
飯塚市監査委員告示第 7 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。 

 

平成 31 年 2 月 28 日 

 

飯塚市監査委員  篠 﨑 充 俊 

飯塚市監査委員  田 中 裕 二 

 

 

1 措置を講じた部署 総務部 

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 

総務課【局長指摘事項】 
検 討 改 善 事 項 措 置 の 状 況 

 

１ 刊行物について 

（1）在庫管理について 

市地図、市勢要覧などの刊行物を販売しているが、

販売数量は電子データにより管理されていたものの、

在庫数量についてはこのデータでは確認できなかっ

た。 

また、「飯塚市の歌ＣＤ」の販売を平成 29年 3月 31

日までの契約で、2 か所と販売業務委託を行っている

が、その後の契約がないままＣＤの販売業務を行わせ

ていた。さらに、委託先におけるＣＤの在庫数が市で

把握しているものと相違していた。 

  今後は、刊行物の在庫を適切に管理できる書式を整備

するとともに、ＣＤ販売の委託については早急に契約

の締結を行うこと。 

 

（2）ＣＤ販売収入について 

上記、「飯塚市の歌ＣＤ」1枚 500円の販売業務委託

について、1枚 100円の委託料を支払う旨の契約を行っ

ている。本来、ＣＤの販売料金 500円を市に納付させ、

市より 1 枚 100 円の委託料を支払うべきところ、委託

料の 100円を差引いた 400円を納付させていた。 

 販売料金と委託料を相殺することはできないことか

ら今後は、適正な事務処理を行うこと。 

 

 

 

 

在庫の管理については、日ごろから数量の確

認を行うよう指示していましたが、電子データ

の書式については、確認していませんでした。

在庫数量、受入・払出等がわかる書式に是正し

ました。 

ＣＤ販売については、契約を締結し、販売先

の在庫についても、確認を行いました。 

今後は契約の更新等に遺漏がないよう、確認

を徹底していきます。 

 

 

 

 

 

販売手数料については、30年度の契約分より、

差額の納付ではなく、販売料金と販売手数料を

分けて、処理を行うように是正しました。 

 

 

 

 

２ 備品の管理について 

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、備品登録がなされていないも

のが確認された。 

また、旧庁舎に付属しており、現在は存在しないと思

われる備品が台帳に登録されたままとなっている。 

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。 
 

 

 

昨年の新庁舎引っ越しの際に整理がなされて

いなかったもので、備品台帳と照合し、すでに

廃棄されているものの処分等、処理を行いまし

た。 

 

 

 

 

３ 美術工芸品の管理について 

（1）備品の登録及び台帳整備について 

総務課において管理する美術工芸品について、備品

シールの貼付がなく、備品台帳に登録がないものが一

部見受けられた。 

速やかに、作品の整理及び備品台帳への登録を行う

とともに、備品シールの貼付が作品に相応しくない場

合は、備品番号と作品が特定できるようその旨を記録

 

 

美術工芸品については、一覧を作成し、管理

していましたが、市場価値の不明なものが多く、

備品台帳への登録を行っていないものがありま

した。 

今後は適正な管理を行うため、統一した取り

扱いをするよう、事務の改善を行っていきます。 



した台帳を整備すること。 

なお、本庁舎 1 階の野見山暁二氏のステンドグラス

についても、建物の一部であるが、美術工芸品的価値

の高いものであるため、備品として登録するか、公有

財産とするか判断し適切に管理すること。 

 

（2）借用中の美術品について 

本庁舎 2 階生活支援課入口に展示している絵画は、

季節に応じ作者より借用しているものである。 

借用書を確認したところ、借用の契約は締結してい

るものの、借用期間の記載のみであり、損害に対する

補償など、借用期間中における責任の所在が明確に示

されていなかった。絵画の運搬及び管理を市職員が行

っていること、容易に絵画に触れることができる場所

に展示していることなどから、作品が借用中に損害を

被る恐れもある。 

今後、管理責任及び補償の範囲などを明確に定め、 

借用手続きを行うこと。 

 

（3）保管管理について 

総務課が管理する美術工芸品について、管理状況を

確認したところ、展示されていない絵画等の作品は、

梱包されることなく倉庫に保管されていた。 

市の貴重な財産を適切に管理するため、保管の際は、

その価値を損ねることのないよう、ほこりや直射日光

を避け適切な湿度を保つなどし、環境を整えること。 

また、現在展示中の作品についてもその設置場所が

適しているのか、ほこり等が付着していないか常時確

認を行い、適切な管理を心掛けること。 

なお、美術品については、その資産価値を認識する

ため、その価格を確認または推定できるものについて

は、備品台帳にその金額の明記を検討すること。 
 

また、ステンドグラスについても、早急にそ

の取り扱いを検討し、適切に管理していきます。 

 

 

 

 

借用中の美術品については、現在、保険の加

入方法等を調べており、加入に向け、予算措置

等適切な手続きを進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （1）で述べたように、市場価値のわからない

もの等の処理に苦慮しており、今後は、文化課

のアドバイス等を受け、適切な保管ができるよ

う事務の改善をしていきます。 

 

４ 倉庫使用について 

 倉庫として使用している施設について確認したところ、

平成 30年 8月 31日までを期限とし、各課が搬出した廃棄

文書が放置された状態となっていた。置かれた書類を調査

したところ、住民票交付申請書類等個人情報に係わる書類

が多数確認された。速やかに廃棄処理されたい。 

三階の書類保管を行っている部屋において、雨漏りによ

る水たまりが確認された。施設の所管課と早急に協議し対

策をとるとともに、三階に保管されている書類について適

切な場所へ移動するなど措置を講じること。 

 また、職員が常時管理を行うことのできない施設を、公

文書の保管を行う倉庫として使用していることについて、

セキュリティーの観点から、今一度検討されたい。 

 

 

 

廃棄文書については、環境対策課との調整が

つかず、延び延びになっておりましたが、平成

31年 1月に廃棄処理を行いました。 

雨漏りについては、施設の所管課において、

修繕を行う予定はなく、総務課においても、該

当箇所を使用しないこととして、対応しており

ます。 

当該施設については、総務課としても恒久的

な文書倉庫とは認識しておらず、現在も、文書

庫の移動について、様々な検討を行っておりま

すが、いまだ保管場所の確保には至っておりま

せん。 

早急に、財産活用課等と協議を行い、適切な

文書庫の確保を行いたいと考えております。 

 



防災安全課【局長指摘事項】 

検 討 改 善 事 項 措 置 の 状 況 

 

1 消防団にかかる事務処理について 

（1）消防団員報酬の支払いについて 

消防団員の報酬については、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に

より支給されている。同施行規則第 3 条によれば「報酬

を年額で受ける者が、年の中途において職に就き、又は

職を離れた場合は、月割計算により支給する。ただし、

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によって計算する。」こととされてい

る。 

平成 29年度上期（4月～9月）における報酬支払いに

おいて、6 月に入団した消防団員に対する報酬の支払い

を行っていなかった。下期（10 月～3 月）における報酬

の支払いにおいて、8月及び 10月に退団した消防団員に

対し 6カ月分全額を支給していた。さらに、11月に入団

した消防団員に対しても下期分全額の支給を行ってい

た。 

また、月の中途で消防団員が身分を喪失したにもかか

わらず、日割り計算が行われず、一月分の支払が行われ

ていた。 

支給漏れの団員については支払いを行い、過払いとな

っている団員においては返還を求めること。 

 

（2）消防団員報酬の支払日について 

団員報酬の支給日について、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第 4 条によ

れば、「報酬の支給方法については、一般職の職員の例に

よる。ただし、年額の報酬は、これを 2 期に区分し、10

月 1日及び翌年の 4月 1日に支給する。」と規定されてい

る。 

しかしながら、報酬の支給は、団員の入退団を考慮し

て支給しなければならないため、現行の規定に基づいた

支給日に支給されていない状況である。 

条例に基づく支給が不可能である場合は、規則におい 

て改めて規定するなどの対応をとること。 

 

（3）退職報償金について 

消防団員が退職した際に支払われる退職報償金につい

て、平成 29 年 12 月に退団した者に対し支払いが行われ

ていなかった。 

また、消防団員の退職に伴い、消防団員等公務災害補

償等共済基金（以下「共済基金」という。）より市に支払

いが行われる退職報償金について、平成 24年度分から平

成 29 年度分、40,235,000 円（うち 534,000 円は平成 30

年度分）が、平成 30年 10月及び 11月に請求されていた。 

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、消防団員が退職した年度内に退職報償

金を支払い、また共済基金へ請求すべきものであるため、

 

 

 

ご指摘の過払い分は、速やかに支払者に対し、

返還を求め、返還処理を行っております。また、

未払い分の支給については、平成 30年度下期分

にて支払う予定にしております。 

今後は、適切な支給を行ってまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現行の規定に基づいた支給日に支給できてい

ない状況であるため、「飯塚市消防団員の定員、

任免、給与、服務等に関する条例」及び「飯塚市

消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条

例施行規則」を改正する予定にしており、現在関

係課と協議中であります。 

 

 

 

 

 

 

 

 支払いが行われていない退職報償金について

は、現在退団者と支払いを行うため協議を行って

おり、今年度中には支払いを行う予定にしており

ます。 

また、消防団員等公務災害補償等共済基金への

請求については、退職手続きと併せた事務処理を

行う様、事務フロー等を作成するなど、遺漏のな

いよう事務処理を行ってまいります。 

  



今後は遺漏のないよう事務処理を行うこと。また、その

他事務処理に漏れがないかについて確認を行うこと。 

 

 

２ 飯塚地区交通安全協会補助金について 

 飯塚地区交通安全協会に対しては、補助金申請書に基づ

き、平成 26年度より同額の 1,202,384円を交付している。 

 しかしながら、申請時の予算書には補助金の額を超える

2,976,159円の繰越金が計上されていたにもかかわらず、 

収支を確定させ、決算処理を行うためとの申請理由に基づ 

き、事業完了前の平成 30年 3月に補助金を交付している。 

また、平成 30年 5月 31日に事業完了報告書として提出 

された平成 29年度決算における翌年度繰越額は、4,145,291

円となっている。 

 今後、適正な補助金審査を行うとともに、補助金額の見 

直しを検討するなど、適正な補助金事務に努めること。 

 

 

 

飯塚地区交通安全協会に対しては、繰越額の増

額要因等も含め、現在協議しております。 

 今後は、適切な補助金事務に努めてまいりま

す。 

 

３ ＬＥＤ防犯灯導入業務について 

ＬＥＤ防犯灯借上料については、平成 26 年度に平成 35

年度までの債務負担行為を設定し、議会の議決を得て契約

を締結していたが、翌年度においても、新たな借上につい

て契約を締結しており、その契約額と前年度に締結した契

約額の総額が、設定した債務負担行為の限度額以内である

と判断し事務処理を行っていた。 

しかしながら、債務負担行為も予算であり、地方自治法

第 208 条の規定によれば、議決を受けた年度においてのみ

契約や変更契約が可能であるため、翌年度以降に新たな複

数年度の契約を締結する場合は、改めて債務負担行為を設

定する必要がある。 

今後は、法令に基づき適切に事務処理をすること。 

 

 

 

 LED防犯灯借上料の翌年度対応分について債

務負担行為を設定しなければならないところ

を、誤った事務処理を行っておりました。 

 今後は、長期継続契約なども含めて法令に基

づいた適切な事務処理を行ってまいります。 

 

４ 国有林野有償使用契約について 

 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

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。 

防災行政無線中継所敷に係る国有林野有償使用契約につ

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

令に基づいた適切な処理をすること。 

 

 

 

本契約は国の様式による契約を締結している

状況でありました。 

今後は、長期継続契約なども含めて国の担当部

署と協議を行い法令に基づいた適切な事務処理

を行ってまいります。 



 

５ 市有土地使用について 

（1）使用料の納期限について 

行政財産の使用料についての納期限は、飯塚市行政財

産使用料条例第 6条第 2項により「初年度の使用料は許

可の際に徴収し、次年度以降の使用料は毎年度当該年度

分を 5月 31日までに徴収する。」とされている。 

5月 31日が納期限の借受人へ対し、納付書送付が遅れ

たことにより、納期限を過ぎて領収されているものが確

認された。 

今後は、遺漏ないよう事務処理を行うこと。 

 

（2）減免について 

 使用料の減免を行う場合は、飯塚市公有財産管理規則

第 20 条の 2 により「市有財産使用料減免申請書を提出

させなければならない」とされているが、消防用地に係

るもの 1 件について提出が行われていなかった。 

  今後は、同規則に基づき適切な事務処理を行うこと。 

 

（3）決裁について 

   飯塚市事務決裁規程において、行政財産の目的外使用

許可に関することについては、部長専決事項とされてい

る。しかしながら、確認を行ったもの全件において課長

決裁としていた。 

   今後は同規定を遵守し、適切な事務処理を行うこと。 

 

 

 

  

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、飯塚市行政財産使用料条例を遵守

すると共に、適切な事務処理を行ってまいりま

す。 

 

 

 

 

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、飯塚市公有財産管理規則を遵守

すると共に、適切な事務処理を行ってまいりま

す。 

 

 

ご指摘の件につきまして、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。 

 

 

６ 水防にかかる無線局の整備について 

 水防にかかる無線局については、平成 29年度に無線局と

しての免許を更新しているが、合併以降使用された形跡は

なく、また、設置されている無線機器も故障しており、使

用不可能な状態となっていた。 

 速やかに、必要性の有無について判断を行い、適切な処

置をとること。 

 

 

 

ご指摘の事項につきましては、今後の必要性の

有無について、今年度中に検討、方向性を示し適

切に処理します。 

 

 

７ 備品の管理について 

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所在

場所と相違していたもの等が確認された。 

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。 

 

 

 

 現在、備品の所在場所も含め、台帳との照合作

業をおこなっております。今後は、適正な備品管

理を行ってまいります。 

 

８ 無線局免許更新手続きに関する資料の保管について 

 防災及び水防に関する無線局（21 か所）にかかる、事務

手続きを確認したところ、申請書類等手続きの経緯が確認

できる書類はなく、無線局の免許状のみが保管されていた。 

 

 

ご指摘の事項につきましては、申請書類等手続

きの経緯に関する書類を受領するため業者との

調整を図ってまいります。 

また、今後の更新申請の際はご指摘のとおり事



これは、当初無線局を設置した業者が事情に精通してい

るため手続きの代行を依頼したが、完了時に提出書類を指

示しておらず、業者がすべて把握していることから自課で

の保管はしていないとのことであった。 

しかしながら、免許更新は本来市の業務であり、その関

係書類は事績として保管すべき重要な文書であるため、市

において保管すること。 

なお、次回、更新申請に係る手続きを行う際は、実施時

期及び完了後の提出書類等を定めた仕様書を作成し業者選

考を行うこと。 

 

務処理を行ってまいります。 

 

 

人事課【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、すでに廃棄され

ている備品、備品シールが貼付されていないものが確認さ

れた。 

備品について再度確認を行い、備品台帳の整理を行うこ

と。 

 

 

 

 廃棄されている備品を台帳から削除し、新たに

登録した備品には備品シールを貼り付け、早急に

備品台帳の整備を行います。 

 

２ 住居手当について 

（1）住居手当認定簿について 

  飯塚市職員の住居手当支給規則第 6条第 2項によれば、

住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決

定又は改定に係る事項を住居手当認定簿に記載するとさ

れている。手当の算定は、住居届の中に記入欄を設け正

確に行われていたが、住居手当認定簿が整備されていな

かった。 

今後、住居手当認定簿を整備すること。また、住居手

当認定簿が不要であれば、規則を改正して整合性を図る

こと。 

（2）住居手当の事後確認について 

  飯塚市職員の住居手当支給規則第 9条によれば、「現に

支給を受けている住居手当の月額が適正であるか随時確

認するものとする。」と規定されている。 

職員から確認書類の提供を受け、家賃支払い状況を確

認しているが、一部に確認が取れていないものがあった。 

家賃支払状況の現認は、住居手当支給の根拠に係る事

実確認の重要な機会であるため、確実に行うこと。 

 

 

 

 

住居届の中に月額を算定する記入欄を設けて

おり、契約書等において確認後、届出書ごとに手

当を認定しています。 

早急に住居届の様式を変更し、住居手当認定簿

として整備します。 

今後も、規則に則した事務を遂行します。 

 

 

 

 

 左記のとおり規則第 9 条により、毎年 10 月に

住居手当の検認を実施しています。 

現在、住居手当については、支給対象者全員の

検認が終了しています。今後も、規則に則して、

確認を確実に行います。 

 



 

３ 通勤手当について 

飯塚市職員の通勤手当支給規則第 18 条によれば、「現に

支給を受けている通勤手当の額が適正であるかを定期券等

の提示を求め、随時確認するものとする。」と規定されてい

る。 

職員から定期券の写し等の確認書類の提供を受け、通勤

の状況を確認しているが、一部に確認が取れていないもの

があった。 

通勤状況の現認は、通勤手当支給の根拠に係る事実確認

の重要な機会であるため、確実に行うこと。 

 

 

 左記のとおり規則第 18条により、毎年 10月に

通勤手当の検認を実施しています。 

現在、通勤手当については、支給対象者全員の

検認が終了しています。今後も、規則に則して、

確認を確実に行います。 

 

 

 

 

 

秘書課【局長指摘事項】 

検 討 改 善 事 項 措 置 の 状 況 

 

1 旅行命令書について 

飯塚市職員等旅費条例施行規則第 5 条において、往復公

用車使用による旅行(宿泊など旅費を伴うものを除く。)の

旅行命令を発する場合には、旅行命令(依頼)書(様式第 4号)

による決裁が定められているが、旅行命令(依頼)書(様式第

4号)が整備されていない。 

今後、旅行命令(依頼)書(様式第 4号)を整備すること。 

 

 

 

旅行命令（依頼）書（様式第 4号）については、

整備をしました。 

 

２ 備品の管理について 

備品について確認したところ、設置されている備品にお

いて移管処理がされていないものがあった。 

備品について再度確認し、備品台帳の整理を行うこと。 

 

 

 

 秘書課内の備品と備品台帳の確認を行い、移管

処理がされていない備品については、現担当課と

調整を行い移管処理、及び台帳整理を実施しまし

た。 

 

 

情報政策課【局長指摘事項】 

検 討 改 善 事 項 措 置 の 状 況 

 

1 備品の管理について 

備品について抽出検査を実施したところ、既に廃棄され

ているにもかかわらず、備品台帳に登録されていたものが

あった。 

備品について台帳との照合作業を実施し、廃棄しているの

であれば、備品台帳へ適切な処理を行うこと。 

 

 

 備品の管理については、廃棄済みの備品である

にもかかわらず、備品台帳への処理が遅れていた

ものがありましたので速やかに是正をしており

ます。 

今後は備品の廃棄と同時に備品台帳への処理

を実施していくよう改善いたします。 

 


