
横須賀市監査委員公表 

平成30年第８号 

   監査の結果報告に係る措置の公表について 

 平成30年５月10日付け横須賀市監査委員公表平成30年第４号をもって公表した定期監査

結果報告について、市長等から措置を講じた旨通知がありましたので、地方自治法第 199

条第12項の規定により次のとおり公表します。 

  平成30年９月10日 

 

横須賀市監査委員  小 野 義 博  

 

同                丸 山 邦 彦  

 

同                杉 田   惺  

 

同                土 田 弘之宣  

 

［環境政策部］ 

１ 予算の執行に関する事務 

猿島公園管理業務委託料の支出決定において、予定金額が2,000万円を超え

るものは、専決規程によれば財政部長合議を経た上で副市長決裁を行うべき

であるが、主管部長までの決裁となっていた。今後は専決規程に基づいた適

正な事務処理に改められたい。             （公園管理課） 

措置の内容 

今回の指摘事項の原因は専決規程の確認不足から生じたものであるので、

担当職員に専決規程の確認を厳密に行うように周知するとともに、今後は適

正な事務処理を行うよう徹底した。 

 

２  財産管理に関する事務 

 (1) 郵便切手の管理において、保有枚数と物品会計規則で定める物品受払簿

（第３号様式乙）の残数は一致していたが、同受払簿に所属長印がなかっ

た。物品会計規則に基づき、適正な管理に改められたい。 

（自然環境共生課） 

措置の内容 

物品受払簿への所属長印がなかった指摘を受け、早急にその事実を職員



間で共有の上、押印する措置を講じた。今後は物品会計規則に基づいた適

正な管理を行うよう徹底した。 

 

 (2) 港が丘公園及び梅田公園において、公園占用許可事務が行われていない

もの（支線柱１件、支線２件、架設電線１件）があったので、必要な措置

を講じ、適正な管理に改められたい。         （公園管理課） 

措置の内容 

公園占用許可事務が行われていない物件については、必要な措置を講じ、

占用許可を行った。今後は、都市公園台帳の占用物件、占用期間等の確認

を徹底することにより、手続き漏れが発生しないよう適正な事務処理を行

う。 

 

 (3) 駐車場利用券（平日１時間券及び平日２時間券）の管理において、受払

簿による管理はしているものの、受払簿数量と実査数量がそれぞれ一致し

なかったので、適正な管理に改められたい。      （公園建設課） 

措置の内容 

受払簿の記載をせずに駐車場利用券の払出しを行ったことが、受払簿数

量と実査数量の不一致の原因と考えられることから、受払簿への記載を徹

底するため、次の手順で駐車場利用券を払い出すこととした。 

１ 来庁者から駐車場利用券の交付依頼を受けた者が、受払簿に「受付

者」として必要項目を記載し、駐車場利用券の管理者に示す。 

２ 管理者は、受払簿を確認して「受付者」に駐車場利用券を渡し、受

払簿の払出済欄にチェックをする。 

 

［資源循環部］ 

１ 収入に関する事務 

 (1) 使用済小型電子機器等資源物売払いに関する収入事務については、各資

源物の売払い単価を定めた物件売渡契約（単価契約）を締結したうえ、実

績に応じた金額を収入する事務手続であるが、当該契約締結に係る決裁を

得ていなかった。また、当該契約期間に３回の実績に応じた収入事務を行

っているが、この実績に応じた物件の売渡しに係る検査等の結果報告につ

いては、契約事務取扱規程によれば、主管部長等の指定する職員が立会い

を行い、物件売渡報告書により主管部長等に報告しなければならないと規

定されている。しかし、当該結果報告について、課内での供覧処理は行っ



ていたものの、規定に基づいた立会人の指定及び主管部長等への報告が行

われていなかったので、今後は、適正な事務処理に改められたい。 

（資源循環総務課） 

措置の内容 

当該物件売渡契約締結に係る決裁を得ていなかったことについては、物

件売渡契約締結に係 る決裁を得ることの認識不足 から生じたものであっ

た。そこで、専決規程を確認し適正な事務処理を行うことについて、部内

において周知徹底した。 

また、当該物件の売渡しに係る検査の結果報告において、立会人の指定

及び部長への報告を行っていなかったことについては、契約事務取扱規程

の認識不足から生じたものであった。そこで、契約事務取扱規程を確認し

適正な事務処理を行うことについて、部内において周知徹底した。 

 

 (2) 資源物（缶類アルミ：10月及び11月分）の売払いに関する収入事務につ

いては、当該期間の物件売渡契約（単価契約）を締結したうえ、売渡予定

数量から算出した予納金を各月ごとに収納し、その後、契約期間における

実績に応じた売渡確定額を決定し、予納金との差額を精算している。この

実績に応じた物件の売渡しに係る検査等の結果報告については、契約事務

取扱規程によれば、主管部長等の指定する職員が立会いを行い、物件売渡

報告書により主管部長等に報告しなければならないと規定されている。し

かし、当該結果報告について、精算に係る部長決裁は得ていたものの、規

定に基づいた立会人の指定が行われていなかったので、今後は、適正な事

務処理に改められたい。            （リサイクルプラザ） 

措置の内容 

当該物件の売渡しに係る検査の結果報告において、立会人の指定を行わ

なかったことについては、契約事務取扱規程の認識不足から生じたもので

あった。そこで、担当職員だけではなく部内においても、契約事務取扱規

程を確認し、今後は同規程に基づいた適正な事務処理を行うよう徹底した。 

 

２  支出に関する事務 

職員の市内出張旅費支給については、旅費支給事務取扱要領によれば、職

員の勤務地の属する地域区分と出張の目的地の属する地域区分間に係る「市

内出張地域区分間の定額運賃表」により求めた額を実費運賃額として支給す

ると規定されている。しかし、４月分及び10月分の職員の市内出張旅費支給



において、改定前の当該定額運賃表を使用したことにより一部に支給不足が

生じていたので、必要な措置を講じるとともに、今後は適正な事務処理に改

められたい。                     （廃棄物対策課） 

措置の内容 

今回の指摘事項の原因は、「市内出張地域区分間の定額運賃表」の確認不足

から生じたものであった。支給不足が生じていた旅費については追給を行っ

た。今後は、旅費に係る各規定に基づいた適正な事務処理を行うよう、部内

において周知徹底した。 

 

３  契約に関する事務 

集団資源回収奨励金積算業務委託に係る完了検査については、契約事務取

扱規程によれば、検査員は検査を行う場合は立会人及び契約者又はその使用

人の立会いのうえ行い、立会人と連署した検査書により主管課長等に報告す

るものと定められている。しかし、当該業務委託に係る完了検査において、

一部立会人の連署のない検査書により報告されていたものがあったので、今

後は契約事務取扱規程に基づき適正な事務処理に改められたい。  

（資源循環推進課） 

措置の内容 

今回の指摘事項の原因は、契約事務取扱規程の認識不足から生じたもので

あった。そこで、担当職員だけではなく部内においても、契約事務取扱規程

に基づいた適正な事務処理を行うよう周知徹底した。 

 

［経済部］ 

１ 予算の執行に関する事務 

 (1) 専決規程では、課長の市外出張については、部長専決事項と定められて

おり、また、出張に伴う負担金の支出については、当該出張命令の決裁区

分に従うこととされている。そのため、商業・市街地振興課長の市外出張

及び出張に伴う負担金の支出については、経済部長の決裁を要することと

なるが、都市再構築・中心市街地活性化講習会の受講に係る出張命令書（乙

様式）において、商業・市街地振興課長の市外出張及び出張に伴う負担金

の支出について同課長の決裁により処理されていたので、今後は専決規程

に基づいた適正な事務処理に改められたい。 

また、旅費支給事務取扱要領では、「出張に要する負担金の支出を伴う

場合」及び「旅券等調達業務委託契約に基づき、受託業者に旅券等の調達



を委託する場合」には、出張命令書（乙様式）を使用することとされてい

る。出張命令書（乙様式）は、その様式において、出張の決定とともに旅

費及び負担金の支出に係る予算執行伺を兼ねているが、本件の出張におい

ては、出張命令書（乙様式）により旅費及び負担金の支出について決定し

た上で、別途回議用紙を用いて負担金の支出についての予算執行伺を二重

に起案していたので、今後は適正な事務処理に改められたい。  

（商業・市街地振興課） 

措置の内容 

今回の指摘事項の原因は、専決規程及び旅費支給事務取扱要領の確認不

足から生じたものであり、担当職員に対し研修を行うとともに、課内にお

いても専決規程及び旅費支給事務取扱要領に基づいた適正な事務を行うよ

う周知徹底した。 

 

 (2) 大畑堰フェンスほか小破修繕について、修繕料で支出すべきところ業務

委託料で支出していたので、必要な措置を講じるとともに、今後は適正な

事務処理に改められたい。              （農林水産課） 

措置の内容 

当該支出については、平成29年度中に科目更正を行った。 

今回の指摘事項の原因は、支出予算科目の確認不足から生じたものであ

る。今後は、発注内容と支出予算科目について、課内でチェックを重ね適

正な予算執行を行うよう徹底した。 

 

２  支出に関する事務 

 (1) 職員の市内出張旅費支給については、旅費支給事務取扱要領によれば、

職員の勤務地の属する地域区分と出張の目的地の属する地域区分間に係

る「市内出張地域区分間の定額運賃表」により求めた額を実費運賃額とし

て支給すると規定されているが、次の旅費の支出において、旅費支給事務

取扱要領に定められた「市内出張地域区分間の定額運賃表」を使用しなか

ったことにより支給不足が生じていたので、必要な措置を講じるとともに、

今後は適正な事務処理に改められたい。  

・中心市街地活性化事業の平成29年５月分旅費 

（商業・市街地振興課） 

措置の内容 

旅費の支給不足については追給した。 



今回の指摘事項の原因は、旅費支給事務取扱要領の確認不足から生じた

ものであり、担当職員に対し研修を行うとともに、課内においても旅費支

給事務取扱要領に基づいた適正な事務を行うよう周知徹底した。 

 

 (2) 次の旅費の支出において、市外出張に係る旅費額の算出誤りにより支給

不足や支給超過が生じていたので、必要な措置を講じるとともに、今後は

適正な事務処理に改められたい。 

＜支給不足＞ 

・商業振興対策事業の平成29年８月分旅費 

＜支給超過＞ 

・横須賀リサーチパーク推進事業の平成29年５月分旅費 

・セールスプロモーション事業の平成29年５月分旅費 

（商業・市街地振興課、企業誘致・工業振興課及び観光企画課） 

措置の内容 

旅費の支給不足については追給し、支給超過については戻入した。 

今回の指摘事項の原因は、旅費支給事務取扱要領の確認不足から生じた

ものであり、担当職員に対し研修を行うとともに、課内においても旅費支

給事務取扱要領に基づいた適正な事務を行うよう周知徹底した。 

 

３ 契約に関する事務 

 (1) 米海軍向け市内事業者一覧表への掲載企業の募集に係る広告の掲載につ

いて、１人の者からのみ見積書を徴して随意契約しているが、広告掲載先

の選定理由を 明らかにする資料が添付されないまま契約手続が行われて

いたので、今後は適正な事務処理に改められたい。   （経済企画課） 

措置の内容 

今回の指摘事項の原因は、担当職員が特定のメディアに広告掲載を行う

もので随意契約に該当するとの意識がなかったことであり、今後このよう

な記事掲載を行う場合は、随意契約理由書を作成するよう徹底した。 

 

 (2) はつらつシニア応援ショップ事業業務委託（平成29年４月１日付け契約

分）について、地方自治法施行令第 167条の２第１項第２号（その性質又

は目的が競争入札に適しない契約）に該当する旨を記載した随意契約理由

書を作成して契約手続を行っているが、同契約については予定価格が50万

円を超えない額の業務委託契約であるため同条同項第１号（少額の契約）



に該当する随意契約であると認められることから、随意契約とする場合の

地方自治法施行令の適用条項が誤って随意契約理由書に記載されていた。

また、「はつらつシニアおでかけ情報」製作業務委託及びはつらつシニア

応援ショップ事業業務委託（平成29年９月１日付け契約分）について、１

人の者からのみ見積書を徴して随意契約をしているが、予算執行伺の段階

から仕様書及 び随意契約理由書が添付されずに契約手続が行われていた

ので、いずれも契約規則に基づいた適正な事務処理に改められたい。 

（商業・市街地振興課） 

措置の内容 

今回の指摘事項の原因は、契約規則の確認不足から生じたものであり、

担当職員に対し研修を行うとともに、課内においても契約規則に基づいた

適正な事務を行うよう周知徹底した。 

 

４ 財産管理に関する事務 

駐車場利用券（平日２時間券）の管理において、駐車場利用券受払簿にお

ける数量と実査数量が一致しなかったので、今後は適正な管理に改められた

い。                         （観光企画課） 

措置の内容 

今回の指摘事項の原因は、駐車券は金券類であるという意識の不足から生

じたものと思われるため、所属職員に対し、改めて駐車券は金券類でありそ

の取扱いについては注意するよう周知徹底するとともに、残数把握について

は複数の職員で確認するなど、適正な事務を行うことを徹底した。 

 

５  工事の施行に関する事務 

勤労福祉会館熱源設備その他改修工事の積算における設計（採用）単価に

おいて、契約金額には影響を及ぼしていないが、当初設計における自動制御

設備の積算において諸経費（法定福利費を含む）が未計上であった。また、

変更設計におけるアスベスト材の撤去に伴う発生材積込運搬の積算において

積込費も未計上であった。工事を依頼し積算施工した部署に対し、積算時の

チェックを徹底するよう申し入れられたい。       （経済企画課） 

措置の内容 

今回の指摘事項は、工事の執行に重大な影響を及ぼす可能性があったため、

都市部公共建築課へ積算時のチェックを徹底するよう申し入れた。 

 



［都市部］ 

１ 財産管理に関する事務 

池上ハイムに設置されている監視用テレビカメラ及びハードディスクレコ

ーダーを確認したところ、貼付されていた備品整理票（シール）の品名、備

品番号、取得年月日が備品整理簿（台帳）記載内容と異なるものであったの

で、必要な措置を講じ適正な管理に改められたい。    （市営住宅課） 

措置の内容 

当該備品について、速やかに備品整理簿（台帳）と現物の確認を行い、正

しい備品整理票（シール）へ貼り換えた。今後は複数人による確認等を徹底

し適正な備品管理を行うこととした。 

 

２  工事の施行に関する事務 

竹川ハイムＡ棟外壁塗装その他工事及び竹川ハイムＢ棟外壁塗装その他工

事の積算における設計（採用）単価において、契約金額には影響を及ぼして

いないが、都市部で規定している単価等端数処理扱いによると、100円止めに

しなければならないところ、一部において10円止めにて設計（採用）単価を

決定していた。工事を依頼し積算施工した部署に対し、積算時のチェックを

徹底するよう申し入れられたい。            （市営住宅課） 

措置の内容 

工事の積算における設計（採用）単価については、積算施工した部署に対

し積算時のチェックを徹底するよう申し入れた。  

 

［農業委員会事務局］ 

１ 予算の執行に関する事務 

予算決算及び会計規則では、予算を執行しようとするときは、あらかじめ

回議しなければならないとされている。農地利用最適化推進委員７名分の報

酬の支出に係る予算の執行についてあらかじめ回議することなく、支出負担

行為兼支出命令書のみで支出手続が行われていたので、今後は予算決算及び

会計規則に基づいた適正な事務処理に改められたい。 （農業委員会事務局） 

措置の内容 

今回の指摘事項の原因は、予算決算及び会計規則の確認不足から生じたも

のであり、担当職員に対して研修を行うとともに、事務局内においても、予

算決算及び会計規則に基づいた適正な事務処理を行うよう周知徹底した。 

 



２ 収入に関する事務 

 (1) 横須賀市農業委員会規程第13条の規定により準用する専決規程では、国

県支出金 の収入に係 る交付決定を部長専決事項及 び財政課長合議と定め

ているが、平成29年度国有農地管理事業事務取扱交付金の交付決定におい

て、部長決裁及び財政課長合議を行っていなかったので、今後は専決規程

に基づいた適正な事務処理に改められたい。   （農業委員会事務局） 

措置の内容 

今回の指摘事項の原因は、横須賀市農業委員会規程第13条の規定により

準用する専決規程の確認不足から生じたものであり、担当職員に対して研

修を行うとともに、事務局内においても、専決規程に基づいた適正な事務

処理を行うよう周知徹底した。 

 

 (2) 独立行政法人農業者年金基金法の規定に基づく委託業務に関することに

ついては、農業委員会事務委任規則により市長から農業委員会に委任され

ており、また、横須賀市農業委員会事務局長専決規程により農業委員会副

事務局長専決事項と定められているが、農業者年金業務委託手数料の請求

について、市長事務部局である経済部農林水産課長決裁により行われてい

たので、今後は適正な事務処理に改められたい。 （農業委員会事務局） 

措置の内容 

今回の指摘事項の原因は、農業委員会事務委任規則及び横須賀市農業委

員会事務局長専決規程の確認不足から生じたものであり、担当職員に対し

て研修を行うとともに、事務局内においても、規則等に基づいた適正な事

務処理を行うよう周知徹底した。 

 


