
平成30年度日向市定期監査結果の措置状況　(前期)

課(かい) 措置状況

地域コミュニティ課
指摘
事項

　日向市市民まちづくり支援事業において、事業完了後の実
績報告書が依然として提出されていない団体があったので、
同事業補助金交付要綱第17条の規定に基づき適正に処理され
たい。

　定期監査時点では、１団体から実績報告書が未提出であり
ましたが、監査終了後、提出について指導を行ったところ、
同団体から、県外出演者との連絡が不通になり、領収書の取
得が2月中になる見込みとの連絡を受けました。
　これまでも、同事業の各補助金申請団体に対しては、定め
られた期間内での実績報告書の提出についての説明と指導を
行っておりますが、今後も引き続き、各団体への説明と指導
を行いながら、要綱に基づいた適正な処理を徹底してまいり
ます。

地域コミュニティ課
注意
事項

　契約事務等において、決裁伺書の施行日、取扱区分の記載
のないものが見受けられたので、日向市文書取扱規程第16条
の規定に基づき適正に処理されたい。

　今後、課内部での決裁手続等の際、施行日、取扱区分の記
載もれがないかを確認するなど、日向市文書取扱規程第16条
の規定に基づき、適正な事務処理に努めます。

地域コミュニティ課
注意
事項

　契約事務において、着手届、事業完了届のないものが見受
けられた。また、検査調書の作成もなされていないため、日
向市工事請負契約等事務取扱規程第12条から14条に基づき適
正に処理されたい。

　今後の契約事務に関する必要書類の作成及び受領に関して
は、課内部での決裁手続等の際、関係書類の漏れ・不備がな
いか確認を行うなど、日向市工事請負契約等事務取扱規程第
12条から14条に基づき適正に処理を行います。

総務課
注意
事項

　契約事務において、決裁伺書の文書分類、起案日、決裁
日、施行日、取扱区分、決裁区分、保存年限の記載のないも
のが見受けられた。また、収受文書の受付印及び供覧がない
ものが見受けられたので、日向市文書取扱規程第13条及び第
16条の規定に基づき適正に処理されたい。

　日向市文書取扱規程に基づき、適正に処理するよう周知・
徹底を図ります。

総務課
注意
事項

　契約事務において、委任状中の事項名の誤りが見られたの
で、適正に処理されたい。また、契約の様式については、日
向市工事請負契約等に係る帳簿及び書類の様式を定める規程
第2条に定める様式を使用されたい。

　ご指摘の委任状については、事項名の修正を行いました。
また、入札・契約に係る書類の記載事項・様式については、
十分にチェックするよう努めます。

総務課
意見
要望

　全庁的に文書取扱の不備がみられることから「日向市文書
取扱規程」、「文書の書式及び文例並びに公用文作成の手引
（平成9年制定）」等の遵守による事務の適正化を目的とし
た研修会を開催するなど、指導、徹底を図られたい。

　全庁的な文書取扱、管理の状況については、研修会等を開
催し周知、確認を行う必要があると認識しています。今後、
研修の内容や時期について、検討を行います。

総務課
意見
要望

　文書管理システムにおいて、決裁伺書の取扱区分の設定が
できないこと、文書番号に『発』がつけられないことによる
記載漏れが全庁的に見受けられるので、対応できるよう検討
されたい。

　ご指摘の改善事項については、システム改修の費用対効果
等を見極めながら、検討を行います。

指摘事項等
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平成30年度日向市定期監査結果の措置状況　(前期)

課(かい) 措置状況指摘事項等

総務課
意見
要望

　文書の供覧及び決裁における課長補佐の取扱いについて、
指針を示すよう検討されたい。

　課長補佐は、その配置状況が各課（かい）において異なる
ことから、指針の在り方等について、研究を進めます。

総務課
意見
要望

　債務負担行為による契約については、長期継続契約と同様
に契約書が単年度契約と一見して区別できるよう様式の検討
されたい。

　債務負担行為等の複数年予算に基づく契約については、
「日向市工事請負契約約款」内には（債務負担行為等に係る
契約の特則）を記載しています。今後は、業務委託も含め、
記載事項を見直し、必要に応じた整備を行います。

総務課
意見
要望

　印刷の契約について売買契約の様式を使用しているが、契
約上異論が生じることも考えられるので、より適切な契約と
なるよう検討されたい。

　今後、契約書様式の内容や時期について、周知時期を考慮
しながら検討を行います。

総務課
意見
要望

　契約事務において、全庁的に日向市工事請負契約等に係る
帳簿及び書類の様式を定める規程第2条に定める様式が使用
されていなかったり、100万円以上の着手届の総務課長の合
議漏れなどの不備が見受けられるので、研修会を定期的に開
催するなど、契約事務の適正化を図られたい。

　全庁的な契約事務手順については、予算執行説明会や文書
等で周知を図っています。その他の方法については、今後検
討を行います。

財政課
注意
事項

　契約事務において、決裁伺書の文書分類、起案日、決裁
日、施行日、取扱区分の記載のないものが見受けられた。ま
た、収受文書の受付印及び供覧がないものが見受けられたの
で、日向市文書取扱規程第13条及び第16条の規定に基づき適
正に処理されたい。

　日向市文書取扱規程を遵守し、適正に処理するよう周知を
図ります。

財政課
注意
事項

　契約事務において、委託契約書に印紙の貼付がないものが
見受けられたので、適正に処理されたい。

　ご指摘の印紙の貼付については、受注者から発注者（市）
の保有する委託契約書に印紙の貼付を行って処理しました。

財政課
注意
事項

　緊急の場合の随意契約事務において、契約書類に執行調
書、設計書及び予定価格表が見受けられない。小規模緊急施
行工事（50万円未満）以外は通常の契約事務手続きが必要で
あると解されるので、日向市工事請負契約等事務取扱規程第
2条及び第6条に基づき適正に処理されたい。

　日向市工事請負契約等事務取扱規程に基づき、適正に処理
するよう周知徹底を図ります。

財政課
注意
事項

　契約事務において、着手届のないもの、着手届に総務課の
合議のないものが見受けられたので、日向市工事請負契約等
事務取扱規程第12条に基づき適正に処理されたい。また、契
約の様式については、日向市工事請負契約等に係る帳簿及び
書類の様式を定める規程第２条に定める様式を使用された
い。

　総務課の合議については、書類を確認し合議の処理を行い
ます。また、契約書類の様式は最新の様式を使用するよう周
知徹底を図ります。
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平成30年度日向市定期監査結果の措置状況　(前期)

課(かい) 措置状況指摘事項等

財政課
注意
事項

　長期継続契約において、支出負担行為書に「長期継続契
約」（朱書き）の表記のないものが見受けられたので、長期
継続契約を締結することができる契約を定める条例取扱要領
3-（5）に基づき適正に処理されたい。

　「長期継続契約」（朱書き）で表記を行いました。今後
は、条例取扱要領に基づき、適正に処理します。

財政課
意見
要望

　公用車使用市内旅行命令簿兼自動車運転報告書（集中管理
車両用）については、必要事項の記入漏れの無いよう職員に
周知するとともに、所属長等への指導も合わせて図られた
い。

　必要事項の記入漏れがないよう職員へ周知徹底を図るとと
もに所属長等への指導にも努めていきます。

財政課
意見
要望

　財産台帳の整備について、工作物を含め記載することを検
討されたい。

　財産台帳の整備の一環として、研究を進めます。

税務課
指摘
事項

　延滞金について、収入済額があるが調定が起票されていな
いので、日向市財務規則第28条の規定に基づき適正に処理さ
れたい。なお、毎月の調定起票が望ましい。

　延滞金については、ヒアリング後直ちに調定を行いまし
た。今後、調定は毎月行い財務規則第28条の規定に基づき適
正に行います。

税務課
注意
事項

　契約事務において、決裁伺書の文書番号、決裁日、施行日
の記載のないものが見受けられた。また、収受文書の供覧が
ないものが見受けられたので、日向市文書取扱規程第13条及
び第16条の規定に基づき適正に処理されたい。

　記載漏れがあったものについては、各担当において遡って
確認し記載しました。今後、文書取扱規程の規定に基づき適
正に行います。

税務課
注意
事項

　契約事務において、委託契約書に印紙の貼付がないものが
見受けられたので、適正に処理されたい。

　印紙については、担当において相手方に指導し、貼付しま
した。

税務課
注意
事項

　契約事務において、着手届の提出遅延が見受けられたの
で、業者への指導の徹底を図られたい。また、総務課の合議
のないものが見受けられたので、日向市工事請負契約等事務
取扱規程第12条及び第13条に基づき適正に処理されたい。ま
た、契約の様式については、日向市工事請負契約等に係る帳
簿及び書類の様式を定める規程第２条に定める様式を使用さ
れたい。

　着手届提出の遅延については、各担当において相手方への
指導を行います。また、総務課長合議については、担当にお
いて遡って合議を行いました。今後日向市工事請負契約等に
係る帳簿及び書類の様式を定める規程第2条に定める様式を
使用し、日向市工事請負契約等事務取扱規程に基づき適正に
行います。

税務課
注意
事項

　長期継続契約において、支出負担行為書に「長期継続契
約」（朱書き）の表記のないものが見受けられたので、長期
継続契約を締結することができる契約を定める条例取扱要領
3-（5）に基づき適正に処理されたい。

　記載漏れがあったものについては、各担当において遡って
確認し記入しました。今後、長期継続契約を締結することが
できる契約を定める条例取扱要綱3-（5）に基づき適正に行
います。
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平成30年度日向市定期監査結果の措置状況　(前期)

課(かい) 措置状況指摘事項等

国民健康保険課
指摘
事項

　延滞金について、収入済額があるが調定が起票されていな
いので、日向市財務規則第28条の規定に基づき適正に処理さ
れたい。

　ご指摘の点については、ひと月単位で調定を計上するよう
措置しました。（今年度は、平成30年12月に調定を計上し、
次回以降、毎月計上するようにしました。）

国民健康保険課
指摘
事項

　督促手数料について、調定の起票は四半期ごとではなく、
毎月の調定起票が望ましい。

　前回のご指摘もありましたが、当課の解釈で、毎月調定で
は、国保資格の遡及による督促手数料が抹消されるような件
が発生しますので、頻繁に調定変更が生じると躊躇しており
ました。今後は、督促手数料の収入済額に合わせ、調定を計
上することで、毎月調定するよう措置しました。

国民健康保険課
指摘
事項

　産業廃棄物処分収集運搬委託基本契約書及び産業廃棄物処
分委託契約書の単価の表示について不備が見受けられたの
で、日向市財務規則第106条に基づき適正に処理されたい。

　ご指摘の件は、旧庁舎の取り壊しに合わせての産業廃棄物
処理が発生し、当初の想定に無く、急きょ対処したところ
で、この不備な点を通過させてしまったところです。修正処
理を完成させました。

国民健康保険課
注意
事項

　契約事務において、収受文書の供覧がないものが見受けら
れたので、日向市文書取扱規程第13条の規定に基づき適正に
処理されたい。

　担当係員のみで処理された形で、この供覧が欠如しており
ました。修正処理を完了させました。

市民課
注意
事項

　補助金交付の通知関連書類について、財政課及び会計課の
合議のないものが見受けられたので、日向市財務規則第3条
第2項に基づき適正に処理されたい。

　財務規則に基づき適正な事務処理を行います。

市民課
注意
事項

　契約事務において、決裁伺書の文書分類、起案日、決裁
日、施行日、取扱区分の記載のないものが見受けられた。ま
た、収受文書の受付印及び供覧がないものが見受けられたの
で、日向市文書取扱規程第13条及び第16条の規定に基づき適
正に処理されたい。

　文書取扱規程に基づき適正な事務処理を行います。

市民課
注意
事項

　契約事務において、着手届及び業務完了届のないものが見
受けられたので、日向市工事請負契約等事務取扱規程第12条
及び第13条に基づき適正に処理されたい。また、契約の様式
については、日向市工事請負契約等に係る帳簿及び書類の様
式を定める規程第２条に定める様式を使用されたい。

　契約事務に係る所要の規程に基づき適正な事務処理を行い
ます。

市民課
注意
事項

　契約事務における見積期間について、通知日の翌日を入札
期日としているものが見受けられた。日向市工事請負契約等
に係る競争入札の執行に関する規定第3条に基づき適正に処
理されたい（見積期間には通知日及び入札書提出日は含まな
い）。

　工事請負契約等に係る競争入札の執行に関する規定に基づ
き適正な事務処理を行います。
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平成30年度日向市定期監査結果の措置状況　(前期)

課(かい) 措置状況指摘事項等

市民課
注意
事項

　長期継続契約において、単年度の見積書の使用が見受けら
れた。また、契約書及び支出負担行為書に「長期継続契約」
（朱書き）の表記のないものが見受けられたので、長期継続
契約を締結することができる契約を定める条例取扱要領3-
（4）及び（5）に基づき適正に処理されたい。

　長期継続契約を締結することができる契約を定める条例取
扱要領に基づき適正な事務処理を行います。

環境政策課
指摘
事項

　収入金の払い込み処理に遅延が見受けられたので、日向市
財務規則第43条の規定に基づき適正に処理されたい。

　今後は、遅延が生じないように、財務規則に基づき適正に
処理します。

環境政策課
注意
事項

　契約事務において、契約書に上下水道局市長印の押印が見
受けられたので、適正に処理されたい。

　下水道課に予算分任している事業の契約書に係るもので、
総務課が保管する日向市長の印を押印すべきだったことから
修正しました。今後は、公印規程に基づき、適正に処理しま
す。

環境政策課
注意
事項

　収受文書について、供覧がないものが見受けられたので、
日向市文書取扱規程第13条及び第16条の規定に基づき適正に
処理されたい。

　着手届と同時に提出される管理技術者等選任通知書や業務
工程表について、一括して着手届に添付し、供覧していまし
た。既に同時供覧のゴム印を作成し、供覧したことが分かる
ようにしています。

環境政策課
注意
事項

　契約事務において、着手届に総務課の合議のないものが見
受けられたので、日向市工事請負契約等事務取扱規程第12条
に基づき適正に処理されたい。また、契約の様式について
は、日向市工事請負契約等に係る帳簿及び書類の様式を定め
る規程第2条に定める様式を使用されたい。

　総務課の合議については、着手届に合議がないものがあっ
たので、合議しました。今後は、規程に基づき適正に処理し
ます。契約の様式については、古い様式を使用していたもの
があったので、今後は、最新の様式を使用するように課内に
おいて徹底していきます。

環境政策課
注意
事項

　長期継続契約において、支出負担行為書に「長期継続契
約」（朱書き）の表記のないものが見受けられたので、長期
継続契約を締結することができる契約を定める条例取扱要領
3-（5）に基づき適正に処理されたい。

　「長期継続契約」のゴム印を作成し、朱書きに修正しまし
た。今後は、要領に基づき適正に処理します。

会計課
意見
要望

　日向市資金管理に関する要綱を全部改正したことで、日向
市財務規則の補足を担っていた部分(補助金等の受入れ事務)
も削除されているので、代替となる規則等の制定を図られた
い。

　平成30年10月に会計課が作成した「会計伝票作成のポイン
ト」の「Ⅲ収入伝票編」に補助金等の受入れについての項目
を追加し、指摘内容を記載するとともに、職員への周知徹底
を図ります。
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平成30年度日向市定期監査結果の措置状況　(前期)

課(かい) 措置状況指摘事項等

議会事務局
注意
事項

　政務活動費については、日向市議会政務活動費の交付に関
する規定の遵守を徹底されたい。

　指摘のあった部分については、適正に処理しました。定期
監査ヒアリング終了後、次年度に向けて、規程に沿った手続
きの再確認を行いました。

議会事務局
注意
事項

　契約事務について、見積期間が1日の契約が複数見受けら
れた。日向市工事請負契約等に係る指名競争入札の執行に関
する規定第3条に定める期間は受注予定者が見積りを行うた
めの最短期間であり、余裕を持った十分な見積り期間を設け
ることが望ましい。建設業法令遵守ガイドライン（平成23年
8月）参照

　次年度以降は、見積り依頼を早めるなどの措置を取るよう
努めます。

議会事務局
注意
事項

　契約事務において、収受文書の受付印及び供覧がないもの
が見受けられたので、日向市議会事務局処務規程第11条及び
第13条並びに第14条の規定に基づき適正に処理されたい。

　指摘のあった部分については、適正に処理しました。

議会事務局
注意
事項

　長期継続契約において、特約事項（翌年度以降予算が計上
されない場合の契約解除）がないもの、また、支出負担行為
書に「長期継続契約」（朱書き）の表記のないものが見受け
られたので、長期継続契約を締結することができる契約を定
める条例取扱要領3-（5）に基づき適正に処理されたい。

　指摘のあった部分については、適正に処理しました。

図書館
指摘
事項

　収入金の払い込み処理に遅延が見受けられたので、日向市
財務規則第43条の規定に基づき適正に処理されたい。

　指摘の「図書資料複写手数料」について、10月から12月分
までは、月ごとの使用料明細を記し、一括処理するととも
に、1月分は、集計後速やかに処理しました。2月分以降につ
いても、適正に処理します。

図書館
注意
事項

　決裁伺書の決裁日、施行日、取扱区分の記載のないものが
見受けられた。また、収受文書の受付印及び供覧がないもの
が見受けられたので、日向市教育委員会文書取扱規程第5条
に規定する日向市文書取扱規程第13条及び第16条の規定に基
づき適正に処理されたい。

　指摘の決裁伺書については、速やかに処理しました。ま
た、収受文書の受付印及び供覧については、文書規程に基づ
き、保存の要否等を的確に判断し、適正に処理します。

図書館
注意
事項

　契約事務において、着手届に総務課の合議のないものが見
受けられたので、日向市工事請負契約等事務取扱規程第12条
に基づき適正に処理されたい。また、契約の様式について
は、日向市工事請負契約等に係る帳簿及び書類の様式を定め
る規程第2条に定める様式を使用されたい。

　契約事務における着手届の合議については、適正に処理い
たします。また、契約の様式については、次年度契約に向け
て、再点検をするとともに適宜様式の変更準備を進めていま
す。
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平成30年度日向市定期監査結果の措置状況　(前期)

課(かい) 措置状況指摘事項等

文化生涯学習課
指摘
事項

　「関本勘兵衛家住宅」警備業務委託については、市の文化
財としての管理が適切に行えるよう早急に対応されたい。

　警備業務の委託契約については、現在、手続きを進めてお
り、近日中に処理が終わる予定である。

文化生涯学習課
注意
事項

　補助金の調定が起票されていないものが見受けられたの
で、日向市財務規則第27条に基づき適正に処理されたい。

　伝建事業に伴う国庫補助及び県費補助金の調定処理が遅れ
ていたので、速やかに起票処理しました。

文化生涯学習課
注意
事項

　支出負担行為書の起票のないもの、精算処理が行われてい
ないものが見受けられたので、日向市財務規則第15条及び第
64条、第67条に基づき適正に処理されたい。

　伝建事業で補助金の負担行為が遅れていたので、速やかに
起票処理しました。

文化生涯学習課
注意
事項

　契約事務において、着手届に総務課の合議のないものが見
受けられたので、日向市工事請負契約等事務取扱規程第12条
に基づき適正に処理されたい。また、契約の様式について
は、日向市工事請負契約等に係る帳簿及び書類の様式を定め
る規程第2条に定める様式を使用されたい。

　市美術展覧会の着手届で総務課の合議がもれていたので、
適正に処理しました。
　「関本勘兵衛家住宅」管理活用業務委託の予定価格表が旧
様式となっていたので、次年度以降は新様式を使用します。

選挙管理委員会事務局
注意
事項

　長期継続契約において、支出負担行為書に「長期継続契
約」（朱書き）の表記のないものが見受けられたので、長期
継続契約を締結することができる契約を定める条例取扱要領
3-（5）に基づき適正に処理されたい。

　長期継続契約を締結することができる契約を定める条例取
扱要領3-（5）に基づき適正に処理いたします。

農業委員会事務局
指摘
事項

　委員会の事務における会長の決裁については、日向市農業
委員会事務局規程第7条のとおり適正に処理されたい。

　委員会内の事務における決裁については、事務局規程第7
条に従い会長まで決裁を受けることにします。

農業委員会事務局
指摘
事項

　農業青年会議活動補助金について、補助金の算定が農業青
年会議活動補助金交付要綱第3条及び第4条に沿わず行われて
いるので、要綱の改正を含め実態に即した対応を検討された
い。

　平成29年度については農業青年会議活動費補助金で交付を
受けた額が交付要綱の第4条の範囲を超えて支給されたた
め、差額分については自主返納します。平成30年度以降につ
いては、補助金要綱に従って交付を行います。
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