
栃木市監査委員告示第１１号  

 

  地方自治法第１９９条第 1 項及び第４項の規定による定例監査を、

都市監査基準に準拠して実施したので、同条第９項の規定によりその

結果を次のとおり公表いたします。  

 

                                      平成２９年７月１９日  

 

                 栃木市監査委員   藤 沼 康 雄  

 

 

                 栃木市監査委員   天 谷 浩 明  

 

 

１．監査の実施日   平成２９年６月２９日  

２．監 査 の 対 象        生活環境部  

市民生活課 交通防犯課 保険医療課  

環境課 斎場整備室 人権・男女共同参画課  

大平市民生活課 藤岡市民生活課  

都賀市民生活課 西方市民生活課  

岩舟市民生活課  

３．監 査 の 方 法       

    平成２９年５月末日までに執行された事務事業について、関係す

る帳簿類、証ひょう書類の提出を求め、その効率性と適法性等を照

査、検討し、関係職員の説明を聴取して実施した。  

予算の執行状況については、平成２８年度の執行状況を記載した。 

４．監 査 の 結 果       

    次 の と お り      



生 活 環 境 部 

◎  市民生活課 

 

１．事務組織及び職員  

    市民生活課には３係が置かれ、課長ほか１９名でそれぞれ事務を

分掌している。  

                             

２．事務事業の実施状況  

    市民生活係では、相談事業、消費者行政事業等が行われている。  

  戸籍係では、戸籍事務、人口動態統計事務、中長期在留者住居地

届出等事務、登録型本人通知制度関連事務等が行われている。  

市民係では、窓口一般事務、住民情報管理事務、旅券事務、証明

書コンビニ交付システム事業、個人番号カード交付事業等が行われ

ている。  

  

３．予算の執行状況  

    一般会計の歳入は、予算現額 67,864,000 円に対し、収入済額

58,456,438 円で 86.14％の収入率である。  

    その主なものは、斎場使用料、霊柩自動車使用料、戸籍手数料、

住民基本台帳手数料、印鑑証明等手数料、個人番号カード交付事業

費補助金、消費者行政活性化事業費補助金である。  

    一般会計の歳出は、予算現額 121,345,000 円に対し、支出負担行

為額 103,856,652 円で 85.59％の執行率である。  

  その主なものは、消費生活相談員報酬、戸籍システム保守委託料、

戸籍システム機器賃借料、非常勤職員報酬、臨時職員賃金、住民情

報管理電算処理委託料、ＴＡＳＫソフトウェア使用料、コンビニ交

付に係る運営費負担金、住基ネット端末保守料及びリース料である。 

    一般会計の歳入（繰越明許）は、予算現額 38,402,000 円に対し、

収入済額 24,071,000 円で 62.68％の収入率である。  

    その内容は、個人番号カード交付事業費補助金である。  

   一般会計の歳出（繰越明許）は、予算現額 38,402,000 円に対し、

支出負担行為額 24,847,200 円で 64.70％の執行率である。  

  その内容は、個人番号カード交付事業費補助金である。  

なお、予算の執行は適正に行われており、その関係する帳簿、書

類等は適正に処理されていた。  

 



◎  交通防犯課 

 

１．事務組織及び職員  

    交通防犯課には２係が置かれ、課長ほか８名でそれぞれ事務を分

掌している。   

 

２．事務事業の実施状況  

   交通防犯係では、交通安全運動事業、交通安全教育事業、交通指

導員活動事業、防犯対策事業等が行われている。  

  公共交通対策係では、ふれあいバス運行事業、蔵タク運行事業等

が行われている。  

 

３．予算の執行状況  

   一般会計の歳入は、予算現額 24,784,000 円に対し、収入済額

26,453,760 円で 106.74％の収入率である。  

    その主なものは、蔵タク運行事業者運賃外収入等である。  

    一般会計の歳出は、予算現額 457,676,000 円に対し、支出負担行

為額 440,422,353 円で 96.23％の執行率である。  

  その主なものは、交通指導員等非常勤職員報酬、ＬＥＤ防犯灯設

置工事請負費、ふれあいバス運行補助金、蔵タク予約センターオペ

レーター報酬、蔵タク運行システムに係る保守委託料及び賃借料、

蔵タク運行補助金、防犯灯電気料である。  

    なお、予算の執行は適正に行われており、その関係する帳簿、書

類等は適正に処理されていた。  

 



◎  保険医療課 

 

１．事務組織及び職員 

    保険医療課には３係が置かれ、課長ほか２１名でそれぞれ事務を

分掌している。  

                                                               

２．事務事業の実施状況  

    国保係では、国民健康保険運営協議会事務、被保険者資格得喪事

務、保険給付事務、後期高齢者支援金事務、前期高齢者納付金・老

人保健拠出金・介護納付金・共同事業拠出金関連事務、人間ドック

検診事業、医療費通知事業、特定健康診査事業等が行われている。 

    年金係では、国民年金請求事務、国民年金異動処理事務、国民年

金免除申請受付事務等が行われている。  

  医療給付係では、重度心身障がい者・こども・妊産婦・ひとり親

家庭医療費助成事業、不妊治療助成事業、後期高齢者医療事務、後

期高齢者医療健康診査事業、人間ドック検診事業等が行われている。 

     

３．予算の執行状況  

    一般会計の歳入は、予算現額 1,418,432,000 円に対し、収入済額

1,424,203,495 円で 100.41％の収入率である。  

    その主なものは、国民健康保険基盤安定負担金、国民年金事務委

託金、後期高齢者医療基盤安定負担金、重度心身障がい者医療費補

助金、こども医療対策費補助金である。  

    一般会計の歳出は、予算現額 2,301,234,000 円に対し、支出負担

行為額 2,267,816,047 円で 98.55％の執行率である。  

  その主なものは、後期高齢者医療広域連合負担金、重度心身障が

い者医療費助成金、こども・妊産婦・ひとり親家庭医療費助成金、

不妊治療費助成金である。  

 国民健康保険特別会計の歳入は、予算現額 16,927,876,000 円に対

し、収入済額 16,988,421,564 円で 100.36％の収入率である。  

その主なものは、療養給付費等・介護給付費納付金・後期高齢者

支援金に係る国庫負担金、普通・特別調整交付金、療養給付費等交

付金、前期高齢者交付金、安定化調整交付金、保険財政共同安定化

事業交付金、保険基盤安定繰入金、療養給付費等交付金繰越金であ

る。 

国民健康保険特別会計の歳出は、予算現額 21,199,081,000 円に対

し、支出負担行為額 20,647,503,583 円で 97.40％の執行率である。 

  その主なものは、共同電算処理委託料、レセプト点検臨時職員賃



金、一般・退職被保険者療養給付費、一般・退職被保険者療養費、

レセプト審査手数料、一般・退職被保険者高額療養費、出産育児一

時金、葬祭費、高額医療費共同事業医療費拠出金、人間ドック検診

委託料、療養給付費等負担金返還金、保険財政共同安定化事業拠出

金、後期高齢者支援金、介護納付金、特定健診委託料である。  

後期高齢者医療特別会計の歳入は、予算現額 517,710,000 円に対

し、収入済額 507,543,292 円で 98.04％の収入率である。  

その主なものは、事務費繰入金、後期高齢者医療基盤安定繰入金、

前年度繰越金、後期高齢者健診事業広域連合負担金である。  

後期高齢者医療特別会計の歳出は、予算現額 442,383,000 円に対

し、支出負担行為額 427,010,269 円で 96.53％の執行率である。  

  その主なものは、健康診査委託料、後期高齢者医療保険基盤安定

制度負担金である。 

    なお、予算の執行は適正に行われており、その関係する帳簿、書  

類等は適正に処理されていた。  

 



◎  環境課 

 

１．事務組織及び職員  

    環境課には５係が置かれ、課長ほか２０名でそれぞれ事務を分掌

している。  

     

２．事務事業の実施状況  

  環境政策係では、環境施策推進事業、水質調査事業、ごみ減量化

推進事業、資源物回収活動団体支援事業、狂犬病予防事業、犬猫不

妊手術費補助事業等が行われている。  

  新エネルギー対策係では、住宅用太陽光発電システム等設置費補

助事業、新エネルギー普及事業、市有施設屋根貸出し事業、再生可

能エネルギー支援事業、ＬＥＤ照明リース事業等が行われている。  

 環境保全係では、環境衛生事業、墓地に関する事業、霊きゅう車

の運行・火葬・斎場の維持管理事業、土砂汚染等防止事業、大気保

全・水質保全関係業務、公害苦情処理業務等が行われている。  

 環境美化係では、地域クリーン推進員に関する事業、環境美化対

策事業、一般廃棄物の収集運搬業務、不法投棄監視事業、公衆便所

管理事業等が行われている。  

 クリーンプラザ係では、とちぎクリーンプラザ管理運営委託事業

及び管理運営経常事業、衛生センター管理運営委託事業、佐野地区

衛生施設組合斎場負担金及びし尿処理負担金関連事務等が行われて

いる。  

 

３．予算の執行状況  

 一般会計の歳入は、予算現額 552,440,000 円に対し、収入済額

574,678,051 円で 104.03％の収入率である。  

    その主なものは、聖地公園永代使用料、聖地公園墓所管理手数料、

廃棄物処理手数料、資源有価物売却代、余剰電力売却代、ペットボ

トル有償入札拠出金である。  

  一般会計の歳出は、予算現額 2,462,980,000 円に対し、支出負担

行為額 2,418,558,697 円で 98.20％の執行率である。  

  その主なものは、住宅用太陽光発電補助金、斎場管理運営委託料、

聖地公園管理基金積立金、佐野地区衛生施設組合斎場負担金、ごみ

収集事業委託料、佐野地区衛生施設組合し尿処理負担金、衛生セン

ター管理運営委託料、とちぎクリーンプラザ管理運営委託料である。 

    なお、予算の執行は適正に行われており、その関係する帳簿、書  

類等は適正に処理されていた。  



◎  斎場整備室 

 

１．事務組織及び職員  

    斎場整備室には１係が置かれ、室長ほか２名でそれぞれ事務を分

掌している。  

    

２．事務事業の実施状況  

  斎場整備係では、斎場再整備事業等に関する事務が行われている。 

 

３．予算の執行状況  

  一般会計の歳出は、予算現額 17,098,000 円に対し、支出負担行為

額 16,883,827 円で 98.75％の執行率である。  

   その主なものは、地質調査及び測量業務委託料である。  

なお、予算の執行は適正に行われており、その関係する帳簿、書

類等は適正に処理されていた。  



 ◎  人権・男女共同参画課 

 

１．事務組織及び職員  

    人権・男女共同参画課には４係が置かれ、課長ほか１１名でそれ

ぞれ事務を分掌している。   

 

２．事務事業の実施状況  

 人権推進係では、人権・同和対策推進事業、人権擁護事業、人権

施策推進プラン第２期計画策定事業等が行われている。  

 大平隣保館係では、隣保館運営事業、隣保館相談事業、隣保館管

理事業、人権同和教育事業、集会所管理事業等が行われている。  

 厚生センター係では、厚生センター運営事業、人権同和教育事業、

集会所管理事業、新栃木コミュニティ会館管理事業等が行われてい

る。  

  男女共同参画係では、男女共同参画推進団体等の活動支援事業、

男女共同参画啓発事業、男女共生大学開催事業、男女共同参画プラ

ン管理事業等が行われている。  

 

３．予算の執行状況  

    一般会計の歳入は、予算現額 15,685,000 円に対し、収入済額

15,392,696 円で 98.13％の収入率である。  

その主なものは、隣保館運営等事業費補助金である。  

一般会計の歳出は、予算現額 48,244,000 円に対し、支出負担行為

額 44,594,513 円で 92.44％の執行率である。  

  その主なものは、人権啓発指導員等報酬、人権同和対策事業委託

金、民間運動団体活動費補助金、臨時職員賃金、施設管理等委託料、

男女共同参画推進指導員報酬、集会所主催講座講師謝礼、集会所等

施設電気料及び水道料である。  

    なお、予算の執行は適正に行われており、その関係する帳簿、書  

類等は適正に処理されていた。  

 



◎ 大平市民生活課 

 

１．事務組織及び職員  

    大平市民生活課には３係が置かれ、課長ほか１７名でそれぞれ事

務を分掌している。  

  そのほか、地域包括ケア推進課職員１名が事務を兼任している。   

 

２．事務事業の実施状況  

  市民係では、諸証明等の発行・各種届出の受付・市税の収納等の

窓口事務が行われている。  

生活環境交通係では、市民相談事業、交通安全対策事業、公害対

策事業、不法投棄対策事業、ごみ収集委託事業、環境美化対策事業、

狂犬病予防事業等が行われている。  

    保健福祉係では、日本赤十字事業、身体障がい等関連証明書発行

事務、自立支援医療（更生医療）給付事業、身体障害者手帳及び療

育手帳交付等申請受付事務、福祉タクシー料金助成事業、児童手当

及び児童扶養手当支給事業、赤ちゃん誕生祝金事業、介護保険各種

申請等受付事務、健康診査事業、予防接種事業等が行われている。  

 

３．予算の執行状況  

    一般会計の歳入は、予算現額 12,190,000 円に対し、収入済額

13,366,891 円で 109.65％の収入率である。  

    その主なものは、戸籍謄抄本等手数料、住民票等手数料、印鑑登

録証明手数料、回収資源物売払収入である。  

   一般会計の歳出は、予算現額 2,330,000 円に対し、支出負担行為

額 1,964,993 円で 84.33％の執行率である。  

  その主なものは、栃木市自然環境保全活動団体事業費補助金、公

用車修繕料、交通安全教室委託料である。  

    なお、予算の執行は適正に行われており、その関係する帳簿、書

類等は適正に処理されていた。  



◎ 藤岡市民生活課 

 

１．事務組織及び職員  

    藤岡市民生活課には３係が置かれ、課長ほか１３名でそれぞれ事

務を分掌している。  

  そのほか、地域包括ケア推進課職員１名が事務を兼任している。   

 

２．事務事業の実施状況  

  市民係では、諸証明等の発行・各種届出の受付・市税の収納等の

窓口事務、部屋出張所業務が行われている。  

生活環境交通係では、市民相談事業、交通安全対策事業、公害対

策事業、不法投棄対策事業、ごみ収集委託事業、環境美化対策事業、

狂犬病予防事業、墓地管理事業等が行われている。  

    保健福祉係では、日本赤十字事業、身体障がい等関連証明書発行

事務、自立支援医療（更生医療）給付事業、身体障害者手帳及び療

育手帳交付等申請受付事務、福祉タクシー料金助成事業、児童手当

及び児童扶養手当支給事業、赤ちゃん誕生祝金事業、介護保険各種

申請等受付事務、健康診査事業、予防接種事業等が行われている。  

 

３．予算の執行状況  

    一般会計の歳入は、予算現額 8,390,000 円に対し、収入済額

9,719,683 円で 115.85％の収入率である。  

    その主なものは、墓地永代使用料、戸籍謄抄本等手数料、住民票

等手数料、印鑑登録証明手数料、回収資源物売払収入である。  

   一般会計の歳出は、予算現額 5,659,000 円に対し、支出負担行為

額 4,605,812 円で 81.39％の執行率である。  

  その主なものは、臨時職員賃金である。  

    なお、予算の執行は適正に行われており、その関係する帳簿、書

類等は適正に処理されていた。  



◎ 都賀市民生活課 

 

１．事務組織及び職員  

    都賀市民生活課には３係が置かれ、課長ほか１０名でそれぞれ事

務を分掌している。  

  そのほか、地域包括ケア推進課職員１名が事務を兼任している。   

 

２．事務事業の実施状況  

  市民係では、諸証明等の発行・各種届出の受付・市税の収納等の

窓口事務が行われている。  

生活環境交通係では、市民相談事業、交通安全対策事業、公害対

策事業、不法投棄対策事業、ごみ収集委託事業、環境美化対策事業、

狂犬病予防事業等が行われている。  

    保健福祉係では、日本赤十字事業、身体障がい等関連証明書発行

事務、自立支援医療（更生医療）給付事業、身体障害者手帳及び療

育手帳交付等申請受付事務、福祉タクシー料金助成事業、児童手当

及び児童扶養手当支給事業、赤ちゃん誕生祝金事業、介護保険各種

申請等受付事務、健康診査事業、予防接種事業等が行われている。  

 

３．予算の執行状況  

   一般会計の歳入は、予算現額 6,392,000 円に対し、収入済額

5,609,122 円で 87.75％の収入率である。  

    その主なものは、戸籍謄抄本等手数料、住民票等手数料、印鑑登

録証明手数料、回収資源物売払収入である。  

   一般会計の歳出は、予算現額 3,158,000 円に対し、支出負担行為

額 2,566,133 円で 81.26％の執行率である。  

  その主なものは、交通安全啓発看板撤去委託料、戸籍システム等

通信料である。  

    なお、予算の執行は適正に行われており、その関係する帳簿、書

類等は適正に処理されていた。  

 



◎ 西方市民生活課 

 

１．事務組織及び職員  

    西方市民生活課には３係が置かれ、課長ほか９名でそれぞれ事務

を分掌している。  

  そのほか、地域包括ケア推進課職員１名が事務を兼任している。   

 

２．事務事業の実施状況  

  市民係では、諸証明等の発行・各種届出の受付・市税の収納等の

窓口事務、真名子出張所業務、真名子夢ホール管理運営業務等が行

われている。  

生活環境交通係では、市民相談事業、交通安全対策事業、公害対

策事業、不法投棄対策事業、ごみ収集委託事業、環境美化対策事業、

狂犬病予防事業、墓地管理事業等が行われている。  

    保健福祉係では、日本赤十字事業、身体障がい等関連証明書発行

事務、自立支援医療（更生医療）給付事業、身体障害者手帳及び療

育手帳交付等申請受付事務、福祉タクシー料金助成事業、児童手当

及び児童扶養手当支給事業、赤ちゃん誕生祝金事業、介護保険各種

申請等受付事務、健康診査事業、予防接種事業等が行われている。  

 

３．予算の執行状況  

一般会計の歳入は、予算現額 3,026,000 円に対し、収入済額

3,100,911 円で 102.46％の収入率である。  

    その主なものは、戸籍謄抄本等手数料、回収資源物売払収入であ

る。 

   一般会計の歳出は、予算現額 7,123,0000 円に対し、支出負担行為

額 5,795,581 円で 81.36％の執行率である。  

  その主なものは、臨時職員賃金、真名子夢ホール電気料及び水道

料並びに機械警備等委託料である。  

なお、予算の執行は適正に行われており、その関係する帳簿、書

類等は適正に処理されていた。  



◎ 岩舟市民生活課 

 

１．事務組織及び職員  

    岩舟市民生活課には３係が置かれ、課長ほか１３名でそれぞれ事

務を分掌している。   

  そのほか、地域包括ケア推進課職員１名が事務を兼任している。   

 

２．事務事業の実施状況  

  市民係では、諸証明等の発行・各種届出の受付・市税の収納等の

窓口事務が行われている。  

生活環境交通係では、市民相談事業、交通安全対策事業、公害対

策事業、不法投棄対策事業、ごみ収集委託事業、環境美化対策事業、

狂犬病予防事業等が行われている。  

    保健福祉係では、日本赤十字事業、身体障がい等関連証明書発行

事務、自立支援医療（更生医療）給付事業、身体障害者手帳及び療

育手帳交付等申請受付事務、福祉タクシー料金助成事業、児童手当

及び児童扶養手当支給事業、赤ちゃん誕生祝金事業、介護保険各種

申請等受付事務、健康診査事業、予防接種事業等が行われている。  

 

３．予算の執行状況  

    一般会計の歳入は、予算現額 6,640,000 円に対し、収入済額

7,056,236 円で 106.27％の収入率である。  

    その主なものは、戸籍謄抄本等手数料、住民票等手数料、印鑑登

録証明手数料、回収資源物売払収入である。  

   一般会計の歳出は、予算現額 1,295,000 円に対し、支出負担行為

額 1,096,186 円で 84.65％の執行率である。  

  その主なものは、窓口一般事務費消耗品代である。  

    なお、予算の執行は適正に行われており、その関係する帳簿、書

類等は適正に処理されていた。  

 


