
平成28年度包括外部監査指摘事項等に係る対応

令和２年11月

浜    松    市

（業務委託に関する事務の執行について）



内　　　　　　容 件数

法令等に違反し、又は不当と認められるため、是正を求め
ること又は３Ｅ(経済性・効率性・有効性)の視点から、改
善を求めること。

52

「指摘」には当たらないが将来的に改善を検討することが
望ましいもの、又は包括外部監査人としての提言を述べる
もの

13

内　　　　　　容 件数

◎ 措置済
指摘事項に対して、措置を講じたもの又は一部について措
置を講じたもの

51

― 非措置

指摘事項に対して、法令の趣旨等から措置できないもの、
制度の趣旨・費用等を鑑み現行が適当であるなど措置しな
いもの又は外部状況等により措置する必要がなくなったも
の

1

○ 対応済
意見事項に対して、対応したもの又は一部について対応を
したもの

9

― 非対応

意見事項に対して、法令の趣旨等から対応できないもの、
制度の趣旨・費用等を鑑み現行が適当であるなど対応しな
いもの又は外部状況等により対応する必要がなくなったも
の

4

空欄 措置対応中
指摘又は意見事項に対して、措置又は対応を継続している
もの又は今後行う予定のもの

0

         措置欄（令和２年6月末現在）

区分

監査結果

区分

指摘

意見



第４　監査の結果（個別案件）

1 指摘 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

40 調達課 ◎ Ｒ1

2 指摘 イ
浜松市業務委託に関するプロポーザル実施取
扱要綱の改正を要すること

41 調達課 ◎ Ｒ1

3 指摘 ウ 公募方法が実効性に欠けること 41 調達課 ◎ Ｈ30

4 指摘 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

46 国際課 ◎ Ｈ30

5 指摘 イ 契約保証金の徴収・免除の事務手続き 47
国際課
調達課 ◎ Ｈ30

6 指摘 ア 検討会議資料 50 調達課 ◎ Ｈ30

7 指摘 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

50 調達課 ◎ Ｈ30

8 意見 ア
障害者就労施設への委託を優先することの検
討

51
障害保健福祉課

調達課 〇 Ｈ30

9 意見 イ 浜松市シルバー人材センターの実態の聴取 51 高齢者福祉課 〇 Ｈ30

10 指摘 ア 効果的な施設管理方法の検討の必要性 54 西区社会福祉課 ◎ Ｈ30

11 意見 ア 障害者優先調達の推進 55
調達課

障害保健福祉課 〇 Ｈ30

12 意見 イ 設計金額の積算について 55
技術監理課

調達課 ― Ｈ30

13 指摘 ア 資料の適切な管理の必要性 61 舞阪協働センター ◎ Ｈ29

14 指摘 イ 参考見積の取得と予定価格設定 62
春野協働センター

佐久間協働センター
水窪協働センター

◎ Ｈ30

15 指摘 ウ 見積りと仕様の対応 62
中区まちづくり

推進課 ◎ Ｈ29

16 指摘 エ 低額すぎる見積額 63
浜北区まちづくり

推進課 ◎ Ｈ29

17 指摘 オ 長期継続契約 63 調達課 ◎ Ｈ30

18 指摘 カ 業種別一括発注 64
調達課

ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ推進課 ◎ Ｈ30

19 意見 ア 業種別一括発注状況の分析 64
調達課

各区区振興課 〇 Ｈ30

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

４　緑地・樹木・雑草等管理業務委託

監査項目 主管課

５　協働センター関連業務委託

２　国際課関連業務委託

措置等
決定年度

№
報告書
の頁

監査
結果

区分

１　プロポーザル



監査項目 主管課
措置等
決定年度

№
報告書
の頁

監査
結果

区分

20 指摘 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

72 美術館 ◎ Ｈ29

21 指摘 イ 契約締結業務について 73 美術館 ◎ Ｈ29

22 指摘 ウ 随意契約における見積り徴取について 73 美術館 ◎ Ｈ29

23 意見 ア 広告・印刷業務における契約方法について 74 美術館 ○ Ｈ29

24 指摘 ア 機械警備の契約方法の見直し 81 文化財課 ◎ Ｒ2

25 意見 ア 障害者優先調達について 82 文化財課 ― Ｈ29

26 指摘 ア 再委託に係る事務手続き 85 動物園 ◎ Ｈ29

27 指摘 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

85 動物園 ◎ Ｈ29

28 指摘 ウ 契約内容の見直し 85 動物園 ◎ Ｈ29

29 指摘 エ 競争性確保の必要性 86 動物園 ◎ Ｈ30

30 指摘 オ 機械警備業務委託 86 動物園 ◎ Ｈ30

31 指摘 ア 情報政策課による基準発信が必要であること 97 情報政策課 ◎ Ｈ29

32 指摘 ア 使用料に関する見直しの検討 98
天竜区まちづくり

推進課 ◎ Ｈ30

33 指摘 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

100
調達課

天竜区まちづくり
推進課

◎ Ｈ30

34 指摘 ア 担当部課の見直しについて 102 農地整備課 ◎ Ｈ29

35 指摘 イ
業務実施者との直接契約締結の可能性につい
て

102 農地整備課 ◎ Ｈ29

36 指摘 ア 予定価格の設定方法について 104 教育施設課 ◎ Ｈ29

37 指摘 イ 複数の委託業務入札手続きについて 105 教育施設課 ◎ Ｈ30

38 指摘 ウ 産業廃棄物回収量の確認手続 106 教育施設課 ◎ Ｈ29

39 指摘 エ
各業務委託契約における地理的対象範囲の見
直し

107 教育施設課 ◎ Ｈ30

８　動物園関連業務委託

１０　天竜壬生ホール関連業務委託

１１　みかんの里資料館関連業務委託

１２　産業廃棄物収集運搬・再生処分業務委託（学校施設）

６　美術館関連業務委託

７　博物館関連業務委託

９　情報システムの開発、保守、改修関係



監査項目 主管課
措置等
決定年度

№
報告書
の頁

監査
結果

区分

40 指摘 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

114 教育総務課 ◎ Ｈ30

41 指摘 イ 各委託業務契約事務の見直しについて 115 教育総務課 ― Ｈ29

42 指摘 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

123
高齢者福祉課

調達課 ◎ Ｈ30

43 指摘 イ 契約額の積算根拠 124 高齢者福祉課 ◎ Ｈ30

44 指摘 ア 単価契約分の予算実績差異について 128 障害保健福祉課 ◎ Ｒ1

45 指摘 イ 契約金額について 129 障害保健福祉課 ◎ Ｒ1

46 指摘 ア 納付済証の換金性について 130 廃棄物処理課 ◎ Ｒ1

47 指摘 イ 配送回数について 131 廃棄物処理課 ◎ Ｈ29

48 指摘 ア 新聞記事のマイクロフィルム化について 133 中央図書館 ◎ Ｒ1

49 指摘 イ 発注先と発注時期について 134 中央図書館 ◎ Ｈ29

50 指摘 ウ 欠格事由がある業者の確認について 135
中央図書館

調達課 ◎ Ｈ29

51 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

143
公園課

文化財課 ― Ｈ29

52 指摘 ア 入札資格要件の見直しの検討 147
調達課

健康安全課 ◎ Ｈ30

53 指摘 ア 契約方法の見直しの検討 151 調達課 ◎ Ｈ30

54 指摘 ア 諸規程の用語と適用関係を整理すること 152 調達課 ◎ Ｒ1

55 指摘 イ 一部再委託の可否要件を整理すること 153 調達課 ◎ Ｈ30

56 指摘 ア
指名競争入札の応札業者数及び随意契約時の
見積合せの業者数について

154 調達課 ◎ Ｈ30

57 指摘 イ 調達課のモニタリングの強化 155 調達課 ◎ Ｈ30

58 指摘 ウ 随意契約の公表制度の利用 156 調達課 ◎ Ｈ30

１　諸規程関連事項

１８　都市整備部関連業務委託

１９　学校給食調理業務委託

２０　長期継続契約

第５　監査の結果（全般的事項）

２　事務手続き関連事項

１３　通園・通学バス運行事業

１７　図書館関連業務委託

１４　浜松市地域包括支援センター運営事業

１５　浜松市地域活動支援センター事業

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



監査項目 主管課
措置等
決定年度

№
報告書
の頁

監査
結果

区分

59 指摘 エ 指名競争入札の指名業者の選定方法について 156 調達課 ◎ Ｈ30

60 指摘 オ
地方自治法施行令第167条の２第１項第３号規
定の手続き

157 調達課 ◎ Ｈ29

61 意見 ア 入札参加資格登録について 157 調達課 ― Ｈ30

62 意見 イ リスク管理体制の構築 158 調達課 〇 Ｈ30

63 意見 ア 業者のモニタリング体制の確保について 158
調達課

政策法務課 〇 Ｒ1

64 意見 イ 業務の整理 159
政策法務課

人事課
財政課

○ Ｈ29

65 意見 ウ 事業のあり方と業務委託 159
政策法務課

調達課 〇 Ｈ30

・「保健給食課」⇒「健康安全課」

３　その他

・「学校施設課」⇒「教育施設課」

※平成29年4月の組織改正等に伴い「主管課」の名称は、下記のとおり変更となっている。



№１
監査内容 40

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

調達課

令和２年１月に「浜松市業務委託に関するプロポーザル実
施取扱要綱」及び「浜松市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）」に代えて、新たに「浜松市業務
委託に関するプロポーザル方式ガイドライン」を作成し、入
札参加資格者名簿に登載されていない者でも公募型プロポー
ザルに参加できることを明確に表現するとともに、名簿に登
載されていない者の参加資格を認める手続き方法を記載しま
した。
併せて「業務委託・賃貸借契約マニュアル」を改正し、ガ

イドラインと同様の記載を追加しました。
ガイドラインと改正した契約マニュアルは令和２年１月に

開催した説明会において全庁へ周知し、同月から運用を開始
しました。

◎ 令和元年度

№２
監査内容 41

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

調達課

「浜松市業務委託に関するプロポーザル実施取扱要綱」に
代えて令和２年１月から運用を開始した「浜松市業務委託に
関するプロポーザル方式ガイドライン」において、入札参加
資格者名簿に登載されていない者でも公募型プロポーザルに
参加できることを明確な表現で記載しました。

◎ 令和元年度

報告書の頁

報告書の頁
イ　浜松市業務委託に関するプロポーザル実施取扱要綱の改正を要すること
　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。

対応方針

対応方針

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
　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、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。



№３
監査内容 41

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

調達課

公募型プロポーザルの募集公告の掲載方法について、他都
市の状況を調査したところ、本市と同様の状況でありまし
た。現状でも事業者への情報伝達は、少なからず達成してお
り、公募の実効性は確保されています。また、浜松市ホーム
ページの発注案件掲載画面に辿り着きやすいよう入り口ボタ
ンを新設する改修を行いました。

◎ 平成30年度

№４
監査内容 46

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

国際課

より適正な業務委託方法等について関係機関を交えて検討
した検討、平成30年度から公益財団法人浜松国際交流協会へ
の業務委託に変更しました。

◎ 平成30年度

報告書の頁
ウ　公募方法が実効性に欠けること
　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。
　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。

報告書の頁
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
　実際の業務の遂行は、浜松市外国人の子供の就学促進協議会を構成する個々の団
体が行っていて、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。
　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。

対応方針

対応方針



№５
監査内容 47

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

国際課
調達課

専決規程に基づく事務手続きにより平成29年度業務委託契
約を締結しました。（国際課）
契約保証金の概要及び契約保証金の徴収・免除の事務手続

きについて「業務委託・賃貸借契約マニュアル」に新たに追
加掲載しました。また、平成30年１月22日の入札・契約事務
説明会で担当者に説明、周知しました。（調達課）

◎ 平成30年度

№６
監査内容 50

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

調達課

業務委託契約等検討会議資料の障害者優先調達に関する項
目の記載方法について、「業務委託・賃貸借契約マニュア
ル」に新たに追加掲載しました。また、平成30年１月22日の
入札・契約事務説明会で担当者に説明、周知しました。

◎ 平成30年度

対応方針

対応方針

報告書の頁
イ　契約保証金の徴収・免除の事務手続き
　「浜松市定住外国人の子供の就学促進事業」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、
上記契約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。

報告書の頁
ア　検討会議資料
　特定調達品目は、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。



№７
監査内容 50

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

調達課

公益社団法人浜松市シルバー人材センターへ業務委託を発
注している担当課を対象に契約案件を報告、調査を実施しま
した。その中で、主な業種を選定や見積徴取対象業務を抽出
し、浜松市シルバー人材センター以外の業者へ見積書の作成
依頼をした結果、浜松市シルバー人材センターへ発注する方
が明らかに安価で、業務の実施状況も問題ないことが確認で
きたため、見積金額は適正と判断しました。

◎ 平成30年度

№８
監査内容 51

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

障害保健福祉課
調達課

　平成29年３月９日に調達課から「平成29年度浜松市におけ
る障害者優先調達方針」を全庁に通知し、役務の発注拡大と
草刈清掃業務の受注可能範囲を示しました。
　また、平成29年６月９日に、平成28年度障害者優先調達契
約実績を庁内へ周知するとともに、更なる発注促進に向けて
障害者施設で請負う可能な範囲の分割発注を促す通知を障害
保健福祉課と調達課の連名で実施しました。

〇 平成30年度

対応方針

報告書の頁
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。
　浜松市シルバー人材センターへの業務委託の多くは、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。

報告書の頁
ア　障害者就労施設への委託を優先することの検討
　障害者就労施設とシルバー人材センターへの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。

対応方針



№９
監査内容 51

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

高齢者福祉課

公益社団法人浜松市シルバー人材センターのコミットメン
ト策定において、市は目標の設定とその評価、経営改革等に
関与し、会員数や契約金額等の活動状況について把握・分析
を行いました。また、関係機関から高年齢者の就業状況に関
する情報の提供を受けました。今後も継続的に取り組んでま
いります。

〇 平成30年度

№10
監査内容 54

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

西区
社会福祉課

平成29年度は、消防局と調整をして、抜根除草業務は障害
者優先調達により消防局と同じ業者と契約しました。また、
樹木等育成管理業務は消防局が契約した業者を含む２業者
で、見積合せにより契約者を決定しました。
平成30年度は、大平台駐車場法面緑地における抜根除草業

務及び樹木等育成管理業務委託の契約を消防局に依頼して、
４月に消防局が一括で契約しました。なお、大平台駐車場法
面緑地部分についての支出は、西区社会福祉課予算で行いま
す。

◎ 平成30年度

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。

対応方針

報告書の頁
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では、西消防
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、同駐車場部分を消防署とは別に契約しているが、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。
　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、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。

対応方針

報告書の頁



№11
監査内容 55

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

調達課
障害保健福祉課

障害者優先調達での発注をする際には、事前に当該業務が
できる施設の有無や業務可能な施設数等を発注の都度確認し
ています。

〇 平成30年度

№12
監査内容 55

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

技術監理課
調達課

工事関係部署で使用しているものは積算基準等の規模が大
きく、経費等の算出が異なり適用条件を満たさないため、業
務委託している除草等の積算では、適切な予定価格の算定は
できないと考えています。

ー 平成30年度

ア　障害者優先調達の推進
　除草作業は金額が少額のため1者特命が許容されることも少なくないが、単に前年
の内容を踏襲するのではなく、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。

対応方針

報告書の頁

対応方針

報告書の頁
イ　設計金額の積算について
　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、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。



№13
監査内容 61

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

舞阪協働センター

予定価格の根拠資料について、契約関係書類と同一の場所
に保管しました。担当者が不在でも所在が分かるように、格
納場所を周知しました。

◎ 平成29年度

№14
監査内容 62

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

春野協働センター
佐久間協働ｾﾝﾀｰ

水窪協働センター

予定価格算出に向けて、平成30年度の当初予算要求時に複
数業者から見積を取得し、適正な価格を見極め予算要求しま
した。

今後においても、複数業者から参考見積を徴取し、適正な
予定価格の算出に努めます。 ◎ 平成30年度

イ　参考見積の取得と予定価格設定
　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、少なくとも過去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、相当数存在した。
　少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。

ア　資料の適切な管理の必要性
　サンプル抽出した舞阪協働センターが担当する契約の資料については、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、往査時点では、その所在が明らかでなかった。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、金額の根拠
は明らかにしておく必要がある。
　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。

報告書の頁

対応方針

報告書の頁

対応方針



№15
監査内容 62

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

中区
まちづくり推進課

　区内の協働センターに係る保守点検業務等の契約の一部に
ついて、代表協働センターが契約していましたが、課内の
チェック体制を強化するため、平成29年度からは、本課（ま
ちづくり推進課）において一括して契約するよう、契約事務
を見直し、適切に契約事務を執行しました。

◎ 平成29年度

№16
監査内容 63

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

浜北区
まちづくり推進課

平成28年度当初予算要求時から、２者から参考見積を取得
することにより、適正な金額を見極めたうえで予算要求しま
した。また、業務委託契約入札時においても、参考見積金額
を基に、適正な予定価格を算出し入札を実施しました。

今後についても、同様の事態が起こらないよう確認し、実
施するとともに、予算要求時及び入札執行時に機種・台数を
確認した上で仕様書の作成を行います。

◎ 平成29年度

対応方針

報告書の頁
ウ　見積りと仕様の対応
　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
保守に関する契約は、前年度は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年度分の予定価格を決める際に、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。
　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。

対応方針

報告書の頁
エ　低額すぎる見積額
　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
とする契約は、平成27年については、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、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。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、平成27年度は、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。



№17
監査内容 63

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

調達課

「業務委託・賃貸借契約マニュアル」の長期継続契約の記
載を見直すとともに、根拠法令や対象の記載及び契約案件の
例示を表形式に変更しました。また、平成30年１月22日の入
札・契約事務説明会で担当者に説明、周知しました。 ◎ 平成30年度

№18
監査内容 64

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

調達課
アセットマネジ
メント推進課

　「業務委託・賃貸借契約マニュアル」に一括発注に関する
文言を新たに追加掲載し、平成30年１月22日の入札・契約事
務説明会で担当者に説明、周知しました。
　また、一括発注の契約状況を調査した結果、多くが施設管
理に関する契約であったことと「一括発注実施マニュアル」
が施設管理発注用として作成されたものであるため、引き続
き、当該マニュアルをアセットマネジメント推進課の公開ラ
イブラリに格納することとしました。
　調達課では、発注担当課が、他課の一括契約情報を確認で
きるよう調達課公開ライブラリに一覧表を掲載するととも
に、「一括発注実施マニュアル」を容易に確認できるよう調
達課公開ライブラリから現在の格納場所へリンク設定をしま
した。

◎ 平成30年度

報告書の頁

対応方針

オ　長期継続契約
　機械警備については、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
区や南区の協働センターでは長期継続契約が締結されていたが、東区の協働セン
ターについては、単年での契約となっていた。
　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。

対応方針

報告書の頁
カ　業種別一括発注
　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。



№19
監査内容 64

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

調達課
各区区振興課

「業務委託・賃貸借契約マニュアル」に一括発注に関する
文言を新たに追加掲載し、平成30年１月22日の入札・契約事
務説明会で担当者に説明、周知しました。

調達課では、発注担当課が他課の一括契約情報を確認でき
るよう、調達課公開ライブラリに一覧表を掲載し、情報の共
有化を図りました。また、区振興課では、調達課公開ライブ
ラリへ掲載された一括発注している契約の情報により、現
在、一括発注している事業に加え、更に一括発注ができる事
業がないか検討を行いました。

〇 平成30年度

№20
監査内容 72

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

美術館

　平成29年度に係る業務委託契約等検討会議において、１者
特命による随意契約から見積合わせによる指名業者の選定等
に変更し、適正な処理を行いました。また、平成29年度の清
掃業務等の委託については、見積合わせにより業者を決定し
ました。 ◎ 平成29年度

報告書の頁
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。

対応方針

報告書の頁
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。当該委託先は、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。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。
　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少数の契
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を促すことを検討
すべきだと考える。
  一方で、美術館が管理する施設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
ていることから、指摘事項の実現可能性は少なからず認められると考える。

対応方針



№21
監査内容 73

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

美術館

　管轄の税務署から課税文書の捉え方と、それに対応する印
紙税額についての説明を受けた後、契約相手方に是正を依頼
し、正規税額分の収入印紙貼付済みの契約書を受領しまし
た。
　契約書・請書の締結の際、印紙税について、内部で複数の
者が確認するチェック体制を整備するとともに契約相手方と
の相互確認も行いました。

◎ 平成29年度

№22
監査内容 73

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

美術館

　平成29年度の美術展業務について、性質又は目的により契
約相手を特定せざるを得ないもの以外で業務の内容により合
理的な理由がない場合は、入札又は見積合わせにより業者を
決定しました。

◎ 平成29年度

イ　契約締結業務について
　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、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。

対応方針

報告書の頁

報告書の頁
ウ　随意契約における見積り徴取について
　随意契約理由書に、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。

対応方針



№23
監査内容 74

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

美術館

　平成29年度の美術展業務について、広告及び印刷業務に精
通した共催相手や、データやデザインを管理している業者が
いる場合並びに広告を出す時期によって市に有利となる場合
は、随意契約（１者特命）で行い、それ以外については、業
務内容により入札又は見積合わせにより業者を決定しまし
た。

○ 平成29年度

№24
監査内容 81

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

文化財課

　博物館の運営の在り方を検討するなかで、建物機械警備業
務を長期継続契約とすることが事務手続きの効率化に寄与す
ると判断したため、令和２年度から５年間の長期継続契約と
しました。

◎ 令和２年度

ア　機械警備の契約方法の見直し
　博物館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。
　担当課は必要な手続きを取って契約を締結しているが、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。

対応方針

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、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。

対応方針

報告書の頁

報告書の頁



№25
監査内容 82

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

文化財課

　清掃業務については、始業前の短時間に清掃を行うだけで
なく、特別清掃や空気環境測定、ねずみ・衛生害虫の生息調
査及び駆除など高い専門性や資格を要する業務を、一般清掃
と一括発注することで事務手続きの効率化を図っています。
　また、樹木管理と除草については、管理している２箇所の
公園を、一年を通して利用しやすい環境を維持していく必要
があり、当該公園には樹齢を重ねた高木が多く高木剪定等、
障害者就労施設では対応が難しい作業があります。こうした
ことから、一部だけの作業を別発注するのは難しく、また事
務手続きが非効率となると考えます。

－ 平成29年度

№26
監査内容 85

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

動物園

　受託者であるＮＰＯ法人浜松市動物園協会から、契約に基
づき一部下請負届を提出させ、受理しました。

◎ 平成29年度

報告書の頁
ア　障害者優先調達について
　抽出した契約の中に、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
れているものがあった。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。

対応方針

報告書の頁
ア　再委託に係る事務手続き
　浜松市動物園ホームページ作成及び管理業務委託契約の受託者である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、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、契約条項で定められている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。

対応方針



№27
監査内容 85

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

動物園

　仕様書を見直し、委託する業務の具体的な内容や更新時
期・頻度等を明記しました。

◎ 平成29年度

№28
監査内容 85

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

動物園

　ホームページ上のバナー広告及び募集を削除するととも
に、契約内容を見直し、具体的な委託業務内容を仕様書に記
載しました。

◎ 平成29年度

報告書の頁
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
　浜松市動物園ホームページ作成及び管理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。

対応方針

報告書の頁
ウ　契約内容の見直し
　浜松市動物園ホームページ作成及び管理業務委託契約については、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
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。

対応方針



№29
監査内容 86

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

動物園

　委託料（設計額）の一層の適正化を図るため、予算要求時
に複数業者へ見積りを依頼しました 。
　今後も、業務委託契約等検討会議にて、応札業者の増加を
図るため、公告文における業者事業所の所在地要件の緩和
（市内又は準市内の削除）を検討するなど、委託業務を安定
的に実施していくうえでのリスクの軽減に努めてまいりま
す。

◎ 平成30年度

№30
監査内容 86

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

動物園

調達課、アセットマネジメント推進課等、関係各課と協議
を重ね、機械警備業務を５年間の長期継続契約としました。

◎ 平成30年度

報告書の頁
エ　競争性確保の必要性
　浜松市動物園汚水処理施設維持管理業務委託契約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。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、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。
　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
　浜松市動物園施設機械警備業務委託契約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、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。
　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。

対応方針

対応方針

報告書の頁



№31
監査内容 97

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

情報政策課

平成29年６月29日付け通知文「情報システムの企画・調
達・運用に関する適正化ガイドラインの公開について」によ
り、調達する情報システムの品質向上や調達プロセスの標準
化、透明性の確保、情報化に要する経費の抑制を目的として
作成したガイドラインを全庁に公開しました。

◎ 平成29年度

№32
監査内容 98

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

天竜区
まちづくり推進課

　平成30年６月、財務部財政課から、使用料について原則と
して３年に一度の周期での見直しや受益者負担率を基準とし
た見直しなどを内容とした「使用料見直しに関する基準」が
示され、同月に天竜壬生ホールについて、受益者負担率算定
のための使用料コスト計算書を財政課に提出しました。
　今後は、この基準に基づき使用料の見直しを検討します。 ◎ 平成30年度

対応方針

対応方針

報告書の頁

報告書の頁
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、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。情報システムは高度に専門的な内容であり、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。

ア　使用料に関する見直しの検討
　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帯別に
設定されている。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。
　一方、運営に関する費用に着目して考えると、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。
　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。



№33
監査内容 100

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

調達課
天竜区まちづく
り推進課

他都市へ契約期間中のリスク管理に関する対応について調
査を実施したところ、本市と同様で、入札参加資格登録時に
財務諸表等の提出を求める程度でありました。
このため、 定期的に財務状況等の情報提供を受ける体制

の整備や浜松市で起きた過去の事例について情報収集をし
て、次の対応へ早期に着手するための手順を確立するなど主
な受託者の財務状況等を把握する体制を整えました。

◎ 平成30年度

№34
監査内容 102

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

農地整備課

浜松市みかんの里資料館は、広域の農村空間を田園空間博
物館と見立て、田園空間整備事業の一施設として整備された
ものであり、今後も施設や散策道を有機的に連携させ周知す
ることが、本施設の魅力向上にもつながることから、田園空
間整備事業全体を所管する農地整備課が引き続き担当するこ
とが適切と判断しました。

◎ 平成29年度

報告書の頁
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
　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。

対応方針

報告書の頁

対応方針

ア　担当部課の見直しについて
　浜松市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。
　田園空間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。



№35
監査内容 102

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

農地整備課

契約方法について再検討した結果、地元の団体等では事務
処理負担が大きく、また、清掃、剪定業務も施設管理の重要
な要素の一つであることから、受託事務の処理も含めて一括
して委託することが合理的と判断しました。

◎ 平成29年度

№36
監査内容 104

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

教育施設課

適正な予定価格の設定を図るため２者から見積書を取得
し、平成29年度の予算要求及び予定価格設定の算出根拠の一
つとしました。引き続き、複数の業者から見積書を取得し
て、適正な予定価格の設定及び予算確保に努めます。

◎ 平成29年度

報告書の頁
ア　予定価格の設定方法について
　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、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。著しくかい離していると
いうことは、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
配分において少なからず支障を来しているという問題があるといえる。
　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。

対応方針

報告書の頁
イ　業務実施者との直接契約締結の可能性について
　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。
　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。
　直接運営実施者と契約を締結した場合、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。

対応方針



№37
監査内容 105

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

教育施設課

適正な入札により公正な競争を促進できるよう、入札の順
序について変更を行いました。入札の手法そのものの変更に
つきましては、１入札毎に執行する職員が３名、会場が１部
屋必要となりますが、同時刻に複数の入札を執行するとなる
と、その入札本数分の職員と会場を用意しなくてはなりませ
ん。しかし、それを実現するための人員及び会場の確保は当
課では困難です。また、札入れをする業者側も、入札本数分
の人員を確保できるのか疑問です。
　よって、現行の入札方法が最適であると考えます。

◎ 平成30年度

№38
監査内容 106

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

教育施設課

廃棄物を排出した学校に、排出日と廃棄物量を記載した
「産業廃棄物排出報告書」（校長決裁）を作成して教育施設
課へ提出するようにしました。
教育施設課では、収集運搬業者からの報告と学校からの報

告を照合し確認した後に、支払事務を行うこととしました。

◎ 平成29年度

対応方針

対応方針

報告書の頁
イ　複数の委託業務入札手続きについて
　産業廃棄物処理委託業務に関する入札の実施日時は、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。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。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。

報告書の頁
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。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。
　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。



№39
監査内容 107

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

教育施設課

受託業者や入札参加業者に委託範囲を変更した場合の対応
可否や参考意見を聴取し、委託の範囲を検討した結果、浜北
区と天竜区を同一契約とすることで、現行の４地区より３地
区へ集約し、事務の効率化を図りました。

◎ 平成30年度

№40
監査内容 114

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

教育総務課

仕様書へ安全に関する項目を記載することにより、一般競
争入札の入札参加希望事業所へ周知しました。また、指名競
争入札を実施する案件について、安全基準を事業所選定の参
考としました。

◎ 平成30年度

報告書の頁

対応方針

エ　各業務委託契約における地理的対象範囲の見直し
　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。
　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。
　現行の契約や業務内容を見直し、現状よりも少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。

対応方針

報告書の頁
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
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、確認している。
　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。



№41
監査内容 115

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

教育総務課

　園児、児童及び生徒の入園・入学又は卒園・卒業などによ
り、運行するバス路線等のルートは、毎年変更が必要となっ
ています。また、一つの小学校・中学校で複数のバスを運行
しているケースもあり、学区内に点在する児童・生徒等を効
率よく送迎するためには、路線の統合・分割なども発生しま
す。このため、仕様書作成の段階から地域の実情・地理を熟
知している各区及び協働センターの担う役割は大きなものと
なります。
　なお、教育総務課では、「浜松市通園・通学バス等の運行
に関する要綱」の整備や仕様書の書式統一などにより、適切
な契約範囲の確認を行っています。
　こうしたことから、通園・通学バス運行事業契約を教育総
務課が代表して行うよりも、現状のとおり各区及び協働セン
ターで契約事務を実施した方が、地域の実情を反映した事業
運営ができると考えます。

― 平成29年度

報告書の頁
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。

対応方針



№42
監査内容 123

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

高齢者福祉課
調達課

　浜松市契約規則第21条第２項に基づき、見積書の徴取を省
略できる場合の事務手続き及び様式について、「業務委託・
賃貸借契約マニュアル」に掲載しました。また、平成30年１
月22日の入札・契約事務説明会で担当者に説明、周知しまし
た。(調達課)
「平成30年度業務委託・賃貸借契約マニュアル」で見積書の
徴取を省略できるのは、浜松市契約規則第21条第２項に該当
する場合で、対象として「要綱等に金額の定めがあり、その
金額が市場価格で設定されたものである場合などが考えられ
る。」とされています。調達課と調整・確認した結果、地域
包括支援センター運営事業の契約額は、法令等に金額の定め
がなく契約額が決まっているとは言えず、「浜松市地域包括
支援センター運営事業実施要綱」に規定した金額は上限額
で、市場価格で設定された価格とは言えないため、従前のと
おり見積書を徴することとしました。(高齢者福祉課)

◎ 平成30年度

№43
監査内容 124

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

高齢者福祉課

平成30年度から、委託料を職員配置人数に応じた積算に変
更し、「浜松市地域包括支援センター運営事業実施要綱」を
改正しました。また、高齢者人口に応じた職員配置人数とす
るため、「浜松市指定居宅サービス等の事業等に関する基準
を定める条例」を改正し、職員配置基準を明確化しました。 ◎ 平成30年度

報告書の頁
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
　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）。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。

対応方針

報告書の頁
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、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。

対応方針



№44
監査内容 128

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

障害保健福祉課

単価契約については、令和元年度から施設利用者数を基礎
とする単価契約から受託者への負担とならない安定したサー
ビス提供を行えるよう施設人員配置を基礎とする契約方法へ
変更しました。 ◎ 令和元年度

№45
監査内容 129

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

障害保健福祉課

基礎的事業費（単価契約部分）の単価の見直し、単価の算
定根拠の明確化については、次のとおり行うこととしまし
た。
Ⅰ型：単価契約については、令和元年度から施設利用者数

を基礎とする単価契約から受託者への負担とならない安定し
たサービス提供を行えるよう施設人員配置を基礎とする契約
方法へ変更しました。
Ⅱ型：法定給付である生活介護事業の単価を準用してお

り、平成30年度の報酬改定に合わせて対応しました。
Ⅲ型：中山間地域加算など地理的な条件を踏まえた単価を

設定しています。
今後も諸環境の変化に応じた見直しをしていきます。な

お、当事業は第二種社会福祉事業に該当するため、消費税に
ついては非課税事業となり考慮不要となっております。

◎ 令和元年度

報告書の頁
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。

対応方針

報告書の頁
イ　契約金額について
　契約金額のうち、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。
　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。

対応方針



№46
監査内容 130

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

廃棄物処理課

平成31年１月の委託契約から、納付済証は金券と同等の扱
いとせず、印刷物の扱いへと見直しを図りました。
これにより、納付済証の保管場所のセキュリティ要件を緩

和するとともに、納付済証の紛失等があった場合の額面での
損害弁償に関する条文を削除しました。 ◎ 令和元年度

№47
監査内容 131

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

廃棄物処理課

現契約（平成28年度～平成30年度）において、配送実績を
基に積算根拠の見直しを行い、入札を執行したことで、契約
金額に反映させました。
また、配送実績の報告書（業務月報）については、内容の

確認を行い、受領書等と整合し、適正に処理しています。
◎ 平成29年度

報告書の頁
ア　納付済証の換金性について
　納付済証は、金券と同等の管理を求め、それにコスト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、納付済証等の配送業
務、流通管理業務、配送実績等の集計業務等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。

対応方針

報告書の頁
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、実際の配送回数は年間で市の施設に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。
　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。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。

対応方針



№48
監査内容 133

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

中央図書館

新聞記事の主な保管方法は、マイクロフィルムとデータ
べースがありますが、浜松市では、保存期間や再生方法（機
器）の観点からマイクロフィルム化して保管することとして
います。また、近隣自治体では、新聞記事のマイクロフィル
ム化は行っておりません。県内では、県立図書館がマイクロ
フィルム方法を採用しています。県立図書館は、国立国会図
書館から新聞記事のマイクロフィルムを委託されている業者
から必要とするマイクロフィルムを購入していますが、浜松
市に該当する記事のマイクロフィルムは販売していません。
こうしたことから、浜松市は独自で新聞記事のマイクロフィ
ルム化を行っています。
また、平成31年3月に開催した委託検討会議に際して、当

該郷土資料の最適な保存方法、契約方法を報告するととも
に、審議経過を検討結果として残しました。
今後も他自治体の動向や新たな技術などの情報収集を行

い、最善の方法を検討してまいります。

◎ 令和元年度

№49
監査内容 134

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

中央図書館

浜松市の入札参加資格者名簿（業務委託）に登録されてい
る全業者の中から、近隣事業者に限定することなく、マイク
ロフィルム作製業務が実施可能な事業者をすべて選定して入
札を実施しました。
また、年度当初に業務委託契約を行い、業者の在庫水準が

高い年度前半に発注を行いました。

◎ 平成29年度

報告書の頁
ア　新聞記事のマイクロフィルム化について
　中央郷土資料室においてのマイクロフィルム閲覧は需要が存在することは間違い
ないが、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、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。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。

対応方針

報告書の頁
イ　発注先と発注時期について
　静岡新聞地域版マイクロフィルム作製業務委託契約は1コマ当たりの単価契約に
よっている。
　市内登録業者数が少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。

対応方針



№50
監査内容 135

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

中央図書館
調達課

指名候補業者には事前に公安委員会の認定証の有無を確認
しました。指名通知時に送付する契約書案に公安委員会の認
定が必要な旨を明記しました。受託者には、認定書の写しの
提出を義務付けました。（中央図書館）
平成29年1月の入札・契約事務説明会において、個々の業

務発注の際に、必要とする資格等を十分確認したうえで、公
告、指名通知等に記載するよう注意喚起しました。（調達
課）

◎ 平成29年度

№51
監査内容 143

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

公園課
文化財課

今回の（仮称）万斛公園の場合は、土地の発掘調査により地下
から遺構や遺物が見つかったことや、寄附を受けた際に残ってい
た旧庄屋屋敷の母屋などの建物も地域住民からの保存要望があ
りワークショップでの話し合いにより保存・修復を行うこととなった
もので、特殊なケースであります。
今後、土地等の寄附により公園整備を行う際には、将来コストな
どについても考慮したうえで可否を判断します。

― 平成29年度

報告書の頁
ウ　欠格事由がある業者の確認について
　浜松市立城北図書館駐車場等整理業務委託契約について、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。
　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。

対応方針

報告書の頁
ア　地方公共団体が土地等の寄附を受ける場合について
　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。
　万斛公園整備基本契約方針策定業務委託契約については、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。

対応方針



№52
監査内容 147

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

調達課
健康安全課

入札参加資格要件の設定について、「業務委託・賃貸借契
約マニュアル」の業務委託契約等検討会議資料の記載時に特
に注意が必要な項目の考慮した点に例示を交え掲載するとと
もに、平成30年１月22日の入札・契約事務説明会で担当者に
説明、周知しました。（調達課）
平成28年度の契約分から、見直しした入札参加資格要件及

び仕様書に基づき入札を実施しました。（健康安全課）
◎ 平成30年度

№53
監査内容 151

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

調達課

「業務委託・賃貸借契約マニュアル」の長期継続契約の記
載を見直すとともに、根拠法令や対象の記載及び契約案件の
例示を表形式に変更しました。また、平成30年１月22日の入
札・契約事務説明会で担当者に説明、周知しました。 ◎ 平成30年度

報告書の頁
ア　入札資格要件の見直しの検討
　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。

対応方針

報告書の頁
ア　契約方法の見直しの検討
　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、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。

対応方針



№54
監査内容 152

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

調達課

平成31年４月に「物品購入等契約関係規定集」の諸規程に
ついて、個別の文言の表記を統一しました。
また、令和２年３月に優劣関係及び適用関係を示す一覧表

を作成しました。

◎ 令和元年度

№55
監査内容 153

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

調達課

他の政令指定都市の状況確認後、検討した結果を基に、こ
れまで明確になっていなかった再委託の可否の判断基準や手
続きの流れを示した「業務委託契約における再委託につい
て」（平成30年２月14日付け）の通知を行い、庁内に周知し
ました。 ◎ 平成30年度

報告書の頁
ア　諸規程の用語と適用関係を整理すること
　契約締結にかかわる「物品購入等契約関係規定集」に収載されていた諸規程に
は、法、条例、規則、施行規則など法的位置付けが明らかなものもあるが、他に
も、マニュアル、告示、要綱、指針、心得、運用基準（「運用について」を含
む。）、運用要領、要領、規程といった文言が用いられており、その文言の差が適
用上のどういった差となって現れるのかは不明である。その原因は、諸規程の適用
関係、特に適用上の優劣関係が不明な点にあると思われる。よって、諸規程の用語
を統一し、その適用関係を明らかにすることは極めて有用と思われ、そのような取
り組みを推奨するものである。

対応方針

報告書の頁
イ　一部再委託の可否要件を整理すること
　受託業務の一括再委託は禁止されているものの、一部再委託は手続的な制限に留
まり実施可能である。実際、業務の分業化が進んだ現状において、一部再委託まで
全面的に禁止することは合理的ではなく、一定程度は許容する必要がある。
　どういった場合が一部下請けに出し得るかは浜松市として明確には示されていな
い。少なくとも、一部下請けに出し得る基準を示す必要がある。また、その基準
は、過度に一部再委託を禁止すると業務遂行に支障が出ることを考慮し、ある程度
緩やかな要件とするのが相当である。

対応方針



№56
監査内容 154

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

調達課

本市の実態を調査した結果、応札者数が定数に満たない状
況を確認しました。これらの案件は、年度末から年度当初に
契約締結する業務が主であり、不足分を補充すると再度、業
務委託契約等検討会議の審議や各種調整が必要になり、年度
当初の業務開始に間に合わなくなります。
結果として入札・契約ができなくなるため、市民サービス

に影響が出ることを避けるには現状を変更せず補充はしない
対応とします。ただし、状況等により可能な範囲で補充して
いくことを検討するよう平成30年１月22日の入札・契約事務
説明会で説明しました。

◎ 平成30年度

報告書の頁
ア　指名競争入札の応札業者数及び随意契約時の見積合せの業者数について
　指名競争入札による場合の指名業者数は、契約予定価格によりその定数が定めら
れている。今回の監査の結果、指名した業者がすべて入札に応じるケースはあまり
多くなく、かなりの割合の辞退が生じているという印象を受けた。しかし、可能な
限り多くの業者に入札参加してもらうことが重要であり、そのための対応を図る必
要があるものと考える。応札者数が少ない契約については、次回入札時には指名業
者数を増やす等の対応を図ることが必要である。
　また、随意契約による契約は、競争に付する手間が省略でき、その手続きについ
ても簡単であるため、事務の負担を軽減し、事務の能率が向上する。現状、3者見積
りを要する契約でも、仮に2者から見積書の提出がなく、かつ残り1者の見積金額が
予定価格内であれば、3者による見積合せとみなし契約が有効であるとする運用をし
ている。しかしながら、可能な限り決められた業者数以上の見積書を徴取して業者
を選定すべきであると考える。
　よって、調達課が一度、指名競争入札についての状況把握（何者指名し何者応札
したか）及び随意契約における見積り業者数の状況把握をし、その結果を検討して
各担当課への運用の見直しを促す等の対応を図る必要があるものと考える。

対応方針



№57
監査内容 155

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

調達課

発注担当課から情報収集する業務委託契約の一覧表をまと
めることで、契約案件を把握できるため、最低限のモニタリ
ング機能を果たしています。

◎ 平成30年度

№58
監査内容 156

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

調達課

平成29年度業務委託１者特命随意契約結果公表対象案件
（４～12月契約分）について、公表後市民等からの問合せ等
の有無を調査しました。結果は、調査時点での問い合わせ件
数は０件でありました。今後も引き続き調査を実施していき
ます。

◎ 平成30年度

報告書の頁
イ　調達課のモニタリングの強化
　業務の安全管理や質の維持・向上、継続的な点検等を行うため必要な「モニタリ
ング」の実施主体が不明で、その総括が調達課の分掌事務に含まれているのかどう
かも不明である。このため、全庁的に業務委託契約事務をモニタリングしている課
は設置されていないという印象である。
　調達課は各課からの報告に基づいて業務委託契約等の一覧表を作成している。決
算資料として作成されているものであるが、調達課は全庁的な業務委託契約の情報
を把握できる立場にある。例えば、これを利用して、各課においてどのような契約
が締結されているか、長期継続契約を検討すべき契約はないか、契約方法等に問題
はないか、安易に1者特命による随意契約が行われていないか等、実態調査を行うこ
とも一つの手段であることから、モニタリング機能を発揮する必要があると考え
る。

対応方針

報告書の頁
ウ　随意契約の公表制度の利用
　平成27年度から1者特命で随意契約した業務委託（建設工事関連業務委託を除
く。）のうち、予定価格が100万円を超えるものは原則として、浜松市ホームページ
にて公表されている。
随意契約の理由を公表することにより、担当課に対して安易な1者特命理由による随
意契約を抑制する効果が期待できると考えられる。また、担当課の連絡先も公表し
ているため、市民は詳細な情報について、いつでも問い合わせが可能な状態にあ
り、その点でも担当課に適切な契約事務の遂行を促す効果があるといえる。
　しかし、現在、調達課では担当課に問い合わせがあったかどうかを把握できてい
ない。よって、調達課は定期的に問い合わせの有無及びその内容を問い合わせ、問
題点等の分析をし、必要な是正措置を取るようにする必要がある。
　また、検討会議の資料には①業務委託等の目的・内容・理由、②考慮した点の記
載があるが、この2点についての情報が入手されれば、1者特命理由が妥当かどうか
の判断がある程度つくと考えられる。これらの情報は調達課がモニタリング機能を
発揮する場合にも役立つ。よって、これらの情報も調達課に報告させて、調達課は
定期的なモニタリングに役立てることを検討する必要がある。

対応方針



№59
監査内容 156

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

調達課

指名業者の選定方法に関する注意事項として、「業務委
託・賃貸借契約マニュアル」及び検討会議資料の審議ポイン
トに掲載し、平成30年１月22日の入札・契約事務説明会で担
当者に説明、周知しました。

◎ 平成30年度

№60
監査内容 157

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

調達課

平成29年２月17日付け通知「平成29年度随意契約における
発注見通しについて」に具体的な手続き方法を分かりやすく
記載し、全庁に周知しました。

◎ 平成29年度

報告書の頁
エ　指名競争入札の指名業者の選定方法について
　指名競争入札においては、業者選定の際には、毎年指名業者が固定している業務
がある場合は、新規登録、新規参入の業者についても調査・検討し、公平に参加の
機会が与えられるような配慮が求められている。
　検討会議においては指名業者についても検討がされるが、この際、過去の辞退の
状況や入札価格の状況も検討材料とし、受託意欲に乏しいと判断される指名業者を
排除し、新たな業者を指名するなどして、今まで以上に競争性が高まるようにする
必要があると考える。

対応方針

報告書の頁
オ　地方自治法施行令第167条の2第1項第3号規定の手続き
　地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に該当する随意契約を締結しようとする
場合には、一定事項について公表することになっている。しかし、業務委託・賃貸
借契約マニュアルや随意契約ガイドラインについてもこの点の記載があるものの、
担当課には具体的手続きの周知が十分ではなかった。
　この手続きは浜松市契約規則にも定めのある手続きであることから、担当課へ手
続きを周知させて、適切に公表手続きを行うことが必要である。

対応方針



№61
監査内容 157

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

調達課

入札参加資格登録は、本市の入札等に参加希望する者に対
し、当該営業を引き続き１か年以上営んでいることなど所定
の要件を満たした上で、公共調達の観点から財政基盤や社会
的信用はもとより必要な能力を有する者であることを審査す
ることが、公平性を保つ上で必要な手続きであると考えてい
ます。
また、業者の内部状況の審査については、現在、４千４百

超の登録業者があり、全てに対して詳細な内部状況を審査す
ることは効率性に欠けると考え、決算書類も含めた書類の提
出の確認により、有効性のある審査を行っています。
業者側からのアプローチのみでありますが、当該制度が公

共調達の観点から現状では最適な手法と考え、今後もこれま
でと同様に審査・登録を行っていきます。

ー 平成30年度

報告書の頁
ア　入札参加資格登録について
　2年に1度、調達課が行っている入札参加資格者登録は所定の提出書類の確認のみ
であり、また税金の滞納がないことや住民税の特別徴収を実施していることが登録
要件としてあげられているが、業者の内部状況の審査は行われていない。
　各所管課では、「業者登録」というところで業者を絞ってしまった中での業者選
定となるため、必ずしも「最適」な選択をしたことにはならないのではないかと思
われる。最初の段階で本来、技術的にも経済的にも「最適」な業者を対象から外し
てしまう可能性があることは否めない。現状の「業者登録」と業者選定は所管課が
業者選定を行う際には便利ではあるが、3Ｅ（経済性、効率性、有効性）の観点から
は見直しを検討することが必要ではないかと考える。

対応方針



№62
監査内容 158

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

調達課

他都市へ契約期間中のリスク管理に関する対応について調
査を実施したところ、本市と同様で、入札参加資格登録時に
財務諸表等の提出を求める程度でありました。
こうしたことから、 定期的に財務状況等の情報提供を受

ける体制の整備や浜松市で起きた過去の事例について情報収
集をして、次の対応へ早期に着手するための手順の確立など
主な受託者の財務状況等を把握する体制を整えました。

〇 平成30年度

№63
監査内容 158

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

調達課
政策法務課

業務の適切なモニタリング体制を確保するために、個別の
業務に関する詳細な引き継ぎ書や業務マニュアル等の作成の
必要性について、平成31年３月に業務委託・賃貸者契約マ
ニュアルに記載するとともに、同月、全庁に周知しました。

〇 令和元年度

報告書の頁
イ　リスク管理体制の構築
　民間委託の規模は年々増加しており、市の業務を円滑に行うには民間の力を借り
ることは有用である。しかし、一方で、民間委託においては受託業者が経営破たん
するリスクがあり、実際に、指定管理業務を受託した業者が契約期間中に経営破た
んし、新たな委託先を選定する事務手続きも追加で実施することになった。
　業務委託に伴う経費の支出は財政的援助ではなく、契約の相手方に契約の履行を
求めるものであるから、経営難等により契約の履行不能となることは避けなければ
ならない。民間への業務委託は今後、減ることは考えにくく、むしろ増加する方向
にあると考えられるので、浜松市としても民間企業を参考に、リスク管理体制を整
えることを検討することが望まれる。

対応方針

報告書の頁
ア　業者のモニタリング体制の確保について
　かつては浜松市が直接行っていた業務の民間への委託が進んでいるため、当然で
あるが、職員が当該業務そのものを執行することは将来的にはなく、浜松市の業務
は委託した業務を受託する業者等を適切に管理することになる。業務委託が進め
ば、実際に業務を執行した経験のある職員の割合は年々減り、今後、適切に業務内
容を把握し、価格等を評価し、業者の業務内容を評価することが難しくなるのでは
ないかと懸念される。よって、業務委託を推進していく一方で、業者を適切にモニ
タリングできる体制をどのように確保していくか、検討が望まれる。

対応方針



№64
監査内容 159

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

政策法務課
人事課
財政課

市の全事業を示した「政策・事業シート」において「事業
の見直し」項目を設けており、所管課自らが、業務の見直し
を行っています。また平成28年度は、平成29年度当初予算編
成作業に合わせ、総務部も交え、自治事務に分類される経常
的なソフト事業について、存廃を含めた見直しと終期の設定
を行いました。
引き続き「政策・事業シート」を活用した見直しを図ると

ともに、平成30年度当初予算編成時において、既存事業の目
的、費用対効果や必要性等を検証し、終期（見直し時期）の
設定や民間活力の可能性を検討するなど不断の見直しを行い
ます。また、平成29年度当初予算内示で見直しを指示した事
業については、毎年対応内容を確認し、対応が不十分なもの
については必要な指摘、指示等を行います。

○ 平成29年度

№65
監査内容 159

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

政策法務課
調達課

業務委託を含め、民間事業者等のノウハウを市の実施事業
に活用するための方針を示した「浜松市民間活力の導入に関
する基本方針」において、「市のノウハウ喪失の回避、リス
クマネジメント」等の項目を設けており、これに基づき、各
事業における市が保有すべきノウハウの喪失回避やサービス
水準の担保などについて、必要な対策を講じることを定め、
各課に必要な対策を講じるよう周知しました。

〇 平成30年度

報告書の頁
ウ　事業のあり方と業務委託
　業務量が増加している中で、最小の経費で最大限の効果をあげるためには民間へ
業務委託することは避けられない。しかし、一方で、業務委託により、浜松市の職
員が直接、その業務を執行することはなくなるため、浜松市にノウハウが蓄積する
ことは難しくなる。浜松市の職員が直接、業務することでより経費がかかったとし
ても、ノウハウを蓄積することが優先される局面もあると思われる。
　それぞれの事業をどのように位置づけるか、そのような視点を今後は取り入れな
がら、民間への業務委託を検討することも望まれる。

対応方針

報告書の頁
イ　業務の整理
　浜松市の業務量は今後増加すると考えられる。民間への業務委託を進めることも
一つの対応策であるが、各課でどのような業務があるのか、その業務が必要なのか
どうか等、業務の棚卸しが必要であり、困難な作業ではあるが、将来的には必要な
作業ではないかと考える。

対応方針


