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平成２９年度会計分を対象とした定期監査等の結果について、下記のとおり取りまとめ

たのでお知らせします。 

 

（１） 定期監査 

地方自治法第 199条第 4項、野洲市監査委員条例第 2条の規定に基づき、次のとおり監査を 

行った。（平成 29年度会計分） 

①監査の方法  課の分掌事務にかかる提出資料、関係書類に基づき監査を執行。 

②実施日・対象所属課 

実施年月日 部・局 所属 

平成 29年     9月 26日 
議会事務局 

教育委員会 

議会事務局 

学校教育課・教育研究所、 教育総務課 

 
9月 27日 政策調整部 財政課、広報秘書課、企画調整課、市民病院整備課 

 

10月 24日 

みず事業所 

環境経済部 

農業委員会 

都市建設部 

上下水道課 

農林水産課 

農業委員会事務局 

道路河川課、国県事業対策室 

 
10月 25日 都市建設部 都市計画課、住宅課 

 
11月 28日 健康福祉部 

社会福祉課、高齢福祉課・地域包括支援センター 

保険年金課 

 
11月 29日 健康福祉部 

子育て家庭支援課・家庭児童相談室 

こども課・子育て支援センター 

 
12月 25日 健康福祉部 

障がい者自立支援課・地域生活支援室  

健康推進課 

 
12月 26日 教育委員会 野洲幼稚園、北野小学校 

平成 30年 1月 29日 
健康福祉部 

教育委員会 

発達支援センター  

ふれあい教育相談センター、学校給食センター 

 
1月 30日 教育委員会 野洲図書館、歴史民俗博物館 

 

2月 26日 

会計課 

監査委員事務局 

市民部 

会計課 

監査委員事務局 

生活安全課 

 
2月 27日 市民部 市民生活相談課、市民課・市民サービスセンター  

 3月 26日 総務部 
人権施策推進課・人権センター 

市民交流センター、情報システム課 
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3月 27日 市民部 協働推進課、市民活動支援センター 

 
4月 24日 教育委員会 

生涯学習スポーツ課・文化ホール 

スポーツ施設管理室、文化財保護課 

 
5月 30日 環境経済部 

商工観光課、環境課 

野洲クリーンセンター・蓮池の里 

 
6月 27日 総務部 税務課、納税推進課、人事課、総務課  
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③定期監査の結果等 

監査を執行した結果、監査の範囲内においては全般を通じてその処理状況は適正と認められた。 

ただし、次の点で検討・改善を通知した。 

 

○平成 29年 9月定期監査事項 

【議会事務局】 

監査を執行した結果、監査の範囲内においては全般を通じてその処理状況は適正と認められた。 

ただし、次の点で検討・改善を願いたい。 

① 政務活動費の使途については、関係証拠書類のホームページでの公開や「政務活動費の手引き」

に事例集を載せるなど、今後も適正な執行が図られるよう万全を期されるとともに、より一層の透明

性と公開性を高められたい。 

【学校教育課・教育研究所】 

監査を執行した結果、監査の範囲内においては全般を通じてその処理状況は適正と認められた。 

ただし、次の点で検討・改善を願いたい。 

① 通学路交通安全プログラムでは、中学生の事故が多いことから、小学生だけでなく、中学生に対す

るプログラムも取り入れるなど、通学路の交通安全対策の推進を図られたい。 

② 学校給食費の過年度分については、適切な徴収事務に努められるとともに、納税推進課と連携し

て引継ぎができるよう手続きを進められたい。 

【教育総務課】 

監査を執行した結果、監査の範囲内においては全般を通じてその処理状況は適正と認められた。 

ただし、次の点で検討・改善を願いたい。 

① 小・中学校の施設改修については、優先順位を見極め、施設等保全計画による予算確保に向けた

財政部局の調整を図りながら、計画通り事業が進められるよう施設の保全管理に努められたい。 

【財政課】 

監査を執行した結果、監査の範囲内においては全般を通じてその処理状況は適正と認められた。 

ただし、次の点で検討・改善を願いたい。 

① 中期財政見通し(平成 29年度～33年度)では、財政健全化法による実質公債費比率といった指標は改

善する見込みとなっているものの、推計では財源不足が生じ、赤字が拡大する見込みとなっている。今

後、大きな税収の伸びが期待できないなか、小・中学校を含め公共施設の老朽化対策に多額の改修

費用が見込まれることから、事業の効果的な時期の実施等優先順位を見極め、将来を見据えた展

望のある財政運営に努められたい。 

【広報秘書課】 

監査を執行した結果、監査の範囲内においては全般を通じてその処理状況は適正と認められた。 

【企画調整課】 

監査を執行した結果、監査の範囲内においては全般を通じてその処理状況は適正と認められた。 

ただし、次の点で検討・改善を願いたい。 

① 総合計画のローリング方式による実施計画の調製に当たっては、担当部署、財政課、人事課等、

関連部署との磨り合わせとＰＤＣＡを確実に行い、優先順位付けをして予算化に結びつけるよう努め

られたい。 
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【市民病院整備課】 

監査を執行した結果、監査の範囲内においては全般を通じてその処理状況は適正と認められた。 

 

○10月定期監査事項 

【上下水道課】 

監査を執行した結果、監査の範囲内においては全般を通じてその処理状況は適正と認められた。 

【農林水産課・農業委員会事務局】 

監査を執行した結果、監査の範囲内においては全般を通じてその処理状況は適正と認められた。 

ただし、次の点で検討・改善を願いたい。 

① 野洲川田園空間センターは、野洲川を通して周辺地域の営みや生活、農業等行われていたことを今後も

後世に伝承する博物館施設として、本市と守山市両市の施設となっているが、施設の存在や活動事業が市

民にあまり知られていないなど、施設の運営体制を含めコストと効果の検証をされたい。 

【道路河川課・国県事業対策室】 

監査を執行した結果、監査の範囲内においては全般を通じてその処理状況は適正と認められた。 

【都市計画課】 

監査を執行した結果、監査の範囲内においては全般を通じてその処理状況は適正と認められた。 

ただし、次の点で検討・改善を願いたい。 

① 立地適正化計画による土地利用の誘導を図るなかで、市街地における土地の有効利用だけでなく、調整

区域内の既存集落との格差が生じないよう適切な施策を講じられたい。また、市の将来的な課題である市

街化区域拡大の必要性とコンパクトシティーの考え方との整合を整理されたい。 

【住宅課】 

監査を執行した結果、監査の範囲内においては全般を通じてその処理状況は適正と認められた。 

ただし、次の点で検討・改善を願いたい。 

① 市営住宅使用料の未納対策について、収納率の向上はみられるものの依然として厳しい状況であり、一

層の納期限内納付の徹底と収入未済が生じた場合の迅速な対応など収納業務の強化を図り、引き続き収

納率向上に向けた取り組みを図られたい。 

 

○11月定期監査事項 

【社会福祉課】 

監査を執行した結果、監査の範囲内においては全般を通じてその処理状況は適正と認められた。 

ただし、次の点で検討・改善を願いたい。 

① 福祉バスはリース車として、運行開始から 16 年が経過していることでリース代は安いものの、安全性の

問題や修繕料等のリスクが高まっている。また、平成 28 年度の稼動可能日数に対する稼動日数実績で、

平日が 31％、休日が 7％、全体で 23％と決して利用率が高い状況とは言えない。このことから、市大型バ

スとの関係性と併せて福祉バスの今後のあり方について整理されたい。 

② 命のバトン配布事業については、利用者意見や各地域の取り組みを検証するなかで、引き続き今後も必

要な人に配布できるよう努められたい。そのうえで、外出先等緊急時のバトンの有用性について、もう少し

検証されたい。 

【高齢福祉課・地域包括支援センター】 

監査を執行した結果、監査の範囲内においては全般を通じてその処理状況は適正と認められた。 
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ただし、次の点で検討・改善を願いたい。 

① 高齢者福祉計画・介護保険事業計画（平成27年度～平成29年度）には、計画の円滑な推進を図るため、

年度ごとに事業の達成状況を点検し、必要な施策が講じられるよう、事業計画を点検し、評価し、次期計画

にその結果を反映することが必要とされている。このことから、介護保険運営協議会の場を活用するなど、

年度ごとに進捗状況の把握と計画の評価を行ない、その結果について広報等で公表するなどの取り組み

を進められたいい。 

【保険年金課】 

監査を執行した結果、監査の範囲内においては全般を通じてその処理状況は適正と認められた。 

【子育て家庭支援課・家庭児童相談室】 

監査を執行した結果、監査の範囲内においては全般を通じてその処理状況は適正と認められた。 

ただし、次の点で検討・改善を願いたい。 

① 母子父子家庭ふれあい事業については、親子のふれあいや子育て相談機会の場として長年に亘り社会

福祉協議会への委託事業として実施されているが、参加者が無かった事業があるなど参加者の推移は減

少傾向にあることから、効果的な事業となるよう事業の点検・評価を行うとともに、周知方法についても工夫

をされたい。 

【こども課・子育て支援センター】 

監査を執行した結果、監査の範囲内においては全般を通じてその処理状況は適正と認められた。 

ただし、次の点で検討・改善を願いたい。 

① 過年度収入に係る保育料徴収については、滞納マニュアルを基に個別納付指導を行なうとともに、納税

推進課と連携し、引き続き、適切な納付指導に取り組みながら、滞納額を減らす努力をされたい。 

 

○12月定期監査事項 

【障がい者自立支援課・地域生活支援室】 

監査を執行した結果、監査の範囲内においては全般を通じてその処理状況は適正と認められた。 

ただし、次の点で検討・改善を願いたい。 

① 障害者総合支援法により、障がい福祉サービス等を利用する全ての人にケアプランの作成が義務付

けられていることから、地域で安心して暮らせるようケアプランを作成するとともに、今後とも障がい者

が有する能力や適正に応じ、自立した日常生活または社会生活を営むことができるようにするなど、障が

い者の福祉増進を図られたい。 

【健康推進課】 

監査を執行した結果、監査の範囲内においては全般を通じてその処理状況は適正と認められた。 

ただし、次の点で検討・改善を願いたい。 

① ほほえみやす２１健康プランでは、市民の健康づくりを栄養、運動、歯、タバコ、心、健診の 6 つの領域に

分けて取り組むこととされており、栄養面に関しては食育計画と関連するなど、実践計画となっていることか

ら、それぞれ項目において目標数値を定め、検証・評価を行い、その結果を反映できるように取り組まれた

い。 

【野洲幼稚園】 

監査を執行した結果、監査の範囲内においては全般を通じてその処理状況は適正と認められた。 

【北野小学校】 

監査を執行した結果、監査の範囲内においては全般を通じてその処理状況は適正と認められた。 
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ただし、次の点で検討・改善を願いたい。 

① 給食費や教材費等多くの通帳を保管されていることから、学校で通帳や公金等を保管する場合には、校

長室の金庫等施錠管理された場所で保管管理されるよう徹底されたい。 

②公印の保管、使用等に関しては、野洲市公印規則の規定が準用されることから、適切な公印に関する事務

処理を行なうとともに、公印使用簿を作成し、使用内容等を記録するなど管理に努められたい。 

 

○平成 30年 1月定期監査事項 

【発達支援センター】 

監査を執行した結果、監査の範囲内においては全般を通じてその処理状況は適正と認められた。 

ただし、次の点で検討・改善を願いたい。 

① 療育相談事業については、専門性の高い仕事であり、職員の資質向上は必要であるものの、職員の経験

年数が短い現状にあることから、継続的に働きやすさや働き甲斐が感じられる職場環境づくりを進めるな

かで、職員の定着化を図られたい。また、引き続き新発達支援センター整備に向け、関係部局と連携して取

り組みを進められたい。 

【ふれあい教育相談センター】 

監査を執行した結果、監査の範囲内においては全般を通じてその処理状況は適正と認められた。  

ただし、次の点で検討・改善を願いたい。 

① 様々な悩みを持つ児童生徒や保護者のため、相談体制の充実に努められるとともに、ふれあい教育相談

センターだけでは解決できないことから、学校・保護者と連携し、工夫しながら、少しでも多くの不登校児童

生徒が通学できるよう、引き続き支援に努められたい。 

【学校給食センター】 

監査を執行した結果、監査の範囲内においては全般を通じてその処理状況は適正と認められた。 

ただし、次の点で検討・改善を願いたい。 

① 給食の残食は、全体として減少傾向にあるものの、保育園、中学校では小学校より高い傾向にあるなど、

引き続き子ども達の感想や保護者の意見を基に献立の選定や食材を検討し、おいしい給食の提供を行うな

かで、少しでも残食を減らす取り組みを進められたい。 

   また、本年度策定予定であった施設の整備更新計画が遅れていることから、早期に計画策定および実施

に向け取り組まれたい。 

【図書館】 

監査を執行した結果、監査の範囲内においては全般を通じてその処理状況は適正と認められた。 

ただし、次の点で検討・改善を願いたい。 

① 図書館が学びの場としての拠点となるよう運営されるとともに、図書館満足度の向上に向けた継続した活

動に取り組まれたい。また、施設の維持管理に向けた計画策定を進められたい。 

【歴史民俗博物館】 

監査を執行した結果、監査の範囲内においては全般を通じてその処理状況は適正と認められた。 

ただし、次の点で検討・改善を願いたい。 

① 本年度は博物館入館者数が対前年同期比で約 11％増となっており、開館以来の累計入館者も４７万人近

くに上っているなど、早期に５０万人が達成されるよう今後も話題性のあるテーマを選定するなかで、来館

者の維持・増加に努められたい。 

また、施設の維持更新計画の策定と早期の実施を関係部署と連携して進められたい。 
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○2月定期監査事項 

【会計課】 

監査を執行した結果、監査の範囲内においては全般を通じてその処理状況は適正と認められた。 

【監査委員事務局】 

監査を執行した結果、監査の範囲内においては全般を通じてその処理状況は適正と認められた。 

ただし、次の点で検討・改善を願いたい。 

① 監査における指摘・意見等について、監査実施対象課だけでなく全課に共通するような事項があれば、全

庁的に水平展開され、事務の執行が適正かつ効率的に行われるように周知方法を工夫されたい。 

【生活安全課】 

監査を執行した結果、監査の範囲内においては全般を通じてその処理状況は適正と認められた。 

【市民生活相談課】 

監査を執行した結果、監査の範囲内においては全般を通じてその処理状況は適正と認められた。  

【市民課・市民サービスセンター】 

監査を執行した結果、監査の範囲内においては全般を通じてその処理状況は適正と認められた。 

 

○3月定期監査事項 

【人権施策推進課・人権センター】 

監査を執行した結果、監査の範囲内においては全般を通じてその処理状況は適正と認められた。 

ただし、次の点で検討・改善を願いたい。 

① 通帳の保管・管理については、決められたルールが確実に守られているかどうか、チェックリストなどで

確認するなど、適切な保管・管理に努められたい。 

② じんけんセミナーの参加状況について、本年度、開催日時を工夫されたものの、参加率が５割に満たない

状況となっているため、研修の内容や研修方法等について更なる検討を加え、人権教育推進員の参加率

を高められたい。 

【市民交流センター】 

 監査を執行した結果、監査の範囲内においては全般を通じてその処理状況は適正と認められた。 

【情報システム課】 

監査を執行した結果、監査の範囲内においては全般を通じてその処理状況は適正と認められた。 

ただし、次の点で検討・改善を願いたい。 

① 情報セキュリティは時代とともに新しいテクノロジーを使った運用があるが、パソコン等の情報端末機を含

め、まだまだ情報管理について見つめ直す必要な部分もあることから、今後とも情報セキュリティの強化と

適切な運用を図られたい。 

【協働推進課】 

監査を執行した結果、監査の範囲内においては全般を通じてその処理状況は適正と認められた。 

ただし、次の点で検討・改善を願いたい。 

① 自治会活動交付金について、各自治会への交付総額が多額であり、交付金がまちづくり活動の活性化の

促進及び市と自治会との協働のまちづくりの推進に寄与するために適正に執行されているか、サンプリン

グ調査を行うなど、定期的にチェックをされたい。 

【市民活動支援センター】 

監査を執行した結果、監査の範囲内においては全般を通じてその処理状況は適正と認められた。  
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ただし、次の点で検討・改善を願いたい。 

① やすまる広場は、市民活動の発表や仲間の交流・活動体験の場として定着化が見られることから、引き

続き、多くの市民参画によるイベントとして開催されるとともに、参加者の安全対策に万全を期されたい。 

② 市民活動促進補助金に添付する納税証明書の必要性について、前年度にも検討を求めたところであるが、

補助金の性格上、本当に必要な書類なのか見極めたうえ、補助金交付要綱の改正も検討されたい。 

 

○4月定期監査事項 

【生涯学習スポーツ課・文化ホール】 

監査を執行した結果、監査の範囲内においては全般を通じてその処理状況は適正と認められた。 

ただし、次の点で検討・改善を願いたい。 

① 本年度、生涯学習振興計画が 5年計画の最終年度となるが、計画には目標数値等が定められていな

いため、年度ごとの事業の成果や計画の点検・評価ができないことから、次期計画の策定にあたっては、

目標設定を取り入れ、PDCAサイクルを回し、効果的に事業の点検・評価ができる仕組みを検討された

い。 

【スポーツ施設管理室】 

監査を執行した結果、監査の範囲内においては全般を通じてその処理状況は適正と認められた。 

【文化財保護課】 

監査を執行した結果、監査の範囲内においては全般を通じてその処理状況は適正と認められた。  

 

○5月定期監査事項 

【商工観光課】 

監査を執行した結果、監査の範囲内においては全般を通じてその処理状況は適正と認められた。 

ただし、次の点で検討・改善を願いたい。 

① 観光振興指針を策定され１年が経過したところであるが、指針の実現に向けた体制の整備を図られると

もに、ＰＤＣＡサイクル機能を働かせ、点検・評価を行ない、市が目指す観光のまちづくりに努められたい。 

【環境課】  

監査を執行した結果、監査の範囲内においては全般を通じてその処理状況は適正と認められた。 

ただし、次の点で検討・改善を願いたい。 

① 墓地公園管理手数料の収納対策を進められた結果、滞納繰越分の未収金が１件分のみとなったが、新

たな未収金が発生しないよう、引き続き決め細やかな納付対策に努められたい。 

【野洲クリーンセンター・蓮池の里処分場】 

監査を執行した結果、監査の範囲内においては全般を通じてその処理状況は適正と認められた。 

 

○6月定期監査事項 

【税務課】 

監査を執行した結果、監査の範囲内においては全般を通じてその処理状況は適正と認められた。 

ただし、次の点で検討・改善を願いたい。 

① 住民税課税データ電算入力業務の委託について、個人情報に関する事項が含まれていることから、契約

に基づく適切な業務を行なっているか、また、別の事業者に下請けに出されていないか等、十分注意し、適

切な執行に努められたい。 
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【納税推進課】 

監査を執行した結果、監査の範囲内においては全般を通じてその処理状況は適正と認められた。 

【総務課】 

監査を執行した結果、監査の範囲内においては全般を通じてその処理状況は適正と認められた。 

ただし、次の点で検討・改善を願いたい。 

① 昨年より件数は減っているものの、職員の不注意な運転による自損事故が多く発生していることから、事

故を起こした職員はもちろんのこと、引き続き職員の注意喚起、啓蒙に努められたい。 

② 環境マネジメントシステムについて、第 3次野洲市地球温暖化対策実行計画が平成 29年度に策定され、

平成30年度から５年計画でスタートするが、第２次計画における目標達成がどうであったのかを踏まえて、

第 3 次実行計画では、目標達成のため、どのように実施、実行、達成していくのか、その過程が見えるよう

に年度毎の目標達成度合いをホームページなどに掲載し、つながり具合が分かるようにされたい。 

【人事課】 

監査を執行した結果、監査の範囲内においては全般を通じてその処理状況は適正と認められた。 

 

（２）工事監査 

地方自治法第 199条第 5項及び野洲市監査委員条例第 3条の規定に基づき、次のとおり工事監査を行っ

た。 

【野洲市役所駐車場拡張工事】 

1 実 施 日   平成 30年 1月 30日（火） 

2 実施場所   野洲市役所庁議室 

3 対象工事名  野洲市役所駐車場拡張工事【総務課】 

4 監査の方法 

当該工事にかかる提出資料、関係資料および現場状況に基づき、協同組合 総合技術士連合に工事の

技術調査業務を委託し、同協会から派遣された技術士の支援の下、工事監査を執行。 

5 監査の結果 

監査を執行した結果、監査の範囲内においては全般を通じて、適切かつ妥当であり、特に問題は無かっ

た。 

なお、協同組合 総合技術士連合からの野洲市公共工事技術調査報告書（別紙）を参照され、同技術士

からの提案、注意事項を参考に、改善等が望まれる事項については検討をされたい。 

（総合所見） 

事監査資料及び関係書類並びに現地調査のうちから、各工種の技術調査着目点について質疑応答を行

った。質疑に関する回答（口頭及び資料による）は十分なものであった。技術調査の結果、工事全般に関す

る是正や瑕疵は見当たらなかったのでよいと認めた。 

[要望事項] 

①目視での確認であるが、造成後の表層の含水比がやや高くなっていると見られる。積雪後の雪解けの

影響もあると思われるが、簡易支持力測定等により支持力の再確認の検討が必要と思われる。 

②工事中の安全活動は十分に行われていると思われるが、今後は、計画時からの各種作業についてのリ

スクアセスメントの活用を推奨する。労働安全衛生法では努力義務化されており、全社的な取り組みが

求められる。 
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（３）財政援助団体監査 

地方自治法第 199条第 7項の規定に基づく財政援助団体等監査の結果について、同条第９項の規

定により、次のとおり報告します。 

 

【環境基本計画推進会議「水と緑・安心の野洲」】 

1 監査の種類 

  財政援助団体監査(地方自治法第 199条第 7項) 

2 監査の対象 

  対象団体  環境基本計画推進会議「水と緑・安心の野洲」 

  所管部課  環境経済部環境課 

  監査対象  平成 27年度から平成 29年度に係る出納その他の事務執行 

  補助金交付根拠 野洲市環境基本計画推進事業補助金交付要綱 

3 監査の期間 

平成 30年 6月 25日から平成 30年 7月 31日 

4 監査方法 

団体事務局(環境課)より平成27年度から平成29年度における財務関係書類を求め、事前調査を終えた

後、環境課職員より事業内容及び財務状況の説明を受けた。 

1) 事務審査日時   平成 30年 7月 4 日 午後 1時 30分より午後 3時 

2) 監査委員による監査日時  平成 30年 7月 11日  午前 10時 30分より午前 11時 20分 

3) 監査主眼 

 ・補助金の交付目的及び対象事業の内容が明確か。また、公益上の必要性は。 

 ・補助金の額の算定、交付方法、時期、手続きは適正か。 

 ・補助金交付団体への指導監督は適切に行われているか。 

 ・団体の事業計画書、予算書及び決算諸表が適切に作成されているのか。 

 ・事業は、計画及び交付条件等に従って実施され、十分効果が上げられているか。 

 ・会計経理、財産管理、記帳は適切か。 

5 監査対象団体の概要 

 1) 設立年月日 平成 20年 3月 23日(規約施行日) 

 2) 所在地 野洲市役所環境経済部環境課内 

 3) 役員及び会員(平成 29年 4月現在で 145名) 

   役員・・・代表 1名 副代表 1名  運営委員 6名 監事 2名 

    会員・・・野洲市環境基本計画の推進に賛同する市民、市民団体、事業所及び行政機関 

4) 活動目的（環境基本計画推進会議「水と緑・安心の野洲」 規約第 2条） 

    野洲市環境基本計画に基づき、市民・事業者・行政が協働して計画の基本理念「里山から琵琶湖へ、豊

かな自然とくらしが調和するまちやす」の実現を目指した活動を行うことにより、持続可能な社会を構築

することを目的としている。 

5) 団体の主な取り組み(平成 29年度) 

    平成29年度より第２次野洲市環境基本計画が発効し、基本理念の「里山から琵琶湖へつながる豊かな

自然環境とくらしが調和するまち やす」のもと、基本目標１「安全で快適な生活環境づくり」、基本目標２

「循環型社会・低炭素社会づくり」、基本目標３「里山から琵琶湖へつながる自然環境づくり」、基本目標４
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「環境学習の推進による市民活動の促進」のそれぞれに位置付けられた重点プロジェクトを展開されて

いる。 

平成 29年度のプロジェクト活動実績は下記の表のとおりである。 

自然に関すること

ごみ・資源に関すること

まち・くらしに関すること

みんなが親しむきれいな

川づくりプロジェクト

ホタルの住める川づくり 8 15

ビワマスフォーラム 1

※人数は延数で概算含む

概　　　　　要 回数 人数 プロジェクト名

91

家棟川・びわ湖清掃活動 9 58

家棟川流域生態調査 3 43

川

家棟川エコ遊覧※砂浜学習会含む 20 234

小計 41 441

里山

里山保全活動 35 407

小計 49 1,249

びわ湖を守ろうプロジェクト

漁民の森づくり事業 1 231

びわ湖学習会・ヨシ苗ポットづくり体験 3

里山を守り育てるプロジェクト

子どもや市民が里山に親しむ活動 5 747

「森づくり塾」 1 13

野洲の山を知る探索 8 82

378

ヨシ群落再生事業（ヨシ植え） 2 747

小計 7 1,458

びわ湖

びわ湖に親しむイベント（あやめ浜まつり） 1 102

緑

河辺林保全活動 39 526

まちなかの緑づくりプロジェクト

野洲川北流跡自然の森カブトムシ幼虫観察会 2 204

野洲川北流跡自然の森昆虫観察会（山部会と共催） 1

樹木の管理と剪定講習会 1 9

小計 45 858

29

野洲川北流跡自然の森タケノコ堀イベント 1 54

野洲川北流跡自然の森秋の自然観察会 1 36

自然に関すること　　小　計 142 4,006

概　　　　　要 回数 人数 プロジェクト名

環境学習 出前講座（リサイクルペーパーアート） 4 93

ごみの資源化プロジェクト
廃食油再利用

出前講座（エコキャンドルづくり） 2 67

先進事例研修

ごみ・資源に関すること　　小　計 8 204

※人数は延数で概算含む

1 6

リユース リユース物品無償譲渡会 1 38

概　　　　　要 回数 人数 プロジェクト名

ごみ減量

出前講座（人形劇・紙芝居・雑がみ啓発・分別クイズ） 6 223

ごみ減量プロジェクト

小計 8 245

エコドライブ エコドライブ教習会 1 6

マイバック持参、レジ袋削減啓発キャンペーン 1 12

食品ロスに関する講演会 1 10

地球温暖化対策推進プロジェクト

まち・くらしに関すること　　小　計 9 251

合　　　　　　　　　　計 159 4,461 ・概算含む
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6 決算の状況（監査資料より） 

 平成27年度から平成29年度決算は、次のとおり。 

 

収 入                                                        単位： (円) 

科 目 平成29年度 平成28年度 平成27年度 説  明 

会   費 100,000 101,500 105,000 

個人     ＠500円 

市民団体 ＠1,000円 

自治会   ＠1,000円 

企業     ＠2,000円 

補 助 金 2,150,000 1,400,000 1,600,000 野洲市 

繰 越 金 107,945 118,066 188,032 前年度繰越金 

雑   入 3,950 11 678 
預金利息 

出前講座材料負担金等 

合 計 2,361,895 1,619,577 1,893,710  

 

支 出                                                          単位：(円) 

科  目 平成29年度 平成28年度 平成27年度 説  明 

報償費 179,005 160,835 162,551 イベント、学習会等講師謝礼 

旅費 108,216 136,500 142,490 各活動費用弁償 

需用費 1,137,046 807,349 779,800  

 

消耗品費 578,340 423,044 502,400 事務用消耗品 

食糧費 201,102 145,229 178,693 活動時飲食代 

印刷製本費 337,480 226,400 80,493 冊子、資料等コピー代 

燃料費 15,264 10,268 11,416 イベント昼食時ガス代 

修繕料 4,860 2,408 6,798 チェーンソー修理代 

役務費 157,166 151,906 182,846 郵送代、ボランティア保険 

委託料 296,400 0 0 ビワマス魚道設置等 

使用料・賃借料 123,580 143,980 264,690 エコ遊覧船代等 

原材料費 12,844 0 9,751 ビワマス産卵床用 

備品購入費 275,236 111,062 193,516 デジカメ、トランシーバー等 

負担金 0 0 40,000 収穫祭参加負担金 

合 計 2,289,493 1,511,632 1,775,644  

 

7 監査結果 

 環境基本計画推進会議「水と緑・安心の野洲」(以下、「推進会議」という。)は、平成19年度策定の第一次野

洲市環境基本計画を市民・事業者・行政が協働で推進する組織として平成20年3月23日に設立された。活動

内容は、里山や野洲川北流跡河辺林の保全活動、川や湖に親しんでもらうイベントやリユース・リサイクル

に関する講座などの開催が実施されている。 



 12 

発足当時から、基本計画推進に向け市の取組みと協働して事業が進められてきたことから、市と密接な関

わりを持って活動が行われてきており、また、当初から環境課職員が団体の事務全般を担ってきたこともあり、

自立した活動へ今後どのように関わっていくのかが課題となっている。 

推進会議の会員数は、150 名前後でここ数年微減の状況にある。各プロジェクトの活動実績は、各年度の

総会資料に記載さているが、多くの市民の参加実績がある。活動内容等の情報発信については、ホームペー

ジやニュースレターで各種啓発や周知が図られている。 

出納事務については市職員が行い、出納帳や収支調書など関係資料が整い、監査の範囲においては不適

正な経理は見受けられず、補助金支出の大半は、イベントの講師謝礼や事業実施に係る需用費や通信運搬

費等の経費であり、一部支払い遅延や年度末の備品購入が見受けられたものの、概ね適正な執行であっ

た。 

 


