を徹底しま

す。 

 

・監査対象  保険医療課 

・監査期間 平成29年1月10日～同年2月2日 

監査の結果（指摘・要望事項） 措置の内容（回答） 

○支出負担行為決議書について 

(1)印刷製本費の中で、細々節予算残額が不足

していながら財政課合議がなされていないも

のがあるので、適正に決裁処理をされたい。 

(2)市契約規則第24条第2項第1号による随意契

約を随契1号（一定金額以下）と記載している

ものがあるが、当該趣旨から随契2号（性質・

目的）が妥当と考えられるので、正確に適用さ

れたい。 

 

(1)今後は、適正に処理いたしま

す。 

 

 

(2)記載誤りにつき、修正しまし

た。今後は、適正に処理いたしま

す。 

○随意契約について 

・2号随契（性質・目的）による業務委託で、

当該業者を選定した理由が記載されていない

ものがあるので、書面上で明らかにされたい。 

 

記載不足につき、補記して理由

を明らかにしました。今後は、適

正に処理いたします。 

○予定価格調書について 

・金額設定の根拠が不明なものがあるので、設

計書もしくは参考見積書を添付されたい。 

 

参考見積書を添付しました。今

後は根拠を明らかにし、適正に処

理いたします。 
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○検査調書について 

(1)検査職員と検査立会人が同一人物となって

いるものがある。契約規則第46条の規定によ

り、検査は当該業務の監督職員以外の職員が行

うこととされたい。 

(2)検査年月日等を誤っているものがあるの

で、正確に記載されたい。 

 

(1)今後は、契約規則に基づき適正

に処理いたします。 

 

 

(2)検査年月日を訂正しました。今

後は、正確性を期するようにいた

します。 

○出張命令書兼復命書について 

・旅費精算の遅いものがある。精算の遅れは支

給漏れの原因にもなるため、滞ることなく精算

処理をされたい。 

 

今後、適切に精算処理いたしま

す。 

○備品台帳について 

・総括表と台帳とで数量が一致しないものがあ

るので、物品会計規則第21条第1項の規定によ

り適正に管理されたい。 

 

台帳の数量を訂正し、訂正印を

押しました。今後、物品会計規則

に基づき適正に管理します。 

○時間外勤務統計について 

・休日に8時間を超える勤務をしている場合で、

休憩時間が規定の時間よりも少ないものが見

受けられるので、法令に定められた休憩時間を

与えられたい。 

 

市条例や労働基準法に定められ

た休憩時間を与えられるよう努め

ます。 

 

 

・監査対象  安岡園 

・監査期間 平成29年1月6日～同年2月2日 

監査の結果（指摘・要望事項） 措置の内容（回答） 

○支出負担行為決議書について 

(1)前回も指摘したが、消耗品の購入において

見積り合せを省略するため、5万円以下に分割

して購入しているものが散見される。購入に当

たっては業者選定の競争性、透明性及び公平性

の確保に努めるなど、契約規則に基づき適切に

対応されたい。 

(2)前回も指摘したが、毎月購入するＬＰガス

については、見積り合せ等による単価契約をす

るなど、経費の削減に努められたい。 

(3)前回も指摘したが、契約金額が30万円未満

で特に軽微なもの又は予定価格が5万円未満の

ものを除いては、請書の提出を求めることとさ

 

(1)今後は、契約規則に基づき、適

切に対応します。 

 

 

 

 

(2)今後は、見積もり合わせ等によ

り、単価契約を行い、経費節減に

努めます。 

(3)今後は、指摘のありました業務

について、請書の提出を求めてい

きます。 
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れているが、提出されていないものがある。 

(4)前回も指摘したが、地方自治法施行令第167

条の2第1項第3号の随意契約に係る発注見通し

及び契約締結状況の公表がされていないもの

や、決議書に添付することとなっている公表カ

ードが添付されていないものなどがある。契約

規則第24条の3の規定等に基づき適正に処理さ

れたい。 

 

(4)今後は、契約規則に基づき、適

正に処理します。 

○契約について 

(1)検査委託契約書に個人情報の保護に関する

規定の別記が添付されていないものがあるの

で、適正に処理されたい。 

(2)業務委託契約書に暴力団等排除に関する特

約条項が規定されていない契約があるので、暴

力団排除条例施行に伴う契約事務により、適正

に処理されたい。 

(3)いわゆる自動継続契約としている契約書が

見受けられる。長期継続契約といった適正な契

約とされたい。 

 

(1)今後は、個人情報保護に関する

別記を添付いたします。 

 

(2)今後は、暴力団等排除に関する

特約条項を規定した契約といたし

ます。 

 

(3)今後は、単年度契約とします。 

○市外出張命令書兼復命書について 

・旅費精算の遅いものがある。精算の遅れは支

給漏れの原因にもなり得るため、滞ることなく

精算処理をされたい。 

 

今後は、遅滞なく精算処理を行

います。 

○備品台帳について 

・備品分類総括表と備品台帳の数量の不整合な

どが見受けられるので、物品会計規則第21条第

1項の規定により実態に基づいて適正に管理さ

れたい。 

 

備品分類総括表と備品台帳を突

合し、整合させるとともに、今後

は、物品会計規則に基づき適正に

管理します。 

○時間外勤務統計について 

・週休日に6時間を超える勤務をしている場合

で休憩時間がない場合が見受けられるので、法

令に定められた休憩時間を与えられたい。 

 

今後は、市条例や労働基準法に

定められた休憩時間を取得させま

す。 

 

・監査対象  文庫山学園 

・監査期間 平成29年1月6日～同年2月2日 

監査の結果（指摘・要望事項） 措置の内容（回答） 

○契約について 

(1)前回も指摘したが、リース契約書などに暴

 

(1)、(2) 
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力団等排除に関する特約条項が規定されてい

ないものや別記として添付すべきものがない

ものがあるので、暴力団排除条例施行に伴う契

約事務により、適正に処理をされたい。 

(2)保守管理契約書に個人情報の保護に関して

規定している別記2が添付されていないものが

あるので、適正に処理をされたい。 

次年度以降、適正に処理します。 

 

≪健康・子ども部≫ 

・監査対象  健康づくり課 

・監査期間 平成29年1月25日～同年2月20日 

監査の結果（指摘・要望事項） 措置の内容（回答） 

○支出負担行為決議書について 

・役務費に係るもので、市契約規則第24条第2

項第1号による随意契約を随契1号（一定金額以

下）と記載しているものがあるが、当該趣旨か

ら随契2号（性質・目的）が妥当と考えられる

ので、正確に適用されたい。 

 

今後は、根拠法令を正確に適用

し、事務処理を行います。 

 

 

○予定価格調書について 

・物品供給契約において、金額設定の根拠が不

明なものがあるので、参考見積書等を添付され

たい。 

 

今後、該当契約において、参考

見積書を取ることとし、適切に事

務処理を行います。 

○見積書について 

(1)5万円を超える消耗品の購入で、見積書が添

付されていないものや、1号随契でありながら1

者からしか見積書を徴していないものがある

ので、市契約規則第24条第2項の規定により適

正に事務処理をされたい。 

(2)決議書の起票時点で見積有効期限を過ぎて

いるものがあるので、適正に事務処理をされた

い。 

 

(1)、(2) 

今後、契約規則に沿って適切に

事務処理を行います。 

○検査調書について 

・委託料において、検査調書が添付されていな

いものがあるので、市契約規則第47条の規定に

より適正に作成、添付されたい。 

 

今後、添付漏れのないよう適切

に事務処理を行います。 

○補助金関係について 

・補助金交付要綱において、事業完了後に実績

報告書を提出しなければならない旨が規定さ

 

当該補助対象者に指示するとと

もに、今後の事務にあたり留意し
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れているにも関わらず、報告書が提出されてい

ないものがあるので、適正な手続きをとるよう

補助対象者に指導されたい。 

ます。 

 

○出張命令書兼復命書について 

・前回も指摘したが、旅費精算の遅いものがあ

る。精算の遅れは支給漏れの原因にもなるた

め、滞ることなく精算処理をされたい。 

 

今後、適正な事務処理に努めま

す。 

○備品台帳について 

・総括表に計上されていながら台帳がないもの

や、総括表と台帳とで数量が一致しないものが

あるので、物品会計規則第21条第1項の規定に

より適正に管理されたい。 

 

現状に沿うよう整理しました。

今後は、適正な管理に努めます。 

○時間外勤務統計について 

・休日に6時間を超える勤務をしている場合で、

休憩時間がないものや規定の時間よりも少な

いものが見受けられるので、法令に定められた

休憩時間を与えられたい。 

 

法令に定められた休憩時間を取

得するよう徹底します。 

 

・監査対象  地域医療課 

・監査期間 平成29年1月25日～同年2月20日 

監査の結果（指摘・要望事項） 措置の内容（回答） 

○備品台帳について 

・備品分類総括表と備品台帳の数量の不整合な

どが見受けられるので、物品会計規則第21条第

1項の規定により実態に基づいて適正に管理さ

れたい。 

 

適正に処理しました。今後は適

正な事務処理に努めます。 

 

○時間外勤務統計について 

(1)週休日等に6時間を超える勤務をしている

場合で、休憩時間がない場合や不足している場

合が見受けられるので、法令に定められた休憩

時間を与えられたい。 

(2)週休日の振替未消化分を計上する際に、当

該振替時間が誤って記載されているものがあ

るので、適正に処理をされたい。 

 

(1)今後、職員の労働時間の把握に

努め、休憩時間が適正にとれるよ

う指導します。 

 

(2)適正に処理しました。今後は適

正な事務処理に努めます。 
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・監査対象  子ども支援課 

・監査期間 平成29年2月9日～同年3月1日 

監査の結果（指摘・要望事項） 措置の内容（回答） 

○支出負担行為決議書について 

(1)支出負担行為決議書において、物品明細書

と見積書で一致しないものがあるので、適正に

事務処理をされたい。 

(2)講師への支払いにおいて、「報償費」と「委

託料」の支出があり、「委託料」については、

所得税が源泉徴収されていない。所得税法を確

認の上、適正に処理をされたい。 

 

 

(3)「予定価格が250万円を超える契約」につい

て、公表カードに随意契約理由等を明記し決議

書に添付することとなっているが見当たらな

い。随意契約実務指針（ガイドライン）により

適正に処理されたい。 

 

(1)ご指摘の内容を確認し、今後は 

物品明細書と見積書の合致確認を 

徹底し、適正に処理を行います。 

(2)平成28年度については、「委託 

料」でなく「報償費」で処理する 

よう是正しており、所得税を源泉 

徴収し、謝金を支払しております。 

今後も法令を遵守し、適正な事務

処理を行います。 

(3)随意契約実施指針に基づき、公 

表カードを作成し、支出負担行為 

決議書に添付いたしました。今後 

は、この指針に基づき、適正に処 

理を行います。 

○予定価格調書について 

・予定価格調書に設計額の記載がない。予定価

格設定の根拠となることから、契約規則に基づ

き適正に処理をされたい。 

 

ご指摘を踏まえ、契約規則に基

づき、適切な処理を行います。 

○請書について 

・5万円以上 30万円未満の印刷物等の契約につ

いては、特に軽微な契約には該当しないので、請

書を提出するよう求められたい。 

 

契約規則等に基づき、軽微な契

約に該当しない場合は、請書の提

出を求め、適正な処理を行います。 

○備品台帳について 

(1)備品分類総括表と備品台帳とで数量が一致

していないものや、総括表に現在の状況が記録

されていないものある。実態に基づき適正に管

理をされたい。（物品会計規則第21条第1項） 

 

(2)統一様式の備品分類総括表が使用されてい

ない。また、総括表に記載されていない備品が

あるので、適正に管理をされたい。 

 

(1)物品会計規則等に基づき、備品

分類総括表の不備を訂正するとと

もに、実態に基づいた数量を確認

して記載し、適正な備品管理を行

います。 

(2)ご指摘のとおり、統一様式にて

管理するとともに、実態に基づい

た数量を確認して記載し、適正な

備品管理を行います。 

○時間外勤務統計について 

・週休日の振替未消化分を計上する際に、当該

 

これまでの実態を確認後、適正 



26 

振替時間を誤って記載し、時間外勤務手当に違

算が生じているので、適正に処理をされたい。 

に処理し、今後も違算が生じない

よう適切な処理を行います。 

○市外出張命令書兼復命書について 

・前回も指摘したが、旅費精算の遅いものがあ

る。精算の遅れは支給漏れの原因にもなるた

め、滞ることなく精算処理をされたい。 

 

ご指摘を踏まえ、今後は滞りな 

く精算処理を進めます。 

○補助金交付の確定について 

・補助金において実績報告が提出された後、額

の確定が遅いものがある。地方自治法施行令第

143条第1項第4号の規定により法令遵守を徹底

されたい。 

 

今後は法令を遵守し、適正な処 

理を行います。 

 

・監査対象  幼稚園・保育所課 

・監査期間 平成29年1月25日～同年2月20日 

監査の結果（指摘・要望事項） 措置の内容（回答） 

○支出負担行為決議書について 

(1)支出負担行為決議書において命令印のない

ものがある。適正に事務処理をされたい。(舞

鶴市事務決裁規程） 

(2)毎月購入するＬＰガスについては、見積り

合せ等による単価契約をするなど、経費の削減

に努められたい。 

(3)負担金で財政課合議がされていないものが

あるので、適正に決裁処理されたい。（予算編

成及び執行に関する規則第21条第1項第2号） 

 

(1)適正な事務処理を行います。 

 

 

(2)見積もり合わせ等により、経費 

の削減に努めます。 

 

(3)今後、このようなことがないよ 

う適正な決済処理を行います。 

○随意契約について 

(1)備品の購入において見積り合せを省略する

ため、5万円以下に分割して購入しているもの

がある。購入に当たっては業者選定の競争性、

透明性及び公平性の確保に努めるなど、契約規

則に基づき、適切に対応されたい。 

(2)前回も指摘したが、政策目的の随意契約に

ついては、発注見通しの公表、契約内容の公表

等が必要であるが、決議書に添付されておらず

確認できないものがある。(地方自治法施行令

第167条の2第1項第3号、舞鶴市随意契約実務指

針) 

 

(1)契約規則に基づき、適切に事務 

処理を行います。 

 

 

 

(2)今年度より公表し、適正な事務 

処理を行います。 

 

○備品台帳について  
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(1)すべての備品分類総括表において整理番号

等に記載誤りがある。また、備品分類総括表と

備品台帳とで数量が一致していないものや、備

品台帳に現在の状況が記録されていないもの

がある。実態に基づき適正に管理されたい。（物

品会計規則第21条第1項） 

(2)舞鶴幼稚園の備品について、システムで管

理しており、備品を使用する職員の指定（保管

責任の管理）ができていない。また、備品分類

総括表においては、毎年１回以上所管する物品

の管理、保管状況を調査しなければならないこ

とになっているが確認ができない。物品会計規

則第13条第3項、第4項、第21条第1項を遵守さ

れたい。 

(1)修正しました。今後、適正な物 

品管理を行います。 

 

 

 

 

(2)例規等を遵守し、今後、適正な 

物品管理を行います。 

○時間外勤務統計について 

・前回も指摘したが、週休日等に6時間を超え

る勤務をしている場合で、休憩時間がない場合

が見受けられるので、法令に定められた休憩時

間を与えられたい。 

 

勤務時間に応じて必要な休憩を

とるよう徹底します。 

 

○市外出張命令書兼復命書について 

・旅費精算の遅いものがある。精算の遅れは支

給漏れの原因にもなるため、滞ることなく精算

処理されたい。 

 

今後は、適正な処理期間内に精

算するよう事務処理を行います。 

○補助金交付要綱について 

・補助金において交付要綱が定められていない

ものが複数ある。補助金交付の根拠であること

から早急に定められたい。 

 

早急に整備します。 

 

≪教育振興部≫ 

・監査対象  教育総務課 

・監査期間 平成29年2月9日～同年3月1日 

監査の結果（指摘・要望事項） 措置の内容（回答） 

○支出負担行為決議書について 

(1)地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の

契約に係る決議書や250万円以上の契約に添付

することとなっている公表カードが添付され

ていないものがある。随意契約実務指針(ガイ

ドライン)により適正に処理されたい。 

 

(1)「舞鶴市 地方自治法第234

条・地方自治法施行令第167条の2

第3号に基づく発注見通し・契約締

結状況」及び「公表カード」の添

付を行いました。なお、平成28年
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(2)随契理由欄に誤記があるので、正確に記載

されたい。 

 

(3)燃料の購入で、決裁日前の日付で検収がな

されているものがある。適正に事務処理をされ

たい。 

(4)事業細々節予算残額が不足していながら、

財政課合議がなされていないものがあるので、

適正に決裁処理をされたい。 

度以降の該当事案につきまして

は、既に決議書への添付並びに公

開を行っています。 

(2)誤記を修正しました。今後は、

このようなことがないよう、精査

に努めます。 

(3)今後、適正に事務処理を行いま

す。 

 

(4)今後、適正に決裁処理を行いま

す。 

 

○契約について 

・契約金額が 5万円以上 30万円未満の随意契約

において、特に軽微な契約には該当しないもの

が見受けられるので、請書を提出するよう求め

られたい。 

 

今後、適正に事務処理を行いま

す。 

 

○時間外勤務統計について 

・週休日の振替未消化分を計上する際に、当該

振替時間が誤って記載されているものがある

ので、適正に処理をされたい。 

 

入力ミスによるものであり、修

正しました。今後、適正に事務処

理を行います。 

 

・監査対象  学校教育課 

・監査期間 平成29年2月9日～同年3月1日 

監査の結果（指摘・要望事項） 措置の内容（回答） 

○支出負担行為決議書について 

(1)消耗品の購入で細々節予算残額が不足して

いるもの及び補助金の交付に係るもので、財政

課合議がなされていないものがあるので、予算

編成及び執行に関する規則第20条及び第21条

の規定により適正に決裁処理をされたい。 

(2)前回も指摘したが、見積り合せを省略する

ため、5万円以下に分割しているものがある。

発注に当たっては業者選定の競争性、透明性及

び公平性の確保に努めるなど、契約規則に基づ

き適切に対応されたい。 

 

(1)市の予算編成及び執行に関す

る規則に基づき、今後、適正に決

裁処理します。 

 

 

(2)市契約規則に基づき、今後、適

正に対応します。 

○出張命令書兼復命書について 

(1)旅費精算の遅いものが多数ある。精算の遅

 

(1)舞鶴市契約規則に基づき、今
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れは支給漏れの原因にもなるため、滞ることな

く精算処理をされたい。 

(2)前回も指摘したが、同じ日時に近隣市の同

じ場所へ、複数の職員がJRで出張しているもの

がある。効率性を考慮し、公用車で乗り合わせ

る等で、経費の節減に努められたい。 

後、適正に対応します。 

 

(2)今後は、状況に応じ、適切な交

通手段により出張するよう努めま

す。 

 

・監査対象  議会事務局総務課 

・監査期間 平成29年2月24日～同年3月7日 

監査の結果（指摘・要望事項） 措置の内容（回答） 

○支出負担行為決議書について 

(1)新聞の年間購読に係るもので、市契約規則

第24条第2項第1号による随意契約を随契1号

（一定金額以下）と記載しているものがある

が、当該趣旨から随契2号（性質・目的）が妥

当と考えられるので、正確に適用されたい。 

(2)消耗品の購入で、決裁日前の日付で検収が

なされているものがあるので、適正に事務処理

をされたい。 

 

(1)、(2) 

今後、適正な事務処理に努めま

す。 

 

○備品台帳について 

・台帳があって総括表に計上されていないもの

があるので、物品会計規則第21条第1項の規定

により適正に管理されたい。 

 

総括表に計上しました。今後は

適正に管理します。 

 

・監査対象  消防本部 

・監査期間 平成29年2月27日～同年3月7日 

監査の結果（指摘・要望事項） 措置の内容（回答） 

○支出負担行為決議書について 

(1)物品明細書に検収印が押印されていないも

のがある。物品会計規則に基づき、適正に処理

をされたい。 

(2)地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の

随意契約に係る発注見通し及び契約締結状況

の公表がされていないものや、決議書に添付す

ることとなっている公表カードが添付されて

いないものがある。契約規則第24条の3の規定

により適正に処理をされたい。 

 

(1)今後は、舞鶴市物品会計規則に

基づき、適正な事務処理に努めて

まいります。 

(2)今後は、舞鶴市契約規則及び地

方自治法施行令第167条の2第1項

第3号に基づく随意契約に関する

手続き要領に基づき、適正な公表

及び事務処理に努めてまいりま

す。 
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○予定価格調書について 

(1)予定価格調書が作成されていないものがあ

る。契約規則を遵守されたい。 

 

 

(2)予定価格調書における設計額の記載に誤り

があり、予定価格が設計額を上回っているもの

がある。契約規則第15条第5項の規定により、

予定価格を適正に定められたい。 

 

(1)今後は、舞鶴市契約規則を遵守

し、予定価格を定めなければなら

ない契約について適正に事務手続

きいたします。 

(2)今後は、このような記載の誤り

がないよう十分留意いたします。 

○備品台帳について 

・備品分類総括表と備品台帳とで数量が一致し

ていないものがある。実態に基づき適正に管理

をされたい。（物品会計規則第21条第1項）  

 

備品台帳を確認のうえ、備品分

類総括表との整合性を図りまし 

た。今後は舞鶴市物品会計規則に

基づき適正に管理してまいりま

す。 

○時間外勤務命令書について 

(1)時間外勤務の時間数に誤りがあり、時間外

勤務手当に違算が生じているので、適正に処理

をされたい。 

 

(2)週休日の振替において、7時間45分で振替処

理をし、時間外勤務手当に違算が生じているも

のがあるので、適正に処理をされたい。 

 

(1)時間外勤務の開始と終了時刻

及び時間数等の記載に誤りがあっ

たため訂正のうえ、生じた違算に

ついて適正に処理いたします。 

(2)訂正のうえ、生じた違算につい

て適正に処理いたします。 

○補助金交付の確定について 

・補助金等交付要綱に規定された実績報告の提

出がないものや、提出があっても額の確定がで

きていないものがある。また、提出された収支

決算報告書に押印漏れがあるので、補助金等の

交付に関する規則を遵守されたい。 

 

今後は、補助金等の交付に関す

る規則及び各補助金等交付要綱を

遵守し、適正な事務処理に努めて

まいります。 

 

・監査対象  会計課 

・監査期間 平成29年2月24日～同年3月7日 

監査の結果（指摘・要望事項） 措置の内容（回答） 

○支出負担行為決議書について 

・契約金額が30万円未満で特に軽微なもの又は

予定価格が5万円未満のものを除いては、請書

の提出を求めることとされているが、提出され

ていないものがある。 

 

過去の納品実績から短期間での

納品が可能であると判断したた

め、請書を省略しておりましたが、

納品までに不測の日数を要したこ
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とから短期間での納品が困難とな

ったものであります。今後、適正

な会計事務処理に努めてまいりま

す。 

○検査調書について 

・検査の基準とする書類が添付されていない中

で調書が作成されている。契約規則第46条の規

定により適正に検査し調書を作成されたい。 

 

システム改修された内容につい

て、帳票確認及び動作検証等は行

っておりましたが、ご指摘いただ

きました検査調書に添付する書類

に一部不備がありましたので、今

後、検査調書を作成する際におい

て契約内容に沿った書類が作成さ

れているか確認するとともに、適

正な会計事務処理に努めてまいり

ます。 

 

・監査対象  教育振興部 教育企画課 

・監査期間 平成29年2月9日～同年3月1日 

特記事項なし 

 

・監査対象  監査委員事務局 

・監査期間 平成29年2月27日～同年3月7日 

特記事項なし 


