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環環環環    境境境境    政政政政    策策策策    課課課課    

 

 平成 26年 12月 31日現在における平成 26年度の予算及び事務事業の執行状況について監査を実施

したので、その結果について概要を述べる。 

 

１  職員の配置状況 

当課の職員は課長 1 人、環境保全係 4 人、管理係 4 人の計 9 人である。 このほか、リサイクル

プラザ嘱託技術員 1 人が配置されている。 

 

２  予算の執行状況 

    当課にかかる歳入は、予算現額 3 億 6,425 万 2,000 円に対し、調定額 4,857 万 9,739 円、収入済

額 4,553 万 739 円で、収入率は対予算 12.5％、対調定 93.7％となっている。 

収入済額の内訳は、使用料及び手数料 3,599 万 6,298 円（し尿処理施設使用料 328 万 9,248 円、

畜犬登録手数料30万3,000円、狂犬病予防注射済票交付手数料96万5,800円、ごみ処理手数料3,006

万 3,800 円、粗大ごみ処理手数料 130 万 5,200 円ほか）、財産運用収入 4,711 円（基金利子）、寄附

金 688 万 1,301 円（衛生費寄附金）、諸収入 264 万 8,429 円（資源物売却代金）である。 

一方歳出は、職員の給与費を除く予算現額 12 億 3,723 万 7,000 円に対し、執行済額は 9 億 8,474

万 6,225 円で執行率は 79.6％である。 

執行済額の主なものは、次のとおりである。 

（1）保健衛生費 

環境衛生費の執行済額は 7,290 万 355 円で、主なものは委託料 221 万 4,000 円（水質検査業務

委託料 156 万 6,000 円、自動車騒音常時監視業務委託料 37 万 8,000 円、畜犬システム移行作業

委託料 27 万円）、負担金補助及び交付金 7,051 万 9,400 円(伊佐北姶良火葬場管理組合負担金

2,552万3,000円、太陽光発電システム設置事業補助金653万6,000円、水道事業会計負担金3,846

万 400 円)などである。 

公害対策費の執行済額は 2,433 万 3,893 円で、主なものは委託料 2,432 万 1,600 円（布計鉱山

第 3 鉱さいたい積場安定対策調査設計業務委託）などである。 

湧水対策費の執行済額は 1,482 万 3,030 円で、主なものは役務費 23 万 1,860 円（湧水関係水

質検査手数料ほか）、委託料 1,442 万 3,170 円（牛尾地区湧水汚泥処理業務委託ほか）、使用料及

び賃借料 16 万 8,000 円（牛尾地区湧水に係る揚水施設用地）などである。 

（2）清掃費 

   清掃総務費の執行済額は 4 億 2,569 万 525 円で、主なものは委託料 27 万 9,611 円（八坂神社

公衆便所・本城公衆便所清掃業務委託ほか）、負担金補助及び交付金 4 億 740 万 2,100 円（合併

処理浄化槽推進市町村協議会の負担金 10 万 9,180 円、伊佐北姶良環境管理組合の負担金 3 億

6,609 万 6,000 円、合併処理浄化槽設置整備事業の補助金 4,055 万 6,000 円、ごみ減量化推進事

業の補助金 60 万 6,440 円ほか）などである。 

塵芥処理費の執行済額は 1 億 7,375 万 300 円で、主なものは報酬 181 万 8,000 円（リサイクル

プラザ嘱託技術員）、需用費5,979万 9,716円（伊佐市指定ごみ袋等購入の消耗品費2,668万 4,989
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円、一般廃棄物最終処分場の光熱水費 515 万 2,868 円や修繕料 2,652 万 3,355 円ほか）、役務費

501 万 3,899 円（指定ごみ袋販売手数料 483 万 5,132 円ほか）、委託料 1 億 647 万 8,831 円（不法

投棄廃棄物監視業務等委託 56 万 1,660 円、一般廃棄物収集運搬業務委託 7,010 万 3,790 円、一

般廃棄物最終処分場等維持管理業務委託等 3,581 万 3,381 円）、工事請負費 29 万 9,916 円（ごみ

ステーション設置工事）、備品購入費 21 万 6,298 円（刈払機ほか）などである。 

   し尿処理費の執行済額は 2 億 7,324 万 8,122 円で、主なものは衛生センター管理事業の消耗品

費 1,106 万 3,599 円、光熱水費 1,436 万 5,802 円、修繕料 2,256 万 504 円を主とする需用費 4,806

万 1,150 円、委託料 3,317 万 614 円（し尿処理施設管理委託 1,994 万 7,614 円、汚泥再生処理セ

ンター施設整備事業発注者支援業務委託 94 万 5,000 円、汚泥再生処理センター施設整備事業基本

設計業務委託 730 万 8,000 円、汚泥再生処理センター施設整備に係る生活環境影響調査業務委託

497 万円）、工事請負費 1 億 8,881 万 2,000 円（汚泥再生処理センター施設造成工事ほか）、負担

金補助及び交付金 253 万 9,400 円（処理施設周辺自治会育成補助金 248 万 1,600 円、 汚染負荷量

負担金等 5 万 7,800 円）などである。 

 

３ 事務事業の執行状況 

当課の主な事務事業の執行状況は、次のとおりである。 

事務事業名 
執行済額（円） 

（予算現額） 
事務事業の内容及びその効果（円） 

 

生活環境対策事務

事業 

 

2,053,770 

（3,172,000） 

 市民からの苦情相談の対応や環境保全のための水質検

査等を行う。 

 消耗品費   106,790 

燃料費       2,980 

 委託料   1,944,000 

 計     2,053,770 

伊佐北姶良火葬場

管理組合運営事業 

25,523,000 

（25,523,000） 

伊佐市・湧水町・霧島市で組織する、伊佐北姶良火葬場

管理組合の運営費の負担 

負担金  25,523,000 

太陽光発電システ

ム設置事業 

6,536,000 

（11,930,000） 

地球温暖化防止・エネルギー自給率向上に資するため、

市内施工業者から新たに太陽光発電システムを設置した

者への補助 

補助金     6,536,000  （補助件数  27 件） 

積立金         0 

  計      6,536,000 
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狂犬病予防事業 
327,185 

（661,000） 

畜犬保有状況調査、畜犬台帳の作成、狂犬病予防注射の

実施 

消耗品費       9,435 

通信運搬費      47,750 

委託料       270,000 

     計      327,185 

狂犬病を予防するための畜犬登録を行い、狂犬病予防注

射済票を交付する。 

畜犬登録      （1 頭 3,000 円） 101 頭   303,000  

狂犬病予防注射（1 頭 550 円） 1,756 頭   965,800 

水道事業会計負担金

支払事務 

38,460,400 

（44,961,000） 

菱刈簡易水道企業債元利償還の 1/2、公共施設無償給水

経費、地方公営企業職員児童手当に対する繰出金 

負担金               38,460,400 

布計鉱山鉱害防止事

業 

24,333,893 

（25,608,000） 

布計鉱山堆積場の安定化を図るため調査設計を行う。 

消耗品費       4,093    

委託料      24,321,600 

使用料及び賃借料   8,200 

   計     24,333,893 

牛尾地区湧水対策事

業 

14,823,030 

（19,641,000） 

ヒ素を含んだ牛尾地区湧水を安全かつ効果的に処理し、

湧水処理については、住友金属鉱山株式会社に委託する。 

湧水処理によって排出される澱物は、ヒ素の溶出検査結

果に基づき適正な処分を行う。 

当年度澱物処理量（実績）    88ｔ 

定期的に湧水関連の水質検査、河川魚の検査を行い環境

保全に努める。 

手数料      231,860 

委託料     14,423,170 

賃借料       168,000 

  計     14,823,030 

公衆便所維持管理事

業 

433,425 

（564,000） 

 八坂神社公衆便所、本城公衆便所の維持管理 

  光熱水費ほか  37,814 

  修繕料     108,000 

  手数料       8,000 

  委託料     279,611     

  計      433,425 
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合併処理浄化槽設置

整備事業 

58,530,180 

（88,631,000） 

浄化槽の普及率が他市町より低いため、環境を守るべく

浄化槽設置に対して補助金を交付することによって浄化

槽普及を推進させる。 

5人槽（補助金 332,000 円）   68 件   22,576,000 

7人槽（補助金 414,000 円）   19 件    7,866,000 

10人槽（補助金 548,000 円）    3 件   1,644,000 

         計      90 件   32,086,000 

市内業者施工加算（100,000 円）  

  74 件   7,400,000 

 単独浄化槽撤去費補助（上限 90,000 円） 

                 8 件   720,000 

単独浄化槽撤去費市内業者施工加算（50,000 円） 

7 件    350,000 

計             40,556,000 

負担金                   119,180 

補助金                 40,556,000 

合併浄化槽施設設置支援基金       17,855,000 

合  計          58,530,180 

ごみ減量化推進事業 
606,440 

（1,091,000） 

 市内ＰＴＡ活動等により廃品の回収をした団体に対し

補助金を交付し、資源の再利用及びごみの減量化を図る。 

 登録団体数  30団体     36 件  404,340 

 家庭から出る生ごみを家庭で処理することにより、収集

運搬、処理業務の経費軽減及び堆肥化等によりごみの減量

化を図る。 

 生ごみ処理機         10 件   200,000 

 コンポスト           1 件    2,100 

           計    11 件    202,100 

           合 計         606,440 

伊佐北姶良環境管理

組合運営事業 

366,096,000 

（488,096,000） 

 伊佐市・湧水町・霧島市で組織する伊佐北姶良環境管理

組合（未来館）の運営費の負担 

 負担金    366,096,000 

不法投棄解消対策事

業 

707,363 

（1,720,000） 

 市内に点在する不法投棄箇所の解消のため、2 名体制で

パトロールと防止用の看板立て、不法投棄箇所の把握等を

行う。 

 消耗品費   145,703   

委託料    561,660 

  計      707,363 
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指定ごみ袋管理事務

事業 

31,510,121 

（34,257,000） 

 可燃ごみ・資源ごみ・不燃ごみの分別を徹底し、資源の

再利用及びごみの減量化を図る。 

 消耗品費（指定ごみ袋購入）      26,684,989 

 手数料（販売手数料）         4,825,132 

  計                 31,510,121 

一般廃棄物（家庭系ごみ）の収集運搬の実施に伴い、指

定ごみ袋の販売を行う。 

（売上高）可燃物袋（大） 551,700枚  20,964,600  

     可燃物袋（小） 109,800枚   3,074,400 

          不燃物袋（赤大） 27,400枚   1,507,000 

          不燃物袋 (赤小)  11,700枚       468,000 

          資源物袋（緑大） 41,600枚   1,580,800 

          資源物袋 (緑小)   8,700枚       243,600 

          資源物袋（黄）  51,900枚   1,972,200 

          資源物袋（水色） 86,900枚   3,302,200 

                計 889,700枚  33,112,800 

一般廃棄物収集運搬

事業 

70,435,060 

（73,512,000） 

一般廃棄物処理実施計画に基づき、ごみ種別ごとの収集

運搬体制を定め、その業務を業者に委託している。 

 可燃物収集運搬業務委託（大口地区）  30,348,000 

 不燃・資源ごみ  〃 （大口地区）   9,612,000 

 プラスチック 〃   （大口地区）   9,201,600 

 一般廃棄物収集運搬業務委託（菱刈地区）16,740,000 

 古紙及び紙パック処理業務委託      1,787,310 

 プラスチック容器包装処理業務委託     2,414,880 

        委託料計        70,103,790 

 消耗品費                  31,354 

 工事請負費                299,916 

                   合計         70,435,060 
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一般廃棄物最終処

分場維持管理事業 

71,097,756 

（85,378,000） 

大口リサイクルプラザを合理的かつ適正に維持管理し

つつ、搬入された廃棄物の再利用、再生利用を推進すると

ともに、ごみ減量化を図り、最終処分埋立物の安定化、減

容化、無害化を促進して環境保全に努める。また、宮人一

般廃棄物最終処分場の適正な維持管理に努める。 

 報酬             1,818,000 

消耗品費（薬剤等）       933,503 

 光熱水費           5,152,868 

 修繕料            26,523,355 

 施設管理委託        35,783,715 

業務委託             29,666 

 備品購入費           216,298 

 自動車損害保険料ほか      640,351 

          計     71,097,756 

衛生センター管理

事業 

71,044,152 

（98,629,000） 

 市内で発生する生し尿、浄化槽汚泥、一部農業集落排水

処理施設の汚泥を処理する。脱水汚泥は、専門業者へ委託

し堆肥化処理、処理水は河川へ放流する。今年度は修繕料

により落雷対策を行った。 

 平成 26 年度平均処理量   74.45ｋL/日 

 消耗品費（薬剤等）     11,063,599 

光熱水費           14,365,802 

 修繕料           22,560,504 

 通信運搬費           321,036 

施設管理委託         19,947,614 

原材料費            106,997 

 負担金・補助金        2,539,400 

燃料費ほか           139,200 

           計    71,044,152 

汚泥再生処理セン

ター施設整備事業 

202,203,970 

（218,148,000） 

国の循環型社会形成推進交付金を活用し、昨年から引き

続き生活環境影響調査及び基本設計業務の委託を行って

いる。また、今年度は、昨年度行った建設用地造成設計に

基づいて、伐採工事、造成工事を実施している。基本設計

については、総合評価落札方式を導入し現在入札執行中

で、平成 27 年 4 月に最優秀提案業者を選定する予定。今

年度も（財）日本環境衛生センターの技術支援を受けなが

ら事業を進めている。 
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汚泥再生処理セン

ター施設整備事業 
 

・報償費                 22,000 

・旅費（先進地視察研修）ほか      146,970 

・汚泥再生処理センター施設整備事業に係る発注者支援業

務委託                 945,000 

・汚泥再生処理センター施設整備事業に係る基本設計業務

委託                 7,308,000 

・汚泥再生処理センター施設整備事業に係る生活環境影響

調査業務委託             4,970,000 

委託料計            13,223,000 

・汚泥再生処理センター敷地造成立木伐採工事            

4,510,000 

・汚泥再生処理センター施設造成工事（1 工区）               

87,480,000 

・汚泥再生処理センター施設造成工事（2 工区）               

83,376,000 

・汚泥再生処理センター施設造成工事（3 工区）               

13,446,000 

工事請負費計         188,812,000 

合計         202,203,970 

 

４ 工事の執行状況 

  当年度において執行した工事は、次のとおりである。 

補助

単独

の別 

工事名 工事内容 
契約金額 

（円） 

契約の 

相手方 

契約 

方法 

着 工 

年月日 

完 工 

年月日 

単独 

自治会未加入

者用ごみステ

ーション設置

工事 

A=9.5㎡ H=2m 

木造 

(菱刈庁舎敷地内) 

299,916 
㈲小山金

物店 

随意

契約 
H26.7.25 H26.8.29 

単独 

26 環境受託第

14 号汚泥再生

処理センター

敷地造成立木

伐採工事 

伐採面積 

A=9,370㎡ 

伐採木処分 

1,557 本 243t 

工事用道路 

L=266.6m 

（当初） 

4,374,000 

（変更） 

136,000 

（最終） 

4,510,000 

㈲小山金

物店 

指名

競争 
H26.8.21 H26.10.31 

 

 

 



 - 8 - 

単独 

26 環境受託第

22 号汚泥再生

処理センター

造成工事 

（1 工区） 

擁壁工 703㎡ 

階段工一式 

排水工 

縦 153m 横 102m 

法面工 L=330m 

付帯工 

縁石 L=223m 

柵 L=177m 

87,480,000 林建設㈱ 
指名

競争 
H26.11.19 H27.3.31 

単独 

26 環境受託第

23 号汚泥再生

処理センター

造成工事 

（2 工区） 

擁壁工 738㎡ 

流末排水工一式 

排水工 

縦 151m 横 21m 

防災施設工 

 沈砂・取水工 

 基盤排水工2,667㎡ 

付帯工 

縁石 L=178m 

柵 L=226m 

83,376,000 
㈱国玉建

設 

指名

競争 
H26.11.19 H27.3.31 

単独 

26 環境受託第

24 号汚泥再生

処理センター

造成工事 

（3 工区） 

擁壁工 61㎡ 

排水工 

縦 14m 横 6m 

駐車場路盤工 

 A=975㎡ 

付帯工 

 フェンス L=122m 

 防犯灯 2箇所 

13,446,000 
㈲共同設

備工業 

指名

競争 
H26.11.19 H27.3.31 

 

５ 委託業務の執行状況 

  当年度において執行した主な委託業務は、次のとおりである。 

補助

単独

の別 

委 託 事 業 名 
契約金額 

  （円） 

契 約 の 

相 手 方 

契約 

の 

方法 

契 約 の 期 間 

単独 水質検査業務委託 1,566,000 

㈱東洋環

境分析セ

ンター 

指名 

競争 
H26.5.1～H27.3.31 
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単独 
布計鉱山第 3 鉱さいたい積場

安定対策調査設計業務委託 
24,321,600 

独立行政

法人 

石油天然

ガス・金属

鉱物資源

機構 

随意

契約 
H26.7.28～H27.3.20 

単独 牛尾湧水処理業務委託（前期） 6,881,301 
住友金属

鉱山㈱ 

随意

契約 
H26.4.1～H26.9.30 

単独 牛尾湧水処理業務委託（後期） 5,118,699 
住友金属

鉱山㈱ 

随意

契約 
H26.10.1～H27.3.31 

単独 

一般廃棄物（可燃物）収集運

搬業務委託（大口地区） 

（債務負担 24～26 年度） 

89,358,000 

 （26 年度） 

30,348,000 

㈱林運輸 
指名 

競争 
H24.4.1～H27.3.31 

単独 

一般廃棄物（資源物・不燃物）

収集運搬業務委託（大口地区） 

（債務負担 24～26 年度） 

28,302,000 

(26 年度) 

9,612,000 

㈱ 富士建

設 

指名 

競争 
H24.4.1～H27.3.31 

単独 

一般廃棄物（プラスチック製

容器包装）収集運搬業務委託

（大口地区） 

（債務負担 24～26 年度） 

27,093,600 

(26 年度) 

9,201,600 

(有 )大口

平山商店 

指名 

競争 
H24.4.1～H27.3.31 

単独 

一般廃棄物収集運搬業務委託

（菱刈地区） 

（債務負担 24～26 年度） 

49,290,000 

(26 年度) 

16,740,000 

㈱山下運

輸 

指名 

競争 
H24.4.1～H27.3.31 

単独 

一般廃棄物最終処分場等 

維持管理業務委託 

（債務負担 25～27 年度） 

98,354,400 

(26 年度) 

33,091,200 

㈱ 藤井建

設 

指名 

競争 
H25.4.1～H28.3.31 

単独 最終処分場水質検査業務委託 1,242,000 

㈱静環検

査センタ

ー九州支店 

指名 

競争 
H26.4.21～H27.3.31 

単独 

し尿処理施設運転管理 

業務委託 

（債務負担 25～27 年度） 

29,959,998 

(26 年度) 

10,079,999 

㈲大口・伊

佐清掃社 

随意 

契約 
H25.4.1～H28.3.31 
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単独 汚泥貯留槽清掃委託 3,348,000 
(株) サニ

タリー 

指名 

競争 
H26.5.10～H27.3.25 

単独 

汚泥再生処理センター施設整

備事業に係る発注者支援業務

委託 

（債務負担 25～26 年度） 

2,730,000 

(26 年度) 

945,000 

（財）日本

環境衛生ｾ

ﾝﾀｰ西日本

支局 

随意 

契約 
H25.4.19～H27.3.31 

補助 

伊佐市汚泥再生処理センター

整備に係る生活環境影響調査

業務委託 

（債務負担 25～26 年度） 

9,870,000 

(26 年度) 

4,970,000 

㈱日建技

術コンサ

ルタント

九州支社 

指名 

競争 
H25.7.25～H27.3.31 

補助 

汚泥再生処理センター施設整

備に係る基本設計業務（総合

評価方式）委託 

（債務負担 25～26 年度） 

11,340,000 

(26 年度) 

7,308,000 

（財）日本

環境衛生

センター

西日本支

局 

随意 

契約 
H25.9.9～H27.3.31 

 

６ 負担金・補助金の支出状況 

当年度中に支出された主な負担金・補助金は、次のとおりである。 

団体名 事業名 金額 （円） 事業内容及びその効果 

伊佐北姶良火葬

場管理組合 

伊佐北姶良火葬場

管理組合運営事業 
25,523,000 

火葬場共同事務負担金 

構成市町（伊佐市・霧島市・湧水町の 2市 1 町） 

伊佐市水道事業

会計 

水道事業会計負担

金支払事務事業 
38,460,400 水道事業関係の負担金 

伊佐北姶良環境

管理組合 

伊佐北姶良環境管

理組合運営事業 
366,096,000 

一般廃棄物の処理のための負担金 

構成市町（伊佐市・霧島市・湧水町の 2市 1 町） 

太陽光発電シス

テム設置者（27

件） 

太陽光発電システ

ム設置事業 
6,536,000 

地球温暖化防止・エネルギー自給率向上を図る

ための補助金 

PTA・子供会・自

治会等（36 件） 

ごみ減量化推進事

業 
404,340 

廃品回収によるごみの資源化を図るための補助

金 

合併処理浄化槽

設置者（90 件） 

合併処理浄化槽設

置整備事業 
40,556,000 

合併処理浄化槽の推進により水洗化率を上げ、

環境保全を図るための補助金 

処理施設周辺自

治会（5 自治会） 

衛生センター管理

事業 
2,481,600 

衛生センターと周辺自治会との良好な関係を保

つための補助金 
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７ 財産管理の状況 

  当課に係る財産の管理状況は、次のとおりである。 

種 別 面  積 （㎡） 備               考 

土 地    131,615.67 

一般廃棄物最終処分場(宮人)、リサイクルプラザ、牛尾湧水施設、 

一般廃棄物最終処分場（旧菱刈町）、衛生センター、汚泥再生処理センター建設

予定地ほか 

建 物    5,465.19 
一般廃棄物最終処分場（宮人）、リサイクルプラザ、牛尾湧水施設、衛生センタ

ーほか 

 

８ 現地監査 

汚泥再生処理センター敷地造成立木伐採工事、汚泥再生処理センター施設造成工事（1～3工区）

の現地監査を実施した結果、良好に施工、管理されていることを認めた。また、大口リサイクルプ

ラザの土地建物の管理状況についてもおおむね良好に維持管理されていることを認めた。 

 

９ その他 

当課で整備保管すべき財務に関する諸帳簿及び台帳は、おおむね良好に整備保管されていること

を認めた。 

また、汚泥再生処理センター整備事業は基本計画に基づいて、業務が順調に遂行されていること

を確認した。 


