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定期監査の結果について 

 

 

地方自治法第 199 条第 4 項の規定に基づき、定期監査を実施したので、同条第 9 項

によりその結果を提出し、かつ、公表する。 

 

記 

 

1 監査の対象  産業建設部 商工観光課 

 

2 監査の期間  平成 30年 10月 1日から 

平成 30年 10月 31日まで 

 

3 監査の要領 

今回の定期監査は、平成 30 年度(平成 30 年 8 月末日現在)における商工観光課の所

管に係る財務事務等を対象に関係資料の提出を求め、職員から説明を聴取し実施した。 

 

4 監査の結果 

商工観光課は 3係を擁し、参事以下 12人(うち、消費生活相談員としての非常勤職員

1人を含む。)の職員で構成されている。 

  各係の主な分掌事務は、商業観光係で、中心市街地活性化事業、商業の振興育成、買

物弱者対策、大規模小売店舗立地法、観光行政、消費者行政、消費生活相談、福智山ろ

く花公園、竜王峡キャンプ村、係の予算、庶務経理に関すること等。 

 工業振興係は、直方市中小企業振興条例、工業の振興育成、中小企業等の融資、直鞍

産業振興センター、市内立地企業、上頓野産業団地、植木メカトロビジネスタウンに関

すること等。 

公共交通係は、運輸交通、地域公共交通網形成計画に関すること等であり、これらの

事務事業を執行されている。 

 

 



 

(1) 予算の執行状況等 

一般会計の歳入は、予算現額 1,103万 7,000円に対し調定額 353万 4,120円で、

収入済額は 352万 5,000円となっている。 

予算現額に対する収入済額の比率は 31.94％、調定額に対する収入済額の比率は

99.74％である。 

予算現額に対する収入済額の比率が低いのは、県支出金で商工費補助金の工業適地

調査補助金 358万 6,000円、消費者行政活性化補助金 214万円、諸収入で雑入のコ

ミュニティバス運行事業費補助金 276万円等が未収入のためであり、年度内には収入

される予定である。 

歳出は、予算現額 2億 1,985万 3,000円に対し支出済額 9,077万 230円で、執

行率は 41.29％となっている。 

執行率が低いのは、商工総務費の繰出金で上頓野産業団地造成事業特別会計繰出金

1,777万6,000円、工業振興費の委託料で企業誘致適地調査業務委託料717万2,000

円、直鞍産業振興センター別館管理委託料 700万円、商業観光費の委託料で福智山ろ

く花公園管理委託料 884 万 6,000 円、負担金補助及び交付金で直方市プレミアム商

品券事業補助金 700 万円、チューリップフェア支援補助金 300 万円、直方市商店リ

フォーム補助金 300万円、商業振興対策事業費補助金 298万 1,000円、公共交通対

策費の委託料でコミュニティバス運行業務委託料 791 万 6,450 円、負担金補助及び

交付金で路線バス維持負担金1,341万1,000円、コミュニティ交通事業費補助金901

万 7,000円、平成筑豊鉄道推進協議会補助金 633万 3,000円、繰越明許費では、商

業観光費の委託料で、竜王峡木道設計・施行業務委託料 1,499万 1,000円等が未執

行のためであるが、年度内には執行される予定である。 

次に、上頓野産業団地造成事業特別会計の歳入は、予算現額 1,777万 7,000円に

対し調定額 158円で、収入済額は 158円となっている。 

予算現額に対する収入済額の比率は 0.01％、調定額に対する収入済額の比率は

100.00％である。 

予算現額に対する収入済額の比率が低いのは、一般会計繰入金 1,777万 6,000円

等が未収入のためであり、年度内には収入される予定である。 

歳出は、予算現額 1,777万 7,000円に対し支出済額 0円で、執行率は 0.00％と

なっている。 

公債費の市債元金償還金 1,777万 7,000円が未執行のためであるが、年度内には

執行される予定である。 

 

商工観光課が、平成 30年 4月 1日から平成 30年 8月末日までの間に実施した主

な事務事業に係る歳入歳出は、次のとおりである。 

一般会計の歳入は、財産運用収入の土地建物貸付収入で、旧工芸の村駐車場用地貸

付料 136万 4,000円、利子及び配当金で株式の配当金 12万円、雑入で直鞍広域消費

生活センター運営費負担金 204万 1,000円等が収入されている。 

歳出の主なものは、工業振興費の委託料で、情報の拠点化稼ぐ産業づくり事業委託



料 2,689万 268円、直鞍産業振興センター別館管理運営委託料 700万円等、負担金

補助及び交付金で直方市企業立地促進奨励金 202万 3,000円等が支出されている。 

なお、中小企業融資制度については、平成 27 年度をもって廃止され、新たに直方

市事業所開設支援補助金、直方市創業時融資資金利子補給補助金制度が創設された。 

最近 3ヵ年の創業関連補助金支出状況は、次表のとおりである。 

 

創業関連補助金支出状況 

  (平成 30年 8月末日現在) 

補助金の名称 予算額 
補助金活用 

事業者数 
事業費 事業所名 業 種 

直
方
市
事
業
所
開
設
支
援
補
助
金 

年度 

 

30 

 

千円 

 

1,000 

件 

 

0 

 

千円 

 

0 

 

  

 

29 

 

 

1,000 

 

2 

 

 

1,000 
①さくら堂 

②Beauty Salonベリンダ 

①菓子・パン卸売業 

②美容業 

 

28 

 

 

1,000 

 

2 

 

1,000 
①ふたば鍼灸整骨院 

②こむぎ日和 

①柔道整復師の施術所 

②パン小売業（製造小売） 

直
方
市
創
業
時
融
資
資
金 

利
子
補
給
補
助
金 

 

30 

 

 

150 

 

0 

 

0 

  

 

29 

 

 

250 

 

2 

 

91 
①こむぎ日和 

②一本堂 

①パン小売業（製造小売） 

②パン小売業（製造小売） 

 

28 

 

 

250 

 

1 

 

50 ①ふたば鍼灸整骨院 ①柔道整復師の施術所 

 

 商業観光費では、委託料で福智山ろく花公園管理委託料他3件1,000万5,060円、

負担金補助及び交付金で観光物産振興協会運営費補助金他 7件 1,198万 2,850円が

支出されている。 

  公共交通対策費では、委託料でコミュニティバス運行業務委託料他 2 件 416 万

6,646円、負担金補助及び交付金で平成筑豊鉄道経営安定化負担金他 3件 2,512万

4,999円が支出されている。 

  次に、上頓野産業団地造成事業特別会計の歳入は、繰越金 158円が収入されてい

る。 

 歳出は、未執行である。 



 また、商工観光課が所管している基金の平成 30年 8月末日の状況をみてみると、

直方市交通基盤整備事業基金は、前年度よりの繰越金が 800万 8,176円で基金現在

高も同額となっている。 

 

(2) 経理事務の手続き等 

 経理事務については、支出負担行為票、その他関係諸帳簿等照合審査の結果、概ね

適正に処理されていた。また、備品についても、台帳と一致し概ね良好に管理されて

いた。 

 

(3) 指摘事項について 

次のような取り扱いが見受けられたので、適正に処理されたい。 



 

 

指摘項目 指摘の内容 指摘の根拠 監査委員意見 

出張復命について 出張の復命において、復命
書の提出のないものが多数
見受けられた。 

直方市職員服務規程第 10

条第2項 
職員は、出張の用務が終っ
て帰庁したときは、直ちに
口答で復命し、重要なもの
については3日以内に復命
書を提出しなければならな
い。 

起案用紙を用いた起案を行
うなど、適正に処理された
い。 

文書事務について 文書整理票の担当者受領
印、事務処理印欄に押印で
はなく印刷署名がなされて
いるものが見受けられた。 

直方市文書規程第 11 条第
1項第 2号 
文書取扱担当者は、当該文
書を事務担当者に交付し、
受領印を徴する。 
直方市文書規程第21条 
事務担当者は、事案を……
処理終了したときは、同票
事務処理印欄に押印しなけ
ればならない。 

いずれも押印が必要となっ
ていることから、適切な処
理がなされているかを確認
するためにも押印を行い適
正な処理をされたい。 

照会文書に対する回答、復
命の状況等が文書整理票の
処理状況欄に整理されてい
ないものが見受けられた。 

直方市文書規程第21条 
事務担当者は、事案を処理
したときは、そのつど文書
整理票処理状況欄にその施
行経過を記入し……。 

処理の経過について文書整
理票処理状況欄に記載し、
適正な処理をされたい。 

商店リフォーム補助金制
度、公募型プロポーザルに
おける警察署照会の回答等
の受付処理すべき文書にお
いて、処理がなされていな
いものが見受けられた。 

直方市文書規程第 11 条第
1項第 1号 
文書を受領したときは、速
やかに受付印を押印し、文
書番号を付し、文書整理票
に記載する。 
直方市文書規程第9条第 1

項 
文書は常に分類整理し、必
要なときに直ちに取り出せ
るように文書分類表及びフ
ァイル整理表に基づいた文
書の分類記号及び保存年限
を記載しなければならな
い。 

文書整理については、受付
時に受付印、文書分類印を
押印の上、文書番号を付し
て文書整理票に記載し、回
答受付状況等については処
理状況欄に記載し整理され
たい。 

出張の根拠となる会議案内
文等の存在が確認できない
もの、確認できるが文書番
号が付されていないものが
多数見受けられた。 

直方市文書規程第4条第 1

項 
事務の処理は、文書をもっ
て行うことを原則とする。 
直方市文書規程第4条第 2

項 
文書事務は、正確、迅速、
ていねいに行い、常に整理
し、もって事務能率の向上
に努めなければならない。 
直方市文書規程第11条 
各課の文書取扱担当者は、
配布を受けた文書を次の各
号により速やかに処理を行
わなければならない。 

出張や会議案内に係る文書
については、出張命令、復
命等の事務処理が伴うこと
からも特に文書の保存及び
文書番号取得が必要であ
る。受領した文書について
は、勝手に破棄することな
く、適切な処理及び管理を
行うようにされたい。 



以上が、産業建設部商工観光課の定期監査の結果である。 

商工観光課は、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関

する法律（企業立地促進法）、商法、中心市街地の活性化に関する法律（中心市街地活

性化法）、消費者安全法、道路運送法、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律、

陸上交通事業調整法その他関係法令に基づき、業務を執行されている。 

当課は、本市の主要施策の一つである商工業及び観光部門、運輸交通関係、消費者行

政に係る事務を所掌され、多岐にわたる施策を展開されている。 

現在、我が国の経済は、アベノミクスの取組のもと 2012年末から緩やかな回復を続

けており、回復期間は戦後 2番目の長さとなる可能性が高く、GDPは過去最大を記録し、

雇用所得環境が着実に改善している。 

2018年4～6月期の実質GDP成長率（2次速報）は、前期比＋0.7％（年率換算＋3.0％）

と高い伸びとなり、景気回復の動きが続いていることが確認された。特に個人消費、設

備投資など内需が順調に持ち直している。 

7～9月については、西日本豪雨、台風 21号、北海道胆振東部地震など自然災害の影

響等で一時的に停滞しても、雇用・所得情勢の改善が続く中、底堅さを維持できると見

込まれている。 

しかしながら、海外には、トランプ政権の保護貿易主義を巡る各国との対立激化と実

体経済への影響、中東、北朝鮮情勢の緊迫化などの地政学リスク、欧米の政治的な混乱、

米国の金利上昇などにより国際金融市場が混乱し、世界経済が減速する恐れもあり、こ

うした状況を受け、急速な円高が進む懸念もあるとされている。 

このような経済情勢の中、当課が抱える課題は山積みで、ＪＲ直方駅前のスーパーの

移転により、買い物の利便性や居住環境向上の点からもＪＲ直方駅前へのスーパー誘致

は、喫緊の課題となっている。 

また、今年度からは、直方市観光協会の運営体制が刷新され、市と一体となった観光

施策の確立や、観光基本計画の策定が求められるところである。 

一方、平成 28年 3月に策定された直方市産業振興アクションプランに基づき進めら

れた各施策の効果を検証し、今後も本市経済の活性化と発展にむけ、産業界・関係機関

と一体となり、経済産業行政推進のため、なお一層の努力を望むものである。 

新たに創設された公共交通係においては、公共交通が、将来にわたり持続可能なもの

となるよう、住民の意識改革も含め、交通弱者対策への対応を切望するものである。 

なお、今回の定期監査における指摘事項については、課内で周知徹底を図り、その措

置を講じるととともに、今後適正な事務処理に努められたい。 


