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地方自治法第 199 条第 14 項の規定により、令和２年 12 月 23 日付け春日部市監査委員告示

第５号で公表した定期監査の結果に基づき、春日部市長から措置を講じた旨の通知があった

ので、ここに公表する。 
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監査結果の指摘事項 部名 課名 措置の状況

１　調定事務について（重点項目）

（１）大池及び薬師沼憩いの家の令和２年４月分か
ら９月分までの入館使用料の調定伺書を10月５日に
起票し、半年分を一括入金していたもの。現金の取
扱いとして不適切なので見直されたい。（高齢者支
援課）

福祉部 高齢者支援課
今まで半年分をまとめ入金していた方法を改め、速やかに
入金するように変更します。

福祉部 障がい者支援課
各歳入の滞納繰越分については、会計年度の末日において
翌年度に繰越し、新年度の４月１日に調定を行います。

こども未来部 保育課
放課後児童クラブ保護者負担金滞納繰越分については、年
度末に金額を確定するとともに、新年度の４月１日に調定
を行ってまいります。

福祉部 生活支援課

在宅手当返還金滞納繰越分及び生活保護費返還金滞納繰越
分について、実際の処理は、6月2日に行った起票を4月1日
に遡って調定を行っていました。
今後は、会計年度の末日において翌年度に繰越し、新年度
の4月1日に調定を行うようにいたします。

（３）令和２年４月に一部の滞納繰越分の調定しか
行われておらず、繰越手続が不十分なもの。（こど
も政策課：児童手当返還金滞納繰越分外）

こども未来部 こども政策課
児童手当返還金滞納繰越分外において繰越手続が不十分な
ものについては、調定を行いました。今後は、新年度の４
月１日に調定を行ってまいります。

（４）令和２年４月の調定において当初予算作成時
に積算した額を使用して調定を行っているもの。不
適切なので改められたい。（保育課：民間保育所運
営費保護者負担金滞納繰越分外）

こども未来部 保育課

民間保育所運営費保護者負担金滞納繰越分及び、公立保育
所運営費保護者負担金滞納繰越分については、年度末に金
額を確定するとともに、新年度の４月１日に調定を行って
まいります。

２　委託事務について（重点項目）

総合政策部 政策課

支払方法に関して、委託業者と「業務委託契約」に付随す
る覚書」を締結しました。
今後は、支払い方法を仕様書に明記し、課内職員に対して
同様の契約について、適正に執行するよう周知徹底いたし
ます。

総合政策部 情報政策課
今後については、支払い方法が月払いである旨を仕様書に
明記することとするとともに、課内職員に対して同様の契
約について、適正に執行するよう周知徹底いたします。

（２）委託料としての支出が適正であるか、また、
契約の相手方が適切か検討を要するもの。（高齢者
支援課：敬老会通知作成業務委託）

福祉部 高齢者支援課
社会福祉協議会への業務委託を見直し、令和３年度からは
市が直接、各種契約を行う予定です。

監査の結果に基づく措置状況

（２）各歳入の滞納繰越分について、会計年度の末
日において翌年度に繰越し、新年度の４月１日に調
定を行うべきであるが、令和２年４月に調定が行わ
れておらず調定の時期が不適切なもの。（障がい者
支援課：障害者自立支援給付費返還金滞納繰越分
外、保育課：放課後児童クラブ保護者負担金滞納繰
越分）
　なお、同様に起票日を４月に遡って調定を行って
いるものも改められたい。（生活支援課：住宅手当
返還金滞納繰越分外）

（１）仕様書等に支払方法の定めがないにもかかわ
らず、部分払いや月額払いをしているもの。（政策
課：15周年記念PR動画制作等業務委託、情報政策
課：番号制度対応パッケージ等保守業務委託）
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監査結果の指摘事項 部名 課名 措置の状況

こども未来部 こども政策課
ファミリー・サポート・センター運営事業委託について
は、来年度契約から、履行完了後に委託料を支払うよう見
直してまいります。

こども未来部 こども相談課
食生活改善推進業務委託については、来年度契約から、履
行完了後に委託料を支払うよう見直してまいります。

（４）委託料としての支出及び委託料の積算は適切
か、他の業務と統合できないかなど、全体的に見直
しを図った方がよいと思われるもの。（こども政策
課：青少年非行防止パトロール業務委託）

こども未来部 こども政策課
青少年非行防止パトロール業務委託については、関連する
事業もしくは類似する事業との比較検討を行い、委託料の
積算などを含め事業の見直しを研究してまいります。

（５）窓口の相談業務について、委託先の助産師と
市職員が同じ場所で相談業務を行っており、市職員
が直接助産師に対し指示を行うと、労働者派遣法上
の労働者派遣に該当する（いわゆる偽装請負）と判
断される場合があるので、十分留意されたい。（こ
ども相談課：子育て世代包括支援センター相談業務
委託）

こども未来部 こども相談課

子育て世代包括支援センター相談業務委託については、相
談の実施場所を分けることは難しいため、市職員と委託先
の助産師の配置の表示方法を見直し、より明確にすること
により、市民など外部の方から誤解を受けないよう努めて
まいります。

消防本部 総務課（消防）

入札業者の選定については、公正な競争を目的に他者に対
して適正な説明ができる基準を設定し、基準に合致した業
者を入札審査委員会（部内）で選定していますが、今後の
選定にあっては契約規模に応じて指名競争入札のメリット
が十分活かせるよう運用してまいります。

総務部 契約検査課
契約検査課契約となっている物品購入について入札状況の
調査を行っており、運用基準の見直しを含めて検討してま
いります。

３　その他（重点項目以外）

市長公室 防災対策課
内容を精査し、令和２年度の未支給分について、１月に支
給し対応しました。今後は管理体制の見直しを図り、適正
な処理を行ってまいります。

総合政策部 政策課

直ちに、超過勤務手当の支給の手続きをしました。
今後については、週休日振替簿を提出する際に、週休日を
確認するとともに、月でまとめてシステムに入力した後に
も再度改めて確認をします。課内職員に対して同様の手続
きについて、適正に執行するよう周知徹底いたします。

（３）前金払をする合理的理由及び精算する場合の
手続を明文化すべきもの。契約の相手方の履行完了
後に委託料を支払うのが原則であり、前金払はその
例外なので、運用は慎重に行われたい。（こども政
策課：ファミリー・サポート・センター運営事業委
託、こども相談課：食生活改善推進業務委託外）

（６）指名競争入札において、地方自治法施行令第
167条第２号（契約の性質・目的により、入札に加わ
るべき者の数が一般競争入札に付する必要がないと
認められる程度に少数である契約をするとき）を根
拠としているが、契約規模に見合わない多数の者を
指名しており、法令の解釈及び運用に疑義があるも
の。（消防本部総務課：空気呼吸器等及び絶縁用保
護具保守点検業務委託外）
　なお、契約検査課契約となっている物品購入につ
いても同様。（消防本部総務課：救急服等の購入
外）

（１）超過勤務手当の支給について、週休日に勤務
し、同一週内に週休日振替をしなかった際、100分の
25の超過勤務手当を支給していなかったもの。（防
災対策課、政策課、収納管理課）

2 ページ



監査結果の指摘事項 部名 課名 措置の状況

財務部 収納管理課
内容を精査し、令和２年度の未支給分について、１１月に
支給し対応しました。今後は管理体制の見直しを図り、適
正な処理を行ってまいります。

（２）支出科目が委託料ではなく需用費の印刷製本
費となっているが、公募型プロポーザル方式を採用
し、１者の応募で当該業者と随意契約を行ってい
る。公募型プロポーザル方式を採用する場合は、そ
の契約内容や目的から価格競争によらないことが適
切か慎重に判断願いたい。（シティセールス広報
課：広報かすかべ印刷製本業務）

総合政策部 シティセールス広報課

支出科目を需要費の印刷製本費としている理由は、業務の
特性上、委託の要素を含む制作進行管理、デザインなどの
業務と印刷業務を分割して契約できないことに加え、費用
の大半を、製版・色校・用紙、印刷・製本などの印刷製本
業務が占めるためです。また、プロポーザル方式を採用す
る理由は、広報紙を作成する上で、特に特集面や一般面の
デザイン力、技術力、対応力、創造性、専門性、実績な
ど、価格以外の要素を含めて業者を選定する必要があるた
めです。今後は、入札公告の時期を早めるなど、より多く
の業者が入札参加できるよう努めます。

（３）公益社団法人春日部市シルバー人材センター
に土地及び建物を無償で貸付しているが、起案文書
等に無償とする条例上の根拠の記載がないもの。
（管財課）

財務部 管財課
起案理由に条例上の根拠を追記し、修正いたしました。課
内で情報を共有し、今後徹底してまいります。

（４）自治会所有の集会所等の固定資産税等の減免
事務において、賦課決定の税額決定通知書を送付し
ないまま減免通知書が発出されていたので、法令と
照らし合わせ事務が適切であるか検討を要するも
の。（資産税課）

財務部 資産税課

自治会所有の集会所等の固定資産税等の賦課税額について
は、減免決定通知書に賦課税額を記載し、減免決定額と合
わせて発出することで、減免対象者に対し賦課決定された
税額及び減免税額を通知することとします。

財務部 収納管理課

該当業務が電算関係のため、夜間処理等が多く、時間外勤
務が発生しています。令和３年度に基幹系新システムが導
入されることから担当職員の増員を調整します。
また、病気休暇を取得する経緯は様々な要因によることか
ら、個々の面談を行うとともに人事課と協議してまいりま
す。

福祉部 生活支援課

新型コロナウイルス感染症の影響などにより、事務が急増
したため、超過勤務の上限を超えることがありました。そ
の軽減を図るため、相談支援員の増員、フルタイム会計年
度職員及びパートタイム会計年度職員の雇用などにより人
員不足の改善に努めました。また、事務分担の見直しなど
も実施し、事務の効率化についても取り組みました。

福祉部 障がい者支援課
担当職員間で業務分担の再確認を行い、特定の職員の負担
軽減を図るとともに、時間外勤務の縮減と職員の健康管理
に努めてまいります。

（５）働き方改革を推進するため平成31年４月から
時間外勤務命令の上限等を設定しているが、一部の
課において上限を超える時間外勤務が発生してお
り、特定の職員に負担が生じている。また、病気休
暇取得者が複数発生しており、職員配置、事務分
担、職場環境等に改善が必要なもの。（収納管理
課、生活支援課、障がい者支援課）
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監査結果の指摘事項 部名 課名 措置の状況

第９　む す び
　むすびに全般的な改善・要望事項について申し添
える。

１　調定事務について
　歳入の滞納繰越分の調定の方法が各課でばらばら
であり、統一されていない。前例踏襲や職員の理解
不足が原因と思料するが、全庁的に適切かつ統一し
た事務処理ができるよう措置を講じられたい。

財務部 財政課

歳入の滞納繰越分の調定につきましては、各費目の賦課時
など、債権が発生した際に適切に行うべきでありますこと
から、令和3年度の年度当初に発出予定の令和3年度予算執
行方針において、適切かつ統一した事務処理を行う旨、周
知してまいります。

２　委託事務について

（１）一般競争入札について
　「春日部市契約事務マニュアル」（以下「契約事
務マニュアル」という）において、「一般競争入札
においては、入札参加者がおおむね10者以上になる
ような制限にして下さい」となっているにもかかわ
らず、入札参加者が少数である状態が続いている業
務委託が散見される。入札参加者が少数となってい
る原因を分析し、競争性を高めるために資格要件や
仕様内容の見直しができるか検討されたい。それが
できない場合は、契約規模に応じて、指名競争入札
等への契約方法の移行についても考慮に入れるべき
である。

総務部 契約検査課

一般競争入札を実施した業務委託の入札状況について、現
状を把握するため全庁的に調査をしております。
資格要件やマニュアルの見直しを検討するとともに、指名
競争入札への移行についても検討し、総合的に判断してま
いります。

（２）指名競争入札について
　ほとんどの指名競争入札について、その根拠を地
方自治法施行令第167条第２号（契約の性質・目的に
より、入札に加わるべき者の数が一般競争入札に付
する必要がないと認められる程度に少数である契約
をするとき）としているが、契約規模に見合わない
多数の者を指名しているものが見受けられる。本
来、事務の効率性やリスクを考慮の上、契約の規模
に応じて、選定業者数を設定していると思われる
が、そのとおりの運用が行われておらず、法令の解
釈及び運用に疑義がある。また、多数の者を指名し
た結果として、入札不参加や辞退が多数発生してお
り、その理由の分析が必要であるが、履行できない
者や履行する意思がない者も一律に選定している可
能性がある。履行の確保、不良・不適格業者の排
除、事務負担・経費の軽減などの指名競争入札のメ
リットが十分活かされていない。指名競争入札につ
いても、「春日部市随意契約ガイドライン」のよう
に地方自治法施行令第167条各号に応じた解説と事例
を示すとともに、現状の運用を見直すことを求め
る。

総務部 契約検査課

令和３・４年度の入札参加申請において不参加や辞退の多
かった業種の見直しを実施いたしました。
現在、全庁的に発注状況の確認をしております。
今後、現状の運用と比較して指名競争入札のメリットを活
かした運用方法について、他の指摘事項と併せて総合的に
検討してまいります。
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監査結果の指摘事項 部名 課名 措置の状況

（３）随意契約について
　いわゆる一者特命随意契約は、価格競争を伴わな
いので、その適用は厳格かつ慎重であるべきであ
る。前例踏襲で随意契約となっていないか、仕様内
容を見直すことで競争入札に移行できないかなどの
観点から常に検証を行ってほしい。

総務部 契約検査課
春日部市随意契約ガイドラインの周知徹底を図り、仕様内
容を見直すなど競争入札への移行の可否を検証できる方法
について検討してまいります。

（４）公募型プロポーザル方式について
　専門性や技術力・企画力を求める業務において公
募型プロポーザル方式を採用することは、より高い
効果を得るため有効な方法であるが、応募が１者の
みの場合や選考委員の構成など、その運用方法に
よっては契約の公平性及び透明性を損なう恐れがあ
る。春日部市には、公募型プロポーザル方式を採用
する際の業務の選定や事務取扱の基準がないため、
ルールづくりを検討されたい。

総務部 契約検査課

公募型プロポーザル方式の実施状況について、応募者が1
者のみの場合や選考委員会の構成など全庁的に調査をして
おります。
プロポーザル方式による業務の選定について、総合的に検
討を行い、基準やルール作りを検討してまいります。

（５）予定価格の設定について
　いわゆる少額随意契約において、業者３者からの
参考見積りによりその最低額を予定価格として設定
した場合、当該業者のほかは予定価格超過で失格と
なり、落札率100％となっているケースが見受けられ
る。予定価格の設定について疑念を抱かれないよ
う、契約事務マニュアルにおいて実務に資するよう
丁寧な説明をお願いしたい。

総務部 契約検査課
契約事務マニュアル等の見直しを含め、検討してまいりま
す。

（６）委託契約の一元管理について
　委託契約には、契約検査課契約と担当課契約が存
在し、市において一元的に集計する仕組みがない。
入札・契約の市全体の執行状況を把握するよう一元
管理の方法を検討されたい。

総務部 契約検査課
市全体の状況を把握するデータ一元管理の方法について、
関係課の意見を伺いながら検討してまいります。

３　その他について（重点項目以外）

（１）職員の健康管理について
　一部の課において時間外勤務等により、職員の健
康管理にリスクが生じている。各課、各担当間で時
間外勤務時間や年次有給休暇取得日数に差が生じて
おり、適正な定数配分及び職員配置を求める。

総務部 人事課

長時間労働対象者へは、産業医の面談を実施し、健康管理
を行っております。各課の時間外勤務の状況や育児休業者
数等、今後の事務改善や事業の見直しの状況などを踏まえ
たうえで、令和２年度に改定した春日部市職員定員管理計
画に基づき、必要な職員数を確保するとともに、適切に職
員を配置し、市民サービスのさらなる向上に努めてまいり
ます。
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（２）コロナ禍における適正な事務執行について
　新型コロナウィルス感染症拡大の影響により、事
務量が増えたり、従来の事務事業の中止や変更を余
儀なくされたり、前例のない厳しい状況が続いてい
る。事務手続が形骸化していないか、リスクに応じ
た過剰な規制になっていないかなどを検証し、必要
であればルールや基準の見直しも行ってほしい。柔
軟で臨機応変な対応が求められているが、このよう
なときだからこそ、法令順守を徹底し適正な事務執
行に努められたい。

総合政策部 政策課

現在、来年度から試行実施できるよう、内部統制制度の導
入に向けた検討を進めています。制度を導入し、業務ごと
にリスクへの対応策を整備することで、あわせて事務手続
きを見直し、法令を順守した適正な事務執行を行ってまい
ります。
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