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 地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第１９９条第１２項の規定により、平成 

３１年１月９日に実施した健康福祉局の財務監査及び行政監査の結果に基づき措置

を講じた旨、市長から通知があったので、当該通知に係る事項を次のとおり公表す

る。 
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第１ 財務監査 

１ 監査対象事務 

社会福祉費雑入の徴収に関する事務、旅費の支出に関する事務、委託料の支

出に関する事務及び扶助費の支出(現金管理)に関する事務 

２ 監査の日程 

   平成３０年８月７日から平成３１年１月９日まで 

３ 措置に係る通知日 

市長から通知があった日 平成３１年２月１９日 

４ 監査の結果及び講じた措置の内容 

（１）地域包括ケア推進課 

監査の結果 措置の内容 

ア 社会福祉費雑入の徴収に関する事

務を調査したところ、次のような事例

が見られた。 

地域包括ケア推進課 

あじさい大学受講者負担金の徴収

事務の執行において、平成３０年５月

２５日から同年６月２５日までの間

の追加入学者９名の入学決定に係る

決裁処理が行われないまま入学決定

の通知がされ、負担金が徴収されてい

た。 

当該負担金の徴収事務に関しては、

平成２５年１２月及び平成２８年 

１２月に実施した保険高齢部定期監

査において、受講者に調定書を作成し

ないまま納入通知書を交付していた

事例が見られたことから指摘事項と

したところである。これに対し市長か

ら、平成２６年１月には「地方自治法、

相模原市会計規則等の遵守」「複数職

員による重層的なチェックの実施」な

どの措置を講じた旨の、また、平成 

２９年１月には「当該指摘のあった歳

入徴収関連事務をはじめとする全て

追加入学者９名に係る入学決定につ

きましては、適切な日付と内容により決

裁処理を行いました。 

今回の不適正な事務処理の再発防止

を図るため、事務手続の整理が不十分で

あったことから調定書の起票時におい

て入学者の決定処理が済んでいるか必

ず確認することを「あじさい大学運営マ

ニュアル」に加えるとともに、「あじさ

い大学受講管理システム」による納入通

知書の作成時において、入学決定処理が

済んでいるか否かという警告を発する

ようシステム改修を行いました。また、

根拠法令等を遵守することを徹底する

ための課内研修を実施し、適正な事務処

理の執行についての強化を図りました。 

今後につきましては、課内研修等によ

り定期的に根拠法令等の遵守を徹底す

るなど、職員の意識及び知識の向上を図

り、適正な事務執行を課内一丸となって

取り組んでまいります。 
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の事務執行について定期的に根拠法

令等の遵守を徹底する取組を推進し、

適正な事務執行を課内一丸となって

取り組む」旨の通知を受けていた。し

かしながら、当該徴収に関連する事務

の執行において依然として不適正な

処理が行われていたことは大変遺憾

である。 

相模原市事務専決規程(平成１９年

相模原市訓令第８号)に基づく専決権

限を有する者がその権限に属する事

務の処理につき最終的な意思決定を

行う専決は、市長の決裁と同一の効力

を有するものである。 

今後は、原因の究明や検証に基づく

事務処理方法の見直しなど再発防止

を図り、意思決定に関する事務手続を

適正に行われたい。 
 

 

（２）中央障害福祉相談課 

監査の結果 措置の内容 

イ 旅費の支出に関する事務を調査し

たところ、次のような事例が見られ

た。 

（ア）中央障害福祉相談課 

「旅費事務の手引き」(平成３０

年４月)によると市内出張モデルケ

ースで示された経路を使用する場

合には、市内出張区域表に定める住

所・施設から目的地区域を定め、勤

務場所区域と目的地区域間の経路

により出張に係る費用を確定する

こととなるが、平成３０年６月の出

張２件に係る旅費について、出張先

の区域とは異なる区域により算定

したため、過払い及び支給不足とな

今回の不適正な事務処理の再発防止

を図るため、出張機会の少ない出張先に

つきましては、出張者に出張先住所の分

かる資料の提出を求めるほか、職員課が

作成している市内区域表に市内施設・事

業所を追記し、庶務担当者や財務担当

者、命令者がチェックを行いやすい体制

に改めました。加えて、班会議において

課内職員へ区域表の確認を徹底するよ

う周知を行いました。 

また、今回指摘のあった過払い及び支

給不足分に関しましては、再度正しい金

額の算定を行い、平成３０年１１月９日

に過払額と不足額を相殺の上、当該職員

に対し追加支給を行いました。 
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っていた。 

旅費の支給事務に関しては、平成 

２７年３月に実施した福祉部定期監

査において、支給誤りがあったことか

ら注意事項としたところであるが、今

回も不適正な事例が見られたことは

遺憾である。 

今後、旅費の支給事務の執行に当た

っては、「旅費事務の手引き」等の再

確認を行うとともに、支給事務におけ

る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。 
 

今後につきましては、引き続き「旅費

事務の手引き」の再確認や再発防止に向

けた意識改革に取り組むとともに、庶務

担当者と財務担当者、命令者によるチェ

ックを行うことで、適正な旅費の支給事

務を行うよう徹底してまいります。 

 

（３）障害者更生相談所 

監査の結果 措置の内容 

イ 旅費の支出に関する事務を調査し

たところ、次のような事例が見られ

た。 

（イ）障害者更生相談所 

平成３０年４月から同年７月ま

での出張１７件に係る費用につい

て、バス等を利用した出張において

バス運賃を算入せずに旅費を算定

していた事例や、非常勤特別職職員

の出張において定期券相当額が支

給されている通勤経路と重複する

経路により出張した場合でも支給

することとなっている当該重複区

間分を算入せずに算定を行ってい

た事例等により、支給不足となって

いた。 

旅費の支給事務に関しては、平成 

２７年３月に実施した福祉部定期監

査において、支給誤りがあったことか

ら注意事項としたところであるが、今

当課の出張先はある程度限定されて

いることから、出張頻度の高い行き先に

ついては、あらかじめ出張命令票の標準

例を作成し、出張者はこれを参考に出張

命令票の記載を行い、当該命令票の備考

欄には手引きの該当となるページを記

入するよう改め、決裁時には、決裁者及

び庶務担当者が当該命令票と手引きの

照合を行います。 

非常勤特別職職員の事例については、

制度理解が不十分であったことに加え、

事務引継に問題があったことから、引継

書類に当該事例を新たに追記します。 

また、今回指摘のあった支給不足分に

つきましては、再度正しい金額の算定を

行い、平成３０年１１月２７日及び平成

３１年２月８日に追加支給を行いまし

た。 

旅費の支給事務については、前回に引

き続き再度の指摘となったことを重く
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回も不適正な事例が見られたことは

遺憾である。 

今後、旅費の支給事務の執行に当た

っては、「旅費事務の手引き」等の再

確認を行うとともに、支給事務におけ

る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。 
 

受け止め、所属長から所属職員に対し改

めて指摘事項の周知を行うとともに、

「旅費事務の手引き」の確認徹底を指示

したところです。今後は、確認体制をよ

り強化し、適正な旅費支出事務を行いま

す。 

 

（４）障害政策課 

監査の結果 措置の内容 

ウ 委託料の支出に関する事務を調査

したところ、次のような事例が見られ

た。 

（ア）障害政策課 

ａ 相模原市立視覚障害者情報セ

ンター窓口業務等委託の契約に

おいて、相模原市公契約条例(平

成２３年相模原市条例第２９号。

以下「公契約条例」という。)第

８条に基づき契約において定め

るものとされている事項のうち、

労働者の継続雇用に関する事項

が定められていなかった。 

ｂ 相模原市立視覚障害者情報セ

ンター窓口業務等委託ほか２件

の契約において、業務に関する報

告書等による検査・検収は行われ

ていたが、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しなけれ

ばならない監督及び検査につい

て記載されていなかった。 

ｃ 相模原市立津久井障害者地域

活動支援センターの指定管理業

ａの事例につきましては、労働者の継

続雇用について、受注者から労働状況台

帳を基に説明を受け、希望者は全て継続

雇用されていることを確認しました。 

また、労働者の継続雇用の配慮に関す

る条文を追加する変更契約を平成３０

年１１月１日付けで締結しました。 

ｂの事例につきましては、契約期間が

終了していない契約について、監督及び

検査に関する条文を追加する変更契約

を「相模原市立視覚障害者情報センター

窓口業務等委託」は平成３０年１１月１

日付けで、「福祉バス提供事業業務委託

（平成３０年７月分～平成３１年３月

分）」は平成３０年１１月６日付けで締

結しました。 

ｃの事例につきましては、指定管理者

から再委託業務に係る申請を受け、再委

託業務に係る書面による承認を平成 

３０年１１月１日付けで行いました。 

今回の不適正な契約事務に至った原

因は、契約事務に対する誤った認識や意

識の希薄さから生じたものです。 

今後につきましては、公契約条例や公

契約条例の手引を始め、契約規則や契約
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務において、施設清掃業務等が再

委託されていたが、毎年契約課長

から発出される「入札・契約事務

の適正執行について」(以下「契

約課長通知」という。)に定める

書面による事前の承諾が行われ

ていなかった。 

契約は、財産上の権利・義務や取引

条件などについて契約当事者双方の

意思を確認する行為であり、契約事務

の執行に当たり、契約関係書類の内容

を精査・確認することは、契約上の疑

義や紛争による不測の損害が生じる

ことを未然に防ぐ意味において重要

かつ基本的な事項であることは言う

までもない。しかしながら、依然とし

て、公契約条例の対象となる業務委託

契約において定めるべき事項の一部

や契約規則により契約書に記載しな

ければならない監督及び検査の条項

が欠落していた事例、契約の相手方が

業務の一部を再委託する場合におけ

る書面による事前の承諾を行ってい

なかった事例など、不適正な契約事務

が複数の課において見られた。 

今後は、契約事務の重要性を再認識

し、契約関係書類の記載内容を十分に

精査・確認するとともに、契約内容に

基づく業務が確実に実施されている

ことを確認するなど、適正に事務を執

行されたい。 
 

事務の手引きなどの諸規定を遵守する

とともに、契約事務の手引きの「契約書

作成時のチェックリスト」を基に、「発

注者が検査・検収を行う旨の規定がされ

ているか」や「公契約条例における対象

業務委託契約等の場合は、労働者の継続

雇用の配慮に関する規定がされている

か」の項目を記載した契約書の内容確認

のためのチェックリストや、「提出すべ

き書類の確認」等の具体的な事務処理を

明確にした契約内容を適正に履行する

ためのチェックリストを作成し、複数の

職員によるチェックを徹底することで、

再発防止に努めてまいります。 

なお、契約条項に疑義が生じた場合に

は、契約課と協議の上、適切な契約書の

作成に努めてまいります。 

 

（５）高齢政策課 

監査の結果 措置の内容 

ウ 委託料の支出に関する事務を調査

したところ、次のような事例が見られ

ａの事例につきましては、平成３０年

１２月１０日付けで指定管理者から再
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た。 

（イ）高齢政策課 

ａ 相模原市立老人福祉センター

渓松園及び相模原市立老人福祉

センター若竹園の指定管理業務

において、指定管理者から提出さ

れた再委託の承認を求める内容

を含む平成３０年度年間事業計

画書に基づき、施設点検等３５業

務の再委託が承認されていたが、

当該事業計画書には再委託に係

る業務内容は記載されていたも

のの再委託先が記載されていな

かった。 

また、相模原市立老人福祉セン

ター渓松園及び相模原市立老人

福祉センター若竹園の管理に関

する協定書(以下「協定書」とい

う。)に基づく施設点検業務等に

関し、当該事業計画書は協定書と

相違する年間実施回数が記載さ

れていた。さらに、指定管理者か

ら提出される月次報告書におい

ても、実施回数が協定書と相違し

ており、一部の業務については実

施したことを示す記載がなかっ

た。また、平成２９年度における

若竹園のボイラー保守点検業務

の実施回数は年１回であること

を確認したが、協定書では年２回

とされていた。 

ｂ 平成３０年度介護サービス情

報公表事業業務委託において、仕

様書や関連法令を確認したとこ

ろ、平成３０年４月１日に市が介

護保険法(平成９年法律第１２３

号)に基づき指定を行った指定情

委託先を記載した書面の提出を受け、承

認した内容を改めて確認しました。 

また、年間事業計画書につきまして

は、指定管理者に対し、協定書に基づく

年間実施回数を正しく記載した内容で

提出するよう指示し、平成３０年１２月

１０日付けで修正後の年間事業計画書

の提出を受けております。 

月次報告書につきましては、指定管理

者に対し、点検業務等の実施状況につい

ての報告を求め、協定書に基づいた実施

回数の履行状況の確認を行い、平成３０

年１２月１０日付けで修正後の月次報

告書の提出を受けております。 

ｂの事例につきましては、平成３０年

１１月１６日付けで指定情報公表セン

ターの名称等の公示を行うとともに、市

ホームページにおいても公表しました。 

また、指定情報公表センターから提出

を受けていた情報公表事務規程に係る

認可につきましては、速やかに決裁手続

を行い、事業者に通知しました。 

今回の不適切な契約事務に至った原

因は、管理監督者、事務担当者の事務処

理や契約事務に対する意識及び認識の

不足、確認作業等が不十分であったこと

によるものであり、今回の監査結果を重

く受け止め、関係法令や契約事務の手引

き、随意契約ガイドライン等を十分に確

認すること、不適切な事務処理の事例に

ついて、所属長から所属職員に周知徹底

し、適正な事務執行への意識の向上を図

りました。 

今後につきましては、施設の管理運営

を単に指定管理者に任せることなく、指

定管理者と協力・連携の下で、協定書に

基づいた適切な施設の管理運営を図る
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報公表センターについて、介護保

険法施行令(平成１０年政令第 

４１２号)に基づく名称等の公示

が行われていなかった。 

また、同令において、指定情報

公表センターは情報公表事務規

程を定め、市長の認可を受けなけ

ればならないとされているが、指

定情報公表センターから提出さ

れていた当該事務規程の認可が

行われていなかった。 

契約は、財産上の権利・義務や取引

条件などについて契約当事者双方の

意思を確認する行為であり、契約事務

の執行に当たり、契約関係書類の内容

を精査・確認することは、契約上の疑

義や紛争による不測の損害が生じる

ことを未然に防ぐ意味において重要

かつ基本的な事項であることは言う

までもない。しかしながら、依然とし

て、(中略)契約の相手方が業務の一部

を再委託する場合における書面によ

る事前の承諾を行っていなかった事

例など、不適正な契約事務が複数の課

において見られた。 

今後は、契約事務の重要性を再認識

し、契約関係書類の記載内容を十分に

精査・確認するとともに、契約内容に

基づく業務が確実に実施されている

ことを確認するなど、適正に事務を執

行されたい。 

検査・検収は、契約に定める業務の

適正な履行を確保し、公金を支出する

上での重要な根拠となるものである。

しかしながら、今回、指定管理業務に

おいて、業務内容を定めた協定書と指

定管理者から提出された事業報告書

こと、公金を支出する根拠として、協定

書に定めた業務が確実に履行されてい

ることを確認することが重要であるこ

とを再認識し、適正な契約事務の執行を

図ってまいります。 

施設の管理運営に当たりましては、募

集要項や協定書、年間事業計画書、事業

報告書等の関連書類の内容を十分に確

認し、書類の提出を受ける際には市及び

指定管理者双方で記載内容等を確認す

るとともに、各業務の進行管理や執行状

況の確認ができるよう、チェックリスト

を活用することなどにより、再発防止に

取り組んでまいります。 

また、介護サービス情報公表事業につ

きましては、単に移譲を受ける県の事務

手続を踏襲するのではなく、担当職員の

ほか所属職員一人ひとりが関係法令等

を十分に確認し、理解するとともに、複

数の職員による確認体制等を整え、再発

防止及び適正な事務執行を図ってまい

ります。 
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等で業務実施回数が相違し、書面から

は所定の業務履行が確認できなかっ

た事例(中略)が見られた。こうしたこ

とは、契約を所管する担当課が独自の

実務慣行を安易な前例踏襲によって

継続し、公金支出の根拠である検査・

検収をおろそかにした結果であると

言わざるを得ない。 

今後は、改めて公金支出における責

任の重大さを十分に認識した上で、徹

底した原因の究明や検証に基づく事

務処理方法の見直しなど再発防止を

図り、適正な契約事務の執行に万全を

期されたい。 

介護保険法の規定による介護サー

ビス情報の公表等に係る事務につい

ては、地方自治法施行令の一部を改正

する政令(平成３０年政令第６５号)

の施行により指定都市においては平

成３０年４月に都道府県知事から市

長に権限が移譲されたところである

が、介護保険法施行令には、指定情報

公表センターの指定をしたときは当

該指定情報公表センターの名称等を

公示しなければならないことが規定

されている。公示は行政機関が一定の

事項を広く住民などに周知するため

に行うものであり、その公表について

は、相模原市公告式規則(平成２７年

相模原市規則第６３号)において公表

の旨の前文、年月日及び市長名を記入

し、相模原市公告式条例(昭和２５年

相模原市条例第２４号)に規定する掲

示場に掲示して告示等を行うものと

されている。また、認可は第三者の行

為を補充してその法律上の効力を完

成させる行政行為をいい、行政庁の認
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可はその法律的行為が完全に効力を

生ずるための要件とされている。しか

しながら、今回調査したところ、介護

保険法施行令及び相模原市公告式規

則に基づく公示や同令に基づく認可

が行われていなかったことは、法令等

に基づく手続を怠ったものであり、遺

憾である。 

今後、介護サービス情報公表事業の

実施に当たっては、関係諸規程を遵守

するとともに、事務処理体制を見直す

など再発防止に取り組み、適正に事務

を執行されたい。 
 

 

（６）南生活支援課 

監査の結果 措置の内容 

エ 扶助費の支出(現金管理)に関する

事務を調査したところ、次のような事

例が見られた。 

南生活支援課 

生活保護費の住宅扶助における随

時支給の状況を確認したところ、４人

世帯から申請があった借間の契約更

新料において、実際の契約更新料は 

９５，６４０円であったが、３人世帯

の上限額９３，０００円(４人世帯の

上限額は９９，０００円)を適用して

支給したことにより、支給不足が生じ

ていた。 

契約更新料は、「生活保護法による

保護の実施要領について」(昭和３８

年４月１日付け厚生省社会局長通知)

において、「被保護者が居住する借家、

借間の契約更新等に際し、契約更新料

等を必要とする場合には、(中略)特別

基準額の範囲内において特別基準の

この度の住宅扶助に係る契約更新料

の支給不足に至った原因につきまして

は、支給決定担当者が「生活保護基準額

表」を見誤るとともに、査察指導員、給

付班職員が決裁の際、支給根拠について

の確認が不十分であったことによるも

のです。 

このことから、保護決定調書に係る支

給根拠や関係法令等を確認し、改めて課

内全職員に周知徹底を図るとともに、査

察指導員や給付班職員によるチェック

を徹底し、再発防止に取り組んでまいり

ます。 

今回指摘のあった支給不足分につき

ましては、再度正しい金額の算定を行

い、不足額を平成３０年１２月３日に支

給しました。 

今後につきまして、生活保護事務の重

要性を再認識し、適正に事務を執行して

まいります。 
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設定があったものとして必要な額を

認定して差しつかえない」とされてい

る。また、「生活保護法による保護の

基準に基づき厚生労働大臣が別に定

める住宅扶助(家賃・間代等)の限度額

の設定について(通知)」(平成２７年

４月１４日付け厚生労働省社会・援護

局長通知)において、特別基準額の限

度額が都道府県及び世帯人員ごとに

定められている。 

生活保護費の認定に当たっては、生

活保護事務の重要性を再認識すると

ともに、生活保護費の支給根拠等を十

分確認し、適正に事務を執行された

い。 
 

 

第２ 行政監査 

１ 監査対象事務 

契約における業者選定(１者随意契約の場合)について 

２ 監査の日程 

   平成３０年８月７日から平成３１年１月９日まで 

３ 措置に係る通知日 

市長から通知があった日 平成３１年２月１９日 

４ 監査の結果及び講じた措置の内容 

高齢政策課 

監査の結果 措置の内容 

委託業務の再委託に関しては、契約課

長通知において、委託業務の一部を再委

託する場合は必ず発注者の書面による

事前の承諾を得る旨を条文に盛り込む

よう契約書の記載例が示されているが、

高齢政策課が締結した「平成３０年度全

国健康福祉祭(スポーツ交流大会等)選

手選考・派遣事業委託」に係る契約書に

平成３０年１１月２日から同月６日

まで実施されたスポーツ大会に係る再

委託の承諾につきましては、改めて平成

３０年１１月１５日付けで書面により

回答しました。 

今回の監査結果を重く受けとめ、契約

事務の手引き、随意契約ガイドライン、

関係通知等を十分に確認すること、不適
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おいては、発注者の書面による事前の承

諾について記載されていなかった。ま

た、受注者から再委託に係る申請書類が

市に提出され、市では承諾に係る決裁処

理を行っていたものの、受注者への再委

託の承諾に関する書面を確認すること

ができなかった。 

今後は、委託業務の一部を再委託する

場合の事前承諾に当たり、契約関係書類

の記載内容や契約に基づく提出書類の

確認を徹底するなど、適正に契約事務を

執行されたい。 
 

切な事務処理の事例について、所属長か

ら所属職員に周知徹底し、適正な事務執

行への意識の向上を図りました。 

今後につきましては、書面により発注

者の承諾を得ることについて契約書に

盛り込むとともに、契約事務の手引きや

関係通知等を十分確認し、特に変更点や

誤りを生じやすい項目等については課

内会議等により、課内全体で共有を図

り、契約事務における適正な事務執行を

図ってまいります。 

 


