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　地方自治法第１９９条第４項の規定に基づき実施した定期監査は、同条第９項の規

定によりその結果を報告する。

１　監査の種類

　地方自治法第１９９条第４項及び碧南市監査基準第４条第１項第１号の規定によ

り実施する監査

２　監査の対象

　　教育部　　　庶務課、学校教育課、生涯学習課、文化財課、藤井達吉現代美術館、

　　　　　　　　スポーツ課、海浜水族館　

　　議会事務局　議事課

３　監査の着眼点 

 (1) 収入及び支出事務については、調定及び収納事務並びに支出負担行為は法令、

　 予算等の定めに従って適正に処理されているか。

 (2) 契約事務については、見積書等関係書類及び帳簿は確実かつ的確に整備されて

 　いるか。また、契約の方法が随意契約による場合、その理由は適正か。

 (3) 財産管理事務については、購入された備品等は適切に管理されているか。また、

 　不用品等の処理は適正に行われているか。

 (4) 準公金の管理は適切であるか。

 (5) 前回の定期監査で指摘を受けた課題について改善されているか。

４　監査の主な実施内容 

　　定期監査資料に基づき、予算執行状況(差引簿)、その他関係帳簿の調査を行った。

　　その際、軽易な事務誤り等については、関係職員へ訂正するよう注意するととも

　に、回答を必要とする確認事項等がある場合、監査日までに回答を求め、事務改善

　が必要である場合は、監査日において関係職員に今後の事務改善を求めた。

５　監査等の実施場所及び日程

議会事務局

６  監査の方法

  　財務事務において執行された事務が、関係法令の趣旨に則って適正に処理されて

教育部

 議事課

監査対象部課 実施日 実施場所

 庶務課、学校教育課、生涯学習課 令和4年2月8日

監査委員室
 文化財課、藤井達吉現代美術館、
 スポーツ課、海浜水族館

令和4年2月18日

令和4年2月8日
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  いるかについて、あらかじめ提出のあった定期監査資料に基づき、事務の経済性・

  効率性を確保するため補助職員に予算執行状況(差引簿)、その他関係帳簿の調査を

  命ずるとともに関係職員より所掌事務の執行状況等の説明を求め実施した。

７　監査の範囲

　　令和３年４月１日から１２月末日までの間における財務事務の執行

８　監査の結果

　〈庶務課〉

　　教育委員会の会議、人事、服務、就学援助費、特別支援教育就学奨励、まなびさ

　ぽーと資金、通学区域、学校用物品の調達、学校等施設の管理、学校等施設の維持

　補修、学校給食に関する事務等を分掌しており、それに係る財務管理及び財産管理

　について監査を行った。

　　その状況は、次のとおりである。

　(1) 総括

　　　監査を実施した事務は、おおむね適正に執行されていると認めた。

　(2) 指摘項目（注意事項）

　　　軽易な誤り等が見受けられたが、注意をしたので記述を省略した。

　(3) 財務管理

　　ア　収入及び支出事務について

　　　　収入及び支出事務について、調定及び収納事務並びに支出負担行為が法令、

　　　予算等の定めに従って適正に処理されているかについて調定決議書、予算執行

　　　伺書、予算執行状況（差引簿）、契約書類、旅行命令簿、その他関係帳簿の監

　　　査を行った。

　　イ　予算執行状況について

　　　　庶務課の管理運営に伴う予算執行状況については、次表のとおりであり、定

　　　期監査資料により関係職員の説明を求めて監査を行った。

　一般会計

　〈歳　入〉　　　　　　　　　　　　令和３年１２月３１日現在（単位　千円・％）

（款） （目） A B C  B-C 　C/A×100

国庫支出
金

教育費国庫補助金

予算現額
科　　　目 予算現額 調定額 収入済額 収入未済額 に対する

収入割合

35,693 0 0 0 0.0
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県支出金 教育費委託金

財産収入 利子及び配当金

寄附金 教育費寄附金

繰入金 基金繰入金

諸収入 雑入

　　　収入済額の主なものは、

　　　　学校給食費 千円

　　　である。

　〈歳　出〉

（款） （目） A  済額 B A-B B/A×100

教育費 教育委員会費

事務局費

学校管理費(小学校)

教育振興費(小学校)

学校管理費(中学校)

教育振興費(中学校)

学校給食費

　　（注）　庶務課が管理する予算について計上した。

　　　歳出予算執行額（支出負担行為済額）の主なものは､

千円

千円

　　　　小学校ＧＩＧＡスクール構想推進事業の使用料及び賃借料 千円

千円

千円

千円

千円

　　　　中学校ＧＩＧＡスクール構想推進事業の使用料及び賃借料 千円

千円

63,631

34,263

218,309

209,623

170,998 152,338 18,660 89.1

211,322 119,818 91,504 56.7

5,367 3,851 1,516 71.8

264,095 148,096 115,999 56.1

12 11 11 0 91.7

2 0 0 0 0.0

科　　　目

合　　　計 246,839 212,138 34,701 54.4

1 2,000 2,000 0 200,000.0

　　　　小学校施設長寿命化事業の工事請負費　　

　　　　小学校施設維持管理事業の光熱水費　　　　　

　　　　小学校校内ＬＡＮ運営事業の使用料及び賃借料　　　　　

1,000 0 0 0 0.0

390,232

353,524 244,828 210,127 34,701 59.4

26,997

52,078

3,589 1,686 1,903 47.0

予算現額  支出負担行為 差引額 執行率

117,888 98,923 18,965 83.9

818,008 647,417 170,591 79.1

合　　　計 1,591,267 1,172,129 419,138 73.7

45,860

39,017

280,137　　　  学校給食センター給食調理等業務委託料

　　　　賄材料調達事業の賄材料費(学校給食費)　　　　　

　　　　学校給食配送事業の委託料

　　　　中学校施設長寿命化事業の工事請負費　　 35,008
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千円

　　　である。

　(4) 財産管理

　　　庶務課が管理している備品（小中学校を除く。）について、備品管理システム

　　にて登載事項及び保管状況について監査を行った。

　〈学校教育課〉

　　教職員の人事一般事務・研修・教育実習、学級編成、教科書、補助教材、児童生

　徒の指導、特別支援教育、進路指導、外国人児童生徒に関すること、学校保健、教

　育相談、心理カウンセリングに関する事務等を分掌しており、それに係る財務管理

　及び財産管理について監査を行った。

　　その状況は、次のとおりである。

　(1) 総括

　　　監査を実施した事務は、おおむね適正に執行されていると認めた。

　(2) 指摘項目（注意事項）

　　ア　学校が管理する備品で、既に廃棄したのに備品台帳に残っているなど、備品　　軽易な誤り等が見受けられたが、注意したので記述を省略した。

　(3) 財務管理

　　ア　収入及び支出事務について

　　　　収入及び支出事務について、調定及び収納事務並びに支出負担行為が法令、

　　　予算等の定めに従って適正に処理されているかについて調定決議書、予算執行

　　　伺書、予算執行状況（差引簿）、契約書類、旅行命令簿、その他関係帳簿の監

　　　査を行った。

　　イ　予算執行状況について

　　　　学校教育課の管理運営に伴う予算執行状況については、次表のとおりであり、

　　　定期監査資料により関係職員の説明を求めて監査を行った。

　一般会計

　〈歳　入〉　　　　　　　　　　　　令和３年１２月３１日現在（単位　千円・％）

（款） （目） A B C  B-C 　C/A×100

国庫支出
金

教育費国庫補助金

25,845

収入割合

　　　　中学校施設維持管理事業の光熱水費　　　　　

予算現額
科　　　目 予算現額 調定額 収入済額 収入未済額 に対する

4,504 0 0 0 0.0
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県支出金 教育費県補助金

教育費委託金

諸収入 雑入

　　　収入済額の主なものは、

　　　  日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金 千円

　　　である。

　〈歳　出〉

（款） （目） A  済額 B A-B B/A×100

教育費 教育指導費

学校管理費(小学校)

教育振興費(小学校)

学校管理費(中学校)

教育振興費(中学校)

保健体育総務費

学校体育費

　　（注）　学校教育課の管理する予算について計上した。

　　　歳出予算執行額（支出負担行為済額）の主なものは､

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

1,095 0 0 0 0.0

59,131 15,819

1,165 0 0 0 0.0

383 243 140 63.4

10,935 6,562 4,373 60.0

491 311 180 63.3

14,696 9,156 5,540 62.3

　　　　日本語教育支援充実事業業務委託料

合　　　計 10,596 2,957 2,632 325 24.8

3,832 2,957 2,632 325 68.7

2,604

43,312 26.8

　　　　少人数指導授業推進事業非常勤講師報酬

　　　　中学校生徒指導対応充実事業非常勤講師報酬

278,460 206,836 71,624 74.3

科　　　目 予算現額  支出負担行為 差引額 執行率

3,255 1,102 2,153

14,775

　　　　小中学校副読本等充実事業

　　　　小中学校みどりの学校実施委託料

　　　　新型コロナウイルス対応修学旅行支援事業委託料 8,303

8,538

9,634

33.9

合　　　計 367,351 240,029 127,322 65.3

12,148

10,469

23,456

29,700

27,772

13,515

　　　　小中学校教科書改訂対応事業

　　　　小中学校英語指導助手派遣事業委託料　　　

　　　　スクールアシスタント報酬

　　　　小中学校ＩＣＴ支援事業業務委託料
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　　　である。

　(4) 財産管理

　　　学校教育課が管理している備品について、備品管理システムにて登載事項及び保

　　管状況について監査を行った。

　〈生涯学習課〉

　　文化会館・公民館に関すること、生涯学習推進計画に関すること、社会教育委員、

　ＰＴＡ連絡協議会、女性団体連絡協議会、子ども会、青少年関係団体に関すること、

　教育文化の振興に関すること、芸術文化ホールに関すること、南部市民プラザに関す

　ること、図書館の管理運営、読書活動の奨励、自主文化事業の企画運営に関すること

　等を分掌しており、それに係る財務管理及び財産管理について監査を行った。

　　その状況は、次のとおりである。

　(1) 総括

　　　監査を実施した事務は、おおむね適正に執行されていると認めた。

　(2) 指摘項目（注意事項）

　　　軽易な誤り等が見受けられたが、注意したので記述を省略した。

　(3) 財務管理

　　ア　収入及び支出事務について

　　　　収入及び支出事務について、調定及び収納事務並びに支出負担行為が法令、

　　　予算等の定めに従って適正に処理されているかについて調定決議書、予算執行

　　　伺書、予算執行状況（差引簿）、契約書類、旅行命令簿、その他関係帳簿の監

　　　査を行った。

　　イ　予算執行状況について

　　　　生涯学習課の管理運営に伴う予算執行状況については、次表のとおりであり、

　　　定期監査資料により関係職員の説明を求めて監査を行った。

　一般会計

　〈歳　入〉　　　　　　　　　　　　令和３年１２月３１日現在（単位　千円・％）

（款） （目） A B C  B-C 　C/A×100

総務費使用料

教育費使用料

収入割合

科　　　目 予算現額 調定額 収入済額 収入未済額 に対する
予算現額

使用料及
び手数料

8,910 8,61811,980

2 2 0 200.01

292 71.9
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県支出金 教育費県補助金

財産収入 財産貸付収入

利子及び配当金

繰入金 基金繰入金

諸収入 雑入

　　　収入済額の主なものは、

　　　　文化会館中央公民館使用料 千円

　　　  南部市民プラザ使用料 千円

　　　である。

　〈歳　出〉

（款） （目） A  済額 B A-B B/A×100

教育費 社会教育総務費

公民館費

青少年女性費

文化会館中央公
民館費

南部市民プラザ費

市民図書館費

芸術文化ホール費

　　（注）　生涯学習課が管理する予算について計上した。

　　　歳出予算執行額（支出負担行為済額）の主なものは､

　　　　芸術文化ホール及び市民図書館指定管理料 千円

　　　　芸術文化ホール舞台照明操作卓更新工事 千円

　　　　芸術文化ホール改修事業の使用料及び賃借料 千円

　　　　文化会館舞台関係総合管理委託料 千円

　　　　地区公民館受付業務委託料 千円

　　　　電子図書館システム連携構築作業委託料 千円

　　　　図書整備事業の備品購入費 千円

741 369

204 0 0

1,442 1,137 1,137

1,500

0 78.8

1,073 0 0 0 0.0

0 0.0

0 0 0 0.0

合　　　計 16,941 10,524 10,126 398 59.8

475 106 49.8

1,049 83.3

34,490 29,770 4,720

5,117

1,910

合　　　計 574,443 418,093 156,350 72.8

科　　　目 予算現額  支出負担行為 差引額 執行率

65,337 47,924 17,413 73.3

7,499 6,376 1,123 85.0

20,959 18,727

6,292 5,243

2,232 89.4

23,819

10,350

9,350

94.0

142,844

10,560

9,240

177,729 63,622 114,107 35.8

262,137 246,431 15,706

72,567

86.3
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　　　　文化会館・中央公民館施設維持管理事業の光熱水費 千円

　　　　公民館施設維持管理事業の光熱水費 千円

　　　　文化会館諸設備運転管理委託料 千円

　　　である。

　(4) 財産管理

　　　生涯学習課が管理している備品について、備品管理システムにて登載事項及び

　　保管状況について監査を行った。

　〈文化財課〉

　　文化財の保護、保存、管理及び修復、大浜陣屋広場及び旧大浜警察署、民俗資料

　及び市史資料、哲学たいけん村無我苑の管理運営に関する事務等を分掌しており、

　それに係る財務管理及び財産管理について監査を行った。

　　その状況は、次のとおりである。

　(1) 総括

　　　監査を実施した事務は、おおむね適正に執行されていると認めた。

　(2) 指摘項目（注意事項）

　　　軽易な誤り等が見受けられたが、注意したので記述を省略した。

　(3) 財務管理

　　ア　収入及び支出事務について

　　　　収入及び支出事務について、調定及び収納事務並びに支出負担行為が法令、

　　　予算等の定めに従って適正に処理されているかについて調定決議書、予算執行

　　　伺書、予算執行状況（差引簿）、契約書類、旅行命令簿、その他関係帳簿の監

　　　査を行った。

　　イ　予算執行状況について

　　　　文化財課の管理運営に伴う予算執行状況については、次表のとおりであり、

　　　定期監査資料により関係職員の説明を求めて監査を行った。

　一般会計

　〈歳　入〉　　　　　　　　　　　　令和３年１２月３１日現在（単位　千円・％）

（款） （目） A B C  B-C 　C/A×100

科　　　目 予算現額 調定額 収入済額 収入未済額 に対する
予算現額

9,069

7,581

収入割合

7,071
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使用料及
び手数料

教育費使用料

諸収入 雑入

　　　収入済額の主なものは、

　　　　雑入の哲学たいけん村無我苑分 千円

　　　である。

　〈歳　出〉

（款） （目） A  済額 B A-B B/A×100

教育費 文化財保護費

哲学たいけん村
無我苑費

　　（注）　文化財課が管理している予算について計上した。

　　　　

　　　歳出予算執行額（支出負担行為済額）の主なものは、

　　　　哲学たいけん村無我苑市民茶室空調設備更新工事 千円

　　　　無我苑庭園管理委託料 千円

　　　　無我苑清掃業務委託料 千円

　　　　無我苑費臨時事業の修繕料 千円

　　　　無我苑維持管理事業の光熱水費 千円

　　　である。

　(4) 財産管理

　　　文化財課が管理している備品について、備品管理システムにて登載事項及び保

　　管状況について監査を行った。

　〈藤井達吉現代美術館〉

　　美術等に関する資料の収集・保管・展示、美術館資料の保存・修復処置、図録・

　調査研究報告書等の作成及び頒布、歴史の調査研究の協力・支援、美術館の管理運

　営に関する事務等を分掌しており、それに係る財務管理及び財産管理について監査

　を行った。

　　その状況は、次のとおりである。

　(1) 総括

623 267 259 8 41.6

4,203 2,572 2,515 57 59.8

予算現額  支出負担行為 差引額 執行率

4,826 2,839 2,774

2,485

1,766

33,895 28,561 5,334 84.3

3,523

3,444

合　　　計

42,786 32,825 9,961 76.7合　　　計

科　　　目

65 57.5

8,891 4,264 4,627 48.0

6,565

2,087
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　　　監査を実施した事務は、おおむね適正に執行されていると認めた。

　(2) 指摘項目（注意事項）

　　軽易な誤り等が見受けられたが、注意したので記述を省略した。

　(3) 財務管理

　　ア　収入及び支出事務について

　　　　収入及び支出事務について、調定及び収納事務並びに支出負担行為が法令、

　　　予算等の定めに従って適正に処理されているかについて調定決議書、予算執行

　　　伺書、予算執行状況（差引簿）、契約書類、旅行命令簿、その他関係帳簿の監

　　　査を行った。

　　イ　予算執行状況について

　　　　藤井達吉現代美術館の管理運営に伴う予算執行状況については、次表のとお

　　　りであり、定期監査資料により関係職員の説明を求めて監査を行った。

　一般会計

　〈歳　入〉　　　　　　　　　　　　令和３年１２月３１日現在（単位　千円・％）

（款） （目） A B C  B-C 　C/A×100

使用料及
び手数料

教育費使用料

寄附金 教育費寄附金

諸収入 雑入

　〈歳　出〉

（款） （目） A  済額 B A-B B/A×100

教育費 美術館費

　　（注）　藤井達吉現代美術館が管理している予算について計上した。

　　　歳出予算執行額（支出負担行為済額）の主なものは、

　　　  美術館収蔵庫等増設事業（建築工事） 千円

　　　  美術館収蔵庫等増設事業　工事監理業務委託料 千円

　　　　美術館施設管理事業の光熱水費 千円

　　　  美術館建物運転管理業務委託料 千円

収入割合

予算現額
予算現額 調定額 収入済額 収入未済額 に対する

0 30 30 0 －

科　　　目

96,000 80,703 15,297 84.1

69 82 82 0 118.8

科　　　目 予算現額  支出負担行為 差引額 執行率

合　　　計 79 117 117 0 148.1

39,000

5,567

合　　　計 96,000 80,703 15,297 84.1

9,750

5,130

10 5 5 0 50.0
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　　　  美術館清掃業務委託料 千円

　　　である。

　(4) 財産管理

　　　藤井達吉現代美術館が管理している備品について、備品管理システムにて登載

　　事項及び保管状況について監査を行った。

　〈スポーツ課〉

　　　社会体育施設・臨海体育館・勤労者体育センターの管理運営、スポーツ団体の

指導育成、スポーツ・レクリエーション活動の普及振興、学校体育施設開放事業

に関する事務等を分掌しており、それに係る財務管理及び財産管理について監査

を行った。

　　その状況は、次のとおりである。

　(1) 総括

　　　監査を実施した事務は、おおむね適正に執行されていると認めた。

　(2) 指摘項目（注意事項）

　　　軽易な誤り等が見受けられたが、注意したので記述を省略した。

　(3) 財務管理

　　ア　収入及び支出事務について

　　　　収入及び支出事務について、調定及び収納事務並びに支出負担行為が法令、

　　　予算等の定めに従って適正に処理されているかについて調定決議書、予算執行

　　　伺書、予算執行状況（差引簿）、契約書類、旅行命令簿、その他関係帳簿の監

　　　査を行った。

　　イ　予算執行状況について

　　　　スポーツ課の管理運営に伴う予算執行状況については、次表のとおりであり、

　　　定期監査資料により関係職員の説明を求めて監査を行った。

　一般会計

　〈歳　入〉　　　　　　　　　　　　令和３年１２月３１日現在（単位　千円・％）

（款） （目） A B C  B-C 　C/A×100

使用料及
び手数料

教育費使用料

2,288

収入割合

28,503 20,185 18,997 1,188 66.6

科　　　目 予算現額 調定額 収入済額 収入未済額 に対する
予算現額
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財産収入 財産貸付収入

諸収入 雑入

　　　収入済額の主なものは、

　　　　社会体育施設使用料 千円

　　　　臨海体育館使用料 千円

　　　である。

　〈歳　出〉

（款） （目） A  済額 B A-B B/A×100

教育費 学校体育費

社会体育費

勤労者体育セン
ター費

臨海体育館費

　　（注）　スポーツ課が管理している予算について計上した。

　　　歳出予算執行額（支出負担行為済額）の主なものは、

　　　　臨海体育館非常用発電機更新工事　 千円

　　　　臨海体育館施設管理業務委託料 千円

　　　　スポーツ教室事業委託料

　　　　臨海公園グラウンド等管理業務委託料 千円

　　　　清掃業務委託料（臨海体育館）

　　　　臨海体育館変圧器更新工事

　　　　碧南緑地少年サッカー場芝生管理委託料 千円

　　　　臨海体育館維持管理事業の光熱水費 千円

　　　である。

　(4) 財産管理

　　　スポーツ課が管理している備品について、備品管理システムにて登載事項及び

　　保管状況について監査を行った。

111,245 75,837 35,408 68.2

1,261 1,010 251

8,564

80.1

12,205 千円

2,855 1,943 1,943 0 68.1

科　　　目 予算現額  支出負担行為 差引額 執行率

合　　　計 39,389 27,445 26,196 1,249 66.5

8,031 5,317 5,256 61 65.4

5,416

2,862 2,063 799 72.1

116,656 102,488 14,168 87.9

合　　　計 232,024 181,398 50,626 78.2

6,677

46,200

7,348 千円

12,040

8,764 千円

16,929

6,738
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　〈海浜水族館〉

　　　海浜水族館・ビオトープの管理運営、水族の収集･飼育･展示、標本資料の収集・

保管・展示及び調査研究、希少野生動植物種の調査・繁殖、校外学習・観察会・夏

季教室等の教育普及活動、特別展等各種事業の開催に関する事務等を分掌しており、

それに係る財務管理及び財産管理について監査を行った。

　　その状況は、次のとおりである。

　(1) 総括

　　　監査を実施した事務は、適正に執行されていると認めた。

　(2) 指摘項目（注意事項）

　　　軽易な誤り等が見受けられたが、注意したので記述を省略した。

　(3) 財務管理

　　ア　収入及び支出事務について

　　　　収入及び支出事務について、調定及び収納事務並びに支出負担行為が法令、

　　　予算等の定めに従って適正に処理されているかについて調定決議書、予算執行

　　　伺書、予算執行状況（差引簿）、契約書類、旅行命令簿、その他関係帳簿の監

　　　査を行った。

　　イ　予算執行状況について

　　　　海浜水族館の管理運営に伴う予算執行状況については、次表のとおりであり、

　　　定期監査資料により関係職員の説明を求めて監査を行った。

　一般会計

　〈歳　入〉　　　　　　　　　　　　令和３年１２月３１日現在（単位　千円・％）

（款） （目） A B C  B-C 　C/A×100

使用料及
び手数料

教育費使用料

財産収入 財産貸付収入

諸収入 雑入

　　　収入済額の主なものは、

　　　　水族館使用料 千円

　　　である。

科　　　目 予算現額 調定額 収入済額 収入未済額 に対する

92.7

2,067 2,067

収入割合

2,067 0 100.0

885 88.8

33,239

9,379 6,860 6,675 185 71.2

予算現額

35,856 33,939 33,239 700

合　　　計 47,302 42,866 41,981
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　〈歳　出〉

（款） （目） A  済額 B A-B B/A×100

教育費 水族館費

　　（注）　海浜水族館が管理している予算について計上した。

　　　歳出予算執行額（支出負担行為済額）の主なものは、

　　　　施設維持管理事業の光熱水費　 千円

　　　　水族館・科学館屋根防水改修工事 千円

　　　　水族館・科学館清掃業務委託料 千円

　　　　水族館展示水槽冷凍機更新工事 千円

　　　　海水搬送委託料 千円

　　　である。

　(4) 財産管理

　〈議事課〉

　市政上の重要な事項に対して、市の意思決定をする機関である議会の庶務を処理

するとともに、議会の自主的な活動を確保するための事務等を分掌しており、それ

に係る財務管理及び財産管理について監査を行った。

　　その状況は、次のとおりである。

　(1) 総括

　　　監査を実施した事務は、適正に執行されていると認めた。

　(2) 指摘項目（注意事項）

　　　なし

　(3) 財務管理

　　ア　収入及び支出事務について

　　　　収入及び支出事務について、調定及び収納事務並びに支出負担行為が法令、

　　　予算等の定めに従って適正に処理されているかについて調定決議書、予算執行

　　　伺書、予算執行状況（差引簿）、契約書類、旅行命令簿、その他関係帳簿の監

合　　　計 37,965 66.0

73,684 37,965 66.0

執行率

8,907

111,649

6,898

7,847

73,684

　　保管状況について監査を行った。

10,891

15,225

　　　海浜水族館が管理している備品について、備品管理システムにて登載事項及び

111,649

科　　　目 予算現額  支出負担行為 差引額
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　　　査を行った。

　　イ　予算執行状況について

　　　　議事課の管理運営に伴う予算執行状況については、次表のとおりであり、定

　　　期監査資料により関係職員の説明を求めて監査を行った。

　一般会計

　〈歳　入〉　　　　　　　　　　　　令和３年１２月３１日現在（単位　千円・％）

（款） （目） A B C  B-C 　C/A×100

諸収入 雑入

　〈歳　出〉

（款） （目） A  済額 B A-B B/A×100

議会費 議会費

　　（注）　議事課の管理する予算について計上した。

　　　　　

　　　歳出予算執行額（支出負担行為済額）の主なものは、

　　　　議員人件費 千円

　　　　議員研修事業 千円

　　　　議会インターネット映像配信事業委託料 千円

　　　　会議録検索システムＡＳＰ業務委託料 千円

　　　である。

　(4) 財産管理

　　　議事課が管理している備品について、備品管理システムにて登載事項及び保管

　　状況について監査を行った。

18

1,584

224,839 182,750 42,089 81.3

1875 0

4,872

科　　　目 予算現額 調定額 収入済額 収入未済額 に対する

科　　　目 予算現額  支出負担行為 差引額 執行率

合　　　計 75 18 18 0 24.0

24.0

合　　　計 224,839 182,750 42,089 81.3

1,036

収入割合

予算現額

171,271
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