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令和元年度の定期監査の結果に基づき，又は当該監査の結果を参考として措置を講じた旨の通知が高

知市長からあったので，地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 199条第 14 項の規定により，次のとお

り公表する。 

令和３年６月 16日 

高知市監査委員 細 川 哲 也  

高知市監査委員 金 子     努  

高知市監査委員 福 島    明  

高知市監査委員 川 村 貞 夫  

令和元年度の定期監査の結果に基づき，又は当該監査の結果を参考として講じた措置の状況は，下記

のとおりである。 

記 
指 摘 事 項 措 置 状 況 

総務部総務課 

〇 消すことのできるボールペンを使用してい

るもの 

予定価格調書において，消すことのできるボー

ルペンを使用して決定日を記載している事例が

見受けられた。 

消すことのできるボールペンは，訂正等の痕跡

が残らないため容易に改ざんされるおそれや，温

度変化による退色等のリスクがあることから，公

文書への使用は不適切である。 

公文書の作成においては，消すことのできるボ

ールペンの使用禁止を徹底されたい。 

総務部総務課 

〇 消すことのできるボールペンを使用してい

るもの 

当該予定価格調書については，ご指摘のとお

り，消すことのできるボールペンを使用して決定

日が記載されており，油性ボールペンにより記載

し直しました。 

現在は「消せるボールペン」を使用しておりま

せん。 

また，ご指摘を受け，課内掲示板を活用して公

文書に対する「消せるボールペン」の使用禁止に

ついて周知を行いました。 

今後は，不適切な事務処理とならないよう，事

務執行において十分注意し，周知徹底を図ってま

いります。 

総務部人事課 

〇 決裁を要する事務の執行を適正にしていな

いもの 

職員会館使用料の調定について，職員会館（南

別館７階食堂部分）における行政財産の目的外使

用許可に係る決裁をもって別途伺済とし，決裁を

受けずに事務を執行している事例が見受けられ

た。 

調定の行為は，地方公共団体が歳入金を収入し

ようとする場合において，発生した権利内容を調

査して明確にし，具体的に所属年度，歳入科目，

総務部人事課 

〇 決裁を要する事務の執行を適正にしていな

いもの 

ご指摘のありました決裁を受けていなかった

調定書については，決裁を受けました。 

現在は，調定書において，別途伺済とすること

なく，適正に決裁を行っております。 

今後も引き続き，再発防止に向けて職務権限に

基づき適正な事務処理を行ってまいります。 



納入すべき金額，納入義務者等を決定する内部意

思決定の行為であることから，別途伺済とするこ

となく，決裁を適正に行わなければならない。 

決裁を要する事務については，職務権限に基づ

き，適正に行われたい。 

防災対策部防災政策課 

〇 決裁を要する事務の執行を適正にしていな

いもの 

１件300万円以上1,000万円未満の災害対策本

部図上訓練業務の委託契約に係る予算執行決定

及び入札実施の意思決定について，決裁区分の適

用を誤ったため，部長専決事項であるものを課長

決裁としている事例が見受けられた。 

当該事例は，当初予定価格が 300万円未満のた

め課長決裁としたものについて，入札が不調に終

わり，再度積算した予定価格が 300 万円以上

1,000 万円未満に変更になったにもかかわらず，

決裁区分を変更することなく決裁を受けたもの

である。 

決裁を要する事務においては，職務を執行する

に当たっての責任と権限である職務権限に基づ

いた決裁を受けるとともに，必要に応じて合議し

なければならない。 

決裁を要する事務については，職務権限に基づ

き，適正に行われたい。 

防災対策部防災政策課 

〇 決裁を要する事務の執行を適正にしていな

いもの 

ご指摘のありました決裁区分の適用を誤った

決裁文書については，決裁区分を変更し，適正な

決裁権者まで押印を行い，意思決定を行いまし

た。 

現在は，委託契約に係る事務手続を再度整理し

た上で，職務権限規程に基づく的確な事務処理に

ついて課内で周知・徹底を図り，適正な運用に努

めております。 

今後も引き続き，再発防止に向けて職務権限に

基づいた適正な処理を行ってまいります。 

防災対策部地域防災推進課 

〇 補助金の交付事務を適正にしていないもの 

中山間地域防災拠点施設耐震対策促進事業費

補助金交付に係る審査等の事務を適正にしてい

ない事例が見受けられた。 

結果として，個別の事例は補助金額等に影響を

与えるものではないが，次のとおり不適切な事例

が見受けられることは，交付に係る審査を適正に

行っているとは認められない。  

補助金の交付事務については，適正に行われた

い。 

(1) 概算払の必要性を適正に確認していないも

の 

当該事例は，補助事業者が事業を実施するた

めの資金が不足しているとして概算払の方法

防災対策部地域防災推進課 

〇 補助金の交付事務を適正にしていないもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 概算払の必要性を適正に確認していないも

の 

対応策として，概算払の交付決定に際して資

金計画表など資金が不足することを証する客



により平成 31 年１月に補助金交付決定額全額

を交付しているところ，補助事業に係る資金計

画表など資金が不足することを証する客観的

な資料が提出されておらず，また，補助事業者

において平成 31 年３月まで経費等の支払実績

がなく，概算払の必要性を確認できないもので

ある。 

補助金は，完了払による交付が原則であるこ

とから，概算払の審査は，概算払によらなけれ

ば交付目的を達成できないなどの特別な事情

を明らかにした上で交付を決定するものであ

り，資金計画表など資金が不足することを証す

る客観的な資料を求めるなど，交付時期及び交

付額について慎重に検討する必要がある。 

補助金の概算払については，必要性を適正に

確認されたい。 

① 梶谷地区（耐震改修事業） 

② 高川地区（耐震改修事業） 

(2) 補助事業の実績報告の審査を適正にしてい

ないもの 

実績報告書に添付の収支決算書に，収支決算

額及び増減額の記載がない事例が見受けられ

た。 

補助事業の実績報告の審査は，補助事業の成

果が補助金の交付決定等の内容に適合してい

るのかを確認するものであることから，収支決

算額などの審査を適正に行わなければならな

い。 

補助事業の実績報告については，審査を適正

に行われたい。 

① 梶谷地区（耐震改修事業） 

② 高川地区（耐震改修事業） 

観的な資料を求めることとする旨を明記する

補助金交付要綱一部改正を行いました（令和２

年１月８日付け起案，同年５月27日付け決裁）。 

現在は，改正後要綱に従い，適正な運用によ

り，審査事務等を進めております。 

今後も引き続き，本要綱に従い，適正な運用

に努めてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 補助事業の実績報告の審査を適正にしてい

ないもの 

実績報告書の決算額欄には，補助事業が適正

に執行されたか否かを審査する重要な意義が

あることを意識し，記載漏れを見落とさないよ

う努めるとともに，課内で周知・徹底を図り，

適正な処理と厳正なチェックに努めてまいり

ます。 

財務部管財課 

〇 決裁を要する事務の執行を適正にしていな

いもの 

法定外公共物使用料の調定について，法定外公

共物の使用許可に係る意思決定の決裁がなされ

ていることを理由とし，決裁を受けずに事務を執

行している事例が見受けられた。 

調定の行為は，地方公共団体が歳入金を収入し

財務部管財課 

〇 決裁を要する事務の執行を適正にしていな

いもの 

当該調定書について，決裁欄に課長まで押印

し，意思決定を行いました。 

また，起案者には，誤った認識であることを指

摘し，他の係員への注意喚起も行いました。 

現在は，決裁を要する事務については，職務権



ようとする場合において，発生した権利内容を調

査して明確にし，具体的に所属年度，歳入科目，

納入すべき金額，納入義務者等を決定する内部意

思決定の行為であることから，決裁を適正に行わ

なければならない。 

決裁を要する事務については，職務権限に基づ

き，適正に行われたい。 

 

〇 タクシーチケットの使用報告の確認を適正

にしていないもの 

管財課が交付するタクシーチケットについて，

使用報告の確認を適正にしていない事例が見受

けられた。 

個別の事例はタクシーチケットの交付先にお

ける事務手続の誤りが原因であり，乗車料金に影

響を与えるものではないが，不適切な事例が多数

見受けられたことは，事後の確認を適正に行って

いるとは認められない。 

タクシーチケットについては，使用の必要性や

使用状況を事前・事後ともに確認することによっ

て適正な取扱いを担保しているものであり， タ

クシーチケットの使用基準等において，タクシー

チケットには所属名，乗車区間，乗車人名，乗車

人数，乗車日時，乗車料金を必ず記載し，使用報

告の様式によって管財課へ報告することとされ

ている。 

タクシーチケットの使用報告については，確認

を適正に行われたい。 

(1) タクシーチケットに乗車人名，乗車人数，

乗車時間の記載がないもの 

(2) タクシーチケットが消すことのできるボー

ルペンや鉛筆で記載されているもの 

(3) 使用報告に乗車料金を誤記しているもの 

(4) 使用報告に乗車人名の記載がないもの 

 

なお，タクシーチケットの使用基準等は，平成

23年５月 26日に通知されて以降，日常業務のて

びきへの掲載や庁内掲示等の対応がされておら

ず，通知内容が必ずしも十分に周知されていない

ことや，タクシーチケットの書式が発行元によっ

限に基づき，適正に行うよう，徹底しております。 

今後も引き続き，適正な事務を行うよう努めて

まいります。 

 

 

 

 

 

〇 タクシーチケットの使用報告の確認を適正

にしていないもの 

管財課において，事後確認について適正に行っ

てまいります。 

(1)タクシーチケットに乗車人名，乗車人数，

乗車時間の記載がないもの，(3)使用報告に乗車

料金を誤記しているもの，(4)使用報告に乗車人

名の記載がないものについて，確認できるものは

正確な内容に訂正しました。 

管財課に提出された書類の確認が漏れていた

ものであり，「タクシーチケットの使用及び管理

方法」を変更し，複数人での確認が可能なチェッ

ク体制へ改善し，タクシーチケットの事務全般に

ついて，管財課及び主管課の事務作業全体を見直

しました。 

また，「タクシーチケットの使用及び管理方法」

の変更については，行政事務支援システムによ

り，広く周知を行いました。 

(2)タクシーチケットが消すことのできるボー

ルペンや鉛筆で記載されているものについては，

タクシーチケット使用・承認報告書は公文書であ

ることを使用者に周知するとともに，判明次第ボ

ールペン等での記載を求めることとします。 

なお，使用基準については，「行政事務支援シ

ステム」への掲載を行い，広く周知を行いました。 



て異なっており使用基準等に基づく記載欄が設

けられていないこと等も，事務手続の誤りが生じ

る要因であると考えられることから，タクシーチ

ケットについては，使用基準等に基づく使用方法

を見直すとともにその周知を図られたい。 

財務部税務管理課 

〇 長期継続契約の契約締結事務を適正にして

いないもの 

軽自動車税コンビニエンスストア収納事務の

業務委託契約について，長期継続契約に係る契約

締結事務を適正にしていない事例が見受けられ

た。 

当該事例は，当該業務委託契約がその性質上翌

年度以降にわたり役務の提供を受けなければ事

務に支障を及ぼす契約ではあるものの，地方自治

法及び長期継続契約を締結することができる契

約に関する条例第２条第１項各号において長期

継続契約を締結できる契約として定められてい

ないことから，適正でない事務手続となっている

ものである。 

軽自動車税コンビニエンスストア収納事務の

業務委託契約の締結事務については，契約課と協

議を行いながら，適正に行われたい。 

財務部税務管理課 

〇 長期継続契約の契約締結事務を適正にして

いないもの 

コンビニエンスストア収納事務の業務委託契

約については，当該業務委託契約がその性質上翌

年度以降にわたり役務の提供を受けなければ事

務に支障を及ぼす契約ではあるものの，地方自治

法及び長期継続契約を締結することができる契

約に関する条例に定められていないという今回

のご指摘を踏まえ，契約課と協議した結果，直ち

に条例を改正することは困難であると判断した

ため，令和２年８月の契約更新に当たっては，令

和２年６月議会において債務負担行為の予算設

定を行い，可決されましたので，複数年契約を締

結しました。 

市民協働部くらし・交通安全課 

〇 決裁を要する事務の執行を適正にしていな

いもの 

紙起案後，決裁区分を戊決裁から丙決裁へ訂正

した起案文書について，専決権者である部長及び

副部長の決裁欄を起案紙に切り貼りの上追加し，

決裁を受けている事例が見受けられた。 

このような事務執行は，事案の処理について，

意思決定に至る過程を合理的に跡付け，又は検証

することができるよう，文書を作成して行うこと

とする文書主義の原則の趣旨を損なうこととな

る。 

決裁を要する事務については，適正に行われた

い。 

 

〇 公共的団体等に関する出納事務の執行を適

正にしていないもの 

市民協働部くらし・交通安全課 

〇 決裁を要する事務の執行を適正にしていな

いもの 

ご指摘のいただきました起案紙については，切

り貼りを除去し，改めて決裁を受けました。 

文書作成事務に当たっては，文書管理規程，職

務権限規程等，関係法令に基づき的確な事務を行

うよう徹底いたします。 

今後，判断に迷うときは，関係各課に相談を行

い，複数名による確認を行う等対策を講じ，適正

な事務を行ってまいります。 

 

 

 

 

〇 公共的団体等に関する出納事務の執行を適

正にしていないもの 



市に事務局を置く暴力追放高知市民会議が支

出すべき郵送料について，公費から支出している

事例が見受けられた。 

当該事例は，公費で購入していた 82円切手 62

枚を暴力追放高知市民会議から発送する郵便物

に貼付して，当該郵便物を郵送していたものであ

る。 

公共的団体等に関する出納事務については，適

正に行われたい。 

令和２年３月 30 日に公共的団体である「暴力

追放高知市民会議」から 5,084 円分の切手等を市

に返還いたしました。 

現在は，市の業務と混同することのないよう

「高知市が関与する公共的団体等設置・運用マニ

ュアル」に基づき，適正な事務を行うよう徹底し

て事務を行っております。 

今後も引き続き，適正な事務を行うよう努めて

まいります。 

市民協働部人権同和・男女共同参画課 

〇 収入証紙の消印を適正にしていないもの 

証明手数料について，申請書に貼付された収入

証紙の消印を彩紋にかけていない事例が見受け

られた。 

収入証紙の消印は，手数料が徴収済みであるこ

とを示すとともに，当該証紙の再使用を防止する

ことが目的であり，収入証紙条例施行規則第４条

第１項において，当該証紙を貼り付けた申請書等

又は証紙貼付書を受理した職員は，その紙面と証

紙の彩紋とにかけて明瞭に消印しなければなら

ないこととされている。 

収入証紙の消印は，同規則に基づき，適正に行

われたい。 

 

〇 契約の競争性を確保すべきもの 

市民会館の建物及び設備に係る少額の修理等

の契約について，契約の競争性を確保することな

く，特命随意契約により契約を締結している事例

が多数見受けられた。 

当該事例は，過去に実績があることを理由とし

て，特命随意契約により契約を締結しているもの

であるが，随意契約ガイドラインにおいては，実

績がある者が他にいないことや実績が豊富であ

ることのみをもって特定の１者でなければ履行

できない理由にはならないとされている。 

少額の随意契約といえども，過去の実績を理由

として特定の１者へ発注している事例が多数見

受けられることは，業者選定の過程において発注

業者の検討・管理が不十分であり，不適切発注の

リスクにつながるおそれがあるものと認められ

市民協働部人権同和・男女共同参画課 

〇 収入証紙の消印を適正にしていないもの 

今後は，収入証紙を取り扱う場合，消印するた

め，紙面と証紙の彩紋にかけて明瞭に消印するよ

う，徹底してまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 契約の競争性を確保すべきもの 

課内において，当該事例について周知いたしま

した。 

現在は，随意契約ガイドラインに基づき，業者

選定にあたり，２人以上の者から見積を徴すよう

にし，業者に偏りが生じないように留意し，事務

を進めております。 

今後も引き続き，適正な事務を行うよう努めて

まいります。 

 

 

 

 

 

 

 



る。 

修理等の契約に当たっては，安易に特定の者と

特命随意契約とすることなく，他者の実施可能性

を十分検証され，競争性を確保されたい。 

 

〇 備品の処分手続を適正にしていないもの 

備品について，登録物品検品チェックリストを

確認したところ，処分手続を適正にしていない事

例が見受けられた。 

当該事例は，平成 29 年度に春野秋山市民会館

の冷蔵庫を廃棄処分するに当たり，物品会計規則

に定める手続を経ることなく処分し，さらにその

後の現物検査において当該物品がチェックリス

トから削除されずに掲載されていたにもかかわ

らず，適切な対応をしていなかったものである。 

同規則第 44条第２項において，物品管理者は，

使用の必要がないもの又は使用することができ

ないものがあるときは，物品返納書により決定

し，会計管理者に返納しなければならないことと

され，また同規則第 50 条において，物品管理者

は，毎会計年度において１回以上，自己の保管す

る物品及び帳簿について検査しなければならな

いこととされている。 

備品の処分については，同規則に基づき，事務

手続を適正に行われたい。 

 

 

 

 

 

〇 備品の処分手続を適正にしていないもの 

ご指摘のありました冷蔵庫については，物品事

故報告書を作成し，決裁後，物品事故調書を作成

し，物品会計規則第 36 条第５項に基づき，会計

管理者に報告いたしました。 

現在は，備品の登録状況や，故障等の際に必要

な事務手続を課内で情報共有し，適切な備品管理

に努めております。 

今後も引き続き，適切な備品管理に努めてまい

ります。 

 

市民協働部中央窓口センター 

〇 決裁及び公印使用に係る審査を要する事務

の執行を適正にしていないもの 

例文決裁簿において，専決権者である所長の決

裁を受けず，また，公印使用に係る審査を受ける

ことなく事務を執行している事例が見受けられ

た。 

決裁を要する事務においては，職務を執行する

に当たっての責任と権限である職務権限に基づ

いた決裁を受けるとともに，必要に応じて合議し

なければならず，また，公印を押印しようとする

者は，管守者又は取扱責任者に押印を必要とする

文書等を提示した上で，審査及び照合を受けなけ

ればならないこととされている。 

決裁及び公印使用に係る審査を要する事務に

市民協働部中央窓口センター 

〇 決裁及び公印使用に係る審査を要する事務

の執行を適正にしていないもの 

当該指摘のありました所長印の無かった例文

決裁簿及び公印審査欄に押印しました。 

決裁に当たっては，職務権限規程に基づき適正

な事務処理を徹底するとともに，公印の押印に当

たっては，公印規則に基づき管守者又は取扱責任

者の審査を経て押印すること等の例文決裁に係

る正しい手順について，課内掲示板により令和２

年６月３日に周知を行い，適正な処理を行うよう

努めております。 

今後は，定期的に課内掲示板にて適正な事務手

続を周知するとともに例文決裁簿に手順，注意事

項等を記載した文書を添付し，使用に際して常に



ついては，職務権限及び公印規則に基づき，適正

に行われたい。 

注意喚起を行います。 

市民協働部地籍調査課 

〇 契約金額の算定を適正にしていないもの 

新築建物等調査業務の委託契約について，免税

事業者を契約の相手方とする単価契約の契約金

額が適正に定められていない事例が見受けられ

た。 

当該事例は，令和元年 10 月１日からの消費税

率の引き上げに関して，見積依頼書において契約

期間（平成 31 年４月１日から令和２年３月 31

日まで）の消費税率を一律９％として見積りを行

うよう依頼しているものである。 

契約課長通知において，契約相手方が免税事業

者である場合も課税事業者と取扱いは変わらず，

消費税率改定前後の適正な税率に応じた取扱い

をすることとされている。 

特に当該事例のような単価契約においては，成

果品の提出数によって支払金額が変動すること

から，契約期間中の消費税率を便宜的に一律９％

として消費税額を算定することとすれば，適正な

税率で算定した金額と異同を生じてしまうこと

となる。 

単価契約の契約金額については，消費税法等の

規定に基づき算定を適正に行われたい。 

市民協働部地籍調査課 

〇 契約金額の算定を適正にしていないもの 

４月～９月は消費税相当額８％,10 月～３月は

消費税相当額 10％として算定した契約金額とな

るよう変更契約を結び，既に支払済みの委託料に

ついては，12月分委託料で精算を行いました。 

現在は，適正な消費税率に基づき算定するよう

課内で周知・徹底を図り，適正な運用を行ってお

ります。 

今後も引き続き，適正な運用を行うよう努めて

まいります。 

健康福祉部地域保健課 

〇 施設の使用料の算定及び審査を適正にして

いないもの  

保健福祉センターの使用料の算定及び審査を

適正にしていない事例が見受けられた。 

当該事例は，申請書の使用料算定欄へ使用料を

誤記しているなど，審査を適正にしていない事例

が複数見受けられており，うち検診講習室につい

て，使用料を過少に算定しているものである。 

施設の使用料は，施設の区分や時間によって異

なるため，申請内容と使用料算定欄とを照合する

などして正確に算定する必要があるところ，不適

正な事例が複数見受けられることから，単に事務

手続上の誤りを是正するだけではなく，再発防止

に向け組織的に事務執行の適正化に取り組む必

健康福祉部地域保健課 

〇 施設の使用料の算定及び審査を適正にして

いないもの 

使用料の請求額誤り分については，差額の追加

請求を行い，令和２年２月 21 日に納入されたこ

とを確認しました。 

また，申請書の使用料の誤記については，訂正

を行いました。 

現在は，決裁時に添付する使用料一覧表及び減

免団体の名簿に対し，確認した部分には担当者毎

に異なるチェック印を付け，ダブルチェックでき

ているかの確認も行うように徹底しています。 

今後も引き続き，再発がないよう，事務執行の

適正化に取り組んでまいります。 



要がある。 

使用料の算定及び審査については，保健福祉セ

ンター条例等に基づき，適正に行われたい。 

環境部廃棄物対策課 

〇 概算払の精算事務を適正にしていないもの 

概算払を受けた旅費について，歳出精算書（兼

戻入書）に旅費明細書等の証拠書類を添付してい

ない事例が多数見受けられた。 

概算払の精算は，会計規則第 67 条第１項にお

いて，概算払を受けた者は，用務又は事件の終了

後，５日以内に歳出精算書に証拠書類を添えて精

算し，市長に報告しなければならないこととされ

ている。 

概算払については，同規則に基づき，精算事務

を適正に行われたい。 

(1) 令和元年度全国環境衛生・廃棄物関係課長

会四国ブロック会 

(2) 第９回北九州地域ＰＣＢ廃棄物早期処理関

係者連絡会 

(3) 全国廃棄物・リサイクル行政主管課長会議 

(4) 令和元年度廃棄物処理センター等全国担当

者会議 

(5) 令和元年度全国環境衛生・廃棄物関係課長

会 

(6) 自動車リサイクル関連ステップアップ現場

研修 

環境部廃棄物対策課 

〇 概算払の精算事務を適正にしていないもの 

旅費の概算払の精算事務について，指摘された

内容について課内で共有いたしました。 

現在は，歳出精算書に旅費明細書の添付が抜か

らないよう，適正な精算事務を行うよう徹底して

おります。 

今後も引き続き，再発がないよう，適正な精算

事務を行えるよう努めてまいります。 

環境部東部環境センター 

〇 決裁を要する事務の執行を適正にしていな

いもの 

例文決裁簿において，専決権者である所長の決

裁を受けることなく事務を執行している事例が

見受けられた。 

決裁を要する事務においては，職務を執行する

に当たっての責任と権限である職務権限に基づ

いた決裁を受けるとともに，必要に応じて合議し

なければならない。 

決裁を要する事務については，職務権限に基づ

き，適正に行われたい。 

環境部東部環境センター 

〇 決裁を要する事務の執行を適正にしていな

いもの 

指摘のあった当該例文決裁簿については，事後

とはなりましたが，所長印を押印しました。 

現在は，日常業務においても，公印申請を行う

際は所長までの決裁が終わっているかを確認の

上業務を行っております。 

今後も引き続き，例文決裁簿の取扱いについ

て，一層の注意を図ってまいります。 

 


