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第１ 監査の概要 

１ 監査の種類 

地方自治法第１９９条第１項、第２項及び第４項の規定に基づく監査 

 

 ２ 監査の実施日程 

 （１）事務局による監査手続 

平成３０年４月２７日から同年１０月２日まで 

（２）監査委員による監査実施日 

   平成３０年１０月３日 

 

３ 監査の対象 

（１）対象部局 

緑区役所、中央区役所及び南区役所 

（２）対象年度 

平成２９年度及び平成３０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。 

 

第２ 財務監査 

１ 監査対象事務及び監査実施課 

これまでの監査結果を踏まえ、指摘事項等が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 

（１）市税、使用料及び手数料等の

収納に関する事務及び現金の管

理状況 

 

緑区役所 

大沢まちづくりセンター 

南区役所 

大野中まちづくりセンター、麻溝ま

ちづくりセンター、新磯まちづくり

センター、相模台まちづくりセンタ

ー、相武台まちづくりセンター、東

林まちづくりセンター 
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（２）証明閲覧謄本手数料等の徴収

に関する事務及び現金の管理状

況 

緑区役所 

区民課 

南区役所 

 区民課 

（３）土地貸付収入に関する事務 緑区役所 

津久井まちづくりセンター(三井財産

区、青野原財産区、青根財産区)、藤

野まちづくりセンター(小渕財産区、

牧野財産区、日連財産区、佐野川財

産区) 

（４）委託料の支出に関する事務 緑区役所 

 区政策課、城山まちづくりセンター、

津久井まちづくりセンター、相模湖

まちづくりセンター、藤野まちづく

りセンター 

中央区役所 

区政策課、地域振興課 

南区役所 

区政策課、地域振興課 

 

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て監査を行った。 

 

監査対象事務 リスク 主な着眼点 

（１）市税、使用料

及び手数料等の

収納に関する事

務及び現金の管

理状況 

 

① 収納が適正に

行われないリス

ク 

ア 事務処理で法令等に違反する

ものはないか。 

イ 現金領収すべき金額の算定に

必要な書類は整備されているか。 

（２）証明閲覧謄本

手数料等の徴収

に関する事務及

び現金の管理状

況 

 

① 徴収が適正に

行われないリス

ク 

ア 事務処理で法令等に違反する

ものはないか。 

イ 現金領収すべき金額の算定に

必要な書類は整備されているか。 
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（３）土地貸付収入

に関する事務 

① 収入が適正に

行われないリス

ク 

ア 土地貸付収入等の金額、納入

期限等は規定どおりか。 

イ 現金領収すべき金額の算定に

必要な書類は整備されているか。 

（４）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。 

 

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 

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 市税、使用料及び手数料等の収納 

     各種申請書、現金受払簿 等 

イ 証明閲覧謄本手数料等の徴収 

各種申請書、現金受払簿 等 

ウ 土地貸付収入 

各種申請書、納付書兼領収書 等 

エ 委託料 

入札関係書類、支出負担行為書、契約書、請求書、支出命令書 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。 
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（３）ヒアリング 

緑区役所区政策課、城山まちづくりセンター及び相模湖まちづくりセンタ

ー、中央区役所区政策課並びに南区役所区政策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）緑区役所 

ア 指摘事項 

（ア）緑区役所区政策課の委託料の支出に関する事務を調査したところ、緑

区合同庁舎清掃業務委託(平成２８年３月１日から平成３１年２月２８日

までの長期継続契約)において次のような事例が見られた。 

ａ 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条に基づき契約書に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 仕様書では、清掃日報を日ごとに実施日の翌営業日正午までに提出

することとされているが、提出が全て確認できなかった。 

ｃ 清掃業務について、仕様書に添付された基準表と実施報告書の清掃

箇所に相違が見られた。 

（イ）緑区役所城山まちづくりセンターの委託料の支出に関する事務を調査

したところ、城山総合事務所総合管理業務委託(平成２７年６月１日から

平成３０年５月３１日までの長期継続契約)において次のような事例が見

られた。 

ａ 相模原市個人情報取扱事務委託基準(平成２８年１月４日施行)にお

ける「契約上の措置例」に例示されている作業責任者等の届出に関す

る規定等が契約書に定められておらず、必要な報告書類が提出されて

いなかった。 

ｂ 委託業務の一部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。)に定められた事前の承諾が行われていなかった。 

ｃ 仕様書に規定された、責任者の所持する資格を証する書面の写しや

従事者に変更があったときの変更後の名簿の提出が確認できなかった。 
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ｄ 日常清掃及び冷暖房設備保守業務について、仕様書や実施報告書等

の書類間で頻度や設備の型式等の内容に相違が見られたほか、冷暖房

設備の点検業務について仕様書の表記が不明確な事例などが見られた。 

（ウ）緑区役所相模湖まちづくりセンターの委託料の支出に関する事務を調

査したところ、相模湖総合事務所建物総合管理業務委託において次のよ

うな事例が見られた。 

ａ 公契約条例第８条に基づき契約書に定めるものとされている事項９

項目が全て定められていなかった。 

ｂ 自動扉開閉装置保守点検業務ほか３件の業務が再委託されていたが、

地下オイルタンク機密検査業務１件について、契約課長通知に定めら

れた事前の承諾が行われていなかった。 

ｃ 空調設備保守点検業務について、契約書に定められた冷温水発生機

の点検報告書の提出が確認できなかった。 

ｄ 日常清掃業務について、仕様書に添付された基準表と実施報告書の

清掃頻度に相違が見られたほか、エレベーター保守業務について仕様

書の表記が不明確な事例が見られた。 

公契約条例は、市及び公契約の相手方となる者の責務を明らかにするこ

とにより、安全かつ良質な事務及び事業の確保を図ることを目的に制定さ

れたもので、本監査の対象事務のうち、市が発注する予定価格５００万円

以上の業務の委託に関する契約のうち庁舎その他建物の警備業務、清掃業

務及び設備運転監視業務等が対象となっている。今回の事例では、公契約

条例に基づき契約相手方が業務に従事する者の労働環境の整備を図ること

など、契約書に定めるべき事項の一部又は全部が記載されていなかった。

このことは、公契約に対する認識不足を示すものである。 

また、相模原市個人情報保護条例(平成１６年相模原市条例第２３号)で

は、個人情報の適正な取扱いについて受託者又は指定管理者が講ずべき措

置を明らかにすることが規定されているが、個人情報を取り扱う作業責任

者や作業従事者について契約相手方から書面による報告を受けることなく

受付業務等が実施されていたことについては、個人情報保護の観点におい

て不適正な事務処理と言わざるを得ない。 

もとより契約は、財産上の権利・義務や取引条件などについて、双方の
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意思を確認する行為であり、契約上の紛争や疑義による不測の損害が生じ

ること等を防止するため、適正に契約に関する事務を執行することは当然

のことである。 

今後は、契約事務の重要性を再認識し、契約書類の記載内容を十分に精

査・確認するとともに、契約内容に基づいた業務が実施されていることを

確実に確認するなど、適正に事務を執行されたい。 

イ 緑区役所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。 

（２）中央区役所 

   中央区役所における財務に関する事務の執行は、おおむね良好と認められ

た。 

（３）南区役所 

ア 指摘事項 

南区役所区政策課の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）南区合同庁舎清掃業務委託(平成２７年９月１日から平成３０年８月 

３１日までの長期継続契約)において、公契約条例第８条に基づき契約書

に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。 

（イ）まちづくりセンター自家用電気工作物保安管理業務委託ほか３件の契

約において、相模原市契約規則(平成４年相模原市規則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。 

（ウ）まちづくりセンター自家用電気工作物保安管理業務委託において、年

次点検実施後に点検業務の検査・検収を行った上で支払を行うべきとこ

ろ、契約締結時に作成した支払内訳書の予定どおりに支払を行ったため、

実際に行われた年次点検より先に年次点検手数料の支払がされていた。 

契約事務に関しては、平成２６年１０月に実施した南区役所定期監査に

おいて、仕様書中、引用している契約書の条項が特定できない事例等が見

られたことから指摘事項としたところである。しかしながら今回の監査に
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おいても、契約事務において不適正な事例が見られたことは大変遺憾であ

る。 

公契約条例は、市及び公契約の相手方となる者の責務を明らかにするこ

とにより、安全かつ良質な事務及び事業の確保を図ることを目的に制定さ

れたもので、本監査の対象事務のうち、市が発注する予定価格５００万円

以上の業務の委託に関する契約のうち庁舎その他建物の警備業務、清掃業

務及び設備運転監視業務等が対象となっている。今回の事例では、公契約

条例に基づき契約相手方が業務に従事する者の労働環境の整備を図ること

など、契約書に定めるべき事項の一部が記載されていなかった。このこと

は、公契約に対する認識不足を示すものである。 

検査・検収は、契約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ことから、契約事務における基本的事項とされる

ことは言うまでもないが、今回、契約書に検査・検収の条項が規定されて

いなかった事例等が見られたことは、基本をおろそかにした不適正な事務

処理と言わざるを得ない。 

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。 

イ 注意事項 

南区役所区政策課の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）南区合同庁舎自家用電気工作物保安管理業務委託において、蓄電池設

備に関する点検が実施されていたが、提出された点検結果を示す報告書

の内容は、仕様書に定められた蓄電池設備の点検内容と対応しておらず、

不完全かつ不明確であった。 

（イ）まちづくりセンター自家用電気工作物保安管理業務委託及び相武台ま

ちづくりセンター自家用電気工作物保安管理業務委託において、業務内

容が類似するこれら２件の契約を契約規則第２６条第６号の「随意契約

によることができる額」に該当するものとして、それぞれ見積合せを実

施し個別に契約を締結していた。 

今後は、契約相手方との協議の下に報告書類等の記載内容を見直すとと



8 

もに、競争入札の可能性を十分に検討するなど、契約事務を適切に執行す

るよう注意する。 

ウ 南区役所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 

清掃業務をはじめとする様々な委託業務において、契約書、仕様書等(以下「契

約書類」という。)に記載された業務の適正な履行を提出書面その他の手段によ

って確認することは、公金を支出する上での重要な根拠となるものである。 

委託業務の履行確認は、検査・検収によって行われ、契約書類の記載内容と

受注者から提出される報告書及び添付図書(以下「報告書類」という。)との照

合や、業務終了後の立会いなどにより実施されていることから、市が効率的、

効果的に検査・検収を実施するためにも、契約書類及び報告書類の内容は、分

かりやすく相互に整合が図られていることが不可欠である。 

契約事務の手引き(平成３０年４月改訂)には、過去の事務手続や書類が完全

であるとは限らないことから、年度当初などには必ず契約書等を見直すことが

記載されているが、契約書類と報告書類の不整合や矛盾、第三者に分かりにく

い表現等は依然として多く見られ、十分な履行確認が行われていない事例が散

見される。 

今後、契約事務を所管する各部局においては、「業務の効率的かつ効果的な遂

行」を目的の一つに掲げる内部統制制度の導入に当たり、契約書類や報告書類

について不断の見直しや工夫を行い、検査・検収の精度を保ちつつ、事務処理

の効率化・省力化に努められたい。 

 

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「契約における業者選定(１者随意契約の場合)について」

をテーマに定め、監査を行った。 

   

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
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が、地方自治法第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。 

 

３ 監査の対象及び監査実施課 

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。 

対象となる契約があり、監査を実施した課は、次のとおりである。 
（１）緑区役所 

     区政策課、地域振興課、区民課、城山まちづくりセンター、津久井まちづ

くりセンター、相模湖まちづくりセンター及び藤野まちづくりセンター 

（２）中央区役所 

   区政策課、地域振興課及び区民課 

（３）南区役所 

区政策課、地域振興課及び区民課 

 

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て監査を行った。 

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。 
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 （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 

（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 

南区役所区政策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。 

 

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、
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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。 

 

【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 
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（２）１者随意契約の状況について(平成３０年３月末現在) 

   ア 緑区役所 

（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１１２件、契約金額は合計２億５，１８７万円

であった。随意契約は、件数が１００件(89.3％)、契約金額は合計    

５，７５６万円(22.9％)であり、このうち１者随意契約となっていたも

のは６０件で、随意契約に占める割合は６０パーセントであった。契約

金額の最高額は「西青山地域センター運営管理業務委託」の      

４，７４３，０００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６０件のうち４７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、

１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、１件は緊急の必要により競争入札に付すること

ができない契約であるとの理由から同項第５号を、１１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号を根拠としていた。 

（ウ）契約継続年数 

１者随意契約６０件のうち政令第１６７条の２第１項第２号を根拠と

する４７件の同一の相手方との継続契約年数の状況は、表２のとおりで

ある。５年以上継続して契約を締結していたものは３８件(80.9％)であ

り、継続年数の最長は、「城山総合事務所設備運転等時間外管理業務委託」

の３８年であった。 

   イ 中央区役所 

（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２８件、契約金額は合計１億８２３万円であっ

た。随意契約は、件数が２６件(92.9％)、契約金額は合計９，２１５万

円(85.1％)であり、このうち１者随意契約となっていたものは１３件で、

随意契約に占める割合は５０パーセントであった。契約金額の最高額は
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「窓口受付及び証明書発行等業務契約」の４５，１８８，７９９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１３件のうち１１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、

２件は機械警備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号を根拠としていた。 

（ウ）契約継続年数 

１者随意契約１３件のうち政令第１６７条の２第１項第２号を根拠と

する１１件の同一の相手方との継続契約年数の状況は、表２のとおりで

ある。５年以上継続して契約を締結していたものは６件(54.5％)であり、

継続年数の最長は、「大野北まちづくりセンター冷凍機保守委託」及び「大

野北まちづくりセンターエレベーター保守委託」の４０年であった。 

   ウ 南区役所 

（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６５件、契約金額は合計１億２，１６２万円で

あった。随意契約は、件数が５６件(86.2％)、契約金額は合計３，１３７

万円(25.8％)であり、このうち１者随意契約となっていたものは２５件

で、随意契約に占める割合は４４．６パーセントであった。契約金額の

最高額は「南区合同庁舎区民課改修整備(その８)窓口受付システム機器

増移設作業委託」の２，３７６，０００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２５件のうち２１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、

４件は機械警備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号を根拠としていた。 

（ウ）契約継続年数 

１者随意契約２５件のうち政令第１６７条の２第１項第２号を根拠と

する２１件の同一の相手方との継続契約年数の状況は、表２のとおりで

ある。５年以上継続して契約を締結していたものは１０件(47.6％)であ
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り、継続年数の最長は、「新磯まちづくりセンター他エレベーター保守委

託」及び「麻溝まちづくりセンターエレベーター保守委託」の３８年で

あった。 

 

表１ 契約の状況 

契約方法 
緑区役所 中央区役所 南区役所 

件数 金額（円） 件数 金額（円） 件数 金額（円） 

契約全体 112 251,873,370 28 108,232,943 65 121,626,508 

 一般競争入札 1 6,981,120 0 0 0 0 

 指名競争入札 11 187,323,080 2 16,074,544 9 90,253,440 

随意契約 100 57,569,170 26 92,158,399 56 31,373,068 

  見積合せ 40 13,974,162 13 5,828,068 31 13,797,302 

１者随意契約 60 43,595,008 13 86,330,331 25 17,575,766 

 

表２ 契約継続年数                  （単位：件） 

契約継続年数 1年 
2年 
以上 

5年 
以上 

10年 
以上 

20年 
以上 計 

緑区役所 2 7 8 21 9 47 

中央区役所 2 3 2 0 4 11 

南区役所 7 4 3 0 7 21 

        

７ 監査の結果 

（１）緑区役所 

今回の行政監査において、緑区役所各課の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。 

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。 

（２）中央区役所 

今回の行政監査において、中央区役所各課の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。 

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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（３）南区役所 

   検討すべき事項 

１者随意契約により契約を締結する場合について、ガイドラインでは、「透

明性を高めるため、どのような調査を行った結果、どのような理由で１者し

かないと判断したのか等の過程(理由)を具体的に明らかにし、市民一般に対

して説明責任を持つこと」とされている。 

今回、南区役所区政策課で締結した「旧相武台まちづくりセンター低濃度

ＰＣＢ廃棄物収集運搬処分業務委託」における１者随契理由書の契約の相手

方とする理由欄を確認したところ、「今年度中にすべてを実施できる関東地方

の事業者は、この相手方のみである」と記載されていたが、当該相手方しか

ないと判断するに至った過程が不明確であり、説明責任を果たしているとは

言い難い状況であった。 

今後、１者随意契約による契約の締結に当たっては、ガイドラインの内容

に十分留意するとともに、１者しかない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ことにより、透明性を確保し、業者選定に関する事

務を適正に執行されたい。 

 


