
地方自治法第１９９条第１４項の規定により，令和元年度定期監査(後期)の

結果に基づき講じた措置について，これを公表する。
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神栖市監査委員 池田 誠 様

神栖市監査委員 石井 由春 様

神栖市長 石田 進

監査の結果に基づき講じた措置状況について（通知）

下記により報告のあった監査の結果に基づき講じた措置について，地方自治法

第１９９条第１４項の規定により別紙のとおり通知します。

記

１ 対象監査報告

令和２年３月２７日付監第４０号報告（産業経済部）



令和２年３月２７日付監第４０号報告に基づき講じた措置状況について

【産業経済部共通】

番号 指摘事項 措置状況

(1)

休暇取得等について

年次休暇取得については，業務内容

の違いなどにより平均的に取得する

ことは難しい状況であるが，休暇の取

得しやすい環境づくりは必要である。

業務分担の見直しを図るなど,休

暇の取得しやすい職場の環境づくり

に努めるよう改善いたしました。

(2)

時間外勤務管理について

週休日及び休日の勤務において，４

時間又は７時間４５分を超える勤務

に対し振替としたが，休暇を取得して

いない例が見受けられる。

週休日及び休日の勤務に対する振

替休暇について，業務分担の見直し

や勤務管理を徹底し，休暇が取得で

きるよう改善いたしました。

(3)

旅行命令簿及び旅費支払について

各欄に記載漏れや誤記載がみられ

る。旅行命令者は再度確認した後，押

印するようお願いしたい。

旅行命令簿及び旅費支払につい

て，旅行命令簿等を適正に記載する

よう改善いたしました。

(4)

備品の管理について

備品台帳の各欄に記載漏れ，また，

管理者の押印漏れがみられる。台帳及

びデータを整備し，適切な管理をされ

たい。

財務規則に基づき，適切な備品台

帳等の管理に努めるよう改善いたし

ました。

(5)

特殊勤務実績簿について

神栖市職員の特殊勤務手当に関す

る規則別記様式（第 8 条関係）を使用

するようお願いしたい。

神栖市職員の特殊勤務手当に関す

る規則別記様式（第 8 条関係）を使

用し，適切な管理に努めるよう改善

いたしました。



【農林課】

番号 指摘事項 措置状況

①

農業振興事業では，ピーマンをはじ

めとして農産物のブランド力強化や

サツマイモなど，新たな作物の耕作の

支援を行っている。今後も農業活性化

の環境づくりに励まれたい。

農業振興事業については，サツマ

イモなどの新たな作物の生産体制の

強化に対する支援を継続し行ってま

いります。

②

波崎青販部会集出荷施設を実査し，

ピーマン日本一の袋詰め作業場を見

て，改めて日本一の産地だと実感し

た。「減農薬栽培」や「養液土耕栽培」

技術等も思っていた以上の件数に及

んでおり，感心させられた。若い世代

が参入しやすいよう新規就農支援等

を継続し，魅力ある農業になるようＰ

Ｒ活動等も充実されたい。

新規就農支援等の支援について

は，青年の就農意欲の喚起と就農後

の定着を図るため，経営が不安定な

就農直後５年以内の所得を確保する

給付金の支援や就農相談等を県等の

関係機関と連携し継続してまいりま

す。

また，農業のＰＲ活動については，

農業関係団体と連携し，市の特産品

である日本一のピーマンなどのＰＲ

に努めております。

③

委託業務契約の中で特命見積が多

くみられる。市内の現場状況に精通

し，業務が合理的に行えると推察する

が，競争見積に移行できるよう努めら

れたい。

委託業務契約の特命見積について

は，業務内容等を精査し，競争見積

に移行できるよう努めてまいりま

す。



【観光振興課】

番号 指摘事項 措置状況

①

当市には息栖神社，海水浴場，オー

トキャンプ場，サッカー場等の観光資

源があり，これらのＰＲ強化を実施さ

れたい。

また，東日本大震災以後，海水浴客数

は半数程度に落ち込んでいる。危機感

を持って対応策を検討されたい。

新型コロナウイルス感染症拡大の

状況を注視しながら，当市のもつ息

栖神社や海水浴場などの観光資源に

ついて，ＷＥＢ広告やポスター等に

よるＰＲを強化してまいります。

特に海水浴場については新たな楽

しみ方等を模索するとともに，イベ

ント等の開催や感染症に対応した海

水浴場の開設を検討してまいりま

す。

②

かみす防災アリーナは計画以上の

利用者数をあげている。スポーツツー

リズムにおいて，インドアスポーツの

拠点として大会や宿泊の誘致に繋げ

ていただきたい。

防災アリーナを利用した宿泊を伴

う大会開催の誘致に向け，バレーボ

ール協会や卓球協会などのインドア

スポーツ団体等に対しての誘致をし

てまいります。また，ＷＥＢ広告等

の広報活動により当市の認知度向上

を図ります。



【地籍調査課】

番号 指摘事項 措置状況

①

当市には公図さえ存在しない地域

が多数存在し，争いやトラブルが発生

している。市の発展，都市化のために，

最も基本的な基盤の一つが地籍調査

であり，できるだけ早期に整備すべき

課題である。しかしながら，地籍調査

の終了には相当な年数がかかる。調査

方法の見直しや，広報紙等で事業紹介

をする等，少しでも早く地籍調査が進

むよう努められたい。

地籍調査事業につきましては，土

地資産の基礎となる重要な情報であ

る土地の境界を所有者の同意を得て

確定していく事業であることから，

できる限り丁寧に，より正確な地籍

図・地籍簿の作成に努めるとともに，

計画地区の早期完了を目指し，引き

続き取り組んでまいります。

今後も，国土調査法に基づき，地

籍調査を円滑に進めていくために，

土地所有者の皆さんに地籍調査事業

の必要性や有効性などを理解してい

ただけるよう，地籍調査推進委員の

皆さんとも連携を図りながら，広報

活動に努めてまいります。

また，より加速して登記完了まで

業務推進を図れるよう，法的にも可

能な手法を多面的に検討しつつ，効

率的な事業運営に努めてまいりま

す。



【企業港湾商工課】

番号 指摘事項 措置状況

①

企業誘致の推進が功を奏し，今後も

企業の進出が予定されている。当市の

メリットを活かし，計画通り進むよう

努められたい。

現在，進出予定の企業については，

計画通り進んでおります。今後も，

積極的に企業誘致を推進してまいり

ます。

②

当市の更なる発展は，北公共埠頭の

整備にかかっている。港湾計画であ

る，水深１３ｍ延長２６０ｍのＡ・Ｂ

岸壁，水深７．５ｍ延長１３０ｍのＦ

岸壁，水深１１ｍ延長１９０ｍのＧ・

Ｈ岸壁の５岸壁が未だ整備されてい

ない状況となっている。国が計画通り

進めていくよう，県市をあげて更なる

要請に努められたい。

今年度の要望活動については，新

型コロナウイルス感染症の影響によ

り茨城県港湾協会による書面での要

望を行っております。鹿島港の整備

は，市の重要な施策だと考えており

ますので，引き続き強く要請してま

いります。

③

商工会事務所の移転について，商工

会は産業の振興，市の活力の維持等に

重要な役割を果たしているが，非営利

団体であることから，関係機関と十分

な検討の上で必要な支援を決定して

いくよう望むものである。

商工会の移転につきましては，現

在の建物は耐震基準を満たしていな

いことから，早期の移転をお願いし

ているところですが，感染症の影響

により市内事業者も厳しい状況に置

かれていることを踏まえ，移転の時

期や移転に必要な支援につきまして

は，柔軟に対応してまいります。



農 委 第 ９ ２ 号

令和２年９月３０日

神栖市監査委員 池田 誠 様

神栖市監査委員 石井 由春 様

神栖市農業委員会 会長 八本 邦男

監査の結果に基づき講じた措置状況について（通知）

下記により報告のあった監査の結果に基づき講じた措置について，地方自治法

第１９９条第１４項の規定により別紙のとおり通知します。

記

１ 対象監査報告

令和２年３月２７日付監第４２号報告



令和２年３月２７日付監第４２号報告に基づき講じた措置状況について

【農業委員会事務局】

番号 指摘事項 措置状況

（１）

休暇取得等について

年次休暇取得については，業務内容

の違いなどにより平均的に取得する

ことは難しい状況であるが，休暇の取

得しやすい環境づくりは必要である。

休暇の取得しやすい職場の環境づ

くりに努めるとともに，職員の健康

管理に努めるよう改善いたしまし

た。

（２）

時間外勤務管理について

週休日及び休日の勤務において，４

時間又は７時間４５分を超える勤務

に対し振替としたが，休暇を取得して

いない例が見受けられる。

時間外勤務，休日勤務に対し，勤

務管理を徹底し，振替休暇や代休を

基本として，職員の健康管理に努め

るよう改善いたしました。

（３）

旅行命令簿及び旅費支払について

各欄に記載漏れや誤記載がみられ

る。旅行命令者は再度確認した後，押

印するようお願いしたい。

条例や規則の規定に基づき，適正

な旅行命令手続きの実施について周

知徹底を図り，適正に台帳管理する

よう改善いたしました。

（４）

備品の管理について

備品台帳の各欄に記載漏れ，また，

管理者の押印漏れがみられる。台帳及

びデータを整備し，適切な管理をされ

たい。

財務規則に基づき，適切な備品の

維持管理に努めるよう改善いたしま

した。

①

耕作放棄地の増加が大きな課題にな

っている。農地利用最適化推進委員を

中心に引き続き農地パトロールを実

施し，農地の出し手と受け手の意向確

認をスムーズに進め，耕作放棄地の発

生防止，解消に向け更に努められた

い。

耕作放棄地の発生防止･解消に向け

ては，農地利用最適化推進委員を中

心に，引き続き農地パトロールを実

施しています。また，農地所有者に

対して，所有する農地の利用意向に

関する調査を進めているところで

す。農地の出し手や受け手の意向確

認を踏まえ，担い手への農地利用の

集積･集約化，新規参入の促進に繋が

るよう農林課や茨城県との連携を密

にし，情報収集及び情報提供に努め

ているところです。




