
柴監告示第３号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第９項の規定により報告した監査の結果に

ついて、同条第１２項の規定により柴田町長から措置を講じた旨の通知があったので、次のとお

り公表する。 

 

  平成２３年７月７日 

 

                       柴田町監査委員 中 山 政 喜 

 

 

                       柴田町監査委員 森   淑 子 

 

 

１ 平成２１年度定期監査 

 ⑴ 措置通知があった年月日  平成２３年５月３０日 

 ⑵ 措置を講じた課等     財政課 

 ⑶ 監査の結果の公表年月日  平成２１年７月３１日（平成２１年柴監告示第５号） 

 ⑷ 監査の結果及び措置の内容 

監査の結果（指摘事項等） 措置の内容（改善等内容） 

４．槻木事務所に係る公有財産管理について 

 槻木事務所の庁舎・付属施設（現ＪＡ事務

所）と土地の賃貸借については、付属施設を

ＪＡに貸与し、庁舎敷地をＪＡからの借地と

して、賃貸借料が相殺されている。しかし土

地の所有は個人となっており、所有者とＪＡ

との土地貸借契約は締結されているが、町と

の契約はなされていない。このことから槻木

事務所と付属施設を直接所有者から借地すべ

きであり、付属施設が不要物件であるなら譲

渡するなど、財産管理を適切に行って頂きた

い。 

  

 町が旧槻木事務所（現ＪＡ槻木事務所）の

建物使用貸借契約を平成２３年３月３日にみ

やぎ仙南農業組合と締結した。また、土地に

ついては、北条氏とみやぎ仙南農業協同組合

と平成１３年４月１日に締結した土地賃貸契

約を基本にして、土地使用についての取り決

めを覚書、又は確認書で明確にするようみや

ぎ仙南農業組合と文案を調整中である。 

 

 



２ 平成２２年度随時監査（平成２１年度工事請負・委託契約（下期）について） 

 ⑴ 措置通知があった年月日  平成２３年５月３０日 

 ⑵ 措置を講じた課等     財政課 

 ⑶ 監査の結果の公表年月日  平成２２年５月７日（平成２２年柴監告示第３号） 

 ⑷ 監査の結果及び措置の内容 

監査の結果（指摘事項等） 措置の内容（改善等内容） 

業者選定に関して 

・Ａ業務において３者を指名していたが、う

ち１者は前年度に引き続き辞退した。入札

前の辞退は認めているものの、同一業務で

辞退が繰り返されることは、業者選定に疑

義を生じさせることから、実情を把握し業

者選考にあたるべきである。 

 

・随意契約（特命を含む）を締結しようとす

る場合においても、なぜその業者でなけれ

ばならないのか選考理由を明確にしておく

必要がある。 

  

・参加辞退の申し出時に辞退理由を聴取し、

次回指名選定時に辞退理由を説明した。 

 

 

 

 

 

・１者随意契約に当たっては地方自治法施行

令や財務規則を厳守し、随意契約の理由、

適用条文を明確にするように関係課に指導

した。 

入札事務に関して 

・入札３回で落札者が決まらない場合は「不

調」とし、参加者の入れ替えを制度として

取り入れているが、「不調」を安易に事務処

理していないか。入札時に積算内訳書の提

出を義務付けており、予算書と応札者の積

算書の突き合せは可能で、相違点に対する

考えを確認することもできるため、時間を

置くという配慮があっても良いと思われ

る。 

 

 

・Ｂ工事の施工区間内で小規模なＣ工事を施

工するにあたって、Ｂ工事の工期内にＣ工

事を施工した方が有利な場合は、Ｂ工事の

施工業者と随意契約を締結するのが一般的

であるが、この場合も既に契約保証に係る

書類を提出している業者に、再度契約保証

書類の提出を求めることになるのか。契約

保証金について検討が必要と思われる。 

 

・１回目の入札時に「積算内訳書」も併せて提

出され、町設計額との差異について確認でき

る状況にあるが、３回目の入札で、予定価格

に達してなければ、「不調」として失格の取扱

いをしている。指名委員会では町設計書と応

札者の積算書の突き合わせの上、入札させる

ことは時間を要し、他の入札物件の予定時間

の変更を余儀なくされ、混乱が予想されるの

で現行どおりとした。不調があった場合は原

因を追究し、もし、発注者側に原因があった

ならば、再発防止策を徹底したい。 

・随意契約したＣ工事は新たな契約であり、そ

の契約金額が３０万円以上であれば工事請負

契約書第４条により、契約金額の１／１０以

上の契約保証金を納付させなければならない

と規定しているので、契約保証を求めること

になる。免除規定を加えることについて検討

したい。また、柴田町財務規則第１０８条で

定めている契約保証金の対象外となる契約金



額は３０万円未満と低額であり、実情と懸け

離れている感がする。他市町の適用金額を調

査したところ、５０万円が適当であるので、

２３年度中に財務規則を改正する。 

工事期間の設定に関して 

・Ｄ工事において、掘削土が軟弱なため土質

試験を実施し、天候不順も重なったことか

ら工期延長を行っていた。この場合は、土

質試験に要した日数と天候不順に伴い遅れ

た作業量に相当する日数が延長期間となる

が、仮に、契約工程表より作業が遅れてい

る場合は、遅延した日数は工期延長の対象

外とすべきである。 

 

・工期については、良質な成果品を受領でき

るように適切に設定し、工期延期願の受理

に当たっては、作業条件を勘案して工程を

精査し、必要とする延長期間の根拠を明示

し、また、安易に完成期日を決定しないよ

うに関係課に周知した。 

 

３ 平成２２年度財政援助団体等に対する監査 

 ⑴ 措置通知があった年月日  平成２３年５月３０日 

 ⑵ 措置を講じた課等     総務課 

 ⑶ 監査の結果の公表年月日  平成２２年６月１日（平成２２年柴監告示第４号） 

 ⑷ 監査の結果及び措置の内容 

監査の結果（指摘事項等） 措置の内容（改善等内容） 

共通事項 

１、町が事務局を担っている事業で自主運営

が可能な団体については、透明性を高める

ためにも各団体に事務局組織を引き継ぐべ

きである。 

  

 財政援助団体監査の結果により、事務移管

の検討が要するものとされる１４団体（７課）

について、平成２２年６月１６日付けで総務

課から所管する課に対し、事務移管の動向と

今後の対応を調査した。調査結果については、

１団体が平成２３年度から移管を予定、１３

団体は移管を不可とするものであった。 

共通事項 

３、団体から提出された実績報告書からは成

果が見出せない事業もある。貴重な時間・

労力等を費やして取り組み一定の成果を出

して頂いているものの、その結果を纏めら

れない・発信できていないために事業目的

と成果が的確に町民に伝わらないと思われ

る事例もあることから、担当課は事業効果

が半減しないように指導・助言を行うべき

である。 

 

 財政援助団体から提出された事業実績報告

等からその成果が見出せないものや、事業効

果が目的に沿わないなどの監査意見があった

ことについて、団体を所管する担当課におい

て、補助要綱等の事業目的に合致した成果が

的確に伝わるよう、実績報告書等の作成など

において団体への改善や指導等を徹底するよ

うに、周知した。 

 また、平成２３年１月には、「外部各種団体



等に係る預貯金通帳取扱状況調」を行い、通

帳及び印鑑の適正な保管と厳重な管理を周知

した。 

 

４ 平成２２年度財政援助団体等に対する監査 

 ⑴ 措置通知があった年月日  平成２３年５月３０日 

 ⑵ 措置を講じた課等     財政課 

 ⑶ 監査の結果の公表年月日  平成２２年６月１日（平成２２年柴監告示第４号） 

 ⑷ 監査の結果及び措置の内容 

監査の結果（指摘事項等） 措置の内容（改善等内容） 

共通事項 

２、ほとんどの補助事業は、住民の協力を得

て実施されてきたが、年数の経過とともに

その事業の目的が希薄となり、事業を行う

ことに意義を見出しているような事例や、

補助要綱では、補助金の限度額を事業費の

１／２以内としてはいるが、尐額の補助金

で運営されている事業が見受けられた。 

  役割を果たした事業や発展性が望めない

事業等については、その必要性を検証し、

必要性のある事業については、事業目的に

沿った経費を計上すべきと思われる。 

 

 補助団体及び補助金事業を管轄する担当課

について、補助金・助成金調査票に基づき存

続の可否を確認した。なお、新規補助金につ

いても、事業成就に向けた取組に徹し、目標

年度を確認させて予算要求にあたらせた。 

 

５ 平成２２年度定期監査 

 ⑴ 措置通知があった年月日  平成２３年５月３０日 

 ⑵ 措置を講じた課等     総務課 

 ⑶ 監査の結果の公表年月日  平成２２年７月２９日（平成２２年柴監告示第６号） 

 ⑷ 監査の結果及び措置の内容 

監査の結果（指摘事項等） 措置の内容（改善等内容） 

１．不納欠損処分 

  町営住宅以外では、平成２１年度に不納

欠損とした滞納額は１,１１５件５５百万円

余であった。未納者に対して請求（督促：

明細書添付）を行った日から起算して５年

間（介護保険は２年）納付されない場合、

時効となり請求権が消滅することになる。 

  税と料で対応は異なってくるが、不納欠

損処分された額は善良な納税者が負担する

 

 普通地方公共団体の債権管理と、債権区分

と滞納処分・不納欠損等の関係について、根

拠法令等を明示し一覧表を作成し、その対応

を適正に行うように、町の例規審査委員会及

びグループリーダー会議を通して周知した。

近年まで公法上の債権とされていたものが、

最高裁の判例により私法上の債権とされ、こ

れまでの不納欠損等の手続が変っているもの



ことになる為未納税者等の実情を踏まえな

がら不公平感が生じないように適切に処理

して頂きたい。 

もあり、再確認するように指示をした。また、

納税等の記録管理を適正に行い、不公平が生

じないよう周知した。 

 

６ 平成２２年度定期監査 

 ⑴ 措置通知があった年月日  平成２３年５月３０日 

 ⑵ 措置を講じた課等     財政課 

 ⑶ 監査の結果の公表年月日  平成２２年７月２９日（平成２２年柴監告示第６号） 

 ⑷ 監査の結果及び措置の内容 

監査の結果（指摘事項等） 措置の内容（改善等内容） 

２．設計図書の記載漏れ 

 設計者の意図を受注希望者に伝える方法と

して設計図書（設計図・仕様書・数量表）質

問回答書等があるが、記述が不十分で設計者

の意図が伝わっていない事例が見受けられた

ため、記述方法の改善に努めて頂いているが、

今回も小規模工事ではあるが「材質が明示さ

れていない」ことが原因と思われる低価格の

落札があった。工事は工期内に完成、検査で

合格と判定されたが設計者が考えた材料が使

用されていたのかは定かでない。 

 設計図書には、尐なくとも「どういう目的

で造ろうとするのか、どのような形状・材質

の材料を使用するのか、品質確認・立会確認

の方法等」について記述しておくべきである。 

  

 設計図書の記述表示が不明確な場合は積算

額が相違し、公平・公正な発注にならない。

また、工事目的物についても当初の目的が達

成されないことも懸念される。設計図書は正

確、明瞭かつ疑義が生じないように作成され

るべきであることから、複数の職員により、

設計図書を確認する体制を整え、チェックす

るよう関係各課に周知した。 

４．事業執行課と積算担当課は認識をひとつ 

 に 

 事業課は発注にあたって、設計積算を積算

担当課に依頼する場合は、目的・仕様を明示

し、成果品が事業目的に合致しているか確認

すべきであり、積算担当課は設計上制約され

る条件の有無等を事業課に確認するなど双方

の認識が一致するよう努めて頂きたい。 

 幾度か行った契約事務に係る指摘の趣旨を

も踏まえて、甲乙双方が納得できる発注とし

て頂きたい。 

 

 

 原因として、事業執行課と積算担当課が意

思の疎通が不十分であることが、起因してい

る。再発防止するには事業執行課が事業の目

的・仕様を明示して、積算担当課と打合せを

行い、素案を作成した段階で事業執行課にフ

ィードバックしながら、双方の合意を確認の

上で事業執行するよう関係課に周知した。 

 

 



７ 平成２２年度随時監査（平成２２年度工事請負・委託契約（上期）について） 

 ⑴ 措置通知があった年月日  平成２３年５月３０日 

 ⑵ 措置を講じた課等     財政課 

 ⑶ 監査の結果の公表年月日  平成２２年１０月３０日（平成２２年柴監告示第７号） 

 ⑷ 監査の結果及び措置の内容 

監査の結果（指摘事項等） 措置の内容（改善等内容） 

（１）特命随意契約等の業者選定経緯を明確 

  に 

 委託契約において、委託先となる業者等の

選定経緯が不明確であるものが見受けられ

た。特命随意契約や重点分野雇用創出事業な

どの委託契約においては、その業者の選定経

緯を明らかにしておく必要があるものと思わ

れる。 

 

 

 特命随意契約における理由については、そ

の根拠となる理由や関係条文を明記して説明

責任を果たすことは勿論、また、安易に随意

契約を選択することなく公平、公正、競争性

が確保が図られ適正な事務処理されるよう、

関係課に周知した。 

（２）低価格による落札 

 上期の契約状況を見ると、委託契約におい

て落札率が５０％以下の事案が数件あった。 

特に３０％以下の２件については、町が求め

る成果が得られるのか、また、下請け業者に

正当な対価が支払われるのか疑問を感じる。 

 柴田町は、一般競争入札案件を除き低価格

入札に対する制限が無いため、最低価格者と

契約することになるが、「町が求める成果が得

られ、かつ下請け業者に正当な対価が支払わ

れる」よう指導監督していくべきである。 

 

 事業費２,５００万円以下（随意契約の範囲

を除き）の発注については、原則、指名競争

入札によることとしている。指名に当たって

は、技術力、経営状況、事業実績等を審査の

上、契約内容に適合した履行を十分に期待で

きる業者を選定し、入札に参加させている。

その際、最低制限価格は適用しておらず、そ

のことが、５０％を割る契約の発生につなが

ってもいる。ただ、これまで、そのような契

約でも、品質確保に支障を及ぼすような事例

の発生はない。最低制限価格を設定すべきか

どうかは、財政的な影響を考えた場合、難し

い判断でもあり、公契約の制度運用の中で検

討していくことにした。もちろん、瑕疵発生

の危険性は認識すべきと考えており、設計額

と大きく乖離するような契約が発生した場合

は、財政担当として妥当性の検証を行ってい

くことにした。 

 また、下請については、工事請負契約書第

７条「下請負人の承認」で、下請負状況（下

請負人の名称、金額、内容）を把握すること

としているが、公契約の趣意に反するような

事案があれば強い指導を行うことにした。 



（３）施工管理体制 

 工事の施工体制には、監督施工と自主的施

工（施工管理の大半を請負者に委ねる）があ

り、一部の工事で自主的施工を採用している

が、発注者の監督行為を代理すべき施工管理

技術者の配置が不明な工事があった。 

 制度の根幹をなすものであり、自主的施工

の趣旨を理解し適切に対応して頂きたい。 

 

 工事着手に当たり発注者と請負者は協議に

より「施工計画書」を作成している。この計

画書は、工事に関わる様々な制約条件を考慮

し、必要な手順や工法及び施工中の管理方法

等を明記したものだが、この計画書の中で、

工事に関わる確認事項を「監督施工」と「自

主的施工」に区分し、責任所在を明確にし、

また、履行確認の方法についても明記するよ

うに関係課に周知した。 

 

８ 平成２２年度定期監査（福祉関係施設） 

 ⑴ 措置通知があった年月日  平成２３年５月３０日 

 ⑵ 措置を講じた課等     子ども家庭課 

 ⑶ 監査の結果の公表年月日  平成２３年３月２日（平成２３年柴監告示第２号） 

 ⑷ 監査の結果及び措置の内容 

監査の結果（指摘事項等） 措置の内容（改善等内容） 

１、児童館施設の管理について 

 

 船岡保育所を除く２保育所・５児童館の施

設の老朽化が著しい。西船迫保育所と槻木保

育所については、実施計画費の予算処置が取

られ、大規模改修に向けた取り組みが動き出

している。 

 児童館は、今年度予算で室内の塗装や設備

の更新等に努めてきた結果、保育環境の改善

が見られるようになったが、平成２５年度廃

止が決定していることや、廃止後の建物の活

用方法が定まらないことから、補修が必要な

状況にあるものの十分な予算確保に至ってい

ないものと思われる。各施設の現況は、保育

室の床が歩くと撓んだり、外壁の控壁が基礎

から外れていたり、天井に這わせた照明器具

がいわゆるタコアシ配線になっている等々、

保育の視点からすると安全面で夫々構造上の

課題を抱えているように見受けられる。 

 補修・修繕については廃止後の利用方針決

定後とのことであるが、廃止後の建物の活用

  

 

 平成２３年度予算で、槻木保育所及び西船

迫保育所の大規模改修工事を実施する。 

 幼児保育型児童館廃止後は、実施計画（平

成２３年度版）に掲載したとおり、学童型児

童館として活用する方向で推し進めている。 

 児童館の軽微な補修・修繕については、今

後も実態を把握し、児童の安全・安心を考慮

した迅速なる対応を行うよう各施設長に指示

した。 



方法等を検討することは当然であるが、現在

入所している幼児の安全安心をどのように確

保していくべきか、どのような対応が可能か

を検証することがより重要である。 

 廃止後の建物の活用等をも念頭に置きなが

ら、現時点での対処法を検討する必要がある

ものと思われる。 

２、遊具類の点検・補修について 

 保育所・児童館等の遊具類の補修が行われ、

室内の塗装と相まって全体として明るさが感

じられるようになったが、点検を委託してい

る業者からは、遊具間の間隔が狭いことによ

る危険性を指摘されているため、園庭の広さ

の問題はあるが、可能な限り遊具の配置を見

直すなど、事故防止の措置を講じて頂きたい。 

 

 点検結果報告書に基づき、優先順位等によ

り安全性を考慮して危険性の高い遊具から修

繕するように各施設長に指示した。 

 


