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【本報告書の記載内容に関する留意事項】 

１．報告書中の試算・推計の数値・金額 

報告書中の監査人による試算・推計の数値・金額は、監査人に提示の

あった資料をもとに行ったもので、その数値・金額の正確性を保証するも

のではない。 

 

２．報告書中の表やグラフ 

報告書中の表やグラフは、特に記載したものを除き、市から入手した資

料を監査人が加工したものである。 

 

３．端数処理 

報告書中の表の合計は、端数処理の関係で、総数と内訳の合計とが一致

しない場合がある。 
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第１編 外部監査の概要 

 

１．外部監査の種類 

地方自治法第 252 条の 37 第 1 項及び尼崎市外部監査契約に基づく監査に

関する条例第 2 条の規定に基づく包括外部監査 

 

２．選定した特定の事件 

「委託契約に関する財務事務の執行について」 

 

３．事件を選定した理由 

地方公共団体は、その目的である公共の福祉を実現するための手段とし

て、契約（地方自治法第 234 条第 1 項）を締結する。契約事務は、地方自

治法その他法律、条例、規則等によって規定されている。 

契約事務は歳出の原因となるものであり、近年の地方公共団体の財政危

機の中、より経済的な調達・契約及び履行の確実性の確保が強く求められ

ている。また、談合等の違法な取引が大きな問題となっており、公正な委

託業者の選定手続の確保が焦点となっている。 

尼崎市においては、平成 28 年度における一般会計及び特別会計の委託料

当初予算額 157億円(注)は、当初予算総額 3,180億円の 4.9%を、また、同年

度の公営企業会計における委託料当初予算額 99 億円は、同会計当初予算総

額 810億円の 12.3%を占め、その重要性は高いといえる。 

このような状況において、市民サービスの向上を図る仕様のもと、委託

契約が締結されているか、締結された委託契約は確実かつ効率的に執行さ

れているか、また、法令等に基づき公正に業者が選定されているかという

観点から、委託契約に関する財務事務を検討することは、市民の関心が高

いと考えられ、かつ市の財政の健全化を進める上で有用であると判断した。 

以上により「委託契約に関する財務事務の執行について」を、包括外部

監査の特定の事件（テーマ）として選定した。 

（注）委託料当初予算額 157億円は指定管理料を含む金額である。 

 

４．監査対象期間 

平成 28 年度。ただし、必要に応じて平成 27 年度以前及び平成 29 年度も

監査対象とした。 
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５．監査の視点 

現状における尼崎市の委託契約に関する方針を把握した上で、よりよい

委託契約のあり方を検討するに当たって下記の点に着目した。 

① 委託料を合理的な水準に定めているか(事業の経済性) 

② 委託事業は、効率的に行われているか(事業の効率性) 

③ 委託契約は事業の目的を達成しているか(事業の有効性) 

④ 委託契約に関する財務事務は、法令、条例、規則、要綱等に準拠し

て適切かつ正確に行われているか(契約事務の準拠性) 

⑤ 契約後の再委託の承認などの事務手続は条例等に基づき適切に行わ

れているか(契約事務の準拠性) 

⑥ 委託業務の実施について、履行が確実に行われているか否か確認す

る仕組みが整備されているか(市の管理監督責任) 

⑦ 委託業務の達成度を測り、次年度の業務実施の改善に向けた仕様や

実施方法の見直しは行われているか(市の管理監督責任) 

⑧ 委託先業者の選定手続は公平、適切に行われているか(委託先業者の

選定方法) 

 

６．主な監査手続 

① 委託契約及び委託契約に関する財務事務の概要の把握 

尼崎市の一般会計、特別会計、公営企業会計の中から、監査対象として

選定した委託契約（平成 28 年度に監査テーマとして選定した指定管理料は

除く）について、各所管課から、委託契約書、仕様書、実施報告書などの

関連書類の提出を受けるとともに、委託契約に関する事業及び財務事務の

概要について監査人が作成したアンケートへの回答を求めた。 

 

② 各所管課及び契約課からのヒアリング 

上記①のとおり、各所管課及び契約課から入手した関連書類やアンケー

トへの回答を査閲し、委託契約の性質に留意の上、分析を行った。この結

果を踏まえ、各所管課及び契約課向けに作成した質問項目について、各所

管課及び契約課より説明を受けた上で、必要に応じて、サンプルとして抽

出した委託契約について各担当者に質問し、関係書類の閲覧を行った。当

該ヒアリング及び書類の閲覧についての主な着眼点は次のとおりである。 
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調査事項 

 

主な着眼点 

監査の視点 
（5．監査の視

点の番号を記

載） 

全般  市として、直営と委託のどちらを選択する

か、類似業務について直営と委託が併存す

る場合は、直営と委託のどちらを選択する

か、また、直営と委託の割合に関して方針

が定められているか 

 委託契約に係る規則、手引き（マニュア

ル）等は十分整備されているか 

 公共サービス基本法への対応方針が定めら

れ、それに従い対応されているか 

②③④⑤⑥ 

委託契約の概

要 

 当該委託契約は、事業目的を達成するため

に有効か 

 委託先が行う具体的な業務の内容や基準な

どが契約書、仕様書等に明確に記載されて

いるか 

 「尼崎市契約規則」「尼崎市契約規則の運

用について」「尼崎市契約事務規程」「契

約事務の手引き」「契約事務マニュアル

（委託編）」に従った選定手続がされてい

るか 

 「尼崎市契約規則」等に基づき適切に契約

事務が行われているか 

 契約保証金の減免・免除は「尼崎市契約規

則」等に基づき適切に行われているか 

③④⑤⑥⑦ 

予定価格の積

算 

 予定価格が「尼崎市契約規則」等に基づき

適切に積算されているか 

 予定価格は毎期見直されているか 

①⑦⑧ 

履行の確認  委託先が業務の一部を第三者に委託してい

るか否か。委託している場合には、不適切

な再委託がされていないか市は確認してい

るか 

 業務実施報告書は履行確認に適した様式と

なっているか 

 履行確認のチェックポイントは明確になっ

ているか 

 委託先は、承認された事業計画どおりに人

員を配置しているか 

 委託業務の品質管理のための総合評価は実

施されているか 

③④⑤⑥⑦ 
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調査事項 

 

主な着眼点 

監査の視点 
（5．監査の視

点の番号を記

載） 

委託料の支払  履行確認後、契約書等で定められている期

日に支払われているか 

 前金払、概算払を適用している場合、その

理由は合理的であるか 

④⑥ 

委託の理由  直営ではなく、委託である理由に合理性は

あるか 

 同種の業務につき委託と直営が併存してい

る理由に合理性があるか 

 類似業務が集約されずに委託されている場

合、その理由に合理性があるか 

①②③ 

随意契約の概

要 

 随意契約による場合、その理由に合理性は

あるか。また、競争性の確保に向けて改善

すべく検討されているか 

 随意契約により委託先を選定している理由

は「尼崎市随意契約ガイドライン」の趣旨

に沿ったものであるか 

 公募プロポーザル方式による場合、選定の

公平性の確保はされているか 

 一者随意契約について、工数（人日）や業

務量を把握しているか 

 随意契約について、「尼崎市契約規則」に

基づき、相見積が行われているか 

①②③④⑤

⑥⑦⑧ 

入札の概要  委託先事業者の選定は競争性が確保されて

いるか 

 総合評価一般競争入札の場合、選定の公平

性は確保されているか 

①②③④⑧ 

 

７．監査対象 

監査対象事業は、平成 28 年度が契約期間に含まれる一般会計、特別会計

及び公営企業会計における委託契約（指定管理料は除く）として各所管課

から回答を得た 2,463 件の中から、委託料の金額的重要性や所管局、委託

先の選定方法などのバランスも勘案しながら、次表のとおり、54 件を監査

対象として選定した。 
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NO 局名 予算執行所属名 委託契約名称 
当初の契約額

(千円)(税込) 
(注 1) 

1 秘書室 発信・報道担当 
コミュニティ FM放送行政広報

番組等制作・放送業務委託 
40,754 千円 

2 
ひと咲きまち

咲き担当局 
健康支援推進担当 

平成 28年度尼崎市国民健康保

険特定健康診査等各種健診実

施における健診業務委託 

160,852 千円 
(注 2) 

3 
ひと咲きまち

咲き担当局 
健康支援推進担当 

平成 28年度尼崎市国民健康保

険特定健康診査・特定保健指

導業務（尼崎市医師会）委託 

102,365 千円 
(注 2) 

4 
ひと咲きまち

咲き担当局 
健康支援推進担当 

平成 28年度尼崎市国民健康保

険特定健診受診率向上対策業

務委託 

59,400 千円 

5 総務局 情報政策課 電子計算機システム運用業務 218,306 千円 

6 総務局 情報政策課 
基幹系システム再構築にかか

る工程管理支援業務 
143,876 千円 

7 資産統括局 庁舎管理課 
本庁舎等設備運転保守等業務

委託 
51,451 千円 

8 資産統括局 庁舎管理課 尼崎市本庁舎警備等業務委託 70,803 千円 

9 市民協働局 市民活動推進課 
尼崎市コールセンター等構築

及び運営業務委託 
62,380 千円 

10 市民協働局 
マイナンバーカー

ド普及担当 

尼崎市個人番号カード交付等

関連業務 
125,328 千円 

11 市民協働局 市民課 尼崎市市民課窓口等業務委託 210,872 千円 

12 市民協働局 国保年金課 
平成 28年度尼崎市国民健康保

険料収納業務 
66,301 千円 

13 健康福祉局 高齢介護課 
尼崎市生活支援サービス体制

整備事業委託業務 
39,871 千円 

14 健康福祉局 高齢介護課 
平成 28年度尼崎市老人いこい

の家管理運営委託 
3,150 千円 

(注 2) 
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NO 局名 予算執行所属名 委託契約名称 
当初の契約額

(千円)(税込) 
(注 1) 

15 健康福祉局 福祉医療課 
兵庫県歯科医師会事務処理費

請求・支払事務委託 
9,293 千円 

(注 2) 

16 健康福祉局 地域保健担当 予防接種についての契約 
525,095 千円 

(注 2) 

17 経済環境局 

経済活性対策課、

地域産業課、しご

と支援課 

産業振興事業事務委託 40,075 千円 

18 経済環境局 業務課 不法投棄防止対策業務 52,184 千円 

19 経済環境局 業務課 
一般家庭ごみ収集運搬業務委

託（A 地区） 
46,872 千円 

20 経済環境局 クリーンセンター 第 1工場運転管理業務委託 169,560 千円 

21 経済環境局 クリーンセンター 
第 2工場ボイラー・タービン

定期点検整備業務委託 
216,000 千円 

22 経済環境局 クリーンセンター 一般廃棄物埋立処分委託 
186,629 千円 

(注 2) 

23 経済環境局 クリーンセンター 
第 2工場灰処理設備運転管理

業務委託 
58,860 千円 

24 経済環境局 クリーンセンター 
資源リサイクルセンター廃棄

物資源化業務委託 
150,984 千円 

25 都市整備局 公園維持課 
道路植樹帯等保護育成業務委

託 
61,560 千円 

26 都市整備局 公園維持課 緑地緑道等保護育成業務委託 92,880 千円 

27 都市整備局 
公園計画・２１世

紀の森担当 

緑の相談所及び緑化普及啓発

フィールド公園等維持管理運

営業務委託 

123,336 千円 

28 都市整備局 
公園計画・２１世

紀の森担当 

花と緑のまちづくり推進事業

業務委託 
31,968 千円 
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NO 局名 予算執行所属名 委託契約名称 
当初の契約額

(千円)(税込) 
(注 1) 

29 都市整備局 経営企画課 
下水道使用料の徴収事務の委

任 
276,684 千円 

30 都市整備局 建設課 
尼崎市公共下水道武庫分区雨

水貯留管の詳細設計業務委託 
84,420 千円 

31 都市整備局 施設課 
大庄中継ポンプ場等運転管理

業務包括的委託 
696,963 千円 

32 都市整備局 施設課 
東部浄化センター建設その 2

工事委託 
3,022,000千円 

33 都市整備局 北部浄化センター 
尼崎市東部浄化センター等運

転管理業務包括的委託 
3,064,416 千円 

34 水道局 経営企画課 
電子計算機システム等操作等

業務委託 
60,141 千円 

35 水道局 料金課 徴収事務等委託  
250,643 千円 

（注 2） 

36 水道局 計画推進課 

神崎浄水場 1～3号配水池耐震

化等改修及び場内連絡管更新

工事設計業務委託 

51,866 千円 

37 水道局 給水装置課 
尼崎市水道メーター管理業務

委託 
90,434 千円 

38 水道局 神崎浄水場 神崎浄水場運転監視業務委託 223,560 千円 

39 公営事業局 開催運営課 

ＳＧ第 43回ボートレースオー

ルスター（笹川賞）等に係る

イベント等運営管理業務委託 

50,000 千円 

40 公営事業局 開催運営課 

尼崎市モーターボート競走場

場内映像製作・放映等運用業

務及び映像等設備機器保守業

務委託 

74,042 千円 

41 公営事業局 開催運営課 

尼崎市モーターボート競走場

トータリゼータシステム装置

保守整備業務及び計算セン

ターにおける機器操作業務委

託 

81,338 千円 
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NO 局名 予算執行所属名 委託契約名称 
当初の契約額

(千円)(税込) 
(注 1) 

42 公営事業局 開催運営課 

尼崎市モーターボート競走場

場外警備業務委託（第 1警備

区） 

37,625 千円 
(注 2) 

43 公営事業局 開催運営課 

尼崎市モーターボート競走場

場内警備・場内案内等包括業

務委託 

130,507 千円 

44 公営事業局 開催運営課 
ボートピア神戸新開地におけ

る場外発売事務委託 
955,745 千円 

(注 3) 

45 公営事業局 開催運営課 
ミニボートピア鳥取における

場外発売事務委託 
234,017 千円 

(注 3) 

46 公営事業局 開催運営課 

ボートレースチケットショッ

プミニボートピア京丹後にお

ける場外発売事務委託 

113,166 千円 
(注 3) 

47 公営事業局 開催運営課 

ＢＯＡＴ ＲＡＣＥ尼崎外向発

売所における場間場外発売事

務委託 

278,099千円 
(注 3) 

48 公営事業局 施設管理課 設備総合管理業務委託 102,514 千円 

49 公営事業局 施設管理課 公営事業所清掃業務 87,480 千円 

50 公営事業局 施設管理課 
ボート・モーター整備業務委

託 
97,200 千円 

51 
教育委員会事

務局 
学校保健課 尼崎市学校給食調理業務委託 

129,542 千円 

72,823 千円 

70,916 千円 

52,352 千円 

55,340 千円 

56,905 千円 

95,969 千円 

52 
教育委員会事

務局 

教職員の学び支援

課 

小学校・特別支援学校学習用

及び研修室用コンピュータシ

ステムの保守付賃貸借 

62,279 千円 
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NO 局名 予算執行所属名 委託契約名称 
当初の契約額

(千円)(税込) 
(注 1) 

53 
教育委員会事

務局 

教職員の学び支援

課 

学校情報通信ネットワークシ

ステム（AMA-NET）保守管理委

託業務 

119,700 千円 

54 
教育委員会事

務局 
スポーツ振興課 トレーニング指導等業務 30,951 千円 

(注 1)当初契約金額には、複数年契約の場合は契約総額を記載している。 

(注 2)契約は単価契約であり、平成 28年度支払額を記載している。 

(注 3)売上金額に一定率を乗じた金額が委託料の支払額であり、平成 28年度支払額を記載している。 

 

８．監査実施期間 

平成 29年 6月 6日から平成 30年 1月 26日まで 

 

９．外部監査人補助者 

包括外部監査人を補助させるため、次の者を補助者に選任した。 

公認会計士 

伊東昌一、寺門知子、藤田道代、神出信茂、落合（兼吉）

奈美、辻井（木谷）明子、淺沼（平岩）由希子、明定大

介、纐纈和雅 

 

１０．利害関係 

尼崎市と包括外部監査人及び補助者との間には、いずれも監査の対象と

した事件について地方自治法第 252 条の 29 の規定により記載すべき利害関

係はない。 
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第２編 委託契約の概要 

【１】地方公共団体における委託契約 

１．地方公共団体の契約の手続 

地方公共団体においては、公正・効率性の観点から、私人間での契約と

は異なる手続が、地方自治法等において整備されている。 

地方公共団体における契約事務は、地方自治法及び地方自治法施行令に

より、概ね次のとおりの流れによっている。 

 

 

契約事務に関連する、主な地方自治法は次のとおりである。 

地方自治法 

（議会の議決） 

第九十六条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなけ

ればならない。 

五 その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める契

約を締結すること。 

 

（支出負担行為） 

第二百三十二条の三 普通地方公共団体の支出の原因となるべき契約そ

の他の行為（これを支出負担行為という。）は、法令又は予算の定める

ところに従い、これをしなければならない。 

 

（支出の方法） 

第二百三十二条の四 会計管理者は、普通地方公共団体の長の政令で定

めるところによる命令がなければ、支出をすることができない。 

業
者
の
選
定

(

議
会
の
議
決
）

契

約

契
約
の
履
行

履
行
の
確
認
・
検
査

支
出
命
令

支
払
い

支
出
負
担
行
為
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2 会計管理者は、前項の命令を受けた場合においても、当該支出負担行

為が法令又は予算に違反していないこと及び当該支出負担行為に係る債

務が確定していることを確認したうえでなければ、支出をすることがで

きない。 

 

（契約の締結） 

第二百三十四条 売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札、指

名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする。 

2 前項の指名競争入札、随意契約又はせり売りは、政令で定める場合に

該当するときに限り、これによることができる。 

3 普通地方公共団体は、一般競争入札又は指名競争入札に付する場合に

おいては、政令の定めるところにより、契約の目的に応じ、予定価格

の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもつて申込みをした者を契約

の相手方とするものとする。ただし、普通地方公共団体の支出の原因

となる契約については、政令の定めるところにより、予定価格の制限

の範囲内の価格をもつて申込みをした者のうち最低の価格をもつて申

込みをした者以外の者を契約の相手方とすることができる。 

4 普通地方公共団体が競争入札につき入札保証金を納付させた場合にお

いて、落札者が契約を締結しないときは、その者の納付に係る入札保

証金（政令の定めるところによりその納付に代えて提供された担保を

含む。）は、当該普通地方公共団体に帰属するものとする。 

5 普通地方公共団体が契約につき契約書又は契約内容を記録した電磁的

記録を作成する場合においては、当該普通地方公共団体の長又はその

委任を受けた者が契約の相手方とともに、契約書に記名押印し、又は

契約内容を記録した電磁的記録に当該普通地方公共団体の長若しくは

その委任を受けた者及び契約の相手方の作成に係るものであることを

示すために講ずる措置であつて、当該電磁的記録が改変されているか

どうかを確認することができる等これらの者の作成に係るものである

ことを確実に示すことができるものとして総務省令で定めるものを講

じなければ、当該契約は、確定しないものとする。 

6 競争入札に加わろうとする者に必要な資格、競争入札における公告又

は指名の方法、随意契約及びせり売りの手続その他契約の締結の方法

に関し必要な事項は、政令でこれを定める。 

 

（契約の履行の確保） 

第二百三十四条の二 普通地方公共団体が工事若しくは製造その他につ

いての請負契約又は物件の買入れその他の契約を締結した場合において

は、当該普通地方公共団体の職員は、政令の定めるところにより、契約

の適正な履行を確保するため又はその受ける給付の完了の確認（給付の

完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行なう工事若しく

は製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。）をするため必要

な監督又は検査をしなければならない。 
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2 普通地方公共団体が契約の相手方をして契約保証金を納付させた場合

において、契約の相手方が契約上の義務を履行しないときは、その契

約保証金（政令の定めるところによりその納付に代えて提供された担

保を含む。）は、当該普通地方公共団体に帰属するものとする。ただ

し、損害の賠償又は違約金について契約で別段の定めをしたときは、

その定めたところによるものとする。 

 

地方自治法施行令 

（監督又は検査の方法） 

第百六十七条の十五 地方自治法第二百三十四条の二第一項の規定によ

る監督は、立会い、指示その他の方法によつて行なわなければならな

い。 

2 地方自治法第二百三十四条の二第一項の規定による検査は、契約書、

仕様書及び設計書その他の関係書類（当該関係書類に記載すべき事項

を記録した電磁的記録を含む。）に基づいて行わなければならない。 

（以下、記載省略） 

 

２．地方公共団体が民間委託に際し直面する課題 

少子高齢化社会の到来や子育て世帯における保育サービスへのニーズの

高まりなど、公共サービスに対する住民ニーズは多様化・高度化している。

厳しい財政状況の中、そのような住民ニーズに応えるため、行政でなけれ

ば対応できない業務を除き、民間が効率的、効果的に実施できることは、

民間に委ねるという方針のもと、民間への委託が進んでいる。 

このように民間へ委託する業務が拡大するのに伴い、業務を受託した民

間事業者の適切な業務履行を確保することや、公共サービスの確実かつ安

定的、継続的な提供などに必要な措置を講じることが要請されている。 

そうした要請に応えるため、総務省が設置する「地方公共団体における

民間委託の推進等に関する研究会＜報告書＞（平成 19 年 3 月）」において

は、民間委託等における委託先の選定方法や契約の在り方、行政責任の担

保の在り方など、地方公共団体が民間委託に際し直面する課題について基

本的な考え方を整理しており、ここではその要点を記載する。 

（http://www.soumu.go.jp/main_content/000156783.pdf） 

 

（１）民間委託の範囲 

上記報告書においては、私法上の請負契約（注１）及び準委任契約（注 2）

と、行政処分である指定管理者制度を議論の対象としているが、請負契約

及び準委任契約を「民間委託」としている。 

http://www.soumu.go.jp/main_content/000156783.pdf
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民間の活力を活用するその他の手法としては、ＰＦＩ（注 3）や市場化テ

スト（注 4）、労働者派遣（注 5）、臨時・非常勤職員の活用などが考えられる

が、ここでは民間委託には含めていない。 

（注1） 請負契約は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果

に対して報酬を支払うことを約する契約（民法第 632条）である。 

（注2） 準委任契約は、法律行為でない事務を委任する契約（民法第 656条）で、委任（当事者の

一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによってそ

の効力を生ずる。民法第 643条）の規定を準用する。 

（注3） ＰＦＩは、民間の資金と経営能力、技術力（ノウハウ）を活用し、民間事業者に公共施

設等の設計、建設、改修、更新や維持管理・運営を行わせる手法である。 

（注4） 市場化テストとは、公共サービス改革法により制度化されている、行政が担ってきた公

共サービスについて、公共サービスの質の維持向上及び経費削減の観点からその担い手

を官民競争入札又は民間競争入札により決定する仕組みである。 

（注5） 労働者派遣とは、自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命

令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働

者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする。（労働者派遣

法第 2条第 1号） 

 

（２）民間委託に関する基本的な考え方 

① 民間委託の効果が発揮される環境の整備 

民間委託の効果を最大限に発揮させる環境を整備するためには、次の点

に考慮する必要がある。 

・ 民間委託を契機とした既存業務の執行方法の見直し・標準化 

・ 業務の包括化・共通化による集約 

・ 民間事業者が定期的に入れ替わる機会の担保（競争環境の維持） 

・ 民間委託等による効果の事前測定（官民コスト比較） 

 

② 公共サービスの民間委託の範囲 

公共サービスには、法令上、民間委託が不可能な業務や、法令上は民間

に委託することは不可能ではないが、民間への委託が適さない業務が存在

しており、これらを除く業務が民間への委託可能な業務となる。民間委託

の適否を慎重に判断すべき業務とされているのは次のような業務である。 

・ 法令上、公務員が行うべきとされている業務(立入調査や差押などの

強制執行処分等) 



14 

 

・ 相当程度の裁量を行使することが必要な業務(支出票の起案、決裁業

務等) 

・ 公の意思の形成に深く関わる業務、住民の権利義務に深く関わる業

務、利害対立が激しく、公平な審査・判断が必要とされる業務等、

地方公共団体の行う統治作用に深く関わる業務(土地収用等に係る審

理や決裁等) 

 

③ 請負・準委任契約と労働者派遣との相違 

請負・準委任契約と労働派遣契約は、注文主（派遣先）となる地方公共

団体の指揮命令権や危険負担、経費負担、民間ノウハウの発揮などに違い

がある。請負・準委任契約と労働者派遣の指揮命令関係の違いは次のとお

りである。 

 

両者は、指揮命令権、危険負担・経費負担、民間ノウハウの発揮などに

次のとおり違いがある。 

 請負・準委任契約 労働者派遣 

指揮命令権 当該業務に従事する労働者

を注文主(自治体)の指揮命

令下におくことはない 

派遣先(自治体)が、派遣労働

者を直接指揮命令し労働に従

事させる 

危険負担 

・経費負担 

請負業者(委託先)が負担す

る 

派遣先（自治体）が負担する 

民間ノウハウ

の発揮 

注文主(自治体)は仕様を示

せればよく、労働者派遣ほ

ど十分な知識は不要である 

派遣先(自治体)が十分な知識

を有する必要がある 

 

（３）委託先の選定方法の在り方 

① 民間のノウハウや創意工夫を評価できる選定方法の採用 

民間委託の委託先を選定する際は一般競争入札によることが原則である

が、委託する業務の内容に応じ、価格に加えて応募者のノウハウや創意工

請負・準委任契約 労働者派遣

民間委託先 注文主（自治体）

請負・準委任契約

労 働 者

雇用関係

派遣元事業主 派遣先（自治体）

労働者派遣契約

派遣労働者

雇用関係 指揮命令関係
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夫、人的能力、物的能力、経営状況なども評価できる総合評価競争入札を

採用することが有用である。また、総合評価競争入札（注１）と類似してい

るが、入札の手続をとらない公募型プロポーザル方式（随意契約）（注 2）

についても、競争的環境を創出する手法の一つとして有用である。 

（注1） 総合評価競争入札とは、入札価格が予定価格の制限の範囲内にあるもののうち、評価値

（価格と提案の評価）が最も有利なものを落札者とする方式である（地方自治法施行令第

167条の 10の 2）。総合評価競争入札においては、以下の留意が必要である（地方自治法

施行令の一部を改正する政令の施行について（通知）（自治行第 3 号、平成 11 年 2 月 17

日）。①落札者決定基準の設定②落札者決定基準を定める際の学識経験を有する者の意見

の聴取③総合評価一般競争入札及び落札者決定基準の公告 

（注2） 公募型プロポーザル方式とは、高度な知識・専門的な技術や創造性、構想力などが要求さ

れる業務について、公募により複数の者から企画、技術等の提案を受け、その中から意欲

及び実績、能力等を総合的に評価し、地方公共団体が調達する業務の目的に最も適した企

画、技術力等を有する事業者を選定する方式である。 

 

② 参加資格要件 

公共サービスの確実性、継続性確保の観点から、一定の合理的な範囲で

公募への参加資格要件を定めることが認められている（地方自治法施行令

第 167条の 5及び 167条の 5の 2）。参加資格要件には、財務条件、法人形

態、地域要件などを定めるケースが多い。この中で、地域要件については、

地元企業を優先して指名することには合理性が認められる場合はあるもの

の、その定め方によっては、競争環境が阻害される危険性もあることから

合理的な範囲内とすることに留意する必要がある。 

 

③ 委託先の経営の安定性の評価並びに経営破綻時及びストライキ時の履行

責任の確保 

公共サービスの確実性、継続性確保の観点からは、地方公共団体は応募

者の経営の安定性を事前に評価する必要がある。 

民間事業者には、破綻やストライキ実施のおそれがあることから、その

場合に、公共サービス提供への影響を回避・軽減するための仕組みを事前

に検討しておく必要がある。例えば、応募の際、代替事業者の補完能力を

評価点に含めること、委託先の履行保険を確保するなどが考えられる。し

かし、まずは、地方公共団体が自ら直接の履行責任を果たすことができる

ように、業務の委託後もノウハウの維持に努めることが必要とされている。 
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（４）委託先との契約のあり方 

① 契約解除事由に関する定め 

地方公共団体と委託先は契約当事者として対等な関係にあることが基本

である。しかし、地方公共団体においては、公益上の理由から契約を解除

しなければならない場合や、法令の変更により事業を継続することが合理

的でないと判断される場合など、契約を解除しなければならない場合があ

る。このため、あらかじめ、契約等において「事情変更」による解除につ

いて定めておくことが望まれる。 

 

② 不法行為責任の担保に関する定め 

１）請負・準委任による不法行為責任の担保 

委託先である民間事業者により、第三者に損害が生じた場合、国家賠償

法に基づき、地方公共団体にも損害賠償の責任が生じることがあり得る。

このため、地方公共団体は、このような場合に備え、民間事業者に対して

確実に求償できるようにするための措置を講じる必要があり、契約書上、

民法第 415 条に基づく債務不履行責任を追及することができるよう、事前

に合意をしていくことが望まれる。 

 

２）再委託先による不法行為責任の担保 

再委託先（当該再委託先の従業員を含む）の不法行為による損害賠償責

任についても、発注元である地方公共団体に対して提起されるおそれがあ

るため、再委託先の不法行為の責任の所在を契約において明確にしておく

ことも必要である。再委託先は、直接の委託先である業務受託者より小規

模で、補償能力が乏しい場合もあることから、このような場合には、発注

元である地方公共団体が、委託先等に対して直接責任を問えるようあらか

じめ定めておくことも考えられる。 

 

３）求償を確実にするための措置 

地方公共団体による求償を確実なものにするために、第三者への損害に

備えた保険に加入することを委託先等に対して義務付けるなどの措置が考

えられる。 
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③ 個人情報保護、守秘義務等のあり方 

１）個人情報保護の在り方 

地方公共団体が保有する個人情報については、漏えい等の事故が発生し

た場合の影響が大きいため、民間事業者が保有する個人情報に比べ、より

厳格な保護が要請されている。 

なお、地方公共団体が民間委託や派遣労働者の活用を行う際には、業務

受託者に加え、再委託先等及びその従業員、派遣労働者なども含めて個人

情報保護条例や契約面での対応を適切に行うことが求められる。 

 

２）守秘義務等について 

委託の対象となる業務の内容や範囲、扱う情報の種類などが多種多様で

ある中で、法令や条例によって、民間委託先や派遣労働者へ一律に守秘義

務を課すことや事前に守秘義務を課す業務を限定することは実務ではなく、

民間委託の検討に際して、個別の判断により、守秘義務を課していくこと

が適当である。 

 

④ 契約の長期化による効率性の発揮 

地方公共団体の契約は、会計年度独立の原則により、単年度が原則と

なっている。しかし、委託先の経営が安定することで効率的な業務の執行

が可能になる場合も想定され、1年超の長期の委託契約を締結することも考

えられる。この場合は、既存業者は、業務の実施手順や手法、運営上の留

意点等、公共サービスの質の維持に欠かせない定型的事項をマニュアルと

して地方公共団体に引継ぎ、地方公共団体はその内容を募集要項に盛り込

み、既存業者と新規事業者との競争性の確保を図る配慮をすべきである。 

 

⑤ 再委託の範囲について 

再委託については、原則これを禁止する場合が多くみられるが、委託等

の対象業務が専門化、広範囲化する中、単独の受託者のみで業務の遂行は

困難な場合もあり、事前の承諾を前提に一部業務の再委託を認めるケース

も多くなっている。 

一方で、再委託をめぐっては、再委託先を通じた個人情報の漏えいや再

委託先による安全管理の不備から重大な事故が発生したにもかかわらず、

発注者である地方公共団体が再委託の事実を認識していなかった事例もあ

る。このため、地方公共団体が再委託の際の手続遵守を委託先に徹底させ
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るとともに、委託先等による再委託先管理の強化、地方公共団体による再

委託先のモニタリングなどを適切に実施させる必要がある。 

 

（５）公務員及び外郭団体職員の取扱い 

① 民間委託等の対象業務に従事していた公務員の取扱い 

民間委託等の推進に伴い、民間委託等の対象となる業務に従事していた

職員の取扱いが課題となる。民間委託等の円滑な推進を図る観点からは、

職員の雇用も含め対象事務について個別の事情を勘案し、推進することが

適当であると考えられる。 

 

② 民間委託等に伴い外郭団体等を解散する場合について 

地方公共団体の外郭団体は、地方公共団体に比較して、その機動性や柔

軟性等の面で優れた点を発揮して、行政が担う分野の拡大や業務量増加に

対応してきた。しかし、民間委託の推進に伴い、従来外郭団体が行ってき

た業務を民間事業者が実施することになるケースも見られるところであり、

外郭団体の規模の縮小や解散等が行われる場合、当団体の職員の取扱いが

課題となる。このような場合、地方公共団体は、外郭団体の固有職員と直

接的な雇用関係はなく、外郭団体の固有職員の使用者は当該外郭団体であ

ることから、地方公共団体の直接の使用者責任が生じることはないと考え

られる。 

 

（６）モニタリングの在り方 

① モニタリングの目的・手法 

地方公共団体は、委託先との間で合意されたサービスが安全かつ適切な

水準で確実に履行されていることを確認し、不履行がある場合には是正等

の措置を講じるとともに、当該結果について住民に説明することが必要で

ある。また、サービス向上の観点からは、民間委託等した業務を任せきり

にするのではなく、業務実施過程で把握した課題について委託先と協議を

行い、継続的に業務改善を行っていくことも必要である。このようにモニ

タリングには、契約において合意した履行確認とサービス向上に向けた業

務改善に必要な情報を得るという目的がある。 

 モニタリングの手法としては、委託先によるセルフモニタリング、地方

公共団体による随時の調査、利用者アンケート、意見や苦情の受付、住民

モニターなどがあり、これら複数の方法を組み合わせて行うことが望まれ
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る。 

 

② モニタリングの内容と取組 

地方公共団体は、安全管理や個人情報保護など、最低限委託先に遵守さ

せなければならない事項を洗い出して仕様書を作成し、契約書上で担保さ

せることが必要である。また、公共サービスの質を維持し、適切な業務執

行を確保するために、有資格者や経験者の適正な人員配置を確認すること

も必要である。このような観点から、例えば、個人情報保護、法令遵守、

安全管理、衛生管理、再委託管理、仕様の遵守というような事項について

モニタリングを行い、不履行がある場合には是正の措置を行うことが必要

になる。不履行が繰り返される場合には、ペナルティを付与することも考

えられる。 

また、民間委託の目的が効率的、効果的な公共サービスの実現にある点

からは、業務の実施の課程で把握した事項について委託先等と協議を行い、

継続的に業務改善を行うことが必要である。ただし、当該モニタリング結

果に基づき、業務改善に取り組むには委託先で新たな費用が発生すること

もあるため、委託先等に対するインセンティブとして報奨の付与と組み合

わせることなども考えられる。 

 

（７）地域団体等による公共サービス提供の推進のあり方 

① 地域協働を担う住民ボランティアや地域団体、ＮＰＯ等による公共サー

ビス提供への協力と選定方法について 

地域協働を担う住民ボランティアや地域団体、ＮＰＯ等への民間委託を

検討する際には、補助金の交付等といった手法よりも、委託という手法を

採用することが効果的、効率的であるか否かを十分検討することが必要で

ある。また、受託者として責任主体となり得る体制、能力を備えている団

体が複数存在しているかについても考慮すべきである。その上で、民間委

託という手法を採用するならば、提案を募り、提案内容や価格を競争させ

る形態を採用すべきである。 

一方、一者随意契約を締結する可能性がある場合には、あらかじめガイ

ドライン等において、契約相手先の選定方法について明確にすることが適

当である。一者随意契約が認められる例としては「案件内容に相当する団

体が 1 団体しか存在しない」「金額が別に定める基準に満たない」場合な

どが考えられる。また、契約の透明性を確保する観点から、委託先の決定
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後あるいは事業終了後に委託先の選定理由を公表することも考えられる。 

 

② 地域団体との契約について 

地方公共団体が地域団体等へ委託する場合においては、その財政基盤が

ぜい弱であったり、法人格を持たなかったりすることから、債務不履行に

対して損害賠償で担保したり、第三者へ及ぼした損害のすべてを地域団体

等へ求償することは実効性を伴わない場合も想定される。 

そのため、地域団体等への委託契約においては、通常の民間委託の場合

よりも地方公共団体の間との関与を強化することが考えられる。 

また、地域団体等との連携による効果が期待される場合においては、契

約保証金の免除を検討することなども考えられる。 
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【２】尼崎市の委託契約 

１．尼崎市の契約事務に関する用語について 

委託契約事務をテーマとする報告書の理解に役立つと思われる用語につ

いて、尼崎市の契約に関するルールである「契約事務の手引」、「契約事

務マニュアル（委託編）実務編」（平成 28 年 11 月 資産統括局資産経営

部契約課）等を参考として、以下の用語集を作成した。 

用語 内容 

支出負担

行為 

支出負担行為とは、普通地方公共団体の支出の原因となるべき

契約その他の行為をいう。支出負担行為は、予算執行の第一段

階で、すべて法令（条例、規則を含む）又は予算の定めるとこ

ろに従って行わなければならない。 

契約方法 契約方法には、一般競争入札、指名競争入札、随意契約、せり

売りの 4種類がある。 

一般競争

入札 

一般競争入札は、発注者が入札の対象となる工事概要などを公

告して、工事等の受注希望者を募って競争させ、最も有利な価

格で入札した者を契約の相手方として選定する方式であり、公

共団体が行う契約の原則である。この入札方式は、入札に参加

することを希望する者すべてに参加する機会が与えられるもの

で、公共性・透明性を確保するには優れた方法とされている。 

指名競争

入札 

指名競争入札は、良質な業者を発注者が選定して指名すること

により、質の高い成果物を確保し得ることや契約までの期間が

一般競争入札に比して短いなど事務の効率の面においては、一

般競争入札よりも優れた方法とされている。 

しかし、業者選定手続の透明性などの面で欠点も指摘されてい

る。 

市では、一部の工事で制限付一般競争入札を実施している以外

は、業務委託、物品購入を含め、競争入札は指名競争入札で

行っている。 

なお、指名競争入札による場合は、当該入札の参加資格を有す

る者の内から、競争に参加する者を原則として 3 名以上指名す

る必要がある。 

随意契約 随意契約とは、競争入札の方法によらないで、任意の特定の相

手方を選択して締結する契約方法をいい、指名競争入札と同

様、地方自治法施行令に定める場合に限り行うことができる。 

随意契約によることができるのは、地方自治法施行令第 167 条

の 2第 1項各号（1号から 9号まで）のいずれかに該当する場合

である。 
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参加資格 市長が公示した競争入札参加資格等に基づき、申請登録の手続

を行い、審査の結果、競争入札参加有資格者名簿（業者名簿）

に登載された者を競争入札（一般競争入札及び指名競争入札）

の参加資格者とする。 

契約の締

結と議会

の議決 

契約の締結は、本来、執行機関である市長の権限で、議会の関

与するところではないが、契約によっては議会の議決を経なけ

ればならない契約もある。 

すなわち、地方自治法の規定による「その種類及び金額につい

て政令で定める基準に従い条例で定める契約を締結する」とき

は、議会の議決を経なければならない（法第 96条第 1項第 5号

及び第 8 号）とされているので、個々の契約ごとに議決を必要

とする。 

（1）対象案件 

議決の対象となる案件は、「議会の議決に付すべき契約及

び財産の取得又は処分に関する条例」（以下「議会の議決に

付すべき契約条例」という。）に定められている。 

①地方自治法第 96 条第 1 項第 5 号の規定により議会の議決

に付すべき契約は、工事又は製造の請負でその予定価格が

150,000,000 円以上のものとする（議会の議決に付すべき

契約条例第 2条）。 

②第 96 条第 1 項第 8 号の規定により議会の議決に付すべき

財産の取得又は処分は、不動産若しくは動産の買入れ若し

くは売払い（土地については、その面積が 1 件 5,000 平方

メートル以上のものに係るものに限る。）又は不動産の信

託の受益権の買入れ若しくは売払いでその予定価格が

60,000,000円以上のものとする（議会の議決に付すべき契

約条例第 3条）。 

仕様書 仕様書には、件名、委託期間、支払条件、委託内容等、業者が

金額を積算するために必要と思われる内容すべてを必ず記載す

る。 

予定価格 予定価格は、契約金額を決定する基準であり、入札を執行する

前に、市長があらかじめ設定しておき、開札までは封印して保

管し、開札の際これを開札場所に置かなければならない。予定

価格は、随意契約であっても定める。 

予定価格の設定により、開札後に契約担当者の裁量によること

なく、予定価格を基準として落札者を自動的に決定する仕組み

をとることによって、入札の公正性を維持することができる。 

見積書の

徴取 

見積書の提出期限までに、各業者から個別に見積書原本を徴取

する（予定価格 10万円以下の場合・・2者以上、予定価格 10万

円を超え 50 万円以下の場合・・3 者以上）。見積書の徴取は下

記の場合を除いては省略できない。 
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① 見積依頼に当たって、上記に該当する業者数が登録業者中で

確保できない場合 

② 特定随意契約(注)を行う場合で一者から見積を徴取する場合 
(注) 特定随意契約とは、（地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 3 号で定め

る、地方自治法施行令で列記している、障害福祉等の推進など一定の政策目

的のため、特定の団体と契約する場合をいう。 

③ 法令等により契約の相手方が定められている場合 

④ 台風、洪水、火事、地震等災害時において緊急を要する場合 

契約保証

金の免除 

契約保証金は、契約の履行を確実なものとするため納付させる

ものであるが、次の各号のいずれかに該当するときは、その全

部又は一部を納めさせないことができる。 

①契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保

証保険契約を締結したとき。 

②契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金

庫その他予算決算及び会計令（昭和 22 年勅令第 165 号）第

100条の 3第 2号に規定する財務大臣の指定する金融機関と市

との間に工事履行保証契約が締結されたとき。 

③入札に参加する者に必要な資格を有する者と契約を締結する

場合において、その者が過去 2 年の間に、市と種類及び規模

をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これら

をすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなる

おそれがないと認めるとき。 

④法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が

提供されたとき。 

⑤物件を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即

納されるとき。 

⑥随意契約の方法により契約を締結する場合において、契約金

額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこ

ととなるおそれがないとき。 

⑦前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める

とき。 

再委託 再委託は、建設業など特定の業種を除き、法律上一般的な規定

はなく、再委託がなされても法律上の問題はない。市において

は、モデル規程である「業務委託契約書（総価契約）」（平成

29 年 1 月改正）に、「第 6 条 受託者は、業務の全部を一括し

て第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 

2 受託者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせよ

うとするときは、あらかじめ委託者の承認を得なければならな

い。」と規定している。 

債務不履

行 

債務不履行とは、債務者がその責に帰すべき事由によって債務

の本旨に従った履行をしないことをいい、次の 3 つの種類があ

る。 
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①履行遅滞（正当な理由もなく、債務者の責に帰すべき事由に

より、契約で定めた履行期限内に債務を履行しないこと。） 

②履行不能（債務者の責に帰すべき事由により履行が不可能に

なること。） 

③不完全履行（一応の履行がなされたが、その内容が債務者の

責に帰すべき事由により不完全なこと。） 

債務不履行があった場合は、本来の給付の請求をすることが

でき、また、契約を解除することができる。入札参加停止措

置を行う場合もある。 

契約解除した場合は、違約金の請求を行う。契約の解除に伴

い、市に損害が生じた場合には、損害賠償の請求を行う。 

長期継続

契約 

長期継続契約を締結できる契約は、地方自治法第 234 条の 3 の

規定に基づき、電気・ガス・水の供給や電気通信役務の提供を

受ける契約、不動産を借りる契約に限定されていたが、平成 16

年 11 月の法改正により「その他政令で定める契約」が加えら

れ、その範囲については政令で「条例に定めるもの」とされた

ため、市では「長期継続契約を締結することができる契約を定

める条例」（平成 17 年 12 月 27 日条例第 58 号）を制定し、平

成 17年 12月 27日に施行した。 

なお、契約事務規程で定める範囲に該当しないものについて

は、契約課で行う。 

単価契約 単価契約とは、物品又は役務の給付について、その規格及び単

位当たりの価格だけを決定し、金額は給付の実績によって算定

する契約をいう。単価契約に係る予算執行に際しては、当該経

費の歳出予算の範囲内で給付を受け、数量等により予算は越え

ることがないよう、留意する必要がある。 

 

２．尼崎市の契約事務の流れ 

（１）業務委託に係る契約事務の流れ 

契約事務の実施区分は契約課長が行うものと各所管課長が行うものに区

分される（尼崎市契約事務規程第 3 条）。それぞれの実施区分による業務

委託に係る契約事務の流れは次のとおりである。 

なお、尼崎市においては、契約締結の執行の適正性が特に要求される競

争方式である一般競争入札及び指名競争入札については、契約課が行うこ

ととされている。したがって、原則として、契約課以外の課の契約締結の

方法としては随意契約のみとなっている。 
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（出典：尼崎市契約事務マニュアル（委託編）） 

 

（尼崎市契約事務規程に定める契約等）

　　　所管課長等決裁

　　　総務担当課予算確認
　　　決裁

所管課長等決裁　　　　

　　　 総務担当課予算確認
　　　 決裁

　　　所管課長等決裁

支出命令者決裁　　　　

　　　支出命令者決裁

仕様書等作成

仕様書

工程表等

業者への見積依頼（見積徴収）

見積書

決済起案及び支出負担行為

（財務会計システム）

決裁

「執行伺書兼請負契約

締結依頼書」

仕様書等

契約課依頼

「執行同意兼請負契約

締結依頼書」

決済

仕様書

工程表等

契約課所管事務

業者指名

入札（指名、電子）等

契約締結

契約保証金

契約決定通知書作成等

（各所管課に送付）

契約決定通知書受理

（契約課にて作成、送付あり）

「開札結果表兼請負契約

決定通知書」

業務完了検収

業務完了届作成

請求書確認

支払命令書作成

（契約課より送付あり）

「支払命令書」

請求書

会計管理室（支払）

業務委託料

契約保証金

事

業

者

仕様書等

見積書

指名・入札等

入札書・見積書等

検査

交付

請求書

支払い（口座振替等）

契約課

（契約保証金還付）

業務完了届

請
求

見積書

仕様書等

事前見積

業者への執行予算、当初予算等

積算用見積依頼

（依頼業者数に定めなし）

仕様書等

仕様書等作成

仕様書

工程表等

決裁起案及び支出負担行為

（財務会計システム）

実施決裁、依頼決済等

「支出負担行為決議書」

仕様書等

業者への見積依頼（見積徴収）

（２者以上の見積徴収）

見積書
見積書

仕様書等

契約締結等

（見積結果表作成及び決裁、業者

決定、契約等）

見積結果表

契約書

発注書等

仕様書等

契約書又は請書

発注書等

業務完了検収

請求書確認

業務実施等

請求書

支払命令書作成

（財務会計システム）

「支払命令書」

請求書（貼付）

「見積結果表」

（実施決裁、依頼決裁等添付）

会計管理室

（委託料支払）
支出（口座振替等）

契約課依頼分 所管課契約分
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３．尼崎市随意契約ガイドライン 

（１）随意契約について 

随意契約は、競争入札の方法によらず、任意に選定した特定の者を相手

方として選択して契約を締結する方法である。既述のとおり、地方自治法

においては、一般競争入札が原則とされており、随意契約は、限定的な要

件を満たす場合に例外的に容認されているものである。 

尼崎市においては、平成 28 年度が契約期間に含まれる一般会計、特別会

計及び公営企業会計における委託契約（指定管理料含む）について、監査

人が実施したアンケートに対する各所管課からの回答を集計したところ、

2,463件の契約のうち 1,812件が随意契約であり、全体の 7割超を占めてい

る。 

このような状況において、市は、例外的方法である随意契約について、

標準的な解釈・指針を示すために「尼崎市随意契約ガイドライン」を策定

している。 

なお、「尼崎市随意契約ガイドライン」においては、随意契約は例外的

な契約方式であることを十分認識するとともに、随意契約を行う際には、

次の点に留意することを定めている。 

① 「地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項各号のいずれに該当するの

か、その根拠を決裁書に明記する。 

② 業務に精通している、納入実績がある、使い勝手がよい、という理

由だけでは、随意契約の理由にはならない。 

③ 用途に鑑み、品質、機能等において同一の他の物件が存在する場合

には競争入札が原則である。 

④ 随意契約による契約方法が簡便であるとして契約を故意に細分化し

てはならない。 

 

（２）随意契約ができる場合 

随意契約によることができるのは、地方自治法施行令第 167 条の 2第 1

項各号（1号から 9号まで）のいずれかに該当する場合である。 
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① 1号随意契約（少額随意契約） 

予定価格が、尼崎市契約規則第 23 条で定める額を超えない場合（地方自

治法施行令第 167 条の 2第 1項第 1号）。 

② 2号随意契約 

契約の性質又は目的が競争入札に適さない場合（地方自治法施行令第 167

条の 2 第 1 項第 2 号）。市においては、一者特命随意契約(単数の者より見

積書を徴収する特命随意契約。以降、「一者随意契約」という。)を締結す

る場合は、この条文を根拠とすることが一般的である。 

③ 3号随意契約（特定随意契約） 

地方自治法施行令で列記している、障害福祉等の推進など一定の政策目

的のため、特定の団体と契約する場合（地方自治法施行令第 167条の 2第 1

項第 3号）。 

④ 5号随意契約（緊急随意契約） 

緊急時に競争入札に付する時間の余裕がない場合（地方自治法施行令第

167条の 2第 1 項第 5号）。 

⑤ 6号随意契約 

競争入札に付することが、価格面において不利と認められる場合（地方

自治法施行令第 167条の 2第 1項第 6号）。 

⑥ 7号随意契約 

時価に比して著しく有利な価格で契約を締結する見込みのあるとき（地

方自治法施行令第 167条の第 1項第 7号）。市においては、7号を適用した

実績はない。 

⑦ 8号随意契約（不落随意契約） 

競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し、落札者がい

ないとき（地方自治法施行令第 167条の 2第 1項第 8号）。 

⑧ 9号随意契約 

競争入札において落札者が契約を締結しないとき（地方自治法施行令第

167条の 2第 1 項第 9号）。 

（注）地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 4 号は物品の買い入れに関する規定で、業務委託契約でな

いため記載を省略している。 

 

（３）随意契約の事務の流れ 

随意契約の事務の流れは次のとおりである。 
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（１）　業務の実施決裁

（２）　見積依頼

見積期間は、土日祝日を除く５日間以上を確保

（３）　見積書の徴取等

（４）　契約締結の決裁

（５）　契約の締結等

（６）　契約の履行確認

（７）　請求書受理

（８）　支払

◆　事務の流れ

・業者選定（登録業者名簿、入札参加停止一覧等確認）

・見積依頼書、仕様書、契約書（案）等を作成

・業者へ通知

・（電話連絡・来庁手渡・文書質疑回答）

・見積書の記載内容を確認

・見積結果表の作成（一者随意契約の場合も作成）

・見積結果の報告

・契約の相手方となるべき者の決定

・決定業者への通知

・契約締結事務
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４．尼崎市の労働関係諸法令への対応について 

公共サービス基本法の制定（平成 21 年）により、公共サービスに従事す

る者の労働環境の整備に関して国や地方公共団体が必要な施策を講じるこ

とが、発注者の努力義務として規定された。 

公共サービス基本法の制定、公共工事の品質確保の促進に関する法律、

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律、建設業法の「担い

手 3 法」の改正、そして尼崎市産業振興基本条例の制定、といったこれら

の法令等の改正を踏まえ、公共調達に係る業務に従事する労働者が労働関

係諸法令の遵守された環境で働けるように、発注者として努める責務から、

尼崎市では、平成 28 年 10 月に「尼崎市公共調達基本条例」を制定した。

そして、下記対象契約について、「労働関係法令遵守状況報告書」の提出

を求めることとしている。 

なお、尼崎市公共調達基本条例のうち、労働関係諸法令の遵守状況の報

告制度について定める条項は平成 29 年 7 月 1 日からの施行とされている。

今回の包括外部監査の監査対象は、契約期間に平成 28 年度が含まれている

契約であり、尼崎市公共調達基本条例の施行前に締結されたものであるた

め「労働関係法令遵守状況報告書」の提出はされていない。 

対象契約（尼崎市公共調達基本条例施行規則第 2条） 

(1) 工事の請負契約で、その予定価格が 1 億 5 千万円以上のもの 

(2) 以下のア～カのいずれかに該当する業務の委託契約で、その予定価

格が 1千万円以上のもの 

ア 市の庁舎その他これに準ずる施設で市長等が別に定めるものの清掃

を行う業務 

イ 警備業法第 2 条第 1 項に規定する警備業務（機械警備業務を除

く。） 

ウ 市の庁舎その他これに準ずる施設で市長等が別に定めるものの保守

を行う業務（当該施設に常駐させる必要があるものに限る。） 

エ 市の庁舎その他これに準ずる施設で市長等が別に定めるものに設け

られた窓口において申請、届出等の受付を行う業務 

オ 尼崎市立小学校において給食を調理する業務 

カ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 2 条第 2 項に規定する一般廃

棄物（事業活動に伴って生じたものを除く。）の収集又は運搬を行う

業務（市長等が別に定めるものに限る。） 

(3) その他市長等が別に定める請負等契約 

労働関係法令遵守状況報告書により報告を行う内容は以下のとおりであ

る。なお、対象契約については、入札を通知する際に、「労働関係法令遵

守状況報告書」の提出が必要である旨を明示している。 
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尼崎市公共調達基本条例施行規則第 3条第 1項 

(1) 報告の日においてその対象受注者が雇用している労働者の人数 

(2) 報告の日における次のア～コに掲げる行為の実施状況 

ア 健康保険法第 48 条の規定による届出（被保険者の資格の取得に関す

る事項に係るものに限る。） 

イ 厚生年金保険法第 27 条の規定による届出（被保険者の資格の取得に

関する事項に係るものに限る。） 

ウ 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第 4 条の 2 第 1 項の規定に

よる届出 

エ 雇用保険法第 7 条の規定による届出（同条に規定する事業主が雇用

する労働者が適用事業に係る被保険者となったことに係るものに限

る。） 

オ 労働基準法第 15 条第 1 項の規定による労働条件の明示 

カ 労働基準法第 24 条及び最低賃金法第 4 条第 1 項の規定による賃金

の支払 

キ 労働基準法第 36 条第 1 項の規定による同項に規定する協定の締結

及び届出 

ク 労働基準法第 89 条の規定による就業規則の作成及び届出 

ケ 労働基準法第 106 条の規定による同法の要旨等の周知 

コ 労働基準法第 108 条の規定による賃金台帳の調製及び同条に規定す

る事項の当該賃金台帳への記入 

(3) 報告の日において前号アからクまでに掲げる行為を行う義務がない

場合にあっては、その旨及び理由 

(4) その他市長等が必要と認める事項 

 

５．尼崎市のアウトソーシングへの取組の状況 

尼崎市の平成 27 年度第 14 回政策推進会議（平成 27 年 10 月 20 日）にお

いて示された、「今後の超少子高齢社会に対応するための行政執行体制の

在り方について～行政サービスの更なるアウトソーシングの導入に向けた

基本的方向性～」によると、市のアウトソーシングへの取組の状況は次の

とおりである。 

（１）尼崎市のこれまでの取組 

尼崎市では非常に厳しい財政状況の下、サービスの質の確保と効率化、

更には行政範囲の再編成の契機ともすべく、平成 13 年にアウトソーシング

ガイドラインを策定し、その後、経営再建プログラム（平成 15年度～19年

度）、“あまがさき”行財政構造改革推進プラン（平成 20年度～24年度）、

あまがさき「未来へつなぐ」プロジェクト（平成 25年度～34年度）などに
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基づき、事務事業や公の施設の管理運営について、これまで積極的にアウ

トソーシングの導入に努めてきた。これらのアウトソーシングの導入事例

としては、 

・ 公の施設への指定管理者制度の導入 

・ 市立保育所の社会福祉法人への移管 

・ コールセンター、庁内案内業務、巡回郵便業務及び文書集配業務等

の民間委託 

・ 一般家庭ごみの収集業務及び市立小学校給食調理業務等の単純労務

業務の民間委託 

などが挙げられる。 

こうした取組によって、民間事業者の有する専門性が発揮され質の高い

行政サービスが実現するとともに、市民ニーズに応じた柔軟な施設運営を

行うことも可能となった。また、結果として 458 人の職員定数の削減に

至ったところである。 

 

（２）更なるアウトソーシングの導入に向けた基本的な考え方 

「【１】地方公共団体における委託契約」において既述のとおり、「地

方公共団体における民間委託の推進等に関する研究会＜報告書＞（平成 19

年 3 月）においては、民間のノウハウを十分に発揮する環境を整えるため、

「既存業務の執行方法の見直し・標準化」、「業務の集約」、「競争環境

の維持」、「効果の測定」に考慮の上、民間委託を推進すべき、としてい

る。 

尼崎市においては、平成 27 年 10 月 20 日に「今後の超少子高齢社会に対

応するための行政執行体制の在り方について～更なるアウトソーシングの

導入に向けた基本的方向性～」を定め、改めてすべての分野において、業

務を見直し、下記のとおり 4 分類した上で分析を行い、行政でなければで

きない業務を除き、基本的にアウトソーシングを導入する方向性で検討を

行っている。 
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「専門・非定型業務」については行政が実施しなければならない業務で

あるため引き続き実施することとし、「専門・定型業務」、「単純・非定

型業務」についてはアウトソーシングの是非について検討を行う。 

検討に当たっては、業務執行がより効率的になるかどうか、事業者等の

専門性が発揮できるか否かなどの観点で行い、臨時的任用職員等の活用も

含めて検討を行う。 

「単純・定型業務」については、従来、かなりアウトソーシングを進め

てきたところであるが、より効率的な執行体制を構築するため、現在技能

労務職員が担っている業務の中でもいわゆる単純労務業務については、す

べての業務をアウトソーシングの対象として今後検討を行う。 

なお、アウトソーシングによって生じる人員については、これまで行っ

ている事務職等への職種替えだけでなく、他の方法も視野に入れた人事給

与制度の改正も含めた検討を行う。 

 

（３）今後の方向性について 

尼崎市においては、上記「更なるアウトソーシングの導入に向けた基本

的な考え方」を踏まえ、各業務における業務執行体制の見直しに向けた検

討を進めており、平成 29 年 12 月総務委員協議会（平成 29 年 12 月 15 日）

において、「業務執行体制の見直しに向けた今後の方向性」を次の通り示

している。 

Ａ アウトソーシング導入に向けた具体的な検討を行うもの（38業務） 

Ｂ アウトソーシングの導入は可能であるが課題の整理に時間を要するも

の（18業務） 

Ｃ 会計年度任用職員の任用範囲の拡大に向けた検討を行うもの（14 業務） 

Ｄ 他の課題事項と併せて別途検討を行うもの（11業務） 

Ｅ 新たな業務手法等について引き続き検討を行うもの（12業務） 

 

非定型的

定型的

行政特有の専門性は求められず、
概ね定型的な処理を着実に繰り返す業務

行政特有の専門性が求められるものの、
定型的な処理を繰り返す業務

専門性・低 専門性・高

単純・非定型業務 専門・非定型業務

行政特有の専門性は求められないが、
臨機応変な対応が求められる業務

政策企画業務、公権力の行使、高度な専門性
を必要とする業務などで、管理職層による広範
な指揮命令の下でなければ遂行しえない業務

単純・定型業務 専門・定型業務
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Ａ　アウトソーシング導入に向け具体的な検討を行うもの（38業務）

局 課 業務名称 業務内容 各論No.

出納業務 出納、口座・窓口等支払　等 －

物品出納業務 支給品や備品等の調達　等 －

人事課 社会保険関係業務 社会保険関係業務 －

給与課 給与支払事務 給与支払・旅費等関係業務 －

税務管理課 －

市民税課 －

納税課 市税徴収業務
市税の徴収、分納管理、電話・文書催
告 等

－

市民課
戸籍住民基本台帳入
力業務

住民基本台帳・戸籍附表の入力 等 －

国保年金課 －

後期高齢者医療制
度担当

－

介護保険認定調査業
務

要介護認定申請に伴う認定調査業務 －

介護保険認定審査会
運営業務

認定申請受付、主治医意見書の徴
収、認定審査会資料の作成、認定審
査会の運営、認定結果通知 等

－

福祉医療課 福祉医療課給付業務
医療費助成に係る現金給付の支出経
理 等

－

地域保健担当 予防接種業務 ＢＣＧ集団予防接種業務 【16】

福祉課
民生児童委員関係団
体事務局業務

民生児童委員協議会連合会及び地
区民生児童委員協議会の事務局業
務

－

各種公募審査業務

介護保険事業計画に基づき特別養護
老人ホームや地域密着型サービスの
施設整備を行う事業者の公募・審査業
務

－

高齢者移送サービス
事業等

高齢者移送サービス等の各種サービ
スに係る決定と事業者への支払業務

－

包括支援担当 介護予防対策事業

いきいき百歳体操の普及啓発活動
や、新たに住民主体で取り組むグルー
プへの初期支援と活動の定着化を図
る継続支援

－

健康増進課
啓発・広報、統計調
査業務

各種事業に係る啓発・広報、統計調
査業務

－

生活衛生課 狂犬病予防対策事業
狂犬病予防注射に係る各種通知文の
作成及び送付業務

－

こども家庭支援課 児童手当窓口業務 児童手当に係る各種届出受付 等 －

保育課 保育所調理業務 保育所の調理業務 等 －

こども入所支援担
当

子ども・子育て支援制
度関係業務

2号・3号に係る認定、保育料決定 等 －

青少年課
青少年センター管理
運営業務

青少年センターの管理運営　等 －

会計管理室 会計管理室

総務局

高齢介護課

健康福祉局

市税等に係る各種証明書発行、市民
税等の賦課徴収、その他入力業務 等

資産統括局

市民協働局

介護保険事業担当

国民健康保険等窓口
業務

国民健康保険、後期高齢者医療の資
格賦課、給付、各種届出受付 等

市税窓口業務

こども青少年
本部事務局
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局 課 業務名称 業務内容 各論No.

業務課 じんかい収集業務
じんかい収集車の運転、じんかい収集
作業 等

【19】

クリーンセンター
クリーンセンター運転
管理業務

クリーンセンター、資源リサイクルセン
ターの運転管理 等

【20】

道路維持担当
道路橋りょう維持管理
業務

道路等の維持補修、パトロール、側溝
清掃 等

－

公園維持課 公園維持管理業務 公園等の維持管理 等 －

建設課
下水道管きょ維持管
理業務

下水道管きょの維持管理、掃除、しゅ
んせつ 等

－

施設課
ポンプ場・抽水場の
運転操作・維持業務

ポンプ場・抽水場の運転操作・維持業
務 等

【31】

北部浄化センター
処理場・ポンプ場の
運転操作・維持業務

処理場・ポンプ場の運転操作・維持業
務 等

【33】

都市計画課
都市計画基礎調査業
務

都市計画法に基づく都市計画基礎調
査に係るデータ入力および提出資料
作成　等

－

開発指導課 屋外広告物関係業務 屋外広告物に係る実態調査　等 －

消防局 消防防災課
消防車両維持整備業
務

車両の点検、整備、整備工場の保守
管理 等

－

職員課 校務員業務 各種学校の清掃、緑化、営繕 等 －

学務課
子ども・子育て支援制
度関係業務

1号に係る認定、保育料決定 等 －

スポーツ振興課
各種団体の事務局業
務

各種団体の運営に係る事務局業務 －

管路補修課
水道の導水管、配水
管の維持管理業務

水道の導水管、配水管の維持管理業
務

－

園田抽水場運転監視
操作業務

園田抽水場運転監視操作業務 －

工業用水道の導水
管、配水管の維持管
理業務

工業用水道の導水管、配水管の維持
管理業務

－

都市整備局

水道局

工業用水課

教育委員会
事務局

経済環境局
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Ｂ　アウトソーシングの導入は可能であるが課題の整理に時間を要するもの（18業務）

局 課 業務名称 業務内容 各論No.

ひと咲きまち
咲き担当局

健康支援推進担当 集団健診業務 集団健診業務　等 －

資産統括局 建築課 市有建築物設計業務
市有建築物の設計、指導、施工管理
等

－

JR尼崎・阪神尼崎・
阪急塚口サービス
センター

サービスセンター窓
口業務

国民健康保険、国民年金、各種証明
書の発行 等

－

国保年金課 【12】

後期高齢者医療制
度担当

－

福祉課
災害援護資金貸付金
の償還業務

償還管理ならびに償還指導（法的措
置含む）業務 等

－

障害者自立支援事
業第１・２担当

障害福祉サービス等
給付業務

障害福祉サービス・障害児通所支援
等相談、受付、決定 等

－

生活困窮者自立支
援担当

生活困窮者自立相談
支援業務

相談、アセスメント、支援調整、同行支
援、支援プラン評価 等

－

疾病対策課 精神障害者福祉業務
障害福祉サービス等利用相談、認定
調査、精神保健福祉手帳業務 等

－

衛生研究所 衛生研究所検査業務 各種検査業務及び調査研究 －

こども家庭支援課
児童扶養手当債権回
収業務

児童扶養手当の債権回収 等 －

児童課
児童ホーム・こどもクラ
ブ管理運営業務

児童ホーム、こどもクラブの管理運営
等

－

こども入所支援担
当

保育所保育料収納・
滞納整理業務

保育所保育料の徴収 等 －

企業人権・同和教育
業同研究会の運営

企業人権・同和教育業同研究会の運
営

－

雇用創造支援事業 合同就職面接会　等 －

技能フェスティバル開
催業務

技能フェスティバル開催に対する補
助・支援

－

農政課
農業公園維持管理業
務

農業公園維持管理（樹木剪定・清掃・
除草等）及び景観園芸植物（ボタン・
花ショウブ等）の育成

－

中央図書館
中央図書館管理運営
業務

中央図書館の管理運営 等 －

中央公民館（各公
民館）

公民館窓口業務 公民館の窓口業務 等 －

国民健康保険料等徴
収業務

国民健康保険料、後期高齢者医療保
険料の徴収 等

経済環境局

しごと支援課

教育委員会
事務局

市民協働局

健康福祉局

こども青少年
本部事務局
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Ｃ　会計年度任用職員の任用範囲の拡大に向けた検討を行うもの（14業務）

局 課 業務名称 業務内容 各論No.

可動式防犯カメラの
設置運営業務

可動式防犯カメラの設置運営　等 －

自主防犯パトロール
業務

自主防犯パトロール　等 －

資産統括局 公有財産課 除草業務 市有地の除草　等 －

障害者（児）福祉給付
業務

身体障害者手帳審査・交付、補装具・
日常生活用具・手当等支給決定・支
払 等

－

障害福祉サービス費
審査等業務

障害福祉サービス費・移動支援事業
費等請求審査、支払 等

－

障害者自立支援事
業第１・２担当

障害福祉相談受付業
務

各種障害福祉制度に係る相談・受付
窓口対応（手話通訳含む） 等

－

保護面接相談担当 来訪者受付関係業務 受付、相談内容の仕分け 等 －

保健センター 乳幼児健康診査業務 乳幼児健康診査の実施　等 －

保健企画課
医務薬務事業等窓口
業務

国免許申請・届出等の受付業務 －

生活衛生課 斎場・墓園整備業務
斎場・墓園整備に係る各種工事の設
計・積算業務

－

公害健康保障課 リフレッシュ事業
公害認定患者が日帰りで参加できる
事業の企画調整

－

経済環境局 環境保全課 苦情等対応業務 公害関連苦情等対応 －

都市計画課 窓口対応業務 窓口対応業務 －

市街地整備課
土地区画整理確定図
閲覧窓口業務

窓口対応業務 －
都市整備局

危機管理安
全局

生活安全課

障害福祉課

健康福祉局

Ｄ　他の課題事項と併せて別途検討を行うもの（11業務）

局 課 業務名称 業務内容 各論No.

秘書室 発信・報道担当
コミュニティＦＭ放送
業務

行政広報番組等の制作・放送業務 【1】

あまらぶインフォメー
ション

あまらぶi+Plusの運営　等 －

あまらぶアートラボ あまらぶアートラボの運営　等 －

固定資産税・都市計
画税の減免事務

減免受付、処理・入力　等 －

法務局からの税通に
関するデータ入力等
業務

データ入力、申告書送付、受付　等 －

市民協働局 地域振興センター
各種協議会等組織体
の運営

協議会等組織体の運営　等 －

こども青少年
本部事務局

保育指導担当
保育所の給食に関す
る徴収業務

公立保育所完全給食負担金の徴収
等

－

環境創造課
環境創造課所管の各
事業

環境教育・啓発等に係る事業、地球
温暖化対策に係る事業、自然環境の
保全に係る事業　等

－

資源循環課 施設管理業務 大高洲庁舎の維持管理　等 －

都市計画課
統合型地理情報シス
テムの導入

統合型地理情報システム導入の検討 －

河港課
土地水面使用料の徴
収・滞納整理業務

土地水面使用料の徴収　等 －

シティプロモーショ
ン事業担当

資産統括局 資産税課

経済環境局

都市整備局

ひと咲きまち
咲き担当局
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Ｅ　新たな業務手法等について引き続き検討を行うもの（12業務）
局 課 業務名称 業務内容 各論No.

公有財産課
現地調査、測量、境
界確定等業務

現地調査、測量、境界確定　等 －

契約課
庁舎総合管理委託契
約導入の検討

庁舎総合管理委託契約導入の検討 －

庁舎管理課
庁舎総合管理委託契
約

庁舎総合管理委託契約導入の検討 【7】【8】

福祉課
災害時要援護者支援
業務

要援護者台帳の整備と支援団体への
協力要請など地域の支援体制整備に
関する業務

－

包括支援担当
認知症キャラバン事
務局

認知症キャラバンメイト（行政・地域包
括支援センター・ボランティア）が講師
の認知症サポーター養成講座の運営
手配

－

健康増進課
各種健診・指導の会
場設営準備等業務

乳幼児健診や栄養・歯科指導など事
業実施時の会場設営等準備業務

－

公害健康補償課
ぜん息児水泳訓練事
業

事業への参加申込受付、参加者説明
会の実施

－

こども青少年
本部事務局

保育指導担当
電話受付・相談対応
業務

電話受付・相談対応業務 －

都市整備局 都市計画課
まちづくり講座・地区
計画等啓発事業

都市計画に関するまちづくり講座等各
種啓発の実施

－

消防局 消防防災課
各種申請書の受理等
窓口業務

各種申請書の受理　等 －

学校運営課 学校物品出納事務 備品等の調達　等 －

田能資料館担当
田能資料館管理運営
業務

田能資料館管理運営　等 －

資産統括局

健康福祉局

教育委員会
事務局
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６．委託料の推移 

尼崎市の委託料及び人件費の推移は次のとおりである。 

（１）一般会計及び特別会計 

 

 
平成 26 年度以降の人件費（決算）は、約 295 億円前後で推移しており大

きな増減はない。一方、委託料（決算）については、平成 28 年度に、モー

ターボート競走事業会計が地方公営企業法を適用し、特別会計から公営企

業会計に移行したことにより、平成 27 年度の 199 億円（内、モーターボー
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ト競走事業会計の委託料は 50 億円）から 51 億円減少し、平成 28 年度は

148億円となっている 

なお、一般会計においては、平成 28 年度の当初予算総額 3,180 億円は、

上記のとおり、モーターボート競走事業会計が特別会計から公営企業会計

に移行した影響（モーターボート競走事業会計平成 27 年度当初予算総額

869 億円）により、平成 27 年度当初予算総額 4,058 億円に比較して 878 億

円減少している。 

モーターボート競走事業会計の公営企業会計への移行による影響はある

ものの、一般会計及び特別会計における委託料（予算）は当初予算総額の

約 5％で安定しており、尼崎市の行政サービスについては民間が一定の役割

を継続して担っているものと考える。 

 

（２）公営企業会計 
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人件費（決算）は、平成 27 年度の 32 億円から 5 億円減少し、平成 28 年

度は 27 億円となっている。これは、モーターボート競走事業会計（同会計

の平成 28 年度人件費（決算）は 3 億円）の移行により増加した一方で、自

動車運送事業民営化による自動車運送事業会計の廃止に伴い減少（自動車

運送事業会計の平成 27 年度人件費（決算）は 8 億円）した影響によるもの

である。 

一方、委託料（決算）は、平成 27 年度の 53 億円から 37 億円増加し、平

成 28 年度は 89 億円となっている。これも、主に、自動車運送事業会計の

廃止に伴い減少（自動車運送事業会計の平成 27年度委託料（決算）は 12億

円）した一方、モーターボート競走事業会計（同会計の平成 28 年度委託料

（決算）は 53億円）の移行により増加した影響によるものである。 

なお、公営企業会計全体としては、モーターボート競走事業会計の移行

による増加（モーターボート競走事業会計平成 28 年度当初予算総額 445 億

円）、自動車運送事業民営化による廃止に伴う自動車運送事業会計分の減

少（同会計の平成 27 年度当初予算総額 28 億円）により、平成 28 年度当初

予算総額は平成 27年度より 423億円増加し、810億円となっている。 

公営企業会計においては、委託料（予算）は当初予算総額の 12%超を占め

ている。また、モーターボート競走事業の移行による増加の影響により、
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平成 28 年度以降、委託料が人件費を大幅に上回る状況が顕著になっている。

このことから、公営企業会計における行政サービスは民間へ大きく依存し

ており、委託契約の重要性は非常に高い状態であると考える。 
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第３編 監査の結果及び意見 

第１ 総論  

【１】監査人の統括意見 

１．民間委託の推進 

「第 2 編 委託契約の概要」に既述のとおり、地方公共団体においては、

厳しい財政状況の中で、多様化、高度化する住民ニーズに対応するため、

民間が効果的、効率的に実施できることは民間に委ねるという方針のもと、

民間委託が進んでいる。 

効果的、効率的な公共サービスの実現のためには、公共サービスの委託

先となる民間事業者が定期的に入れ替わる機会が担保される、競争的環境

を確保することが重要であると考える。特定の民間事業者が長期間継続し

て委託先となる場合、委託料が高止まりするリスクと、特定の民間事業者

に特殊なノウハウが蓄積することやその民間事業者のみが利活用できるシ

ステムに依存しなければ業務が遂行できないという業務のブラックボック

ス化が生じるリスクが高まるためである。 

地方公共団体は、このような状況に陥らないよう、民間事業者にとって

競争に参入したいと思える環境を創出するとともに、民間委託した業務に

ついての知識・ノウハウを失わないよう、民間委託後も、職員が当該委託

業務の管理監督能力を保持するよう努める必要がある。 

 

２．尼崎市の状況 

市においては、「第 1 編 外部監査の概要」にも記載したが、平成 28 年

度における一般会計及び特別会計の委託料当初予算額 157 億円は当初予算

総額 3,180 億円の 4.9%を、また、同年度の公営企業会計における委託料当

初予算額 99 億円は同会計当初予算総額 810 億円の 12.3%を占め、現状でも

その金額的重要性は高い。 

「第 2 編 委託契約の概要 【２】尼崎市の委託契約 ５．尼崎市のア

ウトソーシングへの取組の状況」のとおり、平成 27 年 10 月 20 日に「今後

の超少子高齢社会に対応するための行政執行体制の在り方について～更な

るアウトソーシングの導入に向けた基本的方向性～」を定め、改めてすべ

ての分野において、行政でなければできない業務を除き、基本的にアウト

ソーシングの導入について検討することとしており、今後、委託料の重要

性がさらに高まっていくことが予測される。 



43 

 

このような状況のもと、市の委託先の選定方法に着目すると、「第 2 編 

委託契約の概要 【２】尼崎市の委託契約 ３．尼崎市随意契約ガイドラ

イン」に記載のとおり、尼崎市の委託契約の大半が随意契約によっており

（今回の包括外部監査のサンプルの母集団とした、平成 28 年度が契約期間

に含まれる契約のうち、随意契約の件数割合は 73.6%）、中でも、一者随意

契約を継続している委託業務が今回の監査においても多数見受けられ、委

託先選定においての競争性の確保が市の委託契約事務上の重要な課題に

なっていると考える。 

また、民間委託後も市職員は管理監督能力を保持すべきである。委託先

に依存しなければ業務が遂行できないという状況に陥らないようにするた

めには、契約において合意した事項の履行確認と業務実施の過程で把握し

た課題への対策及び業務改善のための取組が必要であるが、現状は、これ

らを行うための市としてのシステムがないため、モニタリングシステムの

構築も重要な課題であると考えている。 

 

３．監査の結果及び意見の要約に当たり留意した点 

監査人は、このような状況を理解し、事業の経済性・効率性、事業の有

効性、契約事務の準拠性、市の管理監督責任、委託先業者の選定方法の適

切性の視点から監査を行った結果、今後さらなる民間委託の推進の拡大化

を進める上で優先的に取り組むべきと考える課題を、以下に記載する。 
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【２】主要な監査の結果及び意見の要約 

本報告書での指摘の取扱いは、監査の「結果」と「意見」に区分してい

る。監査の「結果」(地方自治法第 252 条の 37 第 5 項)とは、「事務の執行」

における合規性(適法性と正当性)の観点から是正・改善を求めるものであ

る。監査の「意見」(地方自治法第 252 条の 38 第 2 項)とは、監査の結果に

は該当しないが、合理性や経済性、効率性、有効性の観点から見て、不合

理な事項等を発見した場合に、尼崎市の組織及び運営の合理化に資するた

めに述べる見解のことである。 

  

１．事業の経済性、効率性 

【委託が最も効果的な手法であるかについての検討】 

（１）委託料に財政援助が含まれる可能性（意見） 

NO 契約名 

【1】 コミュニティ FM放送行政広報番組等制作・放送業務委託 

当該委託業務については、市の外郭団体である公益財団法人尼崎市総合

文化センターとの一者随意契約が継続している。 

平成 21 年度に、当該委託先が株式会社エフエムあまがさきから、コミュ

ニティ FM の放送事業を譲り受けた際に、市と締結した、市の委託料（同団

体にとっては収入）金額の水準を維持するという覚書があること、市の番

組の放送時間は全体の番組時間数の 4.5%であるのに対して、同公益財団法

人の放送事業収入に対する市からの収入（すべて市の委託料）割合が約

69.4%を占めていること、そして放送事業費支出の 68.7%が市からの収入

（すべて市の委託料）を財源としている状況などから総合的に考えるに、

当該委託料には、同公益財団法人の放送事業を継続するための、市からの

財政援助的な要素も含まれており、合理的な契約単価となっていない可能

性がある。 

現在の状況が続くと、委託料金額の適切性の評価ができないことにより、

委託料が高止まりになるおそれがある。このため、本来行うべき事務や事

業を他の機関や特定の者に委託して行わせる場合のその対価の経費である

委託料と、他の機関や特定の者が行う事業への市の助成である補助金を明

確に区分した上で、委託料については、放送回数及びその放送 1 回当たり

の番組放送費や月当たりの番組制作費が適切であるか、毎年評価すること

が望まれる。 

なお、特定事業への助成部分については公益財団法人尼崎市総合文化セ
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ンターが実施する放送事業への助成（補助金）として取り扱い、補助金交

付事務のルールに従って行うことを検討することが望まれる。 

 

（２）補助金としての支出（結果） 

NO 契約名 

【14】 平成 28年度尼崎市老人いこいの家管理運営委託 

当該委託業務の内容は、具体的には、受託先の社会福祉協議会に対して、

「健全な憩の場の提供を目的に、本市が指定する各老人いこいの家の代表

者と当該施設運営について、個別に業務委託契約を締結し、委託料を支払

うこと」及び「各老人いこいの家の代表者に老人いこいの家が適正に運営

されるよう必要な指導を行うこと」となっていた。 

しかし、実質的には、施設の運営管理費を市が一部補助する性質のもの

であり、委託料ではなく補助金に該当すると考えられ、補助金として取り

扱うべきであった。 

なお、平成 28 年 10 月以降は、平成 29 年度から実施する介護予防・日常

生活支援総合事業への移行に向けて、住民主体の交流活動や介護予防に資

する活動を充実するための補助事業へ転換されている。 

 

（３）公園の包括的管理契約（意見） 

NO 契約名 

【27】 
緑の相談所及び緑化普及啓発フィールド公園等維持管理運営業

務委託 

当該委託契約は、フィールド公園に対する施設の管理業務と、当該施設

を拠点として行う事業（緑化啓発事業、公園保護育成事業）を含む包括委

託契約である。 

公の施設の管理については、指定管理者制度の導入もしくは直営のいず

れかによる必要があるが、当該施設については包括管理委託業務の一者随

意契約が継続している。市として、指定管理者制度の範囲を広げる方針の

中、定期的に指定管理者が公募されるべき公の施設について、現在の状況

が継続すると、議会の承認を経ずして契約された団体へ管理委託されるこ

とにより、業務のコストの高止まりや品質保持に関するリスクが生じるお

それがある。 

そこで、これらの弊害を除くために、フィールド公園についても公の施

設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、
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経費の節減等を図ることを目的とする指定管理者制度の導入を検討し、民

間も含め公募により選定された指定管理候補者を議会の議決により決定す

ることが望まれる。 

 

【委託料を合理的な水準に定めるための手続】 

（４）市による予定価格の積算（意見） 

NO 契約名 

【18】 不法投棄防止対策業務 

当該委託業務は一者随意契約が継続しているものであるが、市は事業者

から徴収した見積書を参考の上、契約金額の予定価格を決定しており、市

による積算は行っていなかった。 

委託料が高止まりすることを防止するために、例えば、当年度予定業務

量の正確な見積を行った上で合理的な予定価格を見積もるなどして、市は、

自ら予定価格を積算することが望まれる。 

 

（５）業務実施に必要な工数及び業務量の見直し（意見） 

NO 契約名 

【25】 道路植樹帯等保護育成業務委託 

【26】 緑地緑道等保護育成業務委託 

【27】 
緑の相談所及び緑化普及啓発フィールド公園等維持管理運営業

務委託 

【28】 花と緑のまちづくり推進事業業務委託 

上記の委託業務は、一者随意契約が継続しているものであるが、当該業

務の実施に必要な工数及び業務量の見直しがなされていない状況であった。 

このような状況であると、翌年度以降の委託業務の仕様書の記載に当た

り、当年度予定工数及び業務量の正確な見積ができず、その結果、委託料

の合理的な予定価格を見積もることができないおそれがある。 

したがって、仕様書等に、工数及び業務量実績の報告を求めることを明

記した上で、当該業務に必要な工数及び業務量に関する情報を入手し、合

理的な予定価格の見積に役立てるべきである。 

 

【業者選定の競争性の確保】 

（６）一者随意契約の見直し（意見） 

NO 契約名 

【1】 コミュニティ FM放送行政広報番組等制作・放送業務委託 
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NO 契約名 

【7】 本庁舎等設備運転保守等業務委託 

【8】 尼崎市本庁舎警備等業務委託 

【18】 不法投棄防止対策業務 

【24】 資源リサイクルセンター廃棄物資源化業務委託 

【25】 道路植樹帯等保護育成業務委託 

【26】 緑地緑道等保護育成業務委託 

【27】 
緑の相談所及び緑化普及啓発フィールド公園等維持管理運営業

務委託 

【35】 徴収事務等委託  

【37】 尼崎市水道メーター管理業務委託 

【48】 設備総合管理業務委託 

【54】 トレーニング指導等業務 

地方公共団体が委託先を選定する場合には、不特定多数の参加者を募る

「一般競争入札」が原則とされており、「随意契約」は例外的な取扱いと

して認められている。 

委託先の選定に当たり、競争性を機能させ、事業の経済性を確保する観

点からは、原則どおり入札の徹底が望まれ、やむを得ず随意契約による場

合であっても、プロポーザル方式によるか、少なくとも複数見積書の徴取

の徹底が望まれる。 

上記の委託業務においては、受託可能な団体が他には存在しないと言い

切れる状況ではないにも関わらず、「契約の性質又は目的が競争入札に適

しないもの」（地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号又は地方公営

企業法施行令第 21 条の 14 第 1 項第 2 号）に該当すると判断し、一者随意

契約が継続的に行われており、競争原理が働いていない状況である。 

「随意契約ガイドライン」の 2 号随意契約（地方自治法施行令第 167 条

の 2 第 1 項第 2 号）を行う際の要点に「単に、『業務内容を熟知しており

信用度が高いこと』『当該業務に精通していること』等のみをもって当該

契約者を限定する理由にはならない」の記載があることから、委託業務の

内容が民間も含めた他の団体等への委託が可能な場合には、一者随意契約

を容認する要件には該当しないと考える。 

現在の状況が継続すると、一者随意契約が継続的に行われることにより、

競争原理が機能せず、委託料が高止まりとなるおそれがある。したがって、

業者の選定に競争性を導入し、経済性確保への努力が望まれる。 
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（７）特定の業務の履行を目的として設立された外郭団体への委託に関する

対応方針の検討・明文化（意見） 

NO 契約名 

【28】 花と緑のまちづくり推進事業業務委託 

当該委託業務においては、市の外郭団体である公益財団法人尼崎緑化公

園協会との一者随意契約が継続している。 

所管課は、市民との協働により、市内を花でいっぱいにし、イメージ

アップを図るとともに、市民の緑化意識を高揚するという、当該委託事業

の性質又は目的が競争入札に適しておらず、また、公益財団法人尼崎市公

園緑化協会の設置目的が当該委託事業と一致していることを一者随意契約

とする理由としている。しかし、一者随意契約を継続することは業者選定

の透明性の確保の観点からは好ましくなく、また、競争原理が働かない結

果、委託料の適切性の検証が行えないという問題が生じるおそれがある。 

そのため、市出資団体の設置目的と一致する事業について、「その性質

又は目的が競争入札に適さない場合」という 2 号随意契約に該当するか否

かの判断がぶれないように、全市の方針を検討し、示すことが望まれる。 

市は、例えば、「出資団体へ業務を委託する場合、当該委託業務の履行

を目的として設立された市の出資団体への委託であるという点のみを拠り

所として、安易に『その性質又は目的が競争入札に適さない』契約である

と判断するべきではない。当該業務について、類似業務も含め民間が実施

していないため、競争原理が働く環境にないということを厳格に審査の上、

2号随意契約に該当するか否かを判断すること」というように、当該業務の

履行を目的として設立された外郭団体への一者随意契約の可否を判断する

際の全市の方針を、検討の上明文化することが望まれる。所管課がそれに

従い、委託業者を選定すれば、業者選定の透明性の確保の推進へ寄与でき

るものと考える。 

 

２．事業の有効性 

（１）事業の効果の定期的な検討（意見） 

NO 契約名 

【27】 
緑の相談所及び緑化普及啓発フィールド公園等維持管理運営業

務委託 

当該委託業務に含まれる上坂部西公園相談所業務については相談に訪れ



49 

 

た１人当たりのコストが 4,375円に上っている。その要因は、相談員を 359

日配置しているのに対して、相談に訪れた市民は 3,786 人であり、相談実

績に比して人件費が高額になっていることにある。現在の状況が継続する

と、効果に見合わないコストが発生し続けるリスクがあると考える。 

従来踏襲型の配置を行うのではなく、委託業務の目標の達成度を評価す

るための指標（以下、「KPI」という。）を設定して評価を行い、効果の低

いものについては事業の在り方を見直すことが望まれる。 

 

３．契約事務の準拠性 

（１）委託業務の再委託管理の強化（契約書の入手）（意見） 

NO 契約名 

【7】 本庁舎等設備運転保守等業務委託 

【17】 産業振興事業事務委託 

【21】 第 2 工場ボイラー・タービン定期点検整備業務委託 

【27】 
緑の相談所及び緑化普及啓発フィールド公園等維持管理運営業

務委託 

【31】 大庄中継ポンプ場等運転管理業務包括的委託 

【33】 尼崎市東部浄化センター等運転管理業務包括的委託 

【36】 
神崎浄水場 1～3 号配水池耐震化等改修及び場内連絡管更新工

事設計業務委託 

【44】 ボートピア神戸新開地における場外発売事務委託 

【45】 ミニボートピア鳥取における場外発売事務委託 

【46】 
ボートレースチケットショップミニボートピア京丹後における

場外発売事務委託 

【47】 
ＢＯＡＴ ＲＡＣＥ尼崎外向発売所における場間場外発売事務

委託 

【48】 設備総合管理業務委託 

【54】 トレーニング指導等業務 

受託者が委託業務の一部を第三者へ委託する再委託については、委託業

務の専門化、広範囲化に伴い、単独の受託者のみで業務を遂行することが

困難な場合もあることから、委託者の承認を前提に容認することを契約書

上で定めている契約が多い。 

上記の委託業務においては、再委託について事前承認している（【17】、

【54】を除く）が、再委託の契約書を入手していない。 

委託業務全体を発注者として管理するため、再委託の契約書を委託先か

ら入手することを市全体のルールとして明確化した上で、所管課は、再委

託契約の契約内容や契約先に関して事前承認と合致しているか、また、
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再々委託が行われている場合には、その合理性を検討する等して、不適切

な契約となっていないことを確認することが望まれる。 

なお、業務の一部の再々委託については、現在、市として、特段言及し

ていない状態である、とのことである。しかし、一般的には、再々委託は、

無用の中間利潤の取得を許すことにもつながり、また、情報の漏えいや安

全管理の不備による事故等のリスクについて、発注者である市の管理が

再々委託先までは及び難くなる。市がこのような契約をすることは好まし

くないため、原則として、市は再々委託を認めるべきではないと考える。

例外的に再々委託せざるを得ない場合が想定されるならば、その要件、

再々委託を行うための手続、再委託契約書、再々委託契約書を入手するこ

とについて、市全体のルールとして明確化した上で、そのルールに従い運

用すべきと考える。 

 

（２）委託料の前金払・概算払の合理性の判断（意見） 

NO 契約名 

【13】 尼崎市生活支援サービス体制整備事業委託業務 

【17】 産業振興事業事務委託 

【18】 不法投棄防止対策業務 

【54】 トレーニング指導等業務 

上記の委託業務においては、前金払（【13】【17】）又は概算払（【18】

【54】）が適用されていた。委託料については、給付の完了を確認する検

査を終了した後に支払うことが原則であり、例外的に前金払や概算払を適

用するに当たっては、合理的な理由がなければならない。しかし、当該契

約については、委託先の月次の資金繰り予算や実績などの財務情報等をも

とにした、前金払や概算払なしでの資金繰りの可否を検討した上で承認さ

れた決裁書等などの書類を確認することはできなかった。 

経費の前金払及び概算払は、合理的な理由がある場合のみ特例として認

めているものである。市は、委託先への前金払又は概算払が合理的である

かどうかを十分に検討した上で、当該支払方法を容認するか否かの判断を

する必要がある。 
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４．市の管理監督責任 

【履行が確実に行われているか否かを確認する仕組み】 

（１）履行確認可能な履行確認書類の様式の定め（意見） 

NO 契約名 

【7】 本庁舎等設備運転保守等業務委託 

【28】 花と緑のまちづくり推進事業業務委託 

【39】 
ＳＧ第 43 回ボートレースオールスター（笹川賞）等に係るイ

ベント等運営管理業務委託 

【40】 
尼崎市モーターボート競走場場内映像製作・放映等運用業務及

び映像等設備機器保守業務委託 

【41】 
尼崎市モーターボート競走場トータリゼータシステム装置保守

整備業務及び計算センターにおける機器操作業務委託 

【43】 
尼崎市モーターボート競走場場内警備・場内案内等包括業務委

託 

【48】 設備総合管理業務委託 

【49】 公営事業所清掃業務 

【50】 ボート・モーター整備業務委託 

上記の委託業務においては、委託先独自の様式で成果報告が行われてお

り、仕様書や実施要領の求める水準や期間、人員配置、その他、規定され

ている事項の順守などが実現しているのか否かという点が明確に分かる様

式となっていなかった。 

適切な履行確認を行えるよう、仕様書や実施要領に履行確認書類へ記載

すべき内容、項目及び様式を定めることが望まれる。 

 

（２）履行確認の文書化（意見） 

NO 契約名 

【2】 
平成 28 年度尼崎市国民健康保険特定健康診査等各種健診実施

における健診業務委託 

【3】 
平成 28 年度尼崎市国民健康保険特定健康診査・特定保健指導

業務（尼崎市医師会）委託 

【4】 
平成 28 年度尼崎市国民健康保険特定健診受診率向上対策業務

委託 

【5】 電子計算機システム運用業務 

【9】 尼崎市コールセンター等構築及び運営業務委託 

【10】 尼崎市個人番号カード交付等関連業務 

【11】 尼崎市市民課窓口等業務委託 

【12】 平成 28年度尼崎市国民健康保険料収納業務 

【13】 尼崎市生活支援サービス体制整備事業委託業務 
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NO 契約名 

【16】 予防接種についての契約 

【17】 産業振興事業事務委託 

【18】 不法投棄防止対策業務 

【19】 一般家庭ごみ収集運搬業務委託（A地区） 

【20】 第 1 工場運転管理業務委託 

【21】 第 2 工場ボイラー・タービン定期点検整備業務委託 

【23】 第 2 工場灰処理設備運転管理業務委託 

【24】 資源リサイクルセンター廃棄物資源化業務委託 

【25】 道路植樹帯等保護育成業務委託 

【26】 緑地緑道等保護育成業務委託 

【27】 
緑の相談所及び緑化普及啓発フィールド公園等維持管理運営業

務委託 

【28】 花と緑のまちづくり推進事業業務委託 

【33】 尼崎市東部浄化センター等運転管理業務包括的委託 

【34】 電子計算機システム等操作等業務委託 

【37】 尼崎市水道メーター管理業務委託 

【39】 
ＳＧ第 43 回ボートレースオールスター（笹川賞）等に係るイ

ベント等運営管理業務委託 

【40】 
尼崎市モーターボート競走場場内映像製作・放映等運用業務及

び映像等設備機器保守業務委託 

【41】 
尼崎市モーターボート競走場トータリゼータシステム装置保守

整備業務及び計算センターにおける機器操作業務委託 

【42】 尼崎市モーターボート競走場場外警備業務委託（第 1警備区） 

【43】 
尼崎市モーターボート競走場場内警備・場内案内等包括業務委

託 

【44】 ボートピア神戸新開地における場外発売事務委託 

【45】 ミニボートピア鳥取における場外発売事務委託 

【46】 
ボートレースチケットショップミニボートピア京丹後における

場外発売事務委託 

【47】 
ＢＯＡＴ ＲＡＣＥ尼崎外向発売所における場間場外発売事務

委託 

【48】 設備総合管理業務委託 

【49】 公営事業所清掃業務 

【50】 ボート・モーター整備業務委託 

【54】 トレーニング指導等業務 

上記の委託業務においては、履行確認に関するチェックポイントが文書

化されていなかった。そのため、履行確認の項目・水準の検討が属人的と

なり、人事異動があったときなどには、委託業務の適切な評価が実施でき

ないおそれがある。 
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そのような事態に陥ることを防止するため、履行確認するための書類に

ついて、履行確認のチェックポイントも記載した上で回付し、履行確認の

責任者の承認決裁を得ることが望まれる。 

 

【委託業務の評価と改善に向けた見直しの仕組み】 

（３）委託業務の品質管理のための評価（意見） 

NO 契約名 

【1】 コミュニティ FM放送行政広報番組等制作・放送業務委託 

【2】 
平成 28 年度尼崎市国民健康保険特定健康診査等各種健診実施

における健診業務委託 

【3】 
平成 28 年度尼崎市国民健康保険特定健康診査・特定保健指導

業務（尼崎市医師会）委託 

【4】 尼崎市国民健康保険特定健診受診率向上対策業務委託 

【7】 本庁舎等設備運転保守等業務委託 

【8】 尼崎市本庁舎警備等業務委託 

【9】 尼崎市コールセンター等構築及び運営業務委託 

【10】 尼崎市個人番号カード交付等関連業務 

【11】 尼崎市市民課窓口等業務委託 

【12】 平成 28年度尼崎市国民健康保険料収納業務 

【13】 尼崎市生活支援サービス体制整備事業委託業務 

【17】 産業振興事業事務委託 

【18】 不法投棄防止対策業務 

【19】 一般家庭ごみ収集運搬業務委託（A地区） 

【20】 第 1工場運転管理業務委託 

【21】 第 2工場ボイラー・タービン定期点検整備業務委託 

【23】 第 2工場灰処理設備運転管理業務委託 

【24】 資源リサイクルセンター廃棄物資源化業務委託 

【25】 道路植樹帯等保護育成業務委託 

【26】 緑地緑道等保護育成業務委託 

【27】 
緑の相談所及び緑化普及啓発フィールド公園等維持管理運営

業務委託 

【28】 花と緑のまちづくり推進事業業務委託 

【31】 大庄中継ポンプ場等運転管理業務包括的委託 

【34】 電子計算機システム等操作等業務委託 

【37】 尼崎市水道メーター管理業務委託 

【38】 神崎浄水場運転監視業務委託 

【39】 
ＳＧ第 43 回ボートレースオールスター（笹川賞）等に係るイ

ベント等運営管理業務委託 
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NO 契約名 

【40】 
尼崎市モーターボート競走場場内映像製作・放映等運用業務

及び映像等設備機器保守業務委託 

【41】 
尼崎市モーターボート競走場トータリゼータシステム装置保

守整備業務及び計算センターにおける機器操作業務委託 

【42】 
尼崎市モーターボート競走場場外警備業務委託（第 1 警備

区） 

【43】 
尼崎市モーターボート競走場場内警備・場内案内等包括業務

委託 

【44】 ボートピア神戸新開地における場外発売事務委託 

【47】 
ＢＯＡＴ ＲＡＣＥ尼崎外向発売所における場間場外発売事務

委託 

【48】 設備総合管理業務委託 

【49】 公営事業所清掃業務 

【50】 ボート・モーター整備業務委託 

【54】 トレーニング指導等業務 

委託業務において、履行状況の確認だけでなく、当該業務の質を確保す

るという品質管理の観点から、業務の総合評価を行い、業務改善に向けた

指示や指導を行うことが望まれる。総合評価の評価項目としては、一般的

には、業務目的の理解、技術力の発揮、協議記録の提出、作業の進捗管理、

積極的な取組への姿勢、市からの要請への対応状況、トラブルへの対応状

況、品質管理のための自主的な取組、業務の目的の達成度、予定価格に対

する委託契約額の割合などが考えられる。また、評価指標として、委託業

務の KPIを設定することが有効な業務もある。 

しかし、上記の委託業務については、委託業務に対する総合評価は行わ

れていなかった。 

同額の委託料を支払ったとしても、仕様書どおりの履行が確保されてい

る場合、市の指導を経て履行が確保された場合、改善指示を要する不適切

な履行があった場合とでは、業務の総合評価は異なるものと考える。委託

業務の総合評価を行わなければ、委託業務の品質を適切に管理することが

できず、今後の業務改善に向けた指導が徹底できないおそれや、今後の委

託業務の品質管理のための課題を把握できないおそれがある。 

市として、契約期間を通じて、上記の項目などを「委託業務総合評価

シート」に設定、委託業務の総合評価を行うことをルール化し、目標と実

績の差異の分析評価により、次年度の業務の改善へつなげることが望まれ

る。 
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５．委託先事業者の選定方法  

（１）応募者の確保（意見） 

NO 契約名 

【33】 尼崎市東部浄化センター等運転管理業務包括的委託 

上記の委託業務においては、価格と価格以外の技術力を総合的に評価し

て落札する、公募型の総合評価一般競争入札方式によって委託先を選定し

ていた。しかし、今回（平成 28 年度～平成 32 年度）の公募に対する応募

者は現在の委託先１者のみであり、結果として、同じ委託先が 4 回（平成

15年度～平成 32 年度の 18年間）継続することとなった。 

このように、長期間にわたり同一業者としか契約できない状況が継続す

ると、委託先への依存度合いが高くなり、今後、現在の委託先が応募しな

い場合、東部浄化センター等の運転管理に支障をきたすおそれがある。ま

た、他の事業者との比較がされず、委託料が高止まりするおそれもある。 

次回の応募の際には、入札参加資格保有者が応募しなかった理由も考慮

し、複数の応募先を確保できるよう、委託の範囲や、配置する技術者の人

数の変更の可否なども含め、多角的に検討することが望まれる。 

 

（２）プロポーザル審査委員会等の委員構成のルール化（意見） 

市は、委託する業務の内容について、価格に加えて応募者のノウハウや

専門的な技術や経験、経営状況なども評価して、委託先を選定するために、

総合評価競争入札や公募型プロポーザル方式を採用している場合がある。 

委託先の選定に当たり、プロポーザル審査委員会等による審査が行われ

ている契約について、その選定委員の構成は下記のとおりであった。 

現状、市には選定委員の委員構成などについてのルールはないが、公正

な審査を確保するためには、利害関係や提案者に対する先入観を排除して

審査を行うことが重要である。このため、選定委員の人数、外部委員を加

える必要のある委託業務の明確化、所管課の決裁に直接関与する職員の制

限などのルールを明確化し、運用することが望まれる。 
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（注）公募型プローザル方式は「プロポ」、総合評価競争入札は「総合評価」と記載している。 

NO 契約名 選定方式 
(注) 

選定

委員

の 

人数 

(人) 

外部

委員

の 

人数 

(人) 

職員

委員

の 

人数 

(人) 

左記

の内

所管

課以

外の

人数 

(人) 

【4】 
平成 28 年度尼崎市国民健康保険特定健

診受診率向上対策業務委託 

プロポ 
5 0 5 5 

【6】 
基幹系システム再構築にかかる工程管理

支援業務 

プロポ 
8 0 8 6 

【9】 
尼崎市コールセンター等構築及び運営業

務委託 

プロポ 
6 0 6 5 

【10】 尼崎市個人番号カード交付等関連業務 プロポ 7 0 7 6 

【11】 尼崎市市民課窓口等業務委託 プロポ 7 0 7 6 

【12】 
平成 28 年度尼崎市国民健康保険料収納

業務 

プロポ 
6 0 6 5 

【31】 
大庄中継ポンプ場等運転管理業務包括的

委託 

プロポ 
5 3 2 2 

【33】 
尼崎市東部浄化センター等運転管理業務

包括的委託 

総合評価 
5 4 1 1 

【39】 

ＳＧ第 43 回ボートレースオールスター

（笹川賞）等に係るイベント等運営管理

業務委託 

プロポ 9 0 9 3 

【40】 

尼崎市モーターボート競走場場内映像製

作・放映等運用業務及び映像等設備機器

保守業務委託 

プロポ 13 5 8 6 

【43】 
尼崎市モーターボート競走場場内警備・

場内案内等包括業務委託 

プロポ 
11 0 11 6 

【44】 
ボートピア神戸新開地における場外発売

事務委託 

プロポ 
9 6 3 2 

【47】 
ＢＯＡＴ ＲＡＣＥ尼崎外向発売所にお

ける場間場外発売事務委託 

プロポ 
5 0 5 5 

【51】 尼崎市学校給食調理業務委託 プロポ 10 8 2 2 
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【３】監査の結果及び意見の一覧表 

「【２】主要な監査の結果及び意見の要約」に記載した事項を含めた、

すべての監査の結果及び意見の一覧は次表のとおりである。 

 

 

 

NO 契約名 結果 要約№

1 コミュニティFM放送行政広報番組等制作・放送業務委託 意見 １（１）

14 平成28年度尼崎市老人いこいの家管理運営委託 結果 １（２）

27 緑の相談所及び緑化普及啓発フィールド公園等維持管理運営業務委託 意見 １（３）

18 不法投棄防止対策業務 意見 １（４）

2 平成28年度尼崎市国民健康保険特定健康診査等各種健診実施における健診業務委託 意見

3 平成28年度尼崎市国民健康保険特定健康診査・特定保健指導業務（尼崎市医師会）委託 意見

25 道路植樹帯等保護育成業務委託 意見

26 緑地緑道等保護育成業務委託 意見

27 緑の相談所及び緑化普及啓発フィールド公園等維持管理運営業務委託 意見

28 花と緑のまちづくり推進事業業務委託 意見

1 コミュニティFM放送行政広報番組等制作・放送業務委託 意見

7 本庁舎等設備運転保守等業務委託 意見

8 尼崎市本庁舎警備等業務委託 意見

18 不法投棄防止対策業務 意見

24 資源リサイクルセンター廃棄物資源化業務委託 意見

25 道路植樹帯等保護育成業務委託 意見

26 緑地緑道等保護育成業務委託 意見

27 緑の相談所及び緑化普及啓発フィールド公園等維持管理運営業務委託 意見

35 徴収事務等委託	 意見

37 尼崎市水道メーター管理業務委託 意見

48 設備総合管理業務委託 意見

54 トレーニング指導等業務 意見

28 花と緑のまちづくり推進事業業務委託 意見 １（７）

委託料に財政援助が含まれる可能性

【事業の経済性、効率性】

補助金としての支出

一者随意契約の見直し

１（６）

特定の業務の履行を目的として設立された外郭団体への委託に関する対応方針の検討・明文化

市による予定価格の積算

予定単価の見直し及び同一特定健康診査項目で相違する単価の合理性に係る検討の文書化

-

業務実施に必要な工数及び業務量の見直し

公園の包括的管理契約

１（５）
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NO 契約名 結果 要約№

27 緑の相談所及び緑化普及啓発フィールド公園等維持管理運営業務委託 意見 ２（１）

2 平成28年度尼崎市国民健康保険特定健康診査等各種健診実施における健診業務委託 意見

13 尼崎市生活支援サービス体制整備事業委託業務 意見

17 産業振興事業事務委託 結果

54 トレーニング指導等業務 結果

7 本庁舎等設備運転保守等業務委託 意見

17 産業振興事業事務委託 意見

21 第2工場ボイラー・タービン定期点検整備業務委託 意見

27 緑の相談所及び緑化普及啓発フィールド公園等維持管理運営業務委託 意見

31 大庄中継ポンプ場等運転管理業務包括的委託 意見

33 尼崎市東部浄化センター等運転管理業務包括的委託 意見

36 神崎浄水場1～3号配水池耐震化等改修及び場内連絡管更新工事設計業務委託 意見

44 ボートピア神戸新開地における場外発売事務委託 意見

45 ミニボートピア鳥取における場外発売事務委託 意見

46 ボートレースチケットショップミニボートピア京丹後における場外発売事務委託 意見

47 ＢＯＡＴ ＲＡＣＥ尼崎外向発売所における場間場外発売事務委託 意見

48 設備総合管理業務委託 意見

54 トレーニング指導等業務 意見

13 尼崎市生活支援サービス体制整備事業委託業務 意見

17 産業振興事業事務委託 意見

18 不法投棄防止対策業務 意見

54 トレーニング指導等業務 意見

27 緑の相談所及び緑化普及啓発フィールド公園等維持管理運営業務委託 結果

28 花と緑のまちづくり推進事業業務委託 結果

32 東部浄化センター建設その2工事委託 結果 -

35 徴収事務等委託	 結果 -

35 徴収事務等委託	 意見 -

【事業の有効性】

事業の効果の定期的な検討

見積書の不徴取

契約保証金の金額の見直し

-

委託業務の再委託管理の強化（契約書の入手）

３（１）

委託料の前金払・概算払の合理性の判断

３（２）

【契約事務の準拠性】

業務計画書の様式及び記載事項の明確化

-

再委託の事前承認漏れ

委託料の支払遅延

-

方針決裁（実施決裁）の専決者の誤り
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NO 契約名 結果 要約№

37 尼崎市水道メーター管理業務委託 意見 -

44 ボートピア神戸新開地における場外発売事務委託 意見 -

7 本庁舎等設備運転保守等業務委託 意見

28 花と緑のまちづくり推進事業業務委託 意見

39 ＳＧ第43回ボートレースオールスター（笹川賞）等に係るイベント等運営管理業務委託 意見

40 尼崎市モーターボート競走場場内映像製作・放映等運用業務及び映像等設備機器保守業務委託 意見

41 尼崎市モーターボート競走場トータリゼータシステム装置保守整備業務及び計算センターにおける機器操作業務委託 意見

43 尼崎市モーターボート競走場場内警備・場内案内等包括業務委託 意見

48 設備総合管理業務委託 意見

49 公営事業所清掃業務 意見

50 ボート・モーター整備業務委託 意見

2 平成28年度尼崎市国民健康保険特定健康診査等各種健診実施における健診業務委託 意見

3 平成28年度尼崎市国民健康保険特定健康診査・特定保健指導業務（尼崎市医師会）委託 意見

4 平成28年度尼崎市国民健康保険特定健診受診率向上対策業務委託 意見

5 電子計算機システム運用業務 意見

9 尼崎市コールセンター等構築及び運営業務委託 意見

10 尼崎市個人番号カード交付等関連業務 意見

11 尼崎市市民課窓口等業務委託 意見

12 平成28年度尼崎市国民健康保険料収納業務 意見

13 尼崎市生活支援サービス体制整備事業委託業務 意見

16 予防接種についての契約 意見

17 産業振興事業事務委託 意見

18 不法投棄防止対策業務 意見

19 一般家庭ごみ収集運搬業務委託（A地区） 意見

20 第1工場運転管理業務委託 意見

21 第2工場ボイラー・タービン定期点検整備業務委託 意見

23 第2工場灰処理設備運転管理業務委託 意見

24 資源リサイクルセンター廃棄物資源化業務委託 意見

25 道路植樹帯等保護育成業務委託 意見

26 緑地緑道等保護育成業務委託 意見

27 緑の相談所及び緑化普及啓発フィールド公園等維持管理運営業務委託 意見

28 花と緑のまちづくり推進事業業務委託 意見

33 尼崎市東部浄化センター等運転管理業務包括的委託 意見

【市の管理監督責任】

履行確認の文書化

履行確認可能な履行確認書類の様式の定め

４（１）

４（２）

公金取り扱いのルールの明確化

契約書の単価契約についての記載
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NO 契約名 結果 要約№

34 電子計算機システム等操作等業務委託 意見

37 尼崎市水道メーター管理業務委託 意見

39 ＳＧ第43回ボートレースオールスター（笹川賞）等に係るイベント等運営管理業務委託 意見

40 尼崎市モーターボート競走場場内映像製作・放映等運用業務及び映像等設備機器保守業務委託 意見

41 尼崎市モーターボート競走場トータリゼータシステム装置保守整備業務及び計算センターにおける機器操作業務委託 意見

42 尼崎市モーターボート競走場場外警備業務委託（第1警備区） 意見

43 尼崎市モーターボート競走場場内警備・場内案内等包括業務委託 意見

44 ボートピア神戸新開地における場外発売事務委託 意見

45 ミニボートピア鳥取における場外発売事務委託 意見

46 ボートレースチケットショップミニボートピア京丹後における場外発売事務委託 意見

47 ＢＯＡＴ ＲＡＣＥ尼崎外向発売所における場間場外発売事務委託 意見

48 設備総合管理業務委託 意見

49 公営事業所清掃業務 意見

50 ボート・モーター整備業務委託 意見

54 トレーニング指導等業務 意見

1 コミュニティFM放送行政広報番組等制作・放送業務委託 意見

2 平成28年度尼崎市国民健康保険特定健康診査等各種健診実施における健診業務委託 意見

3 平成28年度尼崎市国民健康保険特定健康診査・特定保健指導業務（尼崎市医師会）委託 意見

4 平成28年度尼崎市国民健康保険特定健診受診率向上対策業務委託 意見

7 本庁舎等設備運転保守等業務委託 意見

8 尼崎市本庁舎警備等業務委託 意見

9 尼崎市コールセンター等構築及び運営業務委託 意見

10 尼崎市個人番号カード交付等関連業務 意見

11 尼崎市市民課窓口等業務委託 意見

12 平成28年度尼崎市国民健康保険料収納業務 意見

13 尼崎市生活支援サービス体制整備事業委託業務 意見

17 産業振興事業事務委託 意見

18 不法投棄防止対策業務 意見

19 一般家庭ごみ収集運搬業務委託（A地区） 意見

20 第1工場運転管理業務委託 意見

21 第2工場ボイラー・タービン定期点検整備業務委託 意見

23 第2工場灰処理設備運転管理業務委託 意見

24 資源リサイクルセンター廃棄物資源化業務委託 意見

25 道路植樹帯等保護育成業務委託 意見

26 緑地緑道等保護育成業務委託 意見

27 緑の相談所及び緑化普及啓発フィールド公園等維持管理運営業務委託 意見

４（２）

４（３）

委託業務の品質管理のための評価
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NO 契約名 結果 要約№

28 花と緑のまちづくり推進事業業務委託 意見

31 大庄中継ポンプ場等運転管理業務包括的委託 意見

34 電子計算機システム等操作等業務委託 意見

37 尼崎市水道メーター管理業務委託 意見

38 神崎浄水場運転監視業務委託 意見

39 ＳＧ第43回ボートレースオールスター（笹川賞）等に係るイベント等運営管理業務委託 意見

40 尼崎市モーターボート競走場場内映像製作・放映等運用業務及び映像等設備機器保守業務委託 意見

41 尼崎市モーターボート競走場トータリゼータシステム装置保守整備業務及び計算センターにおける機器操作業務委託 意見

42 尼崎市モーターボート競走場場外警備業務委託（第1警備区） 意見

43 尼崎市モーターボート競走場場内警備・場内案内等包括業務委託 意見

44 ボートピア神戸新開地における場外発売事務委託 意見

47 ＢＯＡＴ ＲＡＣＥ尼崎外向発売所における場間場外発売事務委託 意見

48 設備総合管理業務委託 意見

49 公営事業所清掃業務 意見

50 ボート・モーター整備業務委託 意見

54 トレーニング指導等業務 意見

33 尼崎市東部浄化センター等運転管理業務包括的委託 意見 ５（１）

4 平成28年度尼崎市国民健康保険特定健診受診率向上対策業務委託 意見

6 基幹系システム再構築にかかる工程管理支援業務 意見

9 尼崎市コールセンター等構築及び運営業務委託 意見

10 尼崎市個人番号カード交付等関連業務 意見

11 尼崎市市民課窓口等業務委託 意見

12 平成28年度尼崎市国民健康保険料収納業務 意見

31 大庄中継ポンプ場等運転管理業務包括的委託 意見

33 尼崎市東部浄化センター等運転管理業務包括的委託 意見

39 ＳＧ第43回ボートレースオールスター（笹川賞）等に係るイベント等運営管理業務委託 意見

40 尼崎市モーターボート競走場場内映像製作・放映等運用業務及び映像等設備機器保守業務委託 意見

43 尼崎市モーターボート競走場場内警備・場内案内等包括業務委託 意見

44 ボートピア神戸新開地における場外発売事務委託 意見

47 ＢＯＡＴ ＲＡＣＥ尼崎外向発売所における場間場外発売事務委託 意見

51 尼崎市学校給食調理業務委託 意見

33 尼崎市東部浄化センター等運転管理業務包括的委託 意見 -

複数年契約の場合の委託業者の財政状況のモニタリング

プロポーザル審査委員会等の委員構成のルール化

５（２）

【委託先事業者の選定方法】

応募者の確保

４（３）
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第２ 各論  

【１】コミュニティ FM 放送行政広報番組等制作・放送業務委託（秘書室 

発信・報道担当） 

１．概要 

（１）事業の概要 

事業名 コミュニティ FM 放送事業 

担当部・課 秘書室 発信・報道担当 

事業内容 

コミュニティ FM 放送は、行政広報番組として、市民

生活に関わりの深い行政情報、話題などを週 23

回、市民に提供するとともに、30 秒の人権啓発ス

ポットＣＭを月 21 回、提供している。さらに、防火・

防災意識の高揚を図るため防火・防災関連番組を

週 3 回放送している。 

 

（２）委託契約の概要 

契約名 
コミュニティ FM 放送行政広報番組等制作・放送業

務委託 

契約先名 
公益財団法人尼崎市総合文化センター（注） 

（注）公益財団法人尼崎市総合文化センターは市の 97.1%出資団体で

ある 

契約内容 
コミュニティ FM 放送における行政広報番組等を制

作・放送する業務 

契約開始年月日 平成 28 年 4 月 1 日 

契約終了年月日 平成 29 年 3 月 31 日 

契約額（税込） 40,754,464 円 

契約保証金の減免及び免除 

尼崎市契約規則第 32 条第 7 号、特定随意契約を

締結することができる団体との少額随意契約の締結

事務、契約保証金免除規定の取扱い等について 

(通知)（尼契第 7820 号 平成 21 年 3 月 30 日）（注）

に基づき、契約保証金の納付は免除している。 
（注）「特定随意契約を締結することができる団体との少額随意契約の

締結事務、契約保証金免除規定の取扱い等について(通知)（尼

契第 7820 号 平成 21 年 3 月 30 日）」は、契約保証金の納付を

免除することができる場合を定める、尼崎市契約規則第 32 条第

7 号の「市長が特に必要があると認めるとき」を次のとおり定めい

ている。 

②国・地方公共団体その他の公法人及び市が出資している公益

法人並びにそれに準ずる団体（市が出資している外郭団体を含

む）との契約 

契約方法 
一者随意契約（地方自治法施行令第 167 条の 2 第

1 項第 2 号） 
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履行確認方法 
契約書の第 15 条に従い、毎月、放送結果報告書

の提出を受け、担当者が確認している。 

再委託先 無 

再委託の業務範囲 該当なし 

再委託金額 該当なし 

 

（３）委託の理由 

委託の理由 

コミュニティ FM 放送は地域に密着した様々な情報

を提供するほか、地震、台風、火災などの災害時や

その発生の恐れがあるときには、広報誌など他媒体

では困難な速報性を備えたメディアとしての役割を

担っている。その役割を十分果たすためには、行政

情報を得られるメディアとして、平時から、市民にお

ける認知度の向上を図る必要があり、市が主体的に

情報を提供する放送枠を確保しているものである。 

公益財団法人尼崎市総合文化センターは、当該放

送枠の番組を制作するノウハウがあり、また市内唯

一の無線局免許を有しているため、同財団法人へ

委託をしているものである。 

同種の業務につき委託と直営の

併存の有無 
無 

委託と直営の割合に関する方針 該当なし 

併存の理由 該当なし 

委託契約の分割の有無 無 

委託契約の分割数 該当なし 

委託契約を分割している場合の

委託契約の分割の方針（各契約

の規模の方針） 

該当なし 

 

（４）随意契約の概要 

随意契約の理由 

コミュニティ FM 放送事業は市町村の区域を基本単

位としており、また無線局免許が必要とされる。公益

財団法人尼崎市総合文化センターが、現在、市域

で唯一のコミュニティ FM 放送事業者であるため、

「委託業務の性質又は目的が競争入札に適しな

い」ことから、地方自治法施行令第 167 条の 2

第 1 項第 2 号の規程に該当すると判断し、随意

契約としている。 

根拠法令 地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号 
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予定価格の積算方法 
月当たりの番組制作費×月数、 

及び 1 回当たりの番組放送費×放送予定回数 

相見積の有無（有の場合は見積

数） 
無 

相見積をとってない場合はその

理由 

公益財団法人尼崎市総合文化センターへの一者随

意契約が継続しており、それ以外の団体への発注を

予定していないことから、見積書の提出依頼を行っ

ていない。 

相見積をとっているが一番低い

相手先としていない場合はその

理由 

該当なし 

前回の契約方法及び契約先 
一者随意契約／ 

公益財団法人尼崎市総合文化センター 

前々回の契約方法及び契約先 
一者随意契約／ 

公益財団法人尼崎市総合文化センター 

 

（５）入札の概要 

落札率 該当なし 

参加事業者数 該当なし 

予定価格の積算方法 該当なし 

前回の契約方法及び契約先 該当なし 

前々回の契約方法及び契約先 該当なし 

 

２．監査の結果及び意見 

（１）委託業務の品質管理のための評価（意見） 

委託業務において、市は、履行状況の点検だけではなく、当該業務の質

を確保するという品質管理の観点から、業務の総合評価を行い、業務改善

に向けた指示や指導を行うことが望まれる。総合評価の評価項目としては、

一般的には、業務目的の理解、技術力の発揮、協議記録の提出、作業の進

捗管理、積極的な取組への姿勢、市からの要請への対応状況、トラブルへ

の対応状況、品質管理のための自主的な取組、業務の目的の達成度、予定

価格に対する委託契約額の割合などが考えられる。評価指標として、委託

業務の KPIを設定することも有効である。 

しかし、コミュニティ FM 放送事業についての事務事業評価は行われてい

るものの、委託業務に対する総合評価という観点からの評価は行われてい

ない。 

同額の委託料を支払ったとしても、仕様書どおりの履行が確保されてい
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る場合、市の指導を経て履行が確保された場合、改善指示を要する不適切

な履行があった場合とでは、業務の総合評価は異なるものと考える。委託

業務の総合評価を行わなければ、委託業務の品質を適切に管理することが

できず、今後の業務改善に向けた指導が徹底できないおそれや、今後の委

託業務の品質管理のための課題を把握できないおそれがある。 

市として契約期間を通じて上記の項目などを記載する「委託業務総合評

価シート」を設定し、委託業務の総合評価を行うことが考えられる。当該

委託業務については、上記項目に追加して、例えば、「『エフエムあまが

さきの市政広報番組を聞きますか？』というアンケートへの「聞く」の回

答率」などを KPI として設定して、目標と実績の差異の分析評価により次

年度の業務改善へつなげることが望まれる。 

 

（２）委託料に放送事業への財政援助が含まれる可能性（意見） 

当該委託契約では、予定価格は、形式的には委託業務の月当たりの番組

制作費×月数と 1 回当たりの番組放送費×放送予定回数の合計として算出

され、次のとおり、毎年約 40 百万円で推移している。複数年にわたり一者

随意契約が継続しており、複数見積をとっていないこともあり、公益財団

法人尼崎市総合文化センターの定価表との比較のほかに、所管課は、その

放送回数、月当たりの番組制作費や 1 回当たりの番組放送費の適切性につ

いて長年検証できていない。 

＜最近 5年間の委託料及び放送回数の推移＞ 

年度 

(平成) 

委託料 

（千円） 

放送回数（回） 

行政情報 声の広場 外国語 消防 人権 

28 40,754 783 104 313 156 252 

27 40,696 782 104 313 155 252 

26 40,754 783 104 313 156 252 

25 40,881 783 104 313 157 252 

24 40,642 777 104 312 156 252 
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また、他市の同様の業務との委託料の比較は次のとおりである。 

＜平成 29年度(予算)近隣市とのコミュニティ FM事業の委託料の比較＞ 

 尼崎市 A市 B市 C市 D市 E市 

年間委託料 

（千円） 
40,754 約46,000 約46,800 約55,000 約9,500 約900 

当該委託料が、毎年、継続して 40 百万円となっている大きな要因は、当

該委託先が株式会社エフエムあまがさきからコミュニティ FM の放送事業を

譲り受けた際に、市と交換した覚書（平成 21 年 1 月 14 日付。期限の記載

なし）の第 4 条に、「市は、財団法人尼崎市総合文化センターが行う放送

事業への番組提供について、平成 19年度尼崎市番組提供水準（40,993千円）

を維持するように努める」と定められていることにある。なお、この金額

は、平成 21 年当時の市ＦＭ広報番組制作委託料総額とのことであるが、契

約単価などの積算資料は現存していないとのことであった。 

一方、公益財団法人尼崎市総合文化センターが実施する放送事業の収益

に占める市の委託料の割合が、エフエムあまがさきの番組表に占める市の

番組の割合に見合ったものであるかどうかについて検討したところ、市の

番組の放送時間は全体の 4.5%であるのに対して、市の委託料は、放送事業

全体の収益の 69.4%を占めていた。 

 平成 28年度 

放送事業収益 A)

又は 

平成 29年 4月

放送時間合計 C) 

平成 28年度 

市が負担する委託料

B)又は 

市の番組時間数計 

D) 

全体に対する市

の番組の割合 

収益比率： 

B）／A） 

又は 

放送時間比率： 

D）／C） 

根拠資料 収支計算書、 

番組表 

契約書、番組表  

放送事業収益

（円／年） 

54,382,474円

（税抜） 

37,735,620円 

（税抜） 
69.4% 

放送時間 

（時間／週） 
168時間／週

（注） 
7.6時間／週 4.5% 

参考：放送事

業費支出 

54,907,364円 

（税抜） 

不明  

（注）放送は 24 時間行っており、夜から朝にかけて音楽を流しているだけの時間 72.5 時間を含んで

いる。 
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上記より、公益財団法人尼崎市総合文化センターへの市の委託（同公益

財団法人にとっては収入）金額の水準を維持するという覚書があること、

市の番組の放送時間は全体の番組時間数の 4.5%であるのに対して同公益財

団法人の放送事業収入に対する市からの収入（すべて市の委託料）割合が

約 69.4%を占めていること、そして放送事業費支出の 68.7%が市からの収入

（すべて市の委託料）を財源としている状況などから総合的に考えるに、

当該委託料には、同財団の放送事業を継続するための、市からの財政援助

的な要素も含まれており、合理的な契約単価となっていない可能性がある。 

現在の状況が続くと、委託料金額の適切性の評価ができないことにより、

委託料料が高止まりになるおそれがある。このため、本来行うべき事務や

事業を他の機関や特定の者に委託して行わせる場合のその対価の経費であ

る委託料と、他の機関や特定の者が行う事業への市の助成である補助金を

明確に区分した上で、委託料については、放送回数及びその放送 1 回当た

りの番組放送費や月当たりの番組制作費が適切であるか、毎年評価するこ

とが望まれる。 

なお、特定事業への助成部分については公益財団法人尼崎市総合文化セ

ンターが実施する放送事業への助成（補助金）として取り扱い、補助金交

付事務のルールに従って行うことを検討することが望まれる。 

 

（３）一者随意契約の見直し（意見） 

地方公共団体が委託先を選定する場合には、不特定多数の参加者を募る

「一般競争入札」が原則とされており、「指名競争入札」や「随意契約」

は、例外的な取扱いとして認められている。 

委託先の選定に当たり競争性を機能させ、事業の経済性を確保する観点

からは、原則どおり入札の徹底が望まれ、やむを得ず、随意契約による場

合であっても、プロポーザル方式によるか、少なくとも複数見積書の徴取

の徹底が望まれる。 

しかし、当該委託業務においては、公益財団法人尼崎市総合文化セン

ターとの一者随意契約が継続しており、所管課は複数の見積書の徴取をし

ていないため、競争性が確保されない中、契約金額が決定されている。 

委託料見積書においては、放送 1 回当たりの予定単価と工数（放送回数）

を乗じて委託料見積額は計算されているが、このような状況にあるため、

当該放送 1 回当たりの予定単価が妥当な金額であるか否かについて、検証

できていない状況である。 
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所管課によると、一者随意契約を継続している理由は、コミュニティ FM

放送事業は市町村の区域を基本単位としており、また無線局免許が必要と

され、現在、本市で唯一のコミュニティ FM 放送事業者であることから、

「委託業務の性質又は目的が競争入札に適しないものであるため」（地方

自治法施行令第 167条の 2第 1項第 2号）とのことである。 

しかし、当該委託契約は番組制作及び放送業務の委託であり、少なくと

も番組制作については民間への委託が可能であり、「委託業務の性質又は

目的が競争入札に適しない」という、一者随意契約を容認する要件には該

当しないと考える。 

現在の状況が継続すると、一者随意契約が継続的に行われることにより、

競争原理が機能せず、委託料が高止まりとなるおそれがある。 

そのため、（２）で記載のとおり、まず、委託料と補助金の区分を行っ

た上で、地域人材の活用の観点を持ちながら、入札の実施やプロポーザル

方式の採用、複数見積入手の徹底等により、委託料の経済性確保への努力

が望まれる。 
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【２】平成 28 年度尼崎市国民健康保険特定健康診査等各種健診実施にお

ける健診業務委託（ひと咲きまち咲き担当局 健康支援推進担当） 

１．概要 

（１）事業の概要 

事業名 ヘルスアップ尼崎戦略事業 

担当部・課 
ひと咲きまち咲き担当局 ひと咲き施策推進部 健

康支援推進担当 

事業内容 

特定健康診査及び特定保健指導の実施等 

特定健康診査とは、高齢者の医療の確保に関する

法律に基づき、平成 20 年度より医療保険者が実施

している、日本人の死亡原因の約６割を占める生活

習慣病の予防のために、40 歳から 74 歳までの方を

対象に、メタボリックシンドロームに着目した健診で

ある。 

特定保健指導とは、特定健康診査の結果から、生

活習慣病の発症リスクが高く、生活習慣の改善によ

る生活習慣病の予防効果が多く期待できる方に対

する専門スタッフ（保健師、管理栄養士など）による

生活習慣を見直すサポートである。 

 

（２）委託契約の概要 

契約名 
平成 28 年度尼崎市国民健康保険特定健康診査等

各種健診実施における健診業務委託 

契約先名 

・社会医療法人明石医療センター カーム尼崎健診

プラザ  

・医療法人あけぼの会 

・公益財団法人尼崎健康医療財団 

・兵庫県厚生農業協同組合連合会 

契約内容 特定健康診査等各種健診(集団健診)の実施 

契約開始年月日 平成 28 年 4 月 1 日 

契約終了年月日 平成 29 年 3 月 31 日 

契約額（税込） 

年間支払額 160,852,461 円 

・社会医療法人明石医療センター カーム尼崎健診

プラザ 47,761,380 円 

・医療法人あけぼの会 62,742,330 円 

・公益財団法人尼崎健康医療財団 38,197,818 円 

・兵庫県厚生農業協同組合連合会 12,150,933 円 

契約は単価契約であり、特定健診項目ごとに単価設

定されている。 
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契約保証金の減免及び免除 

尼崎市契約規則第32条第7号、 

特定随意契約を締結することができる団体との少額

随意契約の締結事務、契約保証金免除規定の取扱

い等について (通知)（尼契第 7820 号 平成 21 年

3 月 30 日）（注）に基づき、契約保証金の納付は免除

している。 
（注）「特定随意契約を締結することができる団体との少額随意契約の

締結事務、契約保証金免除規定の取扱い等について (通知)（尼

契第 7820 号 平成 21 年 3 月 30 日）」は、契約保証金の納付を

免除することができる場合を定める、尼崎市契約規則第 32 条第

7 号の「市長が特に必要があると認めるとき」を次のとおり定めて

いる。 

3．⑥単価契約 

契約方法 
一者随意契約（地方自治法施行令第 167 条の 2 第

1 項第 2 号） 

履行確認方法 

契約書の第 15 条に従い、受診者の氏名等を記載し

た実施月毎の業務完了報告を、業務実施月の翌月

末までに、紙媒体及び電子データで受領し、履行の

確認を行う。 

再委託先 該当なし 

再委託の業務範囲 該当なし 

再委託金額 該当なし 

 

（３）委託の理由 

委託の理由 

健診・保健指導の実施については、国の示す標準

的な制度管理を適切に行うなど、専門の実施機関

による実施が必須であるため。 

同種の業務につき委託と直営の

併存の有無 
無 

委託と直営の割合に関する方針 該当なし 

併存の理由 該当なし 

委託契約の分割の有無 有 

委託契約の分割数 4 

委託契約を分割している場合の

委託契約の分割の方針（各契約

の規模の方針） 

仕様に基づく集団健診を実施できる実施機関一者

のみでは、受診率目標を達成するのに必要な集団

健診の日数（年間約 300 回）を確保できないため 4

者と契約している。 
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（４）随意契約の概要 

随意契約の理由 

特定健康診査の集団実施については、国の示す標

準的な精度管理を適切に行うなど、専門の実施機

関による実施が必須であり、契約の性質・目的が競

争入札に適しない契約であるため。 

根拠法令 地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号 

予定価格の積算方法 
受診者 1 人当たりの予定単価に予定受診者数を乗

じて積算している。 

相見積の有無（有の場合は見積

数） 
無 

相見積をとってない場合はその

理由 

各契約先への一者随意契約が継続しており、それ

以外の団体への発注を予定していないことから、見

積書の提出依頼を行っていない。 

相見積をとっているが一番低い

相手先としていない場合はその

理由 

該当なし 

前回の契約方法及び契約先 

一者随意契約／ 

・社会医療法人明石医療センター カーム尼崎健診

プラザ  

・医療法人あけぼの会 

・公益財団法人尼崎健康医療財団 

・兵庫県厚生農業協同組合連合会 

前々回の契約方法及び契約先 

一者随意契約／ 

・社会医療法人明石医療センター カーム尼崎健診

プラザ  

・医療法人あけぼの会 

・公益財団法人尼崎健康医療財団 

・兵庫県厚生農業協同組合連合会 

 

（５）入札の概要 

落札率 該当なし 

参加事業者数 該当なし 

予定価格の積算方法 該当なし 

前回の契約方法及び契約先 該当なし 

前々回の契約方法及び契約先 該当なし 
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２．監査の結果及び意見 

（１）業務計画書の様式及び記載事項の明確化（意見） 

協定書の第 3 条には、「受託者は、この契約締結後 14 日以内に仕様書等

に基づいて業務計画表を作成し、委託者に提出しなければならない。」と

定められている。 

当委託事業は委託先が 4 者あり、委託先毎に業務計画書の内容は異なっ

ている。業務主任担当者、業務実施期間、業務実施場所及び時間、検査内

容及び項目（健診スタッフ及び主な検査機器等、健診の流れ、会場レイア

ウト）、健診結果表の作成及び納品、請求関係を詳細に記載している委託

先がある一方で、業務主任担当者、緊急連絡先、レイアウト図、業務実施

期間のみの委託先が 2者存在する。 

このように委託先毎に業務計画書の内容が異なるのは、市が仕様書にお

いて業務計画書に必要な事項及び様式を定めていないことによる。 

各者から提出を受ける業務計画書の内容が統一されていないと、市にお

ける確認業務が煩雑となる。 

仕様書等で業務計画書の様式及び記載事項を明確にすることが望まれる。 

 

（２）予定単価の見直し及び同一特定健康診査項目で相違する単価の合理性

に係る検討の文書化（意見） 

毎期、予定単価の見直しを実施した上で、同一特定健康診査項目につい

て、同一単価で契約を締結しない場合は、当該契約単価の差異が合理的な

ものであるか否かを検討することが望まれる。 

所管課によると、予定単価については、毎年、診療報酬改定の動向及び

追加検査項目の有無を確認し、必要に応じて予定単価の変更を実施してい

るとのことであったが、当該予定単価の見直し結果（数値に基づく具体的

な検討過程及びその結果等）の証跡は残されていなかった。なお、平成 24

年度分については、この年度に検査項目の追加があり単価の変更がなされ

たため、予定単価積算資料が残されていることを確認できた。 

同一特定健康診査項目については、市は特定健康診査の受診率向上の観

点から、年間約 300 回、特定健康診査を実施することが必要であり、市の

入札資格を有する受託可能なすべての業者と契約しなければ、必要回数を

確保できない。このため、市は 4 者と契約しており、受託先ごとに単価金

額が異なっていた。市から、当該契約単価の差異について、次のように合

理性の検討を行っていると説明を受けた。 
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「4者統一の単価設定（最低価格による統一）を行えば、受託できない相

手方が生じ、予定している実施回数を行えない可能性がある。また最高価

格による統一は経済的ではないため、4者ともに同一金額での契約は困難で

ある。また、集団健診の実施に際しては、本市仕様に基づく健診の受託可

能日数を事前に調査しており、その結果から、4者において受託可能な日数

には差異が生じている。4者において実施する健診内容は同一であるものの、

受託する日数（予定数量）がそれぞれ異なっていることから、単価契約の

性質に鑑みて、4者で単価に相違が生じることについては合理性が認められ

るものと考えている。さらに、市の設定した予定単価のみならず、阪神間

の他都市との比較においても安価であることを確認するなど、金額につい

ても合理性の検討を行っている。」 

しかし、この合理性の検討について、数値に基づく具体的な検討過程及

びその結果等の証跡が文書等で残されていなかった。 

予定単価の見直し及び受託先毎に異なる単価で契約締結を行う合理性に

ついて文書化されていないため、検討過程等が属人的に判断されることに

なり、担当者の人事異動があったときなどは、適切な予定単価の見直し及

び契約単価の決定が実施できないおそれがある。 

予定単価の見直し及び委託先毎に異なる単価で契約締結を行う場合の契

約単価の差異の合理性について、数値等に基づく具体的な検討過程及びそ

の結果を文書等で残し、課長の決裁を得ることが望まれる。 

 

（３）履行確認の文書化（意見） 

協定書の第 15 条において「第 1 項 受託者は、委託業務を完了したとき

は、直ちに、委託業務の成果を委託者に報告しなければならない。」「第 2

項 委託者は、前項の規定による報告を受けたときは、報告を受けた日か

ら 10 日以内に受託者の立会いの上、仕様書等に定めるところにより、業務

の完了を確認するための検査を完了しなければならない。」と定められて

いる。仕様書の第 21 条に従い、業務実施月の翌月末までに、受託業者が受

診者数、受診者の氏名、実施日、実施検査項目を記載し、集計のうえ紙媒

体及び電子データで市に提出することをもって、業務完了の報告としてい

る。市は業務完了報告書の提出を受け、10 日以内に報告内容についての検

査を実施し、その確認をもって業務の完了としている。 

市は、実務上は所管課独自の方法で、市の基幹システムと委託先から入

手した受診実績データを突合させ、履行確認を行い、課長の確認も実施し
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ている。 

しかし、履行確認のチェックポイントが文書化されていないため、履行

確認の項目・水準の検討が属人的となり、人事異動があったときなどは、

委託業務の適切な評価が実施できないおそれがある。 

履行確認するための書類について、履行確認のチェック事項も記載した

上で回付し、課長の決裁を得ることが望まれる。 

 

（４）委託業務の品質管理のための評価（意見） 

委託業務において、市は、履行状況の点検だけではなく、当該業務の質

を確保するという品質管理の観点から、業務の総合評価を行い、業務改善

に向けた指示や指導を行うことが望まれる。 

総合評価の評価項目としては、一般的には、業務目的の理解、技術力の

発揮、協議記録の提出、作業の進捗管理、積極的な取組への姿勢、市から

の要請への対応状況、トラブルへの対応状況、品質管理のための自主的な

取組、業務の目的の達成度、予定価格に対する委託契約額の割合などが考

えられる。また、評価指標として、委託業務の KPI を設定することも有効

である。 

平成 28年度特定健康診査受診率は目標 55%と設定し、平成 28年度の速報

値での実績(38.5%)と比較検討しているが、当該委託業務に対する総合評価

は行われていない。これは、市の方針として委託業務の総合評価を行うこ

とがルール化されていないことによる。 

同額の委託料を支払ったとしても、仕様書どおりの履行が確保されてい

る場合、市の指導を経て履行が確保された場合、改善指示を要する不適切

な履行があった場合では、業務の総合評価は異なる。委託業務の総合評価

を行わなければ、委託業務の品質を適切に管理することができず、今後の

業務の改善に向けた指示を行えないおそれや、今後の委託業務の品質管理

のための課題を把握できないおそれがある。 

このため、契約期間を通じて、上記の項目などを記載する「委託業務総

合評価シート」を設定するなどにより、委託業務の総合評価を行い、次年

度の業務の改善へつなげることが望まれる。 

  



75 

 

【３】平成 28 年度尼崎市国民健康保険特定健康診査・特定保健指導業務

（尼崎市医師会）委託（ひと咲きまち咲き担当局 健康支援推進

担当） 

１．概要 

（１）事業の概要 

事業名 ヘルスアップ尼崎戦略事業 

担当部・課 
ひと咲きまち咲き担当局 ひと咲き施策推進部 健

康支援推進担当 

事業内容 

特定健康診査及び特定保健指導の実施等 

特定健康診査とは、高齢者の医療の確保に関する

法律に基づき、平成 20 年度より医療保険者が実施

している、日本人の死亡原因の約６割を占める生活

習慣病の予防のために、40 歳から 74 歳までの方を

対象に、メタボリックシンドロームに着目した健診で

ある。 

特定保健指導とは、特定健康診査の結果から、生

活習慣病の発症リスクが高く、生活習慣の改善によ

る生活習慣病の予防効果が多く期待できる方に対

する専門スタッフ（保健師、管理栄養士など）による

生活習慣を見直すサポートである。 

 

（２）委託契約の概要 

契約名 
平成 28 年度尼崎市国民健康保険特定健康診査・

特定保健指導業務（尼崎市医師会）委託 

契約先名 一般社団法人尼崎市医師会 

契約内容 特定健康診査(個別健診)・特定保健指導の実施 

契約開始年月日 平成 28 年 4 月 1 日 

契約終了年月日 平成 29 年 3 月 31 日 

契約額（税込） 

年間支払額 102,364,666 円 

契約は単価契約であり、特定健診項目ごとに単価

設定されている。 
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契約保証金の減免及び免除 

尼崎市契約規則第32条第7号、 

特定随意契約を締結することができる団体との少額

随意契約の締結事務、契約保証金免除規定の取扱

い等について (通知)（尼契第 7820 号 平成 21 年

3 月 30 日）（注）に基づき、契約保証金の納付は免除

している。 
（注）「特定随意契約を締結することができる団体との少額随意契約の

締結事務、契約保証金免除規定の取扱い等について (通知)（尼

契第 7820 号 平成 21 年 3 月 30 日）」は、契約保証金の納付を

免除することができる場合を定める、尼崎市契約規則第 32 条第

7 号の「市長が特に必要があると認めるとき」を次のとおり定めて

いる。 

3．⑥単価契約 

契約方法 
一者随意契約（地方自治法施行令第 167 条の 2 第

1 項第 2 号） 

履行確認方法 

契約書の第 13 条に従い、受診者の氏名等を記載し

た実施月毎の業務完了報告を、業務実施月の翌月

末までに、紙媒体及び電子データで受領し、履行の

確認を行う。 

再委託先 該当なし 

再委託の業務範囲 該当なし 

再委託金額 該当なし 

 

（３）委託の理由 

委託の理由 

健診・保健指導の実施については、国の示す標準

的な精度管理を適切に行うなど、専門の実施機関

による実施が必須であるため。 

同種の業務につき委託と直営の

併存の有無 
無 

委託と直営の割合に関する方針 該当なし 

併存の理由 該当なし 

委託契約の分割の有無 有 

委託契約の分割数 2 

委託契約を分割している場合の

委託契約の分割の方針（各契約

の規模の方針） 

仕様に基づく個別健診を実施できる実施機関 1 者

のみでは、受診率目標を達成するのに必要な日数

を確保できないため 2 者と契約 
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（４）随意契約の概要 

随意契約の理由 

特定健康診査・保健指導の個別実施については、

国の示す標準的な精度管理を適切に行うなど、専

門の実施機関による実施が必須であり、契約の性

質・目的が競争入札に適しない契約のため。 

根拠法令 地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号 

予定価格の積算方法 
受診者 1 人当たりの予定単価に予定受診者数を乗

じて積算している。 

相見積の有無（有の場合は見積

数） 
無 

相見積をとってない場合はその

理由 
一者随意契約であるため。 

相見積をとっているが一番低い

相手先としていない場合はその

理由 

該当なし 

前回の契約方法及び契約先 

一者随意契約／ 

・一般社団法人尼崎市医師会 

・尼崎医療生活協同組合 

前々回の契約方法及び契約先 

一者随意契約／ 

・一般社団法人尼崎市医師会 

・尼崎医療生活協同組合 

 

（５）入札の概要 

落札率 該当なし 

参加事業者数 該当なし 

予定価格の積算方法 該当なし 

前回の契約方法及び契約先 該当なし 

前々回の契約方法及び契約先 該当なし 

 

２．監査の結果及び意見 

（１）予定単価の見直し及び同一特定健康診査項目で相違する単価の合理性

に係る検討の文書化（意見） 

毎期、予定単価の見直しを実施した上で、同一特定健康診査項目につい

て、同一単価で契約を締結しない場合は、当該契約単価の差異が合理的な

ものであるか否かを検討することが望まれる。 

所管課によると、予定単価については、毎年、診療報酬改定の動向及び

追加検査項目の有無を確認し、必要に応じて予定単価の変更を実施してい

るとのことであったが、当該予定単価の見直し結果（数値に基づく具体的
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な検討過程及びその結果等）の証跡は残されていなかった。なお、平成 24

年度分については、この年度に検査項目の追加があり単価の変更がなされ

たため、予定単価積算資料が残されていることを確認できた。 

同一特定健康診査項目については、市は特定健診（個別健診）の委託先

として 2 団体と契約しているが、同一特定健康診査項目であるにもかかわ

らず、受託先ごとに単価金額が異なっていた。市から、当該契約単価の差

異について、次のように合理性の検討を行っているとの説明を受けた。 

「利用者の利便性等に鑑みて、2 団体と契約しており、2 団体統一の単価

設定（最低価格による統一）を行えば、受託できない相手方が生じる可能

性があり、また、最高価格による統一は経済的ではないため、2団体ともに

同一金額での契約は困難である。また、平成 20 年度の特定健診開始当初、

個別健診の実施については、1 団体との契約締結を想定しており、市内約

250の医療機関をとりまとめる尼崎市医師会とのみ契約を締結する方向で準

備を進めていたが、尼崎医療生活協同組合より、同組合に属する尼崎市医

師会傘下の 7 つの医療機関のみ、独自に契約を締結したい旨の申し入れが

あり、実施医療機関が増えることで、市民サービスの充実及び受診率の向

上につながるものの、2団体と契約を締結することにより、契約締結の事務

処理ならびに結果データのシステム登録事務などが増大することから、契

約単価については、尼崎市医師会よりも低額とするよう交渉を行った。結

果として、尼崎医療生活協同組合とは尼崎市医師会よりも 478 円（税込）

低額で契約を締結できている。金額については、1医療機関当たりの年間受

診者数平均を比較すると、尼崎医療生活協同組合が 390 人に対し、尼崎市

医師会は 49 人であり、スケールメリットを考慮しても、2 団体に単価差が

生じることは、合理的であると考える。さらに、市の設定した予定単価の

みならず、阪神間の他都市との比較においても安価であることを確認する

など、金額についても合理性の検討を行っている。」 

しかし、この合理性の検討について、数値に基づく具体的な検討過程及

びその結果等の証跡が文書等で残されていなかった。 

予定単価の見直し及び受託先毎に異なる単価で契約締結を行う合理性に

ついて文書化されていないため、検討過程等が属人的となり、人事異動が

あったときなどは、適切な予定単価の見直し及び契約単価の決定が実施で

きないおそれがある。 

予定単価の見直し及び受託先毎に異なる単価で契約締結を行う合理性に

ついて数値等に基づく具体的な検討過程及びその結果を文書等で残し、課
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長の決裁を得ることが望まれる。 

 

（２）履行確認の文書化（意見） 

契約書の第 13 条において「第 1 項 受託者は、委託業務を完了したとき

は、直ちに、委託業務の成果を委託者に報告しなければならない。」「第 2

項 委託者は、前項の規定による報告を受けたときは、報告を受けた日か

ら 10 日以内に受託者の立会いの上、仕様書等に定めるところにより、業務

の完了を確認するための検査を完了しなければならない。」と定められて

いる。 

契約書の第 11 条に従い、受託業者が業務実施月の翌月末までに受診者数、

受診者の氏名、実施日、実施検査項目を記載し、集計のうえ紙媒体及び電

子データで提出することをもって、業務完了の報告としている。また、業

務完了報告書の提出を受け、10 日以内に報告内容についての検査を実施し、

その確認をもって業務の完了としている。 

市は、実務上は所管課独自の方法で、市の基幹システムと委託先から入

手した受診者実績データを突合させ、履行確認を行い、課長の確認も実施

している。 

しかし、履行確認のチェックポイントが文書化されていないため、履行

確認の項目・水準の検討が属人的となり、人事異動があったときなどは、

委託業務の適切な評価が実施できないおそれがある。 

履行確認するための書類について、履行確認のチェック事項も記載した

上で回付し、課長の承認決裁を得ることが望まれる。 

 

（３）委託業務の品質管理のための評価（意見） 

委託業務において、市は、履行状況の点検だけではなく、当該業務の質

を確保するという品質管理の観点から、業務の総合評価を行い、業務改善

に向けた指示や指導を行うことが望まれる。 

総合評価の評価項目としては、一般的には、業務目的の理解、技術力の

発揮、協議記録の提出、作業の進捗管理、積極的な取組への姿勢、市から

の要請への対応状況、トラブルへの対応状況、品質管理のための自主的な

取組、業務の目的の達成度、予定価格に対する委託契約額の割合などが考

えられる。また、評価指標として、委託業務の KPI を設定することも有効

である。 

平成 28年度特定健康診査受診率は目標 55%と設定し、平成 28年度の速報
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値での実績(38.5%)と比較検討しているが、当該委託業務に対する総合評価

は行われていない。これは、市の方針として委託業務の総合評価を行うこ

とがルール化されていないことによる。 

同額の委託料を支払ったとしても、仕様書どおりの履行が確保されてい

る場合、市の指導を経て履行が確保された場合、改善指示を要する不適切

な履行があった場合では、業務の総合評価は異なる。委託業務の総合評価

を行わなければ、委託業務の品質を適切に管理することができず、今後の

業務の改善に向けた指示を行えないおそれや、今後の委託業務の品質管理

のための課題を把握できないおそれがある。 

このため、上記の項目などを記載する「委託業務総合評価シート」を設

定するなどにより、委託業務の総合評価を行い、次年度の業務の改善へつ

なげることが望まれる。 

  



81 

 

【４】平成 28 年度尼崎市国民健康保険特定健診受診率向上対策業務委託

（ひと咲きまち咲き担当局 健康支援推進担当） 

１．概要 

（１）事業の概要 

事業名 ヘルスアップ尼崎戦略事業 

担当部・課 
ひと咲きまち咲き担当局 ひと咲き施策推進部 健

康支援推進担当 

事業内容 

特定健康診査及び特定保健指導の実施等 

特定健康診査とは、日本人の死亡原因の約 6 割を

占める生活習慣病の予防のために、40 歳から 74 歳

までの方を対象に、メタボリックシンドロームに着目し

た健診である。 

特定保健指導とは特定健康診査の結果から、生活

習慣病の発症リスクが高く、生活習慣の改善による

生活習慣病の予防効果が多く期待できる方に対す

る専門スタッフ（保健師、管理栄養士など）による生

活習慣を見直すサポートである。 

 

（２）委託契約の概要 

契約名 
平成 28 年度尼崎市国民健康保険特定健診受診率

向上対策業務委託 

契約先名 株式会社電通西日本神戸支社 

契約内容 

特定健康診査の受診率向上対策に係る業務を委託

にて総合的に実施する（受診券、受診案内の作成・

送付、電話による受診勧奨・健診予約受付等の業

務を包括的に委託）。 

契約開始年月日 平成 28 年 4 月 1 日 

契約終了年月日 平成 29 年 3 月 31 日 

契約額（税込） 59,400,000 円 

契約保証金の減免及び免除 
契約保証金は 2,970,000 円 

減免及び免除はない。 

契約方法 
一者随意契約（地方自治法施行令第 167 条の 2 第

1 項第 2 号） 

履行確認方法 

契約書の第 15 条、仕様書に従い、委託業務の完

了後直ちに書面による報告を受け、履行の確認を

する。 

再委託先 
株式会社ニューロ・テクニカ・・・分析・戦略立案

（2,700,000 円） 
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再委託の業務範囲 
東洋紙業株式会社・・・クリエーティブ製作・印刷

（25,000,000 円） 

タテヨコデザイン・・・クリエーティブ製作・印刷

（3,000,000 円） 

コピーライター・・・クリエーティブ製作・印刷 

（500,000 円） 

株式会社電通マクロミルインサイト・・・コールセン

ター/ポイント事務局（10,000,000 円） 

新日本印刷株式会社・・・コールセンター/ポイント事

務局（3,000,000 円） 

株式会社クレール・・・WEB サイト運営（3,000,000

円） 

株式会社オノフ・・・WEB サイト運営（2,700,000 円） 

 

なお、一者随意契約で再委託の割合が 70%近くと高

いが、実質的には株式会社電通を親とする共同事

業体が、公募型企画提案方式（プロポーザル方式）

における複数の応募者の中から選定されたものであ

る。 

再委託金額 

 

（３）委託の理由 

委託の理由 

当該業務は、年間を通じ、特定健康診査対象者

約 8 万人を対象とした、健診受診勧奨の作成・

発送、電話勧奨を行うなど、事務量が膨大で、

かつ委託による事務の効率化が図れるものであ

るため。 

同種の業務につき委託と直営の

併存の有無 
無 

委託と直営の割合に関する方針 該当なし 

併存の理由 該当なし 

委託契約の分割の有無 無 

委託契約の分割数 該当なし 

委託契約を分割している場合の

委託契約の分割の方針（各契約

の規模の方針） 

該当なし 
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（４）随意契約の概要 

随意契約の理由 

平成 27 年度に公募型企画提案方式（プロポーザル

方式）により 5 者から業者選考を行い、選考された

業者とは継続性によるより大きな効果をねらって、引

き続き 3 年間業務委託を行う方針としており、平成

27 年度より 3 年間、同者と単年度契約を締結するこ

ととなったため。 

根拠法令 地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号 

予定価格の積算方法 

単価については、参考見積に基づき、数量につい

ては、過去の健診受診状況などの実績を基に積算

している。 

相見積の有無（有の場合は見積

数） 
無 

相見積をとってない場合はその

理由 

株式会社電通への一者随意契約が継続しており、

それ以外の団体への発注を予定していないことか

ら、見積書の提出依頼を行っていない。 

相見積をとっているが一番低い

相手先としていない場合はその

理由 

該当なし 

前回の契約方法及び契約先 

一者随意契約／ 

株式会社電通西日本神戸支社（平成 24 年度から

平成 26 年度） 

前々回の契約方法及び契約先 
一者随意契約／ 

株式会社電通西日本神戸支社（平成 23 年度） 

 

（５）入札の概要 

落札率 該当なし 

参加事業者数 該当なし 

予定価格の積算方法 該当なし 

前回の契約方法及び契約先 該当なし 

前々回の契約方法及び契約先 該当なし 

 

２．監査の結果及び意見 

 

（１）履行確認の文書化（意見） 

契約書の第 15 条において「第 1 項 受託者は、委託業務を完了したとき

は、直ちに、委託業務の成果を委託者に報告しなければならない。」「第 2

項 委託者は、前項の規定による報告を受けたときは、報告を受けた日か



84 

 

ら 10 日以内に受託者の立会いの上、仕様書等に定めるところにより、業務

の完了を確認するための検査を完了しなければならない。」と定められて

いる。仕様書の第 7 条に従い、書面をもって契約約款第 15 条に定める成果

報告を入手している。 

市は、実務上は平成 28 年度国民健康保険特定健康診査受診率向上対策業

務実施報告書などのチェックにより、履行を確認しているとのことである。 

しかし、履行確認のチェックポイントが文書化されていないため、履行

確認の項目・水準の検討が属人的となり、人事異動があったときなどは、

委託業務の適切な評価が実施できないおそれがある。 

履行確認するための書類について、履行確認のチェック事項も記載した

上で回付し、課長の承認決裁を得ることが望まれる。 

 

（２）委託業務の品質管理のための評価（意見） 

委託業務において、市は、履行状況の点検だけではなく、当該業務の質

を確保するという品質管理の観点から、業務の総合評価を行い、業務改善

に向けた指示や指導を行うことが望まれる。 

総合評価の評価項目としては、一般的には、業務目的の理解、技術力の

発揮、協議記録の提出、作業の進捗管理、積極的な取組への姿勢、市から

の要請への対応状況、トラブルへの対応状況、品質管理のための自主的な

取組、業務の目的の達成度、予定価格に対する委託契約額の割合などが考

えられる。また、評価指標として、委託業務の KPI を設定することも有効

である。 

平成 28年度特定健康診査受診率は目標 55%と設定し、平成 28年度の速報

値での実績は 38.5%であることに対し、改善提案などを委託者へ要望してい

るが、当該委託業務に対する総合評価は行われていない。 

同額の委託料を支払ったとしても、仕様書どおりの履行が確保されてい

る場合、市の指導を経て履行が確保された場合、改善指示を要する不適切

な履行があった場合では、業務の総合評価は異なる。委託業務の総合評価

を行わなければ、今後の業務の改善に向けた指示を行えないおそれや、今

後の委託業務の品質管理のための課題を把握できないおそれがある。この

ため、契約期間を通じて、上記の項目などを記載する「委託業務総合評価

シート」を設定するなどにより、委託業務の総合評価を行い、次年度の業

務の改善へつなげることが望まれる。  
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【５】電子計算機システム運用業務（総務局 情報政策課） 

１．概要 

（１）事業の概要 

事業名 電子計算関係事業 

担当部・課 総務局 情報化推進担当部 情報政策課 

事業内容 

市政情報センターに設置した汎用電子計算機シス

テムを活用し、事務処理の効率化と経費節減等を図

るとともに、正確性・容易性・迅速性等を向上させ、

行政の情報化推進と行政サービス向上を図る。 

今後は、ホストコンピュータに代えて、パッケージソフ

トを適用したオープン系システムを導入するため、住

民記録や国民健康保険などの業務は引き続きシス

テム構築作業を実施するとともに児童手当、介護保

険、税務などの業務は新システムの調達を行い、構

築作業を開始する。 

 

（２）委託契約の概要 

契約名 電子計算機システム運用業務 

契約先名 日本ユニシス株式会社 関西支社 

契約内容 

基幹系システムの稼動（電子計算機処理）、個々の

業務プログラムの作成・管理やホストコンピュータ操

作及びシステムの運用改善等を中心とした情報処

理業務 

契約開始年月日 平成 28 年 4 月 1 日 

契約終了年月日 平成 29 年 3 月 31 日 

契約額（税込） 218,306,340 円 

契約保証金の減免及び免除 

尼崎市契約規則第32条第3号(注)に基づき、契約保

証金の納付は免除している。 
(注)尼崎市契約規則第 32 条第 3 号 

入札に参加する者に必要な資格を有する者と契約を締結する場合に

おいて、その者が過去 2 年間の間に、市と種類及び規模をほぼ

同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠

実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認

められるとき。 

契約方法 
一者随意契約（地方自治法施行令第 167 条の 2 第

1 項第 2 号） 

履行確認方法 

1．日次で日次作業報告書と業務時間報告書の提

出を受け、確認の上、承認している。 

2．月次で業務実施結果報告書の提出を受け、確認

の上、承認している。 

3．年度末に委託業務完了報告書の提出を受け、確

認の上、承認している。 
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再委託先 無 

再委託の業務範囲 該当なし 

再委託金額 該当なし 

 

（３）委託の理由 

委託の理由 

高度化・多様化する情報技術に対応し、一層の効

率的な業務運営を行うとともに、基幹系システムの効

果的かつ効率的な運用を図るため。 

同種の業務につき委託と直営の

併存の有無 
有 

委託と直営の割合に関する方針 

法改正等に基づくプログラムの大規模修正が想定さ

れない業務は直営で実施し、それ以外は委託して

いる。 

併存の理由 

急速に進展する情報技術革新の中で、情報技術習

得の困難性、定数の抑制及び費用対効果等の観点

から、既存のホストコンピュータ運用業務の積極的な

委託化を進めている。 

一方、ホストコンピュータ業務のノウハウを継承する

ために、一部の業務（法改正等に基づく大規模修正

が想定されない業務）は直営にて実施している。な

お、基幹系システム運用委託に際しては、所管課と

の調整、運用委託業務の管理業務については、委

託後も直営で実施する業務が残る。 

委託契約の分割の有無 無 

委託契約の分割数 該当なし 

委託契約を分割している場合の

委託契約の分割の方針（各契約

の規模の方針） 

該当なし 
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（４）随意契約の概要 

随意契約の理由 

運用委託を行う業務システムは、日本ユニシス株式

会社関西支社が委託開発を行っており、日本ユニ

シス株式会社関西支社から賃借している電子計算

機システム上で稼働している。 

 

障害発生時の原因究明や迅速な復旧には、運用委

託業務システム及び電子計算機システムの詳細な

内容を熟知していなければ、困難である。 

住民サービスの低下、情報資産の喪失、不必要な

経費の支出を防ぐためには、運用委託業務システム

及び電子計算機システムに関する知識や経験が最

も蓄積された日本ユニシス株式会社関西支社でな

ければならない。 

 

以上より、当該契約は「随意契約ガイドライン 5．随

意契約ができる場合（2）2 号随意契約の【委託業務

等】⑦既存の電子システムと不可分の関係にあり、

同一のシステムの開発者以外の者にプログラムの増

設・追加等を履行させると、既存の電算システムの

運用に著しく支障が生じるおそれのある場合、に該

当するため、随意契約としている。 

根拠法令 地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号 

予定価格の積算方法 
前年度の作業実績（工数ベース）をもとに、予定価

格を積算している。 

相見積の有無（有の場合は見積

数） 
無 

相見積をとってない場合はその

理由 

「随意契約の理由」に記載のとおり、システムの開発

業者である日本ユニシス株式会社への一者随意契

約とせざるを得ないことから、相見積の入手は行って

いない。 

相見積をとっているが一番低い

相手先としていない場合はその

理由 

該当なし 

前回の契約方法及び契約先 一者随意契約／日本ユニシス株式会社関西支社 

前々回の契約方法及び契約先 一者随意契約／日本ユニシス株式会社関西支社 

摘要 

当該委託業務も含め、情報システム調達プロセス改

善を目的に、株式会社日本総合研究所へ、見積額

の単価や工数の評価を含むコンサルティングを受け

ている。 
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（５）入札の概要 

落札率 該当なし 

参加事業者数 該当なし 

予定価格の積算方法 該当なし 

前回の契約方法及び契約先 該当なし 

前々回の契約方法及び契約先 該当なし 

 

２．監査の結果及び意見 

（１）履行確認の文書化（意見） 

契約書の第 15 条において「1 受託者は、委託業務を完了したときは、

直ちに委託業務の成果を委託者に報告しなければならない。」「2 委託者

は前項の規定による報告を受けたときは、報告を受けた日から 10 日以内に

受託者の立会の上、仕様書に定めるところにより、業務の完了を確認する

ための検査を完了しなければならない。」と定められている。 

所管課は、委託業務の履行の確認に関して、仕様書に記載のとおり、業

務遂行されていることを、月次の定例進捗会議への出席・議事録の閲覧及

び、業務実施結果報告書内の障害への対応状況の確認や、作業時間報告書

等に記載の作業時間の前期比較などのチェックにより確認し、その後の対

応方針協議や改善要求等を適宜行っているとのことである。これらの履行

確認のチェックポイントは文書化されていないが、情報政策課においては、

情報システムに関する知識や経験が豊富で、当該委託業務の管理に関して

ノウハウを持つ職員が配置されていることから、履行確認のチェックポイ

ントが文書化されていなくても、これまでは、業務上特段の支障はなかっ

たとのことであった。 

しかし、現状のままでは、履行確認の項目や水準が属人的に判断され、

大幅な人事異動があったときなどには、委託業務の履行の十分な確認が実

施できないおそれや、適切な履行確認を行うノウハウが継承されないおそ

れがある。このため、履行確認のチェックポイントを記載した上で業務実

施結果報告書を回付し、課長の承認決裁を得ることが望まれる。 

 

 

  



89 

 

【６】基幹系システム再構築にかかる工程管理支援業務（総務局 情報

政策課） 

１．概要 

（１）事業の概要 

事業名 電子計算関係事業 

担当部・課 総務局 情報化推進担当部 情報政策課 

事業内容 

市政情報センターに設置した汎用電子計算機シス

テムを活用し、事務処理の効率化と経費節減等を図

るとともに、正確性・容易性・迅速性等を向上させ、

行政の情報化推進と行政サービスの向上を図る。ホ

ストコンピュータに代えて、パッケージソフトを適用し

たオープン系システムを導入するため、住民記録や

国民健康保険などの業務は引き続きシステム構築

作業を実施するとともに児童手当、介護保険、税務

などの業務は新システムの調達を行い、構築作業を

開始する。 

 

（２）委託契約の概要 

契約名 基幹系システム再構築にかかる工程管理支援業務 

契約先名 ＩＴｂｏｏｋ株式会社 

契約内容 基幹系システム再構築に係る工程管理支援 

契約開始年月日 平成 28 年 6 月 24 日 

契約終了年月日 平成 33 年 3 月 31 日 

契約額（税込） 
142,498,600 円（消費税の増税見送りにより、29 年 2

月 2 日に契約変更。変更前 143,876,000 円） 

契約保証金の減免及び免除 

尼崎市契約規則第32条第1号（注）に基づき、契約保

証金の納付は免除している。 
（注）尼崎市契約規則第32条第1号 

契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保

証保険契約を締結したとき。 

契約方法 
随意契約（公募型プロポーザル方式） 

（地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号） 
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履行確認方法 

1．月次で定例進捗会議に出席、月次報告書の説

明を受け、業務履行状況の確認・評価を行い、その

後の対応方針協議、改善要求等を適宜行ってい

る。 

2．年度末に委託業務結果報告書の提出を受け、月

次で確認した資料との整合性を確認の上、承認して

いる。 

3.議事録や報告書については「重要決定事項」（事

項と決定者を記載）「要対応事項」（対応事項、担

当、締め切り日を記載）などに、要チェック項目を記

載して、承認のため回付している。 

再委託先 無 

再委託の業務範囲 該当なし 

再委託金額 該当なし 

 

（３）委託の理由 

委託の理由 

現行汎用機で稼働している基幹系業務システムを

オープン系システムへ移行するに当たり、段階的に

進行していく各業務システムの開発工程を管理する

という高度で専門的な知見・能力を要するため。 

同種の業務につき委託と直営の

併存の有無 
無 

委託と直営の割合に関する方針 該当なし 

併存の理由 該当なし 

委託契約の分割の有無 無 

委託契約の分割数 該当なし 

委託契約を分割している場合の

委託契約の分割の方針（各契約

の規模の方針） 

該当なし 
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（４）随意契約の概要 

随意契約の理由 

当該委託契約は、現行汎用機で稼働している基幹

系業務システムをオープン系システムへ移行するに

当たり、段階的に進行していく各業務システムの開

発工程を管理するという専門的能力を要する委託内

容であり、地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項

第 2 号に規定される「その性質又は目的が競争入

札に適しない場合」に該当する。 

尼崎市契約事務規程第 3 条第 2 項第 13 号及び

「尼崎市契約事務規程の制定及び平成 21 年度に

おける契約事務の取扱いについて」（通知）に基づ

き、公募型プロポーザルによる随意契約を締結して

いる。 

根拠法令 地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号 

予定価格の積算方法 
調達予定の仕様書案を提示し、2 者より概算見積を

徴取している。 

相見積の有無（有の場合は見積

数） 
無 

相見積をとってない場合はその

理由 
公募型プロポーザルを実施したため。 

相見積をとっているが一番低い

相手先としていない場合はその

理由 

公募型プロポーザルは価格面、企画面の双方の観

点から事業者を選定している。 

前回の契約方法及び契約先 該当なし 

前々回の契約方法及び契約先 該当なし 

 

（５）入札の概要 

落札率 該当なし 

参加事業者数 該当なし 

予定価格の積算方法 該当なし 

前回の契約方法及び契約先 該当なし 

前々回の契約方法及び契約先 該当なし 

 

２．監査の結果及び意見 

特に記載すべき事項はなかった。 
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【７】本庁舎等設備運転保守等業務委託（資産統括局 庁舎管理課） 

１．概要 

（１）事業の内容  

事業名 本庁舎維持管理事業 

担当部・課 資産統括局 技術監理部 庁舎管理課 

事業内容 

本庁舎等(本庁舎、市政情報センター、水道局 5 階)

の各種設備(電気設備、機械設備、空調設備、蓄電

池設備等)を最良の状態で維持運用するために、設

備の運転保守業務及び点検整備業務を行う。また、

空気環境の測定、大気汚染物質排出量の測定、水

質検査、絶縁抵抗の測定等により、設備の維持運用

状況を確かめている。 

 

（２）委託契約の概要 

契約名 本庁舎等設備運転保守等業務委託 

契約先名 阪急阪神ビルマネジメント株式会社阪神営業所 

契約内容 
本庁舎等の各種設備(電気設備、機械設備、空調設

備、蓄電池設備等)の運転保守等業務 

契約開始年月日 平成 28 年 4 月 1 日 

契約終了年月日 平成 29 年 3 月 31 日 

契約額（税込） 51,451,200 円 

契約保証金の減免及び免除 

尼崎市契約規則第32条第1号（注）に基づき、契約保

証金の納付は免除している。 
（注）尼崎市契約規則第32条第1号 

契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保

証保険契約を締結したとき。 

契約方法 
契約課による一者随意契約（地方自治法施行令第

167 条の 2 第 1 項第 2 号） 

履行確認方法 
仕様書に従い、日報、各点検記録、完成届（月単

位）の提出を受け、担当者が確認している。 

再委託先 

株式会社日本電気保安協会 

日本水処理工業株式会社 

株式会社タイヨー簡易専用水道検査部 

川本サービス株式会社大阪支店 

ダイキン工業株式会社西日本サービス部 

日世冷暖サービス株式会社 

川重冷熱工業株式会社神戸支店 

山本環境整備株式会社 

三菱プラントエンジニアリング株式会社西日本部 

株式会社シー・アイ・シー阪神営業所 
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株式会社内外設備産業 

再委託の業務範囲 

市政情報センター電気設備精密点検（株式会社日

本電気保安協会） 

飲料水水質検査、大気汚染物質排出量測定、冷温

水冷却水水質検査、レジオネラ検査（日本水処理工

業株式会社） 

簡易専用水道定期検査（株式会社タイヨー簡易専

用水道検査部） 

ブースターポンプ設備年点検（川本サービス株式会

社大阪支店） 

7.5kw 以上業務用エアコン点検（ダイキン工業株式

会社西日本サービス部） 

R-2・5 冷温水発生機冷暖切替定期点検（日世冷暖

サービス株式会社） 

R-1 冷温水発生機冷暖切替定期点検（川重冷熱工

業株式会社神戸支店） 

南館湧水槽清掃（山本環境整備株式会社） 

特高・北館・中館・議会棟 電気設備精密点検、非

常用発電機点検（三菱プラントエンジニアリング株式

会社西日本部） 

害虫駆除点検、薬剤散布（株式会社シー・アイ・

シー阪神営業所） 

熱源機械室 ガス漏探知器点検（株式会社内外設

備産業） 

再委託金額 把握していない。 

 

（３）委託の理由 

委託の理由 本庁舎の適正な維持管理と管理経費削減のため。 

同種の業務につき委託と直営の

併存の有無 
無 

委託と直営の割合に関する方針 該当なし 

併存の理由 該当なし 

委託契約の分割の有無 有 

委託契約の分割数 2 

委託契約を分割している場合の

委託契約の分割の方針（各契約

の規模の方針） 

平成 28 年度途中より、教育・障害福祉センターの

同種業務が庁舎管理課の所掌となったため、本庁

舎と教育・障害福祉センターに区分して委託し

ている。 
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（４）随意契約の概要 

随意契約の理由 

老朽・劣化し、特殊仕様となっている設備の維持管

理業務は、日常の業務を通じて現在の設備運転・保

守管理に係るノウハウを蓄積した業者にしかできな

いため。 

根拠法令 地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号 

予定価格の積算方法 

建築保全業務積算基準の単価に数量(基数、台数

を乗じて積算、単価設定のない業務については見

積による。)を乗じて積算している。 

相見積の有無（有の場合は見積

数） 
無 

相見積をとってない場合はその

理由 

阪急阪神ビルマネジメントへの一者随意契約が継続

しており、それ以外の団体への発注を予定していな

いことから、見積書の提出依頼を行っていない。 

相見積をとっているが一番低い

相手先としていない場合はその

理由 

該当なし 

前回の契約方法及び契約先 
一者随意契約／ 

阪急阪神ビルマネジメント株式会社 

前々回の契約方法及び契約先 
一者随意契約／ 

阪急阪神ビルマネジメント株式会社 

 

（５）入札の概要 

落札率 該当なし 

参加事業者数 該当なし 

予定価格の積算方法 該当なし 

前回の契約方法及び契約先 該当なし 

前々回の契約方法及び契約先 該当なし 

 

２．監査の結果及び意見 

（１）委託業務の品質管理のための評価（意見） 

委託業務において、履行状況の点検だけではなく、当該業務の質を確保

するという品質管理の観点から、業務の総合評価を行い、業務改善に向け

た指示や指導を行うことが望まれる。総合評価の評価項目としては、一般

的には、業務目的の理解、技術力の発揮、協議記録の提出、作業の進捗管

理、積極的な取組への姿勢、市からの要請への対応状況、トラブルへの対

応状況、品質管理のための自主的な取組、業務の目的の達成度、予定価格

に対する委託契約額の割合などが考えられる。 
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しかし、現状では、設備運転日報及び業務毎に点検記録などの提出を受

けて履行の確認を実施しているものの、委託業務に対する総合評価は行わ

れていない。 

同額の委託料を支払ったとしても、仕様書どおりの履行が確保されてい

る場合、市の指導を経て履行が確保された場合、改善指示を要する不適切

な履行があった場合では、業務の総合評価は異なる。委託業務の総合評価

を行わなければ、委託業務の品質を適切に管理することができず、今後の

業務の改善に向けた指導が徹底できないおそれや、今後の委託業務の品質

管理のための課題を把握できないおそれがある。 

市として、契約期間を通じて、上記の項目などを評価項目とする「委託

業務総合評価シート」を設定し、委託業務の総合評価を行い、次年度の業

務の改善へつなげることが考えられる。 

 

（２）一者随意契約の見直し（意見） 

地方公共団体が委託先を選定する場合には、不特定多数の参加者を募る

「一般競争入札」が原則とされており、「指名競争入札」や「随意契約」

は、例外的な取扱いとして認められている。 

委託先の選定に当たり競争性を機能させ、事業の経済性を確保する観点

からは、原則どおり入札の徹底が望まれ、やむを得ず、随意契約による場

合であっても、プロポーザル方式によるか、少なくとも複数見積書の徴取

の徹底が望まれる。 

しかし、当該委託業務においては、阪急阪神ビルマネジメント株式会社

阪神営業所との一者随意契約が継続しており、複数見積書の徴取もされて

いないため、競争原理が働いていない中、契約金額が決定されている。 

所管課によると一者随意契約を行っている論拠は以下のとおりである。 

「老朽・劣化し、特殊仕様となっている設備の維持管理を行うには、日

常の業務を通じて現在の設備運転・保守管理に係るノウハウを蓄積した業

者にしかできない。このため、『委託業務の性質又は目的が競争入札に適

しないもの』（地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号）に該当し、

一者随意契約を継続している。」 

当該委託業務については、老朽・劣化し、特殊仕様となっている本庁舎

設備の機能性維持の重要性を踏まえ、予測不能のトラブルに即時対応でき

る体制の確保が重要であるとのことである。しかし、仕様書に記載しきれ

ないようなノウハウを受託者が蓄積しており、受託者に依存しないと業務
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が遂行できなくなるおそれがある。 

また、現在のような状況が継続すると、一者随意契約が継続的に行われ

ることにより、競争原理が機能せず、委託料が高止まりとなるおそれもあ

る。 

そのため、原則は委託先事業者の選定は競争入札によるべきであるが、

上記の事情により、例えば主要な設備の全面的な更新時には、少なくとも、

総合評価落札方式やプロポーザル方式によるなど、業者の選定に競争原理

を機能させ、経済性を確保する努力が望まれる。 

 

（３）委託業務の再委託管理の強化（契約書の入手）（意見） 

業務委託契約書の尼崎市業務委託契約約款第 6 条第 2 項によると、「受

託者は、業務の一部を事前に承認受けた一部第三者に委任し、又は請け負

わせようとするときは、あらかじめ委託者の承認を得なければならない。」

と定められている。 

当該委託業務については、第三者委託について事前承認しているが、再

委託の契約書を入手していない。 

委託業務全体を発注者として管理するため、再委託の契約書を委託先か

ら入手することをルールとして明確化した上で、所管課は、再委託契約の

契約内容や契約先に関して事前承認と合致しているか、また、再々委託が

行われている場合には、その合理性を検討する等して、不適切な契約と

なっていないことを確認することが望まれる。 

 

（４）履行確認可能な履行確認書類の様式の定め（意見） 

本庁舎等設備運転保守等業務委託仕様書８その他（1）には、「毎日の業

務実施状況を記録し、委託者に報告すること。」と定められているが、委

託先独自の様式で成果報告が行われている。仕様書に対してどういう結果

になったかについてのチェックは実施されているものの、当該結果が明確

に分かる様式となっていない。 

適切な履行確認を行えるよう、仕様書に成果報告書類（履行確認書類）

に記載すべき内容や項目(場所及び設備ごとの点検結果、測定結果、その他

対応事項等)及び様式を定めることが望まれる。 
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【８】尼崎市本庁舎警備等業務委託（資産統括局 庁舎管理課） 

１．概要 

（１）事業の内容  

事業名 本庁舎警備事業 

担当部・課 資産統括局 技術監理部 庁舎管理課 

事業内容 

本庁舎及び市政情報センターの警備により、火災、

盗難その他の事故を防止し、市の財産の保全と市

役所業務の円滑な運営を確保している。 

 

（２）委託契約の概要 

契約名 尼崎市本庁舎警備等業務委託 

契約先名 綜合警備保障株式会社阪神支社 

契約内容 本庁舎の警備業務等 

契約開始年月日 平成 28 年 4 月 1 日 

契約終了年月日 平成 29 年 3 月 31 日 

契約額（税込） 70,803,072 円 

契約保証金の減免及び免除 

尼崎市契約規則第32条第1号（注）に基づき、契約保

証金の納付は免除している。 
（注）尼崎市契約規則第32条第1号 

契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保

証保険契約を締結したとき。 

契約方法 
契約課による一者随意契約（地方自治法施行令第

167 条の 2 第 1 項第 2 号該当） 

履行確認方法 

契約書の第 15 条に従い、警備報告書(毎日)及び

事故報告書(事故発生時)の提出を受け、担当者が

確認している。 

再委託先 アルソック兵庫株式会社 

再委託の業務範囲 
警備員による巡回・常駐警備及び夜間・休日の受付

業務 

再委託金額 把握していない。 

 

（３）委託の理由 

委託の理由 
本庁舎警備等業務を民間へ委託することにより庁舎

管理業務の充実と管理経費の削減を図る。 

同種の業務につき委託と直営の

併存の有無 
無 

委託と直営の割合に関する方針 該当なし 

併存の理由 該当なし 

委託契約の分割の有無 無 

委託契約の分割数 該当なし 
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委託契約を分割している場合の

委託契約の分割の方針（各契約

の規模の方針） 

該当なし 

 

（４）随意契約の概要 

随意契約の理由 

綜合警備保障が機械警備の機器を設置しているこ

とから、機器取り換えに伴う空白期間の発生を防止

するため。また、同社の警備員が夜間・休日の受付

業務等のノウハウを持っているため。 

根拠法令 
地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号該

当 

予定価格の積算方法 
事業者から入手した参考見積を参考にして、予

定価格を積算している。 

相見積の有無（有の場合は見積

数） 
無 

相見積をとってない場合はその

理由 

綜合警備保障株式会社阪神支社への一者随意契

約が継続しており、それ以外の団体への発注を予定

していないことから、見積書の提出依頼を行ってい

ない。 

相見積をとっているが一番低い

相手先としていない場合はその

理由 

該当なし 

前回の契約方法及び契約先 一者随意契約／綜合警備保障株式会社阪神支社 

前々回の契約方法及び契約先 一者随意契約／綜合警備保障株式会社阪神支社 

 

（５）入札の概要 

落札率 該当なし 

参加事業者数 該当なし 

予定価格の積算方法 該当なし 

前回の契約方法及び契約先 該当なし 

前々回の契約方法及び契約先 該当なし 
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２．監査の結果及び意見 

（１）委託業務の品質管理のための評価（意見） 

委託業務において、履行状況の点検だけではなく、当該業務の質を確保

するという品質管理の観点から、業務の総合評価を行い、業務改善に向け

た指示や指導を行うことが望まれる。総合評価の評価項目としては、一般

的には、業務目的の理解、技術力の発揮、協議記録の提出、作業の進捗管

理、積極的な取組への姿勢、市からの要請への対応状況、トラブルへの対

応状況、品質管理のための自主的な取組、業務の目的の達成度、予定価格

に対する委託契約額の割合などが考えられる。また、評価指標として、委

託業務の KPIを設定することも有効である。 

しかし、現状では、警備報告書などの提出を受けて履行の確認を実施し

ているのみであり、委託業務に対する総合評価は行われていない。 

同額の委託料を支払ったとしても、仕様書どおりの履行が確保されてい

る場合、市の指導を経て履行が確保された場合、改善指示を要する不適切

な履行があった場合では、業務の総合評価は異なる。委託業務の総合評価

を行わなければ、委託業務の品質を適切に管理することができず、今後の

業務の改善に向けた指導が徹底できないおそれや、今後の委託業務の品質

管理のための課題を把握できないおそれがある。 

市として、契約期間を通じて、上記の項目などを評価項目とする「委託

業務総合評価シート」を設定し、委託業務の総合評価を行い、次年度の業

務の改善へつなげることが考えられる。 

 

（２）一者随意契約の見直し（意見） 

地方公共団体が委託先を選定する場合には、不特定多数の参加者を募る

「一般競争入札」が原則とされており、「指名競争入札」や「随意契約」

は、例外的な取扱いとして認められている。 

委託先の選定に当たり競争性を機能させ、事業の経済性を確保する観点

からは、原則どおり入札の徹底が望まれ、やむを得ず、随意契約による場

合であっても、プロポーザル方式によるか、少なくとも複数見積書の徴取

の徹底が望まれる。 

しかし、当該委託業務においては、所管課によると、「綜合警備保障が

各出入口等に設置した感知器と警備室に設置する受信装置を結ぶ配管配線

設備を当初に施工しており、単年度契約ではあるものの、実質的には機械

設備の継続使用を前提とした契約となっている。仮に他の業者と契約すれ
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ば感知器、受信機及び受信装置の取替工事が必要になり、工事の間機械警

備が実施できなくなるとともに、取替費用が委託料に上乗せされるおそれ

がある。また、委託先は、夜間・休日の受付業務等のノウハウを有してお

り、安全性、確実性、円滑性の観点から事務に精通している業者が継続し

て業務を行うことが安定した市民サービスの提供につながる」とのことで

ある。 

そのため、原則は委託先事業者の選定は競争入札によるべきであるが、

上記の事情により、感知器、受信機及び受信装置の取替のタイミングにお

いて、少なくとも、総合評価落札方式やプロポーザル方式によるなど、業

者の選定に競争原理を機能させ、経済性を確保する努力が望まれる。 
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【９】尼崎市コールセンター等構築及び運営業務委託（市民協働局 市

民活動推進課） 

１．概要 

（１）事業の内容  

事業名 尼崎市コールセンター運営事業 

担当部・課 
市民協働局 協働人権担当部 市民活動推進課

（市民相談担当） 

事業内容 
① 尼崎市コールセンター（注 1）運営業務 

② 庁内案内業務（注 2） 

（注 1）尼崎市コールセンターとは、市の制度や申請手続、イベント情報など、市民からの電話やファックスによ

る問い合わせについて、オペレーターが「よくある質問集（ＦＡＱ）」を参照して回答するコールセンター

である。専門的な問い合わせや個人情報を含む内容は、担当課を案内する。 

（注 2）庁内案内業務とは、尼崎市役所本庁舎内に設置されている庁内案内カウンターにおける案内業務等をいう。 

 

（２）委託契約の概要 

契約名 尼崎市コールセンター等構築及び運営業務委託 

契約先名 

尼崎市コールセンター等構築及び運営業務共同事

業体 

 代表者：株式会社 エヌ・ティ・ティマーケティング

アクト 

 構成員：西日本電信電話株式会社兵庫支店 

三井情報株式会社西日本営業部 

契約内容 

① 尼崎市コールセンター業務 

委託業者の事業所内（大阪市）に設置された尼崎市

コールセンターにおける、電話問合せ等対応業務、

問合せ FAX 対応業務及びコールセンターに設置さ

れた設備・システム（注）の保守管理業務 

② 庁内案内業務 

尼崎市庁舎内に設置されている庁内案内カウン

ターにおける案内業務等 
（注）電話設備、情報処理設備（FAQ システム、サーバー機等） 

契約開始年月日 平成 28 年 4 月 1 日 

契約終了年月日 平成 29 年 3 月 31 日 

契約額（税込） 62,380,000 円 

契約保証金の減免及び免除 

尼崎市契約規則第32条第1号（注）に基づき契約保

証金の納付は免除している。 
（注）尼崎市契約規則第 32 条第 1 号 

契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証

保険契約を締結したとき。 
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契約方法 

平成 25 年度に平成 26 年 4 月から概ね 5 年間の契

約期間を前提にプロポーザル方式による公募を実

施し、応募 1 者から選ばれた委託先に対して、平成

26 年 4 月から毎年継続して一者随意契約を継続し

ている（注）。 

（契約事務規程第 3 条第 2 項第 13 号） 
（注）契約書上の契約期間は 1 年間であるが、業務実績を検討した上

で特段の問題がなければ、公募で予定している期間の間、同一

業者と継続して契約する予定である。 

履行確認方法 

契約書の第 7 条、仕様書 11（1）に従い、毎月開催

する定例会（注 1）において、「尼崎市コールセンター

お問合せ受付業務」として報告書（注 2）の提示、説明

を受け、市と委託先双方で確認している。 
（注1） 定例会には、コールセンター業務委託先の 3 者も出席してい

る。 

（注2） 報告書に記載されている 13 項目の中には、改善項目や問題

点、疑義トラブルの発生等の有無についても記載されており、

その都度協議を実施している。 

再委託先 該当なし 

再委託の業務範囲 該当なし 

再委託金額 該当なし 

 

（３）委託の理由 

委託の理由 

直営で行っていた電話交換業務を、FAQ を活用し

たワンストップでの応対へ変更し、民間へ委託するこ

とにより、市民の利便性の向上及び職員への負担の

削減を図るため。 

同種の業務につき委託と直営の

併存の有無 
無 

委託と直営の割合に関する方針 該当なし 

併存の理由 該当なし 

委託契約の分割の有無 無 

委託契約の分割数 該当なし 

委託契約を分割している場合の

委託契約の分割の方針（各契約

の規模の方針） 

該当なし 

 

 

 

 

 

 



103 

 

（４）随意契約の概要 

随意契約の理由 

「平成 26 年度以降の尼崎市コールセンター等の運

営に関する事業者及び契約期間の考え方」につい

て基本方針を定め、プロポーザル方針により総合的

に選定した事業者と、平成 26 年 4 月から 5 年間に

わたり、契約することとしたため。 

根拠法令 契約事務規程第 3 条第 2 項第 13 号 

予定価格の積算方法 プロポーザルで決定した額 

相見積の有無（有の場合は見積

数） 
無 

相見積をとってない場合はその

理由 

平成 25 年度に平成 26 年 4 月から概ね 5 年間の契

約期間を前提に、プロポーザル方式（応募 1 者）で

委託先を選定しており、当該期間内は、原則として

同一相手先との継続を前提とし、それ以外の相手先

との契約は行わないため相見積の提出は受けてい

ない。 

相見積をとっているが一番低い

相手先としていない場合はその

理由 

該当なし 

前回の契約方法及び契約先 

平成 20 年度にプロポーザル方式により選定（契約

期間：平成 20 年度～平成 25 年度）／ 

尼崎市コールセンター等構築及び運営業務共同事

業体（現契約者） 

前々回の契約方法及び契約先 該当なし 

 

（５）入札の概要 

落札率 該当なし 

参加事業者数 該当なし 

予定価格の積算方法 該当なし 

前回の契約方法及び契約先 該当なし 

前々回の契約方法及び契約先 該当なし 

 

２．監査の結果及び意見 

（１）委託業務の品質管理のための評価（意見） 

委託業務において、市は、履行状況の点検だけではなく、当該業務の質

を確保するという品質管理の観点から、業務の総合評価を行い、業務改善

に向けた指示や指導を行うことが望まれる。総合評価の評価項目としては、

一般的には、業務目的の理解、技術力の発揮、協議記録の提出、作業の進

捗管理、積極的な取組への姿勢、市からの要請への対応状況、トラブルへ
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の対応状況、品質管理のための自主的な取組、業務の目的の達成度などが

考えられる。評価指標として、委託業務の KPI を設定することも有効であ

る。 

所管課では、月次報告書等の提出により履行確認を実施しているほか、

定例会議（月次）において月次報告書に記載された項目の内容を協議して

おり、その中には、問合せ対応件数等以外にも、FAQに回答のない例外事項

の対応、委託先が実施している日々の改善活動、ホームページの満足度調

査等の報告も含まれている。また、所管課では、平成 26 年 7 月に当初 5 年

間の業務の総括、平成 28 年 1 月～2 月かけて満足度調査を実施するなど、

委託業務の履行状況の確認は適切に行われているものの、当該委託業務に

対する総合評価は行われていない。 

同額の委託料を支払ったとしても、仕様書どおりの履行が確保されてい

る場合、市の指導を経て履行が確保された場合、改善指示を要する不適切

な履行があった場合では、業務の総合評価は異なる。委託業務の総合評価

を行わなければ、委託業務の品質を適切に管理することができず、今後の

業務の改善に向けた指導が徹底できないおそれや、今後の委託業務の品質

管理のための課題を把握できないおそれがある。 

市として、契約期間を通じて、上記の項目などを記載する「委託業務総

合評価シート」を設定し、委託業務の総合評価を行うことが考えられる。 

当該委託業務については、上記項目に追加して、例えば、一次回答率(注)、

応答率(注)などを KPI として設定して、目標と実績の差異の分析評価により

次年度の業務の改善へつなげることが望まれる。 

（注）一次回答率とは、市民からの問い合わせに対して、1回の電話で解決できた割合である。 

応答率とは、着信した電話にオペレーターが応答できた割合である。電話によるサポートに

おいては、一時回答率や応答率を上げることがコールセンターの満足度を上げる重要な要素

になる。 

 

（２）履行確認の文書化（意見） 

仕様書の「第 11 報告義務」において、業務実施月の翌月に、受託業者が

コール状況表、着信状況表・庁内案内件数等を記載し、集計のうえ紙媒体

で市に提出することが定められている。 

所管課は、あらかじめ仕様書に記載のとおり、業務履行されていること

を確認するために、報告書上のコールセンターの総着信数、応答数などを

重点的に確認しているとのことだが、こういった履行確認のチェックポイ
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ントは文書化されていない。このため、履行確認の項目・水準の検討が属

人的となり、人事異動があったときなどは、委託業務の適切な評価が実施

できないおそれがある。 

履行確認するための書類について、履行確認のチェックポイントを記載

した上で回付し、課長の承認決裁を得ることが望まれる。 
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【１０】尼崎市個人番号カード交付等関連業務（市民協働局 マイナン

バーカード普及担当） 

１．概要 

（１）事業の内容  

事業名 個人番号カード交付等事業 

担当部・課 
市民協働局 市民サービス部 マイナンバーカード

普及担当 

事業内容 

尼崎市通知カード及び個人番号カードに係る案内

ダイヤル（問い合わせ等対応）やカード交付に係る

受付窓口業務等 

 

（２）委託契約の概要 

契約名 尼崎市個人番号カード交付等関連業務 

契約先名 テンプスタッフ株式会社梅田オフィス 2 課 

契約内容 

尼崎市個人番号カード交付業務に関する以下の業

務の委託 

① 尼崎市個人番号カード案内ダイヤル業務（電

話・FAX による問合せ対応） 

② 受付窓口業務（阪急塚口交付特設会場・市政情

報センター内交付特設会場における受付業務） 

③ 相談窓口（本庁舎）での問合せ・相談対応業務 

④ 交付事務センター（本庁舎外）における問合せ

対応業務 

なお、当委託業務は平成 29 年 3 月 31 日をもって

終了している。 

契約開始年月日 平成 28 年 4 月 1 日 

契約終了年月日 平成 29 年 3 月 31 日 

契約額（税込）（注 1） 130,295,520 円 

契約保証金の減免及び免除 

尼崎市契約規則第32条第1号（注）に基づき契約保

証金の納付は免除している。 
（注）尼崎市契約規則第 32 条第 1 号 

契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証

保険契約を締結したとき。 

契約方法 

平成 27 年度に平成 27 年 10 月 1 日から平成 28

年 3 月 31 日（ただし、個人番号カードの交付状況

によっては契約期間を延長することがある）を前提に

プロポーザル方式による公募を実施し、応募 5 者か

ら選ばれた委託先に対して、平成 27 年 10 月から

継続して一者随意契約を継続している（注）。 

（地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号） 
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（注）平成 27 年 10 月 1 日から平成 28 年 1 月 31 日までの業務実績

等を評価し、特段の問題がないと判断したため、平成 28 年 4 月

1 日～平成 29 年 3 月 31 日まで同一業者と契約を継続した。 

履行確認方法 

契約書第 15 条、仕様書の第 3 条に基づく受付状

況報告（日次）及び尼崎市個人番号カード交付等対

応業務事業月次報告書（月次）、並びに業務完了報

告書（年次）の提出を受け、担当者が確認している。 

再委託先 無 

再委託の業務範囲 該当なし 

再委託金額 該当なし 

（注1） 当初契約額は、125,327,520 円である。ここでは、マイナンバーカード交付が遅れたことや問い

合わせの集中により業務量が増加したため追加した 4,968 千円を含む変更後契約額を記載してい

る。 

 

（３）委託の理由 

委託の理由 

社会保障・税番号制度の導入に伴い、関連する問

い合わせや希望者の申請に基づく個人番号カード

交付等、大量の事務処理が発生するため、高いレ

ベルで業務を遂行できる事業者に業務委託するた

め。 

同種の業務につき委託と直営の

併存の有無 
無 

委託と直営の割合に関する方針 該当なし 

併存の理由 該当なし 

委託契約の分割の有無 無 

委託契約の分割数 該当なし 

委託契約を分割している場合の

委託契約の分割の方針（各契約

の規模の方針） 

該当なし 

 

（４）随意契約の概要 

随意契約の理由 

受託者の持つ企画力、技術力、創造力、専門性、実

績等を総合的に判断して当該業務の遂行に最も適

した事業者に委託するため、プロポーザル方式によ

り総合的に選定することとし、選定された事業者と継

続（注）して契約することとしたため。 

（注）プロポーザルの契約期間は、平成 27 年度に平成 27 年 10 月 1

日から平成 28 年 3 月 31 日（ただし、個人番号カードの交付状況

によっては契約期間を延長することがある）であり、平成 27 年 10

月 1 日から平成 28 年 1 月 31 日までの業務実績等を評価し、特

段の問題がないと判断したため、平成 28 年 4 月 1 日から平成

29 年 3 月 31 日まで同一業者と契約を継続した。 
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根拠法令 地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号 

予定価格の積算方法 

平成 27 年度にプロポーザルにより決定した価格を

ベースに、契約期間の増加、委託業務内容・業務量

の増減を加味した見積書の提出を事業者から受け、

その内容を検討し、決定している。 

相見積の有無（有の場合は見積

数） 
無 

相見積をとってない場合はその

理由 

平成 27 年度に平成 27 年 10 月から平成 28 年 3

月の契約期間（ただし、個人番号カードの交付状況

によっては契約期間を延長することがある）を前提

に、プロポーザル方式（応募 5 者）で委託先を選定

しており、当初の契約期間を延長する場合は原則的

として同一相手先との継続を前提とし、それ以外の

相手先との契約は行わないため相見積の提出は受

けていない。 

相見積をとっているが一番低い

相手先としていない場合はその

理由 

該当なし 

前回の契約方法及び契約先 該当なし 

前々回の契約方法及び契約先 該当なし 

 

（５）入札の概要 

落札率 該当なし 

参加事業者数 該当なし 

予定価格の積算方法 該当なし 

前回の契約方法及び契約先 該当なし 

前々回の契約方法及び契約先 該当なし 

 

２．監査の結果及び意見 

（１）委託業務の品質管理のための評価（意見） 

委託業務において、市は履行状況の点検だけではなく、当該業務の質を

確保するという品質管理の観点から、業務の総合評価を行い、業務改善に

向けた指示や指導を行うことが望まれる。総合評価の評価項目としては、

一般的には、業務目的の理解、技術力の発揮、協議記録の提出、作業の進

捗管理、積極的な取組への姿勢、市からの要請への対応状況、トラブルへ

の対応状況、品質管理のための自主的な取組、業務の目的の達成度などが

考えられる。また、評価指標として、委託業務の KPI を設定することも有

効である。 
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しかし、現状では、日次報告、月次報告などの提出を受けているのみで

あり、委託業務に対する総合評価は行われていない。 

同額の委託料を支払ったとしても、例えば仕様書どおりの履行が確保さ

れている場合、市の指導を経て履行が確保された場合、改善指示を要する

不適切な履行があった場合では、業務の総合評価は異なる。委託業務の総

合評価を行わなければ、委託業務の品質を適切に管理することができず、

今後の業務の改善に向けた指示が徹底できないおそれや、今後の委託業務

の品質管理のための課題を把握できないおそれがある。 

市として、契約期間を通じて、上記の項目などを評価項目とする「委託

業務総合評価シート」の様式を設定し、委託業務の総合評価を行い、目標

と実績の差異の分析評価により、次年度の業務の改善へつなげることが望

まれる。 

 

（２）履行確認の文書化（意見） 

契約書の第 15 条、仕様書の第 3 条において、受託者が交付事務センター

運営状況や受付等窓口業務状況について日次報告、月次報告を市に提出す

ることが定められている。 

あらかじめ仕様書に記載のとおり、業務履行されていることを確認する

ために、所管課は、日次報告、月次報告の報告書を確認し、また、定例会

において問題点の洗い出しや協議等を実施している。しかし、履行確認の

チェックポイントが文書化されていないため、これらの履行確認の項目・

水準の検討が属人的となり、人事異動があったときなどは、委託業務の適

切な評価が実施できないおそれがある。 

履行確認のチェックポイントを記載した上で、履行確認するための書類

を回付し、課長の承認決裁を得ることが望まれる。 
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【１１】尼崎市市民課窓口等業務委託（市民協働局 市民課） 

１．概要 

（１）事業の内容  

事業名 尼崎市市民課窓口等業務委託 

担当部・課 市民協働局 市民サービス部 市民課 

事業内容 尼崎市の市民課窓口等の業務を行う。 

 

（２）委託契約の概要 

契約名 尼崎市市民課窓口等業務委託 

契約先名 株式会社パソナ パソナソーシング・尼崎 

契約内容 

本庁、阪急塚口サービスセンター、阪神尼崎サービ

スセンター、ＪＲ尼崎サービスセンターの市民課窓口

の運営 

契約開始年月日 平成 28 年 4 月 1 日 

契約終了年月日 平成 29 年 3 月 31 日 

契約額（税込） 210,872,160 円 

契約保証金の減免及び免除 

尼崎市契約規則第32条第1号（注）の規定に基づ

き、契約保証金の納付は免除している。 
（注）尼崎市契約規則第 32 条第 1 号 

契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証

保険契約を締結したとき。 

契約方法 

平成 28 年 1 月 4 日から平成 31 年 3 月 31 日まで

の期間の委託業務選定に当たりプロポーザル方式

での業者選定を実施し、選ばれた委託先に対して、

当該期間は一者随意契約を継続している。 

（地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号） 

履行確認方法 

契約書の第 15 条に従い、業務完了後直ちに成果

を報告し、委託者は業務の完了を確認するための

検査を完了しなければならない。 

再委託先 無 

再委託の業務範囲 該当なし 

再委託金額 該当なし 
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（３）委託の理由 

委託の理由 

民間のノウハウを活かし、専門性をより高めるため。

また、窓口職場における職員体制を確保し、繁閑に

応じた柔軟な人員配置による混雑緩和等市民サー

ビスの向上と安定した運営を図るため。 

同種の業務につき委託と直営の

併存の有無 
有 

委託と直営の割合に関する方針 窓口業務には市職員が実施する必要がある業務

（直営業務）とそれ以外の業務（委託業務）があり、

直営業務は、公権力の行使を伴うため行政で担う必

要がある。 
併存の理由 

委託契約の分割の有無 無 

委託契約の分割数 該当なし 

委託契約を分割している場合の

委託契約の分割の方針（各契約

の規模の方針） 

該当なし 

 

（４）随意契約の概要 

随意契約の理由 

本件は、見積金額の単純比較だけでなく、応募書

類、採点項目等、総合的に評価する必要があるた

め、プロポーザルによる業者選定を行っており、地

方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号に規

定される「性質又は目的が競争入札になじまないも

の」に該当するため。 

根拠法令 地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号 

予定価格の積算方法 
事業者から入手した参考見積を参考にして、予定価

格を決定している。 

相見積の有無（有の場合は見積

数） 
無 

相見積をとってない場合はその

理由 

プロポーザル選定時に価格も含めた企画提案を評

価・採用したため。 

相見積をとっているが一番低い

相手先としていない場合はその

理由 

該当なし 

前回の契約方法及び契約先 
随意契約／株式会社パソナ パソナソーシング・尼

崎 

前々回の契約方法及び契約先 該当なし 

 

  



112 

 

（５）入札の概要 

落札率 該当なし 

参加事業者数 該当なし 

予定価格の積算方法 該当なし 

前回の契約方法及び契約先 該当なし 

前々回の契約方法及び契約先 該当なし 

 

２．監査の結果及び意見 

（１）委託業務の品質管理のための評価（意見） 

委託業務において、市は、履行状況の点検だけではなく、当該業務の質

を確保するという品質管理の観点から、業務の総合評価を行い、業務改善

に向けた指示や指導を行うことが望まれる。総合評価の評価項目としては、

一般的には、業務目的の理解、技術力の発揮、協議記録の提出、作業の進

捗管理、積極的な取組への姿勢、市からの要請への対応状況、トラブルへ

の対応状況、品質管理のための自主的な取組、業務の目的の達成度などが

考えられる。また、評価指標として、委託業務の KPI を設定することも有

効である。 

しかし、現状では、実施報告などの提出を受けているのみであり、委託

業務に対する総合評価は行われていない。 

同額の委託料を支払ったとしても、例えば仕様書どおりの履行が確保さ

れている場合、市の指導を経て履行が確保された場合、改善指示を要する

不適切な履行があった場合では、業務の総合評価は異なる。委託業務の総

合評価を行わなければ、委託業務の品質を適切に管理することができず、

今後の業務の改善に向けた指示が徹底できないおそれや、今後の委託業務

の品質管理のための課題を把握できないおそれがある。 

市として、契約期間を通じて、上記の項目などを評価項目とする「委託

業務総合評価シート」の様式を設定し、委託業務の総合評価を行うことが

考えられる。また、上記項目に追加して、例えば、「市民満足度調査の点

数」などの KPI を設定して、目標と実績の差異の分析評価により次年度の

業務の改善へつなげることが望まれる。 

 

（２）履行確認の文書化（意見） 

契約書の第 15 条において「第 1 項 受託者は、委託業務を完了したとき

は、直ちに、委託業務の成果を委託者に報告しなければならない。」「第 2
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項 委託者は、前項の規定による報告を受けたときは、報告を受けた日か

ら 10 日以内に受託者の立会いの上、仕様書等に定めるところにより、業務

の完了を確認するための検査を完了しなければならない。」と定められて

いる。  

所管課では、実施報告書の内容を確認するほか、定例会議を行うことで、

履行の確認をしているとのことであるが、履行確認のチェックポイントは

文書化されていない。このため、履行確認の項目・水準が属人化され、人

事異動があった時などには、委託業務の適切な評価が実施できないおそれ

がある。 

履行確認のチェックポイントを記載した上で、実施報告書や定例会議議

事録等を回付し、課長の承認決裁を得ることが望まれる。 
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【１２】平成 28 年度尼崎市国民健康保険料収納業務（市民協働局 国保

年金課） 

１．概要 

（１）事業の内容  

事業名 平成 28 年度尼崎市国民健康保険料収納業務 

担当部・課 市民協働局 市民サービス部 国保年金課 

事業内容 国民健康保険料の徴収業務 

 

（２）委託契約の概要 

契約名 平成 28 年度尼崎市国民健康保険料収納業務 

契約先名 株式会社アイヴィジット 

契約内容 
市内 31 地区のうち 17 地区を対象に徴収業務及

び、その他付随業務を行う。 

契約開始年月日 平成 28 年 4 月 1 日 

契約終了年月日 平成 29 年 3 月 31 日 

契約額（税込） 66,300,583 円 

契約保証金の減免及び免除 

尼崎市契約規則第32条第3号（注）の規定に基づき、

契約保証金の納付は免除している。 
（注）尼崎市契約規則第 32 条第 3 号 

入札に参加する者に必要な資格を有する者と契約を締結する場

合において、その者が過去 2 年の間に、市と種類及び規模をほ

ぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて

誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなる恐れがないと認

められるとき。 

契約方法 

平成 25 年度に平成 26 年 4 月から 3 年間の契約期

間を前提にプロポーザル方式による公募を実施し、

応募 4 者から選ばれた委託先に対して、平成 26 年

度から 3 年間は、毎年継続して一者随意契約を継

続している（注）。 

（地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号） 
（注）契約書上の契約期間は 1 年間であるが、業務実績を検討した上

で特段の問題がなければ、公募で予定している期間の間、同一

業者と継続して契約する予定である。 

履行確認方法 

契約書の第 15 条、仕様書に従い、毎月、委託業務

の実施結果報告書の提出を受け、担当者が確認し

ている。 

再委託先 無 

再委託の業務範囲 該当なし 

再委託金額 該当なし 
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（３）委託の理由 

委託の理由 

民間事業者のノウハウを活用して業務を行うことによ

り、収納率の向上と、公共サービスの充実を図るた

め。 

同種の業務につき委託と直営の

併存の有無 
有 

委託と直営の割合に関する方針 
直営の嘱託員の退職補充を行わず、当該地区を委

託地区とする。 

併存の理由 上記方針により段階的に移行している。 

委託契約の分割の有無 無 

委託契約の分割数 該当なし 

委託契約を分割している場合の

委託契約の分割の方針（各契約

の規模の方針） 

該当なし 

 

（４）随意契約の概要 

随意契約の理由 

価格だけではなく、企画力、技術力、他都市におけ

る実績の裏付等がなければ、確実で効果的な収納

業務を行えるか、個人情報の取扱いの安全性が確

保できるか等を十分に確認することができないため、

プロポーザル方式により総合的に選定することとし、

選定された事業者と、3 年間継続して契約することと

したため。  

根拠法令 地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号 

予定価格の積算方法 

プロポーザルで決定した金額に、プロポーザル時点

からの担当地区の増加を加味して決定している（注）。 
（注）委託料のほか、徴収額、口座勧奨実績に応じたインセンティブを

支払う契約となっている。 

相見積の有無（有の場合は見積

数） 
無 

相見積をとってない場合はその

理由 

平成 25 年度に平成 26 年 4 月から 3 年間の契約期

間を前提に、プロポーザル方式（応募 4 者）で委託

先を選定しており、当該期間内は、原則として同一

相手先との継続を前提とし、それ以外の相手先との

契約は行わないため相見積の提出は受けていな

い。 

相見積をとっているが一番低い

相手先としていない場合はその

理由 

該当なし 



116 

 

前回の契約方法及び契約先 

平成 22 年度にプロポーザル方式により選定（契約

期間：平成 23 年度～平成 25 年度）／ 

株式会社アイヴィジット 

前々回の契約方法及び契約先 指名競争入札／株式会社エンジニアサカウエ 

 

（５）入札の概要 

落札率 該当なし 

参加事業者数 該当なし 

予定価格の積算方法 該当なし 

前回の契約方法及び契約先 該当なし 

前々回の契約方法及び契約先 該当なし 

 

２．監査の結果及び意見 

（１）委託業務の品質管理のための評価（意見） 

委託業務において、市は履行状況の点検だけではなく、当該業務の質を

確保するという品質管理の観点から、業務の総合評価を行い、業務改善に

向けた指示や指導を行うことが望まれる。総合評価の評価項目としては、

一般的には、業務目的の理解、技術力の発揮、協議記録の提出、作業の進

捗管理、積極的な取組への姿勢、市からの要請への対応状況、トラブルへ

の対応状況、品質管理のための自主的な取組、業務の目的の達成度などが

考えられる。評価指標として、委託業務の KPI を設定することも有効であ

る。 

しかし、現状では、実施結果報告書（月次）などの提出を受けているの

みで、徴収額・口座勧奨数の数値目標の設定は行われているものの、委託

業務に対する総合評価は行われていない。 

同額の委託料を支払ったとしても、例えば仕様書どおりの履行が確保さ

れている場合、市の指導を経て履行が確保された場合、改善指示を要する

不適切な履行があった場合では、業務の総合評価は異なる。委託業務の総

合評価を行わなければ、委託業務の品質を適切に管理することができず、

今後の業務の改善に向けた指示が徹底できないおそれや、今後の委託業務

の品質管理のための課題を把握できないおそれがある。 

市として、契約期間を通じて、上記の項目などを評価項目とする「委託

業務総合評価シート」の様式を設定し、委託業務の総合評価を行い、次年

度の業務の改善へつなげることが望まれる。 
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（２）履行確認の文書化（意見） 

契約書の約款第 15条、仕様書の 3（2）において、業務実施月の翌月 7日

までに、未収保険料訪問催告業務実績報告書等を紙媒体で提出することが

定められている。 

あらかじめ仕様書に記載のとおり、業務履行されていることを確認する

ために、所管課は徴収額・口座勧奨数など報告書の内容を確認し、課長の

確認も実施しているが、こういった履行確認のチェックポイントは文書化

されていない。このため、履行確認の項目・水準の検討が属人的となり、

人事異動があったときなどは、委託業務の適切な評価が実施できないおそ

れがある。 

履行確認のチェック事項も記載した上で未収保険料訪問催告業務実績報

告書等を回付し、課長の承認決裁を得ることが望まれる。 
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【１３】尼崎市生活支援サービス体制整備事業委託業務（健康福祉局 

高齢介護課） 

１．概要 

（１）事業の概要 

事業名 生活支援サービス体制整備事業 

担当部・課 健康福祉局 福祉部 高齢介護課 

事業内容 

高齢者を対象に生活支援・介護予防サービスの充

実に向けて、ボランティア等の生活支援の担い手の

養成・発掘等の地域資源の開発やそのネットワーク

化などを行う「生活支援コーディネーター（地域支え

合い推進員）」の配置など多様な生活支援サービス

の提供体制の構築 

 

（２）委託契約の概要 

契約名 尼崎市生活支援サービス体制整備事業委託業務 

契約先名 
社会福祉法人尼崎市社会福祉協議会（注） 

（注）社会福祉法人尼崎市社会福祉協議会は市の 100%出資団体であ

る。 

契約内容 

生活支援コーディネーターを各支部（中央地区、小

田地区、大庄地区、立花地区、武庫地区、園田地

区の計 6 地区）に 2 名配置し、地域における高齢者

の生活支援と介護予防を推進する業務 

契約開始年月日 平成 28 年 4 月 1 日 

契約終了年月日 平成 29 年 3 月 31 日 

契約額（税込） 39,871,000 円 

契約保証金の減免及び免除 

尼崎市契約規則第 32 条第 7 号、特定随意契約を

締結することができる団体との少額随意契約の締結

事務、契約保証金免除規定の取扱い等について 

(通知)（尼契第 7820 号 平成 21 年 3 月 30 日）（注）

に基づき、契約保証金の納付は免除している。 
（注）「特定随意契約を締結することができる団体との少額随意契約の

締結事務、契約保証金免除規定の取扱い等について (通知)（尼

契第 7820 号 平成 21 年 3 月 30 日）」は、契約保証金の納付を

免除することができる場合を定める、尼崎市契約規則第 32 条第

7 号の「市長が特に必要があると認めるとき」を次のとおり定めて

いる。 

3．②国・地方公共団体その他の公法人及び市が出資している公

益法人並びにそれに準ずる団体（市が出資している外郭団体を

含む）との契約 
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契約方法 
一者随意契約 

（地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号） 

履行確認方法 

契約書の第 15 条、仕様書に従い、下記の報告を受

け、担当者が確認している。 

・四半期分の報告 

活動実績件数等、各活動の実施団体数、取組状

況・成果・課題等に関することを対象圏域ごとに報

告 

・年間活動実績報告書等 

収支状況、対象圏域ごとの取組、全市での取組を

報告 

再委託先 該当なし 

再委託の業務範囲 該当なし 

再委託金額 該当なし 

 

（３）委託の理由 

委託の理由 

高齢者の生活支援・介護予防サービスの体制整備

の推進のために配置することとされている生活支援

コーディネーターは、市の地域福祉の推進に精通し

ている者が担うことが必要であるため。 

同種の業務につき委託と直営の

併存の有無 
無 

委託と直営の割合に関する方針 該当なし 

併存の理由 該当なし 

委託契約の分割の有無 無 

委託契約の分割数 該当なし 

委託契約を分割している場合の

委託契約の分割の方針（各契約

の規模の方針） 

該当なし 

 

（４）随意契約の概要 

随意契約の理由 

生活支援コーディネーターについては、従来から地

域福祉活動専門員を配置するなど、市において地

域福祉を推進してきている団体に委託することが目

的達成のために必要であるため。 

根拠法令 地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号 

予定価格の積算方法 
事業に必要な予定人数と予定単価などを用いて積

算している。 
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相見積の有無（有の場合は見積

数） 
無 

相見積をとってない場合はその

理由 

社会福祉法人尼崎市社会福祉協議会への一者随

意契約が継続しており、それ以外の団体への発注を

予定していないことから、見積書の提出依頼を行っ

ていない。 

相見積をとっているが一番低い

相手先としていない場合はその

理由 

該当なし 

前回の契約方法及び契約先 
一者随意契約／ 

社会福祉法人尼崎市社会福祉協議会 

前々回の契約方法及び契約先 該当なし 

 

（５）入札の概要 

落札率 該当なし 

参加事業者数 該当なし 

予定価格の積算方法 該当なし 

前回の契約方法及び契約先 該当なし 

前々回の契約方法及び契約先 該当なし 

 

２．監査の結果及び意見 

（１）委託料の前金払の合理性の判断（意見） 

委託料の支払の原則は、尼崎市契約規則第 44 条に定められているとおり、

「給付の完了を確認する検査を終了した後、契約の相手方からの適法な請

求があった日から 30日以内に支払う」ことである。 

ただし、地方自治法施行令第 163 条第 2 号には、「次の各号に掲げる経

費については、前金払をすることができる。『二 補助金、負担金、交付

金及び委託費』」と例外的に前払可能な項目について定められている。こ

れは特例の容認規定であり、その適用に当たっては、合理的な理由がなけ

ればならない。 

当該委託契約については、市は、委託料を前金払している。その理由は、

所管課によると、事業に係る委託料の大半を人件費相当分が占めており、

事業完了後に委託料の支払を行う場合、委託先の社会福祉法人尼崎市社会

福祉協議会の資金運営上、事業の遂行が困難となるため、とのことである。

この点については、当該団体の組織の活性化等を目的に、市から部長級及

び課長級職員を各 1 名派遣しており、当該派遣職員を通じて社会福祉法人

尼崎市社会福祉協議会の財務状況などを把握し、協議しているとのことで
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ある。しかし、社会福祉法人尼崎市社会福祉協議会の月次の資金繰り予算や

実績などの財務情報等をもとにした、前金払なしでの資金繰りの可否を検

討した上で承認された決裁書等などの書類を確認することはできなかった。 

経費の前金払は、前金払をする合理的な理由がある場合のみ、特例とし

て認めているものである。市は、社会福祉法人尼崎市社会福祉協議会への

前金払が合理的であるかどうかを十分に検討した上で、当該支払方法を容

認するか否かの判断をする必要がある。 

 

（２）業務計画書の様式及び記載事項の明確化（意見） 

契約書の第 3 条には、「受託者は、この契約締結後 14 日以内に仕様書等

に基づいて業務計画表を提出し、委託者に提出しなければならない。」と

定められている。業務計画表には業務を実施する上で必要の事項を具体的

に定めるべきである。 

しかし、契約書及び仕様書で業務計画表の作成が必要な旨が定められて

いる以外、仕様書等で計画に必要な内容及び様式が定められていないこと

から、提出されている業務計画表は以下のとおりであり、詳細な業務計画

にはなっていない。 

 

現状の業務計画表においては、生活支援コーディネーターの人員及び職

員名等が記載された名簿の提出を別途受けているものの、委託業務を確実

に実施するために必要な事項（生活支援サービスの具体的な内容、地区割
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り、市との協議の実施予定時期等）の記載がなく、委託業務を確実に効率

的に行えないおそれがある。したがって、仕様書等で業務計画書の様式及

び記載事項を明確にした上で、これらの情報を市と委託先で共有し、必要

に応じて修正を行うことが望まれる。なお、平成 29 年度からは、名簿等の

書類のほか、生活支援コーディネーターの具体的な活動計画の提出も受け

ている。 

 

（３）履行確認の文書化（意見） 

契約書の第 15 条において「第 1 項 受託者は、活動内容及びその実績等

を記載した次の各号に掲げる期間の終了後、すみやかに当該機関に係る活

動実績報告書を作成し、委託者に報告しなければならない。」「第 2 項 

受託者は、委託の期間の終了後、すみやかに当該機関に係る次の各号に掲

げる事項を記載した事業報告書を作成し、受託者に報告しなければならな

い。」と定められている。 

所管課は、あらかじめ仕様書に記載のとおり、業務遂行されていること

や、その実施時期が適切であったことを確認しているとのことだが、こう

いった履行確認のチェックポイントが文書化されていない。このため、履

行確認の項目・水準の検討が属人的となり、人事異動があったときには委

託業務の適切な評価が実施できないおそれがある。 

履行確認するための書類について、履行確認のチェック事項も記載した

上で回付し、課長の承認決裁を得ることが望まれる。 

 

（４）委託業務の品質管理のための評価(意見) 

委託業務において、市は、履行状況の点検だけではなく、当該業務の質

を確保するという品質管理の観点から、委託先の当該業務の総合評価を行

い、業務改善に向けた指示や指導を行うことが望まれる。 

総合評価の評価項目としては、一般的には、業務目的の理解、専門性の

発揮、協議記録の提出、作業の進捗管理、積極的な取組への姿勢、市から

の要請への対応状況、トラブルへの対応状況、品質管理のための自主的な

取組、業務の目的の達成度、予定価格に対する委託契約額の割合などが考

えられる。 

業務実施報告書にて取組状況、成果・実績・推進上の課題の把握を行う

とともに近隣他都市との協議等を通じて、適切な評価指標の設定に向けて

検討を行っているが、委託業務に対する総合評価は行われていない。 
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同額の委託料を支払ったとしても、仕様書どおりの履行が確保されてい

る場合、市の指導を経て履行が確保された場合、改善指示を要する不適切

な履行があった場合では、業務の総合評価は異なる。委託業務の総合評価

を行わなければ、今後の業務の改善に向けた指示を行えないおそれや、今

後の委託業務の品質管理のための課題を把握できないおそれがある。 

市として、契約期間を通じて、上記の項目などを記載する、「委託業務

総合評価シート」を設定するなどにより、委託業務の総合評価を行い、次

年度の業務の改善へつなげることが望まれる。 
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【１４】平成 28 年度尼崎市老人いこいの家管理運営委託（健康福祉局 

高齢介護課） 

１．概要 

（１）事業の概要 

事業名 老人いこいの家運営事業 

担当部・課 健康福祉局 福祉部 高齢介護課 

事業内容 

老人いこいの家は、老人福祉センターの機能を補

完するため、老人に対して健全な憩の場を提供する

施設として、主に地区福祉会館等準公共的な既設

の施設を指定しているもので、老人に慰安と休息を

与え、心身の健康保持を図り、もって老人の福祉増

進に寄与することを目的としている。 

 

（２）委託契約の概要 

契約名 平成 28 年度尼崎市老人いこいの家管理運営委託 

契約先名 
社会福祉法人 尼崎市社会福祉協議会（注） 

（注）社会福祉法人 尼崎市社会福祉協議会は市の 100%出資団体で

ある。 

契約内容 

各老人いこいの家の代表者と運営委託契約を締結

し、市からの委託料の支払とともに、各老人いこいの

家が円滑かつ適正に運営されるよう各老人いこいの

家の代表者を指導すること。 

契約開始年月日 平成 28 年 4 月 1 日 

契約終了年月日 平成 28 年 9 月 30 日 

契約額（税込） 年間支払額 3,150,000 円（単価契約） 

委託の理由 

老人いこいの家として、市内で 63 箇所を指定してい

るため、地域に密着した地域福祉を推進している法

人に委託することによって、本事業の事務の効率化

を図る。 

契約保証金の減免及び免除 

尼崎市契約規則第 32 条第 7 号、特定随意契約を

締結することができる団体との少額随意契約の締結

事務、契約保証金免除規定の取扱い等について 

(通知)（尼契第 7820 号 平成 21 年 3 月 30 日）（注）

に基づき、契約保証金の納付は免除している。 
（注）「特定随意契約を締結することができる団体との少額随意契約の

締結事務、契約保証金免除規定の取扱い等について (通知)（尼

契第 7820 号 平成 21 年 3 月 30 日）」は、契約保証金の納付を

免除することができる場合を定める、尼崎市契約規則第 32 条第

7 号の「市長が特に必要があると認めるとき」を次のとおり定めて

いる。 

3．②国・地方公共団体その他の公法人及び市が出資している公

益法人並びにそれに準ずる団体（市が出資している外郭団体を

含む）との契約 
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契約方法 
一者随意契約（地方自治法施行令第 167 条の 2 第

1 項第 2 号） 

履行確認方法 

契約書の第 15 条に従い、老人いこいの家管理運

営委託業務の成果報告を委託業務完了後に受け、

確認している。 

再委託先 各老人いこいの家の代表者：63 箇所 

再委託の業務範囲 

① 利用者がいつでも湯茶の利用ができるようにして

おくこと。 

② 慰安、娯楽等の用具を整備し、いつでも利用で

きるようにしておくこと。 

③ 看板を掲示し、利用者に周知すること。 

④ 利用状況や委託料の使途について報告するこ

と。 

再委託金額 3,150,000 円 

 

（３）委託の理由 

委託の理由 

老人いこいの家として、市内で 63 箇所を指定してい

るため、地域に密着した地域福祉を推進している法

人に委託することによって、本事業の事務の効率化

を図るため。 

同種の業務につき委託と直営の

併存の有無 
無 

委託と直営の割合に関する方針 該当なし 

併存の理由 該当なし 

委託契約の分割の有無 無 

委託契約の分割数 該当なし 

委託契約を分割している場合の

委託契約の分割の方針（各契約

の規模の方針） 

該当なし 
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（４）随意契約の概要 

随意契約の理由 

受託者は、市内の老人福祉センターの指定管理者

として、高齢者の健康づくり、生きがいづくりのため

の事業を展開しており、地域の高齢者との相互理解

や信頼関係を構築している。これまでの良好な受託

実績からも本事業の適切な実施ができると判断した

ため。 

根拠法令 地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号 

予定価格の積算方法 
1 箇所当たり定額の金額に施設数を乗じて積算され

ている。 

相見積の有無（有の場合は見積

数） 
無 

相見積をとってない場合はその

理由 

契約先への一者随意契約が継続しており、それ以

外の団体への発注を予定していないことから、見積

書の提出依頼を行っていない。 

相見積をとっているが一番低い

相手先としていない場合はその

理由 

該当なし 

前回の契約方法及び契約先 随意契約／尼崎市社会福祉協議会 

前々回の契約方法及び契約先 随意契約／尼崎市社会福祉協議会 

 

（５）入札の概要 

落札率 該当なし 

参加事業者数 該当なし 

予定価格の積算方法 該当なし 

前回の契約方法及び契約先 該当なし 

前々回の契約方法及び契約先 該当なし 

 

２．監査の結果及び意見 

（１）補助金としての支出(結果) 

尼崎市は、老人福祉法による老人福祉施設の機能を補充するため、地区

福祉会館等を、老人に対し健全な憩の場を提供する施設である「老人いこ

いの家」として指定している。当該委託料は、「老人いこいの家」の光熱

水費、備品、洗濯代、修繕代、消耗品費等の運営管理費について、社会福

祉協議会を通じ、一部経費補助として 1 件当たり定額 5 万円を支給してい

るものである。 

当該委託業務の内容は、具体的には、受託先の社会福祉協議会に対して、

「健全な憩の場の提供を目的に、本市が指定する各老人いこいの家の代表
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者と当該施設運営について、個別に業務委託契約を締結し、委託料を支払

うこと」及び「各老人いこいの家の代表者に老人いこいの家が適正に運営

されるよう必要な指導を行うこと」となっていた。 

しかし、実質的には施設の運営管理費を市が一部補助する性質のもので

あり、委託料ではなく補助金に該当すると考えられ、補助金として取り扱

うべきであった。 

なお、平成 25 年度に実施した「尼崎市公開事業たな卸し」の点検結果

「廃止・要改善」を踏まえて、今後は「場」の提供に対し委託料を拠出す

るといった現在の制度ではなく、地域福祉やコミュニティ活動の拠点とし

ての「場」を活用した「活動」に対する支援について、そのあり方を検討

するといった対応方針を定めており、平成 28 年 10 月以降は、平成 29 年度

から実施する介護予防・日常生活支援総合事業への移行に向けて、住民主

体の交流活動や介護予防に資する活動を充実するための補助事業へ転換さ

れている。 
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【１５】兵庫県歯科医師会事務処理費請求・支払事務委託（健康福祉局 

福祉医療課） 

１．概要 

（１）事業の概要 

事業名 福祉医療費助成事業 

担当部・課 健康福祉局 福祉部 福祉医療課 

事業内容 福祉医療費助成制度対象者への医療費の助成 

 

（２）委託契約の概要 

契約名 兵庫県歯科医師会事務処理費請求・支払事務委託 

契約先名 一般社団法人 兵庫県歯科医師会 

契約内容 

歯科医師会会員の各医療機関が取り扱った福祉医

療助成に関する診療件数に係る市への事務処理費

の請求及びその件数に応じて支払うべき事務処理

費を算定のうえ、市に代わって医療機関に支払う事

務 

契約開始年月日 平成 28 年 4 月 1 日 

契約終了年月日 平成 29 年 3 月 31 日 

契約額（税込） 年間支払額 9,293,130 円（単価契約） 

契約保証金の減免及び免除 減免及び免除はない。 

契約方法 
一者随意契約 

（地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号） 

履行確認方法 

毎月、請求書の請求件数と兵庫県国民健康保険団

体連合会からの報告件数との一致を確かめ、履行を

確認している。 

再委託先 無 

再委託の業務範囲 無 

再委託金額 無 

 

（３）委託の理由 

委託の理由 福祉医療費支給制度の円滑な実施を図るため。 

同種の業務につき委託と直営の

併存の有無 
無 

委託と直営の割合に関する方針 該当なし 

併存の理由 該当なし 

委託契約の分割の有無 無 

委託契約の分割数 該当なし 
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委託契約を分割している場合の

委託契約の分割の方針（各契約

の規模の方針） 

該当なし 

 

（４）随意契約の概要 

随意契約の理由 

歯科医師会は、医道の高揚と歯科医学の進歩発達

と公衆衛生の普及向上を図り、もって福祉を増進す

ることを目的として設立され、各医療機関を会員とす

る唯一の団体であるため、上記相手方と契約を締結

するものである。 

根拠法令 地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号 

予定価格の積算方法 過去の福祉医療助成の診療件数の実績値の平均 

相見積の有無（有の場合は見積

数） 
無 

相見積をとってない場合はその

理由 

上記随意契約の理由のとおり、歯科医師会が各医

療機関を会員とする唯一の団体であるため、相見積

をとる必要がない。 

相見積をとっているが一番低い

相手先としていない場合はその

理由 

該当なし 

前回の契約方法及び契約先 随意契約／一般社団法人 兵庫県歯科医師会 

前々回の契約方法及び契約先 随意契約／一般社団法人 兵庫県歯科医師会 

 

（５）入札の概要 

落札率 該当なし 

参加事業者数 該当なし 

予定価格の積算方法 該当なし 

前回の契約方法及び契約先 該当なし 

前々回の契約方法及び契約先 該当なし 

 

２．監査の結果及び意見 

特に記載すべき事項はなかった。 
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【１６】予防接種についての契約（健康福祉局 地域保健担当） 

１．概要 

（１）事業の概要 

事業名 予防接種事業 

担当部・課 健康福祉局 保健部 地域保健担当 

事業内容 

感染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防

するとともに、感染しないための免疫を獲得するため

に、その対象者について予防接種法第 5 条に規定

されている各種予防接種を実施する。 

 

（２）委託契約の概要 

契約名 予防接種についての契約 

契約先名 一般社団法人 尼崎市医師会 

契約内容 
予防接種法第 5 条に規定されている定期予防接種

について、医師会に委託し、医療機関で実施する。 

契約開始年月日 平成 28 年 4 月 1 日 

契約終了年月日 平成 29 年 3 月 31 日 

契約額（税込） 

年間支払額 525,094,619 円 

契約は単価契約であり、予防接種ごとに単価設定さ

れている。 

契約保証金の減免及び免除 

尼崎市契約規則第 32 条第 3 号（注）に基づき、契約

保証金の納付は免除している。 
（注）尼崎市契約規則第 32 条第 3 号 

入札に参加する者に必要な資格を有する者と契約を締結する場

合において、その者が過去 2 年の間に、市と種類及び規模をほ

ぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて

誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなる恐れがないと認

められるとき。 

契約方法 
一者随意契約（地方自治法施行令第 167 条の 2 第

1 項第 2 号） 

履行確認方法 

契約書の第 7 条に従い、所管課は、毎月、接種に

使用した予診票と接種人員をとりまとめた実施報告

書の提出を受け、市は予診票の内容を精査し、関係

法令に基づいた適正な接種であったことを確認し、

その件数が請求書、実施報告書に反映されている

か確かめている。 

再委託先 無 

再委託の業務範囲 該当なし 

再委託金額 該当なし 
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（３）委託の理由 

委託の理由 

予防接種の実施は医師でなければならないため。ま

た、市民の最寄りの医療機関での接種ができるよう、

適正かつ効率的で円滑な接種体制を確保する必要

があるため。 

同種の業務につき委託と直営の

併存の有無 
有 

委託と直営の割合に関する方針 

結核（BCG）の予防接種のみ直営実施。（集団接種） 

直営実施に係る医師は、委嘱医師及び報償費によ

る医師にて対応されている。 

併存の理由 

過去にツベルクリン反応検査を行った後に、BCG を

接種していた経緯があるなど、接種手技が他の予防

接種と異なるため医師会として受託できないと言わ

れていたため。 

（ただし、現在は医師会も受託の意向を示しており、

平成 30 年 1 月に委託化することが決定されてい

る。） 

委託契約の分割の有無 無 

委託契約の分割数 該当なし 

委託契約を分割している場合の

委託契約の分割の方針（各契約

の規模の方針） 

該当なし 

 

（４）随意契約の概要 

随意契約の理由 

市内のほとんどの医療機関が加入する尼崎市医師

会と契約をすることにより、医療機関へ実施内容の

周知、及び知識の普及が迅速かつ効率的に図ら

れ、事業目的が均一的に達成されるため。 

根拠法令 地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号 

予定価格の積算方法 
診療報酬を基に積算した委託単価に年間接種見込

人数を乗じて算出している。 

相見積の有無（有の場合は見積

数） 
無 

相見積をとってない場合はその

理由 

事業の目的を達成することができる相手先が他にな

いため。 

相見積をとっているが一番低い

相手先としていない場合はその

理由 

該当なし 

前回の契約方法及び契約先 一者随意契約／一般社団法人 尼崎市医師会 

前々回の契約方法及び契約先 一者随意契約／一般社団法人 尼崎市医師会 
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（５）入札の概要 

落札率 該当なし 

参加事業者数 該当なし 

予定価格の積算方法 該当なし 

前回の契約方法及び契約先 該当なし 

前々回の契約方法及び契約先 該当なし 

 

２．監査の結果及び意見 

（１）履行確認の文書化（意見） 

契約書の第 7 条において「第 1 項 受託者は、第 5 条第 1 項に規定する

予防接種料について、承諾者がその予防接種を実施した日の属する月分を

とりまとめ、委託者が指定する方法により委託者に請求するものとする。」

と定められている。 

所管課は、あらかじめ仕様書に記載のとおり、業務履行されていること

を確認するために、市は予診票の内容を精査し、関係法令に基づいた適正

な接種であったことを確認し、その件数が請求書、実施報告書に反映され

ているか確認しているとのことだが、これらのチェックポイントが文書化

されていないため、履行確認の項目・水準の検討が属人的となり、人事異

動があったときなどには、委託業務の適切な評価が実施できないおそれが

ある。 

このため、履行確認のチェック事項も記載した上で実施報告書を回付し、

課長の承認決裁を得ることが望まれる。 
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【１７】産業振興事業事務委託（経済環境局 経済活性対策課、地域産

業課、しごと支援課） 

１．概要 

（１）事業の概要 

事業名 
中小企業新技術・新製品創出支援事業、ほか 21 事

業 

担当部・課 
経済環境局 経済部 経済活性対策課、 

地域産業課、 しごと支援課 

事業内容 
市内産業の振興と地域経済の活性化を目的とした

産業振興事業 

 

（２）委託契約の概要 

契約名 産業振興事業事務委託 

契約先名 
公益財団法人 尼崎地域産業活性化機構（注） 

（注）公益財団法人尼崎地域産業活性化機構は市の 99.9%出資団体

である。 

契約内容 

経済部が実施する、中小企業新技術・新製品創出

事業、生産性向上支援事業など 22 の事業に関する

中小企業への経費の一部助成の募集及び申請の

受付などの実施 

契約開始年月日 平成 28 年 4 月 1 日 

契約終了年月日 平成 29 年 3 月 31 日 

契約額（税込） 40,075,000 円 

契約保証金の減免及び免除 

尼崎市契約規則第 32 条第 7 号、特定随意契約を

締結することができる団体との少額随意契約の締結

事務、契約保証金免除規定の取扱い等について 

(通知)（尼契第 7820 号 平成 21 年 3 月 30 日）（注）

に基づき、契約保証金の納付は免除している。 
（注）「特定随意契約を締結することができる団体との少額随意契約の

締結事務、契約保証金免除規定の取扱い等について (通知)（尼

契第 7820 号 平成 21 年 3 月 30 日）」は、契約保証金の納付を

免除することができる場合を定める、尼崎市契約規則第 32 条第

7 号の「市長が特に必要があると認めるとき」を次のとおり定めて

いる。 

3．②国・地方公共団体その他の公法人及び市が出資している公

益法人並びにそれに準ずる団体（市が出資している外郭団体を

含む）との契約 

契約方法 
一者随意契約（地方自治法施行令第 167 条の 2 第

1 項第 2 号） 



134 

 

履行確認方法 

契約書の第 13 条、仕様書に従い、完了報告書（各

業務の件数等）の提出を受け、履行を確認してい

る。 

再委託先 国田 幸雄 

再委託の業務範囲 事業所景況調査事業における集計結果の分析委託 

再委託金額 62,524 円（1,276 円/時間（税込）） 

 

（３）委託の理由 

委託の理由 

市の産業支援機関であり地域の事業者へ各種支援

施策を実施している公益財団法人尼崎地域産業活

性化機構へ委託することで、市の産業支援策をより

効率的に実施するため。 

同種の業務につき委託と直営の

併存の有無 
無 

委託と直営の割合に関する方針 該当なし 

併存の理由 該当なし 

委託契約の分割の有無 無 

委託契約の分割数 該当なし 

委託契約を分割している場合の

委託契約の分割の方針（各契約

の規模の方針） 

該当なし 

 

（４）随意契約の概要 

随意契約の理由 

公益財団法人尼崎地域産業活性化機構は、市が抱

える都市問題の解決に向けた調査研究等を行うとと

もに、まちづくりの根幹である産業の振興及び中小

企業等の勤労者の福祉向上に向けた各種事業を推

進し、もって地域及び産業の活性化に寄与すること

を目的として設立された市の出資団体である。 

同財団は、市内事業者の情報や産業界とのネット

ワークのほか、幅広い視野からの調査研究機能を有

しており、当該委託業務を効果的・効率的に実施す

ることができる唯一の団体である。また、当該委託業

務は同財団の設立目的に合致している。以上より、

公益財団法人尼崎地域産業活性化機構との一者

随意契約を行っているものである。 

根拠法令 地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号 
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予定価格の積算方法 

各委託事業を執行するために必要となる人件費相

当額、諸経費、その他の必要経費を合算し、見積額

を積算している。 

相見積の有無（有の場合は見積

数） 
無 

相見積をとってない場合はその

理由 

公益財団法人尼崎地域産業活性化機構への一者

随意契約が継続しており、それ以外の団体への発

注を予定していないことから、見積書の提出依頼を

行っていない。 

相見積をとっているが一番低い

相手先としていない場合はその

理由 

該当なし 

前回の契約方法及び契約先 
一者随意契約／ 

公益財団法人 尼崎地域産業活性化機構 

前々回の契約方法及び契約先 
一者随意契約／ 

公益財団法人 尼崎地域産業活性化機構 

 

（５）入札の概要 

落札率 該当なし 

参加事業者数 該当なし 

予定価格の積算方法 該当なし 

前回の契約方法及び契約先 該当なし 

前々回の契約方法及び契約先 該当なし 

 

２．監査の結果及び意見 

（１）委託料の前金払の合理性の判断（意見） 

委託料の支払の原則は、尼崎市契約規則第 44 条に定められているとおり、

「給付の完了を確認する検査を終了した後、契約の相手方からの適法な請

求があった日から 30日以内に支払う」ことである。 

ただし、地方自治法施行令第 163 条第 2 号には、「次の各号に掲げる経

費については、前金払をすることができる。『二 補助金、負担金、交付

金及び委託費』」と例外的に前払可能な項目について定められている。こ

れは特例の容認規定であり、適用に当たっては、合理的な理由がなければ

ならない。 

当委託先に対し、委託費の前金払をしているが、その理由は、所管課に

よると、委託先は外郭団体の公益財団法人であり、運営資金に余裕がなく、

当該事業の実施に当たっては、年度当初から人件費及び事業費等が必要と
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なるため、とのことである。しかし、委託先の財務情報等をもとにした、

前金払なしでの資金繰りの可否の検討はなされていなかった。 

経費の前金払は、前金払をする合理的な理由がある場合のみ、支出の特

例として認めているものであり、地方自治法施行令第 163 条第 2 号に前金

払に係る容認規定があるからといって、無条件に認めるべきではない。市

は、委託先への前金払が合理的であるかどうかを十分に検討した上で、当

該支払方法を容認するか否かの判断をする必要がある。 

 

（２）再委託の事前承認漏れ（結果） 

契約書の第 4 条第 2 項によると、「受託者は、業務の一部を第三者に委

任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ委託者の承認を得な

ければならない。」と定められている。 

当該委託業務については、再委託について事前に口頭による承認はして

いるとのことだが、その証跡は確認できなかった。契約書の記載に従い、

再委託の事前承認手続を行い、その証跡を残す必要がある。 

 

（３）委託業務の再委託管理の強化(契約書の入手)(意見) 

当該委託業務については、再委託について、（２）に記載のとおり事前

に口頭による承認はしているとのことだが、再委託の契約書を入手してい

なかった。 

委託業務全体を発注者として管理するため、再委託の契約書を委託先か

ら入手することをルールとして明確化した上で、所管課は、再委託契約の

契約内容や契約先に関して事前承認と合致しているか、また、再々委託が

行われている場合には、その合理性を検討する等して、不適切な契約と

なっていないことを確認することが望まれる。 

 

（４）履行確認の文書化（意見） 

契約書の第 13 条において「第 1 項 受託者は、委託業務を完了したとき

は、直ちに、委託業務の成果を委託者に報告しなければならない。」「第 2

項 委託者は、前項の規定による報告を受けたときは、報告を受けた日か

ら 10 日以内に、仕様書等に定めるところにより、業務の完了を確認するた

めの検査を完了しなければならない。」と定められている。所管課は、委

託業務の履行確認に関して、仕様書に記載のとおり、業務遂行されている

ことを、業務完了報告書により確認しているとのことである。しかし、履
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行確認のチェックポイントが文書化されていないため、履行確認の項目・

水準の検討が属人的となり、人事異動があったときなどには、委託業務の

適切な評価が実施できないおそれがある。このため、履行確認のチェック

ポイントを記載した上で報告書を回付し、課長の承認決裁を得ることが望

まれる。 

 

（５）委託業務の品質管理のための評価（意見） 

委託業務において、市は、履行状況の点検だけではなく、当該業務の質

を確保するという品質管理の観点から、業務の総合評価を行い、業務改善

に向けた指示や指導を行うことが望まれる。総合評価の評価項目としては、

一般的には、業務目的の理解、技術力の発揮、協議記録の提出、作業の進

捗管理、積極的な取組への姿勢、市からの要請への対応状況、トラブルへ

の対応状況、品質管理のための自主的な取組、業務の目的の達成度、予定

価格に対する委託契約額の割合などが考えられる。また、評価指標として、

委託業務の KPI を設定することも有効である。 

しかし、当該委託業務については、業務実施報告書にて取組・課題・支

援策等を確認している業務もあるが、総合評価は行われていない。これは、

市の方針として委託業務の総合評価を行うことがルール化されていないた

めである。 

同額の委託料を支払ったとしても、仕様書どおりの履行が確保されてい

る場合、市の指導を経て履行が確保された場合、改善指示を要する不適切

な履行があった場合では、業務の総合評価は異なる。委託業務の総合評価

を行わなければ、委託業務の品質を適切に管理することができず、今後の

業務の改善に向けた指導が徹底できないおそれや、今後の委託業務の品質

管理のための課題を把握できないおそれがある。 

市として、契約期間を通じて、上記の項目などを記載する「委託業務総

合評価シート」を設定し、委託業務の総合評価を行うことが考えられる。

そして、当該委託業務については、上記項目に追加して、例えば中小企業

新技術・新製品創出支援事業の申請件数などを KPI として設定して、目標

値と実績値の評価分析により、次年度の業務の改善へつなげることが望ま

れる。 

  



138 

 

【１８】不法投棄防止対策業務（経済環境局 業務課） 

１．概要 

（１）事業の概要 

事業名 ごみのないまちづくり事業 

担当部・課 経済環境局 環境部 業務課 

事業内容 

不法投棄防止対策のより一層の推進を図るととも

に、主要駅前ターミナル等の清掃やポイ捨て防止等

に関する啓発を行うことにより、まちなみ美化に努め

る。 

 

（２）委託契約の概要 

契約名 不法投棄防止対策業務 

契約先名 公益財団法人尼崎環境財団（注） 

（注）公益財団法人尼崎環境財団は市の 100%出資団体である。 

契約内容 

道路上等（市道、側溝等含む）における不法投棄物

（他の管理者の責任において処理すべきものを除

く）の巡視、啓発、収集を行い、委託者の指定する

場所まで運搬する。 

契約開始年月日 平成 28 年 4 月 1 日 

契約終了年月日 平成 29 年 3 月 31 日 

契約額（税込） 52,183,543 円 

契約保証金の減免及び免除 

尼崎市契約規則第 32 条第 3 号の規程（注）に基づ

き、契約保証金の納付を免除している。 
（注）尼崎市契約規則第 32 条第 3 号 

入札に参加する者に必要な資格を有する者と契約を締結する場

合において、その者が過去 2 年の間に、市と種類及び規模をほ

ぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて

誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなる恐れがないと認

められるとき。 

契約方法 
一者随意契約（地方自治法施行令第 167 条の 2 第

1 項第 2 号） 

履行確認方法 

契約書の第 13 条、仕様書に従い、毎月の業務完

了後、月報（6 地区ごとのパトロールの実施日、収集

量等の報告）の提出を受け、履行を確認している。 

再委託先 無 

再委託の業務範囲 該当なし 

再委託金額 該当なし 
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（３）委託の理由 

委託の理由 

行政と民間事業者の中間に位置する分野の補完・

代替機能を果たすべき尼崎環境財団へ公益性の高

い当該業務を委託することで、市の街並みの美化

を、効率的に実施することができるため。 

同種の業務につき委託と直営の

併存の有無 
無 

委託と直営の割合に関する方針 該当なし 

併存の理由 該当なし 

委託契約の分割の有無 無 

委託契約の分割数 該当なし 

委託契約を分割している場合の

委託契約の分割の方針（各契約

の規模の方針） 

該当なし 

 

（４）随意契約の概要 

随意契約の理由 

公益財団法人尼崎環境財団は、環境の保全及び公

衆衛生の確保を図り、もって住民の生活環境の向上

と福祉の増進に寄与することを目的として設立され

た市の出資団体である。 

市においては、同財団は、行政と民間事業者の中

間に位置する分野の補完・代替機能を果たすものと

運営方針を整理するとともに、より公益性の高い業

務を行うことにより、同財団の組織と人材を市のまち

づくりに活用していくべきであるとしたところである。

当該委託業務は、こうした市の方針に合致している

ことから、公益財団法人尼崎環境財団との一者随意

契約を行っているものである。 

根拠法令 地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号 

予定価格の積算方法 
事業者から徴収した見積書を参考の上、決定してい

る。 

相見積の有無（有の場合は見積

数） 
無 

相見積をとってない場合はその

理由 

公益財団法人尼崎環境財団への一者随意契約が

継続しており、それ以外の団体への発注を予定して

いないことから、見積書の提出依頼を行っていな

い。 

相見積をとっているが一番低い

相手先としていない場合はその

理由 

該当なし 

前回の契約方法及び契約先 一者随意契約／公益財団法人尼崎環境財団 
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前々回の契約方法及び契約先 一者随意契約／公益財団法人尼崎環境財団 

 

（５）入札の概要 

落札率 該当なし 

参加事業者数 該当なし 

予定価格の積算方法 該当なし 

前回の契約方法及び契約先 該当なし 

前々回の契約方法及び契約先 該当なし 

 

２．監査の結果及び意見 

（１）委託料の概算払の合理性の判断（意見） 

委託料の支払の原則は、尼崎市契約規則第 44 条に定められているとおり、

「給付の完了を確認する検査を終了した後、契約の相手方からの適法な請

求があった日から 30日以内に支払う」ことである。 

ただし、地方自治法施行令第 162 条第 6 号には、「次の各号に掲げる経

費については、概算払をすることができる。『六 前各号に掲げるものの

ほか、経費の性質上概算をもつて支払をしなければ事務の取扱いに支障を

及ぼすような経費で普通地方公共団体の規則で定めるもの』」と定められ

ており、さらに尼崎市財務規則第 55 条には、「政令第 162 条第 6 号の規定

により概算払をすることができる経費は、次のとおりとする。『（4）公社、

公団に対して支払う経費』『（6）委託費』」と定められている。このよう

に、委託料の特例として概算払が認められており、その特例の適用に当

たっては、合理的な理由がなければならない。 

当委託先に対し、市は委託費の概算払をしているが、その理由は、所管

課によると、「委託先は、営利を目的とせず公益のために設立された公益

財団法人であり、業務遂行時の運転資金が十分に賄えないことから、当該

事業の必要経費に充てるため概算払を行っている」とのことである。 

この点については、市は、受託者からの依頼に基づき、委託先の財務内

容も考慮し判断しているとのことである。しかし、委託先の月次の資金繰り

予算や実績などの財務情報等をもとにした、概算払なしでの資金繰りの可

否を検討した上で承認された決裁書等などの書類を確認することはできな

かった。 

経費の概算払は、概算払をする合理的な理由がある場合にのみ、支出の

特例として認めているものであり、地方自治法施行令第 162 条第 6 号の規

定に概算払の容認規定があるからといって、無条件に認めるべきではない。



141 

 

市は、概査払を行うことに合理的な理由があるのか否か十分検討した上で、

概算払の容認の可否の判断を行うことが必要である。 

 

（２）市による予定価格の積算（意見） 

尼崎市契約規則第 24 条には、「市長は、随意契約の方法により契約を締

結しようとするときは、第 14 条の規定に準じて予定価格を定めなければな

らない。」と定められている。予定価格について、同規則第 14 条第 2 項に

「予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、

需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期限の長短等を考慮して適正

に定めなければならない。」、契約規則の運用について 3(12)イに、「予定

価格の具体的決定方法は、その事項に関する予算、設計図書等により行い、

価格の総額について決定するものである。ここで設計図書等とは、第 14 条

第 2 項に規定する事項のほか、材料、工賃、所要日数、利益等の原価計算、

地域の経済性、特殊性、業者の能力等を指すものであること。」と定めら

れている。 

市は契約金額の予定価格の決定に当たり、市による積算ではなく財団か

ら徴収した見積により行っている。 

所管課によると、当該業務を財団に委託した当初に行った積算をもとに、

毎年度の業務遂行の可否を判断するための見積を徴収し、それが適正であ

ると認められれば、当該見積による価格を参考の上、予定価格を決定して

いるとのことである。 

委託料が高止まりすることを防止するために、例えば、当年度予定業務

量の正確な見積を行った上で合理的な予定価格を見積もるなどして、市は、

自ら予定価格を積算することが望まれる。 

 

（３）一者随意契約の見直し（意見） 

地方公共団体が委託先を選定する場合には、不特定多数の参加者を募る

「一般競争入札」が原則とされており、「指名競争入札」や「随意契約」

は、例外的な取扱いとして認められている。 

委託先の選定に当たり競争性を機能させ、事業の経済性を確保する観点

からは、原則どおり入札の徹底が望まれ、やむを得ず、随意契約による場

合であっても、プロポーザル方式によるか、少なくとも複数見積書の徴取

の徹底が望まれる。 

 しかし、本業務委託は市の外郭団体である公益財団法人尼崎環境財団と
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の一者随意契約が継続しており、複数の見積書の徴取もされていないため、

競争原理が働いていない状況である。このため、委託料の金額の適切性の

検証ができておらず、高止まりしているおそれがある。 

一者随意契約が継続している理由は所管課によると、「本市の出資団体

である公益財団法人尼崎環境財団については、平成 19 年 1 月の『外郭団体

の統廃合及び経営改善について－外郭団体の自立経営に向けた市の取組方

針－』を受けた協議・調整のなかで、市の方針として存続することが確認

され、今後、財団は、行政と民間事業者の中間に位置する分野の補完、代

替機能を果たしていくこととされた。また、平成 20 年 12 月 11 日に市議会

に示された『財団法人尼崎市環境整備事業公社の今後のあり方について

（市方針）』においては、今後とも同財団の組織と人材を本市のまちづく

りに活用していくべきとし、現行の直営業務のうち同財団で実施すること

がふさわしい公益性の高い業務を移行していくこととしたところである。

本業務委託は、こうした方針に該当する業務であり、環境の保全及び公衆

衛生の確保を図ることを目的に設立された経緯も踏まえ、引き続き同財団

が担うべき業務として整理・分類されたところであり、地方自治法施行令

第 167 条第 1 項第 2 号に該当すると判断し、一者随意契約としている」と

のことである。 

しかし、不法投棄防止対策業務は、巡視・啓発・収集・運搬などの業務

であり、必ずしも公益財団法人尼崎環境財団でなければ行えないものでも

なく、民間事業者でも実施可能であると考える。このため、当該委託業務

は民間への委託が可能であり、一者随意契約を容認する要件には該当しな

いと考える。 

したがって、本業務委託について、一般競争入札あるいは企画提案方式

（プロポーザル方式）の採用などの契約方法に変更し、競争原理の導入に

より、経済性を確保することが望まれる。 

 

（４）履行確認の文書化（意見） 

契約書の第 13 条において「受託業務を完了したときは、直ちに、委託業

務の成果を委託者に報告しなければならない。」と定められている。 

所管課は、委託業務の履行確認については、仕様書の第 4 条に従い、毎月、

業務完了後、翌月の 5 日までに提出を受けている業務実施報告書について、

課長まで起案書の回付により、供覧を行っているとのことである。しかし、

履行確認に関するチェックポイントが文書化されていないため、履行確認
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の項目・水準の検討が属人的となり、人事異動があったときなどには、委

託業務の適切な評価が実施できないおそれがある。 

このため、履行確認のチェックポイントを記載した上で報告書を回付し、

課長の承認決裁を得ることが望まれる。 

 

（５）委託業務の品質管理のための評価（意見） 

委託業務において、市は、履行状況の点検だけではなく、当該業務の質

を確保するという品質管理の観点から、業務の総合評価を行い、業務改善

に向けた指示や指導を行うことが望まれる。総合評価の評価項目としては、

一般的には、業務目的の理解、技術力の発揮、協議記録の提出、作業の進

捗管理、積極的な取組への姿勢、市からの要請への対応状況、トラブルへ

の対応状況、品質管理のための自主的な取組、業務の目的の達成度、予定

価格に対する委託契約額の割合などが考えられる。また、評価指標として、

委託業務の KPI を設定することも有効である。 

しかし、当該委託業務については、不法投棄の品目の分析や排出の傾向

等を特に確認しているが、総合評価は行われていない。これは、市の方針

として委託業務の総合評価を行うことがルール化されていないためである。 

同額の委託料を支払ったとしても、仕様書どおりの履行が確保されてい

る場合、市の指導を経て履行が確保された場合、改善指示を要する不適切

な履行があった場合では、業務の総合評価は異なる。委託業務の総合評価

を行わなければ、委託業務の品質を適切に管理することができず、今後の

業務の改善に向けた指導が徹底できないおそれや、今後の委託業務の品質

管理のための課題を把握できないおそれがある。 

市として、契約期間を通じて、上記の項目などを記載する「委託業務総

合評価シート」を設定し、委託業務の総合評価を行い、次年度の業務の改

善へつなげることが望まれる。 
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【１９】一般家庭ごみ収集運搬業務委託（A 地区）（経済環境局 業務

課） 

１．概要 

（１）事業の概要 

事業名 じんかい収集事業 

担当部・課 経済環境局 環境部 業務課 

事業内容 
市内一円から排出される一般家庭ごみ等を収集運

搬する。 

 

（２）委託契約の概要 

契約名 一般家庭ごみ収集運搬業務委託（A 地区） 

契約先名 有限会社清菱 

契約内容 

A 地区（西昆陽 1・2 丁目、南塚口町 8 丁目、猪名

寺 1・2 丁目、南清水など）の一般家庭から排出され

るごみ収集運搬業務 

契約開始年月日 平成 28 年 4 月 1 日 

契約終了年月日 平成 29 年 3 月 31 日 

契約額（税込） 46,872,000 円 

契約保証金の減免及び免除 

尼崎市契約規則第 32 条第 1 号（注）に基づき、契約

保証金の納付は免除している。 
（注）契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証

保険契約を締結したとき。 

契約方法 
一者随意契約（地方自治法施行令第 167 条の 2 第

1 項第 2 号） 

履行確認方法 

契約書の第 13 条、仕様書に従い、毎月の収集運

搬業務完了後、月報及び日報の提出を受け、履行

を確認している。 

再委託先 無 

再委託の業務範囲 該当なし 

再委託金額 該当なし 

 

（３）委託の理由 

委託の理由 

当該業務は、法令により市に処理責任が課せられて

いるとともに、市民生活の根幹に関わる基幹的サー

ビスであり、安定的に、確実に、継続して業務を実施

しつつも、業務実施における経済性や効率性を追

求しているため。 

同種の業務につき委託と直営の

併存の有無 
有 
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委託と直営の割合に関する方針 
全市的に収集が滞るような非常事態において、市内

全域の定期収集ごみを一定期間収集できる直営能

力を確保（＝世帯数比で 35%相当） 併存の理由 

委託契約の分割の有無 有 

委託契約の分割数 26  

委託契約を分割している場合の

委託契約の分割の方針（各契約

の規模の方針） 

地元業者の受注機会の確保に配慮している。 

 

（４）随意契約の概要 

随意契約の理由 

平成 21 年度より、初年度は指名競争入札を行い、

以降 3 年間については特段の事情が無い限り、初

年度契約業者と同一条件で随意契約を行っている

（平成 21 年及び平成 25 年に指名競争入札を実

施）。 

根拠法令 地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号 

予定価格の積算方法 
事業者から徴収した見積書を参考の上、決定してい

る。 

相見積の有無（有の場合は見積

数） 
無 

相見積をとってない場合はその

理由 

随意契約の理由に記載のとおり、平成 25 年度に、

指名競争入札を行い、平成 26 年度以降 3 年間に

ついては特段の事情が無い限り、初年度契約業者

と同一条件で随意契約を行っているため、それ以外

の団体へは見積書の提出を依頼していないため。 

相見積をとっているが一番低い

相手先としていない場合はその

理由 

該当なし 

前回の契約方法及び契約先 一者随意契約／有限会社清菱 

前々回の契約方法及び契約先 一者随意契約／有限会社清菱 
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（５）入札の概要 

落札率 該当なし 

参加事業者数 該当なし 

予定価格の積算方法 該当なし 

前回の契約方法及び契約先 該当なし 

前々回の契約方法及び契約先 該当なし 

 

２．監査の結果及び意見 

（１）履行確認の文書化（意見） 

契約書の第 13 条において「第 1 項 受託者は、委託業務を完了したとき

は、直ちに、委託業務の成果を委託者に報告しなければならない。」「第 2

項 委託者は、前項の規定による報告を受けたときは、報告を受けた日か

ら 10 日以内に受託者の立会いの上、仕様書等に定めるところにより、業務

の完了を確認するための検査を完了しなければならない。」と定められて

いる。所管課は、仕様書の第 8 条に従い、受託者は毎月の収集運搬業務完

了後、翌月 5 日までに業務実施報告書を提出し、市はこの報告を受けて課

長まで供覧を行っているとのことである。 

しかし、委託業務の履行確認に関するチェックポイントが文書化されて

いないため、履行確認の項目・水準の検討が属人的となり、人事異動が

あったときなどには、委託業務の適切な評価が実施できないおそれがある。

このため、履行確認のチェックポイントを記載した上で報告書を回付し、

課長の承認決裁を得ることが望まれる。 

 

（２）委託業務の品質管理のための評価（意見） 

委託業務において、市は、履行状況の点検だけではなく、当該業務の質

を確保するという品質管理の観点から、業務の総合評価を行い、業務改善

に向けた指示や指導を行うことが望まれる。 

総合評価の評価項目としては、一般的には、業務目的の理解、技術力の

発揮、協議記録の提出、作業の進捗管理、積極的な取組への姿勢、市から

の要請への対応状況、トラブルへの対応状況、品質管理のための自主的な

取組、業務の目的の達成度、予定価格に対する委託契約額の割合などが考

えられる。また、評価指標として、委託業務の KPI を設定することも有効

である。 

しかし、当該委託業務については、総合評価は行われていない。これは
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市の方針として委託業務の総合評価を行うことがルール化されていないた

めである。 

同額の委託料を支払ったとしても、仕様書どおりの履行が確保されてい

る場合、市の指導を経て履行が確保された場合、改善指示を要する不適切

な履行があった場合では、業務の総合評価は異なる。委託業務の総合評価

を行わなければ、委託業務の品質を適切に管理することができず、今後の

業務の改善に向けた指導が徹底できないおそれや、今後の委託業務の品質

管理のための課題を把握できないおそれがある。 

市として、契約期間を通じて、上記の項目などを記載する「委託業務総

合評価シート」を設定し、委託業務の総合評価を行うことが考えられる。 

そして、当該委託業務については、上記の項目に追加して、例えば、車

両事故及び業務災害並びに苦情処理の発生件数などを KPI として設定して、

目標値と実績値の評価分析により、次年度の業務の改善へつなげることが

望まれる。 
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【２０】第 1工場運転管理業務委託（経済環境局 クリーンセンター） 

１．概要 

（１）事業の概要 

事業名 
尼崎市立クリーンセンターの各施設の運転管理業

務 

担当部・課 経済環境局 環境部 クリーンセンター 

事業内容 

家庭から出されたごみと事業所や商店から出された

ごみの焼却施設である尼崎市立クリーンセンター各

施設の運転及び維持管理 

 

（２）委託契約の概要 

契約名 第 1 工場運転管理業務委託 

契約先名 Hitz 環境サービス株式会社西日本支社 

契約内容 

クリーンセンターとは、家庭から出されたごみと事業

所や商店から出されたごみ処理施設で、当該委託

業務は、全部で 2 施設あるうちの第 1 工場の施設

の運転及び維持管理の包括的委託である。 

契約開始年月日 平成 28 年 4 月 1 日 

契約終了年月日 平成 29 年 3 月 31 日 

契約額（税込） 169,560,000 円 

契約保証金の減免及び免除 

尼崎市契約規則第 32 条第 1 号（注）に基づき、契約

保証金の納付は免除している。 
（注）契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保

証保険契約を締結したとき。 

契約方法 指名競争入札 

履行確認方法 

契約書の第 15 条、仕様書に従い、毎月のクリーセ

ンター第 1 工場運転管理業務委託報告書の提出を

受け、履行の確認をしている。 

再委託先 無 

再委託の業務範囲 該当なし 

再委託金額 該当なし 
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（３）委託の理由 

委託の理由 

第 1 工場は、年間稼働日数が 186 日と、運転日数

や規模が少ないため、クリーンセンターの効率的な

運営を目的として委託している。 

同種の業務につき委託と直営の

併存の有無 
有 

委託と直営の割合に関する方針 
メインである第 2 工場は直営、サブの第 1 工場を委

託している。 

併存の理由 

事業の実施者を直営も含め、複数者にすることによ

り、クリーンセンターを安定的に運営している。すな

わち、直営か委託先のどちらかが運転できなくなっ

ても、もう一方が継続運転することで、クリーンセン

ターの運転ができるよう、危機管理を考え併存して

いる。 

委託契約の分割の有無 無 

委託契約の分割数 該当なし 

委託契約を分割している場合の

委託契約の分割の方針（各契約

の規模の方針） 

該当なし 

 

（４）随意契約の概要 

随意契約の理由 指名競争入札であり、随意契約ではない。 

根拠法令 該当なし 

予定価格の積算方法 該当なし 

相見積の有無（有の場合は見積

数） 
該当なし 

相見積をとってない場合はその

理由 
該当なし 

相見積をとっているが一番低い

相手先としていない場合はその

理由 

該当なし 

前回の契約方法及び契約先 該当なし 

前々回の契約方法及び契約先 該当なし 
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（５）入札の概要 

落札率 100.0% 

参加事業者数 2 者 

予定価格の積算方法 

予定見積工数に国土交通省が毎年実施している建

築保全業務労務単価の実態調査結果等に基づい

て決定した単価を乗じて積算している。 

前回の契約方法及び契約先 
指名競争入札／ 

Hitz 環境サービス株式会社西日本支社 

前々回の契約方法及び契約先 
指名競争入札／ 

Hitz 環境サービス株式会社西日本支社 

 

２．監査の結果及び意見 

（１）履行確認の文書化（意見） 

業務委託契約書の第 15 条において「第 1 項 受託者は、委託業務を完了

したときは、直ちに、委託業務の成果を委託者に報告しなければならな

い。」、「第 2 項 委託者は、前項の規定による報告を受けたときは、報

告を受けた日から 10 日以内に受託者の立会いの上、仕様書等に定めるとこ

ろにより、業務の完了を確認するための検査を完了しなければならない。」

と定められている。 

所管課は、履行確認に関して、あらかじめ仕様書に記載のとおり、遅滞

なく業務遂行されていることや、その実施時期が適切であったこと等を運

転管理業務委託日報などで確認しているとのことである。しかし、このよ

うな履行確認のチェックポイントが文書化されていないため、履行確認の

項目・水準の検討が属人的となり、人事異動があったときなどには、委託

業務の適切な評価が実施できないおそれがある。このため、履行確認の

チェックポイントを記載した上で報告書を回付し、所長の承認決裁を得る

ことが望まれる。 

 

（２）委託業務の品質管理のための評価（意見） 

委託業務において、市は、当履行状況の点検だけではなく、当該業務の

質を確保するという品質管理の観点から、業務の総合評価を行い、業務改

善に向けた指示や指導を行うことが望まれる。総合評価の評価項目として

は、一般的には、業務目的の理解、技術力の発揮、協議記録の提出、作業

の進捗管理、積極的な取組への姿勢、市からの要請への対応状況、トラブ

ルへの対応状況、品質管理のための自主的な取組、業務の目的の達成度、
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予定価格に対する委託契約額の割合などが考えられる。また、委託業務の

KPIを設定することも有効である。 

しかし、当該委託業務については、運転管理業務委託日報などの提出を

受けているのみであり、委託業務に対する総合評価は行われていない。こ

れは、市の方針として委託業務の総合評価を行うことがルール化されてい

ないためである。 

同額の委託料を支払ったとしても、仕様書どおりの履行が確保されてい

る場合、市の指導を経て履行が確保された場合、改善指示を要する不適切

な履行があった場合では、業務の総合評価は異なる。委託業務の総合評価

を行わなければ、委託業務の品質を適切に管理することができず、今後の

業務の改善に向けた指示を行えないおそれや、今後の委託業務の品質管理

のための課題を把握できないおそれがある。 

市として、契約期間を通じて、上記の項目などを記載する「委託業務総

合評価シート」を設定し、委託業務の総合評価を行うことが考えられる。

そして、当該委託業務においても、毎年、上に記載した市のルールにより

委託業務の総合評価を行い、次年度の業務の改善へつなげることが望まれ

る。 
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【２１】第 2 工場ボイラー・タービン定期点検整備業務委託（経済環境

局 クリーンセンター） 

１．概要 

（１）事業の概要 

事業名 
尼崎市立クリーンセンターの各施設の運転管理業

務 

担当部・課 経済環境局 環境部 クリーンセンター 

事業内容 

家庭から出されたごみと事業所や商店から出された

ごみの焼却施設である尼崎市立クリーンセンター各

施設の運転及び維持管理業務 

 

（２）委託契約の概要 

契約名 第 2 工場ボイラー・タービン定期点検整備業務委託 

契約先名 株式会社 タクマ  

契約内容 

尼崎市立クリーンセンター第 2 工場のボイラー・ター

ビン設備の電気事業法に基づく定期点検整備業務

の委託 

契約開始年月日 平成 28 年 12 月 26 日 

契約終了年月日 平成 29 年 3 月 31 日 

契約額（税込） 216,000,000 円 

契約保証金の減免及び免除 

尼崎市契約規則第 32 条第 1 号（注）に基づき、契約

保証金の納付は免除している。 
（注）契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保

証保険契約を締結したとき。 

契約方法 
一者随意契約（尼崎市契約事務規程第 3 条 1 項に

基づき契約課で入札を行い契約） 

履行確認方法 

契約書の第 15 条、仕様書に従い、定期点検整備

報告書（整備内容、取替部品、将来の予測等の報

告）の提出を受け、技術監理課立会で履行確認 

再委託先 

・株式会社峯工業所 ・株式会社長瀬工業所 

・昭和汽力株式会社 ・株式会社北村電気工業所 

・協立技研株式会社 ・㈲野村溶工 

・株式会社サンテクノ ・大阪耐火原料株式会社 

・非破壊検査株式会社大阪事業本部 ・株式会社

環境ソルテック 

・酉島製作所株式会社 ・明西エンジニアリング株

式会社 

・原田工業株式会社 ・ＣＣＩ・シンフォニア株式会

社・川崎重工業株式会社 
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再委託の業務範囲 

・ボイラードラム点検整備 

・管寄せ点検整備 

・水管点検整備 

・水面計点検整備 

・水圧テスト 

・過熱器管取替整備 

・ボイラー給水ポンプ電動機点検整備 

・ボイラー給水ポンプ点検整備 

・脱気器給水ポンプ点検整備 

・復水ポンプ点検整備 

・減温水供給ポンプ点検整備 

・タービン排気ドレン移送ポンプ点検整備 

・安全弁点検整備 

・ボイラー主要弁点検整備 

・レベルスイッチ点検整備 

・圧力計取替整備 

・ボイラー、タービン付属配管点検整備 

・ボイラー、タービン総合試運転 

・減温減圧装置点検整備 

・純水装置制御盤点検整備 

・ボイラー1，2 パス下部ホッパ耐火物点検整備 

・ボイラー水管取替整備 

・再燃バーナ廻りキャスタブル点検整備 

・燃焼室水管壁ｺｰﾅｰ部キャスタブル点検整備 

・蒸気タービン本体点検整備 

・蒸気タービン補機類点検整備 

・タービン制御盤点検整備 

・タービン発電機点検整備 

・タービン総合試運転 

再委託金額（円） 把握していない 

 

（３）委託の理由 

委託の理由 
第 2 工場のボイラー・タービン設備の定期点検整備

業務は、専門性が高く直営では対応できないため。 

同種の業務につき委託と直営の

併存の有無 
無 

委託と直営の割合に関する方針 該当なし 

併存の理由 該当なし 

委託契約の分割の有無 無 

委託契約の分割数 該当なし 
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委託契約を分割している場合の

委託契約の分割の方針（各契約

の規模の方針） 

該当なし 

 

（４）随意契約の概要 

随意契約の理由 

委託先は、第 2 工場ボイラー・タービン設備の製造

メーカーであり、電気事業法に基づく定期点検整備

業務へ対応可能な唯一の業者である。 

このため、当該契約は地方自治法施行令第 167 条

の 2 第 1 項第 2 号の不動産の買入れ又は借入れ、

普通地方公共団体が必要とする物品の製造、修

理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の

売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入

札に適しないものをするときの場合、その性質又は

目的が競争入札に適しないものに該当するため、随

意契約としている。 

根拠法令 地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号 

予定価格の積算方法 
予定見積工数に兵庫県が公表している労務単価な

どを乗じて積算している。 

相見積の有無（有の場合は見積

数） 
無 

相見積をとってない場合はその

理由 

「随意契約の理由」に記載のとおり、第 2 工場ボイ

ラー・タービン設備の製造業者である株式会社タク

マへの一者随意契約とせざるを得ないことから、相

見積の入手を行っていない。 

相見積をとっているが一番低い

相手先としていない場合はその

理由 

該当なし 

前回の契約方法及び契約先 一者随意契約／株式会社 タクマ  

前々回の契約方法及び契約先 一者随意契約／株式会社 タクマ  

 

（５）入札の概要 

落札率 該当なし 

参加事業者数 該当なし 

予定価格の積算方法 該当なし 

前回の契約方法及び契約先 該当なし 

前々回の契約方法及び契約先 該当なし 
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２．監査の結果及び意見 

（１）履行確認の文書化（意見） 

業務委託契約書の第 15 条において「第 1 項 受託者は、委託業務を完了

したときは、直ちに、委託業務の成果を委託者に報告しなければならな

い。」、「第 2 項 委託者は、前項の規定による報告を受けたときは、報

告を受けた日から 10 日以内に受託者の立会いの上、仕様書等に定めるとこ

ろにより、業務の完了を確認するための検査を完了しなければならない。」

と定められている。 

所管課は、委託業務の履行確認に関して、仕様書に記載のとおり、遅滞

なく業務遂行されていることや、その実施時期が適切であったこと等を、

第 2 工場ボイラー・タービン定期点検整備業務委託業務委託報告書などで

確認しているとのことである。しかし、このような、定期点検整備業務委

託業務委託報告書などの履行確認のチェックポイントが文書化されていな

いため、履行確認の項目・水準の検討が属人的となり、人事異動があった

ときなどには、委託業務の適切な評価が実施できないおそれがある。この

ため、履行確認するための書類について、履行確認のチェックポイントを

記載した上で回付し、所長の承認決裁を得ることが望まれる。 

 

（２）委託業務の品質管理のための評価（意見） 

委託業務において、市は、当委託業務の履行状況の点検だけではなく、

当該業務の質を確保するという品質管理の観点から、業務の総合評価を行

い、業務改善に向けた指示や指導を行うことが望まれる。 

総合評価の評価項目としては、一般的には、業務目的の理解、技術力の

発揮、協議記録の提出、作業の進捗管理、積極的な取組への姿勢、市から

の要請への対応状況、トラブルへの対応状況、品質管理のための自主的な

取組、業務の目的の達成度、予定価格に対する委託契約額の割合などが考

えられる。また、委託業務の KPIを設定することも有効である。 

しかし、当該委託業務については、第 2 工場ボイラー・タービン定期点

検整備業務委託業務委託報告書などの提出を受けているのみであり、委託

業務に対する総合評価は行われていない。これは、市の方針として委託業

務の総合評価を行うことがルール化されていないためである。 

同額の委託料を支払ったとしても、仕様書どおりの履行が確保されてい

る場合、市の指導を経て履行が確保された場合、改善指示を要する不適切

な履行があった場合では、業務の総合評価は異なる。委託業務の総合評価
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を行わなければ、委託業務の品質を適切に管理することができず、今後の

業務の改善に向けた指示を行えないおそれや、今後の委託業務の品質管理

のための課題を把握できないおそれがある。 

市として、契約期間を通じて、上記の項目などを記載する「委託業務総

合評価シート」を設定し、委託業務の総合評価を行うことが考えられる。

そして、当該委託業務においても、毎年、上に記載した市のルールにより

委託業務の総合評価を行い、次年度の業務の改善へつなげることが望まれ

る。 

 

（３）委託業務の再委託管理の強化（契約書の入手）（意見） 

業務委託契約書の尼崎市業務委託契約約款第 6 条第 2 項によると、「受

託者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、

あらかじめ委託者の承認を得なければならない。」と定められている。 

所管課は、当該委託業務について事前承認しているが、再委託の契約書

を入手していない。 

委託業務全体を発注者として管理するため、再委託の契約書を委託先か

ら入手することをルールとして明確化した上で、所管課は、再委託契約の

契約内容や契約先に関して事前承認と合致しているか、また、再々委託が

行われている場合には、その合理性を検討する等して、不適切な契約と

なっていないことを確認することが望まれる。 
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【２２】一般廃棄物埋立処分委託（経済環境局 クリーンセンター） 

１．概要 

（１）事業の概要 

事業名 一般廃棄物の最終処分事業 

担当部・課 経済環境局 環境部 クリーンセンター 

事業内容 

尼崎市立クリーンセンター第 1 工場及び第 2 工場

から発生する焼却灰・ばいじん処理物の一般廃棄

物の最終処分 

 

（２）委託契約の概要  

契約名 一般廃棄物埋立処分委託 

契約先名 大阪湾広域臨海環境整備センター  

契約内容 

尼崎市立クリーンセンター第 1 工場及び第 2 工場

から発生する焼却灰・ばいじん処理物の一般廃棄

物最終処分地への埋立 

契約開始年月日 平成 28 年 4 月 1 日 

契約終了年月日 平成 29 年 3 月 31 日 

契約額（税込） 
9,072 円/t（単価契約） 

年間支払額 186,629,184 円 

契約保証金の減免及び免除 

尼崎市契約規則第32条第7号、 

特定随意契約を締結することができる団体との少額

随意契約の締結事務、契約保証金免除規定の取扱

い等について (通知)（尼契第7820号 平成21年3月

30日）（注）に基づき、契約保証金の納付は免除して

いる。 
（注）「特定随意契約を締結することができる団体との少額随意契約の

締結事務、契約保証金免除規定の取扱い等について(通知)（尼

契第 7820 号 平成 21 年 3 月 30 日）」は、契約保証金の納付を

免除することができる場合を定める、尼崎市契約規則第 32 条第

7 号の「市長が特に必要があると認めるとき」を次のとおり定めて

いる。 

3．⑥単価契約 

契約方法 
随意契約（地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項

第 2 号） 

履行確認方法 
処理量の記載された請求書の提出を受け、持出量

と処理量を比較している。 

再委託先 無 

再委託の業務範囲 該当なし 

再委託金額（円） 該当なし 
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（３）委託の理由 

委託の理由 

市から生ずる可燃性一般廃棄物の最終処分を行う

ことができる処分場が、大阪湾広域臨海環境整備セ

ンターのみであるため。 

同種の業務につき委託と直営の

併存の有無 
無 

委託と直営の割合に関する方針 該当なし 

併存の理由 該当なし 

委託契約の分割の有無 無 

委託契約の分割数 該当なし 

委託契約を分割している場合の

委託契約の分割の方針（各契約

の規模の方針） 

該当なし 

 

（４）随意契約の概要 

随意契約の理由 

「委託の理由」に記載のとおり、市から生ずる可燃性

一般廃棄物の最終処分を行うことができる処分場

は、大阪湾広域臨海環境整備センターのみである。 

このため当該契約は、「随意契約ガイドライン 5．随

意契約ができる場合（2）2 号随意契約の【物品・業

務委託等】⑤特定のものでなければ役務を提供する

ことができない場合」に該当するため、随意契約とし

ている。 

根拠法令 地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号 

予定価格の積算方法 事業者指定の単価を参考の上、決定している。 

相見積の有無（有の場合は見積

数） 
無 

相見積をとってない場合はその

理由 

「随意契約の理由」に記載のとおり、最終処分を行う

ことができる処分場は、大阪湾広域臨海環境整備セ

ンターのみであり、一者随意契約とせざるを得ないこ

とから、相見積は入手していない。 

相見積をとっているが一番低い

相手先としていない場合はその

理由 

該当なし 

前回の契約方法及び契約先 一者随意契約／大阪湾広域臨海環境整備センター  

前々回の契約方法及び契約先 一者随意契約／大阪湾広域臨海環境整備センター  

 

２．監査の結果及び意見 

特に記載すべき事項はなかった。 
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【２３】第 2 工場灰処理設備運転管理業務委託（経済環境局 クリーン

センター） 

１．概要 

（１）事業の概要 

事業名 
尼崎市立クリーンセンターの各施設の運転管理業

務 

担当部・課 経済環境局 環境部 クリーンセンター 

事業内容 

家庭から出されたごみと事業所や商店から出された

ごみの焼却施設である尼崎市立クリーンセンター各

施設の運転及び維持管理業務 

 

（２）委託契約の概要 

契約名 第 2 工場灰処理設備運転管理業務委託 

契約先名 株式会社 タクマテクノス 西日本支社 

契約内容 

尼崎市立クリーンセンターの第 2 工場の灰処理設

備の運転監視、日常点検、調整及び補修を行う業

務 

契約開始年月日 平成 28 年 4 月 1 日 

契約終了年月日 平成 29 年 3 月 31 日 

契約額（税込） 58,860,000 円 

契約保証金の減免及び免除 

尼崎市契約規則第 32 条第 1 号（注）に基づき、契約

保証金の納付は免除している。 
（注）契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証

保険契約を締結したとき。 

契約方法 指名競争入札 

履行確認方法 

契約書の第 15 条、仕様書に従い、毎日の報告書

（勤務実績表）の提出を受け、履行の確認をしてい

る。 

再委託先 無 

再委託の業務範囲 該当なし 

再委託金額 該当なし 

 

（３）委託の理由 

委託の理由 専門性が高く直営では対応できないため。 

同種の業務につき委託と直営の

併存の有無 
無 

委託と直営の割合に関する方針 該当なし 

併存の理由 該当なし 

委託契約の分割の有無 無 

委託契約の分割数 該当なし 
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委託契約を分割している場合の

委託契約の分割の方針（各契約

の規模の方針） 

該当なし 

 

（４）随意契約の概要 

随意契約の理由 該当なし 

根拠法令 該当なし 

予定価格の積算方法 該当なし 

相見積の有無（有の場合は見積

数） 
該当なし 

相見積をとってない場合はその

理由 
該当なし 

相見積をとっているが一番低い

相手先としていない場合はその

理由 

該当なし 

前回の契約方法及び契約先 該当なし 

前々回の契約方法及び契約先 該当なし 

 

（５）入札の概要 

落札率 100.0% 

参加事業者数 2 者 

予定価格の積算方法 

予定見積工数に国土交通省が毎年実施している建

築保全業務労務単価の実態調査結果に基づいて

決定した単価等を乗じて積算している。 

前回の契約方法及び契約先 
指名競争入札／ 

株式会社 タクマテクノス 西日本支社 

前々回の契約方法及び契約先 
指名競争入札／ 

株式会社 タクマテクノス 西日本支社 

 

２．監査の結果及び意見 

（１）履行確認の文書化（意見） 

業務委託契約書の第 15 条において「第 1 項 受託者は、委託業務を完了

したときは、直ちに、委託業務の成果を委託者に報告しなければならな

い。」、「第 2 項 委託者は、前項の規定による報告を受けたときは、報

告を受けた日から 10 日以内に受託者の立会いの上、仕様書等に定めるとこ

ろにより、業務の完了を確認するための検査を完了しなければならない。」

と定められている。 

所管課は、履行確認に関して、仕様書に記載のとおり、遅滞なく業務遂
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行されていることや、その実施時期が適切であったこと等を設備運転日報

などで確認しているとのことである。しかし、設備運転日誌などの履行確

認のチェックポイントが文書化されていないため、履行確認の項目・水準

の検討が属人的となり、人事異動があったときなどには、委託業務の適切

な評価が実施できないおそれがある。このため、履行確認するための書類

について、履行確認のチェックを記載した上で回付し、所長の承認決裁を

得ることが望まれる。 

 

（２）委託業務の品質管理のための評価（意見） 

委託業務において、市は、当履行状況の点検だけではなく、当該業務の

質を確保するという品質管理の観点から、業務の総合評価を行い、業務改

善に向けた指示や指導を行うことが望まれる。 

総合評価の評価項目としては、一般的には、業務目的の理解、技術力の

発揮、協議記録の提出、作業の進捗管理、積極的な取組への姿勢、市から

の要請への対応状況、トラブルへの対応状況、品質管理のための自主的な

取組、業務の目的の達成度、予定価格に対する委託契約額の割合などが考

えられる。また、評価指標として、委託業務の KPI を設定することも有効

である。このような委託業務の品質管理のための評価を行い、業務につい

て PDCAサイクルを回すことが望まれる。 

しかし、当該委託業務において、設備運転日報などの提出を受けている

のみであり、委託業務に対する総合評価は行われていない。これは、市の

方針として委託業務の総合評価を行うことがルール化されていないためで

ある。 

同額の委託料を支払ったとしても、仕様書どおりの履行が確保されてい

る場合、市の指導を経て履行が確保された場合、改善指示を要する不適切

な履行があった場合では、業務の総合評価は異なる。委託業務の総合評価

を行わなければ、委託業務の品質を適切に管理することができず、今後の

業務の改善に向けた指示を行えないおそれや、今後の委託業務の品質管理

のための課題を把握できないおそれがある。 

市として、契約期間を通じて、上記の項目などを記載する「委託業務総

合評価シート」を設定し委託業務の総合評価を行うことが考えられる。そ

して、当該委託業務においても、毎年、上に記載した市のルールにより委

託業務の総合評価を行い、次年度の業務の改善へつなげることが望まれる。 
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【２４】資源リサイクルセンター廃棄物資源化業務委託（経済環境局 

クリーンセンター） 

１．概要 

（１）事業の概要 

事業名 資源リサイクルセンターの運転管理事業 

担当部・課 経済環境局 環境部 クリーンセンター 

事業内容 
・ビン、缶、ペットボトルの分別、資源化 

・大型ごみ、小型ごみの破砕、資源化 

 

（２）委託契約の概要 

契約名 資源リサイクルセンター廃棄物資源化業務委託 

契約先名 株式会社 阪神環境クリエート 

契約内容 
資源物及び大型ごみ等の選別、解体及び分類整理

など 

契約開始年月日 平成 28 年 4 月 1 日 

契約終了年月日 平成 29 年 3 月 31 日 

契約額（税込） 150,984,000 円 

契約保証金の減免及び免除 

尼崎市契約規則第32条第3号（注）に基づき、契約保

証金の納付は免除している。 
（注）尼崎市契約規則第 32 条第 3 号 

入札に参加する者に必要な資格を有する者と契約を締結する場

合において、その者が過去 2 年の間に、市と種類及び規模をほ

ぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて

誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと

認められるとき。 

契約方法 
随意契約（地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項

第 2 号） 

履行確認方法 

契約書の第 15 条、仕様書により報告書（廃棄物資

源化業務報告書、選別施設運転・点検日誌、剪断

式破砕機運転日誌、クレーン点検日誌、金属プレス

装置運転日誌、ペットボトル圧縮梱包機運転日誌）

の提出を受け、履行を確認している。 

再委託先 無  

再委託の業務範囲 該当なし 

再委託金額 該当なし 
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（３）委託の理由 

委託の理由 

稼働当初から効率的に運営しており、経験十分な阪

神環境クリエートと契約し、効率的に業務を運営す

ることを優先するため。 

同種の業務につき委託と直営の

併存の有無 
無 

委託と直営の割合に関する方針 該当なし 

併存の理由 該当なし 

委託契約の分割の有無 無 

委託契約の分割数 該当なし 

委託契約を分割している場合の

委託契約の分割の方針（各契約

の規模の方針） 

該当なし 

 

（４）随意契約の概要 

随意契約の理由 
稼働当初から効率的に運営しており、経験十分な阪

神環境クリエートとの契約が不可欠である。 

根拠法令 地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号 

予定価格の積算方法 
予定見積工数に兵庫県が公表している労務単価な

ど乗じて積算している。 

相見積の有無（有の場合は見積

数） 
無 

相見積をとってない場合はその

理由 

株式会社阪神環境クリエートへの一者随意契約が

継続しており、それ以外の団体への発注を予定して

いないことから、見積書の提出依頼を行っていな

い。 

相見積をとっているが一番低い

相手先としていない場合はその

理由 

該当なし 

前回の契約方法及び契約先 一者随意契約／株式会社 阪神環境クリエート 

前々回の契約方法及び契約先 一者随意契約／株式会社 阪神環境クリエート 

 

（５）入札の概要 

落札率 該当なし 

参加事業者数 該当なし 

予定価格の積算方法 該当なし 

前回の契約方法及び契約先 該当なし 

前々回の契約方法及び契約先 該当なし 
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２．監査の結果及び意見 

（１）一者随意契約の見直し（意見） 

地方公共団体が委託先を選定する場合には、不特定多数の参加者を募る

「一般競争入札」が原則とされており、「指名競争入札」や「随意契約」

は、例外的な取扱いとして認められている。 

委託先の選定に当たり競争性を機能させ、事業の経済性を確保する観点

からは、原則どおり入札の徹底が望まれ、やむを得ず、随意契約による場

合であっても、プロポーザル方式によるか、少なくとも複数見積書の徴取

の徹底が望まれる。 

しかし、当該委託業務においては、株式会社阪神環境クリエートとの一

者随意契約が継続しており、複数の見積書の徴取もされていないため、競

争原理が働いていない状況である。このため、所管課は、委託料の金額の

適切性の検証ができておらず、委託料が高止まりしているおそれがある。 

一者随意契約が継続している理由は、所管課によると、「資源リサイク

ルセンター開設時から委託業務を行っており、十分な経験を有しているた

め、『委託業務の性質又は目的が競争入札に適しないもの』（地方自治法

施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号）に該当し、一者随意契約を継続してい

る。」とのことである。 

しかし、随意契約ガイドラインの 2 号随意契約の要点には「単に、『業

務内容を熟知しており信用度が高いこと』『当該業務に精通していること』

等のみをもって当該契約者を限定していないか」の記載があり、当該委託

業務は、民間事業者も実施可能であることから、一者随意契約を容認する

要件には該当しないと考える。 

したがって、当該委託業務については、原則どおり入札か、あるいは企

画提案方式（プロポーザル方式）による総合評価によるなど、競争原理に

より委託先を選定する方法へ変更することが望まれる。 

 

（２）履行確認の文書化（意見） 

業務委託契約書の第 15 条において「第 1 項 受託者は、委託業務を完了

したときは、直ちに、委託業務の成果を委託者に報告しなければならな

い。」「第 2 項 委託者は、前項の規定による報告を受けたときは、報告

を受けた日から 10 日以内に受託者の立会いの上、仕様書等に定めるところ

により、業務の完了を確認するための検査を完了しなければならない。」

と定められている。 
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所管課は、履行確認に関して、あらかじめ仕様書に記載のとおり、遅滞

なく業務遂行されていることや、その実施時期が適切であったこと等を資

源リサイクルセンター廃棄物資源化業務報告書などで確認しているとのこ

とである。しかし、履行確認のチェックポイントが文書化されていないた

め、履行確認の項目・水準の検討が属人的となり、人事異動があったとき

などには、委託業務の適切な評価が実施できないおそれがある。このため、

履行確認のチェックポイントを記載した上で報告書を回付し、所長の承認

決裁を得ることが望まれる。 

 

（３）委託業務の品質管理のための評価（意見） 

委託業務において、市は、当履行状況の点検だけではなく、当該業務の

質を確保するという品質管理の観点から、業務の総合評価を行い、業務改

善に向けた指示や指導を行うことが望まれる。 

総合評価の評価項目としては、一般的には、業務目的の理解、技術力の

発揮、協議記録の提出、作業の進捗管理、積極的な取組への姿勢、市から

の要請への対応状況、トラブルへの対応状況、品質管理のための自主的な

取組、業務の目的の達成度、予定価格に対する委託契約額の割合などが考

えられる。また、評価指標として、委託業務の KPI を設定することも有効

である。 

しかし、当該委託業務については、資源リサイクルセンター廃棄物資源

化業務日誌などの提出を受けているのみであり、委託業務に対する総合評

価は行われていない。これは、市の方針として委託業務の総合評価を行う

ことがルール化されていないためである。 

同額の委託料を支払ったとしても、仕様書どおりの履行が確保されてい

る場合、市の指導を経て履行が確保された場合、改善指示を要する不適切

な履行があった場合では、業務の総合評価は異なる。委託業務の総合評価

を行わなければ、委託業務の品質を適切に管理することができず、今後の

業務の改善に向けた指示を行えないおそれや、今後の委託業務の品質管理

のための課題を把握できないおそれがある。 

市として契約期間を通じて上記の項目などを記載する「委託業務総合評

価シート」を設定し、委託業務の総合評価を行うことが考えられる。そし

て、当該委託業務においても、毎年、上に記載した市のルールにより委託

業務の総合評価を行い、次年度の業務の改善へつなげることが望まれる。 
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【２５】道路植樹帯等保護育成業務委託（都市整備局 公園維持課） 

１．概要 

（１）事業の概要 

事業名 公園維持管理事業 

担当部・課 都市整備局 土木部 公園維持課 

事業内容 市内一円の公園等や道路植樹帯の維持管理 

 

（２）委託契約の概要 

契約名 道路植樹帯等保護育成業務委託 

契約先名 尼崎中高年事業株式会社（注） 

（注）尼崎中高年事業株式会社は市の出資団体である。 

契約内容 
市内一円の道路植樹帯等の清掃、除草、中低木・

生垣剪定等業務 

契約開始年月日 平成 28 年 4 月 1 日 

契約終了年月日 平成 29 年 3 月 31 日 

契約額（税込） 61,560,000 円 

契約保証金の減免及び免除 

尼崎市契約規則第32条第3号（注）に基づき、契約保

証金の納付は免除している。 
（注）尼崎市契約規則第 32 条第 3 号 

入札に参加する者に必要な資格を有する者と契約を締結する場

合において、その者が過去 2 年の間に、市と種類及び規模をほ

ぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて

誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなる恐れがないと認

められるとき。 

契約方法 
一者随意契約（地方自治法施行令第 167 条の 2 第

1 項第 2 号） 

履行確認方法 
契約書の第 15 条に従い、年 3 回業務実施報告書

の提出を受け、担当者が履行を確認している。 

再委託先 無 

再委託の業務範囲 該当なし 

再委託金額 該当なし 
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（３）委託の理由 

委託の理由 

作業時期が集中する中、市内一円広範囲にわた

る、道路植樹帯等の清掃、除草、中低木・生垣剪定

等の作業を、効率的に実施するため。 

同種の業務につき委託と直営の

併存の有無 
無 

委託と直営の割合に関する方針 該当なし 

併存の理由 該当なし 

委託契約の分割の有無 無 

委託契約の分割数 該当なし 

委託契約を分割している場合の

委託契約の分割の方針（各契約

の規模の方針） 

該当なし 

 

（４）随意契約の概要 

随意契約の理由 

当該業務は、対象が市内全域で作業時期が集中す

るため、機動力が必要となるが、それを施工できると

ころが尼崎中高年事業株式会社以外にはないと所

管課は認識している。 

また、現在、尼崎中高年事業株式会社には、緑化

関係の作業員が約 70 人在籍し、緊急時や短期間

に行う市内一円広範囲の業務に対応ができる。ま

た、同社へは、従来から当該業務を委託しているた

め、業務内容を熟知し、かつ誠実に履行している実

績があり、直営施工による一体的で良質な維持管理

が今後も期待できる。さらに、今日の雇用失業情勢

に鑑み、中高年齢者の雇用が確保できる。 

以上から、当該委託業務は、尼崎中高年事業株式

会社への一者随意契約によっている。 

根拠法令 地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号 

予定価格の積算方法 

兵庫県土木工事標準積算基準（注 1）及び独自の歩

掛（注 2）等を乗じて設計積算を行っている。 
（注 1）県の土木工事の積算に使用する単価をいう。 

（注 2）ある作業を行うために要する労務などの所要量をいう。 

相見積の有無（有の場合は見積

数） 
無 

相見積をとってない場合はその

理由 

尼崎中高年事業株式会社への一者随意契約が継

続しており、それ以外の団体への発注を予定してい

ないことから、見積書の提出依頼を行っていない。 
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相見積をとっているが一番低い

相手先としていない場合はその

理由 

該当なし 

前回の契約方法及び契約先 一者随意契約／尼崎中高年事業株式会社 

前々回の契約方法及び契約先 一者随意契約／尼崎中高年事業株式会社 

 

（５）入札の概要 

落札率 該当なし 

参加事業者数 該当なし 

予定価格の積算方法 該当なし 

前回の契約方法及び契約先 該当なし 

前々回の契約方法及び契約先 該当なし 

 

２．監査の結果及び意見 

（１）委託業務の品質管理のための評価（意見） 

委託業務において、市は、履行状況の点検だけではなく、当該業務の質

を確保するという品質管理の観点から、業務の総合評価を行い、業務改善

に向けた指示や指導を行うことが望まれる。 

総合評価の評価項目としては、一般的には、業務目的の理解、技術力の

発揮、協議記録の提出、作業の進捗管理、積極的な取組への姿勢、市から

の要請への対応状況、トラブルへの対応状況、品質管理のための自主的な

取組、業務の目的の達成度、予定価格に対する委託契約額の割合などが考

えられる。評価指標として、委託業務の KPI を設定することも有効である。 

しかし、当該委託業務については、トラブルへの対応として、市民から

の要望等について要望等受付処理票を作成し、その処理状況について文書

化を実施しているものの、委託業務に対する総合評価は行われていない。 

同額の委託料を支払ったとしても、仕様書どおりの履行が確保されてい

る場合、市の指導を経て履行が確保された場合、改善指示を要する不適切

な履行があった場合とでは、業務の総合評価は異なるものと考える。委託

業務の総合評価を行わなければ、委託業務の品質を適切に管理することが

できず、今後の業務改善に向けた指導が徹底できないおそれや、今後の委

託業務の品質管理のための課題を把握できないおそれがある。 

市として契約期間を通じて、上記の項目などを「委託業務総合評価シー

ト」に設定し、委託業務の総合評価を行うことが考えられる。上記項目に

追加して、例えば「年間クレーム件数」を KPI として設定して、目標と実



169 

 

績の差異の分析評価により次年度の業務の改善へつなげることが望まれる。 

 

（２）一者随意契約の見直し（意見） 

地方公共団体が委託先を選定する場合には、不特定多数の参加者を募る

「一般競争入札」が原則とされており、「指名競争入札」や「随意契約」

は、例外的な取扱いとして認められている。 

委託先の選定に当たり競争性を機能させ、事業の経済性を確保する観点

からは、原則どおり入札の徹底が望まれる。やむを得ず、随意契約による

場合であっても、プロポーザル方式によるか、少なくとも複数見積書の徴

取の徹底により、業者の選定に競争性を確保すべきである。 

しかし、当該委託業務については、尼崎中高年事業株式会社との一者随

意契約が継続しており、所管課は複数見積書の徴取をしていないため、競

争性が確保されない中、契約金額が決定されている。委託料見積書は、見

積単価と業務数量（回数、本数、面積など）を乗じて計算されているが、

このような状況にあるため、見積単価の適切性の検証ができていない状態

である。 

所管課によると、一者随意契約を行っている理由は以下のとおりである。 

「当該業務は、対象が市内全域で作業時期が集中するため、機動力が必

要となるが、それを施工できるところが尼崎中高年事業株式会社以外にな

いと認識している。また、現在、尼崎中高年事業株式会社には、緑化関係

の作業員が約 70 人いることから機動力があり、緊急時や短期間に行う市内

一円広範囲の業務に対応ができる。さらに、同社へは、従来から当該業務

を委託しているため、業務内容を熟知し、かつ誠実に履行している実績が

あり、直営施工による一体的で良質な維持管理が期待できる。さらに、今

日の雇用失業情勢に鑑み、中高年齢者の雇用が確保できる。このため、

『委託業務の性質又は目的が競争入札に適しないもの』（地方自治法施行

令第 167条の 2 第 1項第 2号）に該当し、一者随意契約としている。」 

しかし、「随意契約ガイドライン」の 2 号随意契約の要点に「単に、

『業務内容を熟知しており信用度が高いこと』『当該業務に精通している

こと』等のみをもって当該契約者を限定していないか」の記載があること

から、市内一円の道路植樹帯等の清掃、除草、中低木・生垣剪定等業務で

ある当該委託業務については、民間への委託は可能であり、一者随意契約

を容認する要件には該当しないと考える。 

また、仮に、外郭団体の設立目的が委託業務内容と合致しており、かつ
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民間に引き受け手がない状況ならば随意契約となることも考えられるが、

尼崎中高年事業株式会社（注）は、市の中高年雇用対策の取組を目的に設立

された会社で、市内道路等の緑化・樹木管理を事業の一つとして実施して

おり、同社が当該委託業務の履行を目的として設立されたという訳ではな

く、この点からも一者随意契約を容認する理由はないと考える。 

（注）尼崎中高年事業株式会社は、尼崎市の中高年齢者の雇用対策の取組の一環として、

昭和 50年 7月、兵庫県、尼崎市、経済団体、労働団体等の協力によって設立（尼崎中高年

労働者事業団）された団体で、昭和 58 年に株式会社化された。営業種目は、尼崎市の公

園・街路等を中心に、工場・事業所、市営住宅、個人宅の緑化・樹木管理、及び自転車駐

車場管理、地区会館の管理等である。 

 現在の状況が継続すると、一者随意契約が継続的に行われることにより、

競争原理が機能せず、委託料が高止まりとなるリスクがある。 

 地域の雇用優先を考慮の上ではあるが、入札の実施やプロポーザル方式

の採用、複数見積書の徴取の徹底等により、業者の選定に競争性を確保し、

経済性確保への努力が望まれる。 

 

（３）業務実施に必要な業務量の見直し（意見） 

市内一円の道路植樹帯等の清掃、除草、中低木・生垣剪定等業務である

当該委託業務は、労働集約型である。 

したがって、翌年度以降の委託契約の予算価格（＝兵庫県土木工事標準

積算基準等×当年度予定業務量等）の積算を正確に行うためには、当年度

予定業務量を正確に見積もることが重要である。そのためには、当該委託

業務の履行に要した前年度の業務量実績に関する情報を入手し、当年度予

定業務量見積の基礎となる前年度予定業務量と前年度の業務量実績の比較

により、毎年、当該業務に必要な業務量の見直しを行う事が望まれる。 

しかし、委託者への提出を求める事業報告書の記載事項として、業務量

実績が含まれていないため、当該業務の実施に必要な業務量の見直しがな

されていない状況である。 

このような状況であると、翌年度以降の委託業務の仕様書の記載に当た

り、当年度予定業務量の正確な見積ができず、その結果、委託料の合理的

な予定価格を見積もることができないおそれがある。 

したがって、仕様書等に、業務量実績の報告を求めることを明記した上

で、当該業務に必要な業務量に関する情報を入手し、合理的な予定価格の

見積に役立てるべきである。 
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（４）履行確認の文書化（意見） 

業務委託契約書の第 15 条において、「受託者は、委託業務を完了したと

きは、直ちに、委託業務の成果を委託者に報告しなければならない。」と

定められている。 

委託業務の履行に関して、業務実施報告書については写真が添付されて

おり、所管課は、あらかじめ仕様書に記載のとおり、業務遂行されている

ことや、その実施時期が適切であったことを、当該写真などにより確認し

ているとのことだが、こういった履行確認のチェックポイントが文書化さ

れていない。このため、履行確認の項目・水準の検討が属人的となり、人

事異動があったときなどには、委託業務の適切な評価が実施できないおそ

れがある。 

履行確認のチェックポイントを記載した上で業務実施報告書等を回付し、

課長の承認決裁を得ることが望まれる。 
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【２６】緑地緑道等保護育成業務委託（都市整備局 公園維持課） 

１．概要 

（１）事業の概要 

事業名 公園保護育成事業 

担当部・課 都市整備局 土木部 公園維持課 

事業内容 市内一円の公園樹、街路樹の樹木剪定、清掃等 

 

（２）委託契約の概要 

契約名 緑地緑道等保護育成業務委託 

契約先名 尼崎中高年事業株式会社（注） 

（注）尼崎中高年事業株式会社は市の出資団体である。 

契約内容 

市内一円の緑地緑道、街園植樹帯等、公園子ども

広場、富松苗圃における清掃、除草、低木剪定、中

木剪定等業務 

契約開始年月日 平成 28 年 4 月 1 日 

契約終了年月日 平成 29 年 3 月 31 日 

契約額（税込） 92,880,000 円 

契約保証金の減免及び免除 

尼崎市契約規則第32条第3号（注）に基づき、契約保

証金の納付は免除している。 
（注）尼崎市契約規則第 32 条第 3 号 

入札に参加する者に必要な資格を有する者と契約を締結する場

合において、その者が過去 2 年の間に、市と種類及び規模をほ

ぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて

誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなる恐れがないと認

められるとき。 

契約方法 
一者随意契約（地方自治法施行令第 167 条の 2 第

1 項第 2 号） 

履行確認方法 
契約書の第 15 条に従い、年 3 回業務実施報告書

の提出を受け、担当者が履行を確認している。 

再委託先 無 

再委託の業務範囲 該当なし 

再委託金額 該当なし 
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（３）委託の理由 

委託の理由 

作業時期が集中する中、市内一円広範囲にわた

る、緑地・緑道等の清掃、除草、中低木・生垣剪定

等の作業を、効率的に実施するため。 

同種の業務につき委託と直営の

併存の有無 
無 

委託と直営の割合に関する方針 該当なし 

併存の理由 該当なし 

委託契約の分割の有無 無 

委託契約の分割数 該当なし 

委託契約を分割している場合の

委託契約の分割の方針（各契約

の規模の方針） 

該当なし 

 

（４）随意契約の概要 

随意契約の理由 

当該業務は、対象が市内全域で作業時期が集中す

るため、機動力が必要となるが、それを施工できると

ころが尼崎中高年事業株式会社以外にはないと所

管課は認識している。 

また、現在、尼崎中高年事業株式会社には、緑化

関係の作業員が約 70 人在籍し、緊急時や短期間

に行う市内一円広範囲の業務に対応ができる。ま

た、同社へは、従来から当該業務を委託しているた

め、業務内容を熟知し、かつ誠実に履行している実

績があり、直営施工による一体的で良質な維持管理

が期待できる。さらに、今日の雇用失業情勢に鑑

み、中高年齢者の雇用が確保できる。 

以上から、当該委託業務は、尼崎中高年事業株式

会社への一者随意契約によっている。 

根拠法令 地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号 

予定価格の積算方法 

兵庫県土木工事標準積算基準（注 1）及び独自の歩

掛（注 2）等を乗じて設計積算を行っている。 
（注 1）県の土木工事の積算に使用する単価をいう。 

（注 2）ある作業を行うために要する労務などの所要量をいう。 

相見積の有無（有の場合は見積

数） 
無 

相見積をとってない場合はその

理由 

尼崎中高年事業株式会社への一者随意契約が継

続しており、それ以外の団体への発注を予定してい

ないことから、見積書の提出依頼を行っていない。 
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相見積をとっているが一番低い

相手先としていない場合はその

理由 

該当なし 

前回の契約方法及び契約先 一者随意契約／尼崎中高年事業株式会社 

前々回の契約方法及び契約先 一者随意契約／尼崎中高年事業株式会社 

 

（５）入札の概要 

落札率 該当なし 

参加事業者数 該当なし 

予定価格の積算方法 該当なし 

前回の契約方法及び契約先 該当なし 

前々回の契約方法及び契約先 該当なし 

 

２．監査の結果及び意見 

（１）委託業務の品質管理のための評価（意見） 

委託業務において、市は、履行状況の点検だけではなく、当該業務の質

を確保するという品質管理の観点から、業務の総合評価を行い、業務改善

に向けた指示や指導を行うことが望まれる。 

総合評価の評価項目としては、一般的には、業務目的の理解、技術力の

発揮、協議記録の提出、作業の進捗管理、積極的な取組への姿勢、市から

の要請への対応状況、トラブルへの対応状況、品質管理のための自主的な

取組、業務の目的の達成度、予定価格に対する委託契約額の割合などが考

えられる。評価指標として、委託業務の KPI を設定することも有効である。 

しかし、当該委託業務については、トラブルへの対応として、市民から

の要望等について要望等受付処理票を作成し、その処理状況について文書

化を実施しているものの、委託業務に対する総合評価は行われていない。 

同額の委託料を支払ったとしても、例えば仕様書どおりの履行が確保さ

れている場合、市の指導を経て履行が確保された場合、改善指示を要する

不適切な履行があった場合とでは、業務の総合評価は異なると考える。委

託業務の総合評価を行わなければ、委託業務の品質を適切に管理すること

ができず、今後の業務改善に向けた指導が徹底できないおそれや、今後の

委託業務の品質管理のための課題を把握できないおそれがある。 

市として契約期間を通じて、上記の項目などを「委託業務総合評価シー

ト」に設定し、委託業務の総合評価を行うことが考えられる。上記項目に

追加して、例えば「年間クレーム件数」を KPI として設定して、目標と実
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績の差異の分析評価により、次年度の業務の改善へつなげることが望まれ

る。 

 

（２）一者随意契約の見直し（意見） 

地方公共団体が委託先を選定する場合には、不特定多数の参加者を募る

「一般競争入札」が原則とされており、「指名競争入札」や「随意契約」

は、例外的な取扱いとして認められている。 

委託先の選定に当たり競争性を機能させ、事業の経済性を確保する観点

からは、原則どおり入札の徹底が望まれる。やむを得ず、随意契約による

場合であっても、プロポーザル方式によるか、少なくとも複数見積書の徴

取の徹底により、業者の選定に競争性を確保すべきである。 

しかし、当該委託業務については、尼崎中高年事業株式会社との一者随

意契約が継続しており、所管課は複数見積書の徴取をしていないため、競

争性が確保されない中、契約金額が決定されている。委託料見積書は、見

積単価と業務数量（回数、本数、面積など）を乗じて計算されているが、

このような状況にあるため、見積単価の適切性の検証ができていない状態

である。 

所管課によると、一者随意契約を行っている理由は以下のとおりである。 

「当該業務は、対象が市内全域で作業時期が集中するため、機動力が必

要となるが、それを施工できるところが尼崎中高年事業株式会社以外にな

いと認識している。また、現在、尼崎中高年事業株式会社には、緑化関係

の作業員が約 70 人いることから機動力があり、緊急時や短期間に行う市内

一円広範囲の業務に対応ができる。さらに、同社へは、従来から当該業務

を委託しているため、業務内容を熟知し、かつ誠実に履行している実績が

あり、直営施工による一体的で良質な維持管理が期待できる。さらに、今

日の雇用失業情勢に鑑み、中高年齢者の雇用が確保できる。このため、

『委託業務の性質又は目的が競争入札に適しないもの』（地方自治法施行

令第 167条の 2 第 1項第 2号）に該当し、一者随意契約としている。」 

しかし、「随意契約ガイドライン」の 2 号随意契約の要点に「単に、

『業務内容を熟知しており信用度が高いこと』『当該業務に精通している

こと』等のみをもって当該契約者を限定していないか」の記載があること

から、市内一円の公園樹、街路樹の樹木剪定、清掃等業務である当該委託

業務については、民間への委託は可能であり、一者随意契約を容認する要

件には該当しないと考える。 
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また、仮に、外郭団体の設立目的が委託業務内容と合致しており、かつ

民間に引き受け手がない状況であれば随意契約となることも考えられるが、

尼崎市中高年事業株式会社（注）は、市の中高年雇用対策の取組を目的に設

立された会社で、市内道路等の緑化・樹木管理を事業の一つとして実施し

ており、同社が当該委託業務の履行を目的として設立されたという訳では

なく、この点からも一者随意契約を容認する理由はないと考える。 

（注）尼崎市中高年事業株式会社は、尼崎市の中高年齢者の雇用対策の取組の一環とし

て、昭和５０年７月、兵庫県、尼崎市、経済団体、労働団体等の協力によって設立（尼崎

中高年労働者事業団）された団体で、昭和 58年に株式会社化された。営業種目は、尼崎市

の公園・街路等を中心に、工場・事業所、市営住宅、個人宅の緑化・樹木管理、及び自転

車駐車場管理、地区会館の管理等である。 

現在の状況が継続すると、一者随意契約が継続的に行われることにより、

競争原理が機能せず、委託料が高止まりとなるリスクがある。 

地域の雇用優先を考慮の上ではあるが、入札の実施やプロポーザル方式の

採用、複数見積書の徴取の徹底等により、業者の選定に競争性を確保し、

経済性確保への努力が望まれる。 

 

（３）業務実施に必要な業務量の見直し（意見） 

市内一円の公園樹、街園、植樹帯等の樹木剪定、清掃等業務である当該

委託業務は、労働集約型である。 

したがって、翌年度以降の委託契約の予算価格（＝兵庫県土木工事標準

積算基準等×当年度予定業務量等）の積算を正確に行うためには、当年度

予定業務量を正確に見積もる必要がある。そのためには、当該委託業務の

履行に要した前年度の業務量実績に関する情報を入手し、当年度予定業務

量見積の基礎となる前年度予定業務量と前年度の業務量実績の比較により、

毎年、当該業務に必要な業務量の見直しを行うことが望まれる。 

しかし、委託者への提出を求める事業報告書の記載事項として、業務量

実績が含まれていないため、当該業務の実施に必要な業務量の見直しがな

されていない状況である。 

このような状況であると、翌年度以降の委託業務の仕様書の記載に当た

り、当年度予定業務量の正確な見積ができず、その結果、委託料の合理的

な予定価格を見積もることができないおそれがある。 

したがって、仕様書等に、業務量実績の報告を求めることを明記した上

で、当該業務に必要な業務量に関する情報を入手し、合理的な予定価格の
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見積に役立てるべきである。 

 

（４）履行確認の文書化（意見） 

業務委託契約書の第 15 条において、「受託者は、委託業務を完了したと

きは、直ちに、委託業務の成果を委託者に報告しなければならない。」と

定められている。 

委託業務の履行に関して、業務実施報告書については写真が添付されて

おり、所管課は、あらかじめ仕様書に記載のとおり、業務遂行されている

ことや、その実施時期が適切であったことを、当該写真などにより確認し

ているとのことだが、こういった履行確認のチェックポイントが文書化さ

れていない。このため、履行確認の項目・水準の検討が属人的となり、人

事異動があったときなどには委託業務の適切な評価が実施できないおそれ

がある。 

履行確認のチェックポイントを記載した上で業務実施報告書等を回付し、

課長の承認決裁を得ることが望まれる。 
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【２７】緑の相談所及び緑化普及啓発フィールド公園等維持管理運営業

務委託（都市整備局 公園計画・２１世紀の森担当） 

１．概要 

（１）事業の概要 

事業名 

・緑の普及啓発事業 

・公園維持管理事業 

・公園保護育成事業 

担当部・課 都市整備局 土木部 公園計画・21 世紀の森担当 

事業内容 

緑の相談所を中心とした緑化普及啓発事業及び

フィールド公園等（上坂部西公園ほか全 8 公園）の

維持管理 

 

（２）委託契約の概要 

契約名 
緑の相談所及び緑化普及啓発フィールド公園等維

持管理運営業務委託 

契約先名 公益財団法人 尼崎緑化公園協会（注） 

（注）公益財団法人尼崎緑化公園協会は市の出資団体である。 

契約内容 

・緑の相談所・温室・パークセンター・わんぱく池・駐

車場等の運営管理及びフィールド公園等（上坂部

西公園ほか全 8 公園）の除草、清掃、剪定、花壇

管理等 

・市民の緑化意識の高揚を図るためのソフト事業（緑

の相談、展示会、講習会、ガーデニングコンテスト

等） 

契約開始年月日 平成 28 年 4 月 1 日 

契約終了年月日 平成 29 年 3 月 31 日 

契約額（税込） 123,336,000 円 

契約保証金の減免及び免除 

尼崎市契約規則第32条第3号（注）に基づき、契約保

証金の納付は免除している。 
（注）尼崎市契約規則第 32 条第 3 号 

入札に参加する者に必要な資格を有する者と契約を締結する場

合において、その者が過去 2 年の間に、市と種類及び規模をほ

ぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて

誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなる恐れがないと認

められるとき。 

契約方法 
一者随意契約（地方自治法施行令第 167 条の 2 第

1 項第 2 号） 

履行確認方法 
実施要領に従い、四半期ごとに報告書の提出を受

け、履行の確認をしている。 

再委託先 公益社団法人尼崎市シルバー人材センター等 

再委託の業務範囲 元浜緑地わんぱく池監視等業務等 

再委託金額 計 28,043,380 円 
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（３）委託の理由 

委託の理由 

当事業では、フィールド公園等における通常の維持

管理（除草、清掃、剪定等）に加え、市民の緑化意

識の高揚を図るためのソフト事業（緑の相談、展示

会、講習会、ガーデニングコンテスト等）を緑化ボラ

ンティア団体と連携しながら実施しており、高度な園

芸知識と恒常的な市民対応が必要である。これらを

総合的に委託することで、より質の高い効率的な運

営管理を行うため。 

同種の業務につき委託と直営の

併存の有無 
無 

委託と直営の割合に関する方針 該当なし 

併存の理由 該当なし 

委託契約の分割の有無 無 

委託契約の分割数 該当なし 

委託契約を分割している場合の

委託契約の分割の方針（各契約

の規模の方針） 

該当なし 

 

（４）随意契約の概要 

随意契約の理由 

各公園で活動している市民ボランティアとの協働に

よる花壇管理やイベントの開催など、より多くの市民

が花や緑に関心や知識を深められるよう緑化普及

啓発事業を行うことが本業務に含まれており、その

目的・性質が競争入札に適さない。また、昭和 27 年

に設立された公益財団法人尼崎緑化公園協会は、

設立以来市の緑化普及活動を担っており、高度な

園芸知識と様々な緑化関係団体との繋がりを持つ

市が出資している公益財団法人であり、これら本業

務が公益財団法人尼崎緑化公園協会の設立趣旨

に合致しているため。 

根拠法令 地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号 

予定価格の積算方法 

前年度の予定業務量から推定する当年度予定業務

量に、建設物価、積算資料、土木工事積算単価表

等の単価を乗じて予定価格を積算している。 

一部相見積によっている。 

相見積の有無（有の場合は見積

数） 

一部の業務（※）について、三者の相見積を実施 
（※）公園警備業務、施設清掃業務、消防点検業務、電気設備点検業

務、薬剤 
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相見積をとってない場合はその

理由 

公益財団法人尼崎緑化公園協会への一者随意契

約が継続しており、それ以外の団体への発注を予定

していないことから、見積書の提出依頼を行ってい

ない。 

相見積をとっているが一番低い

相手先としていない場合はその

理由 

一部三者の相見積を実施しているが、平均値を積

算単価としているため。 

前回の契約方法及び契約先 一者随意契約／公益財団法人尼崎緑化公園協会 

前々回の契約方法及び契約先 一者随意契約／公益財団法人尼崎緑化公園協会 

 

（５）入札の概要 

落札率 該当なし 

参加事業者数 該当なし 

予定価格の積算方法 該当なし 

前回の契約方法及び契約先 該当なし 

前々回の契約方法及び契約先 該当なし 

 

２．監査の結果及び意見 

（１）委託業務の品質管理のための評価（意見） 

委託業務において、市は、履行状況の点検だけではなく、当該業務の質

を確保するという品質管理の観点から、業務の総合評価を行い、業務改善

に向けた指示や指導を行うことが望まれる。総合評価の評価項目としては、

一般的には、業務目的の理解、技術力の発揮、協議記録の提出、作業の進

捗管理、積極的な取組への姿勢、市からの要請への対応状況、トラブルへ

の対応状況、品質管理のための自主的な取組、業務の目的の達成度、予定

価格に対する委託契約額の割合などが考えられる。評価指標として、委託

業務の KPIを設定することも有効である。 

しかし、当該委託業務が事業の一部として含まれている「花と緑のまち

づくり推進事業」と「公園維持管理事業」の一部についての事務事業評価

が行われているものの、当該委託事業に対する総合評価は行われていない。 

同額の委託料を支払ったとしても、例えば、仕様書どおりの履行が確保

されている場合、市の指導を経て履行が確保された場合、改善指示を要す

る不適切な履行があった場合とでは、業務の総合評価は異なるものと考え

る。委託業務の総合評価を行わなければ、委託業務の品質を適切に管理す

ることができず、今後の業務改善に向けた指導が徹底できないおそれや、

今後の委託業務の品質管理のための課題を把握できないおそれがある。 
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市として、契約期間を通じて上記の項目などを評価項目として記載する

「委託業務評価シート」の様式を設定し、委託業務の総合評価を行うこと

とするようルール化することも一案である。また、上記項目に追加して、

例えば「緑の相談開催日 1 日当たり相談件数」、「展示会 1 回当たり参加

者数」を KPI として設定して、目標と実績の分析・評価により次年度の業

務の改善へつなげることが望まれる。 

 

（２）事業の効果の定期的な検討（意見） 

既述のとおり、委託業務の KPI を設定して評価を行い、効果の低いもの

については事業の在り方を検討することが望まれる。 

当該委託業務に含まれる上坂部西公園の相談所業務については、359日間

相談員 1名を配置しており、年 13,139,400円（@36,600円／人日×359日）

の委託料を支払っている。その相談実績は、平成 28 年度実績で 3,786 件、

3,003 人であり、1 日当たり 10 件、8 人の相談があり、1 人当たり 4,375 円

の委託料を支払っている、と計算される。 

相談に訪れた人 1 人当たりのコストが 4,375 円に上っている要因は、相

談員を 359 日配置しており、相談実績(3,786 人)に比して人件費が高額に

なっていることにあり、当該事業については、効果に見合わないコストが

発生し続けるリスクがあると考える。 

従来踏襲型の配置を行うのではなく、上坂部西公園相談員について、相

談に訪れた人 1 人当たり 4,375 円を要していることが効率的に事業を実施

していると判断できるのか否か検討の上、事業の在り方を見直すことが望

まれる。 

 

（３）一者随意契約の見直し（意見） 

地方公共団体が委託先を選定する場合には、不特定多数の参加者を募る

「一般競争入札」が原則とされており、「指名競争入札」や「随意契約」

は、例外的な取扱いとして認められている。 

委託先の選定に当たり競争性を機能させ、事業の経済性を確保する観点

からは、原則どおり入札の徹底が望まれ、やむを得ず、随意契約による場

合であっても、プロポーザル方式によるか、少なくとも複数見積書の徴取

の徹底が望まれる。 

しかし、当該委託業務においては、公益財団法人尼崎緑化公園協会との

一者随意契約が継続しており、複数見積書の徴取も一部の業務についての
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みとなっているため、競争原理が働いていない状況である。このため、委

託料の金額の適切性の検証ができていない。また、一部の業務については 3

者の相見積をとっているものの、一番低い相手先の金額ではなく、3者の平

均を予定価格として、契約金額を決定してしまっている。 

所管課によると一者随意契約を行っている論拠は以下のとおりである。 

「各公園で活動している市民ボランティアとの協働による花壇管理やイ

ベントの開催など、より多くの市民が花や緑に関心や知識を深められるよ

う緑化普及啓発事業を行うことが本業務に含まれており、その目的・性質

が競争入札に適さない。また、昭和 27 年に設立された公益財団法人尼崎緑

化公園協会は、設立以来本市の緑化普及活動を担っており、高度な園芸知

識と様々な緑化関係団体との繋がりを持つ本市が出資している公益財団法

人であり、当該委託業務が公益財団法人尼崎緑化公園協会の設立趣旨に合

致しているため。このため、『委託業務の性質又は目的が競争入札に適し

ないもの』（地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号）に該当し、一

者随意契約を継続している。」 

しかし、「随意契約ガイドライン」の 2 号随意契約の要点に「単に、

『業務内容を熟知しており信用度が高いこと』『当該業務に精通している

こと』等のみをもって当該契約者を限定していないか」の記載があること

から、当該委託業務のうち、少なくともフィールド公園等における通常の

維持管理（除草、清掃、剪定等）については、一者随意契約を容認する要

件には該当せず、民間への委託は可能であると考える。 

現在の状況が継続すると、一者随意契約が継続的に行われることにより、

競争原理が機能せず、委託料が高止まりとなるおそれがある。したがって、

少なくとも施設の維持管理業務を委託する業者の選定については、業者の

選定に競争性を確保し、経済性確保への努力が望まれる。 

 

（４）委託料の支払遅延（結果） 

業務委託契約書の第 6 条において、「委託料は、次の区分に従い委託者

が指定する場所において受託者に支払うものとし、支払日は各月月末とす

る。」「前項の規定による委託料については、下表のとおりとする。」 

平成 28年 4月 平成 28年 7月 平成 28年 10月 平成 29 年 1月 

29,600,640円 37,000,800円 24,667,200円 32,067,360 円 

と定められており、請求書受領後各月月末（平成 28 年 4 月末、7 月末、10

月末、平成 29年 1月末）に支払うものとされている。 
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しかし、平成 28年 10月 11日に受領した請求書についての支払が、平成 28

年 11月 10日となっていた。 

これは担当者の事務処理誤りにより発生したものであるが、契約書の記

載のとおりに遅滞なく支払を行う必要がある。 

 

（５）公園の包括的管理契約（意見） 

公の施設の包括的管理の委託については、指定管理者制度を導入するか

直営のいずれかによる必要がある（注）が、当該施設は包括管理委託となっ

ている。市として、指定管理者制度の範囲を広げる方針の中、実質的に指

定管理者制度と同様の業務を委託業務の包括的契約の形式で契約すること

は望ましくないと考える。 

（注）公の施設の管理については、地方自治法の一部が改正（平成 15 年 6 月 13 日公布、

平成 15年 9月 2日施行）され、従来の地方公共団体の出資法人、公共団体及び公共的団体

（以下「公共的団体等」という。）のみに管理委託できる「管理委託制度」から、これら

の団体以外の民間事業者を含む地方公共団体が指定する団体による管理の代行制度である

「指定管理者制度」に移行された。このため、管理運営を委託している施設については、

今後その施設がどうあるべきかを検討するとともに、引き続き委ねる場合は、法に基づい

て３年以内(平成 18年 9月 1日まで)に、新設又は既設の施設で新たに管理運営を委ねよう

とする場合は、委ねる時点から、指定管理者制度を導入していくことになった。 

当該委託契約は、フィールド公園に対する下記業務を含む包括委託契約

となっている。 

Ａ）施設の管理業務（上坂部公園や元浜緑地などの警備、電気設備の保

守点検、消防用設備の点検、わんぱく池や駐車場について運営管理） 

Ｂ）当該施設の運営業務（当該施設を拠点として緑化啓発事業、公園保

護育成事業） 

市が指定管理者制度を導入していない論拠は以下のとおりである。 

「当該公園で実施している緑の普及啓発事業は、単なる公園の維持管理

だけでなく、本市の総合計画や緑の基本計画等との整合性を鑑みて、その

方向性を見定めて行っていることから、委託契約によって実施している。

また、他の指定管理者制度を導入している公園と異なり、当該公園には使

用許可手続等が必要な有料公園施設が無いことから、指定管理者制度には

馴染みにくいと考えている。 

また、当事業は警備や保守点検など、通常の施設管理に加え市民の緑化

意識の高揚を図るためのソフト事業を同一公園で実施しており、それらは
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互いにリンクし調整が必要となることが多いことから、それらを包括的に

委託することで、安定した市民サービスの継続と公園の利用促進及び事務

の効率化を図ることができると考えている。」 

指定管理者制度の対象は使用許可が必要な施設に限定されるものではな

く、フィールド公園への指定管理者制度の導入は可能である。また、現在

の状況が継続すると、議会の承認を経ずして契約された団体へ管理委託さ

れることにより、業務のコストの高止まりや、品質保持に関するリスクが

生じるおそれある。 

そこでこれらの弊害をとり除くために、フィールド公園についても、公

の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとと

もに、経費の節減等を図ることを目的とする、指定管理者制度の導入を検

討し、民間も含め公募により選定された指定管理候補者を議会の議決によ

り決定することが望まれる。 

 

（６）業務実施に必要な業務量の見直し（意見） 

公園の管理及び運営業務である当該委託業務は、労働集約型の業務であ

ると考える。 

したがって、翌年度以降の委託契約の予定価格の積算を正確に行うため

に、予定価格の基礎となる当年度予定業務量((注)当年度予定業務量は前年度予定業

務量を基礎に見積もられている)を正確に見積もることが重要である。そのため、

当該委託業務の履行に要した前年度の業務量実績に関する情報を入手し、

当年度予定業務量見積の基礎となる前年度予定業務量と前年度の業務量実

績の比較により、毎年、当該業務に必要な業務量の見直しを行うことが望

まれる。 

しかし、四半期毎に当該委託業務の内訳別の業務量の実績報告は受けて

いるものの、委託者への提出を求める事業報告書の記載事項とされていな

いため、年間の業務量実績の集計結果は入手していない。 

このような状況であると、翌年度以降の委託料の業務の仕様書の記載に

当たり、当年度予定業務量の正確な見積ができず、その結果、委託料の合

理的な予定価格を見積もることができないおそれがある。 

したがって、仕様書等に業務量実績の報告を求めることを明記した上で、

当該業務に必要な業務量に関する情報を入手し、合理的な予定価格の見積

に役立てるべきである。 
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（７）委託業務の再委託管理の強化 (契約書の入手)（意見） 

業務委託契約書の第 9 条第 2 項によると、「受託者は、業務の一部を第

三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ委託者の承

認を得なければならない。」と定められている。 

所管課は、当該委託業務については、第三者委託について事前承認はし

ているが、再委託の契約書を入手していなかった。 

委託業務全体を発注者として管理するため、再委託の契約書を委託先か

ら入手することをルールとして明確化した上で、所管課は、再委託契約の

契約内容や契約先に関して事前承認と合致しているか、また、再々委託が

行われている場合には、その合理性を検討する等して、不適切な契約と

なっていないことを確認することが望まれる。 

 

（８）履行確認の文書化（意見） 

業務委託契約書の第 19 条において、「受託者は、委託業務実施後速やか

に業務実施報告書によって委託業務の成果を委託者に報告しなければなら

ない。」と定められている。 

委託業務の履行確認に関して、業務実施報告書については写真が添付さ

れており、所管課は、あらかじめ仕様書に記載のとおり、業務遂行されて

いることや、その実施時期が適切であったことを確認しているとのことだ

が、こういった履行確認のチェックポイントが文書化されていない。この

ため、履行確認の項目・水準の検討が属人的となり、人事異動があったと

きなどには委託業務の適切な評価が実施できないおそれがある。 

履行確認のチェックポイントを記載した上で業務実施報告書等を回付し、

課長の承認決裁を得ることが望まれる。 
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【２８】花と緑のまちづくり推進事業業務委託（都市整備局 公園計

画・２１世紀の森担当） 

１．概要 

（１）事業の概要 

事業名 

花と緑のまちづくり推進事業 

・街なみ街かど花づくり運動 

・花のまちあまがさきチューリップ運動 

担当部・課 都市整備局 土木部 公園計画・21 世紀の森担当 

事業内容 

・「街なみ街かど花づくり運動」を推進する。 

・「花のまちあまがさきチューリップ運動」を推進す

る。 

 

（２）委託契約の概要 

契約名 花と緑のまちづくり推進事業業務委託 

契約先名 公益財団法人 尼崎緑化公園協会（注） 

（注）公益財団法人尼崎緑化公園協会は市の出資団体である。 

契約内容 

花づくり市民ボランティアの育成、公共施設の花壇

育成、花苗生産圃場運営、花づくり講習会の実施、

チューリップ運動推進会議事務局業務、大型市民

チューリップ花壇育成 等 

契約開始年月日 平成 28 年 4 月 1 日 

契約終了年月日 平成 29 年 3 月 31 日 

契約額（税込） 31,968,000 円 

契約保証金の減免及び免除 

尼崎市契約規則第32条第3号（注）に基づき、契約保

証金の納付は免除している。 
（注）尼崎市契約規則第 32 条第 3 号 

入札に参加する者に必要な資格を有する者と契約を締結する場

合において、その者が過去 2 年の間に、市と種類及び規模をほ

ぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて

誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなる恐れがないと認

められるとき。 

契約方法 
一者随意契約（地方自治法施行令第 167 条の 2 第

1 項第 2 号) 

履行確認方法 
実施要領に従い、四半期ごとに報告書の提出を受

ける。 

再委託先 無 

再委託の業務範囲 該当なし 

再委託金額 該当なし 
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（３）委託の理由 

委託の理由 

本事業は、花苗の選定や育成などの高度な園芸知

識と恒常的なボランティア団体との連携が必要であ

り、これらを総合的に委託することで、より質の高い

効率的な事業運営を行うため。 

同種の業務につき委託と直営の

併存の有無 
無 

委託と直営の割合に関する方針 該当なし 

併存の理由 該当なし 

委託契約の分割の有無 無 

委託契約の分割数 該当なし 

委託契約を分割している場合の

委託契約の分割の方針（各契約

の規模の方針） 

該当なし 

 

（４）随意契約の概要 

随意契約の理由 

本事業では、市民との協働により市内を花でいっぱ

いにし、「明るくさわやかなまち」へイメージアップを

図ると共に、市民の緑化意識の高揚を図っている

が、その目的・性質が競争入札に適さない。 

また、尼崎市民憲章の精神に基づき、市民が一体と

なって、花と緑を育て、明るく豊かで潤いのあるまち

づくりを推進することを目的として設立された、公益

財団法人尼崎緑化公園協会は、昭和 27 年の設立

以来、市の緑化普及活動を担っており、その設立趣

旨と本事業の趣旨が合致しているため。 

根拠法令 地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号 

予定価格の積算方法 

前年度の予定業務量から推定する当年度予定業務

量に、建設物価、積算資料、土木工事積算単価等

の単価を乗じて予定価格を積算している。 

相見積の有無（有の場合は見積

数） 
無 

相見積をとってない場合はその

理由 

公益財団法人尼崎緑化公園協会への一者随意契

約が継続しており、それ以外の団体への発注を予定

していないことから、見積書の提出依頼を行ってい

ない。 

相見積をとっているが一番低い

相手先としていない場合はその

理由 

該当なし 
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前回の契約方法及び契約先 一者随意契約／公益財団法人尼崎緑化公園協会 

前々回の契約方法及び契約先 一者随意契約／公益財団法人尼崎緑化公園協会 

 

（５）入札の概要 

落札率 該当なし 

参加事業者数 該当なし 

予定価格の積算方法 該当なし 

前回の契約方法及び契約先 該当なし 

前々回の契約方法及び契約先 該当なし 

 

２．監査の結果及び意見 

（１）委託業務の品質管理のための評価（意見） 

委託業務において、市は、履行状況の点検だけではなく、当該業務の質

を確保するという品質管理の観点から、業務の総合評価を行い、業務改善

に向けた指示や指導を行うことが望まれる。 

総合評価の評価項目としては、一般的には、業務目的の理解、技術力の

発揮、協議記録の提出、作業の進捗管理、積極的な取組への姿勢、市から

の要請への対応状況、トラブルへの対応状況、品質管理のための自主的な

取組、業務の目的の達成度、予定価格に対する委託契約額の割合などが考

えられる。評価指標として、委託業務の KPI を設定することも有効である。 

しかし、現状では、「誇りや愛情を持てる活力ある美しいまちづくり」

という施策について施策評価や、「花と緑のまちづくり推進事業」の事業

評価は行っているものの、当該委託業務に対する評価は行われていない。 

同額の委託料を支払ったとしても、例えば、仕様書どおりの履行が確保

されている場合、市の指導を経て履行が確保された場合、改善指示を要す

る不適切な履行があった場合とでは、業務の総合評価は異なるものと考え

る。委託業務の総合評価を行わなければ、委託業務の品質を適切に管理す

ることができず、今後の業務改善に向けた指導が徹底できないおそれや、

今後の委託業務の品質管理のための課題を把握できないおそれがある。 

市として、契約期間を通じて上記の項目などを記載する「委託業務評価

表」の様式を設定し、委託業務の総合評価を行うこととするようルール化

することも一案である。また、上記項目に追加して、例えば「市民ボラン

ティアの活動グループ数の前年比」などを KPI として設定して、目標と実

績の分析・評価により次年度の業務の改善へつなげることが望まれる。 
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（２）特定の業務の履行を目的として設立された外郭団体への委託に関する

対応方針の検討・明文化（意見） 

地方公共団体が委託先を選定する場合には、不特定多数の参加者を募る

「一般競争入札」が原則とされており、「指名競争入札」や「随意契約」

は、例外的な取扱いとして認められている。 

委託先の選定に当たり競争性を機能させ、事業の経済性を確保する観点

からは、原則どおり入札の徹底が望まれ、やむを得ず、随意契約による場

合であっても、プロポーザル方式によるか、少なくとも複数見積書の徴取

の徹底が望まれる。 

しかし、当該委託業務においては、公益財団法人尼崎緑化公園協会との

一者随意契約が継続しており、複数見積書の徴取もされていないため、競

争原理が働いていない状況である。このため、委託料の金額の適切性の検

証ができていない。 

所管課によると一者随意契約を行っている論拠は以下のとおりである。 

「本事業では、市民との協働により市内を花でいっぱいにし、『明るく

さわやかなまち』へイメージアップを図るとともに、市民の緑化意識の高

揚を図っているが、その目的・性質が競争入札に適さない。 

また、尼崎市民憲章の精神に基づき、市民が一体となって、花と緑を育

て、明るく豊かで潤いのあるまちづくりを推進することを目的として設立

された、公益財団法人尼崎緑化公園協会は、昭和 27 年の設立以来、本市の

緑化普及活動を担っており、その設立趣旨と本事業の趣旨が合致している。

このため、『委託業務の性質又は目的が競争入札に適しないもの』（地方

自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号）に該当し、一者随意契約を継続

している。」 

所管課は、市民との協働により、市内を花でいっぱいにし、イメージ

アップを図るとともに、市民の緑化意識を高揚する、当該委託事業の性質

又は目的が競争入札に適しておらず、また、公益財団法人尼崎市公園緑化

協会の設置目的が、当該委託事業と一致していることを一者随意契約とす

る理由としている。しかし、一者随意契約を継続すると、業者選定の透明

性の確保の観点からは好ましくなく、また、競争原理が働かない結果、委

託料の適切性の検証が行えないという問題が生じるおそれがある。 

そのため、市出資団体の設置目的と一致する事業について、「その性質

又は目的が競争入札に適さない場合」という、2号随意契約に該当するか否

かの判断がぶれないように、全市の方針を検討し、示すことが望まれる。 
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市は、例えば、「出資団体へ業務を委託する場合、当該委託業務の履行

を目的として設立された市の出資団体への委託であるという点のみを拠り

所として、安易に『その性質又は目的が競争入札に適さない』契約である

と判断するべきではない。当該業務について、類似業務も含め民間が実施

していないため、競争原理が働く環境にないということを厳格に審査の上、

2号随意契約に該当するか否かを判断すること」というように、当該業務の

履行を目的として設立された外郭団体への一者随意契約の可否を判断する

際の全市の方針を、検討の上、明文化することが望まれる。所管課がそれ

に従い、委託業者を選定すれば、業者選定の透明性の確保の推進へ寄与で

きるものと考える。 

 

（３）履行確認可能な履行確認書類の様式の定め（意見） 

委託業務の詳細な内容については、仕様書や実施要領等で具体的かつ詳

細に記載し、履行を確実に確認できるように作成されるべきである。 

しかし、実施要領において、委託業務の内容（花と緑のまちづくりのた

めの花づくり市民ボランティアの育成、公共施設の花壇育成、花苗生産圃

場運営、花づくり講習会の実施、チューリップ運動推進会議事務局業務、

大型市民チューリップ花壇育成等）の記載はされているが、定性的情報が

中心で、委託業務に要求されている各業務の実施回数や人数についての定

量的な記載が少なく、履行の確認が困難である。 

このような状況であると、適切な履行確認が実施されず、委託業務に関

する事業内容や委託金額に対する見直し等が行われないおそれがある。 

そのため、実施要領に業務委託設計書の数値（回数、人数等）を記載し、

実績が実施要領の求める水準に達しているか否かを記載する欄を報告書に

設定し、その報告を受けることで、所管課は履行確認すべきである。 

 

（４）委託料の支払遅延（結果） 

業務委託契約書の第６条において、「委託料は、次の区分に従い委託者

が指定する場所において受託者に支払うものとし、支払日は各月月末とす

る。」「前項の規定による委託料については、下表のとおりとする。」 

平成 28年 4月 平成 28年 7月 平成 28年 10月 平成 29 年 1月 

7,992,000円 7,992,000円 7,992,000円 7,992,000 円 

と、定められており、請求書受領後各月月末（平成 28 年 4 月末、7 月末、

10月末、平成 29 年 1月末）にそれぞれ同額を支払うものとされている。 
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しかし、平成 28 年 10 月 11 日に受領した請求書についての支払が、平成

28年 11月 10日となっていた。 

これは担当者の事務処理誤りにより発生したものであるが、契約書の記

載のとおりに遅滞なく支払を行う必要がある。 

 

（５）履行確認の文書化（意見） 

業務委託契約書の第 20 条において、「受託者は、委託業務実施後速やか

に業務実施報告書によって委託業務の成果を委託者に報告しなければなら

ない。」と定められている。 

委託業務の履行確認に関して、所管課はあらかじめ仕様書に記載のとお

り、遅滞なく業務遂行されていることや、その実施時期が適切であったこ

と等を確認しているとのことだが、こういった履行確認のチェックポイン

トが文書化されていない。このため、履行確認の項目・水準の検討が属人

的となり、人事異動があったときなどは、委託業務の適切な評価が実施で

きないおそれがある。 

履行確認のチェックポイントを記載した上で業務実施報告書等を回付し、

課長の承認決裁を得ることが望まれる。 

 

（６）業務実施に必要な工数及び業務量の見直し（意見） 

当該委託業務は、人件費が大きな割合を占めている。 

したがって、翌年度以降の委託契約の予定価格の積算を正確に行うため

に、予定価格の基礎となる当年度予定業務量((注)当年度予定業務量は前年度予定業

務量を基礎に見積もられている)を正確に見積もることが重要である。そのために

は、当該委託業務の履行に要した前年度の業務量実績に関する情報を入手

し、当年度予定業務量見積の基礎となる前年度予定業務量と前年度の業務

量実績の比較により、毎年、当該業務に必要な業務量の見直しを行うこと

が望まれる。 

しかし、四半期毎に当該委託業務の内訳別の業務量の実績報告は受けて

いるものの、委託者への提出を求める事業報告書の記載事項とされていな

いため、年間の業務量実績の集計結果は入手できていない。 

このような状況であると、翌年度以降の委託料の業務の仕様書の作成に

当たり、当年度予定業務量の正確な見積ができず、その結果、委託料の合

理的な予定価格を見積もることができないおそれがある。 

したがって、仕様書等に業務量実績の報告を求めることを明記した上で、
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当該業務に必要な業務量に関する情報を入手し、合理的な予定価格の見積

に役立てるべきである。 
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【２９】下水道使用料の徴収事務の委任（都市整備局 経営企画課） 

１．概要 

（１）事業の概要 

事業名 公共下水道事業 

担当部・課 都市整備局 下水道部 経営企画課 

事業内容 下水道使用料の徴収 

 

（２）委託契約の概要 

契約名 

下水道使用料の徴収事務の委任 

地方自治法第 153 条第 1 項の規定に基づき、水道

汚水に係る下水道使用料の徴収に関する事務を、

市長が、尼崎市水道事業管理者に委任する、「尼崎

市下水道使用料の徴収事務の委任等に関する規

則」を制定し、当該規則によって、水道事業管理者

へ委任している。 

契約先名 受任者は尼崎市水道事業管理者である。 

契約内容 下水道使用料の徴収事務の委任 

契約開始年月日 平成 28 年 4 月 1 日 

契約終了年月日 平成 29 年 3 月 31 日 

確定額（税込） 276,684,304 円 

契約保証金の減免及び免除 
市長から尼崎市水道事業管理者への委任であ

り、契約ではないため契約保証金は該当なし。 

契約方法 
市長から尼崎市水道事業管理者への委任であり、

契約ではない。 

履行確認方法 

委託料概算額を分割払いとし、その半額（端数があ

る場合は上半期に加算）を上半期分、下半期分とし

て納付し、5 月 31 日に概算払の精算を行っている。 

再委託先 無 

再委託の業務範囲 該当なし 

再委託金額 該当なし 

 

（３）委託の理由 

委託の理由 

下水道使用料と水道料金の徴収については、一括

徴収することが効率的であるため、下水道使用料

を、水道料金の徴収を行っている尼崎市水道事業

管理者へ委任している。 

同種の業務につき委託と直営の

併存の有無 
無 

委託と直営の割合に関する方針 該当なし 
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併存の理由 該当なし 

委託契約の分割の有無 無 

委託契約の分割数 該当なし 

委託契約を分割している場合の

委託契約の分割の方針（各契約

の規模の方針） 

該当なし 

 

（４）随意契約の概要 

随意契約の理由 委任であり、随意契約ではない。 

根拠法令 該当なし 

概算額の積算方法 

水道局が算出した、徴収に係る費用に対して、下水

道使用料徴収に係る業務量、職員数、人件費など

の割合を乗じて、概算額を計算している。 

相見積の有無（有の場合は見積

数） 
無 

相見積をとってない場合はその

理由 
該当なし 

相見積をとっているが一番低い

相手先としていない場合はその

理由 

該当なし 

前回の契約方法及び契約先 受任者は尼崎市水道事業管理者 

前々回の契約方法及び契約先 受任者は尼崎市水道事業管理者 

 

（５）入札の概要 

落札率 該当なし 

参加事業者数 該当なし 

予定価格の積算方法 該当なし 

前回の契約方法及び契約先 該当なし 

前々回の契約方法及び契約先 該当なし 

 

２．監査の結果及び意見 

特に記載すべき事項はなかった。 
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【３０】尼崎市公共下水道武庫分区雨水貯留管の詳細設計業務委託（都

市整備局 建設課） 

１．概要 

（１）事業の概要 

事業名 公共下水道事業 

担当部・課 都市整備局 下水道部 建設課 

事業内容 尼崎市公共下水道雨水貯留管の整備 

 

（２）委託契約の概要 

契約名 
尼崎市公共下水道武庫分区雨水貯留管の詳細設

計業務委託 

契約先名 

地方共同法人 日本下水道事業団（注） 
（注）日本下水道事業団は、地方公共団体の下水道整備を促進するこ

とを目的として、特別法（日本下水道事業団法）に基づき、地方公

共団体の出資により設立された国（国土交通省）の認可法人（地

方共同法人）である。 

契約内容 

尼崎市公共下水道武庫分区雨水貯留管 1,340ｍの

詳細設計書の作成に係る発注業務から精算報告ま

でのすべての事務(設計業務委託先選定のための

入札事務を含む) 

契約開始年月日 平成 28 年 10 月 17 日 

契約終了年月日 平成 30 年 2 月 28 日 

契約額（税込） 84,420,000 円 

契約保証金の減免及び免除 

尼崎市契約規則第32条第7号の「市長が特に必要

があると認めるとき」については、特定随意契約を締

結することができる団体との少額随意契約の締結事

務、契約保証金免除規程の取扱い等について（通

知）（尼契第7820号 平成21年3月30日総務局長）に

定められている。 

地方共同法人 日本下水道事業団への委託契約

は、上記通知の3②「国・地方公共団体その他の公

開法人及び市が出資している公益法人並びにそれ

に準ずる団体との契約」に該当し、また、同事業団

が契約を履行しないこととなる恐れはないと判断し、

契約保証金の納付を免除している。 

契約方法 
一者随意契約（地方公営企業法施行令第 21 条の

14 第 1 項第 2 号） 
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履行確認方法 

契約終了日に履行届の提出を受ける。 

成果品である設計図書とともに照査報告書（技術者

が設計図書に対して照査を行った報告書）の受理に

より、成果品の品質確保と事業の有効性の担保を得

ている。 

再委託先 

株式会社東京設計事務所(日本下水道事業団が入

札により選定した建設コンサル会社(設計業務再委

託先)) 

再委託の業務範囲 下水道管きょの実施設計 

再委託金額 75,924,000 円 

 

（３）委託の理由 

委託の理由 

市にとって初めてかつ大規模な事業であり、市担当

者に知識・経験が乏しいことから、日本下水道事業

団の技術力を活用するため。 

同種の業務につき委託と直営の

併存の有無 
無 

委託と直営の割合に関する方針 該当なし 

併存の理由 該当なし 

委託契約の分割の有無 無 

委託契約の分割数 該当なし 

委託契約を分割している場合の

委託契約の分割の方針（各契約

の規模の方針） 

該当なし 

 

（４）随意契約の概要 

随意契約の理由 

日本下水道事業団は日本下水道事業団法に基づ

き、地方公共団体の出資により設立された法人であ

る。下水道事業に関し地方公共団体の共通の利益

となる業務を行うことを目的とする、国土交通省の認

可法人であり、競争入札に適しない（注）と判断してい

る。 
（注）地方公営企業法施行令第 21 条の 14 第 1 項第 2 号 随意契約

によることができる場合は、次に掲げる場合とする。 二 不動産

の買入れ又は借入れ、地方公営企業が必要とする物品の製造、

修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその

他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをする

とき。 

根拠法令 
地方公営企業法施行令第 21 条の 14 第 1 項第 2

号 
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予定価格の積算方法 

日本下水道事業団が定める基準により計算される設

計委託料＋管理諸費（設計委託費の設計価格＋管

理諸費の 10%） 

相見積の有無（有の場合は見積

数） 
無 

相見積をとってない場合はその

理由 

「随意契約の理由」に記載のとおり、当該業務を委

託できる先は、日本下水道事業団のみであり、一者

随意契約とせざるを得ないことから、相見積は入手

していない。 

なお、日本下水道事業団との協定額は、下水道事

業団が積算する設計委託料と管理諸費により、決定

する。 

相見積をとっているが一番低い

相手先としていない場合はその

理由 

該当なし 

前回の契約方法及び契約先 該当なし 

前々回の契約方法及び契約先 該当なし 

 

（５）入札の概要 

落札率 該当なし 

参加事業者数 該当なし 

予定価格の積算方法 該当なし 

前回の契約方法及び契約先 該当なし 

前々回の契約方法及び契約先 該当なし 

 

２．監査の結果及び意見 

特に記載すべき事項はなかった。 
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【３１】大庄中継ポンプ場等運転管理業務包括的委託（都市整備局 施

設課） 

１．概要 

（１）事業の概要 

事業名 公共下水道事業 

担当部・課 都市整備局 下水道部 施設課 

事業内容 都市基盤施設である下水道施設の維持管理 

 

（２）委託契約の概要 

契約名 大庄中継ポンプ場等運転管理業務包括的委託 

契約先名 
日本メンテナスエンジニヤリング 株式会社 神戸支

店 

契約内容 

当該施設(大庄中継ポンプ場、臨海西部ポンプ場及

び臨海西部マンホールポンプ場)についての以下の

業務の包括委託契約 

・運転管理業務 

・保守点検業務 

・施設管理業務 

・ユーティリティ調達業務 

・日報・報告書等の作成、整理、保管等業務 

・その他業務 

契約開始年月日 平成 26 年 4 月 1 日 

契約終了年月日 平成 31 年 3 月 31 日 

契約額（税込） 696,962,880 円 

契約保証金の減免及び免除 

尼崎市契約規則第32条第1号（注）に基づき、契約保

証金の納付は免除している。 
（注）尼崎市契約規則第 32 条第 1 号 

契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証

保険契約を締結したとき。 

契約方法 

随意契約（技術提案型プロポーザル方式（公募）） 

（地方公営企業法施行令第 21 条の 14 第 1 項第 2

号） 

履行確認方法 

契約書の第 4 条に従い、毎月、業務報告書及び維

持管理月報の提出を受け、また、出来高報告会議

（月 1 回）により履行を確認し、各月の完了検査にお

ける検査項目について「検査評定資料」により、検査

評定を実施している。 

再委託先 株式会社明電エンジニアリング 等 

再委託の業務範囲 高圧電気設備点検 等 

再委託金額 非開示のため把握していない。 
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（３）委託の理由 

委託の理由 
民間の人材及び技術の活用により、大庄中継ポン

プ場等運転管理業務を効率的に行うため。 

同種の業務につき委託と直営の

併存の有無 
有 

委託と直営の割合に関する方針 

「下水道事業における施設管理の集約化、省力化

に関する短期計画について（基本方針）」により、4

拠点のうち、2 つを直営、2 つを民間への包括的委

託としている。 

併存の理由 
危機管理上（知識、経験及び技術の伝承等）直営を

残す必要があると判断している。 

委託契約の分割の有無 無 

委託契約の分割数 該当なし 

委託契約を分割している場合の

委託契約の分割の方針（各契約

の規模の方針） 

該当なし 

 

（４）随意契約の概要 

随意契約の理由 

委託契約は、下水道施設の包括的委託であり、技

術的能力を要する内容であるため、地方公営企業

法施行令第 21 条の 14 第 1 項第 2 号に規定される

「その性質又は目的が競争入札に適しない場合」に

該当する。 

国土交通省「性能発注の考え方に基づく民間委託

のためのガイドライン」に基づき、「技術提案型プロ

ポーザル方式」を採用し、尼崎市契約事務規程第 3

条第 2 項第 13 号及び「尼崎市契約事務規程の制

定及び平成 21 年度における契約事務の取扱いに

ついて」（通知）に基づき、公募型プロポーザルによ

る随意契約を締結している。 

根拠法令 
地方公営企業法施行令第 21 条の 14 第 1 項第 2

号 

予定価格の積算方法 
下水道施設維持管理積算要領及び実績積上げに

よる積算 

相見積の有無（有の場合は見積

数） 
無 

相見積をとってない場合はその

理由 
公募したが、応募が 1 者のみであったため。 
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相見積をとっているが一番低い

相手先としていない場合はその

理由 

該当なし 

前回の契約方法及び契約先 

技術提案型プロポーザル方式（公募）／ 

日本メンテナスエンジニヤリング 株式会社  

神戸支店 

前々回の契約方法及び契約先 該当なし 

 

（５）入札の概要 

落札率 該当なし 

参加事業者数 該当なし 

予定価格の積算方法 該当なし 

前回の契約方法及び契約先 該当なし 

前々回の契約方法及び契約先 該当なし 

 

２．監査の結果及び意見 

（１）委託業務の品質管理のための評価（意見） 

委託業務において、履行状況の点検だけではなく、当該業務の質を確保

するという品質管理の観点から、業務の総合評価を行い、業務改善に向け

た指示や指導を行うことが望まれる。 

総合評価の評価項目としては、一般的には、業務目的の理解、技術力の

発揮、協議記録の提出、作業の進捗管理、積極的な取組への姿勢、市から

の要請への対応状況、トラブルへの対応状況、品質管理のための自主的な

取組、業務の目的の達成度、予定価格に対する委託契約額の割合などが考

えられる。また、評価指標として、委託業務の KPI を設定することも有効

である。 

同額の委託料を支払ったとしても、例えば、仕様書どおりの履行が確保

されている場合、市の指導を経て履行が確保された場合、改善指示を要す

る不適切な履行があった場合では、業務の総合評価は異なる。委託業務の

総合評価を行わなければ、委託業務の品質を適切に管理することができず、

今後の業務改善に向けた指導が徹底できないおそれや、今後の業務の改善

に向けた指示を行えないおそれがある。 

市として、契約期間を通じて、上記の項目などを評価項目とする「委託

業務評価シート」の様式を設定し、委託業務の総合評価を行い、目標と実

績の差異の分析評価により、次年度の業務の改善へつなげることが望まれ

る。 
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（２）委託業務の再委託管理の強化 (契約書の入手)（意見） 

業務委託契約約款第 10 条によると、「受託者は、別紙５「第三者への委

託等を禁止する業務」に定める業務の全部を第三者に委任し、又は請け負

わせてはならない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合に限り、

業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせることができる。」と定め

られている。 

当該委託業務については、所管課は、第三者委託について事前承認して

いるが、再委託の契約書を入手していない。 

委託業務全体を発注者として管理するため、再委託の契約書を委託先か

ら入手することをルールとして明確化した上で、所管課は、再委託契約の

契約内容や契約先に関して事前承認と合致しているか、また、再々委託が

行われている場合には、その合理性を検討する等して、不適切な契約と

なっていないことを確認することが望まれる。 
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【３２】東部浄化センター建設その 2工事委託（都市整備局 施設課） 

１．概要 

（１）事業の概要 

事業名 公共下水道事業 

担当部・課 都市整備局 下水道部 施設課 

事業内容 水処理施設の高度処理化、耐震補強及び設備改築 

 

（２）委託契約の概要 

契約名 尼崎市東部浄化センター建設その 2 工事委託 

契約先名 

地方共同法人 日本下水道事業団（注） 
（注）日本下水道事業団は、地方公共団体の下水道整備を促進するこ

とを目的として、特別法（日本下水道事業団法）に基づき、地方公

共団体の出資により設立された国（国土交通省）の認可法人（地

方共同法人）である。 

契約内容 

東部浄化センター建設その 2 工事（土木工事、水処

理設備工事、電気設備工事）に関する工事発注業

務並びに工事施工監理業務 

契約開始年月日 平成 27 年 5 月 29 日 

契約終了年月日 平成 29 年 5 月 31 日 

契約額（税込）（注） 2,713,170,000 円 

契約保証金の減免及び免除 

尼崎市契約規則第32条第7号の「市長が特に必要

があると認めるとき」については、特定随意契

約を締結することができる団体との少額随意契

約の締結事務、契約保証金免除規程の取扱い等

について（通知）（尼契第7820号 平成21年3月

30日総務局長）に定められている。 

地方共同法人 日本下水道事業団への委託契約

は、上記通知の3②「国・地方公共団体その他の

公開法人及び市が出資している公益法人並びに

それに準ずる団体との契約」に該当し、また、

同事業団が契約を履行しないこととなる恐れは

ないと判断し、契約保証金の納付を免除してい

る。 

契約方法 
一者随意契約（地方公営企業法施行令第 21 条の

14 第 1 項第 2 号） 

履行確認方法 

毎月の工事進捗報告書及び工事完成時に完成検

査調書、引継書（引渡関係図書含む）の受領によ

り、履行を確認している。 

再委託先 

土木工事：飛島・宮本特定建設共同企業体 

水処理設備工事：株式会社神鋼環境ソリューション 

電気設備工事：株式会社東芝 
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再委託の業務範囲 工事の施工 

再委託金額（円） 

土木工事：1,491,868,800 円 

水処理設備工事：672,526,800 円 

電気設備工事：426,816,000 円 

（注）ここでは、変更協定書による契約額を記載している。なお当初契約額は 3,022,000,000 円である。 

 

（３）委託の理由 

委託の理由 

計画設計、実施設計及び工事施工に係る一時的な

業務量増に対応するとともに、日本下水道事業団の

技術力を活用するため。 

同種の業務につき委託と直営の

併存の有無 
有 

委託と直営の割合に関する方針 

原則は直営で工事監理を行っているが、一時的な

業務量の増加へ対応するとともに、日本下水道事業

団の技術力を活用する事業については、必要に応

じて事業団に委託している。平成 28 年度において

は、東部浄化センター建設その 2 工事委託及び尼

崎市武庫分区雨水貯水管基本設計業務について

は、日本下水道事業団へ委託することが、下水道部

の「平成 27 年度にかかる日本下水道事業団への委

託事業について（取扱方針）」にて定められている。 

併存の理由 
工事委託は一時的なものであり、業務量に応じ実施

するため。 

委託契約の分割の有無 無 

委託契約の分割数 該当なし 

委託契約を分割している場合の

委託契約の分割の方針（各契約

の規模の方針） 

該当なし 

 

（４）随意契約の概要 

随意契約の理由 

日本下水道事業団は日本下水道事業団法に基づ

き、地方公共団体の出資により設立された法人であ

る。下水道事業に関し地方公共団体の共通の利益

となる業務を行うことを目的とする、国土交通省の認

可法人であり、競争入札に適しない（注）と判断してい

る。 
（注）地方公営企業法施行令第 21 条の 14 第 1 項第 2 号 随意契約

によることができる場合は、次に掲げる場合とする。 二 不動産

の買入れ又は借入れ、地方公営企業が必要とする物品の製造、

修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその

他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをする

とき。 
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根拠法令 
地方公営企業法施行令第 21 条の 14 第 1 項第 2

号 

予定価格の積算方法 
日本下水道事業団が定める基準により計算される工

事費＋管理諸費（工事費の設計価格の約 5%） 

相見積の有無（有の場合は見積

数） 
無 

相見積をとってない場合はその

理由 

下水道事業団が積算する請負工事費と管理諸費に

より、協定額が決定するため。 

相見積をとっているが一番低い

相手先としていない場合はその

理由 

該当なし 

前回の契約方法及び契約先 随意契約／日本下水道事業団 

前々回の契約方法及び契約先 該当なし 

 

（５）入札の概要 

落札率 該当なし 

参加事業者数 該当なし 

予定価格の積算方法 該当なし 

前回の契約方法及び契約先 該当なし 

前々回の契約方法及び契約先 該当なし 

 

２．監査の結果及び意見 

（１）方針決裁（実施決裁）の専決者の誤り（結果） 

東部浄化センター建設その 2 工事委託（当該契約）を含む、尼崎市武庫

分区雨水貯留基本設計業務委託、尼崎市合流式下水緊急改善計画評価業務

委託の 3 つの契約については、「平成 27 年度に係る日本下水道事業団への

委託事業について(取扱方針)」として、平成 27 年 5 月 26 日に日本下水道

事業団への委託事業とする取扱方針について局長の決裁を受けている。 

しかし、尼崎市事務処理規程別表によると、承認された予算執行計画の

範囲内で、次に掲げる支出負担行為の決定を行うこと、（1）工事（樹木の

剪
せん

定、除草、しゅんせつ等の業務を含む。）の委託又は請負を行うこと、

150,000,000円未満が副市長決裁となっていることから、当該方針決裁（実

施決裁）については、市長の決裁を受けるが必要であった。 

なお、当該委託契約の契約決裁については、「尼崎市東部浄化センター

建設その 2 工事委託に関する協定の締結について」として、市長決裁を平

成 27年 5月 29 日に受けている。 
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【３３】尼崎市東部浄化センター等運転管理業務包括的委託（都市整備

局 北部浄化センター） 

１．概要 

（１）事業の概要 

事業名 下水道事業 

担当部・課 都市整備局 下水道部 北部浄化センター 

事業内容 都市基盤施設である下水道施設の維持管理 

 

（２）委託契約の概要 

契約名 
尼崎市東部浄化センター等運転管理業務包括的委

託 

契約先名 株式会社ウォーターエージェンシー大阪営業所 

契約内容 

東部浄化センターほか 2 中継ポンプ場（東部雨水

ポンプ場、中在家中継ポンプ場）の運転管理業務の

委託 

・維持操作運転管理業務 ・屋上広場管理業務 

・保守点検業務（電気設備、消防設備、空調設備、

昇降機設備、フォークリフト、地下タンク設備、トラッ

クスケール） ・清掃業務（東部浄化センターのみ） 

・廃棄物処理業務 

・植樹帯保護育成業務 

・沈砂分析業務 ・簡易専用水道点検業務 

・天井クレーン検査業務 ・法定試験業務 

・放流水ダイオキシン類濃度測定検査業務 

・機械警備業務 ・ユーティリティ調達業務 

・修繕業務 

・日報、報告書等の作成、整理保管業務 

契約開始年月日 平成 28 年 4 月 1 日 

契約終了年月日 平成 33 年 3 月 31 日 

契約額（税込）（注） 

3,036,456,000 円（変更契約額） 

平成 28 年度予算額は 635,545,000 円、支払額は

561,487,441 円であった。 

契約保証金の減免及び免除 

尼崎市契約規則第32条第1号（注）に基づき、契約保

証金の納付は免除している。 
（注）尼崎市契約規則第 32 条第 1 号 

契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証

保険契約を締結したとき。 

契約方法 総合評価一般競争入札 
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履行確認方法 

契約書第 6 条に従い、毎月、完了報告書（設備の

運転記録その他委託者が指定する書類を添付）の

報告を受けるとともに、月に 1 度の委託者受託者間

での出来高報告会議への出席により、履行を確認し

ている。 

再委託先 泉興業株式会社ほか延べ 33 団体 

再委託の業務範囲 清掃業務（定期業務）ほか 33 業務 

再委託金額 非開示ため、把握していない。 

（注）ここでは、変更後契約金額を記載している。当初契約額は、3,064,416,000 円である。 

 

（３）委託の理由 

委託の理由 

国土交通省が平成 13 年 4 月に性能発注の考え方

に基づく民間委託のためのガイドラインを制定した

のを受け、職員の人材枯渇への対策及び職員人件

費の削減のため。 

同種の業務につき委託と直営の

併存の有無 
有 

委託と直営の割合に関する方針 

「下水道事業における施設管理の集約化、省力化

に関する短期計画について（基本方針）」により、4

拠点のうち、2 つを直営、2 つを民間への包括的委

託としている。 

浄化センター等については、北部と東部に区分し 

北部処理区を直営、東部処理区を包括的委託とし

ている。 

併存の理由 

市が受託者を技術的に監督する必要があるため、

市の技術力の確保のため、また万が一受託業者が

倒産などで操業不能となった場合、市職員でバック

アップすることを考えているため、一部を直営として

いる。 

委託契約の分割の有無 無 

委託契約の分割数 該当なし 

委託契約を分割している場合の

委託契約の分割の方針（各契約

の規模の方針） 

該当なし 

 

（４）随意契約の概要 

随意契約の理由 該当なし 

根拠法令 該当なし 

予定価格の積算方法 該当なし 
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相見積の有無（有の場合は見積

数） 
該当なし 

相見積をとってない場合はその

理由 
該当なし 

相見積をとっているが一番低い

相手先としていない場合はその

理由 

該当なし 

前回の契約方法及び契約先 該当なし 

前々回の契約方法及び契約先 該当なし 

 

（５）入札の概要 

落札率 98.48% 

参加事業者数 1 

予定価格の積算方法 
基本的に費目別に過去の実績に基づき予定価格を

積算している。 

前回の契約方法及び契約先 
プロポーザル後入札／ 

株式会社ウォーターエージェンシー大阪営業所 

前々回の契約方法及び契約先 
プロポーザル後入札／ 

株式会社ウォーターエージェンシー大阪営業所 

 

２．監査の結果及び意見 

（１）応募者の確保（意見） 

当該委託契約については、東部浄化センター等の効率的な運転管理とと

もに、技術力も重視する必要があるという判断のもと、価格と価格以外の

技術力を総合的に評価して落札する、公募型の総合評価一般競争入札方式

によって委託先を選定している。しかし、今回（平成 28 年度～平成 32 年

度）の公募に対する応募者は現在の委託先 1 者のみであり、結果として、

同じ委託先が 4 回（平成 15 年度～平成 32 年度の 18 年間）継続することと

なった。 

このように、長期間にわたり同一業者としか契約できない状況が継続す

ると、委託先への依存度合いが高くなり、今後、現在の委託先が応募しな

い場合、東部浄化センター等の運転管理に支障をきたすおそれがある。ま

た、他の事業者との比較がされず、委託料が高止まりするおそれもある。 

所管課は、このような事態に対処するため、今後の応募先確保を目的と

して、平成 27 年度の当該委託契約の公告前と応募期間終了時に、入札参加

資格の条件を満たす全国の 56 者を対象に調査を行った後、入札参加資格の
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条件に合致したが応募がなかった 9 者に対して、応募をしなかった原因に

ついてアンケート調査を行った。その結果、応募をしなかった理由として、

次のような回答を得たとのことである。 

・委託を知ってから期間が短かった。 

・人手が足りなかった。 

・入札参加に対するコストがかかる。 

次回の応募の際には、上記の回答結果も考慮し、複数の応募先を確保で

きるよう、委託の範囲や、配置する技術者の人数の変更の可否なども含め、

多角的に検討することが望まれる。 

 

（２）委託業務の再委託管理の強化 (契約書の入手)（意見） 

包括的委託契約書の第 13 条には、「受託者は、委託業務のうち別添の別

紙６「第三者への委託等を禁止する業務」に定める業務の全部又は一部を

第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ委託

者の承諾を得た場合に限り、再委託制限業務の一部を第三者に委託し、又

は請け負わせることができる。」と定められている。 

当該委託業務については、所管課は、第三者委託について事前承認して

いるが、再委託先の契約書を入手していない。 

委託業務全体を発注者として管理するため、再委託の契約書を委託先か

ら入手することをルールとして明確化した上で、所管課は、再委託契約の

契約内容や契約先に関して事前承認と合致しているか、また、再々委託が

行われている場合には、その合理性を検討する等して、不適切な契約と

なっていないことを確認することが望まれる。 

 

（３）履行確認の文書化（意見） 

包括的委託契約書第 6 条において「受託者は、毎月 7 日までに前月分の

業務についての完了報告書を委託者に提出し、委託者の検査を受けなけれ

ばならない。この場合において、受託者は、当該完了報告書に設備の運転

記録その他委託者が指定する書類を添付しなければならない。」と定めら

れている。 

所管課は、完了報告書等の提出を受け、また、出来高報告会議の出席に

より、履行を確認しているとのことである。しかし、これらの履行確認に

関するチェックポイントが文書化されていないため、履行確認の項目・水

準の検討が属人的となり、人事異動があったときなどには、委託業務の適
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切な評価が実施できないおそれがある。このため、履行確認のチェックポ

イントも記載した上で完了報告書と添付書類、出来高会議議事録を回付し、

課長の承認決裁を得ることが望まれる。 

 

（４）複数年契約の場合の委託業者の財政状況のモニタリング（意見） 

当該契約の総合評価一般競争入札選定委員会の「総合評価」結果による

と、総合点に問題はないが、財務に関する事項（経営基盤）に関して、議

論の対象となっていた。 

所管課によると、委託先の退職給付引当金の期末要支給額に対する割合

が低い点が、財務に関する事項の評価に関して、議論になったとのことで

ある。今回の包括外部監査を機会に、所管課が、委託先へ退職給付引当金

の計上割合を調査したところ、平成 33 年 3 月までに期末要支給額に対する

割合を目標値まで引き上げる計画を着実に実行しているとの回答を得てお

り、平成 29 年 3 月末時点で財務の健全性について大きな問題がある、とい

う状況ではないとのことであった。 

複数年の委託契約の場合、契約期間の途中に、万が一委託先が倒産した

場合、市には、差し当たり東部浄化センター等の運転管理に必要な技術者

を確保する必要があり、また、新しい委託先を探すための負担が発生する。

このため、所管課は複数年契約の委託契約先について毎年財務の状況を確

認できる財務諸表などの提出を求め、その財務の健全性に問題がないこと

を確認することが望まれる。 
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【３４】電子計算機システム等操作等業務委託（水道局 経営企画課） 

１．概要 

（１）事業の概要 

事業名 電子計算機システム関係事業 

担当部・課 水道局 経営部 経営企画課 

事業内容 

電子計算機システム等を活用し、事務処理の効率

化と経費節減等を図るとともに、正確性・容易性・迅

速性等を向上させ、行政の情報化推進と行政サー

ビス向上を図る。 

 

（２）委託契約の概要 

契約名 電子計算機システム等操作等業務委託 

契約先名 日本ユニシス株式会社 関西支社 

契約内容 電子計算機システム等操作等業務 

契約開始年月日 平成 28 年 4 月 1 日 

契約終了年月日 平成 29 年 3 月 31 日 

契約額（税込） 60,141,042 円 

契約保証金の減免及び免除 

尼崎市水道局契約規程第32条第1項第3号（注）に基

づき、契約保証金の納付は免除している。 
（注）尼崎市水道局契約規程第 32 条第 1 項第 3 号 

入札に参加する者に必要な資格を有する者と契約を締結する場

合において、その者が過去 2 年間の間に、局と種類及び規模を

ほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべ

て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがない

と認められるとき。 

契約方法 
一者随意契約（地方公営企業法施行令第 21 条の

14 第 1 項第 2 号） 

履行確認方法 

毎月 1 回定例会を開催し、前月に実施した業務の

結果及び翌月の業務実施計画について報告を受け

る。 

再委託先 無 

再委託の業務範囲 該当なし 

再委託金額 該当なし 

 

（３）委託の理由 

委託の理由 

高度化・多様化する情報技術に対応し、一層の効

率的な業務運営を行うとともに、システムに関して十

分な知識と技術力が必要なため。 

同種の業務につき委託と直営の

併存の有無 
無 
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委託と直営の割合に関する方針 該当なし 

併存の理由 該当なし 

委託契約の分割の有無 無 

委託契約の分割数 該当なし 

委託契約を分割している場合の

委託契約の分割の方針（各契約

の規模の方針） 

該当なし 

 

（４）随意契約の概要 

随意契約の理由 

水道局における基幹システムである水道業務システ

ム等のプログラムは上記業者が市独自の仕様に基

づいて開発しているため、操作・運用等については

当該業者でなければ対応することができない。 

以上より、当該契約は「随意契約ガイドライン 5．随

意契約ができる場合（2）2 号随意契約の【委託業務

等】⑦既存の電子システムと不可分の関係にあり、

同一のシステムの開発者以外の者にプログラムの増

設・追加等を履行させると、既存の電算システムの

運用に著しく支障が生じるおそれのある場合、に該

当するため、水道局においても随意契約ガイドライ

ンを準用して、随意契約としている。 

根拠法令 
地方公営企業法施行令第 21 条の 14 第 1 項第 2

号 

予定価格の積算方法 
原則として、前年度の契約金額を参考に決定してい

る。 

相見積の有無（有の場合は見積

数） 
無 

相見積をとってない場合はその

理由 

「随意契約の理由」に記載のとおり、システムの開発

業者である日本ユニシス株式会社への一者随意契

約とせざるを得ないことから、相見積の入手は行って

いない。 

相見積をとっているが一番低い

相手先としていない場合はその

理由 

該当なし 

前回の契約方法及び契約先 一者随意契約／日本ユニシス株式会社 関西支社 

前々回の契約方法及び契約先 

一者随意契約／日本ユニシス株式会社 関西支社 

（ただし、平成 26 年度以前は入力業務を別業者へ

委託していた。） 
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（５）入札の概要 

落札率 該当なし 

参加事業者数 該当なし 

予定価格の積算方法 該当なし 

前回の契約方法及び契約先 該当なし 

前々回の契約方法及び契約先 該当なし 

 

２．監査の結果及び意見 

（１）委託業務の品質管理のための評価（意見） 

委託業務において、履行状況の点検だけではなく、当該業務の質を確保

するという品質管理の観点から、業務の総合評価を行い、業務改善に向け

た指示や指導を行うことが望まれる。 

総合評価の評価項目としては、一般的には、業務目的の理解、技術力の

発揮、協議記録の提出、作業の進捗管理、積極的な取組への姿勢、局から

の要請への対応状況、トラブルへの対応状況、品質管理のための自主的な

取組、業務の目的の達成度、予定価格に対する委託契約額の割合などが考

えられる。評価指標として、委託業務の KPI を設定することも有効である。 

しかし、当該委託業務については、委託事業に対する総合評価は行われ

ていない。 

同額の委託料を支払ったとしても、例えば、仕様書どおりの履行が確保

されている場合、市の指導を経て履行が確保された場合、改善指示を要す

る不適切な履行があった場合とでは、業務の総合評価は異なると考える。

委託業務の総合評価を行わなければ、委託業務の品質を適切に管理するこ

とができず、今後の業務改善に向けた指導が徹底できないおそれや、今後

の委託業務の品質管理のための課題を把握できないおそれがある。 

局として、契約期間を通じて、上記の項目などを「委託業務評価シート」

の評価項目として様式を設定し、委託業務の総合評価を行い、目標と実績

の差異の分析評価により、次年度の業務の改善へつなげることが望まれる。 

 

（２）履行確認の文書化（意見） 

業務委託契約書の第 15 条において、「受託者は、業務を完了したときは、

直ちに、業務の成果を委託者に報告しなければならない。」と定められて

いる。 

所管課は、委託業務の履行確認に関して、仕様書に記載のとおり、遅滞
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なく業務遂行されていることや、その実施時期が適切であったこと等を業

務実施結果報告により確認しているとのことである。しかし、履行確認の

チェックポイントが文書化されていないため、履行確認の項目・水準の検

討が属人的となり、人事異動があったときなどには、委託業務の適切な評

価が実施できないおそれがある。このため、履行確認のチェックポイント

を記載した上で業務実施結果報告を回付し、課長の承認決裁を得ることが

望まれる。 

 

 

 

  



214 

 

【３５】徴収事務等委託（水道局 料金課） 

１．概要 

（１）事業の概要 

事業名 水道料金等の徴収 

担当部・課 水道局 経営部 料金課 

事業内容 水道料金等の徴収事務 

 

（２）委託契約の概要 

契約名 徴収事務等委託 

契約先名 ヴェオリア・ジェネッツ株式会社 

契約内容 

水道料金等（都市整備局から委任を受けている下

水道使用料含む）の収納及び水道料金の精算・計

量事務 

契約開始年月日 平成 28 年 4 月 1 日 

契約終了年月日 平成 29 年 3 月 31 日 

契約額（税込）（注） 年間支払額 250,643,450 円 

契約保証金の減免及び免除 600,000円(減免なし) 

契約方法 
一者随意契約（地方公営企業法施行令第 21 条の

14 第 1 項第 2 号） 

履行確認方法 
契約書の第５条により、毎月実績報告を受け、担当

者が履行を確認している。 

再委託先 無 

再委託の業務範囲 該当なし 

再委託金額 該当なし 

（注）単価契約であり、平成 28年度支払額を記載している。 

 

（３）委託の理由 

委託の理由 

収納・精算・計量業務は専門的知識と経験が必要で

ある。専門知識と経験を有している民間事業へ委託

することにより、安定した事業と効率的な事務の執行

を図る。 

同種の業務につき委託と直営の

併存の有無 
無 

委託と直営の割合に関する方針 該当なし 

併存の理由 該当なし 

委託契約の分割の有無 無 

委託契約の分割数 該当なし 
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委託契約を分割している場合の

委託契約の分割の方針（各契約

の規模の方針） 

該当なし 

 

（４）随意契約の概要 

随意契約の理由 

収納・精算・計量業務は専門的知識と経験が必要で

あり、業務の評価が良好である、ヴェオリア・ジェネッ

ツ株式会社と随意契約をしている。 

根拠法令 
地方公営企業法施行令第 21 条の 14 第 1 項第 2

号 

予定価格の積算方法 基本委託料＋予定件数×単価＋インセンティブ 

相見積の有無（有の場合は見積

数） 
無 

相見積をとってない場合はその

理由 

「随意契約の理由」に記載のとおり、ヴェオリア・ジェ

ネッツ株式会社の業務評価が良好であることから同

社への一者随意契約としているため、相見積の入手

は行っていない。 

相見積をとっているが一番低い

相手先としていない場合はその

理由 

該当なし 

前回の契約方法及び契約先 一者随意契約／ヴェオリア・ジェネッツ株式会社 

前々回の契約方法及び契約先 一者随意契約／ヴェオリア・ジェネッツ株式会社 

 

（５）入札の概要 

落札率 該当なし 

参加事業者数 該当なし 

予定価格の積算方法 該当なし 

前回の契約方法及び契約先 該当なし 

前々回の契約方法及び契約先 該当なし 

 

２．監査の結果及び意見 

（１）一者随意契約の見直し（意見） 

地方公共団体が委託先を選定する場合には、不特定多数の参加者を募る

「一般競争入札」が原則とされており、「指名競争入札」や「随意契約」

は、例外的な取扱いとして認められている。 

委託先の選定に当たり競争性を機能させ、事業の経済性を確保する観点

からは、原則どおり入札の徹底が望まれ、やむを得ず、随意契約による場

合であっても、プロポーザル方式によるか、少なくとも複数見積書の徴取
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の徹底が望まれる。 

しかし、当該業務においては、ヴェオリア・ジェネッツ株式会社との一

者随意契約が 15 年以上継続しており、複数見積書の徴取もされていないた

め、競争原理が確保されない中、契約金額が決定されている。このため、

所管課は、委託料の金額の適切性の検証ができておらず、委託料が高止ま

りしているおそれがある。 

所管課によると、一者随意契約を行っている理由は以下のとおりである。 

「収納事務、精算事務及び計量事務の 3 つの業務は、水道事業における業

務部門の大部分を占める非常に重要な役割を担うものであり、業務の実施

においては、相当規模の人員を要するとともに、専門的な知識・経験が必

要で、ノウハウの蓄積等や安定した事業の運営と効率的な事務の執行のた

めには、一定期間契約を継続していく必要性、有効性がある。委託先は、

これまで、委託業者の指導・育成に努めており、業務評価基準を満たして

いる。このため、『委託業務の性質又は目的が競争入札に適しないもの』

（地方公営企業法施行令第 21 条の 14 第 1 項第 2 号）に該当し、一者随意

契約を継続している。」 

しかし、「随意契約ガイドライン」の 2 号随意契約の要点に、「単に、

『業務内容を熟知しており信用度が高いこと』『当該業務に精通している

こと』等のみをもって当該契約者を限定していないか」の記載がある。ま

た、当該水道料金の収納事務、精算事務及び計量事務の委託業務について

は、他の自治体が入札あるいはプロポーザルにより委託事業者を公募して

いる。以上の点より、当該委託業務については実施可能な団体が複数ある

ことが想定され、一者随意契約を容認する要件には該当しないと考える。 

したがって、当該委託業務については、原則は委託先事業者の選定は入

札によるべきである。少なくとも、総合評価落札方式やプロポーザル方式

によるなど、業者の選定に競争原理を機能させ、経済性を確保する努力が

望まれる。 

 

（２）見積書の不徴取（結果） 

尼崎市の契約事務マニュアル（委託編）においては、見積の依頼は、一

者随意契約及び特定随意契約の場合についても必要であることが記載され

ており、また、同様の規程が水道局契約規程第 23 条の 3 に定められており、

一者随意契約の場合であっても、見積書の徴取が必要である。しかし、当

該委託業務において、事業者から見積書の徴取を行っていなかった。 
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所管課によると、平成 9 年度より同一の業者と契約を締結しており、毎

年度契約更新という形で契約更新決裁を受けていることから、契約単価等

の変更があった場合は双方合意の上で契約更新しているため、別途見積書

の徴取は行っていなかったとのことである。 

毎年度、金額を含む契約内容を見直した上で契約更新を行うべきである。

したがって、契約事務を適切に行うために、見積書を徴取すべきである。 

 

（３）契約保証金の金額の見直し（意見） 

尼崎市水道局における徴収事務等の委託に関する規程第５条において、

契約保証金に関して以下のとおり定められている。 

「管理者は、委託契約の締結の際、受託者をして契約保証金を納付させな

ければならない。」 

また、尼崎市水道局契約規程第 31 条第 1 項において、以下のとおり定め

られている。 

「局と契約を締結する者の納付すべき契約保証金の額は、その契約金額の

100分の 5に相当する金額以上の金額とする。ただし、単価契約を締結する

場合の契約保証金の額は、その都度管理者が定める。」 

上記の規程の但し書きに基づき、局は受託者から契約保証金 600,000 円

を受領している。これは、過去の受託者の 1 日平均取扱金額を基にした金

額としているが、平成 28年度委託料支払額の 0.2%に過ぎない。原則的な金

額と考えられる委託料支払額の 100 分の 5 に相当する金額と比較して大き

く不足しており、契約保証金の金額として不十分であると考える。 

これは、平成 9 年度より同一の業者と契約を締結しており、契約保証金

の金額の更新に対する十分な検討が行われていなかったことによる。 

このような状況では、実態と乖離した不適切な契約保証金の金額が算

定・納付されることにより、契約の完全な履行を確保し、万一不履行の場

合は市の損害賠償を容易にするという、契約保証金としての本来の目的が

果たされないおそれがある。 

そのため、契約保証金の金額の算定について見直しを行い、業務の規模

に応じた適切な金額を再検討し、納付させるべきである。なお、現在預

かっている契約保証金を返金し、委託先に履行保証保険に加入してもらう

ことも一案である。 
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【３６】神崎浄水場 1～3 号配水池耐震化等改修及び場内連絡管更新工事

設計業務委託（水道局 計画推進課） 

１．概要 

（１）事業の概要 

事業名 施設整備事業 

担当部・課 水道局 技術部 計画推進課 

事業内容 水道施設の機能強化を図る。 

 

（２）委託契約の概要 

契約名 
神崎浄水場 1～3 号配水池耐震化等改修及び場内

連絡管更新工事設計業務委託 

契約先名 株式会社 NJS 大阪総合事務所 

契約内容 
神崎浄水場 1～3 号配水池における調査及び設計

業務の実施 

契約開始年月日 平成 27 年 7 月 14 日 

契約終了年月日 平成 28 年 7 月 6 日 

契約額（税込） 51,865,920 円 

契約保証金の減免及び免除 

尼崎市水道局契約規程第32条第1項第1号（注）に基

づき、契約保証金の納付は免除している。 
（注）尼崎市水道局契約規程第 32 条第 1 項第 1 号 

契約の相手方が保険会社との間に局を被保険者とする履行保険

契約を締結したとき。 

契約方法 指名競争入札 

履行確認方法 

契約書の第 15 条に従い、契約終了日までに、照査

報告書を含む（注 1）成果物及び業務完了届の提出

を受け、所管課が検査を行う。 

再委託先 
①株式会社セック、②株式会社金山組、③日本品

質株式会社、④株式会社関西地質調査事務所 

再委託の業務範囲 
①測量調査、②試掘調査、③配水池内面劣化調

査、④地質調査及び土壌汚染状況調査 

再委託金額 不明 

（注1） 照査報告書とは、成果物の品質向上をはかり、正確性を確保するために、国土交通省の定める照

査要領に基づき作成され、設計業務の成果物である納品図書の報告書の一つとして委託者より提

出される書類である。各調査の項目別のチェック内容、収録図書、照査日付などを表方式で記入

し、技術担当者、照査技術者、管理技術者が確認している。 

 

 

 

 



219 

 

（３）委託の理由 

委託の理由 

神崎浄水場内の 1～3 号配水池及びそれに付随す

る場内連絡管の耐震化・更新工事のために必要な

各種調査や技術的検討、詳細設計など、業務内容

が多岐にわたることから人的労力を軽減することに

加え、技術的専門性も高いため委託した。 

同種の業務につき委託と直営の

併存の有無 
無 

委託と直営の割合に関する方針 該当なし 

併存の理由 該当なし 

委託契約の分割の有無 無 

委託契約の分割数 該当なし 

委託契約を分割している場合の

委託契約の分割の方針（各契約

の規模の方針） 

該当なし 

 

（４）随意契約の概要 

随意契約の理由 該当なし 

根拠法令 該当なし 

予定価格の積算方法 該当なし 

相見積の有無（有の場合は見積

数） 
該当なし 

相見積をとってない場合はその

理由 
該当なし 

相見積をとっているが一番低い

相手先としていない場合はその

理由 

該当なし 

前回の契約方法及び契約先 該当なし 

前々回の契約方法及び契約先 該当なし 

 

（５）入札の概要 

落札率 88.0% 

参加事業者数 3 者 

予定価格の積算方法 所管課の設計による。 

前回の契約方法及び契約先 該当なし 

前々回の契約方法及び契約先 該当なし 
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２．監査の結果及び意見 

（１）委託業務の再委託管理の強化（契約書の入手）（意見） 

業務委託契約書の業務委託契約約款第 6条第 2項によると、「受託者は、

業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらか

じめ委託者の承認を得なければならない。」と定められている。 

所管課によると、当該委託業務においては調査計画書の提出を仕様書で

定めた上で、当該調査計画書をもって再委託の内容、実施時期、実施体制

等が適切であることを調査実施前に確認している。また、調査実施日には

水道局職員が立ち会い、調査が受託者及び再委託先によって行われている

ことを確認しているため、実質的に再々委託等の不適切な契約となってい

ないことは確認しているとのことである。しかし、再委託先の契約書を入

手していない。 

委託業務全体を発注者として管理するため、再委託の契約書を委託先か

ら入手することをルールとして明確化した上で、所管課は、再委託契約の

契約内容や契約先に関して事前承認と合致しているか、また、再々委託が

行われている場合には、その合理性を検討する等して、不適切な契約と

なっていないことを確認することが望まれる。 
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【３７】尼崎市水道メーター管理業務委託（水道局 給水装置課） 

１．概要 

（１）事業の概要 

事業名 尼崎市水道メーター管理 

担当部・課 水道局 技術部 給水装置課 

事業内容 
給水装置工事（検定有効期間満期によるメーター取

替え、メーター管理） 

 

（２）委託契約の概要 

契約名 尼崎市水道メーター管理業務委託 

契約先名 株式会社 阪神計器製作所 

契約内容 

水道メーターの検定有効期間満期等によるメーター

取替え、開栓によるメーター取付け、使用者の依頼

によるメーターの取外し、給水装置の破損等による

メーター取替等附帯修繕、別に指示する現場確認

又は調査並びにメーターの入出庫等に係る在庫管

理やお客様との連絡調整、水道業務システムへの

入力業務等のメーター管理業務及び水道メーター

通水試験業務の委託 

契約開始年月日 平成 28 年 4 月 1 日 

契約終了年月日 平成 29 年 3 月 31 日 

契約額（税込） 90,434,000 円 

契約保証金の減免及び免除 

尼崎市水道局契約規程第 32 条第 1 項第 3 号（注）

に基づき、契約保証金の納付は免除している。 
（注）尼崎市水道局契約規程第 32 条第 1 項第 3 号 

入札に参加する者に必要な資格を有する者と契約を締結する場

合において、その者が過去 2 年の間に、局と種類及び規模をほ

ぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをす

べて誠実に履行した者であって、契約を履行しないこととなるおそ

れがないと認められるとき。 

契約方法 
一者随意契約（地方公営企業法施行令第 21 条の

14 第 1 項第 2 号） 

履行確認方法 

契約書の第 15 条及び証書に従い、管理業務報告

書（日報）及び業務完了届（月報）の提出を受け、履

行確認をしている。 

再委託先 無 

再委託の業務範囲 該当なし 

再委託金額 該当なし 

 

 

 



222 

 

（３）委託の理由 

委託の理由 

水道メーターには、計量法があり定期的に取替える

必要がある。水道メーターの検定有効期間満期等

によるメーター取替え、開栓によるメーター取付け、

使用者の依頼によるメーターの取外し、給水装置の

破損等によるメーター取替等附帯修繕、別に指示す

る現場確認又は調査並びにメーターの入出庫等に

係る在庫管理やお客様との連絡調整、水道業務シ

ステムへの入力業務等のメーター管理業務及び水

道メーター通水試験業務について、業務を円滑か

つ効率的に実施するため包括的に委託を行う。 

同種の業務につき委託と直営の

併存の有無 
無 

委託と直営の割合に関する方針 該当なし 

併存の理由 該当なし 

委託契約の分割の有無 無 

委託契約の分割数 該当なし 

委託契約を分割している場合の

委託契約の分割の方針（各契約

の規模の方針） 

該当なし 

 

（４）随意契約の概要 

随意契約の理由 

委託契約の中でも、特に水道メーターの取替え・取

付け等の業務については、市のメーター設置状況

等を熟知し、迅速かつ正確な作業並びに計画的な

実施が要求されるとともに、老朽給水装置で取替え

の際に当該給水装置が漏水した場合には、その場

で直ちに漏水状況下での修繕を行うことも求められ

る。 

更に、通水試験や苦情処理等も包括的に委託する

ため、市民からの水道メーターに関する専門的な問

題は当然として、料金をはじめとする他の所管事務

に係る問題等の様々な問合せや苦情にも適切で丁

寧に対応することが要求される。 

また、業務遂行に当たっては、局の水道業務システ

ムの正確な操作が求められるとともに、近年、個人情

報保護の重要性が益々高まっている中で、システム

データ等の個人情報の適正管理が不可欠である。 

なお、平成 19 年度及び平成 20 年度において、2

者による見積合わせを行ったが、平成 21 年度に
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は、1 者が参加辞退したことから、残る 1 者へ随意

契約とした経緯もある。 

以上より総合的に判断して、株式会社 阪神計器製

作所への一者随意契約としている。 

根拠法令 
地方公営企業法施行令第 21 条の 14 第 1 項第 2

号 

予定価格の積算方法 

取替え等の個数を 1 日どれだけ出来るかを考え、そ

れを歩掛（注）として公共工事設計労務単価を参考に

かけ、諸経費を加えた見積計算により積算してい

る。 
（注）ある作業を行うために要する労務などの所要量をいう。 

相見積の有無（有の場合は見積

数） 
無 

相見積をとってない場合はその

理由 

「随意契約の理由」に記載のとおり、株式会社阪神

計器製作所しか委託できるところがないと所管課は

判断していることから、同社への一者随意契約として

いるため、相見積の入手は行っていない。 

相見積をとっているが一番低い

相手先としていない場合はその

理由 

該当なし 

前回の契約方法及び契約先 一者随意契約／株式会社阪神計器製作所 

前々回の契約方法及び契約先 一者随意契約／株式会社阪神計器製作所 

 

（５）入札の概要 

落札率 該当なし 

参加事業者数 該当なし 

予定価格の積算方法 該当なし 

前回の契約方法及び契約先 該当なし 

前々回の契約方法及び契約先 該当なし 

 

２．監査の結果及び意見 

（１）委託業務の品質管理のための評価（意見） 

委託業務において、履行状況の点検だけではなく、当該業務の質を確保

するという品質管理の観点から、業務の総合評価を行い、業務改善に向け

た指示や指導を行うことが望まれる。総合評価の評価項目としては、一般

的には、業務目的の理解、技術力の発揮、協議記録の提出、作業の進捗管

理、積極的な取組への姿勢、局からの要請への対応状況、トラブルへの対

応状況、品質管理のための自主的な取組、業務の目的の達成度、予定価格

に対する委託契約額の割合などが考えられる。評価指標として、委託業務
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の KPI を設定することも有効である。しかし、当該委託事業については、

総合評価が行われていない。 

同額の委託料を支払ったとしても、例えば仕様書どおりの履行が確保さ

れている場合、局の指導を経て履行が確保された場合、改善指示を要する

不適切な履行があった場合とでは、業務の総合評価は異なると考える。委

託業務の総合評価を行わなければ、委託業務の品質を適切に管理すること

ができず、今後の業務改善に向けた指導が徹底できないおそれや、今後の

委託業務の品質管理のための課題を把握できないおそれがある。 

局として、契約期間を通じて、上記の項目などを記載する「委託業務評

価シート」の評価項目として様式を設定し、委託業務の総合評価を行い、

目標と実績の差異の分析評価により、次年度の業務の改善へつなげること

が望まれる。 

 

（２）一者随意契約の見直し（意見） 

地方公共団体が委託先を選定する場合には、不特定多数の参加者を募る

「一般競争入札」が原則とされており、「指名競争入札」や「随意契約」

は、例外的な取扱いとして認められている。 

委託先の選定に当たり競争性を機能させ、事業の経済性を確保する観点

からは、原則どおり入札の徹底が望まれ、やむを得ず、随意契約による場

合であっても、プロポーザル方式によるか、少なくとも複数見積書の徴取

の徹底が望まれる。 

しかし、当該委託業務においては、株式会社阪神計器製作所との一者随

意契約が継続しており、複数見積書の徴取もされていないため、競争原理

が働いていない中、契約金額が決定されている。このため、所管課は、委

託料の金額の適切性の検証ができておらず、委託料が高止まりしているお

それがある。 

所管課によると一者随意契約を行っている論拠は以下のとおりである。 

「水道メーターの取替え・取付け等の業務については、本市のメーター

設置状況等を熟知し、迅速かつ正確な作業並びに計画的な実施が要求され

るとともに、市民からの水道メーターに関する専門的な問題は当然として、

料金をはじめとする他の所管事務に係る問題等の様々な問合せや苦情にも

適切で丁寧に対応することが要求される。 

また、業務遂行に当たっては、局の水道業務システムの正確な操作が求

められるとともに、近年、個人情報保護の重要性が益々高まっている中で、
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システムデータ等の個人情報の適正管理が不可欠である。このため、『委

託業務の性質又は目的が競争入札に適しないもの』（地方公営企業法施行

令第 21条の 14 第 1項第 2号）に該当し、一者随意契約を継続している。 

しかし、「随意契約ガイドライン」の 2 号随意契約の要点に「単に、

『業務内容を熟知しており信用度が高いこと』『当該業務に精通している

こと』等のみをもって当該契約者を限定していないか」の記載がある。ま

た、水道メーターの取替え、取付け、取外し等業務である当該委託業務に

ついては、他の自治体が入札あるいはプロポーザルにより委託事業者を公

募していることから、実施可能な民間団体が複数あることが想定され、一

者随意契約を容認する要件には該当しないと考える。 

したがって、当該委託業務については、原則として委託先事業者の選定

は競争入札によるべきである。少なくとも、総合評価落札方式やプロポー

ザル方式によるなど、業者の選定に競争原理を機能させ、経済性を確保す

る努力が望まれる。 

 

（３）契約書の単価契約についての記載（意見） 

業務委託契約書の契約金額については、確定分については確定額を、単

価契約については確定している単価のみを記載すべきであると考える。 

しかし、当該委託業務においては、契約金額の確定している総価契約部

分と、単価のみが確定している単価契約部分があるが、平成 28 年度の業務

委託契約書における単価契約部分について、年間の予定数量及び予定数量

に契約単価を乗じた予定価格が記載されていた。 

このような記載の場合、予定数量についての業務実施を局と受託者間で

合意したかのような誤解を与えるリスクがある。 

そのため、契約書の単価契約部分については、契約単価のみを記載すべ

きと考える。 

 

（４）履行確認の文書化（意見） 

業務委託契約書の第 15 条において、「受託者は、業務を完了したときは、

直ちに、業務の成果を委託者に報告しなければならない。」と定められて

いる。 

所管課は、委託業務の履行確認に関して、仕様書に記載のとおり、遅滞

なく業務遂行されていることや、実施時期の適切性等を、管理業務報告書

（日報）及び業務完了届（月報）により確認しているとのことである。し
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かし、履行確認のチェックポイントが文書化されていないため、履行確認

の項目・水準の検討が属人的となり、人事異動があったときなどには、委

託業務の適切な評価が実施できないおそれがある。このため、履行確認の

チェックポイントを記載した上で管理業務報告書（日報）及び業務完了届

（月報）を回付し、課長の承認決裁を得ることが望まれる。 
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【３８】神崎浄水場運転監視業務委託（水道局 神崎浄水場） 

１．概要 

（１）事業の概要 

事業名 水道事業 工業用水道事業 

担当部・課 水道局 技術部 神崎浄水場 

事業内容 
神崎浄水場における、浄水場等施設の運転監視操

作業務 

 

（２）委託契約の概要 

契約名 神崎浄水場運転監視業務委託 

契約先名 株式会社日立製作所神戸支店 

契約内容 
神崎浄水場における取水～配水施設の運転監視、

神崎浄水場の保守点検業務 

契約開始年月日 平成 28 年 4 月 1 日 

契約終了年月日 平成 32 年 4 月 1 日 

契約額（税込） 223，560，000 円 

契約保証金の減免及び免除 

尼崎市水道局契約規程第 32 条第 1 項第 3 号（注）

に基づき、契約保証金の納付は免除している。 
（注）尼崎市水道局契約規程第 32 条第 1 項第 3 号 

入札に参加する者に必要な資格を有する者と契約を締結する場

合において、その者が過去 2 年間の間に、局と種類及び規模を

ほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべ

て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがない

と認められるとき。 

契約方法 公募型指名競争入札 

履行確認方法 

契約書の第 8 条、仕様書に従い、運転日報（日次）

及び月間業務完了報告書（月次）の提出をうけ、履

行の確認を行っている。 

再委託先 無 

再委託の業務範囲 該当なし 

再委託金額 該当なし 

 

（３）委託の理由 

委託の理由 

神崎浄水場にて職員が実施していた取水施設、浄

水処理施設及び配水施設の運転監視業務につい

て、事業運営の効率化を図るため。 

同種の業務につき委託と直営の

併存の有無 
無 

委託と直営の割合に関する方針 該当なし 

併存の理由 該当なし 

委託契約の分割の有無 無 
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委託契約の分割数 該当なし 

委託契約を分割している場合の

委託契約の分割の方針（各契約

の規模の方針） 

該当なし 

 

（４）随意契約の概要 

随意契約の理由 該当なし 

根拠法令 該当なし 

予定価格の積算方法 該当なし 

相見積の有無（有の場合は見積

数） 
該当なし 

相見積をとってない場合はその

理由 
該当なし 

相見積をとっているが一番低い

相手先としていない場合はその

理由 

該当なし 

前回の契約方法及び契約先 該当なし 

前々回の契約方法及び契約先 該当なし 

 

（５）入札の概要 

落札率 74.39% 

参加事業者数 2 者 

予定価格の積算方法 設計 

前回の契約方法及び契約先 
公募型指名競争入札／ 

株式会社日立製作所神戸支店 

前々回の契約方法及び契約先 
公募型指名競争入札／ 

株式会社日立製作所神戸支店 

 

２．監査の結果及び意見 

（１）委託業務の品質管理のための評価（意見） 

委託業務において、履行状況の点検だけではなく、当該業務の質を確保

するという品質管理の観点から、業務の総合評価を行い、業務改善に向け

た指示や指導を行うことが望まれる。 

総合評価の評価項目としては、一般的には、業務目的の理解、技術力の

発揮、協議記録の提出、作業の進捗管理、積極的な取組への姿勢、局から

の要請への対応状況、トラブルへの対応状況、品質管理のための自主的な

取組、業務の目的の達成度、予定価格に対する委託契約額の割合などが考

えられる。評価指標として、委託業務の KPI を設定することも有効である。 



229 

 

同額の委託料を支払ったとしても、例えば、仕様書どおりの履行が確保

されている場合、局の指導を経て履行が確保された場合、改善指示を要す

る不適切な履行があった場合とでは、業務の総合評価は異なるものと考え

る。委託業務の総合評価を行わなければ、委託業務の品質を適切に管理す

ることができず、今後の業務改善に向けた指導が徹底できないおそれや、

今後の委託業務の品質管理のための課題を把握できないおそれがある。 

局として、契約期間を通じて上記の項目などを評価項目とする「委託業

務評価シート」の様式を設定し、委託業務の総合評価を行い、目標と実績

の差異の分析評価により、次年度の業務の改善へつなげることが望まれる。 
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【３９】ＳＧ第 43 回ボートレースオールスター（笹川賞）等に係るイベ

ント等運営管理業務委託（公営事業局 開催運営課） 

１．概要  

（１）事業の内容  

事業名 尼崎市競艇事業 

担当部・課 公営事業局 公営事業所 開催運営課 

事業内容 
尼崎ボートレース場におけるモーターボート競走の

開催・運営・舟券の発売等 

 

（２）委託契約の概要 

契約名 
ＳＧ第 43 回ボートレースオールスター（笹川賞）等

に係るイベント等運営管理業務委託 

契約先名 株式会社日宣 

契約内容 
ＳＧ第 43 回ボートレースオールスター（笹川賞）等

に係るイベント等運営管理業務 

契約開始年月日 平成 28 年 4 月 1 日 

契約終了年月日 平成 28 年 5 月 31 日 

契約額（税込） 50,000,000 円 

契約保証金の減免及び免除 

尼崎市公営事業局契約規程第35条第3号（注）に基

づき、契約保証金の納付は免除している。 
（注）尼崎市公営事業局契約規程第 35 条第 3 号 

入札に参加する者に必要な資格を有する者と契約を締結する場

合において、その者が過去 2 年の間に、局と種類及び規模をほ

ぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて

誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなる恐れがないと認

められるとき。 

契約方法 

随意契約（プロポーザル方式） 

（地方公営企業法施行令第 21 条の 14 第 1 項第 2

号） 

履行確認方法 
契約書の第 15 条に従い、業務完了後に実施報告

書の提出を受け、担当者が履行確認している。 

再委託先 無 

再委託の業務範囲 該当なし 

再委託金額 該当なし 

 

（３）委託の理由 

委託の理由 
集客イベントの実施については専門性が高く、委託

化する方が効率的であるため。 

同種の業務につき委託と直営の

併存の有無 

 

無 

 



231 

 

委託と直営の割合に関する方針 該当なし 

併存の理由 該当なし 

委託契約の分割の有無 無 

委託契約の分割数 該当なし 

委託契約を分割している場合の

委託契約の分割の方針（各契約

の規模の方針） 

該当なし 

 

（４）随意契約の概要 

随意契約の理由 

当該委託契約は、ボートレース場での集客イベント

を含む、専門的能力を要する委託内容であり、地方

公営企業法施行令第 21 条の 14 第 1 項第 2 号に

規定される「その性質又は目的が競争入札に適しな

い場合」に該当する。 

尼崎市契約事務規程第 3 条第 2 項第 13 号及び

「尼崎市契約事務規程の制定及び平成 21 年度に

おける契約事務の取扱について」（通知）に基づき、

プロポーザル方式により応募のあった 4 者の中か

ら、業者選定を行っているため。 

根拠法令 
地方公営企業法施行令第 21 条の 14 第 1 項第 2

号 

予定価格の積算方法 過年度の実績をベースに積算している。 

相見積の有無（有の場合は見積

数） 
無 

相見積をとってない場合はその

理由 

プロポーザル方式による業者決定後、予定価格の

範囲内で一者随意契約を締結したため。 

相見積をとっているが一番低い

相手先としていない場合はその

理由 

該当なし 

前回の契約方法及び契約先 該当なし 

前々回の契約方法及び契約先 該当なし 

 

（５）入札の概要 

落札率 該当なし 

参加事業者数 該当なし 

予定価格の積算方法 該当なし 

前回の契約方法及び契約先 該当なし 

前々回の契約方法及び契約先 該当なし 
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２．監査の結果及び意見 

（１）委託業務の品質管理のための評価（意見） 

委託業務において、履行状況の点検だけではなく、当該業務の質を確保

するという品質管理の観点から、業務の総合評価を行い、業務改善に向け

た指示や指導を行うことが望まれる。 

総合評価の評価項目としては、一般的には、業務目的の理解、技術力の

発揮、協議記録の提出、作業の進捗管理、積極的な取組への姿勢、公営事

業局からの要請への対応状況、トラブルへの対応状況、品質管理のための

自主的な取組、業務の目的の達成度、予定価格に対する委託契約額の割合

などが考えられる。また、評価指標として、委託業務の KPI を設定するこ

とも有効である。しかし、現在、当該委託事業に対する総合評価は行われ

ていない。 

同額の委託料を支払ったとしても、例えば仕様書どおりの履行が確保さ

れている場合、公営事業局の指導を経て履行が確保された場合、改善指示

を要する不適切な履行があった場合では、業務の総合評価は異なる。委託

業務の総合評価を行わなければ、委託業務の品質を適切に管理することが

できず、今後の業務改善に向けた指導が徹底できないおそれや、今後の委

託業務の品質管理のための課題を把握できないおそれがある。 

公営事業局として、契約期間を通じて、上記の項目などを評価項目とす

る「委託業務評価シート」の様式を設定し、委託業務の総合評価を行うこ

とが考えれらえる。当該委託業務については、上記項目に追加して、例え

ば、「集客イベントへの参加人数」などを KPI として設定し、目標と実績

の差異の分析評価により、次年度の業務の改善へつなげることが望まれる。 

 

（２）履行確認可能な履行確認書類の様式の定め（意見） 

尼崎市公営事業局業務委託契約書の第 3 条第 1 項には、「受託者は、委

託業務を完了したときは、直ちに、委託業務の成果を委託者に報告しなけ

ればならない。」と定められているが、イベント実施日や実施内容の報告

は行われているものの、委託先独自の様式で行われており、業務計画書に

対してどういう結果になったかという点が明確に分かる様式となっていな

い。 

適切な履行確認を行えるよう、仕様書に成果報告書類（履行確認書類）

に記載すべき内容、項目及び様式を定めることが望まれる。 
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（３）履行確認の文書化（意見） 

契約書の第 15 条において「第 1 項 受託者は、委託業務を完了したとき

は、直ちに、委託業務の成果を委託者に報告しなければならない。」「第 2

項 委託者は、前項の規定による報告を受けたときは、報告を受けた日か

ら 10 日以内に受託者の立会いの上、仕様書等に定めるところにより、業務

の完了を確認するための検査を完了しなければならない。」と定められて

いる。 

所管課は、仕様書に従い、業務実施報告書の提出を受け、履行を確認し

ているとのことである。しかし、同報告書の履行確認に関するチェックポ

イントは文書化されていない。このため、履行確認の項目・水準の検討が

属人的となり、人事異動があったときなどには、委託業務の適切な評価が

実施できないおそれがある。 

履行確認のチェックポイントを記載した上で、業務実施報告書を回付し、

課長の承認決裁を得ることが望まれる。 
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【４０】尼崎市モーターボート競走場場内映像製作・放映等運用業務及

び映像等設備機器保守業務委託（公営事業局 開催運営課） 

１．概要 

（１）事業の内容  

事業名 尼崎市競艇事業 

担当部・課 公営事業局 公営事業所 開催運営課 

事業内容 
尼崎ボートレース場におけるモーターボート競走の

開催・運営・舟券の発売等 

 

（２）委託契約の概要 

契約名 
尼崎市モーターボート競走場場内映像制作・放映

等運用業務及び映像等設備機器保守業務委託 

契約先名 株式会社ウェーブ 21 

契約内容 

映像・監視カメラ関連等運用・保守業務、キャッシュ

レスシステム運用・保守業務、指定席管理・発券シス

テム改修等業務の実施 

契約開始年月日 平成 28 年 4 月 1 日 

契約終了年月日 平成 29 年 3 月 31 日 

契約額（税込） 74,041,998 円 

契約保証金の減免及び免除 

尼崎市公営事業局契約規程第35条第3号（注）に基

づき、契約保証金の納付は免除している。 
（注）尼崎市公営事業局契約規程第 35 条第 3 号 

入札に参加する者に必要な資格を有する者と契約を締結する場

合において、その者が過去 2 年の間に、局と種類及び規模をほ

ぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて

誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなる恐れがないと認

められるとき。 

契約方法 
一者随意契約（地方公営企業法施行令第 21 条の

14 第 1 項第 2 号） 

履行確認方法 
契約書の第 15 条に従い、業務報告書(毎月)の提出

を受け、履行を確認している。 

再委託先 無 

再委託の業務範囲 該当なし 

再委託金額 該当なし 

 

（３）委託の理由 

委託の理由 

尼崎競走場内映像制作・放映等運用業務及び映像

等設備機器保守業務は、専門的知識及び技術が必

要とされるため、効率化の観点から委託する。 

同種の業務につき委託と直営の

併存の有無 
無 
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委託と直営の割合に関する方針 該当なし 

併存の理由 該当なし 

委託契約の分割の有無 無 

委託契約の分割数 該当なし 

委託契約を分割している場合の

委託契約の分割の方針（各契約

の規模の方針） 

該当なし 

 

（４）随意契約の概要 

随意契約の理由 

当該委託契約は、尼崎競走場内映像制作・放映等

運用業務及び映像等設備機器保守業務であり、専

門的能力を要する委託内容であり、地方自治法施

行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号に規定される「そ

の性質又は目的が競争入札に適しない場合」に該

当する。 

尼崎市契約事務規程第 3 条第 2 項第 13 号及び

「尼崎市契約事務規程の制定及び平成 21 年度に

おける契約事務の取扱について」（通知）に基づき、

平成 23 年 9 月に公募型プロポーザル方式にて業

者を選定しているため。 

根拠法令 
地方公営企業法施行令第 21 条の 14 第 1 項第 2

号 

予定価格の積算方法 機器の台数×各業務の保守単価 

相見積の有無（有の場合は見積

数） 
無 

相見積をとってない場合はその

理由 

平成 23 年度に、平成 24 年度から平成 29 年度まで

の 6 年間の契約期間を前提に、プロポーザル方式

（応募 4 者）で委託先を選定しており、当該期間内

は、原則として同一相手先との継続を前提とし、それ

以外の相手先との契約は行わないため相見積の提

出は受けていない。 

相見積をとっているが一番低い

相手先としていない場合はその

理由 

該当なし 

前回の契約方法及び契約先 随意契約／日本写真判定株式会社 

前々回の契約方法及び契約先 不明 
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（５）入札の概要 

落札率 該当なし 

参加事業者数 該当なし 

予定価格の積算方法 該当なし 

前回の契約方法及び契約先 該当なし 

前々回の契約方法及び契約先 該当なし 

 

２．監査の結果及び意見 

（１）委託業務の品質管理のための評価（意見） 

委託業務において、履行状況の点検だけではなく、当該業務の質を確保

するという品質管理の観点から、業務の総合評価を行い、業務改善に向け

た指示や指導を行うことが望まれる。 

総合評価の評価項目としては、一般的には、業務目的の理解、技術力の

発揮、協議記録の提出、作業の進捗管理、積極的な取組への姿勢、公営事

業局からの要請への対応状況、トラブルへの対応状況、品質管理のための

自主的な取組、業務の目的の達成度などが考えられる。また、評価指標と

して、委託業務の KPIを設定することも有効である。 

しかし、現状では、業務報告書などの提出を受けて履行の確認を実施し

ているのみであり、委託業務に対する総合評価は行われていない。 

同額の委託料を支払ったとしても、例えば、仕様書どおりの履行が確保

されている場合、公営事業局の指導を経て履行が確保された場合、改善指

示を要する不適切な履行があった場合では、業務の総合評価は異なる。委

託業務の総合評価を行わなければ、委託業務の品質を適切に管理すること

ができず、今後の業務の改善に向けた指導が徹底できないおそれや、今後

の委託業務の品質管理のための課題を把握できないおそれがある。 

公営事業局として、契約期間を通じて、上記の項目などを評価項目とす

る「委託業務総合評価シート」の様式を設定し、委託業務の総合評価を行

い、目標と実績の差異の分析評価により、次年度の業務の改善へつなげる

ことが望まれる。 

 

（２）履行確認可能な履行確認書類の様式の定め（意見） 

尼崎市業務委託契約約款第 15 条第 1 項には、「受託者は、委託業務を完

了したときは、直ちに、委託業務の成果を委託者に報告しなければならな

い」と定められているが、各種の業務報告書により委託先独自の様式で成
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果報告が行われており、業務仕様に対してどういう結果になったかという

点が明確に分かる様式となっていない。 

適切な履行確認を行えるよう、仕様書に成果報告書類（履行確認書類）

に記載すべき内容、項目及び様式を定めることが望まれる。 

 

（３）履行確認の文書化（意見） 

尼崎市業務委託契約約款第 15 条において「第 1 項 受託者は、委託業務

を完了したときは、直ちに、委託業務の成果を委託者に報告しなければな

らない。」「第 2 項 委託者は、前項の規定による報告を受けたときは、

報告を受けた日から 10 日以内に受託者の立会いの上、仕様書等に定めると

ころにより、業務の完了を確認するための検査を完了しなければならな

い。」と定められている。 

所管課は、業務完了報告書の提出を受け、前検日（注）の報告事項、レー

ス開催中の業務遂行者名及び障害発生事項等の確認により、履行を確認し、

決裁を受けているとのことである。しかし、このような同報告書の履行確

認に関するチェックポイントが文書化されていないため、履行確認の項

目・水準の検討が属人的となり、人事異動があったときなどには、委託業

務の適切な評価が実施できないおそれがある。 

このため、業務完了報告書について、履行確認のチェックポイントを記

載した上で回付し、課長の承認決裁を得ることが望まれる。 

（注）前検日とは、競艇などにおいて、開催初日の前日のことをいう。 
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【４１】尼崎市モーターボート競走場トータリゼータシステム装置保守

整備業務及び計算センターにおける機器操作業務委託（公営事

業局 開催運営課） 

１．概要 

（１）事業の内容  

事業名 尼崎市競艇事業 

担当部・課 公営事業局 公営事業所 開催運営課 

事業内容 
尼崎ボートレース場におけるモーターボート競走の

開催・運営・舟券の発売等 

 

（２）委託契約の概要 

契約名 

尼崎市モーターボート競走場トータリゼータシステム

装置保守整備業務及び計算センターにおける機器

操作業務委託 

契約先名 日本トーター株式会社 

契約内容 

尼崎市が主催するモーターボート競走の投票業務

等に使用するトータリゼータシステム(発売払戻機器)

の保守整備業務の実施 

契約開始年月日 平成 28 年 4 月 1 日 

契約終了年月日 平成 29 年 3 月 31 日 

契約額（税込） 81,338,400 円 

契約保証金の減免及び免除 

尼崎市公営事業局契約規程第35条第3号（注）に基

づき、契約保証金の納付は免除している。 
（注）尼崎市公営事業局契約規程第 35 条第 3 号 

入札に参加する者に必要な資格を有する者と契約を締結する場

合において、その者が過去 2 年の間に、局と種類及び規模をほ

ぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて

誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなる恐れがないと認

められるとき。 

契約方法 
一者随意契約（地方公営企業法施行令第 21 条の

14 第 1 項第 2 号） 

履行確認方法 
契約書の第 11 条に従い、日報の提出を受け、履行

を確認している。 

再委託先 無 

再委託の業務範囲 該当なし 

再委託金額 該当なし 
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（３）委託の理由 

委託の理由 

尼崎競走場内にある投票機器等は、キャッシュレス

投票機を除き、システム等を構築した日本トーター

株式会社製の投票機器等を、平成 22 年度からリー

ス契約により賃借している。当該投票機器等につい

ては、障害発生時の原因究明や迅速な復旧には、

当該システムの詳細な内容を熟知していなければ、

困難であり、機器の操作及び保守整備を製造者で

ある日本トーター株式会社に委託している。 

同種の業務につき委託と直営の

併存の有無 
無 

委託と直営の割合に関する方針 該当なし 

併存の理由 該当なし 

委託契約の分割の有無 無 

委託契約の分割数 該当なし 

委託契約を分割している場合の

委託契約の分割の方針（各契約

の規模の方針） 

該当なし 

 

（４）随意契約の概要 

随意契約の理由 

当該委託契約は、市が主催するモーターボート競走

の投票業務等に使用するトータリゼータシステムの

保守業務である。システムの障害発生の原因究明

や迅速な復旧には、当該システムに関する専門的

能力がなければ困難である。このため、当該委託契

約は、地方公営企業法施行令第 21 条の 14 第 1 項

第 2 号に規定される「その性質又は目的が競争入

札に適しない場合」に該当する。 

尼崎市契約事務規程第 3 条第 2 項第 13 号及び

「尼崎市契約事務規程の制定及び平成 21 年度に

おける契約事務の取扱について」（通知）に基づき、

平成 22 年 2 月に公募型プロポーザル方式にて業

者を選定しているため。 

根拠法令 
地方公営企業法施行令第 21 条の 14 第 1 項第 2

号 

予定価格の積算方法 1 日当たり決定済単価×各業務の開催日数 

相見積の有無（有の場合は見積

数） 
無 
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相見積をとってない場合はその

理由 

「随意契約の理由」に記載のとおり、他の企業では、

Ｔ－６投票機器の操作及び保守整備ができないた

め、システムの開発業者である日本トーター株式会

社への一者随意契約とせざるを得ないことから、相

見積の入手は行っていない。 

相見積をとっているが一番低い

相手先としていない場合はその

理由 

該当なし 

前回の契約方法及び契約先 一者随意契約／日本トーター株式会社 

前々回の契約方法及び契約先 一者随意契約／日本トーター株式会社 

 

（５）入札の概要 

落札率 該当なし 

参加事業者数 該当なし 

予定価格の積算方法 該当なし 

前回の契約方法及び契約先 該当なし 

前々回の契約方法及び契約先 該当なし 

 

２．監査の結果及び意見 

（１）委託業務の品質管理のための評価（意見） 

委託業務において、履行状況の点検だけではなく、当該業務の質を確保

するという品質管理の観点から、業務の総合評価を行い、業務改善に向け

た指示や指導を行うことが望まれる。 

総合評価の評価項目としては、一般的には、業務目的の理解、技術力の

発揮、協議記録の提出、作業の進捗管理、積極的な取組への姿勢、公営事

業局からの要請への対応状況、トラブルへの対応状況、品質管理のための

自主的な取組、業務の目的の達成度などが考えられる。また、評価指標と

して、委託業務の KPIを設定することも有効である。 

しかし、現状では、保守日報の提出を受けて履行の確認を実施している

のみであり、委託業務に対する総合評価は行われていない。 

同額の委託料を支払ったとしても、例えば、仕様書どおりの履行が確保

されている場合、公営事業局の指導を経て履行が確保された場合、改善指

示を要する不適切な履行があった場合では、業務の総合評価は異なる。委

託業務の総合評価を行わなければ、委託業務の品質を適切に管理すること

ができず、今後の業務改善に向けた指導が徹底できないおそれや、今後の

業務の改善に向けた指示を行えない等、今後の委託業務の品質管理のため
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の課題を把握できないおそれがある。 

公営事業局として、契約期間を通じて、上記の項目などを評価項目とす

る「委託業務総合評価シート」の様式を設定し、委託業務の総合評価を行

い、目標と実績の差異の分析評価により、次年度の業務の改善へつなげる

ことが望まれる。 

 

（２）履行確認可能な履行確認書類の様式の定め（意見） 

平成 28 年度尼崎市モーターボート競走場トータリゼータシステム装置保

守整備業務及び計算センターにおける機器操作業務委託契約書の第 11 条に

は、「受託者は、保守及び機器作業に従事した日ごとに保守及び機器操作

内容を委託者に報告するものとする」と定められているが、委託先独自の

様式である保守日報により成果報告が行われており、仕様書に対してどう

いう結果になったかという点が明確に分かる様式となっていない。 

適切な履行確認を行えるよう、仕様書に成果報告書類（履行確認書類）

に記載すべき内容、項目及び様式を定めることが望まれる。 

 

（３）履行確認の文書化（意見） 

平成 28 年度尼崎市モーターボート競走場トータリゼータシステム装置保

守整備業務及び計算センターにおける機器操作業務委託契約書の第 11 条に

おいて「受託者は、保守及び機器操作に従事した日ごとに保守及び機器操

作内容を委託者に報告するものとする。」と定められている。 

所管課は、成果報告書類の提出を受け、トータリゼータシステムの日々

の稼動状況、障害（エラー）の発生（機器）場所及び障害内容、復旧（内

容）方法、業務支援場所、業務を行った保守員人数を配置しているか等の

チェックにより、履行確認を行い、決裁を受けている。しかし、このよう

な履行確認のチェックポイントが文書化されていないため、履行確認の項

目・水準の検討が属人的となり、人事異動があったときなどには、委託業

務の適切な評価が実施できないおそれがある。 

このため、成果報告書類について、履行確認のチェックポイントを記載

した上で回付し、課長の承認決裁を得ることが望まれる。 
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【４２】尼崎市モーターボート競走場場外警備業務委託（第 1 警備区）

（公営事業局 開催運営課） 

１．概要 

（第 1警備区） 

（１）事業の内容  

事業名 尼崎市競艇事業 

担当部・課 公営事業局 公営事業所 開催運営課 

事業内容 
尼崎ボートレース場におけるモーターボート競走の

開催・運営・舟券の発売等 

 

（２）委託契約の概要 

契約名 
尼崎市モーターボート競走場場外警備業務委託

（第 1 警備区） 

契約先名 株式会社エース警備保障 

契約内容 ボートレース場周辺地域（第 1 警備区）の警備業務 

契約開始年月日 平成 28 年 4 月 1 日 

契約終了年月日 平成 29 年 3 月 31 日 

契約額（税込） 

年間支払額 37,625,164 円 

（単価契約）交通誘導 2 級警備員 9,400 円/日、一

般警備員 8,400 円/日 

契約保証金の減免及び免除 

尼崎市公営事業局契約規程第35条第3号（注）に基

づき、契約保証金の納付は免除している。 
（注）尼崎市公営事業局契約規程第 35 条第 3 号 

入札に参加する者に必要な資格を有する者と契約を締結する場

合において、その者が過去 2 年の間に、局と種類及び規模をほ

ぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて

誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなる恐れがないと認

められるとき。 

契約方法 一般競争入札 

履行確認方法 

契約書の第 7 条に従い、毎開催日の警備配置報告

書、警備実施報告書の提出を受け、履行確認を

行っている。 

再委託先 無 

再委託の業務範囲 該当なし 

再委託金額 該当なし 
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（３）委託の理由 

委託の理由 
警備業務は、警備業法の認定をもつ者でなければ

実施できないため。 

同種の業務につき委託と直営の

併存の有無 
無 

委託と直営の割合に関する方針 該当なし 

併存の理由 該当なし 

委託契約の分割の有無 有 

委託契約の分割数 4 

委託契約を分割している場合の

委託契約の分割の方針（各契約

の規模の方針） 

契約規模や入札参加業者の状況なども踏まえ、契

約課と事前調整を行った上で決定している。 

 

（４）随意契約の概要 

随意契約の理由 該当なし 

根拠法令 該当なし 

予定価格の積算方法 該当なし 

相見積の有無（有の場合は見積

数） 
該当なし 

相見積をとってない場合はその

理由 
該当なし 

相見積をとっているが一番低い

相手先としていない場合はその

理由 

該当なし 

前回の契約方法及び契約先 該当なし 

前々回の契約方法及び契約先 該当なし 

 

（５）入札の概要 

落札率 63.6% 

参加事業者数 9 者 

予定価格の積算方法 

（1 日当たりの労務費、直接物品費、業務管理費）×

（年間予定日数）※国交省・建築保全業務積算要領

による。 

前回の契約方法及び契約先 一般競争入札／株式会社エース警備保障 

前々回の契約方法及び契約先 一般競争入札／株式会社エース警備保障 
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（第 2警備区） 

（１）事業の内容  

事業名 尼崎市競艇事業 

担当部・課 公営事業局 公営事業所 開催運営課 

事業内容 
尼崎ボートレース場におけるモーターボート競走の

開催・運営・舟券の発売等 

 

（２）委託契約の概要 

契約名 
尼崎市モーターボート競走場場外警備業務委託

（第 2 警備区） 

契約先名 ジータセキュリティ株式会社 

契約内容 ボートレース場周辺地域（第 2 警備区）の警備業務 

契約開始年月日 平成 28 年 4 月 1 日 

契約終了年月日 平成 29 年 3 月 31 日 

契約額（税込） 
22,681,968 円 

（単価契約）一般警備員 7,600 円/日 

契約保証金の減免及び免除 

尼崎市公営事業局契約規程第35条第3号（注）に基

づき、契約保証金の納付は免除している。 
（注）尼崎市公営事業局契約規程第 35 条第 3 号 

入札に参加する者に必要な資格を有する者と契約を締結する場

合において、その者が過去 2 年の間に、局と種類及び規模をほ

ぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて

誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなる恐れがないと認

められるとき。 

契約方法 一般競争入札 

履行確認方法 

契約書の第 7 条に従い、毎開催日の警備配置報告

書、警備実施報告書の提出を受け、履行確認を

行っている。 

再委託先 無 

再委託の業務範囲 該当なし 

再委託金額 該当なし 

 

（３）委託の理由 

委託の理由 
警備業務は、警備業法の認定をもつ者でなければ

実施できないため。 

同種の業務につき委託と直営の

併存の有無 
無 

委託と直営の割合に関する方針 該当なし 

併存の理由 該当なし 

委託契約の分割の有無 有 

委託契約の分割数 4 
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委託契約を分割している場合の

委託契約の分割の方針（各契約

の規模の方針） 

契約規模や入札参加業者の状況なども踏まえ、契

約課と事前調整を行った上で決定している。 

 

（４）随意契約の概要 

随意契約の理由 該当なし 

根拠法令 該当なし 

予定価格の積算方法 該当なし 

相見積の有無（有の場合は見積

数） 
該当なし 

相見積をとってない場合はその

理由 
該当なし 

相見積をとっているが一番低い

相手先としていない場合はその

理由 

該当なし 

前回の契約方法及び契約先 該当なし 

前々回の契約方法及び契約先 該当なし 

 

（５）入札の概要 

落札率 57.5% 

参加事業者数 9 者 

予定価格の積算方法 

（1 日当たりの労務費、直接物品費、業務管理費）×

（年間予定日数）※国交省・建築保全業務積算要領

による。 

前回の契約方法及び契約先 一般競争入札／ジータセキュリティ株式会社 

前々回の契約方法及び契約先 一般競争入札／ジータセキュリティ株式会社 
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（第 3警備区） 

（１）事業の内容  

事業名 尼崎市競艇事業 

担当部・課 公営事業局 公営事業所 開催運営課 

事業内容 
尼崎ボートレース場におけるモーターボート競走の

開催・運営・舟券の発売等 

 

（２）委託契約の概要 

契約名 
尼崎市モーターボート競走場場外警備業務委託

（第 3 警備区） 

契約先名 株式会社ふれあい警備保障 

契約内容 ボートレース場周辺地域（第 3 警備区）の警備業務 

契約開始年月日 平成 28 年 4 月 1 日 

契約終了年月日 平成 29 年 3 月 31 日 

契約額（税込） 
25,444,665 円 

（単価契約）一般警備員 8,900 円/日 

契約保証金の減免及び免除 

尼崎市公営事業局契約規程第35条第3号（注）に基

づき、契約保証金の納付は免除している。 
（注）尼崎市公営事業局契約規程第 35 条第 3 号 

入札に参加する者に必要な資格を有する者と契約を締結する場

合において、その者が過去 2 年の間に、局と種類及び規模をほ

ぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて

誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなる恐れがないと認

められるとき。 

契約方法 一般競争入札 

履行確認方法 

契約書の第 7 条に従い、毎開催日の警備配置報告

書、警備実施報告書の提出を受け、履行確認を

行っている。 

再委託先 無 

再委託の業務範囲 該当なし 

再委託金額 該当なし 

 

（３）委託の理由 

委託の理由 
警備業務は、警備業法の認定をもつ者でなければ

実施できないため。 

同種の業務につき委託と直営の

併存の有無 
無 

委託と直営の割合に関する方針 該当なし 

併存の理由 該当なし 

委託契約の分割の有無 有 

委託契約の分割数 4 
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委託契約を分割している場合の

委託契約の分割の方針（各契約

の規模の方針） 

契約規模や入札参加業者の状況なども踏まえ、契

約課と事前調整を行った上で決定している。 

 

（４）随意契約の概要 

随意契約の理由 該当なし 

根拠法令 該当なし 

予定価格の積算方法 該当なし 

相見積の有無（有の場合は見積

数） 
該当なし 

相見積をとってない場合はその

理由 
該当なし 

相見積をとっているが一番低い

相手先としていない場合はその

理由 

該当なし 

前回の契約方法及び契約先 該当なし 

前々回の契約方法及び契約先 該当なし 

 

（５）入札の概要 

落札率 68.0% 

参加事業者数 9 者 

予定価格の積算方法 

（1 日当たりの労務費、直接物品費、業務管理費）×

（年間予定日数）※国交省・建築保全業務積算要領

による。 

前回の契約方法及び契約先 一般競争入札／株式会社ふれあい警備保障 

前々回の契約方法及び契約先 一般競争入札／株式会社ふれあい警備保障 
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（第 4警備区） 

（１）事業の内容  

事業名 尼崎市競艇事業 

担当部・課 公営事業局 公営事業所 開催運営課 

事業内容 
尼崎ボートレース場におけるモーターボート競走の

開催・運営・舟券の発売等 

 

（２）委託契約の概要 

契約名 
尼崎市モーターボート競走場場外警備業務委託

（第 4 警備区） 

契約先名 東洋装備株式会社 

契約内容 ボートレース場周辺地域（第 4 警備区）の警備業務 

契約開始年月日 平成 28 年 4 月 1 日 

契約終了年月日 平成 29 年 3 月 31 日 

契約額（税込） 
2,139,344 円 

（単価契約）一般警備員 6,860 円/日 

契約保証金の減免及び免除 

尼崎市公営事業局契約規程第35条第3号（注）に基

づき、契約保証金の納付は免除している。 
（注）尼崎市公営事業局契約規程第 35 条第 3 号 

入札に参加する者に必要な資格を有する者と契約を締結する場

合において、その者が過去 2 年の間に、局と種類及び規模をほ

ぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて

誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなる恐れがないと認

められるとき。 

契約方法 一般競争入札 

履行確認方法 

契約書の第 7 条に従い、毎開催日の警備配置報告

書、警備実施報告書の提出を受け、履行確認を

行っている。 

再委託先 無 

再委託の業務範囲 該当なし 

再委託金額 該当なし 

 

（３）委託の理由 

委託の理由 
警備業務は、警備業法の認定をもつ者でなければ

実施できないため。 

同種の業務につき委託と直営の

併存の有無 
無 

委託と直営の割合に関する方針 該当なし 

併存の理由 該当なし 

委託契約の分割の有無 有 
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委託契約の分割数 4 

委託契約を分割している場合の

委託契約の分割の方針（各契約

の規模の方針） 

契約規模や入札参加業者の状況なども踏まえ、契

約課と事前調整を行った上で決定している。 

 

（４）随意契約の概要 

随意契約の理由 該当なし 

根拠法令 該当なし 

予定価格の積算方法 該当なし 

相見積の有無（有の場合は見積

数） 
該当なし 

相見積をとってない場合はその

理由 
該当なし 

相見積をとっているが一番低い

相手先としていない場合はその

理由 

該当なし 

前回の契約方法及び契約先 該当なし 

前々回の契約方法及び契約先 該当なし 

 

（５）入札の概要 

落札率 51.3% 

参加事業者数 9 者 

予定価格の積算方法 

（1 日当たりの労務費、直接物品費、業務管理費）×

（年間予定日数）※国交省・建築保全業務積算要領

による。 

前回の契約方法及び契約先 一般競争入札／東洋装備株式会社 

前々回の契約方法及び契約先 一般競争入札／東洋装備株式会社 

 

２．監査の結果及び意見 

（１）委託業務の品質管理のための評価（意見） 

委託業務において、履行状況の点検だけではなく、当該業務の質を確保

するという品質管理の観点から、業務の総合評価を行い、業務改善に向け

た指示や指導を行うことが望まれる。 

総合評価の評価項目としては、一般的には、業務目的の理解、技術力の

発揮、協議記録の提出、作業の進捗管理、積極的な取組への姿勢、公営事

業局からの要請への対応状況、トラブルへの対応状況、品質管理のための

自主的な取組、業務の目的の達成度、予定価格に対する委託契約額の割合

などが考えられる。また、評価指標として、委託業務の KPI を設定するこ



250 

 

とも有効である。 

しかし、現状では、警備配置報告書、警備実施報告書の提出を受けて履

行の確認を実施しているのみであり、委託業務に対する総合評価は行われ

ていない。 

同額の委託料を支払ったとしても、例えば、仕様書どおりの履行が確保

されている場合、公営事業局の指導を経て履行が確保された場合、改善指

示を要する不適切な履行があった場合では、業務の総合評価は異なる。委

託業務の総合評価を行わなければ、委託業務の品質を適切に管理すること

ができず、今後の業務改善に向けた指導が徹底できないおそれや、今後の

委託業務の品質管理のための課題を把握できないおそれがある。 

公営事業局として、契約期間を通じて、上記の項目などを評価項目とす

る「委託業務総合評価シート」の様式を設定し、委託業務の総合評価を行

い、目標と実績の差異の分析評価により、次年度の業務の改善へつなげる

ことが望まれる。 

 

（２）履行確認の文書化（意見） 

警備業務委託契約書の第 7 条において「受託者は、毎開催日、始業点呼

時に警備配置報告書を、警備業務終了後に警備実施報告書等を、それぞれ

所定の様式により、委託者に提出しなければならない。」と定められてい

る。  

所管課は、警備配置報告書及び警備実施報告書の提出を受け、契約書や

仕様書に具体的に記載されている各項目について、各項目が実施できたか、

数量の記載がある場合はこれを満たしているか、定められた提出物が提出

されているか等の履行確認を行い、決裁を受けている。しかし、警備配置

報告書及び警備実施報告書についてこのような履行確認に関するチェック

ポイントが文書化されていない。このため、履行確認の項目・水準の検討

が属人的となり、人事異動があったときなどには、委託業務の適切な評価

が実施できないおそれがある。 

警備配置報告書及び警備実施報告書について、履行確認のチェックポイ

ントも記載した上で回付し、課長の承認決裁を得ることが望まれる。 
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【４３】尼崎市モーターボート競走場場内警備・場内案内等包括業務委

託（公営事業局 開催運営課） 

１．概要 

（１）事業の内容  

事業名 尼崎市競艇事業 

担当部・課 公営事業局 公営事業所 開催運営課 

事業内容 
尼崎ボートレース場におけるモーターボート競走の

開催・運営・舟券の発売等 

 

（２）委託契約の概要 

契約名 
尼崎市モーターボート競走場場内警備・場内案内

等包括業務委託 

契約先名 株式会社ヤマト 

契約内容 
競走場内警備、場内案内、電話交換、5 階有料指

定席受付、5 階指定席キャッシュレス案内業務 

契約開始年月日 平成 28 年 4 月 1 日 

契約終了年月日 平成 29 年 3 月 31 日 

契約額（税込） 130,507,200 円 

契約保証金の減免及び免除 

尼崎市公営事業局契約規程第35条第3号（注）に基

づき、契約保証金の納付は免除している。 
（注）尼崎市公営事業局契約規程第 35 条第 3 号 

入札に参加する者に必要な資格を有する者と契約を締結する場

合において、その者が過去 2 年の間に、局と種類及び規模をほ

ぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて

誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなる恐れがないと認

められるとき。 

契約方法 
一者随意契約（地方公営企業法施行令第 21 条の

14 第 1 項第 2 号） 

履行確認方法 

契約約款第 12 条に従い、毎開催日の警備配置報

告書、警備実施報告書の提出を受け、履行を確認

している。 

再委託先 無 

再委託の業務範囲 該当なし 

再委託金額 該当なし 
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（３）委託の理由 

委託の理由 
警備業務は、警備業法の認定をもつ者でなければ

実施できないため。 

同種の業務につき委託と直営の

併存の有無 
無 

委託と直営の割合に関する方針 該当なし 

併存の理由 該当なし 

委託契約の分割の有無 無 

委託契約の分割数 該当なし 

委託契約を分割している場合の

委託契約の分割の方針（各契約

の規模の方針） 

該当なし 

 

（４）随意契約の概要 

随意契約の理由 

当該委託契約は、お客様サービスを重視した競走

場内のソフト警備及びアクアコンシェルジュ等による

場内案内接客業務で、経験と専門的能力を要する

委託内容であり、地方公営企業法施行令第 21 条の

14 第 1 項第 2 号に規定される「その性質又は目的

が競争入札に適しない場合」に該当する。 

尼崎市契約事務規程第 3 条第 2 項第 13 号及び

「尼崎市契約事務規程の制定及び平成 21 年度に

おける契約事務の取扱について」（通知）に基づき、

公募型プロポーザル方式により応募のあった 5 者の

中から、業者選定を行っている。当該プロポーザル

方式の結果、5 年間（平成 26 年度～平成 30 年度）

は同一業者と随意契約としているため。 

根拠法令 
地方公営企業法施行令第 21 条の 14 第 1 項第 2

号 

予定価格の積算方法 
事前に事業者から入手した見積書の金額を参考の

上決定している。 

相見積の有無（有の場合は見積

数） 
無 

相見積をとってない場合はその

理由 

プロポーザル方式により選定した業者への、プロ

ポーザルを受けた期間における、一者随意契約で

あるため。 

相見積をとっているが一番低い

相手先としていない場合はその

理由 

該当なし 

前回の契約方法及び契約先 一者随意契約／株式会社ヤマト 
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前々回の契約方法及び契約先 一者随意契約／株式会社ヤマト 

（５）入札の概要 

落札率 該当なし 

参加事業者数 該当なし 

予定価格の積算方法 該当なし 

前回の契約方法及び契約先 該当なし 

前々回の契約方法及び契約先 該当なし 

 

２．監査の結果及び意見 

（１）委託業務の品質管理のための評価（意見） 

委託業務において、履行状況の点検だけではなく、当該業務の質を確保

するという品質管理の観点から、業務の総合評価を行い、業務改善に向け

た指示や指導を行うことが望まれる。 

総合評価の評価項目としては、一般的には、業務目的の理解、技術力の

発揮、協議記録の提出、作業の進捗管理、積極的な取組への姿勢、公営事

業局からの要請への対応状況、トラブルへの対応状況、品質管理のための

自主的な取組、業務の目的の達成度などが考えられる。また、評価指標と

して、委託業務の KPIを設定することも有効である。 

しかし、現状では、警備配置報告書、警備実施報告書の提出を受けて履

行の確認を実施しているのみであり、委託業務に対する総合評価は行われ

ていない。 

同額の委託料を支払ったとしても、例えば、仕様書どおりの履行が確保

されている場合、公営事業局の指導を経て履行が確保された場合、改善指

示を要する不適切な履行があった場合では、業務の総合評価は異なる。委

託業務の総合評価を行わなければ、委託業務の品質を適切に管理すること

ができず、今後の業務改善に向けた指導が徹底できないおそれや、今後の

委託業務の品質管理のための課題を把握できないおそれがある。 

公営事業局として、契約期間を通じて、上記の項目などを評価項目とす

る「委託業務総合評価シート」の様式を設定し、委託業務の総合評価を行

い、目標と実績の差異の分析評価により、次年度の業務の改善へつなげる

ことが望まれる。 

 

（２）履行確認可能な履行確認書類の様式の定め（意見） 

尼崎市業務委託契約約款第 12 条第 1 項には、「受託者は、委託業務を完

了したときは、直ちに、委託業務の成果を委託者に報告しなければならな
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い。」と定められているが、委託先独自の様式で成果報告が行われており、

業務予定書に対してどういう結果になったかという点が明確に分かる様式

となっていない。 

適切な履行確認を行えるよう、仕様書に成果報告書類（履行確認書類）

に記載すべき内容、項目及び様式を定めることが望まれる。 

 

（３）履行確認の文書化(意見) 

尼崎市業務委託契約約款第 12 条において「第 1 項 受託者は、委託業務

を完了したときは、直ちに、委託業務の成果を委託者に報告しなければな

らない。」「第 2 項 委託者は、前項の規定による報告を受けたときは、

10 日以内に業務完了確認のための書類又は紙媒体等により検査を行う。」

と定められている。 

所管課は、毎開催日の警備配置報告書、警備実施報告書の提出を受け、

履行確認を行い、課長の確認も実施しているとのことである。しかし、履

行確認のチェックポイントが文書化されていない。このため、履行確認の

項目・水準の検討が属人的となり、人事異動があったときなどには、委託

業務の適切な評価が実施できないおそれがある。 

履行確認のチェックポイントも記載した上で、警備配置報告書、警備実

施報告書を回付し、課長の承認決裁を得ることが望まれる。 
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【４４】ボートピア神戸新開地における場外発売事務委託（公営事業局 

開催運営課） 

１．概要 

（１）事業の内容  

事業名 尼崎市競艇事業 

担当部・課 公営事業局 公営事業所 開催運営課 

事業内容 
尼崎ボートレース場におけるモーターボート競走の

開催・運営・舟券の発売等 

 

（２）委託契約の概要 

契約名 

ボートピア（注 1）神戸新開地における場外発売（注 2）

事務委託 

 
（注1） ボートピアとはボートレースの場外発売場の呼称で、ボートレー

ス場以外の場所で勝舟投票券（舟券）の発売などを行うための

施設であり全国各地に設置されている。 

（注2） 場外発売とは、開催場以外の競走場や場外発売場で舟券を

発売すること。 

契約先名 神戸新開地ビル 株式会社 

契約内容 ボートピア神戸新開地における場外発売事務 

契約開始年月日 平成 28 年 4 月 1 日 

契約終了年月日 平成 29 年 3 月 31 日 

契約額（税込） 

955,745,165 円（確定支払額。委託料は舟券の売上

金額に契約等で決定された一定率を乗じて計算し

ている。） 

契約保証金の減免及び免除 

尼崎市公営事業局契約規程第35条第3号（注）に基

づき、契約保証金の納付は免除している。 
（注）尼崎市公営事業局契約規程第 35 条第 3 号 

入札に参加する者に必要な資格を有する者と契約を締結する場

合において、その者が過去 2 年の間に、局と種類及び規模をほ

ぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて

誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなる恐れがないと認

められるとき。 

契約方法 

平成 25 年度に平成 26 年度から平成 28 年度まで

の契約期間を前提にプロポーザル方式による公募

を実施し、応募 2 者から選ばれた委託先に対して、

平成 26 年度から毎年継続して一者随意契約を継

続している（注）。 

（地方公営企業法施行令第 21 条の 14 第 1 項第 2

号） 
（注）契約書上の契約期間は 1 年間であるが、業務実績を検討した上

で特段の問題がなければ、公募で予定している期間の間、同一

業者と継続して契約する予定である。 
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履行確認方法 

契約書の第 9 条に従い、市と委託先が協議の上、

月末締め、翌月初めに業務実績報告書の提出を受

け、担当者が確認し、課長が承認決裁している。 

再委託先 和光警備保障株式会社ほか 14 件 

再委託の業務範囲 
場外警備、場外清掃、映像機器保守、映像放映業

務等 

再委託金額 把握していない。 

 

（３）委託の理由 

委託の理由 

本業務の実施については、場外発売場の運営という

特殊で専門性が高い内容であり、委託化する方が

効率的であるため。 

同種の業務につき委託と直営の

併存の有無 
無 

委託と直営の割合に関する方針 該当なし 

併存の理由 該当なし 

委託契約の分割の有無 無 

委託契約の分割数 該当なし 

委託契約を分割している場合の

委託契約の分割の方針（各契約

の規模の方針） 

該当なし 

 

（４）随意契約の概要 

随意契約の理由 

当該委託契約は、舟券の場外発売事務委託業務で

あり、委託の理由に記載しているとおり、地方公営企

業法施行令第 21 条の 14 第１項第 2 号に規定され

る「その性質又は目的が競争入札に適しない場合」

に該当することから、尼崎市公営事業局契約事務規

程第 3 条第 2 項第 13 号及び「尼崎市契約事務規

程の制定及び平成 21 年度における契約事務の取

扱について」（通知）に基づき、平成 25 年度に平成

26 年度から平成 28 年度までの契約期間を前提に

公募型プロポーザル方式にて業者を選定しており、

選定した業者と契約しているため。 

根拠法令 
地方公営企業法施行令第 21 条の 14 第 1 項第 2

号 

予定価格の積算方法 

該当なし 
（注）予算額は売上見込額×委託料率で積算している。売上見込額に

ついては、過去の実績等から算出した 1 日当たりの平均売上額

に発売予定日数をかけて算出している。 
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相見積の有無（有の場合は見積

数） 
無 

相見積をとってない場合はその

理由 

平成 25 年度に平成 26 年度から平成 28 年度まで

の契約期間を前提に、プロポーザル方式（応募 2

者）で委託先を選定しており、当該期間内は、原則

として同一相手先との継続を前提とし、それ以外の

相手先との契約は行わないため相見積の提出は受

けていないため。 

相見積をとっているが一番低い

相手先としていない場合はその

理由 

該当なし 

前回の契約方法及び契約先 一者随意契約／神戸新開地ビル 株式会社 

前々回の契約方法及び契約先 一者随意契約／神戸新開地ビル 株式会社 

 

（５）入札の概要 

落札率 該当なし 

参加事業者数 該当なし 

予定価格の積算方法 該当なし 

前回の契約方法及び契約先 該当なし 

前々回の契約方法及び契約先 該当なし 

 

２．監査の結果及び意見 

（１）委託業務の品質管理のための評価（意見） 

委託業務において、履行状況の点検だけではなく、当該業務の質を確保

するという品質管理の観点から、業務の総合評価を行い、業務改善に向け

た指示や指導を行うことが望まれる。 

総合評価の評価項目としては、例えば、プロポーザルの評価項目であっ

た、業務目的の理解、業務遂行能力の発揮、危機管理体制、協議記録の提

出、作業の進捗管理、積極的な取組への姿勢、公営事業局からの要請への

対応状況、トラブルへの対応状況、品質管理のための自主的な取組、業務

の目的の達成度などが考えられる。また、評価指標として、委託業務の KPI

を設定することも有効である。 

同額の委託料を支払ったとしても、例えば、仕様書どおりの履行が確保

されている場合、公営事業局の指導を経て履行が確保された場合、改善指

示を要する不適切な履行があった場合では、業務の総合評価は異なる。委

託業務の総合評価を行わなければ、委託業務の品質を適切に管理すること

ができず、今後の業務改善に向けた指導が徹底できないおそれや、今後の
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委託業務の品質管理のための課題を把握できないおそれがある。 

公営事業局として、契約期間を通じて、上記の項目などを評価項目とす

る「委託業務総合評価シート」の様式を設定して、委託業務の総合評価を

行い、目標と実績の差異の分析評価により、次年度の業務の改善へつなげ

ることが望まれる。 

 

（２）委託業務の再委託管理の強化（契約書の入手）（意見） 

経費負担等に関する覚書の第 15 条によると、「受託者は、場外発売業務

の全部を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、

あらかじめ文書により委託者の承諾を得て場外発売業務の一部を第三者に

委託し、又は請け負わせる場合はこの限りではない。」と定められている。

平成 28 年 4 月 1 日に公営事業局は、委託先へ再委託承認書を発行すること

により、再委託の事前承認はしているが、再委託の契約書を入手していな

い。 

また、当該再委託承認書には、届出者は再委託先に対して一括再々委託

の禁止を義務づけることが記載されている。 

委託業務全体を発注者として管理するため、再委託の契約書を委託先か

ら入手することをルールとして明確化した上で、公営事業局は、再委託契

約の契約内容や契約先に関して事前承認と合致しているか、また、再々委

託が行われている場合には、その合理性を検討する等して、不適切な契約

となっていないことを確認することが望まれる。 

なお、覚書に、事前に承認を受けた一部の業務の再委託は可能であるこ

とは明記されているが、業務の一部の再々委託が可能であるか否かについ

て明記はされておらず、公営事業局として禁止はしていないとのことであ

る。しかし、一般的には、再々委託は、無用の中間利潤の取得を許すこと

にもつながり、また、情報の漏えいや安全管理の不備による事故等のリス

クについて、発注者である公営事業局の管理が再々委託先までは及び難く

なる。公営事業局がこのような契約をすることは好ましくないため、原則

として、公営事業局は再々委託を認めるべきではないと考える。例外的に

再々委託せざるを得ない場合が想定されるならば、その要件、再々委託を

行うための手続、再委託契約書、再々委託契約書を入手することについて、

ルールとして明確化した上で、そのルールに従い運用すべきと考える。  
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（３）公金取扱いのルールの明確化（意見） 

公金の取扱いについては、概括的なルールだけでなく、日々の取扱いに

係る詳細なルールを取り決める必要があるが、当契約における公金の取扱

いについては、ボートピア神戸新開地における運営業務に関する覚書 2 条

において、「開催資金は関係帳票等に基づき金額等を確認のうえ、委託者

が指定する金融機関から受託者に引き継ぐものとする。発売日のレース終

了後の売上金等については、関係帳票等に基づき金額等を確認の上、受託

者から委託者が指定する金融機関に引き継ぐものとする。」と定められて

いるものの、具体的な作業内容が明確でない。 

これは、所管課において作業内容の文書化の必要性について認識してい

ないためである。 

所管課によると、資金の取扱いについては、帳票に基づき金額を確認し

ているほか、毎日の売上金については委託業者からの売上明細及び場外発

売管理システムの金額と照合しており、公金の取扱いは適切に実施されて

いるとのことである。しかし、公金の取扱い、管理方法（現金の取扱いや

照合の方法、所管課への報告内容、所管課での照合・検査等）の業務手順

が詳細に文書化されていないことにより、委託先との見解の齟齬が生じた

り、あるべきルールが簡略化されたり、人事異動があったときなどに、正

しい公金の取扱いがなされなくなるおそれがある。公金の取扱いについて

は、取扱いの詳細を文書化した上で、仕様書等に定めるなど、取扱い方法

を明確にすることが望まれる。 

 

（４）履行確認の文書化（意見） 

委託業務の履行確認については、契約書の第 9 条に従い、所管課と委託

先の協議の結果、業務実施月の翌月初めに、委託先が業務実施報告書を提

出することをもって業務完了の報告としている。所管課は業務完了報告書

の提出を受け、報告内容についての検査を実施し、その確認をもって業務

の完了としている。 

所管課では、業務実施報告書の提出を受け場外発売管理システム（注）と

業務実績報告書に記載されている売上額等の一致を確認するなどにより、

履行の確認を実施しているとのことである。しかし、こういった履行確認

のチェックポイントが文書化されていないため、履行確認の項目・水準の

検討が属人的となり、人事異動があったときなどには、委託業務の適切な

評価が実施できないおそれがある。 
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履行確認するための書類については、履行確認のチェックポイントを記

載した上で回付し、課長の承認決裁を得ることが望まれる。 

 

（注）場外発売管理システムとは、一般社団法人全国モーターボート競走施行者協議会が運用・管

理している、施行者及び全国モーターボート競走施行者協議会双方により入力される基礎情

報や売上データ及び払戻データ等をもとに、各種様々な帳票や情報サービスを施行者に提供

するためのシステムをいう。 
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【４５】ミニボートピア鳥取における場外発売事務委託（公営事業局 

開催運営課） 

１．概要 

（１）事業の内容  

事業名 尼崎市競艇事業 

担当部・課 公営事業局 公営事業所 開催運営課 

事業内容 
尼崎ボートレース場におけるモーターボート競走の

開催・運営・舟券の発売等 

 

（２）委託契約の概要 

契約名 

ミニボートピア（注 1）鳥取における場外発売（注 2）事務

委託 
（注1） ボートピアとはボートレースの場外発売場の呼称で、ボートレー

ス場以外の場所で勝舟投票券（舟券）の発売などを行うための

施設であり全国各地に設置されている。ミニボートピアは小規模

なボートピアで施設が小規模である点を除けば、ボートピアとほ

ぼ同等の施設である。 

（注2） 場外発売とは、開催場以外の競走場や場外発売場で舟券を発

売すること。 

契約先名 株式会社トランスワード 

契約内容 ミニボートピア鳥取における場外発売事務 

契約開始年月日 平成 28 年 4 月 1 日 

契約終了年月日 平成 29 年 3 月 31 日 

契約額（確定）（税込） 

234,017,296 円（確定支払額。委託料は舟券の売上

金額に契約等で決定された一定率を乗じて計算し

ている。） 

契約保証金の減免及び免除 

尼崎市公営事業局契約規程第35条第3号（注）に基

づき、契約保証金の納付は免除している。 
（注）尼崎市公営事業局契約規程第 35 条第 3 号 

入札に参加する者に必要な資格を有する者と契約を締結する場

合において、その者が過去 2 年の間に、局と種類及び規模をほ

ぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて

誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなる恐れがないと認

められるとき。 

契約方法 
一者随意契約（地方公営企業法施行令第 21 条の

14 第 1 項第 2 号） 

履行確認方法 

契約書の第 6 条に従い、所管課と委託先が協議の

上、月末締め、翌月初めに業務実績報告書の提出

を受け、担当者が確認し、課長が承認決裁してい

る。 

再委託先 アシード株式会社ほか 18 社 

再委託の業務範囲 自動販売機設置、現金輸送等 

再委託金額 把握していない。 
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（３）委託の理由 

委託の理由 

本業務の実施については、場外発売場の運営という

特殊で専門性が高い内容であり、委託化する方が

効率的であるため。 

同種の業務につき委託と直営の

併存の有無 
無 

委託と直営の割合に関する方針 該当なし 

併存の理由 該当なし 

委託契約の分割の有無 無 

委託契約の分割数 該当なし 

委託契約を分割している場合の

委託契約の分割の方針（各契約

の規模の方針） 

該当なし 

 

（４）随意契約の概要 

随意契約の理由 

当該委託契約は、舟券の場外発売事務委託業務で

ある。モーターボート競走法に基づく国土交通大臣

の「ミニボートピア鳥取」の設置許可業者にのみ、当

該業務の取扱いが認められているため、地方公営

企業法施行令第 21 条の 14 第 1 項第 2 号に規定

される「その性質又は目的が競争入札に適しない場

合」に該当するため。 

根拠法令 
地方公営企業法施行令第 21 条の 14 第 1 項第 2

号 

予定価格の積算方法 

該当なし 
（注）予算額は売上見込額×委託料率で積算している。売上見込額に

ついては、過去の実績等から算出した 1 日当たりの平均売上額

に発売予定日数をかけて算出している。 

相見積の有無（有の場合は見積

数） 
無 

相見積をとってない場合はその

理由 

随意契約の理由に記載のとおり、モーターボート競

走法により、「ミニボートピア鳥取」の設置許可業者

である株式会社トランスワードにしか委託できない業

務であり、相見積をとることはできないため。 

相見積をとっているが一番低い

相手先としていない場合はその

理由 

該当なし 

前回の契約方法及び契約先 一者随意契約／株式会社トランスワード 

前々回の契約方法及び契約先 一者随意契約／株式会社トランスワード 
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（５）入札の概要 

落札率 該当なし 

参加事業者数 該当なし 

予定価格の積算方法 該当なし 

前回の契約方法及び契約先 該当なし 

前々回の契約方法及び契約先 該当なし 

 

２．監査の結果及び意見 

（１）委託業務の再委託管理の強化（契約書の入手）（意見） 

契約書の第 6 条（前各条に定めのない事項が生じた場合 はその都度委託

者と受託者とが協議の上定めるものとする）に基づき、所管課と委託先と

の協議の結果、委託先から業務再委託の届け出が提出されている。これに

対して、平成 28 年 4 月 1 日に公営事業局は、委託先へ再委託承認書を発行

することにより、再委託の事前承認はしているが、再委託の契約書を入手

していない。 

また、当該再委託承認書には、届出者は、再委託先に対して一括再々委

託の禁止を義務づけることが記載されている。 

委託業務全体を発注者として管理するため、再委託の契約書を委託先か

ら入手することをルールとして明確化した上で、公営事業局は、再委託契

約の契約内容や契約先に関して事前承認と合致しているか、また、再々委

託が行われている場合には、その合理性を検討する等して、不適切な契約

となっていないことを確認することが望まれる。 

なお、契約書に、事前に承認を受けた一部の業務の再委託は可能である

ことは明記されているが、業務の一部の再々委託が可能であるか否かにつ

いて、明記はされておらず、現在、公営事業局として禁止はしていないと

のことである。しかし、一般的には、再々委託は、無用の中間利潤の取得

を許すことにもつながり、また、情報の漏えいや安全管理の不備による事

故等のリスクについて、発注者である公営事業局の管理が再々委託先まで

は及び難くなる。公営事業局がこのような契約をすることは好ましくない

ため、原則として、公営事業局は再々委託を認めるべきではないと考える。

例外的に再々委託せざるを得ない場合が想定されるならば、その要件、

再々委託を行うための手続、再委託契約書、再々委託契約書を入手するこ

とについて、ルールとして明確化した上で、そのルールに従い運用すべき

と考える。 
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（２）履行確認の文書化（意見） 

委託業務の履行確認については、契約書の第 6 条に従い、所管課と委託

者の協議の結果、業務実施月の翌月初めに、委託先が業務実施報告書を提

出することをもって業務完了の報告としている。所管課は業務完了報告書

の提出を受け、報告内容についての検査を実施し、その確認をもって業務

の完了としている。 

所管課では、業務実施報告書の提出を受け、場外発売管理システムと業

務実績報告書に記載されている売上額等の一致を確認するなどにより履行

の確認を実施しているとのことである。しかし、こういった履行確認の

チェックポイントが文書化されていないため、履行確認の項目・水準の検

討が属人的となり、人事異動があったときなどには、委託業務の適切な評

価が実施できないおそれがある。 

業務実施報告書について、履行確認のチェックポイントを記載した上で

回付し、課長の承認決裁を得ることが望まれる。 
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【４６】ボートレースチケットショップミニボートピア京丹後における

場外発売事務委託（公営事業局 開催運営課） 

１．概要 

（１）事業の内容  

事業名 （注3） 尼崎市競艇事業 

担当部・課 公営事業局 公営事業所 開催運営課 

事業内容 
尼崎ボートレース場におけるモーターボート競走の

開催・運営・舟券の発売等 

 

（２）委託契約の概要 

契約名 

ボートレースチケットショップミニボートピア（注 1）京丹

後における場外発売（注 2）事務委託 
（注1）ボートピアとはボートレースの場外発売場の呼称で、ボートレー

ス場以外の場所で勝舟投票券（舟券）の発売などを行うための

施設であり全国各地に設置されている。ミニボートピアは小規模

なボートピアで施設が小規模である点を除けば、ボートピアとほ

ぼ同等の施設である。 

（注２）場外発売とは、開催場以外の競走場や場外発売場で舟券を発

売すること。 

契約先名 株式会社トランスワード 

契約内容 
ボートレースチケットショップミニボートピア京丹後に

おける場外発売事務 

契約開始年月日 平成 28 年 4 月 1 日 

契約終了年月日 平成 29 年 3 月 31 日 

契約額（税込） 

113,165,853 円（確定支払額。委託料は舟券の売上

金額に契約等で決定された一定率を乗じて計算し

ている。） 

契約保証金の減免及び免除 

尼崎市公営事業局契約規程第35条第3号（注）に基

づき、契約保証金の納付は免除している。 
（注）尼崎市公営事業局契約規程第 35 条第 3 号 

入札に参加する者に必要な資格を有する者と契約を締結する場

合において、その者が過去 2 年の間に、局と種類及び規模をほ

ぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて

誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなる恐れがないと認

められるとき。 

契約方法 
一者随意契約（地方公営企業法施行令第 21 条の

14 第 1 項第 2 号） 

履行確認方法 

契約書の第 6 条に従い、所管課と委託先が協議の

上、月末締め、翌月初めに業務実績報告書の提出

を受け、担当者が確認し、課長が承認決裁してい

る。 

再委託先 株式会社ウェ―ブ 21 ほか 13 社 

再委託の業務範囲 客数情報システム保守、建物機械警備等 
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再委託金額 把握していない。 

 

（３）委託の理由 

委託の理由 

本業務の実施については、場外発売場の運営という

特殊で専門性が高い内容であり、委託化する方が

効率的であるため。 

同種の業務につき委託と直営の

併存の有無 
無 

委託と直営の割合に関する方針 該当なし 

併存の理由 該当なし 

委託契約の分割の有無 無 

委託契約の分割数 該当なし 

委託契約を分割している場合の

委託契約の分割の方針（各契約

の規模の方針） 

該当なし 

 

（４）随意契約の概要 

随意契約の理由 

当該委託契約は、舟券の場外発売事務委託業務で

ある。モーターボート競走法に基づく国土交通大臣

の「ボートレースチケットショップミニボートピア京丹

後」の設置許可業者にのみ、当該業務の取扱いが

認められているため、地方公営企業法施行令第 21

条の 14 第 1 項第 2 号に規定される「その性質又は

目的が競争入札に適しない場合」に該当するため。 

根拠法令 
地方公営企業法施行令第 21 条の 14 第 1 項第 2

号 

予定価格の積算方法 

該当なし 
（注）予算額は売上見込額×委託料率で積算している。売上見込額に

ついては、過去の実績等から算出した 1 日当たりの平均売上額

に発売予定日数をかけて算出している。 

相見積の有無（有の場合は見積

数） 
無 

相見積をとってない場合はその

理由 

随意契約の理由に記載のとおり、モーターボート競

走法により、「ボートレースチケットショップミニボート

ピア京丹後」の設置許可業者である株式会社トラン

スワードにしか委託できない業務であり、相見積をと

ることはできないため。 
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相見積をとっているが一番低い

相手先としていない場合はその

理由 

該当なし 

前回の契約方法及び契約先 一者随意契約／株式会社トランスワード 

前々回の契約方法及び契約先 該当なし 

 

（５）入札の概要 

落札率 該当なし 

参加事業者数 該当なし 

予定価格の積算方法 該当なし 

前回の契約方法及び契約先 該当なし 

前々回の契約方法及び契約先 該当なし 

 

２．監査の結果及び意見 

（１）委託業務の再委託管理の強化（契約書の入手）（意見） 

契約書の第 6 条（前各条に定めのない事項が生じた場合はその都度委託

者と受託者とが協議の上定めるものとする）に基づき、所管課と委託先と

の協議の結果、委託先から業務再委託の届け出が提出されている。平成 28

年 4月 1日に公営事業局は、委託先へ再委託承認書を発行することにより、

再委託の事前承認はしているが、再委託の契約書を入手していない。 

また、当該再委託承認書には、届出者は、再委託先に対して一括再々委

託の禁止を義務づけることが記載されている。 

委託業務全体を発注者として管理するため、再委託の契約書を委託先か

ら入手することをルールとして明確化した上で、公営事業局は、再委託契

約の契約内容や契約先に関して事前承認と合致しているか、また、再々委

託が行われている場合には、その合理性を検討する等して、不適切な契約

となっていないことを確認することが望まれる。 

なお、契約書に、事前に承認を受けた一部の業務の再委託は可能である

ことは明記されているが、業務の一部の再々委託が可能であるか否かにつ

いて明記はされておらず、公営事業局として、禁止はしていないとのこと

である。しかし、一般的には、再々委託は、無用の中間利潤の取得を許す

ことにもつながり、また、情報の漏えいや安全管理の不備による事故等の

リスクについて、発注者である公営事業局の管理が再々委託先までは及び

難くなる。公営事業局がこのような契約をすることは好ましくないため、

原則として、公営事業局は再々委託を認めるべきではないと考える。例外
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的に再々委託せざるを得ない場合が想定されるならば、その要件、再々委

託を行うための手続、再委託契約書、再々委託契約書を入手することにつ

いて、ルールとして明確化した上で、そのルールに従い運用すべきと考え

る。 

 

（２）履行確認の文書化（意見） 

委託業務の履行確認については、契約書の第 6 条に従い、所管課と委託

先の協議の結果、業務実施月の翌月初めに、委託先が業務実施報告書を提

出することをもって業務完了の報告としている。所管課は業務完了報告書

の提出を受け、報告内容についての検査を実施し、その確認をもって業務

の完了としている。 

所管課では、実施報告書の提出を受け、場外発売管理システムと業務実

績報告書に記載されている売上額等の一致を確認するなどの検査を実施し

ているが、こういった実施報告書についての履行確認のチェック事項は文

書化されていない。このため、履行確認の項目・水準の検討が属人的とな

り、委託業務の適切な評価が実施できないおそれがある。 

実施報告書について、履行確認のチェック事項も記載した上で回付し、

課長の承認決裁を得ることが望まれる。 
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【４７】ＢＯＡＴ ＲＡＣＥ尼崎外向発売所における場間場外発売事務委

託（公営事業局 開催運営課） 

１．概要 

（１）事業の内容  

事業名 尼崎市競艇事業 

担当部・課 公営事業局 公営事業所 開催運営課 

事業内容 
尼崎ボートレース場におけるモーターボート競走の

開催・運営・舟券の発売等 

  

（２）委託契約の概要 

契約名 

ＢＯＡＴ ＲＡＣＥ尼崎外向発売所における場間場外

発売（注）事務委託 
（注）場間場外発売とは、開催施行者と異なる施行者が競走場や場外

発売場を使用し、他施行者の競走の舟券を発売すること。 

契約先名 日本トーター株式会社 

契約内容 外向発売所における場間場外発売事務 

契約開始年月日 平成 25 年 9 月 25 日 

契約終了年月日 平成 29 年 3 月 31 日 

契約額（税込） 

278,099,477 円（確定支払額。委託料は舟券の売上

金額に契約等で決定された一定率を乗じて計算し

ている。） 

契約保証金の減免及び免除 

尼崎市公営事業局契約規程第35条第3号（注）に基

づき、契約保証金の納付は免除している。 
（注）尼崎市公営事業局契約規程第 35 条第 3 号 

入札に参加する者に必要な資格を有する者と契約を締結する場

合において、その者が過去 2 年の間に、局と種類及び規模をほ

ぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて

誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなる恐れがないと認

められるとき。 

契約方法 

平成 25 年度に平成 25 年 9 月 14 日から平成 29

年 3 月 31 日までの契約期間を前提にプロポーザル

方式による公募を実施し、応募 2 者から選ばれた委

託先に対して、平成 25 年 9 月から毎年継続して一

者随意契約を継続している（注）。 

（地方公営企業法施行令第 21 条の 14 第 1 項第 2

号） 
（注）契約書上の契約期間は 1 年間であるが、業務実績を検討した上

で特段の問題がなければ、公募で予定している期間の間、同一

業者と継続して契約する予定である。 

履行確認方法 
契約書の第 15 条に従い、所管課と委託先が協議

の上、月末締め、翌月初めに業務実績報告書の提
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出を受け、担当者が確認し、課長が承認決裁してい

る。 

再委託先 株式会社日本レジャーチャンネルほか 23 社 

再委託の業務範囲 ボートレース映像配信に伴う業務等 

再委託金額 把握していない。 

 

（３）委託の理由 

委託の理由 

本業務の実施については、場外発売場の運営という

特殊で専門性が高い内容であり、委託化する方が

効率的であるため。 

同種の業務につき委託と直営の

併存の有無 
無 

委託と直営の割合に関する方針 該当なし 

併存の理由 該当なし 

委託契約の分割の有無 無 

委託契約の分割数 該当なし 

委託契約を分割している場合の

委託契約の分割の方針（各契約

の規模の方針） 

該当なし 

 

（４）随意契約の概要 

随意契約の理由 

当該委託契約は、舟券の場外発売事務委託業務で

あり、委託の理由に記載しているとおり、地方公営企

業法施行令第 21 条の 14 第 1 項第 2 号に規定さ

れる「その性質又は目的が競争入札に適しない場

合」に該当することから、尼崎市公営事業局契約事

務規程第 3 条第 2 項第 13 号及び「尼崎市契約事

務規程の制定及び平成 21 年度における契約事務

の取扱について」（通知）に基づき、平成 25 年度に

平成 25 年 9 月 14 日から平成 29 年 3 月 31 日まで

の契約期間を前提に公募型プロポーザル方式にて

業者を選定しており、選定した業者と契約しているた

め。 

根拠法令 
地方公営企業法施行令第 21 条の 14 第 1 項第 2

号 

予定価格の積算方法 

該当なし 
（注）予算額は売上見込額×委託料率で積算している。売上見込額に

ついては、過去の実績等から算出した 1 日当たりの平均売上額

に発売予定日数をかけて算出している。 

相見積の有無（有の場合は見積

数） 
無 
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相見積をとってない場合はその

理由 

平成 25 年度に平成 25 年 9 月 14 日から平成 29

年 3 月 31 日までの契約期間を前提に、プロポーザ

ル方式（応募 2 者）で委託先を選定しており、当該

期間内は、原則として同一相手先との継続を前提と

し、それ以外の相手先との契約は行わないため相見

積の提出は受けていないため。 

相見積をとっているが一番低い

相手先としていない場合はその

理由 

該当なし 

前回の契約方法及び契約先 該当なし 

前々回の契約方法及び契約先 該当なし 

 

（５）入札の概要 

落札率 該当なし 

参加事業者数 該当なし 

予定価格の積算方法 該当なし 

前回の契約方法及び契約先 該当なし 

前々回の契約方法及び契約先 該当なし 

 

２．監査の結果及び意見 

（１）委託業務の品質管理のための評価（意見） 

委託業務において、履行状況の点検だけではなく、当該業務の質を確保

するという品質管理の観点から、業務の総合評価を行い、業務改善に向け

た指示や指導を行うことが望まれる。 

総合評価の評価項目としては、例えば、プロポーザルの評価項目であっ

た、業務目的の理解、業務遂行能力の発揮、危機管理体制、協議記録の提

出、作業の進捗管理、積極的な取組への姿勢、公営事業局からの要請への

対応状況、トラブルへの対応状況、品質管理のための自主的な取組、業務

の目的の達成度などが考えられる。また、評価指標として、委託業務の KPI

を設定することも有効である。 

同額の委託料を支払ったとしても、例えば、仕様書どおりの履行が確保

されている場合、公営事業局の指導を経て履行が確保された場合、改善指

示を要する不適切な履行があった場合では、業務の総合評価は異なる。委

託業務の総合評価を行わなければ、委託業務の品質を適切に管理すること

ができず、今後の業務改善に向けた指導が徹底できないおそれや、今後の

委託業務の品質管理のための課題を把握できないおそれがある。 
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公営事業局として、委契約期間を通じて、上記の項目などを「委託業務

総合評価シート」の評価項目として設定し、委託業務の総合評価を行い目

標と実績の差異の分析評価により、次年度の業務の改善へつなげることが

望まれる。 

 

（２）委託業務の再委託管理の強化（契約書の入手）（意見） 

契約書の第 5 条によると、「乙（委託先）は委託業務の全部を一括して

第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、協議の上別に定

めるところにより、あらかじめ書面により甲（局）の承諾を得て委託事務

の一部を第三者に委託し、又は請け負わせる場合はこの限りではない。」

と定められている。平成 28 年 4 月 1 日に公営事業局は委託先へ再委託承認

書を発行することにより、再委託の事前承認はしているが、再委託の契約

書を入手していない。 

また、当該再委託承認書には、届出者は、再委託先に対して一括再々委

託の禁止を義務づけることが記載されている。 

委託業務全体を発注者として管理するため、再委託の契約書を委託先か

ら入手することをルールとして明確化した上で、公営事業局は、再委託契

約の契約内容や契約先に関して事前承認と合致しているか、また、再々委

託が行われている場合には、その合理性を検討する等して、不適切な契約

となっていないことを確認することが望まれる。 

なお、契約書に事前に承認を受けた一部の業務の再委託は可能であるこ

とは明記されているが、業務の一部の再々委託が可能であるか否かについ

て明記はされておらず、公営事業局として、禁止はしていないとのことで

ある。しかし、一般的には、再々委託は、無用の中間利潤の取得を許すこ

とにもつながり、また、情報の漏えいや安全管理の不備による事故等のリ

スクについて、発注者である公営事業局の管理が再々委託先までは及び難

くなる。公営事業局がこのような契約をすることは好ましくないため、原

則として、公営事業局は再々委託を認めるべきではないと考える。例外的

に再々委託せざるを得ない場合が想定されるならば、その要件、再々委託

を行うための手続、再委託契約書、再々委託契約書を入手することについ

て、ルールとして明確化した上で、そのルールに従い運用すべきと考える。 
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（３）履行確認の文書化（意見） 

委託業務の履行確認については、契約書の第 15 条に従い、所管課と委託

先の協議の結果、業務実施月の翌月に、委託先が業務実施報告書を提出す

ることをもって業務完了の報告としている。所管課は業務完了報告書の提

出を受け、報告内容についての検査を実施し、その確認をもって業務の完

了としている。 

所管課では、業務実施報告書の提出を受け、場外発売管理システムと業

務実績報告書に記載されている売上額等の一致を確認するなどにより履行

の確認を実施しているとのことである。しかし、こういった履行確認の

チェックポイントが文書化されていないため、履行確認の項目・水準の検

討が属人的となり、人事異動があったときなどには、委託業務の適切な評

価が実施できないおそれがある。 

履行確認するための書類について、履行確認のチェックポイントを記載

した上で回付し、課長の承認決裁を得ることが望まれる。 
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【４８】設備総合管理業務委託（公営事業局 施設管理課） 

１．概要 

（１）事業の内容  

事業名 尼崎市競艇事業 

担当部・課 公営事業局 公営事業所 施設管理課 

事業内容 

競走場内設備全般（電気・機械・空調・衛生設備等）

の維持管理、運転管理を実施し、ボートレース全般

の円滑な遂行を目的とする。 

 

（２）委託契約の概要 

契約名 設備総合管理業務委託 

契約先名 阪急阪神ビルマネジメント株式会社阪神営業所 

契約内容 公営事業所設備全般の維持管理 

契約開始年月日 平成 28 年 4 月 1 日 

契約終了年月日 平成 29 年 3 月 31 日 

契約額（税込） 102,513,600 円 

契約保証金の減免及び免除 

尼崎市公営事業局契約規程第35条第3号（注）に基

づき、契約保証金の納付は免除している。 
（注）尼崎市公営事業局契約規程第 35 条第 3 号 

入札に参加する者に必要な資格を有する者と契約を締結する場

合において、その者が過去 2 年の間に、局と種類及び規模をほ

ぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて

誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなる恐れがないと認

められるとき。 

契約方法 
一者随意契約（地方公営企業法施行令第 21 条の

14 第 1 項第 2 号） 

履行確認方法 契約書第 15 条に従い、毎月の報告を受ける。 

再委託先 

大阪ガス株式会社 

北九州空調株式会社 

三和シャッター工業株式会社 

パナソニック産機システムズ株式会社 

有限会社三協商事 

株式会社シー・アイ・シー大阪北営業所 

日世冷暖サービス株式会社 

日本電技株式会社 

日本水処理工業株式会社 

株式会社日本電気保安協会 

株式会社日立産機システム 

日野設備商会 

柾木工業株式会社 
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三菱電機プラントエンジニアリング株式会社 

テクノメンテナンス株式会社 

再委託の業務範囲 

ガスヒーポン（大阪ガス株式会社） 

スタンド空調用フィルター清掃等（北九州空調株式

会社） 

重量シャッター点検（三和シャッター工業株式会社） 

ガス吸収式冷温水点検等（パナソニック産機システ

ムズ株式会社） 

地下タンク漏えい検査（有限会社三協商事） 

スタンド防虫防鼠（株式会社シー・アイ・シー大阪北

営業所） 

アロエース点検（日世冷暖サービス株式会社） 

スタンド空調自動制御点検（日本電技株式会社） 

飲料水水質検査等（日本水処理工業株式会社） 

受変電設備精密点検（株式会社日本電気保安協

会） 

ボート昇降用ホイスト設備点検（株式会社日立産機

システム） 

貯水槽清掃業務（日野設備商会） 

汚水、雑排水槽清掃（柾木工業株式会社） 

特高部受変電設備法定点検（三菱電機プラントエン

ジニアリング株式会社） 

建築設備点検（テクノメンテナンス株式会社） 

再委託金額 把握していない。 

 

（３）委託の理由 

委託の理由 
競艇場の特殊性を鑑み、民間のノウハウを活用して

安定的かつ効率的な業務を行うため。 

同種の業務につき委託と直営の

併存の有無 
無 

委託と直営の割合に関する方針 該当なし 

併存の理由 該当なし 

委託契約の分割の有無 無 

委託契約の分割数 該当なし 

委託契約を分割している場合の

委託契約の分割の方針（各契約

の規模の方針） 

該当なし 
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（４）随意契約の概要 

随意契約の理由 
競艇場の特殊性を鑑み、他の業者では、安定した

業務遂行が困難なため。 

根拠法令 地方公営企業法施行令第 21 条の 14 第 2 項 

予定価格の積算方法 
建築保全業務積算基準の単価等に数量(台数等)を

乗じて積算した見積による。 

相見積の有無（有の場合は見積

数） 
無 

相見積をとってない場合はその

理由 

随意契約の理由に記載のとおり、競艇場の特殊性

を鑑み、委託先以外の業者では、安定した業務遂

行が困難と判断し、他の業者から、相見積をとって

いないため。 

相見積をとっているが一番低い

相手先としていない場合はその

理由 

該当なし 

前回の契約方法及び契約先 
随意契約／ 

阪急阪神ビルマネジメント株式会社阪神営業所 

前々回の契約方法及び契約先 
随意契約／ 

阪急阪神ビルマネジメント株式会社阪神営業所 

 

（５）入札の概要 

落札率 該当なし 

参加事業者数 該当なし 

予定価格の積算方法 該当なし 

前回の契約方法及び契約先 該当なし 

前々回の契約方法及び契約先 該当なし 

 

２．監査の結果及び意見 

（１）委託業務の品質管理のための評価（意見） 

委託業務において、履行状況の点検だけではなく、当該業務の質を確保

するという品質管理の観点から、業務の総合評価を行い、業務改善に向け

た指示や指導を行うことが望まれる。 

総合評価の評価項目としては、一般的には、業務目的の理解、技術力の

発揮、協議記録の提出、作業の進捗管理、積極的な取組への姿勢、公営事

業局からの要請への対応状況、トラブルへの対応状況、品質管理のための

自主的な取組、業務の目的の達成度、予定価格に対する委託契約額の割合

などが考えられる。また、評価指標として、委託業務の KPI を設定するこ

とも有効である。 
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しかし、当該委託事業に対する総合評価は行われていない。 

同額の委託料を支払ったとしても、例えば、仕様書どおりの履行が確保

されている場合、公営事業局の指導を経て履行が確保された場合、改善指

示を要する不適切な履行があった場合では、業務の総合評価は異なる。委

託業務の総合評価を行わなければ、委託業務の品質を適切に管理すること

ができず、今後の業務改善に向けた指導が徹底できないおそれや、今後の

委託業務の品質管理のための課題を把握できないおそれがある。 

公営事業局として、契約期間を通じて、上記の項目などを評価項目とす

る「委託業務総合評価シート」の様式を設定し、委託業務の総合評価を行

うことが考えられる。当該委託業務については、上記項目に追加して、例

えば「クレーム件数」などを KPI として設定し、目標と実績の差異の分析

評価により、次年度の業務の改善へつなげることが望まれる。 

 

（２）一者随意契約の見直し（意見） 

地方公共団体が委託先を選定する場合には、不特定多数の参加者を募る

「一般競争入札」が原則とされており、「指名競争入札」や「随意契約」

は、例外的な取扱いとして認められている。 

委託先の選定に当たり競争性を機能させ、事業の経済性を確保する観点

からは、原則どおり入札の徹底が望まれ、やむを得ず、随意契約による場

合であっても、プロポーザル方式によるか、少なくとも複数見積書の徴取

の徹底が望まれる。 

しかし、当該委託業務においては、阪急阪神ビルマネジメント株式会社

との一者随意契約が継続しており、複数見積書の徴取もされていないため、

競争原理が働いていない中、契約金額が決定されている。 

所管課によると一者随意契約を行っている論拠は以下のとおりである。 

「一般的な施設とは異なり競艇場は特殊な施設であるため、様々な人が

出入りしており、独特のノウハウが必要である。また、老朽・劣化してい

る設備の維持管理業務については、日常の業務を通じて現在の設備運転・

保守管理に係るノウハウを蓄積した業者にしかできない。このため、『委

託業務の性質又は目的が競争入札に適しないもの』（地方公営企業法施行

令 21条の 14第 2項）に該当し、一者随意契約を継続している。」 

しかし、「随意契約ガイドライン」の 2 号随意契約の要点に「単に、

『業務内容を熟知しており信用度が高いこと』『当該業務に精通している

こと』等のみをもって当該契約者を限定していないか」の記載がある。競
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艇場設備全般の維持管理等業務である当該委託業務については、過去に受

注の可否について協議を行った事業者もあることから、長期にわたって一

者随意契約を容認する要件には該当しないと考える。 

現在の状況が継続すると、一者随意契約が継続的に行われることにより、

競争原理が機能せず、委託料が高止まりとなるおそれがある。また、受託

者が有している、仕様書に記載しきれない競艇場の総合管理に関するノウ

ハウを委託者である市が詳細部分まで把握できていないため、受託者に依

存しないと業務が遂行できなくなるおそれもある。したがって、定期的に

プロポーザル方式による公募を行うなどして、業者の選定に競争原理を機

能させ、経済性を確保する努力が望まれる。 

 

（３）履行確認可能な履行確認書類の様式の定め(意見) 

尼崎市公営事業局業務委託契約書の第 15 条第 1 項には、「受託者は、委

託業務を完了したときは、直ちに、委託業務の成果を委託者に報告しなけ

ればならない。」と定められている。点検箇所別に実施者、作業者、作業

箇所、試験項目などの報告は受けるものの、業務計画書に対してどういう

結果になったかという点が明確に分かる様式となっていない。 

適切な履行確認を行えるよう、仕様書に成果報告書類（履行確認書類）

に記載すべき内容、項目及び様式を定めることが望まれる。 

 

（４）履行確認の文書化（意見） 

契約書の第 15 条において「第 1 項 受託者は、委託業務を完了したとき

は、直ちに、委託業務の成果を委託者に報告しなければならない。」「第 2

項 委託者は、前項の規定による報告を受けたときは、報告を受けた日か

ら 10 日以内に受託者の立会いの上、仕様書等に定めるところにより、業務

の完了を確認するための検査を完了しなければならない。」と定められて

いる。 

 所管課では、仕様書の第 6 条に従い、業務を実施した時は、業務完了報

告書の報告を受け、履行確認を行い、課長の承認を受けているとのことで

ある。しかし、履行確認のチェックポイントが文書化されていないため、

履行確認の項目・水準の検討が属人的となり、委託業務の適切な評価が実

施できないおそれがある。 

業務完了報告書について履行確認のチェックポイントを記載した上で回

付し、課長の承認決裁を得ることが望まれる。 
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（５）委託業務の再委託管理の強化（契約書の入手）（意見） 

契約書の第 6 条によると、「受託者は業務の全部を一括して第三者に委

任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ委託者（局）の

承諾を得て事務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせる場合はこの限

りではない」と定められている。 

平成 28 年 4 月 1 日に公営事業局は、委託先へ再委託承認書を発行するこ

とにより、再委託の事前承認はしているが、再委託の契約書を入手してい

ない。 

また、当該再委託承認書には、届出者は、再委託先に対して一括再々委

託の禁止を義務づけることが記載されている。 

委託業務全体を発注者として管理するため、再委託の契約書を委託先か

ら入手することをルールとして明確化した上で、公営事業局は、再委託契

約の契約内容や契約先に関して事前承認と合致しているか、また、再々委

託が行われている場合には、その合理性を検討する等して、不適切な契約

となっていないことを確認することが望まれる。 

なお、契約書に事前に承認を受けた一部の業務の再委託は可能であるこ

とは明記されているが、業務の一部の再々委託が可能であるか否かについ

て明記はされておらず、現在、公営事業局として、禁止はしていないとの

ことである。しかし、一般的には、再々委託は、無用の中間利潤の取得を

許すことにもつながり、また、情報の漏えいや安全管理の不備による事故

等のリスクについて、発注者である公営事業局の管理が再々委託先までは

及び難くなる。公営事業局がこのような契約をすることは好ましくないた

め、原則として、公営事業局は再々委託を認めるべきではないと考える。

例外的に再々委託せざるを得ない場合が想定されるならば、その要件、

再々委託を行うための手続、再委託契約書、再々委託契約書を入手するこ

とについて、ルールとして明確化した上で、そのルールに従い運用すべき

と考える。 
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【４９】公営事業所清掃業務（公営事業局 施設管理課） 

１．概要 

（１）事業の内容  

事業名 尼崎市競艇事業 

担当部・課 公営事業局 公営事業所 施設管理課 

事業内容 
尼崎ボートレース場におけるモーターボート競走の

開催・運営・舟券の発売等 

 

（２）委託契約の概要 

契約名 公営事業所清掃業務 

契約先名 大和建物サービス株式会社 

契約内容 競艇場内の日常清掃と定期清掃 

契約開始年月日 平成 28 年 4 月 1 日 

契約終了年月日 平成 29 年 3 月 31 日 

契約額（税込） 87,480,000 円 

契約保証金の減免及び免除 

尼崎市公営事業局契約規程第35条第1号（注）に基

づき、契約保証金の納付は免除している。 
（注）尼崎市公営事業局契約規程第 35 条第 1 号 

契約の相手方が保険会社との間に局を被保険者とする履行保証

保険契約を締結したとき。 

契約方法 一般競争入札 

履行確認方法 
契約約款第 15 条に従い毎月の実施報告書の提出

を受け、履行を確認している。 

再委託先 無 

再委託の業務範囲 該当なし 

再委託金額 該当なし 

 

（３）委託の理由 

委託の理由 
施設の美化について、経済的、効率的に実施する

ため。 

同種の業務につき委託と直営の

併存の有無 
無 

委託と直営の割合に関する方針 該当なし 

併存の理由 該当なし 

委託契約の分割の有無 無 

委託契約の分割数 該当なし 

委託契約を分割している場合の

委託契約の分割の方針（各契約

の規模の方針） 

該当なし 
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（４）随意契約の概要 

随意契約の理由 該当なし 

根拠法令 該当なし 

予定価格の積算方法 該当なし 

相見積の有無（有の場合は見積

数） 
該当なし 

相見積をとってない場合はその

理由 
該当なし 

相見積をとっているが一番低い

相手先としていない場合はその

理由 

該当なし 

前回の契約方法及び契約先 該当なし 

前々回の契約方法及び契約先 該当なし 

 

（５）入札の概要 

落札率 72% 

参加事業者数 21 

予定価格の積算方法 
建築保全業務積算基準による単価に㎡数を乗じる

等により積算 

前回の契約方法及び契約先 一般競争入札／株式会社飯尾 

前々回の契約方法及び契約先 一般競争入札／株式会社飯尾 

 

２．監査の結果及び意見 

（１）委託業務の品質管理のための評価（意見） 

委託業務において、履行状況の点検だけではなく、当該業務の質を確保

するという品質管理の観点から、業務の総合評価を行い、業務改善に向け

た指示や指導を行うことが望まれる。 

総合評価の評価項目としては、一般的には、業務目的の理解、技術力の

発揮、協議記録の提出、作業の進捗管理、積極的な取組への姿勢、公営事

業局からの要請への対応状況、トラブルへの対応状況、品質管理のための

自主的な取組、業務の目的の達成度、予定価格に対する委託契約額の割合

などが考えられる。また、評価指標として、委託業務の KPI（例えばクレー

ム件数）を設定することも有効である。 

同額の委託料を支払ったとしても、例えば仕様書どおりの履行が確保さ

れている場合、公営事業局の指導を経て履行が確保された場合、改善指示

を要する不適切な履行があった場合では、業務の総合評価は異なる。委託

業務の総合評価を行わなければ、委託業務の品質を適切に管理することが
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できず、今後の業務改善に向けた指導が徹底できないおそれや、今後の業

務の改善に向けた指示を行えない等、今後の委託業務の品質管理のための

課題を把握できないおそれがある。 

公営事業局として、契約期間を通じて、上記の項目などを「委託業務総

合評価シート」の評価項目として設定し、業務委託の総合評価を行い、目

標と実績の差異の分析評価により、次年度の業務の改善へつなげることが

望まれる。 

 

（２）履行確認可能な履行確認書類の様式の定め（意見） 

尼崎市公営事業局業務委託契約書の第 3 条第 1 項には、「受託者は、委

託業務を完了したときは、直ちに、委託業務の成果を委託者に報告しなけ

ればならない。」と定められている。作業実施日、時間、作業場所、実施

事項等の報告は受けているが、業務計画書に対してどういう結果になった

かという点が明確に分かる様式となっていない。 

適切な履行確認を行えるよう、仕様書に成果報告書類（履行確認書類）

に記載すべき内容、項目及び様式を定めることが望まれる。 

 

（３）履行確認の文書化（意見） 

契約書の第 15 条において「第 1 項 受託者は、委託業務を完了したとき

は、直ちに、委託業務の成果を委託者に報告しなければならない。」「第 2

項 委託者は、前項の規定による報告を受けたときは、報告を受けた日か

ら 10 日以内に受託者の立会いの上、仕様書等に定めるところにより、業務

の完了を確認するための検査を完了しなければならない。」と定められて

いる。 

所管課は、作業終了後、報告書の提出を受け、履行確認を行っていると

のことである。しかし、履行確認のチェックポイントが文書化されていな

いため、履行確認の項目・水準の検討が属人的となり、人事異動があった

ときなどには、委託業務の適切な評価が実施できないおそれがある。 

報告書について、履行確認のチェックポイントも記載した上で回付し、

課長の承認決裁を得ることが望まれる。 
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【５０】ボート・モーター整備業務委託（公営事業局 施設管理課） 

１．概要 

（１）事業の内容  

事業名 尼崎市競艇事業 

担当部・課 公営事業局 公営事業所 施設管理課 

事業内容 
尼崎ボートレース場におけるモーターボート競走の

開催・運営・舟券の発売等 

 

（２）委託契約の概要 

契約名 ボート・モーター整備業務委託 

契約先名 株式会社オペレーションサービス 

契約内容 
競走用ボート及びモーターの整備業務、部品の購

入及び管理業務、掃海業務等 

契約開始年月日 平成 28 年 4 月 1 日 

契約終了年月日 平成 29 年 3 月 31 日 

契約額（税込） 
97,200,000 円 

（委託料は、上限額 97,200 千円、ボートレース尼崎主

催の全場売上額に一定料率を乗じて計算される） 

契約保証金の減免及び免除 4,860,000円（減免及び免除はない） 

契約方法 
一者随意契約（地方公営企業法施行令第 21 条の

14 第 1 項第 2 号） 

履行確認方法 
契約書 15 条に従い、毎月の実施報告書の提出を

受け、履行を確認している。 

再委託先 無 

再委託の業務範囲 該当なし 

再委託金額 該当なし 

 

（３）委託の理由 

委託の理由 

特殊な資格が必要となる業務であり、人材の確保

（継承）が直営では困難であり、経費も増加するた

め。 

同種の業務につき委託と直営の

併存の有無 
無 

委託と直営の割合に関する方針 該当なし 

併存の理由 該当なし 

委託契約の分割の有無 無 

委託契約の分割数 該当なし 
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委託契約を分割している場合の

委託契約の分割の方針（各契約

の規模の方針） 

該当なし 

 

（４）随意契約の概要 

随意契約の理由 

当該業務委託は、競走用モーターボートの整備士

資格が必要であるが、整備士資格は日本モーター

ボート競走会が交付しており、全国 24 場にある競艇

場で整備業務に携わっている整備士以外に整備士

資格を保有させない運用を行っていることから、競

艇場とは関係のない業者が整備士資格を持つこと

はできない。全国 24 場の競艇場で株式会社オペ

レーションサービス以外の業者に委託しているところ

もあるが、それは、競艇場を運営している会社の子

会社で、当該競艇場のためだけに作られた会社で

あり、他の競艇場の整備業務を請け負うことはない

ため、直営か株式会社オペレーションサービスに委

託かの選択肢しかない。 

これらの理由により、株式会社オペレーションサービ

スと一者随意契約を締結している。 

根拠法令 
地方公営企業法施行令第 21 条の 14 第 1 項第 2

号 

予定価格の積算方法 事業者から入手した見積を参考の上、決定している 

相見積の有無（有の場合は見積

数） 
無 

相見積をとってない場合はその

理由 

随意契約の理由に記載のとおり、他に整備業務を

行える業者がおらず、他の業者から見積入手してい

ないため。 

相見積をとっているが一番低い

相手先としていない場合はその

理由 

該当なし 

前回の契約方法及び契約先 
一者随意契約／ 

株式会社オペレーションサービス 

前々回の契約方法及び契約先 
一者推移契約／ 

株式会社オペレーションサービス 

 

（５）入札の概要 

落札率 該当なし 

参加事業者数 該当なし 

予定価格の積算方法 該当なし 
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前回の契約方法及び契約先 該当なし 

前々回の契約方法及び契約先 該当なし 

 

２．監査の結果及び意見 

（１）委託業務の品質管理のための評価（意見） 

委託業務において、履行状況の点検だけではなく、当該業務の質を確保

するという品質管理の観点から、業務の総合評価を行い、業務改善に向け

た指示や指導を行うことが望まれる。 

総合評価の評価項目としては、一般的には、業務目的の理解、技術力の

発揮、協議記録の提出、作業の進捗管理、積極的な取組への姿勢、公営事

業局からの要請への対応状況、トラブルへの対応状況、品質管理のための

自主的な取組、業務の目的の達成度、予定価格に対する委託契約額の割合

などが考えられる。また、評価指標として、委託業務の KPI（モーターに関

するトラブル件数）を設定することも有効である。 

同額の委託料を支払ったとしても、例えば、仕様書どおりの履行が確保

されている場合、公営事業局の指導を経て履行が確保された場合、改善指

示を要する不適切な履行があった場合では、業務の総合評価は異なる。委

託業務の総合評価を行わなければ、委託業務の品質を適切に管理すること

ができず、今後の業務改善に向けた指導が徹底できないおそれや、今後の

委託業務の品質管理のための課題を把握できないおそれがある。 

公営事業局として、契約期間を通じて、上記の項目などを評価項目とす

る、「委託業務総合評価シート」の様式を設定し、委託業務の総合評価を

行い、目標と実績の差異の分析評価により、次年度の業務の改善へつなげ

ることが望まれる。 

 

（２）履行確認可能な履行確認書類の様式の定め（意見） 

尼崎市公営事業局業務委託契約書の第 3 条第 1 項には、「受託者は、委

託業務を完了したときは、直ちに、委託業務の成果を委託者に報告しなけ

ればならない。」と定められている。作業実施日、作業内容、作業結果等

一定事項の成果報告は受けているが、業務計画書に対してどういう結果に

なったかという点が明確に分かる様式となっていない。 

適切な履行確認を行えるよう、仕様書に成果報告書類（履行確認書類）

に記載すべき内容、項目及び様式を定めることが望まれる。 
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（３）履行確認の文書化（意見） 

契約書の第 15 条において「第 1 項 受託者は、委託業務を完了したとき

は、直ちに、委託業務の成果を委託者に報告しなければならない。」「第 2

項 委託者は、前項の規定による報告を受けたときは、報告を受けた日か

ら 10 日以内に受託者の立会いの上、仕様書等に定めるところにより、業務

の完了を確認するための検査を完了しなければならない。」と定められて

いる。  

所管課では、仕様書の第 9 条に従い、毎日の業務実施状況の記録の報告

を受け、また、日々責任者とコミュニケーションを取ることで、履行確認

を行っているとのことである。しかし、報告書や日々のコミュニケーショ

ンにおける履行確認のチェックポイントが文書化されていないため、履行

確認の項目・水準の検討が属人的となり、委託業務の適切な評価が実施で

きないおそれがある。 

履行確認を承認するための書類である業務実施状況の報告書や、日々の

コミュニケーションの記録などについて、履行確認のチェックポイントも

記載した上で回付し、課長の承認決裁を得ることが望まれる。 
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【５１】尼崎市学校給食調理業務委託（教育委員会事務局 学校保健課） 

１．概要 

（１）事業の概要 

事業名 小学校給食調理業務 

担当部・課 教育委員会事務局 学校運営部 学校保健課 

事業内容 尼崎市内の小学校における学校給食調理の業務 

 

（２）委託契約の概要 

契約名 尼崎市学校給食調理業務委託 

契約先名 

株式会社東洋食品/三菱電機ライフサービス株式会

社/株式会社メフォス/一冨士フードサービス株式会

社/株式会社東洋食品/葉隠勇進株式会社/株式会

社メフォス 

契約内容 

学校給食調理の業務委託 

株式会社東洋食品:5 校 

① 尼崎市立明城小学校 

② 尼崎市立園和小学校 

③ 尼崎市立竹谷小学校 

④ 尼崎市立武庫庄小学校 

⑤ 尼崎市立立花西小学校 

三菱電機ライフサービス株式会社:3 校 

① 尼崎市立武庫南小学校 

② 尼崎市立金楽寺小学校 

③ 尼崎市立尼崎北小学校 

株式会社メフォス:3 校 

① 尼崎市立小園小学校 

② 尼崎市立浜小学校 

③ 尼崎市立立花北小学校 

一冨士フードサービス株式会社:2 校 

① 尼崎市立名和小学校 

② 尼崎市立園田南小学校 

株式会社東洋食品:2 校 

① 尼崎市立武庫東小学校 

② 尼崎市立上坂部小学校 

葉隠勇進株式会社:2 校 

① 尼崎市立立花南小学校 

② 尼崎市立塚口小学校 

株式会社メフォス:3 校 

① 尼崎市立難波の梅小学校 

② 尼崎市立立花小学校 
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③ 尼崎市立園田小学校 

契約開始年月日 平成 28 年 4 月 1 日 

契約終了年月日 平成 29 年 3 月 31 日 

契約額（税込） 

株式会社東洋食品:129,541,599 円 

三菱電機ライフサービス株式会社:72,822,666 円 

株式会社メフォス:70,915,909 円 

一冨士フードサービス株式会社:52,351,920 円 

株式会社東洋食品:55,340,280 円 

葉隠勇進株式会社:56,905,200 円 

株式会社メフォス:95,968,800 円 

契約保証金の減免及び免除 

尼崎市契約規則第32条第3号（注）に基づき、契約保

証金の納付は免除している。 
（注）尼崎市契約規則第 32 条第 3 号 

入札に参加する者に必要な資格を有する者と契約を締結する場

合において、その者が過去 2 年の間に、市と種類及び規模をほ

ぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて

誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなる恐れがないと認

められるとき。 

契約方法 
随意契約（公募型プロポーザル方式） 

（地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号） 

履行確認方法 

契約書約款第 17 条、仕様書に従い、履行確認を

行っている。 

具体的には、日々、委託先が学校給食日常点検票

による点検を行い、その結果を学校長等が確認す

る。同日、委託先より業務完了確認報告書にて従事

者出勤状況、配食量、残菜量等の報告を受け、学

校長等の最終確認を行っている。また、毎月業務完

了届にて食数の報告を受け、学校長等が履行を確

認している。 

所管課の管理栄養士も毎月学校へ出向き、委託先

の履行状況を確認し、委託履行状況シートに結果を

まとめている。 

この他、学校給食運営委員会が委託校ごとに年 3

回開催され、業務が適正に履行され、安全で衛生

的な給食が提供されているか、また、給食内容の充

実が図られているかなどの観点から衛生管理、献立

内容、運営体制等について協議している。具体的な

検証内容は以下のとおりである。 

① 栄養教諭等と業務責任者との調整（打ち合わ

せ）が円滑に行われているか 

② 業務責任者の指揮監督のもと適切に業務が行

われているか 
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③ 安全衛生管理が確保されているか（異物混入等

はないか） 

④ 味（おいしさ）、出来上がり具合に問題はないか 

⑤ 配食時間に遅れはないか。学校行事等に合わ

せた調理時間の調整ができているか 

⑥ 児童等の対応（コミュニケーション）に問題はない

か 

⑦ 一年生児童に対する教室内における米飯の個

別配食に問題はないか 

⑧ 給食内容の充実、アレルギー対応の充実が図ら

れているか 

⑨ 委託に伴い、学校運営及び学校管理上の問題

が生じていないか 

再委託先 無 

再委託の業務範囲 該当なし 

再委託金額 該当なし 

 

（３）委託の理由 

委託の理由 

平成 19 年度に尼崎市教育員会において策定され

た「給食調理業務見直しに係る実施計画」に基づ

き、平成 20 年度から業務の経済性・効率性の観点

から給食調理業務の全面委託を進めているため。 

同種の業務につき委託と直営の

併存の有無 
有 

委託と直営の割合に関する方針 

将来的には、41 小学校・1 特別支援学校の 42 校を

全校委託化する方針であるが、平成 28 年度は 33

校を委託、残る 9 校は直営としている。 

併存の理由 

直営の小学校・特別支援学校は、市の職員が在職

中であり、当該職員の退職までは直営を継続するこ

ととしているため。 

委託契約の分割の有無 無 

委託契約の分割数 該当なし 

委託契約を分割している場合の

委託契約の分割の方針（各契約

の規模の方針） 

該当なし 
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（４）随意契約の概要 

随意契約の理由 

当該委託契約は、小学校の学校給食の調理業務で

あり、単に経費面だけではなく、安全な給食を実施

することに最も重点をおいて、委託業者を選定する

必要があるため、地方自治法施行令第 167 条の 2

第 1 項第 2 号に規定される「その性質又は目的が

競争入札に適しない場合」に該当する。 

尼崎市契約事務規程第 3 条第 2 項第 13 号及び

「尼崎市契約事務規程の制定及び平成 21 年度に

おける契約事務の取扱について」（通知）に基づき、

公募型プロポーザルによる随意契約を締結してい

る。 

根拠法令 地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号 

予定価格の積算方法 直営体制の総経費を予定価格としている。 

相見積の有無（有の場合は見積

数） 

有    

・平成 23 年度（平成 24 年開始分） 

プロポーザル審査対象 20 者から見積書徴収し、

選定された業者は 2 者 

・平成 24 年度（平成 25 年開始分） 

プロポーザル審査対象 18 者から見積書徴収し、

選定された業者は５者 

・平成 25 年度（平成 2６年開始分） 

プロポーザル審査対象 12 者から見積書徴収し、

選定された業者は 6 者 

・平成 2６年度（平成 2７年開始分） 

プロポーザル審査対象 10 者から見積書徴収し、

選定された業者は 6 者 

・平成 2７年度（平成 2８年開始分） 

プロポーザル審査対象 11 者から見積書徴収し、

選定された業者は 8 者 

 

なお、学校給食調理業務委託業者選定委員会にお

いてプロポーザル方式により選定され、これまでの

間、適正に履行していると認められる場合、同一業

者と引き続き契約を締結する。なお、同一業者と引

き続き契約する期間は、市の指定管理者制度に準

じた期間（5 年）とし、その後の受託業者について

は、改めて当該選定委員会において選定する。 
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相見積をとってない場合はその

理由 
該当なし 

相見積をとっているが一番低い

相手先としていない場合はその

理由 

尼崎市学校給食調理業務委託業者選定委員会の

中で、過去の実績及び価格の適正性並びに業務体

制等を考慮して、委託先を選定している。 

前回の契約方法及び契約先 

 

前々回の契約方法及び契約先 

 

２．監査の結果及び意見 

特に記載すべき事項はなかった。 
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【５２】小学校・特別支援学校学習用及び研修室用コンピュータシステ

ムの保守付賃貸借（教育委員会事務局 教職員の学び支援課） 

１．概要 

（１）事業の概要 

事業名 小・特別支援学校情報教育推進事業 

担当部・課 
教育委員会事務局 教育総合センター 教職員の

学び支援課 

事業内容 市立学校児童・生徒に情報教育を行う。 

 

（２）委託契約の概要 

契約名 
小学校・特別支援学校学習用及び研修室用コン

ピュータシステムの保守付賃貸借 

契約先名 株式会社 JECC 

契約内容 
小学校・特別支援学校学習用及び教育総合セン

ター研修室用コンピュータシステムの保守付賃貸借 

契約開始年月日 平成 27 年 9 月 1 日 

契約終了年月日 平成 32 年 8 月 31 日 

契約額（税込） 
566,164,080 円 

(賃借 503,884,800 円､委託 62,279,280 円) 

契約保証金の減免及び免除 

尼崎市契約規則第32条第1号（注）に基づき、契約保

証金の納付は免除している。 
（注）尼崎市契約規則第32条第1号 

契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保

証保険契約を締結したとき。 

契約方法 指名競争入札 

履行確認方法 

契約書の第 7 条に従い、受託者が保守業務等を実

施した都度、メール等で実施内容を当課担当者が

報告を受けるとともに、毎月 1 回実施される当課担

当者と受託者との定例会議席上で以下の項目等を

確認することにより、履行を確認している。 

･障害対応報告(障害の内容・原因・対応内容等) 

･サービスレポート(各校保守訪問時に提出する

レポート)の写し 

･予防措置・是正措置（注） 

･運用管理向上への提案、その他 
（注）予防措置・是正措置とは、運用保守品質を遵守する為の対策を

いう。 

再委託先 無 

再委託の業務範囲 該当なし 

再委託金額 該当なし 
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（３）委託の理由 

委託の理由 

学習用コンピュータシステムは、各校にサーバを設

置し大量の精密機器・通信機器を同時に使用するこ

とから、同システム全体を、安全かつ効果的に利用

するため、当該システムについて、高度で専門的な

知見を有する設計・設定業者に、保守サポートを委

託しているものである。 

同種の業務につき委託と直営の

併存の有無 
無 

委託と直営の割合に関する方針 該当なし 

併存の理由 該当なし 

委託契約の分割の有無 有 

委託契約の分割数 5  

委託契約を分割している場合の

委託契約の分割の方針（各契約

の規模の方針） 

小学校、中学校、尼崎高校、双星高校、琴ノ浦高校

の 5 校それぞれが、異なる学習用コンピュータシス

テムを使用しているため。 

 

（４）随意契約の概要 

随意契約の理由 該当なし 

根拠法令 該当なし 

予定価格の積算方法 該当なし 

相見積の有無（有の場合は見積

数） 
該当なし 

相見積をとってない場合はその

理由 
該当なし 

相見積をとっているが一番低い

相手先としていない場合はその

理由 

該当なし 

前回の契約方法及び契約先 該当なし 

前々回の契約方法及び契約先 該当なし 
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（５）入札の概要 

落札率 91.97% 

参加事業者数 9 者 

予定価格の積算方法 

事業者から徴取した見積書を参考の上、決定してい

る。 

なお、当該案件については、情報政策課の査定を

受けている。 

前回の契約方法及び契約先 随意契約／第一電子株式会社 

前々回の契約方法及び契約先 

随意契約／第一電子株式会社 

※平成 19 年 9 月 1～平成 24 年 8 月 31 日の期間

は、指名競争入札により、システムの賃借は日本教

育機器株式会社と、システムの保守は第一電子株

式会社と長期契約を締結していた。 

平成 24 年 9 月 1 日～平成 27 年 8 月 31 日の期間

は、システムはリースアップにより無償譲渡されたも

のを利用し、システム保守は第一電子株式会社と年

度毎に単年度随意契約を締結していた。 

 

２．監査の結果及び意見 

特に記載すべき事項はなかった。 
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【５３】学校情報通信ネットワークシステム（AMA-NET）保守管理委託業

務（教育委員会事務局 教職員の学び支援課） 

１．概要 

（１）事業の概要 

事業名 学校情報通信ネットワークシステム関係事業 

担当部・課 
教育委員会事務局 教育総合センター 教職員の

学び支援課 

事業内容 

教職員の校務を支援する AMA-NET ポータルサイ

トや教職員が利用できる AMA－NET 個人メールシ

ステムなどのネットワークシステムの円滑な活用と維

持・管理を行う。 

 

（２）委託契約の概要 

契約名 
学校情報通信ネットワークシステム保守管理委託業

務 

契約先名 株式会社菱友システムズ 

契約内容 学校情報通信ネットワークシステムの保守管理 

契約開始年月日 平成 23 年 9 月 1 日 

契約終了年月日 平成 28 年 8 月 31 日 

契約額（税込） 119,700,000 円 

契約保証金の減免及び免除 

尼崎市契約規則第32条第3号(注)に基づき、契約保

証金の納付は免除している。 
（注）尼崎市契約規則第32条第3号 

入札に参加する者に必要な資格を有する者と契約を締結する場

合において、その者が過去 2 年間の間に、市と種類及び規模を

ほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべ

て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがな

いと認められるとき。 

契約方法 
一者随意契約（地方自治法施行令第 167 条の 2 第

1 項第 2 号） 

履行確認方法 

契約書第 6 条により、受託者が報告書（保守の内容

及び件数等の報告）を当課担当者に毎月提出する

と共に、毎月 1 回実施される当課担当者と受託者と

の定例会議席上で履行を確認している。 

再委託先 無 

再委託の業務範囲 該当なし 

再委託金額 該当なし 
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（３）委託の理由 

委託の理由 

学校情報通信ネットワークシステムにおけるハード

ウェアやネットワークその他に関する保守管理、障害

対応、ヘルプデスク、障害復旧作業及び定期点検、

予防保守等については、専門的に対応しかつ効率

的に運用するため、委託している。 

同種の業務につき委託と直営の

併存の有無 
無 

委託と直営の割合に関する方針 該当なし 

併存の理由 該当なし 

委託契約の分割の有無 無 

委託契約の分割数 該当なし 

委託契約を分割している場合の

委託契約の分割の方針（各契約

の規模の方針） 

該当なし 

 

（４）随意契約の概要 

随意契約の理由 

管理委託を行う、株式会社菱友システムズは、学校

情報通信ネットワークシステムを開発した会社であ

る。障害発生時の原因究明や迅速な復旧には、学

校情報通信ネットワークシステムに関する専門的な

能力と知識がなければ、困難である。 

以上より、当該契約は「随意契約ガイドライン ５．随

意契約ができる場合（2）2 号随意契約の【委託業務

等】⑦既存の電子システムと不可分の関係にあり、

同一のシステムの開発者以外の者にプログラムの増

設・追加等を履行させると、既存の電算システムの

運用に著しく支障が生じるおそれのある場合、に該

当するため、随意契約としている。 

根拠法令 地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号 

予定価格の積算方法 

契約業者からの下見積書を参考にしている。 

なお、当該案件については情報政策課の査定を受

けている。 

相見積の有無（有の場合は見積

数） 
無 

相見積をとってない場合はその

理由 

「随意契約の理由」に記載のとおり、システムの開発

業者である株式会社菱友システムズへの一者随意

契約とせざるを得ないことから、相見積の入手は

行っていない。 
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相見積をとっているが一番低い

相手先としていない場合はその

理由 

該当なし 

前回の契約方法及び契約先 一者随意契約／株式会社菱友システムズ 

前々回の契約方法及び契約先 

一者随意契約／株式会社菱友システムズ 

※従来、年度毎に単年度随意契約を締結していた

が、富士通リース株式会社と平成 23 年 9 月 1 日か

ら平成 28 年 8 月 31 日の期間について、メインシス

テム賃借契約を締結したことに併せ、本システムを

開発した株式会社菱友システムズと当該契約を締

結したものである。 

 

２．監査の結果及び意見 

特に記載すべき事項はなかった。 
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【５４】トレーニング指導等業務（教育委員会事務局 スポーツ振興課） 

１．概要 

（１）事業の概要 

事業名 トレーニング指導等業務 

担当部・課 教育委員会事務局 社会教育部 スポーツ振興課 

事業内容 
トレーニング指導業務、健康相談、健康スポーツ講

座 

 

（２）委託契約の概要 

契約名 トレーニング指導等業務 

契約先名 
公益財団法人尼崎市スポーツ振興事業団（注） 

（注）公益財団法人尼崎市スポーツ振興事業団は市の 100%出資団体

である。 

契約内容 
トレーニング指導業務、健康相談、健康スポーツ講

座 

契約開始年月日 平成 28 年 4 月 1 日 

契約終了年月日 平成 29 年 3 月 31 日 

契約額（税込） 30,951,000 円 

契約保証金の減免及び免除 

尼崎市契約規則第 32 条第 3 号（注）に基づき、契約

保証金の納付は免除している。 
（注）尼崎市契約規則第 32 条第 3 号 

入札に参加する者に必要な資格を有する者と契約を締結する場

合において、その者が過去 2 年の間に、市と種類及び規模をほ

ぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて

誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなる恐れがないと

認められるとき。 

契約方法 
一者随意契約 

（地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号） 

履行確認方法 
契約書の第 15 条に従い、毎月、結果報告書の提

出を受け、担当者が確認している。 

再委託先 有 

再委託の業務範囲 トレーニング機器保守等 

再委託金額 246,240 円 

 

（３）委託の理由 

委託の理由 

トレーニング指導業務、健康相談、健康スポーツ講

座の実施には専門的な知識が必要となるため、委

託しているものである。 

同種の業務につき委託と直営の

併存の有無 
無 
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委託と直営の割合に関する方針 該当なし 

併存の理由 該当なし 

委託契約の分割の有無 無 

委託契約の分割数 該当なし 

委託契約を分割している場合の

委託契約の分割の方針（各契約

の規模の方針） 

該当なし 

 

（４）随意契約の概要 

随意契約の理由 

これまで市と一体となって、市のスポーツの推進に

取り組んできており、市のスポーツ推進に大きく寄与

してきたため。 

トレーニング指導業務はベイコム体育館内のトレー

ニング室において、トレーニング室利用者に指導を

行うことにより、市民がより効果的にトレーニングがで

きるようにしようとしているものであり、市のスポーツ

推進事業の一環として、尼崎市スポーツ振興事業団

が他の事業と合わせ行うことにより、より効果的に事

業を推進できるものと考える。また、トレーニング指

導事業は、ここ数年その実績は増加傾向にあり、良

好な実績を残している。 

以上のことから、引き続き尼崎市スポーツ振興事業

団にトレーニング指導事業を委託することにより、当

該事業を含めた市スポーツ推進事業を効果的に運

営するために、随意契約としている。 

根拠法令 地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号 

予定価格の積算方法 

トレーニング指導等業務を行う上で必要な費用につ

いて下見積を元に積算している。 

具体的に必要な費用として、給与手当（正規職員 3

名、嘱託職員 3 名）、臨時雇賃金（アルバイト指導員

9 名、退職給付費用（正規職員 3 名）、福利厚生

費、旅費交通費、通信運搬費、消耗什器備品費、

消耗品費、修繕費、印刷製本費、賃借料、諸謝料、

租税公課、広告費、機器保守費用（委託料）を積算

している。 

相見積の有無（有の場合は見積

数） 
無 

相見積をとってない場合はその

理由 

公益財団法人尼崎市スポーツ振興事業団への一者

随意契約が継続しており、それ以外の団体への発

注を予定していないことから、見積書の提出依頼を

行っていない。 
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相見積をとっているが一番低い

相手先としていない場合はその

理由 

無 

前回の契約方法及び契約先 
一者随意契約／ 

公益財団法人尼崎市スポーツ振興事業団 

前々回の契約方法及び契約先 
一者随意契約／ 

公益財団法人尼崎市スポーツ振興事業団 

 

（５）入札の概要 

落札率 該当なし 

参加事業者数 該当なし 

予定価格の積算方法 該当なし 

前回の契約方法及び契約先 該当なし 

前々回の契約方法及び契約先 該当なし 

 

２．監査の結果及び意見 

（１）委託料の概算払の合理性の判断（意見） 

委託料の支払の原則は、尼崎市契約規則第 44 条に定められているとおり、

「給付の完了を確認する検査を終了した後、契約の相手方からの適法な請

求があった日から 30日以内に支払う」ことである。 

ただし、地方自治法施行令第 162 条第 6 号には、「次の各号に掲げる経

費については、概算払をすることができる。『六 前各号に掲げるものの

ほか、経費の性質上概算をもつて支払をしなければ事務の取扱いに支障を

及ぼすような経費で普通地方公共団体の規則で定めるもの』」と定められ

ており、さらに尼崎市財務規則第 55 条には、「政令第 162 条第 6 号の規定

により概算払をすることができる経費は、次のとおりとする。『（4）公社、

公団に対して支払う経費』『（6）委託費』」と定められている。このよう

に、特例として委託料の概算払が認められており、適用に当たっては、合

理的な理由がなければならない。 

当該委託契約先に対し、市は委託費の概算払をしているが、その理由は、

所管課によると、「委託料の大半が日々の業務実施に必要な経費であり、

業務を円滑に進めるには概算払をする必要がある。」とのことである。し

かし、公益財団法人尼崎市スポーツ振興事業団の財務情報等をもとに、概

算払なしでの資金繰りの可否の検討はされていなかった。 

経費の概算払は、例えば、この支払方法でなければ、支出の目的を失う

ような場合にのみ支出の特例として認めているものであり、地方自治法施
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行令第 162 条第 6 号に概算払に係る容認規定があるからといって無条件に

認めるものではない。市は、公益財団法人尼崎市スポーツ振興事業団への

概算払に合理的な理由があるかどうかを十分に検討した上で概算払を容認

するか否かの判断をする必要がある。 

 

（２）一者随意契約の見直し（意見） 

地方公共団体が委託先を選定する場合には、不特定多数の参加者を募る

「一般競争入札」が原則とされており、「指名競争入札」や「随意契約」

は、例外的な取扱いとして認められている。 

委託先の選定に当たり競争性を機能させ、事業の経済性を確保する観点

からは、原則どおり入札の徹底が望まれ、やむを得ず、随意契約による場

合であっても、プロポーザル方式によるか、少なくとも複数見積書の徴取

の徹底が望まれる。 

しかし、当該業務委託においては、外郭団体である公益財団法人尼崎市

スポーツ振興事業団との一者随意契約が継続しており、複数見積書の徴取

もされていないため、競争原理が働いていない状況である。このため、委

託料の金額の適切性の検証ができていない。 

一者随意契約が継続している理由は所管課によると、一者随意契約を

行っている論拠は以下のとおりである。 

「本市の出資団体である公益財団法人尼崎市スポーツ振興事業団は、こ

れまで本市と一体となって、本市のスポーツの推進に取り組んできており、

本市のスポーツ推進に大きく寄与している。トレーニング指導業務は、ベ

イコム総合体育館内のトレーニング室において、トレーニング室利用者に

指導を行うことにより、市民がより効果的にトレーニングができるように

しようとしているものであり、本市のスポーツ推進事業の一環として、尼

崎市スポーツ振興事業団が他の事業と合わせ行うことにより、より効果的

に事業を推進できるものと考える。また、トレーニング指導業務は、ここ

数年その実績は増加傾向にあり、良好な実績を残している。以上のことか

ら、平成 28 年度も引き続き尼崎市スポーツ振興事業団にトレーニング指導

事業を委託することにより、当該事業を含めた本市スポーツ推進事業を効

果的に運営しようとするものである。」とのことである。 

本業務委託は、国、地方公共団体その他の公法人及び市が出資している

公益法人並びにこれらに準ずる団体との契約（尼崎市契約事務規程第 3 条

第 2 項第 13 号「資産統括局長が適当と認める契約」の取扱いを通知してい
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る「総務局長通知（平成 21 年 2 月 16 日尼契第 6770 号）」別紙のⅡ4）に

該当するため、一者随意契約を継続している。 

しかし、「随意契約ガイドライン」の 2 号随意契約の要点に「単に、

『業務内容を熟知しており信用度が高いこと』『当該業務に精通している

こと』等のみをもって当該契約者を限定していないか」の記載があること

から、当該委託業務については、他の自治体において同様の業務がプロ

ポーザル方式により公募されていることから、一者随意契約を容認する要

件には該当せず、民間への委託は可能であると考える。 

現在の状況が継続すると、一者随意契約が継続的に行われることにより、

競争原理が機能せず、委託料が高止まりとなるおそれがある。したがって、

業者の選定については、競争性を確保し、経済性確保への努力が望まれる。 

 

（３）再委託の事前承認漏れ（結果） 

契約書の第 6 条第 2 項によると、「受託者は、業務の一部を第三者に委

任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ委託者の承認を得な

ければならない。」と定められている。 

当該委託業務については、第三者委託について事前に口頭による承認は

しているとのことだが、その証跡は確認できなかった。契約書の記載に従

い、再委託の事前承認手続を行い、その証跡を残す必要がある。 

 

（４）委託業務の再委託管理の強化(契約書の入手)(意見) 

当該委託業務については、再委託について、（３）に記載のとおり事前

に口頭による承認はしているとのことだが、再委託の契約書を入手してい

ない。 

委託業務全体を発注者として管理するため、再委託の契約書を委託先か

ら入手することをルールとして明確化した上で、所管課は、再委託契約の

契約内容や契約先に関して事前承認と合致しているか、また、再々委託が

行われている場合には、その合理性を検討する等して、不適切な契約と

なっていないことを確認することが望まれる。 

 

（５）履行確認の文書化（意見） 

業務委託契約書の第 15 条において「第 1 項 受託者は、委託業務を完了

したときは、直ちに、委託業務の成果を委託者に報告しなければならな

い。」「第 2 項 委託者は、前項の規定による報告を受けたときは、報告



303 

 

を受けた日から 10 日以内に受託者の立会いの上、仕様書等に定めるところ

により、業務の完了を確認するための検査を完了しなければならない。」

と定められている。 

所管課は、あらかじめ仕様書に記載のとおり、毎月、利用状況の報告を

受けているとのことだが、履行確認のチェックポイントが文書化されてい

ない。このため、履行確認の項目・水準の検討が属人的となり、人事異動

があったときなどには、委託業務の適切な評価が実施できないおそれがあ

る。 

履行確認のチェックポイントを記載した上で、ヘルスエリア利用状況に

ついての報告書（別紙「トレーニング室利用人数表」）を回付し、課長の

承認決裁を得ることが望まれる。 

 

（６）委託業務の品質管理のための評価（意見） 

委託業務において、市は、履行状況の点検だけではなく、当該業務の質

を確保するという品質管理の観点から、業務の総合評価を行い、業務改善

に向けた指示や指導を行うことが望まれる。 

総合評価の評価項目としては、一般的には、業務目的の理解、技術力の

発揮、協議記録の提出、作業の進捗管理、積極的な取組への姿勢、市から

の要請への対応状況、トラブルへの対応状況、品質管理のための自主的な

取組、業務の目的の達成度、予定価格に対する委託契約額の割合などが考

えられる。評価指標として、委託業務の KPI を設定することも有効である。 

しかし、当該委託業務に対する総合評価は行われていない。 

同額の委託料を支払ったとしても、例えば、仕様書どおりの履行が確保

されている場合、市の指導を経て履行が確保された場合、改善指示を要す

る不適切な履行があった場合では、業務の総合評価は異なる。委託業務の

総合評価を行わなければ、委託業務の品質を適切に管理することができず、

今後の業務改善に向けた指導が徹底できないおそれや、今後の委託業務の

品質管理のための課題を把握できないおそれがある。 

市として、契約期間を通じて、上記の割合の項目などを評価項目として

「委託業務総合評価シート」の様式を設定し、委託業務の総合評価を行う

ことが考えられる。また、上記項目に追加して、例えば「1日当たりトレー

ニング室利用人数」などを KPI として設定して、目標と実績の分析・評価

により次年度の業務の改善へつなげることが望まれる。 


