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飯塚市監査委員 篠 﨑 充 俊 

飯塚市監査委員 田 中 裕 二 

 

地方自治法第 199 条第 12 項の規定に基づき、飯塚市長より定期監査の結果に

対する措置について通知を受けたので、飯塚市監査規程第 23 条第 2 項の規定に

より次のとおり公表します。 

 

 

1 措置を講じた部署 福祉部 

2 措置状況の内容 別紙のとおり 

 



別紙 

定期監査の結果に基づく検討改善事項の措置状況 

子育て支援課【局長指摘事項】 

検 討 改 善 事 項 措 置 の 状 況 

１ 保育料等の収納管理について 

保育料等の滞納繰越分について、平成28年度決算からの未収金

繰越額、財務会計システム及び保育料管理システムにおける調定

額を確認したところ、本来同額であるべきものが、預かり保育料、

私立保育所使用料及び幼稚園授業料の金額において、それぞれ誤

差が生じていた。 

原因について調査した結果、平成28年度における預かり保育料

については、財務会計システムにおいて、本来幼稚園授業料へ収

納すべき額を預かり保育料に収納していたことが確認された。こ

のことから、平成28年度決算額においても誤りが生じていること

が分かった。 

私立保育所使用料及び幼稚園授業料についても、類似した事例

が疑われるため、平成28年度における収納処理等について誤りが

ないか、直ちに確認をすること。 

また、今後は正確な収納の把握に努め、適切な事務処理を行う

こと。 

 

平成28年度保育料の決算につきましては、決算総額

に誤りがなかったものの、ご指摘のとおり保育料等の

滞納繰越分について、28年度決算における未収金繰越

額、財務会計システム及び保育料管理システムにおけ

る調定額に誤差が生じておりました。 

また、預かり保育料と幼稚園授業料の収納額の相違

についても同様に誤りを確認いたしましたので、保育

料管理システムによる調定・収納データの集計・出力

についてシステム会社と打合せを行い、保育料管理シ

ステムにおける調定、収納、還付データの出力に誤り

がないことを平成30年4月9日現在で確認いたしまし

た。 

今後は正確な収納の把握に努め、適切な事務処理を

行ってまいります。 
 

２ 備品の管理について 

施設における備品の管理状況について抽出し、確認を行ったと

ころ次のとおり不適切な事務処理があった。 

(1) 備品に標識(ラベル)が貼付されていないもの。 

(2) 備品の所在場所が台帳に記載された所在場所と相違して 

いたもの。 

(3) 既に廃棄された備品が、台帳上に残っているもの。 

(4) 廃止された施設に不用品として放置した状態になってい 

るもの。 

適切な備品管理を行うよう早急に措置するとともに、今後、定期

的な備品の確認、台帳との照合作業等を実施し適正に管理するこ

と。 

 

指摘の備品管理については、全保育所へ物品管理及

び備品台帳の整理及び確認を徹底させ、早急に台帳を

整備します。また、定期的に備品の確認及び台帳との

照合作業を実施し適正な備品管理を行います。 



３ 用途廃止施設の管理について 

子育て支援課が管理をしている用途を廃止した施設について、

状況を確認したところ、正門入口に設置されていた門扉の盗難が

発生したうえ、敷地内には子育て支援課が把握をしていない荷物

も運び込まれており、部外者が容易に侵入することができる状態

となっていた。 

また、建物についても、天井の一部が崩壊するなど老朽化が進

んでいるうえ、通学路沿いに位置しているため、安全の確保につ

いて考慮する必要があると思料される。 

子育て支援課においては、施設の処分等が決定するまでの間、

立ち入りの規制整備を行うとともに、現在保管場所として利用し

ている他課と協議のうえ、定期的な巡回を行うなど、安全面、防

犯面に配慮した管理を行われたい。 

また、施設内に放置された不用品ついても速やかに処分するこ

と。 

 

ご指摘の施設については、利用している他課と協議

の上、立ち入りの規制整備を行います。 

また、施設内の不用品についても速やかに処分するよ

う努めます。 

４ 頴田こども園修繕工事について 

飯塚市事務決裁規程別表第1によれば「（1）1件130万円超2,500

万円未満の工事請負契約に係る競争入札の参加者及び随意契約の

相手方の決定、一般競争入札に係る参加条件等の決定及び告示、

予定価格の決定及び契約締結並びに工事完成確認通知に関するこ

と。」については、契約課長専決事項と規定されている。 

頴田こども園トイレにおいて、修繕工事として下記のとおり工

事発注を行い完工している。 

工 事 名 称    契 約 額  施工開始日～竣工日 

幼児用バス修繕工事 1,026,000円 9月16日～10月25日 

汚物流し修繕工事   442,800円 9月23日～10月30日 

       合  計    1,468,800円 

これらの工事については、工事名称はそれぞれ異なる名称が付

されてはいるが、位置図における工事箇所は同一であり、2件とも

A者が落札している。 

また、上記のとおり、2ヶ所の修繕工事の合計金額は1,468,800

円となっており、同一箇所での工事内容（頴田こども園トイレ）

から勘案すれば、部分ごとの契約は一般的であるとは考えにくく、

契約課入札案件とすることが一般的、合理的であるものと思料さ

れ、全体を鑑みると工事計画及び事務手続きに疑義がある。 

限られた予算であり、「最少の経費で最大の効果」の大原則のも

と、工事計画および工事発注の際には、費用対効果を充分考慮の

うえ執行すべく、今後はこのようなことのないよう是正を行うこ

と。 

 

契約課入札案件とすることが一般的、合理的である

ものと思料される案件であり、今後は全ての工事発注

を行ううえで、事務決裁規程を遵守いたしますととも

に、適切な事務処理を執行すべく是正いたします。 



５ 市外私立幼稚園施設型給付費の支払いについて 

子育て支援課においては市外私立幼稚園施設型給付費として、

他市町村の私立幼稚園に入所した児童に対する保育実施に必要な

費用を、国が定めた基準に基づき、該当する幼稚園からの請求に

より支弁している。 

支払処理について確認したところ、請求者からの積算根拠の誤

りによる過大交付が2件、過小交付が1件確認された。 

また、過大交付の 2 件については、担当者において金額の誤り

を確認したものの、翌月に調整を行うとして支払いを行っていた

が、そのうち1件については未だ処理されていなかった。 

今後、請求金額について適切な審査を行うとともに、誤りを確

認した際は、その都度速やかに請求者へ指導し処理を行うこと。 

 

調整額が発生した月末に園児が退園しており、翌月

に該当施設からの請求が発生しない状態となり、給付

費は概算払いで可とされているため、県から確定され

る処遇改善加算率等の通知が揃ったあとに、当該年度

の精算を行う予定でありました。 

今後は、請求者からの精算根拠の誤りがあった場合は、

請求書の差し替えを依頼し、翌月精算を行わないよう

に処理を行っていきます。 

 

６ 乳児家庭全戸訪問事業に係る出産祝品の管理について 

子育て支援課においては、子育て支援に関する情報提供及び家

庭の様子などを把握、家庭での適切な養育の確保、要保護児童の

早期発見に努めるため、生後 4 ヶ月を迎えるまでの乳児が生活す

る全ての家庭を訪問し、その訪問時においてハンカチセットを出

産祝品として配付している。 

出産祝品の在庫管理状況について確認を行ったところ、保管場

所（キャビネット）に保管できない祝品の一部が執務室内に箱の

まま置かれていたうえ、在庫数の把握もされていなかった。 

今後は、在庫管理簿を作成し適切な管理をすること。 

 

ご指摘の出産祝品の在庫管理につきましては、執務

室内の保管場所（キャビネット）の再整理を行います

とともに、保管場所の確保に努めてまいります。 

また、在庫数の把握については、在庫管理簿を作成の

うえ適切な管理を行います。 

７ コピーパフォーマンスチャージ料の支払い遅延について 

青少年対策事業費消耗品費において、10月分のコピーパフォー

マンスチャージ料が二重払いとなっていたため担当者に確認を行

ったところ、支払った2件のうち1件は8月分とのことであった。 

また、8月分に係る支払いであれば、起案日は8月1日、検収日

8月31日とすべきところ、それぞれ10月1日、10月31日とし、

支払処理を行っていた。 

これは、業者から請求書の提出がなかったためとの理由であっ

たが、9月分の支払いは滞りなく処理されていること、コピーパフ

ォーマンスチャージ料の支出は例月業務であることなどから、業

者へ請求書提出の確認を行うことにより支払い遅延を防ぐことが

できたものである。 

担当者においては、例月業務について整理・確認を行い、今後

遺漏のないよう適切な事務処理をすること。 

 

ご指摘の事項につきまして、今後はこのようなこと

がないよう、飯塚市会計規則および飯塚市会計マニュ

アルを遵守すると共に、例月業務の確認作業を怠るこ

となく経理事務を行います。 



８ 事務決裁について 

飯塚市事務決裁規程別表第1によれば「（20）1件500万円以上

の収入の調定に関すること。」については、部長専決事項と規定さ

れている。 

しかしながら、歳入15款国庫支出金児童扶養手当負担金に係る

調定については、部長が決裁すべきものを決裁権限のない課長が

決裁していた。 

早急に決裁を受けなおすとともに、同規程を遵守し、適切な事

務処理を行うこと。 

 

ご指摘の件につきましては、課長決裁で処理をして

いたため、早急に部長決裁を受けております。今後は

事務決裁規定を順守いたしますとともに適切な事務処

理を行ってまいります。 

 

 



別紙 

定期監査の結果に基づく検討改善事項の措置状況 

高齢介護課【局長指摘事項】 

検 討 改 善 事 項 措 置 の 状 況 

１ 介護保険料の還付について 

高齢介護課では、死亡した被保険者が納付した介護保険料につ

いて、過納額が発生した場合、相続人の代表者に対し還付してい

る。 

この還付請求書を確認したところ、配偶者や子などのいわゆる

法定相続人に還付しているが、一部、法定相続人でない者に対し

て還付している事例が確認された。 

法定相続人以外の者に対して還付する際は、その者が相続人で

あることを確認すべきと思料する。 

今後は、適切に事務処理を行うこと。 

 

ご指摘のありました被保険者死亡による介護保険

料の還付については、今後は、法定相続人のみを相続

人代表者と認定し還付するものといたします。 

また、法定相続人以外の者が相続人代表者として届出

られた場合には、公正証書等の相続の権利関係の確認

できる資料の添付を求め、適正な事務処理を行ってま

いります。 

２ 老人ホーム措置費について 

(1) 収受文書について 

抽出により、老人ホームへ措置されている個人ファイル

の確認を行ったところ、養護老人ホーム施設より提出された

文書が供覧、又は決裁されることなくファイルに綴られてい

た。 

収受文書の処理方法については、飯塚市文書管理規程第

21条第2項において定められており、収受文書は「供覧し、

又は決裁に付すこと。」と規定されている。 

今後は、飯塚市文書管理規程に基づく事務処理を行うこ 

と。 

(2) 老人措置費負担金について 

飯塚市老人、知的障がい者及び身体障がい者福祉関係費

用徴収規則第 3 条によれば、措置費用の納期は「その月分

の措置費用を翌月末日までに納入通知書により納付するも

のとする。」と規定しているが、翌々月の末日としていた。 

今後は、飯塚市老人、知的障がい者及び身体障がい者福

祉関係費用徴収規則に基づく事務処理を行うこと。 

 

 

（1） 今回の指摘事項である老人ホーム措置費に関す

る収受文書の供覧、決裁漏れ等処理方法につきま

しては、飯塚市文書管理規程に則った適切な事務

処理を行うよう徹底します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2） 今回の指摘事項である老人措置費負担金に関す

る納付期限の誤りについては、平成30年3月分の

納付書より納付期限を翌月末日に是正しておりま

す。 

今後は、飯塚市老人、知的障がい者及び身体障

がい者福祉関係費用徴収規則第3条に則った適切

な事務処理を行うよう徹底します。 

 



別紙 

定期監査の結果に基づく検討改善事項の措置状況 

生活支援課【局長指摘事項】 

検 討 改 善 事 項 措 置 の 状 況 

1 子どもの健全育成支援事業業務委託について 

被生活保護世帯を含む生活困窮者の子どもの健全な育成を支援

するため、市内A地区及び B地区の区域内に居住する小学4年生

から中学 3 年生までの児童生徒を対象とした学習支援、生活指導

及び食育等に関する事業を実施している。 

この業務は、随意契約によりＣへ委託されており、本年度の委

託料は、児童生徒の参加見込数をA地区及びB地区それぞれ30名、

合計60名を基礎として契約が締結されている。 

しかしながら、参加登録者実績は下表に示すとおり、平成27年

度が33名、平成28年度が38名、平成29年度（11月末現在）が

41名であり、設計時の参加見込数60名を大きく下回っている。 

事業対象世帯への周知徹底を図り、参加人員の増加に最大限努

めること。 

また、参加者数の推移や傾向などを充分に検証し、効果的かつ

適正な事業となるよう事務執行されたい。 

 

本事業においては、事業開始当初から各地区の児

童・生徒の参加登録者の見込みを会場当たり30名と見

込んでいました。このことについて、平成28年度の実

績でいえば、A地区における参加登録者数は25名、B

地区13名となっており、B地区の参加登録者数の伸び

悩みが、ご指摘の実績不足を招いたものです。平成28

年度の事業実施においては、各地区を担当するケース

ワーカーにより参加対象者の属する世帯への戸別訪問

を実施するとともに、受託者を通じた地区の各小・中

学校への事業紹介を行い、参加登録者の確保に努めて

まいりました。 

しかしながら、B地区における参加登録者数の伸び

悩みは、会場となる公民館が開催地区の端部に位置し

ており、移送手段に窮した世帯が参加を敬遠したこと

も大きく影響したものと思料します。 

幸い平成30年度よりB地区においては小中一貫校が開

設し、併設された交流センターを新たな会場とするこ

ととなり、より参加を容易にする立地条件となりまし

た。今後、これまで以上に参加対象者の属する世帯へ

の戸別訪問を重ね、会場移転も含めた事業の周知、案

内を行い、早期に適正な事業実施となるよう参加登録

者の確保に努めます。 

2 就労意欲喚起等支援事業業務委託について 

本事業は、被保護世帯の自立を支援するため、要就労指導ケー

スで未就労が長期化している者や希望する者を対象に、高齢者、

障がい者、養護老人ホーム等の施設での職業体験プログラムを経

験することで、社会的・精神的・経済的な自立心を育成し、将来

的な自立を支援することを目的としたものであり、社会福祉法人

及びＮＰＯ団体等に業務委託している。 

平成 29年 11月末現在で、当該事業の参加者は 9名であるが、

その全員が 4年以上継続して参加、うち 6名が当該事業開始時の

平成23年度から参加となっており、参加者が固定化されている状

態となっている。 

また、受託者から毎月提出される報告書には、参加者の自己評

価が記載されているが、過去2年分の記載内容にほぼ変化がなく、

さらに「ここに少しでも長く来れることを楽しみにしています」、

「今の仕事を長く続けたい」など、職業体験に対する自己評価で

あると判断することができない記載も散見される。 

以上のことから、「就労意欲を喚起し、将来的な自立を支援す

る」という目的のもと、本委託が有効的に機能しているか疑義が

生じるところである。 

本事業につきましては、国の補助事業であり、国が

定めた「被保護者就労準備支援等事業実施要領」に基

づき実施しております。同実施要領では「就労意欲が

低い者や基本的な生活習慣に課題を有する者など就労

に向けた課題をより多く抱える被保護者に対し、就労

支援に従事する準備としての日常生活習慣の改善を計

画的かつ一貫して行う事業や…（略）…就労支援や社

会参加促進を支援する事業、（略）を実施し、就労へ

の可能性を高めることなどを目的とする。」と定めら

れています。 

 当課におきましても、被保護者世帯の就労自立に関

する支援のみならず、適正な生活習慣の形成を促すた

めの日常生活自立に関する支援及び社会的能力の形成

を促すための社会生活自立に関する支援をしておりま

す。 

ご指摘いただきましたとおり、現仕様書では業務の

目的が限定されてしまいますので、平成30年度は、本

来の上記事業目的を盛り込むよう仕様書を変更いたし

ます。 

また、継続参加となることが多くなっていることに

つきましては、本事業の参加者には基本的な生活習慣

に課題を有する方が多く、速やかに実就労へ向けた準

備が整わない実情があり、事業の性格上やむを得ない

部分もあると考えます。平成26年8月21日厚生労働 



生活支援課においては、受託者及び参加者に対し、本委託の目

的を再認識するよう指導すること。また、本委託の検証を行い、

有効な生活保護受給者の自立支援制度等を確立するよう努められ

たい。 

 

省社会・援護局資料「生活困窮者自立支援制度及び被

保護者就労支援事業の創設について」では、「生活保

護受給者・生活困窮者に対する就労支援にあたっては、

就労により収入を得て経済的な自立をすることだけで

なく、社会における居場所を確保するとともに、自尊

心を回復することにも資するものであることを認識

し、個々の状況に応じて段階的に実施することが必

要。」と記されており、本方針に従い事業を進めてい

るところです。 

今後は、受託者及び参加者に対しまして、あらため

て事業趣旨の理解を促し、適切な事業実施に努めてま

いります。 

 

 


