
 

監 査 の 結 果 に 係 る 措 置 通 知 書 

 

監査対象部局 都市建設部 

監査の種類  平成24年度 定期監査（平成25年４月23日付 25監第９号報告） 

 

是正改善を要する事項 措 置 し た 内 容 

収入事務 

  

都市計画証明手数料及び都市計画図売払収

入に係る現金取扱事務において、受領した収入

金の金融機関への払込が遅延している例が複

数認められた。 

 なお、この件については、前回（平成 22年

度）の定期監査においても指摘している事項で

あり、その際に是正改善がなされた旨の通知を

受けた経緯もあることから、今後十分に注意さ

れたい。 

（都市計画課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

担当職員の他業務等が繁忙だったことや、他

職員の休暇等による不在により、払い込み業務

が遅延したものであり、また、職員の認識不足

により遅延したものであります。 

 再度の指摘を受け、いわき市財務規則に従

い、収入金の払い込みが遅延することのないよ

う事務処理に努め、また、担当職員が不在の場

合でも他の職員が払い込みをしたり、課内での

チェック体制を強化する等、事務の連携を図

り、事務処理の見直しを行いました。 

 今後とも、適切な収入事務に努めてまいりま

す。 

 

 



 

監 査 の 結 果 に 係 る 措 置 通 知 書 

 

監査対象部局 都市建設部 

監査の種類 平成24年度 定期監査（平成25年４月23日付 25監第９号報告） 

 

意見又は要望とする事項 措 置 し た 内 容 

１ 地方自治法施行令第 2 号を適用した随意

契約について 

 

特定の１者以外のものでも実施することが

可能な業務について施行令第２号を適用して

随意契約を締結するというのは例外的な措置

であり、そういった例外的な措置を行う場合に

は、それが必要な合理的理由を対外的にも説明

できるものでなければならない。 

現在、随意契約に関するガイドラインの策定

準備が進められているが、すべてのケースを示

すことは不可能であり、一方、2号適用とする

随意契約の理由については、技術的、専門的あ

るいは政策的なものとなる場合も多く、その適

否を第３者が判断することがかなり難しい場

合も想定される。 

したがって、随意契約の適用に係る事務執行

にあたり、公正性や公平性を担保するためには

合理的な随意契約の理由を明らかにすること

と併せて、事務執行の手続き面でも公平性を担

保できる仕組みを構築する必要があると考え

る。 

すなわち、随意契約に係る決裁権限の見直し

や契約担当課の合議システムの確立、専門の庁

内組織や規則等の制定などであり、それらの措

置によって、担当者等の恣意的な判断が入り込

む余地を可能な限りなくすことが必要である

と考える。 

今後、全庁的な課題として検討されることを

望むものである。    （都市復興推進課） 

 

 

 

 監査委員の意見を踏まえ、契約課では平成

25 年６月に随意契約事務の全庁的な方針とな

る「随意契約に関する事務執行のための指針」

を策定し、随意契約の適正な運用に努めること

としたところです。 

 当課においても、この指針に基づき、様式「随

意契約及び業者選定の理由書」、「随意契約の確

認表」を必ず添付することなど事務処理の見直

しを行いました。 

今後とも、随意契約事務の公平・公正な執行

に努めてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



意見又は要望とする事項 措 置 し た 内 容 

２．契約事務（緊急の必要性を理由として実施

した随意契約について） 

 

 豊間地区津波防災公園整備事業測量業務委

託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 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）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「隣接する区画整理

事業と密接不可分な関係にあって一本化とな

った業務管理が必要である」、「復興事業の早急

かつ円滑な実施を図る」と漠然とした内容にと

どまっている。 

 随意契約を実施するにあたり、「一般競争入

札又は指名競争入札の方法による手続きをと

っていたのでは、その時期を失し、あるいは全

く契約の目的を達することができなくなり、経

済上ははなはだしく不利益を被るような」内容

について、客観的かつ具体的に示される必要が

あり、前述の理由をもって随意契約とすること

は適切でない。 

（公園緑地課） 

 

３．契約事務（競争入札に対する有利性を理由

として実施した随意契約について） 

 

 小名浜港背後地津波復興拠点整備計画策定

業務委託及び松ヶ岡公園有料遊戯施設撤去工

事設計委託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「津波復興拠点整備

事業の国の新たな制度や地区の状況に精通し

ている」と漠然とした内容にとどまっている。 

 随意契約を実施するにあたり、「競争入札に

付することが不利と認められる」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

 

 

 

随意契約による契約締結にあたっては、地方

自治法施行令第 167条の２に基づき、適正に実

施すべきですが、第 5号の規定を適用するにあ

たっての認識が不足していたものと考えます。 

指摘を受け、平成 25年度については、随意

契約により契約事務を実施する場合は、起工兼

見積執行伺の起票前に、随意契約により実施す

ることについて、第 1号該当以外は部又は課内

での決裁を受けることにより、適用号や理由に

ついての内容をチェックする仕組みを構築し

ております。 

その際、平成 25年 6月に契約課より示され

た「随意契約に関する事務執行のための指針」

に従い、適正な事務処理を心がけております。 

今後とも、適切な契約事務に努めてまいりま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

随意契約による契約締結にあたっては、地方

自治法施行令第 167条の２に基づき、適正に実

施すべきですが、第 6号の規定を適用するにあ

たっての認識が不足していたものと考えます。 

指摘を受け、平成 25年度については、随意

契約により契約事務を実施する場合は、起工兼

見積執行伺の起票前に、随意契約により実施す

ることについての部又は課内での決裁を受け

ることにより、適用号や理由についての内容を

チェックする仕組みを構築しております。 

その際、平成 25年 6月に契約課より示され

た「随意契約に関する事務執行のための指針」



意見又は要望とする事項 措 置 し た 内 容 

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示される必要があり、

前述の理由をもって随意契約とすることは適

切でない。 

（都市計画課、公園緑地課） 

 

４ 契約事務（著しく有利な価格を理由に締結

した随意契約について） 

 

勿来錦第一土地区画整理事業建物調査再算

定業務委託に係る契約事務について、「過年度

に調査を実施した業者であるため資料データ

が整理されており、業務管理費等の間接経費を

抑えられることから、他業者より安価で、なお

かつ、効率よく早急に作業を進めることができ

る」ことを理由に、地方自治法施行令第 167

条の２第１項第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）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。  

価格（契約業者が提示した見積金額）の有利

性の検討については、勿来区画整理事務所が積

算した標準的な設計金額及び当該設計金額を

積算するにあたり他の２業者から事前に徴取

した参考見積金額と比較することにより行っ

ており、他の２業者の見積金額に対しては、そ

れぞれ 126,000 円（約 17.9％）及び 94,500 円

（約 14.1％）安価であった。  

しかしながら、「時価に比して著しく有利な

価格」の判断は、個々具体的な事案で異なるも

のではあるが、誰が見ても競争入札に付した場

合よりもはるかに有利な価格で契約が締結で

きる場合であり、そのことが、設計書等で明確

にされる必要がある。本事案においては、他者

の参考見積書によって有利な価格であること

を示しているが、そもそも見積書の徴収は、自

治法施行令の第１号（少額随契）を適用する際

の方法であり、予定価格が市財務規則で定める

に従い、適正な事務処理を心がけております。 

今後とも、適切な契約事務に努めてまいりま

す。 

 

 

 

 

 

 

指摘を踏まえ、財政部契約課より示された

「随意契約に関する事務執行のための指針」を

十分に踏まえて、適正に事務執行を行うことと

しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



意見又は要望とする事項 措 置 し た 内 容 

額（50 万円）を超えている本事案には当ては

まらず、著しく有利な価格であることの判断根

拠が不十分な本事案について施行令第７号を

適用して随意契約を締結したことは適切では

ないと判断される。 

（勿来区画整理事務所） 

 

５ 長期継続契約の適用の検討について  

  

プロッター（図面データ出力等に用いる大型

の印刷複合機）賃貸借に係る契約事務におい

て、同一業者と長期間にわたって単年度契約を

続けているが、平成 21 年 11 月に契約事務の

効率化等を目的として「いわき市長期継続契約

に関する条例」が施行されており、電子計算機

等の賃貸借に関して長期継続契約の適用が可

能となっていることから、契約の実態に合わせ

て契約方法の見直しを検討されたい。 

（勿来区画整理事務所） 

 

６ 契約事務（いわき駅北口交通広場整備工事

施工管理業務委託） 

 

いわき駅北口交通広場整備工事施工管理業

務委託については、各種設計仕様や施工管理基

準に適合させ、高い品質を確保するとともに、

安全かつ円滑に工事を進めることなどを理由

として、当該構造物の詳細設計に携わり、当該

広場の１期工事の施工管理実績を有している

業者と随意契約をしているが、随意契約を行う

理由としては理解できるものの、詳細設計の発

注段階において、受注者が工事監理も併せて受

注することが明確にされておらず、公平な競争

確保という点では問題があると思われる。 

工事の実施設計業務と施工監理業務の契約

のあり方について、他の自治体においては、施

工監理を競争入札で実施するところも出てき

ている。また、国においては、工事監理業務を

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リースしていたプロッターについては、平成

25 年度で契約を終了しております。 

 なお、今後、本件のような契約を行う場合は、

長期継続契約を行うこととします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 25年度における当該工事の工事監理業務

については、平成 22～23年度の一期工事におい

て、同様の工種の工事監理業務委託を実施してい

ることから、過去の事例を参考にして、発注者自

らが管理を行う「自主監理方式」により工事監理

を実施し、「設計意図の伝達業務」についてのみ

設計業務の受注者と随意契約を行ったところで

す。 

今後、工事監理業務の外部委託を行う必要が

生じた場合には、監査委員の意見を踏まえ、競

争入札で実施するよう努めてまいります。 



意見又は要望とする事項 措 置 し た 内 容 

２つに分けて、「設計意図の伝達業務」につい

ては設計業務の受注者と随意契約をするとし

ても、その他の「工事監理業務（品質確保の観

点から発注者の監督職員を補助するための工

事監理業務）」については原則として設計業務

の受注者以外の第三者に委託するという、いわ

ゆる「第三者監理方式」が導入されている。 

これらの状況等も踏まえて、今後の工事監理

業務の発注について、市全体としてあるべき方

法を検討していく必要があるものと考えられ

る。 

（都市復興推進課） 

 

 


