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令和４年度 内部監査（第 1次）結果報告 

 

１．監査の目的及び範囲 
 本市の事務・事業の活動に伴う環境への負荷を抑制することを目的とし、本市の環境マ

ネジメントシステムで立案、計画した事項及びＩＳＯ１４００１規格の要求事項に適合し、

かつ適切に実施されているかを監査し結果を評価した。 

 監査範囲は、令和４年度内部監査計画に基づき、３９部門全てを対象としている。 

本年度の重点監査事項は、「環境影響評価について」「求められる力量と教育訓練」の２

項目としており、これらが規格の要求事項に適合しているかどうかを中心に監査を実施し

た。 
   

２．監査の実施期間及び対象部門名 
実 施 期 間 監 査 部 門 名 

令和４年５月１６日（月） 健康課、田代総合支所、会計課、学校教育課 

令和４年５月１７日（火） 危機管理課、議会事務局 

令和４年５月１８日（水） 下水道課 

令和４年５月２０日（金） 
保険課、スポーツ振興課、土木課、都市計画課、 

まちづくり課、水道課、教育総務課、農業委員会事務局 

令和４年５月２３日（月） 
財政課、管財課、市民課、福祉課、子ども課、観光課、 

比内総合支所 

令和４年５月２４日（火） 総務課、歴史文化課、監査委員事務局 

令和４年５月２５日（水） 契約検査課、環境課、長寿課、環境管理事務局 

令和４年５月２６日（木） 企画調整課、林政課、交流推進課、生涯学習課（中公含む）

令和４年５月２７日（金） 職員課、税務課、収納課、商工課 

令和４年５月３０日（月） 農政課 

令和４年６月 ３日（金） 選挙管理委員会事務局 

 

３．監査に立ち会った被監査部門の代表者の氏名 
  別紙各部門別「内部監査結果報告書」のとおり 

 

４．担当した主任監査員及び監査員の氏名 
  別紙１「内部監査員担当表」のとおり 

※ 本年度は１５班体制で実施。監査員のうち新任は８名である。 

 

５．監査基準 
  大館市内部監査要綱第５条による。 

 

６．監査の概要 
  あらかじめ監査期日を定め、チェックリストを用いて関係文書類等の調査照合及び前 
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 回指摘・要望事項の是正確認を行い、不明な点については担当職員の説明を求め、必要 

に応じて関係施設を調査した。 

 

７．監査の結果 
  監査を実施した３９部門の評価は、３６部門を『適合』としたが、１部門で『重大な

不適合』とし、２部門を『軽微な不適合』とした。 

 
  『重大な不適合』の内容は、パークセンターの環境影響評価未実施（子ども課）であ

る。「パークセンター」は、今年度所管替された施設であるが環境影響評価を行っておら

ず、そのため順守を決定している法律（フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関

する法律）に基づいて実施すべき機器類の点検を行っていなかったことである。 

環境影響評価の見直しを指示し、順守義務事項調査票、監視測定手順書等の書類を整

備させた。今後の改修工事後に監視・測定を開始すると報告を受けている。 

 
『軽微な不適合』の内容は、①休日夜間急患センターの医療廃棄物一時保管場所及び

特別管理産業廃棄物管理責任者の資格確認報告漏れ（健康課）、②石田ローズガーデンの

順守義務事項の未決定（観光課）である。 

①「休日夜間急患センター」は、感染性廃棄物が入った容器の保管について、廃棄物

処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアルに沿った運用が行われていなかったことで

ある。また、医療機関などの事業場に設置しなければならない特別管理産業廃棄物管理

責任者の資格の確認ができなかったため「軽微な不適合」としたものである。後日、事

務局へ資格確認報告書が提出されたことを確認した。 

②「石田ローズガーデン」は、上記「重大な不適合」とした事案に類似しているが、環

境影響評価を行っていたので「軽微」とした。指摘後に順守義務事項調査票を整備させ

た。同施設について他に漏れがないことを確認した。 

 
なお、３９部門のうち１２部門に計１７件の『助言』を行った。これは、内部監査員

が助言することにより、システムの運用や業務の改善につなげてほしいという狙いから

実施しているものである。 

主なものは、環境影響評価に関わることが７件、環境目標を達成するための計画策定 

における達成度の判断基準の明確化が２件、課内での情報共有についてが３件などであ

る。各部門においては、こうした助言を参考にしながら、ＥＭＳを業務効率化及び改善の

ツールとして活用いただくようお願したい。 

 
次に本年度の重点事項２点、①環境影響評価について、②求められる力量と教育訓練

について、の全体的な評価について記す。 

①については、前述のように１部門で「重大な不適合」とした。今後も公共施設等統

合管理計画に基づいて施設の統廃合や新築、長寿命化の改築などが進むと思われる。施

設所管課においては施設や設備の改修・移管・廃止時には特に注意して、機器の抽出及

び点検の有無に留意しながら適切な評価や手順書等の整備を行うよう心がけていただき

たい。その他の部門では概ね適正とした。②については、１部門で「軽微な不適合」と
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した。その他の部門では概ね適正と判断したが、この力量と教育訓練については、外部

審査において何度か指摘を受けていることもあり、今後も引き続き改善を図っていただ

きたい。  

 
その一方で、緊急事態への意識の共有が図られている、新型コロナウイルス感染症対

策についての取り組みなどが充実項目とされた部門もあり、ＥＭＳの取組みが実務者レ

ベルで活かせている好例であると思われる。引き続き、個々の理解度を深くする取組み

をお願いするとともに、ＥＭＳが業務全般に応用、活用されるようにしていただきたい。 

なお、被監査部門の監査結果は、別紙「内部監査結果報告書」のとおりであるが、１７

項目に上った『充実事項の評価』の一部を具体的に紹介する。 

 
① 課内全員で行う教育訓練という機会を活かし、市で定める緊急時の対応について

も意識の共有が図られている。 

② 環境目標について、計画段階で月ごとの予定を記載し、目標管理がしやすくなっ

ている。 

③ 業務における課題が洗い出され、改善するための検討も進められている。 

④ 年度単位で予定される事業量を勘案し、計画が立てられている。 

 
８．その他 

令和３年度の部門別の不適合（未達成）事項については下記のとおりである。「リスク

及び機会」と連動した環境目標は、７２項目となり年間目標の未達件数が１７項目とな

った。それぞれにおいて未達となった事由は異なるが、どういう事由であれ未達後の見

直し、取組みが肝要となる。令和４年度の計画策定において、システムに基づいた改善、

是正や見直しが行われていることを確認したものの、常に PDCA サイクルを回すことを

念頭に置き、適切な運用が図られるようにされたい。また、環境管理事務局からは、法

順守項目に関して浄化槽の水質基準に満たない施設の報告を受けたが、手順に従い各種

報告、記録類が整備されていた。緊急事態の発生に関しては、還付金詐欺と思われる不

審電話が市内で発生していることを受けて、翌日にはアプリを使用し市民へ周知されて

いる。迅速な対応が被害の拡大を防ぐものと思われる。 

 
≪環境目標の未達≫ 
№ 項   目 目 標 結 果 増 減 部 署 名 

1 空家等解体撤去費補助金交付件数 10 件 5 件 ▲5件 危機管理課 

2 新婚世帯の経済的負担支援件数 19 件 13 件 ▲6件 企画調整課 

3 まちづくり団体事業費補助金利用数 28 件 14 件 ▲14件 企画調整課 

4 地域応援プラン活動実施累計団体数 7 件 6 件 ▲1件 企画調整課 

5 こでん回収量 39,600kg 38,227kg ▲1,373kg 環境課 

6 ごみの排出量 982g 999g 17g 環境課 

7 ペレットストーブ設置助成 3 台 2 台 ▲1台 環境課 

8 二酸化炭素排出量 ▲1％ ※上半期 3.21％ 環境課 
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№ 項   目 目 標 結 果 増 減 部 署 名 

9 

 

 

暖房用燃料（灯油）使用量 

43,500  

870 

2,021  

本庁舎 

6,500 三ノ丸庁舎 

38,000 比内総合支所 

151 田代総合支所 

10 プロパンガスの使用 

300  

73.6  

89.8   

本庁舎 

28.1  三ノ丸庁舎 

288.1  田代総合支所 

11 民有林再造林の推進 15ha 7.91ha ▲7.09ha 林政課 

12 サテライトオフィス体験事業実施数 10 件 6 件 ▲4件 商工課 

13 パラスポーツ交流事業 3 回 2 回 ▲1回 スポーツ振興課 

14 スポーツイベントの開催 4 回 3 回 ▲1回 スポーツ振興課 

15 事務用紙使用量 200,000 枚 215,000 枚 15,500 枚 都市計画課 

16 公共下水道の水洗化戸数 13,600 戸 13,592 戸 ▲8戸 下水道課 

17 グリーン購入件数 90％ 88％ ▲2％ 比内総合支所 

 

≪法順守項目関連≫ 

№ 内容 施設名 部署名 

1 排水基準 水素イオン濃度（PH 値） 

市民の森 林政課 

麓西地区農集排 
下水道課 

 
特定事業場 

真中地区農集排 

十二所公民館 生涯学習課 

2 排水基準 大腸菌数 真中地区農集排 下水道課 

3 １１条法定検査 溶存酸素量、透視度、BOD 値 小柄沢墓園センター 市民課 

 

≪緊急事態の発生≫ 

〇還付金詐欺についての注意喚起 

 ３月３０日に、還付金詐欺と思われる不審電話が市内で発生しているとの情報提供があり、「大館市公式

くらしとごみアプリ」により市民へ周知。 
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別 紙１  内部監査員担当表 

被 監 査 部 門 班 担   当   班 

1 総務部 総務課 11 畑井 義暢 竹村 邦人 

2 総務部 危機管理課 1 木村 芳宏 畠山  稔 

3 総務部 企画調整課 5 大澤  洋 桑野 哲法 

4 総務部 職員課 3 渡辺 賢一 大里 克史 

5 総務部 財政課 6 北林  裕 浪岡 一敏 

6 総務部 管財課 8 相澤 智美 松田 暁仁 

7 総務部 契約検査課 5 大澤  洋 桑野 哲法 

8 市民部 市民課 9 柳谷 敦広 篠村 朋子 

9 市民部 保険課 10 高橋  勉 大澤 しのぶ 

10 市民部 税務課 12 石田 孝志 鳥潟 幸男 

11 市民部 収納課 12 石田 孝志 鳥潟 幸男 

12 市民部 環境課 9 柳谷 敦広 篠村 朋子 

13 福祉部 福祉課 13 工藤  忍 工藤 睦月 

14 福祉部 子ども課 14 佐々木 宏子 虻川 正人 

15 福祉部 長寿課 5 大澤  洋 桑野 哲法 

16 福祉部 健康課 15 中村 芳樹 稲葉 秀行 

17 産業部 農政課 13 工藤  忍 工藤 睦月 

18 産業部 林政課 11 畑井 義暢 竹村 邦人 

19 産業部 商工課 11 畑井 義暢 竹村 邦人 

20 観光交流スポーツ部 観光課 14 佐々木 宏子 虻川 正人 

21 観光交流スポーツ部 交流推進課 14 佐々木 宏子 虻川 正人 

22 観光交流スポーツ部 スポーツ振興課 12 石田 孝志 鳥潟 幸男 

23 建設部 土木課 2 工藤 雄一 佐藤 正和 

24 建設部 都市計画課 10 高橋  勉 大澤 しのぶ 

25 建設部 まちづくり課 6 北林  裕 浪岡 一敏 

26 建設部 水道課 8 相澤 智美 松田 暁仁 

27 建設部 下水道課 15 中村 芳樹 稲葉 秀行 

28 比内総合支所  6 北林  裕 浪岡 一敏 

29 田代総合支所  1 木村 芳宏 畠山  稔 

30 会計課 3 渡辺 賢一 大里 克史 

31 議会事務局 15 中村 芳樹 稲葉 秀行 

32 教育委員会 教育総務課 2 工藤 雄一 佐藤 正和 

33 教育委員会 学校教育課 1 木村 芳宏 畠山  稔 

34 教育委員会 生涯学習課 4 杉沢 英紀 藤島 由美子 

35 教育委員会 歴史文化課 7 久保田 武人 佐藤  元 

36 選挙管理委員会事務局 7 久保田 武人 佐藤  元 

37 農業委員会事務局 8 相澤 智美 松田 暁仁 

38 監査委員事務局 3 渡辺 賢一 大里 克史 

39 環境管理事務局 9 柳谷 敦広 篠村 朋子 

 



令和４年６月２７日

No 被監査部門名 判定 内容 代表監査員指摘

1 総務部　総務課 畑井　義暢 竹村　邦人 適合 充実：感染症対策がしっかり行われている。

2 総務部　危機管理課 木村　芳宏 畠山　稔 適合 なし

3 総務部　企画調整課 大澤　　洋 桑野　哲法 適合
助言：前年度の内部監査結果報告書が庶務担当係と管理職のみ
供覧されている。課員全員に周知し情報共有するべき。

4 総務部　職員課 渡辺　賢一 大里　克史 適合 なし

5 総務部　財政課 北林　　裕 浪岡　一敏 適合 なし

6 総務部　管財課 相澤　智美 松田　暁仁 適合

助言：①影響評価で「課内管理」とした事項について、管理方
法を確立すること。
②隔年実施の事業でも影響評価し、管理方法で実施予定年度を
明確にすること。
③内部監査の結果は課内で情報を共有し、改善の機会をもつこ
と。
充実：課内全員で行う教育訓練という機会を活かし、市で定め
る緊急時の対応についても意識の共有が図られていた。

7 総務部　契約検査課 大澤　　洋 桑野　哲法 適合 なし

8 市民部　市民課 柳谷　敦広 篠村　朋子 適合 なし

9 市民部　保険課 高橋　勉 大澤　しのぶ 適合 なし

10 市民部　税務課 石田　孝志 鳥潟　幸男 適合
充実：システムの電子化により、ゼロカーボンの取り組みにつ
ながる。

監査員

令和４年度内部監査結果総括表

適合：３６部門　 重大な不適合：１部門　　軽微な不適合：２部門 助言及び勧告事項：１７件　　充実事項及びその他事項：１７件

－1－



令和４年６月２７日

No 被監査部門名 判定 内容 代表監査員指摘監査員

11 市民部　収納課 石田　孝志 鳥潟　幸男 適合

充実：①リスク及び機会の該当はないが、独自の感染症対策の
取り組みがされている。
②税務課と連動した取り組みがあり、ゼロカーボンの取り組み
につながる。

12 市民部　環境課 柳谷　敦広 篠村　朋子 適合 なし

13 福祉部　福祉課 工藤　忍 工藤　睦月 適合

助言：①バリアフリーマップ事業について環境影響評価するこ
と。
②保存年限の違う書類が同一ファイルに保管されていたため、
次年度よりファイリングを改善すること。

14 福祉部　子ども課 佐々木　宏子 虻川　正人
重大な不

適合

重大な不適合：令和4年4月1日から所管しているパークセン
ターのエアコンの順守義務事項について環境影響評価されてい
ない。環境影響評価し直すとともに、手順書等を整備していた
だきたい。
助言：パークセンターの大規模改修にあたり、ゼロカーボンの
面を考慮に入れる余地がある。
充実：環境目標の事務用紙使用量について、計画段階で月ごと
の用紙使用予定（印刷予定）を記載しており、目標管理がしや
すくなっている。

15 福祉部　長寿課 大澤　　洋 桑野　哲法 適合 なし

16 福祉部　健康課 中村　芳樹 稲葉　秀行
軽微な不

適合

軽微な不適合：①休日夜間急患センターの医療廃棄物一時保管
場所において針や点滴セット、アンプルを廃棄したペール容器
が収納されていないため必ず、業務終了後に保管場所へ収納す
ること。
②特別管理産業廃棄物管理責任者の報告がされていないため、
資格確認を行い事務局へ報告すること。
助言：医療廃棄物一時保管場所には、取扱注意等の表示を行う
ことが義務付けられているため、表示すること。併せて、関係
者以外の者が容易に保管場所へ立ち入れないような対策を行う
ようにすることが望ましい（廃掃法施行規則第８条の１３第１
号より）

17 産業部　農政課 工藤　忍 工藤　睦月 適合 なし

18 産業部　林政課 畑井　義暢 竹村　邦人 適合
充実：木材利用促進のための様々な施策が、全てゼロカーボン
シティ実現に向けた重要な取組みであり評価できる。
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令和４年６月２７日

No 被監査部門名 判定 内容 代表監査員指摘監査員

19 産業部　商工課 畑井　義暢 竹村　邦人 適合
充実：コロナウイルス感染症拡大により大きな影響を受けた者
に対しての経済対策を積極的に行っている。

20 観光交流スポーツ部　観光課 佐々木　宏子 虻川　正人
軽微な不

適合

軽微な不適合：令和4年4月1日から所管している石田ローズ
ガーデンについて、受水槽に関する順守義務事項調査票がない
ので作成されたい。

21 観光交流スポーツ部　交流推進課 佐々木　宏子 虻川　正人 適合
助言：環境目標を達成するための計画策定において、達成・未
達成の判断基準をよりわかりやすくできないか、次回目標設定
時に改めて検討して頂きたい。

22 観光交流スポーツ部　スポーツ振興課 石田　孝志 鳥潟　幸男 適合 なし

23 建設部　土木課 工藤　雄一 佐藤　正和 適合
充実：環境実行委員を2名体制にし、事務系と現場系とで分業し
浸透が図られている。双方の役割を明確に分け、メインとサブ
の集約系統を決めているもの良い。

24 建設部　都市計画課 高橋　勉 大澤　しのぶ 適合 なし

25 建設部　まちづくり課 北林　　裕 浪岡　一敏 適合 なし

26 建設部　水道課 相澤　智美 松田　暁仁 適合

助言：①内部、外部コミュニケーションは課共通の様式で共有
できると良いと思われる。
②官民連携や民営化に向けた動きも踏まえ、基本計画にある
「安全で良質な水資源を守るまち」に関連した影響評価や目標
設定を積極的に行ってほしい。
充実：①過去の内部監査結果が保管されており、通年で見られ
るようになっている。
②緊急事態想定訓練が年単位で計画、実施できている。

27 建設部　下水道課 中村　芳樹 稲葉　秀行 適合 なし

28 比内総合支所　 北林　　裕 浪岡　一敏 適合 なし

29 田代総合支所　 木村　芳宏 畠山　稔 適合
助言：課員に対する一般研修の実施に遅れがみられるため、速
やかに行うよう助言
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令和４年６月２７日

No 被監査部門名 判定 内容 代表監査員指摘監査員

30 会計課 渡辺　賢一 大里　克史 適合

充実：①事務用紙の使用量削減への意識が非常に高く維持され
ている。
②業務における課題がしっかりと洗い出されており、改善する
ための検討もすすめられている。

31 議会事務局 中村　芳樹 稲葉　秀行 適合
充実：タブレットを活用したリモート会議を計画しており、マ
ニュアル化を進めている。タブレット端末の活用を進め、ペー
パーレス化を図っている。

32 教育委員会　教育総務課 工藤　雄一 佐藤　正和 適合

充実：小中学校にWi-Fiを整備する際に、150名もの同時接続に
耐えられる大容量を採用している。目先のコストダウンに惑わ
されず、災害避難時に脆弱になりがちな情報収集の整備を重視
したことは、真のサステナビリティと評価すべき。

33 教育委員会　学校教育課 木村　芳宏 畠山　稔 適合
助言：環境目標の「大館市子どもサミットで環境活動項目を決
定し実行する」について、実行後の達成指標も明確化して管理
するよう助言した。

34 教育委員会　生涯学習課 杉沢　英紀 藤島　由美子 適合

充実：環境影響評価について、口頭で確認しただけでも下川沿
公民館での花いっぱい運動、真中公民館でひまわり植栽、鮭稚
魚育成、各地区公民館で自治会による公民館環境整備活動な
ど、環境に有益な環境側面として評価できる事業が各地区公民
館独自に実施されていた。次期定期見直しの際は、これらにつ
いても環境影響評価を行っていただきたい。

35 教育委員会　歴史文化課 久保田 武人 佐藤　元 適合
助言：緊急事態対応手順書で定める作業手順を、実際に行いそ
の際に記録に残すことを助言した。

36 選挙管理委員会事務局 久保田 武人 佐藤　元 適合 なし

37 農業委員会事務局 相澤　智美 松田　暁仁 適合

助言：「リスク及び機会」に関連しそうな事業（業務）があれ
ば、積極的に評価してほしい。
充実：年度単位で予定される事業量を勘案し、計画が立てられ
ている。

38 監査委員事務局 渡辺　賢一 大里　克史 適合 なし
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令和４年６月２７日

No 被監査部門名 判定 内容 代表監査員指摘監査員

39 環境管理事務局 柳谷　敦広 篠村　朋子 適合

助言：①現状では、事務局の事務・事業について、設定した目
標が達成されているか判定が難しい。実行部門に位置づけられ
ていない事務局が内部監査要綱の適用範囲に含まれるか、検討
を要するものと考える。
②含まれるとした場合、事務局としても環境影響評価の実施
や、環境目標を達成するための計画策定及びその評価方法につ
いて、検討していただきたい。
充実：環境管理総括者からのマネジメントレビュー時の指示事
項や、外部審査での指摘事項に関し、環境管理マニュアルに迅
速に反映させるなど、適切に対応している。

－5－



令和４年６月２７日

計17件（その他事項を除く）

1 総務部　総務課 感染症対策がしっかり行われている。

2 総務部　管財課
課内全員で行う教育訓練という機会を活かし、市で定める緊急時の
対応についても意識の共有が図られていた。

3 市民部　税務課 システムの電子化により、ゼロカーボンの取り組みにつながる。

4 市民部　収納課

①リスク及び機会の該当はないが、独自の感染症対策の取り組みが
されている。
②税務課と連動した取り組みがあり、ゼロカーボンの取り組みにつ
ながる。

5 福祉部　子ども課
環境目標の事務用紙使用量について、計画段階で月ごとの用紙使用
予定（印刷予定）を記載しており、目標管理がしやすくなってい
る。

6 産業部　林政課
木材利用促進のための様々な施策が、全てゼロカーボンシティ実現
に向けた重要な取組みであり評価できる。

7 産業部　商工課
コロナウイルス感染症拡大により大きな影響を受けた者に対しての
経済対策を積極的に行っている。

8 建設部　土木課
環境実行委員を2名体制にし、事務系と現場系とで分業し浸透が図
られている。双方の役割を明確に分け、メインとサブの集約系統を
決めているもの良い。

9 建設部　水道課
①過去の内部監査結果が保管されており、通年で見られるように
なっている。
②緊急事態想定訓練が年単位で計画、実施できている。

10 会計課
事務用紙の使用量削減への意識が非常に高く維持されている。業務
における課題がしっかりと洗い出されており、改善するための検討
もすすめられている。

11 議会事務局
タブレットを活用したリモート会議を計画しており、マニュアル化
を進めている。タブレット端末の活用を進め、ペーパーレス化を
図っている。

12 教育委員会　教育総務課

小中学校にWi-Fiを整備する際に、150名もの同時接続に耐えられる
大容量を採用している。目先のコストダウンに惑わされず、災害避
難時に脆弱になりがちな情報収集の整備を重視したことは、真のサ
ステナビリティと評価すべき。

13 教育委員会　生涯学習課

環境影響評価について、口頭で確認しただけでも下川沿公民館での
花いっぱい運動、真中公民館でひまわり植栽、鮭稚魚育成、各地区
公民館で自治会による公民館環境整備活動など、環境に有益な環境
側面として評価できる事業が各地区公民館独自に実施されていた。
次期定期見直しの際は、これらについても環境影響評価を行ってい
ただきたい。

被監査部門名 内       容

令和４年度内部監査結果総括表（充実事項抜粋）

№
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令和４年６月２７日

被監査部門名 内       容№

14 農業委員会事務局 年度単位で予定される事業量を勘案し、計画が立てられている。

15 環境管理事務局
環境管理総括者からのマネジメントレビュー時の指示事項や、外部
審査での指摘事項に関し、環境管理マニュアルに迅速に反映させる
など、適切に対応している。
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