
 

 

 

 

１ 措置通知があった包括外部監査 

 

平成22年度 「保健福祉部及び教育委員会事務局が実施する事業について」 

平成25年度 「市の債権事務の執行について」 

  平成26年度 「水道事業（簡易水道を含む。）、下水道事業における財務

事務の執行及び管理運営について」 

平成27年度 「外郭団体等の財務事務執行及び経営管理について」 

  平成28年度 「高齢者保健福祉施策及び介護保険事業に関する事務の執行

について」 

 

２ いわき市長から措置通知があった日 

  平成30年１月15日 

 

３ 措置通知の内容 

  別紙のとおり 

 

※ 様式１「包括外部監査の結果に係る措置通知書」に記載されている「措置

の種別（取扱い方針５⑴ア～ウ）」について 

  ア 監査結果に基づき、または結果を参考として改善策を講じたもの。 

  イ 指摘等を受けた事項について、遡及しての是正改善はできないものの、

その後の事務執行に当たり、指摘等の趣旨に則り是正改善したもの。 

  ウ 遡及しての是正改善ができず、かつ、同種の事務執行が発生していな

い事項であって、担当部局としての改善方策が決定したもの。 

 

 

 

 



様式１ 

包括外部監査の結果に係る措置通知書 

 

部局等名  保健福祉部保健福祉課   

 

監査の実施年度   （平成 22年度） 

○ 是正または改善を要する事項 措置の種別（取扱い方針５⑴ア～ウ） ア 

 意見または要望とする事項 措置した内容等 

（51頁） 

⑴ 貸出金及び債権管理について 

④ 民生費貸付金元利収入について（災害援

護貸付金） 

  1) 適切な債権管理を行うべきもの 

    債務者へ督促は、随時、適時に行われ

ているべきものであり、債権が管理され

ている状況とはなっていない。 

適切な管理を実施していく必要があ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔当該事項が発生した原因〕 

 災援護資金貸付金については、昭和 61年～

平成５年に貸付されたもののうち、借受人の所

在不明等により未収となっていたものであり、

平成 23 年の東日本大震災発災以降の貸付件数

の大幅な増と、これに伴う事務量の増加から、

専門的なノウハウの必要となる債権管理につ

いては、十分な対応ができない状況が継続して

いたものであります。 

 

〔措置した内容及び再発防止策〕 

未納者に対する所在確認を行い、平成 29年

10月３日に債務の確認通知を送付しました。 

また、未納者と個別に納付相談を行い、個々

の生活状況に応じて、償還計画の見直しを行う

などの対応を実施しました。 

今後も、福島県において作成した災害援護資

金債権管理マニュアルに基づく管理を行うと

ともに、債権管理課の支援等も受けながら、適

切な債権管理を実施して参りたいと考えてお

ります。 

 



様式３ 

包括外部監査の結果に係る検討報告書 

（現行の事務処理を継続するもの） 

 

部局等名  総務部職員課      

監査の実施年度   （平成 22年度） 

是正または改善を要する事項 検討内容等 

（58頁） 

⑵ 補助金等について 

  ⑦ 市職員の兼業について 

市は職員の兼業に関し、地方公務員法で規

定している以外に、他の団体への事務への従

事に関し、任命権者の承認を要求している

が、市の職員の関与が確認された団体で、承

認申請がなされていない状況が見受けられ

たことから、職員課に質問したところ、申請

を不要としているとのことであった。 

この点について、市として、申請を要する

場合と不要とする場合の明確な規定がなく、

職員課が各々判断している状況は、適正なも

のではない。 

さらに、職員課の書類状況を見ると、申請

された書類をファイルしているのみで、どの

ような団体へ職員が派遣または兼務をして

いるのかの網羅的で一括的な把握がなされ

ていない状況で、申請を必要とする職員すべ

てが漏れなく申請書の提出がなされている

かについて検証不可能な状況となっている。 

市として、職員の兼業についての明確な規

則や要領を定め、周知徹底させることによ

り、適正に職員の業務従事の把握、管理を行

っていく必要がある。 

 

〔当該事項が発生した原因〕 

営利企業等への従事許可に当たっては、地方

公務員法の逐条解説によれば、 

① 職務専念義務との関係、 

② 職員及び職務の品位の保持、 

③ 職務の公正性の確保の観点から 

判断することとされております。 

本市では、市職員服務規程第16条に営利企業

への従事について、また、同規程第17条に他の

団体の事務への従事について規定されており、

いずれの場合にも、上記の考え方を踏まえ、そ

れらの許可を判断しているところであります

が、法令上、営利企業に関しては、地方公務員

法の第38条に規定があるものの、他の団体に関

する規定は存在しておりません。 

他の団体への従事につきましては、 

⑴ 市が当該団体の事務局を担っており、職員

が職務として当該団体の事務に従事する場

合 

⑵ 職員が職務上の知識・経験等を活かし、他

団体の事務に従事する場合 

⑶ 職員が公務外において他団体の事務に従

事する場合（町内会やＰＴＡ等）など、 

「他の団体」に該当する団体が広範囲に及ぶと

ともに、その態様が多様であることから、申請

に関する明確な基準を設けることが困難であ

るものです。 

 

 



監査の実施年度   （平成 22年度） 

是正または改善を要する事項 検討内容等 

〔現行の事務処理を継続する理由〕 

 上記⑴～⑶のとおり、「他の団体」に該当す

る団体が広範囲に及び、団体と市の関係性の有

無やその程度、従事の頻度や時季、勤務形態、

報酬・手当の有無など、その態様が多種多様で

あることから、明確な基準を定めて運用するこ

とは困難であります。 

 このことから、今後におきましては、営利企

業や他の団体における事務従事に関し、必要な

申請を促すとともに、法の趣旨の徹底を図りな

がら、適切に対応して参りたいと考えておりま

す。 

なお、従事を許可した各案件については、平

成22年度の指摘以降、氏名・従事先・従事期間

等を一覧で管理するよう改めたところであり

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



様式１ 

包括外部監査の結果に係る措置通知書 

 

部局等名  水道局 営業課      

 

監査の実施年度   （平成 25年度） 

○ 是正または改善を要する事項 措置の種別（取扱い方針５⑴ア～ウ） イ 

 意見または要望とする事項 措置した内容等 

（93頁） 

11 水道事業に係る債権について 

⑴ 不納欠損処理について、実際の債権管理

と会計処理を一致させるべきもの 

不納欠損処理について、債権の実在性や

回収可能性を判断して実施していく必要

がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔当該事項が発生した原因〕 

 不納欠損処理については、債権が回収できな

いと判断されるものを処理する会計処理であ

ることから、分納誓約書に基づき継続的に回収

している債権については時効を中断し、不納欠

損処理をすべきではありませんが、現在稼働し

ている「上下水道料金処理オンラインシステ

ム」に債権管理の機能が備えられていないこと

から、滞納発生年度末から２年経過した債権に

ついては、機械的に不納欠損処理を行ったうえ

で、納入管理を継続しています。 

 

〔措置した内容及び再発防止策〕 

 「上下水道料金処理オンラインシステム」の

改修に着手し、債権管理に係る機能を追加する

こととしました。（平成 30年３月完了予定） 

 この改修により、不納欠損の可否を未収債権

毎に選択できるようになるため、平成 29年度

に不納欠損処理の対象となる未収債権（平成

27 年度調定分）から、分納誓約により回収見

込みのある債権については不納欠損を行わな

いこととします。 

 



様式１ 

包括外部監査の結果に係る措置通知書 

 

部局等名  水道局 総務課      

 

監査の実施年度   （平成 26年度） 

○ 是正または改善を要する事項 措置の種別（取扱い方針５⑴ア～ウ） イ 

 意見または要望とする事項 措置した内容等 

（81頁） 

５ 財産管理・物品管理は適切に行われている 

 か 

 （休止施設の取扱いについて） 

大利ポンプ場など、水道施設として機能を

有していない、また、現時点で再利用の予定

もない休止施設がある。 

本来であれば、有姿除却により貸借対照表

から除外すると共に、備忘価額まで固定資産

台帳上の簿価を減額すべきである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔当該事項が発生した原因〕 

これまで、施設の休止を決定した時点では除

却処理は行わず、当該施設を廃止し、施設自体

を撤去した際に除却処理を行ってきました。 

 

〔措置した内容及び再発防止策〕 

 現時点で休止中の施設は複数あり、建物のほ

か構築物など遊休状態のものが多数存在する

ことから、その状況について改めて実態を調査

した結果、遊休状態にある固定資産の帳簿価格

の合計が約１億７千万円であることが判明し

ました。 

 ただし、廃止施設の中には一部設備等を稼働

させている施設が含まれていることから、除却

すべき資産の再精査を行うとともに、一度に除

却することによる収支への影響が大きいため、

経営状況を勘案のうえ、平成31年度以降におい

て、随時、所要の経費について予算化を図り、

有姿除却を実施することとします。 

 また、今後は、施設の休止などにより固定資

産の状況に異動があった場合は、所管課等から

の報告に基づき、適切な時期に除却処理を行う

こととします。 

 



様式１ 

包括外部監査の結果に係る措置通知書 

 

部局等名   水道局 営業課    

 

監査の実施年度   （平成 26年度） 

 是正または改善を要する事項 措置の種別（取扱い方針５⑴ア～ウ） イ 

○ 意見または要望とする事項 措置した内容等 

（57頁） 

２ 水道料金の徴収事務は適切に行われてい 

るか。また、滞納整理など債権管理は適切に 

行われているか。 

継続的に回収している債権について、本

来、時効中断し、不納欠損すべきではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔当該事項が発生した原因〕 

 現在稼働している「上下水道料金処理オンラ

インシステム」に債権管理の機能が備えられて

いないことから、分納誓約書に基づき継続的に

回収している債権についても時効中断をせず、

２年経過後に不納欠損処理を行ったうえで、納

入管理を継続しています。 

 

〔措置した内容及び再発防止策〕 

 「上下水道料金処理オンラインシステム」の

改修に着手し、債権管理に係る機能を追加する

こととしました。（平成 30年３月完了予定） 

 この改修により、不納欠損の可否を未収債権

毎に選択できるようになるため、平成 29年度

に不納欠損処理の対象となる未収債権（平成

27 年度調定分）から、分納誓約により回収見

込みのある債権については不納欠損を行わな

いこととします。 

 



様式１ 

包括外部監査の結果に係る措置通知書 

 

部局等名  水道局 総務課      

 

監査の実施年度   （平成 26年度） 

 是正または改善を要する事項 措置の種別（取扱い方針５⑴ア～ウ） イ 

○ 意見または要望とする事項 措置した内容等 

（82頁） 

５ 財産管理・物品管理は適切に行われている

か 

 （施設転用後の未稼働資産について） 

四倉町にある栗木作配水池については、当

初浄水施設であったがその後配水池に転用

している。しかし、浄水施設として使用して

いた濾過池や沈殿池が依然として固定資産

台帳に登載されている。 

施設全体が休止していない場合であって

も、部分的に使用していない固定資産につい

ては、有姿除却を検討し貸借対照表から除外

すると共に、備忘価額まで固定資産台帳上の

簿価を減額すべきである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔当該事項が発生した原因〕 

これまで、施設の休止を決定した時点では除

却処理は行わず、当該施設を廃止し、施設自体

を撤去した際に除却処理を行ってきました。 

 

〔措置した内容及び再発防止策〕 

 現時点で休止中の施設は複数あり、建物のほ

か構築物など遊休状態のものが多数存在する

ことから、その状況について改めて実態を調査

した結果、遊休状態にある固定資産の帳簿価格

の合計が約１億７千万円であることが判明し

ました。 

 ただし、廃止施設の中には一部設備等を稼働

させている施設が含まれていることから、除却

すべき資産の再精査を行うとともに、一度に除

却することによる収支への影響が大きいため、

経営状況を勘案のうえ、平成31年度以降におい

て、随時、所要の経費について予算化を図り、

有姿除却を実施することとします。 

 また、今後は、施設の休止などにより固定資

産の状況に異動があった場合は、所管課等から

の報告に基づき、適切な時期に除却処理を行う

こととします。 

 



様式１ 

包括外部監査の結果に係る措置通知書 

 

部局等名 文化スポーツ室文化振興課  

     （教育文化事業団）  

監査の実施年度   （平成 27年度） 

 是正または改善を要する事項 措置の種別（取扱い方針５⑴ア～ウ） イ 

○ 意見または要望とする事項 措置した内容等 

（131頁） 

２ 財務事務の執行が適切に行われているか 

（領収書の管理について） 

  法人本部では書損じの際に領収書（正）が

綴られていないもの、事前に社印が押印され

ているものがある。 

  領収書発行台帳の作成、書損じ等の使用マ

ニュアルの整備管理が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔当該事項が発生した原因〕 

書き損じた領収書は、捨てずに控えの後ろに

ホチキス留めするという基本的な取扱い事項

が周知されておりませんでした。 

それから、速やかな領収書発行のために事前

にナンバリングを付し社名ゴム印及び角印を

押印しております。 

 

〔措置した内容及び再発防止策〕 

領収書の発行事務マニュアルを作成し、下記

のとおり取扱の周知徹底を図りました。（平成

29年 8月 17日職員へ通知） 

１ 領収証発行事務マニュアルに「書き損じ」

として、「×印などを書き、不正使用と疑わ

れないように捨てたりせず必ず領収証綴り

に付けておくこと」と定めた。 

２ 領収証綴の管理を次のように定めた。 

⑴ 業務終了後は金庫などに保管すること。 

⑵ １冊ごとに連続番号をつけること。 

⑶ 使用状況と残冊数を明らかにするため

に、領収証綴受払管理簿を作成すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 



監査の実施年度   （平成 27年度） 

 是正または改善を要する事項 措置の種別（取扱い方針５⑴ア～ウ） イ 

○ 意見または要望とする事項 措置した内容等 

（131頁） 

２ 財務事務の執行が適切に行われているか 

（領収書の管理について） 

草野心平記念文学館では受払管理簿が未

作成である。また、現在使用している市販領

収書を通査した結果、最後尾（３組）の領収

書（正）がなく、無記入の領収書（控え）の

みが綴じられていた。 

  不正使用を防止するために、使用マニュア

ルの作成等の管理強化が必要である。 

 

 

 

 

〔当該事項が発生した原因〕 

領収書の受払管理簿が必要との認識がござ

いませんでした。また、一つ前の領収書を記入

した際に、仕切り厚紙を入れなかったことによ

り領収書（正）に文字が写ってしまった等によ

る書き損じ領収書は、捨てずに控えの後ろにホ

チキス留めするという基本的な取扱い事項が

周知されておりませんでした。 

 

〔措置した内容及び再発防止策〕 

領収書の発行事務マニュアルを作成し、下記

のとおり取扱の周知徹底を図りました。（平成

29年 8月 17日職員へ通知） 

１ 領収証発行事務マニュアルに「書き損じ」

として、「×印などを書き、不正使用と疑わ

れないように捨てたりせず必ず領収証綴り

に付けておくこと」と定めた。 

２ 領収証綴の管理を次のように定めた。 

⑴ 業務終了後は金庫などに保管すること。 

⑵ １冊ごとに連続番号をつけること。 

⑶ 使用状況と残冊数を明らかにするため

に、領収証綴受払管理簿を作成すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式１ 

包括外部監査の結果に係る措置通知書 

 

部局等名   保健福祉部地域医療介護室長寿介護課  

 

監査の実施年度   （平成 28年度） 

○ 是正または改善を要する事項 措置の種別（取扱い方針５⑴ア～ウ） イ 

 意見または要望とする事項 措置した内容等 

（122頁） 

要介護認定について 

（要介護認定までの日数について） 

申請日からの認定日及び主治医意見書入手

日までの日数は、更新を除いて短縮化傾向にあ

るものの、未だ法定日数を超過している状況で

ある。各年度の遅延件数からみて、「特別な理

由」がある場合のみとは言えないものと思われ

る。認定の効力は申請日に遡るとされるもの

の、利用者の介護サービス開始時期の遅れにつ

ながるものと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔当該事項が発生した原因〕 

主治医意見書作成に係る遅延（申請者の主治

医未受診、受診遅延、申請後の主治医変更に伴

う意見書作成遅延）及び訪問調査日程調整に係

る遅延（申請者都合による調査日延期等）等が、

当該事項が発生した主な原因として考えられ

ます。 

 

〔措置した内容及び再発防止策〕 

 主治医意見書作成遅延への対応に関しまし

ては、対象医療機関に対し提出催促を実施する

とともに、未受診者に対しては対象者に連絡を

行い、速やかな受診を依頼しております。 

また、訪問調査遅延への対応に関しまして

は、対象申請者に連絡を行い、早期認定には速

やかな訪問調査の実施が必要な旨を説明のう

え依頼しております。 

法定日数超過の更なる是正に向け、上記取組

みの強化（催促回数、連絡回数の増）及び取組

みの徹底を図って参ります。 

 



様式３ 

包括外部監査の結果に係る検討報告書 

（現行の事務処理を継続するもの） 

 

部局等名 保健福祉部地域医療介護室地域包括ケア推進課 

監査の実施年度   （平成 28年度） 

意見または要望とする事項 検討内容等 

（79頁） 

地域包括支援センター運営事業について 

（地域包括支援センターの定員基準の再検討

について） 

 定員数は定員基準より算出されるが、現在の

定員基準は、平成 19 年地域包括支援センター

設立時に定められたものである。 

 今後増大する業務量と現在の定員数が齟齬

をきたしている可能性も考えられ、定員基準の

再検討を行うことが望まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔当該事項が発生した原因〕 

 平成 26 年度介護保険制度改正において、地

域包括支援センターの機能強化に向けた方向

性が示され、人員体制を業務量に応じて適切に

配置することが求められているが、本市におけ

る同センターの定員数は、設立時に定められた

基準設定で継続していることから、今般の監査

において、今後増大する業務量と定員数の齟齬

の可能性を検証し、適正な定員基準の検討を行

うことが望ましいとの意見が付されたもので

す。 

 

〔現行の事務処理を継続する理由〕 

 地域包括支援センターの人員基準について

は、介護保険法施行規則第 140 条の 66 及びい

わき市地域包括支援センターにおける包括的

支援事業の実施に関する基準を定める条例第

３条において、第１号被保険者（65 歳以上の

高齢者）3,000 人～6,000 人ごとに、保健師、

社会福祉士及び主任介護支援専門員（いずれも

準ずる者を含む）を最低限それぞれ各１人配置

することと定められております。 

 本市の地域包括支援センターにおいては、そ

の中間である 4,500 人ごとに３職種を配置し

ており、また、平成 27年度からは、初期集中

支援チームなどの認知症関連施策へ重点的に

取組む認知症地域支援推進員を加配しており

ます。（平成 27 年度は３名、平成 28 年度及び

平成 29年度は４名） 



監査の実施年度   （平成 28年度） 

意見または要望とする事項 検討内容等 

 第１号被保険者数に応じ、定員数を決定する

現行の基準は、省令に基づいて定められたもの

であり、職員一人あたりの業務量の平準化も図

られ、また、急速な少子高齢化に伴い、顕在化

している認知症に係る諸問題についても、認知

症地域支援推進員の加配により、対応している

ところであります。 

 今後の業務量については、今般、国や県など

の動向を踏まえつつ、事務作業の改善や関係機

関との情報共有に取組むことで、委託分に係る

適正な範囲に収まるものと整理したところで

あることから、定員基準については、現行の基

準を継続していくこととし、今後も業務量を適

正に見極め、対応して参りたいと考えておりま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式３ 

包括外部監査の結果に係る検討報告書 

（現行の事務処理を継続するもの） 

 

部局等名 保健福祉部地域医療介護室地域包括ケア推進課 

監査の実施年度   （平成 28年度） 

意見または要望とする事項 検討内容等 

（82頁） 

地域包括支援センター運営事業について 

（地域包括地域支援センターの開設時間等に

ついて） 

地域包括支援センターの開設時間が限定的

である。 

 仮設のセンターを設ける、また隔週開設する

等、土日・祝日開設に向け柔軟な対応をとるこ

とが望まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔当該事項が発生した原因〕 

 平成 26 年度介護保険制度改正において、地

域包括支援センターの機能強化に向けた方向

性が示され、土日・祝日の開所を行うなど、働

く家族に対する相談体制の充実に向けた検討

が示されているが、同センターの開設時間は、

本庁の開庁時間と同様であることから、今般の

監査において、土日・祝日開設に向け柔軟な対

応をとることが望まれるとの意見が付された

ものです。 

 

〔現行の事務処理を継続する理由〕 

 現在、本市の地域包括支援センターは、月曜

日から金曜日までの午前８時 30 分から午後５

時 15分までを開設時間としております。 

 土曜日、日曜日、祝日及び年末年始（12 月

29 日から１月３日まで）については、地域包

括支援センターへの電話が管理者に転送され

ることで、相談が可能な体制となっており、内

容が急を要するような場合には、即日対応して

いるところですが、実際に転送されている電話

の内容としては、開設日でも対応できる性質の

ものがその大半を占めている状況にあり、ま

た、介護相談会のようなイベントを土曜日、日

曜日、祝日に開催するなど、働く家族に対する

相談体制の充実を図っていることから、現行の

体制を継続することとし、今後もこうしたニー

ズの把握に努め、体制等について適宜検討して

参りたいと考えております。 
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