
平成 26 年 監査公表第 5号 

 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 199 条第 4 項の規定に基づき実施し

た平成 26 年度定期監査（こども部）の結果について、同条第 9項の規定により

公表する。 

    平成 26 年 12 月 3 日 



定 期 監 査 結 果 の 公 表 に つ い て 

 地方自治法第 199 条第 4 項の規定に基づき定期監査を実施したので、同条第 9項の

規定により、その結果を公表する。 

                 記 

１．監査の概要 

（1）監査の対象 

   こども部（こども未来課 こども健康課 子育て支援課） 

（2）監査の範囲 

   平成 26 年度分（平成 26 年 9 月末現在）における事務の執行及び事業の管理 

（3）監査の期間 

   平成 26 年 10 月 10 日(金) ～ 11 月 28 日(金) 

         10 月 17 日(金) 定期監査に関する協議 

         11 月 10 日(月) 定期監査に関する協議 

         11 月 11 日(火) こども未来課 

                 こども健康課 

         11 月 12 日(水) 子育て支援課 

                 備品検査・現地調査 

        11 月 28 日(金) 講評 

（4）監査の方法 

   今回の監査にあたっては、対象課からあらかじめ下記の予算執行状況等の資料

の提出を求め、計数の照合確認を行うとともに、各課が担当する事務事業が当初

の目的に沿って、適時・適正に運営されているかどうかの監査を行うとともに、

備品検査も併せて実施した。 

○ 提出資料 

（1） 事務分掌表 

（2） 主な事務事業の成果及び実績調べ 

（3） 歳入予算執行状況調べ 

（4） 歳出予算執行状況調べ 



（5） 食糧費に関する調べ 

（6） 予備費支出及び流用額明細書 

（7） 公有財産調べ 

（8） 公有財産購入一覧表 

（9） 備品購入一覧表 

（10） 負担金・補助金・交付金に関する調べ 

（11） 工事一覧表 

（12） 委託料調べ 

（13） 使用料及び賃貸借契約調べ 

（14） 有償借地契約調書 

（15） 債務負担行為に関する調べ 

（16） 旅行命令簿及び復命書調べ 

（17） 備品台帳 

２．監査の結果 

  監査対象課における事務の執行及び事業の管理は、概ね適正に執行されていると

認められた。 

３．報告事項 

  今回の監査では、平成 26 年 9 月 30 日現在における予算の執行状況、事業の成果

及び実績について、共通調査事項と個別調査事項に分けて実施した。 

〔共通調査事項〕 

(1) 平成 26 年度各課が分掌する事務について 

(2) 平成 26 年度当初予算主要施策事業の進捗状況について 

(3) 平成 26 年度歳入・歳出の予算執行状況について 

(4) 旅行命令簿及び復命書調べについて 

(5) 備品管理状況(備品検査)について 

以上の事項の調査の結果、各課の平成 26 年度主要施策事業の進捗状況は、概ね

堅実であり、また、効率的な運営がなされていると認められた。 

財務事務の処理においても概ね適正であり、流用事案に関しても適正であると 

認められた。 

備品の管理状況については各課とも備品台帳が整備されており、事務処理及び 

管理状態は、概ね適正であると認められた。 



〔個別調査事項〕 

  各課の個別調査事項及び結果については、次のとおりである。 

 【こども未来課】 

〈歳出について〉 

(1) 第１回大野城市子ども・若者育成会議委員報酬及び費用弁償 

(2) 中学生・高校生交流の翼事業引率者旅費 

〈負担金、補助金、交付金に関する調べについて〉 

(1) 少年の船事業補助金 

(2) キャッスルヒル・ハイスクール受入事業補助金 

〈委託料調べについて〉 

(1) 放課後子ども教室運営業務委託料（7月分） 

〈旅行命令簿及び復命書調べについて〉 

(1) それいけ☆青年組春季指導者研修 

(2) インリーダー研修会本研修 

以上の個別調査事項に関し、説明を受け、関係書類により内容を確認したところ、

概ね適正であると認められた。  

 【こども健康課】 

〈歳入について〉 

(1) 母子事業参加料 両親教室（7 月 5 日実施分） 

〈歳出について〉 

(1) 妊産婦新生児訪問指導員報償費（6 月分） 

(2)予防接種事故賠償補償保険料 

〈備品購入調べについて〉 

(1) ワイヤレスアンプ等一式 

〈負担金、補助金、交付金に関する調べについて〉 

(1) ペアレントトレーナー養成講座受講料 

(2)妊婦健康診査助成金（8月申請分） 

〈委託料調べについて〉 

(1) 乳幼児健康診査業務（小児科:4 月分） 

〈使用料及び賃貸借契約調について〉 

(1) まどかぴあ会場使用料 



〈旅行命令簿及び復命書調べについて〉 

(1) 平成 26 年度(第 37 回)九州地区家庭相談員研修会熊本大会 

以上の個別調査事項に関し、説明を受け、関係書類により内容を確認したところ、

概ね適正であると認められた。  

 【子育て支援課】 

 〈歳入について〉 

(1) 児童福祉費負担金滞納繰越分（保育所入所者保育料 滞納繰越分・留守家庭 

児童保育所入所者保育料 滞納繰越分） 

 〈歳出について〉 

(1) 過年度保育料還付金 

(2)ブックスタート事業用消耗品費（配付用絵本） 

 〈負担金、補助金、交付金に関する調べについて〉 

(1) 認可保育所整備事業補助金(仮称 大野城山田 4 丁目保育園新設工事分) 

(2) 私立幼稚園育成補助金 

〈委託料調べについて〉 

(1)子ども・子育て支援システム構築事業（繰越明許） 

(2)大野東・御笠の森留守家庭児童保育所耐震診断業務 

(3)指導員基準見直しに伴う留守家庭児童保育所運営業務（加配指導員分） 

(4)ファミリー・サポート・センター おおのじょう事業委託料 

 〈使用料及び賃貸借契約調べについて〉 

(1)上大利公民館使用に伴う施設使用料（大利児童保育所利用分） 

 〈旅行命令簿及び復命書調べについて〉 

(1) 研修旅費  ワンダー サマースクール（保育者のための実技講習会）   

以上の個別調査事項に関し、説明を受け、関係書類により内容を確認したところ、

概ね適正であると認められた。  

４．結び 

定期監査を行うに当たっては、地方自治法第 2 条第 14 項に定められている「住民

の福祉の増進に努めること」、「最少の経費で最大の効果を挙げること」が実践され

ているかという視点から、各事業の根拠、事務処理の進め方、予算の執行・管理、

また、事業の実績や効果等についてについて意を用いて実施した。 



今回の定期監査の結果、いずれの課もそれぞれの業務に真摯に取り組まれており、

その事務の執行は、概ね適正かつ効率的に行われていると認められた。これは、  

日頃から職員一人ひとりがその責務を十分に自覚し、熱意をもって職務の遂行に 

取り組まれた結果であると思われる。 

こども部は、子どもや若者に関するさまざまな施策を総合的に推進する部署とし

て平成 21 年度に設置され、平成 26 年度は、大野城市の子どもや若者に関する総合

計画である「夢とみらいの子どもプランⅡ」の初年度となっている。こども部の各

課では、「多様化していく子どもや若者の現状を受け、福祉や教育の垣根を越えて、

全ての子ども一人ひとりに寄り添って支援していく、個人の成長の度合いや価値観

（ニーズ）に即した育成施策を展開していく」というプランの基本方針に沿って、

さまざまな事業の企画、実施に取り組まれていた。 

これらの子育て支援策が有機的に機能するためには、こども部内の各課がそれぞ

れの専門的分野の知識、経験、能力を活かしながら連携を図ることが重要と考える。

今後とも、行政はもちろんのこと、地域社会が保護者に寄り添うことで、保護者の

子育てに対する負担や不安、孤立感を和らげ、誰もが安心して子育てできる環境づ

くりを目指し、地域の宝である子どもたちが健やかに、のびのびと成長できるよう

社会全体で支援する仕組みづくりに努められることを期待して結びとする。 




