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 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（企画政策部）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 6月 30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 

   企画政策部（自治経営課 歴史をつなぐ事業推進室 情報政策課  秘書課 

        広報広聴課） 

（2）監査の範囲 

   平成 25年度分（平成 26年 3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 4月 14日（月) ～ 6月 18日(水) 

         4月 25日（金） 定期監査に関する協議 

         5月 19日（月） 定期監査に関する協議 

         5月 20日（火）自治経営課 

                 歴史をつなぐ事業推進室 

         5月 21日（水）情報政策課 

                 秘書課 

         5月 22日（木）広報広聴課 

                 備品検査・現地調査 

        6月 18日（水） 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 3 月 31 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 25年度各課が分掌する事務について 

(2) 平成 25年度当初予算主要施策事業の進捗状況について 

(3) 平成 25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、主な事務事業の成果及び実績については、堅実な事務

 事業の進捗がなされており、また、効率的な運営がなされていることが認められた。 

  予算執行状況、収入支出等の財務事務の処理については、概ね適正であり、また、

 補正予算、予算流用・予備費充用事案に関しても、適正であると認められた。 



  備品の管理については、各課とも備品台帳の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。 

 【自治経営課】 

〈歳入について〉 

（1） 福岡県緊急雇用創出事業臨時特例基金事業補助金 

〈歳出について〉 

（1） 都市間友好交流事業 

〈負担金、補助金、 交付金に関する調べについて〉 

（1） 福岡都市圏広域行政推進協議会負担金 

〈委託料調べについて〉 

（1） 市民満足度アンケート及びまちの姿アンケート封入・封緘業務 

（2） 総合計画後期基本計画ワークショップ運営業務 

〈使用料及び賃貸借契約調べについて〉 

（1） まちづくり進歩ジウム会場使用料 

（2） ＪＲ大野城駅西口市有地活用プラン職員提案発表会会場使用料  

（3） 事務用机・椅子リース業務 

〈旅行命令簿及び復命書調べについて〉 

（1） まちづくり視察（「使ってバンク」、「ありがとう券」の調査研修） 

 

  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。  

 

 【歴史をつなぐ事業推進室】 

〈歳入について〉 

（1） 地域振興基金繰入金 

〈歳出について〉 

（1） 事業運営消耗品〔1350年事業分〕 

（2） 傷害保険料 

〈負担金、補助金、交付金に関する調べについて〉 

（1） 水城・大野城・基肄城 1350年事業実行委員会負担金 

 



〈委託料調べについて〉 

（1） （仮称）大野城心のふるさと館基本計画策定委託業務 

（2） （仮称）歴史をつなぐ路整備計画策定業務 

（3） （仮称）大野城心のふるさと館基本計画報告会企画運営業務 

〈使用料及び賃貸借契約調べについて〉 

（1） （仮称）大野城心のふるさと館ワークショップ（第 1回）会場使用料 

〈旅行命令簿及び復命書調べについて〉 

（1） （仮称）大野城心のふるさと館整備検討委員会による先進地視察 

 

  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。  

  

 【情報政策課】 

 〈歳入について〉 

（1） 国保・後期高齢・上下水道・介護・まどかぴあ等事業電算使用料 

〈歳出について〉 

（1） ＯＡ機器等修繕費（バースタ装置） 

〈備品購入調べについて〉 

（1） シンクライアントシステム等機器購入 

〈負担金、補助金、交付金に関する調べについて〉 

（1） ふくおか電子自治体共同運営協議会負担金（インターネット利用に要する負

担金） 

〈委託料調べについて〉 

（1） ヘルプデスク運営業務（平成 25年 10月～平成 26年 3月分） 

〈使用料及び賃貸借契約調べについて〉 

（1） 台帳管理システム賃貸借業務 

（2） カラー印刷機賃貸借業務 

（3） 事務用ソフト導入事業 

 

〈旅行命令簿及び復命書調べについて〉 

（1） 県外普通旅費 Ｇ空間×ＩＣＴシンポジウム in人吉 

 

  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。 



 【秘書課】 

 〈歳出について〉 

（1） 秘書業務用消耗品費 

（2） 年賀・暑中はがき、切手 

〈備品購入調べについて〉 

（1） インクジェットプリンター購入 

〈負担金、補助金、交付金調べについて〉 

（1） 全国市長会負担金 

 〈使用料及び賃貸借契約調について〉 

（1） タクシー代 

〈旅行命令簿及び復命書について〉 

（1） 第 112回九州市長会 

 

  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。  

 

 【広報広聴課】 

〈歳入について〉 

（1） 行政資料頒布・コピー代 

〈歳出について〉 

（1） 図書購入、新聞購読料等 

（2） 文書管理システム保守管理料 

〈備品購入調べについて〉 

（1） 公印購入費(人権男女共同参画課長印、廃棄物・最終処分場対策課長印） 

〈委託料調べについて〉 

（1） ホームページ運営費 

（2） コールセンター運営業務(平成 25年度下半期分) 

（3） ＦＡＱシステムサーバ更新委託料 

〈旅行命令簿及び復命書について〉 

（1） 日本広報協会主催セミナーデジタル広報講座 or公共サイト担当者セミナー 

 「次年度のＨＰ改善に向けた取り組みを考える」 

 

  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、事業の効果や成果等について監査を実施した。 

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、職務の遂行に取り組まれた結果

であると思われる。 

企画政策部では、第 5 次総合計画に掲げられた都市(まち)の将来像である「とも

に創る 個性輝く やすらぎの新コミュニティ都市」の実現を図るため、後期基本計

画の策定、情報化推進計画の遂行、秘書業務の充実、情報提供機能と広聴機能の拡

充など様々な事務事業に取り組まれていた。また、新たな取り組みとして、市民参

加による「（仮称）大野城心のふるさと館」の基本計画策定など、市民のふるさと意

識の醸成にも尽力されていた。 

企画政策部には、市民のニーズを捉え、限られた行政の経営資源を集中させ、効

果的、効率的に行政サービスを提供するための総合調整の役割が求められる。 

今後とも積極的に市政の情報を発信するとともに、広く市民の意見や要望に耳を

傾けながら、大野城市の特性や独自性を活かした特色あるまちづくりの推進に取り

組まれることを期待して結びとする。 

 


