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平成２６年鈴鹿市監査公表第９号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定に基づき，定期監査の監査

結果に基づく措置を講じた旨の通知があったので，その内容について次のとおり公表する。 

 

平成 26年 7月 2日 

 

鈴鹿市監査委員 伊 藤 宗 宏 

鈴鹿市監査委員 菅 原  武 

鈴鹿市監査委員 薮 田 啓 介 

 

定期監査等の監査結果に基づく措置について 

 

第１ 監査結果の措置 

    ・生涯学習課 

  ・農林水産課 

第２ 措置の内容 

１ 文化振興部生涯学習課 

(1) 監査区分 定期監査 

(2) 監査結果提出日 平成 26年 3月 27日 

(3) 措置通知年月日 平成 26年 6月 17日 

(4) 指摘事項 

 地区協力金や印刷代金の取扱いについて，不明瞭な地区が見受けられるので，統一し 

た考え方を示されたい。 

 (5) 措置結果 

 地区協力金の取扱いの現状については，鈴鹿市の公金とは区別し，地区の公民館運営委

員会の通帳に入れ，収入と支出について帳簿等を付けて適正に管理するとともに，通帳

や印鑑は，鍵付きの金庫等で別々に保管しています。 

また，印刷代金の取扱いの現状についても，鈴鹿市の公金とは区別し，地区の公民館運

営委員会の収入として通帳を別にして管理しています。日々の印刷代金は手提げ金庫に

入れ，鍵付きの金庫等にて保管し，ある程度の金額になったら，通帳に入れています。

収入と支出について帳簿等を付けて適正に管理するとともに，通帳や印鑑は，鍵付きの

金庫等で別々に保管しています。しかし，いくつかの公民館では，日々の印刷代金を缶々

等に入れているところがあり，また，帳簿等の管理が適正でない公民館もありました。

今後は，印刷代金の収入と支出について必ず帳簿等を付け，適正管理を行うとともに，

日々の印刷代金はできるだけ速やかに通帳に入れるよう，周知徹底を図りました。また，

手提げ金庫がない公民館には，必要に応じて購入しました。 

２ 産業振興部農林水産課 

(1) 監査区分 定期監査 

(2) 監査結果提出日 平成 26年 3月 27日 

(3) 措置通知年月日 平成 26年 6月 19日 

(4) 指摘事項 

 鈴鹿市防護柵設置費補助金においては，事業完了後に現地確認をしているが，確認結果

の書類が不明瞭であるため，補助対象が明確にわかるよう防護柵の位置図の表示や証拠

写真の撮り方ついて改善を図られたい。 

 (5) 措置結果 

 補助対象が明確にわかるよう，鈴鹿市防護柵設置費補助金交付要綱の一部改正を行い補

助金交付申請書等の様式を変更しました。（平成 26年 3月 31日付け鈴鹿市告示第 86号） 

 申請書の様式は，設置しようとする防護柵の「長さ ｍ高さ ｍ（段）」の項目を加えて

施工量を明示するようにし，また，添付書類の「位置図」を「位置図（施工箇所を明示
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したもの）」とし，施工箇所を明示するようにしました。 

 現地確認では，計画のとおり施工されているかを確認の上，証拠写真はメジャーを添え

て撮影し，確認結果を明瞭にできるように改善します。 
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平成２６年鈴鹿市監査公表第８号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定に基づき，定期監査の監査

結果に基づく措置を講じた旨の通知があったので，その内容について次のとおり公表する。 

 

平成 26年 5月 28日 

 

鈴鹿市監査委員 伊 藤 宗 宏 

鈴鹿市監査委員 菅 原  武 

鈴鹿市監査委員 薮 田 啓 介 

 

定期監査等の監査結果に基づく措置について 

 

第１ 監査結果の措置 

    ・生活安全部地域課 

・総務部人事課（鈴鹿市職員共済組合） 

第２ 措置の内容 

１ 生活安全部地域課 

(1) 監査区分 定期監査 

(2) 監査結果提出日 平成 26年 1月 8日 

(3) 措置通知年月日 平成 26年 3月 27日 

(4) 指摘事項 

 鈴鹿市補助金交付要綱の規定に基づき，団体へ補助金を交付している。補助金の交付後 

に補助額が変更されているが，その補助額の算定において不適正な端数処理が見受けられ 

る。補助額に変更が生じたときは，同要綱に則り適正に処理されたい。 

 (5) 措置結果 

 このたびの指摘により，鈴鹿市補助金（交付金）要綱の規定による補助金額を再計算し 

たところ，平成 24年度分として 26,900円を余分に支出していることが判明しました。 

ついては，平成 26年 2月 18日に補助金交付団体へ補助金の返還を求め，3月 24日に 

返還を確認しました。 

また，今後の補助金については，補助額に変更が生じたときは，同要綱の規定に基づく 

適正な端数処理を行うことを徹底します。 

２ 総務部人事課（鈴鹿市職員共済組合） 

(1) 監査区分 定期監査 

(2) 監査結果提出日 平成 26年 3月 27日 

(3) 措置通知年月日 平成 26年 4月 14日 

(4) 指摘事項 

補助対象事業である健康管理助成の事務において，過払いが見受けられる。随時，確 

認を行い，適正な事務の執行に努められたい。 

(5) 措置結果 

   鈴鹿市職員共済組合（以下，「市共済」という。）に対し，健康管理助成の事務におけ

る過払いについて適正な処理を行うよう指導しました。その結果，平成 26 年 1 月 16 日

付けで，対象組合員から市共済に過払い分 2,250 円が返金されていることを確認しまし

た。 

また，今後の適正な事務執行を保持するための改善策を市共済とともに検討し，金額

等のチェックについてもさらに慎重に行うよう指導しました。 

その結果，市共済において，記入誤りの防止とチェック作業の正確性を向上させるた

め，平成 26年度から助成金請求書の様式の一部を見直し，記入例を示すことで，分りや

すく請求書を記入できるようにしました。 
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平成２６年鈴鹿市監査公表第７号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定に基づき，定期監査の監査

結果に基づく措置を講じた旨の通知があったので，その内容について次のとおり公表する。 

 

平成 26年 4月 28日 

 

鈴鹿市監査委員 伊 藤 宗 宏 

鈴鹿市監査委員 菅 原  武 

鈴鹿市監査委員 伊 藤 健 司 

 

定期監査等の監査結果に基づく措置について 

 

第１ 監査結果の措置 

    ・文化振興部スポーツ課 

  ・生活安全部人権政策課 

  ・土木部土木総務課 

第２ 措置の内容 

１ 文化振興部スポーツ課 

(1) 監査区分 定期監査 

(2) 監査結果提出日 平成 26年 1月 8日 

(3) 措置通知年月日 平成 26年 3月 10日 

(4) 指摘事項 

 ① 各種団体へ補助金を交付しているが，年度を誤った支出や執行の確認を怠っているも

のが見受けられる。補助金の執行にあたっては内容や決裁方法に留意し，適正な交付に

努められたい。 

② 備品管理について，物品管理規則による手続きを経ず，廃棄されているものが見受け

られるので，適正に処理されたい。 

(5) 措置結果 

   ① 市のスポーツ振興を推進するため，市内各地区の体育振興会等へその活動を支援する

目的で，地区体育振興費補助金を交付しております。特に，地区行事開催補助について

は，各地区において実施された体育行事に対して，全て平等に補助できるよう，申請が

あれば審査の上，補助対象としておりました。今回指摘を受けました平成 23 年度実施

日の事業を平成 24 年度補助対象とした理由も，地区の体育行事であることが明確であ

り，地域のスポーツ振興を図る上で当該事業が補助の対象にあたると判断し執行しまし

た。 

     しかしながら，今回の指摘を受け事務手続き等を見直すこととし，今後，補助金の交

付については，事業実施年度内での執行とするとともに，各種団体に対しても，申請・

事業完了届・請求の手続きを，年度内に完了させるよう指導しました。 

     また，補助金の執行にあたっては，対象事業の完了後の提出書類をもとに，内容を精

査した結果の決裁をとることを徹底します。 

   ② 備品台帳に基づき備品の有無を再度確認し，既に処分されているものについては物品

返納書を管財営繕課に提出し，平成 25年 10月 31日付けで物品管理規則による廃棄処理

の手続きをとりました。 

     今後は，備品現物が備品台帳と一致しているか定期的に確認し，より一層適正な備品

管理に努めます。 

２ 生活安全部人権政策課 

（1） 監査区分 定期監査 

（2） 監査結果提出日 平成 26年 1月 8日 

（3） 措置通知年月日 平成 26年 3月 25日 
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（4） 指摘事項 

   備品管理について，物品管理規則による手続きを経ず，廃棄されているものが見受け 

  られるので，適正に処理されたい。 

 

(5) 措置結果 

      当該物品については，速やかに物品管理規則による廃棄手続きを行いました。また, 

所属職員に対し，物品管理規則を遵守し備品の適正管理を行うよう周知するとともに, 

現状の再確認を行うこととしました。各隣保館において，管理調整グループと隣保館の 

職員により，備品台帳と物品との突合を実施し，保管場所の把握とともに，物品の状態 

を確認しました。老朽化等で使用困難となっているものについては，適正な管理を行え 

るよう速やかに同規則による廃棄手続きを実施しました。 

 今後は，備品現物が備品台帳と一致しているか定期的に確認し，適正な管理を行いま 

す。 

３ 土木部土木総務課 

（1） 監査区分 定期監査 

（2） 監査結果提出日 平成 26年 1月 8日 

（3） 措置通知年月日 平成 26年 3月 27日 

（4） 指摘事項 

 調定票の取り扱いについて，誤って廃棄されたものが複数枚あるので，適正な管

理をされたい。 

（5） 措置結果 

 調定票の取り扱いについて，3月 24日勤務終了後職員研修を行い，書き損じの調

定票については廃棄せず専用のファイルに綴じるように周知しました。 

 今後は，調定票の適正な管理を徹底します。 
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平成２６年鈴鹿市監査公表第６号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定に基づき，定期監査の監査

結果に基づく措置を講じた旨の通知があったので，その内容について次のとおり公表する。 

 

平成 26年 3月 27日 

 

鈴鹿市監査委員 伊 藤 宗 宏 

鈴鹿市監査委員 菅 原  武 

鈴鹿市監査委員 伊 藤 健 司 

 

定期監査等の監査結果に基づく措置について 

 

第１ 監査結果の措置 

    ・文化振興部考古博物館 

第２ 措置の内容 

１ 文化振興部考古博物館 

(1) 監査区分 定期監査 

(2) 監査結果提出日 平成 26年 1月 8日 

(3) 措置通知年月日 平成 26年 1月 22日 

(4) 指摘事項 

   ①収納金の管理については，「公金（現金又は証券）管理について」に従い，適正に取

り扱われたい。 

②備品管理について，物品管理規則による手続きを経ず，廃棄されているものが見受

けられるので，適正に処理されたい。 

(5) 措置結果 

     ①指摘により「公金（現金又は証券）管理について」に従い，原則毎日単位で入金処

理を行うように改めました。 

     ②管財営繕課に物品返納書を提出し，平成 25 年 12 月 10 日付けで物品管理規則によ

る廃棄処理の手続きをとり，備品台帳から削除しました。 

      今後は，備品現物が備品台帳と一致しているか定期的に確認し，適正な管理を行い

ます。 
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平成２６年鈴鹿市監査公表第３号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定に基づき，定期監査の監査

結果に基づく措置を講じた旨の通知があったので，その内容について次のとおり公表する。 

 

平成 26年 2月 27日 

 

鈴鹿市監査委員 伊 藤 宗 宏 

鈴鹿市監査委員 菅 原  武 

鈴鹿市監査委員 伊 藤 健 司 

 

定期監査等の監査結果に基づく措置について 

 

第１ 監査結果の措置 

    ・文化振興部文化課 

第２ 措置の内容 

１ 文化振興部文化課 

(1) 監査区分 定期監査 

(2) 監査結果提出日 平成 26年 1月 8日 

(3) 措置通知年月日 平成 26年 1月 27日 

(4) 指摘事項 

備品管理について，物品管理規則による手続きを経ず，廃棄されているものが見受け

られるので，適正に処理されたい。 

(5) 措置結果 

     指摘のあった備品のうち，所在不明であったカメラ（備品番号 55177：購入平成 5年）

については，後日，故障の為使用不能の状態で見つかり，物品返納書を管財営繕課に提

出し，平成 26年 1月 16日付けで物品管理規則による廃棄処理の手続きを行いました。 

     今後は，備品現物が備品台帳と一致しているか定期的に確認し，適正な管理を行いま

す。   

      

 

 



- 1 - 

平成２６年鈴鹿市監査公表第２号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定に基づき，定期監査の監査

結果に基づく措置を講じた旨の通知があったので，その内容について次のとおり公表する。 

 

平成 26年 2月 13日 

 

鈴鹿市監査委員 伊 藤 宗 宏 

鈴鹿市監査委員 菅 原  武 

鈴鹿市監査委員 伊 藤 健 司 

 

定期監査等の監査結果に基づく措置について 

 

第１ 監査結果の措置 

    ・保健福祉部障害福祉課 

・土木部道路整備課 

  ・土木部道路用地課 

  ・水道局水道総務課 

第２ 措置の内容 

１ 保健福祉部障害福祉課 

(1) 監査区分 定期監査 

(2) 監査結果提出日 平成 26年 1月 8日 

(3) 措置通知年月日 平成 26年 1月 16日 

(4) 指摘事項 

備品管理について，物品管理規則による手続きを経ず，廃棄されているものが見受け

られるので，適正に処理されたい。 

(5) 措置結果 

     備品番号 71980(2000年)のノ－トパソコンの所在不明に関しては，西館に事務所が配

置されていた当時に電光掲示板対応機器として使用していたノートパソコンを事務所移

転時に当該機器が不用となった為，廃棄しましたが，備品台帳抹消の手続きを怠ってい

ました。このたびの指摘により，備品台帳抹消の手続きを行いました。 

 また，今後の備品登録，廃棄に関しては，一会計年度内に調書と現物が合致するよう，

その都度，目視等確認作業を徹底いたします。 

２ 土木部道路整備課 

(1) 監査区分 定期監査 

(2) 監査結果提出日 平成 26年 1月 8日 

(3) 措置通知年月日 平成 26年 1月 21日 

(4) 指摘事項 

監督職員通知書及び監督・検査命令書の回議書様式については，鈴鹿市文書管理規程

に基づいて取り扱われたい。 

(5) 措置結果 

     文書管理規程回議書（第３号様式）にて，起案を行います。なお，既に印影印刷承認

を受けた既存用紙については，決裁欄を斜線で抹消した上で残部を使用いたします。 

３ 土木部道路用地課 

(1) 監査区分 定期監査 

(2) 監査結果提出日 平成 26年 1月 8日 

(3) 措置通知年月日 平成 26年 1月 21日 

(4) 指摘事項 

     法律実務研修に参加し負担金が支払われているが，復命書が起案されていないものが

ある。今後は，参加したことを証するためにも，内容，所感などについて記載した復命
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書を作成されたい。     

(5) 措置結果 

起案されていなかった復命書(1 件)に関しては，当時の研修参加職員が他課へ異動と

なったため，復命書に代え参加研修資料の供覧処理を行いました。 

     また，今後，復命書の起案漏れを防止するために，課長から注意喚起を促すとともに，

鈴鹿市職員服務規程 第 8 条 （出張後の復命書作成義務） を抜粋した回覧文書を作成

し，課員に周知しました。 

４ 水道局水道総務課 

(1) 監査区分 定期監査 

(2) 監査結果提出日 平成 26年 1月 8日 

(3) 措置通知年月日 平成 26年 1月 15日 

(4) 指摘事項 

監督職員通知書及び監督・検査命令書の回議書様式については，鈴鹿市水道局文書管

理規定に基づいて取り扱われたい。     

(5) 措置結果 

監督職員通知書及び監督・検査命令における回議については，従来の任意様式の使用

を改め，鈴鹿市水道局文書管理規程に基づく第３号様式（11条関係）を用いることとし

て，局内周知を図り改善いたしました。 

 

 

 

 


