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掲載満了日 平成26年3月7日

代表 議選 局長

伺）上記のとおり告示してよろしいか
大滝総合支所及び図書館に別紙のとおり依頼してよろしいか。
市民ロビーに置くこととしてよろしいか
ホームページ及びサイボウズに掲載することとしてよろしいか。

伊達市監査委員告示第4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、伊達市長
から措置を講じた旨の通知があったので、当該通知にかかる事項を下記のとおり
公表する。

記

平成25年度定期監査(後期)に係る監査結果に基づく措置状況報告

平成26年2月28日

伊達市監査委員 菊 池 勝 義

伊達市監査委員 嶋 崎 富 勝

係長 係
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 伊達市監査委員 菊 池 勝 義  様 

伊達市監査委員 嶋 崎 富 勝  様 

 

                                               伊達市長 菊 谷 秀 吉  

 

監査結果に基づく措置通知について 

 

 平成２６年１月３１日付け伊監第６４号により通知のありましたこのことつい

て、別添のとおり提出いたしますのでよろしくお取り計らい願います。 

 

                                      記 

 

 １ 提出部局 

     福祉部社会福祉課 

     経済環境部農務課 

     経済環境部水産林務課 

     経済環境部商工観光課 

     経済環境部環境衛生課 

     建設部建設課 

     建設部住宅課 

     水道部下水道課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               （総務部総務課総務係 担当：野村 内線 244） 



監 査 結 果 に 基 づ く 措 置 通 知

要　　望　　事　　項 措　　置　　内　　容監査区分 監査対象部局

平成25年度

定期監査

建設部

建設課

○財産管理事務

　交渉記録簿を作成し継続的な交渉事務を

行うことにより、担当者が代わった場合で

も、交渉事務が円滑に遂行できるよう取り

組みます。

　河川占用料において、長期滞納と

なっている件について、交渉等を

行った記録簿等を作成するなど継続

した取り組みを要望する。

経済環境部

環境衛生課

○使用料等納入事務

　12月納入分で未納が４件発生したことか

ら、３件は直接訪問、１件は電話で督促

し、２月７日に全て納入されました。

　今後も、納入期限が過ぎた場合は訪問や

電話で督促をし、納入期限内に納入するよ

う指導していきます。

　ごみ処理手数料において、事業者

から納付されるごみ処理手数料が納

期限内に納入されていないものが複

数あったので、納期限内に納めるよ

う指導徹底することを要望する。



No.1

　原則、物品購入については、納品確認

後、速やかに請求書の発行してもらい農務

課に届けるよう現場職員へ指示しておりま

す。農務課に届いた請求書については速や

かに支出命令の決裁処理を行うことに改め

ております。

　また、その場で発行されない請求書につ

いても月締めで発送してもらい農務課で購

入したリストと照合することにより支払い

漏れのないよう徹底することに改めまし

た。

　平成24年度の(仮称)就農支援・研

修教育施設運営管理費において、平

成23年度に購入した消耗品の支払い

をしているものがあった。

　また、平成24年度中に購入した消

耗品等の支払いを年度末及び出納整

理期間に行っているものが多数あっ

た。適正な事務処理に努められた

い。

○物品購入事務

　今後は、購入後、速やかに備品台帳への

登載をするよう支出命令の決裁時に確認す

ることに改めております。

　なお、今回指摘の件については、台帳を

整備済みです。

　平成24年度の(仮称)就農支援・研

修教育施設運営管理費において、購

入備品の備品台帳が作成されていな

かった。適正な事務処理に努められ

たい。

建設部

住宅課

監 査 結 果 に 基 づ く 措 置 通 知

監査区分 監査対象部局 指　　摘　　事　　項 措　　置　　内　　容

福祉部

社会福祉課

○使用料等納入事務 　行政財産目的外使用料の管理スケジュー

ル表により、契約手続等の一連の流れを係

内で共有し確認できる体制に改善し、課

長・担当係長のチェックを含め係内全体で

事務の適切な処理完了を行います。

  行政財産目的外使用料について、

伊達市公有財産管理規則第26条の5に

より規定されている前納の取扱いを

していなかった。適正な事務処理に

努められたい。

経済環境部

農務課

○契約事務

　可能な限り必要な経費は、当初予算へ計

上するよう改めております。

　また、予定外の内容が必要になった場合

は、原則、補正予算にて行うこととし、時

間的余裕がない場合は流用することで対応

するよう改めております。

  平成24年度の(仮称)就農支援・研

修教育施設運営管理費において、不

適正なリース契約をしているものが

あった。適正な事務処理に努められ

たい。

○物品購入事務

経済環境部

水産林務課

○使用料等納入事務

  行政財産目的外使用料の整理簿を作成

し、契約更新手続、使用料の請求行為等に

ついて一目で確認できるように改善し、次

年度以降、事務が適切に処理完了できるよ

うにいたします。

　行政財産目的外使用料について、

伊達市公有財産管理規則第26条の5に

より規定されている前納の取扱いを

していなかった。適正な事務処理に

努められたい。

経済環境部

商工観光課

○使用料等納入事務

　担当のみの仕事とすることなく、課全体

での仕事として、各自が課内全体の納付事

務や事務手続きを確認できるよう年間業務

スケジュール表に掲載し、課員が互いに

チェックし合えるよう業務改善をいたしま

した。

　普通財産の賃貸借において、納入

通知書を送付していなかったため、

契約書により規定されている納期限

までに賃借料が支払われていないも

のがあった。適正な事務処理に努め

られたい。

平成25年度

定期監査

○書類帳簿等整理事務

　建替減免該当者の伊達市営住宅家賃減免

において、市営住宅家賃減免計算書を家賃

が年度の途中で変更になる方について作成

していなかったものを作成致しました。

　今後は、建替減免該当者で家賃が年度の

途中で変更になった場合についても必ず作

成することとし、適正な事務処理に努めま

す。

　建替減免該当者の伊達市営住宅家

賃減免において、市営住宅家賃減免

計算書を作成していないものがあっ

た。適正な事務処理に努められた

い。



No.2

監 査 結 果 に 基 づ く 措 置 通 知

監査区分 監査対象部局 指　　摘　　事　　項 措　　置　　内　　容

建設部

住宅課

○使用料等納入事務

○使用料等納入事務

　市営住宅修繕費個人負担金について、債

権が確定した時点で調定をするように改善

し、納付に際しての納付書についても、納

期限を記入するように改善致しました。

　また、記入漏れ等発生しないよう、担当

者及び係長による複数の目で確認をし、適

正な事務処理に努めます。

　市営住宅修繕費個人負担金は、債

権が確定した時点で調定をしなけれ

ばならないが、納入後に調定をして

いるものがあった。

　また、納付に際しての納付書に納

期限を記入していなかった。適正な

事務処理に努められたい。

○使用料等納入事務

　今までは、市営住宅修繕費個人負担金が

納められた時点で記載しておりましたが、

修繕費個人負担金は、債権が確定した時点

で調定をし、収入原簿の記載されていな

かったものについても、すべて記載致しま

した。

　今後は、修繕費個人負担金は、債権が確

定した時点で調定をした上で収入原簿も作

成します。

　また、記載漏れ等がないよう、担当者及

び係長による複数の目で確認をし、適正な

事務処理に努めます。

　過年度に退居した者の市営住宅修

繕費個人負担金が、翌年度の収入原

簿において滞納繰越分ではなく当年

度分として記載されていた。

　また、平成25年度市営住宅修繕費

個人負担金収入原簿において、敷金

を修繕費に充当している退居者が記

載されていないものや修繕費残額を

納付すべき退居者が記載されていな

かった。適正な事務処理に努められ

たい。

　市営住宅の家賃減免において、低

額収入減免者に対して｢企業倒産等に

伴う離職者等への家賃減免事務処理

要領第３の２｣を準用していた。適正

な事務処理に努められたい。

　他の市の動向も参考にし、他の減免制度

との併用適用を検討した上で、平成26年度

末までに「市営住宅家賃減免等の基準及び

事務取扱要領」を策定致し、平成27年度か

ら適用とし、　要領に基づき適正な事務処

理に努めます。

平成25年度

定期監査

○使用料等納入事務

　平成25年度分は直ちに納入してもらい、

平成26年度からは、前納の取扱いをするよ

うに致します。

　今後、このようなことが起こらないよ

う、担当者及び係長による複数の目で確認

をし、公有財産管理規則の規定に基づき適

正な事務処理に努めます。

　行政財産目的外使用料について、

伊達市公有財産管理規則第26条の5に

より規定されている前納の取扱いを

していなかった。適正な事務処理に

努められたい。

水道部

下水道課

○使用料等納入事務

　指摘事項の改善措置につきましては、提

出期限のある事務の点検票を作成しました

ので、この点検票を基に課内でチェックを

行い、適正に事務処理を進めてまいりま

す。

　下水道敷地占用については伊達市

道路占用料徴収条例の規定を準用す

ることになっているが、占用料の納

期限を定められた日に設定していな

かった。適正な事務処理に努められ

たい。

○書類帳簿等整理事務

　記載漏れはすべて記入し、誤記載は訂正

を行いました。

　今後は、記載漏れや誤った記載が起こら

ないよう担当者及び係長による複数の目で

確認をするようにし、適正な事務処理に努

めます。

　市営住宅退居に係る事務処理にお

いて、退居届のあった者について敷

金納入者一覧表や敷金払戻者一覧表

に記載されていないものがあった。

　また、払戻日が誤って記載されて

いるものがあった。適正な事務処理

に努められたい。


