
横須賀市監査委員公表 

平成30年第９号 

   監査の結果報告に係る措置の公表について 

 平成30年８月10日付け横須賀市監査委員公表平成30年第７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11月12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  

 

［総務部］ 

１ 予算の執行に関する事務 

 (1) 平成29年６月分の非常勤職員に対する報償金（一般会計・人事課予算分）

について、支給対象となる非常勤職員 594人分（ 84,198,000円）の報償金

の支出決定後 に新たに支給対象となる者が確認されたため、別途１名分

（149,600円）の報償金を加え支出を行った。専決規程によると、100万円

までの報償費の支出決定は、部長専決事項と定められているが、新たに支

給対象と 確認された１名分の報償金の支出決定を人事課長決裁により行

っていたので、今後は専決規程の規定に基づいた適正な事務処理に改めら

れたい。                        （人事課） 

措置の内容 

今回の指摘事項の原因は、専決規程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。 

 

 (2) 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」

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、平成29年５月及び８月に開催された負



担金（受講料）の支出を伴う民間団体が主催したセミナーの受講に当たり、

各回ともに出張命令書（甲様式）により出張命令の手続を行った上で、セ

ミナー受講後 に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

起案していた。受講料の支出についての予算執行伺が行われないままセミ

ナーを受講していたので、今後は旅費支給事務取扱要領に基づいた適正な

事務処理に改められたい。              （行政管理課） 

措置の内容 

今回の指摘事項の原因は、旅費支給事務取扱要領の認識不足から生じた

ものであった。そこで、出張に当たっては、旅費支給事務取扱要領を含む

旅費に係る各規定を確認し、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  契約に関する事務 

庁舎管理事務における両袖机３台の購入について、備品購入費の執行金額

が30万円以下であるとして主管課が随意契約で契約事務を行っていたが、同

時に同一仕様の両袖机計16台が６件（３台購入 ５件、１台購入 １件）の契

約で購入されていた。 

本件は、全体からみると競争入札を経て一括して購入すべきものであり、

主管課において契約事務を行うことができる金額に分割して複数の契約手続

により物品を購入する合理的な理由は見当たらず、不適当な事務処理である

ため、今後は調達の規模及び執行金額に応じた適正な事務処理に改められた

い。                           （総務課） 

措置の内容 

今回の指摘事項の原因は、契約規則及び契約事務取扱規程の認識不足から

生じたものであった。そこで契約規則及び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。 

 

３  財産管理に関する事務 

 (1) 駐車場利用券（平日２時間券）の管理において、駐車場利用券を発行し

た際に、一部に駐車場利用券受払簿への記入漏れがあり、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。                     （人事課） 

措置の内容 

今回の指摘事項の原因は、来庁者に駐車場利用券を発行した際に、駐車



場利用券受払簿への記載を漏らしたことにより生じたものであった。そこ

で、来庁者に駐車場利用券を発行した際には、速やかに受払簿に記載する

よう部内において周知徹底した。 

 

 (2) 職員が庁内ＬＡＮ端末において使用する旅費計算ソフト用のサーバーと

して平成21年度途中から使用していたサーバー１台について、別システム

のサーバーで 旅費計算ソフトのサーバーを兼ねることとなったことに伴

い平成23年度途中に稼働を終了したが、倉庫に保管されたまま複数年にわ

たり使用されていなかったので、今後の使用の可能性を早急に判断し、必

要な措置を講じられたい。                （人事課） 

措置の内容 

当該備品については返納手続を行った。 

今回の指摘事項の原因は、備品の使用状況についての確認不足により生

じたものであった。そこで、物品会計規則に基づいた備品の適正な管理を

行うことについて、部内において周知徹底した。 

 

［福祉部］ 

１ 予算の執行に関する事務 

 (1) 本市が行う重度障害者等入院時コミュニケーション支援事業において、

支援員を派遣する事業者と市は、「重度障害者等入院時コミュニケーショ

ン支援実施協定書」を締結する必要があり、この協定書締結に係る決裁区

分は、専決規程によれば、部長決裁と定められている。しかし、当該協定

書締結については、課長決裁により行われていたので、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。       （障害福祉課） 

措置の内容 

当該協定書締結に係る決裁区分を誤っていたことについては、専決規程

の確認を十分に行わなかったため生じたものであった。そこで、今後は、

専決規程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。 

 

 (2) 平成29年度地域活動支援センター・障害者地域作業所運営費等補助金に

係る25作業所分の交付決定及び支出に関する予算執行伺について、全体の

交付金額に誤りはなかったものの、添付された交付決定通知書案３葉のう

ち１葉に内訳金額の一部記載誤りがあった。 



また、当該通知書案は申請者欄に、代表とした作業所の名称以外に「ほ

か 22作業所（内訳のとおり）」との記載があったため、結果として 23作業

所全体の 交付金額であるのか代表とした 作業所に対する交付金額である

のか外見上は不明確な点もあり、不正確な通知書案となっていたので、今

後は適正な事務処理に改められたい。         （障害福祉課） 

措置の内容 

当該通知書案の一部記載誤りについては、合計金額の確認をしたものの、

内訳の検算を行わなかったため生じたものであった。そこで、今後は、内

訳の記載があるものについては、元データと照合するとともに、検算する

ことを部内において周知徹底した。 

また、不正確な通知書案となっていたことについて、今後は、通知先が

少数の場合はすべての案を添付し、通知先が多数の場合は個別に記載しな

くてはならない箇所について別紙一覧を添付するなどにより、誤解を招く

ことがない案を作成するよう、部内において周知徹底した。 

 

２ 支出に関する事務 

 (1) 本庁舎を勤務地とする非常勤職員の旅費（費用弁償）の支給において、

市外出張した際の旅行雑費を支給していないものがあった。 

本件は、公用車による出張であるため、勤務地から市外出張先までの往

復分の旅費は発生しないものの、旅行雑費は支給する必要があるので、今

後は適正な事務処理に改められたい。         （生活福祉課） 

措置の内容 

今回の指摘事項については、旅費支給に関する各規定の認識不足から生

じたものであった。そこで、支給不足が生じていた旅費については追給を

行った。また、今後は、旅行雑費を含めた旅費の支給について旅費支給に

関す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。 

 

 (2) 老人保護措置費の戻入事務について、戻入命令の金額に誤りはなかった

ものの、事業者から提出された戻入に関する内訳資料に一部記載誤りがあ

るまま受領し、決裁用の資料として添付していたので、今後は適正な事務

処理に改められたい。                （高齢福祉課） 

措置の内容 

今回の指摘事項については、受領した内訳資料の内容の確認不足から生



じたものであった。そこで、今後は、受領した資料の内容を精査し、誤り

がある場合は適切な内容への修正を依頼するよう、部内において周知徹底

した。 

 

 (3) 職員の車賃に係る出張旅費の支給については、横須賀市旅費支給条例に

よれば、バスその他の交通機関により片道１キロメートル以上旅行した場

合に、その実費を支給すると規定されている。しかし、６月分の職員の市

外出張旅費の支給において、片道１キロメートルに満たない区間について

バスを利用した際に車賃を支給しているものがあったので、今後は適正な

事務処理に改められたい。              （介護保険課） 

措置の内容 

今回の指摘事項については、横須賀市旅費支給条例の認識不足から生じ

たものであった。そこで、当該支給については、誤支給分を戻入した。ま

た、今後は、旅費の支給について同条例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 

 (1) 粟田老人デイサービスセンター冷凍庫購入に係る物件納入検査について

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、当該物件納入検

査において、立会人の連署のない検査書により報告されていたので、今後

は契約事務取扱規程に基づく適正な事務処理に改められたい。 

（高齢福祉課） 

措置の内容 

当該物件納入検査において立会人の連署のない検査書により報告されて

いたことについては、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、今後は、物件納入検査に際して契約事務取扱規程を確認し、

物件金額 に応 じた適正な事務処理を行うことを部内において周知徹底し

た。 

 

 (2) 介護保険出前講座用パンフレット購入に係る物件納入検査については、

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、当該物件納入検査に

おいて、立会人の連署のない検査書により報告されていた。 

また、当該検査書については、契約履行規則によれば、物件納入書を使

用しなければならないと規定されているが、一般委託及び物件修繕の検査

に使用する完了届を使用していたので、今後は契約事務取扱規程及び契約

履行規則に基づく適正な事務処理に改められたい。   （介護保険課） 

措置の内容 

今回の指摘事項については、契約事務取扱規程及び契約履行規則の認識

不足から生じたものであった。そこで、今後は、物件納入検査における立

会人の役割を改めて確認し、契約事務取扱規程及び契約履行規則に基づい

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。 

 

［健康部］ 

１ 予算の執行に関する事務 

一般Ｘ線撮影装置の購入に係る予算執行において、専決規程によれば財政

部長に合議を要するところ、合議をせずに主管部長のみ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。  

（地域医療推進課）  

措置の内容 

専決規程の確認不足が原因であったので、確認を漏れなく実施するよう周

知し、適正な事務処理を行うよう徹底した。 

 

２  収入に関する事務 

健康増進センター駐車場の使用料については、健康増進センター条例及び

同施行規則により、障害者及び本市等の職員（公用で使用する場合に限る。）

が駐車場を利用する場合に免除することができる。しかし、これに該当しな

い者の利用について免除しているものがあった。本市の他施設においては、

障害者等以外にも減免している例もあることから、今後は、こうした事例を

参考にして規則の整備を図るなど必要な措置を講じ、適正な事務処理に改め

られたい。                       （健康総務課）  

措置の内容 

健康増進センター条例施行規則の一部改正を行った。また、運用は市役所

北口駐車場の利用規定に準ずることとした。 

 



３ 支出に関する事務 

精神保健対策事業における市外出張に係る旅行雑費の支給に当たり、横須

賀市旅費支給条例に基づいて１日につき200円を支給すべきところ、同一日に

２回出張したものについて、１回につき200円を支給し、過払いが生じていた。

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。 

（保健所健康づくり課） 

措置の内容 

過払い分を戻入するとともに、今後は、横須賀市旅費支給条例に基づいた

適正な事務処理を行うよう徹底した。  

 

４  契約に関する事務 

 (1) 市立うわまち病院電話交換設備修繕及び放射線機器（外科用Ｃアーム）

修繕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、当該完了検査において、立会人の連署のない検査書により

報告されていたので、今後は契約事務取扱規程に基づく適正な事務処理に

改められたい。                 （地域医療推進課） 

措置の内容 

契約事務取扱規程の確認不足が原因であったので、確認を漏れなく実施

するよう周知し、適正な事務処理を行うよう徹底した。 

 

 (2) 健康増進センターのプール音響設備に係る納入検査については、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、当該納入検査において、立

会人の連署のない検査書により報告されていたので、今後は契約事務取扱

規程に基づく適正な事務処理に改められたい。 （保健所健康づくり課） 

措置の内容 

関係職員に契約事務取扱規程に対する認識が不足していたことから、今

後は、関係規則等に留意するとともに、回議の過程において確認するよう

徹底した。 

 

 (3) 健康安全科学センター空調設備点検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、当該完了検査において、

立会人の連署のない検査書により報告されていたので、今後は契約事務取

扱規程に基づく適正な事務処理に改められたい。 

（健康安全科学センター） 

措置の内容 

契約事務取扱規程の理解不足が一因として考えられるので、再発防止の

ため、課内ミーティング等を行い、適正な事務処理を行うよう徹底した。 

 

５  財産管理に関する事務 

 (1) 馬門山墓地において、行政財産目的外使用許可手続きがされていないも

のがあった（電柱１本、共架２本）ので、早急に対象物の現地確認を行う

とともに、必要な措置を講じ、適正な管理に改められたい。 

（健康総務課） 

措置の内容 

対象物の現地確認を行った上で必要な措置を講じた。今後は、手続きに

遺漏が発生しないよう適正な事務処理を行う。 

 

 (2) 坂本町内会館用地において、普通財産一時貸付手続きがされていたが現

況に物件がないものがあった（支線１条、引上管１本）ので、早急に対象

物の現地確認を行うとともに、必要な措置を講じ、適正な管理に改められ

たい。                       （健康総務課） 

措置の内容 

対象物の現地確認を行った上で必要な措置を講じた。今後は、手続きに

遺漏が発生しないよう適正な事務処理を行う。 

 

 (3) 健康増進センターのプール音響設備について、物品会計規則に基づく備

品整理簿への登録がなされていなかったので、必要な措置を講じ適正な管

理に改められたい。             （保健所健康づくり課） 

措置の内容 

備品整理簿への登録を行った。また、関係職員に物品会計規則に対する

認識が不足していたことから、今後は、関係規則等に留意するとともに、

回議の過程において確認するよう徹底した。 



 

［市議会事務局］ 

１ 契約に関する事務 

契約事務取扱規程では、業務委託契約を主管課長等が行うことができる契

約予定価格の上限を50万円とする一方、地方自治法施行令第167条の２第１項

第２号から第４号までの規定に該当する場合には、契約予定価格300万円まで

の業務委託契約について主管課長等が契約事務を行うことができると規定さ

れている。本会議・委員会中継システム配信業務委託については、契約予定

価格50万円を超える案件であり主管課長が契約事務を行っているにもかかわ

らず、随意契約理由書においては同施行令同条同項第６号（競争入札に付す

ることが不利と認められる契約）が適用条項として記載されていた。本件は、

同施行令同条同項第２号（その性質又は目的が競争入札に適しない契約）の

適用も考えられるので、主管課長が契約事務を行うのであれば、同施行令同

条同項第２号を適用するべきであった。今後は適正な事務処理に改められた

い。                     （市議会事務局総務課） 

措置の内容 

今回の指摘事項の原因は、地方自治法施行令及び契約事務取扱規程の確

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

においても地方自治法施行令及び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。 

 

２  支出に関する事務 

 (1) 予算決算及び会計規則では、概算払の精算について、その用務終了後10

日以内に精算命令書を作成することと規定されているが、旧軍港市議会議

長会出席に伴う旅費の支出について、平成29年７月19日に用務が終了した

にもかかわらず、平成29年 11月１日に精算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。 

（市議会事務局総務課） 

措置の内容 

今後は用務終了後速やかに精算を行い、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) 予算決算及び会計規則では、資金前渡の精算について、事件又は用務終

了後10日以内に精算命令書を作成することと規定されているが、全国市議



会議長会基地協議会関東部会正副会長・監事・相談役会議出席者負担金の

支出について、平成29年７月13日に用務が終了したにもかかわらず、平成

29年 11月１日に精算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。 （市議会事務局総務課） 

措置の内容 

今後は用務終了後速やかに精算を行い、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。 

 

 (3) 政務活動費の支出に関し議員から提出された政務活動費収支報告書につ

いて、自家用車の使用による交通費に政務活動費の対象とならない経費が

含まれていたものがあった（２件）。市議会事務局においては、必要な措

置を講じるとともに、議員の政務活動費の支出に係る審査について、適正

な事務処理を行うよう更に徹底されたい。   （市議会事務局総務課） 

措置の内容 

誤報告のあった交通費（２件）については、それぞれ政務活動費収支報

告書（前期）の減額訂正を行い、後期収支において前期からの繰越金額を

減額して年度分支給額に過払いが生じないよう処理することとした。 

今回の指摘事項の原因は、政務活動費収支報告書の審査にあたり記載事

項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、

課内においても適正な審査事務を行うよう周知徹底した。 

 


