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2 5静 監 第 6 5号 

平成25年４月19日 

 静 岡 市 長 

 静岡市議会議長 

 静岡市農業委員会 

 

                      静岡市監査委員  海 野   洋 

                         同     杉 原 賢 一 

                          

 

定期監査の結果について(報告) 

 

 地方自治法第199条第１項、第２項及び第４項の規定に基づく監査を行ったので、その

結果を同条第９項の規定により次のとおり報告します。 

 なお、監査結果の決定については、牧田博之前監査委員及び水野敏夫前監査委員が関与

しました。 

 

記 

 

１ 監査の種別  定期監査 

２ 監査の対象   

局名等 部名等 課名等 

財政局 
財政部 管財課、公営競技事務所 

税務部 市民税課、固定資産税課 

生活文化局 
市民生活部 市民生活課、消費生活センター、蒲原事務所 

文化スポーツ部 スポーツ振興課、日本平動物園 

環境局 
環境創造部 環境総務課、環境保全課 

廃棄物対策部 産業廃棄物対策課、収集業務課 

保健福祉子ども局 

福祉部 福祉総務課、障害者福祉課、介護保険課 

子ども青少年部 青少年育成課、子ども青少年相談センター 

保健衛生部 保健衛生総務課、動物指導センター 

 保健所 保健予防課、食品衛生課、保健所清水支所 

経済局 商工部 産業政策課、地域産業課、中央卸売市場 

様 
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農林水産部 農業政策課、中山間地振興課、経済事務所 

消防局 消防部 消防総務課、予防課、査察課 

監査委員事務局 

農業委員会事務局 

 

３ 監査の方法  財務に関する事務の執行、経営に係る事業の管理及び事務の執行が、

適正に執行されているかについて、正確性、合規性、３Ｅ（経済性、効

率性、有効性）及び内部統制の観点から、関係書類の調査、現地調査、

関係職員からの説明聴取の方法により監査を実施した。 

         また、監査結果のフォローアップとして、過年度の定期監査における

指摘事項について、措置の状況を確認した。 

４ 監査の範囲  平成24年４月１日から11月30日までに執行された事務事業（一部過年

度分も含む） 

５ 監査の期間  平成24年12月25日から平成25年３月28日まで 

６ 監査の結果  監査した結果、一部に指摘事項及びフォローアップにおける過年度の

指摘事項で改善が認められない事項が見受けられたので、適切な措置を

講じるとともに、組織全体での再発防止に努められたい。 

なお、各部局についての監査結果及びフォローアップ報告は、後述の

とおりである。 

７ その他留意点  監査対象の局部課名等については、監査実施年度である平成24年度の

組織で記載した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注） 

⑴ 指摘事項とは、正確性、合規性、経済性、効率性、有効性の観点から改善を要

する事項など、特に指摘すべき事項として、地方自治法の規定に基づき監査結果

で報告し、公表するものである。 

 ・正確性・・・事務処理は正しく行われているか。 

・合規性・・・法令、条例等に違反していないか。 

・経済性（Economy）・・・より少ない費用で実施できないか。 

・効率性（Efficiency）・・・同じ費用で、より大きな効果は得られないか。 

・有効性（Effectiveness）・・・目的を達成し、効果を上げているか。 

⑵ 指導事項とは、上記以外で、軽微な誤りと認められる事項である。 

⑶ ３Ｅとは、経済性、効率性、有効性について、英語の頭文字をとって表現され

ている言葉である。 
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【地下１階 売店】 

財政局 財政部 

 

１ 監査対象課 

  管財課、公営競技事務所 

 

２ 監査結果 

  監査した結果、次の２件の指摘事項について是正改善を求めた。また、２件の指導事

項について別途指導した。 

 【指摘事項】 

⑴ 静岡庁舎の目的外使用について（管財課）・・・【経済性及び有効性の観点】 

   静岡庁舎には、地下１階に売店、

３階に食堂、17 階に展望喫茶が

備えられており、現在の静岡庁

舎が完成した昭和 61 年以降 20

年以上、その用途として継続し

て使用されている。これらは、

市（管財課）が静岡市職員互助

会に対し、市庁舎の一部を目的

外使用許可し、職員互助会は市

職員互助会規則に基づき、職員

の福利厚生を目的とし、それぞ 

れの業者へ委託し運営するという形式となっている。 

   なお、市は、職員の福利厚生を目的とするものであるという理由で使用料（行政財

産の目的外使用料）を免除している。 

【表１ 売店等の状況】 

用途 フロア 使用面積 営業時間 
目的外使用料を徴収した 

場合の年間使用料 

売 店 地下１階 122.88㎡ 8:00～18:00 1,830,666 円 

食 堂 ３階 494.33㎡ 11:00～14:00 7,364,528 円 

展望喫茶 17階 59.00㎡ 10:00～17:00 878,982 円 

計 676.21㎡  10,074,176 円 

※目的外使用料 H24 年度単価（静岡庁舎） 14,898 円/㎡ 
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【３階 食堂】 

【17 階 展望喫茶】 

売店や食堂は職員の昼食等に利用されているほか、一般の来庁者にも利用されて

いる。また、展望喫茶は職員の利用もあるが、喫茶という性質から職員の利用より、

来庁者の利用が多いのではないかと推測される。このようなことから、これらの施設

の現状は職員の福利厚生に加え来

庁者へのサービスという面も担っ

ていると言える。 

なお、売店等の状況は表１のと

おりであり、現在の静岡庁舎の単

価に基づき、仮に目的外使用料を

課した場合 1,000万円余の収入が

見込まれる。 

市は、平成 22 年２月に策定し

た「静岡市資産の活用に関する推 

進方針」において、市庁舎等の行

政財産の有効活用について、余剰

スペースの貸付の実施や目的外使用の見直しを示し、その中で「売店等を目的外許可

により利用を可能とする場合にも、新規許可や更新許可にあたっては、公募プロポー

ザル等できるだけ広く参加者を募集するような手法の導入を進め、公平性を維持しな

がら、民間の知見を活かした財産活用を図っていきます。」としている。 

また、国では大蔵省（現・財務省）管財局長から各省あてに通達された「行政財

産を使用又は収益させる場合の取扱いの基準について」において、「福利厚生事業の

実施目的であることのみをもって、国家公務員共済組合に無償使用とするのではなく、

有償による使用収益により、その目的を達することができないのかの検討が不可欠で

ある」とされている。 

さらに、他都市では市庁

舎内の食堂や売店について、

公募により貸付け又は目的外

使用をさせ、年間数十万円か

ら数百万円の収入を確保する

事例もある。本市では厳しい

財政状況の中、広告収入や

ネーミングライツなどにより

財産を有効的に活用し、収入

確保策を講じているところで

ある。このようなことから、

庁舎内の施設を効果的に活用
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するため、福利厚生の目的と言えども使用料を徴収することを検討する必要がある。 

そのうえで、現在の利用状況等をふまえ、職員や来庁者の利便性の向上やスペー

スの有効活用など様々な観点から総合的に検証し、職員の福利厚生にとらわれること

なく、より効率的かつ効果的に施設を活用すべきである。 

 

⑵ 千代田職員住宅について（管財課）・・・【有効性の観点】 

   千代田職員住宅は昭和 35 年に、静岡市立高校の教員、保健所の医療職員、市立病

院の医師を居住させる目的で建設されたものである。その後、平成４年に建て替え、

現在は、鉄筋コンクリート３階建、全９戸となっている。 

入居料は、国家公務員宿

舎法及び同法施行令に規定さ

れた算定方法に準じ、面積や

建築年次を加味し算出されて

おり、３ＬＫタイプでは月額

33,000 円程度となっている。 

また、市が管理に要する費

用は、貯水槽の清掃業務及び

消防設備の点検業務にかかる

費用が主なもので年間 10 万

円程度である。 

   現在の入居条件は、市一般職員住宅貸与規則第２条及び第３条により、「市に勤務

する職員（企業職員を除く。）」に対し、「職務に関連して市の事務、事業の運営に

必要と認める場合」に貸与すると規定されており、これらは、運用上、遠隔地から赴

任する静岡市立高校の教師や国からの出向職員及び緊急時に静岡庁舎等へ速やかに出

勤する必要がある業務に従事する職員などが対象となっている。 

過去５年の入居状況は、平成 20 年度は５戸、平成 21 年度は６戸、平成 22 年度は

５戸、平成 23年度は４戸、平成 24年度は２戸であり、上記対象者がいつでも入居で

きるように、いくつかの部屋は空けておくこととしている。 

当該住宅は、建築から 20 年経過しているものの、耐震性や安全性には問題ないた

め、このまま空室を放置しておくことは財産を有効に活用しているとは言えず、何ら

かの改善が必要である。入居できる戸数は限られているが、空室が多い状態が続いて

いるため、現在の運用方法にとらわれることなく、入居対象となる職員の範囲を広げ

るなど、より効果的な職員住宅の活用を図るべきである。 
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意見・要望事項 

 ⑴ 物品の管理方法について（管財課） 

   現在、物品の購入、保管等の事務は基本的には各課が行っており、使用形態もそれ

ぞれの課の判断に任せられている。そのため、同様の事務を各課で行うことになり、

無駄が生じていることが推察される。 

   管財課の分掌事務には、「物品管理の総括に関すること。」が定められており、こ

れらの購入、保管等の事務を管財課に一元化するならば、各課での購入契約等の事務

量が軽減され、物品の使用にも無駄がなくなり、経費の削減にも繋がると考えられる

ため、物品の適正管理面から、関係する部署と連携の上、一元化について検討される

よう要望する。 

 ⑵ 事業の経営改善等について（公営競技事務所） 

   駿河湾フェリーを運航する民間会社では、東日本大震災後、観光客の海離れがあっ

たが、その逆境をバネに通常の運行とは別に、金環日食クルーズ、由比漁協と提携し

た桜えび漁見学、船内のビアガーデン化、船コン（出会いパーティー）などを続々と

ヒットさせており、厳しい経営環境下にもかかわらず、全社一丸となって経営改善に

向けて奮闘している事例が新聞で紹介されていた。 

   静岡競輪においても現在の社会経済情勢の中で入場者を増やし、売り上げを伸ばす

ことは難しいと思われるため、通常の競輪以外に施設を多角的に利用するなど、収益

につながる事業展開を検討されるよう要望する。 
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財政局 税務部 

 

１ 監査対象課 

  市民税課、固定資産税課 

 

２ 監査結果 

  監査した結果、指摘事項はなかったが、３件の指導事項について別途指導した。 

  

意見・要望事項 

 ⑴ 市税事務所との密接な連絡調整について（市民税課・固定資産税課） 

   世界経済の低迷や長引くデフレなどにより、わが国の景気の先行きは不透明な状況

が続いている。本市においても一般会計歳入の約半分を占める市税収入が減少傾向に

あり、平成 23 年度決算における市税収納率は 93.8％で、政令指定都市 19 市中 17 位

と厳しい状況となっている。 

このため、本市では収入未済額の圧縮及び収納率の向上等に向け、これまで各区

役所に設置していた税務課を廃止し、指揮命令系統の強化のため、平成 24 年度から

税務部直属の市税事務所を各区に新設し、税務部門の一元化を図った。しかし、この

組織改正が単に現場の所管を区役所から税務部に切り替えたことに止まるのであれば、

根本的な体制整備とまでは言えない。新設した市税事務所をいかに機能させていくか

が今後の課題となるが、そのためには、本課である市民税課、固定資産税課が市税事

務所との連絡調整を密にして業務対応することが何よりも大切である。両課の職員は

機会あるごとに市税事務所に出向き、より良好なコニュニケーションを築くことで、

業務の円滑な運営を図られたい。 
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生活文化局 市民生活部 

 

１ 監査対象課 

  市民生活課、消費生活センター、蒲原事務所 

 

２ 監査結果 

  監査した結果、指摘事項はなかったが、３件の指導事項について別途指導した。 

 

意見・要望事項 

⑴ 「公用車の青パト化」推進事業について（市民生活課） 

市民生活課においては、「公用車の青パト化」推進事業に取り組んでおり、最近

のように全国的に殺人等凶悪事件が度々報道され、また、本市においても市職員、市

教員等の不祥事が相次いで発覚している現状の中で、市職員が防犯パトロールを実施

することは、市職員及び市民の防犯意識の高揚につながっているところであり、日常

の市民生活に求められる安心・安全においても大いに貢献し、行政対応として時宜を

得たものになっている。 

そのため、今後も当該事業の積極的な推進においては、一台でも多くの公用車を

対象に青色回転灯を装備するとともに、市職員の率先した市民活動への参加が求めら

れている中で、一人でも多くの市職員が青パトの実施登録証を取得されるよう、講習

受講について一層の働き掛けに努められたい。 

 ⑵ 消費生活相談業務の改善について（消費生活センター） 

   平成 22 年度行政監査において、「市民を対象とする相談業務の実施状況につい

て」をテーマとして、市民サービスの向上を目指す相談業務が市民ニーズに即して、

効果的かつ効率的に実施され、市民の悩み事や問題等の解消に活かされているかにつ

いて、市民目線に立って監査を実施した。 

   この監査結果では、「現在の消費生活センターは市庁舎内に設置されているが、案

内表示が不十分であることから、来庁した市民にとって窓口が分かりにくく、また、

十分なスペース確保とプライバシー保護が必ずしもなされているとは言えない状況で

あるので、再度、他都市の状況や利用者の利便性、スペース確保、プライバシー保護

などあらゆる面から調査・研究を行い、庁舎外への移転も含めて現在の設置状況に対

する改善の必要性の有無について検討されたい。」との意見を述べている。 

現在は庁舎内の別の場所に移設し一部改善されているが、再度、実態を市民目線

に立って検証し、改善されていないものは早期に改善されるよう要望する。 

⑶ 蒲原事務所からの引継ぎ業務の円滑な対応について（蒲原事務所） 

 蒲原市民センターには平成 24 年度まで、市民生活部の蒲原事務所、清水区役所の

組織である蒲原支所、清水福祉事務所の組織である蒲原出張所などが設置されており、
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市民にとって、これらの組織が非常に分かりにくく、複雑になっていた。 

そこで、平成 25 年度の組織機構改正に伴い、市民生活部の蒲原事務所を廃止し、

蒲原支所に窓口を一本化したところであるが、新たに蒲原支所に引き継がれた蒲原事

務所の担当業務においても、円滑な対応を心掛け、今後も市民サービスの向上に努め

られたい。 
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生活文化局 文化スポーツ部 

 

１ 監査対象課 

  スポーツ振興課、日本平動物園 

 

２ 監査結果 

  監査した結果、次の２件の指摘事項について是正、改善を求めた。 

 【指摘事項】 

 ⑴ 消耗品購入契約の分割について（スポーツ振興課）・・・【合規性及び経済性の

観点】 

  市が契約する物品等の購入について随意契約による場合は、市契約規則第 29 条第

１項の規定により、原則として２者以上から見積書を徴するものとするが、予定価

格が 10 万円を超えない物品購入の契約をするときは、これを１者からとすることが

できるとされている。 

しかし、消耗品の購入について確認したところ、同型のＡＥＤ（自動体外式除細

動器）のバッテリーを５月８日から一週間以内に４回発注し、いずれも１個59,535円

で、１者からの見積により同一の業者から購入していた。 

支出負担行為日 納品日 単価 数量 購入金額 

5/8 5/23 59,535円 １個 59,535 円 

5/11 5/23 59,535円 １個 59,535 円 

5/11 5/28 59,535円 １個 59,535 円 

5/15 5/24 59,535円 １個 59,535 円 

   このバッテリーの購入については、予めその交換時期や数量を把握していたことか

ら、一括して購入すべきものであり、複数の業者から見積書を徴取することで競争原

理が働き、経費を抑制できる可能性があることや、業者に対する公平性の観点からも、

市契約規則に沿った手続きが必要である。 

 ⑵ 行政財産の目的外使用許可事務の遅延等について（スポーツ振興課）・・・【合

規性の観点】 

   行政財産の目的外使用に係る使用料については、市行政財産の目的外使用に係る使

用料に関する条例第４条の規定により、使用前にその使用料を納付しなければならな

いとされている。 

しかし、清水総合運動場体育館会議室９室に係る行政財産の目的外使用許可につ

いては、スポーツ関連９団体より行政財産目的外使用許可申請書（申請期間はいずれ

も平成 24年４月１日から平成 25 年３月 31日まで）を平成 24 年３月中に収受してい

たにもかかわらず、その事務の遅延により、行政財産目的外使用許可書及び納入通知
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書の発送が７月となっていた。 

   また、行政財産目的外使用許可書において、使用料の納期は、納入通知書により指

定するとしているが、実際に発行された納入通知書には納期限を定めていなかった。 

 

意見・要望事項 

 ⑴ 有度山総合公園運動施設の有効利用について（スポーツ振興課） 

   有度山総合公園運動施設は、有度山の中腹にあってテニス場、ターゲットバードゴ

ルフ場、グラウンドゴルフ場を備えた施設であるが、それらの施設を利用しない市民

にとっては、あまり存在自体が知られていないと思われる。 

しかし、当施設は、山間の緑に囲まれている良好な環境にあることから、ハイキ

ングあるいは散策の場として、そこに遊歩道等を増設することにより、子育て世帯等

を始めとする多くの市民にとって、喜ばれる施設となるのではと考える。 

   当課の分掌事務には、「スポーツ及びレクリエーション施設の企画及び整備に関す

ること。」とあり、正に、一つの施設でスポーツとレクリエーションの両面が可能と

なる施設という観点から、有度山総合公園運動施設については、当施設の有効利用と

いう視点に立ち、更なる整備等を検討するよう要望する。 

 ⑵ 日本平動物園の経営分析等について（日本平動物園） 

   日本平動物園は、猛獣館のオープン以降、入園者が急増しており、この入園者の増

加は園の運営における最大の目標達成に繋がることであり大変喜ばしいことである。 

   しかし、動物園は必ずしも行政が運営しなければならないものではなく、民間でも

運営が可能であることから、今後の運営においては、採算性の視点で、費用対効果の

検証などの経営分析も必要である。 

   このため、経営分析の状況によっては、経費削減に努力したり、入園者数をさらに

増やすためにもこれまで以上にＰＲ活動を充実させることも必要であり、これらの対

策等を講じても経営状況が好転しない場合には、民営化についての検討も行わなけれ

ばならないと考える。 

 このようなことから、常に費用対効果を念頭において施設運営に当たることは、非

常に重要であることから、これらを十分に認識した上で、今後の園の運営に当たられ

るよう要望する。 
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環境局 環境創造部 

 

１ 監査対象課 

  環境総務課、環境保全課 

 

２ 監査結果 

  監査した結果、指摘事項等はなかった。 

  

意見・要望事項 

 ⑴ 新エネルギー推進事業について（環境総務課） 

   東京電力福島第一原子力発電所事故や、中部電力浜岡原子力発電所の全面停止など

を背景に、静岡県は、従来の一極集中依存型から、分散自立型のエネルギー体系に大

きく転換し、エネルギーの地産地消を目指し、新エネルギー導入のための予算措置の

ほか、他の道府県や民間企業と自然エネルギー推進の協議会設置などの各対策を打ち

出し、「転換」への積極的な姿勢をアピールしている。 

また、浜松市では、電力自給率の向上と電源の分散化を目標に「新エネルギー推

進事業本部」を設置し、その本部職員の一人が経済産業省資源エネルギー庁に出向し

ているということである。 

そのような状況の中で、国においては昨年８月に太陽光などで発電した電力を電

力会社が買い取る「再生エネルギー特別措置法」が成立し、新エネルギーの普及促進

が期待されているところである。 

一方、本市の新エネルギー推進事業への取組みについては、現状、行政対応とし

てのアピール度が少し弱く、更なる積極的な施策展開が必要である。 

本市には、平成 16 年２月に駿河区の中島浄化センターにおいて、風力発電施設

「風電君」が設置されており、稼働上のメンテナンス等の実績もあることから、この

風力発電施設を増設などして、新エネルギー体系への転換を積極的にアピールしてい

くことも新エネルギー推進事業として大切なことであると考えるため、それらの点を

踏まえて事業の検討をされたい。 

 ⑵ 地下水源の保全について（環境保全課） 

   本市の水道の水源である安倍川の伏流水及び地下水、興津川の表流水及び地下水は、

一年を通じて良好で良質な水質を保っている。 

   しかし、この水道水源も一度有害物質により汚染された場合には、日常生活におけ

る飲料水はもとより、医療関係あるいは食料品の生産等にも大きな影響を及ぼすこと

になり、そのことによって市民の健康上の問題のみならず、社会経済活動の停滞を招

く結果ともなるので、この水質監視の強化は水道事業にとって最重要課題であると言

える。 
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   そのようなことから、水質汚濁防止法の改正に伴い、有害物質を貯蔵・使用する事

業者に課せられた届出、構造基準の遵守及び定期点検の義務付けに対しては、法改正

の内容の周知及び法令遵守の徹底とともに、対象事業所への立入検査の強化において、

遺漏のないよう取り組まれたい。  
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環境局 廃棄物対策部 

 

１ 監査対象課 

  産業廃棄物対策課、収集業務課 

 

２ 監査結果 

  監査した結果、指摘事項等はなかった。 

  

意見・要望事項 

 ⑴ 廃棄物の適正処理の確保について（産業廃棄物対策課） 

   南アルプスから駿河湾までの広大な市域における豊かな自然は、本市の貴重な財産

であり、この自然を将来にわたって保全していくことは、市民としての大きな課題で

ある。 

   このような課題に対しては、市民一人ひとりが環境意識を高く持ち、日常生活にお

いて環境に出来るだけ負荷をかけない生活様式への転換が必要となるが、このことは

個人レベルに止まることなく、地域住民が共有し、各市民と地域が一体となって環境

を守っていくことが何よりも大切であると考える。 

   そのための行政の対応として、廃棄物監視機動班による不法投棄監視パトロール、

事業所への立ち入り検査、ヘリコプターによる高所監視などを実施することも重要で

あるが、それらとともに行政側から機会あるごとに地域の中に入り、本市の豊かな自

然環境について充分な説明をすることが必要である。 

   このことによって、本市で生活できることを市民一人ひとりが誇りに思い、より良

い環境づくりのために地域の住民が共有して行動する「地域の力」を高めることで廃

棄物の適正処理を確保されるよう要望する。 

 ⑵ ごみ減量について（収集業務課） 

   静岡県が平成 24 年４月に発表した平成 22 年度の一般廃棄物排出量は 134 万２千ト

ンで、前年度に比べ４％近く減少したものの、依然として生活系ごみが７割強を占め

ており、県民１人１日当たりの排出量は 975 グラムであった。以前は、全国平均を長

く下回って推移していたが、平成 20 年度及び 21 年度は、全国平均を上回り、22 年

度は、全国平均に止まったということである。 

そのような状況の中、掛川市は１人１日当たり 642 グラムで、人口 10 万人以上 50

万人未満では全国で１番少なかったが、本市においては、1,108 グラムで同じ政令市

の浜松市と比べて２割近く多かったとのことである。 

これまで本市の場合は、焼却炉の機能が高いということもあり、分別ルールが緩

かったために、市民のごみ排出量も多かったと推察されるが、今後においては、ごみ

減量化への更なるきめ細かな指導によって、市民のごみ再資源化に対する意識を高め、
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行動に移してもらうことが必要であるため、当課のみならず部内職員一丸となって、

各町内会・自治会に出向き、それぞれの協力を得た上で、分別ルールの徹底を図るこ

とが肝要であると考える。 

ごみ減量は、焼却する際に出る二酸化炭素（ＣＯ２）や処理費用の削減にも直結す

ることから、地球環境保全として、また、本市の財政健全化の視点からも、より一層

の減量対策の強化を要望する。 
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保健福祉子ども局 福祉部 

 

１ 監査対象課 

  福祉総務課、障害者福祉課、介護保険課 

 

２ 監査結果 

  監査した結果、次の３件の指摘事項について是正、改善を求めた。また、１件の指導

事項について別途指導した。 

 【指摘事項】 

 ⑴ 契約の不履行について（福祉総務課）・・・【合規性の観点】 

   契約事務においては、受託者からの完了報告又は定期報告等により契約の履行を確

認し、その履行が十分でない場合には、適正な履行が確保されるよう必要な措置（指

示、調整等）を講じなければならない。 

しかし、中国残留邦人等日本語教室運営業務委託契約においては、契約により教

室の開催は２週間に１回以上とされているが、受託者から提出された８月分の実施報

告書では、１回しか開催されていないにもかかわらず、そのまま報告書を受理し、受

託者への指示等も怠っていた。 

⑵ 委託契約における再委託について（福祉総務課）・・・【合規性の観点】 

   契約履行の転換の禁止については、市契約規則第 45 条で規定されている。市が行

う契約は、契約の相手方として特定の者を公正に選定した上で、契約の履行確保を図

るものであるため、再委託等により、その相手方以外の者に契約を履行させることは、

適正な履行の確保の観点から認めることはできない。しかし、業務の性質や相手方の

特殊性から、契約の履行確保を図るために、業務の一部について履行者を変更した方

が有利であり、また、履行者を変更しても不利益を被るおそれがない場合に限り例外

として認められ、その場合には市の書面による承認、再受託者との契約書の写しの提

出などについて契約書に規定し、当該手続きを確実に行わなければならない。 

   しかし、ユニバーサルデザインクイズかるたによる福祉教育事業委託については、

書面による承認を経ずに業務の一部を再委託していた。 

⑶ 備品購入契約の分割について（介護保険課）・・・【合規性及び経済性の観点】 

  市が契約する物品等の購入について随意契約による場合は、市契約規則第 29 条第

１項の規定により、原則として２者以上から見積書を徴するものとするが、予定価

格が 10 万円を超えないときは、これを１者からとすることができるとされている。

また、市事務専決規則第５条第１項の規定により、予定価格１件 30 万円以下は課長

専決で、30 万円超は契約課長専決と定められている。 

備品の購入について確認したところ、介護認定審査会の業務に使用するパソコン

について、次のとおり購入していた。 
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   ５月から９月にかけて、同一機種のパソコンを５回に渡り発注し、いずれも１者か

らの見積により、同一業者から購入していた。しかし、これらは業務に必要な台数を

把握してから一括して購入すべきであり、予定価格が 30 万円を超えるものであれば、

一括して契約課に契約手続きを依頼すべきである。複数の業者から見積書を徴取する

ことで競争原理が働き、経費を抑制できる可能性があることや、業者に対する公平性

の観点からも、市契約規則等に沿った手続きが必要である。 

 

意見・要望事項 

 ⑴ 生活保護費の不正受給への対応について（福祉総務課） 

本市の平成 23 年度における生活保護受給世帯は 6,079 世帯に上り、平成 14 年度の

2,925 世帯から倍増している。この受給世帯の増加に伴い、不正受給件数も増加して

おり、平成 22 年度は 132 件で計 7,022 万円であったが、平成 23 年度は件数が倍の

274 件で金額も１億 1,123万円と大きく増加している。 

こうした不正受給の主な原因は、就労収入の未申告や過少申告、年金受給額の過少

申告などで、ケースワーカーの定期的な家庭訪問や課税調査により発覚することが多

いのが現状である。 

このような中で、本市では生活保護受給世帯の増加に対応するため、ケースワーカ

ーを平成 17 年度の 35 人から平成 24 年度４月現在で 66人に増員しているが、ケース

ワーカー１人当たりの受給世帯は 100 世帯と、前年度の 106 世帯からは減少したもの

の、社会福祉法で定める 80世帯を依然として上回っている。 

このことから、引き続きケースワーカーの増員は必要であると考えるが、現状１億

円以上の不正受給がある実態においては、ケースワーカーだけに頼るのではなく、人

支出負担行為日 納品日 物品名／納入場所 台数 購入金額 

5/24 6/13 
介護認定審査会用パソコン

／介護保険課 
１ 43,800 円 

7/20 8/20 
介護認定審査会用パソコン

（葵区用）／介護保険課 
２ 76,000 円 

7/20 8/23 
介護認定審査会用パソコン

（駿河区用）／介護保険課 
２ 76,000 円 

9/6 9/6 
介護認定審査会用パソコン

（清水区用）／介護保険課 
２ 76,000 円 

9/27 9/27 
介護認定審査会用パソコン

（葵区用）／介護保険課 
１ 38,000 円 
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員不足を補うという観点から、課職員あるいは福祉部を挙げて家庭訪問や課税調査等

を実施するということも一つの方策であると考えるので、そうした視点により不正受

給の根絶のため、更なる対策を講じられるよう要望する。 

 ⑵ 震災における障がい者への対応について（障害者福祉課） 

   東日本大震災では、障がいを持つ多くの人が犠牲になった。津波で大きな被害を受

けた宮城県、岩手県、福島県の沿岸市町村に居住する障害者手帳所持者は約 15 万人

で、犠牲者数の全容は判明していないが、内閣府によると、障がい者においては関係

団体が調査した約 9,000 人のうち、２％以上の 200人以上が死亡又は行方不明になっ

ている。 

   一方、住民の犠牲者は全体の約１％であることから、内閣府防災担当者は、「障が

いのある人が、健常者に比べて高い確率で犠牲になった可能性が高い。」と述べてい

る。 

   そのため、住民を対象に実施している防災訓練、津波避難ビルの整備、津波避難タ

ワーの建設等においては、障がい者への配慮を欠かすことができないことから、障害

者福祉課としても機会があるごとに、市の関係課はもとより自治会・町内会等に対し

ても障がい者への配慮について要請されるよう要望する。 

 ⑶ 介護保険料における滞納繰越額の縮減について（介護保険課） 

   平成 23 年度においては、第１号被保険者の現年度介護保険料の収納率は、前年度

並みの 98.65％となっているが、普通徴収における収納率は 82.88％となっている。

平成 24 年度は 85.30％を見込んでおり、多少は上昇しているが、依然として収納率

は低い状況にあり、滞納繰越額も平成 23 年度末で２億 3,519 万円あることから、こ

の縮減対策が介護保険課における課題となっている。 

   こうした収納における課題の解決には、介護保険課による給付制限の不利益の周知

及び納付指導だけにとどまらず、福祉部門の組織全体として徴収に取り組み、また、

収納率の向上については、年度目標を明確に定めておくことが重要である。 

   このため、人的資源活用の面から各区高齢介護課等と連携した対応や月１回程度の

収納強化週間等を設定するなど、組織力を挙げたより効果的な徴収を行うことにより、

更なる滞納繰越額の縮減に努められるよう要望する。 
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保健福祉子ども局 子ども青少年部 

 

１ 監査対象課 

  青少年育成課、子ども青少年相談センター 

 

２ 監査結果 

  監査した結果、次の２件の指摘事項について是正、改善を求めた。また、１件の指導

事項について別途指導した。 

 【指摘事項】 

 ⑴ 随意契約の内容等の公表について（青少年育成課）・・・【合規性の観点】 

地方自治法施行令第 167 条の２第１項第３号を適用し随意契約（以下「３号随

契」という。）をする場合は、市契約規則第 28 条の２第２項の規定により、随意契

約の内容等を契約締結後、速やかに公表しなければならないとされている。３号随契

は、福祉施設・団体等を優先することで、福祉の増進等一定の政策目的のための制度

であるが、この適用を濫用すれば業者の発注に大きな影響を及ぼすことにもなり得る

ことから、機会均等、透明性及び公平性の確保に留意する必要がある。 

しかし、日本平キャンプサイト敷地内草刈等業務については、３号随契により契約

したにもかかわらず、契約内容等の公表をしていなかった。 

 ⑵ 納期を経過した収入未済に対する督促について（子ども青少年相談センタ

ー）・・・【合規性の観点】 

母子生活支援施設入所者負担金において、納期を経過した収入未済に対し、地方

自治法施行令第 171 条及び市債権の管理に関する条例施行規則第３条第１項の規定に

基づき、納期限後 20 日以内に期限を指定して書面により督促しなければならないが、

書面による督促をしていなかった。 

 

意見・要望事項 

 ⑴ 非行防止活動等の推進について（青少年育成課） 

青少年を取り巻く環境は、少子・高齢化、情報化、国際化、人間関係の希薄化など

により、大きく変化してきている。 

県の発表によると、県内の児童相談所７か所に平成 23 年度に寄せられた児童虐待

の相談件数は、前年度比 52 件増の 1,435 件で過去最多であった。また、昨年１年間

の県内の自殺者は、前年度比８人増の 963 人で、過去 10 年間で最悪になったことが

県警のまとめで分かり、この自殺者については、長引く不況などを背景に 40～60 歳

代の働き盛りが半数以上を占めるが、学生等若者の増加も特徴的とのことである。 

このような状況において、市としても青少年の健全な育成を図るため、様々な学習

や体験の機会を提供し、青少年団体の活動や指導者養成の支援、非行防止活動等の
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総合的な取り組みを推進しているが、その推進に当たっては、学校、地域及び関係

団体などと連携を図ることが重要である。特に、児童虐待や若者の自殺の防止など

には、日頃から周りの人々の見守りや支えが必要であり、青少年にとって最も身近

な生活環境である地域との連携強化が重要である。そのためには、町内会や自治会

を主体とした各種活動や伝統行事などに青少年を積極的に参加させるなど、地域の

人たちとのふれあいの場を作っていくことも効果的な方策であると考えられるので、

それらを念頭に今後の青少年健全育成事業を推進されたい。 

 ⑵ 児童及び青少年に係る相談指導事業について（子ども青少年相談センター） 

近年、人間関係の希薄化など、社会の歪が児童及び青少年にとって様々な面で悪

影響となってのし掛かってきているように思われる。 

県の発表によると、県内の児童相談所に寄せられる虐待相談件数が年々増加して

いるということであり、また、児童・生徒のいじめも後を絶たない状況となっている。

さらには、昨年１年間の県内の自殺者は過去 10 年間で最悪となり、若者の増加も特

徴的ということである。 

そうした中、総務省は「児童虐待の防止等に関する政策評価」において、児童虐

待の早期発見が求められる保育所や小中学校で、虐待を疑いながら児童相談所などに

通告しなかったり、通告まで１か月以上かかったりと対応が不十分な事例があったと

して厚生労働省と文部科学省に改善を勧告している。 

こうしたことを踏まえ、当センターが実施している「児童及び青少年に係る相談

指導事業」の面接相談やこころのホットライン等電話相談においては、先ずは相手側

の言い分を十分かつ正確に聞き取ったうえで問題点を逸早く発見し、対応策を講じる

ということが大切である。また、その際に、他機関等に関係する事象については、速

やかかつ正確にそれを伝えるなど、常に相談者の立場に立った的確な対応に努められ

たい。 
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保健福祉子ども局 保健衛生部 

 

１ 監査対象課 

  保健衛生総務課、動物指導センター、保健所保健予防課、保健所食品衛生課、保健所

清水支所 

 

２ 監査結果 

  監査した結果、次の２件の指摘事項について是正、改善を求めた。また、２件の指導

事項について別途指導した。 

 【指摘事項】 

 ⑴ 普通財産の貸付けについて（保健衛生総務課）・・・【合規性の観点】 

   財産の貸付け等については、普通財産と行政財産でその取扱いは異なり、普通財産

の貸付けを行う場合は、市財産管理規則第 37 条の規定により、契約の締結が必要と

なる。 

   しかし、大川診療所敷地内への電柱設置に係る普通財産の貸付けについては、契約

書の取り交わしをせず、「普通財産貸付承認書」により貸付けをしており、また、平

成 24 年４月１日から貸付けを行っているにもかかわらず、監査期日（平成 24 年 11

月 30 日）において、請求手続きの遅延により貸付料１件 1,500 円が納付されていな

かった。 

⑵ 納期を経過した収入未済に対する督促について（保健衛生総務課）・・・【合規

性の観点】 

 急病センター使用料については、納期限までに納付が確認できないものがある場合、

地方自治法施行令第 171 条の規定により、期限を指定してこれを督促しなければなら

ないが、監査期日（平成 24 年 11 月 30 日）において３か月以上督促していないもの

があった。 

このことは、平成 22 年度第１回定期監査においても指摘事項として改善を要求し

ており、その指摘事項に対する措置状況として、督促については、月に一度、納期限

を経過した案件を確認のうえ督促状を発送することとした旨の通知を受けている。 

しかしながら、改善の措置が執られる前と同じ状況となっていたので、早急に是

正すべきである。 

 

意見・要望事項 

 ⑴ 中山間地の振興における診療所の充実について（保健衛生総務課） 

   中山間地域が市域の 80％強を占める本市において、中山間地の振興は本市の発展

に欠かすことのできない大きな要素となっている。 

   その中で、待望の新東名高速道路が開通し、静岡県内に 10 箇所設けられたインタ
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ーチェンジ周辺の中山間地には、増加する人・物の流れを効果的に誘導することで飛

躍的発展の可能性を秘めている地域が少なくはなく、インターチェンジ周辺の農村地

域は、持続的な発展とともに農業を介して魅力的な産業を展開することが重要である

と言われている。 

   そのような中山間地への期待は大きいと思われるが、そこに居住している人達の日

常生活を守る医療に問題が生じていては、県内外から人を招き交流を深めることでの

魅力的な産業の発展はなし得ないと考える。 

   中山間地については、多くの人達が、そこに住んでみたいというような魅力ある地

域になることが理想であるが、そのための必須条件の一つとして山間地医療の充実が

挙げられると思われるため、まずは各山間地診療所の安定的運営に対しては行政とし

て十分配慮されるよう要望する。 

 ⑵ 施設・設備の老朽化への対応について（動物指導センター） 

   動物指導センターの主要事業である動物愛護事業は、動物愛護館の指定管理、犬の

飼い方・しつけ方の講座開催、動物愛護教育、飼育相談等の業務からなり、これらは

動物の適正な飼育について、市民の関心と理解を深め、動物愛護精神の普及と向上を

図ることにより、市民の間に動物を愛護する気風を醸成し、もって生命の尊さ、友愛

及び平和の情操の涵養に資することとなる。 

   一方、動物指導センターを取り巻く社会環境として、日本の総人口は年々減少して

おり、反面で 65 歳以上の高齢者が占める割合は、平成 25 年には 25％、平成 36 年に

は 30％に到達する見込みであり、超高齢化社会を迎えようとしている現状がある。 

   このような状況の中、愛玩動物等を飼育する高齢者も増加しており、生命の尊さ、

友愛などの「動物愛護」の精神をモットーとする動物指導センターの役割は、今後ま

すます重要になると考えるが、同センターの施設や設備が老朽化していたり、耐震性

に問題があるということは決して好ましい状態とは言えないと考える。 

   このため、現状の動物指導センターの立地環境は、その存在感、あるいは利便性等

の面からも必ずしも最適の地ではないと思われるため、移転も含めて、センターのあ

り方について検討されるよう要望する。 

⑶ 保健予防事業に係る国等からの情報収集について（保健所保健予防課） 

   保健予防課の課題事項等としては、「予防接種事業の制度変更への円滑な対応につ

いて」及び「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者

総合支援法）の円滑な実施について」がある。 

これらの制度の詳細については、障害者総合支援法の関係省令などは公布された

ものの、予防接種法の改正は未だ実施されていないことから、国の動向を注視し、情

報収集に努めることにより、円滑な事業実施に向け対応していくことが重要である。 
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このように事業内容が不透明であり、医療機関等他の関係機関と連携が必要な事

業では、一刻も早い情報の収集がより重要となり、事業の円滑な実施に欠かせないも

のとなる。 

このため、国の動向等の情報収集においては、他の政令市との情報交換とともに

本市としても国との人事交流の中で厚生労働省に職員を派遣していることから、所管

の東京事務所に対して情報の収集を要請するなど、迅速かつ的確な情報収集に努めら

れるよう要望する。  

⑷ 食の安全対策に関することについて（保健所食品衛生課） 

   食の安全については、最近、宮崎県の口蹄疫問題、富山県などの焼肉店での集団食

中毒、福島第一原子力発電所の事故の影響による放射性セシウムに汚染された牛肉の

流通など、食の安全を揺るがす問題が国内の至る所で続発している。 

   特に生食肉については、本市においても飲食店や販売業施設などに立ち入り調査し

た結果、98.8％に当たる 84 施設が衛生基準の不適合となっていたということである。 

   そうしたことで、市民の食の安全に対する関心は、これまでになく高まっていると

考える。食の安全対策においては、平成 24年８月に「静岡市食の安全・安心アクシ

ョンプラン」を策定しているが、今後においても保健所清水支所との連携のもと、食

の安全に関する市民への周知、意識啓発に努めるとともに、飲食店や食品業者などへ

の各種監視指導にも積極的に対応されるよう要望する。 

⑸ 日常における業務連携の強化について（保健所清水支所） 

   清水支所の分掌事務は、養育医療・難病患者の保健・結核予防・精神保健・医務及

び薬務・食品衛生・生活衛生等の非常に幅広い分野を所管している。 

   このため、営業相談・審査・調査及び指導事務等に対応する人材の育成は、幅が広

いだけでなく、それぞれ専門性が高く、各業務ごとに個人的な育成が必要とされるこ

とから、その対応は非常に困難であると考える。 

   また、定員管理計画による職員定数の管理を図っている現状では、職員の補充につ

いても難しいと思われる。 

   そのような現状の中で、清水支所における人材育成と職員補充については、業務内

容が保健衛生部内の各課等に関係していることから、繁忙期等の関係課からの応援や

日常的に部内流動により人材と増員を求める方法が業務処理上、効果的だと考えるた

め、これらの対応について検討されるよう要望する。 
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経済局 商工部 

 

１ 監査対象課 

  産業政策課、地域産業課、中央卸売市場 

 

２ 監査結果 

  監査した結果、次の２件の指摘事項について是正、改善を求めた。また、２件の指導

事項について別途指導した。 

 【指摘事項】 

 ⑴ 支出事務の遅延について（産業政策課）・・・【合規性の観点】 

   平成 24 年９月に開催した、こどもクリエイティブタウン検討委員会における報償

費の支払いについて、市予算規則第 25 条第１項の規定に基づき、支出負担行為伺書

を起票し、速やかに支出事務の執行をすべきところ、監査期日（平成 24 年 11 月 30

日）で支出負担行為伺書の起票がなく、３か月以上経過して報償費が支払われていた。 

 ⑵ 修繕契約の分割について（中央卸売市場）・・【合規性及び経済性の観点】 

   市が発注する修繕契約について随意契約による場合は、市契約規則第 29 条第１項

の規定により、原則として２者以上から見積書を徴するものとするが、予定価格が

50 万円を超えない修繕の契約をするときは、これを１者からとすることができると

されている。 

   市場の施設修繕の状況について確認したところ、アスファルト修繕として６月 14

日及び７月 31 日に、両日とも 498,750 円で、１者からの見積により同一業者に発注

していた。修繕の位置図を見ると、６月 14 日に 22か所、７月 31 日に 26 か所の修繕

箇所を確認したが、アスファルトの性質上、最初の修繕完了後の短期間で、20 か所

以上にわたり修繕が必要となることは考えにくく、また、聴き取りによる確認におい

ても２回に分けて発注する必要性は認められなかったことから、これら修繕契約は一

括して発注すべきである。 

   一つの契約として複数の業者から見積書を徴取することで競争原理が働き、経費を

抑制できる可能性があることや、業者に対する公平性の観点からも、市契約規則に沿

った手続きが必要である。 

 

意見・要望事項 

 ⑴ 「農商工連携」の事業推進について（産業政策課） 

   国の中小企業政策の一つである「農商工連携」は、中小商工業者が農林水産業者と

の連携により新規事業の開発を行うことを支援する事業で、その内容としては、連携

を図ろうとする中小企業者及び農業者等が連携計画を作成して国の認定を受けた場合、

専門家によるアドバイス、政府系金融機関による事業資金の融資、研究開発に係る補
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助金支給等の支援措置が活用できるものである。 

   この「農商工連携」の事例としては、高品質の茶葉を生産する茶農家と連携し、独

自の抽出方法でボトル入り高級日本茶飲料を開発した事例（神奈川県）や、規格等が

異なっていて出荷できなかった未利用柿を利用して機能性食品素材を開発した事例

（福岡県）などがある。 

   これらの事例から見て、「農商工連携」は、南アルプスから駿河湾に至る広大な市

域を有する本市にとって、そこに存在する農業のみならず、水産業も活かすことがで

きる新たな産業として、また、中山間地の振興における産業として大いに有望ではな

いかと考えられるため、新産業の育成及び支援の立場から「農商工連携」の事業推進

について取り組まれたい。 

⑵ 「ホビーのまち静岡」推進事業について（地域産業課） 

平成 22 年度に東静岡広場で開催した「模型の世界首都 静岡ホビーフェア」は、

バンダイやタミヤなど静岡市内等の模型メーカーの協力を得て、来場者総数が 160 万

人を超える大イベントとなった。また、毎年５月にツインメッセ静岡で開催される

「静岡ホビーショー」においても、平成 24 年の出展企業等は、71 社と３団体にのぼ

り、盛大に開催されたところであり、これらのことは、まさに、本市が「模型の世界

首都」の名にふさわしい都市であると言える。 

そのため、「ホビーのまち静岡」推進事業として開催される「ホビーウィーク」

については、「静岡ホビーショー」の開催をツインメッセ静岡だけに止まることなく、

「大道芸ワールドカップ in 静岡」のように、駿府城公園を主体とした中心市街地で

大々的に開催することで、本市の都市ビジョンである「求心力が強く、世界中から人

が集まるまち」の実現にも繋がるものと考えるので、こうした広い視点をもって、今

後の事業の検討に当たられるよう要望する。 

⑶ 市場関連事業の一般開放について（中央卸売市場） 

  市場には、卸売業者や仲卸業者などのほかに、市場の取扱品目以外の商品の販売

や飲食店などの業務を行う市場関連事業者があるが、これらを利用する者が減少し

ていることから、市場関連事業者からは一般消費者への販売等を行うことができる

市場開放の要望が出ているということである。 

しかし、この市場開放においては、当市場が比較的郊外に設置されており、一般

市民の目の届きにくい所にあることから、各種イベント等の開催による中央卸売市場

の存在をＰＲすることが必要である。市民から親しまれる市場を目指すということ、

また、多くの市民により市場が賑わうという光景は、そこに訪れた市民の心を豊かに

するということもあることから、市場関連事業者からの要望は前向きに検討されたい。 

   なお、市場の一般開放の検討に当たっては、当市場の機能等を一人でも多くの市民

に知ってもらうため、日頃のＰＲ活動の強化についても併せて検討されるよう要望す

る。 
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経済局 農林水産部 

 

１ 監査対象課 

  農業政策課、中山間地振興課、経済事務所 

 

２ 監査結果 

  監査した結果、次の２件の指摘事項について是正、改善を求めた。 

 【指摘事項】 

 ⑴ 単独随意契約理由の合理性について（中山間地振興課）・・・【合規性及び経済

性の観点】 

   市が契約する委託業務について随意契約による場合は、市契約規則第 29 条第１項

の規定により、原則として２者以上から見積書を徴することとなっており、また、金

額ごとの見積参加業者数については市独自の基準を定めている。 

そのため、10 万円を超えない契約や特別な理由がない限り、単独随意契約により

業務を実施することはできないこととなっている。 

   市林業センター浄化槽清掃及び保守点検業務について、積算金額からすると２者か

ら見積書を徴取する必要があるにもかかわらず、「当該設備を熟知しており、迅速な

対応が可能な唯一の業者である」ということを理由に、単独随意契約を実施していた

が、施設の規模や技術資格の内容から、他にも対応可能な業者は存在することから、

単独随意契約理由の合理性は認められなかった。 

   競争を行うことで経費を抑制できる可能性があることや、業者に対する公平性など

の観点から、市契約規則に沿った手続きが必要である。 

⑵ 収納金の不適切な取扱いについて（中山間地振興課）・・・【合規性の観点】 

   収納金の取扱いは、市会計規則第 123 条第４項に基づき、即日又は翌日に指定金融

機関等に払い込むこととされ、やむを得ない理由で会計管理者の承認を得たときは、

一部別の取扱いが認められ、また、徴収事務を委託した場合には、指定の契約書に基

づき、受託者は市会計規則の定めるところにより、受託事務を取り扱うものとされて

いる。 

   井川の白樺荘における温泉浴場使用料の収納金については、指定管理者への徴収事

務委託契約により行い、山間地域ということを考慮し、原則毎週月曜日に金融機関へ

払い込むこととなっている。しかしながら、指定管理者から提出された出納金受払簿

を見ると、払出しの処理が曜日に関係なく不規則に行われており、また、払出し時の

受払簿の記録も一見して確認できない内容のものとなっていた。 

   さらに、金融機関への払い込みにおいては、収納金の払出し処理を行ったにもかか

わらず、すぐに払い込みをせず、指定管理者の事務所内に数日間保管したままの状態

にあることが判明した。 
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こうしたことから、所管課は受払簿の記録方法や公金の適正な取扱いについて、

指定管理者に対して必要な指導を行う必要があるが、所管課としての確認行為が不十

分であることから、これらを怠っていた。 

   当該徴収事務委託については、平成 22 年度第２回定期監査においても同様に指摘

事項として改善を要求しており、その措置状況として指定管理者に対し契約に基づい

た徴収事務を行うよう指導を行い、今後も納付状況を見ながら適時適切な指導を行っ

ていくとの通知を受けているが、改善が認められなかったため、早急に是正すべきで

ある。 

 

意見・要望事項 

 ⑴ 農業の六次産業化の推進について（農業政策課） 

   国の中小企業政策の一つである「農商工連携」は、中小商工業者が農林水産業者と

の連携により、新規事業の開発を行うことを支援する事業で、その内容として、連携

を図ろうとする中小企業者及び農業者等が連携計画を作成して国の認定を受けた場合

は、専門家によるアドバイス、政府系金融機関による事業資金の融資、研究開発に係

る補助金支給等の支援措置が活用できるものである。 

   この「農商工連携」の事例としては、高品質の茶葉を生産する茶農家と連携し、独

自の抽出方法でボトル入り高級日本茶飲料を開発した事例（神奈川県）や、規格等が

異なっていて出荷できなかった未利用柿を利用して、機能性食品素材を開発した事例

（福岡県）などがある。 

   これらの事例から見て、「農商工連携」は広大な市域を有する本市にとって、そこ

に存在する農業を生かすことができる新しい産業として、また、中山間地の振興にお

ける産業として大いに有望ではないかと考えられるため、「農業の六次産業化の推

進」という立場から、産業政策課とも十分連携するなど、「農商工連携」について早

急に検討されるよう要望する。 

⑵ 中山間地の振興における多彩な事業展開について（中山間地振興課） 

   新東名高速道路が開通し、静岡県内 10 か所に設けられたインターチェンジ周辺の

中山間地には、増加する人、物の流れを効果的に誘導することで、飛躍的発展の可能

性を秘めている地域が少なくない。 

   特に本市における中山間地は、南アルプスの麓にあり、奥大井、奥藁科、安倍奥、

奥清水地域の広大な「オクシズ」を有していることから、中山間地の発展のためには、

これらの地域に点在する農村地域の農業を介して、魅力的な産業を展開することが重

要であると言える。例えば、東京や名古屋など大都市圏から日帰りでも楽しめる郷土

料理や農業体験の場の提供など、食と農の魅力を生かした多彩な事業が考えられ、こ

うした事業化により雇用の場も確保できるものと考える。 

   中山間地においては、将来どのような地域にしたいのか、地域住民や農業団体など
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の声を踏まえた上で、農業政策課や観光・シティプロモーション課など関連する部門

と十分連携し、これら多彩な事業の展開を図られるよう要望する。 

⑶ 経済事務所としての機能発揮について（経済事務所） 

   経済事務所は、農林水産部と商工部の業務を所管しており、両部における各関係課

業務の受付等が主な業務となっていることから、その事務処理においては、事務所独

自の専門性を発揮するには難しい側面があると言える。 

   こうした組織においてその機能を発揮していくためには、まず事務所としてあるべ

き姿について職員間の共通認識の徹底を図るということ、また、日頃の業務において

関係課との連携や調整を密にするため、常に関係課との良好なコミュニケーションに

心掛けることが重要であるので、これらを十分認識して日常業務に取り組まれるよう

要望する。 
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消防局 消防部 

 

１ 監査対象課 

  消防総務課、予防課、査察課 

 

２ 監査結果 

  監査した結果、指摘事項はなかったが、４件の指導事項について別途指導した。 

  

意見・要望事項 

⑴ 消防職員の人材育成について（消防総務課） 

   東海沖から四国沖の南海トラフを震源とする巨大地震に備え、国の中央防災会議作

業部会は、平成 24 年７月に、「南海トラフ巨大地震対策について」の中間報告を公

表した。 

この地震は、超広域にわたる巨大な津波、強い揺れに伴い、西日本を中心に、東

日本大震災を超える甚大な人的・物的被害が発生し、国難ともいえる巨大災害になる

ものとの報告がされている。また、特に被害が甚大になると想定される巨大津波に対

しては「命を守る」ことを基本原則として、被害の最小化を主眼とする「減災」の考

え方に基づき、住民避難を中心に、自助、共助の取り組みを強化し支援していく必要

がある。さらに、大津波は、人の一生のスパンを超える頻度で発生することから、こ

れらの体験や防災意識を次の世代に着実に継承していくことが重要とされ、市町村に

おける防災担当部局の職員についても、必要な職員数の確保を図りつつ、人材育成を

強化する必要があるとしている。 

   この報告を踏まえ、今後の本市消防職員の人材育成においては、通常の消防業務へ

の対応はもちろんのこと、津波等の大規模災害にも的確に対応できるよう、「減災」

に向けた人材育成にも力を入れ対応されるよう要望する。それには、近隣の焼津市、

藤枝市、富士市等とも合同で研修を行うなど、広域的な見地から対応することが重要

であるので、大規模災害を減災することができるよう、相互協力の体制や意識付けの

共有化に努められたい。 

 

⑵ 防火安全対策等の推進について（予防課・査察課） 

   平成５年７月の北海道南西沖地震や平成 23 年３月の東日本大震災では、強い揺れ

による家屋等建築物の倒壊と津波のほか、大火災による被害も多く発生した。今後起

こりうる南海トラフ巨大地震のような大規模な地震についても同様の事態が発生する

ことが想定されることから、今後の防火安全対策については、過去の地震の被害状況

を十分踏まえた上で、一般住宅への防火指導や危険物施設、消防法令違反のある特定

防火対象物などの査察及び違反是正に努められるよう要望する。 
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監査委員事務局 

 

１ 監査対象課 

  監査委員事務局 

 

２ 監査結果 

  監査した結果、指摘事項等はなかった。 
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農業委員会事務局 

 

１ 監査対象課 

  農業委員会事務局 

 

２ 監査結果 

  監査した結果、指摘事項等はなかった。 

  

意見・要望事項 

 ⑴ 農業振興のための各施策の推進について（農業委員会事務局） 

   農林水産省が発表した平成 23 年度の食料自給率（カロリーベース）は、前年度か

ら横ばいの 39％となっており、先進国の中で最低の水準となっている。 

   政府は、平成 32 年度までに食料自給率を 50％に引き上げる目標を掲げているが、

現状では達成は難しいと推測され、今後「不測の事態」が発生することにより、食料

供給の混乱が生じる可能性があると警告している。 

   こうした懸念を裏付けするように、平成 24 年は米中西部の穀倉地帯の干ばつで、

トウモロコシなどの穀物の国際価格が高騰し、「食糧危機」と騒がれた平成 20 年の

穀物価格高騰の再来ではないかとの危機感が強まっている。 

   このような状況においては、農業における担い手不足や耕作放棄地の解消が重要で

あり、適正な農地管理の指導など農業委員会の活動の強化や機能の向上が求められる

ので、我が国の農業を取り巻く環境を十分認識した上で、農業振興のための各施策の

推進に努められるよう要望する。 
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別表 

平成 24年度 第２回定期監査指摘事項等件数一覧 

 

局･部名等 指摘事項 指導事項 合計 

財政局 
財政部 ２ ２ ４ 

税務部 ０ ３ ３ 

生活文化局 
市民生活部 ０ ３ ３ 

文化スポーツ部 ２ ０ ２ 

環境局 
環境創造部 ０ ０ ０ 

廃棄物対策部 ０ ０ ０ 

保健福祉子ど

も局 

福祉部 ３ １ ４ 

子ども青少年部 ２ １ ３ 

保健衛生部 ２ ２ ４ 

 保健所 ０ ０ ０ 

経済局 
商工部 ２ ２ ４ 

農林水産部 ２ ０ ２ 

消防局 消防部 ０ ４ ４ 

監査委員事務局 ０ ０ ０ 

農業委員会事務局 ０ ０ ０ 

合  計 15 18 33 



- 33 - 

 

監査結果フォローアップ報告（平成24年度第２回確認分） 

 

１ 調査の目的 

  過年度に実施した定期監査において、改善を要するものとして指摘した事項（以下

「指摘事項」という。）について、措置の状況を確認することにより内部統制が有効

に機能しているか検証を行い、改善が認められない事項については改善を促し、監査

の実効性を高める。 

  また、未だに措置通知されていない指摘事項について状況を調査し、改善の見込みに

ついて確認をする。 

 

２ 調査の対象となる指摘事項 

  平成 24 年度に定期監査の対象となった課等における、下記指摘事項 

 ⑴ 前回の定期監査における指摘事項（前回の定期監査：平成 22年度） 

 ⑵ 監査委員あて、措置を講じた旨の通知がされていない、過去におけるすべての指摘

事項（今回の定期監査対象課において、措置通知されていない指摘事項は該当な

し） 

  

３ 調査結果 

  フォローアップの対象となる指摘事項 20 件について措置の状況を確認したところ、

おおむね改善されていたが、改善が認められないため、再度指摘した事項が２件見受

けられた。 

  

⑴ 改善が認められないため再度指摘した事項 

ア 急病センター使用料の督促状発付について・・・保健福祉子ども局 保健衛生部 

保健衛生総務課（平成 22年度第１回定期監査） 

  【指摘事項】 

    地方自治法施行令第 171 条の規定により、債権について履行期限までに履行しな

い者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならないとされている

が、督促状の発付が大幅に遅延しているものなどが見受けられた。 

  【措置の状況】（平成 23 年２月 28 日報告） 

    地方自治法施行令第 171 条に基づき、督促状を発送するが、市税外収入金に係る

督促等に関する条例に準じ、月に一度、督促状を発送することとしました。また、

督促状の指定期日につきましても、同条例に準じ、督促状を発する日から起算し

て 10 日程度とし、事務の改善・徹底を図りました。 

  【確認結果】 

急病センターの使用料について確認したところ、監査期日（平成 24 年 11 月 30



- 34 - 

 

日）において３か月以上督促していないものがあり、事務の改善が図られていなか

った。 

（21ページの指摘事項参照） 

イ 観光施設使用料の収納事務について・・・経済局 農林水産部 中山間地振興課

（平成 22年度第２回定期監査） 

【指摘事項】 

    観光施設使用料のうち温泉浴場使用料については、施設の指定管理者との徴収事

務委託契約により使用料を徴収しており、仕様書において指定管理者は原則毎週

月曜日に金融機関へ納付することとなっているが、９月 10 日の徴収分が 10 月４

日に納付されていた事例をはじめ、その大半が仕様書の当該規定に沿った処理が

されていなかったにもかかわらず、指定管理者に対する指導を怠っていた。 

  【措置の状況】（平成 23 年４月 28 日報告） 

徴収事務委託の受託者である指定管理者に対し、徴収事務委託契約書の使用料

徴収事務仕様書に基づき、徴収した使用料を毎週原則として月曜日に最寄りの金

融機関を通じ、市金庫へ納付するよう指導を行いました。 

今後も、納付状況を見ながら、適時適切な指導を行ってまいります。 

  【確認結果】 

温泉浴場使用料について確認したところ、前回の指摘と同様に払出しの処理が曜

日に関係なく不規則に行われており、また、払出し時の受払簿の記録も一見して確

認できない内容のものとなっていた。 

さらに、金融機関への払い込みにおいては、収納金の払出し処理を行ったにもか

かわらず、すぐに払い込みをせず、指定管理者の事務所内に数日間保管したままの

状態となっていた。 

こうしたことについて、所管としての確認が不十分であることから、指定管理者

への指導も行っておらず、事務の改善が図られていなかった。 

（26ページの指摘事項参照） 
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資  料 

 

用語説明 

 

 行政財産 

   地方公共団体が所有する財産（公有財産）の中で、公用、公共用に供し、又は供す

ることと決定した財産（公有財産は、行政財産と普通財産に分類）をいう。 

行政財産は、地方公共団体の行政執行の物的手段として行政目的の効果的達成のた

めに利用されるべきであるので、貸付けや売払い等は禁止されているが、行政目的に

反しない範囲における特別使用が認められている。 

 

 公募プロポーザル 

   市が発注する業務等の内容に応じて、企画や技術等の提案を募集し、提案内容を審

査の上、最優秀提案事業者（契約候補者）の選定を行う方式。 

 

 ３号随契 

障害者、高齢者等の自立、社会参加、就業機会の支援といった福祉政策（障害者自

立支援法等の福祉関連諸法の趣旨を踏まえたもの）の促進を支援するため、地方自治

法施行令第167条の２第１項第３号の規定に基づき、市契約規則に規定された手続き

により契約をする場合の随意契約をいう。 

 

 支出負担行為 

   予算に基づいてなされる支出の原因となる契約その他の行為。地方公共団体が支払

いの義務を負う予算の執行の第１段階となる。 

 

 随意契約 

   地方公共団体が競争の方法によらないで、任意に相手を選択してその者と売買、貸

借、請負その他の契約を締結することをいう。 

   随意契約によることができる場合は、予定価格が地方自治法施行令別表第三の範囲

内で規則で定める額を超えないことなど、法令に定められた要件に該当する場合に限

るとされている。 

 

 専決 

   市長の権限に属する事務の一部を副市長、局長等、部長等、課長等に意思決定させ

ることをいう。本市では、事務専決規則において規定されている。 
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 ネーミングライツ 

   市と民間団体等との契約により、市の施設等に愛称等を付与させる代わりに、当該

団体からその対価等を得て、施設の持続可能な運営に資する方法。 

 

 普通財産 

   地方公共団体が所有する財産（公有財産）の中で、公用、公共用に供し、又は供す

ることと決定した財産（行政財産）以外の一切の財産をいう。 

普通財産は、行政財産のように行政執行上の用具として直接使用されるべきもの

ではなく、その経済的価値を保全発揮することにより、間接的に地方公共団体の行政

に貢献せしめるため、原則として一般私法の適用を受けて管理処分が行われるべき性

質のものである。そのため、普通財産は、これを貸付け、交換し、売払い、譲与し、

若しくは出資の目的とし、これに私権を設定することができる。 




