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第１ 監査の期間 

平成２４年５月８日(火)～平成２４年６月１５日(金) 

（実査日 平成２４年５月８日(火)～平成２４年５月１１(金)） 

 

第２ 監査の対象とした施設 

市制施行以来，施設等の監査として旧町ごとに監査を行ってきた。平成２４年度は，

江田島町の施設を対象に一部を抽出して監査を行った。 

監査の対象とした施設は次のとおりである。 

分 類 施設等名称 監査実施日 所 管 課 

衛生施設 江田島市リレーセンター ８日 
環境課 

墓地 長宇根墓地公園(納骨堂含む) １１日 

支所 江田島支所 １１日 

江田島支所 
出張所 

秋月出張所 ８日 

小用出張所 ９日 

切串出張所 ９日 

大須出張所 ９日 

集会所    

（コミュニティホーム含む） 

江田島コミュニティセンター ９日 

大須コミュニティホーム ９日 

保健福祉施設 

（保健センター含む） 

江田島保健センター １１日 保健医療課 

江田島老人福祉センター ８日 

高齢介護課 
老人集会所 

矢ノ浦老人集会所 ８日 

大須老人集会所 ９日 

小用老人集会所 ９日 

保育園 

江田島保育園 ８日 

子育て支援センター 
小用保育園 ９日 

宮ノ原保育園 １０日 

切串保育園 １１日 

水産業施設 

小用漁船係留施設（第 1号） ９日 

農林水産課 
宮ノ原水産振興センター １０日 

江田島市海辺の新鮮市場 

（地域物産販売施設） 
１０日 

観光施設 江田島市ふるさと交流館 ８日 商工観光課 

市営住宅 
小用３号住宅 ９日 

都市整備課 
小用４号住宅 ９日 
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分 類 施設等名称 監査実施日 所 管 課 

農業施設 大須浄化センター ９日 
下水道課 

下水施設 江田島中央浄化センター １０日 

消防屯所 

秋月消防屯所 ８日 

消防本部 総務課 

大須消防屯所 ９日 

中郷消防屯所 １１日 

切串消防屯所 １１日 

消防本部 江田島市消防本部 ８日 

小学校 
江田島市立切串小学校 １１日 

学校教育課 江田島市立江田島小学校 １１日 

中学校 江田島市立江田島中学校 ９日 

学校給食施設 江田島学校給食共同調理場 １０日 学校給食共同調理場 

公民館 

秋月公民館 ８日 

生涯学習課 

鷲部公民館 ８日 

江田島公民館 ８日 

切串公民館 ９日 

大須公民館 ９日 

図書館 江田島市立江田島図書館 ８日 

視聴覚ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ 江田島市視聴覚ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ ８日 

歴史資料館 江田島市学びの館 １２日 

体育館 
宮ノ原体育館 １０日 

津久茂体育館 １０日 

武道館 江田島市武道館 １１日 

 

第３ 監査の着眼点 

１ 財務に関する事務の執行が，適正かつ効率的に行われているか。 

２ 経営に係る事業の管理が，合理的かつ効率的に行われているか。 

３ 市の建物等の維持管理が良好であるかどうか。 

 

第４ 監査の対象とした事項 

  施設管理 

  （１）教育施設，文化施設，社会福祉施設，市営住宅等 

    ア 施設の管理運営は，内容，運営時間等からみて，施設の設置目的に合致して

いるか。また，市民の利便性を考慮したものとなっているか。 
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    イ 維持管理及び補修は適切になされているか。また，防火・防災対策，防犯対

策，環境衛生対策は適正に行われているか。 

    ウ 管理運営に当たり，公共性，経済性は考慮されているか。 

    エ 施設は安全性を考慮して管理運営されているか。 

    オ 利用の妨げとならないよう，施設内の整理整頓や機器類の整備はなされてい

るか。 

   

  事務管理 

  （１）公印は適正に管理されているか。 

  （２）出勤簿及び休暇簿は適正に整備されているか。 

 

第５ 監査の目標 

法令により定められた権限に基づいて積極的かつ指導的に監査を行い，その結果に関

する報告を決定し，公表することにより，民主的かつ効率的な行政の執行確保に資し，

もって住民の福祉の増進と地方自治の本旨の実現に寄与することを目標とした。 

監査手法は，実査（実地に現物検証，現場検証等によって直接検証する。）及び質問（事

実の存否又は問題点について,監査等対象部局の職員などに質問して，回答又は説明を求

める。）を用い，限られた時間の中で実際に施設等を訪問することにより，維持管理状況

の把握に努めた。 

 

 

第６ 監査の結果 

市 民 生 活 部 

１ 環境課 

 江田島市リレーセンター 

  所在地       江田島市江田島町鷲部四丁目１番１３号 

敷地面積      約３,８０７㎡ 

建物の構造・面積  ＲＣ２階 約１,９８０㎡ 

処理能力      ４５ｔ/５ｈ 

建築年月      平成１４年１１月 

手数料（H23年度収入額） １,８０４,７４０㎏ ・ １９,８５２,１４０円 

 

この施設は，主に各家庭から出る可燃性ごみを呉市「クリーンセンターくれ」の焼却

施設へ搬送するための中継施設として平成１４年１１月に設置された。当施設へは，収

集した家庭ごみと，飲食店などが利用する自己搬入とがあり，自己搬入については１０

㎏につき１１０円の有料としている。事務室内はよく整理されており，事故防止，機械
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の不具合の確認のため，常に監視カメラでの観察を行っている。しかし，搬送の内容物

が可燃ゴミ以外のものが入っていても確認できないため，各家庭や業者に対し，ゴミ出

しのルールや，ごみの減量化をさらに広報等を通じて呼びかけられることを望む。 

   

 

 長宇根墓地公園（納骨堂含む） 

  所在地       江田島市江田島町字長宇根８３６９番地１ 

  敷地面積      ３,８８６㎡ 

  管理基数      １７１基（墓地９１＋納骨堂８０） 

  建築年月      昭和５１年 

  分担金(H23年度収入額) ０円 

   

本施設は，旧江田島町時代に整備された墓地公園である。使用料はなく，分担金制度

によって許可される。 

墓地公園内は，公益社団法人江田島市シルバー人材センターに清掃業務を委託し，雑

草ゴミの散乱はなくきれいによく整備されている。 

墓地は全て利用があるが，墓標の建てられていない箇所が数件ある。条例によると第

１１条で利用者が許可を受けた後５年を経過しても利用しないときは，利用許可を取消

すことができるとなっているので，放置となっている箇所の利用について整理されたい。 

納骨堂の利用は全体の４割程度である。現在は余裕があるが，市内の空き家が増加し

ていくのと同様に考えると，少子高齢化・若者の市外移住等，これから遺族のいない遺

骨が増える予測が立つ。引取り手がない遺骨について，何年後まで管理するのか市での

規定がないので，これから整備されたい。 

 

 

２ 江田島支所 

支所 江田島市役所の支所として設置されている施設は，江田島支所，大柿支所，沖美

支所の３施設である。 

 

 江田島支所 

  所在地       江田島市江田島町中央一丁目１番１号 

  敷地面積      ２,３１０㎡  

  建物の構造・面積  ＲＣ ４階造 延床面積 ２,３７６.６９㎡ 

            地階 １４０.４０㎡(機械室等)  

            １階 ７１８.３１㎡(江田島支所・企業局・下水道課） 

            ２階 ６８０.８５㎡(議会事務局等) 

            ３階 ８２８.４７㎡(市議会議場等) 
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            Ｒ階 １８.６６㎡ 

  建築年月      昭和５３年 

   

備品台帳が更新されていなため，台帳と備品の整合性が取れていないので，備品につ

いて早急に整備されるよう強く望む。 

地下機械室に，所有者不明の自転車が放置されているので，早急に撤去されたい。 

 

 

出張所 

 江田島町に設置されている出張所は，秋月，小用，切串，大須，津久茂の５出張所があ

り，今回は秋月・小用・切串・大須出張所について監査を行った。 

 

秋月出張所 

  所在地       江田島市江田島町秋月二丁目６番３号(秋月公民館併設) 

  敷地面積      ４４３㎡ 

建物の構造・面積  ＲＣ３階建 ２６５㎡ 

建築年月      昭和５２年４月 

 

  公印の保管は良好である。事務室内はよく整理されている。   

 開所時間が午前中のみとなっているので，閉所後の利用は，江田島支所または，サービ

スセンターを紹介している。 

 

 

小用出張所 

  所在地       江田島市江田島町小用二丁目１７番１号 

(江田島コミュニティセンター併設) 

 

公印の保管は良好である。諸帳簿については，出勤簿の後半部分がない嘱託員や，休

暇簿と出勤簿の整合性がとれないもの，休暇届が出ていないものが見受けられたので，

早急に正しく処理されたい。 

事務室内はよく整理されている。開所時間が午前中のみとなっているので，閉所後の

利用は，江田島支所または，サービスセンターを紹介している。 
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切串出張所 

  所在地       江田島市江田島町切串三丁目１８番３号（切串公民館併設） 

敷地面積      １,００１.０㎡  

建物の構造・面積  ＲＣ３階建 ９０３.０㎡ 

 建築年月       昭和５４年４月  

 

   公印の保管は良好である。事務室内はよく整理されている。   

   開所時間が午前中のみとなっているので，閉所後の利用は，江田島支所または，サー

ビスセンターを紹介している。開所時間中の税等の収納事務について，釣銭が必要な場

合には，職員個人のお金で対応せず，釣銭の必要がない納付のお願いや，サービスセン

ターや江田島支所での納付にするよう市民に依頼されたい。事故・事件が起ってしまっ

た場合に，対応した職員に精神的にも負担がかかってしまうため，厳重に対応されたい。 

 備品台帳が更新されていないため，台帳と備品の整合性が取れていないので，備品に

ついて早急に整備されるよう強く望む。 

  

 

大須出張所 

  所在地       江田島市江田島町大須一丁目１番６号 

 敷地面積      ７４８.０㎡  

 建物の構造・面積  ＲＣ３階建 ５４３.１㎡ 

 建築年月      昭和５３年２月  

       

  公印の保管は良好である。事務室内はよく整理されている。   

  開所時間が午前中のみとなっているので，閉所後の利用は，江田島支所または，サー

ビスセンターを紹介している。 

  備品台帳が更新されていないため，台帳と備品の整合性が取れていないので，備品に

ついて早急に整備されるよう強く望む。 

 

 

集会所 

 集会所の中にコミュニティセンターとコミュニティホームが含まれる。江田島町に設置

されているコミュニティセンターは，江田島コミュニティセンターのみである。また，コ

ミュニティホームは中郷，向側，山田，宮ノ原，大須の５コミュニティホームがあり，今

回は大須コミュニティホームについて監査を行った。 
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江田島コミュニティセンター 

  所在地       江田島市江田島町小用二丁目１７番１号 

（小用出張所，ＪＡ 併設） 

  敷地面積      １,４２３.２３㎡ 

  建物の構造・面積  ＲＣ３階造 延床面積 ８４２.４６㎡ 

            １階 ３６５.０８㎡(江田島市商工会） 

            １階 ２５４.７９㎡(ＪＡ呉小用支店) 

            １階 ７３.８８㎡(江田島市役所小用出張所) 

            ２～３階他 １２１９.２６㎡（江田島コミュニティセンター） 

  建築年月      平成４年１２月 

     

  この施設は，小用出張所，商工会，ＪＡ呉小用支店併用の建物である。 

  会議室等を利用する内容は，生涯学習課管轄の公民館活動のものが大半である。公民

館活動と，それ以外の内容とでは，申請書等を別々にファイリングされたい。また，申

請書に団体名，利用目的の無記入が見受けられた。誰が見ても明確に把握できるような

申請書であるよう注意されたい。なお，利用願いは月ごとではなく，利用ごとに提出す

るよう利用者に指導されたい。 

 

 

大須コミュニティホーム 

  所在地       江田島市江田島町大須一丁目１番８号（大須消防屯所併設） 

  敷地面積       ３３６.５０㎡ 

 建物の構造・面積  ＲＣ造２階建  延べ面積４０.３１㎡ 

  建築年月      昭和５５年２月 

  年間利用状況（H23年度）利用者数 ３８９人 

   

   利用は，頻繁にされている。しかし，備え付けのカーテンは西日が当たるため，所々

破損が目立った。また，畳上に虫の死骸，小さなゴミの散乱が認められたので，早急に

清掃し，整理整頓に努められたい。 
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福 祉 保 健 部 

３ 保健医療課 

 江田島保健センター 

  所在地       江田島市江田島町中央一丁目 1番 1号 

  敷地面積      ４,１２９.１７㎡ （江田島支所敷地含む） 

 建物の構造・面積  ＲＣ造 地下１階 地上２階建  

一部３階建 １６８６.６１㎡（地下含む） 

地下 ５６９.５２㎡（駐車場） 

１階 ５４１.２９㎡（事務室１０５.８８㎡，相談室３５.８３

㎡，授乳室兼相談室１８.３１㎡，集団指導室７３.１２㎡，保

健指導室６４.３８㎡，検査兼診察室２７.４５㎡） 

２階 ５４１.２８㎡（電算室１２２.９０㎡，倉庫６３.７５㎡，

庁舎書庫２１５.６６㎡） 

３階３４.５２㎡（倉庫１０.８０㎡，EV ﾎｰﾙ） 

  建築年月      平成１２年１１月 

 

 旧町では，保健福祉一般の業務を１階事務室で行っていた。現在は，乳幼児健康診断

や成人の保健指導等で使用している。市主体の事業のみで，保健行事の年間計画に則り

施設利用をしている。鍵，維持管理費，利用状況などは江田島支所が管理している。 

 新しい建物であり，全面バリアフリーの施設なので有効的な利用ができるよう努めら

れたい。 

  

 

４ 高齢介護課 

 江田島老人福祉センター 

  所在地       江田島市江田島町中央一丁目３番２１号 

  敷地面積      ９５６.８８㎡ 

  建物の構造・面積    ＲＣ５階建  総面積 ８４０.０１㎡   

１階 ６０６.２２㎡ 

２階 ２３３.７９㎡ 

建築年月      昭和５５年３月 

   年間利用状況（H23年度） 利用件数７０６件，利用者数５,７２５人 

 

この施設は，老人福祉に必要な事業に関することを行うための施設である。江田島公

民館と併設されており，２階の一部分を安芸地区医師会(訪問看護ステーション)と契約

し使用している。 
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 建物が併設されているため利用後確認書等の書類を江田島公民館と老人福祉センター

とで兼用ファイルに整理されているが，２つの施設の所管や目的が異なるため，書類等

は分けて整理されたい。 

 ２階会議室のアナログテレビは不要と思われるので，正規な事務処理において早急に

処分されたい。 

 

 

老人集会所 

 江田島町に設置されている老人集会所は，石風呂・江田島大原・幸ノ浦・小用・津久

茂・矢ノ浦・大須の７施設である。その中で，３施設を抽出し監査を行った。 

 

 矢ノ浦老人集会所 

  所在地       江田島市江田島町中央五丁目１番２７号 

 敷地面積      ３３.９６㎡ 

 建物の構造・面積  木造平屋建 １５９.８４㎡， 

 建築年月      昭和５０年１０月 

        

施設内は，整理整頓されており，施設は住民に馴染んだ場所となっている。 

不要とみられるアナログテレビがそのまま放置されてあるので，早急に整備されたい。 

  

 

大須老人集会所 

  所在地       江田島市江田島町大須一丁目１番６号 

 敷地面積       １,８２７.３６㎡ 

 建物の構造・面積  ＲＣ３階建   

建築面積 ３５５.２７㎡  

総面積  ９５３.８１㎡   

１階（老人集会所部分） ５２.５０㎡ 

建築年月      昭和５３年２月 

        

利用簿の記載は良好である。 

 

 

 小用老人集会所 

  所在地       江田島市江田島町小用一丁目８番１７号 

 敷地面積           ３１１.２０㎡ 

 建物の構造・面積  木造平屋建   
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建築面積 １６１.６９㎡ 

 総面積  １６１.６９㎡ 

 建築年月           昭和５３年３月 

        

  使用度は高く，施設内は，整理整頓されており，施設は住民に馴染んだ場所となって

いる。 

しかし，和室の蛍光灯が外れた状態であり，調理室の壁が破損して穴が開いている状態

となっている。また，不要とみられるアナログテレビがそのまま放置されている。これ

らを放置しないで早急に整備されたい。 

 

 

５ 子育て支援センター 

保育園 

 江田島町に設置されている保育園は，江田島・小用・宮ノ原・切串の４施設である。 

  

江田島保育園 

  所在地       江田島市江田島町中央五丁目２番１４号 

 敷地面積       １,４２３.７６㎡ 

 建物の構造・面積  ＲＣ ２階建 ９１９.３４㎡ 

            保育室３０８.８８㎡  遊戯室１４０.８３㎡   

乳児室４２.２４㎡   医務室５.９２㎡  

 調理室６.３６㎡    その他４１５.１１㎡ 

 建築年月      昭和５２年１月 

         

入園児童数（H24.4.1現在） 定員 ６０人 

組名 
年長 

（ぱんだ組） 

年中 

（きりん組） 

年少 

（うさぎ組） 

３歳未満 

（りす・ひよこ組） 
合 計 

男 ３  ７ ５ ７ ２２ 

女 ３  ４ １ ２ １０ 

合計 ６ １１ ６ ９ ３２ 

 

公印の保管及び各種簿冊は良く整備されている。保育日誌及び連絡帳からきめ細かな

保育をされていることが窺えた。避難訓練，消防設備点検，遊具の検査等の災害対策は

適正になされている。 

平成２４年４月１日現在の定員数は６０人であるが，入園児童数は，３２人となって

おり，０歳児は生後１０ケ月から受け入れを行っている。 

保育室等は，きれいに整理整頓され，落ち着いた環境で保育が行われている。また，
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空き教室を手作り教材の保管等，有効的に上手に使っており，日々の温かい保育が窺え

た。 

今後，より一層児童を安心して楽しく育てられる保育を目指されることを望む。 

 

 

小用保育園 

  所在地       江田島市江田島町小用一丁目１５番１号 

 敷地面積       ２,６５５.３３㎡ 

 建物の構造・面積   ＲＣ２階建 １,０５９.２６㎡ 

             保育室３９３.９８㎡  遊戯室１４４.２３㎡   

乳児室５９.８８㎡      ホフク室４６.５６㎡  

調理室２８.２８㎡    その他３８６.３３㎡ 

   建築年月        昭和５５年１月 

 

   入園児童数（H24.4.1 現在） 定員 ４５人 

組名 
年長 

（ぱんだ組） 

年中 

（きりん組） 

年少 

（うさぎ組） 

３歳未満 

（りす・ひよこ組） 
合 計 

男  ９  ４ ６ ５ ２４ 

女  ５ １０ ３ ４ ２２ 

合計 １４ １４ ９ ９ ４６ 

 

   公印の保管及び各種簿冊は非常に良く整備されている。連絡帳，保育日誌及び連絡帳

からきめ細かな保育をされていることが窺えた。避難訓練，消防設備点検，遊具の検査

等の災害対策は適正になされている。 

平成２４年４月１日現在の定員数は４５人であるが，入園児童数は４６人となってい

る。０歳児は生後６ケ月から受け入れを行っている。未満時の入園児童数が多いため，

保育士の人数の確保が必要と思われる。 

通常保育事業のほかに，一時保育事業，平日土曜日延長保育事業を行っており，一時

保育事業は，母親の育児負担解消のためのリフレッシュ保育も行っているため需要が高

いと見込まれ，保護者の子育て支援に貢献できていると思われる。 

保育室等は，きれいに整理整頓され，落ち着いた環境で保育が行われている。 

今後，より一層児童を安心して楽しく育てられる保育を目指されることを望む。 
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宮ノ原保育園 

  所在地       江田島市江田島町宮ノ原二丁目１１番７号 

 敷地面積       １,９８５.０５㎡ 

 建物の構造・面積   ＲＣ平屋建 ６３２.３７㎡ 

             保育室２５８.２８２㎡ 遊戯室１２０.５１㎡  

乳児室５３.５６６㎡   調理室１６.５８㎡   

その他１８３.４３２㎡ 

 建築年月        昭和５１年３月 

入園児童数（H24.4.1現在） 定員 ４５ 人 

組名 
年長 

（ぱんだ組） 

年中 

（きりん組） 

年少 

（うさぎ組） 

３歳未満 

（りす組） 
合 計 

男 １０  ８ ４ ２ ２４ 

女  ６ １２ ２ １ ２１ 

合計 １６ ２０ ６ ３ ４５ 

 

公印の保管及び各種簿冊は良く整備されている。備品については，備品に備品シール

が貼られてないもの，備品台帳と備品シールの内容が異なるもの等が見受けられたため，

早急に整理されたい。また，使用しなくなった備品は速やかに正規な事務処理で廃棄処

分とされたい。保育日誌及び連絡帳からきめ細かな保育をされていることが窺えた。 

避難訓練，消防設備点検，遊具の検査等の災害対策は適正になされている。 

平成２４年４月１日現在の定員数は４５人であり，入園児童数も４５人となっており，

０歳児は生後１０ケ月から受け入れを行っている。 

保育室等は，きれいに整理整頓され，落ち着いた環境で保育が行われている。 

地域との世代間交流も計画的にされており，近隣の病院への慰問や老人クラブ等との

交流により，児童の心の健やかな成長の糧となっていると思われる。 

施設的には，園庭が若干狭いように窺えた。また，配膳室のドアの塗装がひどく剥離

している。給食などの食品に剥離した破片等が混入する可能性も考えられるので，児童

の安全を最優先し，早急な改善を願う。 

今後，より一層児童を安心して楽しく育てられる保育を目指されることを望む。 
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切串保育園 

  所在地       江田島市江田島町切串三丁目３４番３５号 

 敷地面積        １,７３１.５３㎡ 

 建物の構造・面積   ＲＣ２階建 １,０５３.６１㎡ 

              保育室６２４.６６㎡  遊戯室１５８.０３㎡   

調理室１７.５１㎡   その他５５３.４１㎡ 

 建築年月          昭和５６年４月 

 

  入園児童数園児数（H24.4.1現在） 定員 ４５人 

組名 
年長 

（ばら組） 

年中 

（ひまわり組） 

年少 

（すみれ組） 

３歳未満 

（たんぽぽ組） 
合 計 

男 ４  ６ ４ ３ １７ 

女 ３  ５ １ ５ １４ 

合計 ７ １１ ５ ８ ３１ 

 

公印の保管及び各種簿冊は良く整備されているが，出勤簿・休暇簿の整合性が取れて

いない箇所が見受けられたので整備されたい。また，これらの公的な諸帳簿は，鉛筆書

きではなく，ボールペンで記入するように十分留意されたい。保育日誌及び連絡帳から

きめ細かな保育をされていることが窺えた。 

避難訓練，消防設備点検，遊具の検査等の災害対策は適正になされている。 

修繕必要と思われる箇所は，非常口誘導灯の電球切れが認められたので，早急に修繕

されたい。また，豪雨時に園庭から隣家の敷地内に雨水が流れ込むことがあり，そのた

め苦情を受けている。苦情には早急に何らかの対処をされたい。 

平成２４年４月１日現在の定員数は４５人であるが，入園児童数は３１人となってお

り，０歳児は生後１０ケ月から受け入れを行っている。 

保育室等は，きれいに整理整頓され，落ち着いた環境で保育が行われている。 

今後，より一層児童を安心して楽しく育てられる保育を目指されることを望む。 
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産 業 部 

６ 農林水産課 

水産業振興施設 

 江田島町に設置されている水産業振興施設は次のとおりである。 

施設区分 
所 在 地 

合 計 
小用 宮ノ原 切串 大須 

漁業用作業保管施設 ２ １ １  ４ 

共同作業場 １ １   ２ 

漁船保全施設 １ １ １  ３ 

漁船係留施設 ２ ３ １  ６ 

カキ殻一時堆積場 １  １  ２ 

カキ筏共同作業施設 １  １  ２ 

漁獲物出荷調整施設 １    １ 

地域特産物販売施設    １ １ 

合 計 ９ ６ ５ １ ２１ 

 

上記施設のうち，小用漁船係留施設（第１号）について監査を行った。 

 

 

 小用漁船係留施設（第１号） 

  所在地       江田島市江田島町小用一丁目８５７８番地２７地先 

 施設の規模・構造  鉄筋コンクリート製  

浮函１７.６×６.０×２.６ｍ 

渡橋１５.４×２.０ｍ 

 建築年月      昭和５４年３月 

  年間利用状況（H23年度） 利用回数 ３６５日，利用者数 ８隻 

 

漁船の係留や漁具及び漁獲物の積み下ろし等を行う施設である。管理は，指定管理者

として東江漁業協同組合と協定書を締結して運営している。 

  

 

 宮ノ原水産振興センター 

   所在地       江田島市江田島町宮ノ原二丁目２番１１号 

   敷地面積       ６６４.６８㎡（所有者：江田島漁業協同組合） 

   施設の規模・構造  鉄骨造・ステンレス鋼板葺・平屋建 

     総床面積：４５６.３６㎡ 
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             ２４３.０４㎡（宮ノ原水産振興センター） 

             ２０３.１５㎡（江田島漁業協同組合） 

   建築年月           平成１７年３月 

  年間利用状況（H23年度） 利用回数２２回，利用者数２８５人 

（うち使用料徴収対象者数０人） 

 

  この施設は，平成１７年３月漁業者の研修活動を通じて，漁業経営の安定と江田島市

の水産振興に資するために設置されたものである。利用実態は，月に１～２回程度で，

現在の主な使途は，会議である。土地は漁協の所有となっている。 

    

 

 江田島市海辺の新鮮市場（地域物産販売施設） 

  所在地       江田島市江田島町江南一丁目１番３７号 

 敷地面積         ６４７㎡ 

 建物の構造・面積  鉄骨造２階建 ３９３.７２㎡ 

            １階 １８８.１０㎡ 

            ２階 ２０５.６２㎡ 

 建築年月           平成１１年１２月 

  年間利用状況（H23年） ４４,４１６人 

    

   特産品の販売等を行うことにより，地域の振興を図るために設置された。設置当初は，

特産品の販売のみであったが，累積赤字を減らしていくために，平成１９年から２階を

食堂とし，定食を用意して昼食ができるようになった。施設内の不具合は見受けられな

いが，駐車場が整備されていないことが課題の中の１つとしてあげられる。集客数の伸

び，及び売上高の増加に繋ぐことができるよう計画的に対処されたい。 

 

 

７ 商工観光課 

 江田島市ふるさと交流館 

  所在地       江田島市江田島町中央一丁目３番１０号 

 敷地面積      ３４１.１０８㎡ 

 建物の構造・面積   木造２階建 ２５９.３６６㎡ 

             １階１３９.９７㎡（待合所・事務室・休憩室等） 

             ２階１１９.３９６㎡（展示ホール・和室１・和室２等） 

 建築年月      平成５年３月 

  年間利用状況（H23年度）  ８,４００人 
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管理は，指定管理者として，江田島市観光協会と協定書を締結して運営している。 

商品の陳列を変える等で店内を明るい雰囲気にするなど思考と工夫が窺え，経営に前

向きに取組んでいる努力が感じられる。また，客数の伸びと店内に滞在する時間を延長

させるため，店内飲食にも取組んでいる。その結果，昨年７月より売上率が 126％アッ

プするという結果が出てきている。しかし，その一方で駐車場がないため，独自の来客

ではなく，観光バスで自衛隊の見学に来られた方の，時間待ちとしての利用が大半であ

ることも否めない。 

「清盛ブーム」が過去った後も，息の長い黒字経営を目標とし，近隣市町の観光施設

との協賛を奨めながら観光客数の増加を図るため，江田島市独自の観光，滞在，目玉と

なる土産についても今後発展することを強く望む。 

 

 

 

土 木 建 築 部 

８ 都市整備課 

市営住宅 

 江田島町に設置されている市営住宅は次のとおりである。 

住宅名 所在地 
建物構造 

棟数 
管理 

個数 

入 居 

世帯数 

入居率 

（％） 防火区分 構造区分 

中郷 中央二丁目 3番 20号 中耐四 ＲＣ造 1 8 4 50.0  

矢ノ浦北２号 中央四丁目 20番 22号 中耐四 ＲＣ造 1 24 20 83.3  

矢ノ浦北３号 中央四丁目 20番 23号 中耐四 ＲＣ造 
1 16 12 75.0  

1 8 6 75.0  

小用南１号 小用一丁目 8番 5号 中耐四 ＲＣ造 1 16 16 100.0  

小用南２号 小用一丁目 8番 3号 中耐三 ＲＣ造 1 9 7 77.8  

小用３号 小用一丁目 14番 2号 耐二 ＲＣ造 1 6 6 100.0  

小用４号 小用一丁目 14番 8号 耐二 ＲＣ造 1 4 4 100.0  

北沖住宅 切串一丁目 14番 27、28号 簡耐二 簡易耐火 2 6 2 33.3  

切串 切串一丁目 17番 16号 中耐四 ＲＣ造 1 16 14 87.5  

津久茂 津久茂三丁目 1番 4号 簡耐二 簡易耐火 1 2 2 100.0  

宮ノ原西 宮ノ原二丁目 3番 1号 中耐四 ＲＣ造 1 16 12 75.0  

宮ノ原 宮ノ原二丁目 9番 7号 中耐三 ＲＣ造 1 9 6 66.7  

立石１号 宮ノ原二丁目 33番 1号 中耐四 ＲＣ造 1 16 15 93.8  

立石２号 宮ノ原二丁目 33番 2号 中耐三 ＲＣ造 1 12 11 91.7  

立石南 宮ノ原二丁目 33番 8号 耐二 ＲＣ造 1 4 4 100.0  

合    計 172 141 82.0 

※入居世帯数は H24.4.1現在 
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家賃収入状況（江田島町の区域内にある住宅のみ，平成２４年３月末現在，単位：円・％） 

区 分 調定額 収入額 収入未済額 収納率 

２３年度分 31,947,700 25,526,900 6,420,800 79.9％ 

滞納繰越分 34,078,010 1,708,650 32,369,360 5.0％ 

※収納率は，小数点第２位以下を四捨五入。 

 

平成２４年３月末現在の江田島町区域内にある公営住宅の家賃収納状況は，平成２３年

度分が７９.９％，滞納繰越分が５.０％となっている。家賃滞納状況の改善に努められた

い。 

上記住宅のうち，小用３号住宅と小用４号住宅について監査を行った。 

 

小用３号住宅 

  所在地       江田島市江田島町小用一丁目１４番２号 

 敷地面積       ５５１.８６㎡ 

 建物の構造・面積  ＲＣ造２階 建築面積１９３.０７㎡(ひさし部分含む) 

             １階１８２.９８㎡  ２階１８２.９８㎡ 

 建築年       昭和５８年 

 管理戸数      ６戸（うち平成２４年４月１日現在入居戸数６戸） 

 

この公営住宅の周辺には，ゴミの散乱や大きな破損個所は見当たらないが，外壁の塗

装の剥離が目立っているので対処されたい。住宅周辺は，入居者が除草・清掃をしてお

り，ていねいな利用が窺える。また，きめ細かな交付金で倉庫の塗装を行っている。 

 

 

小用４号住宅 

  所在地       江田島市江田島町小用一丁目１４番８号 

  敷地面積           ３３５.７８㎡ 

   建物の構造・面積   ＲＣ造２階 建築面積１３１.１２㎡(ひさし部分含む) 

             １階１２１.４９㎡  ２階１２１.４９㎡ 

 建築年        昭和５９年 

 管理戸数          ４戸（うち平成２４年４月１日現在 入居戸数４戸） 

 

この公営住宅の周辺には，ゴミの散乱や大きな破損個所は見当たらないが，階段の塗

装の剥離が目立っているので対処されたい。住宅周辺は，雑草が繁茂しており，夏季に

向けて除草するよう指導を促されたい。また，各部屋のボイラー設置部分の外壁にひび

割れが認められたので対処されたい。 
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９ 下水道課 

 大須浄化センター 

  所在地       江田島市江田島町大須二丁目１４０１６番地４ 

  敷地面積            ２１６㎡ 

 建物の構造・面積    

【管理汚泥棟】 ＲＣ造(地上２階)  

  建築面積 ２００.１９㎡  延面積 ２７６.８９㎡ 

  建築年月      平成１４年３月 

 

農業集落排水の処理場で，処理対象人口は約１００名，管理は㈲江能環境整備に委託

している。濃縮された汚泥は，バキューム車で中央浄化センターに運び，最終処理を行

っている。 

 

江田島中央浄化センター 

 所在地       江田島市江田島町津久茂一丁目７番６号 

 敷地面積      １９,０７０㎡ 

 建物の構造・面積   

【管理棟】 ＲＣ造(地上１階、地下３階)  

    建築面積 ３８７.８７㎡  延面積 １,０７７.０９㎡ 

    【汚泥処理棟】 ＲＣ造(地上２階、地下１階)  

建築面積 ２２８.０２㎡  延面積 ５１８.７９㎡ 

【汚泥ポンプ棟】 ＲＣ造(地上１階、地下１階)  

建築面積  １５.１５㎡  延面積 ６８.１５㎡ 

【用水棟】 ＲＣ造(地上１階、地下１階)  

建築面積  ５９.０３㎡  延面積 １６９.７３㎡ 

建築年月    

    【管理棟】  平成９年３月 

【汚泥処理棟】 平成１０年３月 

【汚泥ポンプ棟】 平成９年３月 

【用水棟】 平成９年３月 

 

管理は㈱ヒロセイ環境に委託している。処理能力は２,９２０m3/日，放流水量は最大

平均約１,６００m３/日利用されている。現在は，中央・鷲部・小用・津久茂・宮ノ原地

区の処理をしているが，将来は江南・秋月・飛渡瀬地区も入れた運搬処理の検討をされ

たい。 
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消 防 本 部 

10 消防本部 総務課 

消防屯所 

 江田島町を受持区域とする消防団第１方面隊には，中央第一分団(中郷・向側)，中央第

二分団(矢ノ浦・山田)，南分団(鷲部・江南)，東分団(秋月・小用)，北分団(切串・大須・

幸ノ浦)，西分団(津久茂・宮ノ原)，の６分団が設置されており，４消防屯所について監査

した。 

 

 秋月消防屯所 

  所在地       江田島市江田島町秋月二丁目４９番１３号（屯所） 

            江田島市江田島町秋月二丁目２２番（格納庫） 

  敷地面積      １５６.０３㎡（屯所） ５９.２９㎡の一部８.００㎡（格納庫） 

 建物の構造・面積  

【屯所】 ＲＣ造２階建  延べ面積９２．５２㎡ 

            １階 ４６.２６㎡（格納庫） 

            ２階 ４６.２６㎡（会議室） 

【格納庫】 ＣＢ造平屋建  延べ面積８.００㎡ 

 建築年月 【屯所】 昭和５０年５月       

【格納庫】 昭和４１年３月 

  分団ポンプ車    登録番号    広島８８ ひ ２９８２ 

            初年度登録   平成５年２月１９日 

            車検有効期限  平成２５年２月１８日 

            走行キロ数   ６，６３６km（確認日 ５月８日現在） 

            車両使用簿の有無  有り 

 

車両使用簿の記入及び車両の清掃，整備は良好である。待機室も整理されている。ま 

たその他諸帳簿も適正に管理されている。 

屯所を管理する東分団長の立会いに感謝する。 

 

 

 大須消防屯所 

  所在地       江田島市江田島町大須一丁目１番８号 

 敷地面積      ３３６.５０㎡（大須コミュニティホーム含む）の一部 

 建物の構造・面積  ＲＣ造２階建 （１階部分の一部） 延べ面積４０.３１㎡ 

            １階 ４０.３１㎡（格納庫・和室） 
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建築年月      昭和５５年２月 

  分団ポンプ車    登録番号    広島８８ ひ １７９９ 

            初年度登録   平成３年１２月１９日 

            車検有効期限  平成２５年１２月１８日 

            走行キロ数   ７,２０３km（確認日 ５月９日現在） 

            車両使用簿の有無  有り 

  

車両使用簿の記入及び，車両の清掃，整備は良好である。また，備品の管理及び屯所

内の整理整頓は良好である。待機室も整理されている。 

屯所を管理する北分団長の立会いに感謝する。 

 

中郷消防屯所 

  所在地       江田島市江田島町中央一丁目８番３１号 

敷地面積      武道館敷地内（有償借受） 

  建物の構造・面積  ＲＣ造２階建  延べ面積９２.０２㎡ 

             １階 ４３.７７㎡（格納庫） 

             ２階 ４８.２５㎡（和室・トイレ） 

建築年月       昭和５７年１１月 

  分団ポンプ車     登録番号    広島 ひ １７９８ 

             初年度登録   平成３年１２月１９日 

             車検有効期限  平成２５年１２月２６日 

             走行キロ数   ３,９４４km（確認日５月１１日現在） 

             車両使用簿の有無  有り 

 

車両使用簿の記入及び，車両の清掃，整備は良好である。また，備品の管理及び屯所

内の整理整頓は良好である。消防格納庫，２階の待機室も整理されている。様子から，

頻繁に役員会等を開き利用していることが窺える。 

階段の塗装がひどく剥離しており，腐食・破損の原因になり，団員の事故につながる

と思われるので，早急に対処されたい。 

屯所を管理する中央第一分団長の立会いに感謝する。 

 

 

切串消防屯所 

 所在地       江田島市江田島町切串三丁目３０番（屯所） 

            江田島市江田島町切串四丁目６番（格納庫１） 

            江田島市江田島町切串五丁目２７番（格納庫２） 

 敷地面積      １０４.７５㎡（屯所） 
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４６.２０㎡（格納庫１）４２.２８㎡（格納庫２） 

 建物の構造・面積  

【屯所】  ＲＣ造２階建  延べ面積１０８.９０㎡ 

            １階 ５４.４５㎡（格納庫） 

            ２階 ５４.４５㎡（和室・トイレ） 

      【格納庫１】  木造瓦棒葺平屋建  延べ面積２４.３０㎡ 

            １階 ２４.３０㎡（格納庫） 

     【格納庫２】  木造平屋建て 延べ面積７.９２㎡ 

             １階 ７.９２㎡（格納庫） 

   建築年月 【屯所】  昭和６１年１２月 

     【格納庫１】  昭和４５年８月 

      【格納庫２】  平成４年１月 

    分団ポンプ車    登録番号   広島８８ ひ ９７０ 

             初年度登録  平成３年２月１日 

             車検有効期限 平成２５年１月３１日 

             走行キロ数  ５,６８９km（確認日５月１１日現在） 

             車両使用簿の有無 有り 

    分団積載車     登録番号   広島８８ は ８２５４ 

             初年度登録  昭和６２年１２月１８日 

             車検有効期限 平成２５年１２月１８日 

             走行キロ数  ６,３７０km（確認日５月１１日現在） 

             車両使用簿の有無 有り         

 

車両使用簿の記入及び，車両の清掃，整備は良好である。また，備品の管理及び屯所

内の整理整頓は良好である。消防格納庫，２階の待機室も整理されている。 

屯所を管理する北分団長の立会いに感謝する。 

 

 

消防本部 

江田島市消防本部 
 所在地       江田島市江田島町鷲部二丁目１６番１２号 

敷地面積      １,１９６.７９㎡ 

建物の構造・面積  

【本部・署】 ＲＣ造一部Ｓ(鉄骨)造 ３階建  延べ面積９６３.４０㎡ 

                     １階４５７.８９㎡（仮眠室・車庫・食堂・更衣室・警備室・倉

庫・救急消毒室・トイレ・風呂） 

                     ２階４５６.９１㎡（事務室・会議室・トイレ・消防長室・次長        
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室・通信指令室・訓練棟） 

３階４８.６０㎡（書庫・機械室） 

【別棟１】 ＲＣ造２階建  延べ面積２１２.００㎡ 

１階１４４.００㎡（車庫） 

２階６８.００㎡（女性職員仮眠室・書庫） 

【別棟２】 Ｓ造２階建  延べ面積１３４.５１㎡ 

１階７３.４５㎡（車庫） 

２階６１.０６㎡（倉庫） 

建築年月 

【本部・署】 昭和４９年８月 

      【別棟１】 昭和５３年３月 

      【別棟２】 平成５年１０月 

 

公印の保管，各種簿冊は良く整備されている。 

建物内部は全体にわたり，整理整頓されている。１階仮眠室は，大部屋になっている。

プライバシーの保護が保てるよう検討されることを望む。また，仮眠室の内の壁が一部

ひび割れをしているので，修繕されたい。 

市民の生命，財産を守るために，引続き精励されることを望む。また，昨年度女子職

員２名を採用し，今年度から救急隊に配属となっている。救急活動の多岐にわたり活躍

されることを期待する。 

 

 

 

教 育 委 員 会 
11 学校教育課 

 江田島市切串小学校 

  所在地       江田島市江田島町切串一丁目１１番２号 

敷地面積      １７,９８４㎡ 

建物の構造・面積 

校舎】 ＲＣ造３階建 ２,５０１㎡  

【屋内運動場】  ＲＣ造１階建 ７２７㎡ 

  建築年月      昭和６０年３月        

   

 

職員配置（H24.4.1現在）合計１３人 

校長 好村 光雄 教頭 山本 謙治 教諭  ７人 事務員 １人 その他 ３人 

うち市費  人 

うち県費 １人 
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  児童数（H24.4.1現在） 

学年 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 合計 

男 ９(１) ４( ) ８(２) ４( ) ５( ) ５( ) ３５(３) 

女 ９( ) ２( ) ４( ) １０( ) ７( ) ７( ) ３９( ) 

合計 １８(１) ６( ) １２(２) １４( ) １２( ) １２( ) ７４(３) 

()は特別支援学級内数 

 

公印の保管及び各種簿冊は良く整備されている。 

校内はきれいに整理整頓されている。理科教室は整頓され，薬品の保管は良好である。

薬品台帳，受払簿の記載はおおむね良好である。 

平成２３年度において，不登校児童，いじめの認知件数は０件である。 

  

 

江田島市立江田島小学校 

  所在地       江田島市江田島町中央四丁目１８番１号 

  敷地面積       １８,２１６㎡ 

 建物の構造・面積     

【校舎】  ＲＣ造３階建 ４,９４２㎡  

【屋内運動場】  ＲＣ造１階建 ９４３㎡ 

  建築年月      平成２１年１２月 

   

職員配置（H24.4.１現在）合計２２人 

校長 岡田 學 教頭 前田 直子 教諭 １５人 事務員 １人 その他 ４人 

うち市費  人 

うち県費 １人 

  児童数（H24.4.1現在） 

学年 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 合計 

男 ２２( ) ２２( ) ２７(１) ２８( ) ２６(１) ２０(１) 145(３) 

女 ３５( ) １３( ) ２８( ) ３２( ) ２５(１) １５( ) 148(１) 

合計 ５７( ) ３５( ) ５５(１) ６０( ) ５１(２) ３５(１) 293(４) 

  ()は特別支援学級内数 

 

公印の保管及び各種簿冊は良く整備されている。出勤簿に若干の不備が認められたので

早急に対処されたい。 

校内はきれいに整理整頓されている。理科教室は整頓され，薬品の保管は良好である。

薬品台帳，受払簿の記載はおおむね良好である。 
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平成２３年度において，不登校児童は４名で２４年度には３名が改善に向かっている。

また，いじめについては，認知件数０件である。 

体育館及び校舎１階の非常口誘導灯の電球切れが見受けられたので早急に修繕されたい。 

 

 

 江田島市立江田島中学校 

  所在地       江田島市江田島町小用一丁目１３番１号 

敷地面積      １１,９３２㎡ 

  建物の構造・面積   

【校舎】  ＲＣ造３階建 ３,９６４㎡ 

    【屋内運動場】  ＲＣ造１階建 ７４７㎡ 

建築年月      平成２０年８月 

 

職員配置（H24.4.1現在）合計２２人 

校長 占部 宏一 教頭 小跡 幸治 教諭 １２人 事務員 １人 その他 ７人 

うち市費  人 

うち県費 １人 

生徒数（H24.4.1現在） 

学年 １年 ２年 ３年 合計 

男 ４４(１) ２９( ) ３４( ) １０７(１) 

女   ２１( ) ２７( ) ２５( ) ７３( ) 

合計 ６５(１) ５６( ) ５９( ) １８０(１) 

()は特別支援学級内数 

 

公印の保管及び各種簿冊は良く整備されている。出勤簿に若干の不備が認められたの

で早急に対処されたい。また，校内はきれいに整理整頓され，生徒の作成した作品も数

多く展示されており，活気を感じた。 

理科準備室については，薬品の保管はロッカーに表示されており良好と思われるが，

受払簿等の活用が完全でないと思われる。取得年月日・残量等を明確に記入し，誰が見

ても明瞭に把握できるようにし，事故防止に努められたい。理科準備室に保存している

劇薬は，今後も慎重に取扱いされたい。 

平成２３年度において，年間３０日以上欠席した不登校生徒は１０名で，卒業または

改善され今年度の人数は減少したものの，在校生については，引き続き健全な対処を期

待する。いじめの指導は１件あった。 
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12 学校給食共同調理場 

 江田島学校給食共同調理場 

  所在地       江田島市江田島町秋月二丁目４５番１７号 

 敷地面積      １,３２４.８４㎡ 

 建物の構造・面積  ＲＣ造平屋建 ５０１.５７５㎡ 

 建築年月      平成６年３月 

  １日の供給量     ７７４食 

供給先 

 

 

 

 

   

公印の保管及び各種簿冊は非常に良く整備されている。備品については，備品台帳の

更新がなされておらず，備品シールが貼られていないものもあったので，整備されたい。

また，契約関係では，起案の日付が契約日以降となっている。年度開始日から始まる契

約については，債務負担行為を起こし，正規な事務処理及び運用をされたい。 

   今年度から，職員の調理員は，すべて事務職に変更されているため，調理員は全て臨

時職員となった。これから夏場に向けて，給食による食中毒，調理員のケガ・熱中症等

には特に気を付けて安全で安心な学校給食業務を遂行されることを期待する。 

 

 

13 生涯学習課 

公民館 

  江田島町に設置されている公民館は，秋月，切串，江田島，宮ノ原，鷲部，大須の６

公民館があり，今回は，宮ノ原公民館を除く５公民館の監査を行った。 

 

 秋月公民館 

   所在地       江田島市江田島町秋月二丁目６番３号 

   敷地面積      ４４３㎡ 

建物の構造・面積  ＲＣ３階建 ２６５㎡ 

建築年月      昭和５２年４月 

   年間利用状況（H23年度） 利用件数３０２件，利用者数２,８９５人 

 

公印の保管及び各種簿冊は良く整備されている。調理室の冷蔵庫内を整理されたい。

また，３階会議室の非常口誘導灯が点灯されてないので早急に整備されたい。 

 

保育園 ４園 １７９食 

小学校 ２校 ３９９食 

中学校 １校 １９６食 

合 計   ７ ７７４食 
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鷲部公民館 

   所在地       江田島市江田島町鷲部二丁目１３番１号 

敷地面積      １,６３６.５㎡  

建物の構造・面積  ＲＣ２階建 ６１６.４㎡ 

建築年月      昭和６１年２月  

   年間利用状況（H23年度） 利用件数５０５件，利用者数６,２８３人 

 

公印の保管及び各種簿冊は良く整備されている。また，円滑な運営を図るため，管理

を使用する人に委ねることも視野に入れ，公民館利用の減にならないよう，市民にとっ

て身近な施設となるよう努力を期待する。  

館内は整理整頓されており良好である。 

 

 

江田島公民館 

 所在地       江田島市江田島町中央一丁目３番２１号 

 敷地面積      ２,２７２.５㎡  

   建物の構造・面積  ＲＣ５階建 １,０４３.３㎡ 

建築年月      昭和５５年４月  

 年間利用状況（H23年度） 利用件数７８９件，利用者数８,５０８人 

 

公印の保管及び各種簿冊は良く整備されている。しかし，休暇簿等に訂正がある場合

には，修正液等での修正がみられた。出勤簿，休暇簿等の誤謬等は訂正印で修正された

い。  

館内は整理整頓されており良好である。館外については，裏庭には，雑草が繁茂して

おり，数年間放置されていると思われるバイク，洗濯機が未だそのままの状態である。

早急に所管または所有者を調べ，正規な処理をされたい。 

 

 

切串公民館 

 所在地       江田島市江田島町切串三丁目１８番３号 

 敷地面積      １,００１.０㎡  

 建物の構造・面積  ＲＣ３階建 ９０３.０㎡ 

   建築年月      昭和５４年４月  

   年間利用状況（H23年度） 利用件数７８０件，利用者数８,０７０人 

 

公印の保管については，旧町の公印がそのまま現在の公印と一緒に保管されていた。

不用の公印は，正規な事務処理で処分されるよう早急に対処されたい。また，出勤簿及

び休暇簿に修正液等で訂正されているものが見受けられた。誤謬の訂正は訂正印にて行
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うよう努められたい。  

館内は整理整頓されており良好である。 

 

 

大須公民館 

  所在地       江田島市江田島町大須一丁目１番６号 

  敷地面積      ７４８.０㎡  

  建物の構造・面積  ＲＣ３階建 ５４３.１㎡ 

  建築年月          昭和５３年２月  

  年間利用状況（H23年度） 利用件数１０６件，利用者数１,１３２人 

 

公印の保管及び各種簿冊は良く整備されている。２階・３階はあまり利用がなく目も

行き届きにくいと思われるが，避難場所に指定されているので，虫の死骸，クモの巣な

どは清掃して，いつでも衛生的に利用できるよう留意されたい。 

 
 
図書館 
江田島市内の図書館として設置されている施設は，江田島図書館，能美図書館の２施設

である。 

 

江田島市立江田島図書館 

  所在地       江田島市江田島町鷲部二丁目１３番１号 

  敷地面積      ４,０５１㎡ 

  建物の構造・面積  ＲＣ２階建  

１階４１６.０５㎡（開架書庫，事務室、倉庫） 

            ２階２０６.３０㎡（会議室，学習室，製本整理室，書庫） 

建築年月      平成３年６月 

個人貸出登録者数    ６,３００人（H24.3.31現在） 
  

蔵書数（H24.3.31現在）及び貸出件数（H23年度）     

 蔵書数 貸出件数 

一般図書 ３５,５０５ ３０,４５９ 

児童図書 １２,９２８ １６,２４３ 

ＣＤ １,１６４ ２,９３６ 

ＬＤ ３２ ０ 

ビデオテープ ７０３ ２９８ 

紙芝居 １０７ ３２３ 

郷土資料 ４０６ １１３ 

ＤＶＤ ２３５ １,９４３ 
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公印の保管及び各種簿冊はよく整備されている。 

  平成２２年度から，館長は江田島図書館と能美図書館の２館兼務である。図書貸出シス

テムは江田島図書館と能美図書館，大柿公民館と連動しており，どこで借りた図書でも返

却可能となっている。利用者は毎年上昇傾向にあり，運営管理の工夫や職員のサービス対

応について配慮が窺える。 

２館兼務の館長として多忙ではあるが，より親しみやすく利用しやすい図書館となるよ

う期待している。 

 

 

江田島市視聴覚ラィブラリー 

   所在地       江田島市江田島町中央一丁目３番２１号 

   敷地面積      ２,２７２.５㎡  

   建物の構造・面積  ＲＣ５階建 １,０４３.３㎡ 

   建築年月      昭和５５年４月  

年間利用状況（H23年度） 利用件数０件，利用者数０人 

 

設置当初は，視聴覚教育の振興を図るため，視聴覚教育に関する機材，教材の整備や

研修等に使用していたが，現在は主にプロジェクターの普及により徐々に当初の目的に

あてはまらなくなってきた。機材は過去に整備したものがそのままの状態になっており，

教室自体が視聴覚の目的での使用ではなく，普通教室での利用申請のみとなっている。

江田島市視聴覚ラィブラリー設置及び管理条例等の見直しが必要とみなされる。また，

同室内にある機材等の整備を早急に実施されたい。 

 

   

学びの館 

  所在地       江田島市江田島町中央一丁目３番２３号 

  敷地面積      ２,２２６.０㎡  

  建物の構造・面積  木造２階建 ３２２.０㎡ 

            （１階１６９.４㎡，２階１１６.１㎡，収蔵庫３６.５㎡） 

  建築年月      平成１４年１０月  

   年間利用状況（H23年度） 来館者数 ６,８５９人 

（見学者６,００１人うち特別展示の来館者１,８０８人 

物づくり２０３人，煎茶 ２６１人，近世文書４６人， 

団体等３４８人） 

 

この施設は，江田島市の歴史と文化を伝承するため，市内に散在する考古・歴史・民

俗・美術・産業及び自然科学等に関する資料を収集，保管，展示並びに体験学習を通じ

た知識を深めることを目的として設置された施設である。 
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公印の保管及び各種簿冊は良く整備されている。  

また，施設での講座，展示も創意工夫によって充実してきたことが窺える。 

建物内部は整理整頓されており好感が持てた。今後，ますます充実されることを望む

ものである。 

 

 

体育館 

 津久茂体育館 

  所在地         江田島市江田島町津久茂二丁目５番１号 

   敷地面積       １０,５６８㎡（体育館部分２,１５２.８９㎡） 

   建物の構造・面積   ＲＣ造一部鉄骨平屋建  延床面積５２８㎡ 

 建築年月       昭和５６年３月 

    年間利用状況（H23年度） 

利用件数 １２６件，利用者数 １,８１２人 

（うち使用料徴収対象者数 １,４６７人） 

 

この施設は，津久茂小学校統廃合後，区民が体育館を有意義に活用ができるように，ま

た健康管理に努めてもらえるような施設として運営を教育委員会で行っている。 

体育館内は，とてもきれいであるが，非常口誘導灯の電球切れがみられるので早急に対

応されたい。トイレの換気扇のスイッチが入ったままになっていたので，利用者に指導さ

れたい。 

使用頻度が少ないため，維持管理を今後どのように進めていくか早急に対処されたい。 

 

 

宮ノ原体育館 

 所在地       江田島市江田島町宮ノ原二丁目２１番１号 

 敷地面積      ７,３３０㎡（体育館部分１,８９９.３６㎡） 

 建物の構造・面積  ＲＣ造２階建  延床面積４７５㎡ 

 建築年月      昭和４７年１２月 

    年間利用状況（H23年度） 

利用件数 ５１件，利用者数 ７７７人 

（うち使用料徴収対象者数 ６２７人） 

  

この施設は，宮ノ原小学校統廃合後，体育館を区民が有意義な活用ができるように，ま

た健康管理に努めてもらえるような施設として運営を教育委員会で行っている。 

利用団体は，ソフトバレーボールの１団体と，市の健康診断の会場として使用している。 

また，国立江田島青少年交流の家の体育館が使用できないときには，宿泊者に使用して
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いただけるように紹介をしているが，年間通しての利用頻度は少ない。 

体育館内は，とてもきれいであるが，非常口誘導灯の電球切れ，入り口付近の天井の破 

損は，対処されたい。また，施設内に利用簿を備えていないので利用後の確認ができない

ため対処されたい。 

使用頻度が極めて少ないため，維持管理を今後どのように進めていくか早急に対処され

たい。 

 

 

武道館 

江田島市武道館 

  所在地       江田島市江田島町中央一丁目８番３１号 

    敷地面積      市有地５５０.４８㎡（中央一丁目１７５４５番地９） 

借地 １,１５７.５５㎡（中央一丁目１７５４６番地１） 

    建物の構造・面積  ＲＣ造３階建  延床面積２,０６２.０８㎡ 

    建築年月      平成９年２月 

     年間利用状況（H23年度） 

利用件数 ４９２件，利用者数 ４,４０８人 

（うち使用料徴収対象者数 ２,１０８人） 

 

土地が一部借地となっているため，毎月約１０万円の支払いをしている。施設設備に

ついては，きめ細かな交付金で，照明自動点灯盤を設置した。全体的に設備が整えられ，

利用者にも利用しやすい施設となっているが，入口に雨漏りが見受けられた。早急に修

繕されたい。 
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第７ まとめ 

平成２４年度は江田島町区域内の施設を抽出して監査を実施した。 

江田島町の全ての施設を監査することは困難なため，今回は４０施設（複合施設を含

む）とした。 

平成２３年３月１１日の東日本大震災により，経済的・心理的に未だ大きく深い影響

が残っている。今回の監査では，箱物と称する建築物３９施設のうち，昭和５６年６月

耐震構造設計が義務付けられた以前の建物が１８施設もあった。市内施設の日常的管理

はもとより，大惨事に備えた施設の在り方も軽視できない。スリムで機能的な施設経営

を目指すため，江田島市の規模に相応しい施設の統廃合を実践し，安全で衛生的な施設

の管理について，引き続き検討されることを望む。 

また，施設維持費に膨大な費用が掛かっている。近い場所で同様の目的の施設があり，

維持管理費がそれぞれに掛かっている。施設があればあるほどの維持管理費を支出して

いることを念頭に置いてタイトな施設維持管理について再考されたい。ここにきて，全

国レベルでの電力不足の影響による照明や，冷暖房等を含めた施設利用について，利用

者と市とがその対策を速やかに実行されることを切望する。 

江田島町区域内の市営住宅の家賃滞納額が，平成２４年３月末に於いて平成２３年度

分収入未済額が６４２万円，滞納繰越分収入未済額３，２３７万円あり，合計３,８７９

万円となっている。この対策として家賃滞納者に対しては，入居者の生活に支障を来さ

ない限り，住宅修繕を見送り納付の指導をすることや，初期の滞納者に対し納付を促す

通知を行っている。また，更に今年度から，住宅係と収納推進課とで法的な対応等も含

めた滞納対策の検討を行っているところである。悪質な滞納者に対して有効な収納対策

の実施を期待する。 

本年度の当初予算の編成に当たり，大きな柱２つのうちの一つとして「行財政改革の

着実な推進」を掲げているが，地域の活動拠点としての役割が大きい公共施設の整備を

怠らず，地域住民に優しい施設であることを望む。 

最後に，今回の監査にあたり，関係各位のご協力に謝意を表する。 


