
５．財務関係　
（１）決算不認定に関する調　（平成２６年４月１日　から　平成２８年３月３１日　まで）
　①　都道府県分

都道府県名 不認定採決日 議員定数 議決状況 不認定後の議会における対応状況

岩手県
平成26年12月定例会

(H26.12.10)
48

賛成14
反対26

平成27年2月定例会（代表質問）：再発防止対策として、内部管理体制の強化、職員の資質向
上等県組織全体として補助事業の適正執行に努めてきた旨、知事が説明。

計 1件

不認定の理由

【一般会計】
緊急雇用創出事業に係る補助金返還事案



　②　市町村分

都道府県名 市町村名 不認定採決日 議員定数 議決状況 不認定の理由 不認定後の議会における対応状況

北海道 芽室町
平成26年9月定例会
（H27.12.20）

16
賛成  2
反対 11

【一般会計】
不適切な会計処理
・平成24年度工事請負費の支払いに係る
不適切な会計事務処理
・平成25年度道路修繕工事日等の支払い
遅延

平成27年6月定例会（一般質問）：町長が再発防止策について説明
①公務員倫理・服務規律の徹底（服務・規律の職員研修等）
②支払事務及び工事等執行事務の適正化（チェック体制の強化、修繕工事マニュアルの作成
等）
③人事・組織の活性化（職務職責に応じた事務分担設定　適性な人員配置等）
④職場風土の改善（コミュニケーションの推進、メンタルヘルス対策等）

宮城県 登米市
平成27年第3回（9月）定例
会（H26.9.24）

26
賛成 10
反対 14

【下水道事業特別会計】
滞納者の滞納処分、延滞金の取り扱いの
事務処理対応の不備

執行部の対応については、特になし。

秋田県 男鹿市
平成27年9月定例会

（H27.9.17）
20 反対（全会一致）

【一般会計及び各特別会計】
元税務課職員による公金着服事件（平成
19年から長期にわたり、滞納者から徴収
した税金等を着服）の影響により歳入欠
陥が生じている。
事件の全容が明らかになっていない。

平成28年3月定例会：職員の公務員としての倫理の保持、法令遵守のための環境及び体制の確立
を目的とする「男鹿市職員倫理条例」を制定し、再発防止と市政への信頼回復を図ることを説
明した。
平成28年6月議会全員協議会：調査報告書をまとめ、事件の全容を説明するとともに、市民の信
頼を取り戻すことは、決して容易ではないが、調査によって明らかになった事実を真摯に受け
止め、職員一丸となり再発防止に取り組むとともに、改めて公務員として初心に立ち返り、法
令遵守の徹底を図り、一人ひとりが高い倫理意識を持ち、職務に専念すると説明した。

秋田県 仙北市
平成27年第5回定例会

（H27.12.1）
19

賛成  1
反対 17

【一般会計】
随意契約に伴う職員の収賄事件があり、
契約業務全般にわたり、公平・公明な運
用を図るべきである。

市議会に随意契約不正事務処理に関する調査特別委員会が設置され、事務の検査を行った。市
議会では、それぞれの問題点を指摘するとともに、改善方針を提言したほか、コンプライアン
スの基幹となる仙北市職員倫理条例を議員提案し可決した。
市では、調査報告書をまとめるとともに、職員のコンプライアンス研修の実施、仙北市職員倫
理規則の制定の行い、再発防止と市政への信頼回復を図ることを説明した。

福島県 南相馬市
平成26年9月定例会

（H26.9.26）
24 賛成少数

【工場用地等整備事業特別会計】
1年間の支出の経過から不適切な状況（企
業の資金繰りの悪化より工場建設計画が
滞ったため、平成24年度に予定していた
工場用地の売却収入が見込めなくなり、
平成25年度の特別会計から繰上充用をし
たが、同年度も売却収入を得られなかっ
たことから、一般会計から借り入れを
行ったもの）

平成26年第6回9月議会定例会の閉会時市長あいさつで、決算不認定の結果を重く受け止め、今
後、適切な予算執行に努めると発言。

福島県 伊達市
平成26年9月定例会

（H26.9.26）
25

賛成  4
反対 19
退席  1

【一般会計】
市道側溝除染業務委託で、未施工区間の
疑いがあることから市・議会双方で調査
委員会が設置され、調査を継続している
ことから決算認定出来ないとした。

・平成26年9月議会最終日（26日）市長あいさつにて「現在調査中である当該問題の徹底した全
容解明を求めるというご指摘と受けとめ、鋭意調査を進めていく」と発言。
・広報誌により周知（今後もさらなる説明責任を果たすよう努める）

福島県 川俣町
平成26年9月定例会

（H26.9.22）
16 反対（全会一致）

【一般会計】
不適正な事務処理
（復旧復興関連事業の遅延に伴う予算繰
越や各事業の総合調整の欠落）

平成26年9月定例会最終日において、町長が決算不認定の結果を真摯に受け止め、適切な事務処
理の徹底を図っていく旨説明

福島県 西会津町
平成26年9月定例会

（H26.9.16)
14

賛成4
反対8

【介護保険特別会計】
　介護保険事業計画どおりに事業が進ま
なかったため。

議会における対応は特にないが、遅れていた介護施設整備については、その後完成し、施設運
営もなされている。

福島県 会津美里町
平成26年9月定例会

（H26.9.17）
18

賛成  1
反対 14
退席  1

議長、委員長は
採決に参加せず

【一般会計】
時間外勤務手当支給に関する不適切な事
務処理

・平成26年9月定例会最終日において、町長が決算不認定の結果を真摯に受け止め、適切な事務
処理の徹底を図っていく旨説明
・平成28年11月28日、議会から提出された「会津美里町に対する意見書（原因の早期究明と改
善を求めるもの）」に対する対応について報告



都道府県名 市町村名 不認定採決日 議員定数 議決状況 不認定の理由 不認定後の議会における対応状況

群馬県 渋川市
平成26年9月定例会

（H26.9.26）
26

賛成少数
※起立による採決であり、

賛成者数は不明。

【一般会計】
・道路除雪業務委託契約（平成26年2月の
記録的大雪に伴う除雪業務）での仕様書
及び作業報告書に不備があり、適正な履
行確認ができたと認められない。

当該平成26年9月定例会：定例会における議案審議での意見・提言を謙虚に受けとめ、適切な事
務執行を心がける旨、市長が発言。

埼玉県 富士見市
平成26年9月定例会

（H26.9.29）
21

賛成 19
退席  1

【一般会計】
老人クラブ活動育成事業補助金の支出に
ついて、私的流用や領収書の保管など不
適切であったため。

平成27年1月号広報ふじみ紙上において、市長から市民に向けて再発防止に向けた改善策を実施
する旨の報告をした。

埼玉県 幸手市
平成27年第3回（9月）定例

会
（H27.9.30）

15
賛成 4
反対 9
欠席 1

【一般会計】
都市公園等指定管理業務における指定管
理業者の事務処理に対する疑義

平成27年第4回（12月）定例会（一般質問）：総務部長が議会の審議結果を真摯に受けとめ、今
後も健全な財政運営に取り組んでいく旨答弁。

千葉県 八千代市
平成27年9月定例会
（H27.09.29）

28
賛成  4
反対 23

【一般会計】【特別会計】
予備費を使用した予算の私物化、不適切
な会計操作等（財源補填の必要がない
にもかかわらず一般会計から国保会計へ6
億1500万円の繰り入れを行ったこと）

平成27年9月決算審査特別委員会において、市長から指摘箇所について真摯に受け止め、今後の
予算執行及び予算編成に十分留意する旨答弁。

千葉県 印西市
平成26年第3回定例会

(H26.10.3)
24

賛成  6
反対 13

【平成25年度一般会計】
①政務活動費に関する疑義
②介護保険料の還付未処理事件に係る一
般会計に与える影響が明らかになってい
ない

議会における対応は特にないが、広報いんざい平成26年12月1日号において、決算の不認定を重
く受け止め、適正な事業執行に努めていく旨を報告した。

千葉県 印西市
平成26年第3回定例会

(H26.10.3)
24

賛成  4
反対 15

【平成25年度介護保険特別会計】
介護保険料の還付未処理事件に係る全容
が明らかになっていない

議会における対応は特にないが、広報いんざい平成26年12月1日号において、決算の不認定を重
く受け止め、適正な事業執行に努めていく旨を報告した。

千葉県 印西市
平成27年第3回定例会

(H27.9.30)
22

賛成  5
反対 16

【平成26年度一般会計】
1　広報いんざい特別号に係る支出特別号
の内容
①H26.4.15号　小・中学校教室のエアコ
ン整備事業について
②H26.10.3号　ごみの減量及び次期中間
処理施設について
③H27.3.21号　オリンピック・パラリン
ピックのキャンプ地等の推進及び次期中
間処理施設整備について
2　ホームページ運用管理についての疑義
（事務処理規程と違った決裁ルートでの
内容更新）

平成27年第4回定例会（一般質問）
議会の決定を重く受け止め、今後も市政の公正、適正かつ円滑な運営の実現を目指し、議会に
理解いただけるよう努めてまいりたい旨を説明した。

東京都 国分寺市
平成26年第３回定例会

（H26.9.30）
24

賛成  8
反対 15

【一般会計】
市民スポーツセンターの設備修繕におい
て、必要な契約手続きがなされないまま
主管課による発注が行われ、支払い方法
も適正さを欠いていたことが主な理由と
してあげられる。

市長が決算不認定の結果を真摯に受け止め、再発防止に向け施策の見直しを検討する旨説明。
平成26年第3回定例会

神奈川県 葉山町
平成26年9月定例会

（H26.10.7）
14

賛成 6
反対 7

【下水道事業特別会計】
事業運営の見直し

予算の執行状況ではなく、事業自体に対する疑懼から不認定となったものであるため、事後の
対応は特になく、引き続き事業の適正執行に努めている。

神奈川県 葉山町
平成27年9月定例会

（H27.10.8）
14

賛成  0
反対 13

【一般会計】
不適正な事務処理（職員給与の過支給）

平成28年3月定例会（H28.3.16）において、町長から、不適正な事務処理の発生要因の分析結
果、関係職員の処分、今後の事務執行適正化に係る取組みの報告。

新潟県 佐渡市
平成26年12月定例会

（H26.12.24）
24

賛成  2
反対 20

【一般会計】
工事費の増額分を架空請求による分割支
出

平成27年3月定例会（一般質問）：契約管理主幹が、再発防止に向けたマニュアルの整備と
チェック体制の強化を図る旨説明。

新潟県 佐渡市
平成27年12月定例会

（H27.12.22）
24

賛成  9
反対 12

【一般会計】
・架空請求による預け金での物品購入
・時間外勤務手当不正受給等

不適切な事務処理及び職員の不祥事発覚後、議員全員協議会等において再発防止策やコンプラ
イアンス遵守への取組について随時説明



都道府県名 市町村名 不認定採決日 議員定数 議決状況 不認定の理由 不認定後の議会における対応状況

富山県 氷見市
平成27年12月議会

(H27.12.15)
17

賛成　4
反対 12

【一般会計】
不適切な事務処理（一部の業務において
「会計年度及びその独立の原則」の規定
に反し、「事故繰越し」の事務手続きが
とられていなかったことなど）

平成27年12月定例会（代表質問）：副市長が事務処理の検証、点検を行い適正化に努めると発
言

三重県 志摩市
平成27年9月定例会

（H27.9.30）
20

賛成  3
反対 15

【病院事業会計】
不適正な事務処理（企業債の一部を一時
的に目的外支出に充てた。）

平成27年12月定例会（一般質問）において、市長が決算不認定の結果を重大なことと受け止
め、自分自身反省するとともに、病院事業部長に厳重注意を行なったと説明。また、今後は現
場の声を積極的に聞き取りながら病院事業に取り組んでいく事を説明した。

滋賀県 米原市
平成26年第３回定例会

（H26.9.30）
20

賛成  7
反対 12

【一般会計】
団体に交付した補助金が、政治活動に使
用された可能性があると判断されたた
め。

市長コメント（平成26年9月議会最終日本会議終了後に報道機関にコメント）：平成25年度一般
会計決算が議会の認定を得られなかったことを、重く受け止めるとともに、市民に公表し説明
責任を果たし、市民の評価を仰ぎたいと考える。

滋賀県 甲良町
平成27年9月定例会

(H27.9.18)
12

賛成 4
反対 7

【一般会計】
ふるさと応援寄附金の返礼金に対する商
品の調達方法およびﾌﾟﾚﾐｱﾑ付商品券の販
売方法が平等性が欠けていたため。

議案の撤回を行う。(平成27年9月定例会)

大阪府 吹田市
平成26年12月定例会

（H26.12.3）
36

議長と欠席議員1人を除く
33人が採決に参加

賛成 15
反対 17
退席  1

【一般会計】
一般会計の歳出の一部に認められない予
算執行（任意団体の団体固有の活動に関
する費用の執行など）があったため。

特になし　（※議会指摘後の長（執行部）の対応については特に把握していない。）

大阪府 島本町
平成26年9月定例会議

（H26.9.30）
14

賛成 6
反対 7

【一般会計】
学校施設の耐震化遅延

平成26年12月定例会議（一般質問）：活用できる補助金を精査し、早期の耐震化に向け、最優
先で取り組んでいく旨説明

大阪府 熊取町
平成27年9月定例会

（H27.9.28）
14

賛成 6
反対 7

【平成26年度熊取町一般会計歳入歳出決
算】
町は平成26年度一般会計の実質収支を黒
字としたが、その収支が不明確であると
見なされた。

議会（平成27年9月定例会）に際し、町は会派代表者会議や議員総会で先に説明を行っており、
その後もそういった場を通して議員に説明している。

香川県 琴平町
平成26年12月定例会

   (H26.12.12)
10

賛成 2
反対 5
退席 2

【一般会計】
予算の流用が不適切であったため。

平成26年11月の決算審査特別委員会において、不認定となり、その場で、町長が決算不認定の
結果を真摯に受け止め、再発防止に向けた万全な対策を講じる旨説明。

香川県 琴平町
平成27年12月定例会
   (H27.12.11)

10
賛成 4
反対 5

【一般会計】
財政支援団体の予算執行及び事業のあり
方が不適切であったため。

平成27年11月の決算審査特別委員会において、不認定となり、その場で、町長が決算不認定の
結果を真摯に受け止め、再発防止に向け施策の見直しを検討する旨説明。

福岡県 久山町
平成27年9月定例会

（H27.9.18)
10

賛成 4
反対 5

【一般会計】
当初予算認可後に議員の過半数が事業の
撤回を求め、その事業費を決算認定の段
階で認めなかったため。

平成27年12月定例会（一般質問）：事業計画を白紙に戻し、再度計画の際は議会に説明する
旨、町長が発言。

熊本県 多良木町
平成26年9月定例会

（H26.9.17）
14

賛成  1
反対 12

【一般会計】
指定管理者破産による町執行部への不信
（施設は「えびすの湯」）

平成24年度末までは町直営で「えびすの湯」を運営していた実績があったので、議会後の対応
ではないが、平成26年4月から「えびすの湯」を町直営（従業員9名体制）とした。

鹿児島県 志布志市
平成27年12月定例会

（H27.12.4）
20

起立少数
賛成  1
反対 17

【一般会計】
予算に定めのない項の間の流用
（地方自治法第220条第2項）

平成27年12月定例会（不認定採決後発言）：議会の決定を厳粛に受け止め、職員一丸となって
実効性のある再発防止策に取組み、職員一人一人が日々緊張感を持ち、責任を持って職務遂行
に当たるとともに、適正な事務処理に努めていく旨を説明。

鹿児島県 志布志市
平成27年12月定例会

（H27.12.4）
20

起立少数
賛成  １
反対 17

【国民健康保険特別会計】
予算に定めのない項の間の流用
（地方自治法第220条第2項）

平成27年12月定例会（不認定採決後発言）：議会の決定を厳粛に受け止め、職員一丸となって
実効性のある再発防止策に取組み、職員一人一人が日々緊張感を持ち、責任を持って職務遂行
に当たるとともに、適正な事務処理に努めていく旨を説明。

沖縄県 宮古島市
平成27年9月定例会

（H27.9.25）
26 反対（全会一致）

【一般会計】
入札業務における業者指名に疑義が生じ
た

平成27年9月定例会（不認定採決後発言）：議会の決定を厳粛に受け止め、職員一丸となって実
効性のある再発防止策に取組み、職員一人一人が日々緊張感を持ち、責任を持って職務遂行に
当たるとともに、適正な事務処理に努めていく旨を説明。



都道府県名 市町村名 不認定採決日 議員定数 議決状況 不認定の理由 不認定後の議会における対応状況

沖縄県 多良間村
平成27年第3回多良間村議

会定例会
（H27.9.29）

7
賛成2名
反対5名

【一般会計】
契約に伴う支出の違法（建設業法に違反
した支出）・経営事項等審査申請の提出
されていない業者の指名、契約をし支出
した

事務処理の適正化に努ること

沖縄県 竹富町
平成28年3月定例会

（H28.3.7)
12 反対（全会一致）

【水道事業特別会計】
決算書歳入において数値の誤り

議会会期終了後の課長会議において、町長より情報共有し連携をとり、職員一人一人が責任を
持って職務にあたるように指示を受けた。

31 団体計 37 件
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