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定期監査の結果について(報告) 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第１項、第２項及び第４項の規定による監査を静

岡市監査基準（平成29年静岡市監査委員告示第１号）に基づいて実施したので、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。 

記 

第１ 監査の種別 

   定期監査 

第２ 監査の対象 

   下表の 56 課かいが対象である。なお、同表の記載は、監査実施時点（平成 29 年度）の

名称によるものである。 

局名 部名等 課かい名 

総務局 
コンプライアンス推進課、広報課、ＩＣＴ推進

課 

企画局 企画課 

財政局 財政部 公営競技事務所 

 税務部 市民税課、固定資産税課 

葵区役所  
地域総務課、戸籍住民課、保険年金課、健康支

援課、井川支所 

 葵福祉事務所 
生活支援課、障害者支援課、子育て支援課、高

齢介護課 

観光交流文化局 
スポーツ振興課、スポーツ交流課、日本平動物

園 

環境局 収集業務課 
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保健福祉長寿局 健康福祉部 福祉総務課 

 保健衛生医療部 保健医療課、動物指導センター 

  保健所 保健予防課、保健所清水支所 

子ども未来局 青少年育成課 

経済局 商工部 産業政策課、中央卸売市場 

 農林水産部 農業政策課、中山間地振興課、経済事務所 

都市局 都市計画部 
都市計画課、交通政策課、緑地政策課、公園整

備課 

 建築部 建築総務課、建築指導課 

建設局 土木部 土木事務所 

 道路部 
葵南道路整備課、葵北道路整備課、駿河道路整

備課、清水道路整備課 

消防局 消防部 消防総務課、財産管理課、予防課、査察課 

上下水道局 水道部 給水装置課、水道管路課、水道施設課 

 下水道部 下水道総務課、下水道計画課 

教育委員会事務局 教育局 
教職員課、学校教育課、中央図書館、市立高等

学校 

人事委員会事務局 

第３ 監査の方法 

 １ 財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理並びに事務の執行が適正に行われて

いるかについて、正確性、合規性及び３Ｅ（経済性、効率性及び有効性）の観点から、関

係書類の調査、関係職員からの説明聴取等の方法により監査を実施した。 

 ２ 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の措置状況につ

いて監査を実施した。 

 ３ 本市の内部統制体制の実態を点検し、その課題を整理するため、コンプライアンス推進

課のほか、「第２ 監査の対象」で列挙した課かいを対象として関係書類の調査、関係職員

からの説明聴取等の方法により監査を実施した。 

第４ 監査の範囲 

   平成29年４月１日から10月31日までに執行された事務事業（一部過年度分を含む。） 

第５ 監査の期間 

   平成29年11月10日から平成30年３月30日まで 

第６ 監査の結果 

   一部に指摘事項が見られたので、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、監査の結果の詳細は、後述のとおりである。 
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   監査の結果として示されるのは、①指摘事項、②指導事項及び③意見の３種類である。 

   ① 指摘事項 

     法令、条例、規則等に違反している事項又は経済性、効率性若しくは有効性の観点

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。 

     なお、経済性、効率性及び有効性の意味は以下のとおりであり、これらを「３Ｅ」

と総称する。 

    ・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。 

   ② 指導事項 

     上記①以外で、軽微な誤りと認められる事項等である。 

   ③ 意見 

     監査の結果に必然的に伴う、各業務に対する監査委員の意見である。 

【参考】 

地方自治法（昭和22年法律第67号）  

（職務） 

第 199 条 監査委員は、普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び普通地方公共団体の

経営に係る事業の管理を監査する。 

２ 監査委員は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、普通地方公共団体の

事務（略）の執行について監査をすることができる。この場合において、当該監査の実施に

関し必要な事項は、政令で定める。 

４ 監査委員は、毎会計年度少くとも１回以上期日を定めて第１項の規定による監査をしなけ

ればならない。 

９ 監査委員は、監査の結果に関する報告を決定し、これを普通地方公共団体の議会及び長並

びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、

労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に提出し、かつ、これを公表し

なければならない。 

10 監査委員は、監査の結果に基づいて必要があると認めるときは、当該普通地方公共団体の

組織及び運営の合理化に資するため、前項の規定による監査の結果に関する報告に添えてそ

の意見を提出することができる。
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１ 指摘事項及び意見（内部統制に関するものを除く。） 

（１）総務局 

  ア 監査対象課かい 

    コンプライアンス推進課、広報課、ＩＣＴ推進課 

  イ 監査の結果 

    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

事項があった。 

  【指摘事項】 

   ① 委託業務における積算額の誤り及び不適正な契約金額決定過程について（ＩＣＴ推

進課）・・・【正確性及び合規性の観点】 

     情報化推進支援（ＩＴアドバイザー）業務委託における平成 29 年３月８日付け

起案の事業決裁を点検したところ、委託料の積算書に記載された計算式と合計額

が一致していなかった（計算式では 1,626,500 円となるべきところが、合計額は

1,851,500 円となっていた。）。この事業決裁には、後に契約の相手方となる業者

から同月３日付けで提出された参考見積書（金額は 1,851,000 円）が添付されて

いたが、その後、この業者が単独随意契約の相手方となって同月 27 日に実施され

た見積執行において、予定価格と同額の見積金額 1,851,000 円で契約金額が決定

されていた。 

     これら一連の契約金額の決定過程についてのＩＣＴ推進課の説明は、業務実施

内容について当該業者と事前協議を行った上で参考見積書を提出させ、市側の積

算（計算過程を誤っていた。）や予定価格決定の参考としていたとのことであった。

さらに、その事前協議に基づく結果（参考見積額）は、市側の業務内容の説明と

業者側の費用面の希望との折衷案であるとの認識であった。 

     以上の経過については、契約における予定価格の積算額の算出に当たって単純

な計算誤りがあったというだけに止まらず、業者選定部会における単独随意契約

方式及び見積参加者の決定前に特定業者との間に事実上の業務内容のすり合わせ

や価格協議を行っていたことを窺わせるものである。 

     もとより、予定価格の決定は、契約の目的となる物件又は役務について、取引

の実例価格、履行の難易、数量の多少、履行期間の長短、需給の状況等を考慮し

て適正に定めなければならない（市契約規則第 10 条第２項）とされており、本件

のような積算過程や予定価格の決定方法は、この規定に反するものといわざるを
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得ず、さらに契約手続上も「なれ合い」とも受け取られかねない経過をたどって

いることから、是正・改善を求めるものである。 

   ② 委託契約事務の不備について（ＩＣＴ推進課）・・・【正確性の観点】 

     情報化推進支援（ＩＴアドバイザー）業務委託について、支出負担行為伺書に

専決者である課長の決裁印がない状態のまま市長印を押印した契約書が作成され、

予算執行されていた。 

     このような契約事務の不備は、作成された契約書の真正さに疑いを生じさせる

だけでなく、市政に対する市民の信頼を失いかねないものである。 

     なお、本件については、公印管理を所管する総務局行政管理課の審査をすり抜

けていることが判明しているため、内部統制の観点からの評価及び意見を別途内

部統制監査において述べることとする。 

  【意見】 

     戦略広報プランについて（広報課）・・・【有効性の観点】 

     平成 22 年度に策定された「戦略広報プラン」は、政策と広報は行政経営の両輪

であるとの理念の下、広報課を「ヒト、モノ、情報のハブ拠点」と位置付け、受

け手目線を意識した広報展開に向けて職員全体の意識改革を図ってゆくとしてい

た。また、このプランは、本市が市民及び市外の人々から「どう見られているの

か」を意識した情報発信を行うことがシティ・プロモーションや市民のふるさと

意識の喚起などのためにも重要かつ有効であることや不祥事などの事件・事故の

情報が市民に迅速かつ正確に伝わる危機管理広報が重要であることなどが述べら

れ、職員全体の意識を「伝える広報」から「伝わる広報」に転換することを目標

としていた。 

     平成 26 年度定期監査においては、この戦略広報プランの内容を評価しつつ、こ

れを単なる理念に終わらせることなく、これまで以上に実効性のある広報を行う

ためにも、広報課にはプランにおける「ハブ拠点」として庁内各課かいの先頭に

立ち、主体的・指導的な役割を積極的に担ってゆくことを要望したところである。 

     この業務意見を踏まえて監査を行ったところ、本市広報の指針となるべき戦略

広報プランが市ホームページにも庁内イントラネットにも掲載されておらず、そ

の存在自体を確認することはできなかった。 

     この点を広報課に確認したところ、職員用マニュアルである「広報・広聴ガイ

ド」に当該プランの内容を落とし込んでいるとの回答があったが、ガイドは単に

広報や広聴の事務の進め方を示したものに過ぎず、プランに示された理念を骨格

として本市のあらゆる部門において具体的にその理念を生かしてゆくための指針

となっているとはいい難いものであった。 
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     戦略広報プランの存在は不明確であるがその理念は生きているというのであれ

ば、今一度その原点に立ち返り、広報課が「ヒト、モノ、情報のハブ拠点」とな

るために、各課かいに対しリーダーシップを発揮し、適時・適切な市政情報の発

信、不祥事などの危機管理情報の迅速・適切な公表及び市民とのコミュニケーシ

ョンの確保の各場面においてどのように本市の戦略広報の成果を挙げてゆくのか

について整理した上で、市民にわかりやすく説明できるようにすることを望むも

のである。 
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（２）企画局 

  ア 監査対象課かい 

企画課 

  イ 監査の結果 

    監査した結果、次の１件の指摘事項について是正・改善を求めた。 

  【指摘事項】 

     行政財産目的外使用許可に伴う実費徴収の納入義務者の誤りについて（企画課）・・・

【正確性の観点】 

     企画課が所管するＪＲ東静岡駅北口市有地の一部については、「東静岡アート＆

スポーツ／ヒロバ推進事業」を実施する実行委員会に対して行政財産目的外使用

許可を行っており、その許可条件の中には、実行委員会が電気設備及び水道設備

を使用した場合は電気料及び水道料金相当の実費を市に対して支払うことが定め

られている。 

     一方、実行委員会が委託している当該事業の企画運営業務に係る経費の中には

光熱水費が含まれていることから、企画課は前記許可の名宛人である実行委員会

ではなく企画運営業務受託者を許可条件に基づく電気料及び水道料金相当の実費

の納入義務者として歳入調定し、実際に納付させていた。 

     このように、納入義務者を誤り、実際に納付が終了してもなお誤りに気付かな

いまま事務を進めていた原因は、平成 28 年度各種会計決算の審査意見でも述べた

とおり、実行委員会と企画運営業務受託者の責任の範囲が曖昧なまま、法的整理

を十分に行わずに事務が執行されてきたことにあると考えられるため、改めて、

本市、実行委員会及び企画運営業務受託者の関係を明確にしてこの施策を円滑に

推進してゆく必要がある。 
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（３）財政局 

  ア 監査対象課かい 

財政部 公営競技事務所 

税務部 市民税課、固定資産税課 

  イ 監査の結果 

    監査した結果、指摘事項はなかったが、２件の指導事項があった。
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（４）葵区役所 

  ア 監査対象課かい 

地域総務課、戸籍住民課、保険年金課、健康支援課、井川支所 

葵福祉事務所 生活支援課、障害者支援課、子育て支援課、高齢介護課

  イ 監査の結果 

    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

事項があった。 

  【指摘事項】 

   ① 委託業務に係る現場責任者の選任通知の未受領等について（戸籍住民課）・・・【合

規性の観点】 

     葵区役所戸籍住民課における届出証明等記載指導及び案内業務は、民間事業者

への業務委託によって実施されており、委託契約書には、受託者は従事者のうち

から現場責任者を選任して市に通知すると定められていたが、その通知書は提出

も受領もされていなかった。一方、この業務に係る報告日報の４月から９月まで

の分の報告者欄には、特定の者（常勤の従事者で、戸籍住民課が現場責任者とし

て認識していたとするもの）の押印があったが、そのうち８日分についてはその

者以外の者の押印があった。 

     この点について戸籍住民課に確認したところ、通知書の受領を失念していた上、

現場責任者と認識していた者以外の者による報告印の押印の問題点については把

握すらしていなかった。 

     このことは、委託又は請負の名の下に事実上の派遣労働が行われる「偽装請負」

を防止するために定められた「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区

分に関する基準1を定める告示」に抵触するおそれのある杜撰な対応であり、戸籍

住民課と受託者は、改めて法令遵守及び委託契約の適正実施を図る必要がある。 

   ② 委託契約手続の不備について（井川支所）・・・【正確性の観点】 

     単価契約など契約時点においては支出額が未確定である契約については、支出

負担行為伺書ではなく事業決裁によって契約締結伺いを行うこととされているが、

単価契約であるデジタル拡幅複合機保守業務委託について、当該契約締結伺いが

1 労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準･･･労働者派遣法の適

正な運用の確保のため、労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分を明らか

にすることを目的に定められたもので、注文主と労働者との間に指揮命令関係がある

場合には、請負形式の契約により行われていても労働者派遣事業に該当することなど

が定められている。
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作成されないまま市長印を押印した契約書が作成されていた。さらに、その押印

されていた市長印は、本来は使用されるべきではない総務局専用市長印であった。 

     このような契約手続の不備は、作成された契約書の真正さに疑いを生じさせる

だけでなく、市政に対する市民の信頼を失いかねないものである。 

     なお、本件については、公印管理を所管する総務局行政管理課の審査をすり抜

けていることが判明していることから、内部統制の観点からの評価及び意見を別

途内部統制監査において述べることとする。 

  【意見】 

     生活保護費に係る返還金等2の債権管理について（生活支援課）・・・【有効性の観点】 

     葵区における生活保護費返還金等の収入未済額が平成 29 年９月末時点で２億

8,800 万円を超えていた。過去の定期監査においても他の区で同様の状況（駿河

区約 8,000 万円・平成 28 年度定期監査時、清水区約 5,600 万円・平成 27 年度定

期監査時）が見られ、葵区のそれは平成 26 年度定期監査時の１億 4,100 万円に比

べ約２倍に増加していることが明らかとなった。 

     この件に関しては、平成 28 年度定期監査において、駿河区生活支援課に対して

収入未済額が増加している状況に懸念を示した上で、福祉総務課との連携の下に

抜本的な対策に取り組まれたい旨の業務意見を付したところであったが、この点

についての組織的連携や抜本的な対策を検討している状況はなく、平成 30 年度に

新設される予定の「福祉債権収納対策課」の所管債権にはこの生活保護費返還金

等が含まれないとの回答であった。 

     この点については、今年度から福祉総務課と３区の担当者会議を開催し、相続

人・失踪者への対応や催告の役割分担の明確化等の取組を開始しているとのこと

であったが、債権管理委員会の指導状況も不明確であることから、市全体として

取り組み、適切な債権の圧縮に努められたい。 

2 生活保護費に係る返還金等･･･急迫の場合等において資力があるにもかかわらず保護を

受けた者から返還させ、又は不実の申請等により保護を受けるなどした者からその費

用の全部又は一部を徴収することなどにより発生した債権
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（５）観光交流文化局 

  ア 監査対象課かい 

スポーツ振興課、スポーツ交流課、日本平動物園 

  イ 監査の結果 

    監査した結果、次の４件の指摘事項について是正・改善を求めた。また、５件の指導

事項があった。 

  【指摘事項】 

   ① 学校等体育施設の利用許可事務について（スポーツ振興課）・・・【正確性及び合規

性の観点】 

     静岡市立学校等体育施設利用規則第４条の規定により、学校等の体育施設を利

用するときは、当該施設を利用しようとする者の属する学校等体育施設利用運営

協議会があらかじめ教育長に申請し、その許可を受けなければならないとされて

いるが、一部の申請については施設利用後に申請書が提出されていたにもかかわ

らず、スポーツ振興課はこれに対する許可を行っていた。 

   ② 学校等体育施設の照明施設利用時の実費徴収について（スポーツ振興課）・・・【正

確性の観点】 

     静岡市立学校等体育施設利用規則第８条及び静岡市立学校等体育施設利用に係

る事務処理要綱第５条の規定により、体育館等の照明施設を利用した者からは、

実費として１時間当たり 200 円を徴収しなければならない。 

     この照明施設利用時の実費について、スポーツ振興課は申請時における利用予

定時間数に単価を乗じた額を実費として利用者から徴収していたが、利用後の実

績を確認していないため、徴収額が正確かどうかわからない状態となっていた。 

     また、申請者が利用予定を変更する場合にはその都度調定額を変更する必要がある

が、これを翌月の実費徴収の際に当該変更分を加算又は減算して調整していた。 

     さらに、納期限についても利用許可書の交付日から１週間程度後の日付としていた

が、前記の規則、要綱のいずれにもその規定がなく、根拠が不明確であった。 

     これらは、いずれも実費徴収の性格上照明施設の利用実績に基づいて納入させるこ

とが基本であるべきところ、その手続が曖昧なままであったことが原因であると考え

られることから、実費徴収の方法について再検討すべきである。 
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   ③ 郵券等の保管状況の不備について（日本平動物園）・・・【正確性及び合規性の観点】 

     公費で購入した金券は、混同を避けるためにも私物で購入した金券とは分離し

て管理・保管すべきものである。しかし、本件の監査において郵券の保管状況を

確認した結果、公費で購入した郵券が私物の金券類と一体的に管理・保管されて

いる実態が明らかとなり、その結果、私物である 50 円切手２枚と公費で購入した

100 円切手１枚とを交換していた事例が見られた。 

   ④ 郵券購入における支出事務について（日本平動物園）・・・【合規性の観点】 

     平成29年４月20日に購入した郵便切手について一連の手続を確認したところ、

現実にはその日に納品書及び請求書を受領したにもかかわらず、同年４月 27 日に

購入したものとして支出事務を行っていた。これは、納入業者と協議の上で日付

を空欄にした納品書及び請求書を提出させ、市担当者が都合のよい任意の日付を

記入していたことによるものであった。その結果、実際に支払請求のあった平成

29 年４月 20 日から 21 日を経過した同年５月 11 日に支払がされる結果となり、

事実上、支払遅延防止法3に違反する支払となっていた。 

     このような取扱いは不適正経理に直結する重大なリスクを伴っており、納入業

者との癒着の温床ともなりかねないものである。 

  【意見】 

     飼育動物の高齢化への対応や園内施設修繕に係る財源対策について（日本平動物

園）・・・【有効性の観点】 

     動物園の魅力を向上させるための飼育動物の高齢化に伴う新動物の購入や園内

施設の修繕といった課題に対しては、市民の期待に速やかに応えるための財源の

確保が重要である。日本平動物園では、ふるさと納税などの寄附金を原資とする

基金の設立や民間資金の導入をこれらの課題への財源対策として実施することと

しており、このような取組により実際に時計台の修繕費用などへの民間資金の充

当が行われるなど、限定的ではあるものの一定の成果が認められ、今後の展開が

期待される。 

     飼育動物の高齢化に伴う新動物の購入やこれに伴う施設整備については、希少

動物の確保が世界的に困難となっている状況から計画的な対応が難しく、基金設

立による即時対応に重点を置かざるを得ない点は理解できるものであるが、園内

施設修繕については、中長期的なビジョンを意識した計画的な対応が必要である。 

3 支払遅延防止法･･･正式名称は「政府契約の支払遅延防止等に関する法律」。政府契約の

支払遅延防止等その公正化を図るとともに、国の会計経理事務処理の能率化を促進す

るために定められた法律。この法律の規定は、地方公共団体にも準用することとされ

ている。 
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     このような動物園の魅力向上のために必要な施策の財源対策を講ずるに当たっ

ては、市民の参画意識の醸成が欠かせないが、現在取り組んでいる財源対策につ

いても、単に資金を集めるという側面だけにとらわれることなく、その過程で市

民との間で課題共有することができるなどの精神的な結び付きが生まれ、参画意

識醸成の上での有効なツールとなるよう、より一層戦略的に実施してゆくことが

望まれる。 
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（６）環境局 

  ア 監査対象課かい 

    収集業務課 

  イ 監査の結果 

    監査した結果、指摘事項等はなかった。 
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（７）保健福祉長寿局 

  ア 監査対象課かい 

健康福祉部 福祉総務課

保健衛生医療部 保健医療課、動物指導センター

 保健所 保健予防課、保健所清水支所 

  イ 監査の結果 

監査した結果、次の１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

事項があった。 

  【指摘事項】 

     申請書の記載誤りへの対応の不備について（保健所清水支所）・・・【合規性の観点】 

     市行政手続条例によれば、申請に対する審査を行うに当たっては、申請書の記

載事項に不備がないことなどの条例等に定められた申請の形式上の要件に適合し

ない申請については、速やかに申請者に当該申請の補正を求める等の対応をしな

ければならないこととされている。 

     しかし、薬局開設許可申請書の収受事務において、放射性医薬品の取扱いの有

無についての記載がない書類をそのまま収受するなど、一部の書類について瑕疵

を補正させることなく収受している事例が見られた。 

  【意見】 

   ① 本市と静岡市社会福祉協議会の関わり方について（福祉総務課）・・・【有効性の観

点】 

     静岡市社会福祉協議会（以下「市社協」という。）は、社会福祉法 109 条に規定

された地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であり、社会福祉を目的とす

る事業の企画及び実施、社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助、社

会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成などを

行っており、本市と一体となって地域福祉を増進させる事業を実施している。 

     一方において、市社協は本市の外郭団体とはされておらず、社会福祉法人とし

ても様々な事業を実施していて、本市からの委託事業も多く受託している。この

ような中で、本市が市社協に対して、「社会福祉法人」と「地域福祉団体」のどち

らの役割を期待しているのかが明確でないまま事業が実施されている実情が、各

種委託業務の受託者選定理由が曖昧である点からも窺われた。 

     地域福祉を推進してゆくため、本市の外郭団体とされていない市社協にどのよ

うな役割を求め、市社協が本市にどのような支援を求めているのかを明確にし、
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相互のパートナーシップを確立してゆくためにも、市社協の役割を本市の施策に

どのように位置付けてゆくのかを再検証する必要がある。その上で、社会福祉法

に規定された市社協の立場を踏まえて、市社協に求める役割を整理し、本市の地

域福祉における市社協の位置付けを地域福祉基本計画に明記することが望まれる。 

    （再掲） 

   ② 生活保護費に係る返還金等4の債権管理について（福祉総務課）・・・【有効性の観点】 

     葵区における生活保護費返還金等の収入未済額が平成 29 年９月末時点で２億

8,800 万円を超えていた。過去の定期監査においても他の区で同様の状況（駿河

区約 8,000 万円・平成 28 年度定期監査時、清水区約 5,600 万円・平成 27 年度定

期監査時）が見られ、葵区のそれは平成 26 年度定期監査時の１億 4,100 万円に比

べ約２倍に増加していることが明らかとなった。 

     この件に関しては、平成 28 年度定期監査において、駿河区生活支援課に対して

収入未済額が増加している状況に懸念を示した上で、福祉総務課との連携の下に

抜本的な対策に取り組まれたい旨の業務意見を付したところであったが、この点

についての組織的連携や抜本的な対策を検討している状況はなく、平成 30 年度に

新設される予定の「福祉債権収納対策課」の所管債権にはこの生活保護費返還金

等が含まれないとの回答であった。 

     この点については、今年度から福祉総務課と３区の担当者会議を開催し、相続

人・失踪者への対応や催告の役割分担の明確化等の取組を開始しているとのこと

であったが、債権管理委員会の指導状況も不明確であることから、市全体として

取り組み、適切な債権の圧縮に努められたい。 

   ③ 清水病院への経営支援の在り方について（保健医療課）・・・【有効性の観点】 

     平成 28 年度企業会計決算審査意見書では、清水病院の実質赤字が常態化してい

る状況を憂慮し、保健衛生医療部が市長部局としての経営支援の考え方を確立し

つつ関係部局と連携し、赤字補填と累積欠損金の解消に向けた具体的計画を検討

するよう意見を付したところである。 

     この意見に対する取組状況を保健医療課に確認したところ、清水病院が地域医

療を確保するために欠くことのできない存在であるとの認識の下、平成 30 年度に

清水病院経営支援室を設けて具体的支援に取り組んでゆくとの回答があった。清

水病院の経営課題について一般会計としての将来に向けた具体的な取組を開始し

ている姿勢は見られたものの、一般会計から収支不足補填のための補助金の額が

平成 26 年度には 16 億円余、平成 27 年度には 19 億円余、平成 28 年度には 18 億

円余となっていたものが平成 29 年度分については２月補正時点で 26 億円余の赤

4 生活保護費に係る返還金等･･･ｐ10 の脚注２を参照 
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字補填額が見込まれるなど、予断を許さない状況となっていることから、新設さ

れる清水病院経営支援室を中心に一般会計の立場から清水病院の経営状態を注

視・検証し、今後の病院経営の考え方を確立してゆくことがこれまで以上に求め

られる。
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（８）子ども未来局 

  ア 監査対象課かい 

    青少年育成課 

  イ 監査の結果 

    監査した結果、指摘事項はなかったが、１件の指導事項があった。 
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（９）経済局 

  ア 監査対象課かい 

商工部 産業政策課、中央卸売市場

農林水産部 農業政策課、中山間地振興課、経済事務所

  イ 監査の結果 

    監査した結果、次の１件の指摘事項について是正・改善を求めた。また、８件の指導

事項があった。 

  【指摘事項】 

     郵券購入における支出事務について（中央卸売市場）・・・【合規性の観点】 

     平成 29 年４月 18 日に購入した郵便切手について一連の手続を確認したところ、現

実にはその日に納品書及び請求書を受領したにもかかわらず、同年５月８日に購入し

たものとして支出事務を行っていた。これは、納入業者と協議の上で日付を空欄にし

た納品書及び請求書を提出させ、市担当者が都合のよい任意の日付を記入していたこ

とによるものであった。その結果、実際に支払請求のあった平成 29 年４月 18 日から

30日を経過した同年５月18日に支払がされる結果となり、事実上、支払遅延防止法5に

違反する支払となっていた。 

     このような取扱いは不適正経理に直結する重大なリスクを伴っており、納入業者と

の癒着の温床ともなりかねないものである。 

  【意見】 

   ① 産学連携事業の成果の周知について（産業政策課）・・・【有効性の観点】 

     産学連携事業については、コーディネーターを通じた情報発信や企業情報の提

供などの取組を行っており、実際に新商品開発につながるなどの成果については

冊子にまとめ研究発表会で配布されてはいるものの、広く市民が知る状態にはな

っていなかった。 

     この事業の性質から、事業者側のニーズと大学側の意欲とのマッチングの難し

さや結果が形になるまでに時間を要すること、また、商品化や特許取得にまで至

らず、発表しにくい面があるなど、やむを得ない点はあるものの、公費を投入し

て事業を行っている以上、産業政策課には一定の説明責任があることから、これ

らの事情を考慮しつつ、途中経過の情報を公開するなど広く市民に対して適時・

適切な説明を行うことを検討されたい。 

5 支払遅延防止法･･･ｐ12 の脚注３を参照 
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   ② 中央卸売市場の経営展望の策定について（中央卸売市場）・・・【有効性の観点】 

     中央卸売市場においては、少子高齢化・人口減少等による消費の落ち込み、農

林水産物の国内生産量の減少、流通形態の変化などの影響により青果・水産物と

もに取扱量や取扱金額の減少傾向が続いているため、中長期的な経営戦略が求め

られており、平成 29 年度に経営展望策定支援業務を委託している。この経営展望

の策定に当たっては、本市と市場関係者とが一体となり、受託するコンサルタン

トから統計データ収集などの支援を得ながら検討を進め、その検討結果を「中央

卸売市場開設運営協議会」に報告し、意見・要望をもらうこととしている。 

     この経営展望の策定に当たっての基本的な方向性は、将来の市場の機能・役割

を「生産者（誰でもいつでも出荷でき、すべてが販売され、代金が支払われるシ

ステムにより、売れ残りや代金回収の心配なく生産に専念できる。）・小売業者（い

つでも品物を必要なだけ仕入れることができる。）・消費者（品物を安定的に購入

できる。）それぞれの活動要件を満たし、大手のみに偏らない地域密着型の流通体

制に資する」とするものであるとのことであった。 

     全国的にも卸売市場の将来像が課題となっている状況の中、日々多様に変化す

る流通市場において、将来経営的に安定した卸売市場を維持してゆくための方向

性の策定や明確な戦略方針が打ち出されることを期待する。 

   ③ アグリチャレンジパーク事業の今後について（農業政策課）・・・【有効性の観点】 

     アグリチャレンジパーク事業では、市内で野菜生産による農業経営の確立を目

指す個人や農業参入を検討している法人を対象に就農に向けた実践研修を希望す

る者を募り、専門家から農業経営に近い規模での農業研修を受ける体制を提供す

ることで就農希望者の後押しをしようとしている。事業開始（平成 27 年９月）か

ら２年が経過し、研修修了者１個人と１法人が就農を開始したとのことであった

が、研修生の中には２年目の研修を受ける者もあり、また、全 12 区画という限ら

れた区画数でもあることから、この事業が直ちに就農者の拡大につながっている

とはいい難い面もある。 

     しかしながら、この事業による就農者の育成・拡大が将来的に農業を志す移住

者の確保や中山間地域振興のほか、耕作放棄地の縮小といった効果に結び付いて

ゆく可能性もあることから、今後、部局を超えた各種事業の展開につながるよう

な新たな施策を検討されたい。 

   ④ 林業センターのあるべき姿について（中山間地振興課）・・・【有効性の観点】 

     公の施設として設置されている林業センターの実施事業は、市林業センター条

例において、「林業の経営、技術の向上等に関する会議、研修等に施設を提供する
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こと」及び「林業及び森林に関する図書、資料、展示品等を収集整理し、市民の

利用に供すること」と規定されている。 

     しかしながら、研修室は林業者の会議、研修等に使用されているものの、市民

の利用に供するという側面については、建築当初の展示室は中山間地振興課の執

務室や倉庫などに転換されたため展示物の一部がロビーなどに残っているのみの

状態となり、公の施設としての機能が半減している。また、平成４年度に増築さ

れたログハウス部分についても、建築当初は地場産材を使用した展示施設として

利用されていたとのことであったが、近年はその機能がほとんど失われ、市森林

組合が目的外使用したり、中山間地振興課の書庫となったりしている。 

     さらに、建築から 35 年以上が経過して老朽化が進み耐震化対策も必要となって

きている。 

     このように、公の施設としての林業センターの本来的な利用が損なわれ、庁用

施設利用や市森林組合の目的外使用による事務室利用が混在している上、アセッ

トマネジメント面からの方針も明確でない実態があるにもかかわらず、所管する

中山間地振興課においては、現状の課題認識に乏しく、その在り方についての明

確な将来像も描かれていなかった。 

     一方において、中山間地振興課は、林業や森林に関わる市民への啓発活動とし

て、林業センターを会場にした「森林（もり）の市」や高山市民の森の整備、地

域材を使用したベンチ等を街中に取り入れる企画など、中山間地域（オクシズ）

振興に関する多くの事業を幅広く展開しており、また、所管する都市山村交流セ

ンターについても、都市と山村との交流機能に加えて、広く観光面や産業振興面

での発展的な役割も期待されることから、都市山村交流センターは、林業センタ

ーとともに中山間地振興の拠点となり得る様々な可能性を秘めているものと考え

られる。 

     こうした点にも着目し、林業センターの今後の在り方については、林業センタ

ーの設置当時から大きく変化している林業や森林及び中山間地域を取り巻く様々

な状況を踏まえ、所管部局の枠を超えた中山間地域全体の振興を視野に入れた幅

広い観点から、抜本的な見直しを含めたあるべき姿の検討が行われることを望む

ものである。 
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（10）都市局 

  ア 監査対象課かい 

都市計画部 都市計画課、交通政策課、緑地政策課、公園整備課 

建築部 建築総務課、建築指導課 

  イ 監査の結果 

    監査した結果、次の１件の指摘事項について是正・改善を求めた。 

  【指摘事項】 

     駿府城公園内の自動販売機の許可について（公園整備課）・・・【正確性及び合規性

の観点】 

     駿府城公園内の東御門付近に設置してある自動販売機３台については、都市公園法

第５条第１項の規定に基づく設置許可のほか、市都市公園条例第４条第１項の規定に

基づく行為許可も同時に行われており、それぞれについて使用料を徴収していた。 

     しかし、同条例第４条第１項ただし書には、同法第５条第１項の設置許可を受けた

者については、同条例４条第１項の行為許可は要しないものと明記されており、２つ

の許可が併存することはないものとされている。 

     この点について公園整備課に確認したところ十分な説明がなかったため、早急にこ

の件についての法的問題点を整理し、適切な措置を講じられたい。 

   ≪参考≫ 

    都市公園法 

     第５条 第２条の３の規定により都市公園を管理する者（以下「公園管理者」とい

う。）以外の者は、都市公園に公園施設を設け、又は公園施設を管理しようとする

ときは、条例（国の設置に係る都市公園にあつては、国土交通省令）で定める事

項を記載した申請書を公園管理者に提出してその許可を受けなければならない。

許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。 

    静岡市都市公園条例 

     第４条 公園内において次に掲げる行為をしようとする者は、申請書を提出して、

市長の許可を受けなければならない。ただし、法第５条第１項又は法第６条第１

項若しくは第３項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、この限

りでない。 

     （１）行商、募金、出店その他これらに類する行為をすること。 

     （２）業として写真又は映画を撮影すること。 

     （３）興行をすること。 

     （４）競技会、展示会、博覧会、映画会、集会、撮影会その他これらに類する催し

のために公園の全部又は一部を利用すること。 
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  【意見】 

   ① エリアマネジメント6の推進について（都市計画課）・・・【有効性の観点】 

     都市計画課が行っているエリアマネジメント手法の普及啓発やガイドライン作

成は順調に実施され、市民の理解度は深まっているものと考えられ、実際に I LOVE

しずおか協議会や御伝鷹（みてた）地区7、草薙駅周辺などでの地域・市民団体の

活動も活発化している状況を見ると、本市の今後のまちづくりに新たな官民連携

の流れが生まれつつあるものと評価される。 

     今後は、これらの動きを具体的にコーディネイトするなど、更に推進させるた

めの体制づくりが望まれるところであるが、その場合は公共空間を所管する建設

局や公園部局のみならず、経済局、市民局など幅広い部局の共通認識と連携が欠

かせないため、都市計画課がその指導的役割を担うべくエリアマネジメント手法

を使いこなしたまちづくりが更に推進されるよう期待する。 

   ② 公園・緑地等の維持管理について（公園整備課）・・・【有効性の観点】 

     住民に身近な公園・緑地等の維持管理については、周辺の地域住民で組織され

た公園愛護会（約 380 団体）が、補助的な維持管理活動として清掃、樹木のかん

水作業などのボランティア活動を行っているところであるが、公園整備課の説明

では「公園・緑地等の本来の維持管理業務に要する委託費が高騰して予算不足を

生じているため、委託業務内の除草回数を減らすことにより対応している。」との

ことであった。 

     このような住民に身近な公園・緑地等について、地域の公園愛護会をはじめと

する住民組織やボランティアなどを体系的に組織したエリアマネジメント手法の

活用など、官民協働や他部局連携を含めた幅広い展開を目指した検討を行い、単

に予算の範囲内での解決策を模索するだけでなく、市民の貴重な財産である公共

空間をより有効に活用することができる施策となるよう努力されたい。 

6 エリアマネジメント･･･地域における良好な環境や地域の価値を維持・向上させるための

住民・事業主・地権者等による主体的な取組のこと。
7 御伝鷹地区･･･御幸（みゆき）町、伝馬（てんま）町及び鷹匠（たかじょう）の総称
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（11）建設局 

  ア 監査対象課かい 

土木部 土木事務所 

道路部 
葵南道路整備課、葵北道路整備課、駿河道路整備課、清水道

路整備課 

  イ 監査の結果 

    監査した結果、指摘事項はなかったが、２件の指導事項があった。 

  【意見】 

     葵北道路整備課が俵沢に存在する意義について（葵北道路整備課）・・・【有効性の

観点】 

     安倍地区の入口ともいえる俵沢に位置する葵北道路整備課は、葵区北部におけ

る道路の新設及び改良工事や維持補修などを所管する部署であるが、当該業務の

みにとどまらず、安倍地区の窓口として、地域のハード部門を所管する関係課を

集めて地域住民からの要望を聞く会議を開催するなど、地元要望を一括して取り

扱う住民サービスを実施している。また、緊急・災害時等における住民からの通

報を中継・集約して、関係部局や県などの必要な部署への情報提供や協議・調整

を行っている。 

     葵北道路整備課はその立地から、オクシズ地域のうち、安倍地区の住民の生活

基盤の維持にとって「心の拠り所」ともなるべき存在と考えられることから、建

設局のみならず、部局を超えたサービス提供の要としての役割が期待されるため、

従前の取組を更に前進させ、今後の組織の在り方についても前向きかつ現実的に

検討されたい。 



25 

（12）消防局 

  ア 監査対象課かい 

消防部 消防総務課、財産管理課、予防課、査察課 

  イ 監査の結果 

    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。 

  【指摘事項】 

   ① 補助金交付決定額の記載誤りについて（予防課）・・・【正確性の観点】 

     静岡市防火協会火災予防事業補助金について、申請者から提出された申請書に記載

された補助申請額及び事業決裁に記載された交付決定額は 744,000 円であったが、申

請者に交付した交付決定通知書に記載された額は720,477円であった。 

     実際の補助金支出は 744,000 円が前金払されており、交付された交付決定通知書の

交付決定額と支出額とが異なる結果となっていた。 

   ②・③ 交付決定日以前に提出された請求書に基づく支出について（予防課・２件）・・・

【正確性及び合規性の観点】 

     静岡市防火協会火災予防事業補助金及び静岡市幼少年女性防火委員会火災予防事業

補助金について、交付申請書と同日又は翌日の日付の請求書が提出され、これを受け

て事務手続が進行し、交付決定通知書が作成されて補助金が支出されていた。 

     この結果、交付決定手続前の請求行為に基づいて補助金が支出される事態となった。 

     これら２件の不適切な事務処理は、予防課内の担当係が補助金交付事務を所管して

いるにもかかわらず、交付先である防火協会等の事務局として補助金申請や請求業務

も併せて行っていたことから、チェック機能が働かず会計ルールが無視されたことが

原因と考えられる。 

  【意見】 

     消防広域化関係市町との関わり方について（消防総務課）・・・【有効性の観点】 

     本市並びに島田市、牧之原市、吉田町及び川根本町の３市２町の長は、平成 22

年２月に「中部圏域消防救急広域化連絡会議」においてこれらの市町の枠組みに

より消防体制を実施することについて合意し、平成 28 年４月からこの合意に基づ

いた広域的な消防体制が組まれている。 

     この消防広域化は、本市への委託方式で実施しているが、委託により消防業務

を行わないこととなる本市以外の２市２町（以下「関係市町」という。）における

当事者意識の希薄化が懸念されるため、関係市町との関わり方について災害対策
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本部の設置と消防団活動を中心に確認したところ、消防総務課からは静岡地域広

域消防運営計画などに記載された内容どおりの回答はあったものの、関係市町の

立場に立った具体的な責任体制や実施体制への言及はなかった。 

     災害対策本部の設置については、その設置が関係市町の住民の生命・財産に直

結するものであることに鑑み、本市が単に受託者として職員を派遣し、連絡調整

を行うといった程度の認識ではなく、受託した消防業務を本市として責任もって

全うすることを前提に消防職員を当然に関係市町の本部員として位置付けるなど、

関係市町の災害対策本部における本市消防局の役割をより一層明確化すべきであ

る。 

     消防団活動についても、関係市町の消防団が広域化の対象外であることから各

種訓練の中で連携体制の確保に努めてゆくといった程度の認識を示していたが、

実際の火災発生時など非日常の場面において本市消防局と関係市町の消防団とが

一体的行動をとることができ、関係市町の住民の安心感を確保するために、両者

のより一層の関係強化に努める必要がある。 

     これらの課題のほか、関係市町の住民の消防に対する意識が希薄化することの

ないよう、関係市町の区域内での査察活動や住民の防火意識の維持向上対策にも

これまで以上に注力するなど、本市消防局が関係市町の地域に密着した組織とな

るよう努めるべきである。
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（13）上下水道局 

  ア 監査対象課かい 

水道部 給水装置課、水道管路課、水道施設課

下水道部 下水道総務課、下水道計画課

  イ 監査の結果 

    監査した結果、指摘事項はなかったが、４件の指導事項があった。 

  【意見】 

     下水道事業受益者負担金の未納対策について（下水道総務課）・・・【有効性の観点】 

     下水道事業受益者負担金は、下水道整備により利益を受ける区域の受益者に、

土地の面積に応じて建設費用の一部を負担してもらう制度であるが、その平成 30

年１月末時点の未納状況は、現年度・過年度分を合わせて未納件数 6,198 件、未

納金額 57,194,350 円であった。また、平成 28 年度の収納率は 78.21％であり、

この収納率は、負担金徴収を行っている指定都市 14 市中 10 位ということであっ

た。 

     一方、下水道事業受益者負担金は強制徴収債権に分類され、租税と同様に差押

えが可能である反面、５年経過により不納欠損の対象となってしまう性質の債権

である。それにもかかわらず、下水道総務課では、督促や電話催告等の対応に止

まり、差押え等の有効な対策がとられていなかった。 

     さらに、滞納が発生する原因として、市街化区域内の農地や駐車場など直接下

水道を利用していない土地所有者の下水道受益者負担金制度への理解が得られて

いないことを挙げていたが、このことは、自らの説明不足・努力不足を露呈して

いるに等しいものである。 

     この状態のまま、有効な対策をとることができなければ更に滞納状況は悪化し、

不納欠損の増加など財政的損失が懸念されるばかりでなく、住民間の不公平感の

助長にもつながりかねないことから、早急に抜本的な対策をとることが必要であ

る。 
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（14）教育委員会事務局 

  ア 監査対象課かい 

教育局 教職員課、学校教育課、中央図書館、市立高等学校 

  イ 監査の結果 

    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

事項があった。 

  【指摘事項】 

   ① 清水区内の中学校において発生した事案に係るリスク管理体制について（学校教育

課）・・・【正確性及び有効性の観点】 

     平成29年度内に、清水区内の中学校において次の２件の事案が発生していた。 

     １）清水第五中学校において、平成 29 年９月 25 日に生徒による水銀 500 グラムの

無断持出し事件が発生し、当該水銀が生徒の自宅敷地内で飛散した事案 

     ２）清水第七中学校において、平成 30 年１月 23 日に固定されないまま使用されて

いたハンドボールゴールが突風で倒れ生徒が負傷した事案 

     一方、平成29年度に実施された学校監査（監査期間は平成29年９月15日から平成

30年１月９日まで）は、清水区内の小・中学校46校を対象とし、薬品類（水銀も含ま

れる。）の管理状況と施設・器具（ハンドボールゴールも含まれる。）の管理状況につ

いても監査されたが、前記の２中学校ともにそれぞれ適正に管理している旨を報告し

ていた。 

     前記１）の事案については、事件発生から４か月を経過した後にようやく公表され

て事件が明るみに出たが、その結果、学校監査制度を無意味なものとしてしまったば

かりでなく、事件の再発防止につなげる機会も失ってしまった。また、２）の事案に

ついては、学校監査終了後に発生したものとはいえ、施設・器具の管理状況報告の内

容が事実と異なるものであったことが露呈する結果となり、学校内における施設等の

リスク管理の重要性を説いた学校監査の総括意見も空しいものとなってしまった。 

     学校運営においては様々なリスクが存在しているため、これを適時・適切に管理し

て児童・生徒の安全を確保し、保護者や地域住民の信頼を得てゆく必要があることは

言を俟たない。前記２つの事案の発生は、学校現場におけるリスク管理体制の不備と、

これを支える職員のリスク管理意識の欠如によるものと認められるため、速やかに必

要な措置を講ずるよう求めるものである。 
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   ② 郵券購入における支出事務について（中央図書館）・・・【合規性の観点】 

     平成 29 年９月 15 日に購入した郵便切手について一連の手続を確認したところ、現

実にはその日に納品書及び請求書を受領したにもかかわらず、同年９月21日に購入し

たものとして支出事務を行っていた。これは、納入業者と協議の上で日付を空欄にし

た納品書及び請求書を提出させ、市担当者が都合のよい任意の日付を記入していたこ

とによるものであった。その結果、実際に支払請求のあった平成 29 年９月 15 日から

21日を経過した同年10月５日に支払がされる結果となり、事実上、支払遅延防止法8に

違反する支払となっていた。 

     このような取扱いは不適正経理に直結する重大なリスクを伴っており、納入業者と

の癒着の温床ともなりかねないものである。 

  【意見】 

     特別支援教育の推進について（学校教育課）・・・【有効性の観点】 

     特別な支援を必要とする児童・生徒に対する取組は、その増加傾向にある現状

を踏まえて、適切な支援員の配置、校内支援体制の充実などの組織的対応や課題

認識の共有が行われていた。 

     このような状況の中、「障害者の権利に関する条約」への対応として、障害を持

つ児童・生徒とそうでない児童・生徒が共に人格と個性を尊重し合って共生社会

の実現を目指すための「インクルーシブ教育システム9」の構築が求められている

が、これに向けての教育委員会の動きは緒についたばかりであり、特に健常児や

その保護者の理解を得るための道筋には課題が多いとの認識が示された。今後は、

特別支援教育の円滑な推進とともに、関係者すべての理解を得て速やかにインク

ルーシブ教育システムが構築されることが望まれる。 

     このことは、第３次総合計画の目指す「共生都市の実現」につながるものであ

り、ひいては市民全体がダイバーシティ社会に適切に向き合うことができるよう

になることが期待されるものである。 

8 支払遅延防止法･･･ｐ12 の脚注３を参照 
9 インクルーシブ教育システム･･･人間の多様性の尊重等の強化、障害者が精神的及び肉体

的な機能等を最大限度まで発達させ、自由な社会に効果的に参加することを可能とす

るとの目的の下、障害のある者と障害のない者が共に学ぶ仕組みのこと。
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（15）人事委員会事務局 

  ア 監査対象課かい 

    人事委員会事務局 

  イ 監査の結果 

    監査した結果、指摘事項等はなかった。 

  【意見】 

     人事行政への積極的な関与について（人事委員会事務局）・・・【有効性の観点】 

     人事委員会の権限は、職員採用や給与勧告のほか、人事行政の運営に関する勧

告、人事行政に関する調査・研究、研修計画の立案に関する勧告など幅広いもの

となっており、本市の人事行政がより適切かつ能率的に運営されるためには、人

事委員会の持つこれらの権限が有効に活用されることが期待される。 

     本年度から実施している「創造力枠」の採用についてその意図を確認したとこ

ろ、第３次総合計画に基づいて人口減少対策、地方創生等の大きな問題を解決し

てゆくために柔軟な発想を持つ職員が必要との認識の下に実施したとのことであ

った。確保すべき職員像に沿って人材の採用を実施してゆくことは人事行政の有

効な方策のひとつであるといえるが、採用された様々な個性を持つ職員を職場で

生かしてゆくための職場風土づくりや適切な指導環境づくりなどを組み合わせて

ゆくことで、単に試験成績だけではない個性的な人材を確保する有効な手段とな

るものと考えられるため、人事委員会としても総合的な観点からの関与を望むも

のである。 

     また、研修計画については、ここ数年の定期監査結果等でも言及している内部

統制に関する職員の意識改革、職員の政策法務意識の醸成、業務におけるＩＣＴ

への過度な依存に対する警鐘などを踏まえた職員の基礎的知識や公務員意識の維

持向上のための研修計画の重要性について、人事委員会としての積極的な検討を

求めるものである。 

     以上のように、目指すべき職員像の実現に向けた人事委員会のこれまで以上に

主体的で積極的な人事行政への関与により、本市の人事行政の運営が更に充実し

たものとなるよう望むものである。 
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平成 29 年度 定期監査指摘事項等件数一覧

（単位：件） 

局等の区分 指摘事項 指導事項 合計 

総務局 ２ １ ３ 

企画局 １ ０ １ 

財政局 ０ ２ ２ 

葵区役所 ２ １ ３ 

観光交流文化局 ４ ５ ９ 

環境局 ０ ０ ０ 

保健福祉長寿局 １ ２ ３ 

子ども未来局 ０ １ １ 

経済局 １ ８ ９ 

都市局 １ ０ １ 

建設局 ０ ２ ２ 

消防局 ３ ０ ３ 

上下水道局 ０ ４ ４ 

教育委員会事務局 ２ １ ３ 

人事委員会事務局 ０ ０ ０ 

合 計 17 27 44 

（過去３年度との比較） 

対象課 

かい数 

指摘事項等件数 

指摘事項 指導事項 合計 

平成26年度 57 18 34 52 

平成27年度 60 24 39 63 

平成28年度 62 17 40 57 

平成29年度 56 17 27 44 

（前年度対比） （△６） （±０） （△13） （△13）
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２ フォローアップ監査

（１）監査結果フォローアップとは 

地方自治法第199条第12項の規定により、市長等が監査結果に基づき改善を図ったとき

は、その措置状況を監査委員に通知することとなっている。 

   フォローアップ監査は、市長等から通知のあった措置状況について、内部統制が有効に

機能しているかという視点の下に検証を行い、改善が認められない事項については再度指

摘し、牽制機能を発揮することで、監査の実効性を高めることを目的として実施するもの

である。 

   また、この監査結果フォローアップは、本市の内部統制所管部署と連携して、指摘事項

の事後検証等を行うことにより類似事例の再発防止を図る効果を期待するものである。 

（２）フォローアップの対象となる指摘事項 

   平成 29 年度定期監査の対象となった課かいに対する前回の定期監査（主に平成 26 年度

定期監査）における13件の指摘事項 

（３）フォローアップ監査の結果 

   前回の定期監査の指摘事項13件を確認したところ、その全件において、監査委員に通知

された措置が対象課かいで実施されていたことを確認した。 

   なお、今回の監査対象課かいの所管する事務で、未だに措置状況が通知されていない前

回の定期監査の指摘事項はない。

― 定期監査の主な流れ ― 

監査の実施・監査結果の公表 

↓

指摘事項に基づく市長等からの措置状況の通知

（内部統制所管部署等で取りまとめ）

↓

指摘事項に基づく措置状況の公表

↓

監査結果フォローアップ 
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３ 内部統制に関する監査

（１）経緯と目的 

   本市の内部統制については、平成26年度以降毎年の定期監査において「リスク分析及び

対応等のチェックリスト」（以下「リスクチェックシート」という。）の活用のされ方や事

務処理手順の中で指摘事項等の多かった事務について分析・評価を行い、意見を述べてき

たところであるが、この間、事務事業事故等の件数は、平成26年度には148件であったも

のが平成28年度には167件と増加傾向にあり、本年度も水道料金・下水道使用料の不適正

な減額請求事案や市内中学校における水銀の持出し・飛散事故など、市民の信頼を揺るが

しかねない事態も生じている。 

   折しも、改正地方自治法の施行に伴う地方公共団体の内部統制の法制化が平成32年度か

ら予定される中、本年度の定期監査からは、これまでの内部統制に関する検証の取組をよ

り一層強化することとして、従来から実施している各所管課の業務プロセスごとの事務処

理上の誤りの分析を基本とした内部統制評価に加え、新たに各所管課における内部統制の

取組状況について個別に報告を求めるとともに、内部統制の総括を担う総務局コンプライ

アンス推進課を対象として、下図のようにより細部にわたる内部統制監査を実施すること

とした。 

【従来の取組】 

【本年度の新たな取組】 

監査対象課かい 

（約 60 課かい） 問題の見られた事務 

（指摘事項など） 

集計・分析 

分析結果に基づく意見 

（例）委託契約に問題が

多いため、事業決裁

を確認する管理職の

意識改革を 

監査対象課かい 

（約 60 課かい） 

各所属の取組状況 

・ヒヤリハット発生時 

・事務上の誤り発生時 

の対応状況など 

総務局コンプライ

アンス推進課 

本市の取組状況 

・内部統制基本方針 

・内部統制ハンドブック 

・内部統制機能充実のため

の取組に係る報告書 

など 

監査委員 

評価 
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（２）本市における内部統制の実施状況 

   コンプライアンス推進課を対象として実施した聴取及び質疑により確認した本市の内部

統制の実施状況のうち、主なものは次のとおりである。 

  ア 基本方針の策定 

    内部統制体制の整備・運用に関し、平成29年４月に次の方針を策定・公表している。 



35 

  イ 総合的・横断的な推進組織 

    平成23年度から、下図の庁内検討委員会を組織し、全庁的な内部統制機能の総合的・

横断的な取組を推進している。 

  ウ 推進体制 

    平成29年４月から、内部統制に関する市長の考え方や方向性について、一貫性をもっ

て全職員に伝え推進してゆくための全庁的推進体制を下図のように整備している。 

出典：「静岡市内部統制ハンドブック」（平成 29 年４月）

出典：「静岡市内部統制ハンドブック」（平成 29 年４月）  ※資料の一部を加工

平成 28 年度以前から

構築されている体制 
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  エ 全庁的なリスク管理の取組 

    潜在リスクの把握と予防策の立案のため、業務上のリスクの発生頻度や重要性を踏ま

え、あらかじめ業務手順の中に対策を取り込むためのツールとしてリスクチェックシー

トを各課において作成し、活用する取組を平成23年度から実施している。 

高

い

普

通

低

い

高

い

普

通

低

い

困

難

普

通

容

易

1 決裁等におけるチェック機能の不全 ○ ○
事務事業内容の誤り、理解不

足による不適切な事務執行
○

決裁時における複数職員の内容確認、係

長及び専決者による厳重なチェック
全係

2 時間外命令の事前申請の徹底 ○ ○
時間外における出入の確認不

足（出退勤管理の不徹底）
○

申請者の意識徹底及び係長・専決者によ

るチェックの徹底
全係

3
健康状態等が不安定な職員に対す

るフォロー不足
○ ○ 当該職員の事務執行遅延・誤り ○

係長による当該職員に対する事務執行状況の確

認、管理職による注視及び声掛け
全係

4
電子メール・FAXの誤送信（個人情

報等の漏洩問題）
○ ○ 個人情報の漏えい ○

メール送信時の確認画面チェック、添付ファイル

の暗号化、FAX送信時の複数職員による番号確

認、操作確認
全係

5
文書等の誤送付（個人情報等の漏洩問

題、誤封入・宛名誤りなど）
○ ○ 個人情報の漏えい ○

郵送による大量の送付文書がないことから、窓

空き封筒の使用を行っていない。よって複数職

員による宛名と内容物の相互確認、封入作業

チェックの徹底

全係

6 文書等の発送漏れ ○ ○

実施通知の漏れ等による相手

方・出席者の資料提出、準備の

遅延

○

外部団体への通知持参、職員間でのスケ

ジュール早期策定による相手方・出席者と

の接触

全係

7 文書等の受領漏れ ○ ○
受領漏れによる事務事業（支払

事務等）対応の遅延
○

購入物品の納品時、請求書等の添付を確

認する。

××係（庶

務）

管

理

監

督

文

書

管

理

平成２９年度　リスク分析及び対応等のチェックリスト （リスク・情報セキュリティチェックシート）【 ●●課 】

関係する

係

重大性
事故発生に伴い

想定される被害等

チェック項目

（リスク）
No 対　策

発　生

可能性分

類

対策の

難易度

（３）内部統制監査の結果 

   監査の結果、是正・改善すべき指摘事項はなかったが、内部統制体制の整備・運用上課

題とすべき事項があったので、以下のとおり意見を述べる。 

  ① リスクの評価について【有効性の観点】 

    リスクチェックシートを活用した潜在リスクの把握と予防策の立案は、本市が全国の

地方公共団体に先駆けて実施している先進的な取組であるが、監査の過程において、そ

の作成の前提となるリスクの評価について、次のような課題が見られた。 

   ア 請負工事において生じた事故について 

     市発注の請負工事における公衆損害事故や労働災害など、主として請負業者の法的

責任が問われる事故については本市の業務上のリスクとして評価しないとの認識が示

されたが、これらの事故の法的責任の所在はともかく、本市発注に係る建設工事にお

いて発生した事故であることを考慮すれば、市民の信頼の確保の観点からその認識は

見直す必要がある。 

   イ リスクチェックシートに掲載された項目に係る事務処理上の誤りについて 

     リスクチェックシートにチェック項目として挙げられているにもかかわらず、再び

事務処理上の誤りが生じた事例について、誤りの原因を分析することなく、既にチェ

ック項目に挙げられていることを理由にリスクチェックシートの見直しが行われてい
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ないものが見られたが、リスクチェックシートが形骸化しているとのそしりを受けな

いような取組が必要である。 

    各所管課におけるリスクチェックシートを有効活用してゆくためには、その現場にお

ける業務プロセスに精通している職員の一人ひとりが、自らの業務の一環としてその業

務に潜むリスクの把握を自分のものとして認識する取組が不可欠となる。内部統制にお

けるリスク評価を形式的・表面的なものとしないため、まずはリスクチェックシートを

お仕着せのものとせず、現場の職員による実際の業務プロセスに応じた議論や適宜・適

切な見直しなどにこれまで以上に取り組み、リスクチェックシートが市民感覚や現場感

覚に即して活用されるものとなるよう望むものである。 

  ② 内部統制機能を担う部署について【有効性の観点】 

    本市における内部統制機能を担う部署は、静岡市内部統制機能に関する庁内検討委員

会（以下「検討委員会」という。）を構成するｐ35 の監査委員事務局を除く 12 課かいで

あるとされているが、これらの課かいの取組・認識が十分でない事例が次のとおり把握

された。 

   ア 内部統制機能を担う部署の取組が十分でない事例 

     監査の過程において内部統制機能を担う部署の取組が十分でないことが把握された

事例は、次の３点である。 

     １）公印審査の不備について 

       ＩＣＴ推進課及び井川支所への指摘事項10は、所定の決裁手続を完了することな

く委託契約書に公印を押印している事例であり、公印審査を行う部署が本来確認

すべき事柄を見落としていたものであった。公印審査については、平成27年度定

期監査において本来期待されている機能を発揮するための仕組みづくりを行うよ

う意見を述べたところであり、行政管理課（当時）は、これを受けて平成28年４

月に「公印審査チェック項目」と題したチェックリストを作成していたが、当該

リストをはじめとする公印審査の仕組みが生かされていなかったものである。 

10 ＩＣＴ推進課（ｐ５）、井川支所（ｐ９）
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    （参考）公印審査の流れ 

      ※ 公印を使用する者は、押印を要する文書に決裁済起案文書を添えて保管者又は保管

者が指定する職員に提示し、その審査を受けなければならない（市公印規則第９条）。 

     ２）不適切な郵券購入事務について 

       日本平動物園、中央卸売市場及び中央図書館には、不適切な郵券購入事務につ

いて指摘した11。これらの郵券購入事務においては、いずれも出先機関であること

や事務処理日数期間に連休日が含まれていたことなどから購入から支払までに十

分な時間的余裕がなかったためか、日付の記載されていない請求書等を受領して

事務処理を行っていた。これは、かつて本市の内部統制の取組の端緒となった不

適正経理が発覚した際に、再発防止策の一環として平成23年１月に会計室長（当

時）が発出したこのような行為を禁止する旨の通知に反するものである。 

     ３）リーガルチェックシートの未活用について 

       保健所清水支所に指摘した申請書記載事項の瑕疵が補正されないまま申請書を

収受していた事例12や公園整備課に指摘した同一の自動販売機に複数の許可がな

されていた事例13は、行政手続が適切に運用されていなかったものであり、申請事

務に従事する職員の行政手続の重要性に対する認識不足が窺われるものである。 

       本市独自の取組である政策法務推進計画に基づいて作成された予防法務の手引

であるリーガルチェックシートには、申請に対する処分や不利益処分、行政指導

といった行政手続の適法性及び妥当性を確保するための留意事項（リーガルチェ

ックポイント）が示され、このシートの有効活用による本市の行政に対する信頼

の確保が期待されるところであるが、このような状態は、リーガルチェックシー

トが業務に活かされていない実態を露呈するものである。 

11 日本平動物園（ｐ12）、中央卸売市場（ｐ19）及び中央図書館（ｐ29） 
12 ｐ15 
13 ｐ22 
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     １）の公印審査におけるチェック項目の創設と２）の会計室長通知は、ともに内部

統制の充実を図ることを目的として行われたものであるが、前述の課題事例に鑑みれ

ば、内部統制機能を担う部署の意図が十分浸透しているとはいえない。したがって、

公印審査チェック項目が事務の実態に合っているかどうかの検証や出先機関における

物品購入事務の負担軽減のための資金前渡制度の活用など、現場の実態に即した事務

の改善を講ずる余地はないかといった、内部統制担当部署によるより実効性のある取

組が望まれる。 

     また、３）のリーガルチェックシートの活用については、コンプライアンス推進課

がこのシートなどを基に作成した問診票を用いて各課かいの取組状況を確認すること

で瑕疵や問題点の是正に役立ててゆくとの回答があったことから、行政手続の更なる

適正化にこのシートが有効活用されることを期待する。 

   イ 内部統制機能を担う部署の認識が十分でない事例 

     内部統制の基本的要素のひとつとされる「ＩＴへの対応」は、他の基本的要素と必

ずしも独立的に存在するものではなく、業務内容がＩＴに大きく依存している組織に

あっては、内部統制の目的を達成するために不可欠の要素としてその有効性に係る判

断の基準となるものである（ｐ40参照）。 

     しかし、内部統制機能を担う部署のひとつであるＩＣＴ推進課に対して、内部統制

におけるこのような役割やこれを踏まえた他課かいとの連携について確認したところ、

明確な回答が得られなかった。同課は、情報セキュリティポリシーの策定及び改定、

（参考）リーガルチェックシート（審査基準に係るもの）

  業務上のポイントや留意事項のほか、参照すべき判例などが掲載されている。
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情報セキュリティについての職員研修、各課かいに対する電算システムの調達上の審

査やソフトウエア資産管理についての監査といった内部統制に関する個別の業務を問

題なく実施していたものの、これらの業務の内部統制上の位置付けについての認識が

十分でなく、今後の内部統制体制の構築・運用に課題を残している。 

     内部統制を担う部署の在り方については、検討委員会に期待する役割や検討委員会

を構成する課かいの位置付けを精査し、検討委員会の名称や内容の変更などの見直し

を早急に行うことにより、本市の内部統制体制を適切にモニタリングしてゆく機能が

展開されるよう期待するものである。 

① 統制環境 

     組織の気風を決定し、組織内の全ての者の統制に対する意識に影響を与えるとともに、他の基本的要

素の基礎をなし、リスクの評価と対応、統制活動、情報と伝達、モニタリング及びＩＴへの対応に影響

を及ぼす基盤（例：誠実性及び倫理観、経営者の意向及び姿勢、経営方針及び経営戦略、取締役会及び

監査役又は監査委員会の有する機能、組織構造及び慣行、権限及び職責、人的資源に対する方針と管理） 

② リスクの評価と対応 

     組織目標の達成に影響を与える事象について､組織目標の達成を阻害する要因をリスクとして識別、

分析及び評価し、当該リスクへの適切な対応を行う一連のプロセス 

③ 統制活動 

     経営者の命令及び指示が適切に実行されることを確保するために定める方針及び手続 

④ 情報と伝達 

     必要な情報が識別、把握及び処理され、組織内外及び関係者相互に正しく伝えられることを確保する

こと 

⑤ モニタリング（監視活動） 

     内部統制が有効に機能していることを継続的に評価するプロセス 

⑥ ＩＴへの対応 

     組織目標を達成するために、あらかじめ適切な方針及び手続を定め、それを踏まえて、業務の実施に

おいて組織の内外のＩＴに対し適切に対応すること 

出典：地方公共団体における内部統制のあり方に関する研究会『内部統制による地方公共団体の組織マネジメン

ト改革～信頼される地方公共団体を目指して～』（平成21年３月）  ※一部を加工 

 【参考】内部統制の６つの基本的要素
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（４）総括意見 

   以上が内部統制に関する監査の結果である。監査委員からの意見は、リスクの評価にせ

よ、内部統制を担う部署の取組・認識にせよ、職員の心構えに関するものが中心となって

いる。内部統制の仕組みをいかに整えても実際にそれを動かすのが職員である以上、内部

統制の質は職員の心構えに左右される。職員に内部統制上の職責を自覚させるためにどの

ような仕掛けをしてゆくのかが今後の課題となる。 

   職責の自覚を促す上で現在実施されている意識向上のための研修などは当然必要となる

ものであるが、いかにして当事者として職員を内部統制に携わらせてゆくのかについては、

現場の職員によるボトムアップの取組が重要である。このことは、民間企業でも奏功して

いる点を踏まえ積極的に取り組む価値があるといえ、特に、リスク分析及び対応等のチェ

ックリストの見直しなど各所属において業務プロセスの確認を行う際には、業務リスクの

再検証という観点からも現場の職員に参画させる意義があるものと考えられる。 

   本市の内部統制の取組は、総務省主催の「地方公共団体における内部統制の整備・運用

に関する検討会」や「地方公共団体における内部統制のあり方に関する研究会」でも取り

上げられてきたように先進的なものであるとの評価を受けており、そのような体制構築や

運用は行われているものの、これまで述べてきたような課題は残されており、また、平成

30 年度からの電子決裁の導入などの業務環境の変化にも適切に対応してゆく必要があるこ

とから、引き続き内部統制体制の整備・運用の充実に向け、更に努力されたい。 


