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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 市民協働部 

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 

人権・同和政策課【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 

（１）筑穂人権啓発センター備品について 
  筑穂人権啓発センターにおいて、登録備品を抽出

（20 点）し監査を行ったところ、備品が確認できな

いもの（3 点）、備品が古く長年使用していないもの

（5 点）が確認された。 

備品について再度確認を行い、適切な備品管理を

行うこと。 

 

（２）伊岐須会館備品について 

  飯塚市と伊岐須会館管理運営協議会との間におい

て「市有財産使用貸借契約」が締結され、貸与備品

として品名が記載されている。契約書に記載された

貸与備品とシステム登録された備品台帳を照合した

ところ、一致しない備品が複数確認された。 

  備品の現物確認を行い、備品台帳を整理するとと

もに、貸与を行っている備品についても正確なもの

となるよう整備すること。 

 

 

 

（１）確認のできない備品 3 点につきまして

は、飯塚市物品管理規則に従い、直ちに是正

しました。また、品物が古く長年使用されて

いない備品 5 点につきましては、過去の利用

状況を確認し処分等について検討します。 

その他の備品につきましても早急に現物

確認を行い、適切な備品管理を行ってまいり

ます。 

 

 

（２）現物確認を行い、備品台帳に登録され

ている備品のうち備品が確認できないもの

につきましては、飯塚市物品管理規則に従

い、直ちに是正しました。 

また、備品台帳と伊岐須会館管理運営協議

会に貸与している備品が一致するように早

急に備品台帳の整理を行い、適切な備品管理

を行ってまいります。 

 

 
２ 人権・同和啓発事業委託について 

人権・同和啓発事業委託について、契約書の一部

となる金抜きの設計書が、金額の入った設計書とな

っていた。 

契約書の一部となるものは、金抜き設計書とされ

ているため、契約書作成時には契約マニュアル等を

確認し、適切な事務処理を行うこと。 

 

今後は、契約マニュアルに基づき適切に事

務処理を行ってまいります。 

 
３ 専修学校等技能習得資金貸付金の調定について 

  専修学校等技能習得資金貸付金において、現年分

の返済が免除決定されたものの、減額の調定が行わ

れていなかった。 

  調定額の変更が生じた場合には、飯塚市会計規則

第 31 条第 2 項により、速やかに変更の調定を行うこ

と。 

 

 

今後は、調定額の変更が生じた場合には、

飯塚市会計規則に基づき適切に事務処理を

行ってまいります。 

 



男女共同参画推進課【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（局長指摘事項） 

男女共同参画センターにおいて、登録備品を抽出

し監査を行ったところ、平成 8 年度及び平成 9 年度

に取得したワープロ 9 台は、すでに平成 27 年度末に

廃棄されていることが確認された。速やかに備品台

帳の整理をすること。 

また、20 年以上経過したテレビが使用されていない

状況であり、事業の今後を見据えて、買換えや処分

等を行うこと。 

 

 

ご指摘のワープロにつきましては、飯塚市

物品管理規則に従い、直ちに是正しました。

今後、このようなことがないよう飯塚市物品

管理規則を遵守し、適切な備品管理を行いま

す。 

また、テレビにつきましては、過去の利用

状況の把握を行うとともに、今後の事業のあ

り方を考え、買換えや処分等について、直ち

に検討します。 

 

 

まちづくり推進課【局長指摘事項】 

検 討 改 善 事 項 措 置 の 状 況 

 

１ 行政協力員報酬について 

  行政協力員報酬の計算方法について、飯塚市特別

職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す

る条例施行規則第 3 条では、｢（略）月の中途におい

て職に就き、又は職を離れた場合の当該月分の報酬

額は、当該月の在職の現日数とその月の現日数を基

礎として日割りによって計算する。｣と規定されてい

る。 

報酬の支払いについて確認したところ、前任者の

死亡による場合を除き、月の中途において就退任し

た行政協力員に対する報酬を月割りにて計算し支給

していた。 

  直ちに是正するとともに、今後規定に基づき適切

な事務処理を行うこと。 

  

 

年度中途において、行政協力員等が変更と

なった場合、報酬については、前任の会長等

調整したうえで、翌月から支給していまし

た。今後は、就任日を原則とし、日割り計算

し支給するよう改善します。 

 

２  まちづくり協議会補助金について 
（１）補助金の交付手続きについて 

    まちづくり推進課においては、まちづくりに関

する事業活動支援を目的とし、市内 12 地区のまちづ

くり協議会に対し補助金を交付している。 

補助事業完了後の処理について、飯塚市補助金等

交付規則第 14 条では、｢市長は、(略)補助事業等の

成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付

した条件に適合するものであるかを調査させなけ

 

 
（1）今後、まちづくり協議会から実績報告

書が提出された時については、飯塚市補助金

等交付規則第 14 条及び第 15 条に基づき、補

助事業等の成果が補助金等の交付の決定の

内容及びこれに付した条件に適合するもの

であるかの精査を行い、適合すると認めたと

きは、交付すべき補助金の額を確定し、確定

通知書をまちづくり協議会へ送付するよう



ればならない。｣、また、同第 15 条では、｢市長は

（略）適合すると認めたときは、交付すべき補助金

の額を確定し、当該事業者等に通知しなければなら

ない。｣と規定している。 

事務処理について確認したところ、平成 28 年度

の実績報告書おける補助金精算額と決算書におけ

る補助対象経費の積算額が相違しているものが確

認された。 

また、第 15 条に基づく補助金の額の確定につい

ても通知を行っていなかった。 

今後このようなことがないよう、実績報告書提出

時においては、事業完了に関する調査を実施すると

ともに、規定に基づき確実な事務処理を行うこと。 

 

（２）まちづくり協議会における補助金の取扱に関す

る基準等の平準化について 

各まちづくり協議会より提出された関係書類を確

認したところ、一部のまちづくり協議会において

は、会計年度を 1 月から 12 月までとしていたため、

会計年度を 4 月から翌年 3 月までとする市の予算と

実施時期がずれており、申請時の予算書における前

年度繰越額と提出された決算書において金額のず

れがみられた。 

また、自治会負担金と事業活動にかかる費用を別

会計として処理している協議会があり、事業活動予

算にかかる市補助金の取扱い及び会計基準に統一

性が見られなかった。 

今後、適切に審査を行うため、補助金の取扱に関

する基準、関係様式を平準化し、各まちづくり協議

会に対し指導、監督を行うこと。 

 

に改善します。 

また、事務処理については、今後、実績報告

書における補助金精算額と決算書における

補助対象経費の積算額が相違しないよう、各

まちづくり協議会の出納簿及び関係帳簿を

複数人で確認するように改善します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）一部協議会においては、従来、会計年

度を 1 月から 12 月までとしていましたが、

平成 3１年度から会計年度を 4 月から翌年 3

月までとする市の予算と実施時期を合わせ、

予算書及び決算書との繰越金額にずれがな

いよう改善を行います。 

 また、自治会負担金とまちづくり事業活動

にかかる費用を別会計として処理している

件については、今後、同一会計として処理す

るように市内全まちづくり協議会で統一し、

補助金の取扱に関する基準、関係様式の平準

化を行うよう改善します。 

 各まちづくり協議会に対しては、改善後の

適切な事務処理が行えるよう、積極的な情報

共有と情報提供を実施します。 

 

３  飯塚市ふれあい交流センターについて 

（１） 公有財産台帳の整備について 

飯塚市公有財産管理規則第 14 条では｢課長は、そ

の所管に属する公有財産について、公有財産台帳を

備えなければならない。｣と規定されている。 

飯塚市ふれあい交流センターについては、平成 26

年 4 月より筑穂庁舎の一部を用途変更するととも

に、所管を筑穂支所市民窓口課からまちづくり推進

課へ移し設置されているが、所管課となったまちづ

くり推進課において、公有財産としての管理台帳の

整備それに付随した財産管理システムへの登録処

理がなされていなかった。 

直ちに台帳の整備を行うとともに、今後規定に基

 

 

（1）ふれあい交流センターの所管について

は、筑穂支所市民窓口課や財産活用課等と現

在協議を進め、10 月までに台帳を整備する方

向で調整します。 

 

 

 

 

 

 

 

 



づき適切に処理すること。 

 

（２） 運営委託について 

飯塚市ふれあい交流センターの運営については、

筑穂まちづくり協議会に委託しており、その業務内

容は、受付時における申請書の記載指導及び受理、

使用許可書の受け渡し、簡易清掃及び使用後の状況

確認とされている。 

業務の履行状況について提出された書類にて確認

したところ、完了報告書に業務内容が確認できる書

類が添付されていなかったため、審査ができなかっ

た。このため、現地にて業務内容の確認を行ったが、

委託業者おいても業務記録は未作成であった。担当

課において適切な履行確認を行っていたのか疑義

がある。 

なお、申請書の記載指導は、委託業者の業務とし

て指示されているにもかかわらず、申請書におい

て、申請日が未記入のもの、当初申請から利用内容

を変更したにもかかわらず変更申請をせずに料金

を後納しているもの、減免の種類、主管課長欄の記

載がないまま受理しているものなどが散見された。 

今後、委託業者に対する業務指導、監督を徹底す

るとともに、完了報告時における履行確認資料の提

出を求め適切な業務の完成検査を行うこと。 
 
 

 
（３） 有効な利活用について 

飯塚市ふれあい交流センターは、市民の交流及び

地域の活性化の拠点施設として設置され、平成 26

年度より利用が開始されている。 

利用状況について確認したところ、平成 29 年度に

おける貸室の平均稼働率は 6％で、その利用者は、

開設当初からの固定的な団体が多い状況であった。

平成 30 年度より 5 階多目的ホールも整備されたこ

とから、設置目的を達成し、有効な利活用ができる

よう、市広報紙、ホームページによる周知はもとよ

り、団体等にチラシを配布するなど幅広い広報活動

を行うとともに、利用者のニーズを把握し利便性の

向上を図ること。 

 

 

（2）完了報告に係る添付書類等の整備を委

託事業者に指導し、適切な事務処理となるよ

う是正しました。 

 また、申請書等委託に関する書類について

も適切な指導・監督を実施するよう指導しま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3）地域の貸館については、筑穂交流セン

ターとの調整もあるが、ＨＰや筑穂庁舎及び

筑穂交流センター窓口などで広報し、市民に

広く周知するよう努めます。 

 ホール機能が追加されたことで、利活用の

幅が広がったため、交流センターやまちづく

り協議会と連携して新たな活用方法や利用

者の増加に努めていきたいと考えています。

新たな利用団体を開拓し、筑穂地域の振興と

活性化が図れるよう筑穂交流センターやま

ちづくり協議会と連携します。 

 

４  備品の管理について 

執務室及び各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

 

 

備品については、棚卸の実施等により、備

品の所在と台帳の相違を確認しております。

標識の貼付や標識と台帳に相違のある備品

については、廃棄等により是正します。 



の。 

(2) 貼付された標識(ラベル)が備品台帳に記載さ

れた品名と相違するもの。 

(3) 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。 

(4) 既に廃棄された備品が台帳上に残っているも

の。 

(5) 施設の備品として使用しているにもかかわら

ず、他課から所管替がされていないもの。 

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。 

 

今後は、交流センターの移管により多くの

備品を抱えることとなりますので、定期的な

備品の確認や台帳との照合等により適切な

備品管理となるよう是正します。 

 

５  決裁文書の処理について 

 飯塚市文書管理規程第 5 条では、文書管理事務の

処理は、原則として、文書管理システムによって行

うものされている。 

また、決裁文書の取扱いについて、同第 33 条では

「決裁文書は、起案者において速やかに決裁年月日

を記入するとともに、文書管理システムに決裁済の

登録をしなければならない。」とある。加えて、同第

45 条では「文書等に関する事務処理が完結した場合

は、（略）、速やかに決裁文書に完結日を記入し、完

結登録をしなければならない。」と規定している。 

抽出によりまちづくり推進課における取扱文書及

び文書管理システムのデータを確認したところ、事

務処理が完了しているにもかかわらず、決裁年月日

の記入、システムへの登録漏れが散見された。 

今後は同規程を遵守し、適切かつ迅速に事務処理

を行うよう是正すること。 
 

 

 

 文書管理システム及び文書については、決

裁年月日を記入する等により直ちに是正し

ました。 

今後は所属職員に周知徹底し、適切かつ迅

速な事務処理を行うよう指導します。また、

月締め等でシステムを確認し、登録漏れ等が

ないよう徹底します。 

 

 

 

 

 

 

 

 



健幸・スポーツ課【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 

登録備品を抽出し監査を行ったところ、平成 5 年度

に取得したノートパソコンについて、所在確認がで

きなかった。 

また、旧保健センターに映写機及び、福岡県市町

村振興協会寄贈のＡＥＤが置かれたままとなってい

た。 

備品については市の財産であるため、再度備品に

ついて確認するとともに、適切に管理を行える場所

に保管し、正しい保管場所を記載すること。 

 

備品台帳の見直しを行い、所在確認ができ

ないものについては、適正に処理を行いま

す。 

また、ＡＥＤについてはすでに廃棄手続きを

進めています。 

 

２ 飯塚国際車いすテニス大会補助金について 

飯塚市補助金等交付規則 第 15 条によれば、「交

付すべき補助金等の額を確定し当該補助事業者等に

通知しなければならない。」と規定されている。 

飯塚国際車いすテニス大会補助金について、補助

金実績報告書は提出され供覧されているが、市から

の補助金確定通知書が出されていなかった。 

今後は適切な事務処理を行うこと。 

 

 

飯塚市補助金等交付規則に基づいて是正

いたしました。今後は、これら規則に基

づいて適正な事務処理を行います 

 

３ 旅行命令について 

飯塚市事務決裁規程別表第１によれば、「(15)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。」は部長決裁（部次長を置く部は部次長決裁）

と規定されている。 

平成 29 年 5 月 23 日に長崎県平戸市へ職員を派遣

していたが、課長が決裁していた。 

是正するとともに、今後は適切な事務処理を行う

こと。 

 

 

ご指摘の決裁につきましては、飯塚市事務

決裁規程に基づき是正いたしました。 

今後は、全職員への周知を図るとともに、こ

のようなことがないよう適切な事務処理に

努めます。 

 

 

 

４ 文書管理システムにおける完結処理について 

 飯塚市文書管理規程第 5 条では、文書管理事務の

処理は、原則として、文書管理システムによって行

うものとされている。 

また、同第 33 条では「文書管理システムに決裁済

の登録をしなければならない。」とあり、同第 45 条

では「文書等に関する事務処理が完結した場合は、

（略）、速やかに決裁文書に完結日を記入し、完結登

録をしなければならない。」と規定している。 

文書管理システムのデータを確認したところ、シ

ステム上の完結処理が行われていないものが見受け

られた。 
今後は同規程を遵守し、適切な事務処理を行うよ

う是正すること。 

 

ご指摘の件につきましては、飯塚市文書管

理規程に基づき是正いたしました。 

今後はこのようなことがないよう決裁後は

速やかに完結登録を行うよう全職員へ周知

し、適切な事務処理に努めます。 

 



 


