監査委員告示第 ２ 号

地方自治法第１９９条第１２項の規定により、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あったので、同項の規定によりその内容を公表します。
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平成２５年度「定期財務事務監査」結果に対し講じられた措置等通知（一覧）
部局
課所
監査の結果
（措置等）通知内容
上田市 上田市交流 食糧費（賄費）の執行については、今後の運 26年度の開館にあたり、交流文化芸術セン
交流文 文化芸術 営に際しても社会通念に照らし定期的に基準 ターの食糧費執行基準を新たに作成し、これ
化芸術 センター
の見直しを図りながら執行してください。
に基づき執行してまいります。
センター
総務部

行政管理課 コピー代（実費徴収金）について、入金までの コピー代受領後、速やかに入金処理を行う
手元保管が一ヶ月を超え る事例がありまし よう徹底してまいります。
た。金額の多少にかかわらず速やかに入金 また、他課でコピー代を受領し行政管理課
処理を行うよう事務を改善してくだい。
で入金処理するものについては、受領後速
やかに行政管理課へ引き継ぐよう、関係課に
周知しました。

総務部

行政管理課 単価をもって契約する事例において、契約伺 上田市事務処理規則の決裁区分に基づ
の専決権者がその単価額により区分（200万 き、適正な決裁権者の決裁を受けるよう留意
未満課長）されているものがありますが、この し、適正な事務処理に努めてまいります。
場合は予定される支出総額に応じて専決権
者が決定されますので事務を改めてくださ
い。（カラーコピー機賃貸借契約）

総務部

契約検査課 「長期継続契約」の運用実態を全庁重点的に
監査した結果、条例規定に適合しないと考え
られる事例や規定がありながら適用されてい
ない事例が見られるとともに、各契約書中に
定めるべき事項についても標準化されていな
い状況が認められます。契約事務の観点か
ら、法令・条例の規定に対する適用例や長期
継続契約に対応する標準的な契約書式等に
ついて、具体的な細則基準を設け全庁的な
事務の改善を図ってください。

長期継続契約締結に当たって、債務負担
行為の設定を要しない場合の契約書の様式
を作成し、平成25年12月3日に適正な契約事
務を行うよう全庁に周知しました。

財政部

財政課

長期継続契約の契約事務に係る条例の適
用については、平成26年度に財務・会計事
務研究会において協議を行い、平成27年度
を目途に適切な運用が図れるよう検討してま
いります。

「長期継続契約」の適用が可能な契約は関係
法令及び市条例において限定的に規定され
るところですが、この運用実態を全庁重点的
に監査した結果条例規定に適合しないと考え
られる契約事例が見られる一方で、適用可能
とされながら活用されていない規定が見られ
ます。
あらためて全庁的な実態を精査し、法令や条
例の規定主旨に応じた適用範囲の見直しや
適用基準の明確化を図ってください。
＜条例規定に適合しないと考えられる事例＞
・冷水機の賃貸借
・券売機の賃貸借
・軽トラック除雪板の賃貸借
・中学校吹奏楽器の賃貸借
・小学校放送設備の賃貸借
・体育館バスケットゴールの賃貸借
・給食用食缶洗浄機の賃貸借
・白衣の賃貸借
＜適用事例が見られない条例規定＞
・「施設、設備等の維持及び管理に関する契
約」（条例第２条第１項第５号）

財政部

財政課

長期継続契約を適用し複数年の契約とされる
当市の契約事例については、いずれもこれに
係る債務負担行為の措置が必要なしと解釈さ
れています。長期継続契約に含まれる後年度
負担の実態把握が必要と考えますので検討
してください。
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長期継続契約の後年度負担額について
は、義務的な経費として把握が必要であると
考えることから、状況調査や契約伺書による
金額の確認を行うなど実態を把握し、予算編
成を行ってまいります。

平成２５年度「定期財務事務監査」結果に対し講じられた措置等通知（一覧）
部局
財政部

課所
公有財産
管理課

監査の結果
（措置等）通知内容
行政財産の目的外使用許可に際し賦課する 原則、使用許可時に納付書を渡し、使用日
使用料は、当該条例及びこれに係る運用基 までに納付するよう、掲示板や共有書庫に掲
準において許可時に徴収することが原則化さ 載し、全庁に周知を図りました。
れていますが、これが概ね許可期間の半期
経過後、又は許可期間の満了期にあわせ徴
収されていますので是正してください。

財政部

公有財産
管理課

許可に基づく建物財産の目的外使用に際 平成２５年度から適正な負担を求めていま
し、使用に付随する光熱水費等の経費負担 す。
を求めておらず、その理由も明確にされてい
ないものがあります。当該経費は許可に伴な
い賦課する使用料とは別に、使用者がその
実費相当を負担すべきものですので、適正な
負担を求めてください。（本庁舎２階 自治会
連合会、土地改良区合同事務所、西庁舎２
階 市職員労働組合、北庁舎２階 水道職員
労働組合）

財政部

公有財産
管理課

「行政財産使用許可協議書（様式128号）」 様式の改訂につきまして、掲示板や共有書
は、使用に伴なう光熱水費等の経費（管理経 庫に掲載し、全庁に周知を図りました。
費）負担の扱いが協議上明確にされるよう様 また、協議の段階で古い様式を使用してい
式改定されていますが、依然として改定前の る場合は、改定様式での再提出をお願いして
様式を用いその扱いが不明確なまま協議・決 います。
定されている事例が全庁的に見られますの
で、当課への協議段階において指導を徹底
してください。

財政部

収納管理課 歳入歳出外現金として取り扱っている「差押 歳入歳出外現金として受け入れた差押現金
現金」の保管残高について、その内容・明細 と公金振替命令書の内訳とを突合し、月ごと
を随時確認できる事務体制にありません。保 に保管残高の明細を把握することとしました。
管残高を管理簿等により照合・確認できるよう
事務を改善してください。

市民参
加協働
部

市民参加・ 委託業務の契約上「前金払」を定めながら 地区自治会連合会事務委託について、平
協働推進課 「概算払」の方法で支出され精算行為を行っ 成25年度の委託契約から、「前金払」を「概算
ているものがありました。それぞれは自治法の 払」に改めました。
規定上区別され並存する別の支払方法であ
ることから契約履行上の齟齬が生じていま
す。委託業務の前金払は非常に限定されるも
のと考えられますので、概算払を旨とした契
約内容に改めてください。（地区自治会連合
会事務委託）

市民参
加協働
部

人権男女 「73,500円（税込）/ 月額」、契約期間１年（１２
共同参画課 ケ月）を条件とする委託業務について、これ
に応じた作成された契約書は「73,500円（税
込）／年額」とされており、かつ、同約定額の１
２ケ月分が支払われている事例があります。
契約書の明らかな誤りと解されますが、法律
行為にあたる契約の締結、係る契約書の作
成には厳正を期してください。（プラザ・ゆう
清掃業務委託）

市民参
加協働
部

城南解放
会館

今年度については、委託契約業者へ契約
書の差し替えを依頼中です。
来年度以降については、委託契約業者とプ
ラザ・ゆう双方で確認し合い、法律行為にあた
る契約の締結、係る契約書の作成に厳正を
期すこととします。

契約相手方決定のため三者から徴した見積 H25年度は改善済みです。
書について、いずれの見積日も空欄となって 今後も適正な事務処理を行います。
いる事例がありました。比較の同時性と透明
性が担保されるよう事務を改善してください。
（警備業務委託）
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平成２５年度「定期財務事務監査」結果に対し講じられた措置等通知（一覧）
部局
生活環
境部

課所
住宅課

監査の結果
（措置等）通知内容
公営住宅法第18条第3項においては、「事業 入居者から徴収した敷金については、歳入
主体は、入居者から敷金を徴収したときは敷 歳出外現金にて普通預金で運用しているとこ
金の運用から生じた利益は、共同施設の整 ろです。
備に要する費用に充てる等公営住宅の入居 今後、関係各課との協議を行う中で、利益
者の共同の利便のために使用するように努め 金の運用方法について検討してまいります。
なければならない」と規定していますが、運用
益相当の扱いが考慮されていない現状にあり
ますので検討してください。

健康福
祉部

福祉課

概算払とした委託料、補助金について、年度 概算払の補助金の精算事務を速やかに行
終了(3月末日)後一ヶ月以上経過した後にお えるよう、関係団体へ関係書類の速やかな提
いても必要な精算事務が整っていない事例 出を依頼しました。
があります。速やかに所要の精算が行われる
よう事務を改善してください。（上田市社会福
祉協議会補助金、ふれあい福祉センター等
管理委託料、上田市民生児童委員・児童委
員協議会補助金、ふれあい事業補助金、点
字・声の広報発行事業委託料、上田市肢体
不自由児父母の会事業補助金、手をつなぐ
育成会運営事業補助金、地域福祉推進リー
ダー育成事業委託料）

健康福
祉部

福祉課

前年度(23年度)分福祉住宅使用料の未収金 調定を速やかに行うよう改めました。
について、繰越した年度(24年度)の3月に調
定処理されていましたが、財務規則に従い出
納整理期間終了後の6月1日において速やか
に調定を行う必要がありますので改めてくださ
い。（福祉住宅使用料滞納繰越分、施設私用
電灯水道料滞納繰越分）

健康福
祉部

健康推進課 契約内容において契約保証金の扱いが定め 変更契約を交わし、平成２５年度契約から改
られていない事例がありました。財務規則の 善しました。
規定に従い、納付又は免除の扱いを契約上
明らかにするよう改善してください。（総合保
健センター エレベータ保守点検業務委託）

健康福
祉部

健康推進課 履行の遅滞等に対し賠償金等の算出に適用 契約年度により利率が変更になることを認
するものとして契約上定めるべき利率につい 識するとともに、契約検査課からの通知を確
て、当市の基準と異なる率をもって締結され 認し、適正な契約を交わします。
ている事例がありました。契約検査課の通知
に従い適正を期してください。（相染閣（あい
そめの湯）岩盤浴入口ドア取替工事、ボイ
ラー改修工事）

健康福
祉部

産婦人科
病院

契約内容において契約保証金の扱いが定め 財務規則の規定に従い、適正な事務処理
られていない事例がありました。財務規則の への改善を行います。
規定に従い、納付又は免除の扱いを契約上
明らかにするよう改善してください。（公営企
業会計システム保守契約）

健康福
祉部

産婦人科
病院

契約にあたり見積書を徴さずに随意契約を締 見積書が契約関係書類と別に保管されてい
結している事例がありました。財務規則に従 ました。
い事務の適正を期してください。（公営企業 今後、書類の保管のあり方を含め、財務規
会計システム保守契約）
則に従った適正な事務処理を行います。
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平成２５年度「定期財務事務監査」結果に対し講じられた措置等通知（一覧）
部局
課所
こども未 保育課
来部

監査の結果
所管する各園執行の財務事務について、
ア. 支払遅延の事例（神科第一保育園、わか
くさ幼稚園）
イ. 単価契約物品を契約業者以外から調達
している事例（浦里保育園、中丸子保育園）
再発防止に向けた事例の発生原因を把握す
るとともに、法令及び庁内規定の周知と財務
指導の強化を再度図ってください。

（措置等）通知内容
11月27日に開催した保育園関係係長会議
において、定期監査の監査結果を周知し、
ア：支払遅延の防止及びイ：単価契約物品の
契約業者からの購入について指導徹底を図
りました。
支払遅延の防止については、支払期限に
十分配意するよう指導するとともに、契約業者
からの購入については、「物品単価契約一覧
表」を配布して指導しました。
今後も機会を捉えて指導徹底を図り、再発
防止に努めてまいります。

こども未 保育課
来部

契約内容において契約保証金の扱いが定め 財務規則の規定に従い、契約保証金の納
られていない事例がありました。財務規則の 付又は免除の扱いを契約上明確にするよう
規定に従い、納付又は免除の扱いを契約上 改善いたします。
明らかにするよう改善してください。（消防設
備保守点検委託、産業廃棄物収集運搬業務
委託）

こども未 保育課
来部

委託業務の契約上「概算払」を定めながら 財務規則の規定及び契約内容に従って、
「前金払」の方法で支出され精算行為を行っ 適正な支払事務を行うよう改善いたします。
ていないものがありました。委託業務の前金
払は非常に限定されるものと考えられますの
で、契約に従い概算払とし精算を行うよう改め
てください。（110番非常通報装置保守管理業
務委託）

こども未 子育て・
契約内容において契約保証金の扱いが定め 平成25年度予算の執行に際しては、請書
来部
子育ち支援 られていない事例がありました。財務規則の 中に契約保証金に関する規定を記載し、適
課
規定に従い、納付又は免除の扱いを契約上 正な契約事務を行いました。
明らかにするよう改善してください。（父・母と 今後も、財務規則等関係規定に従い、適切
子の集い事業委託）
な事務執行に努めます。
こども未 子育て・
児童扶養手当返還金について、過年度滞納 滞納繰越分に係る調定については、年度当
来部
子育ち支援 繰越分（22年度分)の調定処理が繰越した年 初に処理するように今後改めます。
課
度（24年度）6月1日に行われていましたが、過 また、執行管理に関しては、財政課とも協議
年度の滞納繰越分については出納整理期間 のうえ、予算に計上するように今後改善しま
の適用がないため繰越した年度（24年度）4月 す。
当初に速やかに調定を行う必要がありますの
で改めてください。
なお、予算上に「過年度滞納繰越分」(細々
節)を設けたうえで執行管理を行う事が必要と
考えられますので、併せて改善してください。
商工観
光部

商工課

消耗品の購入について、登録業者以外から 当該消耗品は駅前イルミネーション装飾の
購入している事例がありましたので再発防止 ため、特殊な塗料が必要であったため購入し
に万全を期してください。（支払ＮＯ51218）
たものです。
今後は消耗品購入にあたっては、十分確認
し購入してまいります。

商工観
光部

雇用促進室 概算払とした補助金について、年度終了(３月 年度終了後、速やかに精算事務を行ない、
末日)後一ヶ月以上経過した後においても必 事務の適正化を図ります。
要な精算事務が整っていない事例がありま
す。平成23年度の定期財務事務監査におい
ても同様の事例が有りました。速やかに所要
の精算が行われるよう事務を改善してくださ
い。（組織勤労者の福祉活動に係る事業補助
金）
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平成２５年度「定期財務事務監査」結果に対し講じられた措置等通知（一覧）
部局
商工観
光部

課所
監査の結果
（措置等）通知内容
雇用促進室 契約内容において契約保証金の扱いが定め 契約保証金の扱いについて、契約書に明
られていない事例がありました。財務規則の 記し、事務の適正化を図ります。
規定に従い、納付又は免除の扱いを契約上
明らかにするよう改善してください。（共同福
祉施設空調等設備保守点検業務）

商工観
光部

観光課

契約内容において契約保証金の扱いが定め 今後、指摘された委託契約における契約書
られていない事例がありました。財務規則の に、契約保証金の扱いについて明記し、事務
規定に従い、納付又は免除の扱いを契約上 の適正を図ります。
明らかにするよう改善してください。（西前山
地区観光施設整備業務委託、東前山遊歩道
整備委託、太郎山登山道整備管理業務委
託）

商工観
光部

観光課

履行の遅滞等に対し賠償金等の算出に適用 今後、履行の遅滞等に対し賠償金等の算
するものとして契約上定めるべき利率につい 出に適用するものとして契約上定めるべき利
て、当市の基準と異なる率をもって締結され 率については、遺憾のないよう事務の適正を
ている事例がありました。契約検査課の通知 図ります。
に従い適正を期してください。（塩田の館誘導
案内看板作成取付業務）

商工観
光部

観光課

信州上田大花火大会負担金については、負
担先団体の決算において市からの負担金
（2,000千円）以上の余剰金（3,233千円）が生
じており、この余剰額は前年度を更に上回る
規模ともなっています。予定される催事の規
模に対し必要となる市の負担額については、
余剰金の活用も踏まえながら各年度ごとに検
討されるものとしてください。

農林部

森林整備課 契約内容において契約保証金の扱いが定め 契約書については、必ず契約保証金の扱
られていない事例がありました。財務規則の いを記載することとし、記載の内容についても
規定に従い、納付又は免除の扱いを契約上 確認するよう課内で徹底しました。
明らかにするよう改善してください。（林道維
持管理業務一式）

農林部

森林整備課 委託業務の施行に際し、契約に先立つべき 積算歩掛がなく、見積り徴収により実施する
施行の伺(決定)が漏れている事例がありまし 案件については、見積り徴収後に所定の「委
た。委託業務の施行に際しては、所定の「委 託施行伺」に最低見積額、契約の方法等を
託施行伺」を用い、予定価格等、施行の決定 記入し、決裁を得るよう課内で統一しました。
に必要な事項を明らかにするよう改めてくださ
い。（市単危険枯損木特殊伐倒処理 武石そ
の2、上田その6、上田その9ほか）

農林部

森林整備課 委託業務の契約上「前金払」を定めながら 前例を踏襲しておりましたが、今後は契約
「概算払」の方法で支出され精算行為を行っ 書の内容について十分確認するよう課内で
ているものがありました。それぞれは自治法の 徹底しました。
規定上区別され並存する別の支払方法であ
ることから契約履行上の齟齬が生じていま
す。委託業務の前金払は非常に限定されるも
のと考えられますので、概算払を旨とした契
約内容に改めてください。（森の学校開催事
業委託）
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花火大会の負担金は、煙火代に充てる協
賛金とは異なり、会場費、広報費等、運営に
関する経費に充てることとしています。
花火大会収支決算では、3,000千円を超え
る次期繰越金が出ておりますが、御指摘のと
おり主な要因は、不確定要素の多い協賛金
収入に対して、支出可能な範囲での煙火代と
したことによる差額であり、運営費そのものに
大きな余剰金があるものではございません。
いずれにしても、御指摘の点は、実行委員
会にも報告し、検討することといたします。

平成２５年度「定期財務事務監査」結果に対し講じられた措置等通知（一覧）
部局
農林部

課所
監査の結果
（措置等）通知内容
土地改良課 契約内容において契約保証金の扱いが定め 財務規則の規定に従い、納付または免除の
られていない事例がありました。財務規則の 扱いを契約上明らかにするよう、適正な契約
規定に従い、納付又は免除の扱いを契約上 事務処理について徹底しました。
明らかにするよう改善してください。（市営農
地保全対策事業 用地測量業務委託等）

都市建
設部

土木課

契約内容において契約保証金の扱いが定め 契約書の作成に当たっては、財務規則の規
られていない事例がありました。財務規則の 定に従い、契約保証金の扱いを明記するよう
規定に従い、納付又は免除の扱いを契約上 改善いたします。
明らかにするよう改善してください。（測量業
務委託国分寺13号線）

上田地 豊殿地域
域自治 自治セン
センター ター

委託業務の施行決定（施行伺）に際し、当該 委託業務の施行伺いに際しては、当該業務
業務の内容や仕様が明らかにされていないも の内容や仕様を明らかにするよう平成２６年
のがありました。伺いの主旨に応じ、対象とな 度からは事務の是正をいたします。
る業務の内容を明らかにするよう改めてくださ
い。（警備業務委託、清掃業務委託）

上田地 塩田地域
域自治 自治セン
センター ター

一者随意契約とする「施行伺」にその理由が 今後、委託業務を計画する際には、施行時
全く触れられていない事例があります。施行 において、全ての業務について「仕様書」作
伺は業務着手にあたりその内容や契約方法 成し、委託業務の内容等を明らかにします。
等を諮るものですので、この段階で正当な理
由を明らかにするよう改善してください。（警
備業務委託）

丸子地 地域振興課 概算払とした委託料について、年度終了（3月 年度終了後の精算事務につきまして、規程
域自治
末日）後一ケ月以上経過した後においても必 どおり速やかに実施してまいります。
センター
要な精算事務が整っていない事例が見られ
ました。速やかに所要の精算が行われるよう
改善してください。（上田市コミュニティセン
ター西内管理運営委託料）
丸子地 地域振興課 契約内容において契約保証金の扱いが定め 契約書に財務規則第124条第4項3号の規
域自治
られていない事例がありました。財務規則の 定により免除を明記しました。
センター
規定に従い、納付又は免除の扱いを契約上
明らかにするよう改善してください。（吸収冷
温水機の保守点検業務委託）
丸子地 健康福祉課 履行の遅滞等に対し賠償金等の算出に適用 今後適正に処理します。
域自治
するものとして契約上定めるべき利率につい
センター
て、当市の基準と異なる率をもって締結され
ている事例がありました。契約検査課の通知
に従い適正を期してください。（げんきっ子ク
ラブ委託事業）
丸子地 産業観光課 契約内容において契約保証金の扱いが定め 契約保証金の扱いについて財務規則の規
域自治
られていない事例がありました。財務規則の 定に従い、納付又は免除の扱いを契約上明
センター
規定に従い、納付又は免除の扱いを契約上 らかにするよう改善いたします。
明らかにするよう改善してください。（誤謬訂
正図作成業務、設計業務）

丸子地 産業観光課 印紙が所要額に不足する請負契約書を受 印紙が所要額に不足している請負契約書
域自治
理・保管しているものがありますので是正して については不足額を是正いたしました。今
センター
ください。（水路改修工事）
後、業者との契約の際には適正な印紙額で
受理するよう徹底いたします。
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平成２５年度「定期財務事務監査」結果に対し講じられた措置等通知（一覧）
部局
課所
監査の結果
（措置等）通知内容
丸子地 産業観光課 概算払とした委託料、補助金について、年度 委託料、補助金について、事業完了後速や
域自治
終了（３月末日）後一ヶ月以上経過した後に かに精算処理を行うよう改善いたします。
センター
おいても必要な精算事務が整っていない事
例があります。速やかに所要の精算が行われ
るよう事務を改善してください。（鹿教湯温泉
健康センター管理運営委託料、大塩温泉共
同浴場運営委託料、丸子物産館管理運営委
託料、丸子中心市街地再生支援事業補助
金、鹿教湯温泉鹿月荘管理運営委託料、げ
んきまるこ産業フェスタ 2012開催事業補助
金、陣場台地研究委員会活動事業補助金、
商工業団地支援事業補助金）
丸子地 建設課
域自治
センター

施行内容の決定に係る「施行伺」が作成され 平成20年4月1日から平成25年3月31日の5
おらず、また契約金額の規模から競争入札に 年リースに係る契約であり、契約期間は終了
付すべきところ随意契約とされてたものがあり しています。
ます。契約事務の適正を期してください。（大 なお、再発防止のため、課内において随意
型複写機賃貸借契約）
契約の適用範囲について再確認を行い、決
裁段階でのチェックを怠る事のないよう徹底し
ます。

真田地 地域振興課 契約内容において契約保証金の扱いが定め 今後の契約において、財務規則の規定に
域自治
られていない事例がありました。財務規則の 従い、契約保証金の納付又は免除の扱いを
センター
規定に従い、納付又は免除の扱いを契約上 明らかにします。
明らかにするよう改善してください。（菅平高
原への観光客増加に伴う経済波及効果推計
業務委託）
真田地 産業観光課 概算払とした委託料、補助金について、年度 概算払とした委託料、補助金について、年
域自治
終了(３月末日)後一ヶ月以上経過した後にお 度終了後の精算事務を規定どおり速やかに
センター
いても必要な精算事務が整っていない事例 行ってまいります。
があります。速やかに所要の精算が行われる
よう事務を改善してください。（菅平高原国際
リゾートセンター管理委託料、菅平高原観光
協会補助金）
真田地 産業観光課 正当な請求書の受理から30日を越える支払 遅延防止法で定める対価の支払時期を正
域自治
遅延の事例がありましたので、再発防止に万 確に把握したうえで早期に事務処理を図って
センター
全を期してください。（支払NO32974 上田市 まいります。
産玄そば）
真田地 産業観光課 契約内容において契約保証金の扱いが定め 財務規則の規定に基づき、契約内容の確
域自治
られていない事例がありました。財務規則の 認徹底し、不備がないよう改善してまいりま
センター
規定に従い、納付又は免除の扱いを契約上 す。
明らかにするよう改善してください。（真田氏
歴史館企画展設営事業、真田氏歴史館企画
展展示品パンフレット作成事業）

真田地 産業観光課 変更契約時に必要な印紙が貼付されていな 契約時の印紙貼付の確認を徹底してまいり
域自治
い変更契約書を受理、保管していましたので ます。
センター
是正してください。（案内看板設置事業、距離
表示設置事業）
真田地 産業観光課 契約による行政財産の貸付（自動販売機）に ２５年度から財産貸付収入として予算計上し
域自治
おいて、貸付料が「使用料」となっていました 科目統制を図りました。
センター
が、当市においては契約によるものは「財産
収入」として科目統制が図られていますので
改めてください。（菅平スポーツランド 北陸コ
カ・コーラボトリング）
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平成２５年度「定期財務事務監査」結果に対し講じられた措置等通知（一覧）
部局
課所
真田地 建設課
域自治
センター

監査の結果
（措置等）通知内容
契約内容において契約保証金の扱いが定め 契約において、契約保証金の扱いを明らか
られていない事例がありました。財務規則の にするよう、課内で周知を図りました。
規定に従い、納付又は免除の扱いを契約上
明らかにするよう改善してください。（地籍情
報管理システム保守点検業務、平成24年度
除雪業務、設計業務委託 四阿高原線他、
羽根尾西組線、城萩1号線）

武石地 武石診療所 契約内容において契約保証金の扱いが定め 財務規則の規定に従い、適正な事務処理
域自治
られていない事例がありました。財務規則の への改善を行います。
センター
規定に従い、納付又は免除の扱いを契約上
明らかにするよう改善してください。（診療報
酬明細書等点検業務、X線テレビ診断装置
保守点検業務）
武石地 建設課
域自治
センター

契約内容において契約保証金の扱いが定め 契約書の作成にあたっては財務規則の規
られていない事例がありました。財務規則の 定に従い契約保証金の取扱いを記載するよ
規定に従い、納付又は免除の扱いを契約上 う改善しました。
明らかにするよう改善してください。（除雪業
務(市道中島線ほか））

武石地 建設課
域自治
センター

施行伺から契約に至る一連の契約事務にお 業務の施行にあたっては、施行伺により「予
いて予定価格が明らかにされていない事例 定される価格」を明らかにしたうえで契約事務
がありました。施行の決定（施行伺）段階で予 を進めるよう事務の改善を行いました。
定価格を明らかにするよう事務を改めてくださ
い。（市道支障木撤去作業委託）

武石地 建設課
域自治
センター

当初発注の施行箇所(2工区）のうち１工区を
取り止め、変更契約により別の工区へ振り替
える事例が見られましたが、この変更は当初
発注の基本的な業務規格そのものを損うもの
であり、発注の安易性を指摘せざるを得ない
とともに、当初の契約手続や契約行為の形骸
化と当初予定工事の必要性に対する疑義に
まで結びつくものです。変更契約に際して
は、慎重な運用と事務の透明性が確保される
よう留意してください。（道路舗装工事・下小
寺権現線ほか）

工事の施行における設計時には、想定でき
ない状況に伴う設計変更についてはその内
容と必要性を考慮し、慎重な運用と事務の透
明性の確保に努めています。
今後は、発注前段階での十分な事前調査
や調整により、適正な発注事務に一層努めて
まいります。

会計管
理者

会計課

歳入歳出外現金の取扱いについては、これ
までと同様に、引き続き適正管理に努めま
す。

上下水
道局

上水道課

歳入歳出外現金の取扱い内容やこれに係る
受入・受払事務等について特に重点的な監
査を行った結果、適正に事務処理が行われ
ていることが認められます。保管にあたっては
引き続き関係法令に基づく適正管理に努め
てください。
委託業務の施行に際し、契約に先立つべき
施行の伺(決定)が漏れている事例がありまし
た。委託業務の施行に際しては、所定の「委
託施行伺」を用い、予定価格等、施行の決定
に必要な事項を明らかにするよう改めてくださ
い。（積算システム 保守 管理 業務 委託 （上
田））

上下水
道局

上水道課

契約書中、契約保証金の免除について定め 再発防止に向けて、課員に契約保証金の
る条項に記される財務規則の適用号数が空 扱いについて周知するとともに書類の確認を
欄とされている事例がありましたので是正して 入念に行い、適正な事務処理に取り組んでま
ください。（給水車用応急給水栓設置工事） いります。

上下水
道局

下水道課

契約書中、契約保証金の免除について定め 再発防止に向けて、課員に契約保証金の
る条項に記される財務規則の適用号数が空 扱いについて周知するとともに書類の確認を
欄とされている事例がありましたので是正して 入念に行い、適正な事務処理に取り組んでま
ください。（公共下水道新設 南部1工区）
いります。
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再発防止に向けて、課員に施行伺について
周知するとともに、予定価格等、施行の決定
に必要な事項について書類の確認を入念に
行い、適正な事務処理に取り組んでまいりま
す。

平成２５年度「定期財務事務監査」結果に対し講じられた措置等通知（一覧）
部局
上下水
道局

課所
浄水管理
センター

上下水
道局

浄水管理
センター

上下水
道局

丸子上下
水道課

履行の遅滞等に対し賠償金等の算出に適用 再発防止に向けて、課員に契約検査課通
するものとして契約上定めるべき利率につい 知について周知するとともに書類の確認を入
て、当市の基準と異なる率をもって締結され 念に行い、適正な事務処理に取り組んでまい
ている事例がありました。契約検査課の通知 ります。
に従い適正を期してください。（上水道管路
管理システム更新業務委託）

上下水
道局

丸子上下
水道課

再発防止に向けて、課員に契約保証金の
扱いについて周知するとともに書類の確認を
入念に行い、適正な事務処理に取り組んでま
いります。

上下水
道局

真田上下
水道課

契約書中、契約保証金の免除について定め
る条項に記される財務規則の適用号数が空
欄とされている事例がありましたので是正して
ください。（腰越深山地区配水管布設替工
事、腰越深山地区下水道に伴う配給水管布
設工事、公共下水道新設工事 丸子処理区
（中丸子）1工区）
契約書中、契約保証金の免除について定め
る条項に記される財務規則の適用号数が空
欄とされている事例がありましたので是正して
ください。（竹室消化栓改良工事）

上下水
道局

真田上下
水道課

委託業務の施行に際し、契約に先立つべき
施行の伺(決定)が漏れている事例がありまし
た。委託業務の施行に際しては、所定の「委
託施行伺」を用い、予定価格等、施行の決定
に必要な事項を明らかにするよう改めてくださ
い。（菅平処理区市道杉並横線不明水TVカ
メラ調査、臭気対策による臭気測定業務）

再発防止に向けて、課員に施行伺について
周知するとともに、予定価格等、施行の決定
に必要な事項について書類の確認を入念に
行い、適正な事務処理に取り組んでまいりま
す。

上下水
道局

武石上下
水道課

契約書中、契約保証金の免除について定め
る条項に記される財務規則の適用号数が空
欄とされている事例がありましたので是正して
ください。（下武石地区消化栓移設取替工
事）
学校教育課 契約内容において契約保証金の扱いが定め
られていない事例がありました。財務規則の
規定に従い、納付又は免除の扱いを契約上
明らかにするよう改善してください。（渋沢バス
運行委託業務）

再発防止に向けて、課員に契約保証金の
扱いについて周知するとともに書類の確認を
入念に行い、適正な事務処理に取り組んでま
いります。

教育委
員会

学校教育課 「学校徴収金等の会計（現金等）の事務処理
基準」によれば、小・中学校で扱われる給食
費の集金方法は原則口座振替としています
が、地域のPTAを中心とした保護者により集
金されている事例があります。保護者の負担
軽減と現金に関する事故防止のため、基準
に従い見直してください。

これまでも、給食費等の集金については原
則口座振替としてまいりましたが、諸事情から
ＰＴＡによる集金を行っていた学校もありまし
た。しかしながら、本年度、学校において現金
紛失という事故も発生したことから、あらため
て、事務処理基準の厳守並びに集金方法と
しての口座振替の実施について指導してまい
りたいと考えています。

教育委
員会

生涯学習課 正当な請求書の受理から30日を越える支払 支払遅延にならないよう、迅速・適正な事務
遅延の事例がありましたので、再発防止に万 処理に努め、今後このようなことのないよう留
全を期してください。（NTT電話料金）
意します。

教育委
員会

監査の結果
委託業務の施行に際し、契約に先立つべき
施行の伺(決定)が漏れている事例がありまし
た。委託業務の施行に際しては、所定の「委
託施行伺」を用い、予定価格等、施行の決定
に必要な事項を明記して起案し事務の適正
を期してください。（低圧電気設備点検業務
委託）
単価契約物品について、契約業者以外から
購入している事例がありましたので再発防止
に万全を期してください。（支払No1218 フラッ
トファイル）
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（措置等）通知内容
再発防止に向けて、課員に施行伺について
周知するとともに、予定価格等、施行の決定
に必要な事項について書類の確認を入念に
行い、適正な事務処理に取り組んでまいりま
す。
再発防止に向けて、課員に単価契約物品
について周知するとともに、購入前の確認を
入念に行い、適正な事務処理に取り組んでま
いります。

再発防止に向けて、課員に契約保証金の
扱いについて周知するとともに書類の確認を
入念に行い、適正な事務処理に取り組んでま
いります。

契約の締結にあたり、契約書の内容の見直
しを行い、適正な契約が行われるよう指導い
たしました。

平成２５年度「定期財務事務監査」結果に対し講じられた措置等通知（一覧）
部局
教育委
員会

課所
監査の結果
（措置等）通知内容
生涯学習課 施行伺による施行の決定がないまま入札事 財務規則に基づき、施行伺いによる施行の
務が行われている事例があります。財務規則 決定を受けてから入札事務を行うよう、適正な
に従い事務の適正を期してください。（庁用車 事務の執行に努めます。
賃貸借）

教育委
員会

生涯学習課 予算に関する重要事項の協議として、長期継 財務規則に基づき、長期継続契約の締結
続契約の締結に際し必要な財政部長協議が に際しては、必要な財政部長の協議を行い、
されていない事例がありました。財務規則に 適正な事務の執行に努めます。
従い事務の適正を期してください。（庁用車
賃貸借再リース）

教育委
員会

中央公民館 随時の収入で直接収納等の方法により納入 年度の切替時期の収納には、細心の注意
通知書を発行しない収入の所属年度は、そ を払い、領収日が属する年度に収入するよ
の「領収日が属する年度」とされますが（地方 う、適正に対応してまいります。
自治法施行令第142条第1項第3号）、年度の
切り替え時期において、「公金口座へ収納日
が属する年度」に収入されている事例があり
ましたので事務処理の適正を期してください。
（コピー使用料）

教育委
員会

川西公民館 概算払とした委託料について年度終了（３月
末日）後一ヶ月以上経過した後においても必
要な精算事務が整っていない事例がありまし
た。速やかに所要の精算が行われるよう事務
改善してください。（川西公民館まつり委託
料）

教育委
員会

上田市立 業務施行伺で契約方法を競争入札とすべき 複写機賃貸借契約につきましては、契約金
上田図書館 ところ、随意契約の手続（見積り合せ）により 額・内容を確認し、契約方法・契約の手続等
契約を締結しています。財務規則の規定に を財務規則の規定に従い適正な事務処理を
従い事務の適正を記してください。（複写機 行います。
賃貸借契約）

教育委
員会

上田市立 上田図書館情報ネットワーク端末機器の賃貸 上田図書館情報ネットワーク端末機器の賃
上田図書館 借契約において、施行内容の決定に係る「施 貸借契約につきましては、施行伺により業務
行伺」が作成されていません。契約業務の施 の内容・予定される価格・契約の方法・随意
行に際しては、施行伺により「業務の内容」 契約においては随意契約の理由等を明確に
「予定される価格」「契約の方法」を明らかに し、財務規則の規定に従い適正な事務処理
する必要があります。また、本来競争入札に を行います。
付すべきところ随意契約の理由が不明確なま
ま随意契約とされています。財務規則に従い
事務を改善してください。（上田図書館情報
ネットワーク端末機器の賃貸借契約・図書館
用コンピュータ機器等の再リース契約）

教育委
員会

上田市立 自動販売機設置の附帯経費として設置者より 収入科目を諸収入として収入します。
丸子図書館 徴する電気料を施設の貸付料と同科目の「財 次年度は「施設私用電灯水道料」として節
産収入」として収入していますが、当該実費 科目を設けました。
相当分は「諸収入」が適切な収入科目となり
ますので是正してください。

教育委
員会

上田市立 契約内容において契約保証金の扱いが定め 平成２６年度の契約において、財務規則に
真田図書館 られていない事例がありました。財務規則の 基づいた契約保証金の扱いを明記するよう改
規定に従い、納付又は免除の扱いを契約上 善します。
明らかにするよう改善してください。（真田図
書館清掃業務）
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委託事業終了後、速やかに所要の精算事
務を整え、適正な事務処理に努めてまいりま
す。
平成２５年度においては、委託事業終了
後、速やかに検査を実施し、所要の精算事務
を行っています。

平成２５年度「定期財務事務監査」結果に対し講じられた措置等通知（一覧）
部局
教育委
員会

課所
監査の結果
（措置等）通知内容
文化振興課 契約内容において契約保証金の扱いが定め 平成２６年度の委託契約より、契約内容に
られていない事例がありました。財務規則の 契約保証金の扱いを定め、契約上明らかにし
規定に従い、納付又は免除の扱いを契約上 てまいります。
明らかにするよう改善してください。（芸術家
学校派遣事業、上田城跡発掘調査空中写真
撮影業務）

教育委
員会

文化振興課 収入額が予算額を大きく下回る費目が見られ 平成２６年度から予算管理について、補正
ます（歳入欠陥）。補正措置を講ずる等適切 措置を講ずる等適切に行ってまいります。
に予算管理を行ってください。（八幡裏遺跡
発掘調査・受託事業収入）

教育委
員会

市民会館

複写機等借上料が需用費（消耗品費）で支 適正科目である「使用料及び賃借料」に是
出されていますが、賃貸借契約に基づいて、 正いたします。
その対価として支払う場合は、使用料及び賃
借料が適正科目になりますので是正してくだ
さい。（コピー使用料）

教育委
員会

市民会館

契約に際し複数の者から徴した見積書にお 契約に係る事務全般について細心の注意
いて見積日の日付の記入がなく、比較の同 をもって当たり、一切の疑義が生じないように
時性に疑義が残る事例がありました。比較の いたします。
同時性と透明性が担保されるよう事務を改善
してください。（トイレ消臭機器の保守点検業
務）

教育委
員会

武石ともし
び博物館

履行の遅滞等に対し賠償金等の算出に適用
するものとして契約上定めるべき利率につい
て、当市の基準と異なる率をもって締結され
ている事例がありました。契約検査課の通知
に従い適正を期してください。（武石ともしび
博物館警備業務委託）

教育委
員会

武石ともし
び博物館

委託業務の施行に際し、契約に先立つべき 平成２５年分については、所定の「委託施行
施行の伺(決定)が漏れている事例がありまし 伺」により起案を行っております。
た。委託業務の施行に際しては、所定の「委 今後、このようなことのないように、適正な事
託施行伺」を用い、予定価格等、施行の決定 務処理に務めます。
に必要な事項を明らかにするよう改めてくださ
い。（武石ともしび博物館管理業務（草刈・清
掃・消毒））

教育委
員会

信濃国分寺 契約内容において契約保証金の扱いが定め 平成２５年度「信濃国分寺資料館清掃委託
資料館
られていない事例がありました。財務規則の 事業」の契約方とは、過去２年以上、同規模
規定に従い、納付又は免除の扱いを契約上 の契約を締結し、誠実に履行された実績があ
明らかにするよう改善してください。（信濃国 りました。
分寺資料館清掃委託事業）
今後、同業者との契約がある場合は、財務
規則第１２４条第４項第３号に基づき契約保証
金の納付はさせない旨を契約書に明記する
よう改善いたします。

教育委
員会

スポーツ
推進課

教育委
員会

スポーツ
推進課

契約書を見直し、平成２５年度から市の現行
の基準に合わせるよう改めます。契約検査課
の通知をよく確認し、事務の適正化に務めま
す。

契約内容において契約保証金の扱いが定め 財務規則の規定に従い、契約保証金の取り
られていない事例がありました。財務規則の 扱いを明らかにします。
規定に従い、納付又は免除の扱いを契約上
明らかにするよう改善してください。（市民総
合体育大会委託）
複写機等借上料が需用費（消耗品費）で支 平成２６年度より使用料及び賃借料に是正
出されていますが、賃貸借契約に基づいて、 いたします。
その対価として支払う場合は、使用料及び賃
借料が適正科目になりますので是正してくだ
さい。（上田古戦場公園 コピー機使用料）
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平成２５年度「定期財務事務監査」結果に対し講じられた措置等通知（一覧）
部局
教育委
員会

課所
スポーツ
推進課

監査の結果
一体性があると思われる施設整備工事で、こ
れを分離発注しそれぞれ同一１者と随意契約
としている事例について、一連の施工関係書
類において分離発注すべき理由等が明らか
にされておらず、施工方法に疑義の残るもの
がありました。一体施工として競争入札するこ
とに対し、明らかな特殊性から随意契約とす
る場合は、具体的理由を施行伺及び契約伺
に明記し、事務の妥当性や透明性が確保さ
れるよう留意してください。（アクアプラザ上田
ウォータースライダー階段タワー塗装工事、ア
クアプラザ上田らせん階段塗装工事）

教育委
員会

丸子地域教
育事務所
（丸子公民
館含む）

契約内容において契約保証金の扱いが定め 契約保証金の扱いを定めた契約にしまし
られていない事例がありました。財務規則の た。
規定に従い、納付又は免除の扱いを契約上
明らかにするよう改善してください。（国際交
流事業委託、丸子総合体育館･北部体育館・
大塩体育館清掃業務委託）

教育委
員会

丸子地域
教育事務所
（丸子公民
館含む）

委託業務の施行に際し、契約に先立つべき 所定の「委託施行伺」を用い、委託業務を
施行の伺(決定)が漏れている事例がありまし 施行しました。
た。委託業務の施行に際しては、所定の「委
託施行伺」を用い、予定価格等、施行の決定
に必要な事項を明らかにするよう改めてくださ
い。（解放子ども会合同研修事業委託）

教育委
員会

丸子地域
教育事務所
（丸子公民
館含む）

行政財産の目的外使用許可の使用料算定に 土地及び建物評価額をもって使用料を算
あたり、土地及び建物評価額をもって使用料 定しました。
を算定すべきところを建物評価額のみに基づ
き算定されている事例がありますので是正し
てください。（信州国際音楽村旧電話ボックス
への自動販売機設置）

教育委
員会

丸子地域教
育事務所
（丸子公民
館含む）

委託業務の契約上「前金払」を定めながら 前金払の表記は削除し、概算払とした契約
「概算払」の方法で支出され精算行為を行っ 内容に改めました。
ているものがありました。それぞれは自治法の
規定上区別され並存する別の支払方法であ
ることから契約履行上の齟齬が生じていま
す。委託業務の前金払は非常に限定されるも
のと考えられますので、概算払を旨とした契
約内容に改めてください。（国際交流事業委
託）

教育委
員会

丸子地域
教育事務所
（丸子公民
館含む）

自動販売機設置に係る契約による行政財産 自動販売機設置に係る契約による行政財
の貸付料が、許可に基づく使用料と同様の歳 産の貸付料は、「財産収入」に改ました。
入科目「使用料及び手数料」として収入され 電気料の実費相当額も「諸収入」に改めまし
ているものがありました。条例に根拠規程がな た。
く「契約」に基づくものであるため、「財産収
入」が適正科目ですので改めてください。
また、上記貸付料のほか、これに要するものと
して徴収した電気料の実費相当額も「使用料
及び手数料」として収入されていますが、当
該収入の徴収根拠も関係条例の規定に基づ
くものではなく、あくまで派生する経費の応分
負担に相当するもので「諸収入」が適正科目
となりますので、区分のうえ改めてください。
（丸子公民館ロビー 自動販売機設置貸付
料、電気料）
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（措置等）通知内容
施設整備工事にあたっては、財務規則の規
定に従い、適正に事務を行います。
また、特殊な理由がある場合には、施行伺
い及び契約伺いに具体的理由を明記いたし
ます。

平成２５年度「定期財務事務監査」結果に対し講じられた措置等通知（一覧）
部局
教育委
員会

課所
丸子文化
会館

監査の結果
（措置等）通知内容
許可に基づく自動販売機の設置について、 指摘頂いた自動販売機電気料等の実費相
条例に基づく使用料のほか電気料等の実費 当額については、今後収入科目を「諸収入」
相当額も「使用料」として収入していますが、 とし、適正に処理いたします。
当該収入は条例に根拠を置くものではないこ
とから収入科目を「諸収入」とすることが適正
ですので、区分のうえ改めてください。（自動
販売機設置使用料収入）

教育委
員会

真田地域
教育事務所
（真田中央
公民館含
む）

正当な請求書の受理から30日を超える支払 今後、支払遅延が起こらないように、期限内
遅延の事例がありましたので、再発防止に万 の支払いについて、適正な事務処理に努め
全を期してください。（支払Ｎo22316 請求ク ます。
リーニング代）

教育委
員会

真田地域
教育事務所
（真田中央
公民館含
む）

一者随意契約とする施行伺において、適用 契約の透明性、妥当性が客観的に担保さ
する法令条項を掲げるに止まり当該条項に該 れるよう、施行伺時において、具体的理由が
当する具体的理由が明らかにされていない 明らかにしていきます。
事例があります。契約の透明性、妥当性が客
観的に担保されるよう改善してください。（生
涯学習館等管理委託）

農業委
員会事
務局

農業委員会 業務の施行に際し当該業務の具体的内容、 今年度から契約書内容を見直し、仕様書を
事務局
仕様等が明らかにされておらず、また、契約 明確化しました。
対価の成果物として規定される一部報告書が 今後は、契約書・仕様書内容に基づき、適
未提出にもかかわらず履行検査が完了して 正な業務実施に努めてまいります。
いる事例があります。施行の決定及び検査事
務の形骸化が指摘されますので、事務を改善
してください。(農地基本台帳システム保守業
務委託)
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