
平成30年度日向市定期監査結果の措置状況　(後期)

課(かい) 措置状況

防災推進課
注意
事項

　契約事務等において、決裁伺書の決裁日、施行日、取扱区分の記
載のないもの、着手届等の収受文書に受付印及び供覧のないものが
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。

　今後は規程に基づき適正な処理を心がけるとともに、複
数職員で見落としがないかチェックを行います。

防災推進課
注意
事項

　契約事務において、着手届に総務課長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条の規定に
基づき適正に処理されたい。

　今後は規程に基づき適正な処理を心がけるとともに、複
数職員で見落としがないかチェックを行います。

防災推進課
意見
要望

　日向市自主防災会連絡協議会の事務取扱について、収入伺いの作
成は必要と考えられるため、対応を図られたい。

　今後は収入伺いも作成いたします。

いきいき健康課
注意
事項

　契約事務において、貼付してある印紙に消印のないものが見受け
られたので、印紙税法第８条第２項及び印紙税法施行令第５条の規
定に基づき適正に処理されたい。

　消印については処理しました。

いきいき健康課
注意
事項

　契約事務において、着手届に総務課長の合議のないもの及び供覧
が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。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。

　総務課長の合議及び供覧の不備書類について修正しまし
た。また、契約の様式については、次年度から契約の既定
の様式を使用します。

いきいき健康課
意見
要望

　日向市健康づくり「ラジオ体操」事業補助金交付要綱に定める様
式第１号及び様式第３号について、補助金等の交付に関する規則に
準じて、補助金の根拠を示すよう様式の変更を検討されたい。

　補助金の様式については、規則に準じ変更修正しまし
た。

東郷病院
意見
要望

　契約事務については、市が発注する建設工事等の契約に係る指名
競争入札参加者の資格、指名基準等に関する要綱に準じて行うこと
が適当であると考えられるので、処務規程の改正を検討されたい。

　契約事務を適正に執行するため庶務規程の改正を検討し
ます。

東郷病院
意見
要望

　文書取扱については、日向市文書取扱規程に準じて行うことが適
当であると考えられるので、処務規程の改正を検討されたい。

　文書取扱を適正に行うため庶務規程の改正を検討しま
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　(後期)

課(かい) 措置状況指摘事項等

こども課
（上町保育所）

指摘
事項

　産業廃棄物処理等委託契約について、所長名で契約が締結されて
いるが、地方自治法第１４９条第１項第２号の規定に基づき市長名
で契約すべきであり適正に処理されたい。

　今年度は請書を作成。来年度は市長名で契約の締結を行
います。

こども課
（上町保育所）

指摘
事項

　市内旅費の支給について、旅行伺台帳と実際の旅費支給に差異が
見受けられるため、適正に処理されたい。

　すべて支払済。今後適正に処理を行います。

こども課
（上町保育所）

注意
事項

　支出について、支払遅延が見受けられるので、政府契約の支払遅
延防止等に関する法律第１０条の規定に基づき適正に処理された
い。

　請求書が遅く届けられたものについての事案であったた
め、その場合は請求書の受付印を押印した日から早急に処
理するようにします。

こども課
（上町保育所）

注意
事項

　産業廃棄物処理等契約について、相手方に渡す契約書に貼付する
ための収入印紙の購入が見受けられるが、印紙税法第５条第２項に
よる非課税文書については印紙の貼付は不要とされたい。

　印紙税法第５条第２項により、今後適正な処理を行いま
す。

こども課
（細島保育所）

指摘
事項

　産業廃棄物処理等委託契約について、所長名で契約が締結されて
いるが、地方自治法第１４９条第１項第２号の規定に基づき市長名
で契約すべきであり適正に処理されたい。

　該当業者に契約の相手方が市長であることを確認し、産
業廃棄物の処理に関する請書の提出を依頼した。

こども課
（細島保育所）

注意
事項

　支出について、支払遅延が見受けられるので、政府契約の支払遅
延防止等に関する法律第１０条の規定に基づき適正に処理された
い。

　業者側の請求書の提出が遅れないよう、納品後は速やか
に請求書の提出を依頼し、支払いを適正に行う。

こども課
（細島保育所）

注意
事項

　産業廃棄物処理等契約について、相手方に渡す契約書に貼付する
ための収入印紙の購入が見受けられるが、印紙税法第５条第２項に
よる非課税文書については印紙の貼付は不要とされたい。

　印紙税法を確認し、該当業者に市作成の分の契約書には
印紙の貼付が不要であることを説明した。

こども課
（寺迫幼稚園）

注意
事項

　正門の終日開放については、安全面から門扉の修繕を含め適正な
対応を図られたい。

　門扉の修繕について予算措置を行い、危険のないよう対
応を行う。

2/7



平成30年度日向市定期監査結果の措置状況　(後期)

課(かい) 措置状況指摘事項等

農業畜産課
指摘
事項

　３００万円以上の国庫補助金、県補助金及び交付金の申請につい
て、副市長の決裁がないものが見受けられたので、日向市事務決裁
規程第８条の規定に基づき適正に処理されたい。

　日向市事務決裁規程第８条の規定に基づき適正に処理し
ます。

農業畜産課
注意
事項

　国庫支出金等の交付申請及びこれらの対して受けた指令等につい
て財政課長及び会計管理者の合議のないもの、また、交付決定通知
書を受理した国庫補助金等について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３条第２項及び第２７条の規
定に基づき適正に処理されたい。

　日向市財務規則第３条第２号及び第２７条の規定に基づ
き適正に処理します。

農業畜産課
注意
事項

　契約事務等において、決裁伺書の決裁日、施行日、取扱区分の記
載のないもの、着手届等の収受文書に供覧のないもの、見積依頼書
に記号の記入がないものが見受けられたので、日向市文書取扱規程
第９条、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第９条、第１３条及び第１６条の規
定に基づき適正に処理します。

農業畜産課
注意
事項

　契約事務において、業務委託契約用ではなく土木設計等業務委託
契約用の請書を使用しているものが見受けられたので、適正に処理
されたい。また、予定価格表の様式については、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。

　１点目については、農村公園浄化槽保守点検及び清掃業
務委託契約について指摘を受けたものであるが、平成３１
年度の契約より適正に処理を行います。
　２点目については、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しま
す。

農業畜産課
意見
要望

　環境保全型農業推進協議会及び農業用プラスチック適正処理推進
協議会の事務取扱について、収入伺いの作成は必要と考えられるた
め、対応を図られたい。

　市補助金及び預金利息について、収入調書を作成してい
なかったことについて指摘を受けましたので、指摘後、収
入調書を作成、対応しました。

ブランド推進課
注意
事項

　契約事務において、着手届に総務課長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条の規定に
基づき適正に処理されたい。また、着手届等収受文書に受付印及び
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
の規定に基づき適正に処理されたい。

　指摘のとおり、適正に処理した。

ブランド推進課
注意
事項

　国庫支出金等の交付申請及びこれらの対して受けた指令等につい
て財政課長及び会計管理者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項の規定に基づき適正に処理されたい。

　指摘のとおり、適正に処理した。
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平成30年度日向市定期監査結果の措置状況　(後期)

課(かい) 措置状況指摘事項等

建設課
注意
事項

　契約事務等において、決裁伺書の決裁日、施行日、取扱区分の記
載のないもの、見積依頼書に記号の記入がないものが見受けられた
ので、日向市文書取扱規程第９条及び第１６条の規定に基づき適正
に処理されたい。

　指摘事項については、修正を行ない、日向市文書取扱規
定第９条及び第１６条の規定に基づき処理を行いました。

建設課
注意
事項

　工事請負契約において、一部下請通知書が、下請契約から１週間
を超えて提出されているものが見受けられるので、日向市建設工事
元請・下請関係適正化等指導要領第４条第２項の規定に基づき指導
されたい。

　指摘事項については、受注者に対し、日向市建設工事元
請・下請関係適正化等指導要領第４条第２号の規定の範囲
内に一部下請通知書を提出する様に指導いたしました。

建築住宅課
指摘
事項

　督促料及び遅延損害金については、日向市財務規則第２８条の規
定に基づき毎月の調定起票が望ましい。

　今後、適正な実施を徹底します。

建築住宅課
指摘
事項

　日向市木造住宅耐震診断促進事業補助金、日向市木造住宅耐震補
強設計事業補助金、日向市木造住宅耐震改修事業補助金について、
各補助金交付要綱に定める補助対象者の要件を見直す必要があると
思われるので、要綱の改正を含め実態に則した対応を図られたい。

　要綱の見直しを行い、３０年度中の改正を実施します。

建築住宅課
注意
事項

　契約事務において、着手届に総務課長の合議のないもの及び供覧
が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。

　規定に基づき処理しました。今後、適正な実施を徹底し
ます。

建築住宅課
注意
事項

　契約事務等において、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。

　規定に基づき処理しました。今後、適正な実施を徹底し
ます。

建築住宅課
注意
事項

　工事請負契約において、一部下請通知書が、下請契約から１週間
を超えて提出されているものが見受けられるので、日向市建設工事
元請・下請関係適正化等指導要領第４条第２項の規定に基づき指導
されたい。

　今後、適正な実施を徹底します。

建築住宅課
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-（３）に基
づき適正に処理されたい。

　３／２５現在、契約書を回収中です。手書きで修正の予
定です。（○字加入、○字削除）
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平成30年度日向市定期監査結果の措置状況　(後期)

課(かい) 措置状況指摘事項等

建築住宅課
注意
事項

　市営住宅使用料等の領収証書について、書損、汚損等により廃棄
するときは、日向市財務規則第４１条第５項の規定に基づき適正に
処理されたい。

　規定に基づき処理しました。今後、適正な実施を徹底し
ます。

東郷地域振興課
注意
事項

　契約事務において、着手届に総務課長の合議がないものが見受け
られたので、日向市工事請負契約等事務取扱規程第１２条の規定に
基づき適正に処理されたい。

　指摘後、すぐに総務課長に持ち回り合議決裁し適正に処
理しました。今後は、規定に基づき適正に処理するよう努
めます。

東郷地域振興課
注意
事項

　契約事務において、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。

　指摘後、すぐに決裁日、区分等を確認し記載するなど適
正に処理を行ないました。また、規定に基づき供覧が必要
な文書は、関係課に持ち回り決裁を完了しました。
　今後は、規定に基づき適正に処理するよう努めます。

5/7



平成30年度日向市定期監査結果の措置状況　(後期)

課(かい) 措置状況指摘事項等

学校給食センター
指摘
事項

　日向市学校給食会運転資金貸付金について、日向市学校給食会運
転資金貸付要綱第７条第２項の規定に基づき契約書を整備された
い。

　貸付要綱に基づき契約書の作成を行い、適正な事務処理
に努めたい。

学校給食センター
注意
事項

　契約事務において、貼付してある印紙に消印のないものが見受け
られたので、印紙税法第８条第２項及び印紙税法施行令第５条の規
定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。

　指摘事項について、再度確認し、適正な事務処理に努め
たい。

細島公民館
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」の記
載（朱書き）が見受けられないので、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。

　指摘を受け、既に記載済み。また、館内の職員間であら
ためて再確認を行った。
　以後、適正な取扱いを心掛けたい。

細島公民館
注意
事項

　使用料等の領収証書について、書損、汚損等により廃棄するとき
は、日向市財務規則第４１条第５項の規定に基づき適正に処理され
たい。

　指摘を受け、規定通りの処理を実施済み。また、館内の
職員間であらためて再確認を行った。
　以後、適正な取扱いを心掛けたい。

細島公民館
注意
事項

　契約事務において、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、日向市文書取扱規程第１３条及び第１
６条の規定に基づき適正に処理されたい。

　指摘を受け、規定通りの処理を実施済み。また、館内の
職員間であらためて再確認を行った。
　以後、適正な取扱いを心掛けたい。

細島公民館
注意
事項

　施設使用許可申請について、申請書の減免の可否欄の記入漏れが
見受けられた。

　年度当初に遡り、記入漏れについて必要事項を記入し
た。今後は、適正な取扱いを心掛けたい。

細島公民館
注意
事項

　備品貸し出しについては、貸出簿を作成し、管理の徹底を図られ
たい。

　新年度に向け、貸出簿を作成した。以後、管理の徹底を
図りたい。

細島公民館
意見
要望

　使用許可申請については、各公民館に取扱の違いが見受けられる
が、これについては統一が望ましい。また、使用料の徴収方法につ
いては、実態に則した規則の改正を検討されたい。

　使用許可申請書の取扱いについては、本館が他の公民館
と相違している点が多く、新年度からの是正を目標に他の
公民館と同一の取扱いとしたい。
　使用料の徴収方法に係る規則の改正については、実態に
則した規則の改正を行うのか、または規則に則した取扱い
へ是正するのか等、公立７公民館で協議の上、可能な限り
早めに方針を導き出したい。
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平成30年度日向市定期監査結果の措置状況　(後期)

課(かい) 措置状況指摘事項等

南日向公民館
注意
事項

　施設使用許可申請について、申請書の減免の可否欄の記入漏れが
見受けられた。

　「使用料減免の可否」欄については、遺漏なく記入する
ことを徹底したい。

南日向公民館
注意
事項

　印刷機使用料について、３回分をまとめて徴収しているものが見
受けられたが、各個別に徴収されたい。

　休日や時間外の使用分を除き、その都度遅滞なく請求・
徴収することを徹底したい。

南日向公民館
意見
要望

　使用許可申請については、各公民館に取扱の違いが見受けられる
が、これについては統一が望ましい。また、使用料の徴収方法につ
いては、実態に則した規則の改正を検討されたい。

　使用許可申請書の取扱いについては、中央公民館長へ指
摘内容を伝えると共に、取扱統一についての調整を依頼し
た。
　また、使用料の徴収方法については規則の改正案を提示
し、必要な調整と事務手続きを依頼した。

美々津公民館
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」の記
載（朱書き）が見受けられないので、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。

　長期継続契約の支出負担行為書については、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）の規定に基づき、「長期継続契約」の記載（朱書
き）の記載をするように改善し、適正処理に努めます。

美々津公民館
注意
事項

　使用料等の領収証書について、書損、汚損等により廃棄するとき
は、日向市財務規則第４１条第５項の規定に基づき適正に処理され
たい。

　使用料等の領収証書について、日向市財務規則第４１条
第５項の規定に基づき、書損、汚損等により廃棄の際に、
斜線と「廃棄」の朱書きを徹底するように改善し、適正処
理に努めます。

美々津公民館
注意
事項

　契約事務については、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条の規定に基づき適正
に処理されたい。

　契約事務については、日向市文書取扱規程第１３条の規
定に基づき、収受文書の受付印及び供覧が漏れることのな
いよう、適正処理に努めます。

美々津公民館
注意
事項

　施設使用許可申請について、申請書の見当たらないものが見受け
られた。

　施設使用許可申請書がないものについては、提出を徹底
するよう改善しました。

美々津公民館
意見
要望

　使用許可申請については、各公民館に取扱の違いが見受けられる
が、これについては統一が望ましい。また、使用料の徴収方法につ
いては、実態に則した規則の改正を検討されたい。

　使用許可申請の取扱い及び使用料の徴収方法について
は、各公民館で異なることのないよう統一し、実態に則し
た規則の改正を検討してまいります。

学校教育課（市内
小中学校）

注意
事項

　支出について、一部の学校において支払遅延が見受けられるの
で、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第１０条の規定に基づ
き適正に処理されたい。

　４月の校長会、４月２５日（予定）の学校事務説明会等
で適正処理について指導を行います。

学校教育課（市内
小中学校）

注意
事項

　防犯対策備品（さすまた等）を設置していない学校が見受けられ
たので、設置を図られたい。

　各学校の防犯対策備品設置状況を確認します。
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