
 

相模原市監査委員公表第２５号 

 

 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 

３０年１０月３日に実施した緑区役所、中央区役所及び南区役所の財務監査及び行

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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同        小 野   弘    
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１ 監査対象事務 

委託料の支出に関する事務 

２ 監査の日程 

  平成３０年４月２７日から同年１０月３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３０年１１月２２日 

４ 監査の結果及び講じた措置の内容 

監査の結果 措置の内容 

（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。 

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

平成３０年４月２７日から同年１０

月３日にかけて実施された財務監査に

おける指摘事項につきましては、次のと

おり改善措置を講じました。 

 

ａの事例につきましては、当該業務に

係る契約書への労働者の継続雇用に関

する当該事項の条文を追記するととも

に、受注者から労働状況台帳を基に説明

を受け、希望者は継続雇用されているこ

とを確認いたしました。 

 ｂ及びｃの事例につきましては、受注

者と仕様書の内容について、認識の共有

を図りながら、基準表に基づいた清掃日

報を作成し、また、基準表に基づく実施

報告書に改め、平成３０年７月分から提

出を受けました。この清掃日報及び実施

報告書を基に適切かつ効率的に検査・検

収を行っております。 

 今回、このような不適切な事務処理に

至った原因は、管理監督者、財務担当者

及び契約担当者の事務処理過程におけ

る確認作業が十分でなかったこと並び
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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。 

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。 

【緑区役所区政策課】 

 

（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

に契約事務に対する認識不足が原因で

あり、今回の指摘を非常に重く受け止め

ております。 

契約事務を執行するに当たり、入札執

行、契約締結、検査・検収、業務引継等

の各時点において、業務担当者が留意す

べき点を網羅したチェックリストを作

成し、「契約事務の手引き」とともに、

複数の職員での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。ま

た、管理職員は契約関係書類の記載内容

やその他必要な事項等についての最終

確認及び業務担当者の作業状況の確認

を徹底することで適正な契約事務執行

に努めてまいります。 

【緑区役所区政策課】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａの事例につきましては、平成３０年

６月１日からの新たな契約（以下「新契

約」という。）において、個人情報の取
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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。 

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。 

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、

扱いに関する特記事項として、作業責任

者等の届出に関する規定等を定め、受託

者に必要な報告書類を提出させ、確認を

行いました。 

ｂの事例につきましては、新契約にお

いて、受託者に事前に書面を提出させ、

承諾を行いました。 

 ｃの事例につきましては、新契約にお

いて、受託者に従事者名簿や各従事者が

所持する資格を証する書面の写しを提

出させ、従事者に変更があった際は、変

更後の従事者名簿を提出させ、確認を行

いました。 

 ｄの事例につきましては、新契約にお

いて、仕様書、日常清掃作業点検表や空

調冷熱機保守点検作業報告書等を受託

者・委託者双方で見直し、内容を合致さ

せました。冷暖房設備の点検業務等仕様

書の不明確な表記につきましては、新契

約において、冷暖房設備保守業務の内容

を明確な表記としました。 

今回の不適切な事務処理につきまし

ては、契約事務に対する認識不足や確認

体制の不備とともに、情報共有や事務引

継の仕組みが十分に機能していなかっ

たことに起因するものと認識しており、

再発防止のため次の対策を講じました。 

①各種報告書の様式について委託者、受

託者双方により見直しを行いました。 

②「契約事務の手引き」等に基づき課内

で作成したチェックリストを活用す
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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。 

【緑区役所城山まちづくりセンター】 

 

（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

ることで、契約書類や報告書類の確認

漏れを防ぎ、検査・検収の適正化・効

率化を図りました。 

③所属長が業務担当以外の職員を選任

し検査・検収や進行管理に当たらせる

など、複数人による確認体制をこれま

で以上に強化し、契約事務の適正執行

に向けた新たな体制作りを行いまし

た。 

④班内会議や事務引継等の機会に、年度

当初に策定する業務実施計画を用い

て業務体制や事務処理における留意

点等の共有を行い、確認体制の強化を

図るよう、所長から職員に対して指導

徹底を図りました。 

⑤ビルメンテナンス業界が主催する「保

全業務マネジメントセミナー」など、

施設管理に資する研修を所属職員に

受講させることで、業務の適正執行に

対する意識向上を図りました。 

今後につきましては、所内一丸となっ

て職員の資質向上及び契約事務の適正

な執行に取り組んでまいります。 

【緑区役所城山まちづくりセンター】 

 

ａの事例につきましては、労働状況台

帳の作成及び労働者の継続雇用につい

て、契約業者から労働状況台帳を基に説

明を受け、台帳が作成されて市に提出さ

れていることや、希望者は全て継続雇用

されていることなど、公契約条例に係る
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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

必要事項が履行されていることを確認

しました。また、平成２７年度、２８年

度及び３０年度の当該業務に係る契約

書の内容を改めて確認し、公契約条例に

係る必要事項が契約書約款に盛り込ま

れていることを確認しました。 

ｂの事例につきましては、今年度の再

委託承諾の手続が適正に行われている

ことを確認し、あわせて、契約の相手方

が当該業務を再委託していることや当

該業務の検査項目等について確認しま

した。 

ｃの事例につきましては、冷温水発生

機の点検報告書を取り寄せ、適正に点検

が実施されていることを確認しました。 

ｄの事例につきましては、今年度の報

告書様式について、業務の履行確認が確

実に行える様式へと変更しました。ま

た、エレベーター保守業務に関する仕様

書の表現が不適切であった点がありま

したので、今年度の当該業務の実施に係

る内容・基準を改めて精査し、それを仕

様書に正確に反映させるため、相手方と

協議の上、１０月１日付けで仕様書の一

部変更を行いました。 

今回、このような不適切な事務処理に

至った原因は、管理監督者、財務担当者

及び契約担当者の事務処理過程におけ

る確認作業が十分でなかったことであ

り、今回の指摘を非常に重く受け止めて

おります。 
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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。 

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。 

【緑区役所相模湖まちづくりセンター】 

 

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

今回の指摘を受け、相模湖まちづくり

センターにおいては、１０月１６日の所

内会議を活用し契約事務に関する研修

を実施し、契約事務に必要な知識の向上

を図るとともに、事務執行時における確

認作業の重要性、職員としてのコンプラ

イアンス意識の向上などについて指導

を行いました。 

今後は、契約事務を執行する際には、

財務部作成の「支出負担行為・支出命令

に関する簡易チェックリスト」及び「入

札・契約事務に関する簡易チェックリス

ト」を活用するほか、業務処理に関する

実施計画を作成し、事務処理の過程にお

ける確認作業を強化することによって、

再発防止を図ってまいります。 

【緑区役所相模湖まちづくりセンター】 

 

 

（ア）の事例につきましては、課内で

使用している契約・予算執行事務チェッ

クシート上に公契約条例に該当する業

務を列挙し、それに該当する契約につい

ては、新たに作成した公契約チェックシ

ートを使用して、条項全ての確認を行う

ように改訂いたしました。なお、平成 

３０年９月１日から平成３３年８月 

３１日までの南区合同庁舎清掃業務委

託(長期継続契約)については改訂した

契約・予算執行事務チェックシートを用

いて確認し、適正に契約を行いました。 
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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

（イ）の事例につきましては、既に契

約期間が終了している平成２９年度及

び平成３０年度４月分(４月随意契約)

の南区合同庁舎自家用電気工作物保安

管理業務委託及び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

ついて、契約相手方からの報告で適正に

業務が実施されたことを確認いたしま

した。 

なお、契約期間中の平成３０年５月 

１日から平成３１年３月３１日までの

南区合同庁舎自家用電気工作物保安管

理業務委託及び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つ

いては、平成３０年１１月１日付けで契

約書の修正を行い、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

規定いたしました。 

また、今後の再発防止策については、

課内で使用している契約・予算執行事務

チェックシートの契約書記載事項の項

目に検査・検収に関する事項を加える修

正を行い、平成３０年８月以降は修正し

た同チェックシートを使用して契約事

務を執行しております。 

（ウ）の事例につきましては、流動的

な点検スケジュールに合せて支払が行

えるよう平成３０年９月１０日に変更

契約を締結するとともに、契約相手方か

ら年次点検実施日を書面で報告させる

など、契約相手方と各まちづくりセンタ
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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。 

【南区役所区政策課】 

ー間での調整事項を契約担当課が確認

できる体制を構築いたしました。 

今回、このような不適切な事務処理に

至った原因は、管理監督者、財務担当者

及び契約担当者の事務処理過程におけ

る確認作業が十分でなかったことであ

り、今回の指摘を非常に重く受け止めて

おります。 

今後は、年度当初及び担当者が変更に

なった都度、契約事務の課内研修を実施

するとともに、法令等の改正に併せて各

種チェックシートを見直すことによっ

て、契約規則及び契約事務の手引きに基

づいて適正な事務執行が行えるように

努めてまいります。 

【南区役所区政策課】 
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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４月２７日から同年１０月３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３０年１１月２２日 

４ 監査の結果及び講じた措置の内容 

監査の結果 措置の内容 

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

平成３０年４月２７日から同年１０

月３日にかけて実施された行政監査に

おける検討すべき事項につきましては、

次のとおり改善措置を講じました。 

 

 今回の事例については、随意契約にお

ける有利性、説明責任の認識が不足して

いたことから、１者随契理由書での１者

しかいないと判断した過程の説明が不

明確であり、市民一般に対する説明責任

が担保されていなかったものでありま

す。 

 今後、同様の事例があった際には、複

数職員による業者、内容の確認を行い、

調査結果や判断した過程を報告書等で

適切に残すことを徹底すると共に、１者

随契理由書に、１者しかいないと判断し

た業者選定の過程を具体的に記載いた

します。 

また、随意契約における有利性、説明

責任の認識が職員に不足していたこと

から、随意契約ガイドラインの内容につ

いて、改めて課内の職員に周知するとと
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確保し、業者選定に関する事務を適正に

執行されたい。 

【南区役所区政策課】 

もに、業者選定に関する課内研修を平成

３０年１０月１日に実施いたしました。 

今後は担当者及び管理監督者の意識

付けを行い、再発防止と適正な契約事務

の執行を図るため、年度当初及び担当者

が変更になった都度、契約事務の課内研

修を実施することにより、契約規則及び

契約事務の手引きに基づいて適正な事

務執行が行えるように努めてまいりま

す。 

【南区役所区政策課】 

 


