
 
３重高監第 52号 

監  査  公  表 

令和２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４年１月６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 深 瀬 裕 彦  

高知市監査委員 伊 藤 弘 幸  

令和２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 

総務部契約課 

○ 給油伝票について 

給油伝票について，給油量，受領サイン等の記

載が適正に行われていない事例が多数見受けら

れた。 

給油伝票の適正な取扱いについては，平成 29

年度の定期監査結果報告書の特記事項において

指摘していたところであるが，平成 29年度以後，

給油伝票に記載誤りがあった課等の状況は，次表

のとおりとなっており，改善されたとは認められ

ない。 

 H29 

年度 

H30 

年度 

R元 

年度 

R2 

年度 

記載誤りのあった課 ６課 10課 ８課 17課 

記載誤りのあった件数 22件 110件 39 件 136件 

  ※ 監査対象課となるのは，２年に１回 

給油伝票の取扱いについては，記載誤りの多か

った事項を検証し，個々の記載事項の必要性を検

討した上で，様式の見直しや記載例の作成など記

載誤りを防止するための措置を講じるとともに，

全庁的に周知を徹底するなどして，適正に行われ

たい。 

 

総務部契約課 

○ 給油伝票について 

記載誤りの多かった事項を検証し，記載例を

示した「給油伝票の書き方について」において，

給油量や受領サイン等，必ず記入，押印が必要

な箇所については，点線で囲み強調する等の修

正を加え，令和３年５月 10日付けにて，行政事

務支援システムにより庁内掲示を行うととも

に，給油伝票を利用している課宛てに通知し，

修正後の記載例について周知の徹底を図りまし

た。 

また，様式の見直しについては契約先が作成

しているため来年４月の改定に向けて協議を行

う予定としております。 

なお，令和３年度庶務・会計実務研修におい

ても給油伝票の適正な記載の仕方について，説

明しています。 

市民協働部スポーツ振興課 

○ 事務手続上の誤りが常態化しており改善を

市民協働部スポーツ振興課 

○ 事務手続上の誤りが常態化しており改善を



 
要するもの 

  行政財産の目的外使用許可に係る使用料の収

入事務及び財産管理事務に当たり，事務手続上の

誤りが常態化しており改善を要する事例が見受

けられた。 

  当該事例は，前回（平成 30 年度）の定期監査

において，「納期限を定めていないもの」，「使用

料を前納していないにもかかわらず使用を認め

ているもの」が見受けられたため，指導事項とし

ていたにもかかわらず，今回も同様の事例が見受

けられており，改善されていないものである。 

  事務手続上の誤りが常態化しているものにつ

いては，速やかに改善されたい。 

 

 

 

○ 行政財産の目的外使用許可等に関する事務

手続を適正にしていないもの 

行政財産の用途及び目的外使用許可に当たり，

適切な事務処理を行っていない事例が見受けら

れた。 

行政財産の目的外使用許可等に関する事務手

続については，財産条例等に基づき，適正に行わ

れたい。 

 

要するもの 

目的外使用許可について，使用料を前納する

よう，使用者に口頭及び文書で周知いたしまし

た。 

また，納入通知書への納入期限の記載につい

ても，業務担当者に周知徹底し，調定書の決裁

時に再度確認するようにいたしました。 

使用日前に使用料が納入されたかの確認方法

として，納入期限３日前に未納の場合は，使用

者に電話で確認し，未納の場合は至急納入する

よう指導することとしました。 

また，目的外使用許可関係の事務処理マニュ

アルを作成し，目的外使用許可申請書綴りに綴

じることで，担当者以外の職員が見ても処理状

況の確認ができるようにしました。 

 

○ 行政財産の目的外使用許可等に関する事務

手続を適正にしていないもの 

案件ごとに長期にわたり進捗管理が可能とな

るよう，目的外使用許可申請書（協議書）の受

付兼進捗管理表を作成しました。 

この表をファイルサーバー上で管理し，併せ

て決裁書綴の先頭に綴じることで進捗状況の見

える化を図り，組織で管理しております。 

こども未来部子ども育成課 

○ 物品の購入を適正にしていないもの 

 物品の購入に当たり，短期間のうちに同一の物

品を同一業者に追加発注し，それぞれ別契約とし

て取り扱っている事例が見受けられた。 

  当該事例は，放課後児童クラブで使用する座卓

の購入に当たり，必要な数量を十分に精査するこ

となく当初の発注（５台）を行ったことから，６

日後に当初の発注と同数の物品を追加発注（５

台）し，すべて一括で納品（10台）されているに

もかかわらず別契約として取り扱っているもの

であるが，結果的に，その合計金額は 10 万円以

上となっているものである。 

  物品会計規則第 11条及び第 13条によれば，本

庁内における物品購入予定額が 1 件 10 万円以上

こども未来部子ども育成課 

○ 物品の購入を適正にしていないもの 

物品の購入について，入会児童数や使用目的

等を児童クラブの支援員と十分に協議した上

で，必要数量を精査し発注手続を行うとともに，

複数業者から見積書を徴するなど競争性を十分

に確保する等，適正な事務処理を進めてまいり

ます。 

 

 

 

 

 

 

 



 
となる場合は，契約課において，競争見積り等に

より契約を締結することとされている。 

  物品の購入については，数量等の見込みを十分

に検証するとともに，競争性を十分確保するなど

して，適正に行われたい。 

 

○ 契約事務を適正にしていないもの 

  業務委託の特命随意契約に当たり，所定の契約

手続を経ることなく作業依頼を行っている事例

が見受けられた。 

当該事例は，放課後児童クラブシステムの保護

者負担金減免修正対応に関する業務委託につい

て，新型コロナウイルス感染症対策として早急に

対応する必要があったことから，見積りを徴した

業者からの求めに応じ，契約締結前にシステム改

修の打合せのため，作業依頼を書面にて行ったも

のである。 

  このような書面を契約締結前に作成すること

は，事前着手との誤解を与えかねないものであ

る。 

  契約事務については，契約規則等に定める契約

手続に基づき，適正に行われたい。 

 

○ 契約の競争性を確保すべきもの 

  修繕の契約に当たり，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

る事例が見受けられた。 

  当該事例は，令和２年３月上旬に学校の空き教

室を利用した放課後児童クラブの新規開設を決

定したことから，利用教室付近のトイレについて

早急に洋式化の修繕（318,450 円）が必要として，

特定の１者へ発注しているものである。 

  しかしながら，新規開設を決定したのは３月上

旬であったことから，４月の開設までには複数の

者から見積りを徴する期間は十分にあったもの

である。 

  契約規則第 31 条によれば，少額の随意契約と

いえども，なるべく２人以上の者から見積書を徴

し，最も有利な条件（価格）を提示した者を契約

の相手方とするのが原則であるとされており，当

 

 

 

 

 

 

○ 契約事務を適正にしていないもの 

ご指摘のありました契約事務手続について，

令和３年４月 30日に課内研修を実施し，契約の

事務処理手順等について周知徹底を図りまし

た。 

今後は，適正な事務処理を進めてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 契約の競争性を確保すべきもの 

ご指摘のありました特命随意契約における契

約事務手続について，令和３年４月 30日に課内

研修を実施し，契約の事務処理手順等について

周知徹底を図りました。 

  今後は，複数業者から見積書を徴するなど競

争性を十分に確保するとともに，適正な事務処

理を進めてまいります。 



 
該事例は，業者選定の検討が十分ではなかったと

認められる。 

  修繕の契約については，特定の者と安易に特命

随意契約により契約を締結することなく，他者の

実施可能性を十分検証するなどして，競争性を確

保されたい。 

 

こども未来部母子保健課 

○ 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 

  例文決裁簿について，専決権者である課長の決

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ついては，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

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。 

 

こども未来部母子保健課 

○ 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 

ご指摘のありました例文決裁簿については，

決裁欄に課長まで決裁を受けるとともに，公印

欄についても公印規則に基づき取扱責任者の審

査及び照合を受け，意思決定をいたしました。 

また，例文決裁簿の記載方法等の見本を作成

し，作成した見本を簿冊に添付する等，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。 

今後は，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。 

商工観光部観光振興課 

○ 都市公園使用料の算定が区々となっている

もの 

  都市公園使用料の算定に当たり，観光振興課と

みどり課で，消費税等の取扱いが区々となってい

る事例が見受けられた。 

  当該事例は，観光振興課では，桂浜公園内での

写真撮影等に係る都市公園使用料の算定につい

て「１月以上の土地の貸付け」に当たるとして消

費税等相当額を加算していない一方で，みどり課

では，同様の使用料の算定について「一時的に使

用させる場合」に当たるとして消費税等相当額を

加算しており，その取扱いが区々となっているも

のである。 

  当該使用料の算定については，公平性の観点か

商工観光部観光振興課 

○ 都市公園使用料の算定が区々となっている

もの 

今回定期監査において指摘を受け，税務署に

確認したところ，当該事例においては「営業許

可期間は１か月間であるが，実質的には一時的

な使用に当たるため，課税対象である」との回

答を受けましたので，令和２年 11 月 19 日付け

許可分から，みどり課の取扱いに合わせて，消

費税等相当額を加算して使用料を徴収すること

としました。 

このことに関しましては，高知市都市公園条

例の主管課であるみどり課における考え方や消

費税法について十分に確認を行わず使用料を算

定していたことから，今後はみどり課との連携



 
ら，両課で協議の上，都市公園条例等に基づき，

適正に行われたい。 

を一層図るとともに関係法令の確認を十分に行

い，適正に事務を執行するようにいたします。 

 

都市建設部みどり課 

○ 予定価格の算定を適切にしていないもの 

  清掃業務委託契約に係る予定価格の算定に当

たり，適用した積算基準が適切でない事例が見受

けられた。 

当該事例は，令和２年度アニマルランド管理棟

及びアニマルギャラリー清掃業務委託契約の予

定価格の算定において，年１回実施する管理棟の

「床剥離洗浄」作業に，剥離洗浄後の「ワックス

塗布３回」を含まないものとし，「床剥離洗浄」

作業とは別に，２か月に１回実施する「床表面洗

浄」のワックス塗布作業１回分を加算して積算し

ているものである。 

  しかしながら，積算の参考とした国土交通省制

定「建築保全業務共通仕様書」によれば，「床剥

離洗浄」の作業内容は，「ワックス塗布３回」を

標準としている。したがって，当該事例のように

「同共通仕様書」と異なる作業内容を指定する場

合は，「同共通仕様書」の積算基準に定める「床

表面洗浄」の歩掛や単価をそのまま適用すること

は適切とは認められない。 

  結果的に契約金額に影響はなかったものの，予

定価格については，適切に設定していないことに

より契約金額が著しく高額になる可能性がある

ことを踏まえ，効率的な予算執行を推進する観点

から，作業内容等を適切に反映した積算を行わな

ければならない。 

  予定価格の算定については，積算根拠を十分に

精査し，適切に行われたい。 

 

○ 都市公園使用料の算定が区々となっている

もの 

  都市公園使用料の算定に当たり，みどり課と観

光振興課で，その取扱いが区々となっている事例

が見受けられた。 

  当該事例は，都市公園内での写真撮影に係る都

市公園使用料の徴収に当たって「業として写真撮

都市建設部みどり課 

○ 予定価格の算定を適切にしていないもの 

国土交通省制定「建築保全業務共通仕様書」

による「剥離洗浄」の作業内容とし，剥離洗浄

はワックスがけも含み，「表面洗浄」は「剥離洗

浄」を除いた回数により積算を行うこととし，

令和３年度アニマルランド管理棟及びアニマル

ギャラリー清掃業務委託契約の予定価格の算定

を行いました。 

今後も引き続き，適正な予定価格の算定に努

めてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 都市公園使用料の算定が区々となっている

もの 

車両の乗入れについて，適用基準が明確では

ないことから，車両面積に応じて算定していた

使用料を見直しました。令和３年４月１日以降

の写真撮影に付随する「車両の乗入れ」の許可

については，適用基準を見直し，今後は都市公



 
影を行う行為」については，両課とも同じく使用

料を算定しているものの，当該写真撮影に付随す

る「車両の乗入れ」については，みどり課では，

都市公園条例第３条第１項第４号に規定する「競

技会，展示会，博覧会その他これらに類する催し

のために都市公園の全部又は一部を独占して利

用すること。」に該当するとして車両の駐車面積

に応じて使用料を算定している一方で，観光振興

課では，同条例第３条第１項には該当しないとし

て使用料を算定しておらず，取扱いが区々となっ

ているものである。 

  当該使用料の算定については，公平性の観点か

ら，両課で協議の上，都市公園条例等に基づき，

適正に行われたい。 

 

園条例第３条第１項第４号に該当せず，使用料

の算定を行わないこととし，観光振興課と同一

の取扱いといたしました。 

 

 

 


