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第１ 監査の概要 

１ 監査の種類 

地方自治法(昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。)第１９９条第１

項及び第４項の規定に基づく財務監査並びに同条第２項の規定に基づく行政監

査並びに同条第１項及び第５項の規定に基づく工事監査 

 

 ２ 監査の実施日程 

 （１）事務局による監査手続 

平成２９年１０月５日から平成３０年３月１日まで 

（２）監査委員による監査実施日 

   平成３０年３月２日 

 

３ 監査対象 

（１）対象部局 

教育局 

（２）対象年度 

平成２９年度 

ただし、必要に応じて平成２８年度以前分を対象とした。 
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第２ 財務監査 

１ 監査対象事務及び監査実施課・機関 

これまでの監査結果を踏まえて、指摘事項等のあった事務事業及び科目並び

に予算の執行状況を考慮し執行済額が高額な事務事業及び科目等から選定した。 

監査対象事務 監査実施課・機関 

（１）社会教育費雑入の収入に関す

る事務 

（公民館簡易印刷機使用実費負

担金） 

生涯学習部 

 生涯学習課、大沢公民館、 

星が丘公民館、清新公民館、 

中央公民館、陽光台公民館 

（２）旅費の支出に関する事務 学校教育部 

学校教育課 

（３）委託料の支出に関する事務 教育環境部 

 学校保健課 

生涯学習部 

スポーツ課、図書館、 

相模大野図書館、博物館 

（４）使用料及び賃借料の支出に関
する事務 

総合学習センター 

教育環境部 

学務課、学校施設課 

生涯学習部 

図書館 

（５）負担金、補助及び交付金の支

出に関する事務  
平成 28年度包括外部監査において

監査対象とされた 300万円以上の補

助金を除く 

教育環境部 

学務課 

生涯学習部 

生涯学習課、スポーツ課 

 

２ 主なリスク及び着眼点 

監査の実施に当たり、想定されるリスクを踏まえ、相模原市監査基準(平成

２９年監査委員訓令第１号。以下「監査基準」という。)第２３条第６項第４

号の規定に基づき次のとおり主な着眼点を定め、監査を行った。 
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対象事務 リスク 主な着眼点 

（１）社会教育費雑

入の収入に関す

る事務 

① 現金の保管及

び納付が適正に

行われないリス

ク 

ア 現金は適正に保管及び納付さ

れているか。 

（２）旅費の支出に

関する事務 

① 算定及び支出

が適正に行われ

ないリスク 

ア 旅費支出の目的、履行確認が

できる文書等が整備されている

か。 

イ 支出の遅れや概算払いの精算

の遅れはないか。 

（３）委託料の支出

に関する事務 

① 契約事務や検

査・検収が適正

に行われないリ

スク 

② 支出が適正に

行われないリス

ク 

ア 契約相手方の選定方法は適切

か。 

イ 契約書、見積書等関係書類は

確実かつ的確に整備されている

か。また、これらの内容は適正

か。 

ウ 履行確認は適正に行われてい

るか。また、履行期限は守られ

ているか。 

エ 支出、精算報告は適正な時期

に行われているか。 

（４）使用料及び賃

借料の支出に関

する事務 

① 契約事務や検

査・検収が適正

に行われないリ

スク 

② 支出が適正に

行われないリス

ク 

ア 契約相手方の選定方法は適切

か。 

イ 契約書、見積書等関係書類は

確実かつ的確に整備されている

か。また、これらの内容は適正

か。 

ウ 支出は適正な時期に行われて

いるか。 

（５）負担金、補助

及び交付金の支

出に関する事務 

① 算定及び支出

が適正に行われ

ないリスク 

ア 算定及び支出は適正に行われ

ているか。 

イ 交付条件は適切に付され、条

件どおり履行されているか。 

 

３ 主な監査手続 

監査基準第２６条及び第２７条の規定に基づき、監査対象の各課・機関に次

の方法を用いて調査を実施した。 
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（１）書面調査 

事務事業が法令、規則等に基づき執行されているかについて、次の書面等

を確認した。 

   ア 社会教育費雑入 

     印刷機利用申請書、現金受払簿、納付書兼領収書 等 

イ 旅費  

支出負担行為兼支出命令書、出張命令票、出張命令簿、請求書 等 

ウ 委託料 

入札関係書類、支出負担行為書、契約書、仕様書、報告書類、請求書、

支出命令書 等 

エ 使用料及び賃借料 

入札関係書類、支出負担行為書、契約書、物件仕様書、物件明細書、請

求書、支出命令書 等 

オ 負担金、補助及び交付金 

補助金等交付申請書、事業計画書、収支予算書、補助金等交付決定通知

書、実績報告書、収支決算書、請求書 等 

（２）聞き取り調査 

書面調査を踏まえ、必要に応じて担当者等に聞き取り調査を実施した。 

（３）ヒアリング 

生涯学習課、中央公民館、陽光台公民館、学校保健課及び学校施設課の所

属長等に対してヒアリングを実施し、見解を聴取した。 

 

４ 監査の結果 

（１）指摘事項 

学校保健課が締結した相模原市立中学校給食調理業務委託(Ａブロック)は、

契約書では、契約相手方が業務の円滑な履行が図られるよう業務従事者を配

置することを定め、仕様書において、業務責任者、食品衛生責任者のほか調

理業務従事者、配送業務従事者、配膳員等を置くこととされている。また、

仕様書で配送業務従事者を含む業務従事者に対して、健康診断を年１回、腸

内細菌検査を毎月２回(年２４回)行い、検査結果を書面により報告すること

を求めている。 
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業務従事者の配置状況について、契約相手方から提出された報告書等を確

認したところ、業務従事者は平成２９年１月５日付けの業務従事者報告書に

よれば７６人となっており、同月１０日付けの業務従事者変更報告書で４人

が追加されていた。一方で、同月１８日付けの健康診断結果報告書では７人

分が、１０月３日に提出された９月分の腸内細菌検査結果では９６人分が記

載されており、これらの報告書からは業務従事者の把握はできなかった。 

中学校デリバリー給食の実施に当たって、衛生面について定めた「相模原

市中学校給食調理衛生管理基準(平成２８年４月１日改訂)」では、給食調理

従事者に対する健康診断や検便による腸内細菌検査を実施することとされて

おり、本契約においても契約相手方に遵守することを求めているが、業務従

事者に関する報告書と健康診断や腸内細菌検査結果報告に不整合が見られた

ことは、業務従事者の把握や業務の履行に伴う衛生管理の状況についての確

認が不十分であったことを示している。 

本契約については、平成２８年１月の定期監査において、仕様書に定めた

食器具及び調理用具の細菌や残留物に係る検査結果の提出が確認できなかっ

たことなどから指摘事項としたところであるが、今回の監査においても依然

として不適切な事務処理が行われていたことは遺憾である。 

今後の中学校給食調理業務委託に当たっては、衛生管理の重要性を再認識

し、業務従事者や業務の履行に伴う衛生管理の状況について十分把握するな

ど、適正に事務を執行されたい。 

（２）注意事項 

ア 公民館の社会教育費雑入の収入に関する事務を調査したところ、簡易印

刷機使用実費負担金において次のような事例が見られた。 

（ア）中央公民館及び陽光台公民館において、簡易印刷機使用者から徴収し

た１０月分利用料のうち、算定誤りによる誤徴収が見られた。 

（イ）中央公民館における現金受払簿の現金取扱員が押印すべき欄が、全て

現金出納員により押印されており、現金取扱員は押印していなかった。 

相模原市会計規則(平成４年相模原市規則第１０号)において、現金出納

員は現金の出納及び保管の事務を行い、現金取扱員は現金出納員の命を

受けて現金の出納及び保管の事務に従事するとされており、それぞれ各

公民館に置かれている。また、「現金出納員事務の手引」では、収納金に
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ついて、集計作業は必ず複数の職員で行うなど適正に取り扱うこととさ

れている。 

今後は、現金出納員及び現金取扱員の職責や収納金の取扱いについて再

確認し、適正に現金出納事務を執行するよう注意する。 

イ 学校施設課の使用料及び賃借料の支出に関する事務を調査したところ、

市立大野小学校外３校普通教室等冷暖房設備賃貸借において、特記仕様書

に定期点検等が定められているが、相模原市契約規則(平成４年相模原市

規則第９号。以下「契約規則」という。)第３０条に基づき契約書に記載

することが必要とされている、契約の適正な履行を確保するための監督及

び検査について規定されていなかった。また、契約相手方から定期点検後

に報告書が提出されていたものの、決裁処理が行われていなかった。 

今後は、履行確認の重要性を再認識し、事務処理方法や確認体制を見直

すなど、適正に契約事務を執行するよう注意する。 

（３）教育局におけるその他の財務に関する事務の執行は、おおむね良好と認め

られた。 

 

５ 意見 

（１）簡易印刷機利用料徴収事務について 

公民館に設置された簡易印刷機を利用する際に記入する申請書の様式は、

各公民館で独自のものが使用されていた。また、利用者の実費負担について

は、「相模原市立公民館における簡易印刷機利用基準」で負担額が定められ

ているが、製版や印刷枚数の数え方については、各公民館がそれぞれ解釈し

運用を行っていた。 

今後は、利用料徴収事務の各公民館における正確性、効率性の向上や、公

平性、透明性を図る観点から、使用する様式や同基準の運用について統一化

を図られたい。 

（２）安全・安心な学校給食の提供について 

中学校デリバリー給食は、「相模原市立中学校完全給食実施方針」の、栄

養バランスのとれた安全な給食を提供するという基本方針の下、業務委託に

当たって、「相模原市中学校給食調理衛生管理基準」に定められた給食調理

従事者が年１回健康診断を行うことや、毎月２回以上検便による腸内細菌検
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査を行うことなどの遵守を契約相手方に求めている。 

今回の監査において、業務従事者や業務の履行に伴う衛生管理の把握が不

十分な状況が見られたが、給食の安全性を確保する観点から、調理等の作業

において食品に接触する可能性のある給食調理従事者の健康状態を把握する

ことは大変重要である。 

平成２８年１月の定期監査において、ランチボックスの大腸菌群に係る検

査結果の提出等が確認できないなど不適切な事務処理が見られたことから、

安全・安心な学校給食の提供について意見としたところであるが、教育委員

会は、改めて学校給食における安全性確保の重要性について認識し、給食調

理事業者に対する指導監督を徹底するなど、安全・安心な学校給食の提供に

ついて万全を期されたい。 
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第３ 行政監査(重点調査項目)  

１ 監査の調査項目 

重点調査項目として次のとおりテーマ及び監査実施課・機関を定め、監査を

行った。 

（１）テーマ 

  契約における業者選定(１者随意契約の場合)について 

（２）監査実施課・機関 

  ア 教育総務室 

  イ 総合学習センター 

ウ 教育環境部 

学務課、学校保健課、学校施設課 

   エ 学校教育部 

     学校教育課、教職員人事課、教職員給与厚生課、相模川自然の村野外体

験教室、青少年相談センター 

   オ 生涯学習部 

     生涯学習課、文化財保護課、スポーツ課、図書館、相模大野図書館、橋

本図書館、博物館、小山公民館、大野南公民館、大野北公民館、大野中

公民館、相武台公民館、東林公民館、大沼公民館、陽光台公民館、城山

公民館、津久井中央公民館 

 

２ 監査の目的 

地方公共団体が締結する契約は一般競争入札によることが原則とされている

が、法第２３４条第２項において、「政令で定める場合に該当するときに限り」

随意契約によることができると規定されている。 

随意契約による契約の締結に当たっては、内容・性質・目的のほか、経済性、

緊急性等を総合的に検証して慎重に行われるべきであり、特に１者随意契約と

する場合、その判断が適切に行われなければ、本来競争入札等により適正な価

格で行われるべき契約が不適正な価格で行われるおそれがある。 

そこで、契約における業者選定(１者随意契約の場合)が、関係諸規程に準拠

し適正に行われているか、また効率的かつ有効的に行われているかを主眼とし

て、その選定理由の妥当性等について行政監査を実施した。 
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３ 監査の対象 

教育局の各課・機関が締結した委託料に関する契約のうち、１者随意契約に

よるものを対象とした。ただし、契約規則において、随意契約を行う場合に１

人の見積書の徴取で足りる等と規定されている、予定価格が１０万円以下の契

約については除外した。また、公民館３２館のうち２２館は対象となる契約が

なかった。 

 

４ 主なリスク及び着眼点 

監査の実施に当たり、想定されるリスクを踏まえ、監査基準第２３条第６項

第４号の規定に基づき次のとおり主な着眼点を定め、監査を行った。 

リスク 主な着眼点 

業者選定が適正に行わ

れないリスク 

（１）１者随意契約とする場合の理由は、地方自

治法施行令(昭和２２年政令第１６号。以下

「政令」という。)第１６７条の２第１項各号

の要件に該当していることが確認できるか。 

（２）政令第１６７条の２第１項第２号に該当す

るとした業者選定の理由は、特殊な目的物・

性質・技術が必要である等、「性質又は目的が

競争入札に適しない契約」に該当するか。 

（３）１者との契約継続年数が長期間である場

合、競争性の観点から他の業者の選定につい

て検討は行われているか。 

 

５ 主な監査手続 

監査基準第２６条及び第２７条の規定に基づき、監査対象の各課・機関に次

の方法を用いて調査を実施した。 

（１）書面調査 

事務事業が法令、規則等に基づき執行されているかについて、次の書面等

を確認した。 

随意契約で２人以上から見積書を徴しない場合の理由書、契約書、仕様

書、再委託の承諾に関する書類 等 



10 

（２）聞き取り調査 

書面調査を踏まえ、必要に応じて担当者等に聞き取り調査を実施した。 

 

６ 対象事務の概要 

（１）１者随意契約に関する事務の概要 

１者随意契約に当たり、担当課は「随意契約適正執行のための指針」(平

成２２年４月１日契約課作成。以下「ガイドライン」という。)に基づき、

予定価格１０万円以下の契約等を除き、契約の相手方の名称や契約の相手方

を選定した理由等を記載した随意契約で２人以上から見積書を徴しない場合

の理由書(以下「１者随契理由書」という。)及び随意契約で２人以上から見

積書を徴しない場合の理由等についての公表調書(以下「公表調書」とい

う。)を作成している。また、「契約規則第２６条に定める額を超える随意契

約のうち、政令第１６７条の２第１項第２号～第９号(第３号及び第４号を

除く。)に該当する場合で、真にやむを得ない理由により１者随契とする場

合」は、原則として契約課は公表調書を閲覧に供するとともに、市ホームペ

ージで公表している。 

 

【参考１】 

随意契約によることができる場合(政令第１６７条の２第１項各号の概要) 

第１号 
予定価格が普通地方公共団体の規則で定める額を超えない契約をする
とき 

第２号 契約の性質又は目的が競争入札に適しない契約をするとき 

第３号 
障害者支援施設等で製作された物品を当該障害者支援施設等から買い
入れる契約、障害者支援施設等、シルバー人材センター、母子・父子
福祉団体が行う事業に係る役務の提供を受ける契約をするとき 

第４号 
普通地方公共団体の長の認定を受けた者が新商品として生産する物品
を当該認定を受けた者から買い入れ若しくは借り入れる契約又は新役
務の提供を受ける契約をするとき 

第５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき 

第６号 競争入札に付することが不利と認められるとき 

第７号 
時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込み
のあるとき 

第８号 
競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がな
いとき 

第９号 落札者が契約を締結しないとき 
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【参考２】 

随意契約ができる額と公表の対象となる額(ガイドラインより) 

契約方法 

契約の種類 
１者随契理由で公表の対象とする範囲 

①工事又は製造の請負 ２５０万円以下 超⇒公表 

②財産の買入れ １６０万円以下 超⇒公表 

③物件の借入れ ８０万円以下 超⇒公表 

④財産の売払い ５０万円以下 超⇒公表 

⑤物件の貸付け ３０万円以下 超⇒公表 

⑥前各号に掲げる以外のもの １００万円以下 超⇒公表 

 

（２）１者随意契約の状況について(平成２９年１１月末現在) 

   ア 契約の状況 

委託料に関する契約の状況は、表１のとおりである。 

契約全体では、件数が６０３件、契約金額は合計３１億６，２１２万円

であった。随意契約は、件数が４６４件(76.9％)、契約金額は合計１８

億２，８９０万円(57.8％)であり、このうち１者随意契約となっていた

ものは２９８件で、随意契約に占める割合は６４．２パーセントであっ

た。契約金額の最高額は「平成２９年度相模原市立小中学校英語指導助

手派遣契約」の１６０，４０５，５９０円であった。 

   イ １者随意契約適用の理由及び根拠 

１者随意契約２９８件のうち２５７件が、競争入札に適しない契約であ

るとの理由から政令第１６７条の２第１項第２号を根拠としていた。ま

た、１４件は公益社団法人相模原市シルバー人材センターとの契約であ

るとの理由から同項第３号を、２６件は機械警備等に係る委託契約であ

り競争入札に付することが不利と認められるとの理由から同項第６号を、

１件は競争入札に付したが落札者がないとの理由から同項第８号を根拠

としていた。 

ウ 契約継続年数 

１者随意契約２９８件のうち政令第１６７条の２第１項第２号を根拠と

する２５７件の同一の相手方との継続契約年数の状況は、表２のとおり
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である。５年以上継続して契約を締結していたものは１８９件(73.5％)

であり、継続年数の最長は、「児童生徒尿検査委託」の４９年であった。 

 

表１ 契約の状況 

契約方法 件数 金額（円） 

契約全体 603 3,162,129,451 

 一般競争入札 2 18,325,440 

 指名競争入札 137 1,314,894,697 

随意契約 464 1,828,909,314 

  見積合せ 166 195,654,507 

１者随意契約 298 1,633,254,807 

        

表２ 契約継続年数 

契約継続年数 1年 
2年 
以上 

5年 
以上 

10年 
以上 

20年 
以上 不明※ 計 

件数 28 34 87 54 48 6 257 

    ※当初契約年度が不明であるもの 

 

７ 監査の結果 

今回の行政監査において、教育局各課・機関の１者随意契約における業者選

定に関する事務執行に特段の問題は見られなかった。 

随意契約は政令で規定する要件に該当する場合に限り認められる例外的な契

約方法であり、特に、業者の選定に当たり競争によらない１者随意契約とする

判断は、経済性及び公正性の観点から、より慎重に行わなければならない。ま

た、透明性を確保し市民への説明責任を果たす観点から、１者随意契約と判断

した経過や理由を１者随契理由書に具体的に記載する必要がある。 

今後とも関係諸規程に準拠し、適正に業者選定を行われたい。 
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第４ 行政監査(個別調査項目) 

１ 監査の調査項目 

  個別調査項目として次のとおりテーマ及び監査実施課を定め、監査を行った。 

（１）テーマ 

野外体験教室について 

（２）監査実施課 

学校教育部相模川自然の村野外体験教室 

 ・相模原市立相模川自然の村野外体験教室 

 ・相模原市立ふるさと自然体験教室 

 

２ 監査の目的 

市は、平成７年に相模原市立野外体験教室条例(平成７年相模原市条例第 

２８号。以下「条例」という。)を制定し、体験学習及び集団生活を通して自

然や人とふれあうことにより、児童生徒の創造性及び主体性を培い、もって豊

かな心を育む教育を推進することを目的として、平成８年に相模川自然の村野

外体験教室を、平成２２年にふるさと自然体験教室を設置した。 

平成２２年度から平成３１年度までの１０年間を計画期間としている｢新・

相模原市総合計画｣(平成２２年３月策定)では、教育・文化プロジェクトの重

点テーマとして「自然を生かした体験学習や地域との協働による教育環境の充

実」を掲げ、体験学習推進事業を重点事業に位置付け、野外体験教室における

活動を推進し、児童生徒の豊かな人間性や社会性を育成することとしている。 

こうした中、平成２８年度における野外体験教室の利用状況は、３９４団体、

２万６，４１８人となっており、多くの児童生徒等が利用している状況にある。 

このようなことから、野外体験教室が行う体験学習推進事業に係る事務が適

切に行われているかを主眼として、行政監査を実施した。 

 

３ 監査の対象 

野外体験教室における体験学習推進事業に関する事務を対象とした。 

 

４ 主なリスク及び着眼点 

監査の実施に当たり、想定されるリスクを踏まえ、監査基準第２３条第６
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項第４号の規定に基づき次のとおり主な着眼点を定め、監査を行った。 

 

リスク 主な着眼点 

（１）野外体験学習

が適切に行われ

ないリスク 

ア 学習計画書等に基づき、野外体験学習が計画的

に実施されているか。 

イ 小中学校等の教育機関との連携や野外体験教室

相互の連携が図られているか。 

ウ 施設利用者の安全対策が適切に講じられている

か。 

（２）財務に関する

事務が適正に行

われないリスク 

ア 利用の申請、減免、承認等の手続は法令等に基

づき適正に行われているか。 

イ 現金は適正に保管及び納付されているか。 

ウ 契約書、見積書等関係書類は確実かつ的確に整

備されているか。また、これらの内容は適正か。 

 

５ 主な監査手続 

監査基準第２６条及び第２７条の規定に基づき、次の方法を用いて調査を実

施した。 

（１）書面調査 

事務事業が法令、規則等に基づき執行されているかについて、次の書面等

を確認した。 

体験学習計画書、体験学習報告書、関係機関との会議報告書、危機管理

対策マニュアル、野外体験教室利用の申請、承認、取消し及び変更に関

する書類、野外体験教室の使用料の減免及び還付に関する書類、現金受

払簿、施設管理等の委託業務契約書類 等 

（２）聞き取り調査 

書面調査を踏まえ、必要に応じて担当者等に聞き取り調査を実施した。 

（３）ヒアリング 

相模川自然の村野外体験教室の所属長に対してヒアリングを実施し、見解

を聴取した。 

 

６ 野外体験教室の概要 

相模川自然の村野外体験教室の愛称は「相模川ビレッジ若あゆ」(以下「若
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あゆ」という。)、ふるさと自然体験教室の愛称は「ふじの体験の森やませみ」

(以下「やませみ」という。)とされており、平日は市内の小中学校等が校外学

習の場として、土・日曜日や市立小中学校の夏季休業中などは青少年団体等が

主に利用している。 

 

（１）組織(平成２９年４月１日時点) 

 
   
                       所長(指導主事)１名 
                        総務班 総括副主幹１名(事務職) 

事務職３名 
                指導班 担当課長(指導主事)１名 

指導主事５名 
                        
 
                  所長(指導主事)１名、事務職１名 
                  指導主事３名、再任用職員１名 
 
 ※ 上記のほかに野外体験活動推進員(非常勤特別職)、看護師(非常勤一

般職)等を配置 
 

なお、事業の企画及び実施について調査研究等を行うため、学識経験者、

小中学校関係者、青少年団体関係者、公募による市民、地域関係者等で構成

された相模原市立野外体験教室運営協議会が要綱により設置されており、平

成２９年７月１８日には、平成２８年度事業報告や平成２９年度事業計画等

について協議が行われていた。 

 

（２）施設等の概要 

施設等の概要は表３のとおりである。 

 

表３ 施設等の概要 

名 称 
相模川自然の村野外体験教室 

(若あゆ) 

ふるさと自然体験教室 

(やませみ) 

所在地 緑区大島３４９７番地１ 緑区澤井９３６番地１ 

開所 平成８年４月２２日 平成２２年４月１日 

敷地面積 １８，０３１．１６㎡ ３,２６３．０１㎡ 

建物 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造３階建 鉄筋コンクリート造３階建 

建築面積 ５,５４０．１６㎡ ９４１．３１㎡ 

延床面積 ８,８５４．０２㎡ １,７９７．２８㎡ 
      

学校教育部 相模川自然の村野外体験教室 教育局 

ふるさと自然体験教室 

１１名 

６名 
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定員等 

児童生徒宿泊室 

２８室 定員２８０人 

障害児宿泊室 

２室 定員６人 

引率者宿泊室 

４室 定員２０人 

児童生徒宿泊室 

６室 定員１２０人 

引率者宿泊室 

２室 定員１０人 

休所日 
１２月２８日から翌年の１月３日までの日 

教育委員会が定める日 

利用時間 
宿泊利用 利用開始日の午前９時から利用終了日の午後５時まで 

日帰り利用 午前９時から午後５時まで 

(条例、平成２９年度相模原市政の概要、市ホームページ等より作成) 

 

（３）利用できるものの範囲 

条例及び相模原市立野外体験教室条例施行規則(平成７年相模原市教育委

員会規則第１３号。以下「規則」という。)において、野外体験教室を利用

できるものの範囲は表４のとおり定められている。 

教育委員会が市内小中学校等の利用に支障がないと認めるときは、「市内

小中学校等以外のもの」が利用できる。 

 

  表４ 利用できるものの範囲 

区 分 説 明 

市内小中学校等 
市内の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校(前期課程)、

特別支援学校の小学部・中学部 

 
 
 

市
内
小
中
学
校
等
以
外
の
も
の 

 
 

市
内
小
中
学
校
等 

以
外
の
学
校 

市内の幼稚園、高等学校、中等教育学校(後期課程)、特別支援学校

の高等部 

市内の保育所、幼保連携型認定こども園等 

市外の幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教

育学校、特別支援学校、保育所 

青
少
年 

団
体
等 

おおむね２０人以上の青少年(満１８歳以下)の団体 

おおむね２０人以上の青少年育成団体 

(条例及び規則より作成) 

 

（４）利用状況 

若あゆ及びやませみの利用者数の推移は図１、利用団体数の推移は図２の

とおりであり、利用者数、団体数ともほぼ横ばいの状況となっている。平成
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２８年度における利用形態別、団体種類別利用状況は表５のとおりである。 

 

図１ 利用者数の推移 

 

(平成２８年度年報等より作成) 

 

図２ 利用団体数の推移 

 

(平成２８年度年報等より作成) 

  

21,397 20,768 20,729 20,892 19,824 

5,537 5,993 6,468 6,337 6,594 

26,934 26,761 27,197 27,229 26,418 
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（単位：人） 

（単位：団体） 
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表５ 利用形態別、団体種類別利用状況(平成２８年度) 

  

若あゆ やませみ 
合 計 

宿泊利用 日帰り利用 合 計 宿泊利用 日帰り利用 合 計 

団

体

数 
人数 

団

体

数 
人数 

団

体

数 
人数 

団

体

数 
人数 

団

体

数 
人数 

団

体

数 
人数 

団

体

数 
人数 

学
校
関
係 

小学校 41 3,557 28 2,777 69 6,334 33 2,650 14 649 47 3,299 116 9,633 

中学校 31 5,512 1 124 32 5,636 8 304 2 11 10 315 42 5,951 

幼稚園等 15 1,030 1 114 16 1,144 3 193 4 169 7 362 23 1,506 

高等学校等 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

合 計 87 10,099 30 3,015 117 13,114 44 3,147 20 829 64 3,976 181 17,090 

青
少
年
団
体
等 

子ども会 14 758 6 209 20 967 2 92 1 23 3 115 23 1,082 

スポーツ
少年団 54 2,312 1 30 55 2,342 21 903 2 77 23 980 78 3,322 

ボーイス
カウト等 3 124 3 285 6 409 0 0 1 22 1 22 7 431 

鼓笛隊等 10 347 23 553 33 900 0 0 0 0 0 0 33 900 

その他 18 1,140 15 952 33 2,092 31 1,193 8 308 39 1,501 72 3,593 

合 計 99 4,681 48 2,029 147 6,710 54 2,188 12 430 66 2,618 213 9,328 

合 計 186 14,780 78 5,044 264 19,824 98 5,335 32 1,259 130 6,594 394 26,418 

(平成２９年度相模原市政の概要より作成) 

 

７ 利用承認事務の状況 

（１）利用承認手続 

表６のとおり、各団体が利用承認申請書を提出できる期間については規則

で規定されている。利用の承認に当たっては、抽選の結果又は申請の順序に

従って、利用承認通知書により通知するものとされている。 

また、利用の取消しや承認された事項の変更をしようとするときは、利用

承認取消(変更)申請書に利用承認通知書を添えて提出しなければならないと

され、承認するときは利用承認取消(変更)決定通知書により通知するものと

されている。なお、規則には市内小中学校等に対する提出期間の定めはない。 
 

表６ 野外体験教室利用承認申請書の提出期間 

 宿泊利用 日帰り利用 

市内幼稚園、

高等学校、保

育所等 

始期 
利用開始日の属する年度の

前年度の１１月１日 

利用日の属する年度の前年

度の１１月１日 

終期 
利用開始日の属する年度の

前年度の１１月３０日 

利用日の属する年度の前年

度の１１月３０日      
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市外幼稚園、

小学校、中学

校、高等学校

等 

始期 
利用開始日の属する年度の

前年度の１２月１日 

利用日の属する年度の前年

度の１２月１日 

終期 
利用開始日の属する年度の

前年度の１２月２７日 

利用日の属する年度の前年

度の１２月２７日 

青少年 

団体等 

市内 

始期 
利用開始日の属する月の３

月前の月の初日 

利用日の属する月の３月前

の月の初日 

終期 利用開始日の３日前 利用日の３日前 

市外 

始期 
利用開始日の属する月の２

月前の月の初日 

利用日の属する月の２月前

の月の初日 

終期 利用開始日の３日前 利用日の３日前 

(規則より作成) 

（２）各団体との日程調整等 

ア 市内小中学校等 

平成２９年度の利用承認に当たり、市立小中学校(市立小学校７２校、

市立中学校３７校)の日程調整が平成２８年６月頃から市立小学校長会、

市立中学校長会を通じて行われ、１１月に申請書が提出され承認されて

いた。 

イ 市内小中学校等以外のもの 

（ア）市内小中学校等以外の学校 

市内の幼稚園、特別支援学校の高等部、保育所等に対しては、市内小

中学校利用日の日程調整後に空いている利用枠で調整が行われる。調整

に時間を要したため、若あゆ、やませみで野外体験教室利用承認申請書

が平成２８年１２月に提出されている事例が見られた。 

また、市内幼稚園等の日程調整後に、利用実績のある市外の幼稚園、

小学校等に対し、利用の有無等について確認が行われていた。 

（イ）青少年団体等 

市内の青少年団体等の宿泊利用については、抽選により利用者を決定

しており、抽選の申込みは、利用開始日の３か月前の月の１日から１０

日までに、窓口、ファクス及び電子メールで野外体験教室利用承認申請

書を提出する方法と、さがみはらネットワークシステム(以下「Ｓネッ

ト」という。)から申し込む方法とがある。抽選は毎月１１日に行われ、

申込者は１９日までにＳネット又は電話で抽選結果を確認し、２０日ま
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でに詳細の申込みを行うこととなっており、２１日からは空き施設の随

時利用の申請を受け付けている。 

若あゆでは平成２９年５月の利用承認のうち２件について、承認事項

変更等の手続が行われていなかった。 

また、やませみでは７月のＳネットによる随時の利用承認３件につい

て、決裁処理が行われていなかった。 

（３）申請書等について 

規則で定められた利用承認に係る申請書等は表７のとおりであるが、実

際に使用されている申請書等の名称は規則と異なるものが多く見られた

ほか、若あゆとやませみの間でも相違が見られた。また、これらのほか

特別な設備の使用に関する特別設備等承認申請書、物品の販売等の許可

に関する販売行為等許可申請書が規定されている。 

なお、市内小中学校等の申請書等については、規則で定められておらず、

市内小(中)学校利用申請書及び市内小(中)学校利用承認通知書が使用さ

れている。 
 

表７ 申請書等の名称の比較 

手 続 規 則 若あゆ やませみ 

利
用
承
認 

申
請 

野外体験教室利用承認

申請書 
 
(第４条第１項) 

野外体験教室使用申

請書 (＊) 
 
野外体験教室利用承

認申請書 

野外体験教室利用承

認申請書 

承
認 

野外体験教室利用承認

通知書 
 
(第５条第１項) 

野外体験教室使用許

可書 (＊) 

自然体験教室ご予約

通知書(相模原市立ふ

るさと自然体験教室

利用承認通知書) 

利
用
の
取
消
し
、
承
認
事
項
変
更 

申
請 

野外体験教室利用承認

取消(変更)申請書 
 
(第８条第１項) 

野外体験教室変更取

消申請書 (＊) 
 
野外体験教室利用取

消申請書 
 
野外体験教室利用承

認取消(変更)申請書 

自然体験教室利用承

認取消(変更)申請書 

承
認 

野外体験教室利用承認

取消(変更)決定通知書 
 
(第８条第２項) 

野外体験教室変更取

消許可書 (＊) 
 
野外体験教室利用取

消通知書 
 
野外体験教室利用承

認取消(変更)通知書 

自然体験教室利用承

認取消(変更)通知書 
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使
用
料
の
減
免 

申
請 

野外体験教室使用料減

免申請書 
 
(第９条第２項) 

野外体験教室減免申

請書 (＊) 

 

設備使用減免申請書

(＊) 

自然体験教室使用料

減免申請書 

減
額
又
は

免
除 

野外体験教室使用料減

免決定通知書 
 
(第９条第３項) 

野外体験教室減免許

可書 (＊) 
 
野外体験教室使用減

免許可書 (＊) 

自然体験教室使用料

減免決定通知書 

 
 

使
用
料
の
還
付 

申
請 

野外体験教室使用料還

付申請書 
 
(第１０条第２項) 

野外体験教室使用料

還付申請書 

自然体験教室使用料

還付申請書 

還
付 

野外体験教室使用料還

付決定通知書 
 
(第１０条第３項) 

野外体験教室使用料

還付通知書 

自然体験教室使用料

還付通知書 

※ 下線は、規則の名称と異なる申請書等 

(＊) Ｓネットから出力される申請書等 
 

（４）使用料 

条例及び規則において表８のとおり使用料が定められており、前納とされ

ている。なお、市内小中学校等は無料となっている。 

また、使用料の減免及び還付については、表９及び表１０のとおり定めら

れている。 

 

表８ 使用料(条例別表(第９条関係)) 

施設名 区 分 単 位 

使用料 

市内小中 
学校等 

市内小中学校
等以外のもの 

相模原市立相模

川自然の村野外

体験教室 

宿泊 

利用 

児童生徒宿泊室 １室１泊につき 無料 ８，０００円

引率者宿泊室 １室１泊につき 無料 ４，０００円

日帰り

利用 

半日 １人１回につき 無料 ２００円

全日 １人１回につき 無料 ４００円

相模原市立ふる

さと自然体験教

室 

宿泊 

利用 

児童生徒宿泊室 １室１泊につき 無料 ６，３００円

引率者宿泊室 １室１泊につき 無料 ３，２００円

日帰り

利用 

半日 １人１回につき 無料 １００円

全日 １人１回につき 無料 ２００円
 
備考 
１ 宿泊利用には、宿泊室以外の施設の利用を含む。 
２ 日帰り利用とは、宿泊室以外の施設の利用をいう。 
３ 半日とは午前９時から午後１時まで又は午後１時から午後５時までを、全日と 
は午前９時から午後５時までをいう。 
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表９ 使用料の減免 

区 分 減免率 

市内の幼稚園、高等学校、中等教育学校(後期課程)、特別支援

学校の高等部 

５０パーセント 市内の保育所、幼保連携型認定こども園等 

市内の青少年団体 

(規則より作成) 

 

表１０ 使用料の還付 

区 分 還付率 

災害その他利用者の責めによらない理由により利用す

ることができなくなったとき 

既納使用料の１００パーセ

ント 

利用開始日の７日前までに利用の取消しを申請し、教

育委員会の承認を得たとき 

既納使用料の１００パーセ

ント 

利用開始日の３日前までに利用の取消しを申請し、教

育委員会の承認を得たとき 

既納使用料の５０パーセン

ト 

利用開始日の７日前までに承認事項変更を申請し、教

育委員会の承認を得た場合で既納使用料が過納となっ

たとき 

既納使用料のうちの過納額

の１００パーセント 

利用開始日の３日前までに承認事項変更を申請し、教

育委員会の承認を得た場合で既納使用料が過納となっ

たとき 

既納使用料のうちの過納額

の５０パーセント 

(規則より作成) 

 

（５）現金の管理 

若あゆでは、宿泊室の変更による追加使用料等が利用日当日に施設におい

て現金納付されていたが、現金は適切に保管され金融機関に預け入れられて

いた。なお、やませみでは、施設での現金納付の事例はなかった。 

 

８ 体験学習の実施状況 

（１）利用説明会 

利用に当たっての注意事項等を周知するため、平成２９年度に野外体験教

室を利用する小中学校、幼稚園等に対し説明会を開催し、体験学習計画書等

の提出書類の記載方法、施設の利用方法、緊急時の対応、食物アレルギー対

応等の資料が配付されている。 
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また、青少年団体等に対しては、活動プログラムの作り方、施設の利用方

法、緊急時の対応等を記載した利用の手引きを郵送しているほか、若あゆ、

やませみの各ホームページにも当該手引きが掲載されている。 

（２）利用の打合せ 

小中学校等については、説明会後に若あゆ、やませみの担当職員と各小中

学校等の担当職員とで、児童生徒のどのような資質・能力を育てるのかとい

ったねらいや、その達成のための活動プログラム、各活動の進め方、健康面、

安全面の配慮事項や緊急時の対応方法等を確認するため、打合せが個別に実

施されている。 

また、幼稚園等や青少年団体等については、直接又は電話等により打合せ

が行われている。 

（３）体験学習相談 

体験活動の教育的価値や教育課程での位置付けについての理解を深め、教

員の資質や学校における実践的指導力の向上を図るため、小中学校等からの

依頼に基づき、体験活動における指導のポイントなどについて体験学習相談

が随時行われている。 

（４）体験学習の計画について 

小中学校等には利用に際して、利用者数や利用宿泊室等を記載した施設利

用計画書、学校のねらいや学校における年間計画の位置付け等を記載した体

験活動の構想、体験活動のタイムテーブル等を記載した活動計画書等を体験

学習計画書として、事前に提出を求めている。 

また、それ以外の団体には体験活動、食事等のタイムテーブル等が記載さ

れた活動プログラムを事前に提出させ、若あゆ、やませみ職員は当日に利用

する各団体も含めて１日の活動プログラム総括表を作成し、あらかじめ各利

用団体に送付している。 

（５）体験活動の状況 

子どもたちの自主性や創造性を育むため、地域の特色等を生かして、平成

２８年度は若あゆでは農業体験(稲作)、城山ハイキング、スターウォッチン

グ等が、やませみでは川あそび、陣馬山登山、チャレンジレガッタ等それぞ

れ７７のメニューが用意され体験活動が行われていた。平成２８年度におけ

る団体別の主な活動状況は、表１１のとおりである。 
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また、体験活動を充実させるため、必要に応じ専門技術を有する方や経験

豊富な地域の方などが活動協力者となり体験活動が実施されている。平成 

２９年度(１１月末現在)の活動協力者の登録は、若あゆでは団体が７、個人

が４３、やませみでは団体が３、個人が７４となっている。 

 

表１１ 団体別の主な活動状況(平成２８年度) 

 延べ活動者数 主な活動状況 

若あゆ 

小学校等 26,383人 

農業体験(稲作) 4,989人 

野外炊事(カレー・豚汁) 3,799人 

キャンプファイヤー 3,334人 

オリエンテーリング 2,058人 

農業体験(畑作) 1,484人 

食農(その他) 1,345人 

キャンドルファイヤー 1,260人 等 

中学校等 35,366人 

学年・学級集会 9,101人 

野外炊事(カレー・豚汁) 5,977人 

キャンドルファイヤー 3,353人 

城山ハイキング 3,202人 

オリエンテーリング 2,520人 

マウンテンバイク 617人 

スターウォッチング 603人 等 

幼稚園等 1,205人 

キャンドルファイヤー 572人 

キャンプファイヤー 259人 

スターウォッチング 151人 等 

青少年団体等 13,278人 

自主活動 4,647人 

野外炊事(カレー・豚汁) 2,660人 

キャンプファイヤー 1,286人 

キャンドルファイヤー 860人 

スターウォッチング 575人 等 

やませみ 

小学校等 14,317人 

キャンプファイヤー 2,046人 

野外炊事(カレー) 2,031人 

川あそび 1,231人 

はし(竹づかい) 984人 

イニシアチブゲーム 961人 

野外炊事(その他) 587人 

食農 460人 等 

中学校等 2,101人 

学年・学級集会 284人 

キャンプファイヤー 218人 

野外炊事(カレー) 215人 

イニシアチブゲーム 194人 

陣馬山登山 189人 

焼き杉 145人 

チャレンジレガッタ 128人 等 

幼稚園等 713人 

川あそび 266人 

キャンプファイヤー 149人 

学年・学級集会 91人 等 

青少年団体等 6,993人 

自主活動 4,174人 

野外炊事(その他) 868人 

川あそび 568人 

野外炊事(カレー) 485人 

キャンプファイヤー 237人 等 

(平成２８年度年報より作成) 
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（６）課題の把握・評価 

  ア 体験学習報告書 

小中学校等については、若あゆ、やませみの職員により、体験学習実施

までの学校対応、実施の評価・反省及び事後に向けての改善点等を記載

した体験学習報告書が作成されている。 

  イ 利用アンケート 

小中学校や幼稚園など各利用団体のニーズや体験活動の課題を把握する

ため、団体ごとにアンケート調査が実施されている。 

平成２８年度に利用した小中学校１０８校に対する学校利用アンケート

の結果(表１２)では、肯定的な評価が多かった。 

 

表１２－１ ねらいに合った活動の設定 (単位：％) 

  十分できた できた 
あまりできな
かった 

できなかった 

若あゆ ７５．４ ２４．６ ０ ０ 

やませみ ５６．４ ４１．０ ２．６ ０ 

合計 ６８．５ ３０．６ ０．９ ０ 
  

表１２－２ 学校のねらいの達成 (単位：％) 

  十分できた できた 
あまりできな
かった 

できなかった 

若あゆ ５９．４ ３９．１ １．４ ０ 

やませみ ６１．５ ３８．５ ０ ０ 

合計 ６０．２ ３８．９ ０．９ ０ 

     
表１２－３ 取り組みの様子 (単位：％) 

  意欲的 やや意欲的 やや消極的 消極的 

若あゆ ８９．９ １０．１ ０ ０ 

やませみ ９２．３ ７．７ ０ ０ 

合計 ９０．７ ９．３ ０ ０ 
     

表１２－４ 体験活動の内容 (単位：％) 
  十分満足 満足 やや不満 不満 

若あゆ ７１．０ ２６．１ ２．９ ０ 

やませみ ６９．２ ３０．８ ０ ０ 

合計 ７０．４ ２７．８ １．９ ０ 

     
表１２－５ 職員の支援 (単位：％) 

  十分満足 満足 やや不満 不満 

若あゆ ８５．５ １４．５ ０ ０ 

やませみ ８９．７ １０．３ ０ ０ 

合計 ８７．０ １３．０ ０ ０ 
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表１２－６ 子どもたちの変容  (単位：％)  

  十分見られた 
見られた又は
やや見られた 

変化なし 
 

若あゆ ５８．０ ４２．０ ０ 
 

やませみ ５６．４ ４３．６ ０ 
 

合計 ５７．４ ４２．６ ０ 
 

(平成２８年度学校利用アンケートの結果についてより作成) 

※ 小数点第２位を四捨五入 

 

９ 関係機関との連携 

（１）小中学校等の教育機関との連携 

利用に当たっては、説明会、利用の打合せ、体験学習相談、計画書作成等

の各段階において、当該小中学校等と連携し効果的な体験学習の実施に向け

た取組が行われている。 

（２）野外体験教室相互の連携 

若あゆ、やませみの全体に係る重要事項について企画立案し、連絡調整を

図ることを目的とした、両施設の管理職員等による企画会議が、平成２９年

度は１１月までに１５回開催され、今後の野外体験教室の在り方や学校利用

説明会、不審者対応訓練等について協議が行われた。 

また、両施設の常勤職員による所内会議が平成２９年度は１１月までに、

野外体験教室運営要項、公金の取扱い、次年度の利用計画等についてを議題

として２回開催された。 

 

10 利用者の安全対策 

（１）危機管理対策マニュアル 

若あゆ、やませみのそれぞれにおいて自然災害、火災、事故、病気、怪我

等が発生した場合や不審者を発見した場合等の緊急時における対応、活動内

容ごとに予想される事故、危険等と安全への配慮事項、食中毒予防マニュア

ル等について、「危機管理対策マニュアル」が作成されている。このマニュ

アルは職員に配付されており、警備員にも周知されている。 

（２）訓練、研修等の実施 

野外体験教室運営要項に基づき、消火訓練及び避難訓練が計画的に行われ

ている。 

また、平成２９年７月には不審者が施設内に侵入した際の初動体制及び利
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用者の安全確保、避難方法等の検証を行うとともに、各職員の意識の向上に

努めることを目的に、相模原北警察署の協力の下、若あゆ、やませみ合同に

よる不審者侵入時対応訓練が実施された。そのほか８月には、体験活動にお

ける安全面の対策(リスクマネジメント)や配慮事項等について理解を深め、

今後の施設運営や活動指導に役立てることをねらいとして、外部講師による

職場研修が開催された。 

（３）体験学習に使用する用具等の安全点検 

チェックリストに基づき、体験活動を行う場所の安全性や、体験活動で使

用する包丁、はさみ等の用具の数量等の確認を定期的に実施しているほか、

使用時にも安全点検を行っている。 

 

11 委託料等の支出に関する事務 

調査対象とした契約等は表１３のとおりである。 

 

表１３ 調査対象 

 契約名 契約金額 (円) 契約期間 

委託料 

若あゆ 

体験農園指導・管理委託契
約 

1,099,468 
平成 29年 4月 1日 

～平成 30年 3月 31日

相模原市立相模川自然の村
野外体験教室の管理に関す
る協定書 

477,920,000 
 
平成 29年度 

95,584,000 

平成 26年 4月 1日 

～平成 31年 3月 31日

やませみ 

ふるさと自然体験教室自家
用電気工作物保安管理業務
委託契約 

286,200 
平成 29年 4月 1日 

～平成 30年 3月 31日

ふるさと自然体験教室総合
管理業務委託契約 

契約限度金額 

10,225,008 
平成 29年 5月 1日 

～平成 30年 3月 31日

使用料
及び賃
借料 

若あゆ デジタル印刷機賃貸借契約 月額 20,499 
平成 25年 5月 1日 

～平成 30年 4月 30日

やませみ 寝具賃貸借契約 月額 264,600 
平成 28年 6月 1日 

～平成 31年 5月 31日

 

上記のうち、相模原市立相模川自然の村野外体験教室の管理に関する協定書

に基づく指定管理料の支出について、業務報告書で契約の履行を確認できない

ものが見られた。 

ふるさと自然体験教室総合管理業務委託については、契約書約款に監督及び



28 

検査に関する規定がなかった。また、契約相手方から提出された報告書のうち、

業務の履行が確認できないものが散見されたほか、未提出となっている報告書

が見られた。 

 

12 監査の結果(検討すべき事項) 

  今回の行政監査の結果、野外体験学習については、学習計画書等に基づき実

施されているなど特段の問題は見られなかったが、今後、利用承認事務及び契

約事務を改善するために検討すべき事項は次のとおりである。 

（１）利用承認に関する事務について 

ア 相模川ビレッジ若あゆ 

（ア）平成２９年７月に宿泊利用した団体において、利用承認申請書の提出

が、規則で定める期間を過ぎている団体が見られた。 

（イ）平成２９年７月に児童生徒宿泊室を利用した団体において、承認事項

変更の手続を行わないまま、引率者宿泊室を追加利用している団体が見

られた。 

（ウ）平成２９年５月に、８月の日帰り利用の承認を受けた団体において、

６月に利用人数の変更が行われていたが、利用承認変更申請書の提出が

確認できなかった。また、利用日当日に利用の取消しが行われていたが、

利用承認取消申請書の提出が確認できなかった。さらに、前納すること

が必要な使用料の納付が確認できなかった。 

イ ふじの体験の森やませみ 

（ア）平成２９年７月に日帰り利用した団体及び１０月に宿泊利用した団体

において、利用承認申請書の提出が、規則で定める期間を過ぎている団

体が見られた。 

（イ）Ｓネットによる利用承認申請について、利用承認に係る決裁処理が行

われていなかった。 

 

今後、利用承認事務に当たっては関係諸規程を遵守し、事務処理方法や確

認体制を見直すなど再発防止に取り組み、適正に事務を執行されたい。 
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（２）委託料の支出に関する事務について 

ア 相模川ビレッジ若あゆ 

「相模原市立相模川自然の村野外体験教室の管理に関する協定書」に基

づく指定管理料の支出について調査したところ、次のような事例が見ら

れた。 

（ア）清掃業務について、仕様書ではグリストラップについては年１２回以

上、床タイルについては年２回以上清掃を実施することとされているが、

指定管理者から提出された業務報告書では、実施したことを確認できな

かった。 

（イ）警備業務について、仕様書では警備員の巡回を一晩に４回以上実施す

ることとされているが、指定管理者から提出された業務報告書では４回

目の巡回の実施を確認できない日が散見された。 

イ ふじの体験の森やませみ 

ふるさと自然体験教室総合管理業務委託について調査したところ、次の

ような事例が見られた。 

（ア）契約規則第３０条に基づき契約書に記載することが必要とされている、

契約の適正な履行を確保するための監督及び検査について規定されてい

なかった。 

（イ）開所日に実施することとされている１階更衣室の清掃について、契約

相手方から提出された清掃作業報告書では、実施したことを確認できな

い日が散見された。また、週３回程度実施することとされている脱衣室

トイレの清掃について、６月の実施は１回のみとなっていた。 

（ウ）夜間警備業務について、仕様書で建物内外の巡回や施錠等を行うため

必要な人員を配置し、常時１名は事務室で待機することを定めているが、

実際の夜間警備業務は１名で行われていた。また、実際に巡回を行った

時間が仕様書で定められた時間と相違していた。 

（エ）空調に関する設備点検業務について、仕様書と設備点検報告書で形式

名の相違や、報告書の提出の遅延が見られた。 

（オ）施設管理業務について、仕様書で提出することとされている日報が未

提出となっていた。また、月報の提出漏れが見られた。 
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契約業務の適正な履行を確認することは、公金を支出する上での重要な根

拠となるものである。今後は、契約事務における履行確認の重要性を再認識

し、契約書約款、仕様書、報告書類等関係書類の記載内容を十分確認し、適

正に事務を執行されたい。 

 

13 意見 

（１）利用承認事務について 

利用承認に係る申請書や通知書については、規則で名称が定められている

が、実際に使用している申請書等の名称が規則と異なるものが多数見られた。

また、若あゆとやませみの間で異なっている事例や、Ｓネットから出力され

たものとそれ以外とで異なっている事例が見られた。今後は、使用する申請

書の名称等について、事務の正確性や効率性向上のため規則に従い統一化を

図られたい。 

また、利用承認に当たって、職員間で宿泊利用と日帰り利用の取扱いにつ

いて運用が相違している事例が見られたが、根拠を明確化し統一的な運用を

図られたい。 

（２）野外体験教室について 

平成３２年４月に施行される小学校学習指導要領(平成２９年文部科学省

告示第６３号)及び平成３３年４月に施行される中学校学習指導要領(平成 

２９年文部科学省告示第６４号)では、自然の大切さや他者との協働の重要

性等を実感するための体験活動や集団宿泊体験活動が重視されることとなる。 

本市の野外体験教室はこれまで多くの児童生徒に利用され、様々な体験活

動が行われており、昨年度の学校利用アンケートの結果からも、職員の支援

の下、児童生徒が意欲的に取り組み、学校のねらいが達成されていることが

うかがわれるところである。今後とも、充実した体験活動が行われるよう取

り組まれたい。 
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第５ 工事監査(第２期) 

１ 監査対象工事及び監査実施課 

工事請負費及び需用費の施設修繕料のうち、執行額、工事内容等を考慮し選

定した。 

対 象 工 事 監査実施課 

（１）工事請負費に係る事務  

 ア 市立共和小学校給食受入庫改修工事 
教育環境部 

学校保健課、学校施設課 

 
イ 市立大野台中学校Ａ２棟トイレ改造工事 

教育環境部 

学校施設課 

 

ウ 市立大野台中学校Ａ２棟トイレ改造機械

設備工事 

 

エ 市立緑が丘中学校普通教室等空調設備設

置工事 

 

オ 市立緑が丘中学校普通教室等空調設備設

置電気設備工事 

（２）需用費の施設修繕料に係る事務  

 ア 市立桜台小学校外３校バスケットゴール

補強修繕 

教育環境部 

学校施設課 

 イ 市立淵野辺小学校外２校バスケットゴール

等補強修繕 

 ウ 市立相武台小学校外２校バスケットゴール

補強修繕 

 エ 市立鹿島台小学校外２校バスケットゴール

等補強修繕 

 オ 市立上溝小学校外３校バスケットゴール

等補強修繕 

 カ 市立旭小学校外２校バスケットゴール

等補強修繕 

 
キ 相模原球場手洗所修繕 

生涯学習部 

スポーツ課 

※（１）工事請負費に係る事務において、契約事務は企画財政局財務部契約

課、検査事務は都市建設局技術監理課に対しても監査を実施した。 

 

２ 主なリスク及び着眼点 

監査の実施に当たり、想定されるリスクを踏まえ、監査基準第２３条第６項

第４号の規定に基づき次のとおり主な着眼点を定め、監査を行った。 
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対象事務 リスク 主な着眼点 

（１）工事請負費に係

る事務 

（２）需用費の施設修

繕料に係る事務 

① 不経済な支出が

行われるリスク 

② 施設の品質低下

のリスク 

ア 積算書の数量、金額は正

確か。また、その算出根拠

は明確か。 

イ 契約の方法、手続及び時 

期は適切か。 

ウ 設計図書どおり施工され

ているか。 

エ 検査調書等検査記録は整

備されているか。 

 

 ３ 主な監査手続 

監査基準第２６条及び第２７条の規定に基づき、監査対象の各課に次の方法

を用いて調査を実施した。 

 （１）書面調査 

監査対象工事が法令等に基づき適正に執行されているかについて、次の書

面等を確認した。 

工事設計書、契約関係図書、財務関係図書、各種届出書、工事関係図書、

完成図書、検査関係図書 等 

 （２）聞き取り調査 

書面調査を踏まえ、必要に応じて担当者等に聞き取り調査を実施した。 

 （３）ヒアリング 

学校施設課及びスポーツ課の所属長に対してヒアリングを実施し、見解を

聴取した。 

 

 ４ 監査対象工事の概要 

 （１）工事請負費 

   ア 市立共和小学校給食受入庫改修工事 

契約金額 ７，９３８，０００円 

契約方法 指名競争入札 

契約期間 平成２９年６月３０日から平成２９年８月２８日まで 

工事内容 教室(支援級)を給食受入庫に改修 

   イ 市立大野台中学校Ａ２棟トイレ改造工事 
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     契約金額 １６，１８７，０４０円 

契約方法 一般競争入札 

契約期間 平成２９年３月１０日から平成２９年７月７日まで 

工事内容 和式便器を洋式便器に改造 

   ウ 市立大野台中学校Ａ２棟トイレ改造機械設備工事 

契約金額 １２，２９０，４００円 

契約方法 一般競争入札 

契約期間 平成２９年３月１０日から平成２９年７月７日まで 

工事内容 和式便器を洋式便器に改造 

   エ 市立緑が丘中学校普通教室等空調設備設置工事 

契約金額 ５１，５３７，６００円 

契約方法 一般競争入札 

契約期間 平成２９年６月２３日から平成２９年９月２９日まで 

工事内容 普通教室への空調設備の設置 

   オ 市立緑が丘中学校普通教室等空調設備設置電気設備工事 

契約金額 ６，７２８，４００円 

契約方法 指名競争入札 

契約期間 平成２９年６月２３日から平成２９年９月２９日まで 

工事内容 普通教室への空調設備の設置 

 （２）需用費の施設修繕料 

   ア 市立桜台小学校外３校バスケットゴール補強修繕 

契約金額 ２，４９６，９６０円 

契約方法 随意契約(見積合せ) 

契約期間 平成２９年４月３日から平成２９年４月７日まで 

工事内容 屋内運動場の耐震補強(吊下げ式バスケットゴールの落下防

止) 

対 象 校 桜台小学校、大沼小学校、大野台小学校及び上鶴間小学校 

   イ 市立淵野辺小学校外２校バスケットゴール等補強修繕 

契約金額 ２，４１８，１２０円 

契約方法 随意契約(見積合せ) 

契約期間 平成２９年４月１０日から平成２９年４月１４日まで 
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工事内容 屋内運動場の耐震補強(吊下げ式バスケットゴール及び照明

器具の落下防止) 

対 象 校 淵野辺小学校、光が丘小学校及び並木小学校 

   ウ 市立相武台小学校外２校バスケットゴール補強修繕 

契約金額 １，８７９，２００円 

契約方法 随意契約(見積合せ) 

契約期間 平成２９年４月１７日から平成２９年４月２４日まで 

工事内容 屋内運動場の耐震補強(吊下げ式バスケットゴールの落下防

止) 

対 象 校 相武台小学校、緑台小学校及び共和小学校 

   エ 市立鹿島台小学校外２校バスケットゴール等補強修繕 

契約金額 １，７９４，９６０円 

契約方法 随意契約(見積合せ) 

契約期間 平成２９年４月２８日から平成２９年５月８日まで 

工事内容 屋内運動場の耐震補強(吊下げ式バスケットゴール及び照明

器具の落下防止) 

対 象 校 鹿島台小学校、作の口小学校及び中央小学校 

   オ 市立上溝小学校外３校バスケットゴール等補強修繕 

契約金額 １，７６２，５６０円 

契約方法 随意契約(見積合せ) 

契約期間 平成２９年５月８日から平成２９年５月１５日まで 

工事内容 屋内運動場の耐震補強(吊下げ式バスケットゴール及び照明

器具の落下防止) 

対 象 校 上溝小学校、大沢小学校、大野小学校及び鶴の台小学校 

   カ 市立旭小学校外２校バスケットゴール等補強修繕 

契約金額 ２，０８３，３２０円 

契約方法 随意契約(見積合せ) 

契約期間 平成２９年５月１０日から平成２９年５月１７日まで 

工事内容 屋内運動場の耐震補強(吊下げ式バスケットゴール及び照明

器具の落下防止) 

対 象 校 旭小学校、向陽小学校及び横山小学校 
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   キ 相模原球場手洗所修繕 

契約金額 ２，４９９，１２０円 

契約方法 随意契約(見積合せ) 

契約期間 平成２９年６月１日から平成２９年７月７日まで 

工事内容 和式便器の洋式便器への更新 

 

 ５ 監査の結果 

 （１）注意事項 

   ア 学校施設課が４月から５月にかけて実施した、市立小学校の耐震補強に

関する屋内運動場吊下げ式バスケットゴール修繕について調査したとこ

ろ、２０校を対象とする総額１２，４３５，１２０円の修繕を６件の随

意契約として、２者と契約を締結していた事例が見られた。 

小規模かつ簡易で小額な修繕であるため通常は学校単位で発注している

ところ、事務や施工の効率性、受注機会の創出、各学校の状況等を勘案

して、３校又は４校ずつにまとめて随意契約したとのことであるが、６

件の修繕の内容はおおむね同一であり、短期間に連続して実施されてい

た。 

「入札・契約事務の適正執行について」(平成２９年３月２８日契約課

長通知。以下「契約課長通知」という。)では、「市が発注する契約は、

競争が原則であり、また公平性、透明性も求められていることから、発

注する業務の内容及び性質を十分検討し、競争入札が可能なものについ

ては、競争入札で執行すること。また、入札すべき契約を分割すること

により随意契約とすることのないよう留意すること」とされている。 

今後は、随意契約が例外的な方法であることを再認識し、競争性、公平

性及び透明性の確保の観点から、工事等の発注に当たっては競争入札の

可能性を十分に検討するなど、適正に契約事務を執行されたい。 

   イ 学校施設課の市立桜台小学校外３校バスケットゴール補強修繕ほか２件

の修繕及びスポーツ課の相模原球場手洗所修繕について調査したところ、

検査調書に代わる書類としての「完成届」には、検査について記録する

欄に実施日の記載はあるが、合格に関する記載欄がないなど、当該修繕

の検査の詳細が不明確な状況となっていた。 
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検査を的確に実施することは、契約業務の適正な履行を確保するととも

に、公金を支出する上で大変重要である。 

     今後は、修補事項や検査合格日等の詳細を検査調書等の検査に関する書

類に明確に記載するなど、適正に検査事務を執行されたい。 

 （２）教育局におけるその他の工事に関する事務の執行は、おおむね良好と認め

られた。 

 

 ６ 意見 

（１）予定価格の設定について 

学校施設課及びスポーツ課の修繕において、１者から徴取した見積書を参

考に予定価格が設定されていた。 

予定価格の設定について、契約課長通知では「１者からの参考見積書で予

定価格を設定することにより、不調になったり、公平な入札にならなかった

りする事例が散見されることから、可能な限り参考見積書を複数者から徴取

するとともに見積額の内容を確認し、取引の実例価格等を考慮して適正な予

定価格を設定すること」とされている。 

今後は、入札において公平性を確保することの重要性を再認識するととも

に、参考見積書を複数者から徴取するなど、適正な予定価格の設定に努めら

れたい。 

（２）工事関係書類の管理について 

学校施設課の工事に関する書類について、「簡易な変更に伴う直接工事費

比較表」「工事打合せ書」等が予算執行に係る工事関係図書とは別に保管さ

れていた。また、施設修繕に関する書類については、「箇所図」「図面」「仕

様書」及び予定価格を設定した資料等が工事関係図書とは別に保管されて

いた。 

工事等の監督に際し、これらの書類は工事関係図書として一元的に管理

することが必要である。今後は、工事関係書類の適切な管理を徹底するこ

とにより、事務処理ミスの未然防止とともに、効率的な事務執行を図られ

たい。 


