
監   査 係 

１ 監査委員 

選 任 区 分     E 氏   名 住 所 任   期 

識 見 者 田 村 桂 一 立川市曙町１-10-13 208  23.６.１～31.５.31 

市議会議員 青 海 俊 伯 福生市加美平４-１ ９-404 25.５.16～27.４.30 

市議会議員 杉 山 行 男 福生市熊川 600-４ 27.５.15～31.４.30 

２ 会議及び研修会 

開 催 日 件   名 開 催 地 

27.５.21 平成 27年度東京都市監査委員会定期総会 東京自治会館 

27.６.23 平成 27年度第１回東京都市監査委員会事務局長会 武蔵野市 

27.７.15 平成 27年度関東都市監査委員会定期総会 立川市 

27.８.27、28 平成 27年度全国都市監査委員会総会及び研修会 徳島市 

27.10.16 平成 27年度東京都市監査委員会第１回職員研修会 三鷹市 

27.11.30 平成 27年度東京都市監査委員会職員事例研究会 国立市 

28.１.12 平成 27年度東京都市監査委員会第１ブロック担当者会議 羽村市 

28.１.27 平成 27年度第２回東京都市監査委員会事務局長会 武蔵野市 

28.１.29 平成 27年度東京都市監査委員会第２回委員研修会 羽村市 

28.２.10 平成 27年度東京都市監査委員会第２回職員研修会 国立市 

３ 監査・検査・審査 

（１） 定期監査 

監査の期間 監査の対象 監査の範囲 
監査結果 

指摘等件数 改善報告件数 

27.４.13 

～27.５.19 

総合窓口課 
平成 26 年４月１日から平成 27

年３月 31日までの事務の執行 

２件 ２件 

まちづくり計画

課 

３件（内、職員

課所管分１件） 

２件（内、職員

課所管分０件） 

27.10.13 

～27.11.11 

道路公園課 
平成 27 年４月１日から平成 27

年９月 30日までの事務の執行 

３件 ３件 

施設課 
４件（内、職員

課所管分１件） 

３件（内、職員

課所管分０件） 

前年度以前から継続 
平成 27年度 

翌年度へ継続 
指摘等件数 改善報告件数 

26 年度分 ５件 ― ５件 ０件 

指摘事項改善等報告状況 27 年度分 ― 12 件 10 件 ２件 

合 計 ５件 12 件 15 件 ２件 

監査委員事務局 
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（２） 財政援助団体等監査 

監査の期間 監査の対象 監査の範囲 

監査結果 

指摘等件数 
改善報告

件数 

27.４.13 

～27.５.20 

特定非営利活動法人ワーカーズ

コープ 

所管課  

子ども育成課 

平成 25年度に執行され

た学童クラブ事業指定管

理委託、児童館等施設指

定管理委託について 

５件 ５件 

27.12.７ 

～28.１.13 

福生市消防団 

所管課 安全安心まちづくり課 

平成 26年度に執行され

た福生市消防団活動交付

金について 

１件 ０件 

27.12.７ 

～28.１.14 

社会福祉法人福生市社会福祉協

議会 

所管課 介護福祉課 

平成 26年度に執行され

た福祉活動専門員補助

金、ボランティア活動推

進事業補助金、在宅福祉

活動事業補助金について 

３件 ０件 

前年度以前から継続 
平成 27年度 

翌年度へ継続 
指摘等件数 改善報告件数 

指摘事項改善等報告状況 

25 年度分 ７件 ― ７件 ０件 

26 年度分 ３件 ― ３件 ０件 

27 年度分 ― ９件 ５件 ４件 

合 計 10 件 ９件 15 件 ４件 

（３）行政監査 

監査の期間 監査のテーマ 監査の範囲 

監査結果 

意見・要望等 
改善報告

件数 

27.12.７ 

～28.１.13 

補助金の交付事務につ

いて 

平成 26年度に交付事務を行った

補助金、交付金及び利子給付金の

うち過去に財政援助団体等監査

を実施していない補助金 

３件 ― 

前年度以前から継続 
平成 27年度 

翌年度へ継続 
指摘等件数 改善報告件数 

指摘事項改善等報告状況 

26 年度分 ７件 ― ３件 ４件 

27 年度分 ― ― ―  ― 

合 計 ７件 ― ３件 ４件 

（４）工事監査 

監査の期間 監査の対象 監査の範囲 

監査結果 

意見・要望等 
改善報告

件数 

27.10.13 

～27.11.12 

所管課 施設課（発注課・工事

施工課） 

契約管財課（契約担当課） 

立川第２排水区整備工事

（第１工区） 
３件 ― 
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※ 工事の技術的事項の調査に関しては、公益社団法人日本技術士会に工事技術調査の業務を委託

して実施した。 

前年度以前から継続 
平成 27年度 

翌年度へ継続 
指摘等件数 改善報告件数 

指摘事項改善等報告状況 ― ― ― ―  ― 

（５） 例月出納検査 

 毎月分の歳計現金、雑部金、基金の現金出納検査を翌月の末日までに実施した。 

（６） 財政健全化等審査 

区 分 実施日 審 査 の 対 象 

平成 26年度 

財政健全化判断比率 

及び公営企業会計資 

金不足比率の状況 

27.８.４ 財政課 

（７） 決算審査 

  区   分 実施日 審 査 の 対 象 

平成 26年度 

一般会計・特別会計          

 及び基金運用状況         E 

27.７.１ 
財政課 企画調整課 秘書広報課 情報システム課 

選挙管理委員会事務局 

７.２ 
契約管財課 職員課 安全安心まちづくり課 

総務課 

７.３ 道路公園課 施設課 収納課 課税課 保険年金課 

７.６ 
協働推進課 シティセールス推進課 環境課 

子ども家庭支援課 子ども育成課 

７.７ 
教育指導課 教育支援課 教育総務課 学校給食課 

議会事務局 

７.８ 介護福祉課 障害福祉課 社会福祉課 健康課 

７.９ 
会計課 監査委員事務局 生涯学習推進課 図書館 

スポーツ推進課 公民館 

７.10 講評 

（８） 監査、検査及び審査の報告書、審査意見書を市長並びに議長に提出し、福生市ホームページ 

に公開した。 

監査委員事務局 
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