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平成２７年度 定期監査の結果について（報告） 

  

 地方自治法第１９９条第４項の規定に基づき、定期監査を実施したので、同条第９項の

規定により、その結果を次のとおり報告します。 
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１ 監査の種類  定期監査 

２ 監査の期間  平成２７年１１月３０日から平成２８年３月２８日まで 

３ 監査の対象 

（１）観光建設部 観光経済課・都市整備課（旧観光施設課分） 

（２）教育委員会 学校教育課・生涯学習課・図書館 

（３）公営企業部 水道温泉課・下水道課 

（４）外局    農業委員会事務局 

４ 監査の範囲  平成２７年４月１日から平成２７年１０月３１日までの財務に関す

る事務事業の執行状況。 

５ 監査の方法  帳票書類の審査及び提出資料に基づく説明を聴取するとともに、監査

重点事項を踏まえて、質疑応答を行った。 

６ 監査の着眼点 都市監査基準準則第２２条「財務事務監査の着眼点」を参考に、次の

観点から監査した。 

        （１）事務事業の執行は、法令や計画に沿って適正に執行されているか

を主眼に、経済性・効率性、有効性の観点にも留意して監査を行う。 

        （２）予算の執行、収入・支出等の会計処理、契約締結等の財務事務及

び財産の管理は諸規定に基づき適正に処理されているか。 

        （３）前回の監査において、事務処理上の是正・検討を求めた事項が改

善されているか。 

７ 監査の結果  事務事業及び予算執行経理状況は、概ね適正に処理されているものと

認められた。 

         尚、今回は「委託料」に関する調べとして平成２７年度の委託料契約

一覧の詳細な調書と、随意契約（一者随契）の締結状況に関する調書等

の提出を加えて行った。 

         また、あらかじめ対象となる課より「委託料」による契約について抜

粋し、法律、条令等の照合及び関係書類を調査した。 

併せて、平成２７年９月議会にて監査することを約束した「起雲閣一

部管理業務委託」及び「起雲閣指定管理業務委託」について、精査した。 

         軽易な事項については、その都度、関係部署に指示したので記述を省

略した。今後とも的確な判断に基づき事務事業等が適正に執行されるよ

う望むものである。 

         主な留意事項については、次のとおりである。 
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（観光建設部） 

【観光経済課】 

（１）外国人観光客が増加傾向にある中、その受入環境整備を目的として平成２６年度ワ

カガエルステーションに、平成２７年１２月熱海駅前広場に、無料Ｗi-Ｆi の設置を進

めたところであるが十分な設置には至っていない。 

公共施設等への無料Ｗi-Ｆi の設置を促進することで来熱者の利便性を向上させ、情

報発信力を強化し、外国人を含めた観光交流人口の増加を図られたい。 

（２）補助金は公金である以上、全ての交付対象団体及び金額の多少を問わずその予算執

行において常に適正化が求められる。 

多数の補助金交付団体を持つ観光推進室においては、補助金の申請から精算までの

事務執行について再点検するとともに、提出された実績報告書及び証拠書類等の確

認・審査のみではその内容が客観的に検証できない場合には、団体への実地調査を行

うなどして、補助金の透明性、公正性の確保に努められたい。 

（３）商工会議所・宅建協会・金融機関等との連携体制が構築されたことにより、平成   

２６年度実施の空き店舗活用基礎調査結果を活用できる体制が整備された。 

市内経済活性化のため、空き店舗への起業創業支援に努められたい。 

（４）基幹産業である宿泊業をはじめとするサービス関連事業者において従業員不足が顕

在化し、深刻な課題となっており、市内経済への影響が見られる。 

   ハローワークや関係機関との密接な連携のもと、より一層の人材確保対策を積極的

に推進されたい。 

（５）有害鳥獣被害対策事業については、わなの設置や狩猟を実施しているものの抜本的

な解決には至っていない。 

   引き続き近隣の市町や専門家等と連携して対応されたい。 

 

【都市整備課：旧観光施設課分】 

 さくらの名所散策路については、地元高校への通学にかかる負担が大きく軽減される

とともに、生徒数確保のための効果も期待できる。また、避難路や緊急時の通り抜けと

しても活用できるところから、同校の関係者や近隣町内会などから早期完成を切望され

ているところである。 

  計画どおり平成２８年度中に供用開始となるよう、関係者と連携し、計画を進められ

たい。 
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（教育委員会） 

【学校教育課】 

（１）核家族化の進展や女性の社会進出、就労形態の多様化などにより、保育園の０、１

歳児の待機人数が増加傾向にあることから、認定こども園等を計画的に整備すること

で、待機児童の解消を図られたい。 

（２）２歳未満の待機児童や支援を要する子どもの数は増加傾向にあるが、保育士が十分

確保されず、当該児童の受け入れに支障が生じている。保育士確保は喫緊の課題であ

り、待機児童等の解消に向け、人事当局等と連携し、保育士確保に努められたい。 

（３） 育英事業奨学金については、従来の制度が予算等で左右されていたため、平成２７

年度は１０名が採択できなかった。平成２７年度中に、新基準を設定し、当該基準を

満たした生徒（真に奨学金を要する生徒）全員が適用となるよう制度改正を行ったう

えで、平成２８年度奨学生を募集したことは評価できる。 

 

【生涯学習課】 

（１）社会教育委員の定数については再三削減するよう意見を述べてきたところである。

当該委員の業務内容を再確認するとともに近隣市町の定数等を参考に適正規模に削

減するよう要望する。 

（２）姫の沢自然の家は、青少年の健全育成等、社会教育の振興に大きな役割を果たして

きたところである。 

しかしながら、施設の築年数による老朽化に加え、耐震補強の必要性等が生じてい

ることから、宿泊室稼働率などの利用実態、県内外における類似施設の状況等を総合

的に勘案の上、廃止を含め、施設の今後の方向性についてできるだけ早い時期に決定

されたい。 

（３）文化施設の入館者数が減少傾向にあることから、マスメディアへの積極的な情報発

信や文化イベントの充実を図るなど入館者数確保のための施策を実施することで、安

定的な事業実施に努められたい。 

 

【図書館】 

  現図書館が市民の多様なニーズに対応するために新図書館施設を整備するにあたって

は、地域を支える情報拠点としての機能やスキルアップのための自習の場の充実、開館

時間の延長など利用者の利便性や満足度を向上させ、社会教育環境を充実するための施

設となるよう、施設整備担当課と連携を図り計画的に進められたい。 
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（公営企業部） 

【水道温泉課】 

水道事業会計において、県営駿豆水道にかかる受水費が多額で、大きな負担となって

いることから、契約水量の見直しについて県企業局と交渉してきたものであるが、抜本

的な見直しに至っていない。 

 今後も受水費削減を実現すべく、水需要に応じた契約水量の見直しや料金体系の見直

し等、引き続き県企業局と協議することで経営健全化を図られたい。 

 

【下水道課】 

接続数の増加は下水道事業の健全運営に大きな影響を及ぼすものであることから、面

整備を進めているところであるが、接続数は微増にとどまっている。 

接続数が増加しない要因として、接続工事費にかかる経費の問題等が考えられる。つ

いては、下水道整備区域の市民への貸付金制度等について積極的にＰＲを行うなどして、

接続数の増加に努められたい。 

 

【水道温泉課・下水道課共通】 

（１）未収金については、督促状の発送や臨戸訪問等による督促を行っているが、平成  

２６年度末で多額の不納欠損額が生じている。 

   未収金については、決算審査意見書においても述べているところであるが、財政運

営上もしくは公平性の観点からも未収金整理回収強化に努め、適正な債権管理をされ

たい。 

（２）過去に高利で借り入れた企業債について、繰上償還や低金利の企業債への借換えを

行うなど支払利息軽減のための施策を検討されたい。 

 

（外局） 

【農業委員会事務局】 

  遊休農地は高齢化や労働力不足、価格の低迷等により増加傾向にあり、病害虫の発生

や雑草繁茂、有害鳥獣のすみ家となるなど周囲に悪影響を及ぼすところである。 

利用状況調査等を実施し、再生困難と判断した農地については非農地化を進めるなど、

遊休農地解消に向けた事務手続きを進められたい。 

 

【重点項目：委託料について】 

 

 社会経済情勢の変化や市民ニーズの多様化が進む中で、多くの業務が外部委託されてお
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り、本市の平成２６年度一般会計決算額の歳出に占める委託料の割合は、11.9％、公営企

業会計決算額の支出による割合は、11.6％（税抜額）という高い割合となっている。 

業務の外部委託の推進については、経費削減、費用対効果は当然ながら、支払いに対し

て最も高いサービスを供給できることに応えるよう、事業を精査し、民間からの企画や提

案等を熱海市行政経営指針でも求めているところである。外部委託は、本市における行財

政健全化の方策の一つでもあることから、委託が可能で有利な業務については、民間活力

を積極的に活用するとともに、契約事務過程については公平性及び透明性の確保をしなが

ら、適正かつ効果的な執行がなされることを期待するものである。 

 

１ 契約状況について 

 平成２７年度定期監査対象課の、委託契約の契約状況をみると、課によって偏りがある

ものの、平成２７年度の予算に対し委託料の割合は 24.0％となっている。 

課   名 

委 託 料  （平成 27年 10月 31日現在） 

予算額 

（円） 

委託料予算 

（円） 

割合 

（％） 

契約執行額 

（円） 

割合 

（％） 

観光経済課 464,080,000 137,294,000 29.6  125,114,434 27.0  

都市整備課 注 1 532,790,000 243,402,000 45.7  215,735,588 40.5  

学校教育課 989,550,000 468,623,000 47.4  165,237,244 16.7  

生涯学習課 218,290,000 129,749,000 59.4  103,609,944 47.5  

図書館 71,492,000 13,979,000 19.6  12,461,077 17.4  

水道温泉課 3,623,105,000 354,602,000 9.8  282,890,912 7.8  

下水道課 3,635,623,000 939,958,000 25.9  832,189,976 22.9  

農業委員会事務局 4,810,000 582,000 12.1  581,040 12.1  

計 9,539,740,000 2,288,189,000 24.0  1,737,820,215 18.2  

注１ 都市整備課については、旧観光施設課分のみが監査対象となります。 

※  単価での委託契約、前年度繰越分及び他市との協働事業による委託契約について

は除外しています。 

 

２ 契約方法について 

定期監査での対象部局の委託契約（指定管理を除く）の契約方法の件数をみると、85.8％

が随意契約によってなされ、66.1％が一者で契約している特定随意契約である。このため、

一者による特定随意契約とするときには、特に慎重を期する必要があり、どのような調査

により一者しかないと判断したのか等を具体的に明らかにし「透明性」を確保する必要が
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ある。 

 

 件数 構成比（％） 契約金額（円） 構成比（％） 

契約方法 【委 託 料】 

一般競争入札 6 1.9 39,117,600 2.5 

指名競争入札 38 12.3 377,629,380 23.9 

随意契約 61 19.7 148,494,377 9.4 

特定随意契約（一者）注１ 205 66.1 1,014,378,858 64.2 

計 310 100.0 1.579,620,215 100.0 

契約方法 【指定管理者】 

公募 注２ 2 50 56,300,000 35.6 

非公募（特命：一者）注２ 2 50 101,900,000 64.4 

計 4 100.0 158,200,000 100.0 

注１ 特定随意契約とは、特定の業者一者からのみ見積書を徴し、随意契約することをい

うもの。 

注２ 公募・非公募は指定管理者を選定する際の契約方法となります。 

※  単価での委託契約、前年度繰越分及び他市との協働事業による委託契約については

除外しています。 

 

地方公共団体の契約は、地方自治法第 234 条において、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され、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と規定され、

一般競争入札が原則であるとされている。 

当市で多用される随意契約という契約手法は、事務の煩雑さを軽減し、特別な技術、信

用、能力等のある業者を選択できるという長所がある一方、前年踏襲型となり、特定の業

者に長期間業務契約を継続する傾向がある。必要以上に随意契約とせず一般競争入札とす

るよう改めて点検されたい。 

また、随意契約には、単数の者より見積書を徴する特定随意契約と複数の者より見積書

を徴する競争見積方式による随意契約があり、いずれが適用されるかについては法令やそ

の業務内容を基に適正に判断をされたい。 

特に、特定随意契約とする場合は、特定の相手方と契約を結ぶこととなることから、「公

平性」の確保が難しくなる。特定随意契約を行う場合には、一者しかない状況を調査し、

具体的に説明できなければならず、唯一の契約先であるのか、契約金額が不適正な価格に
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よって行われていないか等を検証することが必要であるため、今後も特定随意契約による

ものは、各主管課において安易に考えず、その根拠を明確にするとともに慎重な判断をし

た上で契約を行っていただきたい。 

平成１５年９月「地方自治法の一部を改正する法律（平成 15 年法律第 81 号）」が施行

となり指定管理者制度が導入され、「公の施設」の管理運営については民間企業等の団体に

委ねることが可能となり、公の施設の果たすべき役割や目的の効率的・効果的な達成、よ

り柔軟で質の高い住民サービスの提供、経費の縮減等の成果が期待されているところであ

る。 

指定管理者の選定については、「指定管理者の運用について」（平成 22 年 12 月 28 日付

け総行経第 38 号総務省自治行政局長通知）の中で「指定管理者の指定の申請にあたって

は、住民サービスを効果的、効率的に提供するため、サービスの提供者を民間事業者等か

ら幅広く求めることに意義があり、複数の申請者に事業計画書を提出させることは望まし

い。一方で、利用者や住民からの評価等を踏まえ同一事業者を再び指定している例もあり、

各地方公共団体において施設の態様等に応じて適切に選定を行うこと。」とあり、選定には

公平性が保たれる複数の申請者による公募が望ましいとあるが、施設の性質や安定した管

理運営、サービス水準の向上を目的とした同一事業者を再度更新する非公募による選択と

するかは、自治体に委ねられているところである。特定の事業者を指定する場合には、住

民や議会への説明責任を果たすことは勿論であり、十分な理解を得ることを踏まえ指定管

理者の選定方法を検討し、透明性を確保されたい。 

また、指定管理者が管理を行う施設の範囲の検証、利用料金の設定、リスク分担等及び

協定書に規定する業務履行状況の適切な確認など、市と指定管理者が十分に協議を行い、

制度の導入目的を効率的・効果的に実施できるよう努められたい。 

尚、制度の運用にあたっては、赤字補填的な公費負担は慎み、指定管理者による運営努

力が促されるよう徹底されたい。 

 

３ その他 

今年度の定期監査の対象でない部局の委託契約・指定管理者の導入においても、同様の

問題点があると思料される。今後も、業務の外部委託については、件数の増加が予測され

ることから、一層コスト意識を持ち、随意契約による業務委託契約については、特に透明

性を確保しながら、適正かつ効果的な執行がなされることを望むものである。 

 

【抽出事業の監査「起雲閣一部管理業務委託」及び「起雲閣指定管理業務委託」について】 

 

 熱海市の文化観光施設である「起雲閣」は、平成２３年度までは熱海市直営であったが、
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平成２４年度から平成２６年度までは「NPO 法人あたみオアシス２１」による指定管理業

務委託によって運営されていたところである。平成２６年１１月議会では同事業者が継続

して指定管理業務委託を行うものとする議案を上程したが、否決されたことにより、平成

２７年４月からは、熱海市直営に戻ったものである。 

 尚、平成２７年４月からの熱海市直営に伴い、「起雲閣一部管理業務委託」について「NPO

法人あたみオアシス２１」と委託契約を締結したが、平成２７年１０月から同事業者によ

る指定管理業務委託へと切り替わった。 

今年度の定期監査にあたり、監査対象事業の中から抽出し、実務上の手続き等について

適正に行われているか否かを監査することとする。 

  

１ 監査対象の事実確認 

平成２７年４月からの熱海市直営に伴い、「NPO法人あたみオアシス２１」が「起雲閣一

部管理業務委託」として起雲閣の館内運営業務等を請け負っていたが、平成２７年８月５

日臨時議会にて、平成２７年１０月１日より指定管理業務委託とする議案、一般会計補正

予算案（指定管理料の増額補正）が上程され、総務福祉教育委員会において審議が行われ、

同日の本会議において可決された。 

事務上の手続きについては、平成２７年９月３０日に、「起雲閣一部管理業務委託」の

期間の変更契約を行うことで管理業務委託を満了とし、「熱海市起雲閣の設置、管理及び使

用料に関する条例」に基づき、市と指定管理者「NPO 法人あたみオアシス２１」が業務履

行状況の適切な確認等について十分協議を行い、平成２７年１０月１日に協定を締結し、

指定管理業務委託による運営がスタートしたところである。 

尚、「起雲閣一部管理業務委託」については、平成２７年１０月２日付けにて業務委託

完了報告書が提出され、同月１５日に精算による支払いが行われ完了している。 

 

（※議会質問についての監査意見） 

２ 監査対象についての市の事務手続き 

起雲閣に係る管理運営業務予算は、平成２７年１０月に熱海市直営から指定管理業務委

託へ切り替えるため、平成２７年８月５日臨時議会にて指定管理業務委託経費が新たに予

算付けされ、重複部分の当初予算の下半期６カ月分については、平成２７年１１月議会に

て減額した。臨時議会等で、補正予算にて指定管理業務委託経費を見込むのであれば、当

初予算の重複部分については即座に減額すべきとの意見があったが、精算額が未確定であ

り、また、指定管理議案可決後、契約変更するまでの間は、その契約に予算が縛られるこ

とから、即座に減額できなかったものであり、当該事務処理に誤りがあったとはいえない。 

また、補正予算の財源について、前年度繰越金か財政基金繰入金のどちらで手当てすべ
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きかについても議論されてきたところであるが、前年度繰越金でも財政基金繰入金のいず

れでも手当ては可能である。 

尚、「起雲閣一部管理業務委託」の業務委託契約約款第５条に基づき委託期間を変更し、

約款第９条に定める業務完了報告を受けて委託業務完了としたが、約款第１９条による契

約解除手続きを取るべきとの意見もあったところである。約款第５条については、双方合

意のうえ交わされる民事上の契約であり、有効に作用する。当該契約書に付随する仕様書

についても有効であるものと考えられることから、事務処理については、妥当性があるも

のと判断した。 

さらに、適正な事務処理や支出等の関係書類を実査し、関係する職員から事情聴取を行

うとともに、慎重に監査した。 

監査対象事業は、その目的に沿って適正に執行されており、概ね良好と認められた。し

かし、一部の事務に関しては改善及び検討を要する事項が見受けられたため、財政の合理

化に資する観点から意見を述べるので業務の参考にされたい。 

（監査委員意見） 

指定管理者が独自のノウハウを管理業務に活用し、主体的にサービス水準を維持・向上

化していくには、経営努力により生み出した経費節減額を利潤として認めることは必要で

ある。 

ただし、指定管理料（委託料）については、精査し、客観的にみて、過大な利益である

と認められる場合などについては、精算することを含め、引き続き適切な対応をとるよう

お願いしたい。 

尚、上記の監査委員意見については、平成２７年９月議会にて精査することを約束した

事業にかかる代表監査委員による意見回答とすることを申し添えたい。 


