
月形町監査委員告示第２号 

 

 地方自治法第２４２条第１項の規定に基づき平成２９年２月２４日付けで監査委員に提

出された月形町職員措置請求について、同条第４項の規定により監査を行った結果を次の

とおり公表する。 

  

  平成２９年４月２１日 

 

月形町代表監査委員  桑 原 惣 一      

 

月形町監査委員    大 釜   登      

 

 監査の結果  別紙、月形町職員措置請求に係る監査結果のとおり 

 

 

※ 上記、月形町職員措置請求に係る監査結果は、月形町議会事務局で閲覧することがで

きます。 



別紙 

１ 

月形町職員措置請求に係る監査結果 

 

第１ 監査の請求 

 １ 請求人 

   月形町 住民監査請求人 

 

 ２ 請求の提出 

   平成２９年２月２４日 

 

 ３ 請求の要旨 

 （１）請求の要旨及び必要な是正措置の内容 

（「月形町職員措置請求書」の原文のまま記載） 

月形町教育委員会に関する措置請求書の要旨 

１ 請求の要旨 

  月形町教育委員会が、平成２６年度と２７年度に実施した「認定こども園開設準備事業」

に関し以下の違法または不当な行為がなされた。 

（１）具体的記述のない仕様書を元にした契約が取り交わされたことにより、契約の履行基

準が曖昧になった。このため、業務内容が当初予定していた基準を満たしていなくても

完了と見なされる上、契約の解除（第１０条）や損害賠償（第１１条）は適応できない。

この契約書および仕様書は違法または不当ではないのか。【事実証明書 １、２、３、

４】 

（２）詳細不明な見積書（存在するのは鑑のみ）に基づき契約が取り交わされたことにより、

契約内容と契約金額の根拠が不明確である。見積額・契約額の妥当性に疑問がある。【事

実証明書 ５、６】 

（３）精算報告書の「報告書支出科目」と「町予算科目」とが符合していないため、支出内

容と支出額が精査できない。支出額の妥当性に疑問がある。【事実証明書 ７、８、９、

１０】 

（４）平成２６年度契約書には、第４条（委託料）４に精算の記述がある。未実施事業（合

同保育１０回→６回）や実勢価格変動等があるにもかかわらず精算されていない。【事

実証明書 １、７、１１、１２、１３】 

（５）平成２７年度契約書では上記項目は削除され、精算しない契約になっていた。精算し

ないのであれば充分に精査した内容と金額で契約すべきだが、平成２６年度同様の詳細

見積なしで契約していた。さらに、当時の燃料費は変動が激しく町予算単価は実勢価格

よりかなり高かった。加えて、平成２７年度にも未実施事業（合同保育１０回→６回）

があった。清算しない契約書としたことで不正な公金の支出が行われたのではないか。

【事実証明書 ３、６、９、１４、１５、１６】 

（６）両年度の契約書第８条（業務主任者）には「乙は、業務の履行について、管理をつか

さどる業務主任者（当該業務に関し、主として指揮・監督を行う者をいう。）を定め、

甲に通知するものとする。」とある。成果品の業務従事月報には「園長（Ａ）」の印があ
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ることから、業務主任者は園長Ａ氏であることがわかる。【事実証明書 １、３、１７、

１８、１９】 

   一方、Ａ氏は月形町教育委員であり、この委託業務の発注者側でもある。 

   この委託事業は一者特命随意契約であり、契約内容や契約金額について根拠となる詳

細な文書が存在しない中で、発注者側と業務主任者が同一人物であることは違法または

不当ではないのか。 

   これらの行為は、不適切な公金の支出や契約につながっている。監査委員は、長その

他の職員や相手方などに対し、月形町の被った損害を補填するために必要な措置を講ず

るよう勧告するべきである。 

   なお、平成２６年度分はすでに監査請求期限を経過しているが、これは教育委員会が

情報公開請求に基づく情報開示を怠ったことによる。具体的には 

  ・ 教育委員会に最初に情報公開請求（平成２７年８月２１日付請求、９月３日付通知）

した際「月形町認定こども園開設準備事業は２年間の事業のため、終了後でなければ

詳細情報は開示できない」と、金額等が黒塗りされた資料のみの開示で精査できなか

った。 

  ・ 黒塗り資料に対し情報公開不服申立（平成２７年１０月１３日付申立）を行い、結

果説明は平成２８年１月２７日に教育委員会から「金額の開示は関連する一連の事業

が完了し、町の監査が終了した後。平成２８年７月末以降」と言われた。 

  ・ なお、教育委員会から提供された情報開示書類（平成２７年９月３日付）には不備

があったため訂正書類を求めていたが、訂正書類が提供されたのは開示から１年３ヶ

月後の平成２８年１２月５日である。【事実証明書 ２０】 

  ・ これを受けて不足書類の請求をすることができた。最終的に必要書類が全て揃った

のは平成２８年１２月２１日である。【事実証明書 ２１】 

  以上の理由から、平成２６年度分も月形町職員措置請求ができる。 

 （２）請求の要旨に添付された事実証明書 

   １ 月形町認定こども園開設準備業務委託契約書（平成２６年度） 

   ２ 月形町認定こども園開設準備業務委託仕様書（平成２６年度） 

   ３ 月形町認定こども園開設準備業務委託契約書（平成２７年度） 

   ４ 月形町認定こども園開設準備業務委託仕様書（平成２７年度） 

   ５ 御見積書（平成２６年度） 

   ６ 御見積書（平成２７年度） 

   ７ 認定こども園開設準備経費予算（平成２６年度）【案】 

   ８ 平成２６年度月形町花の里保育園精算報告書（認定こども園開設準備業務） 

   ９ 認定こども園開設準備経費予算（平成２７年度）【案】 

   10 平成２７年度月形町花の里保育園精算報告書（認定こども園開設準備業務） 

   11 月形町認定こども園開設準備業務報告書（平成２６年度） 

   12 支出負担行為決議書（平成２６年度） 

   13 支出命令書（平成２６年度） 

   14 月形町認定こども園開設準備業務報告書（平成２７年度） 

   15 支出負担行為決議書（平成２７年度） 
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   16 支出命令書（平成２７年度） 

   17 月形町認定こども園開設準備業務従事月報（平成２７年度４月分） 

   18 発注決議書（委託業務）平成２６年度 

   19 発注決議書（委託業務）平成２７年度 

   20 情報公開不服申し立て決定事項の通知について（再通知） 

   21 公文書公開決定通知書 

   （注）事実証明書の内容については、この監査結果への記載を省略した。 

 

 ４ 請求の受理 

 （１）請求人の資格について 

    地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「自治法」という。）第２４２条第１項の規

定において、住民監査請求を行うことができる者は当該普通地方公共団体の住民と規定さ

れている。本件請求人は月形町の住民であって住民監査請求の請求人の資格を有している。 

 （２）請求期間について 

    住民監査請求は、自治法第２４２条第２項の規定により、違法若しは不当な財務会計上

の行為があった日又は終わった日から１年を経過したときはこれをすることができない。

ただし、正当な理由があるときはこの限りでないと規定されている。本件請求は、平成２

７年４月１日に取り交わされ、委託期間を平成２８年３月３１日までとする本件契約（平

成２７年度）に関する財務会計上の行為について監査請求を求めているものは、期間の点

では適法である。 

    なお、平成２６年６月９日に取り交わされた平成２７年３月３１日までとする本件契約

（平成２６年度）に関する財務会計上の行為について監査請求を求めているものについて

は、教育委員会からの月形町情報公開条例（平成１６年月形町条例第８号）に基づく公文

書の公開が客観的にみて監査請求をするに足りる程度に当該行為の存在又は内容を請求人

が知ることができなかったと認められ、正当な理由があると認められる。 

 （３）よって、以上により本件請求は、地方自治法第２４２条第１項に規定する要件を備えて

いると認め、平成２９年３月１０日これを受理した。 

 

第２ 監査の実施 

   本件監査請求について、自治法第２４２条第４項の規定により次のとおり監査を実施した。 

 

 １ 請求人の証拠の提出及び陳述 

   請求人に対して、自治法第２４２条第６項の規定に基づき平成２９年３月２７日に陳述の

機会を設けたところ、新たな証拠の提出があり、請求人は、請求の要旨を補足する陳述を行

った。 

   陳述の概要は請求人が提出した上記「請求の要旨」に基づくものであり、提出された新た

な証拠は、上記請求の要旨の（４）及び（５）を補足するものである。 

  【提出された新たな証拠】 

   22 総務省統計局＞小売物価統計調査（動向編）「自動車ガソリン」 
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 ２ 監査の方法 

   監査を実施するに当たっては、監査の対象となる事項について、関係書類等の提出を求め

調査するとともに、監査対象課の職員の出席を求め事情を聴取した。 

 

 ３ 監査の対象課及び事情聴取年月日 

 （１）監査の対象課   教育委員会 

 （２）事情聴取年月日  平成２９年４月７日及び４月１４日 

 

 ４ 事情を聴取した者 

   教育委員会  教育次長、学務係長 

 

 ５ 監査対象事項 

 （１）監査対象となる行為について 

    住民監査請求によって請求人が取り上げることができる行為は、自治法第２４２条第１

項に掲げられたものに限られる。すなわち、公金の支出、財産の取得・管理・処分、契約

の締結・履行、債務その他の義務を負担すること、公金の賦課・徴収・財産の管理を怠る

事実について、当該普通地方公共団体の長、委員会、委員、職員が違法又は不当な行為を

なした場合である。本件請求人からの本件請求に上記の事実関係が含まれているといえる

か否かを審査することが必要である。 

 （２）損害の発生について 

    住民監査請求は、地方公共団体に損害が発生し、あるいは発生する恐れのある場合に行

うことができる。よって、本件請求において月形町にいかなる損害が発生し、あるいはい

かなる損害が発生する恐れがあるかを審査することが必要である。 

 （３）必要な措置について 

    自治法第２４２条第４項は、請求に理由があると認めるときは、当該普通地方公共団体

の執行機関らに対し期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、当該勧

告の内容を請求人に通知し、かつ、これを公表しなければならないと定めている。したが

って、違法又は不当な財務会計上の行為があったと認めるときは、執行機関らが講ずべき

必要な措置の内容について検討しなければならない。 

 

第３ 監査結果 

   請求の要旨６点について、監査結果は次のとおりである。 

 １ 請求の要旨（１） 

   具体的記述のない仕様書を元にした契約が取り交わされたことにより、契約の履行基準が

曖昧になった。このため、業務内容が当初予定していた基準を満たしていなくても完了と見

なされる上、契約の解除（第１０条）や損害賠償（第１１条）は適応できない。この契約書

および仕様書は違法または不当ではないのか。 

  （事実証明書） 

   １ 月形町認定こども園開設準備業務委託契約書（平成２６年度） 

   ２ 月形町認定こども園開設準備業務委託仕様書（平成２６年度） 
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   ３ 月形町認定こども園開設準備業務委託契約書（平成２７年度） 

   ４ 月形町認定こども園開設準備業務委託仕様書（平成２７年度） 

 

   以下、事実の確認及び監査委員の判断について述べる。 

 （１）事実の確認 

    関係職員からの事情聴取及び関係書類等の調査を実施した結果、次の事項を確認した。 

   ① 月形町認定こども園開設準備業務委託契約書（以下「契約書」という。）について 

     契約書（平成２６年度及び平成２７年度）の委託業務（第１条）、成果報告書及び精算

報告書（第９条）、契約の解除（第１０条）、損害賠償（第１１条）、協議等（第１４条）

は次のとおりである。 

月形町認定こども園開設準備業務委託契約書（平成２６年度及び平成２７年度） 

 月形町（以下「甲」という。）と社会福祉法人Ｂ（以下「乙」という。）とは、月形町

における認定こども園開設準備業務について、次のとおり契約を締結する。 

（委託業務） 

第１条 甲は、平成２８年４月に開設を予定する月形町認定こども園（以下「こども園」

という。）の開設準備に係る業務を乙に委託し、乙はこれを受託する。 

２ 前項の委託業務の内容は、別紙の業務仕様のとおりとする。 

３ 業務仕様に定めのない細部事項は、甲乙協議のうえ処理するものとする。 

（成果報告書及び精算報告書） 

第９条 乙は、業務を完了したときは、遅滞なく業務の成果に関する報告書及び収支に

関する精算報告書を作成し、甲に提出するものとする。 

 （注）平成２７年度契約書には「及び収支に関する精算報告書」の記載はなかった。 

（契約の解除） 

第 10条 甲は、次の各号の一に該当する事由が生じた場合は、この契約を解除すること

ができる。 

（１）乙がこの契約に違反したとき又は契約の履行が不完全と甲が認めたとき。 

（２）乙が故意又は重大な過失により甲に損害を与えたとき。 

２ 乙は、甲がこの契約に違反した場合は、この契約を解除することができる。 

３ 乙は、第１項の定めによる契約の解除により損害を受けた場合においても、甲に対

してその補償を請求することができないものとする。 

（損害賠償） 

第 11条 乙は、この契約に定める業務を履行しないために甲に損害を与えたときは、そ

の損害に相当する金額を損害賠償金として甲に支払わなければならない。 

（協議等） 

第 14条 この契約の定めのない事項については、甲乙協議のうえこれを決定する。 

 

   ② 月形町認定こども園開設準備業務委託仕様書（以下「仕様書」という。）について 

     契約書に添付されている仕様書（平成２６年度及び平成２７年度）の４の業務内容は、

次のとおりである。 
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月形町認定こども園開設準備業務委託仕様書（平成２６年度及び平成２７年度） 

４ 業務内容 

（１）教育及び保育の基本目標、基準に関する事項の調査、検討 

（２）教育及び保育の計画、指導計画に関する事項の調査、検討 

（３）子育て支援事業に関する事項の調査、検討 

（４）教育及び保育の実践、習得 

（５）月形町花の里保育園及びＣ幼稚園での合同保育計画の策定及び実施 

（６）教育及び保育環境（施設環境を含む。）の調査、検討 

（７）施設の運営基準に関する事項の調査、検討 

（８）職員の配置及び就業に関する調査、検討 

（９）小学校や学童保育との連携に関する事項 

（10）その他認定こども園開設に必要な事項 

 

   ③ 契約書の履行の確認について 

     この契約書及び仕様書の履行の確認は、乙の当該業務報告書及び精算報告書により履

行の完了が認められた。 

 

 （２）監査委員の判断 

    監査の対象事項について、請求人の主張、関係職員からの事情聴取に基づき、次のとお

り判断する。 

    監査に当たって、ポイントとなるのが「契約書」と「仕様書」と「履行の確認」である。 

    まず第１に請求人は、具体的記述のない仕様書を元にして契約が取り交わされたことに

より、契約の履行基準が曖昧になったと主張している。このため、業務内容が当初予定し

た仕様書を満たしていなくても完了とみなされ、契約上の契約の解除（第１０条）や損害

賠償（第１１条）は適応できない。よって、この契約書および仕様書は違法または不当で

はないのかとしている。 

   ① 契約書及び仕様書について 

     この契約は、契約書第１条により、月形町における認定こども園開設準備に係る業務

を、別紙業務仕様により、甲が乙に委託し、乙はこれを受託するもので、業務仕様に定

めのない細部事項は甲乙協議のうえ処理するものとしており、乙は、業務を完了したと

きは、遅滞なく業務の成果に関する報告書及び収支に関する精算報告書を作成し、甲に

提出するとしている。 

   ② 契約の履行について 

     当該業務の契約の履行については、仕様書の業務内容の（１）教育及び保育の基本目

標、基準に関する事項の調査、検討、（２）教育及び保育の計画、指導計画に関する事

項の調査、検討、（３）子育て支援事業に関する事項の調査、検討、（４）教育及び保育

の実践、習得、（５）月形町花の里保育園及びＣ幼稚園での合同保育計画の策定及び実

施、（６）教育及び保育環境（施設環境を含む。）の調査、検討、（７）施設の運営基準

に関する事項の調査、検討、（８）職員の配置及び就業に関する調査、検討、（９）小学

校や学童保育との連携に関する事項、（10）その他認定こども園開設に必要な事項であ
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り、契約書第１条第３項の規定により業務仕様に定めのない細部事項は、甲乙協議のう

え処理するものとするとされており、乙の業務報告書及び精算報告書により履行の完了

が認められると判断される。 

     また、契約上の契約の解除（第１０条）や損害賠償（第１１条）は適応できないとの

主張をしているが、甲の契約解除は、契約書第１０条の規定により、「乙がこの契約に

違反したとき又は契約の履行が不完全と甲が認めたとき。又は、乙が故意又は重大な過

失により甲に損害を与えたとき」、損害賠償は、契約書第１１条の規定により「乙は、

この契約に定める業務を履行しないために甲に損害を与えたときは、その損害に相当す

る金額を損害賠償金として甲に支払わなければならない」とされている。 

     平成２６年度及び平成２７年度の当該業務は履行の完了が認められることから契約解

除に当たらず、かつ、業務不履行による損害賠償は発生しないものである。 

     よって、請求人の主張については、違法若しくは不当な契約の締結があったとは認め

られず、理由がないものと判断する。 

 

 ２ 請求の要旨（２） 

   詳細不明な見積書（存在するのは鑑のみ）に基づき契約が取り交わされたことにより、契

約内容と契約金額の根拠が不明確である。見積額・契約額の妥当性に疑問がある。 

  【事実証明書】 

   ５ 御見積書（平成２６年度） 

   ６ 御見積書（平成２７年度） 

 

   以下、事実の確認及び監査委員の判断について述べる。 

 （１）事実の確認 

    関係職員からの事情聴取及び関係書類等の調査を実施した結果、次の事項を確認した。 

   ① 事実証明書５の御見積書（平成２６年度）及び事実証明書６の御見積書（平成２７年

度）について 

     事実証明書の御見積書（平成２６年度及び平成２７年度）は、町が当該業務を随意契

約により予算執行（発注）する際に、指名業者（社会福祉法人Ｂ）から徴した見積書で

あった。 

   ② 見積書の提出依頼について 

     見積書を徴するにあたって、見積書の提出依頼を町から指名業者に対し行っており、

見積り依頼のとおり指名業者から提出されたことを確認した。 

     平成２６年度 町依頼通知（平成２６年６月４日付け、月教学号） 

     平成２７年度 町依頼通知（平成２７年４月１日付け、月教学号） 

   ③ 見積書徴取結果報告兼契約締結決議書（委託業務）には、見積書徴取の執行、見積書

徴取の結果及び契約金額を見積金額と同額とした契約とする伺いと決定がされていた。

また、契約書は契約金額を見積書と同額とした契約が取り交わされていた。 

 

 （２）監査委員の判断 

    監査の対象事項について、請求人の主張、関係職員からの事情聴取に基づき、次のとお
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り判断する。 

    詳細不明な見積書は、町が当該業務を随意契約により予算執行（発注）をする際に、指

名業者（社会福祉法人Ｂ）から徴した見積書であり、請求人より提出された事実証明書は、

本件請求を裏付けものとは認められないものである。 

    よって、請求人の主張については、違法若しくは不当な契約の締結があったとは認めら

れず、理由がないものと判断する。 

 

 ３ 請求の要旨（３） 

   精算報告書の「報告書支出科目」と「町予算科目」とが符合していないため、支出内容と

支出額が精査できない。支出額の妥当性に疑問がある。 

  【事実証明書】 

   ７ 認定こども園開設準備経費予算（平成２６年度）【案】 

   ８ 平成２６年度月形町花の里保育園精算報告書（認定こども園開設準備業務） 

   ９ 認定こども園開設準備経費予算（平成２７年度）【案】 

   10 平成２７年度月形町花の里保育園精算報告書（認定こども園開設準備業務） 

 

   以下、事実の確認及び監査委員の判断について述べる。 

 （１）事実の確認 

    関係職員からの事情聴取及び関係書類等の調査を実施した結果、次の事項を確認した。 

   ① 事実証明書７認定こども園開設準備経費予算（平成２６年度）【案】について 

     平成２６年第３回月形町議会臨時会（平成２６年５月７日招集）議案第３１号平成２

６年度月形町一般会計補正予算（第２号）の認定こども園開設準備事業に係る予算資料

であった。 

   ② 事実証明書９認定こども園開設準備経費予算（平成２７年度）【案】について 

     平成２７年第１回月形町議会定例会（平成２７年３月３日招集）議案第２５号平成２

７年度月形町一般会計予算の認定こども園開設準備事業に係る予算資料であった。 

   ③ 事実証明書８平成２６年度月形町花の里保育園精算報告書（認定こども園開設準備業

務）及び事実証明書 10 平成２７年度月形町花の里保育園精算報告書（認定こども園開

設準備業務）の支出内容及び決算額を精査のうえ確認した。 

 

 （２）監査委員の判断 

    監査の対象事項について、請求人の主張、関係職員からの事情聴取に基づき、次のとお

り判断する。 

    請求人の主張する「町予算科目」の事実証明書７は上記事実確認のとおり平成２６年度

当該事業の補正予算資料として、又、事実証明書８は平成２７年度当該事業の予算資料と

していたものと、「報告書支出科目」としての平成２６年度精算報告書及び平成２７年度精

算報告書との符合である。 

    当該業務の目的は、契約書第１条により、月形町における認定こども園開設準備に係る

業務を、別紙業務仕様により、甲が乙に委託し、乙はこれを受託するもので、業務仕様に

定めのない細部事項は甲乙協議のうえ処理するものとしている。また、乙は、業務を完了
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したときは、遅滞なく業務の成果に関する報告書及び収支に関する精算報告書を作成し甲

に提出するとしている。 

    精算報告書の「報告書支出科目」と「町予算科目」とが符合していないが、平成２６年

度及び平成２７年度の精算報告書の額を精査した結果、いずれの年度も精算報告書の額は、

契約額を超えており、また、当該業務の所期の目的が達成されている。 

    よって、請求人の主張については、違法若しくは不当な契約の履行及び公金の支出があ

ったとは認められず、また、町に損害が発生していないことから理由がないものと判断す

る。 

 

 ４ 請求の要旨（４） 

   平成２６年度契約書には、第４条（委託料）４に精算の記述がある。未実施事業（合同保

育１０回→６回）や実勢価格変動等があるにもかかわらず精算されていない。 

   （陳述及び新たな証拠の提出において） 

   ガソリン及び軽油は、実勢価格変動があるにもかかわらず精算されていない。 

  【事実証明書】 

   １ 月形町認定こども園開設準備業務委託契約書（平成２６年度） 
   ７ 認定こども園開設準備経費予算（平成２６年度）【案】 
   11 月形町認定こども園開設準備業務報告書（平成２６年度） 
   12 支出負担行為決議書（平成２６年度） 

   13 支出命令書（平成２６年度） 
   22 総務省統計局＞小売物価統計調査（動向編）「自動車ガソリン」 ※追加資料 

 

   以下、事実の確認及び監査委員の判断について述べる。 

 （１）事実の確認 

    関係職員からの事情聴取及び関係書類等の調査を実施した結果、次の事項を確認した。 

   ① 事実証明書１月形町認定こども園開設準備業務委託契約書(平成２６年度）について 

     契約書（平成２６年度）の委託料（第４条）は次のとおりである。 

     なお、第４条第３項中「概算払い金」は「前金払」、同条第４項中「概算払い」は「前

金払い」の誤りであったことを確認した。 

月形町認定こども園開設準備業務委託契約書（平成２６年度） 

（委託料） 

第４条 第１条に規定する業務の委託料は１，２３２，１０７円（地方消費税を含む。）

とする。 

２ 委託料の額に変更が生じた場合は、甲乙協議してこれを定めるものとする。 

３ 甲は概算払い金として、第１項の委託料を乙の請求に基づいて、その請求のあった

日から３０日以内に支払うものとする。 

４ 本業務終了後、提出された精算報告書の額が、既に概算払いされている額を下回る

場合は、超過した額を町に返還するものとする。 
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   ② 事実証明書７認定こども園開設準備経費予算（平成２６年度）【案】について 

     合同保育、ガソリン及び軽油に係る記載は次のとおりである。 

合同保育 

 ・科目  需用費 

 ・内容  消耗品費 

 ・説明  合同保育材料 １回×１，０００円×１０回＝１０，０００円 

ガソリン及び軽油 

 ・科目  需用費 

 ・内容  燃料費 

 ・説明  ガソリン（園乗用車）  30㍑×１６４円×１０ヶ月＝４９，２００円 

      軽油（札幌マイクロバス）10㍑×１５０円×１０ヶ月＝１５，０００円 

 
   ③ 事実証明書 11月形町認定こども園開設準備業務報告書（平成２６年度） 
     月形町認定こども園開設準備業務報告書の（４）月形町花の里保育園及びＣ幼稚園で

の合同保育計画の策定及び実施報告は、次のとおりである。 

月形町認定こども園開設準備業務報告書（平成２６年度） 

（４）月形町花の里保育園及びＣ幼稚園での合同保育計画の策定及び実施を次のとおり

行いました。 

  ① 準備に関する打合せ（教育委員会・Ｃ幼稚園） 

  ② 26.8.30(注、26.8.26)～27.2.13 ６回実施（別紙実施報告書のとおり） 

 

 (注) 別紙、実施報告書「平成２６年度合同保育実施報告書」の実施日等は以下のとお

りであった。 

   第１回  平成２６年８月２６日 

   第２回  平成２６年９月２５日 

   第３回  平成２６年１０月７日 

   第４回  平成２６年１０月２１日 

   第５回（平成２６年１１月２８日）、第６回（平成２６年１１月２０日）について

はインフルエンザ流行に伴い、感染拡大を防ぐ為に中止とした。 

   第７回  平成２７年１月２７日 

   第８回  平成２７年２月１３日 

 

   ④ 事実証明書 12支出負担行為決議書（平成２６年度）について 

     支出負担行為決議書（伝票番号７２２０）の主な記載内容は次のとおりである。 

     ・会  計  平成２６年度一般会計 

     ・科  目  (款)１０教育費、(項)１教育総務費、(目)３教育振興費 

     ・起 票 日  平成２６年６月９日 

     ・決 定 日  平成２６年７月２日 

     ・負担行為額 １，２３７，１０７円 

     ・支出目的  月形町認定こども園開設準備業務委託料（平成２６年６月９日契約） 
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     ・債 者 者  社会福祉法人 Ｂ 

 

   ⑤ 事実証明書 13支出命令書（平成２６年度） 

     支出命令書（伝票番号７２４７）の主な記載内容は次のとおりであり、支出命令書裏

面には平成２６年７月１日付け請求書が貼付されていた。 

     ・会  計  平成２６年度一般会計 

     ・科  目  (款)１０教育費、(項)１教育総務費、(目)３教育振興費 

     ・起 票 日  平成２６年６月９日 

     ・支出命令日 平成２６年７月１０日 

     ・支出目的  月形町認定こども園開設準備業務委託料（平成２６年６月９日契約） 

     ・支払方法  口座振替 

     ・支出区分  前金払い 

     ・債 者 者  社会福祉法人 Ｂ 

     ・支 出 額  １，２３７，１０７円 

     ・支 払 日  平成２８年７月１８日 

 

 （２）監査委員の判断 

    監査の対象事項について、請求人の主張、関係職員からの事情聴取に基づき、次のとお

り判断する。 

    請求の要旨（１）の（２）監査委員の判断においても述べているが、当該業務は、契約

書第１条により、月形町における認定こども園開設準備に係る業務を、別紙業務仕様によ

り、甲が乙に委託し、乙はこれを受託するもので、業務仕様に定めのない細部事項は甲乙

協議のうえ処理するものとしており、乙は、業務を完了したときは、遅滞なく業務の成果

に関する報告書及び収支に関する精算報告書を作成し、甲に提出するとしている。 

    請求人が主張する合同保育は６回の実施、ガソリン（園乗用車）及び軽油（札幌マイク

ロバス）の支出はないことを確認し、精算報告書の額を精査した結果、精算報告書の額は

契約額を超えており、また、当該業務の所期の目的が達成されている。 

    よって、請求人の主張については、違法若しくは不当な契約の履行及び公金の支出があ

ったとは認められず、また、町に損害が発生していないことから理由がないものと判断す

る。 

    なお、第４条第３項中「概算払い金」は「前金払」、同条第４項中「概算払い」は「前金

払い」の誤りについては、不適切と判断するがこれをもって当該契約を違法若しくは不当

な契約及び公金の支出にあたるとは認められず、町に損害が発生していないことから理由

がないものと判断する。 

 

 ５ 請求の要旨（５） 

   平成２７年度契約書では上記項目は削除され、精算しない契約になっていた。精算しない

のであれば充分に精査した内容と金額で契約すべきだが、平成２６年度同様の詳細見積なし

で契約していた。さらに、当時の燃料費は変動が激しく町予算単価は実勢価格よりかなり高

かった。加えて、平成２７年度にも未実施事業（合同保育１０回→６回）があった。清算し
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ない契約書としたことで不正な公金の支出が行われたのではないか。 

   （陳述及び新たな証拠の提出において） 

   ガソリン及び軽油は、実勢価格変動があるにもかかわらず精算されていない。 

  【事実証明書】 

   ３ 月形町認定こども園開設準備業務委託契約書（平成２７年度） 

   ６ 御見積書（平成２７年度） 

   ９ 認定こども園開設準備経費予算（平成２７年度）【案】 

   14 月形町認定こども園開設準備業務報告書（平成２７年度） 

   15 支出負担行為決議書（平成２７年度） 

   16 支出命令書（平成２７年度） 

   22 総務省統計局＞小売物価統計調査（動向編）「自動車ガソリン」 ※追加資料 

 

   以下、事実の確認及び監査委員の判断について述べる。 

 （１）事実の確認 

    関係職員からの事情聴取及び関係書類等の調査を実施した結果、次の事項を確認した。 

   ① 事実証明書３月形町認定こども園開設準備業務委託契約書(平成２７年度）について 

     契約書（平成２７年度）の委託料（第４条）は次のとおりである。 

平成２７年度 

（委託料） 

第４条 第１条に規定する業務の委託料は１，２９１，５６０円（地方消費税９５，６

７１円を含む。）とする。 

２ 委託料の額に変更が生じた場合は、甲乙協議してこれを定めるものとする。 

３ 甲は第１項の委託料を乙の請求に基づいて、その請求のあった日から３０日以内に

支払うものとする。 

     契約書（平成２６年度）の委託料（第４条）は次のとおりである。 

     なお、第４条第３項中「概算払い金」は「前金払」、同条第４項中「概算払い」は「前

金払い」の誤りであったことを確認した。 

平成２６年度 

（委託料） 

第４条 第１条に規定する業務の委託料は１，２３２，１０７円（地方消費税を含む。）

とする。 

２ 委託料の額に変更が生じた場合は、甲乙協議してこれを定めるものとする。 

３ 甲は概算払い金として、第１項の委託料を乙の請求に基づいて、その請求のあった

日から３０日以内に支払うものとする。 

４ 本業務終了後、提出された精算報告書の額が、既に概算払いされている額を下回る

場合は、超過した額を町に返還するものとする。 

 

   ② 事実証明書６御見積書（平成２７年度） 

    請求の要旨（２）の（１）事実の確認のとおりである。 
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   ③事実証明書９認定こども園開設準備経費予算（平成２７年度）【案】 

     合同保育、ガソリン及び軽油に係る記載は次のとおりである。 

合同保育 

 ・科目  需用費 

 ・内容  消耗品費 

 ・説明  合同保育材料 １回×１，０００円×１０回＝１０，０００円 

ガソリン及び軽油 

 ・科目  需用費 

 ・内容  燃料費 

 ・説明  ガソリン（園乗用車）  60㍑×１６４円×１ヶ月＝９，８４０円 

      軽油（札幌マイクロバス）12㍑×１６４円×１ヶ月＝１，９６８円 

 
   ④ 事実証明書 14月形町認定こども園開設準備業務報告書（平成２７年度） 
     月形町認定こども園開設準備業務報告書の（４）月形町花の里保育園及びＣ幼稚園で

の合同保育計画の策定及び実施報告は、次のとおりである。 

月形町認定こども園開設準備業務報告書（平成２７年度） 

（４）月形町花の里保育園及びＣ幼稚園での合同保育計画の策定及び実施を次のとおり

行いました。 

  ① 準備に関する打合せ 

  ② 27.5.28 ６回実施（別紙実施報告書のとおり） 

 

 (注) 別紙、実施報告書「平成２７年度合同保育実施報告書」の実施日等は以下のとお

りであった。 

   第１回  平成２７年５月２８日 

   第２回  平成２７年６月１１日 

   第３回（平成２７年６月２５）、第４回（平成２７年７月９日）については、嘔吐

を伴う感染症流行のため中止 

   第５回  平成２７年８月３１日 

   第６回  平成２７年９月２９日 

   第７回  平成２７年１０月６日 

   第８回  平成２７年１１月１９日 

   第９回（平成２８年１月２８日）、第１０回（平成２８年２月４日）、第１１回合

同保育（平成２８年２月１０日）についてはインフルエンザ流行のため中止。回

数が少なくなった為、２月４日分を実施出来るよう両園で検討したが、その他行

事との兼ね合いから実施は難しく、断念した。 

 

   ⑤ 事実証明書 15支出負担行為決議書（平成２７年度）について 

     支出負担行為決議書（伝票番号５４３６）の主な記載内容は次のとおりである。 

     ・会  計  平成２７年度一般会計 
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     ・科  目  (款)１０教育費、(項)１教育総務費、(目)３教育振興費 

     ・起 票 日  平成２７年４月１日 

     ・決 定 日  平成２７年６月１０日 

     ・負担行為額 １，２９１，５６０円 

     ・支出目的  月形町認定こども園開設準備業務委託料（平成２７年４月１日契約） 

     ・債 者 者  社会福祉法人 Ｂ 

 

   ⑥ 事実証明書 16支出命令書（平成２７年度） 

     支出命令書（伝票番号３１３３１）の主な記載内容は次のとおりであり、支出命令書

裏面には平成２８年５月１６日付け請求書が貼付されていた。 

     ・会  計  平成２７年度一般会計 

     ・科  目  (款)１０教育費、(項)１教育総務費、(目)３教育振興費 

     ・起 票 日  平成２８年３月３１日 

     ・支出命令日 平成２８年５月１７日 

     ・支出目的  月形町認定こども園開設準備業務委託料（平成２７年４月１日契約） 

     ・支払方法  口座振替 

     ・支出区分  通常 

     ・債 者 者  社会福祉法人 Ｂ 

     ・支 出 額   １，２９１，５６０円 

     ・支 払 日   平成２８年５月２０日 

 

 （２）監査委員の判断 

    監査の対象事項について、請求人の主張、関係職員からの事情聴取に基づき、次のとお

り判断する。 

    請求の要旨（４）の（２）監査委員の判断においても述べているが、当該業務は、契約

書第１条により、月形町における認定こども園開設準備に係る業務を、別紙業務仕様によ

り、甲が乙に委託し、乙はこれを受託するもので、業務仕様に定めのない細部事項は甲乙

協議のうえ処理するものとしており、乙は、業務を完了したときは、遅滞なく業務の成果

に関する報告書及び収支に関する精算報告書を作成し、甲に提出するとしている。 

    請求人が主張する合同保育は６回の実施、ガソリン（園乗用車）及び軽油（札幌マイク

ロバス）の支出はないことを確認し、精算報告書の額を精査した結果、精算報告書の額は

契約額を超えており、また、当該業務の所期の目的が達成されている。 

    次に平成２７年度契約において前金払（概算払い）をしないこととしたのは、平成２６

年度の当該業務の実施を踏まえ前金払いをしなくても請負業者の不利益を生じないとの判

断であり、町の裁量の範囲と推察される。 

    よって、請求人の主張については、違法若しくは不当な契約の履行及び公金の支出があ

ったとは認められず、また、町に損害が発生していないことから理由がないものと判断す

る。 
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 ６ 請求の要旨（６） 

   両年度の契約書第８条（業務主任者）には「乙は、業務の履行について、管理をつかさど

る業務主任者（当該業務に関し、主として指揮・監督を行う者をいう。）を定め、甲に通知

するものとする。」とある。成果品の業務従事月報には「園長（Ａ）」の印があることから、

業務主任者は園長のＡ氏であることがわかる。 

   一方、Ａ氏は月形町教育委員であり、この委託業務の発注者側でもある。 

   この委託事業は一者特命随意契約であり、契約内容や契約金額について根拠となる詳細な

文書が存在しない中で、発注者側と業務主任者が同一人物であることは違法または不当では

ないのか。 

  【事実証明書】 

   １ 月形町認定こども園開設準備業務委託契約書（平成２６年度） 

   ３ 月形町認定こども園開設準備業務委託契約書（平成２７年度） 

   17 月形町認定こども園開設準備業務従事月報（平成２７年度４月分） 

   18 発注決議書（委託業務）平成２６年度 

   19 発注決議書（委託業務）平成２７年度 

 

   以下、事実の確認及び監査委員の判断について述べる。 

 （１）事実の確認 

    関係職員からの事情聴取及び関係書類等の調査を実施した結果、次の事項を確認した。 

   ① 事実証明書１月形町認定こども園開設準備業務委託契約書(平成２６年度）及び事実証

明書３月形町認定こども園開設準備業務委託契約書（平成２７年度）について 

     契約書（平成２６年度及び平成２７年度）の業務主任者(第８条）は次のとおりである。 

（業務主任者） 

第８条 乙は、業務の履行について、管理をつかさどる業務主任者（当該業務に関し、

主として指揮・監督を行う者をいう。）を定め、甲に通知するものとする。また、業務

主任者に異動があった場合も同様とする。 

 

   ② 事実証明書 17月形町認定こども園開設準備業務従事月報（平成２７年度４月分）につ

いて 

     平成２６年度（６月分～３月分）、平成２７年度（４月分～１２月分）の従事月報を確

認した。業務主任者は、従事月報のいずれにも記載されているＤであった。 

   ③ 事実証明書 18発注決議書（委託業務）平成２６年度及び事実証明書 19発注決議書（委

託業務）平成２７年度について 

     発注決議書（委託業務）平成２６年度及び発注決議書（委託業務）平成２７年度を確

認した。Ａ氏が発注者と確認できる記載はなかった。 

 

 （２）監査委員の判断 

    監査の対象事項について、請求人の主張、関係職員からの事情聴取に基づき、次のとお

り判断する。 

    関係職員からの事情聴取及び従事月報により、業務主任者は、Ｄであった。 

    よって請求人の主張には理由がないものと判断する。 
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 ７ 結論 

   以上、請求の要旨の６項目について監査した結果、請求人の主張には、自治法第２４２条

第１項に規定する違法な行為があったとは認められず、請求人の主張には理由がないものと

認める。 

  （意見） 

   本件請求についての結論は前記のとおりであるが、本件の監査を進める過程で、適当でな

いと考えることがあったので下記のとおり付記し、それについては監査委員から、別途、町

長並びに教育長にその処理、手続きにわたって反省を求め、改善するよう意見を述べること

とした。 

  （付記） 

   本件監査を進めるなかで、教育委員会事務局の事務処理等について次のような問題点があ

ったので、町長並びに教育長に対し意見を述べ改善を求めることとしたのでその要旨を付記

する。 

   平成２６年６月９日付けで社会福祉法人Ｂと委託契約を締結しているが、その契約書中の

委託料の概算払いについて誤りがあったことが判明した。本来であれば、契約変更を行い訂

正するべきものと考える。 

   今後、類似業務が発生することもあることから、契約書等については適宜見直しを行い実

情に応じたものを取り交わす必要がある。 

   また、職員の財務会計上必要な事務手続き等の知識向上を図り、契約書に基づく的確な処

理を行うことが必要である。 

以  上  


