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＜監査の結果＞ 

 

財務に関する事務等の処理状況は、おおむね適正であると認められたが、次のとおり一

部に改善を要する事項及び検討を要する事項が認められたので、内容を十分把握し、それ

ぞれ必要な措置を講じ、今後の事務処理に万全を期されたい。 
 なお、事務処理上留意すべき点で軽易なものについては、監査執行の際、口頭で留意又

は改善を促した。 
 

 

＜是正改善を要する事項＞ 

 

１ 収入事務（その１） 

  
道路占用料に係る収入事務において、占用料の算定に誤りのある例が認められた。 

                 （常磐支所経済土木課、四倉支所経済土木課） 

 

 
【事例１】 塗装工事に伴う足場設置（常磐支所経済土木課） 

   ※ 塗装工事に伴う足場設置に係る占用期間は、平成24年７月12日から平成24年８月11日

までであることから、民法第143条第２項の規定に基づき１箇月となるが、２箇月分とし

て占用料が算定されている。 

 
民法 

（暦による期間の計算） 

第143条 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。 

２ 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年にお

いてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場

合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。 

 
 
  【事例２】 市道側溝蓋がけ及び作業用地（四倉支所経済土木課） 

   ※ 携帯電話用無線基地局建設工事に伴い、市道側溝の蓋がけ及び作業用地とするために

市道の占用許可申請がなされたが、その占用料については、道路法第32条第１項第５号

に規定する「地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設」（どちらかとい

えば恒久的な施設）として、市道路占用料条例に基づき、１㎡につき年間 1,100円とし

ている。 

しかしながら、これらの施設等は、どちらかといえば一時的な施設であり、同条同項

第７号に該当するもの（工事用施設等）として、１㎡につき１月 200円とすることが適

当である。 

 



 

 

道路法 

（道路の占用の許可）  

第32条 道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使

用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。 

⑴ 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 

⑵ 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件 

⑶ 鉄道、軌道その他これらに類する施設 

⑷ 歩廊、雪よけその他これらに類する施設 

⑸ 地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設 

⑹ 露店、商品置場その他これらに類する施設 

⑺ 前各号に掲げるものを除く外、道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある工作物、物

件又は施設で政令で定めるもの 

 

 

道路法施行令 

（道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物等） 

第７条 法第32条第１項第７号の政令で定める工作物、物件又は施設は、次に掲げるものとす

る。 

⑴ 看板、標識、旗ざお、パーキング・メーター、幕及びアーチ 

⑵ 工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設 

⑶ 土石、竹木、瓦その他の工事用材料 

⑷～⑾ （略） 

 

 

いわき市道路占用料条例 

（占用料の額） 

第２条  占用料の額は、別表のとおりとする。 

 

別表（第２条関係）（一部抜粋） 

占用料 
占用物件 

単位 金額 

地下街及び地下室 階数が１のもの 
 

Ａに 0.004 を乗

じて得た額 

  階数が２のもの 占用面積１平方メートル

につき１年 

Ａに 0.006 を乗

じて得た額 

  階数が３以上のもの  Ａに 0.008 を乗

じて得た額 

上空に設ける通路   1,000

地下に設ける通路   600

法第32条第１

項第５号に掲

げる施設 

その他のもの   1,100

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的

に設けるもの 

占用面積１平方メートル

につき１日 

20法第32条第１

項第６号に掲

げる施設 その他のもの 占用面積１平方メートル

につき１月 

200
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看板（アーチであ

るものを除く。） 

一時的に設けるもの 表示面積１平方メートル

につき１月 

200

  その他のもの 表示面積１平方メートル

につき１年 

2,000

標識 １本につき１年 900

旗ざお 祭礼、縁日その他の催

しに際し、一時的に設

けるもの 

１本につき１日 20

  その他のもの １本につき１月 200

祭礼、縁日その他の催

しに際し、一時的に設

けるもの 

その面積１平方メートル

につき１日 

20幕（政令第７条第

２号に掲げる工事

用施設であるもの

を除く。） その他のもの その面積１平方メートル

につき１月 

200

アーチ 車道を横断するもの １基につき１月 2,000

道路法施行令

（昭和27年政

令第479号。以

下「政令」と

いう。）第７

条第１号に掲

げる物件 

  その他のもの   1,000

政令第７条第２号に掲げる工事用施設及び同条第３号

に掲げる工事用材料 

占用面積１平方メートル

につき１月 

200

 

 

 

２ 収入事務（その２） 

 

  公衆浴場湯本駅前みゆきの湯に係る行政財産使用料の徴収事務において、徴収金額の算

定に誤りのある例が認められた。 

  なお、当該行政財産使用許可事務においては、使用許可にあたっての決裁者に誤りが認

められ、また、納入通知書の納期限の設定にも誤りが認められた。 

                               （常磐支所経済土木課） 

 

※ 公衆浴場湯本駅前みゆきの湯の一部について、自動販売機設置のため、平成24年４月１

日付けで湯本一番町商店会に対し行政財産使用許可を行っているが、当該使用料の算出内

訳をみると、計算式の一部に誤りがあり、70,413円とすべき請求額を70,399円としていた。 

また、当該行政財産使用許可に係る決裁区分は、市職務権限規程第32条別表第２の規定

に基づき、支所長決裁で管財課合議が必要となるが、本起案書では、決裁が経済土木課長

で管財課の合議がなかった。 

さらに、当該行政財産の使用料は、市財務規則第43条第１号に規定する会計年度単位で

定めた収入金であることから、その納期限は、４月末日（ただし、平成24年は４月30日が

休日であることから、５月１日となる。）を指定しなければならないが、納入通知書が平成

24年７月31日になってから発行され、納期限が同年８月14日に指定されていた。 
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３ 収入事務（その３） 

 

東田墓園管理料及び納骨堂使用料の収入に関する事務において、管理料及び使用料が納

入されているにもかかわらず、墓園管理システムにおいて収入済みの処理がなされていな

い例が認められた。 

  当該処理に係る事務が適正に行われなければ、将来的に重複納付の発生や誤った督促状

の発送などにつながる危険性をはらんでいることから、適正に事務処理されたい。 

（勿来支所市民課） 

 
  ※ 実際の収入金額と墓園管理システム上の収入済処理額に次のとおり相違が見られた。 

 

   １ 東田墓園管理料（平成 24 年９月 30 日現在） 

⑴ 歳入整理簿での収入金額    1,946,700 円  

⑵ 墓園管理システムでの収入済額 1,891,260 円 

⑶ 差額             55,440 円 

（墓園管理システム上での収入済み処理が適正になされていないことによる。） 

 

２ 納骨堂使用料（平成 24 年９月 30 日現在） 

⑴ 歳入整理簿での収入金額    414,750 円 

⑵ 墓園管理システムでの収入済額 406,350 円 

⑶ 差額             8,400 円 

（墓園管理システム上での収入済み処理が適正になされていないことによる。） 

 

 

４ 収入事務（その４） 

 

戸籍手数料、住民基本台帳手数料及び印鑑証明手数料として受領した現金については、

市財務規則第49条の３第１項の規定に基づき、その翌日までに指定金融機関等へ払い込ま

なければならないとされているにもかかわらず、払込みに遅延が認められた。 

                           （江名市民サービスセンター） 

 

 ※ 平成24年８月２日に受領した戸籍手数料、住民基本台帳手数料及び印鑑証明手数料につ

いて、同日は木曜日であることから遅くとも翌３日（金）までには払い込まなければなら

ないが、同月６日（月）に払い込まれていた。 

    なお、同月６日に受領した戸籍手数料及び印鑑証明手数料についても、同様に払込みの

遅延が認められた。 

 

いわき市財務規則 

（収納金の払込み） 
第49条の３ 出納機関は、現金又は証券を受領したときは、その日のうちに現金等払込書（第

16号様式）に当該現金又は証券を添付して指定金融機関等に払い込まなければならない。た

だし、指定金融機関等の営業時間後又は休日に係るものにあつてはその翌営業日に、出張し

て収納したもの及び天災等の理由によりその日のうちに払い込むことができないものにあつ

ては帰庁の日又はその理由の終了した日（指定金融機関等の営業時間後又は休日に帰庁し、

又はその理由が終了したときはその翌営業日）に直ちにこれを払い込まなければならない。 

 



 

５ 契約事務（その１） 

 

小浜パーキング内浄化槽等管理業務委託において、浄化槽清掃業の許可を受けていない

事業者と浄化槽の清掃業務を含む委託契約を締結している。 

（勿来支所経済土木課） 
 

※ 本委託では、小浜パーキング内トイレに設置されている浄化槽について、当該浄化槽の

構造が特殊な方式を採用していることを理由に、地方自治法施行令第167条の２第１項第２

号（その性質又は目的が競争入札に適しない）を適用し、当該方式の開発業者と浄化槽の

維持管理業務に係る委託契約を締結している。 

しかしながら、当該委託契約の業務内容には清掃業務も含まれているが、本業務の受託

業者は浄化槽清掃業についての許可を有しておらず、浄化槽清掃が可能な他の業者に浄化

槽の清掃を再委託している。 

このことは、無許可事業者との契約締結という点や、清掃後の浄化槽汚泥の処理に関し

廃棄物処理法で規定されている一般廃棄物の処理に係る再委託禁止条項への抵触のおそれ

があることから、浄化槽清掃については浄化槽維持管理業務とは別契約とするなどにより

契約の適正化を図るべきである。 

 

 

浄化槽法 

（許可） 

第35条 浄化槽清掃業を営もうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する市町村長の

許可を受けなければならない。 

２～４ （略） 

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

（一般廃棄物処理業） 

第７条 １～13 （略） 

14 一般廃棄物収集運搬業者は、一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を、一般廃棄物処分

業者は、一般廃棄物の処分を、それぞれ他人に委託してはならない。 

 

 

６ 契約事務（その２） 

  

 土地の賃貸借契約において、賃借料の年額を定め期間を３年とする契約を締結している

が、複数年契約を締結するために必要な予算等の措置がとられていない。 

                               （常磐支所経済土木課） 

 

※ 常磐地内の温泉管埋設等に係る賃貸借契約については、契約期間が平成24年４月１日か

ら平成27年３月31日までの３年間であり、契約締結に伴い次年度以降の賃借料を支払うた

めの予算措置義務が発生することから、契約に当たっては、あらかじめ地方自治法第214条

の規定に基づく債務負担行為の措置を講じておくか、又は同法第234条の３に規定する長期

継続契約を適用し、作成する契約書において次年度以降の予算額に減額等があった場合は

契約を解除する旨のいわゆる「条件付解除条項」を設け、次年度以降の予算措置義務を回

避する必要があるが、本件では、いずれの措置も講じられていない。 

 



 

地方自治法 

（債務負担行為） 

第214条 歳出予算の金額、継続費の総額又は繰越明許費の金額の範囲内におけるものを除

くほか、普通地方公共団体が債務を負担する行為をするには、予算で債務負担行為とし

て定めておかなければならない。 

（長期継続契約） 

第234条の３ 普通地方公共団体は、第214条の規定にかかわらず、翌年度以降にわたり、電気、

ガス若しくは水の供給若しくは電気通信役務の提供を受ける契約又は不動産を借りる契約そ

の他政令で定める契約を締結することができる。この場合においては、各年度におけるこれ

らの経費の予算の範囲内においてその給付を受けなければならない。 
 
 
＜参考＞（行政実例・昭４０・９自治行１０８） 

長期継続契約と債務負担行為との関係 

  賃借料年額10万円で５年間建物を賃借する契約は、一般的には債務負担行為として予算に定

めておく必要があるが、当該契約条項中に、翌年度以降において歳入歳出予算の当該金額につ

いて減額又は削除があつた場合は当該契約は解除する旨の条件を附した場合は、債務負担行為

をする必要はない。 

 

 

７ 契約事務（その３） 

  

小名浜支所自家用電気工作物保安管理業務委託に係る契約事務において、見積合わ

せにより契約相手方を決定した金額と契約書に記載された金額が一致していない。 

（小名浜支所市民課） 

 

※ 当該業務委託については、２者見積り合わせにより随意契約が締結されているが、見積

結果の金額（111,600 円～税抜き）と、契約書に記載された契約金額（105,600 円～税抜き）

が異なっている。 

   なお、支出負担行為額及び支出額は、契約書に記載された額となっている。 

 

 

 

＜意見又は要望とする事項＞ 

 

契約事務（随意契約の理由に具体性を欠くもの及び特別な理由がなく分割発注されているもの） 

 

勿来支所管内で施工した東荒田１号線外３線道路災害復旧工事及び常磐支所管内で施工し

た常磐松が台地内道路災害復旧業務委託（その２）に係る契約事務について、地方自治法施

行令第167条の２第１項第６号（競争入札に付することが不利と認められるとき）の規定を適

用し、随意契約の方法により契約締結しているが、記載された理由は、東荒田１号線外３線

道路災害復旧工事が「東日本大震災により被災した箇所であるが、震災以来の応急工事等の

 

javascript:OpenInyoDataWin('1',%20'891518',%20'1',%20'0')


 

 

対応により施工箇所に精通している業者と随意契約するもの」と、常磐松が台地内道路災害

復旧業務委託（その２）が「被災箇所が膨大であり、引き続き早急な対応が必要であること

から、工事現場に近く地域事情に精通している業者との随意契約により早期復旧を図る」と

なっており、いずれも漠然とした内容にとどまっている。 

「競争入札に付することが不利と認められる」という規定を適用して随意契約を実施する

には、その内容（言い換えれば、当該事業者と随意契約を行うことが競争入札に付すよりも

有利となる内容）について、客観的かつ具体的に記載することが必要である。 

震災発生以来、限られた人員体制により次々と発生して山積する業務に対応を迫られる状

況にあったことや、復旧・復興事業の集中に伴う深刻な人員不足等により請負業者の選定に

すら困難を極めたという事情があったことは理解するものであるが、契約事務の省力化を図

る意味から随意契約を行うという考え方には大きな問題が含まれている。 

本来は、例外的な契約の手法である随意契約を行う場合においては、競争入札による場合

以上に、事前の慎重な検討と対外的に説明可能な理由が求められるのであり、そのような認

識について、全庁的に契約事務に携わる職員に対して浸透が図られなければならないものと

考える。 

上記の委託契約のほか、勿来支所管内では市道佐糠町５号線道路災害復旧業務委託など20

件の業務委託の事例において、常磐支所管内では若葉台１号線外２線道路災害復旧業務委託

など24件の工事委託の事例及び旭ケ丘団地１号線道路災害調査委託など３件の測量調査設計

の事例において、同様の事務処理を行っていることが認められた。 

また、常磐支所管内で施工された常磐上湯長谷地内道路災害復旧業務委託（その２）から

同業務委託（その６）までの５つの業務委託については、やはり随意契約とした理由に同じ

問題点を有していることに加えて、意図的な分割発注の問題点も見受けられた。  

すなわち、これらの業務は、同一時期に同一団地内で施工される同種業務を同一業者に発

注しているが、分割して発注すべき特別な理由が見受けられず、分割発注による１件当たり

の契約金額を少額とすることで専決者の職位を下位にとどめることによる事務執行の省力化

を図ったものと推測されるが、経済的な発注規模を損なうおそれがあるとともに、実質的に

事務の省力化につながっているのか非常に疑問のある行為となっていることから、今後にお

ける事務執行の適正化に留意すべきである。 

さらに、これだけ数多くの工事や測量設計等の業務について、随意契約としてはやや特殊

な部類に属する自治法施行令第167条の２第１項第６号（競争入札に付することが不利と認め

られるとき）を適用したことについては、組織として何らかの方針を決定してのことと推測

するが、方針決定の根拠が不明確であることと、決定に当たり市全体の方針として、あるい

は契約発注部局共通の方針として定められていないことに問題があると考える。 

（勿来支所経済土木課、常磐支所経済土木課） 

 

 

 

 


