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（本報告書における記載内容の注意事項）

l 金額表記

報告書に記載している委託料等の金額は、原則として消費税等込で表示してい

る。

l 端数処理

報告書の数値は、原則として単位未満の端数を切り捨てて表示しているため、

表中の総額と内訳の合計が一致しない場合がある。

公表されている資料等を使用している場合には、原則としてその数値をそのま

ま使用しているため、端数処理が不明確な場合もある。

パーセンテージ等比率は表示単位未満を四捨五入している。

l 報告書の数値等の出典

報告書の数値等は、原則として市が公表している資料、あるいは監査対象とし

た組織から入手した資料を用いている。その場合には原則として数値等の出典は

明示していない。

報告書の数値等のうち、寝屋川市以外が公表している資料あるいは監査対象と

した組織から入手した資料以外の数値等を用いたもの、あるいは他の地方公共団

体等の数値等を表示したものについては、その出典を明示している。

l 報告書の数値等の正確性

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

料に限定して行ったもので、その数値・金額の正確性を保証するものではない。

l 参考文献・参考資料

地方財務研究会編集『地方財政小辞典』ぎょうせい

地方財政情報館/財政用語小辞典

新日本監査法人公会計本部[編]『国・地方自治体の会計と事業評価』中央経済社
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第１章 包括外部監査の概要

Ⅰ. 包括外部監査の種類

地方自治法第 252条の 37第１項に基づく包括外部監査

Ⅱ. 選定した特定の事件（テーマ）

委託契約に関する事務の執行について

Ⅲ. 事件（テーマ）を選定した理由

寝屋川市の一般会計の歳出決算額は年々増加し、平成 29年度では 10年間で３割近

く増加しているが、この間、市税収入は増加しておらず、主に、国庫や府の支出金、

地方交付税交付金の増加、地方債の発行で補っている。

今後、人口減少や少子高齢化が進展し、経営資源は限られていく一方で、必要とさ

れるサービスは時代時代で変化していく。市民に必要なサービスを持続的に提供して

いくためには、事務事業について不断の見直しが求められ、市民目線による無駄の削

減と、事業の有効性向上によるサービス提供の確保が、継続的な課題となる。

委託料は、ここ数年、恒常的に一般会計歳出額の約1割を占める重要な項目であり、

平成 29 年度の決算では 87 億円である。外部資源を有効に活用していくという点か

ら、外部への委託は今後も増加していくと考えられ、また委託契約は多数の担当部局

が関与していることから、横断的に監査を行うことで、市全体への波及効果が高いと

も考えられる。

これらの点から、委託契約に関する事務を取り上げ、「市民の生活に直結する事業

に優先的に資源を集中し、最小の経費で最大の効果をあげる」という視点で監査を行

うことで、市の行財政改革に直接貢献することになると考え、委託契約に関する事務

を監査テーマとして選定することとした。

Ⅳ. 包括外部監査の対象期間

平成 30年度

ただし、必要に応じて平成 29年度以前及び令和元年度の一部を含む。
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Ⅴ. 監査対象の選定

寝屋川市においては、財務データから直接委託契約のリストを作成することができ

なかった。そのため包括外部監査で対象とする委託契約は、令和元年度に実施された

監査委員監査にあたって、各部局が提出している監査資料（平成 30 年度委託等状況

一覧表）から、部局ごとに予算金額の大きい順に概ね５件を抽出し、そこに一定の吟

味を加えて加除し、選定した。

l 選定した委託契約数 52件

加除において考慮した事項の例は以下のとおり。

l 指定管理に係る契約

l 上下水道局が締結している契約

l 予算金額が１千万円未満の契約（市に対する影響度の高いものを優先）

l 令和元年度の監査委員監査で実地監査の対象となった所属の委託契約（重複を避

けるため）

は除外。その他、介護保険主治医意見書作成料支払事務委託、児童措置費、その他

リスクが低いと判断したものなどを除外した。一方、外郭団体その他市と密接な関係

にある団体との随意契約、同一部内において複数の契約を締結している業者への委託、

複数年契約などは上記の基準外でも選定している場合がある。

Ⅵ. 包括外部監査の方法、実施体制

１. 監査の視点

(1) 合規性の視点

○ 委託に関する事務は地方自治法、地方自治法施行令、市が定める条例その他

の法令等及びその趣旨に従い適切に行われているか。

(2) 経済性、効率性、有効性等の視点

○ 事業の PDCA は行われているか

事業の目的が明確にされ、目的がよく達成されているかの確認を行っている

か。その結果、必要な場合は事業手法、又は事業そのものの見直しを行って

いるか。効果測定のための指標は適切か。

PDCA（サイクル）： Plan-Do-Check-Action の４段階を繰り返すことによって、継続的

 に業務を改善すること。
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○ 委託先の選定は適切に行われているか

委託先の選定にあたり、競争性・透明性の確保、機会均等及び公平性に十分

配慮されているか。随意契約を採用する場合は、その理由に十分な合理性が

認められるか。

○ 委託料は合理的に決められているか

委託料の算定過程は明確になっているか。委託内容に比して、委託料は合理

的な水準となっているか。業務内容・量によってではなく、委託先の組織を

基準として委託料を算定するなど、実質、委託先への補助金となっていない

か。

○ 委託業務は適切に行われているか

委託した業務内容が適切に実施されたか、実績確認を行っているか。

○ 公平性に配慮しているか

公平性、透明性、合理性に配慮して事務を執行しているか。

２. 監査の実施方法

○ 調査票による事前調査

○ 監査対象とした委託契約の関係部署へのヒアリングの実施

○ 関係書類の閲覧・分析

Ⅶ. 包括外部監査の実施期間

 自 平成 31年４月１日  至 令和元年 12月 27日

Ⅷ. 外部監査人補助者の資格及び氏名

弁護士 中川 澄

公認会計士 守谷義広

公認会計士 谷口昌央

公認会計士 松尾恭平

公認会計士協会準会員 前田佑樹

公認会計士協会準会員 吉原 宏
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Ⅸ. 利害関係

包括外部監査の対象となった事件につき、包括外部監査人及び包括外部監査人補助

者は地方自治法第 252条の 29の規定により記載すべき利害関係はない。

Ⅹ. 監査の結果及び意見の定義

本報告書における監査の結果と意見の定義は次のとおりである。

監査の「結果」 法令、条例、規則等に違反している事項

監査の「意見」 「結果」以外で改善・検討を求める事項
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第２章 包括外部監査の結果及び意見

Ⅰ. 全庁的な監査の結果及び意見

１. 概要

厳しい財政状況下、安定的に公共サービスを提供していくためには、地方公共団体

の有する経営資源のみではますます対応が困難な状況にあり、民間に委託可能なもの

は民間に委託し、職員は真に行政として対応しなければならない政策・課題に重点的

に取り組まなければならない。こうした民間活力を活かした公共サービスは今後ます

ます増加していく傾向にあると考えられる。

国においても「地方公共団体における行財政改革の更なる推進のための指針」（平

成 18年８月 31日総務省）において「公共サービス改革」として民間委託等の見直し

を実施するよう求めている。また平成 27年６月 30日に閣議決定された「経済財政運

営と改革の基本方針 2015」等を受け、「地方行政サービス改革の推進に関する留意事

項について」（平成 27 年８月 28 日総務大臣通知）が示され、地方財政が依然として

厳しい状況にある中で、効率的・効果的に行政サービスを提供する観点から、民間委

託やクラウド化等の業務改革の推進に努めるよう、各地方公共団体に要請している。

これを受けた「地方行政サービス改革の取組状況に関する調査結果」（総務省㏋）によ

ると、中核市では窓口業務を委託している団体1が 83％、総合窓口の導入状況2では中

核市で 28％、庶務業務の集約化3に関する実施状況では中核市で 57％の団体が実施し

ている。

２. 節：委託料の推移

市における委託料の推移は下表のとおりである。

 H25 年度 H26 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度 H30 年度

歳 出 合 計 77,724 78,673 80,176 86,596 88,325 83,502

委 託 料 7,367 7,923 8,852 9,224 8,721 8,692

割 合 ％ 9.5％ 10.1％ 11.0％ 10.7％ 9.9％ 10.4%

1
内閣府通知で民間事業者に取り扱わせることができると整理された窓口業務のいずれかを委託している団体

2
住民等からの各種申請等（戸籍・住民基本台帳業務、税証明、福祉業務等）に関する受付部署を複数部署から

1 部署に集約し、例外的なケースを除きワンストップで対応が完了する取組。
3

人事・給与・旅費・福利厚生等の庶務業務について、庶務事務システム等を使用して発生源入力を行い、審査

確認等の担当部局を集約し、各部局の庶務担当者の業務を削減する取組を行っていることをいう。
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注） 歳出合計に占める委託料の割合が平成 28 年度以降減少している理由は、歳出総額が

増加したことによる影響（主に投資的経費の増加）。また、委託料総額が平成 29年度

から減少している理由は、こども園に移行したことに伴い、児童措置費のうち民間の

保育園への「委託料」が、こども園では「扶助費」の項目に変更となったため。

厳しい地方財政の状況、ヒト・モノ・カネといった経営資源は制約がますます強ま

る一方で、少子高齢化等を背景とした公共サービス需要は確実に増加していくと見込

まれている。このような状況下で、経営資源を最大限に活用し、高レベルの公共サー

ビスを維持し、効果的、効率的に提供していくためには、外部資源の積極的な有効活

用は、市にとって今後も重要な課題である。

３. 監査の視点

寝屋川市の委託契約に関する事務は、各事業を所管する部署が行うが、一部の契約

種別については総務部契約課が契約事務を行っている。委託に関しては、工事に係る

委託、清掃、警備等の委託がこれにあたる（「寝屋川市事務分掌規則第６条」）。これ以

外にも、契約課は契約事務の指導、審査及び総括に関すること、ルールの策定、周知

も行っている。

委託の対象となる様々なサービスは、民間に委託することでより幅広い経験やノウ

ハウ・創意工夫を取り入れることができる、より低コストを実現することができるな

どのメリットを享受できる可能性もあるが、委託することで却って管理コストがかさ

むなど全体として非効率になってはいないか、過剰な管理を行うことで民のノウハウ

や創意工夫を生かし切れていないケースはないか、反対に管理が不十分で委託者と受

託者の間で慣れ合いが生まれ、それが実害につながるケースはないか、委託業務の手
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法を見直し、最適化する仕組みがあるか、など様々な視点から課題が発見される場合

がある。

これらの視点で監査を行うため、対象とする部署は広範囲に設定することとし、平

成 30 年度の歳出における委託料から一定の基準で委託契約を抽出し、抽出した契約

については、事業の視点で検討を加えるため、所管部署への質問、契約書等関係書類

の閲覧等により検討を加え、あわせて合規性のチェックを行い、個別の契約に対する

監査結果を形成した。

更に、個々の委託契約から発見された個別具体的な問題点のうち、全庁的な視点で

の検討が必要な課題については、契約に関する統括部門であり、総合調整機能を担う

契約課に対し、ヒアリングを行った。

寝屋川市では設計金額が 1,000 万円以上の発注に関しては審査委員会の審議を経

るという統制機能もあって、契約事務に関する部局によるばらつきは比較的見られな

かった。一方で、一部、共通的な課題も見られた。

以上、これらの手続の結果、把握された現状及び課題について、全庁的な課題、所

管部署別の個別意見を以下に記述する。

４. 全庁的な課題

【意見①】事業の PDCA と効果指標

事業の PDCA を行うための効果指標が適切に設定されていないケースが見受けら

れた。

民間企業には利益という明確な指標があり、それを株主、従業員、経営者、社会に

どれだけ配分するかを考えればよい。長期にわたり利益の見込めない事業を継続する

ことは不可能で、撤退の意思決定が行われるから、事業活動におのずと PDCA が組

み込まれている。しかし、地方自治体の全ての活動は、住民の福祉を目的としたもの

であるから、どのような事業も「ない」よりは「ある」ほうが住民福祉の増進となり、

いったん始められた事業は、撤退の意思決定をすることが難しい。

しかし、税金を源泉として事業を行う地方自治体は、無尽蔵の資金を投入できるわ

けではないから、各事務事業について、今のままそれを継続するのか、あるいは拡大

することが良いのか、重点を変えるべきなのか、目的がうまく達成できていないので

あればやり方を変えるか、又は縮小すべきなのか、など事業の PDCA に寄与するよ

うな効果指標をうまく選択し、設定し、継続的に観察することが重要となる。

事業実施にあたって安全性や手続面、書類の十分性といった点は比較的よく確認さ

れており、また利用者の満足度調査といった定性的な評価も行われている。これらも、
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もちろん重要な点ではあるが、それだけでは十分でない。更に重要な点は、税金を継

続して投入する意義が十分に果たされているか？を測ることである。

PDCA に役立つ定量的指標は、個々の事業により様々であるため、後段の個別意見

にその例を記載した。ただ当市は全体として、事業による成果の総量は把握している

が、一人当たり、コスト当たり、など単位当たりでの効果を測る目線が弱い傾向があ

った。事業による成果総量は、投入する資金が多ければ多いほど拡大するため、事業

を追認することには役立つが、PDCA の観点ではあまり役立たない。また、定量的評

価を行っている場合でも、アウトプットは把握しているが、アウトカムの指標は測っ

ていない場合が多かった。

適切な効果指標を設定し、評価を行われたい。

【意見②】再委託の審査について

現在市では、再委託について特段の規程はない。各契約書における取扱いも各課の

判断に任されている。自治体における再委託の特殊な意味合いや審査の必要性、再委

託先での個人情報の取扱い等に関する注意喚起のため、契約課は研修等で周知を図っ

ているが、監査対象年度（平成 30 年度）においては、その意義が十分に浸透してい

るとはいえない状況が多くの課でみられた。

もとより、自治体として一括再委託は、明文化されたルールの有る無しにかかわら

ず、当然に禁止されていると解釈すべきである。そのようなことが可能であるなら、

市は再委託先と直接契約するほうが、市と実働先の間に契約者が介在するよりも、契

約額の節約になるだけでなく、責任範囲も明確になる。近年しばしば問題になる、再

委託先への個人情報の流出も、市の直接コントロール下に置くことができる。

同じ観点から見て、業務の主たる部分を再委託することも、望ましいとはいえない

ケースがある。

市の委託業務は多岐にわたり、再委託も頻繁に行われているため、その再委託が市

にとって、合理的なのか、個人情報を含む情報の安全性は保たれるのか、暴力団排除

は適切に図られるのかなどの観点で事前に審査が必要となる。

市の感知しないまま再委託が行われることは、市が責任を正しく果たしているとは

言えない。民間事業者にとって、再委託を行うことは経済合理性があり、一般的でも

あるから、事業者が自治体にとっての再委託の特殊な意味を十分に理解しないまま、

悪意なく行っていることもありうる。従って自治体はそういった背景をよく理解し、

自らが積極的に確認の責務を果たさなければならない。
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再委託を行う場合は、事前にその内容を通知させ、内容をよく吟味し（審査）、承認

を行って初めて再委託を行ってよいと考えるべきである。更にいえば、委託先が当初

から再委託を含めて業務を設計している場合、再委託を承認しなければ業務が成り立

たない可能性もあるため、契約前にその点を確認するべきである。

しかし、各契約においては、委託先から再委託の申請がないことのみをもって再委

託はないとしている例、業者から業務名や再委託先が記載された申請書を入手してい

るが、再委託の金額など審査を行う上で重要な情報について十分に把握しないまま承

認している例、業務の主たる部分と考えうる部分について再委託がなされているにも

かかわらず、客観的かつ具体的な根拠によらずこれを承認している例、再委託の意義・

必要性が不明なまま再委託が承認されている例など、審査の質が十分に確保されてい

ないと考えられる例がみられた。

再委託の審査はその意義を理解し、必要十分なレベルで行うべきである。

【意見③】随意契約と再委託の関係について

契約の相手方が特殊な技術又はノウハウ等を有することから「競争を許さない（寝

屋川市では競争入札に適さない）」として、２号（一者随契、特命随契などと呼ばれ

る）随意契約を締結したものについて、再委託の承認を行う場合には、契約金額の相

当部分が再委託先に支払われている場合や契約の目的となる事務又は事業の大半を

再委託先が実施している場合など、随意契約によることとした理由と不整合とならな

いか特に留意しなければならないが、寝屋川市においてはそのような観点で再委託の

審査が行われていることが客観的に分かる資料は見られなかった。

２号随意契約を締結する際の再委託については特に留意されたい。

【意見④】入札辞退者に対する指名留保について

今回調査した契約の指名競争入札において、入札を辞退した指名先は、次回以降指

名留保を行っていると複数の課で回答があった。

「公共調達の適正化について」によると、「競争参加資格は、競争を適正かつ合理的

に行うために必要な限度において設定されるものであること。」とされ、１回の辞退

を理由に次回の指名留保を行うことは適切とは言えない。毎回、参加の意思を確認す

べきである。

入札辞退者の状況も変化していることから、状況に応じて、適切に参加の意思を確

認されたい。
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【意見⑤】内容を評価して委託先を選定する方式の採用について

市では、競争性のある契約方式の採用を勧めている。

財務省より「公共調達の適正化について（平成 18年８月）」が公表され、この流れ

を受け、契約課が主導して業者選定における公平性と透明性の強化を目指して各種規

類を整備し、運用面で監視を行い、競争入札原則主義を強力に推し進めきたことがう

かがえる。

一方で、「公共調達の適正化について」は、以下にあるように、業務の内容によって

は価格の安さのみ評価するのではなく、価格以外の要素をも総合的に評価する方式の

拡充を求め、かつ一般競争入札総合評価方式とともに、随意契約であっても、企画競

争も、競争性のない随意契約ではなく、競争性、透明性のある方式の一つとして認め

ている。

（以下、「公共調達の適正化について」より要約）

「研究開発、調査研究又は広報等の技術的要素等の評価を行うことが重要であるも

の4 については、価格以外の要素と価格とを総合的に評価して、落札者を決定する方

式（以下「総合評価方式」という。）による一般競争入札を拡充することとし、評価基

準や実施要領の作成等、円滑な実施に必要な措置を講じつつ、その導入に努めるもの

とする。」「従来、競争性のない随意契約を行ってきたものについては、一般競争入札

（総合評価方式を含む。）又は企画競争若しくは公募を行うことにより、競争性及び

透明性を担保する」。

また、統計からみても、公共調達の適正化に関する関係省庁連絡会議（内閣官房）

による「国が行う随意契約の見直し状況フォローアップ」において、平成 17 年度実

績で企画競争・公募等による競争性のある契約が全体の 13％であったところ、５年後

の平成 22 年度実績では 55％になっていることが成果として報告されていることから、

プロポーザル方式も競争性、透明性のある公共調達の一つの方法として採用を推進し

ていることが分かる。

当市では、「寝屋川市評価方式による契約の相手方選定の手引（平成 29 年４月）」

において「プロポーザル方式（原則一回限り）」、「２回目以降プロポーザル方式を採用

する場合は、より具体的かつ明確な理由が必要」との記述があり、プロポーザルを採

用している例は多くない。

プロポーザル方式と総合評価落札方式のどちらを採用するかにあたっては、「技術

的に高度なもの又は専門的な技術が要求される業務であって、提出された技術提案に

基づいて仕様を作成するほうが、最も優れた成果を期待できる業務」はプロポーザル

4
「その他これに準ずるものと認められるものについては、同様に取扱うものとする。」とされている。
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方式を選択し、「仕様書を（事前に庁内で）確定可能であるが、入札者の提示する技術

等によって調達価格の差異に比して、事業の成果に相当程度の差異が生じることが期

待できる業務」は総合評価落札方式を選択する（国土交通省）という考え方の例も示

されている。

これらも参考に、事業者の創意工夫や高度な能力を必要とする業務の委託で、内容

を評価する方式の採用がふさわしいと判断される場合には、スムーズに事務手続を行

えるよう、契約課としてサポートを行われたい。

【意見⑥】徴求書類の必要性の再確認

環境負荷の観点と電子化の進展から、ペーパレスを推進しようとする動きが広まっ

て久しい。

しかし依然として紙・朱印が重用され、担当者・課ごとに重複した書類を徴求し保

存する例、市の職員が現地で業務の完了を確認し検収しているにもかかわらず、業務

前後の写真を大量に保存している例がある。１契約で段ボール何箱にもなっているも

のもあった。

スペースの問題から、多くの書類は５年程度で廃棄され、なかには２度と見ること

のない書類もある。また保管の間、原本は常に紛失リスクを抱えている。紙の製造も、

廃棄も CO2 を発生させ、環境負荷がかかる。一説によると現在のペースでしか CO2 削

減が進まなければ、100年後には４℃気温が上昇するとの報告5もある。

各担当者の目からみれば、個々の行為は大した量ではなく、業者が印刷するので市

には負荷がない、書類で残していれば安心、など市のコスト負担なく安全性を計って

いるつもりでも、市全体、国の役所全体で見ればどれほどの環境負荷があるかを想像

し、具体的行動に移すべき時が来ているといえる。

朱印をついた原本が必要な場合、原本の悪用のリスクを軽減するためにも、原本は

一部のほうがよいし、現地確認して問題ないものは完了を証するための前後の写真は

必要ないのではないかなど、ゼロベースで発想の転換が必要である。写真等による証

拠を残すことが必要な場合は、印刷物でなく、データで提出・保存するという方法も

ある。

総務部等全庁的管理部門がリーダーシップをとり、ペーパレスを進めるべきである

が、その第一歩として、書類の必要性の有無の厳選を進められたい。

5
出典：国連 IPCC（気候変動に関する政府間パネル）第 5 次評価報告書
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【意見⑦】 少数入札、又は入札の結果長期間にわたり同一者との契約を行っている

ケースの改善

地方自治体において、公共工事の予定価格は、国土交通省が毎年発行する積算基準

に地域特性等を加味した積算単価を定めて、積算を行っている。公共工事に入札しよ

うとする業者にとっても周知の事実であり、その手法が成熟しているといえる。工事

に直接関連する業務委託についても積み上げによりおおよその業務量が分かるため、

積算は可能と考えられる。

他方、工事に直接関連しない業務委託については、内容が様々であり、業務内容に

よっては、発注者である自治体にすら、積算が困難な場合もある。自治体が独自に積

算を行えない場合、民間業者に業務内容を伝えて、１者又は限られた数者から見積書

を入手し、その見積書を参考に予定価格を作成するケースも見られる。このような場

合の入札は、見積を提出した業者にのみ予定価格を推測できるという情報の不均衡が

生じる恐れがある。

多くの参加者による価格競争が働くことを期待して入札を行ったにもかかわらず、

１者入札となるケース、何度入札を行っても１者入札が続くケース、入札者の数に関

わらず事前に見積書を提出した業者が落札するケース、毎回現契約者が落札するケー

ス、長期間同一の相手先と契約が継続しているケースなども見られるところである。

これらは、競争上の情報の不均衡から現契約者や見積書提出者に有利に働いたケー

スがあった可能性もあるが、長年同じ傾向が続くことは、それが常態化しているにも

かかわらず、何ら改善の工夫が行われていないことになる。特に１者入札のケースな

どでは、入札を行う目的に鑑み、状況に応じて、複数者から見積徴収を行い、適切な

予定価格を設定する等、実態に応じた工夫を考案し、競争性が働くよう入札等を実施

されたい。
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５. 監査の結果及び意見の要約

包括外部監査を実施した結果及び意見は下表のとおりである。

監査の結果・意見の一覧

全庁的な課題

① 事業の PDCA と効果指標 意見

② 再委託の審査について 意見

③ 随意契約と再委託の関係について 意見

④ 入札辞退者に対する指名留保について 意見

⑤ 内容を評価して委託先を選定する方式の採用について 意見

⑥ 徴求書類の必要性の再確認 意見

⑦ 少数入札、又は入札の結果長期間にわたり同一者との契約を行って

いるケースの改善
意見

No.／所管課 監査の結果/意見
課題の

所在

対象部署別監査の結果及び意見

１.

経営企画部
情報化推進課

基幹系情報システム運用業務委託

① 再委託の承認にあたっては、内容、範囲、規模について

詳細に理解、把握した上で、承認する必要がある。（意見）
再委託

２.
経営企画部

情報化推進課

地域公共ネットワーク機器等保守業務委託

① 再委託の承認にあたっては、内容、範囲、規模について

詳細に理解、把握した上で、承認する必要がある。（意見）
再委託

３.
人・ふれあい部

危機管理室

(仮称)命を守るねやがわ防災作製等業務委託

① 当初予算額設計にあたり事前に入手した３事業者からの
見積提示額は、それぞれが大きく乖離していた。予定価格

設計の参考に、適正な市場価格を把握するためには、想定
する業務内容を適切に業者に示した上で、見積書を入手す

る必要がある。（意見）

予定価格

の設計

②本業務の主な内容は、「企画構成」に相当する部分と、「印

刷製本」に相当する部分である。市はこれら各々を別個
に外部委託することと、１つにまとめることによるメリ

ットを比較検討することなく、１つの委託業務として公
募を実施していた。業務として分けられるものについて

は、それぞれの業務を委託する必要性や価格メリット等
を検討すべきであり、１つにまとめる場合にはそのメリ

ットや根拠を明確しておくべきである。（意見）

契約額の
経済性

32百万円
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③ 本業務における成果品については、業務完了後に市民に

配布され、監査日時点（令和元年 10月）で約半年が経過
したが、市民から活用状況などについてアンケートは実

施されていない。前回業務に比べて相当の予算を執行し
て作成したものであるため、当該業務の効果検証の１つ

として、例えば、一読したかどうか、保管場所及び前回
の防災マップと比べてのコメントなど、市民の声を確認

しておくことが望ましい。（意見）

事業の
PDCA

④ 本業務における完了届が、契約終了日後に提出されてい
た。契約終了日あるいは実際の完了日をもって提出を求

める必要がある。（意見）

書類不備

４.
市民生活部

市民室
市民課

寝屋川斎場火葬場業務委託

① 本委託業務は、機械設備等の維持管理だけでなく利用者

の接遇も含まれていることから、長期にわたり同一業者
と契約を締結する根拠として、利用者からのアンケート

などを行い、業者のサービス評価を定期的に実施してい

くことが望ましい。（意見）

長期同一業

者との契約

における

業者評価

② 審査を経ず、再委託が行われている。（結果） 再委託

５.

市民生活部
市民室

市民課

平成 30 年度マイナンバーカード等の記載事項の充実に関する住民基

本台帳システム等改修業務委託

① 本業務は、住基システム等に関して受託者しか知り得な

い専門的な知見を必須の条件とした随契契約理由に照
らした場合、受託者からの再委託申請理由及び再委託業

務範囲が、専門性、効率性、履行能力等の観点から本当
に適切かどうか検証した上で再委託承諾を行うべきで

あるが、そうした検証を実施した根拠が確認できなかっ

た。（意見）

再委託

６.

環境部
環境事業課

（環境総務課）

一般家庭ごみ収集及び運搬業務委託

① 総合計画上のごみ排出量における施策目標としては、

「市民一人当たりごみ排出量」となっているが、市民へ
毎年公表される実施計画上は、「排出量合計」数値となっ

ており、施策目標に対して実績数値がどのようになって
いるかについては一目で確認できない。よりわかりやす

く市民に施策の取組効果を伝えるためにも、毎年公表さ
れる実施計画は、「市民一人当たりごみ排出量」も記載し

ていくことが望ましい。（意見）

情報公開
の明瞭性

② 市は、施策目標の１つとしてあげているごみ収集の民間

委託率について、外部環境の動向は考慮しているが、コ
スト動向を考慮していない。次回総合計画作成の際に委

託率を目標とする場合には、外部環境の動向とともに、
委託コストとの比較や将来の直営コスト状況も考慮に

入れ、併せて検討することが望ましい。（意見）

事業の

PDCA
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７.
環境部

環境事業課

焼却施設維持管理運転業務委託

① 市は、今回「焼却施設維持管理運転業務委託」という、
竣工後初めての業者選定であり、かつ大型の入札を実施

するに際して、通常の入札と同様の対応を実施している
のみで、参加資格のある多数の業者に本入札の案内を実

施していなかったため、応募者が２者であった。次回業
務や今後の大型委託の件の入札の際には、より業者参入

を促し、かつ価格競争を働かせるよう当該実施の周知を

図ることが望ましい。（意見）

少数入札

159百万円

② 現在施設内の機器類の維持修繕内容等については、建設
業者と受託者が口頭による協議をしているものの、仕様

書において具体的な業務引継ぎについて明文化した取
り決めはないため、当該業務の引継ぎ事項が受託者に引

き継がれないおそれがある。市は、現在建設業者が実施
している維持修繕内容を受託者に適切に引き継がれる

ように、建設業者及び受託者と早急に協議し、現行の仕

様書の見直しを検討することが望まれる。（意見）

業務の

標準化

③ 市は、寝屋川市暴力団排除条例に基づき、入札に参加す
る者に対しては、誓約書の提出を義務付けている。しか

し、受託者から入手した誓約書には、提出日が記載され
ていなかった。今後は、入札参加者の提出日が記載され

たものかどうか確認し、適切な文書を入手すべきであ

る。（結果）

書類不備

８.

環境部
環境事業課

焼却残渣及び不燃性ごみ等運搬業務委託

① 市は、受託事業者が産業振興条例における事業者の役割

及び責務（第５条）を果たしているかについて評価する

仕組みを検討することが望まれる。（意見）

長期同一

業者との

契約におけ

る業者評価

の徹底

９.

環境部
環境事業課

資源ごみ選別業務委託

① 市は、受託事業者が産業振興条例における事業者の役割

及び責務（第５条）を果たしているかについて評価する

仕組みを検討することが望まれる。（意見）

長期同一

業者との

契約におけ

る業者評価

の徹底

② 市は、事業者が日々実施している作業実態について、現
在の仕様書が当事業を適切に実施するために効果的か

つ効率的なものとなっているかについて継続して検証
し、的確な予定価格の設計を行うことが望まれる。

（意見）

長期同一

業者との

契約におけ

る予定価格

の設計
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10.
環境部

環境事業課

破砕施設運転管理業務委託

① 本業務委託について、近年は同一業者の１者入札が続い
ているが、市は参加条件や仕様書内容の見直しを行って

いない。次回の入札時には、より多くの業者が入札に参
加できるように、参加条件等の見直しを検討することが

望まれる。（意見）

１者入札

② 予定価格設計における一部の費目の算出過程において、

前回と今回で異なる比率を使用していたが、その変更の
根拠が確認できなかった。予定価格は落札上限価格とな

る重要な金額であることから、当該積算に使用した根拠
については十分に説明できるものとしておく必要があ

る。（意見）

予定価格

の設計

11.
環境部

環境事業課
緑風園

し尿くみとり業務委託

① 市は、委託料の積算において、現状その合理的な根拠を
把握しているとは言いがたい。あるべき必要業務日数

（量）について、受託業者及び実際の利用者からのヒア
リングを実施するなどして確認を行い、業務量に応じた

委託料の積算を行うことが望ましい。（意見）

委託料

積算の

合理性

29百万円

12.
こども部

子育て支援課

寝屋川市地域子育て支援拠点事業委託契約

① 効果測定に関して目標値を設定しておらず、検証も不十

分である。（意見）

事業の

PDCA
13.

まち政策部
高架事業課

京阪本線（寝屋川市・枚方市）連続立体交差事業に伴う物件移転補償

調査に係る平成 30 年度再算定業務委託（その 11）

① 誓約書の日付の記載が漏れていた。（結果） 書類不備

14.

まち建設部
道路建設課

対馬江大利線事業用地取得等業務委託

① 指名競争入札における少数入札の状況を鑑み、競争性を

確保するため、相応の応札者を確保する方策を検討され

たい。（意見）

１者入札

15.

まち建設部
公園みどり課

平成 30 年度 樹木剪定・伐採、低木刈込、除草作業、交通整理員

（公園及び緑道）委託単価契約

① 委託先への発注に際して不公平にならないように検討

されたい。（意見）

多数と行う

随意契約に

おける発注

の偏り

16.

上下水道局
下水道事業課

排水施設等清掃業務委託 下水道総務費

① 同じ内容の誓約書を２度徴取している。一部の原本を確
認保管すれば足りる場合、特段の理由なく、重複した書

類を徴求することは無駄であり、避けられたい。（意見）

効率性

② 完了報告書において、改ざん可能な鉛筆書きによる記載

があった。（結果）
書類不備
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③ 完了報告書について課長以下の供覧・決裁印の押印がな

いという不備があった。（結果）
書類不備

④ 業務完了報告書の日付が、完了日から 3か月後のものが

あった。（結果）
書類不備

⑤ 委託業者間の発注金額（件数）において不公平が生じる

可能性がある。（意見）

多数と行う

随意契約に

おける発注

の偏り

17.

上下水道局
下水道事業課

木屋揚水機場運転管理業務委託

① 水道施設運転管理に業者登録があり、実績がある府内の
業者が 8者のみであるとして、指名競争入札を行ってい

るが、結果的に長期間にわたり同一の業者と契約してい
る。本契約が指名競争入札に適さないか、又は指名競争

には適するが、実質的に競争性が働いていない可能性が

あるため、契約先の選定方法を工夫されたい。（意見）

長期同一

業者との

契約

18.
上下水道局

下水道事業課

古川水路清掃業務委託（第二工区）

① 当委託事業の完了確認のため、清掃前後の写真が大量に

ファイリングされている。大量の書類が保存され、保管
期限が過ぎると焼却破棄されることを考えると、資源の

無駄であり、環境にも負荷が大きい。データで保管可能
なものについて、紙書類での保存からデータでの保管に

移行することが望ましい。（意見）

効率性

19.
学校教育部

教育政策総務
課

寝屋川市第四中学校区小中一貫校施設整備に係る民間活力活用アドバ

イザリー業務委託

① 制限付一般競争入札にもかかわらず、応募者が少数（２

者）であったため、より多くの応募者があるよう、選定

方式について工夫することが望まれる。（意見）

少数入札

20.

学校教育部
教育指導課

小・中学校休業日等学習支援業務委託

① 個別学習支援に関する業務提供は月次で行われ、人件費
も月払いと考えられるため、委託料も全額を年間一括の

完了払いとするのではなく、月払いとすることがより適

切である。（意見）

支払方法

② 当委託業務の性質から、設計時に業務必要量を正確に予

測することは困難であるため、契約額を固定額ではな
く、実績に応じて変動する契約にすることが望ましい。

（意見）

契約額の

経済的

合理性

62百万円

③ 個別学習支援業務について学校ごとに業務内容の質に

差が生じている可能性があるため、業者に対して適切な

指導を行うよう改善されたい。（意見）

配置人員

の偏り
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④ 委託業務の性質上、価格のみではなく、提供される教育

サービスの内容も評価の対象になると考えられるよう
な業務については、入札方式について、プロポーザル方

式も視野に入れて検討することが望ましい。（意見）

価格のみに

よる競争

入札

（内容を評

価して委託

先を選定す

る方式の

採用）

⑤入札に参加できる業者に制限が設けられており、委託事
業が実施可能な業者が入札に参加できていない可能性

がある。（意見）

入札参加

資格

（経済性）

⑥効果測定に関して目標値を設定しておらず、検証も不十

分である。（意見）

事業の

PDCA
21.
学校教育部

教育指導課

寝屋川市立小中学校等外国人英語講師（NET）業務

① 講師の質が仕様書の要件を満たしているかについて十

分な確認が行われていない。（意見）
履行確認

② 効果測定について目標値が設定されておらず、検証も不

十分である。（意見）

事業の
PDCA

22.

学校教育部
総合教育研修

センター

教育研修センター移転に伴うネットワーク拠点移設及び再構築業務委

託

① 再委託の承認にあたっては、再委託業務の規模と内容を

把握し、市が再委託先と直接契約することの可能性や経
済的効率性についても検討した上で承認すべきである。

（意見）

再委託

② 再委託先から誓約書を入手しておらず「寝屋川市暴力団

排除措置要綱 第 11条」に反するため、改められたい。

（結果）

書類不備

23.
学校教育部

総合教育研修
センター

寝屋川市学習到達度調査事業委託

① 予定価格の積算方法を工夫するなどして、入札の公平性

が確保されるように改善することが望まれる。（意見）

長期同一

業者との

契約におけ

る１者見積

24.
社会教育部

文化スポーツ室

ねやがわプールズ事業委託

① 適切な効果指標を設定し、事業の PDCA を行うべきであ

る。（意見）

事業の

PDCA
18百万円

② 本事業は実行委員会への外部委託という形式をとって

いるが、実質は市が直接運営する事業と等しいため、再
委託契約については、市のルールに従うことが必要と考

えられる。（意見）

実質市が行

う実行委員

会を相手方

とする契約
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③ 実質的に市が直接実施する事業と等しいため、再委託に

関して、再委託の理由及び相手先名を明示した申請書を
もって承認するだけでは足りず、通常の契約手続と同

様、再委託料の見積書等、内容が分かる資料も起案書に

添付して稟議に付すことが望ましい。（意見）

実質市が行

う実行委員

会を相手方

とする契約

④ 再委託先から契約保証金を入手することが望ましい。

（意見）

実質市が行

う実行委員

会を相手方

とする契約

⑤ 設営等事業委託審査表について、採点基準を明確にする

ことが望ましい。（意見）

実質市が行

う実行委員

会を相手方

とする契約

25.
社会教育部

中央図書館

寝屋川市立寝屋川市駅前図書館窓口業務委託

寝屋川市立東図書館窓口業務委託

① 効果測定に関して目標値を設定しておらず、検証も不十

分である。（意見）

事業の
PDCA

監査の結果及び意見の数

結果 7 件

意見 49 件

計 56 件


