
飯塚市監査委員告示第 14号  

 

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告示する。 

 

令和元年 5月 10日 

 

飯塚市監査委員  篠 﨑 充 俊 

 

 

1 措置を講じた部署 経済部 

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 

公営競技事業所【局長指摘事項】 

検 討 改 善 事 項 措 置 の 状 況 

 

1  備品管理について 

備品について確認したところ、備品シールの貼付がなさ 

れていないもの、廃棄済みのため現在は存在しない備品が

台帳に登録されたままとなっているものが確認された。 

適切な備品管理を行うよう早急に措置するとともに、台

帳との照合作業を実施し適正に管理すること。 

 

 

備品シールが貼付されていなかった７点の備

品につきましては、貼付しました。 

また、廃棄済みの備品１点につきましても、直

ちに備品台帳から削除を行い整理いたしました。 

今後は備品台帳と照合を行い適切な備品管理

に努めてまいります。 

 

2 繰替処理について 

飯塚市会計規則第 60 条において、小型自動車競走の投

票券の発売収入は、払戻金等に繰り替えて使用できるよう

認められている。 

また、同条 2項には「繰替払をした経費については、速 

やかに正当歳出科目から支出し、当該歳入科目に収入の手

続を行わなければならない」と定められている。 

しかしながら、平成 30年度においては、2月になっても 

払戻金から発売収入への振替が行われていないので、速や

かに振替を行うこと。また併せて調定をおこなうこと。 

 

 

 

ご指摘のありました払戻金から発売収入への

振替につきましては、振替及び調定を行いまし

た。 

今後は、速やかに適切な事務処理を行ってまい

ります。 

 

 

産学振興課【局長指摘事項】 

検 討 改 善 事 項 措 置 の 状 況 

 

1 飯塚市企業立地促進補助金について 

指定産業の集積及び活性化並びに市民の雇用機会の拡

大を図るため、飯塚市企業立地促進補助金交付要綱によ

り、本市内において新たに事業を展開し、又は事業所を増

設若しくは移設しようとする事業者に対して補助金の交

付を行っている。 

この補助金において、金額の算出誤りが見受けられた。 

補助金算定にあたっては要綱等規定を十分確認すると

ともに、複数人による確実なチェックを行うこと。 

 

 

 

 

 当該補助金につきましては、平成 31年 3月に

補助金の交付先にお詫びと内容の説明を行い、補

助金の返還について了承を得ております。現在、

通知書及び納付書発送の手続きを行っており、4

月に通知を行い、5月 31日までに飯塚市へ返還

（納付）していただく予定であります。 

また、チェック体制に関しても見直しを行い、

新規作成したチェックシートを活用し、複数での

チェックを実行していきます。 

 

 

 

 



商工観光課【局長指摘事項】 
検 討 改 善 事 項 措 置 の 状 況 

 

1  備品管理について 

備品について確認したところ、備品シールの貼付がなさ 

れていないもの、備品の所在場所が台帳に記載された場所

と相違していたもの及び、廃棄済みのため現在は存在しな

い備品が台帳に登録されたままとなっているものが確認さ

れた。 

適切な備品管理を行うよう早急に措置するとともに、台

帳との照合作業を実施し適正に管理すること。 

 

 

 指摘の備品管理につきましては、備品シー

ルの貼付け及び備品台帳の整理及び確認を

行い、適正に処理を致しました。 

 また、今後定期的に備品の確認及び台帳と

の照合作業を実施し、適切な備品管理を行い

ます。 

 

2 旅行命令決裁について 

飯塚市事務決裁規程別表第１では「(15) 部次長、課長 

及び所属職員の県外旅行命令に関すること。」は、部長専決

事項と規定されているものの、公用車を利用した県外旅行

命令（「様式第 4 号」）において、部長が決裁すべきものを

決裁権限のない課長が決裁を行っていた。 

  今後は、同規程を遵守し、適切な事務処理を行うこと。 

 

 

 

本指摘事項につきましては、課長決裁で処

理していたため、適正な処理を致しました。 

 今後は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行ってまいります。 

 

3 補助金について 

(1) 概算払いにかかる精算手続きについて 

飯塚市会計規則第 56 条第 1 項によれば、「概算払いを

受けた者は、概算払に係る経費の額が確定したときは、

別に定める精算書により精算し、・・・省略・・・。」と

規定している。 

また、その精算手続きは会計マニュアル 53ｐにおいて

「額の確定後、支出額及び戻入額が発生しないとき」は、

「額の確定通知の送付後において、額の確定通知の決裁

に審査欄を設け会計課に送付することによる審査」を受

けることで精算の確定をするものとしている。 

以下の補助金については、平成 29 年度分の精算にか

かる審査が行われていなかった。 

早急に会計課にて審査を受けるとともに、今後はマニ

ュアルを遵守し、適切な事務処理を行うよう是正するこ

と。 

・飯塚観光協会補助金 

・飯塚市商工会事業費補助金 

・飯塚市産業まつり開催事業費補助金 

・飯塚市商業団体事業費補助金 

・筑穂地区中小企業団体連合会補助金 

(2) 飯塚市商業団体事業費補助金について 

飯塚市商業団体連合会に対する平成29年度事業費補助

金について、「出納閉鎖が 3 月 31 日であり、監査が 5 月

に行われるため、3月中に補助金の受け入れが必要である

ため」との申請者からの理由により、概算払いとし、事

業完了前に交付していた。 

しかしながら、事前交付の申請理由は事務処理上の手 

続きを理由としており、これに基づき、補助金を事前に 

交付することは適切であるとは言い難い。 

 

 

概算払いにかかる精算手続き処理につき

まして早急に会計課にて審査を受けました。 

 今後、会計マニュアルを遵守し、適切な事

務処理を行ってまいります。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

飯塚市商業団体事業費補助金につきまし

ては、今後交付時期について、事業の進捗状

況を考慮しながら補助内容及び団体の資金

状況等を審査したうえで、事前交付を含めた

判断を行います。 



補助金の支払は、履行の確認後に行う精算払いが原則 

であり、その交付時期については、補助内容及び団体の

資金状況等を審査したうえ、事前交付の必要性の有無に

ついて判断する必要がある。 

今後は、明確な理由に基づき判断を行うこと。 

 

 

4 公有財産の管理について 

  飯塚市公有財産管理規則第 40条によれば、行政財産の用 

途を廃止した場合は、「異動前及び異動後の台帳記載事項 

を記載した異動通知書及びこれに附属した図面及び関係書 

類を添付して行政経営部長に報告しなければならない。」と 

規定している。 

財産の管理について確認したところ、内野宿展示館及び 

長崎屋については、平成 26年度に開催された飯塚市公有財

産調整委員会の審議を経て、行政財産としての用途は廃止

され、普通財産として、一般社団法人内野地区活性化協議

会へ貸付けられていたが、財産管理システムにおいては行

政財産として登録されたままとなっており、異動に関する

事務手続きがなされていなかった。 

早急に処理を行うとともに、所管するその他の財産につい 

ても事務の遺漏等がないか確認し、今後、適切な資産管理を 

行うこと。 

 

 

 

指摘の財産管理システムの異動に関する手

続きにつきましては、確認作業を行い適切な

処理を行いました。 

 また、所管するその他の財産についても、

事務の遺漏等がないか確認作業を行うとと

もに、適切な資産管理を行ってまいります。 

 

5 各所観光施設等の管理委託について 

八木山地内における各観光施設（渓流公園、竜王ハイキ 

ングコース他）の管理については、維持管理、草刈りを含 

む清掃作業、定期見回りなどを業務内容として、履行期間 

を平成 30年 5月 18日から平成 31年 1月 31日までと設定 

し、団体に維持管理を委託している。 

履行状況について確認を行ったところ、業者から提出さ 

れた完了報告書は、草刈についてのみの報告で、その他の

見回り維持管理などに関する業務についての報告は提出

されていないため、業務の完了が確認できないにもかかわ

らず、平成 30 年 11 月 19 日に完了検査を行い、委託料を

支払っていた。 

委託業務内容によれば、草刈りの履行確認だけでなく、 

施設の維持管理、定期見回りに関する業務日誌等の提出を 

求め、履行を確認すべきであったと思料する。 

今後、委託の目的を遂行できるよう業務内容を明確にし、 

債務に関して確認ができるよう仕様書及び設計書を改め

るとともに、業者へ履行確認に関する報告書類の提出を求

めること。 

また、各観光施設は通年、観光客が訪れることができる

場となっているため、履行期間の設定についても適切であ

るか、今後検討されたい。 

 

 

  

本指摘事項につきましては、委託の目的を 

遂行できるよう業務内容を明確にし、債務に

関して確認ができるよう仕様書及び設計書

を改めるとともに、業者へ履行確認に関する

報告書類の提出を求め、確認いたしました。 

 また、履行期間の設定についても、適切で

あるか確認するとともに、今後について検討

を行ってまいります。 

 

6 土地賃貸借契約について 

地方自治法によれば、自治体予算は年度ごとに作成し、 

翌年度以降の予算を拘束してはならない（予算単年度主義）

と規定されているため、予算の裏付がない複数年の契約は

原則的には認められていない。しかしながら、地方自治法

 

 
本指摘事項の土地貸借契約につきまして

は法令に基づき適切に処理を行うため、債

務負担行為の設定または契約の見直しを行

ってまいります。 



第 214 条に基づく債務負担行為、あるいは、同法第 234 条

の 3 に基づく長期継続契約によって、例外的に複数年契約

が可能とされている。 

土地賃貸借契約について、予算の裏付なく、3年間の借地 

料を定めた契約を締結し、支出しているものが見られた。 

今後、債務負担行為の設定または契約の見直しを行い、法 

令に基づき適切に処理をすること。 

 

 

7 ワンストップサービスセンターe‐ＺＵＫＡ就職支援業務

委託について 

就職支援業務委託にかかる委託料の額の決定について

は、仕様書において「受注者は、業務を完了したときは、

速やかに実績報告書及び委託収支決算に必要な書類を発注

者に提出しなければならない」、「発注者は報告書等を審査

の上、委託料の額を確定して受注者に通知するものとする。

その際、委託料の確定額は、業務の処理に要した経費の実

支出額と契約書第 4 条に規定する委託料の限度額のいずれ

か低い額とする。」規定されている。 

受注者より提出された実績報告書を確認したところ、委託 

料の額が確定できる収支決算書等の報告書は提出されてお

らず、その額が適正であったか否かの判断ができなかった。 

受注者へ速やかに関係書類の提出を求めるととともに、今 

後は仕様書に基づき適切に事務処理を行うこと。 

 

 

 

 
本指摘事項につきましては、委託の額の確

定について契約書に記載の委託料の限度額

のみをもって確定を行っている状況でした。

本指摘事項の実施にあたり、業者へ業務の処

理に要した経費の実支出額についての資料

の提出を求め、確認いたしました。 

今後、事業完了時に同様の資料を提出させ

ることで改善に努めてまいります。 

 

8 女流王位戦前夜祭にかかる事業費について 

地方自治法第 210条によれば、「一会計年度における一切 

の収入及び支出は、すべてこれを歳入歳出予算に編入しな

ければならない。」と規定している。 

女流王位戦前夜祭において、参加者へチケットを販売し負 

担金を徴収しているものの、公金として収納することなく、

イベント当日に、担当者がそのまま業者へ支払いを行って

いた。 

チケット売上げについては諸収入（参加者負担金）として 

収納し、事業実施に伴う費用について予算化を行い支出す

ること。 

 

 
 

本指摘事項につきましては、平成 30 年度

まで歳入歳出予算の編成は行わず、公金とし

て収納せずに業者へ支払いを行っている状

況でした。 

本指摘事項の実施にあたり、歳入予算、歳

出予算編成について財政課と速やかに協議

を行い適切な処理を行います。 

 

 

 

 

 

農林振興課【局長指摘事項】 
検 討 改 善 事 項 措 置 の 状 況 

 

1  備品管理について 

備品について確認したところ、備品シールの貼付がなさ 

れていないもの、備品の所在場所が台帳に記載された場所

と相違していたもの及び、廃棄済みのため現在は存在しな

い備品が台帳に登録されたままとなっているものが確認さ

れた。 

適切な備品管理を行うよう早急に措置するとともに、台帳

との照合作業を実施し適正に管理すること。 

 

 

 

ご指摘の事項につきましては、備品の所在

場所を確認し、備品台帳との整合性を再確認

して、廃棄された備品については、早急に備

品台帳から削除します。 



 

2  ＡＥＤの管理について 

飯塚市地方卸売市場に設置されているＡＥＤを確認した 

ところ、バッテリー切れとなっているため使用できない状態 

となっている。また、消耗品である電極パッドにおいても使 

用期限切れとなっていた。 

ＡＥＤは救命処置を行うための重要な医療機器であり、 

いつでも使用できるよう毎日の点検を行い、適切な管理を

する必要がある。 

早急に使用できるよう整備するとともに、管理台帳を作 

成するなど、ＡＥＤに関する消耗品の交換時期を失念しな

い対策を図ること。 

また現在、ＡＥＤの設置場所が市場管理事務所内となって 

いるため、緊急を要する場合に誰もが使用できる状態にな

い。最適な場所への移動または、看板等による案内を徹底

するなどの検討を行うこと。 

 

 

  

ご指摘の事項につきましては、バッテリー

電極パッドともに交換を済ませＡＥＤは使

用できる状態にあります。設置場所も使用し

やすいよう卸売業者事務所の玄関に移動し

ております。 

今後は機器点検を定期的に行い、緊急時に

は誰でも使用できる状態での管理を徹底致

します。 

 

3 建物台帳における地番等の誤記について 

  農業施設条例で定められた農機具保管庫等の地番及び 

施設の名称と、建物台帳に登録されている同施設の地番 

等が相違するものがある。 

建物台帳の地番等が誤記となっていることから、関係 

課と協議し地番等の訂正を行うこと。 

 

 

 

ご指摘の事項につきましては、早急に関係

課と協議を行い訂正致します。 

 

4 有害鳥獣駆除補助金について 

  飯塚市有害鳥獣駆除補助金交付要綱第 2条第 3項第 3号

によれば、「駆除員が有害鳥獣の駆除のために必要とする

諸経費で市長が認めるもの」については、補助の対象経費

と規定している。 

補助金として支払われた書類を確認したところ、有害鳥

獣駆除のために必要な諸経費であったかの確認をとるこ

となく、駆除員に対し諸経費として一律に 5,000円交付し

ていた。 

  今後は、有害鳥獣駆除に必要とされる経費であるかの審

査を行い、補助金交付を行うこと。 

 

 

 

ご指摘の事項につきましては、補助対象経

費を明確に審査できるよう、事務処理方法を

是正致します。 

 

5 県行造林ついて 

  福岡県と分収造林契約を締結した山林（県行造林）につい 

ては、平成 11年度に福岡県が策定した「県営林造成事業経 

営改善の基本方針」に基づき、平成 40年度までに全ての契 

約解除がなされる予定となっており、飯塚市としても順次、

解除がなされてきているところである。 

  地方自治法施行令第 166条第 2項で規定されている決算 

資料である「財産に関する調書」を確認したところ、県行 

造林の面積は平成 22年度より変更されておらず、実情と符 

合していない。また、土地台帳においても変更がなされて 

いなかった。 

  早急に土地台帳の変更を行うとともに、「財産に関する

調書」が正確なものとなるよう関係課と協議を行い、是正

すること。 

 

 

 

ご指摘の事項につきましては、早急に関係

課と協議を行い実情と符合するよう是正致

します。 



 

6 旅行命令について 

  飯塚市事務決裁規程によれば「部次長、課長及び所属職員 

の県外の旅行命令に関すること」は、部長専決事項とされ 

ているものの全て課長が決裁を行っていた。 

  早急に決裁を受けなおすとともに、今後は適正な事務処理

を行うこと。 

 

 

 

ご指摘の事項につきましては、直ちに是正

いたしました。今後は、適切な事務処理を行

ってまいります。 

 

7 補助金の事前交付について 

飯塚市補助金等交付規則第 17条によれば「補助金等の交

付は、補助事業等の完了後に交付するものとする。」とされ

ており、同条第 2 項において「市長が特に必要があると認

めたものについては、事業等の完了前であっても、その補

助金等の全部又は一部を交付することができる。」と規定し

ている。 

 事務処理について確認したところ、補助対象者より事前 

交付の申請がない若しくは、理由が記載されていないにも

関わらず、事前交付の決定を行い、支払いを行っているも

のがあった。 

 事業完了前に交付を行う必要がある場合は、その旨を申 

請書に記載させ、事前交付とする必要があるかの審査を行

い、適切な補助金交付を行うこと。 

 

 

 

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、飯塚市補助金等交付規

則を遵守し、適切な補助金交付の事務処理を

行ってまいります。 

 

8  公文書における消せるボールペンの使用について 

消せるボールペンを使用し記載された文書が確認され

た。 

温度変化により、記載した文字が消える可能性があるた

め、消せるボールペンの使用は行わないこと。 

 

 

 

ご指摘の事項につきましては、直ちに是正

いたしました。 

 


