
幸田町監査公示第 ２ 号 

 地方自治法第１９９条第１２項の規定に基づき、町長等から平成２７年度実施分監

査指摘事項に対して、措置を講じた旨の通知があったので、同項の規定によりその内

容を公表する。

   平成２８年  ５月 ３１日

                   幸田町監査委員  山 下  力 

                   幸田町監査委員  池 田 久 男



様式１

監査指摘事項措置状況通知書 （環境経済部 産業振興課）

                    監査実施日 平成２７年 ６月 ４日

幸田町監査公示第２号関係分

監査指摘事項等 措 置 状 況

相見駅駐車場

町内のみならず岡崎市、西尾市を含

め利用者増加のため対策を検討さ

れたい。

景観維持のため雑草等の除草作業

等維持管理に今後も努められたい

初めて利用する方が継続して利用

してもらえるようにするため、入出

庫時の発券機、清算機の利用方法が

分かりやすく目立つよう、表示板を

改められたい。

当該施設が公共相見駅駐車場であると認知され

にくかったため、岡崎市、西尾市の方が通行さ

れる駐車場南側の坂崎野場 1 号線沿いに大型の
相見駅駐車場看板を設置しました。今後も継続

して、効果的な方策について探究してまいりま

す。

当相見駅駐車場内の植樹帯は、草刈機による除

草作業が困難なため、現在手作業による草取り

を作業委託し施設管理に努めております。今後

も定期的に現地を確認しながら、施設景観維持

のための除草作業等による施設維持管理に努め

ます。

入出庫時の発券機・精算機には、定期券及び現

金利用に関する看板・ステッカー等が設置して

ありますが、常時利用者が確認しやすいように、

経年劣化した利用案内表示ステッカー等の交換

をし、また予算等も含め耐久性のある案内標等

の設置も今後検討してまいります。



様式１

監査指摘事項措置状況通知書 （住民こども部 こども課）

                    監査実施日 平成２７年 ６月 ４日

幸田町監査公示第２号関係分

監査指摘事項等 措 置 状 況

横落児童館・幸田児童館

公共施設に多くに整備されている

ＡＥＤの設置について検討された

い。

就園前児童である利用者親子の利

便性を考慮し、駐車場の確保に努め

られたい

平成２８年度予算にて購入予定

横落児童館については、横落区の御厚意によ

り、横落コミュニティーセンターの駐車場を 

利用させていただいています。

幸田児童館については、近隣地での駐車場確

保は困難な状況です。今後は、将来的な児童

館の移設も視野に入れて検討していきます。



様式１

監査指摘事項措置状況通知書 （消防本部 予防防災課）

                    監査実施日 平成２７年 ７月 １日

幸田町監査公示第３号関係分

監査指摘事項等 措 置 状 況

自主防災会

補助金交付要綱第 13条中「未納
額について年７．０パーセントの割

合で計算した遅延利息を納付しな

ければならない。」とあるが、現在

における通常利息とかけ離れてい

るため要綱改正等改善されたい。

補助対象の防災器材等の目的外

使用について、区長会等を通じ防災

に関する事由以外の使用の禁止に

ついて徹底されたい。

 遅延利息、年７．０パーセントについては現

在関係機関と改善に向けて調整中であり早期に

実施します。

 防災器材庫の目的外使用について、４月の区

長会、各区からの補助金申請時に説明をして目

的外使用をしないようにお願いしています。



様式１

監査指摘事項措置状況通知書 （総務部 総務課）

                    監査実施日 平成２７年７月１日

幸田町監査公示第３号関係分

監査指摘事項等 措 置 状 況

幸田小学校区地区コミュニティ推

進協議会 

深溝小学校区地区コミュニティ推

進協議会 

補助金交付要綱第12条中「未納額

について年7．0パーセントの割合

で計算した遅延利息を納付しなけ

ればならない。」とあるが、現在に

おける通常利息とかけ離れている

ため要綱改正等改善されたい。 

補助対象事業について、コミュニテ

ィ推進協議会間で不公平感が生じ

ないよう、各コミュニティ推進協議

会の特色を生かしながら、情報交換

など徹底して補助対象事業につい

て検討されたい。 

現在の社会情勢等踏まえ、通常利息や他補助金

における遅延利息についても考慮し、適正な割

合になるよう本補助金についても要綱の改正を

検討する。

平成２５年より３年度にわたり、各コミュニテ

ィ推進事業関係者と、補助金の有り方について

話し合いを行ってきた。この内容を踏まえ、平

成２９年度より、補助対象事業等を見直した算

定を行う予定である。今後も、コミュニティの

発展のため、より公平で実用的な支援ができる

よう、補助金の有り方について引き続き検討を

行っていく。



様式１

監査指摘事項措置状況通知書 （総務部 財政課）

                    監査実施日 平成２７年１０月２１日

幸田町監査公示第４号関係分

監査指摘事項等 措 置 状 況

備品台帳と現物との照合作業につ

いては、今後も手法について一層の

改善を図り、庁舎内の備品管理の適

正化に努められたい。

手法を改善する等工夫をし、備品台帳と現物と

の照合作業に努めるとともに、照合作業を行っ

た際は、作業実施日及び確認者がわかるよう、

点検記録（照合履歴）を作成します。



様式１

監査指摘事項措置状況通知書 （教育委員会 学校教育課）

                    監査実施日 平成２７年１１月１２日

幸田町監査公示第５号関係分

監査指摘事項等 措 置 状 況

坂崎小学校 

毒物・劇物の管理状況について、使

用簿への記載漏れが見受けられた。

残量については毒物等の使用後確

実に記載し、記載漏れがないよう改

善されたい。 

毒物等の使用後は確実に使用簿に記載するよう

全職員に周知し、理科主任による毎月の残量点

検については、必ず容器を手に取り確認するよ

う指導した。



様式１

監査指摘事項措置状況通知書 （企画部 人事秘書課）

                    監査実施日 平成２８年１月２１日

幸田町監査公示第７号関係分

監査指摘事項等 措 置 状 況

備品台帳の管理について、台帳と現

物との照合作業は行われていたも

のの、点検記録が残されていなかっ

た。照合作業を行った際には、作業

の実施日及び確認者が分かるよう

点検記録を残されたい。

平成２８年４月２７日に照合作業を実施し、実

施日及び確認者が分かるよう点検記録を残しま

した。今後も適正な管理に努めます



様式１

監査指摘事項措置状況通知書 （企画部 企画政策課）

                    監査実施日 平成２８年１月２１日

幸田町監査公示第７号関係分

監査指摘事項等 措 置 状 況

備品台帳の管理について、台帳と現

物との照合作業は行われていたも

のの、点検記録が残されていなかっ

た。照合作業を行った際には、作業

の実施日及び確認者が分かるよう

点検記録を残されたい。

備品台帳と現物との照合作業を行った際は、作

業実施日及び確認者がわかるよう、点検記録（照

合履歴）を作成します。



様式１

監査指摘事項措置状況通知書 （企画部 企業立地課）

                    監査実施日 平成２８年１月２１日

幸田町監査公示第７号関係分

監査指摘事項等 措 置 状 況

備品台帳の管理について、台帳と現

物との照合作業は行われていたも

のの、点検記録が残されていなかっ

た。照合作業を行った際には、作業

の実施日及び確認者が分かるよう

点検記録を残されたい。

平成２８年４月２７日に、実施日及び確認者が

分かる点検記録により、照合作業を実施しまし

た。今後も適正な備品管理に努めます。



様式１

監査指摘事項措置状況通知書 （消防本部 庶務課）

                    監査実施日 平成２８年 ２月１０日

幸田町監査公示第８号関係分

監査指摘事項等 措 置 状 況

備品台帳の管理について、台帳と

現物との照合作業は行われていた

ものの、点検記録が残されていなか

った。照合作業を行った際には、作

業の実施日及び確認者が分かるよ

う点検記録を残されたい。

 定期監査終了後、庶務課内で今後の備品台帳

管理について協議し現在の台帳様式に照合作業

確認者の記入欄を作成しました。 

現在は、新台帳様式に変更し備品管理を行っ

ています。



様式１

監査指摘事項措置状況通知書 （環境経済部 水道課）

                     監査実施日 平成２８年 ３月 ３日

幸田町監査公示第１０号関係分

監査指摘事項等 措 置 状 況

ポンプ室電気機械設備工事Ｈ２７―１３ 
（１） 工事関係事項を規定する仕様書等

について、次の事項を考慮して整備するこ

と。

本工事関係事項は、「工事請負契約約款」

に基づいて各種の「工事関係標準規定」等

に準拠するとともに、本工事目的に関する

事項は、「特記仕様書」、「工事図面」並

びに「工事費積算書」等に提示している。

しかし、「特記仕様書」には本工事に特化

した事項と併せて工事一般に共通する事

項をも併せて記述している。

今後は工事一般に共通する事項を「工事共

通仕様書」として独立した汎用性ある文書

に示し、当該工事に関する特記事項は「特

記仕様書」、「工事図面」並びに「工事費

積算書」等に明示することにより関係事務

実施の確実性並びに効率性を図ることが

有意と考えられる。

本監査対象工事は、老朽化した受配電

設備並びに送水ポンプ等を更新し、関係す

る報告書の４－２（１）計画に示す関係施

設整備と併せて当ポンプ場の安定した効

率性の高い運用を図る所期の目標を実現

するものである。

従ってこれら事項を「特記仕様書」に明示

して、本工事施工関係者における全体工事

の整合性実現への適切な応対を求めるこ

とが有意であると考えられる。

特記仕様書には一部に「承認」という用

今後は工事一般に共通する事項を「工

事共通仕様書」として独立した汎用性あ

る文書に示し、当該工事に関する特記事

項は「特記仕様書」、「工事図面」並び

に「工事費積算書」等に明示してまいり

ます。

今後は工事施工関係者に対し、工事全

体への整合性を実現し適切な応対を求め

るために、特記仕様書に工事の計画等内

容を明示するように努めてまいります。

特記仕様書に基づく発注者と請負者の



語の使用が認められたが、本工事を「請負

工事契約約款」の「双務契約」の趣旨に基

づいて、発注者と請負者の合意による一層

効果的な実施を図る為、これを「承諾」と

して実施することが求められる。

また、本工事に求める重要な機器性能を規

定するにあたって「一流の製品」並びに「予

備品･付属品」或いは「仮設設備の必要性」

等の表記があるが、これらは工事費用にも

関係する重要な事項であることから、具体

的にその内容を提示することが求められ

る。

なお、「特記仕様書」は電気設備編と機械

設備編の２部構成となっているが、先の事

項を含む用語使用並びに明示すべき事項

について統一性を欠く表記が見受けられ

たので、これを改めることが求められる。

「参考資料 運転方案」が請負契約書に

添付されているが、これは本工事施行関係

設備の運転方式を規定する重要な事項で

あることから、「参考資料」ではなく「特

記仕様書」に含む事項として措置すること

が求められる。

（２） 本工事は通常の施設運用を維持・

継続しながら関係設備を更新するもので

あり、従ってこれに伴う関係既存設備の休

止許容時間等並びに新設設備の全体工事

竣工前の部分使用等について、発注者と請

負者の合意形成が求められる。

そこで、これら請負契約上の事項を「工事

請負契約約款」等関係規定に基づいて「特

記仕様書」に明記する等適切な措置が必要

である。

合意につきましては、「承諾」として実

施していきます。

そして、工事に求める重要な機器性能を

規定する場合には、今後具体的な内容を

提示してまいります。

また、複数の設備がある場合は、それぞ

れの設備に関して特記仕様書に明示すべ

き事項を適正に表記してまいります。

設備の運転方式を定める「運転方案」

のような重要事項は、特記仕様書に含む

事項として明記してまいります。

（２）今後このような設備の更新工事で

の既存設備と新設設備の使用方法につき

ましては、特記仕様書に明記してまいり

ます。


