
 

 

 

 

 

白山市監査公表第２号 

 

 

 

地方自冶法第１９９条第１２項の規定により、白山市長から監査の結果に基づき

措置を講じた旨の通知があったので、次のとおり公表します。 

 

 

令和元年１０月１日 

 

 

 

白山市監査委員  北 田  幸 光 

 

 

白山市監査委員  小 川  義 昭 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１ 定例監査 

（その１） 

(1) 措置通知があった年月日  令和元年 8月 28日 

(2) 措置を講じた部局等    産業部企業立地室 

(3) 監査結果の公表年月日   平成 30年 4月 4日（白山市監査公表第 7号） 

(4) 監査の結果及び措置の内容 

 

（その２） 

(1) 措置通知があった年月日  令和元年 8月 28日 

(2) 措置を講じた部局等    鶴来支所総務課 

(3) 監査結果の公表年月日   平成 29年 10月 2日（白山市監査公表第 9号） 

(4) 監査の結果及び措置の内容 

 

（その３） 

(1) 措置通知があった年月日  令和元年 9月 2日 

(2) 措置を講じた部局等    総務部市民税課 

(3) 監査結果の公表年月日   平成 31年 1月 28日（白山市監査公表第 1号） 

(4) 監査の結果及び措置の内容 

 

 

 

 

 

 

監査の結果（指摘事項等） 措置の内容（改善等内容） 

 山島多目的広場の事務事業執行及び

管理等の所管を統一されたい。 

平成 31年 4月 1日より、所管を商工

課に統一した。 

監査の結果（指摘事項等） 措置の内容（改善等内容） 

富樫苑内（野々市市）に所有する電

力供給設備の所管について検討された

い。  

 平成 31年 4月 1日より、長寿介護課

に所管換えを行った。 

監査の結果（指摘事項等） 措置の内容（改善等内容） 

白山市税条例に基づき、入湯税の特

別徴収義務者から、期限内に入湯税納

入申告書が提出されるよう鋭意努力さ

れたい。 

定期的な訪問等を通じて、期限内に

申告書が提出されるよう努めていく。 



（その４） 

(1) 措置通知があった年月日  令和元年 9月 2日 

(2) 措置を講じた部局等    総務部納税課 

(3) 監査結果の公表年月日   平成 31年 1月 28日（白山市監査公表第 1号） 

(4) 監査の結果及び措置の内容 

 

（その５） 

(1) 措置通知があった年月日  令和元年 9月 2日 

(2) 措置を講じた部局等    企画振興部広報広聴課 

(3) 監査結果の公表年月日   平成 31年 3月 26日（白山市監査公表第 3号） 

(4) 監査の結果及び措置の内容 

 

（その６） 

(1) 措置通知があった年月日  令和元年 9月 3日 

(2) 措置を講じた部局等    総務部職員課 

(3) 監査結果の公表年月日   平成 30年 1月 29日（白山市監査公表第 1号） 

(4) 監査の結果及び措置の内容 

 

 

 

 

 

監査の結果（指摘事項等） 措置の内容（改善等内容） 

適正な債権管理を行うために、白山

市債権管理委員会を毎年開催された

い。 

債権管理委員会については、毎年開

催することとした。 

監査の結果（指摘事項等） 措置の内容（改善等内容） 

白山市ホームページの観光バナーに

ついて、ユーザーが閲覧しやすいよう

配置を検討されたい。 

平成 31年 4月より、白山市ホームペ

ージのトップページに新たな観光バナ

ーを設置した。 

監査の結果（指摘事項等） 措置の内容（改善等内容） 

職員一人一人が時間外勤務を減らす

よう努めることは重要であるが、市と

しての働き方改革についても検討され

たい。 

各所属の適正な人員配置を行い、特

定の職員に業務が偏ることなく、組織

的に業務を行うことや時間外勤務の上

限時間を遵守すべく、全職員への周知

を図った。 



（その７） 

(1) 措置通知があった年月日  令和元年 9月 6日 

(2) 措置を講じた部局等    健康福祉部いきいき健康課 

(3) 監査結果の公表年月日   平成 31年 3月 26日（白山市監査公表第 3号） 

(4) 監査の結果及び措置の内容 

 

（その８） 

(1) 措置通知があった年月日  令和元年 9月 10日 

(2) 措置を講じた部局等    観光文化スポーツ部施設管理課 

(3) 監査結果の公表年月日   平成 31年 3月 26日（白山市監査公表第 3号） 

(4) 監査の結果及び措置の内容 

 

（その９） 

(1) 措置通知があった年月日  令和元年 9月 12日 

(2) 措置を講じた部局等    健康福祉部こども子育て課 

(3) 監査結果の公表年月日   平成 29年 10月 2日（白山市監査公表第 7号） 

(4) 監査の結果及び措置の内容 

 

 

 

 

監査の結果（指摘事項等） 措置の内容（改善等内容） 

産後ケア事業及び産後安心ヘルパー

派遣事業について、実態と実施要綱の

整合性を取られたい。 

平成 31年 4月 1日より、要綱の改正

を行った。 

監査の結果（指摘事項等） 措置の内容（改善等内容） 

スキー場等の土地の借上げについ

て、契約を見直されたい。 

使用見込みの無い用地については、

一部で返還交渉の環境を整える準備を

開始した。 

監査の結果（指摘事項等） 措置の内容（改善等内容） 

白山市立幼稚園の管理運営に関する

規則に定める入所定員と、入所人数が

乖離しているため改善を要する。 

平日の延長保育や長期休業日の預か

り保育の実施に加え、新たに空き教室

を利用した 2 歳児預かり事業を開始し

た。今後も引き続き、保護者のニーズ

に対応した子育てしやすい環境を整備

し、児童の確保に努めていく。 



（その１０） 

(1) 措置通知があった年月日  令和元年 9月 13日 

(2) 措置を講じた部局等    総務部総務課 

(3) 監査結果の公表年月日   平成 31年 1月 28日（白山市監査公表第 1号） 

(4) 監査の結果及び措置の内容 

 

（その１１） 

(1) 措置通知があった年月日  令和元年 9月 20日 

(2) 措置を講じた部局等    観光文化スポーツ部 

ジオパーク・エコパーク推進課 

(3) 監査結果の公表年月日   平成 31年 3月 26日（白山市監査公表第 3号） 

(4) 監査の結果及び措置の内容 

 

２ 財政援助団体等監査 

（その１） 

(1) 措置通知があった年月日  令和元年 9月 10日 

(2) 措置を講じた部局等    観光文化スポーツ部施設管理課 

(3) 監査結果の公表年月日   平成 30年 1月 30日（白山市監査公表第 4号） 

(4) 監査の結果及び措置の内容 

 

監査の結果（指摘事項等） 措置の内容（改善等内容） 

町内会集会所用地の貸付契約につい

て、契約書類を整備されたい。 

貸付契約については、無償貸付して

いる町内会が認可地縁団体となるよ

う、順次進めていく。 

監査の結果（指摘事項等） 措置の内容（改善等内容） 

経年劣化や損傷が著しい白山手取川

ジオパークの解説サインパネルについ

ては、早急な修繕を要する。 

損傷が著しいものについては、順次

修繕を行っていく。 

監査の結果（指摘事項等） 措置の内容（改善等内容） 

 指定管理施設の管理に関する基本協

定書では、３０万円未満の維持管理補

修費は指定管理者の負担となっている

が、３０万円以上の修繕を（一財）地

域振興公社において実施されている。

基本協定書との整合性について検討さ

れたい。 

緊急の施設修繕等については、指定

管理者と協議し 30 万円以上と見込ま

れる場合は市で対応するよう努める。 


