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第４ 監査の結果（個別案件） 

 

１ プロポ―ザル 

 

（１）プロポーザル方式の概要 

 

浜松市は、市職員のみでは生み出すことが難しいであろうアイデアを活用する目

的で、複数の事業者に対し、浜松市が委託しようとする業務について、その遂行方

法、実施体制、実施方針等を示す企画提案書を提出するよう要請し、提出された企

画提案書の中から最も適切と認めた企画提出者を相手方として、業務を委託する契

約方式を採用する。その手続きは、「浜松市業務委託に関するプロポーザル実施取扱

要綱」（以下本項において「要綱」という。）「業務委託に関するプロポーザル方式運

用基準（マニュアル）」（以下本項において「運用基準」という。）に定めがあるほか、

業務委託・賃貸借契約マニュアルにおいてもその手順を定める。 

プロポーザル方式には、市長が名簿登載者（名簿登載手続きは後述）の中から企

画提案者を指名する「指名型プロポーザル」（指名手続きにつき要綱第 9 条及び第 10

条）と、市長が企画提案者を指名しない「公募型プロポーザル」（参加手続きにつき

要綱第 5 条から第 8 条まで）がある。指名型プロポーザルと公募型プロポーザルは、

企画提案を受けるまでの手続きに相違があるが、企画提案を受けた後の手続きはお

おむね同じである。 

調達課は、プロポーザル方式は公募型を原則としつつ、公募型は手続量が多く時

間がかかること、応募者の力量が担保されていないことを考慮し、時間が限られて

いる場合や相応の力量を要すると想定される場合を指名型とする振り分けを想定す

る。 

 

（２）監査対象契約 

 

プロポーザル方式を採用して契約を締結した以下の契約を監査した。契約額は特

に記載のないものについては当初契約金額を記載している（以下同じ）。 

 

① 

委託業務名 
浜松市観光インフォメーションセンター管理運営 

業務 

担当課 産業部観光・シティプロモーション課 

予定価格 47,400,000 円 
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契約額 47,400,000 円 

契約方法 公募型プロポーザル 

 

【委託業務の概要】 

ＪＲ浜松駅に所在する浜松市観光インフォメーションセンターの業務運営 

 

【プロポ―ザルの結果】 

1 者が提案した。 

 

②  

委託業務名 
『出世の街 浜松』全国プロモーション及び戦略的メディ

アリレーション業務 

担当課 産業部観光・シティプロモーション課 

予定価格 25,636,000 円 

契約額 25,635,960 円 

契約方法 公募型プロポーザル 

 

【委託業務の概要】 

「出世の街」をテーマに、浜松市の知名度や好感度を高めることを目的とするマ

ーケティング活動の委託 

 

【プロポ―ザルの結果】 

参加希望は 3 者、うち１者は入札参加資格者名簿への登載がないため応募資格が

なく、応募したのは 2 者 

 

③  

委託業務名 生活困窮者自立支援事業 

担当課 健康福祉部福祉総務課 

予定価格 53,804,000 円 

契約額 53,804,000 円 

契約方法 公募型プロポーザル 

 

【委託業務の概要】 
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生活困窮者自立支援法に定められた生活困窮者の自立支援事業の委託 

 

【プロポ―ザルの結果】 

2 者が提案した。また、浜松市の記録上、提案はないが検討を確認できるところが

１者あった。 

 

④ 

委託業務名 
「浜松市人口ビジョン」及び「浜松市総合戦略」策定支援

業務 

担当課 企画調整部企画課 

予定価格 12,000,000 円 

契約額 11,998,800 円 

契約方法 指名型プロポーザル 

 

【委託業務の概要】 

浜松市の人口動向を調査分析し、浜松市の政策につき将来的な効果予測を把握す

る業務の委託 

 

【プロポ―ザルの結果】 

浜松市が 7 者を指名し、うち 2 者が提案した。 

 

⑤  

委託業務名 
浜松市営住宅初生団地建替事業の民間活力導入に関する

アドバイザリー業務 

担当課 都市整備部住宅課 

予定価格 29,256,000 円 

契約額 28,296,000 円 

契約方法 公募型プロポーザル 

 

【委託業務の概要】 

民間資金等の活用による公共施設の整備等の促進に関する法律ないし民活手法等

に関する幅広い知識を活用したアドバイザリー業務 

 

【プロポ―ザルの結果】 
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5 者が提案した。 

 

⑥  

委託業務名 
浜松市新清掃工場及び新破砕処理センター施設整備事業

に係るアドバイザリー業務 

担当課 環境部廃棄物処理課 

予定価格 54,324,000 円 

契約額 50,004,000 円 

契約方法 公募型プロポーザル 

 

【委託業務の概要】 

民間資金等の活用による公共施設の整備等の促進に関する法律ないし民活手法等

に関する幅広い知識を活用したアドバイザリー業務 

 

【プロポ―ザルの結果】 

4 者が提案した。 

 

⑦  

委託業務名 いのちの教育事業プログラム製作業務 

担当課 都市整備部動物園 

予定価格 3,000,000 円 

契約額 2,991,600 円 

契約方法 指名型プロポーザル 

 

【委託業務の概要】 

生命の重要性を教育するための動画、画像等を制作すること。 

 

【プロポ―ザルの結果】 

指名した 5 者のうち、3 者が提案した（2 者は辞退した）。 

 

⑧  

委託業務名 浜松市立中央図書館・城北図書館窓口業務 

担当課 市民部中央図書館 
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予定価格 456,574,860 円 

契約額 456,574,320 円 

契約方法 公募型プロポーザル 

 

【委託業務の概要】 

図書館窓口業務の委託 

 

【プロポ―ザルの結果】 

1 者が提案した。 

 

（３）名簿登載制度とプロポーザルにおける参加資格の定め 

 

 ア 名簿登載制度について 

 

業務を委託する場合、業務の受託者が経営的、力量的に受託業務を完遂する能力

を持つか否かは、業務を委託するかどうかを判断する上で極めて重要な事項である。

したがって、契約締結に先立って、業務の受託者に受託業務を完遂しうる能力があ

るか否かを評価・判断し、能力に欠ける場合は、当該事業者が業務の受託を希望し

ても、契約の相手方から除外しなければならない。 

「第 2 委託事務の概要 3 事務手続き (1)入札参加資格の登録」で述べたとお

り、浜松市は、契約の相手方を評価する方法の一つとして、契約の相手方となり得

る資格を事前に審査し、審査に合格して浜松市の名簿に登載したもののみ契約の相

手方とする扱いを原則とする。また、その審査は、2 年に 1 度、名簿登載を希望した

者のみを対象に行い、審査に際しては市税完納証明書など受託業務を遂行しうる能

力があることを示す文書の提出を求める（制度全体像を定めるものとして「入札参

加資格並びに資格審査の時期及び方法に関する告示」及び「物品の購入等に係る競

争入札参加者の資格審査及び指名等に関する要綱」、以下これらの規定に従って名簿

に登載された事業者を「名簿登載者」という。）。これらの定めは、受託業務を遂行

する能力に欠ける事業者を排除し、浜松市が委託する業務の履行を確保する点で極

めて合理的な内容である。しかし他方、全ての事業者が浜松市が発注する業務の受

託を希望するわけではなく、浜松市が発注する業務を完遂する十分な能力がありな

がらその登録を行わず、その結果として契約の相手方となり得ない事業者も多々あ

るところであって、浜松市の事業発注先を限定する面もある。 
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 イ プロポーザルにおける参加資格の定め 

 

プロポーザルは、浜松市が必要とする業務について、幅広く、多様な提案を受け

ることで、浜松市の内部だけでは得ることが難しい業務遂行形態を模索しようとす

るもので、浜松市が遂行する業務の陳腐化やその硬直化を回避する重要な機能を持

つ。 

ただ、プロポーザル、特に相手方を広く公募する公募型プロポーザルにおいても、

契約の相手方には一定の資格が要求され、要綱第 4 条第 1 号は提案者が名簿登載者

であることを求める。したがって、プロポーザルに応じて提案するには、事前に、2

年に 1 度の登録をしておく必要がある。 

一方、要綱第 4 条第 1 号括弧書き「市長が特に必要があると認めるときは、これ

と同等の能力を有すると認められる者を含む。」の文言により名簿に登載されていな

い者の参加を可としている。要綱に添付された公告様式の「2 参加するために必要

な資格」には「（入札参加資格者名簿に登載されていない者の参加も可とする場合は

以下による。）」と定め、その「（2）イ」の本文は、「引き続き 1 年以上業務を営んで

おり、入札参加資格審査申請に準じた書類を参加意向申出書の提出期限日までに提

出した者」と定める。また、運用基準の「2 入札参加資格者名簿に登載されていな

い者の参加」には、「提案資格は、入札参加資格者名簿に登載され、かつ、当該契約

に対応する業種の登録がされている者であることを原則とするが、適切な入札参加

資格の業種が無く対応できる登録業者が極めて尐ない等、広く提案を求める必要が

あると認められる場合は、公募型に限り、当該名簿に登載されていない者も参加さ

せることができるものとする。」と定める。 

 

（４）指摘事項 

 

 ア 公募型プロポーザルにおける参加資格の制度設計を見直すべきこと 

 

運用基準は、公募型プロポーザルにおいて、名簿登載者以外の者が提案できる場

面を、「適切な入札参加資格の業種が無く対応できる登録業者が極めて尐ない等、広

く提案を求める必要があると認められる場合」と定める。この文言は、名簿登載業

種がない、あるいは名簿登載業者が尐ない場合のみを例示しており、ごく普通の解

釈としては、名簿の不完全性に起因して提案者の確保が困難と予想される場合に限

り、名簿登載のない者が提案できるとする内容である。 

しかし、現行制度設計では、プロポーザル方式には、名簿登載者から浜松市が提

案者を指名する指名型プロポーザルと、幅広く意見を募る公募型プロポーザルの 2

類型が用意されており、提案者を名簿登載者に限定しようとする場合は指名型プロ
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ポーザルを活用すれば足りる（数多くの意見を求める場合は指名対象業者を増やせ

ば足りる。）のであって、幅広く提案を求めようとする公募型プロポーザルにおいて、

提案者を名簿登載者に限定する合理的な理由は見いだしがたい。よって、公募型プ

ロポーザルにおいては、提案者の資格を大幅に緩和する必要がある。 

その方法としては、①要綱等を改正し、提案資格を名簿登載者に限らないことを

明確に表現する方法（その場合の条文の定め方は次指摘「イ」を参照）、②名簿登載

制度を改正し、2 年に 1 度の登録ではなく、随時登録が可能とするよう変更する方法

（公募型プロポーザルに参加するときに名簿に登載する。）がある。いずれの方法に

も一長一短があるが、検討を要する。 

また、担当課には公募型プロポ―ザルにおいて名簿登載者以外に参加資格を認め

る場合の手続きについて周知も必要である。 

 

 イ 浜松市業務委託に関するプロポ―ザル実施取扱要綱の改正を要すること 

 

要綱及び運用基準を定める調達課は、要綱第 4 条第 1 号の括弧書きをもって例外

が認められ、公募型プロポーザルの場合は名簿登載者である必要はないとの見解で

ある。 

しかし、要綱第 4 条第 1 号が、原則として、提案資格者を名簿登載者に限定する

ことは明らかであるが、その全面的な例外を括弧書きで定めることは条文配置とし

て適切さを欠く上、括弧書きの文言にも「名簿登載がない事業者であっても」とい

った例外を定めることを明示する文言がない。この文言や条文配置をもって、原則

に対する全面的な例外を定めたと解釈することは文理解釈上、相当無理があると考

える。 

要綱の公告様式や運用基準には、名簿登載者以外の者でも提案しうる旨が明示さ

れているが、要綱第 4 条自体を明確な表現に改正すべきである。 

具体的には、要綱第 4 条第 1 号の括弧書きを削除し、同第 2 号として、「(2) 名簿

登録がない者であっても、これと同等の能力を有すると認められる者」を新設する

等の方法がある。 

 

 ウ 公募方法が実効性に欠けること 

 

公募型プロポーザルにおいては、プロポーザル方式を実施すること及びその条件

が公表される。公表方法につき要綱第 5 条は、「市長は、公募型プロポーザルを実施

しようとするときは、次に掲げる事項についての公告をし、本市ホームページ及び

その他の方法により公表するものとする。」と定める。そして、「その他の方法」に

よる公表は、条例の公布を定める浜松市公告式条例第 2 条第 2 項「浜松市役所の掲
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示板に掲示することにより行うものとする。」の定めに依拠し、市役所掲示板に掲示

する。その結果、公募型プロポーザルの公表は、浜松市ホームページ及び市役所掲

示板にのみなされ、その他の公表制度はない。しかし、この方法では公募の実効性

に欠ける。 

提案資格を名簿登載者に限り、かつ、浜松市が指名を行う指名型プロポーザルで

は、市長が提案書の提出を要請する者を選定し（要綱第 9 条）、当該要請対象者に対

して所定の事項を通知する（要綱第 10 条）とともに、企画提案書の提出を要請する

（要綱第 11 条）。したがって、指名型プロポーザルでは、指名を受けた者に対し、

必ず、所定事項が通知されるとともに企画書提出が要請される。実際に提案がなさ

れるかどうかは別として、相応の力量を持つ事業者に対して情報が到達するもので

ある。 

一方、公募型プロポーザルで公表媒体とされる浜松市ホームページ及び市役所掲

示板につき、プロポーザルに応じる力量を持った事業者にどの程度閲覧されている

かは、実証的なデータがなく不明である。ただ、浜松市ホームページも市役所掲示

板も、関心を持って閲覧する積極的な行動なしに情報は得られない媒体であり、事

業者への情報到達という点では不完全であると予想される。実際、公募型プロポー

ザルにおける提案者の数は①、②、③、⑤、⑥及び⑧の 6 契約で合計 15 者、1 契約

に平均すると 2.5 者にとどまること、応募した事業者が 1 者の案件が 6 契約中 2 契

約存在することは、情報到達が不完全であることを強く示す事情である。 

そもそも、浜松市ホームページや市役所掲示板への掲載といった方法をもって告

知する理由は、誰にでも閲覧しうる状態を作る公平性を追求した結果であって、興

味、関心を持つ事業者への情報到達にとって浜松市ホームページや市役所掲示板が

効果的だからではない。幅広く提案を受けようとするのであれば、事業者への情報

到達をより確実なものとする何らかの手段が不可欠であり、その手段を検討する必

要がある。 

 

２ 国際課関連業務委託 

 

（１）監査対象契約 

 

国際課が分掌し、いずれも 1 者特命の随意契約として委託された以下の契約を監

査した。 

① 

委託業務名 浜松市多文化共生センター業務 

担当課 企画調整部国際課 
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予定価格 36,000,000 円 

契約額 35,844,120 円 

契約方法 随意契約（1 者特命） 

 

【委託業務の概要】 

本契約は、浜松市に住む外国人が日本人と円滑に生活すること（以下「多文化共

生」とする。）を目的に、日本人、外国人双方に向けて、多文化共生に有用な支援を

なすことをその目的とする。 

本契約における具体的な委託業務は、おおむね以下のとおりである（以下本項に

おいて「本件業務」という）。 

 

a 外国人に対し、外国語（英語、ポルトガル語、スペイン語、タガログ語、中国語）

での相談に応じるとともに、外国人が浜松市において生活する上で必要な情報

を提供すること。 

b 浜松市内の自治会等から外国人に関する相談を受け、あるいは外国人向けに多言

語で作成した回覧文書を配布すること。 

c 外国人を対象に防災訓練を実施し、防災情報を提供すること。 

d  多文化共生にかかる各種講座、セミナー、会議を開催すること。 

 

【委託理由及び委託先選定理由】 

本件業務を外部に委託した理由は以下のとおりである。すなわち、本件業務のう

ち外国人を対象とする諸業務は、外国人が言語的に内容を理解し、文化的にも違和

感なく受け入れられる形でメッセージを発する必要があるところであり、そのため

には、外国語で内容を正しく表現するとともに、我が国と諸外国との文化の相違を

踏まえ、外国人にも納得できる説明をする必要がある。そのためには、外国の言語

及び外国文化に精通する専門的知見が必要である。また、外国人からの相談に対し

ては、適切な行政窓口と連絡を取りつつ両者を仲介し、場合によっては自ら解決に

向けた活動をする必要があり、そのためには行政制度に関する正しい知識が必要で

ある。これらのうち、外国語の素養、外国文化への精通は、浜松市職員では十分に

対応できないため、外部に委託することとしたものである。 

本件業務の委託先は公益財団法人浜松国際交流協会であり、同協会を特命先とし

て業務委託契約を締結した。その理由は、同協会は、外国語、外国文化に精通した

人材を多数有するほか、日本の行政制度にかかる知識を持つ人材も有し、過去に行

政機関と連絡を取り合ってきた実績が数多くあるなど、上記外部委託先として要請

される要件を満たすためである。それと同時に、同協会の他に、同程度の力量を有
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する組織がないためである。 

 

② 

委託業務名 浜松市定住外国人の子供の就学促進事業 

担当課 企画調整部国際課 

予定価格 30,000,000 円 

契約額 30,000,000 円 

契約方法 随意契約（1 者特命） 

 

【委託業務の概要】 

本契約の目的は、浜松市内に居住する外国人児童の中には、言語、生活習慣など

の相違が原因となって学校に通学できず、不就学となる者があるため、そうした不

就学外国人児童の学びの場を確保するとともに、不就学外国人児童が公立学校や外

国人学校等の教育機関に復帰できるよう、これを支援しようとするものである。 

なお、本契約対象業務は、平成 21 年度から平成 26 年度までの間、文部科学省が

国際移住機関（ＩＯＭ）に拠出した「子ども架け橋基金」を財源に同機関が実施す

る委託事業「定住外国人の子どもの就学支援事業（虹の架け橋教室）」として実施さ

れており、当時の同機関からの委託先は、学校法人ムンド・デ・アレグリア学校と

特定非営利活動法人ＡＲＡＣＥであった。そして、平成 27 年度からは同取組が文部

科学省の補助事業として「定住外国人の子供の就学促進事業」に変更された。 

本契約における具体的な委託内容は、おおむね、①不就学外国人児童に対して日

本語及び主要科目の授業教育を施すこと、②不就学児童が学校に円滑に転入するこ

との支援、③同児童に対して日本における生活習慣を教授することである（以下本

項では「本件業務」とする）。 

 

【委託理由及び委託先選定理由】 

これら不就学外国人児童に対する教育には、同外国人児童の母国語での会話能力

を必要とし、また、外国文化と日本文化の相違に精通するとともに日本語教育の能

力が必要である。これらはいずれも専門度が高いため、外部に委託することとした。 

本件業務の委託先は「浜松市外国人の子供の就学促進協議会」である。同協議会

は平成 27 年 6 月 29 日に設立され、浜松国際交流協会、浜松国際交流協会外国人子

どもの不就学ゼロ作戦事業事務局、ＡＲＡＣＥ、ムンド・デ・アレグリア学校、Ｗ

ｉｔｈ Ｕ－ＮＥＴ（浜松国際交流協会日本語ボランティア有志の会の通称）、浜松

学院大学、浜松市人権擁護委員連絡協議会が組織する法人格のない団体であり、浜

松市教育委員会がオブザーバーとして参加している。その組織運営は、上記各団体
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が委員各１名を選出し、役員として会長 1 名、監事 1 名を置き、会長が協議会を代

表して会務を総理する。平成 27 年度の会長は浜松学院大学教授が務める。児童への

教育が行われるのは、ＡＲＡＣＥが実施主体となる浜松市中区佐鳴台に 1 箇所、ム

ンド・デ・アレグリア学校が実施主体となって浜松市西区雄踏町に 1 箇所の計 2 箇

所である。事務局は、浜松市外国人学習支援センターの浜松国際交流協会使用部分

に置かれている。 

同協議会は、文部科学省時代の事業において教育を実施した教育機関を含み、ま

た、外国人にかかる専門的な知識経験を有する団体が組織するところから、本件業

務において要請される専門的能力を有するものとされた。 

また、同協議会を特命先として随意契約を締結した理由は、契約の再委託を避け

る意図による。すなわち、教育それ自体は、過去の事業で現に不就学外国人児童を

教育していたムンド・デ・アレグリア学校とＡＲＡＣＥが引き続き行うのが望まし

いが、他方で、児童を公教育制度に復帰させるには浜松市教育委員会など行政機関

との連絡調整を必要とし、これら行政との連携は両法人には難しい。そこで、行政

との連絡調整にたけた浜松国際交流協会が関与することが望ましいが、他方で、浜

松国際交流協会は自ら児童を指導する組織経験を持たない。そこで、ムンド・デ・

アレグリア学校、ＡＲＡＣＥ及び浜松国際交流協会がともに関与する仕組みを必要

とし、他方で、再委託を避けようとしたため、新たに任意団体を設立して、同団体

に委託したものである。なお、再委託を避けることの是非に関しては後に指摘する。 

  

③ 

委託業務名 浜松市外国人学習支援センター業務 

担当課 企画調整部国際課 

予定価格 43,910,000 円 

契約額 42,830,337 円 

契約方法 随意契約（1 者特命） 

【委託業務の概要】 

本契約の目的は、言語教育を通じて日本人、浜松市在住外国人の多文化共生を図

ることである。 

本契約における具体的な委託内容は、おおむね、①外国人に対する日本語学習講

座の実施、②日本語学習支援者の養成、③日本語学習支援教育機関を対象とした講

座の実施、④外国人を支援する日本人向けのポルトガル語講座、⑤不就学児童の支

援である。 

 

【委託理由及び委託先選定理由】 
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外国人に対する日本語教育や外国人向け日本語学習支援者の養成は、語学にかか

る専門的な知識経験を必要とし、浜松市内部では賄うことができないため、外部に

委託することとした。 

本件業務の委託先は浜松国際交流協会であり同法人を特命先とする。特命先とし

た理由は、浜松国際交流協会が外国語に精通する人材を多数抱えていること、教育

だけでなく行政との連携や生活支援もなし得ること、浜松市が要請する授業コマ数

（例として日本語学習初級クラスで年 270 回、日本語学習等支援者養成講座で年 48

回）を実行できるだけの組織が国際交流協会以外にないためである。 

 

（２）公益財団法人浜松国際交流協会について 

 

浜松国際交流協会は、昭和 57 年に設立され、平成 3 年に財団法人として改組し、

平成 22 年に公益財団法人に移行した団体である。浜松市は、同法人が財団法人とな

った際に基本総財産金 3 億 2,800 万円のうち金 1 億 5,000 万円を出捐した。また、

人員面では、平成 27 年度は評議員として浜松市副市長が就任し、事務局長を派遣し

ている。 

職員は、事務局長以下、スタッフが 16 名、相談員（ポルトガル語、中国語、スペ

イン語、タガログ語）が 4 名である。 

平成 27年度における浜松国際交流協会の収入は、経常収益計 1億 1465万 8924円、

うち、本監査で対象とした浜松市からの 2契約だけでも金 7,867 万 4,457円を占め、

他にも浜松市からの受託収入があるなど浜松市が支払う委託報酬が収入の相当部分

を占める。 

これら資金面、人事面に現れているとおり、浜松国際交流協会は浜松市の強い影

響下にある。 

 

（３）指摘事項 

 

 ア 浜松市外国人の子供の就学促進協議会への委託について 

 

浜松市外国人の子供の就学促進協議会（以下本項において「協議会」という。）は

平成 27 年 6 月 29 日に新規設立された団体であり、同月 7 月 1 日に、「浜松市定住外

国人の子供の就学促進事業委託業務」にかかる契約を締結した。平成 27 年度におけ

る協議会の活動は、本委託契約締結事務の遂行のみである。協議会の収入も本委託

契約の対価及び預金利息のみである。人員面に関しては、規約上、委員、役員が定

められているが、給与を支給されて活動する専従従業員は存在しない。支出総額は

金 2,369 万 3,216 円（差額分は浜松市に返還）であり、費目のうち不就学外国人児
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童を教育する指導員等に対する謝金が金 2,067 万 3,020 円、場所等の使用料である

借損料が金 233 万 560 円とこれだけで約 97%を占める。 

これらの諸事情すなわち本契約以外の活動がないこと、明確な専従者がいないこ

と、明確な事務拠点も認識しがたいこと、支出のほぼ全てが指導員等への謝金と場

所使用料など受託業務遂行費用で構成され、組織を維持運営するための費用は存在

しないか、極めて僅尐であることなどを考慮すると、協議会を独立した団体として

認めることはできない。実在性評価を別としても、教育、行政にかかる専門的な知

見を持つ団体は協議会を構成する個々の団体である。 

ところで、浜松市にとって、契約相手が受託業務を完遂する財政、人員、技術的

な力量を持つか否か、受託業務の遂行に不履行を来したときに法的責任を全うする

経営基盤を持つか否かは、契約相手を選択する上で重要な判断材料である。本監査

を通じて指摘するとおり、浜松市は業務委託相手を選定するための詳細な手続きを

設けているが、それは全て、委託業務の履行を確保し、万一不履行になった場合の

法的責任を追及するためである。 

ところが、これを本契約についてみると、協議会は、専従職員もなく、明確な活

動拠点もなく、本契約の受託業務を遂行する以外の活動はなく、財務的な基盤もな

いなど、協議会それ自体は、契約遂行能力や損害を賠償しうる財務基盤を持たない。

実際の業務の遂行は、協議会を構成する個々の団体が行っている。教育業務をムン

ド・デ・アレグリア学校とＡＲＡＣＥが行い、行政との調整等を浜松国際交流協会

が行い、過去の事業を通じて形成された業務遂行の流れを踏襲できるからであって、

協議会自身には業務遂行能力がなく、不履行時の法的責任能力が担保できない。し

たがって、契約形態としては各学校に直接業務を委託するか、または、浜松国際交

流協会に業務を委託し各学校に再委託すれば足りる。 

本監査の過程では、どの機関から、どういった点で協力を得づらいかの具体的説

明は得られていないほか、関係各団体を協議会に参加させてそこに業務を発注しな

いと業務の円滑な処理に支障を来す事実があるかどうかも確認できていないが、債

務不履行の場合の責任をどこに追及すべきかが不明確な団体を契約の相手方とする

手法を採用することに合理性は見いだしがたい。 

 

 イ 契約保証金の徴収・免除の事務手続き 

 

浜松市契約規則（以下本項では「規則」という。）第 27 条は、契約を締結しよう

とする者に対して、一定の例外要件を満たす場合を除き、契約保証金を納付すべき

ことを定める。契約②の浜松市外国人の子供の就学促進協議会に対する「浜松市定

住外国人の子供の就学促進事業」契約は契約保証金の負担が免除されているところ、

その根拠規定は規則第 27 条第 1 項第 6 号「その他市長が特に認めたとき」が使用さ
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れている（契約書には第 1 項第 3 号とあるがこれは第 1 項第 6 号の誤り、また、同

契約では同項第 1 号から第 5 号までの免除要件は満たさない。）。 

そして、規則第 27 条第 1 項第 6 号の適用を受けるための手続要件は、浜松市専決

規程に定めがあり、基準の定めがないものは担当課が属する部の部長等、基準の定

めがあるものは課長等が決裁者となっている。上記契約では、業務委託契約書 1 枚

目に免除の文言が記載された状態で決裁されているが、契約保証金の納付の免除に

ついての決裁は行われておらず、いかなる判断により契約保証金の納付を免除した

かを、記録上把握することができない。よって、専決規程に従った事務手続きが行

われるよう、是正が必要である。 

また、契約保証金を免除するための事務手続きは専決規程に規定されているが、

調達課としてはそれをもって各担当課が事務手続きを適切に行うものと考えており、

例えば業務委託・賃貸借契約マニュアル等においては示されていない。契約②で国

際課が手続きを失念した要因の一つには契約保証金を免除するための事務手続きが

各担当課に周知されていなかったことにもあると考えられる。よって、調達課は各

担当課に契約保証金を免除するための事務手続きを周知させ、事務手続きが適切に

行われるようにする必要がある。 

 

３ 障害者就労施設及びシルバー人材センターとの随意契約 

 

（１）根拠、手続 

 

障害者就労施設及びシルバー人材センターとの契約については、「第 2 委託時の

概要 2 契約方法 (4) 随意契約」において前述したとおり、地方自治法施行令

第 167 条の 2 第 1 項第 1 号の範囲を超える金額の場合であっても、同項第 3 号によ

り随意契約を行うことができる。 

同項第 3 号により障害者就労施設及びシルバー人材センターとの随意契約を行う

場合には、「第 2 委託時の概要 2 契約方法 (4) 随意契約」において前述した

とおり、浜松市契約規則第 20 条の 2 で定めた手続きを行う。 

 

（２）障害者優先調達 

 

障害者就労施設等からの調達については、「国等による障害者就労施設等からの

物品等の調達の推進等に関する法律」に基づき、地方公共団体において、施設の受

注機会の増大を図るための措置を講ずるよう努める責務がある。 

浜松市では、障害者優先調達方針を策定し、浜松市障害者優先調達推進委員会を

設置し、毎年度の調達を推進する物品等の品目及びその調達の目標を決定し、公表
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している。 

このうち業務委託については、特定調達品目として草刈清掃、施設清掃、簡易的

な作業（封筒詰め、シール貼り、データ入力、アンケート集計等）があり、平成 27

年度の契約目標額は 14,000,000 円であり、実績は 18,715,104 円であった。 

特定調達品目に該当する業務委託契約がある場合には、担当課にて必ず発注の検

討をすることとされており、これをしない場合には、その理由を付して検討会議に

諮ることとなっている。 

担当課が障害者就労施設等発注を依頼するに当たっては、障害保健福祉課が連絡

調整を担当している。障害保健福祉課では、担当課から仕様等の提示を受けると、

業務内容、地域性等を考慮した上で、候補施設を選定しており、同課からの連絡を

受けて担当課では当該施設に見積もりを依頼するなどして契約締結に向けた手続き

を進めることになる。 

実際の運用においては、市全体の目標決定後は、部・区ごとに目標額を振り分け、

その内部で目標額を上回る調達実施を目指すものとしており、上位部署において障

害者優先で行う業務を個別に指定しているわけではなく、業務内容を最もよく知る

担当課において、障害者優先調達を行うかどうかは判断している。 

そのため、特定調達品目に該当するとしても、担当課が障害保健福祉課と調整相

談して、作業内容や作業場所の状況等を考慮した結果、障害者優先調達には適さな

いと判断される場合もある。 

また、業務内容の一部であれば障害者優先に適する場合（除草と樹木剪定、日常

清掃と定期清掃）であっても、どのような仕様で発注するか、併せるか分けるかは

担当課に委ねられており、できるだけ障害者優先調達にして行わなければいけない

とされているわけではないのが実情である。 

 

（３）シルバー人材センター 

 

地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 3 号では、障害者就労施設と並んで、高

年齢者等の雇用の安定等に関する法律に規定するシルバー人材センターについて

も、随意契約によることができると定められている。 

同法で定めるシルバー人材センターは、県知事の指定を受けた市町村の区域ごと

に 1 箇所ずつある団体であり、浜松市では「公益社団法人浜松市シルバー人材セン

ター」が該当する。 

シルバー人材センターについては、地方自治法施行令において障害者就労施設と

同一の条文で規定されてはいるが、これは随意契約が許容されているという意味合

いにとどまる。シルバー人材センターは、高年齢者の多様な就業機会の確保の中核

を担う団体ではあるが、民間から依頼を受けた業務も多く請け負っており、障害者
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就労施設のように、法律で地方自治体による調達の推進が要求されているわけでは

ない。 

また、業務委託において障害者就労施設が請け負うのは短期間で完了する除草や

清掃の作業が多く、金額面でも随意契約とできる場合が多い。一方、シルバー人材

センターが請け負う業務は、通年的な施設当直や清掃であって、金額も数百万円に

のぼる契約も多い。しかし、地方自治法施行令を根拠として見積合せも要求されて

いない。 

 

（４）指摘事項 

 

 ア 検討会議資料 

 

障害者優先調達について、形式上、特定調達品目に該当するもの全てについて検

討会議の記録が残されているわけではなかった。例えば、施設清掃ではあるが、窓

ガラス清掃など高所作業を含む場合について、特定調達品目該当有だが、作業の危

険性、専門性から障害者優先調達としなかったとするのではなく、そもそも特定調

達品目該当無として処理している事案が尐なからず見られた。 

確かに、前述のとおり、最終的に障害者優先調達で行うかどうかは担当課の判断

に任されている。しかし、業務内容は管理上分野分けがされており、形式上特定調

達品目に該当するかどうかは比較的わかりやすいのであるから、これにあてはまる

ものは、障害者優先調達を検討したのかどうかが記録上一見してわかるようにして

おくことが、障害者就労施設の受注機会を増大させるという障害者優先調達方針の

趣旨にも合致する。また、契約関係書類の保管においても、検討会議資料において

検討の過程が後日検証できるようにしておく必要があると考える。 

したがって、担当課は施設清掃や草刈といった特定調達品目については、該当の

有無及び「有」の場合で障害者優先調達としない場合はその理由を適切に記録すべ

きである。また、この点が担当課で徹底されていないため、調達課としても担当課

に周知をする必要がある。 

 

 イ 浜松市シルバー人材センターとの契約における見積り 

 

浜松市シルバー人材センターは、公益社団法人であるが民間業者であることから、

1 者特命で契約する場合であっても、予定価格の算定においては、同センターの見積

以外の資料もできるだけ取得すべきである。それにより同センターへの委託金額が

適正なものかを検討することができる。 

地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 1 号により随意契約を締結しようとする
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場合で、予定価格が 30 万円超 100 万円以下の契約については、浜松市契約規則にお

いて見積りを 3 者以上から徴取することが原則とされている。 

一方、浜松市シルバー人材センターについては、予定価格が 30 万円超 100 万円以

下であっても、同施行令第 167 条の 2 第 1 項第 1 号ではなく第 3 号に基づくものと

して、見積合せが要求されていない。 

確かに、浜松市シルバー人材センターとの契約においては、経済性だけでなく、

高年齢者の就業機会確保という政策目的が別に働く。しかし、最安値の相手方との

契約を必ずしも求められるものではないというのは随意契約全般に該当する事項で

あり、金額の妥当性確保が要求されることは、他の政策目的を有する場合であって

も代わらない。 

この点、浜松市シルバー人材センターへの業務委託の多くは、後述する除草・剪

定作業であって、作業場所の面積、樹木の種類などが異なる以外には業務内容の個

性が強いものではない。そうであれば、例えば、契約ごとでなくとも、複数の契約

で参考とできるような見積りを別業者から徴取し、その単価を参考に、各契約につ

いての浜松市シルバー人材センターから入手した見積金額が適正であるかどうかを

検討する等の方法が考えられる。 

 

（５）意見 

 

 ア 障害者就労施設への委託を優先することの検討 

 

前述したように、障害者就労施設への業務委託は具体的方針と金額目標がある一

方、シルバー人材センターへの業務委託については特に金額目標がないことから、

両者を同列に捉えるべきでなく、どちらにでも委託できる業務については、障害者

就労施設を優先することが浜松市の施策に合致していると考えられる。 

さらに進んで、障害者就労施設への委託が可能な業務には自ずと限界があるため、

障害者優先調達の実施を各業務担当課に委ねるだけではなく、委託業務の分類段階

において、障害者就労施設に適した業務を抽出することを検討することも望まれる。 

 

イ 浜松市シルバー人材センターの実態の聴取 

 

浜松市シルバー人材センターが特別扱いされているのは高年齢者の就業機会確保

という目的を有するためであるから、同センターの活動が実際に地域の高年齢者の

就業機会確保につながっているか、地域の高年齢者の就業状況についても定期的に

聴取することを検討することも必要と考える。 

 



第４ 監査の結果（個別案件） 

 

 

52 

 

４ 緑地・樹木・雑草等管理業務委託 

 

（１）委託業務全般的事項 

 

【委託業務の概要】 

市が管理する施設や市有地について、雑草の除去、樹木の剪定を行い、良好な環

境を維持するための業務である。 

 

【委託理由】 

施設の管理の一環として必要な業務ではあるが、施設運営の内容に関するもので

はないから、外部の者に委託することも相当である。そして、一部の樹木剪定は専

門的な技術、道具が必要であるし、また、専門性が要求されないものでも、職員が

行うよりも外部に委託する方が経済的であり、委託の必要性がある。 

除草剪定作業は、障害者就労支援施設や、シルバー人材センターが取り扱ってい

る業務でもあり、これら施設・団体に外部委託することで障害者の雇用・高年齢者

の就業機会を与えることができる。 

 

【委託業者の選定】 

障害者優先調達における特定調達品目に該当する業務であるので、まず障害者優

先調達とするかどうかを検討することになる。作業内容によってこれが適さない場

合は、シルバー人材センターや、あるいは民間の庭園業者を選定する。 

 

（２）監査対象契約 

 

平成 27 年度中に締結された契約数は 108 件であり、そのうち書類監査も含めた監

査手続きを実施した契約は 35 件である。以下、緑地・樹木・雑草等管理業務委託契

約の中、特徴的なもの、見直すべき点があるものをあげる。 

① 

委託業務名 
（障害者優先調達）犬居幼稚園旧テニスコート及び周辺除

草業務 

担当課 こども家庭部 幼児教育・保育課 

予定価格  48,600円 

契約額  47,291円 

契約方法  随意契約（1者特命） 
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【委託業者の選定】 

本件業務は、平成 26 年度までは浜松市シルバー人材センターに委託していたが、

障害者優先調達方針に従い、高年齢者ではなくできるだけ障害者で対応できないか

検討し、平成 27 年度は障害者就労施設を委託先とした。委託先の候補施設は障害保

健福祉課より提案されている。 

 

② 

委託業務名 上島駅周辺地区除草業務 

担当課 都市整備部市街地整備課 

予定価格 354,240円 

契約額 324,000円 

契約方法 随意契約（1者特命） 

 

【委託業者の選定】 

本件については、道路等の工事施工中の近接作業となることから、障害保健福祉

課への照会確認をしたうえで、障害者の安全確保を配慮し、障害者優先調達とせず、

浜松市シルバー人材センターとの間での一者特命契約を行っている。浜松市シルバ

ー人材センターは、他の区画整理事業施工地区内においても同様の業務を行ってお

り良好な実績があるとのことであった。 

 

【予定価格の設計】 

本件担当課においては、工事及びその一環としての除草作業と関わりの深い部署

であることから、民間工事業者による見積書及び作業内容を指数をもって積算した

設計書が参考見積として添付されており、根拠資料として合理性があった。 

 

③ 

委託業務名 大平台駐車場法面緑地・樹木・雑草及び害虫駆除等業務 

担当課 西区社会福祉課 

予定価格 161,000円 

契約額 108,000円 

契約方法 随意契約（見積合せ） 
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委託業務名 大平台駐車場法面緑地の抜根除草工及び殺虫剤散布工業務 

担当課 西区社会福祉課 

予定価格 53,000円 

契約額 51,840円 

契約方法 随意契約（1者特命） 

 

【契約の概要】 

本件は、平成 26年度に駐車場の法面緑化工事及び樹木管理を行った箇所について、

引き続き、樹木・雑草及び害虫駆除を行ったものである。 

費用を抑えるため限定した内容での仕様（抜根除草・殺虫剤散布 1 回）にて業務

を行うこととし、契約した。しかし、その後、樹木が枯れてきてしまい、新規の業

務として追加して抜根除草・殺虫剤散布を行うこととし、予算配当残額を予定価格

とした。 

 

（３）指摘事項 

 

 ア 効果的な施設管理方法の検討の必要性 

 

大平台駐車場法面緑地・樹木・雑草及び害虫駆除等の業務委託契約においては、

結果として予算内に収まってはいるが、契約事務を 2 回行うこととなった。予算減

額及びこれに伴う仕様の変更に当たっては、当該緑地の管理としてどの程度の作業

を行うことが相当なのか、かける費用によって作業内容・結果がどの程度変わるの

かを複数の業者より見積もる等により本件のような問題発生は回避できたと考えら

れる。例年どおりの契約を締結できない場合にはこのような対応も必要である。（平

成 28 年度の契約については改善済み。） 

そもそも、本件は、西区消防署大平台出張所と同一区画の一部を放課後児童会が

駐車場として使用しているため、同児童会を担当する西区社会福祉課が緑化業務の

担当課となっているものである。しかし、消防署の敷地の方がはるかに大きいうえ、

緑化しているのは敷地周囲全体であり、景観上は消防署用地も児童会駐車場も一続

きである。土地の使用方法からそれぞれの施設担当部署が業務を行うため、それぞ

れが契約手続きの負担を負ううえに、施設担当部署ごとに管理内容がちぐはぐにな

る可能性もあり、実際、本件では、周囲の部分と比べて樹木が枯れることとなって

しまった。 

本件のような場合には一括発注を行うことがもっともふさわしい。そして、消防

署と区役所とは部署も異なること等から一括発注が難しいのだとしても、例えば、
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同一区画の最大面積を管理する消防署と作業内容を合わせて予算要求をすること

や、金額的に随意契約が許容される範囲であれば消防署が契約した業者を含めて見

積合せを行い、契約を締結する等の対応をするほうが、緑化による良好な環境維持

という本来の目的には沿うものといえる。よって、環境維持が良好に行われるよう、

契約方法を検討する必要がある。 

 

（４）意見 

 

 ア 障害者優先調達の推進 

 

犬居幼稚園旧テニスコート及び周辺除草の業務委託契約において担当課では、業

務地域に業務を行うのに適した規模の障害者就労施設が存在しないことから従来は

障害者優先調達を行えなかった業務についても、年ごとに見直しを行い、障害者優

先調達を増やしているとのことであった。 

除草作業は金額が尐額のため 1 者特命が許容されることも尐なくないが、単に前

年の内容を踏襲するのではなく、本件のように、障害者優先調達方針を踏まえ、障

害者就労施設への委託を検討していくことが望まれる。 

 

  イ 設計金額の積算について 

 

除草作業を継続的に同一業者（浜松市シルバー人材センターが多い）に委託して

いる他部署の契約においては、予定価格の根拠となる見積資料として、前年度の業

務委託先が作成した見積書が添付されている場合が多かった。この場合、契約予定

先の見積書であり価格の適切性の担保が弱い。 

前述のとおり、シルバー人材センターへの業務委託は、高年齢者の就業機会確保

という目的もあり、金額にかかわらず 1 者特命が許容されているが、予定価格が不

相当に高額又は低額とならないよう、経済性の観点はなおも重要である。 

予定価格の算定においては、できるだけ客観的な根拠のあることが望ましく、特

殊な業務においては、業務委託先からの見積書を資料とすることもやむを得ないが、

積算による設計書が作成できるのであれば利用していくべきである。例えば、除草

作業については、工事関係部署において、規模は異なるものの工事積算による算出

が用いられており、他の部署においてもこれを問い合わせて参考にすることも考え

られる。 

 

 

 



第４ 監査の結果（個別案件） 

 

 

56 

 

５ 協働センター関連業務委託 

 

（１）委託業務全般的事項 

 

【事業の概要】 

浜松市の協働センターには第 1 種と第 2 種がある。 

第 1 種協働センターには、舞阪、引佐、三ヶ日、春野、佐久間、水窪、龍山があ

り、これらは、区役所における各課と同列に位置しており、業務委託契約に当たっ

ても、100 万円以下の契約であれば、協働センターで検討会議を開催することができ

る。第 2 種協働センターは、各区役所の区民生活課（東区、南区）、又は、まちづく

り推進課（それ以外の区）の出先機関として位置づけられている。 

 

【委託業務の概要】 

協働センターに関する事業において外部委託を行っているものとしては、センタ

ーの本来的業務である①生涯学習事業や、②成人式開催事業、そして、③協働セン

ターという施設管理のための各種管理業務がある。 

 

【委託理由】 

①生涯学習事業 

その分野に精通した講師に委託することで最も学習の効果があがる。 

②成人式開催事業 

地域性を出すため、地区ごとに実施しており、地区の状況に精通した住民によ

って構成する実行委員会に委託することで住民の需要に合った式典を実施するこ

とができる。 

③施設管理 

ａ専門的な知識・技術や特別な道具が必要なもの（設備保守点検、警備、樹木剪

定、外壁・ガラス清掃） 

協働センターの施設を、住民の利用のために安全で清潔な状態にし、また設備

の耐久力を維持するために行う業務であり、建物としてのセンターを管理する業

務にとどまるから、外部業者への委託も相当である。また、各設備の保守点検や

危険の伴う清掃作業は、専門的な技術・知識を有する業者に担当させることが目

的にかなうし、安全性、経済性にも資する。 

ｂそれ以外のもの（日常清掃・除草、夜間休日当直） 

これらの業務には、専門性は必要ないが、職員の人数や時間上の制約から、外

部委託するほうが効率的、経済的である。そして、清掃や除草は建物の管理のた

めの業務にすぎないし、当直業務も、利用者の便宜のため、決められた内容での
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施設利用受付や届け出の受理を行うにとどまり、外部の者に委託することも相当

である。 

 

【委託業者の選定】 

前述①については、当該分野に精通した講師への 1 者特命にて行われている。こ

の分野は契約金額も 10 万円以下のものが大部分を占めており、特に問題は見られな

かった。 

②については、各地区にて作られている成人式実行委員会の 1 者特命で行われて

いる。金額についても、地区の成人の人数によって予算が割り振られ、その範囲内

で行われており、特に問題は見られなかった。 

③ａについては、協働センターが地域活動に密着しており、通年的に利用される

ことから、各分野の専門業者の中でも地元地域に所在する業者を選定する傾向があ

った。 

ｂについては、専門性が必要ないことから、障害者、高年齢者による業務も可能

であり、障害者就労施設やシルバー人材センターへの委託になじみやすい。協働セ

ンターの業務が地域活動と密接な関連を有していることから、地域の高年齢者に就

業機会を提供している浜松市シルバー人材センターを委託先と選定したとの理由付

けも多く見られた。 

 

（２）監査対象契約 

 

協働センターに関する業務で平成 27 年度中に締結した契約数は 278 件であり、そ

のうち書面監査も含めた監査手続きを実施した契約数は 107 件である。よって、以

下、各協働センターに関する業務の中、特徴的なもの、見直すべき点があるものを

あげる。 

 

① 

委託業務名  床特別清掃業務 

担当課  舞阪協働センター 

予定価格  400,680円 

契約額  353,160円 

契約方法  随意契約（見積合せ） 

 

② 

委託業務名  エレベーター保守点検業務 
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担当課  舞阪協働センター 

予定価格  388,800円 

契約額  194,400円 

契約方法  随意契約（見積合せ） 

 

③ 

委託業務名  建築設備定期点検業務 

担当課  舞阪協働センター 

予定価格  822,960円 

契約額  410,400円 

契約方法  随意契約（見積合せ） 

 

④ 

委託業務名  佐久間協働センター外壁等清掃業務 

担当課  佐久間協働センター 

予定価格  496,999円 

契約額  496,800円 

契約方法  随意契約（見積合せ） 

 

⑤ 

委託業務名  浜松市浦川ふれあいセンター日常清掃業務 

担当課  佐久間協働センター 

予定価格  284,000円 

契約額  274,570円 

契約方法  随意契約（1者特命） 

 

⑥ 

委託業務名 
（一括）浜松市春野協働センター庁舎外2施設日常清掃及び

定期清掃業務 

担当課 春野協働センター 

予定価格 1,500,999円 
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契約額 1,468,800円 

契約方法 指名競争 

 

⑦ 

委託業務名 
 一括）浜松市春野協働センター外2施設自家用電気工作物

保安管理業務 

担当課 春野協働センター 

予定価格 464,999円 

契約額 463,968円 

契約方法  随意契約（見積合せ） 

 

⑧ 

委託業務名  水窪民俗資料館定期清掃業務 

担当課  水窪協働センター 

予定価格  376,999円 

契約額  375,840円 

契約方法  随意契約（見積合せ） 

 

⑨ 

委託業務名  浜松市水窪協働センター事業系一般廃棄物収集運搬業務 

担当課  水窪協働センター 

予定価格  584,000円 

契約額  583,200円 

契約方法  随意契約（見積合せ） 

 

⑩ 

委託業務名 
浜松市富塚協働センターほか1施設空気調和関連機器設備

保守業務 

担当課 中区まちづくり推進課 

予定価格  838,080円 

契約額  270,000円 
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契約方法  随意契約（見積合せ） 

 

 ⑪ 

委託業務名  浜北区協働センター空調設備保守点検業務 

担当課  浜北区まちづくり推進課 

予定価格  1,458,000円 

契約額  1,360,800円 

契約方法  指名競争 

 

⑫ 

委託業務名  （一括）浜松市立庄内公民館ほか6施設警備業務 

担当課  西区まちづくり推進課 

予定価格  270,312円 

契約額  270,312円 （27年度分） 

契約方法  指名競争 

 

⑬ 

委託業務名  浜松市天竜協働センターほか4センター機械警備業務 

担当課  東区区民生活課 

予定価格  244,000円 

契約額  243,648円 

契約方法  随意契約（1者特命） 

 

⑭ 

委託業務名 

 

（一括）浜松市引佐協働センター庁舎（本館）ほか30施設

昇降機設備保守点検業務 

担当課  引佐協働センター 

予定価格  20,939,128円 

契約額  20,888,928円 

契約方法  随意契約（1者特命） 
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（３）業種別一括発注 

 

平成 21年 4月公表の浜松市資産経営推進方針において施設の維持管理コストの最

適化の推進が提言され、浜松市は、平成 21 年度に委託業務の業種別一括発注に取り

組んでいる。平成 21 年度の取組みでは自家用電気工作物、消防設備保守点検、空調

設備保守点検、警備保障設備、自動ドア設備保守点検、浄化槽保守点検・清掃の 6

項目について一括発注が検討された。 

当初は、現在のアセットマネジメント推進課が主導して、対象業種、施設を選択

した経緯があるが、新たに業種別一括発注をする場合は、調達課や上位の部署の指

示で行うのではなく、業務担当課が、一括発注が適するとみられる関係各課との間

で調整を行えば、一括発注が実施できることになっている。この手続きに関しては

アセットマネジメント推進課のライブラリに過去に行った手法を文書化して掲載し

ており、担当課にて利用できるようになっている。 

傾向として、保守点検業務は一括発注になじむが、清掃は施設の仕様に合った業

者選定も必要となるため、一括発注には支障が伴う。 

契約手続きを実施する契約主管課をどこにするかについては、関係各課で調整し

て決める。数年間継続して行う場合には引き続き同一の課にて担当することが多い

が、持ち回り制にしているところもある。 

一括する施設は、同一メーカーの昇降機の保守点検といった契約先が限定されて

いるものについては、地域に着目せずにまとめているが、そのほかの設備の保守点

検については、基本的には区単位でとりまとめている。これは、地域的にも関係の

強い施設間のほうが関係各課の調整がしやすいこと、近隣に位置する施設からの発

注により地元の中小業者でも受託がしやすいことによる。 

一括発注においては、まず、各施設の担当課にて、業務明細書と予算内での積算

内訳を作成する。契約主管課ではこれを受けて、業務委託時の手続きの流れに従い、

仕様書等の作成・積算を行い、指名業者を選定して契約の締結をする。なお、契約

が一括になっても、支払金額は施設ごとに区分された内容になっており、実施され

た業務の確認、支払い手続きは各施設担当者にて行う。 

 

（４）指摘事項 

 

 ア 資料の適切な管理の必要性 

 

舞阪協働センターが担当する契約①、②及び③の資料については、全般的に整理

及び管理がなされていなかった。これらの契約をはじめとする複数の契約において、

参考見積書、設計書が該当年度の契約関係書類と同一場所に保管されておらず、往
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査時点では、その所在が明らかでなかった。かかる状況となった理由は、担当職員

が一時期他部署へ配置転換となっていたため直ちに所在がわからなかったというこ

とであり、その職員の復帰後に改めて確認したところ、前年度に取得した書類であ

ったため前年度の資料と合わせて保管されていたとのことであった。 

予定価格の根拠資料については、情報公開請求がなされれば回答が必要となり得

る事項であり、特に上記各契約については、予定価格と契約額の金額差もあり、金

額の根拠は明らかにしておく必要がある。 

職員の欠員という負担があったとはいえ、職員の異動は一般的なことであり、担

当者不在でも資料を適切な場所・形式で保管することは必要であり、改善が求めら

れる。 

 

イ 参考見積の取得と予定価格設定 

 

予定価格の算出根拠として、前年度に業務委託した業者による参考見積書が添付

されている契約書類は各区の協働センター管理に関する契約において多く見られた

（契約④～⑨）。 

特に天竜区内の第 1 種協働センターに関しては、前年度と同一業者の参考見積書

のみが添付されている事案について、尐なくとも過去 5 年間、委託先が同一業者で

あり、契約金額も消費税額以外は同額であるというものが、上記の各業務をはじめ

相当数存在した。 

業務委託先として単一業者のみに依拠することは、業務委託契約における競争性

や公正性を疑わせることにもつながり、1 者特命契約はもちろん、見積合せがなされ

ている場合であっても、金額が低い方向に不相当な可能性もあり、当該業者が受託

できなくなったときの引受先が見つからない事態も生じうる。 

したがって、尐なくとも数年おきには、予定価格の算出において、複数業者から

参考見積を取得したり、積算による設計を行ったりして、前年の受託業者以外から

の客観的な裏付け資料を付すべきである。 

 

 ウ 見積りと仕様の対応 

 

契約⑩は、富塚協働センター及び佐鳴台協働センターに設置されているガス熱源

空調設備の保守に関する契約である。前年度には同種の空調設備が県居協働センタ

ーでも使用されており、3 館についての一括契約であったが、県居協働センターでは

別の空調設備を新設したため、平成 27 年度は 2 館の一括契約となった。 

平成 27 年度分の予定価格の算出基礎の資料として、前年度の入札業者より見積書

を取得しており、そこには 3 館分での見積りがされていたが、予定価格を決める際
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に当年は 2 館分の一括契約であるのに 3 館分の一括契約を前提とした当該見積書の

合計額を 2 館に割り振る形で金額が設定されていた。本来は 3 分の 1 相当額を富塚

及び佐鳴台協働センターそれぞれの空調設備保守契約の予定価格とすべきであった。

そのため、予定価格と契約額に大きな差が生じる結果となっている。 

要求した予算は、3 館の空調設備の保守費用であるから、一括契約から外れた県居

協働センターの空調設備の保守費用も含むものである。今回は、県居協働センター

は空調新設のため、その保守費用が低額で済んでおり予算不足とはならなかったが、

実際の仕様に対応した予算及び予定価格の設定がされないと、他の業務において予

算不足ともなりかねない。予定価格の算出基礎が資料と合致するのか、適切に確認

がされるべきである。 

 

  エ 低額すぎる見積額 

 

契約⑪は、従前の受託業者による入札金額・見積金額が不相当に低額であったた

め、当該業者が受託できなくなった場合に、委託先を失ってしまったケースである。 

当初、本件は、浜北区内の協働センター4 館についての空調設備保守点検（各施設

年 2 回）を仕様とするものであり、前年を含む数年間業務を受託していた業者によ

る見積書を予定価格の算定基礎としていた。しかし、平成 27 年については当該業者

が倒産し、指名業者に含められなかったところ、設定した予定価格以下で入札する

業者がなく、不調となった。そのため、工事による休館期間のあった協働センター2

館を除外し、残りの 2 館のみ（年 2 回）を対象とする仕様に変更し、再度入札を行

う結果となった。なお、翌平成 28 年度については、予算額を増額し、4 館を対象と

する仕様（前年実施の 2 館は年 1 回、未実施の 2 館は年 1回）にて契約している。 

できるだけ契約金額を抑えコスト削減に努めることも重要であるが、業務委託先

を安定的に確保するためには、複数の業者からの参考見積を取得し、相場から外れ

ていない金額を設定することも不可欠である。 

また、今回、予算内に収めるために点検回数を減らすという仕様変更を行って対

処しており、それで問題がなかったのであれば、仕様そのものについて、単に従来

の内容を踏襲するのではなく、必要十分な内容となっているかについて定期的に見

直す必要がある。 

 

  オ 長期継続契約 

 

機械警備については、当該警備機器の設置業者に複数年間にわたり業務を担当さ

せることが、コスト面及び間断のない安定した警備の継続の面から適切であり、長

期継続契約とすることが条例により認められている。西区（契約⑫）や南区の協働
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センターでは長期継続契約が締結されていたが、東区（契約⑬）の協働センターに

ついては、単年での契約となっていた。 

長期継続契約については改めて後述するが、調達課にて、担当課に長期継続契約

が可能であることを周知させ、事務負担の軽減に努める必要がある。 

 

  カ 業種別一括発注 

 

現在実施されている一括発注は、平成 21 年度に現在のアセットマネジメント推進

課の主導で始められたものがほとんどで、新たに業務担当課から申し出て始まって

いるものは尐ない。 

一括発注においては、金額が抑えられる効果が期待でき、たとえ経済的な効果が

大きくないとしても、発注する業務担当課において契約手続きの事務負担が減るこ

とになり、導入のメリットは小さくないといえる。 

現状、一括発注が、業務担当課からの発案で行えること自体，各課にあまり知ら

れておらず、一括発注制度や手続マニュアルの存在を改めて知らせることを検討す

べきである。また、当該マニュアルがアセットマネジメント推進課のライブラリに

掲載されていることも、業種別一括発注を担当課に周知されない理由の一つと考え

られるため、掲載場所を調達課のライブラリとする方が適切である。 

 

（５）意見 

 

  ア 業種別一括発注状況の分析 

 

担当課では他の施設の業務委託状況を知る機会は多くない。このため、一括発注

を検討しようとするインセンティブも働きにくい。よって、区の取りまとめをする

区振興課や施設管理を総括するアセットマネジメント推進課、業務委託を総括する

調達課などにおいて、各施設の業務委託を横断的に分析することも検討が望まれる。 

 

６ 美術館関連業務委託 

 

（１）事業の概要 

 

浜松市が所有する浜松市美術館（浜松市中区）及び秋野不矩美術館において、各

美術品の展覧やイベントの開催を通じて、市民の文化的な生活に寄与することを目

的としている。 

美術館は美術品という代替がきかない物品を所有し管理する必要がある。物的な



第４ 監査の結果（個別案件） 

 

65 

 

破損を防止することはもちろんのこと、経年による务化も極力抑える必要があるこ

とから、修復には極めて特殊な技能を必要とする。 

そのため、美術館を運営する上で必要な業務の多くは、極めて特殊な技能・ノウ

ハウを要し、当該技能・ノウハウを有する者への委託なくしては、適切な運営を継

続的に実施することが困難である。以上により、美術館業務の多くについて、業務

を委託している。 

 

（２）監査対象契約 

 

美術館事業において締結した以下の契約を監査した。 

①  

委託業務名 （一括）浜松市美術館ほか 6 施設消防設備保守点検業務 

担当課 市民部美術館 

予定価格 2,752,164 円 

契約額 
2,622,672 円 

内、浜松市美術館帰属額 339,678 円 

契約方法 指名競争入札 

 

【委託業務の概要】 

美術館を含めた計 7 施設における、消防設備（消火・警報・避難設備）の保守点

検業務である。消防設備の保守点検は、実施する業務内容について施設ごとに大き

な差異がないことから、市は一括して業務委託を実施している。その内、施設の所

有面積等を参考にし、施設ごとに分配した金額を各施設への帰属額としている。 

  

【委託理由】 

消防設備の保守点検は、施設維持のためには必須であり、また法令によって定期

的な点検が必要とされている。消防設備の点検には特殊な技能と知識を必要とし、

その裏付けとして、点検を実施する者が専門家であることを認められた資格を有し

ていなければならない。 

このような特殊な案件であることから、市単独で実施することは困難であり、業

務を委託している。 

 

 【委託業者の選定】 

指名競争入札の参加業者は、委託業務を希望する登録業者のうち、第 1 希望業種

を消防用設備点検としている会社 30 社から技術員数等を考慮して 5 社を選定。選定
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された業者の中から、入札手続きを実施し、落札した業者と業務委託契約を締結し

ている。 

 

② 

委託業務名 浜松市美術館樹木等管理業務 

担当課 市民部美術館 

予定価格 208,440 円 

契約額 208,440 円 

契約方法 随意契約（1 者特命） 

 

【委託業務の概要】 

浜松市美術館の敷地周辺に生息・栽培している樹木等の管理業務（清掃や剪定）

である。 

  

【委託理由】 

特殊な技能やノウハウを有する業務ではない。 

「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」に基づき、高年齢者の就業機会の確

保を目的として委託している。 

 

 【委託業者の選定】 

第一段階では、入札参加資格登録者かつ第 1 希望業種が緑地・樹木・雑草等管理

委託である業者を抽出。そのうえで「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」に

基づき高年齢者による業務の実施及び報酬の支払いを取りまとめている公益社団法

人浜松市シルバー人材センターへ随意契約による業務委託を行っている。 

契約額は、前年度の契約額及び対象業者への事前見積を参考にして決定されてい

る。 

本契約は、浜松市契約規則及び随意契約ガイドラインに準拠したうえで、締結さ

れている。 

 

③ 

委託業務名 秋野不矩美術館建物清掃等業務 

担当課 市民部美術館 

予定価格 1,639,457 円 

契約額 1,308,225 円 
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契約方法 指名競争入札 

 

【委託業務の概要】 

秋野不矩美術館建物内の清掃業務。建物内の掃除のみならず受水槽の清掃業務も

含まれている。 

  

【委託理由】 

一般的な施設の清掃業務であれば、それほど高い技術を有するという程ではない

が、美術館の特殊な素材の床等を清掃する特殊な業務は職員では対応できず、また、

当該委託業務に含まれる受水槽清掃消毒業務は有資格者が職員にはいないため、専

門業者に委託する。 

 

【委託業者の選定】 

指名競争入札の参加業者は、委託業務を希望する登録業者のうち、受水槽清掃も

希望業種にしている会社 4 社を選定対象としている。選定された業者の中から、入

札手続きを実施し、落札した業者と業務委託契約を締結している。 

 

④ 

委託業務名 秋野不矩美術館樹木等管理業務 

担当課 市民部美術館 

予定価格 361,493 円 

契約額 359,640 円 

契約方法 随意契約（1 者特命） 

 

【委託業務の概要】 

秋野不矩美術館の敷地内の樹木の剪定及び草刈り業務である。 

 

【委託理由】 

特殊な技能やノウハウを有する業務ではない。 

「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」に基づき、高年齢者の就業機会の確

保を目的として委託している。 

 

【委託業者の選定】 

第一段階では、入札参加資格登録者かつ第 1 希望業種が緑地・樹木・雑草等管理

委託である業者を抽出。そのうえで「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」に
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基づき高年齢者による業務の実施及び報酬の支払いを取りまとめている公益社団法

人浜松市シルバー人材センターへ随意契約による業務委託を行っている。 

契約額は、前年度の契約額及び対象業者への事前見積を参考にして決定されてい

る。 

本契約は、浜松市契約規則及び随意契約ガイドラインに準拠したうえで、締結さ

れている。 

 

⑤ 

委託業務名 特別展「入江一子展」印刷物作製業務 

担当課 市民部美術館 

予定価格 706,320 円 

契約額 624,240 円 

契約方法 随意契約（1 者特命） 

 

【委託業務の概要】 

「入江一子展」に関する、ポスター・チラシ等の印刷物を作製する業務である。 

  

【委託理由】 

美術展における印刷物の印刷を実施する設備・ノウハウは市にはないことから、

委託業務とされている。 

 

【委託業者の選定】 

同展は、もともと随意契約先との共催であること及び契約先が印刷物作製のノウ

ハウを有している会社であることから、他業者へ委託するよりも、内容説明等の時

間的・人的負担が抑えられるとともに、金銭的な負担軽減も図ることができるので、

共催先への委託という方法を採用している。 

本契約は、浜松市契約規則及び随意契約ガイドラインに準拠したうえで、締結さ

れている。 

 

⑥ 

委託業務名 特別展「畠中光享展」広告制作業務 

担当課 市民部美術館 

予定価格 896,400 円 

契約額 896,400 円 
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契約方法 随意契約（1 者特命） 

 

【委託業務の概要】 

「畠中光享展」に関する、新聞・ラジオ・テレビ広告の制作業務である。 

  

【委託理由】 

美術展における広告業務を実施する設備・ノウハウは市にはないことから、委託

業務とされている。 

 

【委託業者の選定】 

同展は、もともと随意契約先との共催であること、及び、契約先がＣＭ製作並び

に新聞紙上への掲載、テレビ放映や放送のノウハウを有している会社であることか

ら、他業者へ委託するよりも安価で効果的な広報ができるので、共催先への委託と

いう方法を採用している。 

本契約は、浜松市契約規則及び随意契約ガイドラインに準拠したうえで、締結さ

れている。 

 

⑦ 

委託業務名 特別展「畠中光享展」印刷物作製業務 

担当課 市民部美術館 

予定価格 879,768 円 

契約額 668,088 円 

契約方法 随意契約（見積合せ） 

 

【委託業務の概要】 

「畠中光享展」に関する、美術展のポスター、チラシ等の印刷物の作製業務であ

る。 

 

【委託理由】 

美術展におけるポスター、チラシ等の印刷業務を実施する設備・ノウハウは市に

はないことから、委託業務とされている。 

 

【委託業者の選定】 

契約金額から随意契約を選択できること及び美術展が基本的に１回限りで継続性

がないことから、随意契約を採用している。 
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本契約は、浜松市契約規則及び随意契約ガイドラインに準拠したうえで、締結さ

れている。 

 

⑧ 

委託業務名 
第 1回所蔵品展文化財撤去及び第 2回所蔵品展文化財展示

業務 

担当課 市民部美術館 

予定価格 345,600 円 

契約額 345,600 円 

契約方法 随意契約（1 者特命） 

 

【委託業務の概要】 

第 1 回所蔵品展で展示した文化財のうち、展示が終了したものを展示室から撤去

し、秋野不矩美術館第 1・第 2 収蔵庫へ収納。第 2 回所蔵品展で展示する文化財を秋

野不矩美術館第 1・第 2 収蔵庫より搬出し、展示。なお、文化財撤去には、パネル、

キャプション、演示具の撤去、結界一時撤去を含む。文化財展示には、パネル、キ

ャプション、演示具の設置、照明調整、結界設置を含む。 

（作品点数） 

第 1 回所蔵品店文化財撤去 本が 38 点・商品等 6 点 

第 2 回所蔵品展文化財展示 本画 21 点 

 

【委託理由】 

美術品に関して慎重な取扱が必要なため、専門業者に委託する。 

 

【委託業者の選定】 

秋野不矩作品の大作の展示作業を行うため、美術作品の取扱いに熟知した、過去

に秋野不矩美術館において適切に業務を履行した実績のある業者を選定している。 

美術品の展示・撤去を行う専門の部署があり、経験を積んだ専属の作業員が常駐

している業者が市内にないこと、また、展示替えのための期間が短いため、展示作

業の効率性から、秋野不矩美術館で展示替えに熟知した業者に委託するのが適当で

あること、などの理由により、実績のある業者との 1 者特命の随意契約により契約

を締結する。 

（展示替えの期間） 

第 1 回所蔵品展最終日 4 月 19 日、第 1回特別点展示作業開始日 4月 22日 

収蔵庫くん蒸作業終了予定日 6 月 17 日、第 2 回所蔵品店初日 6月 20日 
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⑨ 

委託業務名 
特別展「入江一子展」文化財輸送展示業務及び第 4 回所蔵

品展文化財展示業務 

担当課 市民部美術館 

予定価格 3,172,788 円 

契約額 2,238,000 円 

契約方法 指名競争入札 

 

【委託業務の概要】 

当該委託業務は、特別展「入江一子展」の文化財集荷・輸送・搬入・展示・撤去・

搬出・返却作業及び収蔵庫文化財の移動・整理作業及び、第４回所蔵品展文化財展

示を受託者に委託することにより、安全かつ迅速に業務を行い、もって、展覧会を

安全で良好に開催することを目的とする。 

（出品作品）入江一子 作品 37 点 秋野不矩 特別出品 7 点 

（期間）特別展 平成 27 年 10 月 10 日（土）～平成 27年 11月 15日（日） 

   第 4 回所蔵品展 平成 27 年 11 月 20 日（金）～平成 27年 12月 20日（日） 

（業務日程） 

  集荷（借用） 平成 27 年 9 月 1 日（火）～平成 27年 10月 5日（月） 

  開梱・展示  平成 27 年 10 月 6 日（火）～平成 27年 10月 8日（木） 

  撤収・片付・展示 平成 27 年 11 月 16 日（月）～平成 27年 11月 17日（火） 

  搬出（返納） 平成 27 年 11 月 18 日（水）～平成 27年 11月 30日（月） 

（集荷（借用）、搬出（返納）の所要日数） 

借用先 作家宅、個人所蔵家、女子美術大学美術館 所要日数 3 日 

山口県立美術館 所要日数 2 日 

 

【委託理由】 

美術品の輸送等、慎重な取扱いが必要なため、専門知識、経験があり、美術品輸

送の専門部署を有する業者に委託する。 

 

【委託業者の選定】 

指名競争入札（指名 4 者）により、1 者を選定している。 

美術品を輸送して・展示・撤去等を行う専門家や、経験を積んだ作業員を有して

おり、美術品の輸送に対応した衝撃を緩和し厳重に施錠できる空調付き美術品専用

輸送車両を保有する業者である。 

指名業者の定数は 5 者であるが、市登録業者で輸送業務委託を希望し、条件を満
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たす業者は 4 者の他にはない（登録時の実績状況、各社のＨＰ等を確認）。 

 

（３）指摘事項 

 

 ア 清掃業務等における、同一業者に対する契約方法及び金額設定方法の見直しにつ

いて 

美術館関連部課において、敷地周辺の清掃業務、剪定業務及び駐車場整理業務は、

全て同じ業者が委託を受けており、全 5 契約の全てが随意契約（1 者特命）によって

契約締結されている。契約 1 件当たりの委託金額は 20 万円～30 万円未満と尐額では

あるものの、市民部で委託している金額の合計額は、142 万円となる。 

また、同業者は市の他の部門でも清掃業務を受託しており、当外部監査において

対象とした委託業務の範囲において、計 100 件、金額にして 1 億 200 万円が全て随

意契約（1 者特命）によって締結されていた。 

当該委託先は、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」に基づき、高年齢者の

就業機会を確保する目的から、優先調達先として選定されている経緯がある。 

また、同法によって随意契約を締結することは、地方自治法施行令において認め

られているところである。さらに、浜松市契約規則第 20 条別表及び調達課が定めて

いる随意契約ガイドラインでは、契約金額が 100 万円以下の業務委託等契約につい

ては随意契約によることが認められている。 

 

しかし、高年齢者の就業機会を確保するためであるとしても、当該目的を達成す

るには上記委託先への随意契約（1 者特命）でないと成し遂げられない、というもの

ではないと考える。実際に市が委託している高年齢者の就業機会の確保を目的とし

た業務は当委託先以外にも存在するがその件数は数件と非常に尐ない。 

 

また、清掃・剪定業務という業務を細かい単位に分割して契約を締結する合理的

な理由が見つけられないことにも問題が存在すると考える。 

 

確かに地域によっては、依頼をしても地理的条件等を理由に引き受けてくれる業

者が存在しないケースがある。その場合は、他に引き受け意思のある業者が存在し

ないという理由から 1 者特命で委託をする、ということに合理的理由は見いだせる

が、上記した随意契約案件には、やむを得ない理由で 1 者特命にしたとはいえない

契約も存在する。 

以上を踏まえて、清掃業務における契約の切り分け方を見直し、複数の契約を現

在よりも尐数の契約にまとめること、内容や委託金額によっては 1者特命ではなく、

競争入札、随意契約であっても見積合わせを実施するなど、他の業者への受託意思
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を促すことを検討すべきだと考える。 

 

一方で、契約の範囲は各部課の予算要求の段階で予算額とともに決定されること

及び予算要求した部課が契約後の監督や支払手続業務も実施することから、複数の

契約をまとめてしまうと、契約後の部課の監督・支払手続きの範囲が不明確になる、

という意見も考えられる。 

その点、契約①の消防設備の点検業務は、複数の施設に対する業務について一つ

の契約書にまとめており、また各部課内の配分額も適切に決定されている。また調

達課へのヒアリングを実施したところ、複数の案件をまとめた総合的な委託契約書

の作成は、当該契約書に個別の案件及び担当部課、委託金額を明記すれば、現行の

法令・規則上でも実行は可能である、とのことであったことから、指摘事項の実現

可能性は尐なからず認められると考える。業種別一括発注については前述したとお

りである。 

 

随意契約ガイドラインによれば、随意契約によることができる条件を記載してい

るとともに、「条件に該当させるため、作為的に発注を分割することは許されないの

で、厳に慎むこと。」との旨も記載されている。 

作為的に行われていると断定するわけではないが、契約書等形式的な状況を確認

したうえでは、作為的だと疑われる・誤解を受ける可能性も存在することから、そ

の点においても、契約方式について、検討の余地があるものと考える。 

 

イ 契約締結業務について 

 

契約⑧において契約先業者が委託業務契約書に貼付した収入印紙について、運送

に関する契約書（契約金額 500 万円以下）に対応する 2,000 円を添付すべきところ、

請負に関する契約書（契約金額 300 万円以下）に対応する 1,000 円が添付されてい

るにもかかわらず、そのまま受領し、保管されている。平成 27 年度には、他に輸送

を伴う委託業務として『特別展「畠中光享展」文化財輸送展示業務及び第 5 回所蔵

品展文化財撤去、第 6 回所蔵品展文化財展示業務』があるが、当該業務契約書には、

運送に関する契約書として所定の収入印紙が添付されている。 

輸送を伴う業務委託は、毎年度継続して行っており、特定年度の特別な委託業務

ではないため、業者が貼付する収入印紙が正確なものとなっているか定型的なチェ

ック体制を整備し、運用する必要があるものと考える。 

 

ウ 随意契約における見積り徴取について 
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浜松市契約規則第 21 条は、3 者以上からの見積徴取を要する随意契約の例外とし

て、以下の 4 項目を規定している。 

（1）予定価格が 30 万円以下の契約を締結しようとするとき。 

（2）契約の性質又は目的により契約の相手方を特定せざるを得ないとき。 

（3）緊急を要するとき。 

（4）前 3 号に掲げるもののほか、市長が特に複数の者から見積書を徴する必要が

ないと認めたとき。 

契約⑧の随意契約理由書では、委託先が専門性、実績を有すること、及び委託業

務の緊急性について記載されることで随意契約を締結している契約があるものの、

美術展によっては、指名競争入札が実施されているものがあり、特段、1 者特命とす

べき合理的理由は認められないケースが散見される。1 者特命の理由とすることの合

理性について再検討すべきと考える。 

 

（４）意見 

 

ア 広告・印刷業務における契約方法について 

 

美術館に関する広告及び印刷業務は、美術品を掲載することも多いため、他の分

野に比べてそのデザイン性が重要視されるものである。 

そのため、広告・印刷業務においては、共催相手が美術展に関する広告・印刷の

経験を有している場合や、デザインが既に決定されている場合を除いて、見積合せ

などの金額的比較のみならず、プレゼン等を実施し、内容に関しても比較検討を行

う方が、より美術展の成功により寄与するものではないかと考える。 

 

７ 博物館関連業務委託 

 

（１）事業の概要 

 

浜松市博物館は、文化財課に属する。昭和 33 年に開館した浜松市立郷土博物館を

前身とする歴史系博物館であり、原始から近代まで浜松地域の歴史資料を紹介して

いる。浜松市博物館のある蜆塚公園は、縄文時代の集落で国指定史跡に指定されて

いる「蜆塚遺跡(しじみづかいせき)」に隣接している。平成 27 年度の年間入館者数

は 47,585 人である。 

浜松市博物館の事業は以下のとおりである（浜松市博物館条例第 3 条）。 

（1） 考古、歴史、民俗、自然等に関する博物館資料を収集し、保管し、及び展

示すること。 
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（2） 博物館資料の利用に関し、必要な説明、助言、指導等を行うこと。 

（3） 博物館資料に関する専門的及び技術的な調査研究を行うこと。 

（4） 博物館資料の保管及び展示等に関する技術的研究を行うこと。 

（5） 博物館資料に関する案内書、解説書、調査研究の報告書等を作成し、及び

頒布すること。 

（6） 博物館資料に関する講演会、講習会、研究会等を開催すること。 

（7） 他の博物館と協力し、情報の交換、資料の相互貸借等を行うこと。 

（8） 学校、図書館、公民館等と協力し、その活動を援助すること。 

（9） 博物館活動等に伴う集会及び展示のために施設を提供すること。 

（10）蜆塚遺跡及び伊場遺跡の維持管理を行うこと。 

（11）前各号に定めるもののほか、教育委員会が必要があると認める事業 

展示については、必要に応じて資料を入れ替えるが基本的な構成を変更すること

なく通年の来館者の利用に供する「常設展示」を主として、約 1 箇月間を期間とし

て常設展示の内容を掘り下げるテーマを設定した「テーマ展示」と、約 1 箇月間を

期間として他の地域や様々な文化と浜松の関連性を把握できるよう広い視野に立っ

た内容の「特別展示」、新しい収蔵品を紹介する速報展示や各種小展示を随時開催し

ている。 

 

（２）監査対象契約 

 

 ① 

委託業務名 平成 27 年度 伊場遺跡公園内巡回・清掃業務 

担当課 市民部文化財課 

予定価格 460,000 円 

契約額 403,920 円 

契約方法 随意契約（1 者特命） 

 

【委託業務の概要】 

平成 27 年度 伊場遺跡公園内巡回・清掃業務は、伊場遺跡公園内の公衆便所の清

掃・公園内の見回りが主な業務である。 

 

【委託理由】 

伊場遺跡公園内の美観及び衛生的な環境の確保を図るため、伊場遺跡公園内の清

掃業務を外部委託するものである。 
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【委託業者の選定】 

障害者優先調達により、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

の法律第 5 条第 11 項に規定する障害者支援施設、地域活動支援センター、障害者福

祉サービス事業を行う施設に該当する施設と契約するため随意契約としている。 

 

② 

委託業務名 平成 27 年度 浜松市博物館等警備業務 

担当課 市民部文化財課 

予定価格 735,000 円 

契約額 712,800 円 

契約方法 随意契約（見積合せ） 

 

【委託業務の概要】 

平成 27年度 浜松市博物館等警備業務は、浜松市博物館、蜆塚公園内旧高山住宅、

蜆塚公園内復元家屋 5 棟、蜆塚公園内別館、伊場遺跡公園内復元家屋 6 棟の機械に

よる盗難火災その他の異常事態の監視を委託するものである。 

 

【委託業者の選定】 

専門知識と体制が必要であるため、準市内業者で警備業務委託（機械警備）に登

録した業者から選定し、3 者の見積合せによる随意契約により業務委託している。 

 

③ 

委託業務名 平成 27 年度 浜松市博物館清掃業務 

担当課 市民部文化財課 

予定価格 3,625,000 円 

契約額 3,132,000 円 

契約方法 指名競争入札 

 

【委託業務の概要】 

平成 27 年度 浜松市博物館清掃業務委託は、日常清掃、床面ワックス、掛け窓ガ

ラス清掃などの特別清掃、空気環境測定を委託するものである。 

 

【委託理由】 

浜松市博物館、博物館付属施設及び蜆塚公園の美観及び衛生的な環境の確保を図
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るために実施している。 

 

【委託業者の選定】 

市内業者で、施設・建物清掃業務委託に登録した業者から指名競争入札により選

定している。 

 

④ 

委託業務名 
平成 27 年度 蜆塚公園、伊場遺跡公園及び伊場遺跡保存

用地管理業務 

担当課 市民部文化財課 

予定価格 4,861,000 円 

契約額 4,752,000 円 

契約方法 指名競争入札 

 

【委託業務の概要】 

平成 27 年度 蜆塚公園、伊場遺跡公園及び伊場遺跡保存用地管理業務は、遺跡公

園としてふさわしい環境づくりを目指して、蜆塚公園及び遺跡公園内の除草・刈り

込み等を行う業務委託である。 

  

【委託理由】 

公園内は樹齢を重ねた高木（15～ 20ｍ）が多いため、高木剪定作業に精通した業

者に業務委託する。 

 

【委託業者の選定】 

市内業者で緑地・樹木・雑草等管理業務の実績があるものから指名競争入札によ

り選定した。 

 

⑤ 

委託業務名 平成 27 年度 浜松市博物館テーマ展資料の運搬展示業務 

担当課 市民部文化財課 

予定価格 990,000 円 

契約額 990,000 円 

契約方法 随意契約（1 者特命） 
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【委託業務の概要】 

「平成 27 年度 浜松市博物館テーマ展資料の運搬展示業務」は、平成 27 年 9 月

19 日から平成 27年 10月 18 日まで開催したテーマ展「ライラックの軌跡」で展示す

るオートバイの運搬展示を委託するものである。 

 

【委託業者の選定】 

戦後の浜松はオートバイ産業が盛んになり、多くのオートバイメーカーが設立さ

れた。そのひとつに伊藤正の設立した「丸正自動車製造」があり、同社の製造した

ライラックは人気を集めた。展示するオートバイは全て「ライラックの友の会」会

員が所有するオートバイであり、現存するライラックのオートバイを多種類にわた

って良好な状態で所有している団体は「ライラックの友の会」をおいて他にない。

そのため、予定価格 30 万円超 100 万円以下の業務委託で 3 者以上の見積合せとすべ

きところ 1 者特命の随意契約としている。 

 

⑥ 

委託業務名 
浜松市博物館特別展「徳川家康 天下取りへの道」展示品

運送展示業務 

担当課 市民部文化財課 

予定価格 3,500,000 円 

契約額 2,678,400 円 

契約方法 指名競争入札 

 

⑦ 

委託業務名 
浜松市博物館特別展「徳川家康 天下取りへの道」会場設

営業務 

担当課 市民部文化財課 

予定価格 990,000 円 

契約額 989,280 円 

契約方法 随意契約（見積合せ） 

 

【委託業務の概要】 

浜松市博物館特別展「徳川家康 天下取りへの道」展示品 運送展示業務は、平

成 27 年 11 月 1 日から平成 27 年 12 月 6 日まで徳川家康公顕彰四百年記念事業特別

展「徳川家康天下取りへの道－家康と遠江の国衆－」を開催するに当たり、徳川家
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康と井伊直虎や飯尾連龍など遠江の国衆の資料を集め、展示品を所蔵者から安全に

集荷・搬入し、効果的な展示を行い、原状を変えることなく搬出・返納を行う業務

委託である。 

関連して会場設営についても外部へ委託して行われている。 

 

【委託業者の選定】 

美術品輸送の専門業者に委託する必要があり、美術品・文化財輸送の専門部署を

自社内に持ち、自社所有の美術品専用車両を配置しているとともに、甲冑や書画の

取り扱いに対する専門知識・技術を有し、作業実績のある担当者を配置することが

できること、「美術品梱包輸送技能士」の資格を持つ職員を有する業者であること、

という条件を求めている。 

しかし、平成 27・28 年度の入札参加資格者名簿に登載され、該当する業種（運送

業務委託）について登録が認められた業者のうち、条件を満たす市内業者はなく、

準市内業者・市外業者を含めても３者しか指名できる業者がなかった。指名した 3

者のうち 1 者は回答がなく、1 者は辞退したため、定数 5 の指名競争入札にも関わら

ず残る 1 者による入札となった。専門業者は大都市に集中し、入札に参加する条件

が厳しいうえ、展示は秋に集中するため業者の確保が難しい。入札が不調に終わり

業務委託契約を締結することができない場合、美術品の搬入ができず展示が不可能

になる場合も考えられる。 

 

⑧   

委託業務名 平成 27 年度 浜松市博物館等消防設備保守業務 

担当課 市民部文化財課 

予定価格 559,000 円 

契約額 555,768 円 

契約方法 随意契約（見積合せ） 

 

【委託業務の概要】 

浜松市博物館等の消防設備の保守業務の点検を委託 

 

⑨   

委託業務名 
平成 27 年度 （一括）浜松市博物館ほか 6 施設空調関連

機器設備保守点検業務 

担当課 市民部文化財課 
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予定価格 4,756,000 円 

契約額 4,540,320 円 

契約方法 指名競争入札 

 

【委託業務の概要】 

浜松市博物館等の管理する施設の空調設備等保守点検業務の委託。6 施設について

一括で契約している。 

 

⑩ 

委託業務名 平成 27 年度 浜松市博物館テーマ展展示会場設営業務 

担当課 市民部文化財課 

予定価格 550,000 円 

契約額 440,100 円 

契約方法 随意契約（見積合せ） 

 

【委託業務の概要】 

浜松市博物館テーマ展の展示会場の設営業務 

 

⑪ 

委託業務名 平成 27 年度 浜松市博物館等建築設備定期点検業務 

担当課 市民部文化財課 

予定価格 357,000 円 

契約額 348,840 円 

契約方法 随意契約（見積合せ） 

 

⑫ 

委託業務名 
平成 27 年度 浜松市博物館収蔵品台帳のデジタル化及び

公開業務 

担当課 市民部文化財課 

予定価格 2,700,000 円 

契約額 1,944,000 円 

契約方法 指名競争入札 
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⑬ 

委託業務名 
平成 27 年度 浜松市博物館収蔵資料の写真撮影及びデ

ータ登録業務 

担当課 市民部文化財課 

予定価格 756,000 円 

契約額 753,840 円 

契約方法 随意契約（見積合せ） 

 

【委託業務の概要】 

収蔵品台帳のデジタル化及び公開業務。収蔵品検索システム「ある蔵」により、

浜松市博物館及び 13 の分館の収蔵資料公開を目的とするものである。収蔵品検索シ

ステムで収蔵品の写真も公開されており、その写真撮影及びデータの登録業務も委

託。 

 

⑭ 

委託業務名 平成 27 年度 浜松市博物館体験事業 

担当課 市民部文化財課 

予定価格 400,000 円 

契約額 400,000 円 

契約方法 随意契約（1 者特命） 

 

【委託業務の概要】 

浜松市博物館では参加型事業を実施しており、その事業の運営等を委託するもの

である。浜松市博物館では参加型事業等においてボランティアが補助に入っており、

そのボランティアを取りまとめている委員会との随意契約により契約を締結してい

る。 

 

（３）指摘事項 

 

ア 機械警備の契約方法の見直し 

 

契約②の機械警備の業務委託は、単年度の随意契約により委託している。機械警備

については前述したとおり、長期継続契約が可能である。 

また、本件は予定価格が 30 万円超 100 万円以下の業務委託であるため、随意契約に
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より契約が締結できるものの、原則として見積合せが必要となる。この点、担当課は

必要な手続きを取って契約を締結しているが、機械警備については機械を設置してい

る業者以外へ業務委託することは通常、想定されていないこと、博物館の機械警備に

は他の施設にはない特殊なものが配備されていることを考えると、毎年、見積りを複

数者から徴取することは事務的負担を増やすだけとも言える。 

よって、見積りの徴取を簡素化したり、長期継続契約で契約することを検討する等、

契約方法の見直しを行い、事務手続きの効率化を図る必要がある。 

 

（４）意見 

 

  ア 障害者優先調達について 

 

契約①については障害者優先調達を理由とする随意契約により契約が締結されてい

る。これ以外にも博物館の業務委託には発注を見直すことにより特定調達品目に該当

する可能性がある草取りや清掃の業務委託がある。障害者就労施設等における受注が

増えるよう、検討が望まれる。 

 

８ 動物園関連業務委託 

 

（１）監査対象契約 

 

動物園の事業で締結される業務委託契約のうち、改善すべき点がある契約につい

て以下述べる。 

① 

委託業務名 浜松市動物園ホームページ作成及び管理業務 

担当課 都市整備部動物園 

予定価格 700,000 円 

契約額 700,000 円 

契約方法 随意契約（1 者特命） 

 

【委託業務の概要】 

浜松市動物園情報の記事作成及び作成補助並びに浜松市動物園情報サイト（ＮＰ

Ｏ法人浜松市動物園協会運営）への記事掲載 

ア 展示動物の詳細情報の更新 

イ 飼育職員・獣医師等職員作成記事（飼育員だより等）の掲載等 
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ウ イベント情報の更新 

エ その他随時掲載情報（臨時閉園情報等）更新 

 

【委託理由】 

浜松市動物園公式ホームページの維持管理を行う。併せて、展示動物やイベント

などの最新情報を広く発信し、動物園への理解や関心を深め身近に感じてもらい、

また、入園者の増加及びリピーター率向上を図る。 

 

【委託業者の選定】 

ＮＰＯ法人浜松市動物園協会と随意契約（1 者特命）により契約を締結している。

随契理由は、浜松市動物園公式ホームページを運営し、既に動物園に関する情報を

発信している団体であり、継続的な組織活動が可能な唯一の団体である。浜松市動

物園事業の発展振興を図り、併せて、動物愛護の思想の普及を目的として設立され

た団体であり、動物園との協働事業を継続的に実施しており、また着実に実績をあ

げている団体であるためである。 

 

② 

委託業務名 浜松市動物園汚水処理施設維持管理業務 

担当課 都市整備部動物園 

予定価格 30,456,000 円 

契約額 29,808,000 円 

契約方法 一般競争入札 

 

【委託業務の概要】 

浜松市動物園の汚水処理施設に関する維持管理業務 

ア 浜松市動物園汚水処理施設内の汚水、汚泥、堆肥化設備等の運転保守管理 

イ 水質分析 

ウ 余剰汚泥の搬出処分、堆肥の運搬 その他 

 

 【委託理由】 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律、同法施行規則及び浄化槽法、同法施行規則

に基づき、汚水処理施設の安定的運転管理を行い、水質の維持管理を図るため。維

持管理には専門的資格・知識、高度な技術及び豊富な経験が必要であるため。 

 

 【委託業者の選定】 
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律、同法施行規則及び浄化槽法、同法施行規則

に基づき浄化槽の 501 人槽以上の保守点検ができる資格者（技術管理者）を有して

いること及び過去 5 年以内に本事業と同程度と認められる施設（汚水処理施設・堆

肥化設備）の維持管理業務委託を元請人として受注し、かつその業務を信義に従っ

て誠実に履行した実績を有する者であることを要件として一般競争入札を実施した

が、応札者が 1 者であった。 

 

③ 

委託業務名 浜松市動物園施設機械警備業務 

担当課 都市整備部動物園 

予定価格 1,699,704 円 

契約額 1,684,800 円 

契約方法 指名競争入札 

 

【委託業務の概要】 

浜松市動物園施設機械警備業務 

（防犯異常-提供業務） 

警報機器によって感知される侵入異常の監視並びに侵入異常を受信したときにお

ける緊急対処及び警察機関への通報を行う。 

対象物件－管理棟、調理棟、動物病院、汚水処理場、窓口センター、駐車場精算

機、入園券販売所、他園内 14 施設 

委託時間－休園日     8 時 30 分から翌日 8 時 30 分まで  

休園日以外 17 時 30 分から翌日 8 時 30 分まで 

（火災異常-提供業務） 

警報機器によって感知される契約対象物件にかかる火災異常の監視並びに火災異

常を受信したときにおける緊急対処及び消防機関への通報を行う。 

対象物件－管理棟、調理棟、動物病院、汚水処理場、こんちゅう館、ゾウ舎、キ

リン舎、窓口センター、駐車場精算機、入園券販売所 

委託時間－終日 

 

【委託理由】 

施設において発生した異常事態を、早期かつ適切に排除するための園内 18 施設を

機械警備する業務であり、機械警備の知識を有する事業者への委託が必要であるた

め。 
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【委託業者の選定】 

登録情報の第１、第２希望業種に機械警備の登録があり実績のある業者 4 者を選

定し、指名競争入札を実施した。指名競争入札を実施した平成 22 年度以降継続して

同一業者が落札している。 

 

（２）指摘事項 

 

ア 再委託に係る事務手続き 

 

契約①の受託者であるＮＰＯ法人浜松市動物園協会の平成 27年度事業別損益によ

ると、ホームページ制作事業で、受託金額の 75％程度の業務委託費が支出されてお

り、再委託されている状況がうかがえるが、担当課は、契約条項にある再委託の禁

止に抵触する内容であるのか、業務の一部の再委託であるのかを確認していない。

また、契約条項では、「受託者は、やむを得ず、業務の一部を再委託する場合、委託

者と事前に協議したうえで、業務委託一部下請負届を提出する」旨定められている

が、これら再委託の手続きを実施していない。手続き上、一部下請負届の提出を求

める必要がある。 

 

イ 浜松市動物園公式ホームページ作成業務委託契約に係る仕様書 

 

本来業務委託は、発注者である浜松市の担当課が、委託すべき業務内容、仕様の

決定、業務内容に基づく価格の設計、履行確認まで、深く関与するものであるが、

契約①の業務委託契約に係る仕様書は、提供する情報は列挙されているものの、具

体的な内容（情報のボリューム、画像・動画の有無等）や更新時期・頻度等が明確

でないため、詳細なコントロールができず、想定した業務が実施されたか、契約価

格が妥当であったかといった事後評価もできていない。よって、仕様書の見直しを

検討する必要がある。 

 

ウ 契約内容の見直し 

 

契約①については、上記 2 点の他にも、浜松市動物園公式ホームページ上のバナ

ー広告収入が、浜松市とＮＰＯ法人浜松市動物園協会のどちらに帰属するのか契約

上不明確であるなどの問題があるが、これらの原因は、契約内容が、ＮＰＯ法人浜

松市動物園協会が浜松市動物園公式ホームページの権利を有し運営主体となってい

る現状に対応していないことにある。 

業務を委託する側がコントロール機能を発揮できるよう業務内容を具体的に記載
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するとともに、浜松市動物園公式ホームページ上のバナー広告収入の権利関係を明

記するなど、契約内容を見直すべきであると考える。 

 

エ 競争性確保の必要性 

 

契約②については一般競争入札を実施しているが、応札者が 1 者のみであり、平

成 21 年度から継続して同一業者が落札する結果となっている。汚水処理施設維持管

理は、動物園の運営において不可欠な重要業務で予定価格も高いことから、入札に

おける競争環境を整え、安定的に受託可能な業者を確保していく努力が必要ではな

いかと考える。 

最も競争原理が働くと考えられる一般競争入札で応札者が 1 者しかないような場

合、入札要件の緩和が可能か否かの検討をするほか、入札要件にあてはまる業者が

複数登録されているか否かの確認や、業者数が不十分な場合には、要件を満たす可

能性のある業者を探し、登録を働きかけることが必要と考える。また、特定の入札

案件について個別の働きかけはできないが、入札情報の周知の方法も検討課題であ

ると考える。 

別の視点からは、予定価格が適正な水準であるか、つまり、特定の業者のみが受

託可能で、他の多数の業者から見て著しく低いものとなっていないかの検討も必要

であると考える。仮に現在委託している業者が何らかの事由により当該業務を受託

しない状況となった場合、委託先の選定が非常に困難になることが想定される。 

いずれにしろ、一般競争入札において応札者が 1 者であるような状況は、委託業

務を安定的に実施していくうえでリスクを抱えた状況であることを十分に認識し、

要因を分析したうえで、検討会議において適切に対応すべきであると考える。 

 

オ 機械警備業務委託 

 

契約③の機械警備という中断が許容されない業務の委託契約について、毎年度、

単年度契約という形で、4 月 1 日に指名競争入札を行い、同日契約を交わすという事

務手続きを実施している。 

委託先が機械警備業務を支障なく、より円滑に遂行するためには、長期継続契約

若しくは債務負担行為として年度開始前に契約が締結できるような事務手続きを踏

むべきではないかと考える。 

当該機械警備業務の委託時間は、開園日の日中の防犯異常に対するものを除いて、

終日となっており、中断は許容されないため、委託先が契約によって代わる場合に

も円滑に引き継がれるよう充分に留意して契約事務を実施する必要がある。 

しかしながら、現状の契約事務は単年度契約で、4 月 1 日に指名競争入札を行い、
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同日に業務委託契約を締結しており、委託先の円滑な業務遂行に留意したスケジュ

ールとはなっていない。業務内容を考慮して、債務負担行為として年度開始前に契

約が締結できるような事務手続きを踏むべきではないかと考える。 

また、施設の維持管理業務である機械警備業務は、前述したとおり、長期継続契

約を締結することができる契約であることから、浜松市が委託する他の機械警備業

務では、5 年契約など長期継続契約が締結されているものがある。 

平成 22 年度以降同一業者が落札しているため、実質的に長期継続契約の場合と同

様に支障なく円滑に業務が遂行されているが、単年度契約が望ましい契約期間であ

るかは、検討すべきであると考える。 

 

9 情報システムの開発、保守、改修関係 

 

（１）浜松市が運用する情報システムの概要 

 

浜松市は、効率的な事務処理や行政サービスを円滑に提供する目的で、数多くの

情報システムを構築し、これを運用する。平成 28 年度、浜松市が認識する情報シス

テムのうち、費用の支出を伴うものは合計 230 である。これらの情報システムに関

する費用は総合計49億7,940万8,000円であり、その内訳は以下のとおりであった。 

 

 機器購入費：5,307 万 8,000 円 

 レンタル・リース料：15 億 4,963 万 8,000 円 

 回線使用料：1 億 3,701 万円 

 機器・ソフトの保守料：3 億 4,643 万 4,000 円 

 開発委託費：14 億 8,401 万 2,000 円 

 改修委託費：7 億 6,928 万 8,000 円 

 運用・保守委託費：5 億 1,533 万 7,000 円 

 その他委託費：8,641 万 4,000 円 

 安全対策費：405 万円 

 各種研修費用：12 万 5,000 円 

 その他：3,402 万 2,000 円 

 

（２）情報システムの構築・維持・管理には多額の費用を要すること 

 

 情報システムを構築するには、情報システムを構成するハードウェア、ソフトウ

ェアに関する高度な専門知識が必要である。また、浜松市が運用する情報システム

は多岐にわたり、その構築を市職員のみで賄うことは不可能である。そのため、情
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報システムの構築は、これを専門とするシステム開発業者に直接、又は代理店を経

由して業務委託されている。 

 また、情報システムを安定して運営するには、情報システムを構成するハードウ

ェア、ソフトウェアが問題なく稼働しているかどうかを監視し、問題が発生したと

きは速やかに修復、復旧を行って稼働障害を抑制しなければならない（以下これら

を総称して「保守」という。）。更に、情報システムを構成する技術の発展に伴い旧

システムが陳腐化して更新を余儀なくされる、あるいは法律や行政の仕組みの変更

に伴いシステムの改変が必要となるなど、一旦構築したシステムを変更しなければ

ならない（以下これらを総称して「改修」という。）場面も多い。これら情報システ

ムの保守、改修を実施する時も、情報システムの構築等を専門とするシステム開発

業者に業務委託する必要がある。 

 このように、情報システムは、その構築段階だけでなく、構築後の運用場面にお

いても、システム開発業者に業務委託する必要があり、継続的に費用が発生する特

徴がある。 

 

（３）情報システムの維持費用を抑制しづらくする諸事情について 

 

 情報システムは利便性の高いものであるが、反面、以下のとおり費用抑制が難し

くなりやすい事情がある。そのため、漫然と情報システムを構築、運営すると、情

報システムから得られる利便性の割に不相応に多額の費用を負担することになりか

ねない。特に、情報システムの保守・改修費は固定化しやすく、その結果として情

報システムに対する新規投資を困難とし、情報システム全体として、その陳腐化を

招きかねない。 

 

① 専門性が高いこと 

 

 情報システムを構成するハードウェア、ソフトウェアの仕組みは技術的な専門度

が高い。そのため、システム開発業者との契約締結において、システム開発業者の

技術的専門度の高い説明がどこまで合理的か、浜松市の運用にとって必要な事情で

あるか否かは、対応する市職員に専門知識がないと評価が難しい。そして、浜松市

の職員の専門知識は、職員個々の水準は別として、全体としてはシステム開発業者

に及ばない。そのため、専門知識に乏しい担当者がシステム開発業者と契約締結す

る際に、システム開発業者が交渉の駆け引きとしてなした高い提示金額の不合理性

を見極めることができず、結果として高額の契約に応じる可能性がある。 

 

② 情報システムの保守・改修の委託先に選択の余地が乏しいこと 
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 情報システムを円滑に運営するには、開発後の保守、改修が不可避である。そし

て、保守、改修を行うには、当該情報システムに関する詳細な仕様を把握する必要

がある。しかし、情報システムの詳細な仕様は、当該情報システムを開発したシス

テム開発業者が最も、かつ圧倒的に詳しく保有し、開発に関与していないシステム

開発業者が同水準まで仕様の詳細を把握することは困難、あるいは極めて多大な労

力を必要とする。そのため、情報システムを構築した後、その保守ないし改修を委

託する時は、当該情報システムを開発したシステム開発業者に委託することが通例

である。むしろ、他のシステム開発業者に委託することは、仕様詳細を把握するた

めの時間、その時間に費やす費用の分だけ不利であり、合理的な選択とはいいがた

い。こうした事情のため、一旦構築した情報システムの保守、改修を行う場合は、

当該情報システムを開発した事業者に委託するしか選択肢がなく、契約条件がまと

まらないときに他の事業者に委託先を切り替えることは極めて難しい構造がある。

システム開発業者もこうした事情をよく承知しており、保守、改修にかかる契約締

結では、発注主である浜松市が不利な立場に陥りやすい。 

 

（４）本監査の趣旨 

 

 本監査は、情報システムに関する上記（2）及び（3）の特徴を踏まえ、主に情報

システムの保守、改修について、合理的な対価を設定しうる契約締結事務がされて

いるか否かを監査した。 

 

（５）監査対象契約 

 

 情報システムの構築、改修、保守等にかかる契約のうち、今回、監査対象とした

契約は以下のとおりである。 

 

① 

委託業務名 浜松市介護保険システム構築及び運用保守業務 

担当課 健康福祉部介護保険課 

予定価格 619,580,999 円 

契約額 207,649,980 円 

契約方法 ＷＴＯ総合評価一般競争 

 

【委託内容】 

介護保険システムの新規開発 
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② 

委託業務名 
平成 27 年度制度改正対応に伴う介護保険事務処理システ

ム改修業務 

担当課 健康福祉部介護保険課 

予定価格 56,916,000 円 

契約額 46,526,400 円 

契約方法 ＷＴＯ随意契約 

 

【委託内容】 

法改正に対応した既存介護保険システムの改修  

 

③ 

委託業務名 介護保険事務処理システム等運用支援及び改修業務 

担当課 健康福祉部介護保険課 

予定価格 12,069,000 円 

契約額 11,156,400 円 

契約方法 随意契約（1 者特命） 

 

【委託内容】 

厚生労働省及び国保連合会中央会が提示する資料に基づき実施する既存介護保険

システムの改修 

 

④ 

委託業務名 介護保険システムデータ抽出作業業務 

担当課 健康福祉部介護保険課 

予定価格 22,464,000 円 

契約額 21,384,000 円 

契約方法 随意契約（1 者特命） 

 

【委託内容】 

介護保険システムの更新に伴い旧システムから新システムに移行するためのデー

タを抽出する業務  
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⑤ 

委託業務名 保健総合管理システム保守管理業務 

担当課 健康福祉部健康増進課 

予定価格 8,919,000 円 

契約額 7,932,600 円 

契約方法 随意契約（1 者特命） 

 

【委託内容】 

保健総合管理システムの保守等 

 

⑥ 

委託業務名 平成 27 年度浜松市地域包括支援システム保守管理業務 

担当課 健康福祉部高齢者福祉課 

予定価格 6,649,646 円 

契約額 6,434,640 円 

契約方法 随意契約（1 者特命） 

 

【委託内容】 

包括支援システムの保守等 

 

⑦ 

委託業務名 
平成 27 年度後期高齢者医療システム等機能改修及び運用

支援業務 

担当課 健康福祉部国保年金課 

予定価格 12,144,000 円 

契約額 12,143,520 円 

契約方法 随意契約（1 者特命） 

 

【委託内容】 

既存後期高齢者医療システムの保守及び法改正等に対応した定期的な改修 
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⑧ 

委託業務名 浜松市自立支援システム運用管理支援業務 

担当課 健康福祉部障害保健福祉課 

予定価格 10,594,800 円 

契約額 10,594,670 円 

契約方法 随意契約（1 者特命） 

 

【委託内容】 

自立支援システムの保守等 

 

⑨ 

委託業務名 
住民票等自動交付システム・利用状況監視カメラ装置等保

守業務 

担当課 市民部市民生活課 

予定価格 17,006,000 円 

契約額 16,977,600 円 

契約方法 随意契約（1 者特命） 

 

【委託内容】 

住民票自動交付システム及び監視カメラの保守等 

 

⑩ 

委託業務名 浜松市立図書館サービスシステム保守管理業務 

担当課 市民部市民生活課 

予定価格 12,789,360 円 

契約額 12,584,160 円 

契約方法 随意契約（1 者特命） 

 

【委託内容】 

図書館サービスシステムの保守等 
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⑪ 

委託業務名 浜松科学館科学学習情報システム（ヘイムズⅣ）保守業務 

担当課 市民部生涯学習課 

予定価格 10,274,040 円 

契約額 10,274,040 円 

契約方法 随意契約（1 者特命） 

 

【委託内容】 

浜松科学館で使用する科学学習システムの保守及びハードウェアの点検・部品交

換 

 

⑫ 

委託業務名 戸籍システム運用支援業務 

担当課 市民部市民生活課 

予定価格 8,073,000 円 

契約額 8,073,000 円 

契約方法 随意契約（1 者特命） 

 

【委託内容】 

戸籍システムの保守・運用（戸籍上データの突合作業等） 

 

⑬ 

委託業務名 
平成 27 年度浜松市住記・国保年金・税務システムと既存

ホストコンピュータシステムとの連携改修業務 

担当課 企画調整部情報政策課 

予定価格 147,349,800 円 

契約額 139,860,000 円 

契約方法 ＷＴＯ随意契約 

 

【委託内容】 

住民基本台帳、国保年金、税務につき一部新システムを使用するものの、旧シス

テムも併用するため、新旧システム間のデータの同期をとるシステムの開発 
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⑭ 

委託業務名 コアら保守運用業務 

担当課 企画調整部情報政策課 

予定価格 101,577,000 円 

契約額 101,576,592 円 

契約方法 ＷＴＯ随意契約 

 

【委託内容】 

行政経営基幹システム「コアら」の保守・運用 

 

⑮ 

委託業務名 税務システム保守業務 

担当課 財務部税務総務課 

予定価格 9,471,000 円 

契約額 9,450,000 円 

契約方法 随意契約（1 者特命） 

 

【委託内容】 

税務システムの保守・運用（同期目的でのデータ移行等） 

 

⑯ 

委託業務名 浜松市小中学校向け図書管理システム保守業務 

担当課 学校教育部学校施設課 

予定価格 12,454,560 円 

契約額 12,344,400 円 

契約方法 随意契約（1 者特命） 

 

【委託内容】 

小中学校図書管理システム及び端末パソコン等の保守 
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⑰ 

委託業務名 
平成 27 年度建設工事技術管理事業土木総合情報システム

保守業務 

担当課 財務部技術監理課 

予定価格 9,162,720 円 

契約額 8,942,400 円 

契約方法 随意契約（1 者特命） 

 

【委託内容】 

土木総合情報システムの保守、運用（単価データ更新等） 

 

⑱ 

委託業務名 
浜松市教育・保育システム運用支援業務及びシステム保守

業務 

担当課 こども家庭部幼児教育・保育課 

予定価格 8,664,000 円 

契約額 8,663,932 円 

契約方法 随意契約（1 者特命） 

 

【委託内容】 

浜松市内の保育所等の管理システムにかかる保守、法改正対応等 

 

（６）契約形態の特徴 

 

業務委託内容を分類すると、全 18 契約のうち①のみ情報システムの新規開発であ

り、他は全て既存の情報システムを前提にその保守、改修、運用などの業務を委託

するものであった。 

契約方法は、新規開発である①のみＷＴＯ総合評価により入札が行われ、他の 17

契約は全てが一者特命の随意契約（ＷＴＯ随意契約を含む。）であった。 

1 者特命の 17 契約は既存の情報システムを前提とする内容であるが、その特命先

は、全部について既存の情報システムを開発したシステム開発業者か、その代理店

であった。 

1 者特命の 17 契約の特命理由及び特命先選定理由は、全て、既存の情報システム

を開発した会社であるが故に円滑に対応ができるというものであった。 
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このように、既存情報システムを前提にその保守、改修を行う契約は、1 件の例外

もなく、当該情報システムを開発した事業者に対し、当該情報システムを開発した

事業者であるという理由で、1 者特命の随意契約として業務委託契約が締結されてい

た。これは、情報システムを保守、改修するに際して避けがたい面ではあるが、そ

の避けがたい面が浜松市の業務委託においても全面的に妥当とすることを示すもの

であった。 

 

（７）契約締結の仕組み 

 

システム開発業者に対して開発、保守、改修等を発注するのは、当該システムを

使用する担当課であり、契約締結の担当者は契約担当課の担当職員である。担当課

の職員が情報システムの開発にどの程度の専門知識を持つかは判断が難しかったが、

印象的には職員による差が極めて大きく、中には監査補助者の質問にあまり答えら

れず、専門知識を持たないことが明らかな者も認められた。 

担当職員の大多数は、契約締結において、情報政策課と連絡を取り合う旨を回答

した。これは、浜松市専決規程第 5 条の 2 が定める合議規定を踏まえ、人事課が発

する「指定合議・通知事項一覧表」が、「情報システムの導入、変更及び保守などに

係るもの」及び「コンピュータ機器、ソフトウェア及び周辺機器の導入に係るもの」

を情報政策課の合議事項としていることを踏まえたものである。なお、「合議」は「合

議対象事項に関する合議先の同意獲得行為」であり、合議事項については、合議先

の同意がない限り事務を執行することができない。したがって、情報システムにか

かる契約においては、情報政策課の同意を得ない限り、契約を締結できない仕組み

となっている。 

 

（８）情報政策課の方針 

  

情報政策課は、情報システムにかかるコストを低減させるために、下記の方針を

導入している。下記のうち①から⑤までは各担当課にもかかわる内容だが、文書化

して公表されてはいない。 

 

   ① 仕様調整への立会 

所管課から要請された場合、情報政策課職員が仕様調整に立ち会う。 

   ② 仕様書の統一 

仕様書の書式を統一し、問題点を把握しやすくする。 

   ③ カスタマイズ量を減らす。 

情報システムを新規導入する場合、システム開発会社が保有するパッケージソ
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フトを一部改変（カスタマイズ）して導入するか、パッケージを使用せず新たに

情報システムを構築する選択肢がある。情報システムの開発コストは作業量に応

じて高額となる傾向にあり、新規開発や、カスタマイズ量が多い開発はコストが

高くなりやすい。そこで、なるべくパッケージを活用し、カスタマイズ量を減ら

すことを推奨している。 

   ④ システム開発会社に詳細な見積もりを提出させること。 

浜松市は、かつて、浜松市自身が情報システムを開発していた。そこで、シス

テム開発会社に詳細な工数等を提出させ、工数の妥当性を検証している。 

   ⑤ 保守料を含めた複数年度一括入札 

情報システムを開発した後、別途、保守契約を締結すると、その時点では他社

に委託する選択肢がなく浜松市の交渉力が低下する。そこで、情報システムを新

規導入する際に、保守料を含めて競争入札を行う。こうすることで、保守料につ

いても入札を通じた競争原理に服せしめようとしている。 

   ⑥ 他の自治体との情報交換 

法改正に伴う情報システムの改修は、浜松市だけでなく、他の政令指定都市も

同様の情報システム改修を行う。そこで、他の政令指定都市と情報を交換するこ

とで、改修の対価が過大でないかを検証する。 

 

（９）指摘事項 

 

ア 情報政策課による基準発信が必要であること 

 

情報システムの保守、改修費用の抑制方法は難しいが、情報政策課が採用する方

針は、おおむね、合理的な方向性が採用されているとは思われる。 

ただ、情報政策課の上記方針は、同課内部に留めず、マニュアルの配布など全庁

に開示して統一方針の下に運用することが望ましい。既に指摘したとおり、情報シ

ステムは高度に専門的な内容であり、契約の相手方であるシステム開発会社は相当

程度の専門知識を持つ。他方で、浜松市の各担当課職員は必ずしも情報システムに

精通するとは限らない。したがって、専門知識に乏しい担当課職員でも合理的な契

約締結をなし得るよう、専門知識が集積され、合議先として同意・不同意権限を持

つ情報政策課が、統一した情報システム調達に関するマニュアル等を発信すること

が望ましい。 

 

１０ 天竜壬生ホール関連業務委託 

 

（１）委託業務の概要 
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委託業務名 平成 27 年度 浜松市天竜壬生ホール管理運営業務 

担当課 天竜区まちづくり推進課 

予定価格 20,939,141 円 

契約額 20,939,141 円 

契約方法 随意契約（1 者特命） 

 

【委託業務の概要】 

浜松市天竜区にある生涯学習施設の天竜壬生ホールの管理運営業務。 

施設内にある各部屋・施設内管理の他、予約受付・料金の徴収等を引き受ける。 

施設の使用料は全て市の歳入となり、市は管理運営業務に関わる委託料を支払う。 

 

当委託業務は平成 25 年度に公募によって平成 26 年度から 5 年間の指定管理者を

決定し管理運営を行ってきたが、平成 27 年度の途中に経営破たんを理由として指定

管理者が指定の取消しを申し入れてきた。当該事態を受け、年度内の施設運営を継

続するために極めて緊急を要することとなったため、指定管理者公募者の中から選

定し、随意契約で締結している。契約額は平成 27 年度の指定管理者取消し期間の管

理運営業務に係る金額としている。なお、平成 28 年度は、一般競争入札による委託

先の選定、契約額の決定がされ、平成 29 年度からは指定管理者による管理運営を行

っていく。 

 

【委託理由】 

天竜壬生ホールは会議室を利用するための部屋の他、客席を有するホールも有し

ている総合的な施設である。そのため、その運営管理には十分な経験とノウハウが

必要であり、市が直接運営するには経験・ノウハウを有した人材が十分確保できな

い。そのため、経験とノウハウを有した者に運営管理を委託している。 

 

【委託業者の選定】 

平成 27年度は指定管理者の年度中での辞退という極めて特殊な状況であったこと

から、指定管理者公募者の中から選定し、随意契約で締結している。 

 

（２）指摘事項 

 

ア 使用料に関する見直しの検討 

 

現在、施設を利用するために発生する料金は、使用する部屋別及び利用する時間
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帯別に設定されている。担当部課へのヒアリングによれば、同ホールの使用料は施

設の充実度を考慮すると割安感があり、稼働状況は非常に良好で、天竜区以外から

も利用があるとのことであった。 

 

したがって、施設は区民をはじめ市民の生涯学習の推進及び芸術活動の振興を図

るという目的を有しているという点に着目すれば、同施設の運営は非常に有益なも

のとなっていると考えられる。 

 

一方、運営に関する費用に着目して考えると、当委託業務期間中及び平成 28 年度

を除いた期間は利用料金制の指定管理者による管理で、施設利用料金は全て指定管

理者の収入となり、管理運営に係る費用から施設利用料金を除いたものが市の歳出

となる。また、当該施設の建築に関わる総工費は、担当部課へのヒアリングによれ

ば、約 30 億円であり、また、想定している稼働年数は 50 年とのことであった。 

総工費及び年間の委託料を考慮すると、実質的な年間の負担額は、総工費 30 億円

÷50 年（＝6,000 万円）プラス委託料 4,200 万円（平成 28 年度委託料より）＝1 億

200 万円となる。 

 

稼働率がいいことをもって、年 1 億円を超える費用を市が負担することは、費用

対効果の観点から果たして妥当なのかどうかは疑問が残る状況にある。 

 

市を含めた公共機関が提供するサービスは、有用性は認められるものの、ビジネ

スとして成立しづらい分野（いわゆる外部経済性）に対して行われるべきものであ

る。施設の運営は確かに市民の生涯学習の推進及び芸術活動の振興をサポートする

うえでかなっているといえる。 

 

一方、そのサービスは限られた予算において、財政状況に関係なく必ず必要であ

るもの（生命・生活に著しい支障をきたすもの。消防施設など）と、より一層の充

実した生活を送るためのもの（ホールや図書館等）とは区別して考えるべきである。 

利用者が多く、稼働率が高いことは、視点を変えるとそれだけ利用者にとってコ

ストパフォーマンスが良い施設ということであり、市は相応の負担をしているとも

いえる。他の市区からも利用希望者が多いのは、それが原因の 1 つであるとも考え

られる。 

管理運営に係る費用は浜松市の市税によって賄われていることから、定期的に使

用料の妥当性について担当課で検討する体制を整え、必要に応じて関連部署へ報告

できるようにする必要がある。 
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イ 入札参加者、委託先の財政・損益状況の把握と監視の必要性 

 

委託業者が委託期間中に業務を行えなくなる事象は、極めて特殊な事象ではある

ものの、民間業者等に業務を委託している以上、突発的に経営破たんすることは決

して未来永劫あり得ない事象とは言い切れない。 

こうしたことから、市は委託業者に対して、技術・ノウハウ面での業務遂行能力

のみならず業者の財政状況及び損益状況を継続的に確認し、当該業者が契約期間の

満了日に至るまで確実に業務を遂行できる能力を有していることを把握する必要が

あると考える。 

 

委託業者の財政・損益面を検証する判断材料として入札参加登録時に市税の滞納

がないことを確認しているとともに、直近の決算資料の提出を求めている。 

しかし、現状の確認方法では委託業者の収益獲得の詳細な状況（例えば一部の販

売先が収益の大部分を占め、当該販売先との取引が終了すると、財政損益状況が一

気に悪化するといった状況）を把握することはできない。また、登録後の財政損益

状況について定期的に決算書等を提出させ、事業継続性に問題ないことを確認する

手続きは現在行われていない。（本契約に関する入札参加業者に対しては、そこまで

の手続きはない。） 

 

さらに市の会計がいわゆる企業会計とは異なるルールで処理されていることもあ

り、提出された決算書をもとに、委託業者の状況を適時適切に把握する企業会計の

知識をもつ人員が十分に確保できていないことも、委託業者の状況を適時に把握し

きれない要因になっていると考える。 

 

委託業者が経営破たん等で契約を解除すると、市の事務処理上の負担が増大する

ことはもちろん、委託業務による住民へのサービスに大きな支障を生ずることとな

り、それは大きな問題である。 

そのため、事後的に緊急な対応を行うことも重要であるが、そのような事態を予

防する観点から、例えば対象業者へは定期的な企業会計のデータを求め、そのデー

タを適切に分析できる体制を構築する等、何らかの方法を講じる必要があると考え

る。 

 

１１ みかんの里資料館関連業務委託 

 

（１）委託業務の概要 
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委託業務名 平成 27 年度 浜松市みかんの里資料館管理業務 

担当課 産業部北部農林事務所 

予定価格 2,226,528 円 

契約額 2,193,058 円 

契約方法 随意契約（1 者特命） 

 

【委託業務の概要】 

浜松市北区三ヶ日町にある浜松市みかんの里資料館における内部の管理業務及び

施設内及び周辺の清掃・剪定業務を委託するもの。 

 

  【委託理由】 

地理的な条件及び定期的な運営・清掃業務を市が単独で実施することは、人員の

都合上実現困難であることと、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に基づいた

政策的意図を受けて、委託を実施している。地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項

第 3 号に基づき、高年齢者の就業機会の確保を実施している浜松市シルバー人材セ

ンターへ 1 者特命の随意契約を締結している。 

 

  【委託業者の選定】 

委託業者は、委託契約に基づき高年齢者に対する業務依頼の斡旋を通じて、就業

機会の確保を図っているが、実際に業務を実施しているのは、みかん及び地域に精

通している三ヶ日町在住のみかん農家（経験者）であり、毎年ほぼ同様のメンバー

によって業務が実施されている。 

みかんの里資料館は、浜松市の特産品の一つである三ヶ日みかんに関して総合的

な展示・イベント運営をしており、浜松市の他、みかんの里資料館企画グループ、

郷土を語る会をはじめ、地元の自治会、農家及び農協の協力を得て運営を行ってい

る。 

三ヶ日みかんの歴史に関する説明や当時の農機具の展示、現在の栽培、流通に関

する資料の展示や説明の他、各種イベントを開催することで、三ヶ日みかんの普及・

発展向上に寄与することを目的とした施設となっている。 

そのため、委託業務を適切に遂行するためには、上記の各団体との連携を適時適

切に行うことが重要となり、当該事情を考慮すると担当者は地元のみかんに精通し

た者に限定されることになる。 

ただし、担当者と市が直接委託契約を締結することは行っておらず、浜松市シル

バー人材センターとの委託契約をもとに、センターに登録している地元担当者が業

務を実施している、という形式を採用している。 



第４ 監査の結果（個別案件） 

 

 

102 

 

（２）指摘事項 

 

ア 担当部課の見直しについて 

 

この委託契約に関する担当部課は、農地整備課（契約当時の所管は北部農林事務

所）である。同課は、管轄地域の農林に関する整備管理を目的とする組織であり、

対象は農林業及び農林業者である。 

 

みかんの里資料館は、三ヶ日みかんの歴史や現状の栽培・流通に関する資料の展

示や説明、各種イベントを開催することが主な内容となっており、その目的はみか

ん業・みかん農家の発展というよりは、三ヶ日みかんの認知向上と普及であると考

えられる。また対象者も農家ではなく、三ヶ日みかんを購入するであろう消費者で

あると考えられる。三ヶ日みかんの認知向上・普及を通じてみかん業の発展に寄与

することは確かであるが、それは間接的なものであり、一義的な目的は認知向上・

普及にあると考えられる。 

よって、委託契約を通じてみかんの里資料館をより意義のある施設とするために

は、適切な部課が担当した方がより望ましいと考える。 

もともとみかんの里資料館は、旧三ヶ日町立西小学校大福寺分校が平成 11 年 3 月

に閉校したことに伴い、田園空間整備事業の補助を受け平成 18 年 10 月に開館して

いる。 

確かに田園空間の整備事業の一環として開館した経緯を考えると、開館当初の管

轄が農林担当部署となることについては、その妥当性が認められる。 

しかし、開館後年月を経てみかんの里資料館の運営内容に重点を置くのであれば、

現在の担当課から変更することが、妥当なのではないか、と考える。よって、委託

事業の趣旨を再度確認し、どの部署が担当するのが最適であるかについて再考する

必要がある。 

 

イ 業務実施者との直接契約締結の可能性について 

 

前述したとおり、当該委託契約は浜松市シルバー人材センターとの随意契約によ

るものとなっているが、みかんの里資料館の事情により、浜松市シルバー人材セン

ターから派遣される者は、毎年地域事情及びみかんに精通した特定の者に限定され

ている。 

浜松市シルバー人材センターは、委託内容を受け、その内容や地理的事情を考慮

し、適切な人材を派遣するのだが、多数登録されている高年齢者に対して、バラン

スよく依頼内容を配分することで、高年齢者へ就業機会の提供を行っている。 
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そのため、浜松市シルバー人材センターへ依頼する業務内容というのは、特殊性

の低い業務が対象となるのが多い。 

 

本委託業務の場合、資料館周辺の清掃・剪定業務については、特殊性は比較的低

いので、依頼する意義はあると考えられるが、資料館内の管理運営業務に関しては、

三ヶ日みかんやみかん業に対する知識・経験と関連団体との連携が幅広く求められ

ることから、その特殊性は比較的高い。 

 

この点を考慮すると、資料館内の管理運営業務に関しては必ずしも浜松市シルバ

ー人材センターを経由する必要はなく、管理運営実施者及びその団体と直接委任契

約を締結するほうが、契約の在り方として合理的なのではないかと考える。 

 

また、浜松市シルバー人材センターを経由して委託を行った場合、事務処理等に

発生する浜松市シルバー人材センター内の経費負担分を委託料の一部から差引き、

残額を業務実施者へ支払うこととなる（実際は業務内容に基づいた時給による金額

を支払っている）。 

直接運営実施者と契約を締結した場合、事務処理負担を実施者が実施する必要は

あるものの、委託料全てを得ることができることとなり、事務処理負担についても

問題がなければ、実施者にとっても収入が増加する、実施者が得る収入を変えない

場合は、市にとって歳出を削減できるという効果が期待できる。よって、契約方法

の再検討が望まれる。 

 

１２ 産業廃棄物収集運搬・再生処分業務委託（学校施設） 

 

（１）委託業務の概要 

 

委託業務名 （一括）産業廃棄物収集運搬・再生処分業務（西区・北区） 

担当課 学校教育部学校施設課 

予定価格 9,720 円/立方メートル 

契約額 5,940 円/立方メートル 

契約方法 指名競争入札 

 

【委託業務の概要】 

浜松市西区及び北区における市立の小学校、中学校及び幼稚園から排出される産

業廃棄物を収集運搬し、再生又は処分する。 
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定期的に発生する可燃ごみ等の回収処理とは異なり、不定期に発生する産業廃棄

物を回収の対象とする。 

 

【委託理由】 

産業廃棄物の処理・処分は有害物質等が発生するリスクがあることから、それを

防止又は適切に処理する特別なノウハウや技術、施設設備を必要とする。そのため

産業廃棄物を適切に処理するには、「産業廃棄物の処理及び清掃に関する法律」によ

り、産業廃棄物の収集運搬・処分の許可（浜松市又は静岡県）が必要である。よっ

て、その許可を持つ業者へ委託する。 

 

【委託業者の選定】 

本案件は、指名競争入札で業者を選定している。 

「委託理由」に記載したとおり、産業廃棄物の処理を実施するためには、許可が

必要であり、許可を受けるためには、特別なノウハウや設備等の条件を満たしてい

る必要がある。 

一般競争入札で広く公募しても、許可を得ていること及び十分なノウハウ・設備

を有していることを参加希望業者ごとに確認する必要が出てくること、また条件を

満たしている業者が限定されていることは、明らかであることから、一般競争入札

による方法は合理的ではない。 

よって、本案件を指名競争入札によって業者選定することは合理性が認められる。 

 

（２）指摘事項 

 

ア 予定価格の設定方法について 

 

本案件に関わらず、予定価格の設定においては、案件に関わる予算要求の時点で

その概算額が仮決定されている。予算要求時では、過去の委託業者から見積書を入

手することに加え、業務の過去からの状況変化を反映して、金額を決定するとのこ

とであった。 

最終決定された予定価格を基に入札を実施、入札金額によって、業務委託金額が

決定される。 

ただし、本案件については、産業廃棄物 1 立方メートル当たりの単価によって入

札が行われることから、入札段階では年間の業務委託料総額は確定しないという特

殊な事情が存在する。委託料総額は、契約単価に処理した産業廃棄物の体積を乗じ

た額によって決定されることから、該当年度における産業廃棄物の発生量によって

変化することとなる。 
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このように、本案件において発生すると予想される委託料総額を予算要求の段階

で見積もることは、相対的に難しい状況にあることは理解できる。 

 

しかし、予定価格に関しては、予算金額の検討段階で関連業者への見積を依頼し

ていることから、入札において提示してくるであろう金額は、ある程度の差異の範

囲内で算定できるのでは、と考えることもできる。 

それにもかかわらず、平成 27 年度及び平成 26 年度における予定価格と契約単価

とのかい離は決して小さいとは言えない結果となっている。 

 

 年度 予定価格(円) 契約単価（円） 

1 立方メートル当た

り単価 

平成 26 年度 10,800 7,560 

平成 27 年度  9,720 5,940 

 

予定価格に対して契約単価がかい離していることにより、公正な競争に基づく入

札が実行されていると推測されるので、その点では予定価格と契約単価がかい離し

ていることは、それほど問題ない。 

しかし、著しくかい離しているということは、本案件の場合、過大に予算を確保

していることとなり、他に予算を要する事業等への配分において尐なからず支障を

来しているという問題があるといえる。 

財政課も担当課へは予算要求に向けた留意事項として、継続案件については原則 2

者以上の見積りを得たうえで予算要求することを示している。本案件が指名競争入

札であることを鑑みれば、予算要求の段階で複数の業者から見積書を入手し、該当

する年度の入札単価予想の精度をより一層高くすることが必要と考える。 

 

イ 複数の委託業務入札手続きについて 

 

産業廃棄物処理に関する委託業務は浜松市全域で実施されており、地域ごとにい

くつかのグループに分類して、それぞれ入札手続きを実施している。（全て指名競争

入札による。）また、産業廃棄物業務における参入障壁の高さと地理的要因を主な原

因として、指名競争入札において指名される業者は、例年ほぼ同じ業者となってい

る。 

 

つまり、産業廃棄物業務に関する委託業務は、毎回ほぼ同じ業者によって入札が

争われているという現状がある。これ自体は、前述したとおり参入障壁と地理的な

原因もあることから、やむを得ないものだと考えられる。 

担当部課へのヒアリングによると、産業廃棄物処理委託業務に関する入札の実施
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日時は、ほぼ同じ業者が参加することを配慮し、同日ではあるものの同時刻では実

施せずに、中・東・南区の委託業務に関する入札から、順番に入札手続きを実施し

ていくのが慣行となっている。 

平成 26 度年及び平成 27 年度の各契約の予定価格及び契約単価は以下のとおりで

ある。 

                                （単位：円） 

  中・東・南区 西・北区 浜北区 天竜区 

平成 26年

度 

予定価格 10,800 10,800 10,800 10,800 

契約単価  8,640  7,560  9,720  9,720 

平成 27年

度 

予定価格  7,884  9,720 12,960 12,960 

契約単価  6,480  5,940  5,940  5,940 

 

上表から、中・東・南区における契約単価が決定したことで、参加業者は他社の

入札価格の傾向を把握し、その後に実施される入札の価格を直前に変更する可能性

がある。この行為自体は、産業廃棄物処理業者は民間業者であり、受注獲得を目的

とした行動であることから、合理的な判断に基づく行為であり、問題ではない。一

方、市の立場から考えると、中・東・南区以外の入札価格は、同区の結果を知らな

ければもっと低い価格で入札されていたかもしれない、という可能性を否定できな

い。 

以上を踏まえ、産業廃棄物処理委託という同一内容の入札手続きに関しては、同

時刻に実施すること、業者の参加人員の関係上、実施が困難である場合には、札入

れまではそれぞれに実施し、結果発表は全契約の全ての札入れが完了した後に実施

する（不正防止のために発表までは入札場所で全員待機する。）などの措置を実施す

る、毎年入札を実施する順番を変える（中区以外から実施する。）など、市側がなる

べく有利になるような工夫が必要になると考える。 

 

ウ 産業廃棄物回収量の確認手続 

 

委託業者は、契約書に基づいて請求する金額の根拠資料として、業務完了報告書

等の資料を作成し、市へ提出している。市は、当該報告書の内容と契約書で定めた

内容に基づき、委託業者へ委託料を支払っている。 

産業廃棄物処理における業務完了報告書には、回収を行った学校等と、回収した

産業廃棄物の量（立方メートル）が記載されている。 

しかし、回収した事実及び廃棄物量の正確性を担保する、依頼者（学校等）の押

印・サインが付された書類の添付は必要とされておらず、委託業者による報告書へ

の記載が手書きによって行われているのみである。 
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担当課へのヒアリングによると、依頼した学校等には確認印・サインが残ってい

る書類が保管されており、学校側で量の妥当性を確認しているが、担当課では書類

（コピー）により、学校等が決裁したものであるかどうかの確認はしていないとの

ことであった。担当課が現在行っているのは、電子マニュフェストと委託業者が提

出する業務完了報告書の内容の整合性の検証である。 

支払行為を行うには業務完了報告書等の内容が妥当であることが必要であるが、

その内容の確認ができるのは通常、現場側である。現場側が適切に確認、決裁した

もののみを支払うという事務の流れが必要である。 

よって担当課は、依頼者（学校等）のサイン・押印付されている廃棄物回収量を

記載した書類（コピー）の提出を求め、適切に決裁されたことを確認して支払事務

を行うことが必要である。 

 

エ 各業務委託契約における地理的対象範囲の見直し 

 

産業廃棄物処理委託業務に関して、浜松市内を中・東・南区、西・北区、浜北区

及び天竜区の計 4 契約に分割し、それぞれ契約を締結している。 

各契約の業務内容は大きな差異はなく、また、指名競争対象業者はいずれも静岡

県西部地区において幅広く業務を実施している業者である。 

 

その点を考慮すると、現状の 4 つの契約に分割して契約をしていることは、市及

び業者双方の業務負担から果たして合理的なものなのかどうか疑問が残る。 

たしかに、浜松市は南北に長く、地域によって道路事情も様々であることから、

浜松市全体について一つの契約にまとめてしまうのは、対象範囲として大きすぎる

という意見もあると思われる。また、一つにまとめてしまうことで、入札を実施し

て適切な競争原理を機能させるという目的が薄まってしまうという懸念も考えられ

る。 

 

しかし、当該委託業務は複数年契約ではなく単年度の競争入札であることから、

契約をまとめても一定の競争原理は機能し続けると捉えることもできる。 

 

また、契約をまとめることで、市・業者双方の入札に関する事務処理負担が軽減

されるだけでなく、業者にとっては広範囲を対象とすることで、市からの委託業務

以外の業務も含めて、回収ルートを工夫することでより効率的に業務を実施するこ

とが可能になる。市にとっても、成果を落とさずに効率的に業務が実施されること

を見越して、予定価格を下げることが可能になることが期待できる。効率的な業務

を達成できることを前提とした予定価格・入札価格の低下は、業者にとっても費用
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対効果の減尐とはならない。 

 

一つの契約までまとめてしまうのは、極端かもしれないが、現行の契約や業務内

容を見直し、現状よりも尐数の契約にまとめることについて、検討の余地があると

考える。よって、事務手続きの効率化を図るため、現状の契約範囲が最適かどうか

を再考する必要がある。 

 

１３ 通園・通学バス運行事業 

 

（１）事業の概要 

 

通園・通学バス運行事業は、学校の統廃合等に伴い遠距離通学を余儀なくされる

園児・児童及び生徒への通学支援を目的とするものであり、近隣にバス等の公共交

通機関がない、若しくは通学の時間帯に運行されていない地域について、市が業者

への委託を通じて、該当する地域における通学バス運行サービスを提供するもので

ある。通学に支障が生じている園児・児童及び生徒にも等しく教育を受ける環境を

提供するための方策として実施されている。 

 

（２）委託業務の概要 

 

バス事業について監査を実施した契約のうち、特徴的なもの、見直すべき点があ

るものについて以下で述べる。 

 

① 

委託業務名 
平成 27 年度浜松市立佐久間小学校、佐久間中学校通学バ

ス運行管理業務 

担当課 天竜区佐久間協働センター 

予定価格 6,652,535 円 

契約額 6,467,040 円 

契約方法 指名競争入札 

 

【委託業務の概要】 

中学校の統合に伴う浦川地区生徒及び山香小学校統合に伴う山香地区児童への通

学支援を目的とする。通学の時間帯に公共交通機関がないことに対応するため児童

及び生徒への通学支援として運行されている。 
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【委託理由】 

バスやタクシーという特殊車両の運転には、普通自動車免許とは異なる特殊な免

許及びそれを取得するための高度な運転技術・ノウハウが必要となる。また、通学

という児童・生徒の輸送を行ううえでは、路線バス等と同様の高い安全管理・運行

管理が求められる。他の地域で実施する通学バス運行業務を含め、高度な技術・ノ

ウハウを有している人材が市では十分に存在しないことから、上記条件を満たす人

員を十分に有している外部業者への委託を行っている。 

 

【委託業者の選定】 

バス運行業務に関する委託業者の選定には、入札参加のために必要な登録を実施

している登録業者であることの他、過去に公的機関の依頼を受け同様の業務を実施

した経験を有することを条件としている。また、告示等による公表や、マニュアル

等による明記はされていないが、公益社団法人日本バス協会が設定・認定している

貸切バス安全性評価認定制度における業者の状況を参考にしているとともに、落札

した業者に実際に運行業務を実施する者の運転免許証写しの提供及び健康診断実施

日の報告を求めている。なお、健康診断実施日は平成 28 年度から業者に報告を求め

ている。 

 

② 

委託業務名 
平成 27 年度浜松市立城西小学校、城西幼稚園通園・通学

バス運行業務 

担当課 天竜区佐久間協働センター 

予定価格 2,521,749 円 

契約額 2,440,754 円 

契約方法 随意契約（1 者特命） 

 

【委託業務の概要】 

野田分校の統合とふれあいバスの減便に伴い、城西幼稚園・小学校へ通園・通学

する野田地区の園児・児童に対する通園・通学支援として運行されている。 

  

【委託理由】 

平成 27 年度浜松市立佐久間小学校、佐久間中学校通学バス運行管理業務委託と同

様 

 

【委託業者の選定】 
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上記学区において運行されているふれあいバスの車両を通学手段として利用する

ことで、地理的な事情に精通している運転手による運行が実施でき、適切・安全な

通学支援を実施できるとの判断から、随意契約を締結している。 

 

③ 

委託業務名 
平成 27 年度浜松市天竜区龍山地域通園・通学バス運行管

理業務 

担当課 天竜区龍山協働センター 

予定価格 7,752,672 円 

契約額 7,452,000 円 

契約方法 指名競争入札 

 

【委託業務の概要】 

龍山第一小学校・龍山中学校の統合に伴い、横山小学校・光が丘中学校へ通学す

る龍山地区の児童・生徒に対する通学支援として運行されている。 

 

  【委託理由】 

平成 27 年度浜松市立佐久間小学校、佐久間中学校通学バス運行管理業務委託と同

様 

 

【委託業者の選定】 

バス運行業務に関する委託業者の選定においては、入札参加のために必要な登録

を実施している登録業者であることの他、業務実績等を考慮し、バスの運行、車両

管理が適正に遂行できる業者を選定している。また、告示等による公表や、マニュ

アル等による明記はされていないが、公益社団法人日本バス協会が設定・認定して

いる貸切バス安全性評価認定制度における業者の状況を参考にしているとともに、

落札した業者に実際に運行業務を実施する者の運転免許証写しの提供及び健康診断

実施日の報告を求めている。なお、健康診断実施日は平成 28 年度から業者に報告を

求めている。 

 

④ 

委託業務名 平成 27 年度浜松市天竜区龍山地域通学タクシー運行業務 

担当課 天竜区龍山協働センター 

予定価格 2,390,000 円 
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契約額 2,335,570 円 

契約方法 随意契約（1 者特命） 

 

【委託業務の概要】 

ふれあいバスの減便に伴い、横山小学校・光が丘中学校へ通学する白倉地区の児

童、生徒に対する通学支援として運行されている。 

  

【委託理由】 

平成 27 年度浜松市立佐久間小学校、佐久間中学校通学バス運行管理業務委託と同

様 

 

【委託業者の選定】 

当初指名競争入札を実施する予定であったが、指名業者が全て辞退した。上記学

区において通学タクシー運行業務が実行可能な業者が 1 者しかない。同学区の通学

バス運行を実行するためには、他に選択肢がないことから、当該業者との随意契約

を締結している。 

 

⑤ 

委託業務名 
平成 27 年度浜松市立水窪小学校、水窪中学校通学バス運

行管理業務 

担当課 天竜区水窪協働センター 

予定価格 4,000,000 円 

契約額 3,920,400 円 

契約方法 随意契約（1 者特命） 

 

【委託業務の概要】 

西浦小学校の統合・中学校寄宿舎の廃止に伴い、水窪小学校・水窪中学校へ通学

する児童・生徒に対する通学支援として運行されている。 

  

【委託理由】 

平成 27 年度浜松市立佐久間小学校、佐久間中学校通学バス運行管理業務委託と同

様 

 

【委託業者の選定】 

当初指名競争入札を実施したが、指名業者 7 者のうち 6 者が辞退し、応札した 1
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者とも不調に終わった。上記学区において通学バス運行業務が実行可能な業者が 1

者しかない。同学区の通学バス運行を実行するためには、他に選択肢がないことか

ら、当該業者との随意契約を締結している。 

 

 ⑥ 

委託業務名 浜松市天竜区天竜地域通学タクシー運行業務 

担当課 天竜区区振興課 

予定価格 1,948,320 円 

契約額 1,556,280 円 

契約方法 随意契約（1 者特命） 

 

【委託業務の概要】 

ふれあいバスの減便に伴い、熊小学校へ通学する石打地区の児童、横山小学校へ

通学する佐久地区の児童に対する通学支援として運行されている。 

  

【委託理由】 

平成 27 年度浜松市立佐久間小学校、佐久間中学校通学バス運行管理業務委託と同

様 

 

【委託業者の選定】 

当初指名競争入札を実施する予定であったが、指名業者が全て辞退した。上記学

区において通学タクシー運行業務が実行可能な業者が 1 者しかない。同学区の通学

タクシー運行を実行するためには、他に選択肢がないことから、当該業者との随意

契約を締結している。 

 

 ⑦ 

委託業務名 
平成 27 年度浜松市立麁玉小学校、宮口幼稚園 通園・通

学バス運行管理業務 

担当課 浜北区区振興課 

予定価格 3,926,880 円 

契約額 3,672,000 円 

契約方法 指名競争入札 
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【委託業務の概要】 

宮口幼稚園大平分室の閉園・大平小学校の統合に伴い、宮口幼稚園・麁玉小学校

へ通園・通学する大平地区の園児・児童に対する通学支援として運行されている。 

 

【委託理由】 

平成 27 年度浜松市立佐久間小学校、佐久間中学校通学バス運行管理業務委託と同

様 

 

【委託業者の選定】 

バス運行業務に関する委託業者の選定には、入札参加のために必要な登録を実施

している登録業者であることの他、過去の同種の業務の経験、実績等が豊富である

ことを条件としている。また、告示等による公表や、マニュアル等による明記はさ

れていないが、公益社団法人日本バス協会が設定・認定している貸切バス安全性評

価認定制度における業者の状況を参考にしているとともに、落札した業者に実際に

運行業務を実施する者の運転免許証写しの提供及び健康診断実施日の報告を求めて

いる。なお、健康診断実施日は平成 28 年度から業者に報告を求めている。 

 

⑧ 

委託業務名 平成 27 年度 浜松市立都田小学校通学バス運行管理業務 

担当課 学校教育部教育総務課 

予定価格 4,989,600 円 

契約額 4,320,000 円 

契約方法 指名競争入札 

 

【委託業務の概要】 

滝沢小学校の統合に伴い、都田小学校へ通学する滝沢・鷲沢地区の児童に対する

通学支援として運行されている。 

  

【委託理由】 

平成 27 年度浜松市立佐久間小学校、佐久間中学校通学バス運行管理業務委託と同

様 

 

【委託業者の選定】 

バス運行業務に関する委託業者の選定には、入札参加のために必要な登録を実施

している登録業者であることの他、通園・通学バスの運行業務実績のある者を条件
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としている。また、告示等による公表や、マニュアル等による明記はされていない

が、公益社団法人日本バス協会が設定・認定している貸切バス安全性評価認定制度

における業者の状況を参考にしているとともに、落札した業者に実際に運行業務を

実施する者の運転免許証写しの提供及び健康診断実施日の報告を求めている。なお、

健康診断実施日は平成 28 年度から業者に報告を求めている。 

 

  ⑨ 

委託業務名 平成 27 年度浜松市立北庄内幼稚園通園バス運行管理業務 

担当課 学校教育部教育総務課 

予定価格 2,462,400 円 

契約額 2,052,000 円 

契約方法 指名競争入札 

 

【委託業務の概要】 

南庄内幼稚園の閉園に伴い、南庄内地区から北庄内幼稚園に通園する園児に対す

る通園支援として運行されている。 

  

【委託理由】 

平成 27 年度浜松市立佐久間小学校、佐久間中学校通学バス運行管理業務委託と同

様 

 

【委託業者の選定】 

バス運行業務に関する委託業者の選定には、入札参加のために必要な登録を実施

している登録業者であることの他、通園・通学バスの運行業務実績があることを条

件としている。また、告示等による公表や、マニュアル等による明記はされていな

いが、公益社団法人日本バス協会が設定・認定している貸切バス安全性評価認定制

度における業者の状況を参考にしているとともに、落札した業者に実際に運行業務

を実施する者の転免許証写しの提供及び健康診断実施日の報告を求めている。なお、

健康診断実施日は平成 28 年度から業者に報告を求めている。 

 

（３）指摘事項 

 

ア 入札参加条件に安全基準に関する条件を追加・明文化する件について 

 

現行の入札参加に関する法令又は業務委託・賃貸借契約マニュアルでは、入札参
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加希望者への参加資格としてバス等の運行における安全基準に関する条件は明文化

されていない。 

明文化されていないものの、指名競争入札参加者及び随意契約者の選定を行うに

当たって、公益社団法人日本バス協会が設定・認定している安全基準を判断材料と

して利用していることを、担当部課からのヒアリングによって確認している。 

 

通学バス・タクシー運行業務は、乗客の安全を確保することが最も重要性が高い

ことは、異論の余地がない。適時に運行することも重要ではあるが、それは乗客の

安全性が確保されていることを前提としたうえでのことである。 

乗車する者が、幼稚園児・小学生・中学生ということを考慮すれば、その重要性

は一層高いものとなる。 

 

その点、日本バス協会の定める安全基準の認定状況を判断材料に利用することは、

乗客の安全性を判断する際の参考とするうえで非常に有意義であり、その行為は合

理性が認められる。 

 

であるならば、通学バス・タクシー運行業務における委託者となる条件として、

競争入札、随意契約という契約形態に関わらず、安全基準に関する条件を追加し、

教育総務課において文書等で示すことが、望ましいと考える。 

 

もともと、明文化されていないにも関わらず、判断材料として実施していること

及び当該判断が、業務委託を実施するうえで非常に有意義であることを考慮すれば、

明文化することにおける過度な業務負担は生じず、現状と何ら変わらないため、新

たな参入障壁を作ることにはならず、また明文化し周知徹底させることで、利用者

は運行業務に対するより一層の安心を得ることができる。 

 

イ 各委託業務契約事務の見直しについて 

 

現在、通学バス・タクシー運行業務委託の担当部課は、教育総務課と対象地域の

各区（西区・北区・浜北区及び天竜区）に大きく分けられ、それぞれが契約事務を

行っている。 

通園・通学バス運行事業という同一の事業であるから、各契約の執行については

現場担当課が行う方が効率的であるとしても、契約事務については代表する課が全

て行う方が、事務手続きの効率化が図られるのではないかと考える。また、代表す

る課が契約事務を行うことで、現在の契約範囲が適切がどうか等、通園・通学バス

運行事業に係る契約全体を検討しやすいのではないかと考える。 
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現在の担当課は合併前から契約事務を担当しており、合併後もそれを引き継いで

いる。よって、代表する課が契約事務を行うこと等により事務手続きの効率化を図

ることを検討する必要がある。 

 

１４ 浜松市地域包括支援センター運営事業 

 

（１）事業の概要 

 

地域包括支援センター運営事業は、地域全体の実情を把握し、総合的な相談及び

支援、権利擁護のための援助、包括的かつ継続的なケアマネジメント、介護予防ケ

アマネジメント等を適切かつ積極的に取り組むことにより、高齢者の心身の健康の

維持、安定した暮らしを支える事業である。事業内容は以下のとおりである。 

①包括的支援事業 

②多職種協働による地域包括支援ネットワーク構築事業 

③指定介護予防支援事業 

④高齢者地域支援に伴う事業 

 

（２）委託業務の概要 

 

① 

委託業務名 浜松市地域包括支援センター運営事業（元浜） 

担当課 中区長寿保険課 

予定価格 
固定費 24,556,800 円 

単価分   1,804,000 円 

契約額 
固定費 24,556,800 円 

単価分  1,804,000 円 

契約方法 随意契約（1 者特命） 

 

② 

委託業務名 浜松市地域包括支援センター運営事業（鴨江） 

担当課 中区長寿保険課 

予定価格 
固定費 24,616,000 円 

単価分  1,804,000 円 

契約額 
固定費 24,616,000 円 

単価分   1,804,000 円 
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契約方法 随意契約（1 者特命） 

 

③ 

委託業務名 浜松市地域包括支援センター運営事業（佐鳴台） 

担当課 中区長寿保険課 

予定価格 
固定費 24,084,000 円 

単価分  1,804,000 円 

契約額 
固定費 24,084,000 円 

単価分   1,804,000 円 

契約方法 随意契約（1 者特命） 

 

④ 

委託業務名 浜松市地域包括支援センター運営事業（和合） 

担当課 中区長寿保険課 

予定価格 
固定費 24,038,200 円 

単価分   1,804,000 円 

契約額 
固定費 24,038,200 円 

単価分  1,804,000 円 

契約方法 随意契約（1 者特命） 

 

⑤ 

委託業務名 浜松市地域包括支援センター運営事業（板屋） 

担当課 中区長寿保険課 

予定価格 
固定費 25,224,000 円 

単価分  1,804,000 円 

契約額 
固定費 25,224,000 円 

単価分  1,804,000 円 

契約方法 随意契約（1 者特命） 

 

⑥ 

委託業務名 浜松市地域包括支援センター運営事業（高丘） 

担当課 中区長寿保険課 
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予定価格 
固定費 25,645,000 円 

単価分  1,804,000 円 

契約額 
固定費 25,645,000 円 

単価分  1,804,000 円 

契約方法 随意契約（1 者特命） 

 

⑦ 

委託業務名 浜松市地域包括支援センター運営事業（あんま） 

担当課 東区長寿保険課 

予定価格 
固定費 24,615,600 円 

単価分  1,804,000 円 

契約額 
固定費 24,615,600 円 

単価分  1,804,000 円 

契約方法 随意契約（1 者特命） 

 

⑧ 

委託業務名 浜松市地域包括支援センター運営事業（ありたま） 

担当課 東区長寿保険課 

予定価格 
固定費 23,780,000 円 

単価分  1,804,000 円 

契約額 
固定費 23,780,000 円 

単価分  1,804,000 円 

契約方法 随意契約（1 者特命） 

 

⑨ 

委託業務名 浜松市地域包括支援センター運営事業（さぎの宮） 

担当課 東区長寿保険課 

予定価格 
固定費 24,730,000 円 

単価分  1,804,000 円 

契約額 
固定費 24,730,000 円 

単価分  1,804,000 円 

契約方法 随意契約（1 者特命） 
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⑩ 

委託業務名 浜松市地域包括支援センター運営事業（大平台） 

担当課 西区長寿保険課 

予定価格 
固定費 23,644,800 円 

単価分  2,264,000 円 

契約額 
固定費 23,644,800 円 

単価分  2,264,000 円 

契約方法 随意契約（1 者特命） 

 

⑪ 

委託業務名 浜松市地域包括支援センター運営事業（和地） 

担当課 西区長寿保険課 

予定価格 
固定費 24,322,800 円 

単価分  2,264,000 円 

契約額 
固定費 24,322,800 円 

単価分  2,264,000 円 

契約方法 随意契約（1 者特命） 

 

⑫ 

委託業務名 浜松市地域包括支援センター運営事業（雄踏） 

担当課 西区長寿保険課 

予定価格 
固定費 25,470,800 円 

単価分  2,264,000 円 

契約額 
固定費 25,470,800 円 

単価分  2,264,000 円 

契約方法 随意契約（1 者特命） 

 

⑬ 

委託業務名 浜松市地域包括支援センター運営事業（新津） 

担当課 南区長寿保険課 

予定価格 
固定費 23,756,400 円 

単価分  1,744,000 円 
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契約額 
固定費 23,756,400 円 

単価分  1,744,000 円 

契約方法 随意契約（1 者特命） 

 

⑭ 

委託業務名 浜松市地域包括支援センター運営事業（芳川） 

担当課 南区長寿保険課 

予定価格 
固定費 24,636,400 円 

単価分  1,744,000 円 

契約額 
固定費 24,636,400 円 

単価分  1,744,000 円 

契約方法 随意契約（1 者特命） 

 

⑮ 

委託業務名 浜松市地域包括支援センター運営事業（三和） 

担当課 南区長寿保険課 

予定価格 
固定費 24,148,000 円 

単価分  1,744,000 円 

契約額 
固定費 24,148,000 円 

単価分  1,744,000 円 

契約方法 随意契約（1 者特命） 

 

⑯ 

委託業務名 浜松市地域包括支援センター運営事業（三方原） 

担当課 北区長寿保険課 

予定価格 
固定費 25,314,600 円 

単価分  1,714,500 円 

契約額 
固定費 25,314,600 円 

単価分  1,714,500 円 

契約方法 随意契約（1 者特命） 

⑰ 

委託業務名 浜松市地域包括支援センター運営事業（細江） 

担当課 北区長寿保険課 
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予定価格 
固定費 31,337,000 円 

単価分  1,714,500 円 

契約額 
固定費 31,337,000 円 

単価分  1,714,500 円 

契約方法 随意契約（1 者特命） 

 

⑱ 

委託業務名 浜松市地域包括支援センター運営事業（北浜） 

担当課 浜北区長寿保険課 

予定価格 
固定費 23,829,600 円 

単価分  1,684,000 円 

契約額 
固定費 23,829,600 円 

単価分  1,684,000 円 

契約方法 随意契約（1 者特命） 

 

⑲ 

委託業務名 浜松市地域包括支援センター運営事業（しんぱら） 

担当課 浜北区長寿保険課 

予定価格 
固定費 23,386,800 円 

単価分  1,684,000 円 

契約額 
固定費 23,386,800 円 

単価分  1,684,000 円 

契約方法 随意契約（1 者特命） 

 

⑳ 

委託業務名 浜松市地域包括支援センター運営事業（於呂） 

担当課 浜北区長寿保険課 

予定価格 
固定費 23,342,400 円 

単価分  1,684,000 円 

契約額 
固定費 23,342,400 円 

単価分  1,684,000 円 

契約方法 随意契約（1 者特命） 
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㉑ 

委託業務名 地域包括支援センター運営事業（天竜・春野） 

担当課 天竜区長寿保険課 

予定価格 
固定費 28,369,000 円 

単価分  1,831,000 円 

契約額 
固定費 28,369,000 円 

単価分  1,831,000 円 

契約方法 随意契約（1 者特命） 

 

㉒ 

委託業務名 地域包括支援センター運営事業（佐久間・水窪・龍山） 

担当課 天竜区長寿保険課 

予定価格 
固定費 29,723,400 円 

単価分  1,831,000 円 

契約額 
固定費 29,723,400 円 

単価分  1,831,000 円 

契約方法 随意契約（1 者特命） 

 

【委託業務の概要】 

一般財団法人長寿社会開発センター作成「地域包括支援センター運営 2012（平成

24 年 3 月）」に沿って、以下の業務を実施する。 

①包括的支援事業 

 ・介護予防ケアマネジメント業務 

 ・総合相談支援業務 

 ・権利擁護業務 

 ・包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 

・生活支援、介護予防事業推進のための基盤整備及びロコモーショントレーニ

ングの普及 

・認知症施策の推進 

 ・地域見守り支援に関する事業 

②多職種協働による地域包括支援ネットワークの構築 

③指定介護予防支援事業 

④浜松市高齢者地域支援事業実施要綱による事業の実施 

 ・地域支援事業及び在宅福祉サービスの申請 

 ・二次予防事業対象者把握事業 
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 ・家族介護教室事業 

 ・家族介護者交流事業 

 ・地域ケアマネジャー演習事業 

 

【委託理由】 

在宅の要援護高齢者又は要援護となるおそれのある高齢者及びその家族等に対し、

高齢者の尊厳を支えるケアを実現していくため、地域における保健福祉の拠点とし

て常に公正中立な運営をし、専門職が相互に連携しながら適切な支援を行い、総合

的な相談に応じることをもって介護予防の推進、福祉の向上を図ることを目的とす

る。また、地域の虚弱高齢者の処遇について精通し、事業実施体制も確立されてい

る法人へ委託することによって、効率的かつ効果的に事業を進めることができるこ

とから委託としている。 

 

【委託業者の選定】 

介護保険法、浜松市地域包括支援センター運営事業実施要綱及び厚生労働省作成

の地域包括支援センター運営マニュアル等に基づき実施するもので、介護保険法第

115 条の 47 により、包括的支援事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施すること

ができる法人に対し委託することができるとされている。介護保険法施行規則第 140

条の 66 の規定により地域包括支援センター運営協議会において適正、公平かつ中立

な運営を確保できると認められた法人に委託することが適当であるため、全て、1 者

特命の随意契約としている。（地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2号） 

 

（３）指摘事項 

 

ア 1 者特命かつ契約額が事前に決定している契約の事務手続きについて 

 

上記のとおり、全ての契約は 1 者特命の随意契約となっている。さらに見積依頼

に際し、市側から予算額を提示しその金額での見積書を事業者側は提出している（契

約額は決定している）。このような状況にもかかわらず、契約事務手続きに関しては

「業務委託・賃貸借契約マニュアル」（調達課）にあるとおり、「業者選定、日時の

設定、実際の執行については、競争入札に準じた取扱い」で行っている。 

果たして、契約額が決まっているのに、事業者から見積書を徴取し、予定価格を

封入し割印をして管理し、入札に準じた決裁手続き等を手間をかけて行う必要があ

るのか、検討が必要であると考える。 

また、契約額が事前に決まっているのであれば、要綱・要領に契約額を明記した

うえで、事業者から「受託書」を入手するといった方法で十分ではないかと考える。
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実際、同様に契約額が決まっているケースで「受託書」を取得し、競争入札に準じ

た取扱いをしていないケース（浜松市地域活動支援センター事業）もあることから、

検討が必要であると考える。 

 

イ 契約額の積算根拠 

 

契約額が予算にて決まっている場合、上記契約事務手続き書類よりも、予算額の

積算根拠がより重要になるものと考えられる。 

その点、「地域包括支援センター運営費委託料の積算根拠」資料は存在するが、こ

の各業務の人工、人件費単価がどのような根拠のもとにどのような決裁を経て決定

したのかを示す資料が不明確になっている。契約金額が多額となる事業であり、事

業の透明性と今後の価格見直しの基礎資料とするためにも、算定根拠の明確化が必

要ではないかと考える。 

 

１５ 浜松市地域活動支援センター事業 

 

（１）事業の概要 

 

障害者等を通わせ、地域の実情に応じ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、

社会との交流の促進等の便宜を供与する地域活動支援センターの機能を充実強化し、

もって障害者等の地域活動支援の促進を図ることを目的とする。 

事業の具体的内容は以下のとおりである。 

①基礎的事業 

創作的活動及び生産活動の機会の提供に関する事業、社会との交流の促進に関

する事業、日常生活に必要な便宜を供与することに関する事業 

②機能強化事業 

基礎的事業に加え、事業の機能を強化するために下記の事業を実施する場合、

その内容に応じⅠ型からⅢ型までの類型を設定 

Ⅰ型：相談事業や専門職員（精神保健福祉士等）の配置による福祉及び地域の

社会基盤との連携強化、地域住民ボランティア育成、普及啓発等の事業

を実施 

Ⅱ型：機能訓練、社会適応訓練等、自立と生きがいを高めるための事業を実施 

Ⅲ型：運営年数及び実利用人員が一定数以上の小規模作業所の支援を充実 
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（２）委託業務の概要 

 

浜松市地域活動支援センター運営事業について監査を実施した契約について以下

で述べる。 

 

① 

委託業務名 浜松市地域活動支援センターⅠ型事業 (北区)① 

担当課 北区社会福祉課 

予定価格 

機能強化事業 6,000,000 円 

基礎的事業 5,124,000 円（単価 1,050 円で左記金額を上限

とする） 

契約額 

機能強化事業 6,000,000 円 

基礎的事業 5,124,000 円（単価 1,050 円で左記金額を上限

とする） 

契約方法 随意契約（1 者特命） 

 

② 

委託業務名 浜松市地域活動支援センターⅠ型事業(北区)② 

担当課 北区社会福祉課 

予定価格 

機能強化事業 6,000,000 円 

基礎的事業 5,124,000 円（単価 1,050 円で左記金額を上限

とする） 

契約額 

機能強化事業 6,000,000 円 

基礎的事業 5,124,000 円（単価 1,050 円で左記金額を上限

とする） 

契約方法 随意契約（1 者特命） 

 

③ 

委託業務名 浜松市地域活動支援センターⅠ型事業 

担当課 浜北区社会福祉課 

予定価格 

機能強化事業 6,000,000 円 

基礎的事業 5,124,000 円（単価 1,050 円で左記金額を上限

とする） 
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契約額 

機能強化事業 6,000,000 円 

基礎的事業 5,124,000 円（単価 1,050 円で左記金額を上限

とする） 

契約方法 随意契約（1 者特命） 

 

④ 

委託業務名 浜松市地域活動支援センターⅠ型事業 

担当課 南区社会福祉課 

予定価格 機能強化事業 6,000,000 円 

基礎的事業 5,124,000 円（単価 1,050 円で左記金額を上限

とする） 

 

契約額 

機能強化事業 6,000,000 円 

基礎的事業 5,124,000 円（単価 1,050 円で左記金額を上限

とする） 

契約方法 随意契約（1 者特命） 

 

⑤ 

委託業務名 浜松市地域活動支援センターⅡ型事業 

担当課 浜北区社会福祉課 

予定価格 18,436,000 円 

契約額 

18,274,880 円 

1 回当たり 5,200 円×3,050 回 

利用者負担がある場合 1 回当たり 4,680 円×516 回 

契約方法 随意契約（1 者特命） 

 

⑥ 

委託業務名 浜松市地域活動支援センターⅢ型事業① 

担当課 天竜区社会福祉課 

予定価格 

8,680,000 円（上限） 

うち、機能強化事業 1,500,000 円 

基礎的事業 単価契約  

単価 普通障害 52,000 円 特別障害 62,000 円 

重複障害 70,000 円 



第４ 監査の結果（個別案件） 

 

127 

 

契約額 

7,478,960 円(決算額) 

うち機能強化事業 1,500,000 円 

基礎的事業については予定価格記載の単価をもとに利用

に応じて支払 

契約方法 随意契約（1 者特命） 

 

⑦ 

委託業務名 浜松市地域活動支援センターⅢ型事業② 

担当課 天竜区社会福祉課 

予定価格 

10,567,000 円 

機能強化事業 1,500,000 円 

基礎的事業 単価契約 

単価 普通障害 52,000 円 特別障害 62,000 円 

重複障害 70,000 円 

契約額 

9,048,800 円(決算額) 

うち機能強化事業 1,500,000 円 

基礎的事業については予定価格記載の単価をもとに利用

に応じて支払 

契約方法 随意契約（1 者特命） 

 

【委託業務の概要】 

Ⅰ型事業 

利用者に対して、次に掲げる事業を実施する。 

①基礎的事業 

 ・創作活動及び生産活動の機会の提供に関する業務 

 ・社会との交流の促進に関する業務 

 ・日常生活に必要な便宜を供与することに関する業務 

②機能強化事業 

 ・医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整に関する業務 

 ・地域ボランティア育成に関する業務 

 ・障害に対する理解促進を図るための普及啓発等の事業に関する業務 

Ⅱ型事業 

①任意事業 

利用者に対して、創作的活動、生産活動の機会の提供等地域の実情に応じた支

援（基礎的事業）に加え、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービス（機能強
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化事業）を実施する。 

Ⅲ型事業 

①基礎的事業 

利用者に生産活動の場を提供する事業及び社会参加促進事業 

②機能強化事業 

 利用者の能力開発に係る事情及び事業の高度化を図る事業 

 

【委託理由】 

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第 77条の規定に基

づき、地域活動支援センターⅠ型・Ⅱ型・Ⅲ型事業として実施する基礎的事業・機

能強化事業を委託するもの。 

 

【委託業者の選定】 

Ⅰ型 

法人格を有し、浜松市障害者相談支援事業実施要綱第 2 条第 2 項に基づき浜松市

障害者相談支援事業者台帳に登録された者の中から、適切な事業運営が確保できる

と認められる者であって、浜松市地域活動支援センターⅠ型事業実施要綱第 7 条第 2

項に規定する浜松市地域生活支援事業（地域活動支援センターⅠ型事業）実施施設・

事業者台帳に登載された者に委託 

Ⅱ型 

法人格を有し、適切な事業運営が確保できると認められる者であって、浜松市地

域活動支援センターⅡ型事業実施要綱第 7 条第 2 項に規定する浜松市地域生活支援

事業（地域活動支援センターⅡ型事業）実施施設・事業者台帳に登載された者に委

託 

Ⅲ型 

浜松市心身障害者小規模授産実施要綱に規定される心身障害者小規模授産所の運

営実績が 5 年以上ある社会福祉法人又は特定非営利活動法人であって、浜松市地域

活動支援センターⅢ型事業実施要綱第 7 条第 2 項に規定する浜松市地域生活支援事

業（地域活動支援センターⅢ型事業）実施施設・事業者台帳に登載された者に委託 

 

（３）指摘事項 

 

ア 単価契約分の予算実績差異について 

 

事業の性格上、予算時の見積り工数を実績が超えてしまう場合があるが、その場

合、請求せず自らの負担としている事業者がある（北区）。単価契約分の上限を事業
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者へ通知してはいるものの、事業の必要上、実績がこれを超えることもあり得る。

その場合には、所管課への事前承認を得たうえで行うこととし、事業者の負担とな

ることがないよう配慮することが必要と考える。 

 

イ 契約金額について 

 

契約金額のうち、Ⅰ型の機能強化事業費の基準額については、国庫補助加算標準

額をベースに決められているようであるが、基礎的事業費（単価契約部分）につい

ては、Ⅰ型からⅢ型の全てにおいてあまり頻繁に単価の見直しを行っていない。（Ⅰ

型は平成 21年度に 1,600円から 1,050円に、Ⅱ型は平成 24年度に 5,250円から 5,200

円に、Ⅲ型は平成 18 年度当初から見直しなし）また、これらは平成 18 年から継続

している事業であるが、その単価算定根拠は不明確であった。消費税を含め諸環境

が変化する中で長期間見直しがされていないことに問題がないか確認するとともに、

算定根拠を明確にしておくことが、今後の見直しの際にも必要になるものと考える。 

 

１６ 浜松市連絡ごみ処理手数料納付済証管理センター運営維持管理業務委託 

 

（１）委託業務の概要 

 

委託業務名 
浜松市連絡ごみ処理手数料納付済証管理センター運営維

持管理業務 

担当課 環境部廃棄物処理課 

予定価格 35,910,000 円（H25.2.1～H28.3.31） 

契約額 

30,058,800 円（H25.2.1～H28.3.31） 

内訳：H25.2.1～H25.3.31 1,554,000 円 

   H25.4.1～H26.3.31 9,324,000 円 

   H26.4.1～H27.3.31 9,590,400 円* 

   H27.4.1～H28.3.31 9,590,400 円* 

   *消費税増税に伴う変更契約後の金額 

契約方法 一般競争入札（2 者） 

 

【委託業務の概要】 

浜松市連絡ごみ処理手数料納付済証の保管・受注・配送・流通管理を行い、浜松

市連絡ごみ処理手数料納付済証管理センターを効率的かつ適正に運営することを業

務の目的とする。 
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業務の内容は以下のとおりである。 

 

①「浜松市連絡ごみ処理手数料領収書及び浜松市連絡ごみ処理手数料納付済証」（以

下「納付済証等」）の保管業務 

浜松市内に盗難防止のための警備保障システムを設置した保管場所を設け、納

付済証のナンバリング管理を行う（盗難・紛失等は受託者責任）。 

②納付済証等の受注業務 

市の施設及び取扱店本部が指定した先から、「浜松市連絡ごみ処理手数料納付済

証等配送依頼書」により受付 

③受注した納付済証等の配送業務 

市民が連絡ごみを廃棄する場合には、事前に処理手数料を納付し納付済証（300

円券）を連絡ごみに貼付する必要がある。納付済証は契約コンビニ及び区役所等

市の施設にて入手できるのであるが、このコンビニの配送センター（約 30 箇所）

及び市の施設（約 40 箇所）への配送業務を委託している（平成 27 年度実績年間

275,810 枚）。配送頻度は、原則、１箇所当たり週１回とする（平成 27 年度実績年

間 160 回）。 

④納付済証等の流通管理業務 

流通量の把握・報告、市の施設及び取扱店等からの苦情の対応・報告、不正流

通のおそれがある事案が発生した場合の報告及びその他、市への情報提供 

⑤納付済証等の配送実績等の集計業務等 

所定の書式による月次での稼働状況等の実績報告 

 

【委託理由】 

換価価値があり郵券等（物品切手）と同様の扱いが求められるとの認識により、

相応のセキュリティが求められること、配送センターが東京（恵比寿）から愛知（小

牧、東海市）と広範囲に及ぶことから専門事業者への委託が必要と判断された。 

 

【委託業者の選定】 

一般競争入札により選定している。入札事業者は落札業者の他 1 者である。 

 

（２）指摘事項 

 

ア 納付済証の換金性について 

 

納付済証は、納付済印（現金領収時に押印）が押されて初めて納付したことを証

明するものであり、領収印を押す前の用紙に金券としての価値があるか否かについ
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ては議論の余地のあるところである。もちろん、在庫の適正管理の必要性は認める

としても、金券と同等の管理を求め、それにコスト（平成 27 年度実績をもとに 1 枚

当たり単価を計算すると 34.8 円）を掛けることが合理的であるのか検討が必要と考

える。 

仮に在庫の保管にコストがかかるということであれば、例えば、在庫の保管・受

注に関しては市役所内で行い配送業務以降の業務（上記、【委託業務の概要】の③か

ら⑤）だけを委託することも可能ではないかと考える。 

また、納付済証はナンバリングされている。このナンバーを利用して、仮に配送

や保管の段階で紛失した場合に、そのナンバーを失効する手続きを取れば、それを

習得した者に悪用されたとしても市役所としては損害を被ることはない。よって委

託の内容を再考することが必要である。 

 

イ 配送回数について 

 

契約書によると、原則、1 箇所当たり週 1 回の配送となっており、また、平成 27

年度の契約時に想定していた配送先数はコンビニの配送センターが約 30 箇所、市の

施設約 40 箇所であった。しかし、実際の配送回数は年間（平成 27 年度）で市の施

設に 75 回、取扱店 85 回の合計 160 回であった。想定した頻度の配送が不要である

のであれば、契約内容、特に金額の見直しを行うべきであると考える（平成 28 年度

からの 3 年間の契約額 26,205,120 円と一定の減額はされている）。 

また、業者から提出される配送実績の報告書について、実績との相違が散見され

る（平成 27 年度の 12 箇月のうち 4 箇月相違）。実績を報告させる以上、正しい報告

を求め、誤りは正すことが必要ではないかと考える。 

 

１７ 図書館関連業務委託 

 

（１）委託業務の概要 

 

① 

委託業務名 静岡新聞地域版マイクロフィルム作製業務 

担当課 市民部中央図書館 

予定価格 1,102,000 円（契約単価 76.68 円×14,370 ｺﾏ） 

契約額 1,087,426 円（実績）契約単価 72.36 円×15,028 ｺﾏ 

契約方法 指名競争入札 4 者 
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【委託業務の概要】 

中央図書館郷土資料室のマイクロリーダーを利用して閲覧に供するため、静岡新

聞地域版の平成 25 年 6 月分から平成 26 年 6 月分までを写真撮影し、マイクロフィ

ルムを作製する。城北図書館で利用できるデジタル版があるが、部分的なもので全

てを見ることはできない。また、静岡新聞縮刷版の出版予定もないため、マイクロ

フィルム化が必要である。 

 

【委託理由】 

特殊な設備・機材と技術を要する業務であるため、専門業者に委託するもの。 

 

【委託業者の選定】 

マイクロフィルム作製業務の実績を有する全登録業者を選定。4 者による指名競争

入札、うち 2 者市外、1 者準市内であるが、これは市内登録業者が尐ないためである

（物品の購入等に係る競争入札参加者の資格審査及び指名等に関する要綱第 5 条に

よる。）。 

 

② 

委託業務名 浜松市立中央図書館既存务化マイクロフィルム複製業務 

担当課 市民部中央図書館 

予定価格 864,000 円（契約単価 8,640 円×100 巻） 

契約額 863,460 円（実績）契約単価 7,020 円×123 巻 

契約方法 随意契約 4 者 

 

【委託業務の概要】 

中央図書館郷土資料室所蔵のセルロースエステル（TAC）ベースで作成されたマイ

クロフィルムは、ビネガーシンドリーム（加水分解が起こり酢酸が発生し、あるレ

ベル以上になると急激に务化し閲覧も複製もできなくなる現象）が発生している。

一度発生すると、务化が進み最終的には使用できない状況となるため、貴重な郷土

資料を継続して利用に供するために複製を委託するものである（平成 26 年度から平

成 28 年度の 3 箇年で完了）。 

 

【委託理由】 

特殊な設備・機材と技術を要する業務であるため、専門業者に委託するもの。 
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【委託業者の選定】 

マイクロフィルム作製業務の実績を有する全登録業者を選定。市内業者が尐ない

ため、市外業者まで範囲を広げて選定している（物品の購入等に係る競争入札参加

者の資格審査及び指名等に関する要綱第 5 条による。）。 

 

③ 

委託業務名 浜松市立城北図書館駐車場等整理業務 

担当課 市民部中央図書館 

予定価格 1,687,000 円 

契約額 1,564,272 円 

契約方法 指名競争入札 4 者 

 

【委託業務の概要】 

城北図書館駐車場周辺は、道幅の狭い生活道路に面しており入出庫車両が原因の

交通事故及び交通障害を未然に防止することを目的とした交通整理業務を行う。委

託期間は平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日までの 142 日間、従事者は普通

自動車運転免許証保持者 1 名（実働 8 時間）。 

 

【委託理由】 

警備業法等、順守すべき法令があり専門業者に委託するもの。 

 

【委託業者の選定】 

浜松市の調達課へ登録申請された業者のうち、業種を「駐車場管理（整理）業務

委託」で登録している業者（4 者）から行っている。実際には 1 者辞退で 1 者失格に

より残る 2 者の中から 1 者が受注している。 

 

（２）指摘事項 

 

ア 新聞記事のマイクロフィルム化について 

 

市立図書館では新聞の閲覧は毎日多数の利用者が活用している。その内、中央図

書館郷土資料室では各紙の保存と整理に努め、いつでも必要とする年月日の新聞を

閲覧できる状態にしている。 

さらに、当館に来館する利用者は明治時代、大正時代、昭和初期の時代の新聞も

活用している。このように 50年から 100年前の新聞記事の閲覧に対応するためには、
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永年保存をする必要があり、これに耐えうる保存方法がマイクロフィルム化以外に

現存する技術では構築されていないとのことであった。また、デジタル化について

も（数年後には読みとる機器が無くなる等の理由により）長期のデータ保存は不可

能との情報もあるということである。 

永年保存の要求に応えるものとしてマイクロフィルム化をしているにもかかわら

ず、务化の問題があるとすると、マイクロフィルム化も絶対ではないように感じる。

国立国会図書館ホームページによると、国立国会図書館では、資料の利用と保存の

両立を図ることを目的に、従来は主にマイクロフィルムやマイクロフィッシュでの

撮影により所蔵資料の媒体変換を実施してきたが、平成 21 年度以降の媒体変換は、

原則としてデジタル化により実施することとするなどの対応になっている。 

（参考）1990 年代前半に化学的に安定し長期保存が期待できるＰＥＴ（ポリエス

テルベース）に全面的に切り替わったため、耐久性は 500 年といわれており、上記

のような务化は現状、想定されていない。 

 

中央郷土資料室においてのマイクロフィルム閲覧は平均して 1 日 2件程度であり、

需要が存在することは間違いないが、静岡新聞自体の年間購読料が 4 万円弱である

ことを考えると、あまりに高額な印象を受ける。他の自治体の状況を確認し他の方

法がないか検討のうえ、他の自治体もマイクロフィルムの方法によっているのであ

れば、例えば、近隣市町村や静岡県との共同発注によりコストを削減することがで

きないか、一度検討することが望まれる。 

また、書籍のデジタル化、世の中の新聞離れが進む中、本当に新聞紙面の状態で、

マイクロフィルム化して残すことが必要なのかという観点からも一度、検討してみ

ることが必要ではないかと考える。デジタル化により、検索機能を強化できれば、

利便性は数段、マイクロフィルムよりも向上するように思える。（静岡新聞のデジタ

ルデータを検索できるシステムは導入済。）もちろん、新聞紙面には、データのみで

なく、当該資料の紙面上での取り上げ方や他の記事などから、当時の時代背景や反

響など多くの情報を得ることができることを否定するものではない。ただ、費用対

効果を考えた運用は必要ではないか、と考える。 

最適な保存方法、契約方法の模索は常に行われるべきである。また、検討の結果

を検討会議資料等に残すことで、検討の過程もわかるようにしていくことが必要で

ある。 

 

イ 発注先と発注時期について 

 

契約①の業務委託は 1 コマ当たりの単価契約によっている。そして、このコマ単

価の差異はマイクロフィルム仕入れ業者の在庫水準も一つの要因であると考えられ
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る。すなわち、在庫が多い時に発注すれば契約単価は安価になるということである。

そもそも、市内登録業者数が尐ない状況であることを考えるとあまり近隣業者に限

定せず、広く業者選定を行い、時期も業者の在庫水準が高い時期に可能な限り発注

することが妥当ではないか、と考える。 

 

（参考）平成 27 年度 ＠72.36 円 

    平成 26 年度 ＠69.12 円 

    平成 25 年度 ＠71.40 円 

 

ウ 欠格事由がある業者の確認について 

 

契約③について、今回の入札では、当初落札した業者が、入札終了後、別業者か

らの指摘により警備業法に違反することが発覚したため、次点の業者が受託してい

る。 

所管課では、「駐車場管理（整理）業務委託」で調達課に登録している中から業者

選定を行い、入札前には契約書（案）、仕様書（案）を業者に示し、業務受託の可否

を業者側に判断してもらっているとのことであった。 

別業者からの指摘により発覚したから欠格業者への発注を防止できたものの、発

注後、仮に事故が発生していたら大きな問題になりかねないものである。入札参加

資格者名簿に登録する際には、資格の有無は問われていない。実際に契約する段階

で資格を必要とされる業務は入札参加資格条件としてその資格を求められるにすぎ

ない。よって、担当課は、受託者に資格が必要な業務かどうかを適切に確認し、契

約事務を行う必要がある。また、調達課においても、資格を要する業務については

担当課に注意を促すようにする必要がある。 

 

１８ 都市整備部関連業務委託 

 

（１）委託業務の概要 

 

公園課は、都市公園などの計画や建設、用地に関する業務を行う。浜松城天守閣

を中心とする 1.8 ヘクタールを歴史ゾーンと位置づけ、浜松城公園の歴史的魅力を

より高めるための整備を行い、基本計画に基づき浜松城天守門を復元した。平成 27

年度は浜松城公園の玄関口となる「南エントランスゾーン」の整備を行い、平成 28

年度の完成を目指している。 

また、浜松市が寄附を受けた旧鈴木家屋敷跡（東区中郡町）について、約 1.4 ヘ

クタールの敷地を都市公園として整備を進める方向で調整をしている。平成 27 年度
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において、地域住民や一般公募の市民をメンバーとしてワークショップを開催した。 

 

公園管理事務所は、公園の管理運営に関する業務を行う。緑地・樹木雑草等管理

業務委託の業種に属する公園樹木等管理業務、公園定期維持管理業務を業務委託し

ている。 

 

都市計画課は、都市計画の調査、決定、計画などに関する業務を行う。計画策定・

統計、システム開発・データ入力等、工事関連以外の測量・設計・登記・補償等の

業種に属する業務委託を行っている。 

住宅課は、住宅施策に係る事業や普及啓発に関する業務及び市営住宅の整備、入

居決定や家賃徴収などの管理運営に関する業務を行う。平成 27 年度から平成 28 年

度にかけて浜松市営住宅初生団地建替事業の民間活力導入に関するアドバイザリー

業務委託を行っている。 

 

（２）監査対象契約 

 

① 

委託業務名 
平成 27 年度 浜松城天守曲輪土塀整備石垣測量及び現況

調査業務 

担当課 都市整備部公園課 

予定価格 8,942,400 円 

契約額 8,316,000 円 

契約方法 指名競争入札 

 

② 

委託業務名 平成 27 年度 浜松城公園遺構見学施設設置運営業務 

担当課 都市整備部公園課 

予定価格 7,744,680 円 

契約額 7,344,000 円 

契約方法 指名競争入札 

 

③ 

委託業務名 平成 27 年度 中区-1 公園樹木等管理業務 
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担当課 都市整備部公園課 

予定価格 9,795,600 円 

契約額 9,590,400 円 

契約方法 指名競争入札 

 

 ④ 

委託業務名 平成 27 年度 北区－1 公園樹木等管理業務 

担当課 都市整備部公園課 

予定価格 4,492,800 円 

契約額 4,212,000 円 

契約方法 指名競争入札 

 

 ⑤ 

委託業務名 平成 27 年度 北区－2 公園樹木等管理業務 

担当課 都市整備部公園課 

予定価格 5,682,960 円 

契約額 5,616,000 円 

契約方法 指名競争入札 

 

 ⑥ 

委託業務名 平成 27 年度 南区公園樹木等管理業務 

担当課 都市整備部公園課 

予定価格 6,994,080 円 

契約額 6,696,000 円 

契約方法 指名競争入札 

 

 ⑦ 

委託業務名 平成 27 年度 西区公園樹木等管理業務 

担当課 都市整備部公園課 

予定価格 7,594,560 円 
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契約額 7,398,000 円 

契約方法 指名競争入札 

 

⑧ 

委託業務名 平成 28 年度 中区公園定期維持管理業務その 1  

担当課 都市整備部公園課 

予定価格 37,413,360 円 

契約額 37,260,000 円 

契約方法 一般競争入札 

 

⑨ 

委託業務名 平成 28 年度 中区公園定期維持管理業務その 2 

担当課 都市整備部公園課 

予定価格 39,620,880 円 

契約額 37,260,000 円 

契約方法 一般競争入札 

 

⑩ 

委託業務名 平成 28 年度 西区公園定期維持管理業務その 1 

担当課 都市整備部公園課 

予定価格 20,885,040 円 

契約額 20,412,000 円 

契約方法 一般競争入札 

 

⑪ 

委託業務名 平成 28 年度 西区公園定期維持管理業務その 2 

担当課 都市整備部公園課 

予定価格 22,723,200 円 

契約額 22,680,000 円 

契約方法 一般競争入札 
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⑫ 

委託業務名 平成 28 年度 東区公園定期維持管理業務その 1 

担当課 都市整備部公園課 

予定価格 49,933,800 円 

契約額 48,816,000 円 

契約方法 一般競争入札 

 

⑬ 

委託業務名 平成 28 年度 東区公園定期維持管理業務その 2 

担当課 都市整備部公園課 

予定価格 22,559,040 円 

契約額 22,464,000 円 

契約方法 一般競争入札 

 

⑭ 

委託業務名 平成 28 年度 浜北区天竜区公園定期維持管理業務 

担当課 都市整備部公園課 

予定価格 33,458,400 円 

契約額 32,940,000 円 

契約方法 一般競争入札 

 

 ⑮ 

委託業務名 平成 27 年度 都市計画道路境界指示測量業務 

担当課 都市整備部都市計画課 

予定価格 329,508 円（単価契約） 

契約額 288,360 円 

契約方法 随意契約（見積合せ） 

 

⑯ 

委託業務名 
平成 27 年度 浜松都市計画道路見直しに係る都市計画変

更図書作成業務 
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担当課 都市整備部都市計画課 

予定価格 1,691,280 円 

契約額 1,620,000 円 

契約方法 指名競争入札 

 

⑰ 

委託業務名 平成 27 年度 浜松市都市計画基本図作成業務 

担当課 都市整備部都市計画課 

予定価格 185,000,000 円 

契約額 167,400,000 円 

契約方法 一般競争入札 

 

⑱ 

委託業務名 平成 27 年度 都市計画ＧＩＳデータ修正業務 

担当課 都市整備部都市計画課 

予定価格 962,280 円 

契約額 896,400 円 

契約方法 指名競争入札 

 

 ⑲ 

委託業務名 平成 27 年度 都市計画道路管理台帳図更新業務 

担当課 都市整備部都市計画課 

予定価格 4,790,000 円 

契約額 4,536,000 円 

契約方法 指名競争入札 

 

 ⑳ 

委託業務名 平成 27 年度 浜松市都市計画基礎調査業務 

担当課 都市整備部都市計画課 

予定価格 4,993,920 円 
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契約額 4,752,000 円 

契約方法 指名競争入札 

 

㉑ 

委託業務名 
浜松市営住宅初生団地建替事業の民間活力導入に関する

アドバイザリー業務 

担当課 都市整備部都住宅課 

予定価格 29,256,000 円 

契約額 28,296,000 円 

契約方法 公募型プロポーザル方式 

 

㉒ 

委託業務名 平成 27 年度（仮称）万斛公園整備基本方針策定業務委託 

担当課 都市整備部公園課 

予定価格 2,437,560 円 

契約額 2,268,000 円 

契約方法 指名競争入札 

 

【委託業務の概要】 

平成 27 年度（仮称）万斛公園整備基本方針策定業務委託は、東区中郡町にある（仮

称）万斛公園予定地の今後の整備の基本的な方針を策定することを目的としている。 

旧万斛（まんごく）村の鈴木権右衛門は、室町時代から続く家柄で徳川家康が浜

松城に入城し遠江全域を支配する際に「万斛組」といわれる万斛村とその周辺の村々

の代官の役割を与えられていた。鈴木家は、江戸時代にわたって古独礼庄屋の（こ

どくれいしょうや）の地位にあり、古独礼庄屋でも「独礼総代（どくれいそうだい）」

という、より大きな権威を与えられ、強い統率力を持っていたといわれる。家康は

鈴木家に側室の阿茶の局（あちゃのつぼね）を預け、狩のときなどに頻繁に訪れた

という言い伝えが残っている。平成 26 年に発掘調査が行われた際には、飛鳥時代か

ら鎌倉時代にかけての遺構や遺物も見つかり、万斛西遺跡として埋蔵文化財包蔵地

に登録された。 

旧鈴木家屋敷跡地には、屋敷門や母屋、納屋、弓道場などの建物が残存している

が、15 年ほど前から家屋に人が住んでいない状態となっていた。ホームレスが住み

着き、小火が発生するなど地域にとって安全や風紀が問題となり市民から問題解決
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を求められていた。浜松市が所有者との交渉を進めた結果、平成 22 年に屋敷跡地が

「地域の憩いの場・集いの場」として活用されることを目的に、所有者から浜松市

へと寄附された。平成 23 年度から平成 25 年度にかけて草取りや樹木を伐採により

人が入れる状態となり安全や風紀等の問題はおおむね解決した。 

文化財としての価値があるかについて、調査の結果、過去の火災によって昔の重

要な記録は残っていないうえ、建物は明治時代以降のもので改修した形跡があるこ

とから文化財としての価値は低いと判断し、建物を取り壊し公園として整備する予

定であった。しかし、平成 26 年に埋蔵文化財の発掘調査が行われた際に、飛鳥時代

から鎌倉時代にかけての遺構や遺物も見つかり、万斛西遺跡として埋蔵文化財包蔵

地に登録されたこともあり、地域住民から公園利用者の交流や資料の保管展示のた

めに母屋の建物を残してほしいとの要望が出るようになった。 

母屋などの建物については、浜松市が公園施設として修復保存して維持管理する

のは難しく、活用用途と必要性、維持管理計画と費用、管理運営組織など検討して

いく必要があることからワークショップで地域住民と話し合うこととした。ワーク

ショップを経たうえで浜松市は、寄附を受けた庄屋屋敷（東区中郡町 974 番地ほか 8

筆、旧鈴木権右衞門屋敷）の跡地を活用し、「万斛（まんごく）」という地名を残し

た都市公園として開設していく方針であり、平成 28 年度は整備実施計画、平成 29

年度の予算で公園整備を予定している。建物についてもワークショップで決めた役

割分担により、ＮＰＯ法人旧鈴木家跡地活用保存会が中心となって建物の保存・修

復も実施される見込みである。 

 

【委託理由】 

基本方針策定に当たり受託者は、市民の憩いの場として有効に活用され、「家康公

ゆかりの地」としても親しまれていくために、どのような公園にするかを話し合う

ワークショップを開催し、専門家の立場で合意形成に向けた議論を導くとともに公

園の早期開発と持続的発展を図るために市民行政専門家の連携による「協働による

公園づくり」を図るための推進基盤を構築することになる。業務には歴史や建築の

専門知識や実現可能な公園計画として取りまとめる能力が求められる。 

また、住民や市職員ではない第三者的な立場としての司会役（ファシリテーター）

や関係者間の意見調整役（コーディネーター）としての役割も求められ、供用開始

後の「協働による管理」を見越した合意形成が必要であることから、職員だけでは

対応が困難であり、専門業者へ業務を委託するものである。 

 

【委託業者の選定】 

委託業者の選定に当たって事業の公正・公平性を考慮し指名競争入札とした。過

去に当該地の建物敷地記録調査や収蔵物に関するデータベース作成業務を受託した



第４ 監査の結果（個別案件） 

 

143 

 

実績がある 1 者を含め、同様の業務能力があると思われる市内業者を合わせ、計 5

者を選定した。 

中郡町公園づくりワークショップでは建築や収蔵品などの調査をしてきたコンサ

ルタントから鈴木家屋敷跡地の歴史的価値について調査結果報告がなされた。また、

地元自治会及び地元にある活用協議会から計画案の説明や意見交換会の別途開催を

要望され、打合せ回数を当初の 8 回から 12 回に、司会役（ファシリテーター）の出

席回数を当初の 13 回から 17 回に変更することになった。交渉のノウハウを持った

業者を選定したことによりワークショップを地元の合意形成に向けて導くことがで

きた。 

 

（３）意見 

 

ア 地方公共団体が土地等の寄附を受ける場合について 

 

寄附を受けた土地は、寄附者から地方公共団体へ所有権が移転し、地方公共団体

が管理することになる。地方公共団体の財産は、常に良好の状態においてこれを管

理し、その所有の目的に応じて最も効率的に、これを運用しなければならないうえ

（地方財政法第 8 条）、道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があっ

たために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責任を負

うことになる（国家賠償法第 2 条）。浜松市の総面積は 1,558.06 平方キロメートル

であり、岐阜県高山市に次いで全国 2 位の広さであることから、現状でも道路・橋

など多くの財産を管理しなければならない。 

また、地方公共団体が土地建物の寄附を受けた場合、その土地建物に課税されて

いた固定資産税及び都市計画税の税収がなくなることになる。固定資産税は、浜松

市内の固定資産（土地・家屋及び償却資産）の資産価値に対して課される市町村税

であり（地方税法第 342 条）、都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業など

の費用にあてるために課される市町村税である（地方税法第 702 条）。平成 27 年度

における浜松市の税収 129,150 百万円のうち、固定資産税 51,467 百万円と都市計画

税 7,243 百万円の割合は 45％を占め、市にとって重要な財源となっている。 

さらに、浜松市の区域内に存する有形文化財のうち市にとって重要なものについ

ては、浜松市文化財保護条例に基づき「浜松市指定有形文化財」に指定することが

できる（浜松市文化財保護条例第 4 条）。浜松市指定有形文化財を後世に継承してい

くためには、保存のための管理又は修理が必要となるが、市指定有形文化財の管理

又は修理につき多額の経費を要し、所有者がその負担に堪えない場合その他特別の

事情がある場合には、市は、その経費の一部に充てさせるため、当該所有者に対し、

予算の範囲内で補助金を交付することができ（浜松市文化財保護条例第 10 条）、市
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指定有形文化財がき損している場合においてその保存のため必要があると認めると

きは、勧告に基づいてする措置又は修理のために要する費用は、予算の範囲内でそ

の全部又は一部を市の負担とすることができる（浜松市文化財保護条例第 11 条第 3

項）。管理又は修理は、所有者又は管理責任者が行うことになるが、多くの場合は補

助事業として実施されることになるので財政的な負担が増える。 

上記の理由から、浜松市が土地建物の寄附を受けるに当たっては、市指定有形文

化財の可否や財政面に与える影響を考慮して慎重に判断することが望まれる。 

契約㉒については、寄附を受けた際に、近隣住民からは当該土地の安全を確保す

るとともに、地元自治会と協議しながら活用方法について検討していくことになっ

ていたため、地元住民との協議の場を設けるために民間委託したものである。今回

の業務委託契約は寄附時点で想定されていたものであるが、場合によっては、寄附

を受けた時点で想定していない事業が発生し、それに対するコストが発生する可能

性もある。よって、寄附を受ける際には、そのような可能性も考慮して、慎重に寄

附を受けることが望まれる。 

 

１９ 学校給食調理業務委託 

 

（１）委託業務の概要 

 

浜松市では、学校給食調理業務の民間委託について、平成 17 年度に新設開校した

小学校から本格実施している。「民間でできることは民間で」というアウトソーシン

グの方針から、市給食員での給食調理を民間に委託し、民間の持っているノウハウ

や活力を導入することにより、学校給食の質を維持しつつ経費の節減を図り効率的

な行財政運営を目指すものである。 

浜松市は現在、児童生徒数 500 人規模の学校について学校給食調理業務を民間委

託へ移行させつつある。 

平成28年5月1日現在の浜松市市内の学校数及び児童生徒数は次のとおりである。 

 

  小学校 中学校 計 

学校数 99 校 48 校 147 校 

児童生徒数 43,262 人 20,967 人 64,229 人 
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また、平成 28 年 4 月 1日現在、給食提供方式別学校数内訳は以下のとおりである。 

  小学校 中学校 計 

自
校
方
式 

  直営 30 校 17 校 47 校 

  きずな（子） 1 校 1 校 2 校 

  委託 40 校 17 校 57 校 

  きずな（子） 1 校     1 校 

給
食
セ
ン
タ
ー 

  浜北 11 校 5 校 16 校 

  天竜 8 校 3 校 11 校 

  雄踏 1 校 2 校 3 校 

  引佐 5 校 2 校 7 校 

  春野 2 校 1 校 3 校 

計 99 校 48 校 147 校 

※1 自校方式は、旧浜松市、舞阪町、細江町、三ヶ日町、水窪町 

※2 給食センターは全て民間委託 

※3 きずな＝親子給食 

 

平成 28 年度の委託契約金額は 1,046,692,692 円である。民間委託により平成 22

年度から平成 26 年度で市給食員 107 人の削減となっている。 

また、市の給食員の退職者分の職員を補充せずに民間委託を推進するに当たって

は、昨今の雇用状況を鑑みると調理業務受託業者での調理員の確保が難しいという

状況も起きている。 

給食調理業務については指定管理者制度とすることを提案された経緯もある。し

かし、指定管理のメリットは受託者たちの創意工夫の余地がある点であるが、調理

業務は教育委員会の指示のもと、給食を調理することを目的とした業務であること

から、現在は業務委託として契約されている。 

 

（２）契約の方法 

 

学校給食調理業務委託契約は以下のとおりである。 

①契約方法 一般競争入札 

②委託期間 3 年又は 4 年(平成 27 年度の新規及び更新契約から 4 年) 

③委託契約金額 1,046,692,692 円（平成 28 年度） 

 

（３）浜松市立大平台小学校、入野小学校、篠原小学校及び入野中学校給食調理業務委

託 
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当該契約は大平台小学校、入野小学校、篠原小学校及び入野中学校の 4 校の給食

調理業務並びにそれらに付随する業務を委託するものである。 

担当課 ：学校教育部保健給食課 

契約期間：平成 27 年 4 月 1 日から平成 31年 3月 31日の 4年間 

契約方法：一般競争入札 

なお、最低制限価格が設定されている。 

予定価格：241,551,999 円 

契約金額：222,382,800 円（4 年間） 

 

平成 26 年 10 月 24日浜松市公告第 968号によると一般競争入札に参加する者に必

要な資格に関する事項で当該契約に特有なものとしては以下の項目があげられる。 

①入札参加資格並びに資格審査の時期及び方法に関する告示の規定により、平成

25・26 年度の競争入札参加資格（業務委託・賃貸借業務分類 3031：給食等調理

等業務委託）の認定を受けているものであること。 

②業務に必要な次の条件を満たしていること。 

 ア 平成 23 年 4 月 1 日以降、学校給食又は産業給食の調理業務受託実績（1 箇

所につき 1 日の調理食数 350 食以上）があること。 

 イ 1 契約につき 1 名、衛生管理のために管理栄養士又は栄養士を衛生管理巡回

指導者として配置し、委託校を常に巡回できること。 

③業務の履行を停止せざるを得なくなった場合に備え、停止期間中の業務につい

て代行による体制を整備していること。 

 ア 代行保証の方法 次のいずれかの方法によるものとする。 

   ・公益財団法人日本給食サービス協会 学校給食代行保証事業への加入 

   ・代行事業者の確保 業務代行者の要件：学校給食調理業務を現に受託し、

1 校の調理食数が 1 日 500 食以上であること。 

   ・その他、市が適当と認める方法 

 イ 受託者への負担： 代行保証事業への加入・代行事業者の確保に係る費用

は受託者が負担すること。 

 ウ 書類の提出時期： 代行保証事業への加入、代行事業者の確保を証する書

類の写しを入札参加確認申請時に提出できない場合は、平成 27 年 2 月 27

日までに提出することについての確約書を提出すること。 

 

学校給食調理業務委託契約は契約後、契約期間までに調理従事者の確保、調理従

事者に対する研修等の準備期間を必要とするため、平成 26 年 9 月の補正予算におい

て債務負担行為により契約が締結されている。入札日は平成 26 年 11 月 18 日、契約

日は平成 26 年 11 月 21 日である。 
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当該契約は新規参入業者が受託したこともあり、担当課は受託者とも調理従事者

の確保の状況、研修の状況等について定期的に連絡を取り、確認をしていた。しか

し、契約期間の直前に、調理従事者の確保が不十分であることを理由に受託者から

契約の履行が困難になったとの申し入れがあり、当該契約は解除された。 

 

（４）再発防止策 

 

契約解除により、再発防止策として担当課は以下の 2 点の変更を行った。 

まず、学校給食調理業務委託契約について入札参加資格要件を変更した。具体的

には「1 箇所につき 1 日の調理食数 350 食以上の実績があること」としていた調理食

数実績を「1 箇所につき 1 回の調理食数が 500 食以上の実績があること」と調理食数

実績の引上げを行っている。 

また、仕様書を変更し、「契約日から給食開始までの準備期間における準備計画及

び進捗状況を市に報告すること」という文言を追記した。これにより、受託者は①

調理員の採用計画及びその進捗状況、②物品調達計画及びその進捗状況、③調理員

の研修計画及びその進捗状況について報告することとなる。 

 

（５）指摘事項 

 

ア 入札資格要件の見直しの検討 

 

民間委託が進む中で、前述した天竜壬生ホールの指定管理者の経営破たんや当該

学校給食調理業務委託契約の契約解除などの事象が発生している。 

入札に際してはその契約特有の参加資格要件が設定されることもあり、入札参加

資格の登録だけで入札に参加できるわけではない。学校給食調理業務は、契約の履

行に支障が発生した場合に与える影響が大きく、そのような事業については入札参

加資格を厳しくすることはやむを得ず、担当課の再発防止の対応は評価できるもの

と考える。 

しかし、対応としてはどうしても後手に回る傾向にある。よって、学校給食調理

業務に関わらず、契約不履行の影響の大きな契約については、業務の特色や趣旨か

ら入札参加資格要件が適切なのかどうか、見直すことを検討し、再発防止に努める

べきと考える。なお、検討会議の審議のポイントであげられているように、実績等

の要件を安易に設定することは、競争性の確保から許容されないものであるため、

その点については慎重に検討すべきである。 
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２０ 長期継続契約 

 

（１）浜松市の長期継続契約の状況 

 

前述「第 2 事務委託の概要 3 事務手続き （16）長期継続契約」のとおり、

浜松市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例により、長期継続契

約を締結できる契約が定められている。その一例として機械警備があげられるが、

個別案件の中にも単年度契約で締結しているものがいくつか見られた。 

平成 27 年度中に契約された機械警備の業務委託契約で契約期間が単年度(平成 27

年度)であるものは次のとおりである。 

 

担当課 件名 当初契約日 
当初契約金

額（円） 
契約方法 

市民部市民生活課 
浜松市北部市民サービスセン

ターほか 2施設機械警備業務 

平成 27年 

4月 1日 
466,560  

随意契約 

（1者特命） 

産業部農林業振興課 
浜松市農業バイオセンター機

械警備業務 

平成 27年 

4月 1日 
114,048  

随意契約（見

積合せ） 

東区区民生活課 
浜松市天竜協働センターほか 4

センター機械警備業務 

平成 27年 

4月 1日 
243,648  

随意契約 

（1者特命） 

市民部市民生活課 
住民票等自動交付機運用管理

業務 

平成 27年 

4月 1日 
8,100,000  

随意契約 

（1者特命） 

学校教育部教育総務課 
浜松市教育委員会事務局警備

業務 

平成 27年 

4月 1日 
1,010,880  

随意契約 

（1者特命） 

環境部浜北環境事業所 

浜松市浜北環境センター庁舎

施設機器警備業務 

平成 27年 

4 月 1日 
272,160  

随意契約 

（1者特命） 

学校教育部保健給食課 
浜松市天竜学校給食センター

警備業務 

平成 27年 

4月 1日 
90,720  

随意契約 

（1者特命） 

都市整備部動物園 
浜松市動物園施設機械警備業

務 

平成 27年 

4月 1日 
1,684,800  指名競争 

土木部南土木整備事務

所 

平成 27年度 高塚駅南北自由

通路機械警備業務 

平成 27年 

4月 1日 
453,600  

随意契約（見

積合せ） 

市民部美術館 浜松市美術館機械警備業務 
平成 27年 

4月 1日 
233,280  

随意契約 

（1者特命） 
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担当課 件名 当初契約日 
当初契約金

額（円） 
契約方法 

北区区民生活課 
浜松市北区新都田市民サービ

スセンター警備業務 

平成 27年 

4月 1日 
89,424  

随意契約（見

積合せ） 

市民部中央図書館 
浜松市立中央図書館・城北図書

館警備業務 

平成 27年 

4月 1日 
222,912  

随意契約 

（1者特命） 

西区まちづくり推進課 
平成 27年度 舞坂宿脇本陣警備

保障業務 

平成 27年 

4月 1日 
194,400  

随意契約（見

積合せ） 

南区長寿保険課 

南部保健福祉センター・いきい

きプラザ中央・いきいきプラザ

天竜川 庁舎警備業務 

平成 27年 

4月 1日 
777,600  

随意契約 

（1者特命） 

市民部文化財課 
平成 27年度 引佐文化財収蔵

庫警備業務 

平成 27年 

4月 1日 
194,400  

随意契約（見

積合せ） 

学校教育部保健給食課 
引佐学校給食センター警備業

務 

平成 27年 

4月 1日 
115,344  

随意契約 

（1者特命） 

中区まちづくり推進課 
平成 27年度 浜松市教育文化

会館機械警備業務 

平成 27年 

4月 1日 
233,280  

随意契約 

（1者特命） 

都市整備部公園課 
公園管理事務所棟機械警備業

務 

平成 27年 

4月 1日 
58,845  

随意契約 

（1者特命） 

浜北区まちづくり推進

課 

浜北区協働センター防犯・火災

異常警備業務 

平成 27年 

4月 1日 
414,720  

随意契約 

（1者特命） 

産業部産業総務課 
浜松市計量検査所機械警備業

務 

平成 27年 

4月 1日 
129,600  

随意契約 

（1者特命） 

学校教育部浜松市立高

等学校 

浜松市立高等学校機械警備業

務 

平成 27年 

4月 1日 
453,600  

随意契約 

（1者特命） 

土木部南土木整備事務

所 

平成 27年度 舞阪駅南北自由

通路機械警備業務 

平成 27年 

4月 1日 
453,600  

随意契約（見

積合せ） 

健康福祉部保健環境研

究所 
庁舎警備業務 

平成 27年 

4月 1日 
299,376  

随意契約 

（1者特命） 

環境部環境政策課 
浜松市エコハウスモデル住宅

機械警備業務 

平成 27年 

4月 1日 
85,924  

随意契約 

（1者特命） 

学校教育部学校施設課 警備保障業務 その 3 
平成 27年 

4月 1日 
291,600  

随意契約 

（1者特命） 
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担当課 件名 当初契約日 
当初契約金

額（円） 
契約方法 

浜北区区振興課 

平成 27年度 （一括）浜松市

浜北区役所本庁舎外 1施設機械

警備業務 

平成 27年 

4月 1日 
347,328  

随意契約 

（1者特命） 

危機管理監危機管理課 
浜松市防潮堤資料室建物シス

テム警備業務 

平成 27年 

4月 1日 
298,080  

随意契約 

（1者特命） 

土木部南土木整備事務

所 

平成 27年度 南土木整備事務

所 建物警備業務 

平成 27年 

4月 1日 
384,912  

随意契約 

（1者特命） 

天竜区まちづくり推進

課 

（一括）内山真龍資料館外 2施

設機械警備業務 

平成 27年 

4月 1日 
785,376  

随意契約 

（1者特命） 

環境部北清掃事業所 
浜松市北清掃事業所 警備業

務 

平成 27年 

4月 1日 
24,786  

随意契約 

（1者特命） 

市民部文化財課 
平成 27年度 浜松市博物館等

警備業務 

平成 27年 

4月 1日 
712,800  

随意契約（見

積合せ） 

産業部産業振興課 
浜松市海老塚都心事務所警備

業務 

平成 27年 

4月 1日 
96,681  

随意契約 

（1者特命） 

天竜区春野協働センタ

ー 

（一括）浜松市春野歴史民俗資

料館ほか 1施設警備業務 

平成 27年 

4月 1日 
64,540  

随意契約 

（1者特命） 

財務部収納対策課 位置情報探査業務 
平成 27年 

4月 1日 
81,648  

随意契約 

（1者特命） 

浜北区健康づくり課 
浜松市浜北保健センター警備

業務 

平成 27年 

4月 1日 
233,280  

随意契約 

（1者特命） 

学校教育部教育センタ

ー 

浜松市教育センター機械警備

業務 

平成 27年 

4月 1日 
187,920  

随意契約（見

積合せ） 

学校教育部保健給食課 
平成 27年度 浜松市雄踏学校

給食センター 警備業務 

平成 27年 

4月 1日 
149,040  

随意契約（見

積合せ） 

北区社会福祉課 
平成 27年度北区市立保育園防

犯等業務 

平成 27年 

4月 1日 
186,624  

随意契約 

（1者特命） 

こども家庭部子育て支

援課 

浜松市子育て情報センター警

備業務（機械警備） 

平成 27年 

4月 1日 
194,400  

随意契約 

（1者特命） 

こども家庭部子育て支

援課 

(一括)ザザシティ浜松中央館

５階警備業務(機械警備) 

平成 27年 

4月 1日 
298,080  

随意契約 

（1者特命） 
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担当課 件名 当初契約日 
当初契約金

額（円） 
契約方法 

環境部廃棄物処理課 
浜松市北部収集窓口センター

警備業務 

平成 27年 

7月 1日 
145,800  

随意契約（見

積合せ） 

市民部中央図書館 
浜松市立都田図書館機械警備

業務 

平成 28年 

2月 8日 
11,395  

随意契約（見

積合せ） 

 

（２）指摘事項 

 

ア 契約方法の見直しの検討 

 

該当する契約全てについて必ず長期継続契約としなければならないというわけで

はない。ただ、長期継続契約とすることで事務の効率化が図られると考えられる。

機械警備のようなものは通常、契約が途切れることがあってはならないものである

から、その事務手続きを予算の議会決議後の短い時間で毎年行うことは、通常、負

担が大きいと考えられる。 

契約方法については契約金額から競争入札とすべきものが 1 者特命の随意契約で

契約が締結されているものもあれば、逆に契約金額は 1 者特命の随意契約が許容さ

れている範囲であるが、見積合せが行われているものもあり、様々である。機械警

備は通常、その警備機械を導入した業者以外が毎年の警備業務を受託することは考

えにくい。毎年、見積合せや競争入札を行うことは、あまり意味がなく、事務手続

きの負担を増やすだけである。機械警備においては導入時点で機械の設置とその後

の警備業務に係る費用がどの程度かかるかを勘案して業者の選定をすることが必要

である。長期継続契約とすることで、毎年行っている手続きを省略することができ

る一方で、更新の時期には見積りを取って再検討することもでき、その意味でも有

用であると考える。 

担当課が、単年度契約としている理由は各担当課によって異なると考えられるが、

理由の一つは長期継続契約が担当課に周知されていないことにあると推測される。

よって、調達課は担当課に対して長期継続契約を周知し、各担当課は長期継続契約

とすることを検討し、事務の効率化を担当課は図るべきだと考える。 

 

 


