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                               平成２６年３月 

平成２５年度定期監査報告書 

 

標茶町監査委員 田中 俊彦 

同    鈴木 裕美 

第１ 監査の概要 

１ 監査の実施部局及び実施期間 

  監査は、次の部局を対象として平成25年12月16日から平成26年１月10日の間におい 

て実施した。 

 

区 分 監査実施課及び場等 

町長部局 

総務課 企画財政課 税務課 管理課 住民課 農林課 育成牧場 水道

課 建設課 出納室 特別養護老人ホーム デイサービスセンター 軽費

老人ホーム ふれあい交流センター 地域包括支援センター 指定居宅介

護事業所 子育て支援センター 保育園（みどり、さくら、すみれ、ひま

わり、たんぽぽ） へき地保育所（沼幌、ひしのみ）  児童館 開発セン

ター 酪農センター（磯分内、虹別） 終末処理場 町史編さん委員会事

務局 

教育委員会 

管理課 社会教育課 指導室 幼稚園 小学校（標茶、磯分内、虹別、中

茶安別、阿歴内、塘路、久著呂中央、沼幌、中御卒別） 中学校（標茶、

虹別、中茶安別、阿歴内、塘路、久著呂中央） 中央学校給食共同調理場

公民館（中央、磯分内、虹別、茶安別、塘路、阿歴内） 図書館 郷土館

各委員会事務局 議会事務局 選挙管理委員会事務局 監査委員事務局 農業委員会事務局

企業会計部局 病院事業 上水道事業 

 

 ２ 監査の主眼並びに実施した監査手続き 

   監査は、平成25年４月１日から平成25年11月30日までの各部局の予算の執行、財

務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について、次の事項に重点を置い

て実施した。 

    ⑴ 町税及び各種収納金の確保について 

    ⑵ 旅費の執行について 

⑶ 業務委託に係る契約の執行について 

⑷ 物品購入に係る契約の執行について 

⑸ 公共工事に係る入札・契約の執行について 

⑹ 町有施設における事業の管理運営について 

これらに係る監査資料を各所管課等から提出を求め、抽出により選択し関係書類

に基づいて実施した。また、監査の過程において追加資料及び関係職員への質問に

より内容確認も行った。 
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第２ 監査の結果 
財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理は総体として適正に執行されているも

のと認められる。 
 なお、次の事項については、改善措置等の検討をすることが望ましい。 
 

１ 収納状況について 
① 町税の徴収については、現年度分、滞納繰越分とも鋭意努力され改善されてきて

おります。特に、現年分の収納率アップは目覚ましいものがありますが、依然とし

て滞納が多額なため継続して徴収努力を期待します。 

② 税外収入については、特に農業費分担金、アイヌ住宅改良資金貸付金、農業水道

使用料、住宅使用料の滞納が多額であり、一層の徴収努力を期待します。 

（別紙１ 滞納繰越金の収納状況 参照） 

 

２ 規則、規程の遵守について 

備品台帳等書類整理について、一部未整備がみられることから規則、規程に基づき 

整備されたい。 

 

３ 時間外勤務の縮減について 

時間外勤務については、前年度と比較すると全般的に改善されてきているが、今年 
度は災害発生、会計検査等により大きく増加している職員がおります。健康状態が心

配されますので十分留意されることを望みます。 

 
４ 病院経営について 

町立病院の本年度１１月末現在における医業収益は、前年度同期と比較して患者数

で２，６１０人の減などにより、６７，９１３千円の減少であります。また、医業費

用は、前年度同期と比較して３，１８０千円減少していますが、厳しい状況は変わら

ず更なる経営努力が必要であります。   
また、昨年８月に実施された町立病院における北海道厚生局の施設基準等適時調査

において、入院基本料及び療養環境加算分の一部について、診療報酬等の総額約２４，

８９８千円の返還金の指示が出されました。 
今後、この様なことが再発しないよう、法、規則など熟知、精通され、町民に信頼

される病院として積極的に取り組まれることを望みます。 
 

各年度１１月末現在の実績                     （単位：人・千円） 

区 分 

医業収益 

医業費用入院 外来 計 

患者数 金額 患者数 金額 患者数 金額 

２４年度 10,245 277,181 25,975 142,648 36,220 419,829 658,815

２５年度 8,757 206,575 24,853 145,341 33,610 351,916 655,635

前年比較 △1,488 △70,606 △1,122 2,693 △2,610 △67,913 △3,180



 別紙１
１．滞納繰越金の収納状況（平成25年11月30日現在）

 税金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：円・％（　　）は前年同期

調定額 収入済額 未収額 　　収納率

町 町民税 27,392,734 3,724,038 23,668,696 13.59 (15.63)

固定資産税 46,912,640 2,424,084 44,488,556 5.17 (11.56)

軽自動車税 568,849 118,323 450,526 20.80 (26.89)

税 特別土地保有税 566,980 0 566,980 0.00 (0.00)

計 75,441,203 6,266,445 69,174,758 8.31 (13.19)

国民健康保険税 81,014,394 11,111,338 69,903,056 13.72 (10.34)

156,455,597 17,377,783 139,077,814 11.11 (11.69)

税外収入金（節で調定額100千円以上のもの）　　　　　　　　　　　　　　 　　（単位：円・％）

調定額 　 収入済額 未収額 収納率

農業費分担金 205,751,718 204,764,456 0.48

児童福祉費負担金 13,671,380 12,775,580 6.55

老人福祉費負担金 622,624 582,624 6.42

児童福祉使用料 447,400 436,400 2.46

  一般会計 農業用水道使用料 16,980,820 16,350,820 3.71

住宅使用料 25,819,739 25,377,609 1.71

土地貸付収入 170,500 170,500 0.00

土地売払収入 175,766 175,766 0.00

アイヌ住宅改良資
金貸付金元利収入

35,893,298 35,271,318 1.73

高額医療費返戻金 180,412 180,412 0.00

下水道事業費分
担金

595,000 535,000 10.08

下水道
下水道事業費負
担金

1,932,820 1,386,404 28.27

特 事　業 下水道使用料 7,112,800 6,600,080 7.21

別 集落排水使用料 189,030 102,960 45.53

会 事業勘定
１号被保険者保
険料

6,639,538 6,311,300 4.94

計 介護保険
通所生活介護利
用料

152,160 97,720 35.78

施設介護サービ
ス利用料

977,140 685,120 29.89

後期高齢 医療保険料 普通徴収保険料 1,418,979 1,041,779 26.58

企業会計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      （単位：円・％）

　区　　分 科　目 調定額 収入済額    未収額 収納率

病院事業 入院費 451,560 55,000 12.18

上水道事業 水道使用料 6,998,150 676,100 9.66

分担金負担金

0

292,020

377,200

396,560

使用料手数料

サービス勘定

6,322,050

60,000

546,416

512,720

86,070

328,238

54,440

987,262

895,800

40,000

11,000

630,000
使用料及び手数
料

財産収入

諸収入

442,130

0

0

621,980

区　　　分

合　　　　計

区　　分 科　　　　　目

分担金及び負担
金
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