第１ 監査の対象

福祉健康部（福祉健康総務課，介護保険課，保険年金課，障がい福祉課，生活
援護課，福祉医療給付課，地域包括ケアシステム推進室，地域保健課，保健予
防課，生活衛生課，健康増進課），社会福祉法人藤沢市社会福祉協議会及び公
益財団法人藤沢市まちづくり協会に係る令和元年度（２０１９年１１月末日現
在）所管業務

第２ 監査の実施日 ２０２０年３月２７日（金）

第３ 監査を実施した委員
監査委員 中 川

隆

同

永 井 俊 二

同

井 上 裕 介

同

武 藤 正 人

第４ 監査の結果
１ 福祉健康総務課
（１） 委託料の執行は適正か
１１月末日現在における委託料の執行状況は，藤沢市保健医療センター運営管理業務ほか 6
件で，契約金額 186,860,555 円（単価契約における概算契約金額を含む。），支出済額
100,037,667 円となっている。
これらが「藤沢市契約規則」等に基づき適正に執行されているかどうかについて，業務委託
契約執行決裁書，同契約書，同部分完了届，同部分完了検査調書，支出命令等を調査した結果，
支払いが遅延しているものがあるなど事務処理の一部に検討を要するものが見受けられたので，
今後の事務を執行するに当たり留意されたい。
（２） 補助金の執行は適正か
１１月末日現在における補助金の執行状況は，休日・夜間急病診療所運営費補助金ほか 12
件で，交付決定額 431,429,385 円，支出済額 275,033,138 円となっている。
これらが「藤沢市補助金交付規則」等に基づき適正に執行されているかどうかについて，10
件を抽出して補助金交付申請書，同決定通知書（写），支出命令等を調査した結果，支出済
額は適正なものと認められた。
（３） 施設の管理は適切か
ア 施設の維持管理について
１１月末日現在におけるこの課が管理する施設は，保健医療センターほか 1 件となって
いる。
これらの施設の維持管理状況について，公有財産台帳等の調査及び現地調査をした結果は，
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次のとおりである｡
（ア） 公有財産台帳等の整備状況
施設の公有財産台帳（副本）等が「藤沢市公有財産規則」に基づき適切に整備されて
いるかどうかについて調査した結果，適切なものと認められた。
（イ） 現地調査
２月５日に現地調査をした結果，適切に管理されているものと認められた。
イ 施設の目的外使用許可について
１１月末日現在における行政財産の目的外使用許可の状況は，保健医療センターにおける
清涼飲料水等自動販売機及び回収容器ほか 4 件となっている。
これらが「藤沢市公有財産規則」，「藤沢市行政財産の目的外使用に係る使用料条例」等
に基づき適切に執行されているかどうかについて，行政財産使用許可申請書，行政財産目的
外使用料減免申請書等を調査した結果，使用料の算定に誤りがあるものが見受けられたので，
今後の事務を執行するに当たり留意されたい。
ウ 普通財産の貸付けについて
１１月末日現在における普通財産の貸付けの状況は，保健医療センターにおける法人事務
室ほか 5 件となっている。
これらが「藤沢市財産の交換等に関する条例」，「藤沢市公有財産規則」等に基づき適切
に執行されているかどうかについて，建物使用貸借契約書等を調査した結果，適切なものと
認められた。
エ 普通財産の転貸について
公益財団法人藤沢市保健医療財団に貸し付けている保健医療センター１階部分について，
清涼飲料水等自動販売機設置の目的で，一部が転貸されている。
これについて，「藤沢市公有財産規則」等に基づき適切に執行されているかどうかについ
て，物件転貸承認申請書等を調査した結果，適切なものと認められた。
オ 施設用地の借用について
１１月末日現在におけるこの課の施設用地の借用状況は，保健医療センター駐車場となっ
ている。
これが「藤沢市契約規則」等に基づき適切に執行されているかどうかについて，土地賃貸
借契約書等を調査した結果，適切なものと認められた。

２ 介護保険課
（１） 介護保険料の収入は適正か
１１月末日現在における介護保険料の収入状況は，調定額 6,211,262,840 円，収入済額
4,034,442,900 円，収入未済額 2,176,819,940 円となっている。
ア 調定額について
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調定手続が「藤沢市介護保険条例」，「藤沢市財務規則」等（以下「条例等」という。）
に基づき適正に執行されているかどうかについて，８月１日付け資格異動分の 11 件につい
て住民異動届（写）及び介護保険被保険者台帳（端末）を調査した結果，適正なものと認
められた。
イ 収入状況について
収入手続が条例等に基づき適正に執行されているかどうかについて，１１月１日振替分の
収納金通知書，納付済通知書，日報書及び収納代行業者による収納金内訳表等と照合して調
査した結果，適正なものと認められた。
ウ 還付について
被保険者の死亡，市外への転出，所得更正等により保険料の過納又は誤納が生じた場合に，
当該保険料を還付している。
１１月末日現在における還付の状況は，還付対象額 42,859,220 円，還付済額 34,572,980
円，未還付額 14,784,300 円となっている。
これらが条例等に基づき適正に執行されているかどうかについて，６月１２日還付振込分
に係る介護保険料還付金請求書，過誤納額還付対象者リスト，介護保険料過誤納額還付（充
当）決議書及び過誤納金還付命令書等を調査するとともに，対象件数 258 件から 50 件を抽
出して被保険者台帳（端末）と照合した結果，適正に処理されているものと認められた。
エ 現金の取扱いについて
２月１８日に介護保険課窓口の取扱現金を実査した結果，介護保険料用つり銭及び当日の
収納金について適切に管理されているものと認められた。
（２） 補助金の執行は適正か
１１月末日現在における補助金の執行状況は藤沢市特別養護老人ホームの施設整備に係る借
入償還金補助金ほか 6 件で，交付決定額 136,315,234 円，支出済額 41,166,000 円となって
いる。
これらが「藤沢市補助金交付規則」等に基づき適正に執行されているかどうかについて，補
助金交付申請書，同決定通知書（写），支出命令等を調査した結果，支出済額は適正なもの
と認められた。

３ 保険年金課
（１） 国民健康保険料の収入は適正か
１１月末日現在における国民健康保険料の収入状況は，調定額 11,585,258,646 円，収入済
額 5,320,702,218 円，収入未済額 6,264,556,428 円となっている。
ア 調定額について
調定手続が「藤沢市国民健康保険条例」，「藤沢市財務規則」等（以下「条例等」とい
う。）に基づき適正に執行されているかどうかについて，１１月１６日付け資格異動リスト
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94 件のうち 50 件を抽出して国民健康保険資格（取得・喪失・異動）届，国民健康保険被
保険者台帳等を調査した結果，適正なものと認められた。
イ 収入状況について
収入手続が条例等に基づき適正に執行されているかどうかについて，１１月２０日収入日
の納入済通知書 131 件を調査するとともに，日報書，収納金通知書等と照合して調査した
結果，適正なものと認められた。
ウ 還付について
被保険者の社会保険加入，市外への転出，所得更正等により国民健康保険料の過納又は誤
納が生じた場合に，当該保険料を還付している。
１１月末日現在における還付の状況は，還付総額 88,351,941 円，還付済額 60,741,090
円，未還付額 27,610,851 円となっている。
これが条例等に基づき適正に執行されているかどうかについて，１１月２日付け消込アン
マッチリスト（還付 64 件）及び１１月８日付け１０月異動に伴う過納リスト（還付 168 件）
を抽出して調査した結果，適正なものと認められた。
（２） 後期高齢者医療保険料の収入は適正か
１１月末日現在における後期高齢者医療保険料の収入状況は，調定額 5,146,641,650 円，
収入済額 3,229,697,860 円，収入未済額 1,916,943,790 円となっている。
ア 調定額について
調定手続が「藤沢市財務規則」等に基づき適正に執行されているかどうかについて，調定
書，後期高齢決算調書等を調査した結果，適正なものと認められた。
イ 収入状況について
収入手続が「藤沢市後期高齢者医療に関する条例」，「藤沢市財務規則」等（以下「条例
等」という。）に基づき適正に執行されているかどうかについて，１１月２０日収入日の納
入済通知書 31 件を調査するとともに，日報書，収納金通知書等と照合して調査した結果，
収入済額は適正なものと認められた。
ウ 還付について
被保険者の死亡，市外への転出，所得更正等により後期高齢者医療保険料の過納又は誤納
が生じた場合に，当該保険料を還付している。
１１月末日現在における還付済額は 37,697,250 円となっている。
これが条例等に基づき適正に執行されているかどうかについて，１１月２０日振込分のう
ち 50 件を抽出して，後期高齢者医療保険料過誤納還付請求書等を調査した結果，適正なも
のと認められた。
エ 現金の取扱いについて
２月２８日に保険年金課窓口の保険料に係る会計管理者保管金及び保険料収納金を実査し
た結果，適切に管理されているものと認められた。
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（３） 委託料の執行は適正か
１１月末日現在における委託料の執行状況は，令和元年度藤沢市国民健康保険特定健康診査
業務ほか 17 件で，契約金額 437,034,069 円（単価契約における概算契約金額を含む。），
支出済額 252,031,942 円となっている。
これらが「藤沢市契約規則」等に基づき適正に執行されているかどうかについて，10 件を
抽出して業務委託契約執行決裁書，同契約書，同部分完了届，同部分完了検査調書，支出命令
等を調査した結果，再委託の承諾に係る手続がとられていないものが見受けられたので，今後
の事務を執行するに当たり留意されたい。

４ 障がい福祉課
（１） 使用料の収入は適正か
１１月末日現在における太陽の家体育館等の使用料の収入状況は，調定額，収入済額ともに
207,340 円となっている。
これらが「藤沢市太陽の家条例」等に基づき適正に収入されているかどうかについて，使用
申請書，日計表，体育館使用料入金状況報告，収納金通知書，納入済通知書等を調査した結
果，収入済額は適正なものと認められた。
また，２月４日に窓口での取扱現金を実査した結果，現金残高は使用申請書の合計金額と一
致し，適切に管理されているものと認められた。
（２） 補助金の執行は適正か
１１月末日現在における補助金の執行状況は，藤沢市地域活動支援センターⅢ型事業費補助
金ほか 8 件で，交付決定額 131,117,000 円，支出済額 85,118,300 円となっている。
これらが「藤沢市補助金交付規則」等に基づき適正に執行されているかどうかについて，補
助金交付申請書，同決定通知書（写），支出命令等を調査した結果，支出済額は適正なもの
と認められた。
（３） 委託料の執行は適正か
１１月末日現在における委託料の執行状況は，藤沢市太陽の家（心身障がい者福祉センター）
管理運営業務ほか 21 件で，契約金額 429,028,747 円，支出済額 292,232,387 円となってい
る。
これらが「藤沢市契約規則」等に基づき適正に執行されているかどうかについて，12 件を
抽出して業務委託契約執行決裁書，同契約書，同部分完了届，同部分完了検査調書，支出命令
等を調査した結果，契約書について，一部が欠落した状態で契約を取り交わしているものが見
受けられたので，今後の事務を執行するに当たり留意されたい。
（４） 施設の管理は適切か
ア 施設の維持管理について
１１月末日現在におけるこの課が管理する施設は，太陽の家ほか 2 施設となっている。
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これら施設の維持管理状況について，公有財産台帳等の調査及び現地調査をした結果は，
次のとおりである。
（ア） 公有財産台帳等の整備状況
施設の公有財産台帳（副本）等が「藤沢市公有財産規則」に基づき適切に整備されてい
るかどうかについて調査した結果，適切なものと認められた。
（イ） 現地調査
２月４日に現地調査した結果，適切に管理されているものと認められた。
イ 施設の目的外使用許可について
１１月末日現在における行政財産の目的外使用許可の状況は，太陽の家における災害救援
ベンダー対応型自動販売機等ほか 4 件となっている。
これらが「藤沢市公有財産規則」，「藤沢市行政財産の目的外使用に係る使用料条例」等
に基づき適切に執行されているかどうかについて，行政財産使用許可申請書，行政財産目的
外使用料減免申請書等を調査した結果，適切なものと認められた。
ウ 普通財産の貸付けについて
１１月末日現在における普通財産の貸付けの状況は，元医師公舎における障がい児者一時
預かり事業となっている。
これが「藤沢市財産の交換等に関する条例」，「藤沢市公有財産規則」等に基づき適切に
執行されているかどうかについて，土地建物使用貸借契約書等を調査した結果，適切なもの
と認められた。
エ 施設の借用について
１１月末日現在におけるこの課の施設の借用状況は，障がい者福祉センターひかりとなっ
ている。
これが「藤沢市契約規則」等に基づき適切に執行されているかどうかについて，建物賃貸
借契約書等を調査した結果，適切なものと認められた。
オ 賃借物の転貸について
１１月末日現在におけるこの課の賃借物の転貸状況は，障がい者福祉センターひかりとな
っている。
これが「藤沢市契約規則」等に基づき適切に執行されているかどうかについて，建物転貸
借契約書等を調査した結果，適切なものと認められた。

５ 生活援護課
（１） 現金の取扱いは適切か
この課での取扱現金について２月５日及び同月１０日に支出命令，生活保護費支給内訳書，
生活保護費事務所払明細書等を実査した結果，適切に管理されているものと認められた。
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６ 福祉医療給付課
（１） 使用料及び手数料の収入は適正か
１１月末日現在における使用料及び手数料の収入状況は，調定額 349,922,027 円，収入済
額 330,869,298 円，収入未済額 19,052,729 円となっている。
ア 調定額について
調定手続が「藤沢市財務規則」，「藤沢市斎場条例」，「藤沢市西富墓地条例」，「藤沢
市大庭台墓園の墓所の管理に関する条例」等（以下「条例等」という。）に基づき適正に執
行されているかどうかについて，斎場使用許可申請書，火葬証明願，大庭台墓園墓所使用申
込書，大庭台墓園墓所返還届，墓地承継使用申請書，墓地使用許可証再交付申請書及び大庭
台墓園管理料減免申請書等を調査した結果，使用料の調定が遅れているものがあるなど事務
処理の一部に検討を要するものが見受けられたので，今後の事務を執行するにあたり留意さ
れたい。
イ 収入状況について
収入手続が条例等に基づき適正に執行されているかどうかについて，１１月分の納付済通
知書，収納金通知書，納入済通知書等を照合して調査した結果，適正なものと認められた。
ウ 還付について
墓地使用者が墓地を市に返還した場合又は重複納入等の誤納が生じた場合に，当該手数料
を還付している。
１１月末日現在における還付の状況は，563,994 円となっている。
これが条例等に基づき適正に執行されているかどうかについて，墓地返還届，大庭台墓園
墓所返還届，大庭台墓園使用料等還付申請書等を照合して調査した結果，適正なものと認め
られた。
エ 現金の取扱いについて
２月２０日及び３月４日に福祉医療給付課窓口，藤沢市斎場並びに大庭台墓園事務所での
取扱現金を実査した結果，適切に管理されているものと認められた。
（２） 補助金の執行は適正か
１１月末日現在における補助金の執行状況は，藤沢市愛の輪福祉基金補助金ほか 1 件で，
交付決定額 8,398,000 円，支出済額 1,685,000 円となっている。
これらが「藤沢市補助金交付規則」等に基づき適正に執行されているかどうかについて，
補助金交付申請書，同決定通知書（写），支出命令等を調査した結果，支出済額は適正なも
のと認められた。
（３） 委託料の執行は適正か
１１月末日現在における委託料の執行状況は，大庭台墓園清掃等管理業務ほか 17 件で，契
約金額 204,801,642 円，支出済額 121,231,100 円となっている。
これらが「藤沢市契約規則」等に基づき適正に執行されているかどうかについて，10 件を
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抽出して業務委託契約執行決裁書，同契約書，同部分完了届，同部分完了検査調書，支出命令
等を調査した結果，業務の完了前に委託料を支出しているものが見受けられたので，今後の事
務を執行するに当たり留意されたい。
（４） 施設の管理は適切か
ア 施設の維持管理について
１１月末日現在におけるこの課が管理する施設は，大庭台墓園ほか 4 施設となっている。
これら施設の維持管理状況について，公有財産台帳等の調査及び現地調査をした結果は，
次のとおりである｡
（ア） 公有財産台帳等の整備状況
公有財産台帳（副本）等が「藤沢市公有財産規則」に基づき適切に整備されているかど
うかについて調査した結果，適切なものと認められた。
（イ） 現地調査
２月２３日に現地調査した結果，適切に管理されているものと認められた。
イ 施設の目的外使用許可について
１１月末日現在における行政財産の目的外使用許可の状況は，大庭台墓園における自動販
売機及び回収容器ほか 16 件となっている。
これらが「藤沢市公有財産規則」，「藤沢市行政財産の目的外使用に係る使用料条例」等
に基づき適切に執行されているかどうかについて，行政財産使用許可申請書，行政財産目的
外使用料減免申請書等を調査した結果，使用料の算定に誤りがあるものが見受けられたので，
今後の事務を執行するに当たり留意されたい。
ウ 施設用地の借用について
１１月末日現在における施設用地の借用状況は，藤沢市西富墓地で，借用面積 3,942.00
㎡となっている。
これが「藤沢市契約規則」等に基づき，適切に執行されているかどうかについて，土地
賃貸借契約書等を調査した結果，適切なものと認められた。

７ 地域包括ケアシステム推進室
（１） 老人措置費自己負担金の収入は適正か
ア 老人措置費自己負担金の賦課について
老人措置費自己負担金は，養護老人ホームに入所した被措置者及び主たる扶養義務者から，
その措置に要する費用を徴収するもので，被措置者の収入，主たる扶養義務者の税額等に応
じて賦課される。
これが「藤沢市老人福祉に関する規則」等に基づき適正に賦課されているかどうかについ
て，令和元年度の新たな入所者分 9 件の老人福祉措置申出書（兼台帳），老人福祉措置費
用徴収額決定通知書，収入資料等を調査した結果，適正に賦課されているものと認められた。
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イ 収入事務について
１１月末日現在における老人措置費自己負担金の収入状況は，調定額 35,139,568 円，収
入済額 26,496,382 円，収入未済額 8,643,186 円となっている。
これらが「藤沢市財務規則」等に基づき適正に執行されているかどうかについて，歳入執
行状況，収納金通知書，納付済通知書等を調査した結果，収入済額は適正なものと認められ
た。
（２） 委託料の執行は適正か
１１月末日現在における委託料の執行状況は，藤沢市老人福祉センター管理運営業務ほか
134 件で，契約金額 1,137,959,963 円（単価契約における概算契約金額を含む。），支出済
額 802,341,327 円となっている。
これらが「藤沢市契約規則」等に基づき適正に執行されているかどうかについて，23 件を
抽出して業務委託契約執行決裁書，同契約書，同部分完了届，同部分完了検査調書，支出命
令等を調査した結果，再委託の承諾に係る手続がとられていないものがあるなど事務処理の
一部に検討を要するものが見受けられたので，今後の事務を執行するに当たり留意されたい。
（３） 補助金の執行は適正か
１１月末日現在における補助金の執行状況は，藤沢市シルバー人材センター補助金ほか 8
件で，交付決定額 144,744,705 円，支出済額 106,082,000 円となっている。
これらが「藤沢市補助金交付規則」等に基づき適正に執行されているかどうかについて，補
助金交付申請書，同決定通知書（案），支出命令等を調査した結果，交付決定金額に誤りが
あるなど事務処理の一部に検討を要するものが見受けられたので，今後の事務を執行するに
当たり留意されたい。
（４） 施設の管理は適切か
ア 施設の維持管理について
１１月末日現在におけるこの課が管理する施設は，老人福祉センターやすらぎ荘ほか 10
施設となっている。
これら施設の維持管理状況について，公有財産台帳等の調査及び現地調査をした結果は，
次のとおりである。
（ア） 公有財産台帳等の整備状況
施設の公有財産台帳（副本）等が「藤沢市公有財産規則」に基づき適切に整備されてい
るかどうかについて調査した結果，適切なものと認められた。
（イ） 現地調査
２月５日及び同月１４日に養護老人ホームを除く施設について現地調査した結果，行政
財産の目的外使用に係る手続がなされていないものが見受けられたので，今後の事務を執
行するに当たり留意されたい。
イ 施設の目的外使用許可等について
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（ア） 目的外使用許可
１１月末日現在における行政財産の目的外使用許可の状況は，老人福祉センターやす
らぎ荘における食堂・売店ほか 32 件となっている。
これらが「藤沢市公有財産規則」，「藤沢市行政財産の目的外使用に係る使用料条例」
等に基づき適切に執行されているかどうかについて，行政財産使用許可申請書等を調査し
た結果，適切なものと認められた。
（イ） 普通財産の貸付け
１１月末日現在における普通財産の貸付けの状況は，養護老人ホームにおける老人福祉
施設となっている。
これが「藤沢市財産の交換等に関する条例」，「藤沢市公有財産規則」等に基づき適切
に執行されているかどうかについて，土地使用貸借契約書等を調査した結果，適切なもの
と認められた。
ウ 施設敷地の借用について
１１月末日現在における施設敷地の借用状況は，善行老人憩の家ほか 2 件で，借用面積
は 1125.86 ㎡となっている。
これらが「藤沢市契約規則」等に基づき適切に執行されているかどうかについて，土地使
用貸借契約書等を調査した結果，適切なものと認められた。

８ 地域保健課
（１） 医事関係許可申請手数料の収入は適正か
１１月末日現在における医事関係許可申請手数料の収入状況は，調定額，収入済額ともに
1,126,200 円となっている。
これらの手数料が「藤沢市手数料条例」，「藤沢市財務規則」等に基づき適正に収入されて
いるかどうかについて，診療所開設許可申請書，構造設備使用許可申請書，収納金通知書，
納付済通知書等を調査した結果，収入済額は適正なものと認められた。
（２） 薬事関係営業許可申請手数料の収入は適正か
１１月末日現在における薬事関係営業許可申請手数料の収入状況は，調定額，収入済額とも
に 1,172,400 円となっている。
これらの手数料が「藤沢市手数料条例」，「藤沢市財務規則」等に基づき適正に収入されて
いるかどうかについて，許可申請書，許可更新申請書，収納金通知書，納付済通知書等を調
査した結果，収入済額は適正なものと認められた。
（３） 細菌培養同定検査手数料の収入は適正か
１１月末日現在における細菌培養同定検査手数料の収入状況は，調定額，収入済額ともに
1,019,750 円となっている。
この手数料が「藤沢市手数料条例」，「藤沢市財務規則」等に基づき適正に収入されている
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かどうかについて，衛生検査依頼書，収納金通知書，納付済通知書等を調査した結果，収入
済額は適正なものと認められた。
また，２月２７日に地域保健課及び衛生検査センター窓口での取扱現金を実査した結果，現
金残高は会計管理者保管金等の合計金額と一致し，適切に管理されているものと認められた。
（４） 委託料の執行は適正か
１１月末日現在における委託料の執行状況は，藤沢市保健所・南保健センター総合管理業務
ほか 11 件で，契約金額 94,744,395 円（単価契約における概算契約金額を含み，長期継続契
約については，令和元年度分の契約金額である。），支出済額 51,301,418 円となっている。
これらが「藤沢市契約規則」等に基づき適正に執行されているかどうかについて，業務委託
契約執行決裁書，同契約書，同部分完了届，同部分完了検査調書，支出命令等を調査した結果，
随意契約の手続が適切でないものが見受けられたので，今後の事務を執行するに当たり留意さ
れたい。
（５） 施設の管理は適切か
ア 施設の維持管理について
１１月末日現在におけるこの課が管理する施設は，藤沢市保健所・南保健センターほか 1
施設となっている。
これら施設の維持管理状況について，公有財産台帳等の調査及び現地調査をした結果は，
次のとおりである。
（ア） 公有財産台帳等の整備状況
施設の公有財産台帳（副本）等が「藤沢市公有財産規則」に基づき適切に整備されてい
るかどうかについて調査した結果，適切なものと認められた。
（イ） 現地調査
２月５日及び同月２７日に現地調査した結果，適切に管理されているものと認められた。
イ 施設の目的外使用許可について
１１月末日現在における行政財産の目的外使用許可の状況は，藤沢市保健所・南保健セ
ンターにおける藤沢食品衛生協会事務室ほか 8 件となっている。
これらが「藤沢市公有財産規則」，「藤沢市行政財産の目的外使用に係る使用料条例」等
に基づき適切に執行されているかどうかについて，行政財産使用許可申請書，行政財産目的
外使用料減免申請書等を調査した結果，適切なものと認められた。
（６） 備品等の管理は適切か
１１月末日現在におけるこの課が管理する備品等のうち，重要物品は絵画「バレンシア回想」
他 4 点及び薬品はアジ化ナトリウム特級他 538 品目となっている。
これらの管理が「毒物及び劇物取締法」等に基づき適切に執行されているかどうかについて，
２月２７日に現地調査を行い，重要物品１点及び薬品 539 品目のうち，19 品目を抽出して記
録簿と照合した結果，適切に管理されているものと認められた。
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９ 保健予防課
識見監査委員によるヒアリングを実施した。

10 生活衛生課
（１） 犬の登録等手数料の収入は適正か
１１月末日現在における犬の登録等手数料の収入状況は，調定額，収入済額ともに
12,843,440 円となっている。
これらが「藤沢市手数料条例」，「藤沢市財務規則」等に基づき適正に収入されているかど
うかについて，４月分の犬の登録申請書，狂犬病予防注射済票交付（注射猶予）申出書，登
録・狂犬病予防注射実施名簿，保健所手数料執行状況報告書，収納金通知書，納付済通知書
等を調査した結果，収入済額は適正なものと認められた。
（２） 食品衛生関係営業許可申請手数料の収入は適正か
１１月末日現在における食品衛生関係営業許可申請手数料の収入状況は，調定額，収入済額
ともに 8,183,800 円となっている。
これらが「藤沢市手数料条例」，「藤沢市財務規則」等に基づき適正に収入されているかど
うかについて６月分の営業許可申請書，保健所手数料執行状況報告書，収納金通知書，納付
済通知書等を調査した結果，収入済額は適正なものと認められた。
（３） 環境衛生関係営業許可申請手数料の収入は適正か
１１月末日現在における環境衛生関係営業許可申請手数料の収入状況は，調定額，収入済額
ともに 1,575,190 円となっている。
これらが「藤沢市手数料条例」，「藤沢市財務規則」等に基づき適正に収入されているかど
うかについて，営業許可申請書，保健所手数料執行状況報告書，収納金通知書，納付済通知
書等を調査した結果，収入済額は適正なものと認められた。
また，２月２０日に窓口での取扱現金を実査した結果，現金残高は各種申請書の内容に基づ
く手数料の合計金額と一致し，適切に管理されているものと認められた。
（４） 委託料の執行は適正か
１１月末日現在における委託料の執行状況は，犬の抑留等業務ほか 2 件で，契約金額
5,100,226 円（単価契約における概算契約金額を含む。），支出済額 1,391,961 円となって
いる。
これらが「藤沢市契約規則」等に基づき適正に執行されているかどうかについて，業務委託
契約執行決裁書，同契約書，同部分完了届，同部分完了検査調書，支出命令等を調査した結果，
支出済額は適正なものと認められた。

11 健康増進課
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（１） 委託料の執行は適正か
１１月末日現在における委託料の執行状況は，後期高齢者等健康診査業務ほか 39 件で，契
約金額 1,249,114,994 円（単価契約における概算契約金額を含む｡），支出済額 707,960,542
円となっている。
これらが「藤沢市契約規則」等に基づき適正に執行されているかどうかについて，16 件を
抽出して業務委託契約執行決裁書，同契約書，同部分完了届，同部分完了検査調書，支出命令
等を調査した結果，支出済額は適正なものと認められた。

12 社会福祉法人藤沢市社会福祉協議会
（１） 老人福祉施設に係る指定管理者の業務について
１１月末日現在におけるこの法人が市からの指定（指定期間２０１８年４月１日から
２０２３年３月３１日まで）を受けて実施している老人福祉施設に係る管理業務は，藤沢市
老人福祉センター「こぶし荘」管理運営業務ほか 2 件で，令和元年度の管理運営業務に要す
る経費の額は 241,997,000 円となっている。
これらが「藤沢市老人福祉センター条例」等に基づき適正に執行されているかどうかについ
て，基本協定書，年度協定書，仕様書，収支計算書，業務報告書等を調査した結果，再委託
の承認願に係る手続がとられていないものがあるなど事務処理の一部に検討を要するものが
見受けられたので，今後の事務を執行するに当たり留意されたい。
なお，２月１４日に指定管理の対象施設を現地調査した結果，適切に管理されているものと
認められた。また, 同日に自動券売機での取扱現金を実査した結果, 現金残高は入金仕訳帳
の合計金額と一致し, 適切に管理されているものと認められた。

13 公益財団法人藤沢市まちづくり協会
識見監査委員によるヒアリングを実施した。
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