前橋市監査委員公表第２９号
前橋市長から定期監査の結果に対する措置について通知がありましたので、地方自
治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定により、別紙のとおり公
表します。
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建設部定期監査結果に係る措置通知書
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指摘事項に対する措置内容及び
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【監査対象所属：道路管理課】
１

契約事務について（指摘事項）
放置自転車等保管場所機械警備業務ほか複
数の業務の契約書において、契約規則第５３条
に規定する契約書に記載しなければならない事
項のうち、契約保証金に関する事項の部分が記
載されていなかった。
契約規則にのっとり適正な事務処理を行うよ
う改善されたい。

２

放置自転車等保管場所機械警備業務などの
業務契約においては、記載漏れがないように
チェックリストを用いて契約規則にのっとり
必要事項の記載を徹底するなど、適正な事務
処理を行うように改善した。

少額工事の事務処理手順及び定められた様
式の使用について（要望事項）
後退道路整備工事（６号）ほか６工事におい 少額工事における事務処理手順及び様式に
て、工事の発注、契約に当たり、下記の事項が ついては、少額工事事務処理要領にのっとり
見受けられたことから、少額工事の発注並びに 課内統一して、事務処理を行うよう改善した。
契約を締結する際は、少額工事事務処理要領を また、緊急工事についても工事の性質及び
遵守し、工事の性質及び内容等を勘案した上で、内容等を勘案し、同要領を踏まえて新たに仕
少額工事の事務処理手順のうち適用する事務 様書を作成し、添付するよう徹底した。
処理を仕様書などで明確にするとともに、前例
踏襲をすることなく、要領に従った適切な事務
手続きが行われるよう検討されたい。
(1) 後退道路整備工事の事務処理手順及び定
められた様式の使用について
後退道路整備工事（６号）
、後退道路整備
工事（７号）において、少額工事の事務処理
手順のうち簡易工事による事務処理手順で
行うべきところ、工事請負請書の徴取以降の
工事完成通知書や工事完成引渡書の受領に
当たり、改正前の旧要領による事務処理が行
われていた。また、使用されていた工事請負
請書は、要領で定める少額工事請負請書の様
式を変更した任意の書式を使用していた。
(2) 小規模工事で使用する工事請負請書につい
て
永明地区側溝新設工事（道水第７号）にお
いて、少額工事の事務処理手順のうち小規模
工事の事務処理で定められた工事請負請書
を受領するべきところ、簡易工事で使用する
少額工事請負請書を受領していた。
(3) 緊急工事の事務処理手順及び定められた様
式の使用について
道水路緊急工事（第２１７号）ほか３工事
において、契約時に工事の内容を記載した仕
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様書が添付されておらず、適用はいずれの要
領による事務処理手順となるのかが不明であ
った。また、使用されていた工事請負請書は、
要領で定める少額工事請負請書の様式を変
更した任意の書式を使用しており、工事（修
繕）完了届は改正により廃止された旧様式を
使用していた。

【監査対象所属：公園管理事務所】
１

契約事務について（指摘事項）
(1) 予定価格について
公衆便所清掃業務（その他コース）ほか複 予定価格調書については、契約規則、契約
数の業務において、予定価格調書が封筒に入 事務取扱規程及び役務等業務委託契約事務マ
れて保管されておらず、秘密の保持が確保で ニュアルにのっとり、必ず封入した上で厳重
に保管することとし、適正な事務処理を行う
きていなかった。
契約規則、契約事務取扱規程及び役務等業 よう改善した。
務委託契約事務マニュアルにのっとり適正な
事務処理を行うよう改善されたい。
(2) 契約書の記載事項について
大胡ぐりーんふらわー牧場除草清掃等業務 契約書の記載事項については、契約規則に
ほか複数の業務の契約書において、契約規則 のっとり、来年度以降の契約に使用する契約
第５３条で規定する契約書に記載しなければ 書の書式原本の見直しを行い、記載しなけれ
ならない事項のうち、契約保証金に関する事 ばならない事項に漏れ等が生じないよう改善
した。
項の部分が記載されていなかった。
契約規則にのっとり適正な事務処理を行う
よう改善されたい。
(3) 契約の締結について
荻窪公園休憩施設開錠施錠業務、道の駅 荻窪公園休憩施設開錠施錠業務、道の駅「ふ
「ふじみ」施設管理業務、敷島公園ばら園駐 じみ」施設管理業務、敷島公園ばら園駐車場
車場警備業務において、業務を委託している 警備業務契約の締結については、契約規則に
にもかかわらず契約を締結していなかった。 のっとり適正な事務処理を行うよう改善する
契約規則にのっとり適正な事務処理を行う ことを決定した。
よう改善されたい。
(4) 長期継続契約について
前橋公園「親水・水上ステージゾーン」 長期継続契約については、契約事務運用指
水景施設維持管理業務、嶺公園水の広場清 針にのっとり、本契約が終了後は、単年度契
掃業務において、委託期間は平成３０年度 約とし改善することを決定した。
から３年間の長期継続契約としているが、
本業務は年数回の清掃業務であり、長期継
続契約に係る契約事務運用指針では継続的
でない業務は長期継続契約の対象とならな
い契約としている。
同運用指針にのっとり適正な事務処理を行
うよう改善されたい。
(5) 変更契約について
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身近な公園浄化槽清掃及び、保守点検業務
（第１号）ほか複数の業務において、契約金
額を変更していたが、変更契約書を取り交わ
していなかった。
契約規則にのっとり適正な事務処理を行う
よう改善されたい。
(6) 委託料等の支出事務について
公園管理事務所機械警備等業務ほか複数
の業務において、請求を受けているにもかか
わらず、支出手続きを怠り、支払が遅延して
いるものが複数あった。なお、平成３０年度
においても同様に支払の遅延が見受けられる
状況であった。
請求書の提出を受けた際は、直ちに事務処
理手続きを行い、支払遅延をすることがない
よう支出事務の管理を徹底されたい。

指摘事項に対する措置内容及び
要望事項に対する考え方等

身近な公園浄化槽清掃及び、保守点検業務
（第１号）ほか複数の業務の変更契約につい
ては、契約規則にのっとり変更契約書を取り
交わすよう改善した。

委託料等の支出事務については、支払の遅
延が発生しないよう毎月係員全員で打ち合わ
せを行うなど、係内のチェック体制を改め、
漏れのないように事務処理を行うよう改善し
た。

２

歳入の徴収事務委託契約について（要望事
項）
敷島公園ボートの使用料徴収事務において、 歳入の徴収事務委託契約については、来年
地方自治法施行令第１５８条第１項の規定に 度から請書ではなく契約書に変え、徴収した
基づき私人に歳入の徴収事務を委託している 使用料の市への払込期日や払込方法を明文化
が、受注者から提出された請書では、徴収した し、適正な使用料徴収事務となるよう改善す
使用料の市への払込期日や払込方法、敷島公園 ることを決定した。
ボート利用券発行取扱規則で定めるボート利用
券売上精算書等の提出期日や提出方法につい
て定めていなかった。
現在は、過去からの慣例等により払込みが遅
れる等の事態に至っていないが、公金の市への
払込みや売上の根拠となる資料の提出につい
て、適切な事務手続きを確保するため、契約書
において明文化するなど、適正な使用料徴収事
務となるよう検討されたい。

３

財産管理事務について（指摘事項）
(1) 設置許可の手続きについて
都市公園における自動販売機の設置におい 都市公園における自動販売機の設置につい
て、設置許可申請書の提出を受けておらず、 ては、公園施設の設置許可申請の手続きを行
公園施設の設置許可の手続きを行っていない うよう改善することを決定した。
ものがあった。
都市公園法、公園条例及び公園条例施行規
則にのっとり適正な事務処理となるよう改善
されたい。
(2) 許可物件の管理について
都市公園における公園施設の設置許可にお 設置許可物件の管理については、データを
いて、設置者や設置期間等をデータ入力し管 入力していき、適切に管理していくよう改善
理しているが、平成３０年度以降データの更 することを決定した。
新をしておらず、適正に管理しているとは言
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い難い状況であった。
公園管理者として設置状況を常に把握しな
ければならないが、設置期間は最長で１０年
に及ぶものがあり、現在の状況では、期間の
経過や担当者の変更などにより、許可期間経
過後も適切な処理が行われないまま放置され
てしまうおそれがあるため、適正に許可物件
を管理していくよう改善されたい。
(3) 使用料の算定について
都市公園における公園施設の設置使用料
において、公園条例で定める上限を超えて徴
収しているものがあった。
公園条例にのっとり適正な事務処理となる
よう改善されたい。
(4) 減免手続きについて
都市公園における使用料の減免手続きにお
いて、ほとんどの事案で公園条例施行規則に
定める減免申請書の提出を受けていなかっ
た。また、前回監査の要望事項を受けて制定
した減免基準に基づいた減免処理も行ってお
らず、さらには、減免についての意思決定を
行わずに減免しているものもあった。
使用料は、受益者負担の原則に基づき、利
用者から公平かつ公正に徴収することが原則
であるが、公園条例において例外的に、市長
が特に必要があると認められる場合において
減免ができるとしていることを踏まえ、減免
申請書の提出を徹底するとともに、減免理由
や減免の適否を減免基準に基づいて明らかに
した上で意思決定を行うなど、減免の手続き
を厳正に行うよう改善されたい。
(5) 備品の管理について
備品の管理において、すでに廃棄済である
が不用の決定及び廃棄の事務処理を行ってい
ないものや設置場所の登録が実際の設置場所
と相違しているものが見受けられた。
備品は市の貴重な財産であることを再認識
し、備品の配置状況を再確認した上で、早急
に必要な事務処理を実施し、物品管理者のも
と適正な管理に努めるとともに、財務規則に
のっとり適正な事務処理を行うよう改善され
たい。
４
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使用料の算定については、来年度より公園
条例で定める使用料を徴収していくよう改善
することを決定した。

減免手続きについては、減免基準に基づい
た減免処理を行うとともに、減免申請書の書
式を見直し申請書の提出を徹底するなど、手
続きを厳正に行うよう改善していくことを決
定した。

備品の管理については、配置状況及び登録
状況を再確認し、財務規則にのっとった適正
な事務処理を行うよう改善することを決定し
た。

財産管理事務について（要望事項）
(1) 減免基準の見直し及び活用について
都市公園における使用料徴収事務におい 減免基準の見直し及び活用については、減
て、前回監査における要望事項を受け、平成 免理由を整理し、減免基準を見直し明確化す
２８年度末に減免基準を制定しているが、そ るとともに、減免基準に基づいた処理を行う
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の範囲が限定的であるため、その他の従前か
ら減免している多くの案件については、依然
として明確な減免基準がないまま処理せざる
を得ない状況であった。また、減免基準の内
容を事務担当者が承知しておらず、減免の意
思決定においても減免基準を活用している事
例は見受けられなかった。
都市公園における許可行為については、公
園施設の設置許可、公園施設以外の工作物の
占用許可や行為の制限に係る使用許可など多
岐に渡るため、従前からの事例など想定され
る減免事由を整理し、減免基準への適用を検
討するとともに、策定した減免基準に基づい
た減免処理を行うなど適正な減免処理の手続
きとなるよう努められたい。
(2) 適正な使用料の算定及び減免手続きについ
て
前項で都市公園における公園施設の設置に
係る使用料において、公園条例で定める上限
を超えた徴収について指摘したところである
が、その算定方法は行政財産使用料条例に準
じていることから、公園条例で定める使用料
の上限額が現状にそぐわないことも考えられ
る。また、減免手続きにおいて、減免申請書
の提出を徹底するよう指摘したところである
が、同条例施行規則で定める減免申請書の様
式は許可を受けた後でなければ減免申請をす
ることができない仕様となっており、数多く
の許可行為を行っている状況に鑑みると、申
請者だけでなく、事務担当者の負担も大きい
ものと思慮される。
公園管理者として適正な都市公園の管理
が実施できるよう、他自治体の実施状況を研
究するなどし、公園条例及び同条例施行規則
様式の見直しを検討するなど適切な使用料の
算定及び効率的な減免手続きとなるよう努め
られたい。
５
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よう改善していくことを決定した。

適正な使用料の算定方法については、都市
公園内において行政財産使用料条例に準じて
使用料を徴収している物件数は少なく、公園
条例に基づき算出された金額と大きく乖離し
ないことなどから、行政管理課とも協議した
結果、来年度以降、現行の公園条例で定める
使用料を徴収することとした。
また、減免手続きについては、減免申請書
と許認可申請書の同時提出が可能となるよう
公園条例施行規則の見直しを行った上で、減
免申請書の書式を改め、効率的な事務処理を
行うよう改善していくことを決定した。

債権管理事務について（要望事項）
複数年に渡り継続して占用許可している物件 債権管理事務については、今年度分につい
において、
使用料を年度ごとに徴収しているが、ては２月中に、来年度からは年度当初に調定
今年度分の使用料について、１２月の聴き取り を行い、早期納入をするよう改善することを
調査時点で調定していないものが複数あった。 決定した。
現在、都市公園を占用許可しているにもかか
わらず使用料を徴収していない状況であること
から、年間の使用料を一括して調定する場合に
は年度当初に行い、早期納入に努めるよう検討
されたい。
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現金取扱事務について（指摘事項）
(1) 収入事務受託者による市への払込みについ
て
大胡ぐりーんふらわー牧場のバンガロー使 収入事務受託者による市への払い込みにつ
用料徴収事務において、地方自治法施行令第 いては、月報と財務会計による収納状況の複
１５８条第１項の規定に基づき私人に歳入の 数人による確認を行い、使用許可申請書との
徴収事務を委託しているが、収入事務受託者 突合により、払い込み漏れが発生しないよう
が使用者から受領した使用料の一部が市へ払 事務を改善した。また、未納となっていた金
額については２月中に納入するよう改善する
い込まれていないものがあった。
また、収入事務受託者から市へ毎月提出し ことを決定した。
ている月報においては、払い込まれていない
金額も含めて報告していることから、市担当
者が月報の金額と収納金額を突合することで
容易に誤りが発見できたものであるが、その
確認を怠っていた。
収入事務受託者に対し、複数人によるチェ
ック体制を整えるなど使用料徴収事務におけ
る確実な実施体制を再構築するよう指導する
とともに、市においても収入事務受託者から
提出される月報の確認はもとより、使用許可
申請書との突合を行うなど使用料の払込み漏
れがないよう確認体制を整えるなど適正な使
用料徴収事務となるよう改善されたい。
(2) ボート利用券の管理について
敷島公園ボート利用券において、会計室へ ボート利用券の管理については、ボート利
報告している利用券等使用状況報告書に記 用券受払簿を作成するとともに、ボート利用
載された翌月繰越数と実際の残数が一致して 券売上整理簿の出納員による定期的な検査を
いなかった。また、敷島公園ボート利用券発 行い、適正に管理できるよう改善することを
行取扱規則で定める、利用券を受注者に交付 決定した。また、残数の不一致については会
する際のボート利用券受払簿を作成しておら 計室への報告誤りであったため、会計室と調
ず、ボート利用券売上整理簿の出納員による 整し１月より適正な数に改善した。
定期的な検査も行っていなかった。
残数が不一致となった原因を早急に究明す
るとともに、
ボート利用券は金券であるため、
厳密な事務処理を行う必要があることから、
適正な管理を行うよう改善されたい。

７

指定管理者への優待券等の精算について（指
摘事項）
温水利用健康づくり施設（あいのやまの湯） 指定管理者への優待券等の精算については、
の平成２９年度及び平成３０年度に使用された ３月中に支払いを行うとともに、今後は協定
優待券等の精算において、年度協定書では、使 書にのっとった支払いを行うよう改善するこ
用された枚数に応じた金額を請求に基づき支払 とを決定した。
うと定めているが、利用実績があるにもかかわ
らず、１２月の聴き取り調査時点で支払ってい
なかった。
指定管理者に対して早急に請求書の提出を

監

査
結
（指摘・要望事項）

果

指摘事項に対する措置内容及び
要望事項に対する考え方等

求め、年度協定書にのっとり支払われたい。
８

公園管理事務所の内部統制及び事務処理体
制の再構築について（指摘事項）
公園管理事務所の財務に関する事務の執行 公園管理事務所の内部統制及び事務処理体
において、前回の監査における契約事務、財産 制の構築については、今回の監査結果を真摯
管理事務、債権管理事務に対する指摘事項が改 に受け止め、チェック表の活用やマニュアル
善していないもの、減免基準の制定に対する要 化、チェック体制の見直し、進行管理を行い、
望事項の対応が不十分なものなど、多数見受け 内部統制及び事務処理体制の再構築を行って
られた。さらに、今回指摘事項としたものにつ いくことを決定した。
いては、事務処理誤りだけでなく、事務処理の
遅延や確認を怠っていたことに起因するものが
複数見受けられた。
この影響は組織内に留まるものではなく、組
織外にまで影響が生じている状況であり、早急
に事務処理体制を立て直し、改善を図ることが
できない場合、取り返しのつかない重大な問題
に発展しかねない危機的な状況であると考え
る。
公園管理事務所が所掌する事務は、都市公園
の管理にとどまらず、公園整備予定地の管理の
ほか複数の指定管理施設や道の駅の管理など多
岐に渡るものであるが、それらを考慮しても現
在の事務執行状況は看過することができないも
のである。
今回監査における監査結果を真摯に受け止
め、早急に改善・検討することはもとより、今
後同様の事務処理の遅延や確認を怠ることがな
いよう管理職が事務処理の進行管理やチェック
機能の強化を図るなど積極的に関与していき、
市としての責務を果たし、市民の信頼を損なう
ことのないよう公園管理事務所における内部統
制及び事務処理体制を早急に再構築されたい。

