
１ 監査の対象及び監査実施期間 

⑴ 監査の対象 

  ア 保健福祉部 

  イ 教育委員会事務局及び教育機関 

※ 教育機関のうち、小学校、美術館及び学校給食共同調理場を除く。  

 

 ⑵ 監査実施期間 

   平成 25年９月 10日から平成 26年１月 28日まで 

   なお、当該期間中に監査委員の退任及び就任があり、平成25年９月27日までは仲野治郎前

監査委員が、同年11月12日以後は木村清監査委員が監査を執行した。 

 

２ 監査の範囲   

平成 25年４月１日から平成 25年７月 31日までに執行された財務事務等に係る次の項目が適

正かつ効率的に行われているかについて監査した。 

 

⑴ 予算の執行 

⑵ 収 入 事 務 

⑶ 支 出 事 務 

⑷ 契 約 事 務 

⑸ 財産管理事務 

⑹ そ の 他 

 

３ 監査の方法   

部長以下関係職員の出席のもと、あらかじめ提出を求めた資料に基づき、事務事業の概況に

ついて説明を受けるとともに、質問する等により事情聴取を行った。 

  また、提出された資料と書類・諸帳簿等とを主体として照合し、検討を加え、必要に応じ関

係職員に質問する等の手法により実施した。 

 

４ 監査の結果   

  監査対象部署ごとに次に掲げるとおり。 

 

 

 



保 健 福 祉 部 

 

＜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 

 

  保育料に係る収入未済金について繰越しに係る手続が行われていない等の例が認められ

た。 

                         （小川・川前地区保健福祉センター） 

 

※ 平成24年度に調定を行った保育料のうち、出納閉鎖期日までに収入未済となっているも

の（不納欠損金として整理したものを除く。）については、市財務規則第59条の規定に基づ

き、出納閉鎖期日の翌日である平成25年６月１日において翌年度の調定済額に繰り越さな

ければならないが、その事務処理がなされていなかった。 

    また、平成25年５月分の保育料に係る調定についても、調定時期の遅延が認められた。 

 

 

いわき市財務規則 

（調定の時期） 

 第37条 調定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時期にしなければ

ならない。 

  ⑴ 納期の一定している収入金で納入の通知を発するもの 市長が別に定めるものを除くほ

か、納期の10日前まで 

  ⑵ 納期の一定している収入金のうち申告納付又は申告納入に係るもの 申告書の提出のあ

つたとき。 

  ⑶ 随時の収入金で納入通知書を発するもの 原因の発生したとき。 

  ⑷ 随時の収入金で納入通知書を発しないもの 原因の発生したとき又は収入のあつたとき。 

 ２ （略） 

（納期限の特例） 

 第44条 収入金の納期限（市の条例及び規則の規定に基づく収入金の納期限に限る。）が、次

に掲げる日に該当する場合は、当該収入金が即時に納付すべきもの又は公の施設の使用料そ

の他これに類するもので、これらの日に出納機関又は収入事務受託者に納付することができ

るものであるときを除き、これらの日の翌日をその納期限とみなす。 

  ⑴ 日曜日及び土曜日 

  ⑵ 国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日 

  ⑶ 12月31日から翌年の１月３日までの日（前号に掲げる日を除く。） 



  （収入未済金の繰越し） 

 第59条 収入決定権者は、毎年度調定をした収入金で、当該年度の出納閉鎖期日までに収納に

ならないもの（不納欠損金として整理したものを除く。）があるときは、当該調定に係る収

入金を当該期日の翌日において翌年度の調定済額に繰り越さなければならない。 

 ２ 収入決定権者は、前項の規定により繰り越した収入金で、翌年度の年度末日までに収納に

ならないもの（不納欠損金として整理したものを除く。）については、その翌日において翌々

年度の調定済額に繰り越し、翌々年度の年度末日までになお収納済みとならないもの（不納

欠損金として整理されたものを除く。）については、その後逓次繰越ししなければならない。 

 ３ 前２項の規定による収入未済金の繰越しは、収入未済金繰越調書（第23号様式）により行

うものとする。 

 ４ 収入決定権者は、第１項又は第２項の規定により収入未済金を翌年度の調定済額に繰り越

したときは、その旨を出納機関に通知するとともに、収入未済金繰越内訳書（第76号様式）

を作成し、徴収簿（収入未済金の逓次繰越しにあつては、滞納繰越簿）を整理しなければな

らない。 

 

 

いわき市児童福祉法施行細則 

  （保育の実施に要する費用の徴収等） 

 第23条 市長は、法第56条第３項の規定に基づき、法第24条の規定による保育の実施（以下「保

育の実施」という。）を受けた本人又はその扶養義務者（以下この条において「納入義務者」

という。）から、当該保育の実施に要した費用の全部又は一部を徴収するものとする。 

 ２ （略） 

 ３ 第１項の規定により納入義務者から徴収する費用は、毎月25日までにその月分を、保育料

納入通知書（第33号様式）により徴収する。 

 

 

２ 支出事務（その１） 

 

  支出事務において、支出負担行為がなされていない例が認められた。 

                                   （児童家庭課） 

 

※ 平成25年４月１日付けで臨時職員給与管理システム賃貸借契約を、平成25年７月１日付け

で保育所入所管理システム機器保守業務委託契約を、それぞれ締結しているが、監査実施時

点（平成25年10月３日）において、市財務規則第63条第１項の規定に基づく支出負担行為が

なされていなかった。 

 

 

いわき市財務規則 

（支出負担行為の整理区分） 

第63条 支出負担行為権者が、支出負担行為をする場合における支出負担行為として整理する

時期、支出負担行為として会計管理者の確認を受ける時期、支出負担行為の範囲及び支出負

担行為に必要なおもな書類は、別表第３に定めるとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 



別表第３（第63条関係） 

支出負担行為の整理区分（節区分） 

節の区分 支出負担行為として
整理する時期 

支出負担行為とし
て出納機関の確認
を受ける時期 

支出負担行為
の範囲 

支出負担行為に必要な
おもな書類 

摘要 

13委託料  

 

 

 

 

 

 

 

 

契約を締結するとき  支出命令を発した
とき  

契約金額  見積書、予定価額調書、
入札書、入札調書、積
算の基礎を明らかにし
た書類、契約書案、請
書案ただし、工事請負
に類するものにあつて
はこのほか工事請負費
に必要なおもな書類の
例による。 

 

請求のあつたとき （略） 

14 使用料及
び賃借料 

契約を締結するとき  支出命令を発した
とき  

契約金額  見積書、予定価額調書、
入札書、入札調書、積
算基礎を明らかにした
書類、契約書案、請書
案 

 

請求のあつたとき （略） 

 

３ 支出事務（その２） 

 

  臨時保育士に係る賃金の支出事務において、支給額に誤りのある例が認められた。 

        （小名浜地区保健福祉センター、四倉・久之浜大久地区保健福祉センター） 

※ 小名浜地区保健福祉センターの平成25年６月分の臨時保育士に係る賃金の支給事務におい

て、保育所臨時職員勤務状況調書により平成25年６月１日から30日までの出勤日数が19日で

年次有給休暇の取得日数が１日である雇用者については、基本賃金の支給対象日数を20日分

として算出すべきにもかかわらず、21日分として算出されていた。また、附加賃金である通

勤手当についても、同様に、支給対象日数を19日分として算出すべきにもかかわらず、20日

分として算出されていた。 

   また、四倉・久之浜大久地区保健福祉センターの平成25年７月分の臨時保育士に係る賃金

の支給事務において、自動車を使用した通勤で、通勤距離が片道20km以上22km未満である臨

時保育士の通勤手当については、市賃金支弁職員雇用等管理規程第７条第４項第４号の規定

に基づき総務部長が定める基準である日額640円として算出すべきにもかかわらず、平成24

年４月１日に当該基準が改正される前の日額610円として算出されていた。【類例あり】 

   更に、所得税法施行令において非課税とされる通勤手当の額は、通勤距離の区分ごとに限

度額が設けられているにもかかわらず、限度額を超える部分も含めて非課税額とした上で支

給額が算出されていた。 

 

いわき市賃金支弁職員雇用等管理規程 

  （賃金） 

 第７条 賃金支弁職員に支給する賃金は、基本賃金及び附加賃金とする。 

 ２～３ （略） 

 ４ 附加賃金は、次の各号に掲げるとおりとする。 

  ⑴～⑶ （略） 

  ⑷ 通勤手当 条例定数内職員に支給される通勤手当に相当するものとして、別に定める基

準により支給するものをいう。 

  ⑸ （略） 



所得税法施行令 

（非課税とされる通勤手当） 

第二十条の二 法第九条第一項第五号（非課税所得）に規定する政令で定めるものは、次

の各号に掲げる通勤手当（これに類するものを含む。）の区分に応じ当該各号に定める

金額に相当する部分とする。 

一 （略） 

二 通勤のため自転車その他の交通用具を使用することを常例とする者（その通勤の距

離が片道二キロメートル未満である者及び第四号に規定する者を除く。）が受ける通

勤手当 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額 

イ その通勤の距離が片道十キロメートル未満である場合 一月当たり四千百円 

ロ その通勤の距離が片道十キロメートル以上十五キロメートル未満である場合 一

月当たり六千五百円 

ハ その通勤の距離が片道十五キロメートル以上二十五キロメートル未満である場合 

一月当たり一万千三百円 

ニ その通勤の距離が片道二十五キロメートル以上三十五キロメートル未満である場

合 一月当たり一万六千百円 

ホ その通勤の距離が片道三十五キロメートル以上四十五キロメートル未満である場

合 一月当たり二万九百円 

ヘ その通勤の距離が片道四十五キロメートル以上である場合 一月当たり二万四千

五百円 

三～四 （略） 

 

 

日々雇用職員の通勤手当支給額（平成24年４月１日改正）（平成24年３月30日付け総務部長通知） 

 

 
（以下略） 

 

 



４ 契約事務（その１） 

 

  設計金額の算定において、除外可能な経費が積算されている例が認められた。 

                                   （保健所）  

 

※ 保健事業システム用機器等の賃貸借契約については、当初の賃貸借期間の終了後に継続し

て当該システムを賃借する、いわゆる再リース契約となっている。当該契約に係る設計金額

においてシステム開発費用を経費として計上しているが、当該費用は、当初の賃貸借期間（リ

ース利率算定期間）の満了をもって支払済みの費用であると考えられ、市の「システム調達

ガイドライン」においても、再リース契約前にリース会社と協議の上、当該部分を除外する

べき旨の記載がされている。 

しかしながら、本件契約に係る設計金額の算定については、システム開発費用の取扱いに

関し特に契約相手方と協議した経過もなく、当該費用を含む積算となっていた。 

 

 

＜参考＞ 

システム調達ガイドライン（いわき市総務部情報政策課／平成21年７月第３版） 

（抜粋）81ページ 

 

 

 

 

 

 



５ 契約事務（その２） 

 

  地方自治法施行令第167条の２第１項第３号を適用した随意契約の方法により契約を締

結する場合における公表が適切に行われていなかった。 

                             （長寿介護課、児童家庭課） 

 

※ 地方自治法施行令第167条の２第１項第３号の規定を適用した随意契約の方法により契約

を締結する場合には、市財務規則第128条の２の規定に基づき、あらかじめ「契約に係る発注

の見通し」を、契約締結前に「契約の内容、契約の相手方の決定方法及び選定基準等」を、

契約締結後に「契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等」を、それぞれ

公表することとされている。 

これらの規定が適用される契約として締結した長寿介護課の敬老記念品製作業務委託並び

に児童家庭課の保育所施設点検業務委託に係る契約事務において、市ホームページにより契

約締結前及び契約締結後に公表した「契約の相手方の決定方法、選定基準等」及び「選定理

由」については、内容が「施行令第３号によるもの」との表記にとどまっており、具体性に

欠ける不十分なものとなっている。更に、敬老記念品製作業務委託に係る契約事務について

は、あらかじめ公表すべき事項である「契約に係る発注の見通し」について、公表が行われ

ていなかった。 

 

地方自治法施行令 

（随意契約） 

第167条の２ 地方自治法第234条第２項の規定により随意契約によることができる場合は、

次に掲げる場合とする。 

⑴～⑵ （略） 

⑶ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123

号）第５条第12項に規定する障害者支援施設（以下この号において「障害者支援施設」

という。）、同条第26項に規定する地域活動支援センター（以下この号において「地

域活動支援センター」という。）、同条第１項に規定する障害福祉サービス事業（同

条第７項に規定する生活介護、同条第14項に規定する就労移行支援又は同条第15項に

規定する就労継続支援を行う事業に限る。以下この号において「障害福祉サービス事

業」という。）を行う施設若しくは小規模作業所（障害者基本法（昭和45年法律第84

号）第２条第１号に規定する障害者の地域社会における作業活動の場として同法第18

条第３項の規定により必要な費用の助成を受けている施設をいう。以下この号におい

て同じ。）若しくはこれらに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方

公共団体の長の認定を受けた者において製作された物品を普通地方公共団体の規則で

定める手続により買い入れる契約、障害者支援施設、地域活動支援センター、障害福

祉サービス事業を行う施設、小規模作業所、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律

（昭和46年法律第68号）第41条第１項に規定するシルバー人材センター連合若しくは

同条第２項に規定するシルバー人材センター若しくはこれらに準ずる者として総務省

令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者から普通地方公共団

体の規則で定める手続により役務の提供を受ける契約又は母子及び寡婦福祉法（昭和

39年法律第129号）第６条第６項に規定する母子福祉団体若しくはこれに準ずる者とし

て総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者（以下この

号において「母子福祉団体等」という。）が行う事業でその事業に使用される者が主

として同項に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの及び同条第３

項に規定する寡婦であるものに係る役務の提供を当該母子福祉団体等から普通地方公

共団体の規則で定める手続により受ける契約をするとき。 

⑷～⑼ （略） 

２～４ （略） 



いわき市財務規則 

（契約の内容等の公表） 

第128条の２ 施行令第167条の２第１項第３号及び第４号の規定により規則で定める手続は、

次のとおりとする。 

⑴ あらかじめ、契約に係る発注の見通しを公表すること。 

⑵ 契約を締結する前において、契約の内容、契約の相手方の決定方法及び選定基準等を公

表すること。 

⑶ 契約を締結した後において、契約の相手方となつた者の名称、契約の相手方とした理由

等の契約の締結状況について公表すること。 

 

 

６ 契約事務（その３） 

 

  契約事務において、いわき市契約等に係る暴力団等の排除に関する要綱に基づく必要な

措置が講じられていない例が認められた。 

    （保健福祉課、地域医療対策室、障がい福祉課、長寿介護課、児童家庭課、保健所） 

※ 今回、監査を実施した契約事務の中で、いわき市契約等に係る暴力団等の排除に関する要

綱第４条第３項に定める「契約の締結に当たっては、当該契約の締結後において、契約等の

相手方が排除措置対象者に該当することが判明した場合に当該契約を解除することができる

よう、あらかじめ契約書中にその旨を規定する等」の措置が必要と思われる56件のうち、40

件の契約において当該措置が講じられていなかった。 

 

 

いわき市契約等に係る暴力団等の排除に関する要綱（平成22年２月22日実施） 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

  ⑴ 契約等 次に掲げる契約又は指定をいう。 

ア 建設工事又は製造の請負に係る契約 

イ 測量又は設計に係る委託契約 

ウ 工事用原材料の購入に係る契約 

エ 役務の提供に係る委託契約 

オ 物品の購入、借入れ若しくは売払い又は修繕に係る契約 

カ 公有財産の売払い又は貸付けに係る契約 

キ 地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３項に規定する指定管理者の指定 

⑵～⑺ （略） 

（契約等からの暴力団等の排除） 

第３条 その者又はその役員等が次の各号のいずれかに該当する者として警察等関係機関が確

認した契約等の相手方については、次条から第７条までに定めるところにより、市の契約等

から排除するための措置を講ずるものとする。 

⑴ 暴力団等と認められる者 

⑵ 暴力団等に対する資金の供給、便宜の供与等を行い、暴力団等の維持運営を図るために

協力し、又は関与していると認められる者 

⑶ 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に債務の履行を強要し、若

しくは損害を加える目的をもって暴力団の威力又は暴力団等を利用していると認められる

者 

（契約からの排除措置） 

第４条 一般競争入札又は指名競争入札の方法により契約を締結しようとするときは、当該入

札に参加する者に必要な資格について、前条の規定により市の契約等から排除する措置の対

象となる者（以下「排除措置対象者」という。）に該当しないことを要件とするものとする。 



２ 随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、その所有する不動産を購入する必

要がある等やむを得ない事由がある場合を除き、排除措置対象者と契約を締結しないように

するものとする。 

３ 契約の締結に当たっては、当該契約の締結後において、当該契約が次の各号のいずれかに

該当することが判明した場合に当該契約を解除することができるよう、あらかじめ契約書中

にその旨を規定する等必要な措置をとるものとする。 

  ⑴ 契約等の相手方が排除措置対象者であること。 

  ⑵ 公有財産の売払い又は貸付けに係る物件が暴力団の事務所等の用途に使用されているこ

と。 

  

 ○ 契約等からの暴力団等の排除について（概要資料）（財政部契約課策定） 

    （一部抜粋） 

   ５ 入札・契約時の事務処理について 

 

     今後において、各部署で入札・契約事務等を行う場合には、仕様説明又は仕様等資料

配布時に、排除措置の対象となる者については入札等に参加できないことを明示（※１）

し、また、契約締結の際には、契約期間中において相手方が暴力団等であることが判明

した際の契約解除条項を契約書に記載（※２）するようにしてください。 

 

    ※１ 入札参加排除規定の文言等については、「いわき市工事等に係る指名競争入札参加

者の資格審査及び指名等の基準に関する要綱」又は「いわき市物品購入等に係る指

名競争入札への参加資格、指名の基準等に関する要綱」の改正後の規定等を参考に

してください。 

 

    ※２ 契約解除条項の規定文言等については、「いわき市工事請負契約約款」又は「いわ

き市物件供給契約約款」の改正後の規定等を参考にしてください。 

 

 ○ いわき市暴力団排除条例（平成24年７月５日いわき市条例第41号）抜粋 

（目的） 

  第１条 この条例は、暴力団が市民生活及び社会経済活動に多大な脅威を与え、市民の人権

を脅かしている状況に鑑み、暴力団の排除に関し、基本理念を定め、並びに市及び市民等

の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除に関し施策の基本となる事項及び暴力団の

排除のために講ずべき措置を定めることにより、暴力団の排除を推進し、もって市民の安

全で平穏な生活を確保し、及び社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。 

   （基本理念） 

  第３条 暴力団の排除は、暴力団が市民生活及び社会経済活動に不当な影響を与える存在で

あることを社会全体で認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供

しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、市、市民等、県、関係市町村及び

関係団体による相互の連携及び協力の下に推進されなければならない。 

   （市の責務） 

  第４条 市は、前条に定める基本理念（次条第１項において「基本理念」という。）にのっ

とり、暴力団の排除に関する施策を策定し、及び推進するものとする。 

  ２ 市は、暴力団の排除に関する施策の推進に当たっては、市民等、県、関係市町村及び関

係団体との連携に努めるものとする。 

   （公共工事等における措置） 

  第９条 市は、公共工事、給付金（補助金その他の相当の反対給付を受けないものをいう。

以下この条において同じ。）の交付その他の市の事務又は事業の実施において、暴力団の

活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとならないよう、暴力団員又は社会的非難

関係者の公共工事に係る契約及び当該契約の下請に係る契約の相手方からの除外、給付金

の交付の相手方からの除外その他の暴力団の排除のために必要な措置を講ずるものとする。 



７ 契約事務（その４） 

 

  手数料に係る徴収及び収納事務の委託について、地方自治法施行令第158条第２項の規定

による告示及び公表が適切に行われていなかった。 

                                     （保健所） 

 

※ 犬の登録及び狂犬病予防注射に係る手数料の徴収及び収納事務について、地方自治法施行

令第158条第１項を適用し、いわき市狂犬病予防注射推進協議会に委託しているが、市ホー

ムページ及び「保健のしおり」に「犬の登録と狂犬病予防注射済票交付ができる動物病

院一覧」を掲載しているのみにとどまっており、同条第2項の規定による告示及び市財務

規則第54条第１項に公表すべき事項として定める「委託した内容」、「委託した相手方の住

所及び氏名（法人にあってはその所在地、名称及び代表者の氏名）」、「委託した理由」等

の公表がなされていなかった。 

 

 

地方自治法施行令 

（歳入の徴収又は収納の委託） 

第158条 次に掲げる普通地方公共団体の歳入については、その収入の確保及び住民の便益

の増進に寄与すると認められる場合に限り、私人にその徴収又は収納の事務を委託する

ことができる。 

⑴ 使用料 

⑵ 手数料 

⑶ 賃貸料 

⑷ 物品売払代金 

⑸ 寄附金 

⑹ 貸付金の元利償還金 

２ 前項の規定により歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託したときは、普通地方公共

団体の長は、その旨を告示し、かつ、当該歳入の納入義務者の見やすい方法により公表

しなければならない。 

 ３～４（略） 

 

 

いわき市財務規則 

 （徴収又は収納事務の委託） 

第54条 市長は、施行令第158条第１項の規定により私人に収入金の徴収若しくは収納の事務を

委託したとき、又は施行令第158条の２第１項の規定により次条の基準を満たしている者に市

税、県民税及び国民健康保険税並びにこれらに係る督促手数料及び延滞金（以下この条及び

次条において「収納金」という。）の収納の事務を委託したときは、その内容並びに委託し

た相手方の住所及び氏名（法人にあつてはその所在地、名称及び代表者の氏名）、委託した

理由その他必要な事項を公表するとともに、当該事務に係る収入決定権者又は会計管理者に

通知するものとする。 

 ２～６（略） 

 

 



＜意見又は要望とする事項＞ 

 

１ 支出事務 

 

  臨時保育士に係る賃金の支出事務において、土曜日に勤務した場合の賃金の算定につい

て、次のように異なる取扱いをされている実態が認められた。 

⑴ 土曜日の勤務について、平日に週休日として振り替える取扱いにしており、１日勤務

した場合には１日分の額（6,860円）を、半日勤務した場合にはその２分の１の額（3,430

円）を支給している。 

⑵ 土曜日の勤務について、平日に週休日として振り替える取扱いをせずに、時間外勤務

手当として割増賃金（135/100）を適用した額（半日勤務した場合は、1,195円×４時間

分の4,780円）を支給している。 

⑶ 土曜日の半日勤務について、いったん１日勤務分の額（6,860円）として算入した上で、

そのうち４時間を勤務しなかったものとして減額する措置（885円×４時間分の3,540円

を減額）をとった額（6,860円－3,540円で3,320円）を支給している。 

以上のように異なる取扱いがされている結果として、同様の時間帯に同様に勤務した臨

時保育士への支給賃金に差が生じていることから、各地区保健福祉センターにおける臨時

保育士に対する賃金の支給事務の実態を調査し、勤務時間の割振りの在り方等に係る検討

も行った上で、賃金の算出に当たり統一した取扱いがなされるようにすべきである。 

                     （児童家庭課、各地区保健福祉センター共通） 

 

 

２ 契約事務（その１） 

 

随意契約は、競争入札を原則とする地方公共団体の契約方式の例外的な取扱いではある

が、競争入札に適さない事由が存在することにより特定の事業者と随意契約による契約を

締結する場合においても、適正かつ有利な金額で契約することが求められる。そのために

は、相手方から提示された見積等の金額について、国、他の地方公共団体、庁内の他部署

における類似事務の実態について広く情報を収集するとともに、適正性の判断に必要な明

細を相手方に提出させ、それらの内容を検証することによって金額の妥当性を確保するな

どの取組が必要となる。 

このような観点から、現在、特定の事業者と随意契約により契約を締結しているガスク

ロマトグラフ質量分析計保守点検委託等の案件において、金額の妥当性に係る検証を行う

ことについて検討されたい。 

                                     （保健所） 

 

 

 

 

 

 



３ 契約事務（その２） 

 

  保育所入所管理システム機器に係る契約に関し、機器の賃貸借契約については長期継続

契約として契約を締結しているが、当該システム機器の保守業務委託契約については単年

度契約として締結している。また、保育所警備業務委託については、同一業者と長期間に

わたり単年度契約を繰り返している状況にある。 

これらの単年度契約としているものについては、平成21年11月に契約事務の効率化等を

目的として施行された「いわき市長期継続契約に関する条例」に基づき長期継続契約の適

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。 

                                 （児童家庭課） 

 

 

地方自治法 

（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。 

 

 

地方自治法施行令 

（長期継続契約を締結することができる契約） 

第167条の17 地方自治法第234条の３に規定する政令で定める契約は、翌年度以降にわた

り物品を借り入れ又は役務の提供を受ける契約で、その契約の性質上翌年度以降にわた

り契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすようなもののうち、

条例で定めるものとする。 

 

 

いわき市長期継続契約に関する条例 

（長期継続契約を締結することができる契約） 

第２条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げる契約とする。 

⑴ 電子計算機、複写機その他の機器（当該電子計算機において使用するソフトウェア

を含む。）を借り入れる契約 

⑵ 前号に規定する機器の保守点検に必要な役務の提供を受ける契約 

⑶ 庁舎等に機器を設置して行う警備に係る役務の提供を受ける契約 

⑷ 前３号に掲げるもののほか、翌年度以降にわたり物品を借り入れ、又は役務の提供

を受ける契約で、その契約の性質上翌年度以降にわたり契約を締結しなければ当該契

約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすことにつき相当の理由があると認められる契約 

 

 

 

 



教育委員会事務局及び教育機関 

 

＜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） 

 

行政財産使用料に係る収入事務において、使用料の算出を誤っている例が認められた。 

（学校支援課） 

 

※ 湯本第二小学校敷地内の地下埋設管に係る行政財産使用料については、いわき市行政財

産使用料条例第２条別表の「水道管、下水道管、ガス管その他これらに類する管類を布設

するために使用する場合」で「外径が0.07メートル未満のもの」に該当し、同条例の平成

25年３月29日付けの改正により、平成25年４月１日以後の使用期間に対しては、改正後の

現行の規定である「長さ１メートルにつき１年21円」が適用されるにもかかわらず、改正

前の「長さ１メートルにつき１年24円」の規定を用いて算出していた。【類例あり】 

 

 

いわき市行政財産使用料条例 

（使用料の額） 

第２条 使用料の額は、別表のとおりとする。 

別表（第２条関係）（※抜粋） 

区分 
使用料 

計算単位 額 

土  地 

 

水道管、下水道管、ガ

ス管その他これらに類

する管類を布設するた

めに使用する場合 

長さ１メートル

につき１年 

外径が0.07メートル未満のもの 21円 

外径が0.07メートル以上0.1メート

ル未満のもの 

30円 

   

備考 

２ この表に基づいて使用料を算出する際、面積、期間又は長さにつき、その計算単位に満

たない端数があるときは、これを切り上げて計算する。ただし、期間につき、年単位のも

ので１年に満たない端数月数があるときは、月割計算とする。 

 

 

 

 



２ 収入事務（その２） 

 

公民館使用料に係る収入事務において、使用料の算出を誤っている例が認められた。 

                               （久之浜公民館） 

 

※ 平成25年６月７日に使用許可をした久之浜公民館会議室に係る午前９時から午後５時ま

での使用料について、正午から午後１時までの使用分を加算していなかった。【類例あり】 

 

 

いわき市公民館条例 

（使用料） 

第６条 使用者から使用料を徴収する公民館及びその使用料の額は、別表第２に定めるとおり

とする。 

２ 使用者は、使用の許可を受けたときに使用料を納入しなければならない。 

 

別表第２（第６条関係） 

⑴  施設使用料（※抜粋） 

名称 施設の別 

使用料 

午前９時か

ら正午まで 

午後１時か

ら午後５時

まで 

午後６時か

ら午後９時

まで 

午後６時か

ら午後10時

まで 

午前９時か

ら午後９時

まで 

午前９時か

ら午後10時

まで 

久之浜公

民館 

講堂 1,260 1,260 1,470 1,800 3,250 3,580 

会議室 520 630 730 880 1,470 1,620 

和室 630 630 840 1,020 1,780 1,960 

料理実習室 730 940 840 1,040 1,990 2,190 

備考 使用時間の繰上げ又は延長をする場合は、管理上支障のない限り、１時間を単位として

その使用を許可し、その使用料は、１時間につき午前９時から午後９時までの規定使用料

金の100分の10に相当する額（その額に10円未満の端数がある場合は、これを10円に切り上

げた額）とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



○ 平成24年８月31日付生涯学習課長通知 

 

 

 

 

 

 

 



３ 収入事務（その３） 

 

公民館使用料及び図書館資料複写実費徴収金に係る収入事務において、払込みが遅延し

ている例が認められた。 

               （小名浜公民館、四倉公民館、いわき総合図書館） 

 

【事例１】 公民館使用料 （小名浜公民館、四倉公民館） 

 

  ※ 小名浜公民館控室⑴の使用料として平成25年５月２日（木）に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、遅くとも指定金融機関等の翌営業日である

同月７日（火）までには払い込まなければならなかったにもかかわらず、同月８日（水）

に払い込まれていた。 

    また、四倉公民館会議室⑴の使用料として平成25年５月14日（火）に受領した現金につ

いても、同様に、遅くとも指定金融機関等の翌営業日である同月15日（水）までには払い

込まなければならなかったにもかかわらず、同月17日（金）に払い込まれていた。 

 

 

【事例２】 図書館資料複写実費徴収金 （いわき総合図書館） 

 

  ※ 図書館資料複写実費徴収金として平成25年６月４日（火）に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、遅くとも指定金融機関等の翌営業日である

同月５日（水）までには払い込まなければならなかったにもかかわらず、同月６日（木）

に払い込まれていた。【類例あり】 

 

 

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。 

 

 

４ 収入事務（その４） 

 

学校給食費に係る収入事務において、納入が遅延している例が認められた。 

（植田中学校） 

 

※ 植田中学校に係る平成25年６月分の給食費として６月10日及び６月20日に徴収した485

人分については、同年７月10日が納入期限であるにもかかわらず、７月17日に指定金融機

関等に納入されていた。 

    また、６月21日に徴収した34人分及び７月９日に徴収した１人分についても、同様の例

が認められた。 

 

 

 



いわき市学校給食共同調理場管理規則 

（給食費等納入） 

第６条 教育委員会は、当該月の給食費等を翌月の５日までに、各給食実施校の代表者（以

下「代表者」という。）に納入の通知をしなければならない。 

２ 納入の通知を受けた代表者は、その月の10日（その日が日曜日、国民の祝日に関する

法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日又は毎月の第２土曜日に当たるときは、こ

れらの日の翌日とする。）までにいわき市指定金融機関等に給食費等を納入しなければ

ならない。 

３ 前２項の規定にかかわらず、３月分の給食費等については、教育委員会は、３月25日

までに代表者に納入の通知をし、納入の通知を受けた代表者は、３月31日（その日が日

曜日に当たるときは、その前日とする。）までにいわき市指定金融機関等に給食費等を

納入しなければならない。 

 

 

５ 契約事務（その１） 

 

地方自治法施行令第167条の２第１項第３号を適用した随意契約の方法により契約を締

結した場合における公表が適切に行われていなかった。 

（学校支援課、文化センター） 

 

【事例１】 学校支援課 

 

 ※ 地方自治法施行令第167条の２第１項第３号の規定を適用した随意契約の方法により契

約を締結する場合には、市財務規則第128条の２の規定に基づき、あらかじめ「契約に係る

発注の見通し」を、契約締結前に「契約の内容、契約の相手方の決定方法及び選定基準等」

を、契約締結後に「契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等」を、そ

れぞれ公表することとされている。 

   これらの規定が適用される契約として締結した市立学校用務業務委託に係る契約事務に

おいては、これらの手続が一切行われていなかった。 

 

 

【事例２】 文化センター 

 

 ※ 事例１と同様に地方自治法施行令第167条の２第１項第３号の規定が適用される契約と

して締結した文化センター駐車場管理業務委託に係る契約事務においては、契約締結前の

公表が行われておらず、契約締結後の平成25年４月１日になってから市ホームページによ

り「契約の内容」及び「契約の相手方の決定方法、選定基準等」が公表されているが、本

来、公表すべきとされている「契約の相手方とした理由等」の事項はなく、「契約の相手方

の決定方法、選定基準等」の内容も「地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の

２第１項第３号によるもの」との具体性に欠ける不十分なものとなっていた。 

 

 

地方自治法施行令 

（随意契約） 

第167条の２ 地方自治法第234条第２項の規定により随意契約によることができる場合は、

次に掲げる場合とする。 

⑴～⑵ （略） 

⑶ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123

号）第５条第12項に規定する障害者支援施設（以下この号において「障害者支援施設」



という。）、同条第26項に規定する地域活動支援センター（以下この号において「地

域活動支援センター」という。）、同条第１項に規定する障害福祉サービス事業（同

条第７項に規定する生活介護、同条第14項に規定する就労移行支援又は同条第15項に

規定する就労継続支援を行う事業に限る。以下この号において「障害福祉サービス事

業」という。）を行う施設若しくは小規模作業所（障害者基本法（昭和45年法律第84

号）第２条第１号に規定する障害者の地域社会における作業活動の場として同法第18

条第３項の規定により必要な費用の助成を受けている施設をいう。以下この号におい

て同じ。）若しくはこれらに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方

公共団体の長の認定を受けた者において製作された物品を普通地方公共団体の規則で

定める手続により買い入れる契約、障害者支援施設、地域活動支援センター、障害福

祉サービス事業を行う施設、小規模作業所、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律

（昭和46年法律第68号）第41条第１項に規定するシルバー人材センター連合若しくは

同条第２項に規定するシルバー人材センター若しくはこれらに準ずる者として総務省

令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者から普通地方公共団

体の規則で定める手続により役務の提供を受ける契約又は母子及び寡婦福祉法（昭和

39年法律第129号）第６条第６項に規定する母子福祉団体若しくはこれに準ずる者とし

て総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者（以下この

号において「母子福祉団体等」という。）が行う事業でその事業に使用される者が主

として同項に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの及び同条第３

項に規定する寡婦であるものに係る役務の提供を当該母子福祉団体等から普通地方公

共団体の規則で定める手続により受ける契約をするとき。 

⑷～⑼ （略） 

２～４ （略） 

 

 

いわき市財務規則 

（契約の内容等の公表） 

第128条の２ 施行令第167条の２第１項第３号及び第４号の規定により規則で定める手続は、

次のとおりとする。 

⑴ あらかじめ、契約に係る発注の見通しを公表すること。 

⑵ 契約を締結する前において、契約の内容、契約の相手方の決定方法及び選定基準等を公

表すること。 

⑶ 契約を締結した後において、契約の相手方となつた者の名称、契約の相手方とした理由

等の契約の締結状況について公表すること。 

 

 

６ 契約事務（その２） 

 

  予定価格書に記載した金額が整合していない例が認められた。 

                                  （文化センター） 

 

  ※ 文化センター天文設備保守点検業務委託に係る契約事務において、予定価格書の「予定

価格」と「入札書比較価格」の欄に記載されている金額とが整合していなかった。 

    また、「設計金額」の欄に記載されている金額も、設計書の額と整合していなかった。 

 

 

 

 

 



７ 契約事務（その３） 

 

  契約事務において、いわき市契約等に係る暴力団等の排除に関する要綱に基づく必要な

措置が講じられていない例が認められた。 

                （生涯学習課、文化・スポーツ課、学校支援課、 

                 総合教育センター、文化センター、いわき総合図書館） 

 

 ※ 今回、監査を実施した契約事務について、いわき市契約等に係る暴力団等の排除に関す

る要綱第４条第３項に定める「契約の締結に当たっては、当該契約の締結後において、契

約等の相手方が排除措置対象者に該当することが判明した場合に当該契約を解除すること

ができるよう、あらかじめ契約書中にその旨を規定する等」の措置が必要と思われる20件

の契約のうち、17件の契約において当該措置が講じられていなかった。 

 

 

いわき市契約等に係る暴力団等の排除に関する要綱（平成22年２月22日実施） 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

  ⑴ 契約等 次に掲げる契約又は指定をいう。 

ア 建設工事又は製造の請負に係る契約 

イ 測量又は設計に係る委託契約 

ウ 工事用原材料の購入に係る契約 

エ 役務の提供に係る委託契約 

オ 物品の購入、借入れ若しくは売払い又は修繕に係る契約 

カ 公有財産の売払い又は貸付けに係る契約 

キ 地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３項に規定する指定管理者の指定 

⑵～⑺ （略） 

（契約等からの暴力団等の排除） 

第３条 その者又はその役員等が次の各号のいずれかに該当する者として警察等関係機関が確

認した契約等の相手方については、次条から第７条までに定めるところにより、市の契約等

から排除するための措置を講ずるものとする。 

⑴ 暴力団等と認められる者 

⑵ 暴力団等に対する資金の供給、便宜の供与等を行い、暴力団等の維持運営を図るために

協力し、又は関与していると認められる者 

⑶ 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に債務の履行を強要し、若

しくは損害を加える目的をもって暴力団の威力又は暴力団等を利用していると認められる

者 

（契約からの排除措置） 

第４条 一般競争入札又は指名競争入札の方法により契約を締結しようとするときは、当該入

札に参加する者に必要な資格について、前条の規定により市の契約等から排除する措置の対

象となる者（以下「排除措置対象者」という。）に該当しないことを要件とするものとする。 

２ 随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、その所有する不動産を購入する必

要がある等やむを得ない事由がある場合を除き、排除措置対象者と契約を締結しないように

するものとする。 

３ 契約の締結に当たっては、当該契約の締結後において、当該契約が次の各号のいずれかに

該当することが判明した場合に当該契約を解除することができるよう、あらかじめ契約書中

にその旨を規定する等必要な措置をとるものとする。 

  ⑴ 契約等の相手方が排除措置対象者であること。 

  ⑵ 公有財産の売払い又は貸付けに係る物件が暴力団の事務所等の用途に使用されているこ

と。 



○ 契約等からの暴力団等の排除について（概要資料）（財政部契約課策定） 

     （一部抜粋） 

    ５ 入札・契約時の事務処理について 

 

      今後において、各部署で入札・契約事務等を行う場合には、仕様説明又は仕様等資

料配布時に、排除措置の対象となる者については入札等に参加できないことを明示（※

１）し、また、契約締結の際には、契約期間中において相手方が暴力団等であること

が判明した際の契約解除条項を契約書に記載（※２）するようにしてください。 

 

     ※１ 入札参加排除規定の文言等については、「いわき市工事等に係る指名競争入札参

加者の資格審査及び指名等の基準に関する要綱」又は「いわき市物品購入等に係

る指名競争入札への参加資格、指名の基準等に関する要綱」の改正後の規定等を

参考にしてください。 

 

     ※２ 契約解除条項の規定文言等については、「いわき市工事請負契約約款」又は「い

わき市物件供給契約約款」の改正後の規定等を参考にしてください。 

 

 

○ いわき市暴力団排除条例（平成24年７月５日いわき市条例第41号）抜粋 

（目的） 

第１条 この条例は、暴力団が市民生活及び社会経済活動に多大な脅威を与え、市民の人権

を脅かしている状況に鑑み、暴力団の排除に関し、基本理念を定め、並びに市及び市民等

の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除に関し施策の基本となる事項及び暴力団の

排除のために講ずべき措置を定めることにより、暴力団の排除を推進し、もって市民の安

全で平穏な生活を確保し、及び社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。 

（基本理念） 

第３条 暴力団の排除は、暴力団が市民生活及び社会経済活動に不当な影響を与える存在で

あることを社会全体で認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供

しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、市、市民等、県、関係市町村及び

関係団体による相互の連携及び協力の下に推進されなければならない。 

（市の責務） 

第４条 市は、前条に定める基本理念（次条第１項において「基本理念」という。）にのっ

とり、暴力団の排除に関する施策を策定し、及び推進するものとする。 

２ 市は、暴力団の排除に関する施策の推進に当たっては、市民等、県、関係市町村及び関

係団体との連携に努めるものとする。 

（公共工事等における措置） 

第９条 市は、公共工事、給付金（補助金その他の相当の反対給付を受けないものをいう。

以下この条において同じ。）の交付その他の市の事務又は事業の実施において、暴力団の

活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとならないよう、暴力団員又は社会的非難

関係者の公共工事に係る契約及び当該契約の下請に係る契約の相手方からの除外、給付金

の交付の相手方からの除外その他の暴力団の排除のために必要な措置を講ずるものとする。 

 

 

 



＜意見又は要望とする事項＞ 

 

契約事務 

 

随意契約は、競争入札を原則とする地方公共団体の契約方式の例外的な取扱いではある

が、競争入札に適さない事由が存在することにより特定の事業者と随意契約による契約を

締結する場合においても、適正かつ有利な金額で契約することが求められる。そのために

は、相手方から提示された見積等の金額について、国、他の地方公共団体、庁内の他部署

における類似事務の実態について広く情報を収集するとともに、適正性の判断に必要な明

細を相手方に提出させ、それらの内容を検証することによって金額の妥当性を確保するな

どの取組が必要となる。 

このような観点から、現在、特定の事業者と随意契約により契約を締結している小中学

校プールろ過機ろ材取替工事（教育施設整備室）、小中学校プール用循環ろ過装置保守点検

業務委託（学校支援課）等の案件において、金額の妥当性に係る検証を行うことについて

検討されたい。 

                           （教育施設整備室、学校支援課） 


