
月　日 時　間 監査等の種類（事情聴取業務） 事情聴取相手方 聴取内容、質疑・応答項目等 監査等の結果

平成28年平成28年平成28年平成28年
4月28日4月28日4月28日4月28日

１０：００～
   １０：４５

1～31～31～31～3月分例月出納検査月分例月出納検査月分例月出納検査月分例月出納検査

　　（水道事業）

・経営企画課長
・同　係長　ほか

・損益計算書説明
・資金予算について
・支出予算執行状況について
・年度別給水量について
・給水収益について
・修繕工事の優先順位と耐震時の給水について
・水道等欠損別事由別集計について

１０：４５～
   １１：２５

1～31～31～31～3月分例月出納検査月分例月出納検査月分例月出納検査月分例月出納検査

　　（市税収納状況）

・税料金課長
・同　参事

・27年度税目別収納一覧説明
・不納欠損状況とその事由
・延滞金、差押の状況について

１１：３０～
   １２：３０

3月分例月出納検査3月分例月出納検査3月分例月出納検査3月分例月出納検査

　　（一般・特別会計）

・会計管理者
・会計課係長

・一般会計・特別会計収支状況
・収支月計、基金、歳計外現金状況
・高額支出の内容
・市税収納高の状況
・基金運用の状況と繰出の流れについて

１３：３０～
 　１６：００

  定期監査  定期監査  定期監査  定期監査（消防本部）
　　　〔消防課〕
　　　〔予防課〕
　　　〔消防署〕
　（現地視察）
・庄分団車庫　　　　　　　　　　　　　・
湖北分団車庫　　　　　　　　　　　　・
大聖寺ポンプ自動車

・消防長
・消防総務課長
・同　課長補佐　ほか
・予防課長
・同　参事　ほか
・消防署長

・消防本部の体制・業務の概要説明
・懸案事項等説明
・アナログ無線制御サイレンの運用停止について
・消防高機能指令システムの更新について
・消防団の充実強化策について・随意契約につい
て   　 ・防火協会について・その他懸案事項につ
いて

　　　　　　※上記「◆２．」のとおり
　

5月30日5月30日5月30日5月30日
１３：３０～
   １５：５５

2～42～42～42～4月分例月出納検査及月分例月出納検査及月分例月出納検査及月分例月出納検査及びびびび
定期監査定期監査定期監査定期監査
　　（病院事業）
　【加賀市医療センター（旧市民病
院及び 山中温泉医療ｾﾝﾀｰ】

・管理部長
・総務課長
・企画経営課長
・同　課長補佐
・医療サービス課長
・加賀看護学校 庶務課
長

【例月】
・資金予算表及び資金明細書の内容について
・救急医療と診療患者数について
・新病院の診療体制と改善等について
・医師数について
・損益計算書、合計残高試算表について
【定期監査】
・加賀市医療センターの運営について
・職員配置等について
・看護師確保対策に向けて
・指名競争入札について
・加賀市医療センターの外来対応について
・ジェネリック医薬品の状況について

            ※上記「◆１．」のとおり
　　　　　　※上記「◆２．」のとおり

１６：１０～
   １６：５０

4月分例月出納検査4月分例月出納検査4月分例月出納検査4月分例月出納検査

　　（一般・特別会計）

・会計管理者
・会計課係長

・一般会計・特別会計収支状況
・収支月計、基金、歳計外現金状況
・歳入集計、高額支出の内容
・当月の主な歳入・歳出について
・H27年度分工事完成払について
・コミュニティ事業について

　

　　　　　　※上記「◆１．」のとおり

6月27日6月27日6月27日6月27日
１０：００～
   １０：４０

５５５５月分例月出納検査月分例月出納検査月分例月出納検査月分例月出納検査

　　（一般・特別会計）

・会計管理者
・会計課係長

・一般会計・特別会計収支状況総括説明
・収支月計、基金、歳計外現金状況総括説明
・高額支出の内容について
・市債の償還について
・当月の主な歳入・歳出について
・平成２７年度完成払の完了報告および決算額の
確定について

　　　　　　※上記「◆１．」のとおり

１０：５０～
   １２：００

定期監査定期監査定期監査定期監査（議会事務局）
・議会事務局長
・同　次長

・懸案事項について
・議会ＰＰＤＣＡサイクルの導入について
・大学院法務研究科との連携について
・議会図書室の設置について
・タブレット端末の導入について
・政務活動費について
・行政視察費等について

　　　　　　※上記「◆２．」のとおり

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成28年度平成28年度平成28年度平成28年度　　　　監査委員 定例検査監査委員 定例検査監査委員 定例検査監査委員 定例検査・・・・審査審査審査審査・・・・監査等事情聴取監査等事情聴取監査等事情聴取監査等事情聴取とととと結果結果結果結果

　　　　　　　　◆１◆１◆１◆１．「．「．「．「例月出納検査例月出納検査例月出納検査例月出納検査」」」」のののの結果結果結果結果についてについてについてについて
　　　各月、各会計の検査において、収支の計数において違算はなく、指定金融機関の取り扱った収支額と符合していることを確認しました。

　　　　　　　　◆２◆２◆２◆２．「．「．「．「定期監査定期監査定期監査定期監査」」」」のののの結果結果結果結果についてについてについてについて
　　　各部局において、所管の業務をはじめ、財務に関する事務の執行は概ね適正に処理されていると認められました。

　　※ ただし、改善すべき事項があった場合は、指摘や意見の内容を別途掲載するととともに、所管部局が指摘された事項に対して改善措置を講じたと監査委員に
　　　　対して通知してきたものについては、その内容も合わせて別途掲載しています。

　

　　　　　　※上記「◆１．」のとおり



１３：３０～
　１６：００

定期監査及定期監査及定期監査及定期監査及びびびび決算審査決算審査決算審査決算審査
    （山中温泉支所・
　　　　　山中温泉財産区）

・財産区管理会長
・山中温泉支所長
・振興課長
・同　補佐
・係長

-財産区-
・山中温泉財産区の歳入歳出決算及び総括説明
・山中温泉地域振興基金からの繰入金について
・燃料費について
・温泉事業の収支について
・ぬくもり診療所への配湯について
・設備修繕等の見込みについて
-山中温泉支所-
・山中温泉支所長総括説明
・商店街整備事業について
・芸妓への支援について

１６：００～
   １６：３０

・現地調査
(旧百峰閣、ゆいふる山中、ぬくもり診療所）

7月21日7月21日7月21日7月21日
１０：００～
   １１：００

平成27年度山代温泉財産区特別
会計決算審査事情聴取

・財産区管理会長
・同　事務局長
・観光交流課長
・同補佐
・会計管理者

・決算概要説明
・基金繰越金等について
・古総湯利用者増の方策について
・市の役割と対応策について

１１：１０～
   １２：００

平成27年度下水道事業特別会計
決算審査事情聴取

・上下水道部長
・下水道課長
・経営企画課長
・同　係長
・会計管理者

・決算概要説明
・補償費の内容について
・基準外繰入とその時期について
・下水道普及率と経営状況について
・各処理区の区域内戸数等について
・市下水道事業計画の見直しについて

7月22日7月22日7月22日7月22日
９：００～
    ９：４０

平成27年度国民健康保険特別会
計決算審査事情聴取

・健康福祉部次長
・保険年金課長
・同係長
・健康課長
・会計管理者

・決算概要説明
・国保事業広域化について
・法定外繰入の見込みについて
・医療費の県単位化と国保会計の県広域化の仕
組みについて
・一人当たり医療費の抑制と取り組みについて
・ジェネリック医薬品について

　９：４０～
   １０：３０

平成27年度後期高齢者医療特別
会計決算審査事情聴取

・健康福祉部次長
・保険年金課長
・同係長
・会計管理者

・決算概要説明
・広域全体の後期高齢者医療規模について
・一人当たりの医療費について
・保険料の収納方法について
・県後期高齢広域連合決算について

１０：３０～
   １２：００

平成27年度介護保険特別会計決
算審査事情聴取

・健康福祉部次長
・長寿課長
・地域包括支援
 センター所長
・会計管理者

　
・決算概要説明
・加賀市の人口と高齢者数について
・財政安定化基金について
・介護サービス事業について
・地域包括ケアビジョン計画について
・高齢者こころまちセンターの設置状況について

１３：００～
   １４：３０

平成27年度一般会計決算審査事
情聴取

・総務部長
・財政課長
・同　係長
・会計管理者

・決算概要説明
・予算執行と決算における差額の主な説明
・黒字の実質的な要因について
・基金の適正規模について
・基金と市債発行の両建て運営について
・健全化比率の内剰余比率について
・減債基金の意義と目標額について
・基金の繰入時期について
・石川県並行従来線運行支援基金に係る拠出金
について

１４：３０～
   １５：３０

平成27年度土地区画整理事業特
別会計決算審査事情聴取

・建設部長
・都市計画課長
・管理課長
・会計管理者

・決算概要説明
・保留地売却の実績及び見込みについて
・保留地地売却への取り組みについて
・市有地の活用について

7月25日7月25日7月25日7月25日
１０：００～
   １０：３０

6月分例月出納検査6月分例月出納検査6月分例月出納検査6月分例月出納検査

　　（一般・特別会計）

・会計管理者
・会計課係長

・一般会計・特別会計収支状況
・収支月計、基金、歳計外現金状況
・高額支出の内容
・市税収納高の状況
・当月の主な歳入・歳出について
・定期預金について

１０：３０～
   １１：４０

4～64～64～64～6月分例月出納検査月分例月出納検査月分例月出納検査月分例月出納検査

　　（市税収納状況）

・税料金課長
・同課長補佐

　
・平成27年度収納状況について説明
・延滞金の状況について
・差押の状況について
・支払督促について

１１：４５～
   １２：００

4～64～64～64～6月分例月出納検査月分例月出納検査月分例月出納検査月分例月出納検査

　　（水道事業会計）

・経営企画課長
・同　係長

・月収支状況について（4月～6月）
・資金予定表について
・年度別給水量について

　　　　　　※上記「◆２．」のとおり
　

◆４．「各特別会計決算審査」結果について
　各会計の歳入歳出決算書及び附属書類に関す
る調書は、いずれも関係法令に準拠して作成され
ており、その計数は関係諸帳票と符合し、正確で
あり、また予算の執行及び会計処理についても概
ね適正におこなわれていると認められました。
　

 

◆４．「各特別会計決算審査」結果について
　各会計の歳入歳出決算書及び附属書類に関す
る調書は、いずれも関係法令に準拠して作成され
ており、その計数は関係諸帳票と符合し、正確で
あり、また予算の執行及び会計処理についても概
ね適正におこなわれていると認められました。
　
　※ 各特別会計の決算審査意見は、別添PDF
ファイルをご覧ください。

◆４．「各特別会計決算審査」結果について
　各会計の歳入歳出決算書及び附属書類に関す
る調書は、いずれも関係法令に準拠して作成され
ており、その計数は関係諸帳票と符合し、正確で
あり、また予算の執行及び会計処理についても概
ね適正におこなわれていると認められました。
　
　

 
　◆４◆４◆４◆４．「．「．「．「一般会計決算審査一般会計決算審査一般会計決算審査一般会計決算審査」」」」結果結果結果結果についてについてについてについて
　一般会計の歳入歳出決算書に関する調書は、
いずれも関係法令に準拠して作成されており、そ
の計数は関係諸帳票と符合し、正確であり、また
予算の執行及び会計処理についても概ね適正に
おこなわれていると認められました。

   ※ 各特別会計の決算審査 意見は、別添PDF
     ファイルをご覧ください。

　　　　　　※上記「◆１．」のとおり



8月25日8月25日8月25日8月25日
１０：３０～
   １１：００

7月分例月出納検査7月分例月出納検査7月分例月出納検査7月分例月出納検査

　　（一般・特別会計）

・会計管理者
・会計課係長

・一般会計・特別会計収支状況
・収支月計、基金、歳計外現金状況
・高額支出の内容
・市税収納高の状況
・当月の主な歳入・歳出について

１１：００～
   １２：００

5～75～75～75～7月分例月出納検査月分例月出納検査月分例月出納検査月分例月出納検査
　　（病院事業会計）
　【加賀市医療センター】

・病院管理部長
・病院企画経営課長
・同　補佐

・損益計算書、資金明細書、資金予算書説明
・診療報酬日覧表説明
・医業収益前年比減について
・地域包括ケア病棟について
・救急の受入率、入院患者の個室等について

9月26日9月26日9月26日9月26日
９：３０～
   １０：００

　　 　　 　　 　　 〔会計課〕

※８月分例月出納検査　　  　　（一
般・特別会計）
 例月出納検査 含む定期監査

・一般会計・特別会計収支状況総括説明
・収支月計、基金、歳計外現金状況総括説明
・高額支出の内容
・市税収納高の状況
・懸案事項について
・ＯＣＲ機器の更新と収納事務処理の改善対策に
ついて

　　　　　　　　※上記「◆１．」のとおり

１０：1０～
　１０：２０

定期監査定期監査定期監査定期監査（総務部）
・総務部長総括説明
・総務部業務全般について

１０：２０～
　１１：２０ 　　　〔財政課〕

・財政課懸案事項等説明
・公契約条例の適切な運用について
・石油類購入価格の決定方法について
・特定の苦的基金について

１１：２０～
　１２：００

　　　 〔総務課〕
・総務課懸案事項等説明
・職員のストレスチェックについて
・弁護士（任期付職員）の採用について

１３：００～
   １４：１５

 　〔企画課・地域交通対策室〕

・企画課懸案事項等説明
・総合計画の策定について
・近隣市の市立高校への運営補助について
・旧市民病院後の跡施設について

１４：１５～
   １４：３０

　　　 〔秘書課〕 ・秘書業務について

１４：３０～
   １５：１０

   〔防災防犯対策課〕
・懸案事項等説明
・防災行政無線の整備状況について

10月27日10月27日10月27日10月27日
９：３０～
  １０：００

９９９９月分例月出納検査月分例月出納検査月分例月出納検査月分例月出納検査

　　（一般・特別会計）

・会計管理者
・会計課係長

・一般会計・特別会計収支状況
・収支月計、基金、歳計外現金状況
・高額支出の内容
・市税収納高の状況
・当月の主な歳入・歳出について

１０：００～
   １０：３０

7～97～97～97～9月分例月出納検査月分例月出納検査月分例月出納検査月分例月出納検査

　　（市税収納状況）

・税料金課長
・同　参事

・税目別収納一覧説明
・延滞金の状況について
・差押について
・支払督促について

１０：３０～
　１１：３０

7～97～97～97～9月分例月出納検査及月分例月出納検査及月分例月出納検査及月分例月出納検査及びびびび　　　　　　　　定定定定
期監査期監査期監査期監査 （上下水道部）
　【水道事業会計】
　
  〔経営企画課〕
　〔水道課〕

・上下水道部長概要説明
・７～９月月収支状況　　　＊　例月出納検査
・水道事業の経営について
・水道ビジョンの見直しについて
・水源相互融通管路整備について
・民間の自己水（地下水）確保の状況について

１１：３０～
　１２：００

　　【下水道事業会計】
　
　　〔経営企画課〕
　　〔下水道課〕

・事業収支の状況説明について
・下水道計画区域の縮小について
・下水道事業の経営計画について

定期監査定期監査定期監査定期監査（建設部）

　　〔管理課〕

１３：１５～
　１３：４５

　　〔都市計画課〕

　
・都市計画課懸案事項等説
・ゆげ街道整備本町区間について

　　　　　　※上記「◆１．」のとおり

・上下水道部長
・経営企画課長
・水道課長
・下水道課長

　　　　　　　※上記「◆１．」のとおり
　　　　　　　※上記「◆２．」のとおり

１３：００～
　１３：１５

・建設部長総括説明
・地籍調査事業について

・建設部長
・土木課長
・都市計画課長
・新幹線対策室長
・管理課長
・建築課長

・総務部長
・秘書課長
・総務課長
・防災対策課長
・財政課長
・工事検査室長
・企画課長
・会計管理者

※上記「◆２．」のとおり

　

　　　　　　※上記「◆１．」のとおり

 

　　　　　　　※上記「◆２．」のとおり

　



１３：４５～
　１４：３０

　　〔新幹線対策室〕

　
・新幹線対策室懸案事項等説
・駅舎周辺の駐車場について

１４：３０～
　１５：２０

　　〔土木課〕

・土木課懸案事項等説明
・国道８号加賀拡幅事業に伴う周辺道路整備につ
いて
・道路構造物の今後の維持管理について
・公園施設内の遊具更新について

１５：２０～
   １５：５０

　　〔建築課〕
・建築課懸案事項等説明
・まちづくりファンド事業補助金について
・市営住宅について

11月28日11月28日11月28日11月28日
１３：００～
　１３：５０

定期監査定期監査定期監査定期監査
 　〔学校指導課〕

・学校規模の適正化について
・教師の労働環境について

１３：５０～
　１５：００

　〔スポーツ課・マラソン開催推進室〕

・体育施設指定管理者の再検討について
・体育施設の共通使用券について
・プール天井の落下について
・スポーツ施設について
・加賀温泉郷マラソンの予算について

１５：００～
　１５：４０

　　〔生涯学習課〕

・公民館活動について
・図書館の改修について
・図書カードの登録者数について

１５：４０～
   １６：１０

　　〔文化財保護課〕

・橋立伝建地区の防災整備事業について
・東谷伝建地区の空き家等保存について
・加賀海岸の世界遺産登録について

１６：１０～
　１７：００

　〔教育庶務課〕

・学校の冷房化事業について
・洋式トイレの整備について
・学校の電子鍵について

11月29日11月29日11月29日11月29日
１０：３０～
   １１：００

10月分例月出納検査10月分例月出納検査10月分例月出納検査10月分例月出納検査

　　（一般・特別会計）

・会計管理者
・会計課係長

・一般会計・特別会計収支状況
・収支月計、基金、歳計外現金状況
・当月の主な支出・高額支出の内容

１１：１０～
   １２：００

8～108～108～108～10月分例月出納検査月分例月出納検査月分例月出納検査月分例月出納検査

　　（病院事業会計）
　【加賀市医療センター】

・病院管理部長
・病院企画経営課長
・同　補佐

・損益計算書、資金明細書、資金予算書説明
・病院の運営状況について
・入院・外来収益について
・ドクター数と外来患者数について

９：３０～
   １０：００

１１１１１１１１月分例月出納検査月分例月出納検査月分例月出納検査月分例月出納検査

　　（一般・特別会計）

・会計管理者
・会計課係長

・一般会計・特別会計収支状況
・収支月計、基金、歳計外現金状況
・高額支出の内容
・市税収納高の状況
・当月の主な歳入・歳出について

　　　　　　※上記「◆１．」のとおり

定期監査定期監査定期監査定期監査（観光戦略部）

　　〔山代温泉財産区〕

１０：４５～
　１１：２５

〔文化振興室・県九谷焼美術館〕
・九谷焼美術館の運営委員会について
・深田久弥山の文化館の改修について
・北前船関連活動の状況について

１１：３０～
　１２：００ 〔観光交流課・首都圏戦略室〕 ・観光プロモーション活動について

１３：００～
　１４：００

定期監査定期監査定期監査定期監査（経済環境部）
〔商工振興〕

・ＩＯＴ推進事業について
・ロボット研究の推進について
・海外輸出促進事業について

　

１４：１０～
　１４：２０

　〔企業誘致室〕 ・誘致活動の継続性について

１４：２０～
　１４：３０

　〔環境政策課〕 ・空家調査と対策計画の状況について

１４：３０～
　１４：５０

　〔農林水産課〕
・６次産業化事業の推進について
・イノシシの被害対策について

12月26日12月26日12月26日12月26日

１０：１０～
   １０：４５

　　　　　　※上記「◆１．」のとおり

・古総湯事業について

　　　　　　　※上記「◆２．」のとおり

　
　　　【指摘事項あり】
　    ※指摘事項及び講じた措置の内容は、
         別添PDFファイルをご覧ください。

　
・観光戦略部長
・山代温泉財産区
　管理会長
・同　事務局長
・文化振興室長
・首都圏戦略室長
・観光交流課係長

　
・経済環境部長
・商工振興課長
・企業誘致室長
・環境政策課長
・農林水産課長

　　　　　　　※上記「◆２．」のとおり

　
　　　【指摘事項あり】
　    ※指摘事項及び講じた措置の内容は、
         別添PDFファイルをご覧ください。

・教育委員会事務局長
・教育庶務課長
・学校指導課長
・生涯学習課長
・中央図書館長
・山中図書館長
・文化財保護課長
・スポーツ課長
・マラソン開催推進室
長

　　　　　　※上記「◆２．」のとおり

　
　　　【指摘事項あり】
　    ※指摘事項及び講じた措置の内容は、
         別添PDFファイルをご覧ください。



1月31日1月31日1月31日1月31日
　９：１０～
   　９：４０

12月分例月出納検査12月分例月出納検査12月分例月出納検査12月分例月出納検査

　　（一般・特別会計）

・会計管理者
・会計課係長

・一般会計・特別会計収支状況
・収支月計、基金、歳計外現金状況
・高額支出の内容
・市税収納高の状況
・当月の主な歳入・歳出について 　　　　　　※上記「◆１．」のとおり

　９：４０～
   １０：１０

10～1210～1210～1210～12月分例月出納検査月分例月出納検査月分例月出納検査月分例月出納検査

　　（水道事業）

・経営企画課長
・同　係長

・損益計算書説明
・資金予算について
・支出予算執行状況について
・年度別給水量について
・給水収益について
・修繕工事の優先順位と耐震時の給水について
・水道等欠損別事由別集計について

定期監査定期監査定期監査定期監査（市民生活部）

　　〔税料金課〕
定期監査・市税収納状況報告

１１：２０～
　１２：００

　　〔生活安全課〕
・ごみの減量化と美化センター大規模改修につい
て　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・防犯カメラ設
置の課題について

　         ※上記「◆２．」のとおり

　　〔地域づくり推進課〕 ・広報と市政情報の意義について

　　〔人口減少対策室〕
・人口減少対策について
・生涯活躍のまちプロジェクトについて

１４：４０～
　１５：４０

　　〔窓口課〕 ・窓口業務の民間委託について

　９：４５～
   １０：３０

1月分例月出納検査1月分例月出納検査1月分例月出納検査1月分例月出納検査

　　（一般・特別会計）

・会計管理者
・会計課係長

・一般会計・特別会計収支状況
・収支月計、基金、歳計外現金状況
・高額支出の内容
・市税収納高の状況
・当月の主な歳入・歳出について

2月27日2月27日2月27日2月27日
１０：３０～
   １１：４５

11～11～11～11～１１１１月分例月出納検査月分例月出納検査月分例月出納検査月分例月出納検査

　　（病院事業会計）
　【加賀市医療ｾﾝﾀｰ】

・病院管理部長
・病院企画経営課長
・同　補佐

・損益計算書、資金明細書、資金予算書説明
・診療報酬日覧表説明
・医業収益前年比減について

定期監査定期監査定期監査定期監査
   （健康福祉部：前半）

　　〔地域福祉課〕

１４：３０～
　１５：１５

　　〔ふれあい福祉課〕
・手話言語条例について
・障害者虐待防止対策について

　           ※上記「◆２．」のとおり

１５：１５～
   １６：４０

　　〔子育て支援課〕
　　〔子育て応援ステーション〕

・楽しい遊び場整備事業について
・保育園の統廃合について
・子育て応援ステーションの成果について
・臨時保育士について
・児童センターの指定管理について

定期監査定期監査定期監査定期監査
   （健康福祉部：後半）

2月28日2月28日2月28日2月28日 　〔保険年金課〕

１１：００～
　１２：００

　　〔健康課〕
・児童虐待予防の対応について
・保健センターの移転について

１３：００～
　１４：３０

　　〔長寿課〕
　　〔地域包括支援センター〕

・包括支援センターブランチの実績について
・自動火災報知機の設置費について
・高齢者健康プラザの修繕について

１４：３０～
　１５：３０ 　　〔地域医療推進室〕

・山中温泉ぬくもり診療所について
・診療情報の共有ネットワーク化について
・地域医療推進室の業務について

3月25日3月25日3月25日3月25日
１０：３０～
   １１：００

2月分例月出納検査2月分例月出納検査2月分例月出納検査2月分例月出納検査

　　（一般・特別会計）

・会計管理者
・会計課係長

・一般会計・特別会計収支状況
・収支月計、基金、歳計外現金状況
・当月の主な支出・高額支出の内容

　　　　　　※上記「◆１．」のとおり

１０：００～
　１１：００

・国保事業県広域化について
・医療費の推移について

１０：２０～
   １１：２０

１３：００～
　１４：３０

１３：００～
　１４：２０

　　　　　　※上記「◆１．」のとおり

・市民生活長
・生活安全課長
・窓口課長
・地域づくり・推進課長
(部次長)
・人口減少対策室長
・税料金課長
同補佐・係長

　
・健康福祉部長
・地域福祉課長(次長）
・地域福祉課参事
・ふれあい福祉課長
・保険年金課長
・長寿課長
・地域包括支援セン
ター所長
・地域医療推進室長
・子育て支援課長
・子育て応援ステーショ
ン所長

・若者等就労支援事業について
・こどもの学習支援について

・10～12月分市税収納状況報告
・特別徴収義務者の拡大について
・固定資産の相続人調査について


