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平成30年度定期監査結果報告書 

 

 

１．監査の種類  地方自治法第199条第４項の規定に基づく定期監査 

 

 

２．監査執行者  代表監査委員 清水 宏 

         議選監査委員 岬  光彦 

 

 

３．監査の期間及び対象   

実施年月日 平成31年1月25日(金)                

 

         監査対象課 教育部 社会教育課 

               総務部 総務課 

 

         実施場所  淡路市役所2号館3階 監査委員室 

 

 

４．監査の方法 

平成30年4月1日から平成30年12月末日までの、教育部社会教育課及び

総務部総務課の予算・事業執行が、適正かつ効率的に執行されているか、あら

かじめ提出を求めた資料に基づき、関係職員から聴取した。 

 

 

５．監査の対象 

教育部社会教育課及び総務部総務課の所管する予算について、その執行状況、

事務手続き、また補助金の交付目的、その内容、委託業務に関する管理状況、

またこれらの業務に携わる職員の勤務状況などを監査対象とした。 
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６．監査の結果 

教育部社会教育課 

【主な事業概要】 

■社会教育委員報酬 事業費 159千円 

（趣旨・目的） 

  地域の学習ニーズや地域の課題に的確に対応し、委員相互の連携を密にし、社

会教育の振興と充実を図る。 

（主な事業内容） 

 会議・研修等を通じ、社会教育振興のため、以下の職務を遂行する委員の報酬。 

①社会教育に関する諸計画を立案すること。 

  ②会議を開き、教育委員会の諮問に応じ、これに対して意見を述べること。 

  ③前の職務を行うために必要な研究調査を行うこと。 

  ④必要に応じ、教育委員会の会議に出席して社会教育に関し意見を述べる。 

  ⑤青少年教育に関する特定の事項について、社会教育関係団体や社会教育指導 

者、その他関係者に対し助言と指導を与える。 

（事業効果） 

  社会教育委員は、行政と市民の意向を社会教育行政に反映させるために活動し 

ている。地域における社会教育活動を振興していくため、また、社会の変化に対

応してその課題やニーズに対応していくため、社会教育委員会議において多くの

助言等を行っている。 

（担当課が考える事業評価） 

  社会教育のより一層の充実と発展を目指し、市の社会教育のあり方について検 

討協議を行うなど、積極的な活動を展開しており、社会教育行政の充実を図るた 

めに今後も継続する。 

■図書館事業 事業費 78,820千円 

（趣旨・目的） 

・幅広い知識や教養を身につけるため、自発的な読書習慣を身につける環境 

をつくる。 

  ・職業、生活、豊かな暮らしに関する課題、悩みや不安を解決・解消する助け

となる。 

  ・地域住民の知的財産を保存し活用することにより、よりよい生活・地域社会

をつくりだす知恵を生み出す基盤となる。 

（主な事業内容） 

  ・図書館事業 

（事業効果） 

  人口の自然減や電子書籍が普及し、インターネットからすぐに本を購入できる

こともあり、貸出冊数や利用者人数が減少している。また、新刊本の充実を求め

る声が高い状況であり、限られた財源の中で、利用者が求めている蔵書の充実を

図る必要がある。 
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  インターネット等が身近にあり、調べたいものはすぐに検索できる環境にある

ため、図書館への来館が減少傾向にあり、専門的職員（司書等）の適正な配置と

育成などによるレファレンス機能の充実を図る必要がある。 

（担当課が考える事業評価） 

  本市は、高度情報化社会が急速に進行する中、都市部とは比較にならないス

ピードで少子高齢化、人口減少が進行しており、現在の淡路市立図書館の役割

は、図書資料を提供するにとどまらない新たな役割が求められている。 

  今後の淡路市立図書館は、各種課題の解決に取り組み、市民が求める資料や

情報を集積・発信し、誰もが足を運びたくなる環境とサービスを提供する施設

となることで、急速に変化する社会において市民に求められる図書館であり続

けることができると考えている。 

■埋蔵文化財発掘調査委託 事業費 48,324千円 

（趣旨・目的） 

各種開発事業に先立ち、当該事業により損壊される埋蔵文化財の確認調査を実

施し、開発事業と埋蔵文化財保護の調整資料を得る。 

また、その結果をもとに埋蔵文化財の発掘調査を実施し、適切な記録保存を行

い、保存・活用の資料に供する。 

（主な事業内容） 

  ・埋蔵文化財発掘調査事業 

（事業効果） 

  発掘調査を遂行し、既知の埋蔵文化財包蔵地における情報を蓄積し、埋蔵文化

財保護に資する。 

（担当課が考える事業評価） 

  今後の開発事業（ほ場整備事業、個人住宅等）に対応し、必要な調査を実施す

る。 

  実施件数については、開発事業の状況に左右するため不確定であるが、開発行

為で損壊される遺跡の記録保存を図ることを継続する。 

■社会教育施設修繕工事（野島断層等） 事業費 2,800千円 

（趣旨・目的） 

断層の保存部分の各所において、毎年ひび割れや剥離が生じており、これらを

補修することにより、国指定天然記念物「野島断層」の安定化を目的とする。 

また、随時展示内容の確認を行い、最新の研究成果・知見を取り入れた展示の

追加を検討する。 

（主な事業内容） 

  ・野島断層補修及びクリーニング業務 

（事業効果） 

  文化財保護法の趣旨により、文化財が貴重な国民的財産であることを自覚し、 

これを公共のために大切に保存するとともに、できるだけこれを公開する等その

文化的活用に努めなければならない。ついては、野島断層の適切な管理を実施し、 
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常に公開するために良好な状態に保つ責務がある。また、本事業を実施すること

で、これらの責務を果たすことができ、また淡路市歴史文化基本構想にもとづく

「震災の記憶とともに生きる歴史文化の拠点」としての役割を果たすことができ

る。 

（担当課が考える事業評価） 

  クリーニング及び補修によって、保存状態を維持することで国指定天然記念物

として、災害の記憶や断層の学術的評価を発信することが必要である。 

  近年は大きな崩落や植生の発生、虫害などもなく断層の状態が落ち着いている。

今後も断層を良好な状態に保つために、必要な作業の実施を行う。 

  また、展示物についても適宜最新の知見を取り入れながら、より多くの国民、

市民に対して普及啓発が可能なものを追加する。 

■しづかホール管理運営事業 事業費 24,016千円 

（趣旨・目的） 

  市を訪れる人々及び市民の芸術文化に関する知識及び教養と心身の健全な発

達を図り、活気ある地域づくりを推進することを目的とする。 

（主な事業内容） 

  ・しづかホール管理運営事業 

  ・しづかホール指定管理事業 

（事業効果） 

  施設を多くの住民に利用していただくことで、地域の文化・芸術活動の振興を

図り、文化の薫り高い豊かなまちづくり、生きる喜びを感じられる活力あるまち

づくりを目指す。 

（担当課が考える事業評価） 

  施設利用者は、前年度より微増している。 

  ホール利用日数は、自主事業が増えたことにより目標に近づいている。 

  自主事業件数は、目標を達成している。 

  しづかホールを淡路市の基幹ホールと位置付けた運営を図る。また、指定管理

者による適切な運営を指導し、ホール運営の充実に努める必要がある。 

  建物及び設備の老朽化に伴い、修繕や改修工事を検討していく必要がある。 

■ひがしうら文化館管理運営事業 事業費 20,082千円 

（趣旨・目的） 

  市を訪れる人々及び市民の芸術文化に関する知識及び教養と心身の健全な発

達を図り、活気ある地域づくりを推進することを目的とする。 

（主な事業内容） 

  ・ひがしうら文化館管理運営事業 

  ・サンシャインホール指定管理事業 

（事業効果） 

  施設を多くの住民に利用していただくことで、地域の文化・芸術活動の振興を

図り、文化の薫り高い豊かなまちづくり、生きる喜びを感じられる活力あるまち 
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づくりを目指す。 

（担当課が考える事業評価） 

  ・施設利用者数は、前年度より増加し目標を達成している。 

  ・ホール利用日数は、前年度よりさらに増え目標を達成している。 

  ・自主事業件数は、目標を達成している。 

  ・多目的に利用できるサンシャインホールを淡路市の小ホールと位置づけた運

用を図る。また、指定管理者による適切な運営を指導し、ホール運営の充実

に努める必要がある。 

  ・建物及び設備の老朽化に伴い、修繕や改修工事を検討していく必要がある。 

■歴史民俗資料館管理運営事業 事業費 5,510千円 

（趣旨・目的） 

  淡路市内に所在する民俗資料を中心とする歴史資料を収集し、収蔵・管理する

とともに、それらに対する調査・研究を行い、収蔵資料の展示・公開を行うこと

により、市の歴史や文化の理解を促進する。 

また兵庫県指定文化財となっている旧原家住宅の保存管理を行う。 

（主な事業内容） 

  ・歴史資料の収集 

  ・収集資料の保存・管理 

  ・収蔵資料をとおした市の歴史、文化に対する調査・研究 

  ・収蔵資料の展示、公開をとおした普及・啓蒙 

  ・旧原家住宅（兵庫県指定重要有形民俗文化財）の保存・活用 

  ・日本遺産の紹介 

（事業効果） 

  地域の文化的特性を生かした企画展等の開催により、より広範囲からの集客が

ある。また、定期的な講座の開催により、毎年継続して島内各小学校から多くの

児童の参加があり、施設を活用した体験学習を行っている。 

（担当課が考える事業評価） 

  収蔵品整理を進め、「どんざ」や古文書等淡路色を強めた魅力ある企画展を引

き続き実施するほか、数多くある民族資料を活かした体験講座や日本遺産の紹介

展示等、計画的な企画運営を図ることにより、集客力の向上を図る。 

  本市の文化財保護・活用の拠点として重要な事業であるが、施設の老朽化が進

行しており、今後は施設整備も含め事業運営方法を検討していく。 

■史跡整備事業（五斗長等） 事業費 33,200千円 

（趣旨・目的） 

  五斗長垣内遺跡は、歴史上の重要な遺跡であり、その史跡を適切に保存し、広

く公開するとともに、市民とともに積極的な活用を図る。 

（主な事業内容） 

  ・史跡整備事業 
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（事業効果） 

  五斗長垣内遺跡をまちづくりのシンボルとし、活用拠点施設を多くの住民に利

用していただくことで、地域の歴史文化の振興を図る。 

（担当課が考える事業評価） 

  平成25年度から実施している整備事業については、平成30年度が最終年となり

整備事業もすべて完了することから、今後の活用について検討する。 

  また、整備事業の完了に伴い、完成式典を行い、広く周知することにより今後

の集客に期待する。 

■猫美術館管理運営事業 事業費 19,537千円 

（趣旨・目的） 

  市を訪れる人々及び地域住民の芸術文化に関する知識及び教養を高め、活気あ

る地域づくりを推進することを目的とする。 

（主な事業内容） 

  ・猫美術館管理運営事業 

  ・猫美術館指定管理事業 

（事業効果） 

  施設を多くの住民に利用していただくことで、地域の文化・芸術活動の振興を

図り、文化の薫り高い豊かなまちづくり、生きる喜びを感じられる活力あるまち

づくりを目指す。 

（担当課が考える事業評価） 

  施設利用者数は、前年度より減少している。 

  自主事業件数は、前年度より増え目標を達成している。 

  猫の墨絵に特化した美術館は、他に例がなく、この施設は観光施設的な要素も

あることから、島外へのPRにも努める。また、全国こども猫のはがき絵コンクー

ルを通して、子供たちの創作意欲の向上に努める。 

■陶芸館管理運営事業 事業費 4,650千円 

（趣旨・目的） 

  市を訪れる人々及び地域住民の芸術文化に関する知識及び教養と心身の健全

な発達を図り、活気ある地域づくりを推進することを目的とする。 

（主な事業内容） 

  ・陶芸館管理運営事業 

  ・陶芸館指定管理事業 

（事業効果） 

  施設を多くの住民に利用していただくことで、地域の文化・芸術活動の振興を

図り、文化の薫り高い豊かなまちづくり、生きる喜びを感じられる活力あるまち

づくりを目指す。 

（担当課が考える事業評価） 

  施設利用者数は、前年度より減少している。 

  自主事業件数は、前年度より増え目標を達成している。 
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  この施設は、観光施設的な要素もあることから、島外へのPRにも努める。また、

陶芸体験を通じて、子ども達の創作意欲の向上に努める。 

【監査委員意見】 

 教育部社会教育課における予算執行、その事務手続きについてはおおむね適正に 

処理されていると認める。 

当該部署が所管する予算は、地域に伝わる伝統文化の継承を支援するとともに、

新たな芸術文化の創造に向けた活動の支援と活動拠点となる芸術文化施設の効果

的な運用に取り組むべき予算であり、「いつかきっと帰りたくなる街づくり」を将

来像として、その実現のためにさまざまな工夫をしようとしているのがうかがえる。

また、合併以前から各地域で作り上げた施設・文化をなんとか継続して次の世代に

伝えていこうとする努力も評価できる。 

ただ、この社会教育課が維持管理している施設の多さには一抹の不安を覚える。

本当にこれらの施設が、社会教育課のマンパワーだけでこれから維持できるものな

のか、はなはだ疑問ではある。また、2000年の国際園芸・造園博ジャパンフローラ

に合わせて作られた施設や、震災を機に作られた合併前に整備した施設は、一般の 

人々からも足が遠のくようになり、施設利用者は年々減少する傾向にある。そんな

中で、施設の維持管理に関するコストに市民の税金を充てている部分も少なくない。 

財政状況が厳しい当市においては、まず各職員が費用対効果を意識し、今ある施

設の必要性を再考いただきたい。教育、文化は費用対効果が出にくいものであると

いうことは我々も充分承知しているが、やはり限られた財源の中ですべての事業を

今の形で続けていくのは厳しい状況である。だからこそ、地域住民のマンパワーが

最大限に発揮できるソフト面の整備に力を入れていただき、行政と地域住民が協働

で施設や文化を活かせていける仕組みづくりなどを考えていただきたい。 

また、新設される図書館についても同じである。たとえ、どんなに立派なハード

を整備しても、そこに人が集まる仕組みづくりが重要であり、それを行政だけでや

ろうとせず、地域住民との協働にて運営できる図書館になることを望む。 

 最後に、行政運営においては、地方自治法第二条第十四項の規定が優先されるこ

とから、今後も引き続きこの規定を常に意識しながら日々の業務に取り組まれるこ

とを望む。 
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総務部総務課 

【主な予算概要】 

■研修業務委託料 事業費 155千円 

（趣旨・目的） 

  地方分権の推進に伴い、地方公共団体の果たす役割が重要となってくることを

踏まえ、その担い手となる職員の資質・能力の向上を図るため。 

（主な事業内容） 

  職員を対象とした次の研修を実施 

  ・接遇研修 

  ・メンタルヘルスケア研修 

  ・ハラスメント対策研修 等 

（事業効果） 

  職員ひとりひとりの能力・資質向上は図られているが、組織として人材育成へ

の活用が今後の課題である。各職場において情報共有の意識を促進し、習得した

能力を発揮できる人事管理を進める。 

（担当課が考える事業評価） 

  職員ひとりひとりの能力・資質向上は図られているが、組織として人材育成へ

の活用が今後の課題である。各職場において情報共有の意識を促進し、習得した

能力を発揮できる人事管理を進める。 

 また、様々な研修において習得した知識をもとに職員が内部講師を担い、指導者

としての役割を果たすシステム作りが必要である。 

■顧問弁護士委託料 事業費 1,296千円 

（趣旨・目的） 

  行政事務の執行に関し、弁護士の法的な見地から助言を求め、法的な疑義を解

消し、法的な見解をもって業務を適正に処理するとともに、職員個々の法律知識 

の向上を図り、公平かつ公正で市民に信頼される市政運営に資することを目的と

する。 

（主な事業内容） 

  ・事務執行上、複雑な法律判断を要する事案がある場合に、その事案に対する

問題事項、担当部署の見解等を事前にメール等で送付し、後日、弁護士事務

所において法的な見解等の助言を求め、事務執行に実践する。内容によって

は、メールのやり取りで対応している。 

  ・訴訟の場合は、代理人として法律判断を委任する。 

（事業効果） 

  本事業を活用するケースは様々であり、個々に成果を記載することは困難であ

るが、いずれのケースにおいても、的確な法律判断または解釈により、適正な行

政事務の執行に寄与している。 

（担当課が考える事業評価) 

  行政執行上の法律的問題について、いつでも適切な助言を受けることができる 
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環境を整えることで、訴訟リスクを回避し、円滑な行政執行を図る。また、訴訟 

となった場合の手続き等を弁護士に委託することで、適切な訴訟進行が図られる。 

今後は、コンプライアンス研修などを行い、職員自身が知識を身につけることで、

問題発生を事前に抑制するよう取り組む必要がある。 

  自治体の運営に当たり、法律判断に基づく適正な行政事務を執行することが不

可欠であり、市民の信頼を確保し、説明責任を果たす観点からも継続する必要が

ある。なお、より効率的に事業を図ることができるように改善を目指す。 

■職員健康診断委託料 事業費 4,096千円 

（趣旨・目的） 

  職員の心身の健康を管理し、事務事業を円滑に推進することを目的とする。 

（主な事業内容） 

  職員定期健康診断業務 

(事業効果) 

  健診結果を踏まえ、産業医と保健師（職員）が連携し、若年世代を中心に生活

習慣への指導・助言により、早期に健康管理の意識付けを行う。 

  また、職場環境についての相談もあることから、メンタルヘルス予防対策に繋

がる。 

（担当課が考える事業評価） 

  健診結果（データ）の管理は、継続的に行う必要があり、委託料の検診を踏ま

え、産業医と保健師（職員）が連携し、若年世代を中心に生活習慣への指導・助

言により、早期に健康管理の意識付けを行う。 

  また、職場環境についての相談もあることから、メンタルヘルス予防対策を今

後継続する必要がある。 

■町内会活動助成 事業費 24,550千円 

（趣旨・目的） 

  町内会活動助成は、町内会活動の事業推進及び円滑な運営を目的として交付す

る。 

（主な事業内容） 

  広報等の配布、意見要望等の取りまとめ、環境美化 

（事業効果） 

  地域コミュニティの確立と自立した町内会の運営を目標とする。今後も引き続

き、事業を継続していくが、旧町で活動等にバラツキがあるので調整していく。 

（担当課が考える事業評価） 

  町内会は、行政と市民とのパイプ役であり、役割は大きい。また、その活動は

広報等の配布、環境美化、行政への意見要望等の取りまとめ等、多岐にわたって

いる。 

■防犯灯新設・修繕費 事業費 7,167千円 

（趣旨・目的） 

  防犯灯を設置することにより、夜間の事故や犯罪を未然に防ぐなどの防犯効果 
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を期待する。 

（主な事業内容） 

  ・ＬＥＤ防犯灯の新設及び既設防犯灯の修繕 

（事業効果） 

  平成29年度、環境省の補助を受け市内の防犯灯全数調査を実施、平成30年度で

防犯灯蛍光灯タイプをＬＥＤ灯具へ変換する計画である。またこの業務により、

台帳整理ができ、今後の維持管理等がしやすくなり、環境面でＣＯ2削減、電気代

が安くなり町内会の負担軽減、安心・安全な街づくりを目指す。 

■人事評価制度支援業務委託料 事業費 1,349千円 

（趣旨・目的） 

  制度運用にあたり、全職員の理解度や評価内容の制度をさらに高める必要があ 

るため、専門的立場からの指導・助言を要する。 

  また、制度の浸透を図り、能力及び実績に基づく人事管理の徹底と人材育成型 

の制度運用とするため当事業を実施する。 

（主な事業内容） 

  ・人事評価制度支援事業 

（事業効果） 

  人事評価の専門家による指導や研修会の回数を重ね、評価者・被評価者等のス

キル向上をめざし、人材育成型の人事評価運用を図ることを目標とする。また、

併せて目標設定や評価結果において、バラつきが無く公平・適正な評価能力の向

上を目指す。 

（担当課が考える事業評価） 

  平成28年度には評価者・被評価者に向けた人事評価制度や、評価の考え方につ

いて研修を行い、平成29年度は、評価調整者に対する評価のバラつきを無くす評

価調整の研修を行ったことにより、制度運用当初に比べ、評価のバラつきが少な

くなってきている。 

  今後、評価結果の処遇反映に向け、より一層、公平で適正な評価を行うため、

当事業を継続する必要がある。 

【監査委員意見】 

総務部総務課における予算執行、その事務手続きなどについてはおおむね適正に 

処理されていると認める。 

 総務部総務課は淡路市役所の中枢を担う重要な部署であり、多岐の分野にわたる

職員を統括し、日々、職員の働きやすい「職場」・「人」創りにまい進する姿勢は

非常に評価する。 

 総務課は、組織の根幹ともいえる「人」の長所や短所を見出し、その「人」の力

を活かすことができる部署に配置し、さらには今以上の力が発揮できるよう、その

「人」を育成していかなければならない部署である。 

 地方分権が進むと同時に、計画的な人員削減の取り組みの結果、その「人」の数

に余裕のない状況であり、人員の配置等にはたいへん苦慮されていると考えるが、 
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来年度の組織改編により、総務部と財務部が統合されることを契機として、行財政 

改革の推進計画を踏まえた定員管理の適正化を期待する。 

 現在の行政運営は、それぞれの業務が複雑かつ多岐にわたり、それに携わる職員

にもある程度の専門的な知識や経験が必要となってきている。しかし、ひとりの職

員をそこまで育てるには長期的な視野で人材育成の視点を持たなければならない。

もちろん、その過程において、総務課と各部署の管理職は、職員ひとりひとりが今

どのような状態にあるのか（時間外勤務は多くないか、高ストレスを抱えていない

か等）、常にアンテナを張り情報共有していただきたい。 

一方、淡路市としての必要な人材像を全職員に伝えていくことも必要である。 

今やっている研修・職員派遣が一時のもので終わるのではなく、その研修・職員派

遣の必要性と、その研修・職員派遣の後、その職員にどのような成長を期待してい

るのかきちんと伝え、職員のやる気を引き出した上で、研修・職員派遣を実施する

ことが重要である。また、研修・職員派遣の結果はきちんとそのつど検証していた

だきたい。特に職員派遣については派遣後に派遣本人と面談するなどして、その人

材が何を習得してきて、今後どのような業務を任せれば、組織が的確かつスムーズ

に稼働するのか等、検証した上で人事配置するなどし、人材を有効に活用していた

だきたい。 

 総務課は組織の中枢であり、その組織の核となっている職員を適正に管理してい

く必要があり、職員ひとりひとりが法令を遵守すべく、さらに組織風土・環境を整

備しなければならない。また、今後は日々の行政運営が適正かつ効率的に行われる

ように組織の内部統制の整備にも力を入れていく必要がある。 

 総務課には更なる住民窓口サービスの効率化についても検討いただきたい。 

他市ではワンストップサービスを取り入れているところもあり、当市においてもそ

のようなことができないのか再考いただきたい。現状、地域事務所はそれに近いス

タイルではあるが、ひとたび人事異動があればなかなかうまく稼働しないケースも

ある。たとえば、出生届が出て、戸籍の受付けとそれに追随する福祉サービス等の

手続きまで職員一人で窓口をこなす窓口専門職のような職を取り入れることがで

きないか関係部署と一度ご再考いただきたい。 

 現在、町内会への加入世帯が減少しつつある、町内会に入るか否かはその世帯が

自由に決めるべきものであるが、これだけの面積を持つ当市ではやはりその地域に

根差した活動ができるのは町内会しかなく、その町内会自体が衰退していくことは

今後の行政運営に大きな影響を与える。 

 転入等により新しい世帯ができた場合は、なるべく地域活動に参加いただけるよ

うな取り組みを総務課だけではなく、全庁で考えていただきたい。第２次淡路市総

合計画の基本目標にもあるように「共に築く次世代につなぐまち」（共生・協働・

行政経営）推進のため、総合計画に掲げられた施策の展開を直実に進めていただく

とともに、従前の町内会活動助成だけでなく、転入者等を町内会へ取り組むため特

殊なイベントを開催する町内会にはその事業補助金を出すなど、現在の町内会活動 

だけへの助成だけでなく、町内会加入者促進事業実施などのバックアップをするこ 
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とができないだろうか、ご検討いただきたい。 

 最後に、行政運営においては、地方自治法第二条第十四項の規定が優先されるこ

とから、今後も引き続きこの規定を常に意識しながら日々の業務に取り組まれるこ

とを望む。 
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