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第１ 監査の期間  

平成２０年５月１３日(火)～平成２０年５月１６日(金) 

 

第２ 監査の対象とした施設等（うち，工事監査 1ヶ所） 

市制施行以来，施設等の監査として平成１７年度沖美町，平成１８年度能美町，平成

１９年度大柿町と，旧町の区域ごとに順に監査を行ってきた。平成２０年度は，江田島

町の施設等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等は次のとおりである。 

 

 

分 類 施設等名称 監査実施日 所 管 課 

ごみ処理施設 リレーセンター １４日 環境課 

保育園 

宮ノ原保育園 １３日 

子育て支援センター 
江田島保育園 １４日 

小用保育園 １４日 

切串保育園 １５日 

老人福祉施設 江田島老人福祉センター １３日 
高齢介護課 

老人集会所 幸ノ浦老人集会所 １３日 

漁業者研修施設 宮ノ原水産振興センター １３日 

水産振興課 水産業振興施設 小用漁船保全施設 １４日 

地域産物展示販売施設 海辺の新鮮市場 １５日 

市営住宅 

小用南１号住宅 １４日 

都市整備課 

小用南２号住宅 １４日 

矢ノ浦北２号住宅 １５日 

矢ノ浦北３号住宅 １５日 

公園 
鷲部公園 １３日 

切串ふれあい公園 １６日 

下水処理施設 

江田島中央浄化センター １３日 

下水道課 大須浄化センター １３日 

切串浄化センター １６日 

消防屯所 

中郷消防屯所 １４日 

消防本部総務課 江南消防屯所 １５日 

切串消防屯所 １６日 

小学校 
切串小学校 １３日 

学校教育課 
江田島小学校 １４日 

中学校 
江田島中学校 １４日 

切串中学校 １５日 
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分 類 施設等名称 監査実施日 所 管 課 

給食調理場 江田島学校給食共同調理場 １５日 学校教育課 

体育施設 江田島市武道館 １３日 

生涯学習課 

社会教育施設 学びの館 １５日 

図書館 江田島図書館 １３日 

公民館 

江田島公民館 １３日 

鷲部公民館 １３日 

秋月公民館 １５日 

切串公民館 １６日 

出張所 
秋月出張所 １５日 

江田島支所地域振興課 
切串出張所 １６日 

工事監査 江田島中学校新築工事 １４日 都市整備課 

 

 

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 市の事務事業の執行に係る工事が，適正に行われているか。 

 

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。 

    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。 

  （２）公園 

    ア 敷地の境界管理及び防護柵，遊具等の安全管理は適切か。 

    イ 公園内の清掃は行き届いているか。 

 

  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。 
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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 

 リレーセンター 

  所在地       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  ＳＲＣ造２階・地下２階 延床面積 約１,９２６.５８㎡ 

  建築年月      平成１４年１１月 

  処理能力      ４５ｔ／５ｈ（一般可燃ごみ） 

 

 各家庭から出る可燃性ごみ，古紙を回収処理する施設の当センターは，平成１４年に建

築された建物である。搬入された一般可燃ごみをコンテナに移し替え，輸送効率をアップ

する自動運転方式となっている。建物は新しいため外見上の不備，不具合は見受けられな

い。 

平成１９年度の搬入実績は，可燃ごみについては年間８，０３１トン（搬入車両１３，

２８８台），月当り平均６６９トン（搬入車両１，１０８台）となっている。また，古紙に

ついても年間９１３トン（搬入車両１，３６７台），月当り７６トン（搬入車両１１４台）

となっている。 

夏場に向けて可燃ごみの搬入量が増加することが予想されるが，各家庭に対しても，ご

みの減量化に広報等を通じて呼びかけられることを望む。なお，今年度から運転業務管理

が民間委託となり，㈱Ｙ・Ｋサービスに委託されている。 

 

福 祉 保 健 部 

２ 子育て支援センター 

 宮ノ原保育園 

所在地       江田島町宮ノ原二丁目１１番７号 
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敷地面積      １,９８５.０５㎡ 

建物の構造・面積  ＲＣ造１階 延床面積６３２.３７㎡ 

建築年月      昭和５１年３月 

園児数（H20.４.１現在） 定員 ４５人 

組名 
年長 

（ぱんだ組） 

年中 

（きりん組） 

年尐 

（うさぎ組） 

３歳未満 

（りす，ひよこ組） 
合計 

男 ７ ９ １ ６ ２３ 

女 ８ ７ ３ ４ ２２ 

合計 １５ １６ ４ １０ ４５ 

 

 公印の保管及び各種簿冊は非常に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伺えた。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２０年４月１日現在の園児数４５人で定員数と同数となっており，保育園としての

機能は十分に発揮されている。建物に使用されていたアスベストの対策工事を昨年度行っ

ている。建物の構造上，屋根からの雤漏りが続き，何度も補修を行っている。 

 

江田島保育園 

  所在地       江田島町中央五丁目２番１４号 

  敷地面積      １,５０７.８８㎡ 

  建物の構造・面積  ＲＣ造２階 延床面積９１９.３４㎡ 

  建築年月      昭和５２年１月 

園児数（H20.４.１現在） 定員 ９０人 

組名 
年長 

（ぱんだ組） 

年中 

（きりん組） 

年尐 

（うさぎ組） 

３歳未満 

（りす，ひよこ組） 
合計 

男 ５ ５ ６ ０ １６ 

女 １１ ７ ０ １１ ２９ 

合計 １６ １２ ６ １１ ４５ 

 

 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，保育日誌等を見ると，

細かな気遣いが感じられた。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。 

 定員９０名に対し，４月１日現在の園児数が４５名で，空き部屋が目立つが，近年，出

産後も働く女性が増えたことに伴って低年齢から保育園に入園する乳幼児が増え，保育園

の役割が大きくなっていると言える。２階への階段の壁に塗装の剥離が見受けられた。砂

場の砂が尐ないのが見受けられたので常時整備されたい。また，当保育園には駐車場がな

いため，園庭への車両の乗り入れには安全に十分留意されたい。 
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 小用保育園 

  所在地       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  ＲＣ造２階 延床面積１,０５９.２６㎡ 

  建築年月      昭和５５年１月 

  園児数（H20.４.１現在） 定員 ４５人 

組名 
年長 

（ぱんだ組） 

年中 

（きりん組） 

年尐 

（うさぎ組） 

３歳未満 

（りす，ひよこ組） 
合計 

男 ６ ４ ３ １０ ２３ 

女 ５ ６ ４ ２ １７ 

合計 １１ １０ ７ １２ ４０ 

 

 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，保育日誌等を見ると，

細かな気遣いが感じられた。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。 

 通常保育事業のほかに，一時保育事業，延長保育事業も行っている。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。また，０歳

児は生後６ヶ月から受け入れを行っている。今後とも保育環境を整え，時代に即した保育

を行われるよう期待する。 

 

 切串保育園 

  所在地       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  ＲＣ造２階 延床面積１,０５３.６１㎡ 

  建築年月      昭和５６年４月 

 

  園児数（H20.４.１現在）定員 ６０人 

組名 
年長 

（ばら組） 

年中 

（ひまわり組） 

年尐 

（すみれ組） 

３歳未満 

（たんぽぽ組） 
合計 

男 ３ ５ ２ ４ １４ 

女 ８ ５ １ ４ １８ 

合計 １１ １０ ３ ８ ３２ 

 

 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，保育日誌等は詳細に記

入され，細かな気遣いが感じられた。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。 

 定員６０名に対し，４月１日現在の園児数が３２名で，空き部屋が目立った。尐子化に
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伴い，次第に園児数が減尐したものと思われる。住宅密集地であるが，子どもの声や体操

の音楽への苦情はなく，地域の人から暖かく見守られている様子が伺えた。施設は１０年

前に大改修を行っており，目立った傷みは見受けられない。 

 

３ 高齢介護課 

 江田島老人福祉センター 

  所在地       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  ＲＣ造５階 延床面積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（Ｈ１９年度） 

利用回数 ３８０回，利用者数 ３,４９４人（うち使用料徴収対象者数 ０人） 

 

 江田島公民館との複合施設で，鉄筋コンクリート５階建てのうち１，２階部分が当該施

設となっている。１，２階の一部を江田島市社会福祉協議会及び安芸地区医師会に賃貸し

ている。賃貸の手続きは，行政財産の使用許可により適正に行われている。 

 平成１８年度途中までは１階浴室を使用した入浴事業を行っていたため利用者が多かっ

たが，事業が廃止となり利用者が減尐傾向にある。 

 

老人集会所 

 江田島町に設置されている老人集会所は，矢ノ浦，幸ノ浦，大須，津久茂，石風呂，大

原，小用の７施設あるため，今回は，幸ノ浦老人集会所の監査を行った。 

 

 幸ノ浦老人集会所 

  所在地       江田島町幸ノ浦二丁目１２番７号 

  敷地面積      ９２３㎡ 

  建物の構造・面積  Ｗ造瓦棒平屋 延床面積１０２.６８㎡ 

  建築年月      昭和５１年３月 

  年間利用状況（Ｈ１９年度） 

利用回数 １９回，利用者数 １６１人（うち使用料徴収対象者数 ０人） 

 

 建物の基礎部分のコンクリートにクラックが見られたので，安全上問題がないか確認さ

れたい。 
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産 業 部 

４ 水産振興課 

宮ノ原水産振興センター 

  所在地       江田島町宮ノ原二丁目２番１１号 

  敷地面積      ６６４.６８㎡ 

  建物の構造・面積  Ｓ造１階 延床面積４５６.３６㎡ 

   （宮ノ原水産振興センター ２５０.８４㎡，江田島漁業協同組合 ２０５.５２㎡） 

  建築年月      平成１７年３月 

  年間利用状況（H１９年度） 

   利用回数 ３３回，利用者数 ５１８人（うち使用料徴収対象者数 ０人） 

 

 平成１７年３月の建築で，内部の傷みはない。建物内部が江田島漁協とつながっており，

清掃は漁協が行っている。土地は漁協の所有となっている。 

 

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 その他地区 

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 １  ３ 

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 ７ ５ １ ２２ 

 

上記施設のうち，小用漁船保全施設について監査を行った。 

 

 小用漁船保全施設 

  所在地       江田島町小用一丁目１９２０６番地１ 

  敷地面積      不明 

  施設の規模・構造  軌条２線 延べ５２ｍ，機械室１棟 延床面積９.７２㎡ 

            ウインチ（１５ＫＷ）１基，洗浄機１基 

  建築年月      昭和４９年３月 

  指定管理者     東江漁業協同組合（江田島町小用三丁目３番４号） 
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  指定の期間     平成１８年９月１日～平成２３年３月３１日 

  年間利用状況（H１８年度）  ７３隻 

 

 施設周辺に空き缶等が散乱しているため，整理整頓に留意されたい。 

 

海辺の新鮮市場 

  所在地       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  Ｓ造２階 延床面積３９３.７２㎡ 

  建築年月      平成１１年１２月 

  指定管理者     江田島漁業協同組合（江田島町宮ノ原二丁目２番１０号） 

  指定の期間     平成２０年４月１日～平成２３年３月３１日 

  年間利用状況（H１９年度） 

   利用者数 約４８,０００人（１階売店利用 未集計，２階食堂利用 ２３,９７９

人） 

 

 土曜日，日曜日は多くのお客で賑わう人気の施設である。１階で好きな刺身を選んで食

事代を支払い，２階の食堂で食事を楽しむ。島ならではの新鮮な魚を食べられる施設で，

平成１８年９月から指定管理施設として江田島漁業協同組合が管理運営している，比較的

新しい施設であるため，不備不具合は見受けられない。課題は駐車場確保であると思われ

るので，今後検討されたい。 

 

土 木 建 築 部 

５ 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  

戸数 

入居  

世帯数 

入居率 

(％) 

中郷住宅 中央二丁目 3番 20号 ＲＣ造３階 １ ８ ８ １００ 

矢ノ浦北２号住宅 中央四丁目 20番 22号 ＲＣ造４階 １ ２４ ２３ ９５．８ 

矢ノ浦北３号住宅 中央四丁目 20番 23号 ＲＣ造４階 １ ２４ ２１ ８７．５ 

小用南１号住宅 小用一丁目 8番 5号 ＲＣ造４階 １ １６ １６ １００ 

小用南２号住宅 小用一丁目 8番 3号 ＲＣ造３階 １ ９ ８ ８８．９ 

小用３号住宅 小用一丁目 14番 2号 ＲＣ造２階 １ ６ ６ １００ 

小用４号住宅 小用一丁目 14番 8号 ＲＣ造２階 １ ４ ４ １００ 

北沖住宅 切串一丁目 14番 27,28号 簡易耐火２階 ２ ６ ４ ６６．７ 
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住宅名 所在地 建物構造 棟数 
管理  

戸数 

入居  

世帯数 

入居率 

(％) 

切串住宅 切串一丁目 17番 16号 ＲＣ造４階 １ １６ １４ ８７．５ 

津久茂住宅 津久茂三丁目 1番 4号 簡易耐火２階 １ ２ ２ １００ 

宮ノ原西住宅 宮ノ原二丁目 3番 1号 ＲＣ造４階 １ １６ １５ ９３．８ 

宮ノ原住宅 宮ノ原二丁目 9番 7号 ＲＣ造３階 １ ９ ８ ８８．９ 

立石１号住宅 宮ノ原二丁目 33番 1号 ＲＣ造４階 １ １６ １５ ９３．８ 

立石２号住宅 宮ノ原二丁目 33番 2号 ＲＣ造３階 １ １２ ９ ７５．０ 

立石南住宅 宮ノ原二丁目 33番 8号 ＲＣ造２階 １ ４ ４ １００ 

※入居世帯数は H20.4.1 現在 

 

住宅駐車場 

駐車場名 所  在  地 

矢ノ浦住宅駐車場 中央四丁目 18663 番地 19，中央五丁目 18697 番地 11 

立石住宅駐車場 宮ノ原二丁目 15438 番地 3 

 

家賃収入状況（江田島町の区域内にある住宅のみ，平成２０年３月末現在）（単位：円，％） 

区分 調定額 収入額 収納率 

１９年度分 35,326,900 29,746,460 84.2 

滞納繰越分 37,053,974 1,311,695 3.5 

※収納率は，小数点第２位以下を四捨五入。 

 

上記住宅のうち，矢ノ浦北２・３号住宅，小用南１・２号住宅の４棟について監査を行

った。 

 小用南１号住宅 

  所在地       江田島町小用一丁目８番５号 

  敷地面積      １,４７２.６９㎡（小用南２号住宅と共用） 

  建物の構造・面積  ＲＣ造４階 延床面積９５３.４４㎡ 

  建築年月      昭和５２年８月 

  管理戸数      １６戸（うち入居戸数 １６戸） 

 

 小用南２号住宅 

  所在地       江田島町小用一丁目８番３号 

  敷地面積      １,４７２.６９㎡ （小用南１号住宅と共用） 

  建物の構造・面積  ＲＣ造３階 延床面積５３６.３１㎡ 

  建築年月      昭和５５年３月  

  管理戸数      ９戸（うち入居戸数８戸） 



- 10 - 

 

住宅の敷地内，建物周辺に入居者のものと思われる私物が散乱していたので，整理され

たい。順次，傷みのある部屋から改修を行っているが，空室がでなければ部屋の内部改修

はできないため，一度には進まない現状がある。 

 

矢ノ浦北２号住宅 

  所在地       江田島町中央四丁目２０番２２号 

  敷地面積      ２,９４２.０３㎡（矢ノ浦北３号住宅と共用） 

  建物の構造・面積  ＲＣ造４階 延床面積１,６０６.５６㎡ 

  建築年月      昭和５６年８月 

  管理戸数      ２４戸（うち入居戸数 ２３戸）  

 

 矢ノ浦北３号住宅 

  所在地       江田島町中央四丁目２０番２３号 

  敷地面積      ２,９４２.０３㎡（矢ノ浦北２号住宅と共用） 

  建物の構造・面積  ＲＣ造４階 延床面積１,６０５.０８㎡ 

  建築年月      昭和６１年２月 

  管理戸数      ２４戸（うち入居戸数 ２１戸） 

 

火災報知機は今年度，全戸設置予定となっている。駐車場はきれいに整備されている。

下水道は昨年接続済みである。平成２０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１９年度分が８４．２％，滞納繰越分が３．５％となっている。家

賃滞納状況の改善に努められたい。 

 

公園 

江田島町に設置されている公園は，向側，中郷，ハタカミ，津久茂，秋月，秋月北，大

須，切串，江田島中央，鷲部，江田島の 11 公園あるが，そのうち鷲部公園，切串ふれあい

公園の監査を行った。 

 

 鷲部公園 

  所在地     江田島町鷲部二丁目３０９番地６６他 

  公園面積    １．１ｈａ 

  供用開始年月  昭和４３年４月 

 

 維持管理は「いきいき公園づくり報償金交付要綱」に基づいて鷲部自治会が行っている。

自治会が行う維持管理の内容は，公園の清掃・除草，トイレがある場合はその清掃，公園

内の巡回となっており，平成１９年度報償金実績額は３０万７千円となっている。 

遊具は傷みがあり専門業者による点検の結果，異常が見つかったためすべて撤去し，平

成１９年度に新たに設置した。遊具の点検は専門業者が年１回，計測，目視，触診，打診
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の方法により点検し，市職員による点検は，公園へ行く度に目視，触診の方法により行っ

ている。砂場の砂は平成１８年度に整備したとのことであるが，公園内での砂場の境界が

なくなっているので子どもが遊びやすいように整備されたい。 

 

切串ふれあい公園 

  所在地     江田島町切串二丁目１０７１７番地１他 

  公園面積    ２,７４５㎡ 

  供用開始年月  平成１８年６月 

 

 鷲部公園と同じく，維持管理は「いきいき公園づくり報償金交付要綱」に基づいて切串

自治会が行っている。平成１９年度報償金実績額は１０万円である。供用開始年月から約

２年しか経過していないため，遊具はまだ新しいが，鋼製複合遊具のチェーン部分につい

て危険がないよう適切に対処されたい。また，公園入口付近の植木の枯れが見受けられる

ので，手入れされたい。 

 

６ 下水道課 

 

江田島中央浄化センター 

  所在地   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１階・地下３階 延床面積１,０７７.０９㎡ 

   汚泥処理棟   ＲＣ造２階・地下１階 延床面積  ５１８.７９㎡ 

   汚泥ポンプ棟  ＲＣ造１階・地下１階 延床面積   ６８.１５㎡ 

   用水棟     ＲＣ造１階・地下１階 延床面積  １６９.７３㎡ 

  建築年月  平成９年３月，平成１０年３月 

 

管理は㈱ヒロセイ環境に委託している。委託業者の職員は，常駐４人体制である。脱水

後の汚泥は廿日市市へ運搬し，肥料化される。 

 

 大須浄化センター 

  所在地       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２階 延床面積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４１０人，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，そちらで最終処理を
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行っている。 

 

切串浄化センター 

  所在地       江田島町幸ノ浦一丁目２５番１０号 

  敷地面積      ８,０７０㎡ 

  建物の構造・面積  管理汚泥棟 ＲＣ造２階・地下１階 延床面積３３１㎡ 

  建築年月      平成１７年３月 

 

 管理は㈲江能環境整備に委託している。タイマーで運転管理しており，悪臭もなく設備

としてはよく整っている。地震，停電等，不測の事態にも適切に対処できるよう安全管理

を徹底されたい。 

 

消 防 本 部 

７ 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，中郷，向側，矢ノ浦，山田，鷲部，

江南，秋月，小用，切串，大幸，津久茂，宮ノ原の１２分団が設置されているが，今回は

中郷，江南，切串分団屯所について監査した。 

 

 中郷消防屯所 

  所在地       江田島町中央一丁目８番３１号 

  敷地面積      不明（私有地のため正確な面積は不明，借地料の支払いあり） 

  建物の構造・面積  ＲＣ造２階 延床面積９２.０２㎡ 

                  （１階 消防格納庫，２階 詰所） 

  建築年月      昭和５７年１１月 

  分団ポンプ車 登録番号   広島８８ひ１７９８ 

         初年度登録  平成 ３年１２月１９日 

         車検有効期限 平成２１年１２月２６日 

         走行キロ数 ３，２５９ｋｍ（確認日 ５月１４日現在） 

 

 車両使用簿の記入は良好である。１階消防格納庫窓ガラスの破損が見受けられたので，

修繕されたい。２階詰所の和室はおおむね整理されているが，一部，物品の散乱が見受け

られたので，常日頃から整理整頓されたい。 

 

 江南消防屯所 

  所在地       江田島町江南二丁目８番３１号 
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  敷地面積      ３５４.０１㎡ 

  建物の構造・面積 

   ＲＣ造２階 延床面積２７８.７４㎡のうち１階５９.７０㎡ 

（１階 消防格納庫・詰所，２階 農業集会所） 

  建築年月      昭和５４年３月 

  分団ポンプ車 登録番号   広島８８ひ２９８３   

         初年度登録  平成 ５年 ２月１９日 

         車検有効期限 平成２１年 ２月１８日 

         走行キロ数 ４,５９７ｋｍ（確認日 ５月１５日現在） 

 

 車両使用簿の記入は良好である。備品が台帳上の数と合致していないので確認され，不

要の物品は廃棄処分されたい。 

 

 切串消防屯所 

  所在地       江田島町切串三丁目３０番２号 

  敷地面積      １０４.７５㎡ 

  建物の構造・面積  ＲＣ造２階 延床面積１０８.９０㎡ 

                  （１階 消防格納庫，２階 詰所） 

  建築年月 昭和６１年１２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２１年 １月３１日 

         走行キロ数 ４,７９９ｋｍ（確認日 ５月１６日現在） 

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２１年１２月１８日  

         走行キロ数 ５,３７７ｋｍ（確認日 ５月１６日現在） 

 

 車両使用簿の記入は良好である。消防格納庫，詰所はよく整理されている。 

 

教 育 委 員 会 

８ 学校教育課 

 切串小学校 

  所在地       江田島町切串一丁目１１番２号 

  敷地面積      １１,７６０㎡ 

  建物の構造・面積  校舎    ＲＣ造３階 延床面積２,５１９㎡ 

            屋内運動場 ＲＣ造１階 延床面積  ７２７㎡ 
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  建築年月      昭和６０年３月 

  職 員       校長，教頭，教諭８人，事務員１人  合計１１人 

  生徒数（H20.5.1現在） 

学年 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 特支 合計 

男 ４ ４ ８ ９ ７ ６ １ ３９ 

女 ６ ７ ５ ５ ８ １０ ０ ４１ 

合計 １０ １１ １３ １４ １５ １６ １ ８０ 

 

 公印の保管及び各種簿冊は非常に良く整備されている。 

 理科教室は整頓され，薬品の保管，受払簿の記載も良好である。 

 昨年度の生徒数９５名に対し，今年度は９０名未満となったため，職員が１名減員とな

っている。校内の教室で放課後児童健全育成事業が行われている。特記すべき留意点はな

い。 

 

江田島小学校 

  所在地       江田島町中央四丁目１８番２号 

  敷地面積      １１,３０６㎡ 

  建物の構造・面積  校舎    ＲＣ造３階 延床面積３,４９５㎡ 

            屋内運動場 ＲＣ造１階 延床面積  ６４３㎡ 

            その他   Ｗ 造１階 延床面積   ２４㎡（倉庫） 

  建築年月      昭和４４年３月 

  職 員       校長，教頭，教諭１８人，事務員２人  合計２２人 

  生徒数（H20.5.1現在） 

学年 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 特支 合計 

男 ２１ １８ ３６ １９ ２８ １９ ３ １４４ 

女 ２４ １８ ２２ １６ ２１ ２７ ４ １３２ 

合計 ４５ ３６ ５８ ３５ ４９ ４６ ７ ２７６ 

 

 公印の保管及び各種簿冊は非常に良く整備されている。 

 理科教室は整頓され，薬品の保管，受払簿の記載も良好である。 

 施設は昭和４４年の建築のため老朽化しているが，校内は整理整頓されており，子ども

たちのあいさつに好感が持てた。特記すべき留意点はない。 

 

 江田島中学校 

  所在地       江田島町中央四丁目１８番１号 

  敷地面積      １８,７４３㎡ 

  建物の構造・面積  校舎（２棟） ＲＣ造３階 延床面積４,０３３㎡ 

            屋内運動場  ＲＣ造１階 延床面積  ９４３㎡ 
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                   ＲＣ造１階 延床面積  ７４７㎡（小用） 

             その他   Ｓ 造１階 延床面積  ２０７㎡（倉庫） 

  建築年月      昭和３７年８月，昭和３９年１０月 

  職 員       校長，教頭，教諭１３人，事務員１人  合計１６人 

  生徒数（H20.5.1現在） 

学年 １年 ２年 ３年 特支 合計 

男 ２２ ２２ ３１ １ ７６ 

女 ２６ ２０ ２１ ０ ６７ 

合計 ４８ ４２ ５２ １ １４３ 

 

 公印の保管及び各種簿冊は非常に良く整備されている。 

 薬品の保管，受払簿の記載は良好である。 

 校舎は建築から随分経過しているため老朽化している。８月下旬の新校舎への移転準備

のため，整理が忙しいとのことである。新築工事完成から２学期の授業開始まで間がなく，

また来年度からは切串中学校とも統合するため，大変であるとは思われるが，授業に支障

を来たさないようスムーズな移転に努められたい。 

 

 切串中学校 

  所在地       江田島町切串一丁目１１番１号 

  敷地面積      １２,２３９㎡ 

  建物の構造・面積  校舎    ＲＣ造３階 延床面積２,１３０㎡ 

            屋内運動場 ＲＣ造１階 延床面積  ７８６㎡ 

            その他   Ｗ 造１階 延床面積   ９３㎡（特別教室） 

                  Ｓ 造１階 延床面積   ３６㎡（倉庫） 

                  ＲＣ造１階 延床面積  １４８㎡（ﾌﾟｰﾙ付属室） 

  建築年月      昭和４５年３月 

  職 員       校長，教頭，教諭９人，事務員１人  合計１２人 

  生徒数（H20.5.1現在） 

学年 １年 ２年 ３年 合計 

男 ８ ５ ７ ２０ 

女 ５ ８ １１ ２４ 

合計 １３ １３ １８ ４４ 

 

 公印の保管及び各種簿冊は非常に良く整備されている。 

 風雤の時，一部雤漏りすることがある。理科授業に使用する教材薬品は，薬品管理台帳

を作成しており，パソコン内で台帳管理している。なお，平成２１年４月から江田島中学

校と統合されるため，今年度をもって閉校となる。 
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 江田島学校給食共同調理場 

  所在地       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１階 ５６８㎡ 

  建築年月      平成６年３月 

  １日の供給量    ８４３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。 

 給食実能力２，５００食に対して５月１日現在の配食対象は８５９食（共同調理場１６

食含む），当センターが完成した平成６年当時の配食対象は１，７５８食となっており，稼

働率が低くなっている。また，配食車も多いときは３台で配食していたが，現在は学校の

統廃合が進み，２台で配食している。中国産野菜の農薬問題等により食材が高騰しており，

給食費の価格維持が難しい状況となりつつある。６月には江田島産きゅうり，ちりめん等

を食材に地産地消を目的とした献立を考えている。昨年１２月には給食でクリスマスバイ

キングを行っており，創意工夫されている。引き続き衛生管理に気を配り，安心で安全な

給食作りを目指していただきたい。 

 

９ 生涯学習課 

 江田島市武道館 

  所在地       江田島町中央一丁目８番３１号 

  敷地面積      １,５５５.２３㎡ 

  建物の構造・面積  ＲＣ造３階 延床面積２,０６２.０８㎡ 

  建築年月      平成９年２月 

  年間利用状況（Ｈ１９年度） 

   利用回数 １５３回，利用者数 ４,８４８人（うち使用料徴収対象者数 ４０人） 

 

 １・２階は駐車場，３階は剣道場・柔道場となっている。 

 女子更衣室に私物と思われる忘れ物があったので利用者に周知指導されたい。 

 施設の利用を促進し，将来的な施設のあり方を考える上でも正確な利用状況の把握に努

められたい。 

 使用料を減免しているケースが多いが，施設を維持するにあたり，年間を通して様々な

経費がかかっている。冷暖房費や照明の電気料，トイレ使用の水道料等，受益者負担の原

保育園  ４  園 １９２ 食 

幼稚園  １  園 ４５ 食 

小学校  ２  校 ３９３ 食 

中学校  ２  校 ２１３ 食 

合計  ９ ８４３ 食 



- 17 - 

 

則に鑑み，利用促進の妨げとならない程度に，他施設との整合性も考慮しながら忚分の負

担を検討されたい。 

 

 学びの館 

  所在地       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  Ｗ造一部２階 延床面積３１６.０㎡ 

収蔵庫    延床面積 ２０.０㎡ 

  建築年月      平成１４年９月 

  年間利用状況（Ｈ１９年度） 

   来館者数    ７,１０８人（常設展示及び特別展示の来館者） 

   茶道，もの作り等の施設利用者数 ２,０１１人 

 

 公印の保管状況は良好である。 

 委員５名で構成する運営委員会が設置されており，年１回会議を開いている。毎月第１，

３日曜日は煎茶席が行われており，先生はボランティアでお茶を入れ，来客者は不特定多

数である。煎茶席は無料で，菓子及びお茶代の平成２０年度当初予算は１９万２千円とな

っている。財政状況困難の折，職員による草刈，庁舎の清掃，消耗品の節約等の努力を考

えると，たとえ尐額であれ，全体の整合性を欠くように思う。平成１４年の開館時からの

経緯を踏まえた上で，現状に合っているか検討されたい。 

 

 江田島図書館 

  所在地       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  ＲＣ造２階 延床面積６２２.３５㎡ 

  建築年月      平成３年６月 

  蔵書数（H20.3.31現在）及び貸出件数（H19年度）  

 蔵書数 貸出件数 

一般図書 ３３，３０５  ３１，３４４ 

児童図書 １２，８９６  １２，４３９ 

CD １，１４６   ５，３００         

LD     ３２ 

ビデオテープ    ８０９ 

紙芝居     ７１ 

DVD     １７ 

  個人貸出登録者数 ４,９１７人（H20.3.31現在） 

 

 公印の保管及び各種簿冊は非常に良く整備されている。 
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 非常口誘導灯の点検・管理に努められたい。 

 平成２０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

テムは能美図書館と連動しており，どちらで借りた図書でも返却可能となっている。利用

者の約４割が自衛隊関係者である。利用者は下降ぎみとのことであるが，受付カウンター

に図書館への要望を書く用紙と要望箱を設置するなど，利用者増加につなげるための方策

を練っている様子が伺えた。 

 また，館長の図書館運営に対する熱意を強く感じ，好感が持てた。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。 

 

公民館 

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

設あるため，今回は，江田島公民館，鷲部公民館，秋月公民館，切串公民館の監査を行っ

た。 

 

 江田島公民館 

  所在地       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  ＲＣ造５階 延床面積２,２７２.５０㎡ 

  建築年月      昭和５５年３月 

  年間利用状況（Ｈ１９年度） 

   利用回数１,１３５回，利用者数１７,７８５人（うち使用料徴収対象者数３７人） 

 

 公印の保管及び各種簿冊は非常に良く整備されている。 

 公民館活動として３５単位講座あるが，そのほとんどが自主グループで，公民館の利用

度は高い。床のタイルや手すりなど老朽化が見受けられるので，補修を含め検討されたい。 

 非常口誘導灯の点検・管理に努められたい。 

 

 鷲部公民館 

  所在地       江田島町鷲部二丁目１３番１号 

  敷地面積      １,８００㎡ 

  建物の構造・面積  ＲＣ造２階 延床面積６４４.１８㎡ 

  建築年月      昭和６１年２月 

  年間利用状況（Ｈ１９年度） 

   利用回数 ７６４回，利用者数 １２,４５９ 人（うち使用料徴収対象者数５人） 

 

 公印の保管状況は良好である。 

 鷲部公民館の自主グループ数は２３あり，公民館主催の講座は月に１回，継続講座では

なく単発的な講座として行っている。非常口誘導灯を含め安全確保のため，常時点検・管 
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理を実施されたい。また，２階会議室に設置の書棚を整理されたい。 

 

 秋月公民館 

  所在地       江田島町秋月二丁目６番３号 

  敷地面積      ２,７３０.９５㎡ 

  建物の構造・面積  ＲＣ造３階 延床面積４４２.７６㎡ 

  建築年月      昭和５２年３月 

  年間利用状況（Ｈ１９年度） 

   利用回数３１１回，利用者数３,７６９人（うち使用料徴収対象者数１２人） 

 

 公印の保管状況は良好である。 

 非常口誘導灯の点検・管理に努められたい。 

 建築当初，エレベーターはなかったが後に設置され，高齢者に配慮した建物である。施

設内部は，整理整頓されている。 

 

 切串公民館 

  所在地       江田島町切串三丁目１８番３号 

  敷地面積      １，００１.１㎡ 

  建物の構造・面積  ＲＣ造３階 延床面積９０３.０㎡ 

  建築年月      昭和５４年４月 

  年間利用状況（Ｈ１９年度） 

   利用回数６６３回，利用者数７,９２９人（うち使用料徴収対象者数 ０人） 

 

公印の保管及び各種簿冊は非常に良く整備されている。 

 非常口誘導灯の点検・管理に努められたい。 

 階段部分の手すりは，地域の人が好意でペンキを塗ってくれたとのことで，好感が持て

た。施設内は整理整頓されている。 

 

 

江 田 島 支 所 

10 地域振興課 

 

出張所 

 江田島町に設置されている出張所は，秋月，切串，津久茂，大須，小用の５ヶ所あるた

め，今回は，秋月出張所と切串出張所の監査を行った。 
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 秋月出張所 

  所在地       江田島町秋月二丁目６番３号 

            （秋月公民館併設） 

 

 公印の保管状況は良好である。事務室内はよく整理されている。 

 

切串出張所 

  所在地       江田島町切串三丁目１８番３号 

            （切串公民館併設） 

 

 公印の保管状況は良好である。事務室内はよく整理されている。 

 

土 木 建 築 部 

11  都市整備課（工事監査） 

江田島中学校新築工事監査 

  建設場所 江田島町小用一丁目７１０４番地２他 

  契約業者 ㈱増岡組呉本店 

  契約金額 ６億１,５９３万円（税込） 

  工 期  平成１９年８月３１日着手～平成２０年８月２０日完成 

  敷地面積 １１,９３２.１０㎡ 

  建築面積  １,９６４.４８㎡ 

  建物の構造・面積  ＲＣ造３階 

            校舎棟１階 １,５４４.６２㎡ 

               ２階 １,４６３.８１㎡  延床面積３,８０３.１５㎡ 

               ３階   ７９４.７２㎡ 

            体育倉庫棟   １０４.６４㎡ 

            駐輪場      ６１.４０㎡ 

            渡り廊下    ２３９.２５㎡ 

            合 計   ４,２０８.４４㎡（予定） 

 

 監査日現在の工事進ちょく率は約５０％，工程表によると遅れ気味ではあるが，６月末

には当初どおりの進ちょく率となる予定である。８月２０日の完成に間に合うよう，安全

に留意しながら工事を進められたい。なお，下請負人名簿等の必要書類については，不備

がないか確認の上，確実に提出させられたい。 
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第７ まとめ 

  平成２０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。 

  江田島町は集落が点在している関係上全ての施設を監査することは困難なため，今回

は３４施設（複合施設を含む），１工事現場とした。 

  箱物と称する建築物３１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１７施設あり，このうち江田島中学校，切串中学校は来年４月に統合し，

現在建築中の新校舎に移転することになっている。また，江田島小学校も老朽化に伴い

新築されることになっているが，その他の施設については築３０年近く経過しており老

朽化が進んでいる箇所が見受けられるため，特に利用頻度の高い公民館，集会所，また

乳幼児を預かる保育園等の施設については定期的に内外部を調査して，地震等災害に備

えて安全対策に万全を期されることを望む。 

  これらの施設を長期に亘って維持管理するためには膨大な費用が必要となるが，怠る

ことがあってはならない。 

  江田島市の施設管理運営規則にも明記されているとおり，利用料の減免措置はその目

的によって異なるが，光熱費，冷暖房費等については受益者負担の原則に則り徴収する

よう検討されたい。 

  また，食糧費の名目で不特定来館者に茶，菓子を提供している施設も見受けられたが，

これらに支出される費用は市民が納付する税金であることを理解して，受益者で負担さ

れるよう改善されたい。 

  江田島町区域内の市営住宅の家賃滞納額が，平成１９年度末に於いて収入未済額が５

５８万円，前年度滞納繰越額３，５７４万円あり，合計で４，１３２万円となっている。 

  毎月遅滞なく納入されている善良な入居者との不公平感を解消するためにも，特別な

理由がある者を除き滞納者に対しては毅然とした対忚を望む。 

  尐子高齢化，人口減尐に歯止めがかからない中，市の財政は年々厳しさを増している

現況を全職員は認識して，一丸となって職務に専念されることを強く要望する。 

  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。 


