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第１ 包括外部監査の概要 

１ 外部監査の種類 

地方自治法第252条の37第１項及び包括外部監査契約に基づく特定の事件に関する監査 

 

２ 選定した特定の事件（監査テーマ） 

委託契約に関する事務の執行について 

 

３ 監査テーマの選定理由 

（１）八尾市の財政構造の弾力性を示す指標である経常収支比率については，過去５年間

（平成27年度から令和元年度）で，98.8％から100.4%と類似団体のなかでも高い水準で

推移している。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をする必要があり，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必要である。八尾市における「委託料」の一般会計

に占める割合は，継続的に概ね６％前後を占め続けており（平成27年度から令和２年

度の実績，詳細は，第２・６参照），「委託料」は，重要な支出項目であるといえる。

これらのことから，その事務の執行について，「合規性」はもとより，特に「有効

性」・「経済性」・「効率性」の観点等から，組織横断的な監査を行うことは，八尾

市の行財政改革へも寄与するものと考えた。 

（２）「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律」（平成18年法律第51号）が

施行されて以降，八尾市を含む全国の多数の自治体において，民間ができることは，

できるだけ民間に委ねるとの考えのもと，窓口業務をはじめとした各種業務の民間委

託等が推進されてきたところ，近時，一部の自治体では外部委託の継続による市職員

のスキル・ノウハウの低下への懸念，民間委託の費用対効果への疑念があるとされ，

あるいは，民間委託により期待された市民サービスの向上や業務効率化が図られなか

ったことなどから，一旦，外部委託を進めた事務事業が直営に戻された例もあること

から，八尾市でも，民間への業務委託の妥当性等を確認する意義があると思料される。 

（３）加えて，委託契約における「競争性」，「公平性」，「透明性」の確保は，内部の
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視点のみからではなく，外部の視点からの監査を受けることが有用である。 

（４）八尾市では，平成21年度に「委託契約及び工事請負契約の事務の執行について」と

のテーマで包括外部監査が行われているが，平成21年度当時は，八尾市でも策定した

ばかりの「公民協働による公共サービスの提供に関する基本方針」に沿って各種業務

の民間委託等の推進を進め拡大しようとしていた時期であり，その効果や問題点を振

り返って検証すべき時期ではなかったといえる。したがって，それから10年を経過し

た現時点において，改めて，その監査の焦点を「委託契約」に絞って包括外部監査を

行う意義が高いと思料し，本テーマを選定した。 

 

４ 監査対象期間 

 令和２年度（令和２年４月１日から令和３年３月31日まで） 

ただし，必要に応じて，令和２年度以前の各年度及び令和３年度についても対象とし

た。 

 

５ 監査対象とした委託契約 

 契約金額が100万円以上の委託契約から，第３・１（抽出方法）のとおり抽出の上，

第３・３記載の委託契約を対象とした。 

 

６ 監査対象部局 

 委託契約の所管部局（ただし，新型コロナウィルス感染症対策のため繁忙である保

健所，病院，消防等は，監査対象から除外）のうち，監査人が抽出した各委託契約を

所管する部局 及び契約事務を所管している契約検査課。 

 

７ 監査の視点 

（１）包括外部監査における基本的視点 

①合規性（地方自治法第２条第16項） 

②経済性，効率性，有効性（同法第２条第14項） 
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③住民の福祉に寄与するものであるか（同法第２条第14項） 

④組織及び運営の合理化が図られているか（同法第２条第15項） 

⑤透明性，公平性，競争性が確保されているか 

⑥履行の確保が図られているか 

 

（２）監査にあたり特に意識した点 

 上記（１）の包括外部監査における基本的視点の下で，具体的には，特に以下の観

点からの監査を行った。 

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，規

則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 

・委託契約を導入している各種事業について，ＰＤＣＡは行われているか。 

・必要な場合に事業実施手法，又は事業そのものの見直しが行われているか。 

・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。） 

・委託した業務内容が適切に実施されたか，実績確認や委託による効果測定を

行っているか。 

③住民福祉の視点 

・委託契約及びその内容は，住民福祉の増進につながるものか。 

④組織及び運営の合理化の視点 

・委託により，八尾市の組織の運営が合理化されているか。 

・委託業務の間の重複等がないか。 

⑤競争性，公平性，透明性の確保の視点 

・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，一般競争入
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札，指名競争入札の際に競争性・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。）。 

 

８ 監査の方法（主な監査手続） 

（１）予備調査（初期における問題点の把握） 

 予備調査として，八尾市における委託契約の全体像を把握するため，行財政改革の

流れ（その流れにおける民間委託の増加），事務分掌，効果測定，平成21年度の包括

外部監査への対応等についてのヒアリングを行い，また，資料として，委託契約に関

連する要綱・指針・マニュアルの提出を求め，その確認を行った。さらに，100万円以

上の委託契約について，八尾市において作成している一覧表を確認した。 

（２）監査対象となる委託契約の抽出 

 第３・３のとおり，監査対象となる委託契約を，33個抽出している（新型コロナウ

ィルス感染症対策のため繁忙である保健所，市立病院，消防局等は，除外して抽出し

ている。）。 

 これ以外についても，本調査において調査対象として取り上げた契約が存在する。

ただし，本調査を進めるうちに，合規性及び３Ｅ監査の観点から目立った問題点が現

れる可能性が少ないものは除外することとし，上記の33個に注力したものである。 

（３）監査手続き 

 第一に，監査対象とした業務委託に関する財務事務について，各所管部局に「調査

票」を配布して，下記の事項について回答を求めた。これについては，意見交換のた

めに記載を求めたものを除き，整理の上，この報告書に引用している。 

 

（調査票の記載事項） 

① 

契
約
の
概
要 

契約名 

契約先名（所在地） 

業務概要 

現契約期間 
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同一相手先への委託開始時期 

予定価格（税込） 

契約金額（税込） 

決算額 

変更契約の有無 

契約保証金の有無及び契約保証金を免除した場合その根拠 

支払方法（根拠法令） 

当初の契約方法及び根拠法令 

履行の実績確認方法 

再委託先の有無，ある場合は件数 

再委託の業務範囲 

再委託金額 

再委託確認方法 

個人情報取扱の有無 

② 

委
託
の
理
由 

委託の理由 

同種の業務につき，委託と直営の併存の有無 

併存が有の場合，委託と直営の割合に関する方針及び割合 

併存の理由 

委託契約の分割の有無 

委託契約の分割数 

委託契約を分割している場合の分割の方針 

③ 

随
意
契
約
の
概
要 

随意契約の理由 

根拠法令 

随意契約理由を公表しているか否か，公表している場合の方法 

予定価格の積算方法 

相見積の有無（有の場合は見積件数） 

相見積を取っているが一番低い相手先としていない場合はその理由 

前回の契約方法（時期）及び契約先 

前々回の契約方法（時期）及び契約先 

④ 

入
札
の
概
要 

（一般競争入札以外の場合）指名競争入札又は総合評価方式を選択した理由 

応札者数等 

予定価格の積算方法 

前回の契約方法（時期）及び契約先 

前々回の契約方法（時期）及び契約先 

⑤ 

効
果
測
定 

事業の目的 

期待する効果 

効果指標 
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効果指標の過去５年の推移 

効果指標の前事業者（または直営）との比較 

 所管課としての意識を聴いたもので，この報告書では特に記載していない。 

委託によるメリット・デメリット 

 所管課としての意識を聴いたもので，この報告書では特に記載していない。 

⑥ 

そ
の
他 

当該契約について，所管課として感じている問題意識 

 所管課としての意識を聴いたもので，この報告書では特に記載していない。 

その他特記事項 

これまでの契約相手方の選定方法 

 

 そのうえで，契約締結に関する起案文書等の関連文書の閲読及び所管部署の担当者

への質問等を行い，関係法令等への準拠性，経済性，効率性，有効性等を始め各監査

視点について検討した。また，適宜，契約事務を所管する契約検査課への質問等も実

施した。 

 なお，監査対象となる委託契約について，実際の業務が行われている「現地」の確

認も，本来，積極的に実施したいと考えていたところであるが，監査を行っている令

和３年の新型コロナウィルス感染症の問題1の影響もあり，市役所本庁舎で行われてい

る各種「窓口業務」の確認を行ったことを除いては，実施していない。 

 

９ 補助者 

弁 護 士   木 虎 孝 之 

弁 護 士   福 岡 智 彦 

弁 護 士   稲 辺 大 志 

弁 護 士   木 岡 昌 裕 

弁 護 士   橋 本 亮 太 

公認会計士   玉 置 寿 子 

公認会計士   長 谷 川 史 世 

公認会計士   増 田 千 春 

  

                                                

1 特に令和３年夏から秋にかけての時期の感染者数の増加，及び緊急事態宣言の発令 
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10 利害関係の有無 

 包括外部監査の対象とした事件につき，地方自治法第252条の29に規定されている利

害関係はない。 

 

11 結果と意見の書き分け等 

 監査の結果については，原則として次のとおり書き分けている。 

【結果】適法性，合規性の観点から是正・改善を求めるもの。 

【意見】経済性，効率性，有効性（同法第２条第14項），住民の福祉に寄与するものであ

るか（同法第２条第14項），組織及び運営の合理化が図られているか（同法第２条第

15項）の観点から，是正・改善を求め，又は意見を述べるもの。 

 なお，本監査結果報告書に記載した金額等の数値の多くは概数であるため，合計し

た数値がその内訳と一致しない場合があることにご留意いただきたい。 
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第２ 委託契約に関する事務の概要 

１ 委託契約の定義 

（１）契約とは 

 契約とは，相対する２人以上の者が同一の法律効果を発生させることを目的として，

合意することにより成立する法律行為であり，地方公共団体を当事者とする契約は，

公法上の契約と私法上の契約とに区分される。 

 私法上の契約は，地方公共団体が私人と対等の地位で締結するものであるが，公益

を目的とする地方公共団体の性質等により，地方自治法，地方自治法施行令，地方公

共団体の条例，規則その他の法令によりその内容，手続きについて一定の制限が課せ

られている。 

（２）私法上の契約としての「委託契約」 

 委託は，地方自治体等が直接行うべき業務を地方自治体等に代わって受託者が実施

するものである。前述のとおり，委託契約にも，公法上の契約と私法上の契約がある

が，その多くは，通常，地方公共団体が私人と対等の地位で締結する「私法上の契約」

である。そのため，上記の地方自治法等の適用があることを除き，基本的には，民法

その他の私法の規定により規律される。民法上の契約類型には「委託契約」という契

約はない。 

 この点，総務省が設置した「地方公共団体における民間委託の推進等に関する研究

会」の平成19年３月付け報告書2は，委託契約の定義として「私法上の請負契約及び準

委任契約」とする。実際，一般的な「委託契約」の内容は，個々の契約ごとに異なる

が，多くは委任ないし準委任契約や請負契約に相当する。 

 なお，地方自治法施行規則第15条第１項及び別記では支出科目を27節に区分してい

るところ，委託契約に係る支出額は，通常，第12節の「委託料」に集約される。 

（３）委託契約が利用される場面 

 地方公共団体が「委託契約」を用いる典型例としては，市の職員ではそもそも担う

ことができない業務につき，外部の事業者に委託を行い，その事業者の物的・人的資

                                                
2 https://www.soumu.go.jp/main_content/000156783.pdf 
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源（専門性・ノウハウ・見識・知見）等を活用する形で，当該事業者に実施させるこ

となどがあげられる。また，必ずしも，市の職員が担うことができないわけではない
．．．．．．．．．．

が，委託先事業者に委ねる方が，効率的・効果的に事業の実施が可能である場合等に

も，委託契約が利用されることになる。 

 

２ 契約締結及び支出の一般的手順 

（１）契約に関する予算の確定 

 地方公共団体の契約は，予算の裏付けが必要となるところ，一般に，一定の事業に

ついての予算は，市内部において，①事業についての仕様の作成，②仕様に基づく予

算の積算により，担当部局において予算要求額を算定し，これに基づき，財政部門が

査定を行って，予算案が策定される。予算案は，議会の議決により確定した予算とな

る。 

（２）契約の相手方の選定・契約締結 

 地方公共団体の契約は，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ている（地方自治法第234条第１項）。 

 また，地方公共団体の規則に基づき，入札参加者には入札保証金を，契約の相手方

には契約保証金を原則として納付させる（地方自治法施行令第167条の７第１項，同

167条の13，同167条の16）。 

（３）契約の履行・監督検査 

 契約締結後，契約の相手方は契約に基づく義務を履行することとなる（委託契約で

あれば，委託された役務を提供する。）。 

 この点，地方公共団体の職員は，契約の適正な履行を確保するため又はその受ける

給付の完了の確認をするため必要な監督又は検査をしなければならない（地方自治法

第234条の２第１項）。監督は，立ち会い，指示その他の方法により行い（地方自治法

施行令第167の15第１項），検査は，契約書，仕様書及び設計書その他の関係書類に基

づき行う（地方自治法施行令第167条の15第２項）。 

（４）支出命令及び支出 
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 地方公共団体による支出は，会計管理者が，長の支出命令を受けて，その根拠とな

る支出負担行為（契約等）が法令又は予算に違反していないこと及び当該支出負担行

為に係る債務が確定していること（ただし，概算払等の例外がある）を確認したうえ

で，支出をする（地方自治法第232条の４）。 

 

３ 契約締結方法 

（１）契約締結方法 

 契約の締結方法については，地方自治法第234条第２項において「前項の指名競争入

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。」と定められている。地方公共団体では，公正かつ適正な価格の契約

を締結するという点を重視して一般競争入札によることを原則とし，一定の要件を満

たす場合に，他の方法によることができるとされている。 

（２）一般競争入札 

ア 一般競争入札とは 

 入札公告によって不特定多数の者を誘引して，入札により申込をさせる方法により

競争を行わせ，その申込のうち，地方公共団体にとって最も有利な条件（価格）をも

って申込をした者を選定して，その者と契約を締結する方法である。上記（１）のと

おり，地方公共団体が契約の相手方を選定する場合の，原則的な方法である。一般的

に，その長所としては，機会均等の原則に則り，透明性，競争性，公正性，経済性を

最も確保することができることがあげられる。 

 一方，短所としては，契約担当者の事務上の負担が大きく，経費の増嵩をきたすこ

と，不良・不適格業者の混入する可能性が大きいことがあげられる。 

イ 入札参加資格（法令上の制限） 

 入札の参加については，法令上の資格制限がある。 

 まず，①契約を締結する能力のない者，②破産手続開始の決定を受けて復権を得な

い者，③暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第32条第１項各号に掲げる

者は，入札に参加させることができない（地方自治法施行令第167条の４第１項）。ま



 

 

 

 

- 13 - 

た，過去に契約で不正行為を行った者などは，その事実後，３年以内の期間を定めて

入札に参加させない処分をすることができるとされている（同条第２項，詳細は「八

尾市入札参加停止要綱」により定まる。）。 

ウ 条件付一般競争入札 

 一般競争入札では，通常は，契約の履行確保のため，あらかじめ契約の種類及び金

額に応じ，下記要件についての参加資格を定めて入札公告を行う「条件付（制限付）

一般競争入札」が行われる（地方自治法施行令第167条の５）。この資格を定めたとき

は，これを公示しなければならない。 

① 契約の種類及び金額に応じ，工事，製造又は販売等の実績，従業員の数，

資本の額その他の経営の規模及び状況 

② 事業所の所在地又はその者の当該契約に係る工事等についての経験若しく

は技術的適正の有無 

 八尾市においては，委託・役務等の契約については，原則として３年ごとに定期に，

参加資格を定め，事業者の申請について審査の上，有資格者の名簿を作成し，名簿へ

の登録をもって参加資格としている。有資格者名簿の有効期間は，原則として３年と

されている（八尾市財務規則第100条）。 

エ 予定価格 

 予定価格とは，契約を締結する場合にあらかじめ作成する契約の基準となる価格で

ある。地方自治法第234条第３項の規定中に原則「予定価格の制限の範囲内で最高又は

最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とするものとする。」と規定され

ている。予定価格の作成に関しては法令に別段の定めはないが，作成に当たっては当

該物件又は役務等の実例価格，需給の状況，履行の難易度，数量の多寡，履行期間の

長短等を考慮して適性に定めなければならないとされる。一般競争入札の場合であっ

ても，指名競争入札の場合であっても，予定価格は，書面に記載して「封書」にして，

開札場所に置かれることになる（八尾市財務規則第110条，第115条）。 

オ 手続き 

 次頁の図参照 
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（八尾市契約事務研修資料に基づき，監査人作成） 

  

①内部事務 

・仕様書，入札公告等の作成 

・予定価格（最低制限価格）の設定 

・入札参加資格及び条件の設定 

・入札参加資格審査申請書等の配布期間及び受付期間の設定 

・資料配布（入札説明会），入札日開札日の設定 

②入札審査委員会（開催する場合のみ） 

③公告 

入札参加資格申請書関係書類の配付（公告文，仕様書，入札心得，申請書等） 

及び受付期間（約７日程度） 

④資格審査 

⑤資料配付(入札関係書類)又は入札説明会 

⑥仕様についての質問及び回答（２～３日程度） 

⑦入札（入札保証金の納付及び入札保証金の返還又は免除） 

⑧開札（落札） 

⑨契約締結（契約保証金の納付又は免除） 
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（３）指名競争入札 

ア 指名競争入札とは 

 地方公共団体が資力，信用その他について適切と認める特定多数を通知によって指

名し，その特定の参加者をして入札の方法によって競争させ，契約の相手方となる者

を決定し，その者と契約を締結する方法である。指名競争入札は，地方自治法施行令

第167条により，以下の場合3に行うことができるとされている。 

 

①工事又は製造の請負，物件の売買その他の契約でその性質又は目的が一般競

争入札に適しないものをするとき（例えば，特殊の技術を要するために契約

の相手方がある程度特定し，不特定多数の業者による一般競争入札に適しな

いような場合又は特殊の構造・品質を要求するもので監督・検査が著しく困

難であり，一般競争入札に適しないような場合等をいう）。 

②その性質又は目的により競争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（加わるべきものが

少数であって，一般競争入札によることが無意味な場合等を指す）。 

③一般競争入札に付することが不利と認められるとき（入札参加の資格は有し

ていてもその時の経営状態などから競争を真剣に行う意思を有しないなどの

不信用・不誠実な者が入札に参加する恐れがあるときや，契約上の義務違反

の恐れがあり事業に著しく支障をきたす恐れがある時などを予想している。

ただし，八尾市においては，一般競争入札において入札参加資格を定め，そ

の資格を有する者に限って競争に参加させることができ，不信用・不誠実な

業者を排除することとしているので，不信用・不誠実な者の一般競争入札へ

の参加は理論上ないため適用ができないとしている。）。 

 

指名競争入札は，不信用・不誠実な業者を排除でき，事務量も軽減できるが，指名

                                                
3 各要件の趣旨については，松本英昭「新版逐条地方自治法（第６次改訂版）」837ページ以降を参

照した。 



 

 

 

 

- 16 - 

が一部の者に固定化すると，公平性が失われ，談合が容易になるおそれがあるなどの

弊害がある。そのため，その運用においては，指名が公正，適切に行われなければな

らない。 

 

イ 手続き 

 

（４）総合評価方式 

 総合評価落札方式とは，地方自治法施行令第167条の10の２の規定により，価格その

他の条件をもって落札者を決定する方式である。契約の目的や内容により，価格面だ

けでなく，技術的要素等の価格以外の要素を評価値により総合的に評価し，合計評価

値が最も高い者を落札者として契約する方式である。したがって，合計評価値によっ

ては，必ずしも最低価格を提示した参加者と契約が締結されない場合もある。 

  

①内部事務 

・仕様書，入札要領等の作成 

・予定価格（最低制限価格）の設定 

・指名の資格及び条件の設定 

・資料配布（入札説明会），入札日開札日の設定 

②入札審査委員会（開催する場合のみ） 

③指名通知 

④受領確認後資料配付（仕様書・入札要領・入札心得・入札関係書類）又は入札説明

 

以下，一般競争入札の⑥以降と同様 
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（５）随意契約 

ア 随意契約の要件 

 地方公共団体が競争の方法によらないで，任意に特定の者を選定してその者と契約

を締結する方法である。地方自治法施行令第167条の２第１項において，随意契約によ

ることができる場合は，同項各号記載の以下のとおりとされている。 

号 数 要 件 

① 

（少額随契） 

契約の予定価格が，施行令別表第５に定める額の範囲内において普通地方公共団

体の規則で定める額を超えないものをするとき。 

＊ 八尾市財務規則は，上記の規則で定める額として，以下のとおり定めてい

る。 

(１)工事又は製造の請負 1,300,000円 

(２)財産の買入れ 800,000円 

(３)物件の借入れ 400,000円 

(４)財産の売払い 300,000円 

(５)物件の貸付け 300,000円 

(６)前各号に掲げるもの以外のもの 500,000円 

② 

（２号随契） 

不動産の買入れ又は借入れ，普通地方公共団体が必要とする物品の製造，修理，

加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は

目的が競争入札に適しないものをするとき。 

③ 

地方公共団体の規則で定める手続により，法令で定められている障害者関係施設

又はこれに準ずる者として総務省令で定める手続により地方公共団体の長が認定

した者で生産される物品を買い入れる契約又は役務の提供を受ける契約，認定生

活困窮者就労訓練事業を行う施設であって総務省令で定める手続により地方公共

団体の長が認定したもので生産される物品を買い入れる契約又は役務の提供を受

ける契約，シルバー人材センター等又はこれに準ずる者として総務省令で定める

手続により地方公共団体の長が認定した者による役務の提供を受ける契約，母子

福祉団体又はこれに準ずる者として総務省令で定める手続により地方公共団体の

長が認定した者による役務の提供を受ける契約をするとき。 

④ 

地方公共団体の規則で定める手続により，いわゆるベンチャー企業として総務省

令で定める手続による地方公共団体の長の認定を受けたものより新商品として生

産する物品を買い入れ若しくは借り入れる契約又は新役務の提供を受ける契約を

するとき。 
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⑤ 

（緊急随契） 
緊急の必要により競争入札に付することができないとき。 

⑥ 競争入札に付することが不利と認められるとき。 

⑦ 
時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあると

き。 

⑧ 

（不落随契） 
競争入札に付し入札者がないとき，又は再度の入札に付し落札者がないとき。 

⑨ 落札者が契約を締結しないとき。 

上記のうち，地方自治法施行令第167条の２第１項２号（上記②その性質又は目的が

競争入札に適しないものをするとき，以下「２号随契」という。）により随意契約を

する場合の要件について，八尾市は「随意契約のガイドライン」において，以下のと

おり考え方及び注意点を規定している。 

＜考え方＞ 

◎特定の者と契約しなければ，その目的が達成できないような場合 

◎特別な経験や知識，手法等を必要とする場合 

◎国，地方公共団体や外郭団体等と契約を行う場合 

◎なお，民間事業者のノウハウにより仕様内容のいっそうの向上を要求す

るコンペ方式やプロポーザル，デザインビルド方式等により契約の相手

方を選定した場合や，本市の他の計画・指針等に基づき契約相手方を選

定した場合などの随意契約については，本号に該当すると解される。 

＜注意点＞ 

○その業務が特定の者でないと出来ないのかどうかを客観的に検討する必

要がある。 

○その業務が再委託される場合は，随意契約を行う根拠と不整合となる恐

れがあるので，注意が必要である。 

○国，地方公共団体や外郭団体等と契約を行う場合でも，単に当該団体と

なら無条件で随意契約できるのではなく，必ず業務との関連に着眼して

慎重に判断をすること。 

○契約相手方を恣意的に指定するなど公正性を欠く場合や，契約相手方に

関する遂行能力の調査を全く怠った場合など，契約相手方の選定におい
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て容認できないような事情がある場合には，その契約の締結が違法とさ

れることがあるので，注意が必要である。 

イ 八尾市における随意契約に関する手続き 

 八尾市における随意契約に関しては，八尾市財務規則第116条第２項により，「予定

価格を定め，なるべく２人以上の者から見積書を徴さなければならない。」とされて

いる。 

ウ 八尾市における随意契約の公表 

 八尾市は，契約の透明性及び公正性をより高めることを目的に，「随意契約の公表

指針」4を定め，情報公開室での閲覧およびホームページへの掲載の方法により，以下

のとおり，随意契約に関する情報を公表することとしている。 

１ 公表の目的 

 （略） 

２ 公表の対象とする随意契約 

地方自治法施行令第167条の２第１項第２号から第９号までを根拠とす

る随意契約（同項第１号の少額随契を除いたもの。）すべてを公表の対

象とする。 

※業務委託，物品購入，賃貸借及び工事など，すべての随意契約を公

表対象とする。 

※また，対象項目の情報が，八尾市情報公開条例第６条に該当する場

合（公文書の公開の対象外となる場合）に限っては，当該項目は公表

の対象外とする。 

※公表の対象となる随意契約の金額 

・工事又は製造の請負1,300,000円を超える随意契約 

・財産の買入れ800,000円を超える随意契約 

・物件の借入れ400,000円を超える随意契約 

・財産の売払い300,000円を超える随意契約 

・物件の貸付け300,000円を超える随意契約 

・上記以外（業務委託など）500,000円を超える随意契約 

・ただし，施行令第167条の２第１項第３号及び第４号による随意契

約については，年度当初にとりまとめて事前と事後の公表を行ってい

るが，今後，契約締結後の公表について，他の随意契約と同様，契約

                                                
4 制定（平成 20年２月４日）施行（平成 20年４月１日） 
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担当課（原課）において公表を行い，公表形式は，当該指針に従って

公表すること。 

３ 公表の内容 

 （略） 

４ 公表の時期及び方法 

 （略） 

（６）プロポーザル方式 

ア プロポーザル方式とは 

 プロポーザル方式とは，業務の委託先を決定する際に，公募又は指名により複数の

業者からその目的に合致した企画の提案を受け，その中から価格及び実績，専門性，

技術力，企画力，創造性等を勘案し，総合的な見地から判断して最も優れた企画・提

案を提示した者を委託先として選定する方法である。プロポーザル方式は，競争性な

く相手方と契約行為を行う他の随意契約とは異なるが，同方式は，地方自治法及び施

行令に特に規定された方式ではなく，また，プロポーザル方式により特定された事業

者と契約を締結するため，随意契約の一種とされている。 

イ 八尾市におけるプロポーザル 

 八尾市は，平成31年３月に「八尾市公募型プロポーザル方式の実施に関するガイド

ライン」を定め，プロポーザル方式によることができる契約について，「あくまで随

意契約の予備手続きである」と明記し，対象業務として，以下の通り例示する。 

・特に専門性の高い事項にかかる調査・企画立案業務 

・催事，公演，イベント等で特に企画力等が求められる業務 

・類似業務の実施実績・ノウハウ等，事業者の保有する業務遂行能力によ

り，事業の成果や市民サービス等への影響が大きい業務 

・映像の制作やデザイン等，芸術性，創造性及び技術力が求められる業務 

・その他，市で作成する仕様のみでは業務の確実な遂行に支障が生じる恐

れがある業務等 

 ただし，これに該当しない業務でも「その性質又は目的が競争入札に適しないもの

をするときに該当する契約」はプロポーザルの「対象となりうる」としつつ，例示に

含まれる業務についても，「入札による実施ができないか，内容や仕様を精査し，検

討する必要がある。」と示されている。 
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 また，同ガイドラインでは，事業者の選定にあたっては，事業者の業務遂行能力や

提案内容を評価するため，実施する事案ごとに，選定委員会を設置することとしてい

る。 

 選定委員会について，外部有識者を委員に含む場合は，執行機関の附属機関に関す

る条例に規定する「八尾市公募型プロポーザル方式等事業者選定委員会」を事案ごと

に設置することとなるため，八尾市公募型プロポーザル方式等事業者選定委員会規則

に基づき，選定の手続きを行うとともに，同規則に定めのない事項について別途要綱

に規定することとなる。庁内委員（市職員）のみで選定委員会を設置する場合は，そ

の選定委員会は附属機関にはならないため，同規則の適用は受けず，同規則に定めの

ある事項も含め，要綱に定める方式をとる。 

（７）相手方選定方法別の利点と欠点 

区分 利点 欠点 

一般競争

入札 

・広範な参加機会が得られ，機会均

等性及び公平性が確保されやすい 

・業者選定の過程が透明で公正 

・競争性が高まり経済的に優れてい

る 

・発注者の恣意性が排除できる 

・談合防止に一定の効果が期待でき

る 

・施工能力の劣る業者や不誠実な業者の排

除が困難になる恐れがある（有資格者の

条件を付ければ問題が無くなる可能性が

高い。） 

・過当競争，ダンピング（適正な施工が見

込めないような著しい低価格での受注）

の発生による質の低下を招く恐れがある 

・一定の公告期間を要する等入札事務に時

間がかかる 

・入札事務量が増えることにより事務経費

も増える 

指名競争

入札 

・不信用，不誠実な業者を排除で

き，品質を確保できる 

・次回以降にも指名が得られるよう

良い施工を行おうとする意欲を業

者に与える 

・過当競争を抑え，中小企業の受注

機会の確保に配慮できる 

・一般競争に比べて入札期間が早い 

・指名する過程が不透明となり，恣意的な

運用になる恐れがある 

・入札参加機会が公平でない 

・一般競争入札に比べて競争性が働かない

恐れがある 

・指名により入札参加者を限定するため談

合を誘発しやすい 

随意契約 ・手続きが簡単で，事務経費を抑え ・競争性が働かない恐れがある 
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ることができる 

・主観的に信頼のできる業者が選定

できる 

・発注する過程が不透明となり，恣意的な

運用になる恐れがある 

・機会不均等になる恐れがある 

・契約相手が固定されやすく，不正が起こ

る恐れがある 

（出典：八尾市契約事務研修会資料） 

 

４ 契約等に関する規律（予算等との関係） 

（１）予算 

ア 契約と予算の関係 

 あらゆる契約を行う場合の前提条件として，地方自治法第232条の３の規定により，

予算の裏付けが必要となる。支出の原因となる契約は，「支出負担行為」として，歳

出予算，継続費，繰越明許費及び債務負担行為の経費の金額の範囲内で行われる必要

がある。 

イ 予算編成の流れ 

 八尾市財務規則における，予算編成の事務の流れは，以下のとおりである。 

① 予算編成方針の決定 

② 財政部長による予算編成方針及び予算見積書作成の要領の通知 

③ 各部局において，歳入予算見積書，歳出予算見積書，事業経費予算見積書，

議会に対する議案，（必要な場合には，継続費，繰越明許費，債務負担行為の

見積書）を作成し，財政部長に提出 

④ 財政部長による査定案作成，副市長審査，市長査定 

⑤ 予算書等の作成・市長決裁 

 このうち，上記③の各部における予算の見積もりにおいては，委託契約に関しては，

委託業務の仕様の策定及びこれを前提とした予算の積算が行われる。仕様とは，業務

の内容，業務内容の範囲等（頻度，程度等），その他の業務に応じて必要な項目を規

定しており，予算の積算の前提となるものである。 

 積算は，客観的な積算基準があればこれにより，なければ，工数に単価を乗じた見

積もりや物件費・労務費等の費目別の見積もりを用いる方法により，契約履行に必要

な金額の算定を行うものである。 
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（２）継続費及び債務負担行為 

 通常の予算は，地方自治法第208条の規定により，単年度予算となり，その会計年度

内に，対外的な契約締結手続きを開始し，契約の履行を終える必要があるが，単年度

内に入札事務から契約の履行を終えることができないような場合には，同法第214条の

規定により，債務負担行為として予算措置をすることが必要となる。複数年契約が必

要な場合は，同法第212条の規定による継続費又は債務負担行為として予算措置が必要

となる。 

（３）長期継続契約 

 同法第234条の３は「普通地方公共団体は，第214条の規定にかかわらず，翌年度以

降にわたり，電気，ガス若しくは水の供給若しくは電気通信役務の提供を受ける契約

又は不動産を借りる契約その他政令で定める契約
．．．．．．．．．．．

を締結することができる。この場合

においては，各年度におけるこれらの経費の予算の範囲内においてその給付を受けな

ければならない。」としている。 

 これを受けて，地方自治施行令第167条の17は，「地方自治法第234条の３に規定す

る政令で定める契約は，翌年度以降にわたり物品を借り入れ又は役務の提供を受ける

契約で，その契約の性質上翌年度以降にわたり契約を締結しなければ当該契約に係る

事務の取扱いに支障を及ぼすようなもののうち，条例で定める
．．．．．．

ものとする。」として

いる。 

 これを受けて，八尾市では，下記の２つを条例で定めている（八尾市長期継続契約

を締結することができる契約を定める条例第２条）。 

(1) 業務用機器に関する賃貸借契約 

(2) 警備，清掃，保守点検等施設の維持管理に係る業務委託契約その他の年間を

通じて役務の提供を受ける必要がある契約 

さらに，「八尾市長期継続契約に関する取扱要領」においては，地方自治法，施行令，

条例第２条各号に定める契約について，次のとおり取り扱うこととしている。 

なお，長期の継続契約を締結する場合において，債務負担行為を設定すること

なく，条例の規定を適用するときは，経常的な経費であって，次に掲げる要件の

すべてを満たすものであることに留意すること。 
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ア 行政運営を行っていく上で欠かせないものであって，契約の相手方から役

務の提供を受け続ける必要があること。 

イ 商慣習上，複数年にわたって契約を締結することが一般的なものであるこ

と。 

ウ 契約の性質上，翌年度移行にわたり契約を締結しなければ当該契約に係る

事務の取扱いに支障を及ぼすようなものであること。（中略） 

 これにあてはまるものについては，長期継続契約として，継続費又は債務負担行為

の設定をすることなく，複数年にわたる契約を締結することができる。 

 つまり，地方自治法第234条の３が明示する電気，ガス若しくは水の提供若しくは電

気通信役務の提供を受ける契約等，地方公共団体が存在する限り一日も欠かすことの

できない，絶対的に必要なサービスについては，長期にわたって契約を締結できるこ

ととするのが合理的であり，また，同様に法が明示する不動産を借りる契約について

も，長期にわたって契約を締結するのが実情であることから，毎年更新を繰り返す不

合理をなくすために，長期（翌年度以降を含めた形）の契約を締結することが認めら

れているものである。 

 八尾市として，条例で類型的に定めているものも，上記同様の趣旨から定められて

いるものである。 

 

５ 八尾市における委託契約事務 

（１）組織体制 

 八尾市において，契約事務を所管する部局は，総務部契約検査課である。 

 契約検査課は，①公正な入札の執行と適正な契約事務を実施するため，その手法に

ついて庁内へ周知を図るとともに，入札制度の改善・検討を行っている。また，②予

定価格が200万円以上の工事等の入札や契約に係る業務，各課からの要求に応じて物品

や印刷物の発注業務等を行っている。さらに，③工事等の設計審査や工事検査，成績

評定を行っている。特に「委託契約」については，全体の管理，統括的事務としては，

庁内の事務担当者を対象とした契約事務研修等において適切な契約事務について周知

に努めるとともに，詳細については各課と個別相談を行っている。また，入札参加資
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格者の名簿の作成管理も行っている。 

 なお，委託契約の締結事務自体は，各事業の所管部局において実施され，上記の随

意契約の公表も，共通の指針によってではあるが原則として各所管部局が実施してい

る。ただし，情報システム関連は，全て，政策企画部行政改革課ＩＣＴ推進室が契約

締結においてより専門的なチェックを行う運用としている 

 また，八尾市の場合，「入札等監視委員会」は，下記に列記した事項を担っている。 

(1) 市が発注した工事に関し，入札及び契約の手続の運用状況等について報告を行

うこと。 

(2) 市が発注した工事のうち委員会が抽出したものに関し，一般競争入札に係る入

札参加資格の設定の経緯及び指名競争入札に係る指名の経緯等を審議し，意見の

具申又は勧告を行うこと。 

(3) 市が発注した工事の入札及び契約についての再苦情処理を行うこと。 

(4) その他公共工事等に関する入札及び契約の適正化を図るため，委員会の審査を

必要とする事項に関すること。 

（２）委託契約事務に関する動向 

 八尾市においては，行財政改革の一連の流れのなかで，近年の厳しい財政状況や市

民ニーズの多様化に対応した質の高い公共サービスの提供をめざし，平成19年に「公

民協働による公共サービスの提供に関する基本方針」を掲げ，市民・企業・行政の協

働の取組を推進している。その中で公共サービス提供手法の一つとして外部委託を位

置付けており，効果性・効率性の向上が図れるものは行政責任を確保したうえで外部

委託化を行い，政策立案といったコア業務へ職員の職務をシフトさせられるよう取組

を進めてきた。 

 その後，平成28年には，「八尾市行財政改革行動計画」の中で，専門性が高い業務

については技術やノウハウを次代に継承しつつ，効率的に運営していく必要があるこ

とから，すでに業務委託により実施している業務について，評価見直しを行い委託業

務の範囲見直し（一部の内製化等）を行った。 

 令和元年に策定した「新やお改革プラン・同実行計画」でも公民協働推進の考えを

継承し，地方行政サービス改革の各市の取組状況や，トップランナー方式の対象とな

っている業務を中心に，外部委託化等を検討している。 
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（３）関係する八尾市の例規 

委託契約に関連する八尾市の条例及び規則は，以下のものがあげられる5。 

条   例 
・八尾市契約条例 

・八尾市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例 

規   則 ・八尾市財務規則 

要綱・ガイドラ

イン等 

・随意契約のガイドライン 

・八尾市公募型プロポーザル方式の実施に関するガイドライン 

・八尾市ＩＴ調達ガイドライン 

・八尾市長期継続契約に関する取扱要領 

 このほかに，「契約事務に関する研修会資料」として，契約検査課が各課の契約事

務担当者向けに実施する研修資料があり，この中で，契約締結事務における各種留意

点や，市の規則・要綱の解釈運用等が示されている。 

 

６ 八尾市における委託契約の全体像 

（１）金額の推移 

 過去６年度における，八尾市における，一般会計の歳出合計，指定管理料を除いた

委託料（予算上の節の区分が「委託料」である歳出）の額及びその一般会計歳出に占

める割合は，下記のとおりである。変動はあるが，一般会計歳出の概ね６％程度が委

託料となっている6。 

年度 

一般会計の 

歳出合計 

（単位：万円） 

指定管理料を除いた 

委託料 

（単位：万円） 

委託料の割合

（％） 

平成 27年度 10,718,709  670,699  6.3 

平成 28年度 9,568,197  570,610  6.0 

平成 29年度 9,936,246  528,862  5.3 

平成 30年度 10,167,849  538,043  5.3 

令和元年度 9,997,777  598,544  6.0 

令和２年度 13,413,726 701,908 5.2 

                                                

5 水道局等に関する「規程」は省略している。 

6 特別会計では，社会保険給付等の歳出が多い等の特殊性から，概ね１～２％程度となっている。 
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（２）契約手法 

 八尾市において作成されている，100万円を超える委託契約の一覧に基づき，一般会

計及び特別会計について，契約手法別の契約件数及び契約金額について抽出した結果

は，以下のとおりである7。グラフのとおり，随意契約が，件数単位でも金額単位でも，

過半数を占めている8。 

 

 

  

                                                
7 ただし，ＩＴ関係の契約は，一覧表が別に作成されており，また，長期継続契約や，設備の賃貸借等

を同時に締結しているものも多く，合わせて集計することが困難なため除外した。 
8 ＩＴ関係の契約についても，随意契約が大部分を占めている。 

136

21%

85

13%

374

58%

50

8%

契約方法の件数

一般競争入札

指名競争入札

随意契約

随意契約（プロポーザル）

1,649,911,620 

24%

335,848,612 

5%

4,376,879,854 

62%

644,785,648 

9%

契約方法別の契約額（円）

一般競争入札

指名競争入札

随意契約

随意契約（プロポーザル）
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第３ 監査対象とした契約の全体像 

１ 抽出方法 

 予備調査において，100万円を超える委託契約の一覧（八尾市において各年度，作成

されているもの）をベースとして，監査対象とする委託契約の抽出を行った（ただし，

予備調査を行った令和３年４月ないし５月の時点では，暫定的に令和元年度の当該一

覧表を受領し，その後に令和２年度の委託契約の一覧を得て，監査対象の一部を入れ

替える等している。）。 

 その結果，下記記載の33個が監査対象となった。 

 

２ 監査対象の抽出にあたって採用した考え方 

 監査対象の抽出にあたっては，委託契約の金額のみに着目する方法（いわば機械的

に契約金額の大きい順に選択する方法）も考えたが，その場合，特定の部局に偏りや

すいと思われたため，以下の観点から，抽出を行った。なお，できる限り，委託契約

を通じて，実現しようとしている「事業」自体の目的・狙いを把握することに努め，

３Ｅの観点からの監査を行うことを念頭において進めた。 

 

(1) 所管部局（市長部局と教育委員会事務局，水道局等）の間で，偏りがないよ

うにする。 

(2) 一般会計に属するもの，特別会計に属するものについて，偏りがないよう

にする。 

(3) 契約相手方の選択手段として，一般競争入札，指名競争入札，随意契約

（プロポーザル方式以外のもの），随意契約（プロポーザル方式）などがあ

り，これらにつき偏りがないようにする。 

(4) 特に，市民に接点を有する「窓口業務」及びそれに類する業務について，

八尾市では，近年，業務委託契約が多用されていることから，それらについ

ては重点的に監査を行う。 

(5) 外郭団体との間で随意契約によって締結されている委託契約については，重

点的に監査を行う。 
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３ 監査対象とした委託契約一覧 

 

No 
担当課 

(所管課名は，令和３年度時点) 
契約方法 会計 結果/意見 

１ 
[広報・公民連携課] 

番組制作及び放送業務委託契約 

随意契約 

（外郭団体） 
一般 意見 11-13 

２ 
[総務課] 

本庁舎警備及び建物総合管理業務委託契約 一般競争入札 一般 意見 14 

３ 
[財政課（債権管理室）] 

記念品調達・送付等関係業務委託契約 

随意契約 

（外郭団体） 
一般 意見 15-18 

４ 
［人権政策課］ 

八尾市外国人相談窓口運営業務委託契約 

随意契約 

（外郭団体） 
一般 意見 19-20 

５ 
［人権政策課］ 

八尾市男女共同参画センター業務委託契約 随意契約 一般 意見 21 

６ 
［人権政策課］ 

外国人市民情報提供事業委託契約 随意契約 一般 
意見 22-24 

結果２ 

７ 
［人権政策課］ 

人権啓発関係業務委託契約 随意契約 一般 意見 25-26 

８ 
［人権政策課］ 

八尾市人権啓発事業業務委託契約 随意契約 一般 意見 27-28 

９ 

［市民課］ 

［コミュニティ政策推進課］ 

市民課及び庁内案内の窓口業務委託 

随意契約 

（プロポーザル） 
一般 意見 29-33 

10 
［地域共生推進課］ 

八尾市福祉生活相談支援事業業務委託契約 随意契約 一般 意見 34-38 

11 
［高齢介護課］ 

八尾市介護保険の窓口業務委託契約 

随意契約 

（プロポーザル） 
介護 

意見 39-42 

結果３ 

12 
［健康保険課］ 

診療報酬明細書等点検業務委託契約 指名競争入札 国保 意見 43-44 

13 

［健康保険課］ 

国民健康保険料納付案内コールセンター業務

委託契約 
指名競争入札 国保 意見 45-49 

14 

〔健康保険課・障がい福祉課〕 

八尾市国民健康保険・高齢者医療及び障がい

者医療窓口業務委託契約 

随意契約 

（プロポーザル） 

一般/ 

国保/ 
意見 50-57 
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後期 

15 
［健康推進課］ 

定期予防接種業務委託契約 随意契約 一般 意見 58 

16 
［健康推進課］ 

妊婦健康診査業務委託契約 随意契約 一般 意見 59 

17 
［健康推進課］ 

集団検診業務に係る委託契約 指名競争入札 一般 意見 60-61 

18 

［健康推進課］ 

休日急病診療所窓口・診療報酬明細書作成及

び総括業務 
随意契約 一般 意見 62-63 

19 

［産業政策課］ 

八尾市立中小企業サポートセンター事業業務

委託契約 
随意契約 一般 意見 64-65 

20 

［労働支援課］ 

八尾市パーソナル・サポート事業業務委託契

約 
随意契約 一般 意見 66-68 

21 
［労働支援課］ 

地域就労支援コーディネーター業務委託契約 随意契約 一般 意見 69-71 

22 

［循環型社会推進課］ 

８種分別・指定袋制に係るごみ袋の製作及び

配送業務委託契約 
一般競争入札 一般 意見 72-74 

23 

［環境施設課］ 

八尾市立リサイクルセンター運転管理業務委

託契約 
随意契約 一般 結果４ 

24 
［土木管財課］ 

道路・水路台帳更新業務委託契約 随意契約 一般 意見 75 

25 
［土木管理事務所］ 

公園・緑地等環境保全清掃業務委託契約 

随意契約 

（２号以外） 

（外郭団体） 

一般 意見 76 

26 
［水道局 お客さまサービス課］ 

八尾市水道料金徴収等総合業務委託契約 

随意契約 

（プロポーザル） 
水道 意見 77-78 

27 
［水道局 お客さまサービス課］ 

八尾市水道料金システム保守業務委託契約 指名競争入札 水道 意見 79 

28 

［水道局 工事管理課］ 

令和２年度平日昼間水道施設修繕補修業務 

令和２年度休日夜間水道施設修繕補修業務 
一般競争入札 水道 意見 80-82 

29 
［水道局 施設整備課］ 

八尾市水道施設運転管理等業務 一般競争入札 水道 意見 83-86 
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30 
［学校教育推進課］ 

八尾市英語指導者派遣事業 一般競争入札 一般 意見 87-90 

31 
［学校教育推進課］ 

八尾市研究拠点校学習支援事業 随意契約 一般 意見 91-92 

32 
［学務給食課］ 

八尾市中学校給食調理業務委託契約 

随意契約 

（プロポーザル） 
一般 意見 93 

33 
［学務給食課］ 

八尾市小学校給食調理業務委託契約 

随意契約 

（２号以外） 

：４件 

一般 意見 94-95 指名競争入札 

：５件 

一般競争入札 

：19件 

（注） 

 契約方法に関して，随意契約のうち，地方自治法施行令第167条の２第１項第２号以外の理由

によるものについては「随意契約（２号以外）」とした。また，外郭団体が相手方となってい

る契約については，契約方法の末尾に（外郭団体）と付記した。 

 会計区分のうち「国保」は，国民健康保険事業特別会計を，「介護」は，介護保険事業特別

会計を，「後期」は後期高齢者医療事業特別会計を，「水道」は水道事業会計をいう。 

 

４ 発見事項の分類 

 以下は，個別の契約ごとの発見事項の分類である。「契約名」は略称を用いている

ため，正式名称は，上記第３・３等を参照されたい。 

契約名 意見・結果の種類 
 ●事業の実施・

手法等のあり方 

●委託費の支出

のあり方（金額

の決定方法） 

●委託している事

業の効果の把握 

●契約相手方の選

定手法の改善 

●その他 

・事業の枠組みや

あり方の見直し，

統廃合等の提案 

・事業の業務水準

や仕様等の改善・

見直し 

積算のあり方・検

討・保存（見積書

の入手等も含む。） 

受託者からの「報

告」のあり方の見直

しや，市としての事

業の効果の測定等 

 随意契約  

 一般競争入札  

 指名競争入札  

 といった契約手法の

関するもの 

左記以外の論点に

関するもの 

１ コミュニティ放送 ● ● ●   

２ 本庁舎警備    ●  

３ ふるさと納税 ● ● ●  ● 
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契約名 意見・結果の種類 

４ 外国人相談窓口 ●   ●  

５ 男女共同参画セ ●     

６ 外国人市民情報 ●   ● ● 

７ 人権啓発関係業務 ● ●    

８ 人権啓発事業     ● 

９ 市民課（等）窓口 ● ● ● ● ● 

10 福祉生活相談 ● ●   ● 

11 介護保険の窓口  ●   ● 

12 診療報酬明細書  ●  ●  

13 国民健康保険料  ●  ● ● 

14 国保（等）窓口  ●   ● 

15 定期予防接種     ● 

16 妊婦健康診査     ● 

17 集団検診     ● 

18 休日急病診療所     ● 

19 中小企業   ● ●  

20 パーソナル・サポ ●  ● ●  

21 地域就労支援 ●  ●   

22 ごみ袋 ●  ●  ● 

23 リサイクルセ     ● 

24 道路・水路台帳    ●  

25 公園・緑地等   ●   

26 水道料金徴収等  ●  ●  

27 料金システム  ●    

28 水道施設修繕  ●  ●  

29 水道施設運転  ●    

30 英語指導者派遣 ● ●   ● 

31 研究拠点校学習 ● ●    

32 中学校給食    ●  

33 小学校給食  ●    
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第４ 包括外部監査による監査の結果及び意見（共通事項） 

１ 選定手法（一般競争入札） 

（１）[意見１]入札を経ているが，同一の相手方との契約が継続しているものの見直し

について 

（事実） 

 今回，監査対象とした契約のうち，４件について，下記のとおり，一般競争入札を

行っているにもかかわらず，繰り返しかつ長期間，同一の相手方との契約が続いてい

た。このうち，No.５の男女共同参画センター受付運営業務については，単年度契約の

上，翌年度以降も次の入札開催まで随意契約により落札業者と契約しているもので，

その他の業務は，入札により複数年契約を締結しているものである。 

 いずれも，直近の入札における参加者数が１者又は２者であり，それ以前の入札の

参加者数も低調である。 

番号 業務名称 
同一業者との継続年

数（又は）始期 

入札・プロポーザル実施状況 

／参加者数 

No.２ 
八尾市本庁舎警備及び建物総合

管理業務 
20年以上 

令和２年度 一般競争入札 ２者 

平成 29年度 一般競争入札 ４者 

No.５ 
八尾市男女共同参画センター受

付運営業務 

平成 24年７月

以降 

平成 28年度 一般競争入札 １者 

平成 24年度 一般競争入札 ２者 

No.29 八尾市水道施設運転管理等業務 10年以上 
平成 30年度 一般競争入札 ２者 

平成 25年度 プロポーザル ２者 

No.30 八尾市英語指導者派遣事業 
平成 21年８月

以降 

平成 30年度 一般競争入札 ２者 

平成 27年度 一般競争入札 ２者 

平成 24年度 一般競争入札 ５者 

 この点，No.２の契約について，所管課とのヒアリングを重ねたところ，所管課とし

ては，地方公共団体等の発注する警備業務の利益率が低いため，警備業に携わる事業

者全般が，市の発注する警備等の案件への参加意欲が低いのではないか，そこに理由

があるのではないかという仮説を持ち，それをヒアリングにおいて説明していた。た

だし，推測にとどまり裏付けは無かった。そのため，他の原因（①警備と庁舎（建物）

管理とを一体とした発注形態が参加の障壁になっており，警備と庁舎管理を分離して

発注すれば入札参加者が増加する可能性や，②現在の業者と新規参入業者との間に情
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報格差があり参入障壁となっている可能性など）も考えられた。 

 この点，各担当課や契約検査課とのヒアリング結果によれば，八尾市では，１者応

札が続く案件や，長期間にわたり入札参加者が少ない案件，あるいは不落随契となっ

た案件など，入札方法に何らかの問題を抱えている可能性が高い案件（以下「問題案

件」という。）についても，その原因を知るための参加事業者からの聞き取りなどは

行われていないとのことであった。 

 この点，工事に関する請負契約，及び工事に関する委託契約（設計・監理委託等）

については，入札監視委員会による入札・契約手続の運用状況の確認や抽出調査が存

在している。他方で，八尾市をはじめとする多くの地方公共団体では，工事に関係し

ない業務委託契約は対象外であり9，問題案件の改善策については一般的な議論の対象

になって来なかったようである。 

（意見） 

 以上のような，入札参加者が低調で，長期間同一事業者との契約が続くなどの問題

案件については，入札に参加しなかった事業者に聞き取り調査（アンケート調査）を

行い，構造的要因の把握を行うことが有用であると思われる。国（中央官庁）や他の

先進的な地方公共団体では，そういう取り組みが既になされている。 

 例えば，具体的には，入札参加者が１者以下の場合や状況から判断して必要と認め

る場合に，入札に参加した業者のみならず，参加資格があるが参加しなかった業者へ

のヒアリング10を，下記のような項目について実施し，入札参加資格，設計価格，発注

単位（分割発注の当否など），時期の見直し等の参考とすることなどが考えられる11。 

  

                                                

9 大阪府内では，大阪府や大阪市は工事に関係しない委託契約も対象としている。 
10 複数の職員により面談で行う方法（入札の公正への疑念を持たれないため。） 

11 当該契約固有のヒアリング項目を入れるのも良いと考えられる。 
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 ＜ヒアリング項目例＞ 

① 本件に参加した理由（参加しなかった理由） 

② 本件について参加者が１者であった理由として考えられる事項はあるか。 

③ 入札参加資格は適当か12。 

④ 入札の時期，仕様等は適当であるか13。 

 

 すべての案件について，ヒアリングなどの調査をすることは，コストの面から適切

ではないが，契約検査課として，一定の基準（調査が必要となる場合についての基準）

を示し，又は問題事例などを示して，所管課においてヒアリングなどの措置をとるべ

きとする事案は契約検査課と協議をすることができるようにするべきである。八尾市

として，全体的な改善に取り組むべきである。 

 

２ 選定手法（指名競争入札） 

（１）[意見２]指名競争入札における指名について 

（事実） 

 八尾市財務規則上，指名競争入札の際には「なるべく５人以上の指名」（同規則第

114条）が定められている。 

 No.12（診療報酬明細書等点検業務）に関して，監査対象年度の契約に係る選定にお

いては，実績調書に記載されている他自治体での受注実績，業務名，金額規模より判

断し，３の事業者に対しての指名が行われている一方，５者以上の指名ができなかっ

た合理的な理由は認められなかった。 

 また，No.13（国民健康保険納付案内コールセンター業務）については，①監査対象

年度の契約に係る選定においては７の事業者に対し指名が行われているところ，指名

を受けた事業者以外にも相当数（10者弱），指名の対象となってよいと思われる業者

が存在し，②監査年度の前回の選定（前年度）においては，６の事業者に対して指名

                                                
12 不要な資格や過度な条件が課せられていないかなどについて検討する端緒となる。 
13 無理な仕様を設定していないか，参加しやすい時期に，十分な参加のための期間をとって入札手続を

行っているかなどについて検討する端緒となる。 
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が行われているところ，そのうち５者は監査年度と同一の事業者であった，という問

題があった。また，No.12及びNo.13のいずれも，過去の八尾市又は他の自治体等（特

に，同規模自治体）での同種の業務実績をも基準として，業務履行が可能と判断でき

るかという観点から指名がされているところ，いずれについても，その業務の性質と

して，八尾市及び同規模自治体等での実績を特に重視することが合理的とは認められ

なかった。 

（意見） 

 指名競争入札は，不信用・不誠実な業者の排除や事務量の軽減といったメリットが

あるが，指名が一部の者に固定化し公平性が失われる，競争性が低くなるといったデ

メリットもあり，特に，指名相手が少数となる場合や，指名について合理的な根拠が

ない場合に，この傾向が顕著になる。指名競争入札における指名業者の選定方法及び

業者数について，指名基準の策定等を検討されたい。 

 また，地方公共団体の契約方式の原則は一般競争入札であることも踏まえ，参加者

が特に限定されるなどといった指名競争入札を行うことがコスト等の観点で特に有利

といえるような場合以外は，入札参加資格により業者の履行能力を確保した一般競争

入札や，総合評価方式による一般競争入札等への方式変更も検討されたい。 

 

３ 選定手法（随意契約） 

（１）[意見３]特定の相手方との継続的な随意契約の可否の定期的な見直しについて 

（事実） 

 下記のとおり，今回監査対象とした契約中14件について，同一の相手方との，地方

自治法施行令第167条の２第１項２号に基づく随意契約（２号随契）が，５年以上継続

している。 

番号 委託業務 
同一の相手方との契約

開始時期，継続年数 

No.１ 番組制作及び放送業務 15年以上 

No.３ 記念品調達・送付等関係業務 平成 28年 10月 
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No.６ 外国人市民情報提供事業 平成 21年５月 

No.７ 人権啓発関係業務 15年以上 

No.８ 八尾市人権啓発事業業務 18年以上 

No.15 定期予防接種業務 20年以上 

No.16 妊婦健康診査業務 平成 20年６月 

No.20 八尾市パーソナル・サポート事業業務 平成 24年４月 

No.21 地域就労支援コーディネーター業務 平成 14年 

No.23 八尾市立リサイクルセンター運転管理業務 平成 21年４月 

No.24 道路・水路台帳更新業務 平成 17年頃 

 

（意見） 

 随意契約を継続する理由については，契約ごとに個別の事情があり，一概に長期間

の随意契約が否定されるものではない。しかし，委託業務の範囲等の枠組みの変更に

より競争性を導入しうるもの，他の事業者でも実施自体が不可能とまでは言い難いも

の等について，長期間の随意契約を継続する場合，価格および品質についての競争が

働かず，効率性・有効性の強化が困難になるといったデメリットがある。また，契約

が競争入札に適さない理由，その業者でなければ契約の目的を達成することができな

いという点の検討が十分されておらず，説明責任として不十分とも評価しうる。 

 本件で監査対象となった契約以外の委託契約においても，長期間，随意契約による

契約締結が継続されているものは存在すると思われる。①他の事業者による実施がで

きないか，②委託業務の枠組みの変更による競争性の導入の余地がないか等について，

適宜，検討されたい。 

 外国人市民情報提供事業（No.６），パーソナル・サポート事業業務（No.20），道

路・水路台帳更新業務（No.24）に関しては，それぞれに個別の意見を付しているため，

参照されたい。  
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４ 選定手法（公募型プロポーザル方式） 

（１）[意見４]プロポーザルの活性化について 

（事実） 

 数年おきにプロポーザルにより事業者を選定している契約のうち，下記５件におい

て，長期間，同一事業者が，契約相手方として選定される状態が生じていた。 

番号 委託業務名 
同一業者との継

続年数，始期 

プロポーザル実施状況（プロポ

ーザルの結果に基づき契約した

年度及び応募者数） 

No.11 八尾市介護保険の窓口業務 平成 25年３月 

平成 24年度 ３者 

平成 28年度 １者 

令和元年度 ２者 

No.14 
国民健康保険・高齢者医療及び障

がい者医療の窓口業務 
平成 22年８月 

平成 22年度 ５者14 

平成 25年度 ２者 

令和２年度  １者 

No.19 
八尾市中小企業サポートセンター

事業業務 
平成 24年４月 

平成 29年度 １者 

（平成 24年度は随意契約） 

No.26 八尾市水道局料金徴収等総合業務 10年以上 

平成 19年度 ６者 

平成 25年度 ２者 

平成 28年度 ２者 

令和元年度 １者 

No.32 八尾市中学校給食調理業務 平成 27年８月 
平成 27年度 ３者 

令和元年度 １者 

（意見） 

 より多くの事業者から，より多くの提案を受けるようなプロポーザル手続とするこ

とは，特に意識して頂きたい。今回，監査対象とした，個別の契約だけでなく，全体

的な改善についての取り組みを期待したい。具体的には，①公募にあたっては周知期

間を十分に確保すべきこと，②広く参加者を募るため周知方法も工夫するべきこと，

③予定する契約年数が複数年度になりうる場合（予定であったとしても）可能な限り

それを明記することが望ましいこと等について，全体的な改善を期待する。 

 八尾市中小企業サポートセンター事業業務（No.19），水道局料金徴収等総合業務

（No.26），八尾市中学校給食調理業務（No.32）に関しては，それぞれに，個別の意

見を付しているため，それぞれ参照されたい。 

                                                

14 平成 22 年及び 25 年は国保及び高齢者医療の窓口業務の委託のみ 
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（２）[意見５]プロポーザルと入札の選択について 

（事実） 

 上記のとおり，数年おきにプロポーザルにより事業者を選定している契約のうち，

５件において，長期間，同一事業者が契約相手方として選定される状態が生じている。 

（意見） 

 そもそも，プロポーザルとは，専門性，企画力，知識等が特に要求される業務や，

高い成果を求める必要がある業務，市で作成する仕様のみでは業務の確実な遂行に支

障がある業務などに関して，仕様について事業者の提案を受け，提案内容を考慮して

事業者を決定することに重要な意義がある。再度のプロポーザルを行う必要性のある

ケース15があることも否定しないが，業務内容によっては，必ずしも仕様について繰り

返し提案を受ける必要性がない（市において仕様を作成しても差し支えない）場合も

ある。 

 No.26の契約において意見を述べた点であるが，その他の契約に関しても，プロポー

ザル手続を実施する必要性（各事業者に仕様についての提案をさせ，複数の提案をさ

せることについての必要性）が低減してきている場合には，価格のみの競争による一

般競争入札や，品質等を加味した総合評価落札方式の入札によるべきであると解され

るため，検討されたい。 

 

５ 契約保証金のあり方 

（１）[結果１]契約保証金の免除に関する財務規則の適用関係について 

（事実） 

ア 地方自治法の定め 

 地方自治法は，契約の相手方が契約上の義務を履行しないときを想定して，その

抑止のために，契約保証金（同法第234条の２第２項，同法施行令第167条の16）を

徴収することを制度化している。これについては「（略）契約履行をより一層確実

                                                

15 例えば，①仕様を提案できるような専門性等を求める場合，②よりよい仕様を更に求める場合，③従

前の仕様に基づき市で仕様を作成し入札を行うことに支障があるような場合，が考えられる。 
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に担保しようとするものであり，この趣旨に反しない限り，規則で定めるところに

より，（中略）契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる」（自治省

行政局長通知「入札保証金及び契約保証金について」自治行第19号，平成12年4月18

日）とされている。 

 上記の自治行政局長通知には「別掲に掲げる場合」は免除することができるとし

て「規則で定めうるものの準則」が示されており，現在は，各都道府県・市町村に

おいて，これに準拠した形で，財務規則や契約規則が定められている（各都道府

県・市町村で定められている「規則」は，ある程度，独自のものとなっており，そ

れぞれの裁量的判断も可能である。）。 

イ 八尾市財務規則における契約保証金免除の定め 

 上記のとおりの契約保証金の法的性質に照らし，全ての件で，契約保証金を契約

の相手方に支払わせることは妥当ではないことから，各地方公共団体の規則で，一

定の条件を定めて，これを免除することが許容されている。 

 八尾市財務規則では，次のような定めがあり，これらの各号のいずれかに当ては

まる場合にあっては，契約保証金の免除を行うことが可能となる。 

（契約保証金の免除） 

第122条 契約担当者は，次の各号の１に該当するときは，契約保証金の全部又は一

部を免除することができる。 

(1)契約の相手方が保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約を締

結し，当該保険証書が提出されたとき。 

(2)契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。 

(3)有資格者と契約を締結する場合において，その者が過去２年の間に国（公社，

公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回

以上にわたつて締結し，これらをすべて誠実に履行し，かつ，契約を履行しな

いこととなるおそれがないと認められるとき。 

(4)法令に基づき延納が認められる場合において，確実な担保が提供されたとき。 

(5)普通財産又は物品を売り払う契約を締結する場合において，売払代金が即納さ

れるとき。 

(6)随意契約を締結する場合において，契約金額が少額であるとき又は契約の相手

方が国若しくは他の地方公共団体である等契約が履行されないこととなるおそ
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れがないとき。 

 

 監査対象とした契約では，多くの場合で，財務規則第122条第３号が適用されて，

契約保証金の免除が行われていた。財務規則第122条第３号により保証金の免除をす

るためには，①「有資格者」で，②過去２年の間に地方公共団体と種類及び規模を

ほぼ同じくする契約を締結している履歴があり，③それを誠実に履行しており，④

契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるという，４要件を満たす必

要がある。この「有資格者」の定義が定められているのは規則第100条第２項（下記）

であり，同規則第98条・第99条の入札参加資格審査を経て，市長からそれが認めら

れている者（いわゆる名簿に掲載された要件）であることが要件となっている。 

（資格審査申請等） 

第100条 請負又は買入れの一般競争入札に参加しようとする者は，３年毎の定期又

は市長が特に指定する時期に，市長があらかじめ告示する方法により，資格審査

の申請をしなければならない。 

２ 市長は，前項の申請に基づく審査の結果，前２条の資格を有すると認めた者

（以下「有資格者」という。）の名簿（以下「有資格者名簿」という。）を作成

する。 

３ 略 

ウ 実際の運用 

 しかし，八尾市においては，例えば，①公募型プロポーザルの審査を通過し，契

約した者と翌年度以降にも随意契約により契約の締結をする場合や，②過去から同

種の契約をしていた特定の１者と特命随意契約を行う場合の契約相手方となる者に

ついて，上記のような意味での「有資格者」の該当性を検討せず，契約相手として

的確な団体であるといった意味で財務規則第122条第３号に該当していると取り扱い，

契約保証金の免除を行っている例が，多く見受けられた。 

（結果） 

 これについては，本来，同条第122条第３号を用いることが出来ないものについて，

同号を適用したものとして，例規の適用問題自体としては誤りであると言える（ただ

し，随意契約の場合，同条第６号により契約保証金の免除を行い得る場合もあったと
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思われる。この点，後記参照）。したがって，財務規則の解釈適用の誤りといえる部

分については，契約検査課において，財務規則の当該部分に関する正しい解釈を示し，

それを全庁に通知する等，全庁的な見直しが必要である。 

（２）[意見６]財務規則第 122 条第６号による契約保証金の免除のあり方について 

（事実） 

 上記（１）と同様。 

（意見） 

 随意契約の場合は，八尾市財務規則第122条第３号に基づく免除の可否・要否のみな

らず，第６号に基づく免除の可否・要否も検討することになる。財務規則第122条第６

号は，随意契約の場合であって，契約金額が少額であるとき，又は，契約の相手方が
．．．．．．．

国若しくは他の地方公共団体である等
．．．．．．．．．．．．．．．．．

契約が履行されないこととなるおそれがないと

きに，契約保証金の免除を可能としている（傍点は引用者）。この傍点部分は例示的

な文言であり，それ以外の場合であっても，全体としてみて「契約が履行されないこ

ととなるおそれがない」場合は，契約保証金の免除が可能となる。 

 財務規則第122条第６号の適用においては，契約相手方の性質（規模，財務状況等を

含む）や，相手方の実績，委託契約の内容，随意契約理由等を総合的に考慮する必要

があるが，現在，どのように総合的な判断をして契約保証金の免除をすべきかについ

ては，具体的な適用基準や例がない。 

 この点，他の地方公共団体における契約保証金の免除に関する規則及びその運用の

状況もふまえ，八尾市として実際にどのように総合的な判断をして保証金の免除の可

否を決するべきかを含めて検討し，八尾市財務規則の改正や財務規則の解釈の運用指

針等において具体的な適用基準や例を示すなどして，契約保証金免除のあり方を検討

されたい。 

 

６ 再委託 

（１）[意見７]再委託の承認の要否について 

（事実） 
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 外国人市民情報提供事業（No.６），リサイクルセンター運転管理業務（No.23）に

ついて，委託契約上，再委託について発注者の承諾を要することとされているにもか

かわらず，発注者の承諾なしに一部業務が外注されていた。また，再委託の有無につ

いては，委託者から承認申請がないため，再委託されていないものと理解していると

の回答が多数に及んだ。 

（意見） 

 上記の業務については，委託業務の中心的な部分や，仕様書上委託者の事務として

明記されているような業務について再委託がされているものであり，仕様上,委託業務

に複数の事務が含まれることや，見積書や精算書の費目に照らして，特定の業務につ

いて再委託がされていることや，その可能性が大きいことについて把握し得たと思わ

れる。 

 この点，再委託の確認の要否を判断するうえでは，「再委託」に該当する事実の有

無の把握を各所管課において試みることが必要となる。しかし，この点については，

各所管課の担当者に任せることによっては困難があったと思われる。再委託の承認に

関係する事務の取り扱いについては，現在，研修資料等にも記載のない点である。注

意点等について，契約検査課が発信することが望ましい。 

 

７ 随意契約における「予定価格」を定める手続のあり方について 

（１）[意見８]予定価格の積算に関する文書の作成・保存 

（事実） 

 八尾市財務規則は，随意契約により契約を締結する場合の，予定価格の決定につい

て，次のように定めている。 

第 116条 略 

２ 契約担当者は，随意契約を行おうとするときは，予定価格を定め，なるべく２人

以上の者から見積書を徴さなければならない。 

 しかるに，随意契約に関しては，予定価格が定められていたのか否かが明確になっ

ていない事案が散見され，また，支出負担行為前に見積書の提示を受けた際も，見積
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書に記載された価格と見積書の提出を求める前に定めていた予定価格を対照して適否

を検討するという意識が乏しいと思われる例もあった。 

（意見） 

 一般に，予定価格の意義は，支出の原因となる契約については，「相手方の申出に

係る価格の適否を判断する基準」とし，かつ，契約によって地方公共団体が負担する

債務の額が，予算の範囲内でなければならないとの制約（地方自治法第232条の３）の

下に限度を示すものである16とされている。随意契約は，多数の者の競争には付さない

が，適正な価格によって契約を締結しなければならないことは当然であり，予定価格

を定める必要性について何ら変わるところはない17。八尾市財務規則は，上記のとおり，

随意契約により契約を締結する場合も，予定価格を決めることが必要であるとしてい

るところ，これは，上記のような趣旨で定められたものと解される18。 

 契約担当者においては，予算獲得時に契約の相手方となりうる者から取得した見積

書を参考にするなどして（例えば，その内訳明細が人件費単価に必要時間を乗じるも

のである場合に，安易に見積書に記載された単価や必要時間を受け入れるのではなく，

市の判断として，これらの要素を適正な額に修正するなどして，適正額を算出するな

ど），適正な予算額を獲得するようにしているものと思われる。予算獲得段階で，こ

のような努力をすることは重要であることはいうまでもない。 

 しかし，さらに「予定価格」とは，「予算額」とは異なり，市の契約担当者が，契

約事務の適正のために契約ごとに支出負担行為をする際に見積書を取得する前に決め

ておくべき金額である（方法としては，例えば，予算獲得時に取得した見積書やその

内訳明細，その他の資料を参考にすることが考えられる。）。予め「予定価格」を決

                                                
16 一般財団法人大蔵財務協会「平成 23年改訂版会計法精解」555,556ページ参照。 

17 同上。ただし，随意契約による場合は，入札の手続をとらないので，予定価格調書を開札の場に置く

ようなこともないことから，必ずしも予定価格を書面で作成 しなければならないというものではない

（一般財団法人大蔵財務協会「平成 23年改訂版会計法精解」556ページ）。   
18 江原勲「詳説自治体契約の実務」も，随意契約の場合，「業者にその代価を算定させ，見積書の提出

を求めるとともに，発注者は，競争入札の場合に準じてあらかじめ予定価格を作成し，業者の提出した

見積書と対照し，見積価格が適当かどうかを検討しなければならない。」とする。 
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めることなく，単に「予算額」の範囲内であれば契約をすることが可能であるとの考

えに基づいて契約事務を行った場合は，必要以上に高額の契約を締結することにつな

がる恐れがある。 

 契約担当者は，支出負担行為にあたり八尾市財務規則第116条第２項に基づき「（な

るべく）２人以上の者から見積書」を徴することになるが，その際は，取得した見積

書に記載された価格と見積書の提出を求める前に定めていた予定価格を対照して適否

を検討し，より適切な金額にて契約締結を行うこととするべきである。 

 

８ 文書管理 

（１）[意見９]契約に関する文書の保存期間 

（事実） 

 八尾市では，文書の保存等に関する全般的なルールが，「八尾市文書取扱規程」及

び「八尾市役所文書保存種別の標準規程」（以下「標準規程」という。）で定められ

ている。このうち，文書の保存期間については，(1)永年，(2)10年，(3)５年，(4)３

年，(5)１年という５種類を示し，それについては「別に定める基準」（八尾市役所文

書保存種別の標準規程）に従うものとしている。 

 「この別に定める基準」において，「工事又は物品等に関する契約で重要なもの」

は10年保存とされており，「工事又は物品に関するもので重要でないもの」は５年保

存とされている。この規程には，工事請負契約や物品調達契約以外の契約類型につい

ては，明文の規定がない。 

（意見） 

 委託契約について，実際の運用では，「工事又は物品「等」」に含まれるとする運

用や，他の例示を参考に，重要度に応じて保存年限を決定する運用がされており，担

当部局ごとに実際の運用に相違が生じている。しかし，そもそも，この区別自体に合

理性がないものと思われ，委託契約も含め，様々な「契約」についての統一的なルー

ル（安定的に運用が行えるルール）に基づく運用がされるべきである。 

 委託契約に関する文書（単に契約書や仕様書のみでなく，選定過程の文書も含む。）
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を適切に保存するために，規程を整備しておくことが必要である。例えば，「取扱規

程」「標準規程」を改正するか，解釈運用を見直すなどといった方法が考えられる。 

（２）[意見 10]「文書の完結の日」年度の理解 

（事実） 

 八尾市文書取扱規程第34条第２項本文は「文書は，完結の日の属する会計年度又は

暦年によって保管しなければならない。」と定めている。そして，この完結の日につ

いて，同規程第44条は，次のとおり，定めており，契約文書は，履行完了日を起算点

に，翌年度から保存を行うことになる。 

(文書の完結日) 

第44条 文書の完結の日は，次の各号に定めるところによる。 

(1)出納に関する証拠書類は，当該出納のあった日 

(2)契約文書は，当該契約事項の履行の終わった日 

(3)～(8) 略 

(保存期間の起算日) 

第45条 文書の保存期間の起算日は，その文書が完結した日の属する年度の翌年度

の４月１日とする。ただし，暦年により保管するものは，その文書が完結した日

の属する年の翌年１月１日とする。 

（意見） 

 これについて，「複数年度にまたがる契約」や「長期継続契約」については，それ

らの履行期を全体として１個の契約として見て，最終年度を「完結」の日として理解

して，正しく文書保存をすべきである。そうでないとすると，契約の履行期間の途中

に，初年度の契約締結時の文書が破棄されてしまうことになる。しかしながらそれに

関して，契約時を始期とするなど誤って解釈しているものが見受けられた。 
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第５ 包括外部監査による監査の結果及び意見（各論事項） 

１ 〔広報・公民連携課〕番組制作及び放送業務委託契約 

（１）概要 

①基本情報 

契約名 番組制作及び放送業務委託 

契約先名（所在地） やおコミュニティ放送株式会社19（八尾市） 

業務概要 市提供番組の企画，制作及び放送 

現契約期間 令和２年４月１日～令和３年３月 31日（単年） 

同一相手先への委託開始時期 15年以上 

予定価格（税込） 39,417,350円 

契約金額（税込） 39,417,350円 

令和２年度決算額（税込） 39,417,350円 

変更契約の有無 無 

契約保証金 免除（八尾市財務規則第 122条第６号に基づく） 

支払方法 概算払い 

当初の契約方法 随意契約（２号）20 

履行の実績確認方法 

契約書第 10 条に従い，各期における業務完了後，業務報告書を提

出，業務期間終了後に業務完了届の提出を受け，履行を確認してい

る。 

再委託の有無 無 

個人情報取扱の有無 無 

②委託の理由 

委託の理由 

幅広く市民に市政情報を発信するために，広報紙，ホームページ，

ＳＮＳなどに加えて，広報手段の一つとして，コミュニティＦＭ放

送による情報発信を行うため。放送業務を行えるのは，市内で放送

免許を有する同社しかないため，直営では実施できない。 

③随意契約の概要 

随意契約の理由 

幅広く市民に市政情報や魅力情報，災害情報等を発信するための有

効な広報手段の一つであるコミュニティＦＭ放送による情報発信を

行うにあたり，同放送業務を行えるのは，市内で放送免許を有する

同社しかないため。 

根拠法令 随意契約（２号） 

随意契約理由の公表 公表している 

予定価格の積算方法 事業者から徴取した見積書を参考の上，決定 

相見積の有無 無 

④事業の目的・効果指標 

事業の目的 

ラジオを通じた広報により，市民の市政への参画と市民活動の活性

化を推進するとともに，災害時の地域に身近な情報を発信する機能

を確保する。 

                                                

19 市の外郭団体である。資本金は１億円であり，このうち 2,500万円が市の出資部分にあたるため，出

資割合は 25%である。 
20 地方自治法施行令第 167条の２第１項各号の「号」のみを記載している（全ての表について同じ）。 
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期待する効果 
幅広い広報を実施するとともに，災害時の広報手段としての機能も

担う。 

効果指標を設定しているか 設定している。 

効果指標 認知率 

効果指標の過去５年の推移 

R２ 72.5％ 

R１ 90.8％ 

H30 84.3％ 

H29 92.2% 

H28 91.1% 

⑤これまでの契約相手方の選定方法 

年度 契約方法 随意契約理由 契約相手方 

令和２年度 随意契約 ２号 やおコミュニティ放送株式会社 

令和元年度 随意契約 ２号 やおコミュニティ放送株式会社 

平成 30年度 随意契約 ２号 やおコミュニティ放送株式会社 

平成 29年度 随意契約 ２号 やおコミュニティ放送株式会社 

平成 28年度 随意契約 ２号 やおコミュニティ放送株式会社 

※「やおコミュニティ放送」が設立された当時から，随意契約が継続してきた。 

（２）[意見 11]各番組の聴取状況の把握の必要性 

（事実） 

 現在，この外部監査で監査対象とした「番組制作及び放送業務委託」という１個の

契約で，下記の５番組を委託している。 

番組名 放送回数 

八尾市からのお知らせ（30分） 365日 

119番だより（５分） 365日 

情報プラザやお（45分） 261日(月～金曜) 

八尾散歩（６分） 209日(月～木曜) 

サウンドアルバム（24分） 52日(土曜) 

 このほか，市全体では，下記のとおりの契約を「やおコミュニティ放送株式会社」

との間で締結している（①は監査対象とした委託契約である。）。なお，①②③⑤⑦

⑨（下記表の左列に金額を記載したもの）がＦＭ放送に関するものであり，④⑥⑧⑩

⑪⑫（下記表の右列に金額を記載したもの）はＦＭ放送以外に関するものである。 
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 所管課 契約名 金額 金額 

① 
市政情報課 

（現）広報・公民連携課 
番組制作及び放送業務委託契約 39,417,350 - 

 

② 

市政情報課 

（現）広報・公民連携課 

番組制作及び放送業務委託契約

（河内音頭振興特別番組） 
772,200 - 

③ 
番組制作及び放送業務委託契約

（新春挨拶） 
49,500 - 

④ 
八尾市情報発信コーナー企画管理

運営業務委託契約 
- 3,300,000 

⑤ 
生涯学習スポーツ課 

（現）生涯学習課 

番組制作放送委託業務契約（番

組：スポーツ・文化のお知らせ） 
847,000 - 

⑥ 国勢調査八尾市実施本部 
国勢調査ＰＲ・ちゃおスタ広告掲

載料 
- 55,000 

⑦ 危機管理課 
番組制作放送委託業務契約（番

組：地域安全だより） 
1,980,000 - 

⑧ 産業政策課 

「おまたせしました！！インター

ネット・ラジオではじまる河内音

頭！！」動画配信業務 

- 250,000 

⑨ 

コミュニティ政策推進課 

地域活動ＰＲ番組等制作放送業務

（番組：わがまちＮｏｗ，校区ま

ちづくり協議会等活動告知，校区

まちづくり協議会活動成果報告会

収録・編集） 

869,000 - 

⑩ - 165,000 

⑪ 人事課 庁内放送データ制作 一式 - 5,500 

⑫ 
青少年課 

（現）こども若者政策課 

第 68回八尾市成人式 実施補助業

務 
- 577,500 

 受託者である「やおコミュニティ放送株式会社」は，阪神淡路大震災後の平成９年

10月に設立され，その翌年である平成10年４月に開局し，20年以上の歴史を有してい

る。その間，インターネットやスマートフォンの急速な普及により，市民が，市政に

関する情報やローカルな情報を得る手段も大きく変化しつつある。 

 こうした社会変化を踏まえ，現在のＦМ放送の，どの番組，どの時間帯を，どうい

った市民（性別・年齢等）が聴取しているのかに関する定量的なデータが存在してい

ない状況を立ち止まって把握する必要があるが，現状，市が委託費を支出している総

額は約5,000万円の高額に及びながら，支出に見合った効果を得られているかについて，

検討材料となる情報が存在しない。 
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（意見） 

 どの時間帯の，どの番組が聴取されているか，また，市民に認知されているかにつ

いて，定量的な指標となるものを測定すべきである（なお「認知度」に関するアンケ

ート調査は，委託先である「やおコミュニティ放送株式会社」が，イベント等でブー

スを設置し実施しているとのことである。これに対し，ラジオ局として認知されてい
．．．．．．

るか
．．

ではなく，市が委託している個別的な番組が聴取されているか
．．．．．．．．

を調べることが，

それぞれの委託契約の効果の有無を測定する意味では重要である。）。 

 「聴取率」（テレビ番組にいう視聴率）が正確に把握できれば望ましいが，仮に，

それが難しい場合であっても，どの時間帯の，どの番組が聴取されているか，また，

市民に認知されているかについて，定量的な指標となるものを測定し，それを番組の

見直しに繋げるべきである。 

 特に，どういった性別・年齢層が，各番組を聴取しているか，また，どの時間帯で

あれば，よく聴取されているのか，そもそも聴取者がどの時間帯に何名程度いるのか

（既にラジオ放送を聴取する人数自体が少ない可能性もある。）に関する把握は不可

欠である。こうした調査は，必ずしも高額な費用を要するものではなく，簡易なアン

ケート方式でも，ある程度の実像をつかむことは可能である。 

 例えば，在宅していることが多い高齢者世代が比較的聴取している傾向があったり，

現役世代は平日に聴取していることが少ないという傾向があるのであれば，それに即

した番組にシフトしていくこと等が必要となるが，現在は，そうしたことを検討する

材料自体に欠けている状況であった。 

 さらに，市が提供している番組について，仮に聴取率自体が低く，例えば，市民の

うち，実際に聴取している割合が１％(約2,000人から3,000人)前後であるというよう

な状況であることが判明した場合，聴取者としての市民１名あたり年間１万円から１

万5,000円以上のコストを費やし情報発信をしていることになる。市政についての情報

発信手段としては過大な支出なのではないかという問題意識は常に残ることになり，

近時のＳＮＳの利用による低コストでの即時性のある情報発信の有効性が高まってい

ることからしても，今後のあり方自体を継続的に検討することが必要と思われる。 
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（３）[意見 12]出演者の個別の外注単価について 

（事実） 

 現在,外郭団体である｢やおコミュニティ放送株式会社｣の年間売上額は,5,517万

3,622円(税込)(令和２年度)である｡このうち,八尾市からの放送委託等の発注は，

4,828万8,050円(税込)(令和２年度)となっている｡これらは随意契約であり，特に価格

競争等は働かず，実質的には受託者側が定めた単価（１時間あたりの放送料金）で価

格が決まっている。 

 また「やおコミュニティ放送株式会社」は，従業員数は５名（常勤役員１名，社員

２名，臨時職員２名）の小規模な会社であり，市が委託する番組について，実際の放

送に従事するアナウンサーないしタレントについては，第三者との間での出演契約等

が交わされているが，こうした出演契約に基づく出演料などの外注費について，現在，

個別の公開はされていない。 

 ただし「やおコミュニティ放送株式会社」の決算資料を見ると，令和２年度の売上

高5,517万円のうち，当期製品製造原価が3,839万円であり，そのうちの出演料が2,240

万円である。つまり，売上の約40％が出演料に充てられている構造になっている。 

（意見） 

 上記のように自社でアナウンサー・タレントを抱えない会社である以上，「出演料」

が受託者の費用の大きな構成要素であり，逆に言えば，どのような出演者により番組

を制作するかによって，市が受託者に発注する契約金額が大きく変動する状況にある。 

 したがって，今後，毎年の見積書を徴取する手続において，単なる番組の放送時間

についての「単価」だけでなく，予定している出演料の内訳と，出演者名を記載させ

る等して，市としても，委託費の大きな構成要素である「出演料」の内実を把握し，

その要素を調整することによって委託費を上下することができるのかについての情報

を保有できるようにし，その上で，価格交渉を行い，あるいは，交渉により一定の経

費削減効果があったとしても，なお，上記（２）記載の聴取者の人数などに照らして，

費用対効果があるといえるのかどうかの検証を行うべきであると言える。また，各年

度終了時の業務完了届が提出され，精算を行う際にも，出演料の実績を把握すること
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も求めるべきである。 

 外注するアナウンサー・タレント等の出演を減らしたり，番組の一部を再放送とす

るといった方法で，個別の放送内容ごとに支払いうる価格が下がるのであれば，市と

受託者が十分に前提条件自体を協議した上で，価格が，合理的に定まっていくべきで

あると考える。 

（４）[意見 13]外郭団体としてのあり方について 

（事実） 

ア 平成28年度外部監査との関係 

 平成28年度の外部監査は「外郭団体の財務に関する事務の執行及び 当該外郭団体

の出納その他の事務の執行について」をテーマとして実施され，外郭団体の１つと

して「やおコミュニティ放送株式会社」も取り上げられた。 

 当時の監査人は，中期計画の策定が重要であるとし「具体的な繰越損失の解消計

画や人員計画のみならず，将来の新たなビジョンや経営戦略も定めた中期計画を策

定すべきである。」との意見を述べていた。これについて，令和３年８月26日付け

で公表されている措置（令和３年７月20日までの措置状況）では，措置を行う主体

としての外郭団体側として「（略）コミュニティＦＭとしての取組を踏まえつつ，

新たな役割や取組を含めた今後の営業方針の検討を行い，市が決定する方針との整

合性をとりながら，将来の新たなビジョンや 経営戦略も定めた中期計画の策定に向

け，具体的な検討を進めてまいります。」と述べられている。しかしながら，当該

監査結果報告書は平成29年１月に発表されたにもかかわらず，中期計画が未だ策定

されておらず，既にそれから約４年の月日が経過している。 

イ 令和２年度「市民意識調査」 

 新型コロナウィルス感染症問題が生じてから行われた，八尾市の「市民意識調査」

（報告書は令和３年３月に完成し，市のウェブサイトで公表されている。）において
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は，次のような調査結果が得られている。 

 これを整理すると，「市政だより」が圧倒的に読まれており，町会（自治会）な

どの掲示板・回覧板，市のホームページ（スマートフォンサイト），市のホームペ

ージ（パソコンサイト）までが，約20％前後の者の情報入手ルートということにな

る（回答者の性別により，若干の差がある）。これに対し，「ＦＭちゃお」は，男

性1.4%，女性0.6%の者のみが，情報入手方法として選択しているに過ぎない。 

 監査人も，紙媒体の「市政だより」を確認しているが，紙面はかなり分かりやす

く，見やすいものが作成されており，全戸配布されているということであれば，平

常時は，例えば市等が実施するイベント情報等について，これを軸に情報を得てい
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る者が多いことは肌感覚にも合致する（なお「市政だより」は，新型コロナウィル

ス感染症問題に対応して，令和２年度，令和３年度のいずれにおいても「臨時号」

が機動的に発行されている。）。また，上記調査からは，直近10年の急激なスマー

トフォンの普及に伴い，市民は，自己が調べたい情報を，スマートフォン及びパソ

コンで調べるという傾向が急速に強まっていることも伺える。 

 また，「市民意識調査」においては，「あなたは，八尾市役所が実施する新型コ

ロナウィルス感染症に関する対策（中略）や，市民に向けた支援制度（給付金等）

に関する情報を得るときにどこから情報を得たいと考えますか。」という，別個の

問いが存在した（なお，複数回答が可能とされていた。）。これについては，次頁

に記載のとおりの結果となっている。 

 今後，さらに時間が経過すると，現在の現役世代が，順次，高齢者世代となって

いき，高齢者世代もスマートフォンを操作して，各種情報を取得することが当たり

前の状況を迎えていくことが予想される。したがって，高齢者においても，旧来的

な媒体ではなく，インターネットを通じ情報を入手するという傾向は，今後も強ま

っていくのではないかと推測される。 

 こうしたことから，ＦМコミュニティ放送の市政についての情報発信手段として

の役割は，長期的に見ても漸減的に低下していくことが予想される（ただし，これ

は一般的な予測的議論であり，今後，番組の放送委託を続ける限りにおいては，個

別的な番組ごとに聴取率に関する情報調査を行うことが望ましいことは，上記（１）

のとおりである。）。 
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ウ 令和２年度の売上高に占める，市の委託費の割合 

 令和２年度の「やおコミュニティ放送株式会社」の売上高と，市の委託費を比較

すると下記のようになる。したがって，売上のうち80%台後半を，市の委託費が占め

ており，同社は，民間会社等の委託者から売上を得られていないことが分かる（市

の委託番組以外の放送時間はそれなりに長い。放送時間の長さに応じた売り上げを

得ていないのだろうと推測される。）。 

売上高 金額 

同社の令和２年度の売上高                     55,173,622円   

（うち市の委託部分） 
48,288,050円 

①（43,935,050円） 

②（ 4,353,000円) 

（内訳①は番組放送委託部分を示しており，内訳②はそれ以外の委託を示している。） 
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（意見） 

 監査人としては，これを，同社の営業努力不足といった問題として捉えるべき問題

ではないと考えた。コミュニティ放送が若者層・働き盛り層へのリーチ力のある媒体

となりにくいことは，ある程度，普遍的な傾向だと推測され，上記のとおり，令和２

年度の「市民意識調査」への結果でも現れている。こうした傾向が続くことに照らす

と，第三者（市以外の者）からの提供番組を増やして，売上高を増やしていくことは，

かなりの難しさが存在するのではないかと考えた。 

 このように考えると，本年度の外部監査は，あくまでも委託契約を監査対象として

いることを踏まえて，各番組の聴取状況の把握を求め（意見[11]），また，出演者の

個別の外注単価の把握（意見[12]）を求めるという２点を指摘したが，それらの措置

を検討してもなお「やおコミュニティ放送株式会社」が，独立した事業主体として存

立しえるのかという問題に直面する可能性が高い。 

 したがって，平成28年度の外部監査自体で示された意見に対する措置がまだ未了

（中期計画の策定がなされていない）という状況下で，そこに重ねる形で意見を述べ

ることにはなるが，市は，毎年，高額な委託費を支出しており歳出額が大きいこと，

費用対効果が必ずしも明らかではなくむしろ乏しいというべき状況にあることに鑑み，

「やおコミュニティ放送株式会社」の今後のあり方に関する議論を進めるべきである。 

 なお，阪神大震災や東日本大震災のように，大規模な停電が生じたり，市の職員が

出勤することが困難になった場合，インターネットを用いた手段（市のウェブサイト）

やＳＮＳ（ＦａｃｅｂｏｏｋやＴｗｉｔｔｅｒ等）だけでは，必ずしも十分な手段た

りえない可能性がある。災害時の市民への情報伝達手段のツールとして存在してきた

経緯もあり，八尾市においても，危機管理・防災の見地からの議論も含め，検討を進

めて頂きたい旨を付言しておく。 
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２ 〔総務課〕本庁舎警備及び建物総合管理業務委託契約 

（１）概要 

①基本情報 

契約名 八尾市本庁舎警備及び建物総合管理業務委託契約 

契約先名（所在地） 伸和サービス株式会社（大阪市） 

業務概要 

(1) 警備業務 

(2) 建物総合管理業務 

(3) 駐車場管理業務 

現契約期間 令和２年８月１日～令和５年９月 30日（長期継続契約） 

同一相手先への委託開始時期 平成 12年４月 

予定価格（税込） 219,436,122円 

契約金額（税込） 214,360,850円（落札率：97.7％） 

令和２年度決算額（税込） 

警備及び建物総合管理委託料（８月以降は，市庁舎植栽等散水業務

も含む。） 

   64,775,700円 

地下駐車場誘導業務委託料（４～７月分のみ。８月以降は，警備及

び建物総合管理委託業務に含む。） 

   701,712円 

変更契約の有無 無 

契約保証金 免除（八尾市財務規則第 122条第１号に基づく） 

支払方法 
債務が確定したことを確認した上で支出（地方自治法第 232条の４

第２項） 

当初の契約方法 条件付一般競争入札 

履行の実績確認方法 
契約書第 20 条及び仕様書に従い，月報及び日報の提出を受け，履

行を確認している。（必要に応じ適宜ヒアリングも実施。） 

再委託の有無 有（８件） 

再委託の業務範囲 

① 空気環境測定 

② 害虫駆除業務 

③ 飲料水水質検査業務 

④ 汚水槽・貯水槽清掃業務 

⑤ 防災管理点検 

⑥ 防火設備点検 

⑦ 簡易専用水道検査 

⑧ 駐車場料金計算装置点検 

再委託金額 不明（金額までは確認していない。） 

再委託の確認方法 
契約相手先に再委託先の有無を文書で提出させ，内容を把握してい

る。 

個人情報取扱の有無 
有（契約書第７条により，個人情報の保護の重要性を認識し，個人

情報の取り扱いについては，万全を期すものとしている。） 

②委託の理由 

委託の理由 

市の職員による庁舎管理に関する調整業務等を委託事業者が一部担

うことにより，事務管理の効率化とコスト抑制を図る。また，庁舎

警備及び設備を包括的に管理委託することで，指示命令系統を明確

化し，迅速かつ効率的・効果的な視点で市庁舎の快適な環境を維持

促進する。 

③入札の概要 
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入札の種別 一般競争入札 

応札者数等 応札者：２者 

予定価格の積算方法 業者から徴取した見積もりを参考のうえ，決定。 

④事業の目的・効果指標 

事業の目的 事務管理の効率化とコスト抑制 

期待する効果 

市の職員による庁舎管理に関する調整業務等を委託事業者が一部

担うことにより，事務管理の効率化とコスト抑制を図る。また，

庁舎警備及び設備を包括的に管理委託することで，指示命令系統

を明確化し，迅速かつ効率的・効果的な視点で市庁舎の快適な環

境を維持促進する。 

効果指標を設定しているか 設定していない 

⑤これまでの契約相手方の選定方法 

年度 契約方法 応札者数等 契約相手方 

令和２年度 一般競争入札 ２者 伸和サービス株式会社 

令和元年度 （長期継続契約）  伸和サービス株式会社 

平成 30年度 （長期継続契約）  伸和サービス株式会社 

平成 29年度 一般競争入札 ４者 伸和サービス株式会社 

平成 28年度 （長期継続契約）  伸和サービス株式会社 

（平成 27 年以前分は保存年限が経過しているが，これまでも，入札を重ねてきたとのことであっ

た。） 

 

（２）[意見 14]同一の業者による応札が継続している状況について 

（事実） 

 本件契約については，入札を経ても，過去20年以上に及び同一の事業者との契約が

継続している。これにつき，所管課とのヒアリングを重ねたところ，所管課としては，

次の説明を述べていた。 

 すなわち，地方公共団体等の発注する警備業務の利益率が低いため，警備業に携わ

る事業者全般が，市の発注する警備等の案件への参加意欲が低く，そこに理由がある

のではないかという「仮説」である。ただし，推測にとどまり裏付けは無かった。そ

のため，他の原因（①警備と庁舎（建物）管理とを一体とした発注形態が参加の障壁

になっており，警備と庁舎管理を分離して発注すれば入札参加者が増加する可能性や，

②現在の業者と新規参入業者との間に情報格差があり参入障壁となっている可能性な

ど）も考えられた。入札に参加しなかった事業者からの聞き取り（アンケート及びヒ

アリング）を行う取り組みが八尾市には存在しないこともあり，監査人としては，所

管課の説明が正しいのかについての判断が付きかねるところであった。 
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（意見） 

 庁舎管理や建物警備といった分野は，本来，特定の数者のみが，寡占的に，技術や

ノウハウを有するという業種ではなく，国，地方公共団体その他の公的団体が発注す

る警備業務委託に関する入札では，入札への参加者がどちらかといえば多い傾向にあ

る。したがって，この契約の入札で，長期間にわたり同一業者の応札が継続している

状況は，潜在的な理由があると考えられる。まずは，背景事情の解明に努められたい。 

 第４・１に記載したとおりの方法で，全庁的な取り組みを進めるなかで，背景事情

が解明し，改善に繋がることを期待する。 

 

３ 〔財政課〕記念品調達・送付等関係業務委託契約 

（１）概要 

①基本情報 

契約名 記念品調達・送付等関係業務委託契約 

契約先名（所在地） 一般社団法人八尾市観光協会21（八尾市） 

業務概要 

(1) 本市へのふるさと納税寄附者に提供する記念品の調達及び発送

に関する業務 

(2) 上記(1)に係る記念品に関する寄附者等からの問い合わせ，苦

情対応等に関する業務 

(3) その他上記に関係する業務 

現契約期間 令和２年４月１日～令和３年３月 31日（単年） 

同一相手先への委託開始時期 平成 28年 10月 

予定価格（税込） 
単価契約 

（下記のとおり） 

契約金額（税込） 

単価契約 

（①記念品代金，②送料，③箱代，④手数料の４種類を「経費」と

呼称しており，これを受託者に支払う。手数料は，どのようなふる

さと納税であっても，１件あたり 1000円とされている。） 

令和２年度決算額（税込） 

61,726,591円 

・上記の内，観光協会の手数料は，7,889,000円 

※その他は，記念品代（47,476,000円）と送料（6,361,591円） 

変更契約の有無 無 

契約保証金 免除（八尾市財務規則第 122条第６号） 

支払方法 概算払い 

当初の契約方法 随意契約（２号） 

履行の実績確認方法 
契約書第 12 条及び仕様書に従い，業務完了後，業務完了届や精算書

等の提出を受け，履行を確認している。 

                                                

21 市の外郭団体である。 
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再委託の有無 無 

個人情報取扱の有無 
有（契約書第 18 条により，個人情報取扱特記事項を遵守させてい

る。） 

②委託の理由 

委託の理由 

本業務は，寄附者に対して本市の魅力を発信することができる記念

品の調達（発掘，調整，事業者支援等）や発送を行う業務であり，

八尾市内の様々な地域資源に精通し，多くの市内事業者と関わりが

あることが必要となるため。 

③随意契約の概要 

随意契約の理由 

本業務は，寄附者に対して本市の魅力を発信することができる記念

品の調達や発送をする業務です。 

当該業務の委託先は八尾市内の様々な地域資源に精通しており，多

くの市内事業者と関わりがあることが必要となります。本業務の委

託先である事業者は，様々な観光資源を活用して，訪れる人にも住

む人にも魅力あるまちであることを発信し，賑わいと交流を創造す

ること等を目的として活動を行っており，協賛会員の加入を通じて

市内事業者とのつながりも深いものがあります。具体的には，本市

を訪れる観光者への案内をはじめ，本市の商業・農業・工業・自

然・歴史など様々なものを紹介する季刊誌「Ｙａｏｍａｎｉａ（ヤ

オマニア）」の発行，市内事業者と協働し，各種イベントでのブース

出展，観光ガイドマップの作成などを手掛けております。 

最近では，シティプロモーション関連の事業にも携わり，本業務で

構築した市内事業者とのつながりを活用し，本業務以外でも，八尾

市内の様々な観光資源等を市内外に発信することがこれまで以上に

できており，魅力発信はもちろんのこと，本事業を通じて新商品の

開発等の発展的な取り組みも大いに期待できます。 

よって，市内事業者の商品等を単にふるさと納税寄附者への記念品

として取り扱うことによる効果のみならず，上述した取り組みや本

市を訪れる観光者へのＰＲなどとの相乗効果も期待でき，より一層

の魅力発信及び産業振興を推進することができます。以上のこと

は，本市への寄附の増加にも大きく寄与するものであり，これは本

市の魅力発信に関連する事業を日ごろから行っている本事業者にし

かできないと考えられるため。 

根拠法令 随意契約（２号） 

随意契約理由の公表 公表している 

予定価格の積算方法 － 

相見積の有無 無 

④事業の目的と効果指標 

事業の目的 魅力発信及び歳入確保 

期待する効果 

直営で行う場合と比較し，より魅力的な記念品の拡充や，きめ細や

かな事業者支援等を通じて，がんばれ八尾応援寄附金の実績を向上

させること 

効果指標を設定しているか 設定している 

効果指標 がんばれ八尾応援寄附金の寄附件数 

効果指標の過去５年の推移 

R２ 7,898件 

R１ 4,250件 

H30 2,699件 

H29 2,065件 
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H28   589件 

⑤これまでの契約相手方の選定方法 

年度 契約方法 随意契約理由 契約相手方 

令和２年度 随意契約 ２号 一般社団法人八尾市観光協会 

令和元年度 随意契約 ２号 一般社団法人八尾市観光協会 

平成 30年度 随意契約 ２号 一般社団法人八尾市観光協会 

平成 29年度 随意契約 ２号 一般社団法人八尾市観光協会 

平成 28年度 随意契約 ２号 一般社団法人八尾市観光協会 

 

（２）[意見 15]業務結果の報告方法について 

（事実） 

 この委託契約は，いわゆる「ふるさと納税」について，寄附者に対して贈呈する記

念品として，八尾市の地域資源のＰＲとなる商品等を仕様書で定める事業者等から調

達し，仕様書のとおり八尾市が送付する記念品発送リストに従い寄附者の希望する記

念品の発送及びこれに関する問い合わせの対応に関する業務を行う，というものであ

る。 

 現在の契約書上，「事業者等から調達」という言葉が用いられており，必ずしも明

確ではないが，受託者は「ふるさと納税」の記念品（いわゆる返礼品）の新しい商品

の新規開拓・発掘等を行い，また，それらに関する事業者側からの問い合わせ等にも

応じる業務が想定されている（市はこうした新しい商品の新規開拓・発掘等に直接従

事することはなく，ある程度，実現に向かった段階で，具体的に実現した「商品」を

承認するかどうかの判断を示し，また，実際に承認するということになる。）。市と

しては，これを，地域に根差した一般社団法人八尾市観光協会だからこそ行うことが

できる業務であると期待し，２号随契による契約締結をしてきた。 

 しかし，現在のところ，新規開拓・発掘等の業務について，受託者がどういう動き

をしたのかに関する業務活動報告等の提出は義務付けられていない。 

（意見） 

 「ふるさと納税」の新規商品の開発・発掘等に関する業務は，委託業務の重要な部

分であることから，市としては，定期的な頻度で報告書の提出を求め，業務内容を把

握すべきである。必ずしも，新規の記念品が発掘できた場合に限らず，そうではない
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場合を含め，どのような事業者と，どのような折衝が続き，記念品の発掘・開拓業務

が進んだのかについて，市に情報が蓄積されることや，市が情報を随時的に把握する

ことが重要であるといえる。また，受託業者としては，記念品の発掘・開拓業務を透

明性・公平性を保って，その業務を行うべきであるし，市はこの観点からも，業務遂

行状況の把握をすべきである。 

（３）[意見 16]ＰＲ業務についての業務水準の確定 

（事実） 

 契約書では，受託者は「ＰＲ業務」も行うとされている。これは，八尾市の「ふる

さと納税」を，対外的に広くＰＲし寄附の増加につなげる業務（＝ふるさと納税を行

おうとしている人に対する情報発信）と，既に「ふるさと納税」を行った者に，八尾

市の観光地を紹介するなどして，市への来訪に繋げる業務等を指すが，仕様書の記載

が具体的でない。また，市と受託者との間で業務水準や目標設定がなされていない。 

 現状，例えば，八尾市観光協会は季刊誌「新Ｙａｏｍａｎｉａ」（シン・ヤオマニ

ア）を，市からの補助事業として，年間36,000部（令和２年度）発行している。誌面

には，八尾市のご当地カレーが新たに「ふるさと納税」の記念品になったことを紹介

している部分が見受けられたものの，さらに，踏み込んだ掲載方法を模索する余地も

あるものと思われた。また，八尾市観光協会ホームページ（www.yaomania.jp）に「ふ

るさと納税」についてのバナーやリンクが設けられているわけではなかった。また，

同協会のＦａｃｅｂｏｏｋ（www.facebook.com/yaomania.osaka）でも直接的な言及が

見当たらなかった。 

（意見） 

 八尾市としては，八尾市観光協会が有する既存の媒体（これらの発出についても市

費が投入されている）と「ふるさと納税」のＰＲとを，有機的に連携し，相乗効果を

発揮することを期待しているからこそ，同協会を受託者として随意契約をしている。

そのことに鑑みると，「ふるさと納税」をどのようにＰＲしていくかについて，例え

ば，年度当初にＰＲに関する計画を受託者に提出させ，また年度終了時に報告させる

等して，ＰＲ業務の内容の充実と，水準の確保を行うべきである。 
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（４）[意見 17]民法上の法律関係の整理 

（事実） 

 ふるさと納税の記念品について，何らかの欠陥・不具合等があった場合につき，こ

れに対応する契約条項が存在していなかった。 

（意見） 

 ふるさと納税の記念品については，「寄附者」は「市」に寄附を行い，それに対し，

「事業者」が「寄附者」に対し，記念品を贈呈するという三角的な法律関係（八尾市

観光協会のような受託者は，記念品の発送業務に従事する）という関係にある。この

場面において，記念品のやりとりは売買ではなく，寄附者と市は物の売買に該当する

ような契約関係には立たず，市は契約不適合責任等を負うことはないと整理すること

が一般的である。 

 記念品の発送等を取り扱う受託者も，発送事務のみを取り扱うため，記念品に対す

る直接的な責任を負わないことになり，記念品提供事業者が責任を行うことになる。

このような観点につき，委託契約書ないし仕様書には特に記載がないが，他の地方公

共団体が締結する類似の委託契約書ないし仕様書には，その旨の記載があるものが多

かった。市の責任の有無の明確化の見地からこのような整理を行い，契約書又は仕様

書に明記することが望ましい。 

（５）[意見 18]今後の手数料のあり方について 

（事実） 

 寄附金額 

（八尾市収入額） 

支払額 

（八尾市支払額） 

 

（うち手数料部分） 

平成28年 24,200,173円 3,506,450円 285,000円 

平成29年 73,901,901円 20,838,486円 1,990,000円 

平成30年 103,806,469円 22,000,006円 2,833,000円 

令和元年 140,067,123円 34,111,437円 4,237,000円 

令和２年 198,655,199円 61,726,591円 7,889,000円 

 八尾市は，観光協会に委託してから，これまでのところ，継続して同一の単価を設
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定している（１寄附あたり単価1,000円の手数料）。しかし，この間，寄附金額は，増

加の一途をたどっており，それに応じ，支払額も増加を続けている。 

 受託者である観光協会は，この手数料（収入）を，主として，従事する職員の人件

費等の固定費に充てているものと思われ，その費用構造は，ふるさと納税の「数」が

増えるにつれて，比例的に増えると思われる部分（発送関係業務や，問い合わせ対応

業務）と，必ずしも比例的に増えるわけではない業務（ＰＲ業務や，新しい記念品の

発掘業務）とに充てられている。 

（意見） 

 こうした点に鑑みると，平成28年当初（この枠組みでの契約を開始した年度）と比

較して「ふるさと納税」の件数が大幅に増加しているため，単価契約としての１件あ

たりの1,000円を維持するのではなく，適宜のタイミングで見直しを行うことも考えら

れたい。 

 ところで，市は，八尾市観光協会に運営に要する経費について，補助金の交付を続

けている（令和２年度では，年間2,600万円）。これについて，平成28年度の外部監査

で「交付要綱においては補助対象経費の範囲が事業費及び運営費ごとに明確にされて

いない。」との指摘がなされたが，その点は措置がなされている。また，平成30年度

の外部監査では「最終的に観光協会が一般社団法人として自立した運営が実施できる

よう，今後も補助対象経費の見直しと自助努力の促進を継続されたい。」との言及が

あった（ただし，結果及び意見ではない。）。その後，八尾市観光協会が作成した令

和２年度の「事業計画書」で，同協会は，この受託事業が「自主財源の確保」に繋が

るものとして位置づけ，協会が自立して運営していく中核的な事業と位置づけている。

こうした流れのなかで，市としても，この委託契約が八尾市観光協会において「自主

財源」としての柱になっていることを理解して契約締結を進めている状況にあるが，

契約である以上，支払う対価としての「手数料」については，適正で合理的なものに

設定し続ける必要がある。 

 

４ 〔人権政策課〕八尾市外国人相談窓口運営業務委託契約 
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（１）概要 

①基本情報 

契約名 八尾市外国人相談窓口運営業務委託契約 

契約先名（所在地） 公益財団法人八尾市国際交流センター22（八尾市） 

業務概要 

八尾市に在住する外国人を主な対象として，外国人が安心して暮ら

すために必要な生活に関する相談や情報の提供を行う外国人相談窓

口を運営する。窓口の運営にあたっては，八尾市国際交流センター

に設ける基幹窓口とあわせて，市内２地域の外国人集住地域にサテ

ライト窓口を設け，外国人が英語，中国語，韓国・朝鮮語，ベトナ

ム語，タイ語，やさしい日本語等で身近に相談ができる環境を整え

る。 

現契約期間 令和２年４月１日～令和３年３月 31日（単年） 

同一相手先への委託開始時期 令和元年 12月 

予定価格（税込） 17,114,000円 

契約金額（税込） 17,114,000円 

令和２年度決算額（税込） 14,646,785円23 

変更契約の有無 無 

契約保証金 免除（八尾市財務規則第 122条第３号） 

支払方法 概算払い 

当初の契約方法 随意契約（２号） 

履行の実績確認方法 

契約書第５条及び仕様書に従い，毎月の相談案件の集計報告を受

け，履行を確認している。また，相談内容等で疑義が生じた場合

は，随時，報告を受けている。 

再委託の有無 有（１件） 

再委託の業務範囲 八尾市外国人相談窓口サテライト窓口運営業務 

再委託金額 9,727,433円 

再委託の確認方法 契約相手先に再委託申請書を文書で提出させ，内容を把握してい

る。 

個人情報取扱の有無 
有（契約書特記事項により，秘密の保持，個人情報の取扱い，個人

情報保護に反する違約金等を定めている。） 

②委託の理由 

委託の理由 

当該業務は，外国人に対して，在留手続き，医療，子育て，雇用等

の生活に関わる様々な事柄について，悩みや不安を抱いたときに，

適切な情報や相談場所に迅速に到達できるよう，多言語で情報提供

及び相談を行う窓口を運営するものである。 

相談員には相談対応スキルだけでなく語学力が求められ，日本との

文化・生活習慣・制度などの違いも知識として求められる。 

また外国人が相談しやすい環境づくりが求められるため，相談者に

応じた柔軟な対応が図れること，専門性を持って対応することが必

要である。 

③随意契約の概要 

随意契約の理由 
公益財団法人八尾市国際交流センターは，従来から国際理解や外国

人相談を行っており，市の外郭団体として，本市の多文化共生施策

                                                
22 八尾市の外郭団体である。 

23 契約金額とのずれは，実績に基づく精算による。 
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を推進していく役割を担っており，これまでも，日本語学習事業，

交流事業等を通して，本市の外国人市民支援業務の中心的な役割を

果たしている。 

根拠法令 ２号 

随意契約理由の公表 公表している 

予定価格の積算方法 事業者から徴取した見積書を参考の上，決定 

相見積の有無 無 

④事業の目的と効果指標 

事業の目的 

八尾市に在住する外国人を主な対象として，外国人が安心して暮ら

すために必要な生活に関する相談や情報の提供を行う外国人相談窓

口を運営する。窓口の運営にあたっては，八尾市国際交流センター

に設ける基幹窓口とあわせて，市内２地域の外国人集住地域にサテ

ライト窓口を設け，外国人が英語，中国語，韓国・朝鮮語，ベトナ

ム語，タイ語，やさしい日本語等で身近に相談ができる環境を整え

る。 

期待する効果 
外国人市民のニーズに対して，柔軟に対応し，より相談しやすい窓

口を整えること 

効果指標を設定しているか 設定している 

効果指標 外国人相談事業件数 1,500件（月 125件） 

効果指標の過去５年の推移 

R２  2,314件（月 193件） 

R１ （12月～） 

     511件（月 128件） 

⑤これまでの契約相手方の選定方法 

年度 契約方法 随意契約理由 契約相手方 

令和２年度 随意契約 ２号 公益財団法人八尾市国際交流センター 

令和元年度 随意契約 ２号 公益財団法人八尾市国際交流センター 

 令和元年以前は，より小規模な窓口相談業務を特定非営利活動法人トッカビに対し随意契約により

委託していたが，令和元年度に国の外国人受け入れ環境整備交付金事業が開始し，現在の委託契約の

内容となったものである。 

 

（２）[意見 19]外国人相談窓口の在り方について 

（事実） 

 2020年３月末時点で外国籍を持つ市民は，7,908人で，総人口に対する割合は2.97%

である。国籍別では，韓国・朝鮮籍2,913人，ベトナム籍2,095人，中国籍2,090人，フ

ィリピン籍288人，ブラジル籍56人，タイ籍55人，その他411人となっている24。 

 この委託契約に基づく，令和２年度の相談実績は，次のとおりとなっている。 

 

                                                

24 「第２次八尾市多文化共生推進計画」に記載の「八尾市の外国籍を有する市民の現状」 
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 基幹 安中 桂 合計 

相談件数 206 1,394 714 2,314 

 うち初回相談件数（※１） 171 847 355 1,373 

うち継続相談件数（※２） 27 547 359 933 

メールなどで特定できず ８ - - ８ 

※ 同一人による継続利用は，継続相談件数に計上。最多は８回の相談。 

なお，初回相談件数が，相談を利用者した実人数に近い数字となるが，月単

位でリセットされており，相談利用実人数は初回相談件数の合計数よりも小さい。 

相談区分 

相談 通訳 翻訳 同行 その他 

2,234 1,611 86 1,205 338 

対応言語 

日本語 英語 韓国語 中国語 ベトナム語 タイ語 その他 

72 39 １ 752 1,448 ０ ２ 

 

相談内容（複数回答可） 

入管 
手続 

雇用 
労働 

社会 
保険 
年金 

税金 
医 
療 

出産 
子育 

教育 
学校 
大学
等 

日本
語 
学習 

防災 
災害 

住宅 
結婚 
離婚 
DV等 

在留 
資格 
国籍 

交通 
運転 
免許 

そ 
の 
他 

31 172 77 56 1,379 205 57 23 １ 74 65 177 15 586 

※多い類型として，病院への同行通訳を行うというものがある（監査人集計によ

れば，基幹４件，安中498件，桂511件の合計1,013件） 

（意見） 

 のべ2,314件の相談に対し，事業費として約1,700万円を投じている事業である。こ

れを相談件数１件当たりの事業費に割り戻すと，7,346円/件となり，初回相談件数が

相談利用者数であると仮定すると（実際には，利用者数はもっと少ない），1,373人の

利用者に対し，事業費として約1,700万円を投じていることになり，相談利用者１名当
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たりの事業費に割り戻すと，12,380円/利用者となっている。 

 現在は，国の外国人受入環境整備交付金事業の制度内で実施しており，国からの交

付金や交付税措置もあり，市単費での負担は大きくはなく，国の制度の枠内での実施

が要求されていることから自由度が小さい部分があり，やむを得ない部分もある。も

っとも，将来的には，国の交付金事業も終了する時期が来るため，市として財政負担

を軽減したうえ持続可能な方法のもとで，外国人と共生する社会を実現するためには，

外国人相談窓口運営事業のあり方の見直しは不可避である。その際，例として，以下

のような観点から，事業のあり方の見直しをすることが想定される。 

ア サービス水準の見直しについて 

 窓口相談業務としていかなるサービス水準とするのかについて，精査することが考

えられる。 

 この事業の相談対応では，例えば，病院への「同行通訳」を行うという類型が最も

多くなっている（監査人集計によれば，基幹４件，安中498件，桂511件の合計1,013件）

が，同行通訳は，投入する人的コストが非常に大きいと言える。病院への同行通訳は，

専門的判断を要するものではなく，通訳としての機能が求められているのであり，こ

ういった専門性が必ずしも高くない類型については，地域コミュニティに属する外国

人住民間での共助を促す取り組みを行いつつ，市の行う相談業務は，地域の共助では

解決困難な，専門性の高い相談内容に注力する方向を目指すということも検討するべ

きである。 

 また，対象言語として，韓国・朝鮮語，タイ語が設定されているが，利用実績がほ

とんど無い。市内の在日韓国・朝鮮籍の方は，国内居住期間が長く，既に多くの者が

日本語に通じており，特に外国人相談窓口を利用せずとも，日本国籍を有する市民と

同様の支援を利用していることによるものと考えられる。タイ語については，居住者

数が少ないことに起因するものか，地域コミュニティ内で解決しているものか等は不

明であるが，利用者数が少ない。国の交付金事業として採択されるための要件との関

係で，多数の言語対応体制としているものであるが，対応言語を増やすことは，コス

トアップにつながるものと推測される。将来的には対応言語ごとの費用対効果や必要
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性を勘案し，対応言語を精査することを検討するべきである。 

イ 受益者負担の導入について 

 上記のとおり，同一人が８回も利用している例がある一方で，全く利用をしていな

い外国人もいる。 

 サービス水準を高いまま維持しつつ，市の財政的負担をより軽減する方法としては，

本事業の特質として受益関係が明確であることに鑑み，例えば，病院への付き添い同

行に代表されるようにサービス提供のために市が投入するコストが特に大きい類型の

サービスについて，存続させるのであれば，受益者負担を導入することが考えられる。 

（３）[意見 20]今後の契約相手方選定にあたっては競争性を取り入れた方法とすべきで

あること 

（事実） 

 本件契約は，令和元年度の事業開始以来，２号随契により，八尾市の外郭団体であ

る公益財団法人八尾市国際交流センターが契約相手方として選定されている。 

 同契約の履行については再委託がされており，その再委託金額は9,727,433円（業務

委託費14,646,785円のうちの66％）に及ぶ。また，その業務委託の性質（範囲）をみ

ても，下記の基幹窓口を自ら行うものの，ほかの２つのサテライト窓口（安中，桂）

の相談窓口運営業務そのものを再委託している状況である。 

（意見） 

 上記のように，業務の多くの範囲の再委託がされている状況は，２号随契により契

約相手方を選定し，競争性を排除していることと，矛盾している。 

 この点,２号随契によるべきか否かについては，一定の行政側の裁量があり，八尾市

国際交流センターを八尾市の外国人支援の中核と位置づけ，その役割を果たしうる団

体として育成するため，そして，同所に外国人情報を集約させるため，いわば，政策

的な判断をした上で，価格の有利性や，競争性といった点の価値を超える価値を見出

して，２号随契をしたものと理解され，現時点で直ちにかかる裁量の範囲を逸脱する

とは言えない。もっとも，これまでは，そのような政策的な判断に基づく随意契約が

続いてきた経緯があるとしても，必ずしも現在の契約相手方では行いえないものでは
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ないことに照らし，遠からぬ時期には，契約相手方の選定にあたり，競争性・公平性

が確保される契約方法（すなわち，指名競争入札，総合評価方式の一般競争入札，プ

ロポーザル方式）を採用すべきである。 

 なお，プロポーザル方式を採用すべき方式のうちの一つとして挙げたのは，今後の

ＩＣＴ技術の活用見込みなどを踏まえると，これらの技術の活用に長じた業者への業

務委託が，予算の有効活用につながる可能性が十分に考えられたためである。契約の

競争性を確保するに当たり，その前の仕様書を作成する際に，どのような方法により

行政目的を達成するべきかという具体的手法について，民間からの提案を受けること

が有効である可能性があると思料したためである。この点も併せ検討されたい。 

 

５ 〔人権政策課〕八尾市男女共同参画センター業務委託契約 

（１）概要 

①基本情報 

契約名 八尾市男女共同参画センター業務委託契約 

契約先名（所在地） 一般財団法人大阪市男女共同参画のまち創生協会25（大阪市） 

業務概要 

(1) 八尾市男女共同参画センター受付管理運営業務 

(2) 啓発イベント企画運営業務 

(3) 上記業務と密接に関連する事項に関する業務 

現契約期間 令和２年４月１日～令和３年３月 31日（単年） 

同一相手先への委託開始時期 平成 24年 7月 

予定価格（税込） 3,144,790円 

契約金額（税込） 3,144,790円 

令和２年度決算額（税込） 3,144,790円 

変更契約の有無 無 

契約保証金 免除（八尾市財務規則第 122条第３号） 

支払方法 
債務が確定したことを確認した上で支出（地方自治法第 232 条の４

第２項） 

当初の契約方法 随意契約（２号）26 

履行の実績確認方法 
契約書第３条及び仕様書に従い，毎月の業務完了後，運営業務報告

書の提出を受け，履行を確認している。 

再委託の有無 無 

個人情報取扱の有無 

有（契約書第 15 条により，個人情報を取り扱う場合の規定を設けて

いる。）（八尾市個人情報保護条例第 11 条第３項の規定及び個人情報

保護取扱特記事項に掲げる事項を遵守するよう規定） 

                                                

25 愛称「大阪市男女いきいき財団」 

26 平成 28年に一般競争入札を行った後，同一の相手方と随意契約を継続している。 
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②委託の理由 

委託の理由 

八尾市男女共同参画推進条例に基づき「八尾市はつらつプラン～第

３次八尾市男女共同参画基本計画～」を策定し，性別にかかわりな

くすべての人が活躍できる男女共同参画社会の実現をめざし，取り

組みを進める中で，男女共同参画推進の拠点施設における啓発事業

や情報発信には，民間の知見を活用した効果的な実施が求められる

ため。 

③-１随意契約の概要 

随意契約の理由 

当該事業者は大阪市域において女性の社会参加・参画と自立を支援

する事業を実施するとともに，男女の対等な参画をめざす市民の主

体的な活動の援助育成に寄与することなどを目的に，女性に対する

暴力防止事業等の自主事業やカウンセラー派遣業務等の受託事業を

行っており，活動実績が豊富である。 

委託業務のうち，施設の管理運営業務については大阪市立男女共同

参画センター（愛称：クレオ大阪）の５館において，指定管理者と

して長年にわたり指定管理事業を行うなど実績が豊富である。ま

た，本業務について平成 28 年度に委託する以前から継続して委託

し，八尾市の実情にも精通しており，当該事業者に業務委託を行う

ことで男女共同参画センターが担う業務の効果的な展開が期待でき

る。 

根拠法令 ２号 

随意契約理由の公表 公表している 

予定価格の積算方法 過去の実績を踏まえ精査したうえで積算 

相見積の有無 無 

③-２入札の概要 

入札の種別 一般競争入札 

応札者数等 平成 28年 11月の一般競争入札（応札者数：１者） 

予定価格の積算方法 
過去の実績を踏まえ精査した上で，平成 29 年度予算を算出してお

り，これを入札予定価格とした。 

④事業の目的と効果指標 

事業の目的 男女共同参画社会の実現 

期待する効果 

一般財団法人大阪市男女共同参画のまち創生協会は，大阪市域にお

いて女性の社会参加・参画と自立を支援する事業を実施するととも

に，女性に対する暴力防止事業等の自主事業やカウンセラー派遣業

務等の受託事業を行っており，男女共同参画推進の取り組みを進め

ていく際に，ノウハウを有した団体に委託することにより，効率的

に事業を推進することが可能となる。 

効果指標を設定しているか 設定していない 

⑤これまでの契約相手方の選定方法 

年度 契約方法 随意契約理由 契約相手方 

令和２年度 随意契約 ２号 
一般財団法人大阪市男女共同参画のまち創

生協会 

令和元年度 随意契約 ２号 
一般財団法人大阪市男女共同参画のまち創

生協会 

平成 30年度 随意契約 ２号 
一般財団法人大阪市男女共同参画のまち創

生協会 

平成 29年度 随意契約 ２号 一般財団法人大阪市男女共同参画のまち創
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生協会 

平成 28年度 一般競争入札（応札：１者） 
一般財団法人大阪市男女共同参画のまち創

生協会 

平成 27年度 随意契約  
一般財団法人大阪市男女共同参画のまち創

生協会 

平成 26年度 随意契約  
一般財団法人大阪市男女共同参画のまち創

生協会 

平成 25年度 随意契約  
一般財団法人大阪市男女共同参画のまち創

生協会 

平成 24年度 一般競争入札（応札：２者） 
一般財団法人大阪市男女共同参画のまち創

生協会 

平成 23年度 随意契約  有限会社ウィメンズセンター大阪 

平成 22年度 随意契約  有限会社ウィメンズセンター大阪 

※ただし，古い時期の契約については，文書が破棄されており，残存資料からの推測による。 

（２）[意見 21]男女共同参画センター（すみれ）の行う情報発信事業の再構築について 

（事実） 

ア 令和２年度における男女共同参画にかかわる事業の見直し 

 八尾市では，市民向け講座は他部署でも実施されていること，男女共同参画セン

ター（愛称：すみれ）の知名度が低迷している状況（市民への周知度7.9%，「男女

共同参画についての市民意識調査」令和元年度）等を踏まえ，男女共同参画にかか

わる事業について，①男女共同参画センターで，従前行っていた市民向け講座事業

を廃止するとともに，②より多くの市民に男女共同参画センターの周知・啓発を行

うべく，公民連携による情報発信を強化する，③男女共同参画センターでの女性相

談の拡充という方向での見直しが行われた。 

 その結果，男女共同参画にかかる事業費は次の通り見直されている。 

 令和元年度 令和２年度 

 ①男女共同参画センター受付管理運営

業務 

           2,511,360円 

②講座企画運営業務 

           2,374,020円 

③男女共同参画センター相談業務 

           1,274,820円 

（①～③のいずれも委託先は（一財）

大阪市男女共同参画のまち創生協会） 

①男女共同参画センター受付管理運営

業務 

           3,144,790円 

 

 

②男女共同参画センター相談業務 

           1,381,600円 
（①及び②の委託先は（一財）大阪市

男女共同参画のまち創生協会） 

 ③男女共同参画・女性活躍の推進にか

かる情報発信業務 1,375,000円 
（③の委託先は，株式会社関西ぱど） 

合計 6,160,200円 5,901,390円 
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イ 男女共同参画センターで行っている事業の実績 

 男女共同参画センターで行われている事業は，相談事業，図書貸出，自主グルー

プ活動支援，啓発事業・情報発信などがある。これらの実績は，以下のとおりであ

る。 

（ア） 相談事業 

 女性の人権尊重の視点に立ち，女性の抱える様々な悩みに対応し自立を支援

するために，女性相談員による相談を行うもの。 

      相談実績（件） 

 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和２年度 

面接相談 

随時相談 

(窓口/電話) 

法律相談 

194(内ＤＶ77) 

123(内ＤＶ29） 

(27/96) 

12(内ＤＶ４) 

189(内ＤＶ30) 

148(内ＤＶ26） 

（30/118） 

9(内ＤＶ１) 

221(内ＤＶ19) 

122(内ＤＶ27) 

（22/100） 

10(内ＤＶ２) 

227(内ＤＶ16) 

118(内ＤＶ31) 

（９/109） 

16(内ＤＶ４) 

     ※従前より継続的に実施していることから，平成 29 年度以降の実績を監査人にお

いて整理した。 

ＤＶは，ドメスティック・バイオレンスに関する相談の件数 

（イ） 図書貸出 

男女共同参画に資する内容の図書を市民に貸出す業務 

（ウ） 自主グループ活動支援 

男女共同参画センターの講座受講者による自主的なグループの結成や，情報提

供，活動場所の提供等の支援を行うもの 

登録グループ：３団体 

（エ） 啓発事業・情報発信 

①サンキュー女性キャンペーン 

令和２年度の新型コロナウィルス感染症の影響を受けて実施内容を変更し，職

場や家庭，地域の身近な女性に，日ごろの感謝を伝えるメッセージ等を募集し，

ウェブ媒体，すみれだより等で紹介 

②「すみれだより」の発行 年４回 

情報紙を発刊し，人権政策課，八尾市男女共同参画センター，市内各公共施設

の窓口等で配架 

平成 30 

年度 

６月号 スポーツ分野の男女共同参画 

９月号 八尾市で取り組まれている女性活躍推進！ 

12 月号 毎年 11 月 12 日～25 日は女性に対する暴力をなくす運動

期間です 

２月号 見つけよう！見直そう！私らしい暮らし方 

令和元 

年度 

６月号 あなたの働き方，変わりましたか？ 

９月号 人生 100年時代の女性のきらり☆チャレンジ 
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12 月号 毎年 11 月 12 日～25 日は女性に対する暴力をなくす運動

期間です 

２月号 ３月８日は「国連女性デー」です 

令和２ 

年度 

６月号 自分らしい人生を実現するための時間の使い方 

９月号 ９月は「ＯＳＡＫＡ女性活躍推進月間」です 

12月号 あらゆる暴力を許さない社会にしよう 

臨時号 あなたへ，わたしへ贈る感謝のメッセージ 

③男女共同参画センターウェブサイトでの情報発信 

④男女共同参画センター公式Ｆａｃｅｂｏｏｋでの情報発信 

ウ 情報誌に企画記事を掲載する方法による情報発信 

 上記のほか，情報誌「ぱど」大阪東版03八尾エリアに，男女共同参画・女性活躍

推進に関連した取り組みに関する企画記事を掲載する情報発信（５月号～翌年２月

号）が行われている。 

（意見） 

 委託事業の一環として行われている「すみれだより」の発行は，その発信内容が近

年固定化しつつあり，また，人権政策課（市役所本庁舎３階），八尾市男女共同参画

センター，市内各公共施設の窓口等で配架するという方法で配布していることからも，

情報の発信相手が限定されている。 

 他方，一般の市民に対する発信を目的として，令和２年度から新たにフリーペーパ

ーとして各戸配布される情報誌「ぱど」による情報発信も始まっている。令和２年度

は，上記の事業見直しが行われた初年度であるうえ，同時に，新型コロナウィルス感

染症の影響により予定した事業が実施できなかった状況でもあり，評価をなすには時

期尚早ではあるものの，男女共同参画関係の啓発活動は，「すみれだより」，新たに

開始した情報誌による情報発信事業と，役割・機能の重複がみられ，すみ分けがはっ

きりしない部分がある。また，近年は様々な分野でＳＮＳなどのデジタルツールを用

いた情報発信も採用されている。 

 これらの事情を踏まえ，男女共同参画にかかる情報発信についても，いかなる情報

を誰に向けて発信するのか，その目的と効果との関係からいかなるツールを用いるの

が効果的であるのかといった観点から，再度，見直しを行い，事業内容のさらなる整

理を検討すべきである。 
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６ 〔人権政策課〕外国人市民情報提供事業委託契約 

（１）概要 

①基本情報 

契約名 外国人市民情報提供事業委託契約 

契約先名（所在地） 一般財団法人八尾市人権協会（八尾市） 

業務概要 
本市に生活する外国人市民に対する情報提供として，英語・中国

語・ベトナム語の３言語による情報誌の発行等を行う。 

現契約期間 令和２年４月１日～令和３年３月 31日（単年） 

同一相手先への委託開始時期 平成 21年５月 

予定価格（税込） 6,408,000円 

契約金額（税込） 6,407,500円 

令和２年度決算額 6,407,500円 

変更契約の有無 無 

契約保証金 免除（八尾市財務規則第 122条第６号） 

支払方法 概算払い 

当初の契約方法 随意契約（２号） 

履行の実績確認方法 
仕様書に従い，多言語情報誌は毎月末に発行しているので，毎月の

配布完了の報告により，履行を確認している。 

再委託の有無 再委託の有無については相手先に未確認。 

再委託の業務範囲 上記のとおり不明 

再委託金額 上記のとおり不明 

再委託の確認方法 再委託の有無については相手先に未確認。 

個人情報取扱の有無 
有（契約書特記事項により，秘密の保持，個人情報の取扱い，個人

情報保護に反する違約金等を定めている。） 

②委託の理由 

委託の理由 

当該業務は，外国人市民のコミュニティ形成を支援するとともに，

外国人市民が地域社会の構成員として地域コミュニティとの共生を

図れるよう支援することを目的に英語・中国語・ベトナム語の３言

語で多言語情報誌を作成し，市政情報を発信するものである。 

多くの国籍を有する外国人市民が生活している本市では，多様なメ

ディア，言語による情報提供を幅広く多方面で推進する必要があ

り，公民協働の基本的な考え方に基づき，公共サービスを推進する

ため，外部委託で実施することが有効であるため。 

また，外国人市民に広く市政情報を提供するためには，外国人市民

の日常生活における課題やニーズについて理解する必要があり，外

国人コミュニティ等とのネットワークを有している団体に委託し，

実施することが，効果性や専門性の観点からも有効であるため。 

③随意契約の概要 

随意契約の理由 

外国人市民への情報提供を行うにあたり，地域との幅広い連携が

不可欠であり，市民との協働の取り組みを前提に考える必要があ

る。 

一般財団法人八尾市人権協会については，下記理由から本事業を

委託することに最も適している。 

・これまで，本市の人権施策を推進する上での協力機関として，

外国人市民の人権問題などさまざまな人権課題に関わる啓発活動

の実績があり，知識やノウハウを有している。 
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・広範な分野や地域の団体から構成されており，幅広い視点で，

情報誌の作成に取り組むことが見込まれる。 

・生活や就労などの相談事業を通じて，外国人市民の生活や課題

を把握できる。 

・一般財団法人八尾市人権協会の構成員に外国人市民団体も加入

しており，当事者の立場で外国人市民が地域で抱える問題を理解

し把握することができる。 

根拠法令 ２号 

随意契約理由の公表 公表している 

予定価格の積算方法 事業者から徴取した見積書を参考の上，決定 

相見積の有無 無 

④事業の目的と効果指標 

事業の目的 

本市に生活する外国人市民に対する情報提供の充実を図り，多文化

共生施策を推進していくため，英語・中国語・ベトナム語の３言語

による情報誌の発行等を行う。 

期待する効果 

多言語での市政情報の発信を通して，外国人市民のコミュニティ形

成を支援するとともに，外国人市民が地域社会の構成員として地域

コミュニティとの共生を図れるよう支援することを期待している。 

効果指標を設定しているか 設定していない 

⑤これまでの契約相手方の選定方法 

年度 契約方法 随意契約理由 契約相手方 

令和２年度 随意契約 ２号 一般財団法人八尾市人権協会 

令和元年度 随意契約 ２号 一般財団法人八尾市人権協会 

平成 30年度 随意契約 ２号 一般財団法人八尾市人権協会 

平成 29年度 随意契約 ２号 一般財団法人八尾市人権協会 

平成 28年度 随意契約 ２号 一般財団法人八尾市人権協会 

平成 27年度 随意契約 ２号 一般財団法人八尾市人権協会 

平成 26年度 随意契約 ２号 一般財団法人八尾市人権協会 

平成 25年度 随意契約 ２号 一般財団法人八尾市人権協会 

平成 24年度 随意契約 ２号 一般財団法人八尾市人権協会 

平成 23年度 随意契約 ２号 一般財団法人八尾市人権協会 

平成 22年度 随意契約 ２号 一般財団法人八尾市人権協会 

（２）[意見 22]情報発信の方法・手段のさらなる検討と地域コミュニティの醸成に向け

て事業自体の目標を一歩進める必要性について 

（事実） 

 外国人市民向けに発信すべき情報を，紙媒体の情報誌（中国語800部，ベトナム語

800部，英語500部）として作成・発行する事業である。なお，情報誌のデータは八尾

市役所のウェブサイトにも掲載されている。 

（意見） 

 言語の障壁により必要な情報の入手に不利な部分がある外国人市民に対し，必要な

情報を届けようとする本事業の重要性は認められる。もっとも，その情報発信の手段
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として，現在の「紙媒体の情報誌を印刷したうえ，外国人市民に届ける」方法は，紙

媒体の印刷部数に限りがある以上，情報を必要とする先にすべて行き届いているとは

限らない。八尾市内に居住する外国人市民は，国籍別では，韓国・朝鮮籍2,913人，ベ

トナム籍2,095人，中国籍2,090人，フィリピン籍288人，ブラジル籍56人，タイ籍55人，

その他411人であるところ，情報誌の配布数からして，全員に配布できていない可能性

が高く，また，発信できていない言語もある。 

 「令和２年度 在留外国人に対する基礎調査報告書」（法務省出入国在留管理庁）に

よれば，「公的機関（市区町村・都道府県・国）が発信する情報の入手先」において，

広報誌・雑誌は10％以下にとどまっているという現実がある。現在は，ＳＮＳなどの

ツールが発展しており，市民が情報を入手するルートも紙媒体から，デジタルに移行

している。市においても，外国人コミュニティ内ではＳＮＳ等のツールで情報共有が

盛んに行われており，国籍毎に普及しているアプリの種類が違うという実態も把握し

ている。 

 このように，情報を入手するルートの変化に対応して，今後，情報発信の手段につ

いては，紙媒体やウェブサイト以外のツールによる情報発信を検討するべきと考える。

また，外国人市民の購読者数増加のためには，コミュニティ内で購読が推奨される仕

掛けづくりや，外国人市民が市役所と接点を持った際に適時に案内するなどの工夫が

求められる。 

 また，本事業の目的の一つとして「外国人市民のコミュニティ形成を支援する」と

されているところ，外国人市民のコミュニティ形成という観点では，一方的な情報発

信にならざるを得ない紙媒体の情報誌よりもＳＮＳのようなデジタルツールの方が効

果的な可能性がある。外国人市民にとって必要な公的情報が的確に得られるとして，

外国人との間で継続的な接点を確保することが確立できれば，この事業が，外国人コ

ミュニティ形成の連結点となりうる。 

 令和３年２月に策定された「八尾市第６次総合計画」では，「多文化共生の推進」

として，様々な国籍の人たちの共生，外国人市民も入った地域コミュニティ推進を進

めていくこととされている（同計画の「施策29」）。 
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 ＳＮＳの特徴として，読み手が必要な情報に検索機能などを利用してたどり着きや

すいこと，情報の発信から伝達までの時間が短く，情報の拡散も容易であることから，

様々な催しの告知などにも適しているという面がある。このようなＳＮＳのメリット

も活用し，外国人コミュニティの形成を「てこ」としつつ，さらには，外国人が地域

社会の構成員として「地域コミュニティとの共生」をすることができることにつなが

る情報も織り交ぜるような工夫をすべきである。 

（３）[意見 23]現在の受託者に対する随意契約について 

（事実） 

 本業務は，10年間以上，２号随契により，一般財団法人八尾市人権協会に委託され

ている。本業務を委託する理由として，「外国人市民に広く市政情報を提供するため

には，外国人市民の日常生活における課題やニーズについて理解する必要があり，外

国人コミュニティ等とのネットワークを有している団体に委託し，実施することが，

効果性や専門性の観点からも有効」とされている。一般財団法人八尾市人権協会の令

和２年度の決算関係書類によれば，この業務の実施のために，支払い報酬として200万

円超を支出している。 

（意見） 

 いかなる情報を発信するかは，地域の外国人コミュニティの実情についての知見が

必要である側面もあり，記事の内容決定は，受託事業者との編集会議を経て発信情報

が確定されているとのことである。 

 地域の外国人コミュニティの実情についての知見が必要というのであれば，地域の

ＮＰＯ法人等の団体や，公益財団法人八尾市国際交流センターもそのような知見を有

する事業者として想定される。また，発信すべき情報を決定した後の原稿作成業務

（ライターとしての業務）は，必ずしも八尾市人権協会でなければ行えない業務では

ないし，支払報酬が支払われている状況からすれば翻訳業務は，外注27によっている。

さらに上記（２）のとおり，今後，情報発信の方法については，新たな情報ツールを

                                                

27 再委託の確認が未了であることについて後記参照 
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用いることを模索していくべき時期になっており，新たな情報発信のノウハウを持つ

事業者への委託を検討する必要性が高まっている。 

 これらを踏まえると，今後の契約相手方の選定にあたっては，競争性・公平性が確

保される契約方法（すなわち，指名競争入札，総合評価方式の一般競争入札，プロポ

ーザル方式）を採用するよう検討すべきである。 

（４）[意見 24]八尾市外国人相談窓口運営業務委託事業との統合と競争性のある契約方

式の採用について 

（事実） 

 「外国人相談窓口運営業務委託」と「外国人市民情報提供事業委託」は，同じく，

八尾市に在住する外国人を主な対象としてこれを支援する業務である。また，業務内

容は，前者が「外国人が安心して暮らすために必要な生活に関する相談や情報提供を

行う相談窓口を運営する」業務であり，後者は「外国人市民に対する情報提供の充実

を図り，多文化共生施策を推進してゆくため，・・の３言語による情報誌の発行など

を行う」業務である。両業務はいずれも２号随契により,前者は公益財団法人八尾市国

際交流センターに,後者は一般財団法人八尾市人権協会に対し委託している。 

 外国人相談窓口運営業務委託は，現在，国の「外国人受入環境整備交付金事業」に

採択され，同制度内で，国からの交付金を受け実施している。 

（意見） 

 「外国人相談窓口運営業務委託」と「外国人市民情報提供事業委託」とは，上記の

とおり，業務目的は重複しているといえる。 

 両業務の内容と相互の関連性を踏まえると，「外国人市民情報提供業務」は，外国

人からの相談を日々受けている窓口業務委託運営業務委託契約の受託事業者が，外国

人に対する情報提供を行う際に，同時にかつ，その関係も意識しながら有効に行う方

が合理的であるように思われる。このような業務の統合により,２業務をトータルとし

てみれば業務コストの低減につながり得ることが期待できる。また，従前，別々に委

託されていた契約が統合されることによって，１契約当たりの委託金額が大きくなり，

受託業者にとって参入意欲が増大し，適切な価格競争につながることも期待できる。 
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 また，現在,両業務とも,２号随契により契約相手方が決められているところ，両者

の随意契約理由は，上記４（１）及び６（１）の表のとおりであって，外国人相談窓

口運営業務委託が，公益財団法人八尾市国際交流センターと契約しなければ「その目

的が達成できないような場合」で「特別の経験や知識，手法等を必要とする場合」に

該当するのであれば，外国人市民情報提供事業委託をなしうるのが一般財団法人八尾

市人権協会に限られるとはいえないと思料される。 

 この点，２号随契によるべきか否かについては，一定の行政側の裁量があり，外国

人相談窓口運営業務委託に関しては,八尾市国際交流センターを八尾市の外国人支援の

中核と位置づけ，いわば，政策的な判断をした上で，２号随契をしたものと解される

が，少なくとも，外国人市民情報提供事業委託につき，一般財団法人八尾市人権協会

を２号随契により契約相手方とする理由は乏しい。 

 以上を踏まえ，両業務については，将来的には28統合し，その前提として，業務の重

複の有無を確認し，より合理的で効果的な利用となるよう業務を整理したうえ（その

際，それぞれの契約に関し各論として述べたことを参照されたい。），プロポーザル

方式により相手方を選定する方式とし，競争性を適切に取り入れるとともに，民間を

含めた様々な応募者からの提案により，よりよい業務内容へ仕様を高めてゆくことを，

検討するべきである。 

（５）[結果２]再委託の確認未了について 

（事実） 

 本業務においては，契約上，再委託（下請負）が原則禁止され，一部の業務の再委

託をする場合には，発注者の承諾を要することとされている。また，再委託等の先に

ついて，暴力団等を排除すべきことが規定されている。この点，所管課では，再委託

等の有無について確認していない。 

 一般財団法人八尾市人権協会の令和２年度の決算関係書類によれば，本業務の実施

                                                

28 現在，外国人相談窓口運営業務委託は国の制度の枠内で実施しており,直ちに実施することは難しい部

分があると思われるので，将来的な課題として検討を求めるものである。 
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のために，支払い報酬として200万円超を，印刷製本費として45万円超を支出している。 

（結果） 

 本業務の性質上，少なくとも印刷業務は外注が必要となり，また，受託事業者の決

算関係書類の内容によれば業務の一部も外注されていると認められる。しかるに再委

託等の有無について確認されていないことは適当でない。再委託等の確認を徹底すべ

きである。 

 

７ 〔人権政策課〕人権啓発関係業務委託契約 

（１）概要 

①基本情報 

契約名 人権啓発関係業務委託契約 

契約先名（所在地） 一般財団法人八尾市人権協会（八尾市） 

業務概要 

世界人権宣言普及啓発業務 

ひゅーまんフェスタ関係業務 

地域人権啓発推進関係アドバイザー業務 

差別事象連絡・啓発検討会事務局補助業務 

差別事象等防止啓発イベントの企画，開催業務 

その他，人権啓発に関し本市が必要と認める業務 

現契約期間 令和２年４月１日～令和３年３月 31日（単年） 

同一相手先への委託開始時期 15年以上 

予定価格（税込） 5,676,000円 

契約金額（税込） 5,676,000円 

令和２年度決算額（税込） 5,676,000円 

変更契約の有無 無 

契約保証金の取扱い 免除（八尾市財務規則第 122条３号） 

支払方法 概算払い，年２回分割にて支払い。 

当初の契約方法 随意契約（２号） 

履行の実績確認方法 
契約期間満了後，速やかに精算書に業務完了報告書を添えて市に提

出させている。 

再委託先の有無 無 

個人情報取扱の有無 

有（契約書第９条により，個人情報を取り扱う場合の規定を設けて

いる。）（八尾市個人情報保護条例第 11 条第３項の規定及び個人情報

保護取扱特記事項に掲げる事項を遵守するよう規定） 

②委託の理由 

委託の理由 

八尾市人権尊重の社会づくり条例において，世界人権宣言の趣旨や

日本国憲法の理念に基づき，一人ひとりの人権が尊重される社会づ

くりに努めているところ，とりわけ市民との協働において，人権意

識の高揚，人権教育・啓発の推進，市民活動の支援・育成及びネッ

トワークに関する活動の促進等が求められている。こうした取り組

みを進めていく際に，ノウハウを有した団体に委託することによ

り，効率的に事業を推進することが可能になり，さらに市民活動の
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支援育成につながるため。 

同種の業務につき，委託と直

営の併存の有無 

有（人権啓発セミナーや交流会といった人権啓発業務を市が直営で

行っている。） 

併存の理由・状況 

人権が尊重される社会づくりは，市民との協働において，人権意識

の高揚・人権教育・啓発の推進，市民活動の支援・育成及びネット

ワークに関する活動の促進等が求められているため，人権啓発にお

いて委託と直営が併存している。 

③随意契約の概要 

随意契約の理由 

これまで長年にわたり広く人権啓発事業や人材育成に取り組んでき

た実績とその蓄積された知識・技術や人的ネットワークを有してい

る団体であり，市が多様な人権施策を推進していくための協力機関

として位置付けている団体であり，本業務を委託するのに最も適し

ているため。 

根拠法令 ２号 

随意契約理由の公表 公表している 

予定価格の積算方法 見積書，過去実績 

相見積の有無 無 

④事業の目的と効果指標 

事業の目的 一人ひとりの人権が尊重された社会の実現 

期待する効果 

人権啓発の取り組みを進めていく際に，ノウハウを有した団体に委

託することにより，効率的に事業を推進することが可能となり，さ

らに市民活動の支援育成にもつながる。 

効果指標を設定しているか 設定していない 

⑤これまでの契約相手方の選定方法 

年度 契約方法 随意契約理由 契約相手方 

令和２年度 随意契約 ２号 一般財団法人八尾市人権協会 

令和元年度 随意契約 ２号 一般財団法人八尾市人権協会 

平成 30年度 随意契約 ２号 一般財団法人八尾市人権協会 

平成 29年度 随意契約 ２号 一般財団法人八尾市人権協会 

平成 28年度 随意契約 ２号 一般財団法人八尾市人権協会 

 確認できる範囲では，平成17年度から現在の委託事業者に随意契約を行っている。なお，平成22年

度に八尾市人権協会が一般財団法人となったことから，一般財団法人八尾市人権協会への委託は同年

から開始となっている。 

（２）[意見 25]仕様書において業務内容が明確になっておらず，業務実施内容の詳細が

記載された報告書も提出されていない 

（事実） 

 受託業者との間の仕様書において，「業務内容」として，次のような実施項目の記

載があるのみである。 

(1) 世界人権宣言普及啓発業務 

(2) ひゅーまんフェスタ関係業務 

(3) 地域人権啓発推進関係アドバイザー業務 

(4) 差別事象連絡・啓発検討会事務局補助業務 
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(5) 差別事象等防止啓発イベントの企画，開催 

 また，受託事業者からは，業務終了後，業務完了届という報告書が提出されている

のみで，提出された業務完了届は行った業務内容の詳細がわかるものとなっていない。 

（意見） 

 同一事業者との間で長年続けている委託業務であり，業務内容が定型化している部

分があるためとも理解されるが，仕様書で委託業務の内容がほとんど特定されていな

い。しかし，委託業務の仕様の詳細が特定されていないままでは，委託内容の範囲が

抽象的であるため，そもそも予定価格の積算が困難であること，受託者が受託した業

務の履行を完了したのかの判断が客観的に確認できないこと，などの問題があり不適

切である。 

 また，業務の実施内容の見直し・改善や，委託費の正確な積算のためには，実施内

容の客観的な記録が必要であり，業務報告書の提出を受けることが必要である。 

 以上から，委託業務の発注時に業務内容を明確に特定すべきであるとともに，業務

実施内容の詳細が記載された報告書の提出を受けるべきである。 

（３）[意見 26]委託費の積算根拠が不明確であり，また，委託費の精算もされていない 

（事実） 

 本業務の委託費の積算は，受託者から提出された，実施項目毎の概括的な金額を積

算した見積書のみを根拠としている。また，委託業者との委託契約上，業務完了時に

事業費を精算するとの約定となっているところ，委託業者から提出された精算書は，

実施項目ごとの事業費が概括的に記載されているに過ぎず，その細目が不明であると

ともに，実際に支出した内容が確認できる証票も確認していない。特に，令和２年度

においては，コロナ禍の影響により，当初予定していた「映画上映会」が中止となり，

市との協議により，これに代えて，啓発物品の作成に業務内容を変更しているが，そ

の支出内容についても確認がされていない。 

（意見） 

 特定の者と随意契約を行う以上，委託費については，実際に要している費用の実態

を把握して，その金額を踏まえた真に必要な金額を精緻に積算する必要がある。また，
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委託費を概算払いとし，精算を予定している以上，精算の要否を検討するための支出

実績の確認は必要であり，これをしていないことは不適切である。特に，令和２年度

は業務内容が変動しているのであるから，精算の要否を確認する必要性は一層高かっ

た。 

 なお，契約内容を確認すると，いかなる費目を精算対象とするのかの基準が明確に

されていないことに起因し，精算の要否の判断が困難となっているように思われる。

消耗品の購入や印刷に要する費用などは，実績を確認の上，精算の要否を確認すべき

である。これに対し，人件費にかかるコスト部分は精算対象とする事になじまないと

思われるが，そうである以上，業務量に対し人件費が過大でないかは不断に検討すべ

きことが求められる。 

 

８ 〔人権政策課〕八尾市人権啓発事業業務委託契約 

（１）概要 

①基本情報 

契約名 八尾市人権啓発事業業務委託契約 

契約先名（所在地） 八尾市人権啓発推進協議会（八尾市） 

業務概要 

(1) 加盟団体，各地域による研修会 

(2) 地区人権研修 

(3) 人権啓発推進委員養成研修 

(4) 人権に関する映画上映会 

(5) みんなのしあわせを築く八尾市民集会 

(6) その他本市が必要と認める業務 

現契約期間 令和２年４月１日～令和３年３月３１日（単年） 

同一相手先への委託開始時期 少なくとも 18年以上 

予定価格（税込） 2,280,000円 

契約金額（税込） 2,280,000円 

令和２年度決算額 1,725,435円 

変更契約の有無 無 

契約保証金 免除（八尾市財務規則第 122条第３号） 

支払方法 概算払い 

当初の契約方法 随意契約（２号） 

履行の実績確認方法 
契約書第５条及び仕様書に従い，業務完了後，精算書と業務完了報

告書の提出を受け，履行を確認している。 

再委託の有無 無 

個人情報取扱の有無 
無（契約書第 10 条により，個人情報の保護について規定は定めてい

る） 

②委託の理由 
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委託の理由 

人権啓発活動を推進するにあたり，市民が主体となって人権啓発を

進めることが重要であり，事業を委託することによって，市民との

協働の促進や地域コミュニティの活性化が期待できるため。 

委託と直営の併存の有無 有 

併存の理由・状況 

人権啓発活動を推進するにあたり，市民が主体となって人権啓発を

進めることが重要であるとともに，本市としても人権啓発活動を推

進していく必要があるため。 

③随意契約の概要 

随意契約の理由 

八尾市人権尊重の社会づくり条例に基づき，人権を尊重するまちづ

くりを進めており，本市第２次人権教育・啓発プランにおいても市

民が主体となった人権啓発事業を支援していくことを位置付けてい

る。八尾市人権啓発推進協議会は，八尾市における人権啓発の推進

を図り，人権尊重のまちづくりに寄与することを目的に設置された

団体で，市内の各種団体及び全地区の福祉委員会で組織されてお

り，市民との協働の促進や地域コミュニティの活性化などにより，

市民主体で人権啓発を進めている協議会であり，これらの活動を促

進していくため市事業を委託するものである。 

根拠法令 ２号 

随意契約理由の公表 公表している 

予定価格の積算方法 事業者から徴取した見積書を参考の上，決定 

相見積の有無 無 

④事業の目的と効果指標 

事業の目的 

あらゆる人権問題について正しい理解と認識を深め，啓発に努める

とともに，民主主義の根幹をなす基本的人権尊重の理念を市民一人

ひとりの心の中に育て，「差別のない明るいまちづくり」を推進す

る。 

期待する効果 
地域内で人権教育・啓発を推進する指導者の育成など，市民主体に

よる人権啓発活動が展開されることが期待される。 

効果指標を設定しているか 設定していない 

⑤これまでの契約相手方の選定方法 

年度 契約方法 随意契約理由 契約相手方 

令和２年度 随意契約 ２号 八尾市人権啓発推進協議会 

令和元年度 随意契約 ２号 八尾市人権啓発推進協議会 

平成 30年度 随意契約 ２号 八尾市人権啓発推進協議会 

平成 29年度 随意契約 ２号 八尾市人権啓発推進協議会 

平成 28年度 随意契約 ２号 八尾市人権啓発推進協議会 

確認できる範囲では平成 14年度から現在の委託事業者に随意契約を行っている。 

（２）[意見 27]公金外現金の管理方法について 

（事実） 

 委託相手である八尾市人権啓発推進協議会は，市内の各種団体及び全地区の福祉委

員会で組織される，権利能力なき社団である。所管課は,八尾市人権啓発推進協議会の

預金通帳を保有し，金銭出納の管理など八尾市人権啓発推進協議会の事務局機能を担
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っている。八尾市においては，このような，職員が公金外現金を取り扱う際の明文化

されたルールはない。 

（意見） 

 まず，所管課において，受託団体の事務について事務局機能を果たす状況について

は，職員の職務専念義務違反とならないかという観点からの検討が必要である。この

点，八尾市人権啓発推進協議会は，八尾市における人権啓発の推進を図り，人権尊重

のまちづくりに寄与することを目的とし（規約第２条29），八尾市内の各種団体及び地

区福祉委員会並びに協力者をもって組織した（同第３条）団体である。また,八尾市人

権啓発推進協議会は，本業務により受託した事業のみを行い,本業務においては，委託

費は概算払いとし，講師謝金，事務費などすべての費目を対象に支出実績を把握し，

毎年度全面的に精算していることから，受託者に利益が残る仕組みとはなっていない。

これらをふまえると，職員が八尾市人権啓発推進協議会の事務に関与することについ

て，公益性が認められるとともに特定者に対する不当な便宜供与の側面も認められず，

職務専念義務違反の問題はないと判断される。 

 八尾市人権啓発推進協議会に委託するという事業実施方法は，八尾市人権啓発推進

協議会の構成員である各種団体が，受託事業者を構成する者として主体的に人権啓発

に取り組む意識付けのための仕掛けであるように思われる。その際，八尾市人権啓発

推進協議会の事務局機能の弱さを市が補ったという経緯と思われる。 

 このように，市が事務局機能を担うことに伴い，所管課職員が，八尾市人権啓発推

進協議会に帰属する金銭（以下「公金外現金」という。）を取り扱っている（通帳を

所管課が保管している。）。その具体的な管理方法に関しては，複数名の職員による

相互監視の下で管理をしており，不明瞭な金銭出納があるなどの問題は見受けられな

かった。もっとも，担当職員は，所管課において従前から引き継がれてきた方法によ

っているものであり，客観的にルール化された管理方法によっているものではない。 

 職員が公務として公金外現金を取り扱うものである以上，そのような場合について

                                                

29 「八尾市人権啓発推進協議会規約」 
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の，取り扱いルールを制定すべきである。他の自治体では公金外現金の取り扱いルー

ルが制定されているところも多く存在する。 

 さらに，実体的な取り扱いルールの内容についてみれば，委託者側である市の事務

担当職員と，受託者側で事務局機能を担う職員が同一であることは，事務について適

切なチェックが働きがたい状況となる懸念があり好ましくない。所管課において,市の

事務を担当する職員と,受託事業者で事務局機能を担当し金銭管理に携わる職員とは分

離し，さらには，受託事業者自身として金銭管理に関するチェック機能を独自に持た

せるようにするべきである。 

（３）[意見 28]契約書の違約金条項の不備について 

（事実） 

 委託契約書では，事業者側の問題による解約権を規定するだけでなく，市が直接事

業を実施する場合など，市の都合により契約を中途解約することも想定した解約権を

留保している（契約書第５条）。そして，そのような受託業者側の問題による解除の

場合だけでなく，市の都合により契約を解除する場合であっても，業務委託料の10分

の1の金額を受託者に支払わせるとの約定となっている。 

（意見） 

 市側の政策判断の変更により契約を解除することができるとの条項は事業内容に鑑

みると合理的であるが，ただ，市の都合により契約を解除する場合に，業務委託料の

10分の1の金額を受託者に支払わせるとの約定は，著しく不合理である。法的には，当

該合意は，著しく不合理であり公序良俗に反し無効となると思われるが，不合理な条

項は訂正すべきである。 

 

９ 〔市民課・コミュニティ政策推進課〕市民課及び庁内案内の窓口業務委託 

（１）概要 

①基本情報 

契約名 市民課及び庁内案内の窓口業務委託 

契約先名（所在地） 
～令和２年９月 30日 株式会社パソナ（大阪市） 

令和２年 10月１日～ パーソルテンプスタッフ株式会社（大阪市） 

業務概要 (1) 証明書発行業務，印鑑登録業務，本人通知制度受付・登録業
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務，閲覧申請受付業務，住民異動届出関係業務，マイナンバー関

係業務，戸籍届出関係業務，住居番号付番業務等の市民課窓口業

務及び各種報告書作成業務等（市は別途認証・確認行為を実施） 

(2) 庁内案内業務・フロア業務，し尿汲み取り受付業務 

(3) その他関連業務 

現契約期間 令和２年 10月１日～令和５年９月 30日（債務負担行為） 

同一相手先への委託開始時期 令和２年 10月から 

予定価格（税込）30 539,550,000円 

契約金額（税込）31 539,510,400円 

令和２年度決算額（税込）32 

当初契約分 

市民課所管（窓口委託業務部分） 

  130,779,000円 

 コミュニティ政策推進課所管（フロア案内業務部分） 

   17,965,200円 

変更契約分 

 市民課所管（赤ちゃん応援給付金事業に伴う電話応対業務） 

   8,550,964円 

変更契約の有無 

有 

（パソナ） 

 変更日：令和２年８月 12日 

 変更額：1,290,964円 

 変更理由：赤ちゃん応援給付金事業に伴う電話対応のため 

（パーソルテンプスタッフ） 

 変更日：令和２年９月 30日 

 変更額：7,260,000円 

 変更理由：赤ちゃん応援給付金事業に伴う電話対応のため 

契約保証金 免除（八尾市財務規則第 122条第１号） 

支払方法 債務が確定したことを確認した上で支出（地方自治法第 232 条の４

第２項） 

当初の契約方法 
随意契約（２号） 

※公募型プロポーザル方式により受託予定者を決定したもの。 

履行の実績確認方法 日々の認証・確認行為と売上手数料の確認をもって，履行を確認 

再委託の有無 無 

個人情報取扱の有無 

有（契約書第 15 条において，個人情報保護条例等の遵守規定を設

け，仕様書において，受注者より遵守事項を記載した誓約書の提出

を求めており，提出させている。） 

②委託の理由 

委託の理由 

民間事業者のアイデアやノウハウ等を活用することにより，さらな

る市民サービスの向上を図るとともに，繁閑に応じた人員配置が可

能となる。また，窓口サービスの維持に向け，窓口スタッフを安定

的に確保・配置できる。 

                                                
30 現契約（令和２年 10月１日から令和５年９月 30日まで）にかかる総額 
31 同上 
32 令和２年４月１日から同年９月 30日のパソナとの契約及び同年 10月１日から令和３年３月 31日の

パーソルテンプスタッフとの契約の合計 
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③随意契約の概要 

随意契約の理由 

市民課及び庁内案内の窓口業務は，業務内容が多様でかつ広範囲で

あることから，高いスキルとノウハウを持った民間事業者を選定

し，効率的・効果的な窓口サービスの提供と，質の高いサービスを

行うため公募型プロポーザル方式で行った。 

根拠法令 ２号 

随意契約理由の公表 公表している 

予定価格の積算方法 事業者から徴取した見積書を参考の上，決定。 

相見積の有無 有（２者） 

相見積を取っているが一番低

い相手先としていない場合は

その理由 

事業者選定はプロポーザル方式で行っており，金額が一番低い事業

者が必ずしも契約相手方になるとは限らない。 

④事業の目的と効果指標 

事業の目的 市民サービスの一層の向上と効率的な業務運営 

期待する効果 

繁忙期・閑散期などに応じた適切な人員配置の他，民間のノウハウ

を活用することによる，より質の高い行政サービスの提供。職員の

マンパワーを職員でしかできない部分に集中させる。 

効果指標を設定しているか 

設定していない（ただし，市としては，マイナンバーカードの普及

率が大阪府下トップクラスを継続していること，本人通知制度登録

者割合が大阪府下№１を継続していることを，実績と認識している

とのことであった。） 

⑤これまでの契約相手方の選定方法 

年度 契約方法 契約相手方 

令和２年度 10 月

～ 

随意契約（プロポーザル） 

（２者参加） 

（随意契約理由：２号） 

パーソルテンプスタッフ株式会社 

令和２年度～９

月 

債務負担・複数年 
株式会社パソナ 

令和元年度 債務負担・複数年 株式会社パソナ 

平成 30年度 債務負担・複数年 株式会社パソナ 

平成29年度10月

～ 

随意契約（プロポーザル） 

（２者参加） 

（随意契約理由：２号） 

株式会社パソナ 

平成 29 年度～９

月 

債務負担・複数年 
株式会社パソナ 

平成 28年度 債務負担・複数年 株式会社パソナ 

平成 27年度 債務負担・複数年 株式会社パソナ 

平成 26 年度（平

成 27年１月）～ 

随意契約（プロポーザル） 

（７者参加） 

（随意契約理由：２号） 

株式会社パソナ 

（２）[意見 29]事業費削減に向けた事業者選考方法について 

（事実） 

 令和２年度途中で，３年間の委託契約期間終了に伴い，新たな委託契約の締結がな

され，その前後において，委託費は次のとおり変動している（次の表はそれぞれ契約



 

 

 

 

- 90 - 

期間欄に対応する委託金額を比較したもの。）。 

 契約期間 契約相手 金額 

① 令和２年４月１日～令和２年９月 30日 前委託事業者 59,802,600円 

② 令和２年 10月１日～令和３年３月 31日 現委託事業者 89,918,400円 

 ①と②とにおいて，委託業務内容の大きな変更はないものの，この間の賃金上昇の

流れや，既存業務において取り扱う業務量の増加（「電子証明書」の更新手続の増加

やマイナンバーカード申請支援への対応等）の影響などもあり，同じ委託期間(６か月

間）に対し，委託金額は約1.5倍になっている。 

 また，令和２年に行われた，受託事業者のプロポーザルによる選定手続では，提案

金額については採点項目に入っているが，その全体に占める割合は低い（評価点1,300

点のうち価格点は100点。そのことは募集要項で公開されている。）。応募者２者から

の提案価格は，いずれも提案上限額に近い金額に張り付いている。 

（意見） 

 プロポーザル方式により，提案内容と価格を含む総合的な提案の優劣により受託事

業者を決めてきたところ，令和元年度におこなわれた令和２年10月１日以降の委託事

業者を選定するプロポーザル手続での評価基準では，価格点の割合が1,300点中100点

と低く，その評価基準は予め公表されていた。この評価基準のもとでは，応募者の立

場からは，低い価格の提案をしても評価において有利になる余地が低く，予定価格の

上限額に近い金額で提案することが合理的であった（価格競争をするメリットが少な

い）ように思われる。 

 「八尾市公募型プロポーザル方式の実施に関するガイドライン」（平成31年３月）

によれば，直営業務の外部委託化において，業務仕様を定めずに，当該業務が満たす

べきサービス水準や成果・現状の処理手順等を示し，民間事業者の自由な発想による

委託化の提案を募集し外部委託化の検討実施を行う制度として，提案型公共サービス

実施制度を構築しているとされ，本業務はこの提案型公共サービス実施制度によって

いる。これまでのプロポーザルの過程では，市が業務内容や業務量，処理手順等を示

したうえで，提案を募集し，その提案内容の評価を行ってきたと思われるが，提案事
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業者から提案された業務処理方法が，一定の水準を満たすものであれば，提案内容の

些細な差違が，実際の業務水準に大きな相違を生じさせるとは言えず，審査の技術的

限界もあって審査時にそのことが明確に評価できるとは限らない。 

 現在，本業務では，人件費の上昇という社会情勢も背景にあると考えられるものの，

委託費の大幅な増大に直面している。人件費単価の上昇に伴う委託費の増大はそれ自

体避けられないことであるにせよ，委託費の増大抑制をより重視して，受託事業者を

選定する工夫をすべきである。そのために，次期の選定手続の際には，提案者間での

価格競争が働くよう，価格点の評価の割合を増やすべきである。 

（３）[意見 30]業務量の実態把握に努めるべきこと 

（事実） 

 八尾市では，市民課窓口業務は，平成26年まで直営で行っていた。そのため，直営

で運営していた時代の職員数のデータはある（ただし平成26年まで）。他方，平成27

年１月から委託を開始した後は，委託業務の実施方法は，仕様の範囲内において受託

事業者の裁量にゆだねる以上，委託業務が遂行されている成果面で確認すれば足りる

との考えから，所管課は，受託事業に従事している日々の従事者の数を把握していな

い。 

 令和２年10月以降の委託費の予算を確保する過程では，複数の事業者から見積もり

を取得している。その際，業務水準を保つための参考として，一定の「業務遂行人数」

を示しているが，その人数は平成30年度における在籍者の平均に，業務の変動を見据

えた人員を加味するという考え方によっていた。この際に，受託業者から提出された

見積書の見積もり額は，Ａ社Ｂ社は近似しているが，Ｃ社は大きく異なる金額となっ

ていた（３年間の見積額につき，最大と最小とで３億5,000万円程度の開きがあっ

た。）。 

 また，所管課において，窓口業務の委託について，直営とのコスト比較を試みた結

果，年間2,700万円程度，直営の方がコストが高いという試算をしている。 

（意見） 

 民間事業者に委託する以上，業務遂行の方法は委託事業者の創意工夫・裁量にゆだ
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ねられるとしても，発注者である市としてその業務がどのように行われているのかの

把握や，委託費額が適切かどうかについて，市自身で検証することも必要である。八

尾市でもかつては直営で行っていた業務であり，委託開始後まだ10年も経過しておら

ず，直営時代に獲得していた業務運営上のノウハウはまだ失われてはいないと思われ

る。しかし，民間委託を開始してから，マイナンバーに関わる業務が新たに加わり，

また，料金収納のシステムが変更になるなど，業務の遂行方法は直営時代から変動も

しており，市が直営時代に有していたノウハウは，徐々に陳腐化しているはずである。 

 また，委託費額の検証の際，過年度の実績を一つの資料とすることや相見積もりを

取得すること自体は合理的であるが，他方でそれだけでは委託費の適切性の検証とし

ては十分とは言えないと考えられる。 

 本業務は，債務負担行為に基づく複数年契約であることから，毎年実施することま

では不要と思われるが，事業者選定を行う準備段階において，発注者である市として，

改めて業務のボリュームも含めどのように行われているのかの把握に努めるべきであ

る。このことが，事業者に示す業務内容等の精度の高さにつながり，その結果，応募

事業者の価格競争を促すことにもつながってくると考えられ，今後の窓口業務のあり

方検討の際の基礎データとしても活用し得る。 

（４）[意見 31]仕様について（サービス要求水準と指標の設定について） 

（事実） 

 業務仕様において，複数のサービス要求水準を定め，受託事業者に対し要求水準の

達成・維持向上を求めている。その例として，①「標準処理時間」に関し「市職員と

同等以内の処理」であることを測定し達成することを求め，②「業務改善提案回数」

に関し「年12回以上」であることを求めている。 

（意見） 

 サービス品質の確保を目的として，指標を設定し，これを測定することは重要なこ

とである。本件委託の目的は，「民間事業者のアイデアやノウハウ等を活用すること

により，さらなる市民サービスの向上を図るとともに，繁閑に応じた人員配置が可能

となる。また，窓口サービスの維持に向け，窓口スタッフを安定的に確保・配置でき
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る」ことであった。そのため，指標の設定は，上記目的に向け，より的確に業務の成

果を測定し得るものである必要があり，実情に即して見直すべきものは見直すべきで

ある。 

 上記①の指標については，市民目線からは，本来，受付から目的達成（例えば，印

鑑登録証明書の交付申請から交付を受けるまで）の時間が重要であり，受託業者の入

力時間と市職員実施時の入力時間とを比べていずれが早いかは余り問題ではなく，指

標として適当であるかは疑義がある。もっとも，処理時間を指標として設定するには，

合理的なコストの範囲内で測定可能であることが大前提であるし，受託事業者の業務

を的確に測定しない指標で受託業務の評価を行うことは不当である。 

 また，上記②の指標については，「業務改善提案回数」に関し「年12回以上」を求

めるものであるが，民間委託開始当初であればともかく，すでに民間委託開始から６

年が経過した現状においては，やや過大な要求になっているようにも思われる。現に,

近年の受託事業者からの提案内容を確認したところ，形式的な提案が増えている傾向

が見受けられる。 

 これらを踏まえ，一つの試案として，委託により実施される部分と市職員により実

施される部分とからなる窓口業務全体の成果指標として，市民が番号発券ボタンを押

してから交付までの時間は継続的に測定し（ただし,そこには受託業者の責任領域では

ない，市職員による認証時間も含まれることから，受託業務の達成度を評価するため

には用いない。），委託業務におけるサービス要求水準としての年間改善提案数は，

現在の年12回から減少させたうえ,市職員の事務部分も提案対象に含め,受付から交付

までの時間を短縮するための提案を，年２回（回数は例示）行うことを求めるという

ことが考えられる。これらも含め，改めて市民サービス向上という目的に向け，業務

の成果を測定し得る的確な指標を設定することが求められる。 

（５）[意見 32]納入成果物に関する著作権処理について 

（事実） 

 受託事業者に対し，受託業務に関する納入成果物として，「業務マニュアル」「業

務引継ぎ書」などを提出させることとしている。契約書では，「委託契約に基づき著
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作物が作成される場合，当該著作物に関するすべての著作権（著作権法第27条及び第

28条に規定する権利を含む）は受注者に属するものとする。ただし，当該著作物に関

して，発注者は修正・加工の上，使用することができる」との定めがある。 

（意見） 

 契約書では，提出させた「著作物に関するすべての著作権（著作権法第27条及び第

28条に規定する権利を含む）は受注者に属する」ことが原則とされている。しかし，

本業務の過程で作成される著作物は，市の業務のために作成されるものであり，市に

著作権を帰属させるのが，原則であるべきである。例えば，「業務引継書」は，次の

事業者に業務内容を引き継がせるためのものであり，その内容については，八尾市が

自由に利用し，処分できるものとしなければ，目的を達成しない。また，実際の業務

マニュアルの内容をみても，その基本的部分は市が提供し，また市と受託事業者との

間で協議して定めた情報により構成されており，市の有したノウハウが，受託事業者

に帰属するかのような約定には違和感がある。 

 この点，「修正・加工の上，使用することができる」との定めは，二次的著作物の

創作・利用に関する著作権法第27条及び第28条の権利を市に移転させる趣旨であると

読み取れるが，その射程は不明確である。 

 もちろん事業者のノウハウも存在する部分でもあり，その競争上の地位には配慮し

なければならないが，市の業務に関し市に提出される著作物である以上，その著作権

は市に帰属させるという取り扱いが原則であるべきである。この点，契約検査課によ

る「契約事務に関する研修会」で示された条項例を参考に，次のような規定が考えら

れる。 

第○条 業務の成果品に関する著作権(著作権法(昭和 45年法律第 48号）第 27条及び第 28条

の権利を含む。）は，発注者に属するものとする。ただし，成果品にこの契約の前から受注

者が著作権を有するものは，受注者に留保されるものとする。 

２ 発注者は，受注者に了解を得ることなく，成果品を著作権法第 47条の２の規定に基づ

き複製又は翻案することができる。この場合において，発注者は，公益上の目的に限

り，これを第三者に利用させることができる。 

３ 発注者は，著作権法第20条第２項第３号又は第４号の規定に該当しない場合であって

も，第１項の規定による著作権の帰属を受けた著作物を必要に応じて改変することがで

きるものとする。 

４ 受注者は，この契約により作成された著作物に関する著作者人格権を行使しない。た

だし，発注者が承諾をした場合は，この限りでない。 
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（６）[意見 33]赤ちゃん応援給付金事業に関する変更契約 

（事実） 

 八尾市では，新型コロナウィルス感染症問題の影響が長引く中，特別定額給付金の

基準日（令和２年４月27日）を過ぎて出生した子の子育てを独自に支援するため，令

和２年４月28日から令和３年３月31日までの間に生まれた子１人当たりに10万円を支

給するという支援事業（赤ちゃん応援給付金事業）を実施した。 

 その際，受託業者に，窓口業務委託契約の一部変更（業務内容の拡張）によって，

「赤ちゃん応援給付金事業コールセンター」（電話により，給付要件に該当するか，

書類の書き方の問い合わせに応じるというもの）の業務を，追加発注している。変更

契約によったことの理由として，内容の性質上，窓口と相互の連携・意思疎通が必要

であり，同一の事業者で実施することが合理的であるため変更契約によったとの説明

である。 

 赤ちゃん応援給付金事業コールセンターに要した費用と実績は，以下のとおりであ

る。 

（ア）業務内容 

問い合わせ回線 ２回線を開設する 

（イ）変更契約額 

区 分 期 間 金 額 

前委託者変更契約分 
８月 13日から９月 30日まで 

(1.6か月) 
1,290,964円 

現委託者変更契約分 
10月１日から３月 31日まで 

(６か月） 
7,260,000円 

（ウ）問い合わせ実績 

８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 

29件 26件 16件 18件 12件 11件 13件 24件 

（意見） 

・変更契約によって対応したことについて 

 赤ちゃん応援給付金事業は，新型コロナウィルス感染症の拡大のなか，乳児を養育

する市民に対する支援として行われたもので，コールセンターを設置するという判断

自体は政策判断としてありうることである。しかし，業務実施の緊急性，業務の類似
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性も加味して，窓口業務と同一の事業者で実施することとし，既存契約の変更契約と

いう手法が用いられているが，問題がある。 

 すなわち，市民課の窓口対応業務とコールセンター業務とは，対応者も重ならず，

業務遂行場所も異なり，必ずしも窓口業務と同一の事業者によって行わなければなら

ないとまでは言えず，合理的であるか疑問がある。単独の業務として複数の事業者か

ら相見積もりを取った上，緊急性があるのであれば，緊急随契（５号）により委託す

るべきであった。 

・費用対効果の問題 

 経験のない緊急の状況の中，必要性があると判断してコールセンターを設置したも

のの，結果論ではあるが，149件の問い合わせ対応のために，8,550,964円を使ってお

り，問い合わせ１件あたり57,389円を支出したことになる。掛けたコストに対し問い

合わせ件数が小さく，著しく費用対効果の低い業務となってしまった。今回の結果を

真摯に検証して，今後の事務事業に反映されたい。 

（会計年度任用職員を用いる方法の可能性） 

 まず，内容面で専門性が高くなく，人材募集期間が確保できたのであれば，会計年

度任用職員（アルバイト職員）の雇用によっても十分対応出来た業務と思われる。 

（派遣契約を利用する可能性） 

 また，契約方法について，より柔軟な対応が可能なやり方を工夫する余地があった

と思われる。例えば，この業務では問い合わせ回線２回線を開設するものであるから，

人員２名を貼り付けるということになるが，委託費から割り戻せば，１名3,000円／時

間という単価で委託していることになる。これにつき，一般に派遣社員の単価は，

2,000円～2,300円／時間程度であることから，派遣社員を受ける方が安価に対応出来

た可能性がある。 

（委託契約を用いる場合の，契約期間の設定について） 

 また，業務開始時には業務量の見通しが明らかでなかったのであれば,契約期間を短

めに定めておき,契約更新時に業務量の実態に応じ，必要な範囲で更新することも考え

られる。コールセンター業務の業務量の見通しが不明な中で，半年間という期間，拘
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束された形で契約した点については，工夫の余地があった。 

 特に，令和２年８月13日に前委託者に対する委託の形で業務を開始し，同社に対す

る委託は９月30日で終了しているところ，その間に，問い合わせ件数が少ないことは

把握できたはずである。そうであれば，10月１日からの現委託者への委託契約前に，

契約内容の見直しの余地があった可能性がある。これをせずに，漫然と同じ業務を半

年間発注するのではなく，工夫の余地があった。 

 

10 〔地域共生推進課〕八尾市福祉生活相談支援事業業務委託契約 

（１）概要 

①基本情報 

契約名 八尾市福祉生活相談支援事業業務委託契約 

契約先名（所在地） 一般財団法人八尾市人権協会（八尾市） 

業務概要 

(1) 相談の受付と支援 

 来所された(必要に応じ訪問した)相談者からの相談に応じ，相

談者の課題を的確に把握し，適切な助言・指導を行うとともに，

適宜課題にあった支援を行う。 

(2) 他機関との連携 

 他の関係機関へのつなぎ等が必要かの判断を行うこと。必要に

応じケース会議を招集または出席し，他機関との連携を行う。 

(3) 相談記録の作成 

 面接や訪問等により相談活動を行った場合は，相談の内容や助

言指導の内容等を記録し適宜保管するものとする。 

(4) 啓発活動 

 福祉生活相談支援員の活動の啓発については市と協議の上，必

要に応じて行うこと。 

(5) 関係会議・研修会への出席 

 市が指定する関係会議や研修会等へ出席する。 

(6) 事業実施状況の報告 

事業履行状況を要綱施行細則に基づき市に報告する。 

現契約期間 令和２年４月１日～令和３年３月 31日（単年） 

同一相手先への委託開始時期 平成 30年４月 

予定価格（税込） ― 

契約金額（税込） 34,386,000円 

令和２年度決算額（税込） 34,386,000円 

変更契約の有無 無 

契約保証金 免除（八尾市財務規則第 122条第３号） 

支払方法 概算払い 

当初の契約方法 随意契約（２号） 

履行の実績確認方法 
契約書第７条及び仕様書に従い，毎年の業務の履行を確認してい

る。 

再委託先の有無  無 
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個人情報取扱の有無 

有（契約書第 16条に，八尾市個人情報保護条例（平成 10年八尾市条

例第 15号）第 11条第３項の規定及び「個人情報保護取扱特記事項」

に掲げる事項を遵守する旨を明記している。） 

②委託の理由 

委託の理由 

当該業務は寄り添い型の相談支援について，専門スキルをもって，

市域全域を網羅し，地域をフィールドとして展開することが必要で

あり，それらを持ちうる事業者へ委託することが効果的であるた

め。 

③随意契約の概要 

随意契約の理由 

当該事業については専門的機能を有するとともに，市域に精通して

いる団体でなければ実施が困難であり，当該団体は，多年にわた

り，本市就労・生活相談事業を受託しており，その実績も良好であ

り，当該事業の円滑な業務の遂行が見込まれるため。 

根拠法令 ２号 

随意契約理由の公表 公表している 

予定価格の積算方法 要綱施行細則に定めがあるため，それに基づき積算をしている。 

相見積の有無 無 

④事業の目的と効果指標 

事業の目的 

制度の狭間や複数の福祉的課題を抱えるなど，既存の福祉サービス

だけでは対応困難な事案の解決に取り組み，地域における見守り・

発見・つなぎ機能の強化を図ることを目的に実施する。 

期待する効果 
オーダーメイドの寄り添い型相談支援により，個人や世帯の抱える

困りごとの解決等が可能となる。 

効果指標を設定しているか 設定している 

効果指標 実相談者数 

効果指標の過去５年の推移 

R２ 245人 

R１ 233人 

H30 191人33 

H29 ― 

H28 ― 

⑤これまでの契約相手方の選定方法 

年度 契約方法 随意契約理由 契約相手方 

令和２年度 随意契約 ２号 一般社団法人八尾市人権協会 

令和元年度 随意契約 ２号 一般社団法人八尾市人権協会 

平成 30年度 随意契約 ２号 一般社団法人八尾市人権協会 

（２）「地域就労支援コーディネーター事業」との関係 

 後述の第５・21の「〔労働支援課〕地域就労支援コーディネーター業務委託契約」

の記載で，両事業の関係性や枠組みについての意見を記載している。 

（３）[意見 34]事業計画書・事業報告書の様式・記載方法の見直し 

（事実） 

                                                

33 事業開始が平成 30年度からである。 
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 本契約では，受託事業者が年度初めに「事業計画書」を提出し，年度終了時に「実

績報告書」を提出することが定められている（契約書第７条）。また，その書式も実

施要綱施行細則で定まっている。 

 反面で，実際の「事業計画書」の内容は，過年度と全く同一の内容を記載している

に過ぎないものが散見された。また「実績報告書」（様式第３（ア））についても，

「１. 地域福祉の計画的な推進及びセーフティネットの体制づくり」などの項目につ

いて，相談員ごとに書き方が部分的に統一されていないように思われ，一部の項目の

実績として（報告書上）記載されている数が僅少となっている相談員も存在した。 

（意見） 

 事業計画書・実績報告書は，一つには，目標設定と業務の具体的な履行状況の把握

を行うことで，当該事業の内容の充実を図るためのものである。この趣旨からは記載

内容の形骸化は好ましくない。 

 また，実績報告書の記載内容は，事業の実態把握として，そのまま別の資料の検証

の材料となることも有り得るものであり，一定の基準の元に，一定の範囲で統一され

ることが好ましい。計画書・報告書の趣旨・意義を見直して，書式を抜本的に見直す，

記載方法の基準をより具体化し，相談員に周知する等の措置を検討されたい。 

（４）[意見 35]２者以上からの見積書の取得 

（事実） 

 八尾市財務規則第116条第２項は「契約担当者は，随意契約を行おうとするときは，

予定価格を定め，なるべく２人以上の者から見積書を徴さなければならない。」と定

めている。 

 他方で，本契約については，「当該事業については，専門的機能を有するとともに，

市域に精通している団体でなければ実施が困難であり，当該団体は，多年にわたり，

本市就労・生活相談支援を受託しており，その実績も良好であり，当該事業の円滑な

遂行が見込まれるため」との理由で，地方自治法施行令第167条の２第１項第２号によ

る随意契約とされ，かつ，契約にあたって，１者（随意契約相手先）からの見積書の

取得だけに留まっていた。 
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（意見） 

 もとより２号随契において，真の意味で，特定の者しか契約の相手方となりえない

契約である場合は，見積書を契約相手方以外の者から取得することは困難であるとい

うべきである。かかる場合は，相手方から取得した見積書の価格妥当性を，八尾市の

側で十分に検討するほかないといえる。この点，２号随契の許容性に関する最高裁判

所昭和62年３月20日判決では，随意契約によるべきかどうかの判断に一定の裁量を認

めており，２号随契による場合であっても，契約相手方以外の者からの見積書の取得

が可能である場合（ほかにも業務を履行し得る業者が想定される場合）はありうると

いえる。 

 規則上「なるべく」とされているため，直ちに規則違反とはいえないが，他方で，

ＮＰＯ法人その他の当該業務を履行することが可能な者などがほかにないとも考え難

い。他の自治体でも類似事業があるように思われることからすれば，なおさらである。 

 本件委託業務については，その内容に照らし，長い時間をかけて実績を積み上げ，

相談者などからの信頼を得ていく必要があることは理解できるものの，相手方以外の

者から見積書を取得することが不可能とは思われない。 

 類似事業者に対して見積書を依頼するか，少なくとも，別の自治体における単価や

委託料の計算方法などは調査すべきである。そして，その際は，複数の見積書の価格

を検討することによって予定価格をより客観的に公正なものとなるよう，仕様書自体

の具体性を確保して，より予定価格の公正性が明らかになるようにすべきである。 

（５）[意見 36]委託費の積算・検証の不十分性 

（事実） 

 本事業について，委託費が適切かどうかという点について，実労働時間・必要人員

等を把握しての検証や，経費費目の合理性の検証を十分には行えていないように考え

られた。 

 金額については，見積書および要綱施行細則で一応の基準が出ているものの，本契

約が一者に対する随意契約であり，その者からの見積り入手のみであることに照らせ

ば，やや粗いものと考えざるを得ない。また，人件費も活動費も，単価×人数で計算
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されていたところ，活動費については福祉生活相談支援事業用の事務所の経費など，

人数ごとに計算されるものではない費目も存在しており，その割付の基準も曖昧では

あった。 

（意見） 

 事業の性質も理解し得るものの，上記の通り，本契約が一者見積もりの一者随意契

約であることに照らせば，もう少し細かい委託費の計算は必要と考えざるを得ない。

委託費の適切性について，検証を行うべきである。 

（６）[意見 37]従事者報告書の記載に関する形式的な過誤 

（事実） 

 本契約の契約書第17条において，受託事業者は，取扱責任者と業務従事者を定めて，

市に報告しなければならないとされている。令和２年度の報告書を見ると，①全文が

ワープロ打ちの文書であるにもかかわらず，法人印が欠けているという形式面での不

十分性が存在した。また，②前掲の通り報告の根拠条文は契約書第17条であるところ

「契約書第16条に基づく委託業務の取扱責任者等について下記のとおり報告いたしま

す」との記載があった。 

（意見） 

 軽微な点ではあるが，次年度以降，①ワープロ打ちの文書については，実質的作成

者が名義人であることを担保するため法人印の押印を求めるべきである。また，②前

記の記載は「契約書第17条に基づく」と受託者に記載を改めさせるべきである。 

（７）[意見 38]契約保証金を免除する場合の決裁文書の記載方法について 

（事実） 

 契約保証金の免除に関連し，令和２年度の契約に際して契約保証金の免除を伺う旨

の文言（「契約保証金を免除してよろしいか。」という旨の文言）が，起案決裁文書

から脱漏していた。ただし，起案に添付された契約書案文の中には「○○に基づいて

契約保証金を免除する」という条項は入っていた。 

（意見） 

 起案に契約書の案文が添付されているため，契約保証金の免除について，全く，決
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裁を経ていないとまでは言い難いが，起案決裁の内容は，免除をするということにつ

いての意思決定が明確に記載されたものとすべきである。次年度以降は，契約保証金

の免除についても，別途，伺う文言を明確に記載すべきである。 

 

11 〔高齢介護課〕八尾市介護保険の窓口業務委託契約 

（１）概要 

①基本情報 

契約名 八尾市介護保険の窓口業務委託契約 

契約先名（所在地） 株式会社セゾンパーソナルプラス（東京都豊島区） 

業務概要 

介護保険関係窓口業務 

(1) 介護保険制度に基づく認定に係る窓口業務 

(2) 介護保険制度に基づく給付に係る窓口業務 

(3) 介護保険制度に基づく賦課に係る窓口業務 

(4) その他，上記に関する高齢介護課の後方事務業務 

現契約期間 令和元年 10月１日～令和４年９月 30日（債務負担行為） 

同一相手先への委託開始時期 平成 25年３月から 

予定価格（税込） [プロポーザルにおける提案上限額] 

66,600,000円（３年間総額） 

契約金額（税込） 65,268,500円（３年間総額） 

令和２年度決算額（税込） 21,620,500円 

変更契約の有無 無 

契約保証金 免除（八尾市財務規則第 122条第３号） 

支払方法 
債務が確定したことを確認した上で支出（地方自治法第 232 条の４

第２項） 

当初の契約方法 
随意契約（２号） 

※公募型プロポーザル方式により受託予定者を決定したもの。 

履行の実績確認方法 
契約書第５条及び仕様書に従い，毎月の業務実績及び半年ごとに業

務完了報告書の提出を受け，履行を確認している。 

再委託の有無 無 

個人情報取扱の有無 

有（契約書第８条により，本業務の遂行上知り得た個人情報等の機

密情報の保護及び適正な管理その他従事者等が遵守すべき事項を記

載した誓約書をすべての従事者から徴して提出させている。） 

②委託の理由 

委託の理由 

当該業務は，日々決まった特定の簡易的な事務が膨大にあること，

また，特定の時期に業務が集中することから，人員の融通がきく事

業者へ委託することが経済的，効率的であるため。 

委託と直営の併存の有無 有（介護保険に関する窓口業務（制度説明，納付相談）） 

併存の理由・状況 
納付相談を伴う窓口業務は高度な意思決定が必要なため，直営で実

施，それ以外の業務については委託。概ね，委託９：直営１。 

③随意契約の概要 

随意契約の理由 

（公募型プロポーザル方式による募集選考） 

当該業務は，日々特定の事務が膨大にあること，また，特定の時期

に業務が集中することから，人員の融通がきく事業者へ委託するこ
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とが経済的，効率的であり，民間事業者のアイデアやノウハウ等を

活用することにより，さらなる市民サービスの向上を図るために，

事業者の創意・工夫やアイデアを募集する公募型プロポーザル方式

により選定した。 

根拠法令 ２号 

随意契約理由の公表 公表している 

予定価格の積算方法 事業者から徴取した見積書を参考の上，決定 

相見積の有無 有（２件） 

④事業の目的と効果指標 

事業の目的 介護保険窓口の安定した業務の遂行 

期待する効果 
直営で行う場合と比較し，繁忙期と閑散期のフレキシブルな人員配

置体制による職員数の削減 

効果指標を設定しているか 設定していない 

⑤これまでの契約相手方の選定方法 

年度 契約方法 契約相手方 

令和２年度 債務負担・複数年 株式会社セゾンパーソナルプラス 

令和元年度 

随意契約（プロポーザル）（２者参

加） 

（随意契約理由：２号） 

株式会社セゾンパーソナルプラス 

平成 30年度 債務負担・複数年 株式会社セゾンパーソナルプラス 

平成 29年度 債務負担・複数年 株式会社セゾンパーソナルプラス 

平成 28年度 

随意契約（プロポーザル）（１者参

加） 

（随意契約理由：２号） 

株式会社セゾンパーソナルプラス 

平成 27年度 債務負担・複数年 株式会社ヒューマンプラス 

平成 26年度 債務負担・複数年 株式会社ヒューマンプラス 

平成 25年度 債務負担・複数年 株式会社ヒューマンプラス 

平成 24年度 

随意契約（プロポーザル）（３者参

加） 

（随意契約理由：２号） 

株式会社ヒューマンプラス 

（２）[意見 39]委託費の積算・検証の不十分性 

（事実） 

 本事業に関し，委託費が適切かどうかについて，実労働時間・必要人員等を把握し

た上での検証が行われたことは，無い。 

 また，プロポーザルの実施より前に，予算見積書作成時の資料として，２者からの

見積書の提出が行われていたが，実際の見積書を確認する限り，業務委託費用一式と

だけ記載して，年額を記載するのみで計算根拠が記載されていなかったり，或いは，

人件費・業務管理費の別が記載してあるだけで，当該項目の具体的な計算根拠が記載

されておらず，費目の記載から見積額の計算根拠が明確になっているとは言えない。
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それらの見積書については，提示された見積額の開きが大きかったにもかかわらず，

その開きの原因について，特に検証が行われていなかった。 

 また，令和元年度に実施されているプロポーザル手続は，２者の参加にとどまって

いるところ，八尾市においては，その参加者の少なさは「委託費の低さ」に原因があ

ると考えているとのことであった。そうであれば，なおさら，前掲の見積金額の開き

の大きさやその原因，また適正な委託費の水準に関して検証を行う必要性が高いとい

うべきであり，これらの実情に照らしても，八尾市における本事業の委託費の検証は，

十分であるとは言い難い。 

 また，その他，提出を受けた見積書の一部は，全文がワープロ打ちでありながら会

社印が欠けているという形式面での不十分性も伺えた。 

（意見） 

 予算見積書作成時の段階で，過年度の委託費が一つの参考にされているものではあ

るが，他方でそれだけでは委託費の適切性の検証としては足りない。複数年契約であ

ることから，毎年実施することは不要と思われるが，契約更新時期（次回契約時期）

には，最低限，実作業に掛かる時間・人員などを踏まえて，合理的な委託費について

検証を行うべきである。 

（３）[意見 40]契約書の「検収」の文言について 

（事実） 

 契約書には，業務履行完了後の「検査」を定めた条文が存在する（第５条第１項，

第６条第１項）。また，契約書第17条第６項には「瑕疵が…検収完了後１年間の保証

期間に甲から要請があった場合は，無償で瑕疵を修補する責任を負うものとする」と

の文言も認められる。しかし，このうち「瑕疵」「検収」等の文言は，契約の目的物

及びその納入を前提としたものであり，契約書第17条第６項は典型的な請負契約等に

認められる条項である。本事業は窓口委託業務であり，成果物の納入等を観念しがた

い準委任に近い性質を有する契約であるため，不適であるようにも思われた。 

 市に現在の実務を尋ねたところ，上記のうち，検査については，報酬支払手続の関

係での業務完了報告の確認という形で，一応行われていると考え得るものの，他方で，
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納入された成果物や業務に瑕疵が有るか否か確認する意味の「検収」は，特段行われ

ていないとのことである。 

（意見） 

 契約の性質や実務との乖離から，「瑕疵」及び「検収」に関する規定について修正

すべきと思われる。特に「検収完了後１年間」の責任を定めた文言は，場合によって

は，「検査」（契約書第５条第１項，また地方自治法第234条の２第１項）が，この

「検収」に該当するものと混同されたうえで，受託事業者に対する責任追及に１年間

の期間制限が及ぶと解される可能性もないとは言い切れず，誤解を招きかねないため，

当該，契約書第17条第６項の規定は削除が望ましい。 

（４）[意見 41]契約書のリスク分担表の記載（特に「従事者の軽過失」の場合の

免責） 

（事実） 

 本契約の契約書には「リスクに関する特記事項」として，いわゆるリスク分担表が

記載されている。当該リスク分担表においては，「第三者への賠償」の部分で，「乙

の従事者等の故意または重過失による賠償」は「乙の負担」とされている反面，「上

記以外の事由による賠償」は「甲の負担」とされていた。 

 この規定のままであれば，「乙（注：受託事業者）の従事者」に「軽過失」があっ

た場合には，八尾市が受託事業者にその負担を求めることが不可能となり，第三者へ

の賠償が全て「甲（注：八尾市）の負担」となりかねないものである。 

（意見） 

 民事法一般の原則からすれば，受託業務において受託者の従事者の過失により委託

者に損害が生じた場合には，その過失が軽過失に留まるものであった場合でも，受託

者が委託者にその損害（＝委託者が第三者への賠償を行ったことにより，委託者に生

じた損害も含まれる。）の賠償を行うべきものである。 

 上記のリスク分担表は，受託事業者の責任をやや不合理に軽減しているように思わ

れる。本リスク分担表の記載を改めて，受託事業者の従事者の「軽過失」の場合の第

三者賠償に関する損害についても，受託事業者が負担するように定めておくべきであ
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る。 

（５）[意見 42]契約書記載の「著作権」，特に「翻案権」の処理 

（事実） 

 受託事業者の交代が生じた場合に備えて，現在の受託事業者が使用している業務マ

ニュアルは，八尾市が引き継ぐことが出来るようにしておき，これを次の事業者に引

き継がせて，マニュアルを随時改訂していくことが便宜に適うものと思われる。 

 この点，本契約書第18条第２項では「引継ぎに際し，甲（八尾市）からの資料等の

請求があったときには，乙（受託事業者）はこれに応じなければならない」と定めら

れており，現行の契約書を前提としても，この規定を根拠に八尾市は，受託事業者に

対してマニュアルの提出を求めること自体は可能である。また，本契約書第13条には

「委託業務に基づき著作物が作成される場合，当該著作物に関する著作権の帰属につ

いては，甲に譲渡されるものとし，乙は著作者人格権を甲の意思に反して行使しえな

いものとする」との記載がある。この規定に照らせば，現行の契約書も，前掲したよ

うな業務関連著作物の引継ぎが生ずることについて，一定の配慮を行っているものと

考えられる。 

 他方で，著作権法第61条第２項は「著作権を譲渡する契約において，第27条又は第

28条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは，これらの権利は，

譲渡した者に留保されたものと推定する」と定めている。著作権法第27条及び第28条

は，著作物の翻案等に関する権利を定めるものであり，これらの特掲が契約書で行わ

れていない限り，八尾市は譲渡を受けた著作物の翻案（変更）等が不可能となる可能

性がある。 

（意見） 

 受託事業者から提出を受け，また著作権の譲渡を受ける著作物の翻案等を八尾市が

疑義なく行えるように，現行の契約書の第13条の文言を「著作権の帰属（著作権法第

27条及び第28条に規定する権利を含む）」というように修正すべきである。 

（６）[結果３]誓約書の取得漏れ 

（事実） 
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 この委託契約の契約書においては「…個人情報等の機密情報の保護及び適正な管理

その他従事者等が遵守すべき事項を記載した誓約書」を「すべての従事者等」から取

り付けるべきとされている（第８条第３項）。この点に関し，令和２年度の従事者の

リストと，誓約書の原簿の提示を受けて監査人が調査したところ，一部の従事者につ

いて，誓約書の未提出が存在したことがわかった。 

（結果） 

 契約書記載の義務履行の確認は適切に行うべきであり，事後，誓約書を含めて，事

業者から提出される書類について漏れが無いかなどを注意すべきである。 

 

12 〔健康保険課〕診療報酬明細書等点検業務委託契約 

（１）概要 

①基本情報 

契約名 診療報酬明細書等点検業務委託契約 

契約先名（所在地） 株式会社ジャパンメディカルネットワーク（堺市） 

業務概要 
医科，歯科，調剤，訪問看護，柔整及び鍼灸レセプトの内容点検，

療養費等（海外療養費含む）の内容点検。 

現契約期間 平成 29年 10月１日～令和３年３月 31日（債務負担行為） 

同一相手先への委託開始時期 平成 29年 10月から 

予定価格（税込） 56,083,104円（３年６か月間） 

契約金額 

⑴ 単価報酬（１件・１回あたり） 

 例）入院明細…１件あたり 10円，調剤明細…１件あたり３円，

介護保険と医療給付の突合点検…１回あたり 20,642円 など 

⑵ 固定報酬（月額） 

 ア 資格点検業務 月額 12万円 

イ 業務従事者１名あたり月額 27万 5,000円 

⑶ 出来高部分 

 １年間の減額金額が 2,700万円を超えた場合…100万円 など 

（※税抜） 

令和２年度決算額（税込） 12,635,613円 

変更契約の有無 無 

契約保証金 免除（八尾市財務規則第 122条第３号） 

支払方法 
債務が確定したことを確認した上で支出（地方自治法第 232 条の４

第２項） 

当初の契約方法 指名競争入札 

履行の実績確認方法 
契約書第３条及び仕様書に従い，毎月の業務完了後，業務完了届請

求書の提出により確認。 

再委託の有無 有（１件） 

再委託の業務範囲 
レセプト点検業務のシステム部分の運用，医療費統計情報の作表作

業。 

再委託金額 不明 
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再委託の確認方法 業務の一部再委託をする場合は事前に受託者からの申請が必要。 

個人情報取扱の有無 有（契約書第４条，第７条，第８条，第 10条，仕様書） 

②委託の理由 

委託の理由 点検業務は専門知識が必要で，職員での実施が困難なため。 

③入札の概要 

入札の種類 
指名競争入札 

理由（一般競争入札を行えるほど希望業者が多くないため。） 

応札者数等 指名３者，応札２者 

予定価格の積算方法 予算要求時の見積書 

④事業の目的と効果指標 

事業の目的 
医療機関等での診療行為における診療報酬明細書等の明細内容を点

検することで，適切な請求であるか確認する。 

期待する効果 
専門業務を委託することで職員が行う業務に人員を充てられ，効率

的に業務を実施できる。 

効果指標を設定しているか 設定していない 

⑤これまでの契約相手方の選定方法 

年度 契約方法 応札者数 契約相手方 

令和２年度 指名競争入札 ２者 株式会社ジャパンメディカルネットワーク 

令和元年度 指名競争入札 ２者 株式会社ジャパンメディカルネットワーク 

平成 30年度 指名競争入札 ２者 株式会社ジャパンメディカルネットワーク 

平成 29年度 

（10月以降） 
指名競争入札 ２者 株式会社ジャパンメディカルネットワーク 

平成 29年度 

（４月～９月） 
随意契約  株式会社メディブレーン 

平成 28年度 

（10月以降） 
指名競争入札 ２者 株式会社メディブレーン 

平成 28年度 

（４月～９月） 
随意契約  株式会社メディブレーン 

平成 27年度以前については，保存年限を経過しており確認できない。 

（２）[意見 43]委託費の適切性の検証の不十分性 

（事実） 

 本事業については，民間事業者に対する委託の他，大阪府国民健康保険団体連合会

（以下「国保連」という。）に対する委託を行うことが考えられる。八尾市において

は従前，国保連の単価を調査しておらず，国保連に委託した場合の単価の概略も適切

に把握できていなかった。また，国保連に委託する場合と，民間事業者に委託する場

合に生ずる業務の内容・質の差異についても，特段の詳細な把握を行っていなかった。

また，他に民間事業者に委託している地方公共団体の委託単価等の調査も行ったこと

はなかった。 

 業者に提出させた見積りの単価が，予算内に収まるかどうかという点の検討に留ま
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っていたものであるが，他方で，監査対象年度に係る契約において，予算を定める際

の見積書の徴取も１事業者からの入手に留まっていた。 

（意見） 

 現在の委託先事業者から提示されている単価の妥当性についての検証が不十分であ

る。事後の選定においては，競合事業者を探索し，複数事業者から見積書の提出を受

けることや，同じく委託先として考えられる国保連の単価を調査して把握すること等，

委託費の適切性をより慎重に検証すべきである。 

（３）[意見 44]指名競争入札の際の指名 

（事実） 

 本契約については，指名競争入札が行われている。指名競争入札については，指名

の段階で業者の選別が行われるところ，当該選別は，恣意性が排除された上で，合理

的な理由により行われる必要がある。 

 本契約について，監査対象年度の契約に係る選定においては，実績調書に記載され

ている他自治体での受注実績，業務名，金額規模より判断し，３事業者に指名が行わ

れている。他方，①八尾市財務規則上は，指名競争入札の際には「なるべく５人以上

の指名」（同規則第114条）と定められており，現在の指名数はこれに不足している。

指名の候補事業者となる八尾市の名簿を監査人において確認したところ，指名を受け

た事業者以外にも，少なくとも２者，本業務と同種の事業を実施している事業者が確

認できた。また，市によれば，②本業務について，指名業者の選別に関する内部の基

準が予め定められていることはない，とのことである。 

（意見） 

 財務規則では「なるべく」という文言も記載されているものであるが，同種事業を

実施していると考えられる事業者が他に存在している以上，当該事業者を指名しない

合理的な理由がない場合には，指名の公平性・合理性が損なわれるものであり，規則

違反が疑われる。 

 市によれば「過去に本市又は本市以外の自治体等での業務実績（可能な限り本市と

同等規模以上）の有無を確認するなど，本市の業務履行が可能と判断できる業者」を
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選別して指名したとのことである。しかし，すべての書類を人の目で確認するもので

はなく，一次的にデータをシステムに通して選別したもののみを，人の目で確認する

という本業務の性質（一次選抜で相当数の絞り込みが行われること）からすれば，同

規模以上の自治体での事業実績がなかったとしても，必ずしも本事業を履行できる見

込みが乏しいとまでは考えられないように思われる。そのような点に照らせば，同規

模以上の自治体における類似業務の実績という点は，指名競争入札における入口で事

業者を絞るための必要性と相当性には乏しいように思われ，指名に関する外部からの

厳しい目に耐えうるものとは思われない。 

 その他，本業務に関して指名の候補事業者として名簿に登録されている事業者の数

が，15者程度であることに照らせば，契約検査課に現存している実績調書のみならず，

当該事業者のホームページを確認するなどして，同種事業の実施の有無を確認し，八

尾市財務規則第114条に規定された事業者数を満たすよう形の，指名競争入札を実施す

べきである。 

 また，指名業者の硬直化は，参入障壁となり，入札手続の公正性と透明性を損なう

などの弊害が指摘されるところでもあるので，指名事業者以外に，同種事業を実施す

るというレベルでの候補事業者が全く存在しないという場合を除き，入れ替えを行う

か，追加を行うべきである。 

 また，指名事業者の選定の基準については事前に明確かつ合理的ものを制定してお

き，事後に指名に関する疑義が生じないようにすることが望ましい。 

 

13 〔健康保険課〕国民健康保険料納付案内コールセンター業務委託契約 

（１）概要 

①基本情報 

契約名 国民健康保険料納付案内コールセンター業務委託契約 

契約先名（所在地） ＨＡＲＶＥＹ株式会社（名古屋市） 

業務概要 

(1) 国民健康保険料の納付案内業務（架電状況管理も含む） 

(2) 特定健診等勧奨業務（架電状況管理も含む） 

(3) 国民健康保険口座勧奨業務（架電状況管理も含む） 

(4) その他本市が指定する国民健康保険料収納に係る補助的業務 

現契約期間 令和２年７月１日～令和３年３月 31日（単年） 

同一相手先への委託開始時期 令和元年７月から 
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予定価格（税込） 8,316,000円 

契約金額（税込） 6,875,000円（落札率：82.7％） 

令和２年度決算額 6,875,000円 

変更契約の有無 無 

契約保証金 免除（八尾市財務規則第 122条第３号） 

支払方法 
債務が確定したことを確認した上で支出（地方自治法第 232 条の４

第２項） 

当初の契約方法 指名競争入札 

履行の実績確認方法 
契約書第５条に従い，概ね毎月 20 日ごろに定例会を行い，月別業務

報告書の提出を受け，履行を確認している。 

再委託先の有無 無 

個人情報取扱の有無 
有（契約書第 10 条により，別記個人情報取扱特記事項を設けてい

る。） 

②委託の理由 

委託の理由 

当該業務は法令により市に処理責任が課されているとともに，市民

生活の根幹にかかわる基幹的サービスであり，安定的・確実に継続

して業務を実施しつつも，業務実施における経済性や効率性を追求

しているため。 

③入札の概要 

入札の種類 

指名競争入札 

理由（条件を満たす業者を選定するため，一般競争入札にて広く募

集を募るよりも，有資格者の中から実績や業務経験豊富な業者を指

名し，競争入札にて業者を選定するほうが適当と判断したため。） 

応札者数等 指名７者，応札４者 

予定価格の積算方法 ３者から見積を入手し，参考の上，決定 

④事業の目的と効果指標 

事業の目的 
国民健康保険・後期高齢者医療・障がい者医療窓口の安定的・効率

的な業務の遂行 

期待する効果 
職員の事務負担軽減を図り，業務の拡充などにより職員が行なわな

ければならない業務への注力をめざす。 

効果指標を設定しているか 設定していない 

⑤これまでの契約相手方の選定方法 

年度 契約方法 応札者数 契約相手方 

令和２年度 指名競争入札 ４者 ＨＡＲＶＥＹ株式会社 

令和元年度 指名競争入札 ３者 ＨＡＲＶＥＹ株式会社 

平成 30年度 指名競争入札 ３者 株式会社セゾンパーソナルプラス 

平成 29年度 指名競争入札 ５者 株式会社セゾンパーソナルプラス 

平成 28年度 指名競争入札 ４者 株式会社セゾンパーソナルプラス 

平成 27年度以前については，保存年限を経過しており確認できない。 

（２）[意見 45]委託費の積算・検証の不十分性 

（事実） 

 本事業に関して，その委託費が適切かどうかという点について，実労働時間や必要

人員等を把握して，検証を行ったことは無いようである。 
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 価格の適切性の検討は，予算見積書の作成時に，過年度の委託費からの比較を行う

ことと，事業者から提出させた見積もりの金額を比較しての検証に留まっている。ま

た，本委託業務についても，一部の見積書について会社印が欠けているなどの，型式

面での不十分性も伺えた。 

（意見） 

 上記の検証に加え，事後に指名競争入札が行われること（一定の価格競争が行われ

る。）を勘案しても，毎年とまでは言わずとも，数年に一度の間隔で良いので，最低

限，実作業に掛かる時間・人員などを踏まえて，合理的な委託費について検証を行う

べきである。 

（３）[意見 46]指名競争入札の際の指名 

（事実） 

 本契約については，指名競争入札が行われている。指名競争入札は，指名の段階で

業者の選定が行われるところ，当該選別について，恣意性が排除され，合理的な基準

で選別されているかについて，厳しい目が向けられることがある。 

 この契約の，監査対象年度の契約に係る指名では，「７」の事業者に対し，指名が

行われている。指名の候補事業者となる，八尾市の名簿を監査人において確認したと

ころ，本事業が，マニュアルの存在する架電業務であり，その人員も２～３名である

ことにも鑑みれば，指名を受けた事業者以外にも相当数（10者弱），指名の対象とな

ってよいと思われる業者が存在した。また，監査対象年度の前年度においては，「６」

の事業者に対し，指名が行われているところ，そのうち５者は監査対象年度と同一の

事業者であった。 

（意見） 

 八尾市によれば，指名事業者の選定理由は「同規模自治体等での勤務実績があるか

どうかについても基準として」選定したとのことである。しかし，上記の通り実際の

業務内容や，委託の体制に照らせば「同規模自治体における実績」という点を，大き

な考慮要素とするのは（その他の業務と比較しても）不合理であるように思われた。 

 指名競争入札という選定方法である以上，入口で事業者を絞るための理由を狭くし



 

 

 

 

- 113 - 

すぎれば，その時点で不合理な限定を行ったものとも考えられるものであり，指名に

関する外部からの厳しい目に耐えうるものとは思われない。 

 また，指名業者の硬直化は，その弊害が指摘されるところでもある。特に本業務に

ついては，指名事業者以外にも，同種事業を実施し得る候補事業者が，相当数考えら

れるため，毎年の指名業者について，もう少し多くの数の入れ替えを行うか，又は指

名する業者数を増やするなどして，より広く競争の機会を確保した方が良いものと思

われる。 

（４）[意見 47]契約書のリスク分担表の記載（特に「従事者の軽過失」の場合の免責） 

（事実） 

 上記第５・11（４）と同様の問題があった。 

（意見） 

 上記第５・11（４）と同様の対応をされたい。 

（５）[意見 48]契約書記載の「著作権」，特に「翻案権」の処理 

（事実） 

 上記第５・11（５）と同様の問題があった。 

（意見） 

 上記第５・11（５）と同様の対応をされたい。 

（６）[意見 49]個人情報保護等に関する事項の履行確認について 

（事実） 

 本契約書の仕様書には，次のとおりの条項がある。しかし，これらについて，受託

事業者が仕様書に沿った履行を行っているかについて，市側で特に確認を行うといっ

たことはされていなかった。 

仕様書における 

条項の該当箇所 
内容 

９（２） 
受託事業者が「個人情報保護の重要性を認識させるために定期的

な研修を行うこと」 

12（２） 
受託事業者に対して「マニュアルに…個人情報の保護対策などを

盛り込む」べきこと 

12（３） 

受託事業者が，業務に従事する者に対して「セキュリティポリシ

ーに関する行動規範に関する研修」を実施して，守秘義務等を徹

底すべきこと 
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12（４） 
受託事業者が，定期的に「情報セキュリティ内部監査」を行うべ

きこと 

（意見） 

 これらについて，委託者としての履行確認を適切に行うべきである。 

 

14 〔健康保険課・障がい福祉課〕八尾市国民健康保険・高齢者医療及び障がい者医

療窓口業務委託契約 

（１）概要 

①基本情報 

契約名 
八尾市国民健康保険・高齢者医療及び障がい者医療窓口業務委託契

約 

契約先名（所在地） パーソルテンプスタッフ株式会社(大阪市) 

業務概要 

健康保険課及び障がい福祉課の窓口業務のうち公権力の行使を伴わ

ない業務 

(1) 国民健康保険に関する各種届出書・申請書の受付業務 

(2) 国民健康保険に関する証書等の引渡し業務 

(3) 後期高齢者医療制度及び老人医療費助成制度に関する各種届出

書・申請書の受付業務 

(4) 後期高齢者医療制度及び老人医療費助成制度に関する証書等の

引渡し業務 

(5) 障がい者医療費助成制度に関する各種届出書・申請書の受付業

務 

(6) 障がい者医療費助成制度に関する証書等の引渡し業務 

(7) 上記（1）～（6）の業務に係わるデータ入力，機器の操作，書

類作成・整理に関する業務 

(8) その他上記業務に付随する業務 

現契約期間 令和２年 10月１日から令和４年９月 30日 

同一相手先への委託開始時期 平成 22年８月 25日 

予定価格（税込） 104,810,000円 

契約金額（税込） 104,808,000円 

令和２年度決算額（税込） 

国保：31,036,940円 

後期：15,647,764円 

障がい：5,719,296円 

変更契約の有無 無 

契約保証金 
令和２年度上半期：免除（八尾市財務規則第 122条第３号） 

令和２年度下半期：免除（八尾市財務規則第 122条第１号） 

支払方法（根拠法令） 
債務が確定したことを確認した上で支出（地方自治法第 232 条の４

第２項） 

当初の契約方法 

令和２年度上半期：随意契約（２号） 

令和２年度下半期：随意契約（２号，プロポーザル方式により受託

予定者を決定） 

履行の実績確認方法 

契約書第６条及び仕様書に従い，委託業務にかかる月ごとの実施状

況について，業務が終了した旨を通知するため，概ね翌月 10 日まで

に月例報告書の提出を受け，履行を確認している。 
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再委託先の有無 無 

個人情報取扱の有無 

有（契約書第８条第４項により，すべての従事者に取り扱いに関す

る誓約書を提出させている。また，契約書第 11 条にて個人情報の保

護の項目を設けている。） 

②委託の理由 

委託の理由 

当該業務は法令により市に処理責任が課されているとともに，市民

生活の根幹にかかわる基幹的サービスであり，安定的・確実に継続

して業務を実施しつつも，業務実施における経済性や効率性を追求

しているため。 

③随意契約の概要 

随意契約の理由 提案型公共サービス実施制度（公募型プロポーザル）にて実施 

根拠法令 ２号 

随意契約理由の公表 公表している 

予定価格の積算方法 事業者から徴取した見積書を参考の上，決定 

相見積の有無 無 

④事業の目的及び効果指標 

事業の目的 
国民健康保険・後期高齢者医療・障がい者医療窓口の安定的・効率

的な業務の遂行 

期待する効果 
業務委託を行うことで，職員の事務負担軽減を図り，業務の拡充な

どにより職員が行なわければならない業務への注力をめざす 

効果指標を設定しているか 設定していない 

⑤これまでの契約相手方の選定方法 

年度 契約方法 応札者数 契約相手方 

令和２年度 

下半期：随意契

約（プロポーザ

ル） 

上半期：随意契

約（１者随契） 

１者 パーソルテンプスタッフ株式会社 

令和元年度 随意契約 パーソルテンプスタッフ株式会社 

平成 30年度 随意契約 パーソルテンプスタッフ株式会社34 

平成 29年度 随意契約 テンプスタッフ株式会社 

平成 28年度 債務負担・複数年 テンプスタッフ株式会社 

平成 27年度 債務負担・複数年 テンプスタッフ株式会社 

平成 26年度 債務負担・複数年 テンプスタッフ株式会社 

平成 25年度 

下半期：随意契

約（プロポーザ

ル） 

上半期：随意契

約（１者随契） 

２者35 テンプスタッフ株式会社 

平成 24年度 随意契約  テンプスタッフ株式会社 

平成 23年度 随意契約  テンプスタッフ株式会社 

平成 22年度 
随意契約（プロ

ポーザル） 
５者 

テンプスタッフ株式会社 

                                                
34 平成 29年 7月に商号変更がなされている。 

35 平成 22年及び 25年は国保及び高齢者医療の窓口業務の委託のみ 
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（２）[意見 50]委託費の積算・検証の不十分性 

（事実） 

 本事業に関し，委託費が適切かどうかについて，実労働時間・必要人員等からの検

証が行われたことが無いようである。 

 監査対象年度（令和２年度）の本事業の契約は，予定されていたプロポーザルの不

調により，前回の受託事業者の継続受注となった一者随意契約の前半部分（半年間）

と，改めてプロポーザルが実施され，１者が応募した上で，前回の受託事業者がその

まま受注した後半部分の契約（半年間）に分かれている。これらのいずれについても，

市は事業者から，見積書は提出させていたものの，それらの見積書については，提示

された見積額に一定の開きが存在していたにもかかわらず，その開きの原因について，

当該見積書の記載内容等からの検証が具体的に行われていたとまでは言い難かった。 

 また，その他にも，取得した見積書の複数について，全文がワープロ打ちでありな

がら会社印が欠けているという形式面での不十分性も伺えた。 

（意見） 

 予算見積書作成時などの段階で，過年度の委託費が一つの参考にされているもので

はあるが，他方で，やはりそれだけでは委託費の適切性の検証としては足りない。 

 特に，本業務については，令和元年度に予定されたプロポーザルが不調により中止

されているという経過が存在するものであり，その経過に照らしても，委託費の金額

の適切性を検証することはなお重要と思われる。複数年契約であることから，毎年実

施することは不要と思われるが，契約更新時期（次回契約時）には，最低限，実作業

に掛かる時間・人員などを踏まえて，合理的な委託費について検証を行うべきである。 

（３）[意見 51]２者以上からの見積書の取得 

（事実） 

 八尾市財務規則第116条第２項は「契約担当者は，随意契約を行おうとするときは，

予定価格を定め，なるべく２人以上の者から見積書を徴さなければならない。」と定

めている。しかし，本業務の監査対象年度（令和２年度）に係る後半の契約（プロポ

ーザルが行われた随意契約）については，見積書の取得が１者のみからに留まってい
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た。 

（意見） 

 １者からの見積書の取得に留めていた理由につき，八尾市は「前回に見積もりを取

り付けた際の，他事業者（２者）の見積書が高いものであったため」と説明している。 

 しかし，その際に取り付けを行った２事業者の見積書が高かったものであるとして

も，改めて同事業者から見積書を取得した際に，再度，作成される見積書の金額が従

前と異なる金額となる可能性は十分にあるため，見積書の取り付け自体を省略する理

由にはならない。見積書に開きが生じた理由の具体的な検証がないままに，同２者か

らの再度の見積りの取り付けを看過するという理由もないと思われる。 

 何より，以前見積書の取り付けを行った２者以外の，別の会社から見積書を取り付

けることを検討すべきであり，やはり見積書の取り付け自体を省略する理由にはなら

ない。 

 規則上「なるべく」という文言が付されてはいるものの，本契約については，同業

他社からの見積書の取り付けが比較的可能であると思われるところからすれば，不合

理な理由での１者からのみの見積書の取得は規則違反が疑われるところである。事後

は，適切に見積書を２者以上から取り付けられるようにされたい。 

（４）[意見 52]契約書のリスク分担表の記載（特に「従事者の軽過失」の場合の免責） 

（事実） 

 上記第５・11（４）と同様の問題があった。 

（意見） 

 上記第５・11（４）と同様の対応をされたい。 

（５）[意見 53]契約書記載の「著作権」，特に「翻案権」の処理 

（事実） 

 上記第５・11（５）と同様の問題があった。 

（意見） 

 上記第５・11（５）と同様の対応をされたい。 

（６）[意見 54]マニュアルの承認手続きの欠如 
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（事実） 

 令和２年度の後半に係る契約において実施されたプロポーザルに際し，募集要項に

は『事業者は，八尾市に対してマニュアルを提出し，その承認を受けること』という

旨の記載が存在した。この「マニュアルの承認」の点について，八尾市に確認したと

ころ，本事業について受託事業者のマニュアルの内容は確認しているものの，特段，

承認の手続は取っていないとのことであった。 

（意見） 

 プロポーザルにおいて提示された手続が行われていないことは好ましくなく，継続

中の契約については，マニュアルの承認の手続を行って是正をすべきである。 

（７）[意見 55]情報誓約書の押印の漏れ 

（事実） 

 本契約の契約書においては「…個人情報等の機密情報の保護及び適正な管理その他

従事者等が遵守すべき事項を記載した誓約書」を「すべての従事者等」から取り付け

るべきとされている（第８条第４項）。この点に関し，令和２年度の従事者のリスト

と，誓約書の原簿の提示を受けて監査人が調査したところ，一部の従事者の誓約書に

ついて，押印の漏れが存在したことがわかった。 

（意見） 

 事後，事業者に提出させた誓約書等の資料についても，担当課でチェックを行い，

形式面・外形面での不備がなくなるように改善すべきである。 

（８）[意見 56]個人情報保護等に関する事項の履行確認について 

 本契約書の仕様書には，次のとおりの条項がある。しかし，これらについて，受託

事業者が仕様書に沿った履行を行っているかについて，市側で特に確認を行うといっ

たことはされていなかった。 

仕様書における 

条項該当箇所 
内容 

８（２） 
受託事業者が「個人情報保護の重要性を認識させるために定期的な研修

を行うこと」 
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11（２） 
受託事業者に対して「マニュアルに…個人情報の保護対策などを盛り込

む」べきこと 

11（４） 
受託事業者が，業務に従事する者に対して「セキュリティポリシーに関

する行動規範に関する研修」を実施して，守秘義務等を徹底すべきこと 

12（４） 受託事業者が，定期的に「情報セキュリティ内部監査」を行うべきこと 

（意見） 

 これらについて，委託者としての履行確認を適切に行うべきである。 

（９）[意見 57]過去の年度の契約関係文書が保存されていなかったこと 

（事実） 

 本業務に関するヒアリングで，過去の年度の資料提出を求めたところ「平成25年10

月から平成29年３月までの３年６か月間」を契約期間とする契約について関係書類が

既に保存期間を経過しており存在しないとの説明を受けた。また，その保存期間の始

期については「契約時」であると理解しているという旨の説明を受けた。 

（意見） 

 第４・８（２）のとおりであり，以後，文書の保存期間を正しく取り扱われたい。 

 

15 〔健康推進課〕定期予防接種業務委託契約 

（１）概要 

①基本情報 

契約名 定期予防接種業務委託契約 

契約先名（所在地） 一般社団法人八尾市医師会（八尾市） 

業務概要 

予防接種法第５条第１項に基づいて，八尾市が実施主体となる予防

接種業務の実施にあたり，市民に接種しやすい環境を提供するた

め，八尾市と一般社団法人八尾市医師会との間で委託契約を締結

し，各医療機関が実施機関として予防接種を実施する。 

現契約期間 令和２年４月１日～令和３年３月 31日（単年） 

同一相手先への委託開始時期 20年以上 

予定価格（税込） 単価契約（下記のとおり） 

契約金額（税込） 

単価報酬 （１回あたりの単価） 

≪予防接種法による予防接種≫ 

（1） 麻しん風しん混合 10,930円 

（2） 麻しん単独・風しん単独 7,330円 

（3） 水痘 9,170円 

（4） 日本脳炎（７歳６か月未満） 7,790円 

（5） 日本脳炎（７歳６か月以上） 6,970円 
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（6） ４種混合 11,480円 

（7） ２種混合（２期） 4,820円 

（8） ＢＣＧ 7,520円 

（9） ヒブ 8,770円 

（10） 小児用肺炎球菌 12,140円 

（11） 子宮頸がん予防 16,590円 

（12） Ｂ型肝炎 6,640円 

（13） 不活化ポリオ 10,210円 

（14） ２種混合（１期） 5,650円 

（15） ３種混合 5,880円 

（16） 高齢者インフルエンザ 5,040円 

（17） 高齢者用肺炎球菌 8,100円 

（18） 予防接種予診料（６歳未満） 4,000円 

（19） 予防接種予診療（６歳以上） 3,170円 

≪長期療養特例による予防接種≫ 

（1） 麻しん風しん混合 10,100円 

（2） 麻しん単独・風しん単独 6,510円 

（3） ヒブ 7,950円 

（4） ４種混合 10,650円 

（5） 不活化ポリオ 9,390円 

（6） 水痘 8,340円 

（7） ３種混合 5,050円 

令和２年度決算額（税込） 750,412,760円 

変更契約の有無 有 

契約保証金 免除（八尾市財務規則第 122条第３号） 

支払方法（根拠法令） 
債務が確定したことを確認した上で支出（地方自治法第 232 条の４

第２項のとおり） 

当初の契約方法 
随意契約（２号） 

現在の契約相手方と 20年以上にわたり一者随意契約をしている。 

履行の実績確認方法 

契約書第４条に従い，予防接種業務終了後に予診票，予防接種実施

報告書及び請求書を実施月の翌月 10 日までに提出を受け，履行を確

認している。 

再委託先の有無 無 

個人情報取扱の有無 
有（契約書第 14条および第 14条に関する特記事項により，個人情報

の取扱について明記している｡） 

②委託の理由 

委託の理由 

当該業務は，専門的な知識技術を必要とするとともに，地域医療を

担う八尾市医師会と契約することで，市民が効率的効果的に予防接

種を受けられる環境を確立できる。 

③随意契約の概要 

随意契約の理由 

当該業務は，八尾市民に対して予防接種を実施するものであり，八

尾市内の医療機関を広く実施主体とすることにより効果的な実施が

可能となること，また，当該契約は性質又は目的が競争入札に適さ

ないものであるから。 

根拠法令 ２号 

随意契約理由の公表 公表している 

予定価格の積算方法 診療報酬点数を参考に算出 

相見積の有無 無 
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④事業の目的と効果指標 

事業の目的 

伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防するため，公衆衛

生の見地から予防接種を実施することにより，市民の健康の保持に

寄与する。 

期待する効果 
市民が効率的効果的に予防接種を受けていただける環境を確立でき

る。 

効果指標を設定しているか 設定していない 

⑤これまでの契約相手方の選定方法 

年度 契約方法 随意契約理由 契約相手方 

令和２年度 随意契約 ２号 一般社団法人八尾市医師会 

令和元年度 随意契約 ２号 一般社団法人八尾市医師会 

平成 30年度 随意契約 ２号 一般社団法人八尾市医師会 

平成 29年度 随意契約 ２号 一般社団法人八尾市医師会 

平成 28年度 随意契約 ２号 一般社団法人八尾市医師会 

（２）[意見 58]実施機関に対する義務の周知について 

（事実） 

 市は八尾市医師会に予防接種業務を委託し，八尾市医師会に加入する各医師会の会

員が「実施機関」として予防接種業務を行うこととなる。つまり，受託者としての八

尾市医師会は取りまとめ業務を行い，実際の予防接種業務は，実施機関（各医師会の

会員）が行っている。なお，医師会に加入していない者とは直接契約を行っている。 

 実施機関は，予防接種法・同法施行令，予防接種法施行規則及び予防接種実施規則，

厚生労働省が定める「定期接種実施要領」を遵守することになり，①「接種間違い」

の報告を行う義務や，「副反応疑い」の報告を行う義務を負い，また，②予診票その

他の文書の保存義務，③個人情報の保護義務，④業務中の事故の処理義務などの義務

を負う。 

 市は，実施機関に対し，予防接種ガイドライン等検討委員会が作成した「予防接種

ガイドライン」を配付し，「令和２年度予防接種の関係書類の送付について」という

文書を，年に１回，送付する等している。 

（意見） 

 実施機関である個別の病院・診療所は，委託契約の直接の当事者ではないため，契

約書の締結自体に関与するわけではない。そうしたこともあり，契約上の「実施機関」

としての立場で予防接種業務を担っていることの責任や義務についての意識が曖昧に
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なりかねない。 

 そのため，市から実施機関に送付する文書は重要な役割を持つが，上記②の「令和

２年度予防接種の関係書類の送付について」という文書の中でも，「請求事務につい

て」と題する部分で，支出証書・実施報告書・予診票等の提出方法・提出期限等の事

務的な面の記載のみになっており，「予防接種担当からのお願い」と題する部分では

「今一度，住所地や生年月日のご確認をお願いします」という部分と，「予診票の記

載についてのお願い」という部分のみで構成されている。 

 上記に記載したような医師が負う義務（①「接種間違い」の報告を行う義務や，

「副反応疑い」の報告を行う義務，また，②予診票その他の文書の保存義務，③個人

情報の保護義務，④業務中の事故の処理義務などの義務）はいずれも重要であり，実

施機関において認識漏れがあってはならない。したがって，市は，実施機関に対し，

上記のような各義務を明確な形で伝えるように改善されたい。 

 

16 〔健康推進課〕妊婦健康診査業務委託契約 

（１）概要 

①基本情報 

契約名 妊婦健康診査業務委託契約 

契約先名（所在地） 一般社団法人大阪府医師会（大阪市） 

業務概要 
(1) 妊婦健康診査の実施 

(2) 各実施機関の実施内容の審査及び請求事務 

現契約期間 令和２年４月１日～令和３年３月 31日（単年） 

同一相手先への委託開始時期 事業開始時期から（詳細は不明） 

予定価格（税込） 単価契約（下記のとおり） 

契約金額（税込） 

(単価契約) 

・妊婦健康診査 

１回目は 25,000 円，２回目～５回目は 6,500 円，６回目は

10,000円，７回目は 6,500円，８回目は 10,000円，９回目～11回

目は 6,500円， 

12 回目は 10,000 円，13 回目～16 回目は 6,500 円多胎妊娠時追加

分１回目～５回目は 6,500円 

・審査及び請求事務 

１件につき 66円 

令和２年度決算額（税込） 199,588,919円 

変更契約の有無 無 

契約保証金 免除（八尾市財務規則第 122条第３号） 

支払方法 
債務が確定したことを確認した上で支出（地方自治法第 232 条の４

第２項） 



 

 

 

 

- 123 - 

当初の契約方法 随意契約（２号） 

履行の実績確認方法 

契約書第６条に従い，契約相手先が契約相手先の会員の医療機関が

提出した請求書を審査し，それをとりまとめ，委託者に請求を行

う。契約書第７条に従い，委託者は提出された請求関係書類の内容

を点検している。 

再委託の有無 有（１件） 

再委託の業務範囲 妊婦健康診査請求書の内容確認に係る補助業務 

再委託金額 不明 

再委託の確認方法 
契約相手先に再委託の承認の依頼を文書で提出させ，内容を把握

し，承認書を交付している。 

個人情報取扱の有無 

有（契約書第 11 条により，個人情報の保護を徹底させるとともに，

八尾市個人情報保護条例及び関係法令ならびに特記事項を遵守させ

ることにより，必要な個人情報保護対策を講じている。） 

②委託の理由 

委託の理由 

大阪府において，本健康診査に対応できる専門知識を有する団体と

契約することによって，受診者が大阪府下の医療機関から受診する

医療機関を広く選択することが可能となり，市民の利便性に考慮し

た健康診査の実施が可能であるため。 

③随意契約の概要 

随意契約の理由 

大阪府下において，本健康診査に対応できる専門知識を有する団体

は，一般社団法人大阪府医師会と一般社団法人大阪府助産師会であ

り，その内のひとつである本団体と契約することによって，受診者

が大阪府下の医療機関から受診する医療機関を広く選択することが

可能になり，市民の利便性に考慮した健康診査の実施が可能であ

る。以上より，当団体と随意契約を行う。 

根拠法令 ２号 

随意契約理由の公表 公表している 

予定価格の積算方法 診療報酬点数を参考に算定 

相見積の有無 無 

④事業の目的と効果指標 

事業の目的 
母子保健法に基づき，妊娠時の異常の早期発見・早期治療等を促進

するとともに，妊娠及び胎児の健康管理の向上を図るため。 

期待する効果 

集合契約を行うことで，受診者が大阪府下の医療機関から，受診す

る医療機関を広く選択することが可能になり，市民の利便性に考慮

した健康診査の実施が可能である。 

効果指標を設定している否か 設定していない 

⑤これまでの契約相手方の選定方法 

年度 契約方法 随意契約理由 契約相手方 

令和２年度 随意契約 ２号 一般社団法人大阪府医師会 

令和元年度 随意契約 ２号 一般社団法人大阪府医師会 

平成 30年度 随意契約 ２号 一般社団法人大阪府医師会 

平成 29年度 随意契約 ２号 一般社団法人大阪府医師会 

平成 28年度 随意契約 ２号 一般社団法人大阪府医師会 

平成27年度以前は保存期間が終了し，起案等を廃棄しているが，基本的には，一般社団法人大阪府医

師会との随意契約を継続してきた。 

（２）[意見 59]数年前の健診分の委託料の請求について 
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（事実） 

 委託料の請求手続としては，各病院（実施機関）が「１か月分」を取りまとめ，受

託者（大阪府医師会）に翌月15日までに提出し，それを取りまとめて，八尾市に提出

がなされることになる。 

 例えば，令和２年４月１日から同年４月30日分までの分について，各病院等が作成

した「請求書」及び「受診票」が，いったん大阪府医師会に提出され（その期限は５

月15日），審査及び集計等がなされ「とりまとめ」を経た請求書が，八尾市に６月頃

に届くことになる。これを受けて，八尾市では，請求書を受理した日から30日以内に，

受託者である大阪府医師会に支払いを行うことになる。 

 これについて，サンプル調査として，監査対象年度の属する令和２年６月の請求内

容を確認したが，期限を大幅に徒過し，平成29年度や平成30年度に実施された健診に

関する請求がなされており，それについての支払に応じている状況であった。また，

こうした期限を大幅に徒過した請求は，令和２年６月以外にも，しばしば見受けられ

るとのことであった。 

（意見） 
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 業務委託契約第６条によると，実施機関で実施された健診が「月ごと」に整理がな

され，受託者を経て，市に届くことで，定期的に，市は月ごとの支払を行っていくと

いう枠組みになっている。遅延が生じた背景事情や理由を問うことなく，２年から３

年経過したものについての支払いに応じていることは妥当ではない。 

 所管課の認識としては，病院等の各実施機関が大阪府医師会に請求書ないし受診票

の送付を行うことが遅延し，その結果として，大阪府医師会から市への請求書の送付

がずれ込んだ可能性が高いと推察されるとのことであった。確かに，市は，言わば，

受け身の立場であり，請求書が届くまでに何かできることはない。ただし，背景事情

を確認し，受託者である大阪府医師会と協議の上，問題解決の方法がないか，改善を

検討すべきである。また，こうした請求の大幅遅延がなされている場合には，請求書

とは別に，遅延が生じた経緯・理由等が記載した書面の提出を，受託者に求めるべき

である。 

 

17 〔健康推進課〕集団検診業務に係る委託契約 

（１）概要 

①基本情報 

契約名 集団検診業務に係る委託契約 

契約先名（所在地） 医療法人医誠会（大阪市） 

業務概要 

下記の検診の実施，受診者への検診に係る説明の実施，検診の精度

管理業務 

① 大腸がん検診（便潜血検査） 

② 肺がん検診（胸部Ｘ線検査及び胸部Ｘ線検査＋喀痰検査） 

③ 乳がん検診（視触診＋マンモグラフィ） 

④ 骨密度検査（踵骨超音波検査） 

現契約期間 平成 30年４月１日から令和５年３月 31日（債務負担行為） 

同一相手先への委託開始時期 平成 30年４月から 

予定価格（税込） 

① 大腸がん検診 12,337,920円 

② 肺がん検診 19,376,820円 

③ 乳がん検診 21,513,600円 

④ 骨密度検査 907,200円 

契約金額（税込） 

① 大腸がん検診 6,192,000円（落札率：50.1％） 

② 肺がん検診 9,637,000円（落札率：49.7％） 

③ 乳がん検診 9,315,000円（落札率：43.3％） 

④ 骨密度検査 510,000円（落札率：56.2％） 

令和２年度決算額（税込） 
① 大腸がん検診 1,673,100円 

② 肺がん検診 2,647,370円 
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③ 乳がん検診 3,868,150円 

④ 骨密度検査 424,490円 

変更契約の有無 無 

契約保証金 免除（八尾市財務規則第 122条第３号） 

支払方法 
債務が確定したことを確認した上で支出（地方自治法第 232 条の４

第２項） 

当初の契約方法 指名競争入札 

履行の実績確認方法 

契約書第２条に従い，仕様書に定める検診業務終了後，日報として

医誠会側から検診業務完了報告書の提出を受け，業務内容について

八尾市職員が確認を実施している。また，検診結果については，契

約書第４条に従い，検診結果を医誠会側から受け取った後，検診者

数と検診結果の内容について，八尾市職員による複数人での二重点

検を行っている。 

再委託の有無 

有（１件） 

医誠会側から一部業務の再委託について承認願が提出されたため，

契約書第８条により協議し，一部業務の再委託はやむを得ないもの

とし，承認した。 

再委託の業務範囲 喀痰細胞診の検体検査並びに回収業務 

再委託金額 不明 

再委託の確認方法 

再委託の際は，契約書第８条に従い，再委託する一部業務の内容，

再委託先，再委託の理由等を文書で提出させ，内容を把握してい

る。 

個人情報取扱の有無 

有 

契約書第７条により，八尾市個人情報保護条例（平成 10 年八尾市条

例第 15 号）及び関係法令を遵守するよう，契約書内に特記事項を設

けている。 

②委託の理由 

委託の理由 

当該業務は法令により市に実施業務が課されているが，専門的な知

識，技術，機器が必要であり，直営で設備や人員を確保することが

困難なため。 

③入札の概要 

入札の区分 

指名競争入札 

理由（健康診断業務において八尾市に登録のある事業者が少数であ

るとともに，市民に対し検査を行うにあたり，一定の実績のある事

業者を指名して入札を行うことにより，検査の質を落とすことな

く，安定的に事業を行うことができるため。） 

応札者数等 指名 15者，応札８者 

予定価格の積算方法 前年度を参考に予定価格を積算 

④事業の目的と効果指標 

事業の目的 各種検診を実施することにより，市民の疾病予防に寄与する。 

期待する効果 

当該業務は法令により市に実施業務が課されているが，専門的な知

識，技術，機器が必要であり，直営で実施できないため，専門の事

業者に委託することにより，確実に業務を実施することができる。 

効果指標を設定しているか 設定していない 

⑤これまでの契約相手方の選定方法 

年度 契約方法 応札者数 契約相手方 

令和２年度 債務負担・複数年 医療法人医誠会 
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令和元年度 債務負担・複数年 医療法人医誠会 

平成 30年度 指名競争入札 

├大腸がん検診（６者） 

├肺がん検診（３者） 

├乳がん検診（２者） 

└骨密度（４者） 

 

医療法人医誠会 

医療法人医誠会 

医療法人医誠会 

医療法人医誠会 

平成 29年度 債務負担・複数年 

├大腸がん検診 

├肺がん検診 

└骨密度検査 

随意契約 

└乳がん検診（２号） 

 

公益財団法人大阪府保健医療財団 

医療法人恵生会 

一般財団法人大阪市環境保健協会 

 

医療法人恵生会 

平成 28年度 債務負担・複数年 

├大腸がん検診 

├肺がん検診 

└骨密度検査 

随意契約 

└乳がん検診（２号） 

 

公益財団法人大阪府保健医療財団 

医療法人恵生会 

一般財団法人大阪市環境保健協会 

 

医療法人恵生会 

平成 27年度 指名競争入札 

├大腸がん検診（４者） 

├肺がん検診（３者） 

└骨密度検査（３者） 

随意契約 

└乳がん検診（８号） 

 

公益財団法人大阪府保健医療財団 

医療法人恵生会 

一般財団法人大阪市環境保健協会 

 

医療法人恵生会 

 

（２）[意見 60]市の職員が一部従事することについての入札仕様書における記載の必要

性 

（事実） 

 八尾市における「がん検診」は，新型コロナウィルス感染症問題が生じた際，それ

への対応業務は，市の職員が担う形で行われていた。 

（意見） 

 入札時の仕様書は，入札への参加を考える者が，人件費その他の費用を正確に見積

もり，価格を検討するための重要な判断材料である。全国的に見れば，市の職員が，

検診に関する業務の一部に従事して検診が行われる場合と，全てを受託者の実施に委

ねている場合の両方があるようであり，入札参加者に，明確にその差異が伝わるよう

な仕様書であることが望ましい。 

 八尾市の場合，上記のような検診業務の一部である新型コロナウィルス感染症問題

への対応を市の職員が担っている。このような場合は，入札を行う場合も，同様に市
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の職員が健診業務の一部を担う場合は，それが明示された仕様書が望ましい。また，

契約書の仕様書等において，そのことを明示しておくことが望ましい。 

（３）[意見 61]市の職員が一部従事することについての契約書上の責任の明確化 

（事実） 

 契約書及び仕様書において，上記のような分担的な体制であることについて，明記

がない。契約書第10条に，以下のような記載があるが，特に，市の職員も検診に従事

していることを意識したものではない。 

第10条 乙が検診業務の実施中に生じた事故及びその検診業務に生じた事故並びに損害（以下

「事故等」という。）については，甲に故意または重大な過失がない限り，乙がその負担と

責任において，処理にあたるものとする。 

２ （略） 

３ 第１項の事故等について乙に故意又は重大な過失がない場合は，その負担と責任につい

て，甲及び乙は協議し対応するものとする。 

（意見） 

 実際の検診会場において，市の職員も検診会場に行き，関与をしていることについ

て，その従事は限定的なものであることについての規定がない。そのため，そのよう

な規定がなければ，万一，検診業務の実施中に事故が遭った場合に，どのような指揮

命令系統で生じた事象であるかが不明確となり，市の責任が問われることにもなりか

ねない。 

 したがって，市の職員が検診に従事する場合の「範囲」を明示しておくことが望ま

しい。具体的には，契約書第10条とは別に，受託者が全責任を持って行うべきもので

あり，市は，受託者の個別の職員に対する指揮命令を行うものではないことを明確に

することが妥当である。 

 

18 〔健康推進課〕休日急病診療所窓口業務，診療報酬明細書作成及び総括業務 

（１）概要 

①基本情報 

契約名 休日急病診療所窓口業務，診療報酬明細書作成及び総括業務 

契約先名（所在地） 株式会社メディブレーン（大阪市） 

業務概要 (1) 休日急病診療所窓口業務 
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受付業務，外来計算業務，会計業務，電話対応業務等 

(2) 診療報酬明細書作成及び統括業務 

カルテに基づく診療報酬明細作成業務 

現契約期間 令和２年４月１日～令和３年３月 31日（単年） 

同一相手先への委託開始時期 平成 31年４月から 

予定価格（税込） 13,358,400円 

契約金額（税込） 13,358,400円 

令和２年度決算額（税込） 13,358,400円 

変更契約の有無 無 

契約保証金 免除（八尾市財務規則第 122条第３号） 

支払方法 
債務が確定したことを確認した上で支出（地方自治法第 232 条の４

第２項） 

当初の契約方法 

随意契約（２号） 

現在の契約相手方とは，平成 31 年４月１日から随意契約により契約

締結をしている。令和２年度に条件付一般競争入札を行って，令和

３年度から３年間，同社と業務委託を締結している。 

履行の実績確認方法 
契約書第 15 条及び仕様書に従い，毎月の業務完了後，業務完了届の

提出を受け，履行を確認している。 

再委託の有無  無 

個人情報取扱の有無 
有（業務委託契約書第７条により，個人情報の取扱について明記し

ている。） 

②委託の理由 

委託の理由 
休日急病診療所における窓口業務その他の医事業務は，専門的な知

識・経験が必要な業務であるため。 

③随意契約の概要 

随意契約の理由 

休日急病診療所における窓口業務その他の医事業務は，専門的な知

識・経験が必要な業務であり，かつ，電子システムが常設されてい

ない本市の同業務に電子システム持込による対応が可能な事業者が

現在本件受託者のみであるため，随意契約を行うものとする。 

根拠法令 ２号 

随意契約理由の公表 公表している 

予定価格の積算方法 事業者から徴取した見積書を参考の上，決定 

相見積の有無 無 

④事業の目的と効果指標 

事業の目的 
市内医療機関の休診日に，応急的な医療を提供することによって，

市民の生命の安全を確保する。 

期待する効果 
専門的な知識・経験を持った業者に委託することで，適正な会計処

理等を行うことが可能となっている。 

効果指標を設定しているか 設定していない 

⑤これまでの契約相手方の選定方法 

年度 契約方法 応札者数 契約相手方 

令和２年度 随意契約  株式会社メディブレーン 

令和元年度 随意契約  株式会社メディブレーン 

平成 30年度 随意契約  
株式会社メディブレーン 

株式会社ソラスト 

平成 29年度 随意契約  株式会社ソラスト 

平成 28年度 随意契約，指名 １者 株式会社ソラスト 
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競争入札 

平成 27年度以前は保存期間が終了し，起案等を廃棄しているため不明 

 

（２）[意見 62]徴収事務委託の範囲等を示す「告示」について 

（事実） 

 この委託契約では，下記の２種の債権につき，市は受託者に徴収事務を委託する形

となっている。「診療費」とは，健康保険等が適用される場合の窓口負担部分の額で

あり，「文書交付手数料」とは，診断書等の作成のための手数料を指す。 

名称 内容 種類 

診療費 

健康保険法（大正11年法律第70号）第76条第２項（同

法第149条において準用する場合を含む。）又は高齢

者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）

第71条第１項の規定に基づき厚生労働大臣が定める診

療報酬の算定方法（以下「診療報酬算定方法」とい

う。）の適用を受ける者については，診療報酬算定方

法により算定した額 

地方自治法上の

「使用料」 

文書交付手数料 
診断書，証明書等１通につき2,000円以内で規則で定

める額 

地方自治法上の

「手数料」 

 これらにつき，市が行う，徴収事務を委託する旨の「告示」では「休日急病診療料」

の徴収を委託するという表示がなされている。しかし「休日急病診療料」は，条例・

規則にない用語である。 

（意見） 

 地方自治法施行令第158条第２項は「前項の規定により歳入の徴収又は収納の事務を

私人に委託したときは，普通地方公共団体の長は，その旨を告示し，かつ，当該歳入

の納入義務者の見やすい方法により公表しなければならない。」としている。また，

八尾市財務規則31条第２項に同旨の定めがある。 

 市は，「診療費」と「文書交付手数料」の２種類の歳入について，徴収の事務を委

託したのであるから，市民に対する情報提供の性格を有する「告示」においても，ま

た，契約書・仕様書においても，法令上の用語に基づき，正確に行う必要がある。条

例上の「診療費」，条例上の「文書交付手数料」という２種の法的性質の異なる歳入
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がある以上，それらの徴収にかかる事務を委託している旨が分かるように，正確な告

示をすべきである。契約書・仕様書においても，これら２種の徴収事務を委託してい

ることが分かるような記載に変更するべきである。 

（３）[意見 63]診療料の徴収事務委託における現金の取扱いについて 

（事実） 

 この委託契約では，土曜日，及び日曜日に，それぞれ診療が終了するごとに，患者

等から現金で受領した「診療費」「文書交付手数料」を徴収事務の委託を受けている

受託者が受領する。受託者は，当日に，市の職員に現金のままで手渡している。「休

日急病診療所」は，「八尾市生涯学習センター」内の八尾市保健センターに所在して

おり，同センターの「金庫」において，翌開庁日（基本的には月曜）日まで保管され

る。その後，八尾市の担当課職員が，翌開庁日（同上）に，納入通知書を作成し，こ

の現金を以って，金融機関窓口で入金することがなされている。 

（意見） 

 この方式では，市の職員が，月ごとに４回から５回にかけて，現金を移動させると

いうリスクを負い，また，その度に納付書を作成しては，市の職員の「足」で金融機

関まで出向いていくという事務的な負担を負っている。金融機関窓口で入金するとい

う作業部分を，市の職員が行う時間として，少なくとも，毎週30分から１時間程度の

時間を要している。これは，市の職員の人的コストばかりがかさむ方法と思われ，基

本的に，受託者の責任で指定金融機関での納入を行う方法に改善すべきである。 

 ところで，八尾市では，徴収事務の受託者が現金等を収納した場合について，八尾

市財務規則に下記のような規定があり，市の出納機関が現金等を出納した場合と同様

に「収納した現金を即日又はその翌日」にて指定金融機関等に払い込まなければなら

ないとされている36。この方法としては，受託者が，「収納金払込書」を，毎週作成し

て，金融機関で，自ら納付する方法を取ることが可能であり，市が全面的に代行しな

                                                
36他の地方公共団体では，徴収の事務の委託を受けた者が，収納した現金を納入する頻度を，１か月ご

と等という取扱いができるように緩和している例も見受けられる。八尾市では，即日又は翌日による払

い込みが励行されているようである。 
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ければならない理由はない。今後は，受託者の責任で，指定金融機関での納入を行う

ことが合理的であるため，取扱いを変更されたい。 

 

（徴収又は収納の事務の委託） 

第31条 (略) 

４ 施行令第158条第１項の規定により徴収又は収納の事務の委託を受けた者は，

その取扱いに係る現金及び証券等は，第27条の規定にならい納入しなければな

らない。 

 

19 〔産業政策課〕八尾市立中小企業サポートセンター事業業務委託契約 

（１）概要 

①基本情報 

契約名 八尾市立中小企業サポートセンター事業業務委託契約 

契約先名（所在地） 京都リサーチパーク株式会社（京都市） 

業務概要 

(1) 相談業務 

 各分野の専門コーディネーターが，市内事業者の技術･経営など

の課題解決のために，国・府などの公的支援機関や大学などの紹

介を通じて，相談・助言を行うほか，市内事業者を訪問し，動向

把握に努める。また，国・府などの支援事業における採択・認定

等に向けたサポートを行う。 

(2) セミナー開催業務 

 市内事業者を対象とした加工技術や素材等に関する技術セミナ

ー等を開催することで，市内事業者の技術・経営の高度化と事業

者間ネットワークの促進をめざす｡ 

(3) ビジネスマッチング業務 

 市内事業者の優れた製品・技術を大企業や他の中小企業に紹介

して，新たな販売先・仕入先・加工先の開拓，共同研究の橋渡し

など，マッチング支援を行う。また，公的機関等が主催する展示

会・マッチング会を通じた技術のマッチング支援を行う。 

(4) 産学官連携業務 

 市内事業者の技術力を高度化し，製品の高付加価値化を図るた

めに，大学・研究機関・公的機関と連携した研究会活動や共同研

究に対するサポートなど産学官連携を行う｡ 

(5) 人材確保・育成業務 

 大学や工科高校，公的機関などとの連携を図りながら，経営・

技術の高度化を担う人材の確保及び育成を支援する。 

(6) 情報収集業務 

 市内事業者の技術や販路開拓などに必要と思われる情報収集を

行い，支援に活用する。 

(7) 情報提供業務 

 市内事業者に対して，セミナー開催や公的支援施策などの有益

な情報提供を行う。また，本市の産業や市内事業者などの情報の

発信を行う｡ 
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(8) 医療機器・介護機器分野参入支援業務 

 医療機器・介護機器分野に参入を希望する市内事業者に対して

各種支援を行う。 

(9) 創業支援業務(第二創業支援も含む) 

 創業する者や既存事業の業態転換，新事業・新分野進出を図る

市内事業者に対して各種支援を行う。 

(10) ビジネスインキュベーション支援業務 

 インキュベーションマネージャーなどの専門家が，市内での創

業を支援するために，インキュベートルームの入居者に対して，

技術・販路開拓などの支援や，創業支援セミナーの開催などを行

う。 

(11) 展示会への出展支援業務 

 市内事業者が各分野におけるビジネスチャンスの創出のために

展示会に出展する際の支援を行う。 

(12) その他，本事業を達成するために必要な業務，及び実施年度

において八尾市が示す事業指針に基づく業務 

現契約期間 令和２年４月１日～令和３年３月 31日（単年） 

同一相手先への委託開始時期 平成 24年４月から 

予定価格（税込） 38,043,720円 

契約金額（税込） 38,043,720円 

令和２年度決算額（税込） 35,389,661円 

変更契約の有無 無 

契約保証金 免除（八尾市財務規則第 122条第３号） 

支払方法 

概算払い（八尾市財務規則第 48 条第 10 号）（受託者の請求に基づ

き，委託料を四半期ごとに支払いを行い，第４回目の支払いについ

ては，概算払とする。） 

当初の契約方法 

随意契約（２号） 

※過去に，公募型プロポーザル方式を行い受託予定者を決定し，そ

の後，随意契約を行っている。 

履行の実績確認方法 

仕様書に従い，各事業月の月次事業報告書の提出を受け，履行を確

認している。また，本事業の完了後には，委託業務の履行に要した

費用の明細等の提出を求め，検査を実施している。 

再委託の有無 無 

個人情報取扱の有無 
有（契約書第 10 条及び特記事項にて，収集や利用の制限の規定を設

けている。） 

②委託の理由 

委託の理由 

本業務を遂行するためには，様々な中小企業の技術支援や販路開

拓，ビジネスマッチング等，中小企業者の多様なニーズに応えられ

る人材を配置する必要がある。このため，企業支援やビジネスにお

ける先進的，専門的な知見やノウハウ，ネットワークを有する機関

に委託し，各ニーズに応じた専門コーディネーターを広く集め，効

果的な組織及び事業構築と運営を図るものである。 

③随意契約の概要 

随意契約の理由 

本事業は，国・自治体・支援機関・企業等との全国的なネットワー

クを有し，各種支援ノウハウを有する京都リサーチパーク株式会社

が平成 24 年度より随意契約において委託事業を行ってきたところで

あるが，平成 28 年度で５年目を経過し，本事業のより効果的な運営

を検討するため，選定に係るプロポーザルを実施したところ，同事
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業者が平成 29年度事業実施の最優先交渉権者として決定された。 

本事業者は，中小企業の実態に造詣が深く，市内中小企業を広くサ

ポートするための各種支援ノウハウを有しており，ものづくり補助

金の申請サポートや本市が関わる各種展示会における市内外の企業

とのマッチングなど，数多くの市内企業に対する支援を通じて，市

内企業の事情に精通している。こうしたことに加え，平成 21 年度か

らものづくりの視点から再生医療分野の産業化を支援する仕組み

（再生医療サポートプラットフォーム）を立ち上げるなど，ものづ

くり企業の医療分野への参入支援の実績を有し，関係各機関との連

携やセミナーの開催を通じて，医療介護機器分野におけるニーズの

発掘からマッチングまで幅広い支援が期待され，豊富な経験や知識

の蓄積がある。 

本事業者は，本市が平成 27 年度から開始した医療機器・介護機器分

野参入支援事業においても多岐にわたる支援を行っており，一定の

市内企業に実績がみられ，両事業の一体的な実施が，最も効果的に

中小企業支援を実施することができると考える。また，ベンチャ

ー・創業支援の実績が豊富であり，これまで本市のインキュベーシ

ョンルーム入居者や創業希望者に対して効果的な支援を実施してい

る。さらに，技術的側面からも中小企業の支援が可能な専門コーデ

ィネーターを配置するなど，本市の中小企業支援施策を遂行する上

で最も適した事業者であると考えるため。 

根拠法令 ２号 

随意契約理由の公表 公表している 

予定価格の積算方法 事業者から徴取した見積書を参考の上，決定 

相見積の有無 無 

④事業の目的と効果指標 

事業の目的 

市内で事業を営む者等への経営革新，販路開拓，技術力向上，地域

資源を生かした新たな事業創出等の支援施策を通じて，産業振興を

図るとともに地域経済の発展に寄与することを目的とする。 

期待する効果 

本事業の支援を受けた中小企業が成長し発展することによって，八

尾の産業のブランド化や新たな雇用，消費が進み，地域経済全体の

底上げと発展が図られる。 

効果指標を設定しているか 設定している。 

効果指標 本事業での相談等対応件数 

効果指標の過去５年の推移 

R２ 1,149件 

R１ 1,248件 

H30 1,415件 

H29 1,393件 

H28 1,527件 

⑤これまでの契約相手方の選定方法 

年度 契約方法 随意契約理由 契約相手方 

令和２年度 随意契約 ２号 京都リサーチパーク株式会社 

令和元年度 随意契約 ２号 京都リサーチパーク株式会社 

平成 30年度 随意契約 ２号 京都リサーチパーク株式会社 

平成 29年度 随意契約（プロポーザル） 

（１者参加） 

（随意契約理由：２号） 

京都リサーチパーク株式会社 

平成 28年度 随意契約 ２号 京都リサーチパーク株式会社 
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平成 27年度 随意契約 ２号 京都リサーチパーク株式会社 

平成 26年度 随意契約 ２号 京都リサーチパーク株式会社 

平成 25年度 随意契約 ２号 京都リサーチパーク株式会社 

平成 24年度 随意契約 ２号 京都リサーチパーク株式会社 

平成 23年度 随意契約 ２号 株式会社ベンチャーラボ 

平成 22年度 随意契約 ２号 株式会社ベンチャーラボ 

（２）[意見 64]プロポーザルの活性化について 

（事実） 

 現在，プロポーザルにより選定された平成29年度の契約者と，継続して随意契約に

より，契約を締結している。平成29年当時の公募型プロポーザルの際の応募者は，京

都リサーチパーク１者であった。 

 平成29年の業者選定のためのプロポーザルにおいては，市は継続的に業務を担うこ

とができる業者を想定していたが，この点については，委託業務のうち，医療機器・

介護機器分野参入支援業務について「地方版総合戦略」37に基づいた取り組みであるこ

とを記載し，継続性を示唆するにとどまっていた。 

（意見） 

 委託業務は，専門的な相談業務であり，人材等についての先行投資やネットワーク

の構築等，業務開始前後の投資が要求される業務である。また，ビジネスマッチング

や創業支援については，支援を受ける企業との継続的関係も要求される。このように

相談業務はその性質上継続性が求められる以上，募集の際に，一定期間委託を継続す

る予定を示すことが，より多くの事業者からの応募を受けるうえでは有効と解される。 

 今後のプロポーザルにおいては，プロポーザル後に委託を継続することを予定する

期間について，明示されたい。なお，予算との関係上，委託の継続予定を提示するこ

とが困難な場合には，債務負担行為の設定による複数年契約の活用等も検討されたい。 

（３）[意見 65]事業の評価方法について 

（事実） 

 本事業については，相談等への対応件数を効果測定の指標としている。 

                                                

37 まち・ひと・しごと創生法（平成 26年法律第 136号）第 10条第１項に基づく「市町村まち・ひと・

しごと創生総合戦略」 
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 また，事業者から毎月提出される「月次事業報告書」では，毎月の相談件数，相談

者及び相談の趣旨が記載されており，事業終了時に提出される年次実績報告書におい

ては，相談件数等のまとめに加えて，業務別の支援件数，各企業への支援内容等が記

載されている。しかし，現在のところ，支援を受けた事業者への調査等の，各企業の

満足度や事業上の効果については，特に測定していない。 

（意見） 

 中小企業サポートセンターは「市内で事業を営む者等への経営革新，販路開拓，技

術力向上，地域資源を生かした新たな事業創出等の支援施策を通じて，産業振興を図

るとともに地域経済の発展に寄与するため」の施設であること（八尾市中小企業サポ

ートセンター条例第１条）からすると，事業の効果としては，支援を受けた事業者に

おける事業創出等がどの程度実現したか，によって測定されるのが望ましい。 

 この点，支援を受ける事業者の個別の事情によっても左右される点ではあり，また，

支援を受ける事業者からどの程度，定量的・具体的な回答が得られるのかが不透明で

あるという課題はあり，方法については検討を要するが，事業の効果測定のため，支

援を受けた各企業の成果（ビジネスマッチング等による新規取引の成立件数，新商品

の開発の可否やその販売数量・収益等の実績，創業支援の対象企業の事業継続の有無

等）について，支援後の調査等により定量的に把握することを検討されたい。なお，

市における把握等について課題がある場合には，プロポーザルにおいて，成果の把握

や分析等に関する提案を求めることも検討されたい。 
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20 〔労働支援課〕八尾市パーソナル・サポート事業業務委託契約 

（１）概要 

①基本情報 

契約名 八尾市パーソナル・サポート事業業務委託契約 

契約先名（所在地） 特定非営利活動法人就労・生活・まちづくり支援機構（八尾市） 

業務概要 

(1) 支援付き職業訓練受入事業所との連携 

(2) パーソナル・サポート事業の各種データの整備・分析 

(3) 公共職業安定所・八尾市無料職業紹介所との連携 

(4) 支援ネットワークの構築 

(5) 八尾市パーソナル・サポートセンターの運営（相談支援） 

(6) 社会的居場所事業の運営 

現契約期間 令和２年４月１日～令和３年３月 31日（単年） 

同一相手先への委託開始時期 平成 24年４月から 

予定価格（税込） 31,653,600円 

契約金額（税込） 31,653,600円 

令和２年度決算額（税込） 31,473,358円 

変更契約の有無 無 

契約保証金 免除（八尾市財務規則第 122条第３号） 

支払方法 概算払い（委託料を４期分割し，各期首に支払い。） 

当初の契約方法 

随意契約（２号） 

※過去に，公募型プロポーザル方式を行い受託予定者を決定し，そ

の後，随意契約を行っている。 

履行の実績確認方法 

契約書第 15 条及び仕様書に従い，毎月，前月の実績等について会議

形式にて報告を受け，履行内容を確認している。また，年度に複数

回，年度初めからの実績をまとめた報告書の提出を受けている。 

再委託先の有無 無 

個人情報取扱の有無 

有（契約書第２条により，個人情報の取扱う場合の規定を設けてい

る。）（八尾市個人情報保護条例第 11 条第３項の規定および個人情報

取り扱い特記事項の遵守を規定） 

②委託の理由 

委託の理由 

当該業務は，自立を希望しながら，その実現に対して様々な課題を

抱えている市民を対象に相談をはじめとする各種支援を行うもので

あり，個人の特性や課題，活用できる資源などの把握や活用のノウ

ハウ等が必要である。それらの対象者を支援する民間団体は，各々

の特性や課題に関する専門的な知識やそれに対応するノウハウ，ネ

ットワークを持っており，その団体を活用することで，効率的で有

効な支援が可能になっていると思われる。 

③随意契約の概要 

随意契約の理由 

パーソナル・サポート事業における支援対象者は，自立を希望しな

がら，その自立実現を阻害する様々な問題を抱える市民であり，自

立に向けた，生活支援から就労支援までの一貫した寄り添い型の支

援を実施するに当たっては，専門的知識や相談のノウハウを持つ支

援員が不可欠であり，事業の受託者としてはそのような支援員を複

数確保できる団体である必要があります。特定非営利活動法人就

労・生活・まちづくり支援機構は，就職までに距離のある人々への

就労支援をはじめ，生活相談など，伴走型の継続的支援を担うこと
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を目的として設立された組織であり，これらに必要な専門的知識や

相談・支援のノウハウを持った支援員を確保している団体でありま

す。 

また，当該団体は，平成 24 年度より本事業を受託して一定の実績・

成果を残しているとともに，継続した支援が必要なケースでは相談

者との信頼関係を維持しております。 

根拠法令 ２号 

随意契約理由の公表 公表している 

予定価格の積算方法 事業者から徴取した見積書を参考の上，決定 

相見積の有無 無 

④事業の目的と効果指標 

事業の目的 

生活支援から就労支援まで一貫した寄り添い方の支援を提供するこ

とにより市民の自立支援及び福祉の向上等に資することを目的とす

る。 

期待する効果 
民間ならではのノウハウやネットワークを生かした支援が実施でき

る。 

効果指標を設定しているか 設定していない 

⑤これまでの契約相手方の選定方法 

年度 契約方法 随意契約理由 契約相手方 

令和２年度 随意契約 ２号 
特定非営利活動法人就労・生活・まちづく

り支援機構 

令和元年度 随意契約 ２号 
特定非営利活動法人就労・生活・まちづく

り支援機構 

平成 30年度 随意契約 ２号 
特定非営利活動法人就労・生活・まちづく

り支援機構 

平成 29年度 随意契約 ２号 
特定非営利活動法人就労・生活・まちづく

り支援機構 

平成 28年度 随意契約 ２号 
特定非営利活動法人就労・生活・まちづく

り支援機構 

平成 27年度 随意契約 ２号 
特定非営利活動法人就労・生活・まちづく

り支援機構 

平成 26年度 随意契約 ２号 
特定非営利活動法人就労・生活・まちづく

り支援機構 

平成 25年度 随意契約 ２号 
特定非営利活動法人就労・生活・まちづく

り支援機構 

平成 24年度 

随意契約（プロポーザル） 

（１者参加） 

（随意契約理由：２号） 

特定非営利活動法人就労・生活・まちづく

り支援機構 

 

（２）[意見 66]居場所事業における日本語訓練等の在り方について 

（事実） 

 本事業では，相談者に対する相談等の個別の支援とともに，「社会的居場所」とし

て，社会参加を促す場所や訓練を提供し，その中で，集団でのコミュニケーション訓
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練を実施するとともに，外国人市民に対して，個別の日本語訓練等を実施している。 

 現在，多くの利用者が，社会的居場所事業として行われている日本語訓練を利用し

ている（令和２年度については，個別の相談支援の対象者が34名，相談支援の対象者

以外の社会的居場所事業の利用者が12名の計46名が利用者であるところ，21名（いず

れも個別の相談支援の対象者）が日本語訓練を利用している）。その中には，日本語

能力以外の課題についての相談を並行して受ける者もいるが，すでに就労しているが

今後の社会生活のために日本語訓練を希望する者や，支援としてはほぼ日本語訓練の

みを受けている者もいる。 

 一方，八尾市においては，外国人向けの支援事業として，市が運営費を補助してい

る外郭団体である八尾市国際交流センターの「日本語交流事業」による，１対１での

日本語学習のサポート等も実施している。 

 この点，パーソナル・サポート事業において日本語学習支援を行う意義としては，

就労目的という観点で，日本語能力試験を意識して個別の指導を行うというものであ

る一方，「日本語交流事業」は，日本人と交流して覚えることを主体に，生活目的と

いう観点で行うという相違があるとのことであった。 

（意見） 

 本事業は，就労自立を希望しながらその実現を阻害する様々な問題を抱える市民に

対して寄り添い型の支援を実施することを目的としている。 

 しかるに，日本語訓練については，実際の需要や利用状況としては，就労に距離が

ある方への支援という，パーソナル・サポート事業本来の目的とは異なる観点からの

支援も相応に求められている。また，社会生活を営む上での日本語能力の支援という

点で「日本語交流事業」との重複も相応にあると思われる。 

 この点，就労準備と連携した日本語訓練等（就労活動や実際の業務で使用する日本

語の訓練等）が必要であるとしても，他の日本語関係の事業と，必要な能力や業務方

法等には相当重複する部分があると思料される。他の日本語関係の事業との関係を整

理（例えば，日本語学習支援事業の中で，交流して覚えるという方法と，就労に向け

た個別指導という方法を組み合わせる等）することで，日本語学習支援という点でよ
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り効果的・効率的な支援が可能となると思われるので，外国人市民に向けた日本語学

習支援の在り方を検討されたい。 

（３）[意見 67]定期的な委託業者の見直しについて 

（事実） 

 平成24年度の事業開始にあたりプロポーザルが実施されているが，その際に応募し

たのは現在の受託者のみ（問い合わせは，現在の受託者以外の２者からもあったが，

応募せず。）であり，その後，毎年，同一の受託者との随意契約による契約締結が続

いている。 

 一方，この事業は，もともと，国のモデル事業として隣の柏原市と共同のプロポー

ザルにより事業者を選定したところ，柏原市は現在事業を終了し，八尾市単独の事業

（ただし，国の生活困窮者自立支援制度に基づく就労準備支援事業としても位置付け

ている。）となったという経緯がある。また，事業開始当初と比較して，現在は，支

援に協力する事業所発掘事業の廃止や，自立訓練事業の対象人数・期間の縮小，これ

らに伴う人件費の削減といった事業環境の変化が生じている。 

（意見） 

 上記のような事業環境の変化が生じており，平成24年時点の事業内容では参入が困

難であった事業者についても，参入できる可能性が高まっていると思われる。委託先

事業者について定期的な見直しを行うことが，委託業務の有効性の向上等を図る面で

も有益と思われるため，定期的なプロポーザルの実施を検討されたい（３年ないし５

年程度が一つの目途となると思料される。）。 

 なお，継続的な支援を要する被支援者が多いことや，パーソナルサポーターに一定

の能力が求められることから，継続性が求められることは否めない。しかし，そもそ

も，特定の事業者への委託を継続している場合でも，職員の交代等は生じうる（直営

の場合でも同様に生じうる。）以上，同一サポーターによる継続的支援等による継続

性の確保という要請があるからといって，事業者の交代を不可能とするようなものと

までは言い難い。 

（４）[意見 68]支援後の状況の把握について 
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（事実） 

 この事業による支援の実績については，就労者数や，就労しながら支援を受ける者

の就労継続状況は把握されているが，就労した者の定着度合については数量的に把握

されていない。市は，定着度合についての調査等は実施していないが，就労実現後６

か月程度を見守り期間としており，その間は相談等により就労状況を概ね把握してい

るとのことであり，離職した場合は，再相談・支援再開となるため，見守り期間中に

相談がない場合は就労継続中であると思われるとのことであった。 

 また，仕様書上は，受託者において，各種データについて分析を行い，事業の運営

方針等を再検討することとなっているが，実際には，運営方針についての意見（事業

の周知方法等）について，打ち合わせ等において報告を受領しているという程度にと

どまるものであった。 

（意見） 

 この事業は，生活上の課題等により就労から距離のある要支援者に，相談等の寄り

添い型の支援を実施し，就労に結び付けるという事業であり，その効果としては，要

支援者が就労し，これを継続するということにある。 

 就労の継続状況は数量的把握の難しい点ではあるが，生活支援が就労準備としての

効果を上げているか否かを把握するうえでは，援助によりどの程度の人数・期間につ

いて，継続した就労が確保できたかを把握すること，これを通じて，どのようにすれ

ば継続した就労の確保につながるかを分析することが重要と思われる。 

 就労の継続状況等の成果についてのデータの抽出や分析について，検討されたい。 

 

21 〔労働支援課〕地域就労支援コーディネーター業務委託契約 

（１）概要 

①基本情報 

契約名 地域就労支援コーディネーター業務委託契約 

契約先名（所在地） 一般財団法人八尾市人権協会（八尾市） 

業務概要 

・就労支援業務（就労相談等） 

・職業能力開発講座にかかる業務（講座の企画運営への協力） 

・雇用・就労創出にかかる業務（就労困難者等と事業所のマッチン

グに関する協力） 
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現契約期間 令和２年４月１日～令和３年３月３１日（単年） 

同一相手先への委託開始時期 平成 19年 10月から 

予定価格（税込） 16,126,440円 

契約金額（税込） 16,126,440円 

令和２年度決算額 16,126,440円 

変更契約の有無 無 

契約保証金 免除（八尾市財務規則第 122条第３号） 

支払方法 
債務が確定したことを確認した上で支出（地方自治法第 232 条の４

第２項）。毎月，業務完了を確認し，次月に支払い。 

当初の契約方法 随意契約（２号） 

履行の実績確認方法 

毎月，月末に業務完了届の提出を受けるとともに，次月の初旬に前

月分の運営実績データの提出を受けている。また，年１～２回は各

センターを訪問のうえ，就労相談記録の確認を行っている。 

再委託の有無 無 

個人情報取扱の有無 

有（契約書第 17 条にて，個人情報の取扱う場合の規定を設けてい

る。）（八尾市個人情報保護条例第 11 条第３項の規定および個人情報

取り扱い特記事項の遵守を規定） 

②委託の理由 

委託の理由 

当該業務は，障がい，高齢，外国人，女性などの様々な就労困難者

等を対象に相談業務を行うものであり，それぞれの特性や課題，活

用できる資源などの把握や活用のノウハウ等が必要である。それら

の対象者を支援する各種民間団体は，各々の特性や課題に関する専

門的な知識やそれに対応するノウハウ，ネットワークを持ってお

り，それら団体を活用することで，効率的で有効な支援が可能にな

っていると思われる。 

委託と直営の併存の有無 
有（現在，５センターのうちの１センターは直営で業務を実施して

いる。） 

併存の理由・状況 

国と同一施設で業務を行っている中央地域就労支援センターは，国

（ハローワーク）との連携強化を図るため，直営で業務を実施して

いる。その他各センターについては委託とし，地域に根差した相談

業務を実施している。 

③随意契約の概要 

随意契約の理由 

地域就労支援事業における支援対象者は，就労に向けて様々な課題

を抱える就労困難者等であり，就労実現に向けた支援を行うにあた

っては，専門的知識や相談のノウハウを持つ支援員が不可欠であ

り，業務の受託者としては，そのような支援員を複数確保できる団

体である必要があります。また，「地域就労支援コーディネーター」

業務仕様書において，地域就労支援コーディネーターの選任にあた

っては，大阪府が実施する市町村就職困難者就労支援担当職員養成

講座（就労支援コーディネーター養成講座）の修了者又は修了見込

み者を選任することを規定しています。 

一般財団法人八尾市人権協会は，これまでも様々な課題を有する

人々の自立と自己実現に向けた支援を市民活動の中で積極的に提供

しておりますとともに，就労支援コーディネーター養成講座を修了

した専門的知識や相談・就労支援のノウハウを持った支援員を確保

している数少ない団体であります。 

また，当該団体は平成 14 年から本業務を受託して一定の実績・成果

を残しているとともに，継続した支援が必要なケースでは相談者と
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の信頼関係を維持しており，第２次地域就労支援基本計画において

就労困難者等と規定されている外国人市民や障がい者，母子家庭な

どの当事者団体が属しており，当該団体が有するネットワークを活

用することで，当事者の視点に立ったきめ細かい支援が提供できる

状況にあるため。 

根拠法令 ２号 

随意契約理由の公表 公表している 

予定価格の積算方法 
所管課で人件費相当額及び事務費等を積算し，法人に提示。そのう

えで法人より見積書の提出を受けている。 

相見積の有無 無 

④事業の目的と効果指標について 

事業の目的 
就労相談等の実施により，就労困難者等の就労を実現し，経済的な

自立や自己実現，社会への参加を図る。 

期待する効果 
民間ならではのノウハウやネットワークを生かした支援が実施でき

る。 

効果指標を設定しているか 設定していない 

⑤これまでの契約相手方の選定方法 

年度 契約方法 随意契約理由 契約相手方 

令和２年度 随意契約 ２号 一般財団法人八尾市人権協会 

令和元年度 随意契約 ２号 一般財団法人八尾市人権協会 

平成 30年度 随意契約 ２号 一般財団法人八尾市人権協会 

平成 29年度 随意契約 ２号 一般財団法人八尾市人権協会 

平成 28年度 随意契約 ２号 一般財団法人八尾市人権協会 

平成 27年度 随意契約 ２号 一般財団法人八尾市人権協会 

平成 26年度 随意契約 ２号 一般財団法人八尾市人権協会 

平成 25年度 随意契約 ２号 一般財団法人八尾市人権協会 

平成 24年度 随意契約 ２号 一般財団法人八尾市人権協会 

平成 23年度 随意契約 ２号 一般財団法人八尾市人権協会 

平成 22年度 随意契約 ２号 一般財団法人八尾市人権協会 

 

（２）[意見 69]受託者から市に報告書類を「提出」させるべきこと 

（事実） 

 委託契約上，受託者は，業務完了から７日以内に実績報告書を提出することとされ

ている。また，仕様書上は，受託者から市への報告として，毎月の運営実績と，年間

の就労相談記録の報告が求められている。 

 この点，毎月の運営実績（相談日時，相談者の生年月日・属性等の概要，就労者の

概要等）はデータにより提出されているが，年間の就労相談記録（相談者別の相談内

容・結果の記録等）については，大部にわたることや，各就労支援センターでの再相

談時の再利用の必要性等の理由から，市の担当者が，各就労支援センターにおいて閲
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覧する方法のみで確認しており，市に書面ないしデータが提出されていなかった。 

（意見） 

 相談者別の相談内容・結果等の記録は，受託者が委託業務を適切に履行したか否か

の確認という点で，市において確認できるようにしておくべきものである。また，委

託業務の成果や課題について把握するうえでも，また，継続して相談を利用するもの

への対応について市においても検討するうえでも，各センターで閲覧するのみならず，

市所管部局において保管し，随時確認できるようにしておくことが重要である。 

 今後は，受託者から市に相談記録を提出させ38，市において随時確認できるようにさ

れたい。 

（３）[意見 70]相談場所その他の事業の枠組み（福祉生活相談支援事業等の他の事業と

の関係等）について 

（事実） 

 過去５年度の相談場所別の就労件数，相談件数及び人数は，次のとおりである。 

年度 
 

就労件数(件) 相談件数（件） 相談人数（人） 

平成 28 

年度 

安中 6 91 17 

桂 18 367 83 

中央 42 709 123 

合計 66 1167 223 

平成 29 

年度 

安中 1 114 22 

桂 21 376 73 

中央 68 1126 173 

合計 90 1616 268 

平成 30 

年度 

安中 0 107 16 

桂 26 353 58 

龍華 12 152 33 

山本 10 203 25 

中央 64 1391 176 

合計 112 2206 308 

                                                

38 紙のコピーの提出や，電子データでの提出等が考えられる。 
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令和元 

年度 

安中 3 69 12 

桂 15 240 41 

龍華 19 304 67 

山本 20 286 24 

中央 80 798 167 

合計 137 1697 311 

令和２ 

年度 

安中 3 76 17 

桂 18 225 33 

龍華 19 294 62 

山本 12 271 26 

中央 46 508 135 

合計 98 1374 273 

                       （八尾市資料に基づき監査人作成） 

 本委託業務は，もともと，直営である「中央」のほかに，「安中」及び「桂」の両

人権コミュニティセンターで実施していた。しかるに，平成29年度まで実施していた

「就労・生活相談事業」においても，就労にかかわる生活上の課題等，就労に関する

相談を多数受けていたことを踏まえ，平成30年度に，「就労・生活相談事業」「コミ

ュニティソーシャルワーカー配置事業」及び本業務を，福祉・生活関係の相談・支援

を扱う「福祉生活相談支援事業」と，就労関係の相談を扱う本業務に再編した。その

際，人口分布等を踏まえて「龍華」及び「山本」のコミュニティセンターが相談箇所

として追加され，平成30年度以降は，５か所の相談場所に，コーディネーターが配置

され，相談が実施されている。 そして，委託料は，各相談場所に配置されるコーデ

ィネーターの人件費を基礎として算定されているが，これは，各相談場所について，

コーディネーター１名を常時配置（週５日，午前９時から午後５時まで）することを

前提としており，それぞれ同額である。 

 なお，直営である「中央」地域就労支援センターでは，２名の会計年度任用職員が

それぞれ週４日勤務する形でコーディネーターを配置している。上記のとおり，直営

である中央地域就労支援センターのコーディネーターに，相談及び相談者の件数が集

中している状態にあるが，これは，ハローワークと同一建物内にあり，ハローワーク
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の職業紹介との連携が可能なことや，就労のための研修の事前相談を一括して受任し

ていること等にもよるとのことであった。 

 そして，同一事業者が受託する相談事業の「福祉生活相談支援事業」は，主として

生活困難者の総合相談，本事業が，主として就労支援という分掌になっているところ，

他方で，生活困難者の本質的な再建の為には就労支援が必要となることも多く，両者

の境界は微妙とも考えられる。 

 もともと，八尾市では平成30年に３事業（地域就労支援事業，コミュニティソーシ

ャルワーカー配置事業，就労・生活相談事業）を再編し，上記の２事業に整理し直し

たという経過がある。他方で，その後の委託料の推移を見れば，以下の通り，むしろ

再編前より増額となっている。この点，コミュニティソーシャルワーカー配置事業は

３か所，就労・生活相談支援は６か所で実施していたところ，福祉生活相談支援事業

を６か所で実施し，地域就労支援の拠点を２か所増員したところ，福祉生活相談支援

の方が，担当者１名ごとの人件費及び管理費が高い水準に設定されていることにより

増加が生じていると思われた。 

 

＜再編前＞ 

事業名 平成29年度   

八尾市コミュニティソーシャ

ルワーカー配置事業 
14,101,261 

  

地域就労支援事業 7,917,000   

就労・生活相談支援事業 24,690,000   

（合 計） 46,708,261   

 

＜再編後＞ 

事業名 平成30年度 令和元年度 令和２年度 

地域就労支援 15,834,000 15,979,836 16,126,440 
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コーディネーター業務 

福祉生活相談支援事業 33,807,780 34,073,400 34,386,000 

（合 計） 49,641,780 50,053,236 50,512,440 

（意見） 

 現状では，５か所のうち，委託対象となっている４か所の地域就労支援センターに

ついて，コーディネーターは各１名と同様であるにもかかわらず，地域ごとの相談件

数及び相談人数の格差が大きい。 

 予約等のない相談や電話相談への対応のために，各センターにコーディネーターを

常駐させる必要性があるとしても，現在の相談場所の配置及びすべてのセンターにつ

いてフルタイムかつ専属のコーディネーターを配置するという枠組みは，コーディネ

ーターの人的資源・能力の活用という点で，委託を行うメリットの一つである，委託

先事業者に委ねることによる効率的・効果的な事業の実施という観点から改善の余地

があると思われる。 

 一方，「福祉生活相談支援事業」と本事業の関係を見ると，①福祉生活相談支援事

業における相談員の配置場所は，本委託事業の相談場所４か所と，別の２か所（コミ

ュニティセンター及び受託者事務所）の計６か所となっていること，②いずれも，フ

ルタイムかつ専属の相談員を配置することとされていること，③相談員の資格は，そ

れぞれ，大阪府所定の研修（福祉生活相談支援事業は主に地域福祉について，本事業

は，就労支援及び人権相談についてのもの）を受けることによっており，人材の育

成・確保が特に困難とも言い難い（直営によることも困難ではなく，現に，大阪府内

の他の自治体では直営の自治体も多い）こと，④福祉生活相談支援員が，本事業の枠

組で就労支援に近いことを部分的に行う等，相談内容についても部分的に重複がある

こと，⑤中学校区の２，３校区を基礎として配置されている福祉生活相談支援事業に

ついても，相談件数には地域ごとにばらつきがあり，また，地域によっては他の校区

の住民からの相談も多いなど，地域ごとに，求められる支援の内容にはばらつきがあ

ると思われること等に照らすと，両者を別の事業として位置付けて，それぞれについ
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て地域ごとにすべて専属の相談員を常置する方法によらなければ効果的な支援が困難

になるものではなく，両事業の関係や，その他の関連する事務との関係上，枠組みに

ついては見直しの余地があると思われる。 

 現に，令和３年３月に大阪府が府内のコーディネーターに行ったアンケート調査に

よれば，コーディネーターの従事状態は，全体では，専任が63％，兼任が37％で専任

が多いものの，兼任する業務としては，直営の場合では，商工・観光・消費者・労働

福祉・農林・港湾・人権などにかかわる業務が多く，委託の場合では，障がい者，進

路選択，人権，総合生活などの各相談，生活困窮者自立支援事業など，就労以外の相

談業務が多いとされているなど，すべて専属の相談員を常置する方法のみならず，各

種相談・支援との兼任といった手法も用いられている。 

 この点，相談者の居住地域の分布，需要，相談者の属性等を踏まえて，委託の範囲

や手法について，地域ごとに異なる方法を用いることも含め，実情を分析の上，実情

に合う形への見直しを検討することが望ましい。例えば，①各センターの相談人数，

相談件数等のバランスを確保できるような箇所に，地域就労支援センターを配置する

ように場所・設置数等を見直すことや，②地域の需要，業務の繁忙・閑散等を踏まえ

た他の市民向け相談事業との部分的な統合（相談員の兼任など），③直営と委託の範

囲の見直し（例えば，地域の実情等に応じて，他業務と相談員を兼任する市職員を活

用する等）等，見直しの方向性については様々な方法がありうるが，実情に応じて検

討されたい。 

（４）[意見 71]事業の評価について 

（事実） 

 本事業については，効果指標は設定されていないが，「事務事業評価」との関係で

は，相談件数を活動指標としている。なお，以前は，就労件数も活動指標としていた

が，景気及び雇用情勢に大きく左右されること，また，就労の定着を目指す中で，短

期で何度も就労を繰り返すことが評価されてしまうことなど，指標としては適切でな

いと判断し，削除されている。一方，就労の定着度合については，特に確認等はされ

ていない。 
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（意見） 

 本事業は，高齢者，障がい者等の就労困難者に対し，相談等の支援を通じて，就労

及びその継続の実現を目指すものである。相談等の支援が有効に機能しているか，支

援の在り方に改善すべき点がないか等を把握するうえでは，就労及びその継続が実現

できているか（特に，就労件数については上記のような指標としての不適切さがある

ことを踏まえると，一定期間就労を継続できているか等）を把握することが重要と思

われる。 

 就労支援後の定着度合（一定期間離職せず定着しているか）についても，相談後に

どのように接触し，いかに効果的に状況を把握するかという問題点はあるが，事業に

よる効果の把握という観点から，市として把握されるよう努められたい。 

 

22 〔循環型社会推進課〕８種分別・指定袋制に係るごみ袋の製作及び配送業務委託

契約 

（１）概要 

①基本情報 

契約名 八尾市８種分別・指定袋制に係るごみ袋の製作及び配送業務委託契

約 

契約先名（所在地） 株式会社タケシマ（八尾市） 

業務概要 

指定ごみ袋の製作…４種類の指定ごみ袋の製作と各種セットの製

作，配送業務 

① 製作した指定ごみ袋を年２回（８～９月，翌年２～３月），町

会の班長等宅や家主・管理会社等へ配送（各 7,750 件 土日祝も

配送） 

② ８～９月のみ，地域活動用のごみ袋を町会長宅へ配送（750

件 土日祝も配送） 

③ 製作した指定ごみ袋を年２回（８～９月，２～３月），市役

所，出張所，コミセンへ配送（各 120回） 

現契約期間 令和２年４月９日～令和３年３月 31日（単年） 

同一相手先への委託開始時期 平成 30年４月から 

予定価格（税込） 175,413,920円 

契約金額（税込） 129,740,237円（落札率：74％） 

令和２年度決算額（税込） 136,604,237円 

変更契約の有無 

変更日：令和２年６月 10日 

変更後契約金額：136,604,237 円（契約変更に伴う契約金額増額分 

6,864,000円） 

変更内容：可燃調整袋 2,400箱（1,200,000枚）追加発注 

変更理由：新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止のため，緊急

事態宣言が出され，外出自粛により市民の在宅時間が増え，各家
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庭でのごみの排出量が増加することが予想された。そのため，新

型コロナウィルス感染症の緊急対策の支援策として，令和２年度

前期の指定ごみ袋配付時（８～９月）に全世帯を対象として，可

燃調整袋の追加配付（１人あたり 10枚）を行った。 

契約保証金 免除（八尾市財務規則第 122条第３号） 

支払方法 
債務が確定したことを確認した上で支出（地方自治法第 232 条の４

第２項のとおり） 

当初の契約方法 一般競争入札 

履行の実績確認方法 

納品については立会確認している。 

配送については，配送完了後に配送リストに配送先の押印もしくは

サインがあることを確認している。 

再委託の有無 有（３件） 

再委託の業務範囲 
指定ごみ袋製作業務について１件 

配送業務について２件 

再委託金額 不明 

再委託の確認方法 
契約相手先から再委託の承諾申請書を提出させ，内容を把握してい

る。 

個人情報取扱の有無 
有（契約書に〔個人情報保護に関する特記事項〕を設け，個人情報

の取扱について遵守させている。） 

②委託の理由 

委託の理由 

八尾市において，家庭から出るごみの排出は，市の指定ごみ袋での

排出を実施している。 

指定ごみ袋については，八尾市在住の全世帯に無料で配付し，年間

約 3,000 万枚を製作する必要があり，家庭ごみの排出及び収集に利

用されるため，市民生活の根幹にかかわる基幹的サービスとして，

安定的・確実に継続して業務を実施する必要がある。 

配送業務においても年間計 16,500 件程度の配送に加え，不在時の再

配送など，時期（年２回）を限定して行う業務になるため，業務委

託することで，経済的，効率的な実施が可能。 

また，八尾市で指定ごみ袋の製作に対応できる人手や知見がないこ

と，製造するための工場，機械等を所持していないことや，配送業

務においても職員が直接個別に配送する業務は実施できないことを

踏まえ，業務委託契約を活用することが必要であるため。 

③入札の概要 

入札の方式 一般競争入札 

応札者数等 ３者 

予定価格の積算方法 ２者から見積を入手し，見積と前年度金額を参考の上，決定 

④事業の目的と効果指標 

事業の目的 指定ごみ袋の製作と八尾市在住の全世帯への配付 

期待する効果 

指定ごみ袋の製作は庁内では不可能であり，業務委託することで袋

の製作に係る技術や知識，製造工場等の確保など，専門性の高い業

務を遂行することができる。また，配送業務に関しても年間 16,500

件程度の配送に加え，不在時の再配送もあり，市職員が行うことは

現実的に困難であるため，当該業務に係る職員数の削減及び費用対

効果，経済性，効率性の面において効果がある。 

効果指標を設定しているか 設定していない 

⑤これまでの契約相手方の選定方法 
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年度 契約方法 応札者数等 契約相手方 

令和２年度 一般競争入札 ３者 株式会社タケシマ 

令和元年度 一般競争入札 ４者 株式会社タケシマ 

平成 30年度 一般競争入札 ４者 株式会社タケシマ 

平成 29年度 一般競争入札 ４者 株式会社文政 

平成 28年度 一般競争入札 ２者 株式会社インテリムジャパン 

平成 27年度 一般競争入札 ３者 株式会社タケシマ 

平成 26年度 一般競争入札 ３者 株式会社インテリムジャパン 

平成 25年度 一般競争入札 ３者 株式会社ポリネス 

平成 24年度 一般競争入札 ６者 株式会社ポリネス 

平成 23年度 一般競争入札 ６者 株式会社ポリネス 

平成 22年度 一般競争入札 ５者 株式会社ポリネス 

 

（２）[意見 72]製作される「ごみ袋」の検査結果報告について 

（事実） 

 委託契約上，ごみ袋を製作した時は，その規格，材質，枚数及び印刷について検査

を受け，その後に配送を行うこととされている。また，仕様書上，引張
ひっぱり

強度
きょうど

について

は，第三者機関による試験結果を見本提出時に併せて提出することとされ，有害物質

の有無についても第三者機関の試験結果を提出することとされている。 

 この点，令和２年度については，これらの試験結果の提出が，見本提出やごみ袋の

年２回の配送のうち１回目の配送及びこれに対応する委託料の支払いがすでに終了し

た時点となっていた。具体的には，引張強度についての試験結果が，令和２年12月24

日付けで提出されていた。また，有害物質の有無についての試験結果が，市に報告書

の形で提出されたのは，令和３年３月１日であった。 

（意見） 

 ごみ袋の規格や材質についての試験結果の確認は，委託契約上の業務が契約の本旨

に沿って履行されたことを確認するという意義を有し，また，市民に対して品質の悪

いごみ袋が配付されることを防止するという意義を有する以上，市民への配送及び委

託料の支払いより前にされなければならない。 

 今後は，市民へのごみ袋の配送及び委託先への委託料の支払いに先立って試験結果

を確認することを徹底されたい。なお，令和３年度は，１回目の八尾市への納品以前

に上記の検査結果や報告書が提出されており，この点については，改善されていた。 
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（３）[意見 73]再委託の金額等の把握について 

（事実） 

 ごみ袋の製作・保管・配送について，契約事務負担，物の在庫と配送数量の管理の

効率性，製作と配送の連携の必要性等を理由に，一括で委託契約がされている（これ

に加えて，ごみ袋とともに配付する印刷物の製造についても一括で委託されてい

る。）。 

 令和２年度の委託については，製作及び配送については市の承諾を得て全部につい

て再委託がされていた。また，配送までの倉庫等での一時保管についても，外部の倉

庫業者を利用して行われており，印刷物（ごみ袋のセットに入れて配付するカレンダ

ー等）の製造についても，再委託の承諾対象となっていないが印刷業者に委託されて

いた。 

 委託契約上，再委託については市の承諾を要するとされており，その方法としては，

再委託先の名称及び業務内容等を承認時に申請させる方法によっており，令和３年度

以降については，再委託理由や暴力団排除に関する誓約書等も提出させているが，再

委託の金額・数量等を把握しているわけではない。 

 また，本件については，３者による入札が行われているところ，その予定価格は，

見積書と前年度金額に基づき決定している。 

（意見） 

 この委託契約の主要な業務は，ごみ袋の製作・保管・配送であるところ，これらに

要する実際の価格について把握することは，全体としての価格の相当性を把握するう

えで有効と解される。 

 また，物の数量管理の効率性や，製作と配送の連携の必要性等を理由に，製作・配

送その他の業務が一括で委託され，これが，製作業者，配送業者等にそれぞれ再委託

されている。そのような複数の業務を一括で委託することの相当性の判断には，製

作・保管・配送等の各業務についてのコストと，これらの業務間での数量管理等のコ

ストを把握したうえで，どの範囲で委託することがもっとも効率的・経済的かを検討

することという方法が考えられる。 
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 八尾市においては，現在の契約期間中については再委託の承諾時に，再委託の金額

を可能な範囲で把握する39等の方法により，現在再委託されている各業務のコストの把

握に努められたい。また，次期以後の契約締結にあたっては，次期も同様に製作・保

管・配送を一括で委託するという枠組みを採用する場合には，契約条項の見直しその

他の形で上記の問題点が解決しうる措置をとり，また，一括で委託契約を行う枠組み

自体の相当性について，適宜，検討することが望ましいと思われる。 

（４）[意見 74]指定袋制を採用し無償で配付するという委託業務自体のあり方について 

（事実） 

 この委託業務は，家庭からのごみ排出について市指定のごみ袋によることを市民等

に求めつつ，これを，町会等を通じて各世帯に無償で配付するという枠組みに基づき，

ごみ袋の製作及び町会等への配送を委託するというものである。そして，この委託業

務により各世帯に配付されない部分（町会等に加入していない者のごみ袋や，配付対

象者のごみ袋に数量不足が生じた場合）については，市が市役所及び出張所の窓口等

において，直接，各市民に無償で配付している。なお，ごみ袋に不足が生じた場合に

ついては，市民に世帯人数，理由（大掃除，庭木の手入れ等）等を申請させた上で追

加配付に応じており，一回ごとの追加配付の際に市から交付されるごみ袋の枚数には

一定の上限があるが，繰り返し追加配付の申請をすること自体は可能であり，特に年

間での配付枚数等の制限はない。 

 このような枠組みを実現するうえで，本件委託業務に基づく委託料を含め，以下の

ようなコストが発生している。 

（このほかに，配付以外の業務にも従事する出張所の窓口職員の人件費40も生じるが下

                                                

39 令和３年１月に経済産業省の「調達等の在り方に関する検討会」が示した報告書では，「多数の事業

者に国費を支出する大規模事業で，事業を緊急に実施する必要があるもの」の再委託に関して，体制・

費用の事前・事後の確認の厳格化（契約後，国が外注費を確認できるよう契約に規定すること等）が提

言された。 
40 令和２年度の出張所窓口での配付件数は，はがき交付件数，追加配付対応件数，転入転出等対応件数

の合計 40,458件であった。無償ごみ袋配付１件あたりの処理時間を２分と仮定し，人件費単価 1,789

円/時間を乗じると，出張所窓口での無償ごみ袋配付にかかる人件費は 2,412,645円となる（40,458件
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記の表には含めていない）。 

市の負担が発生する項目 支払先 金額（税込） 備考 

委託料 

（監査対象の委託契約） 

指定袋製作費 

タケ 

シマ 

111,429,780 

委託額合計

129,740,237円 

印刷物41製作費 3,847,800 

配送費 9,248,800 

輸送・保管経費 4,400,000 

通信・管理維持費 813,857 

委託料 

（変更契約） 
追加発注に伴う委託料 

タケ 

シマ 
6,864,000 

 

町会配付用 

ごみ袋支援システム保

守委託料 

扶桑 

電通 
176,000 

 

配付を実施する町会へ

の謝礼 
各町会 8,695,500 １世帯当り 120円 

配付対象の世帯人数等

の把握のための，町会

から提出されるリスト

の更新作業及び清掃庁

舎内での内部事務 

職員 

人件費 
3,500,000 

清掃庁舎内で実

施。清掃庁舎では

ごみ袋の配付等の

窓口業務に加え，

リストの更新作業

を実施 

窓口配付用 

(町会非加入者への通

知)はがき製作代 

他の民

間企業 
74,360 

 

(町会非加入者への通

知)郵送代 
郵便局 3,155,859 1通当り 63円 

市役所の配付窓口（会

計年度任用職員４名

分） 

職員 

人件費 
10,000,000 

 

市役所の配付窓口（再

任用職員１名分） 
 3,868,826 

令和２年度再任用

職員の平均年収

（給料＋手当） 

その他 点字シール等製作業務

委託料 

NPO法

人ゆう
104,500 

 

                                                

×２分÷60分×1,789円。ここで時間単価 1,789円は会計年度任用職員の一人あたり人件費 2,500,000

円，1日あたり５時間 45分，開庁日 243日との回答を得，2,500,000÷243日÷5.75＝1,789円として計

算している。）。 
41 配付時に市民に渡す収集日のカレンダー等 
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あい 

その他消耗品費等  438,222  

合計 166,617,504  

 大阪府内では，現在，八尾市のみが，指定ごみ袋を無償で配付するという方式を採

用しており，他の地方公共団体は，①無償の回収で，市の条件（透明，半透明等）に

合うごみ袋であれば任意の物を使用できる，②有償の指定ごみ袋を住民が購入する

（この中には，「単純従量制」42，「超過量有料制」43，「市認定指定袋制」44といった

複数の類型がある），③任意の袋に有償（市町村の処理手数料分）の回収シールの貼

付，といった方法が採用されている。 

 八尾市では，平成24年に「家庭ごみの有料制の導入」について八尾市廃棄物減量等

推進審議会への諮問がされ，平成26年８月に答申がされたが，その答申では「ごみの

排出量に応じた負担を市民が公平に負う仕組みを構築することを求めます」「地域分

権の推進にも寄与するような「八尾方式」のごみ減量施策を構築されることを希望し

ます」としつつ，有料化については，「現行の指定袋制度の見直しなどの様々な取り

組みをもってしてもなお，ごみの減量が進まない場合には，やむを得ない」としてい

る。そして，指定ごみ袋を，町会等を通じて無償で配付し，町会非加入者について窓

口配付するという方法については，地域コミュニティの形成強化という観点と，市に

よる配付枚数の管理，事業系一般廃棄物（有償での処理）が家庭等の一般廃棄物と混

同しないようにするという観点から行っているとのことであった。 

（意見） 

 現在の方式は，上記のとおり，ごみ袋の製作費用・配送費用のみならず，配送の対

象とならない市民への窓口配付や，配送数量の確認等のための人件費も生じるもので，

無償配付という枠組み維持のために，総体として約１億７千万円という相当なコスト

                                                
42 市民が，ごみ処理手数料を含む価格で指定ごみ袋等を店舗で購入する方式 
43 「単純従量制」を基礎として，一定数量のごみ袋については（配付，店舗での引換券等の方法で）無

償で取得できるようにする方式 
44 市の規格に適合する各業者のごみ袋を認定し，認定されたごみ袋は小売店で自由な価格（ごみ処理手

数料を含めない価格）で販売される制度 
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が生じている。 

 また，上記（３）のとおり，契約事務・監督等の効率性等を理由に，製作と配送

（及びごみ袋とともに配付する印刷物の製作）を一括で委託することとしているとこ

ろ，実際には，製作と配送の双方について再委託がされている。 

 また，市は，町会等を通じた無償配付の意義として，町会内での互助や顔合わせの

機会になるといった面で，地域コミュニティの形成強化という観点もあると考えてい

るとのことである。しかし，これについては，（防災，地域環境の美化等の）政策上

コミュニティの果たす役割との関係では，住民福祉への効果は間接的なものにとどま

ると思われ，上記のようなコストをかけてまで，この枠組みを維持することについて

は，再考の余地があると思われる。また，配付枚数の管理及びこれによる事業系廃棄

物との混同防止についても，上記のようなコストをかける程度の意義があるのか，こ

れにより，ごみの削減等について具体的にどのような効果があるのかについては，必

ずしも明確ではないと思われる。 

 そして，ごみ袋の配付数量は定期的な見直しが実施されているが，それでも，下記

のとおり「余る」とする市民は計49.6％，「どの種類も丁度良い配付枚数である」と
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考えている市民は31.9％，「足りない」と考えている市民は計30.8％45となっており，

市民ごとの需要のばらつきにより，過不足が生じている。この点，市民ごとに排出量

にばらつきがあるにもかかわらず，市民の金銭的負担が変わらず，また，市民ごとに

ごみ袋の余り等が生じうるという問題もある。 

 以上に照らすと，指定ごみ袋制度を維持する場合でも，販売店での購入等による有

償配付であれば，町会等への配送コストや市の配付窓口の設置等の職員人件費のコス

トが削減できる。また，任意の透明・半透明のごみ袋を使用できる方法で家庭ごみの

排出を無償とする場合や，回収シールをこれらの袋に貼る方法であれば，配送・保管

費用の節減に繋がると思われる。市民ごとにばらつきのあるごみ排出量に応じた市民

への負担という観点のみならず，市の制度運用コストそのものの削減という点でも，

現行の制度を見直すことは検討に値すると思われる。 

 この点，上記の平成26年８月の八尾市廃棄物減量等推進審議会による答申の際は，

分別排出や焼却量削減といった指定ごみ袋制度の意義も踏まえ，指定袋制度を前提に

「単純従量制」，「超過量有料制」，「市認定指定袋制」という３つの有料化の方向

性について，減量効果，負担の公平性，滞留の削減，多様なごみ袋提供の可否，町会

とのかかわり等の観点から検討がされた。 

 このほかには，運用コストという観点では，指定ごみ袋制度そのものを見直すのが

最も有効ではあるが，分別排出や焼却量削減といった観点を重視し，指定ごみ袋制度

を維持する場合には，「市認定指定袋制」が，取引に市が介在しない場合には認定コ

ストのほかにコストが生じないという点では有効と思われ，次に「単純従量制」が，

市のコストとして販売・在庫保管等のコストのみという点で有利と思われる。一方，

市の財政収入という点では，①「単純従量制」（手数料について指定ごみ袋による場

合と，シールのよる場合の方法を含む。），②「超過量有料制」，③「市認定指定袋

制」の順で有利となると思われるが，「単純従量制」は市民負担の大きさという難点

                                                

45 「八尾市一般廃棄物処理基本計画（ごみ編）」の資料編の「八尾市家庭ごみに関するアンケート調査

報告書」 
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がある。一方，「市認定指定袋制」については，手数料が含まれない等の理由から減

量効果が限定的になるといった指摘もある。 

 現行の方式を含めた各制度にはそれぞれ長所と短所があるものの，これまでは，各

手法の採用により市のコスト，市の収入，市民負担（金銭負担及び入手の労力等）が

どの程度具体的に増減するのか等の定量的な観点からの比較検討が十分にされていな

い点があるとも思われる。一方，有料化のデメリットとしては，一般に，不適正排出

や不法投棄への対応，有料化からの年数経過後の排出量のリバウンド等が指摘されて

おり，これらの課題への対応コストの考慮も要する。 

 以上のとおり，方法選択については，方法ごとの諸々のコストや，移行のコスト等

の考慮を要するところ，上記の約１億７千万円に及ぶコストの削減可能性を含めた，

あり方を検討すべきである。 

 

23 〔環境施設課〕八尾市リサイクルセンター運転管理業務委託契約 

（１）概要 

①基本情報 

契約名 八尾市立リサイクルセンター運転管理業務委託契約 

契約先名（所在地） 極東サービスエンジニアリング株式会社（東京都品川区） 

業務概要 

(1) リサイクルセンターに搬入された，粗大・複雑・資源・容器包

装プラスチックごみ等を適切に選別・処理する。 

(2) 施設設備の故障等により，本市収集業務に支障をきたすことの

ないよう，施設の維持管理に努める。 

現契約期間 令和２年４月１日～令和３年３月 31日（単年） 

同一相手先への委託開始時期 平成 21年４月から 

予定価格（税込） 164,670,000円 

契約金額（税込） 164,670,000円 

令和２年度決算額（税込） 164,670,000円 

変更契約の有無 無 

契約保証金 免除（八尾市財務規則第 122条第３号） 

支払方法 
債務が確定したことを確認した上で支出（地方自治法第 232 条の４

第２項） 

当初の契約方法 随意契約（２号） 

履行の実績確認方法 

契約書第９条に従い，業務完了後の翌月の月初に，月報及び日報の

提出を受け，履行を確認している。 

（毎月，定例会を現地工場棟にて実施し，現状等の聴取） 

再委託の有無 
無（担当課回答。ただし，（２）のとおり，実際には，再委託がされ

ていると解される。） 

個人情報取扱の有無 無 
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②委託の理由 

委託の理由 

当該施設は、複雑なプラント機械を有し、高度な知識と技術が必要

であり、故障等の際に迅速に対応できる技術を有している業者に委

託することが合理的であるから。 

③随意契約の概要 

随意契約の理由 

当施設に設置されている極東開発工業（株）製品である竪型高速回

転式破砕機・容器包装プラスチック処理ラインの運転実績を有して

いる。また、極東開発工業（株）の 100％出資の子会社であり、契約

保証人とすることにより経営に関する信用度は高いと判断する。極

東サービスエンジニアリング株式会社及び極東開発工業（株）とも

に、会社設立から現在に至るまで以下の履歴が無い。 

 ・破産等の履歴 

 ・民事再生法の規定による申し立て 

 ・請負契約に係る指名停止等の措置 

根拠法令 ２号 

随意契約理由の公表 公表している 

予定価格の積算方法 事業者から徴取した見積書を参考の上，決定 

相見積の有無 無 

④事業の目的と効果指標 

事業の目的 八尾市立リサイクルセンターの管理運営 

期待する効果 

当該施設は，複雑なプラント機械を有し，高度な知識と技術が必 

要であり，業務委託によって継続的・安定的な施設運営が可能で 

あると考えられる。 

効果指標を設定しているか 設定していない 

⑤これまでの契約相手方の選定方法 

年度 契約方法 随意契約理由 契約相手方 

令和２年度 随意契約 ２号 極東サービスエンジニアリング株式会社 

令和元年度 随意契約 ２号 極東サービスエンジニアリング株式会社 

平成 30年度 随意契約 ２号 極東サービスエンジニアリング株式会社 

平成 29年度 随意契約 ２号 極東サービスエンジニアリング株式会社 

平成 28年度 随意契約 ２号 極東サービスエンジニアリング株式会社 

平成 27年度 随意契約 ２号 極東サービスエンジニアリング株式会社 

平成 26年度 随意契約 ２号 極東サービスエンジニアリング株式会社 

平成 25年度 随意契約 ２号 極東サービスエンジニアリング株式会社 

平成 24年度以前は保存期間経過 

（２）[結果４]再委託の承諾について 

（事実） 

 包括的に受託者の業務とされている「運転」に関して，資源ごみの選別のうち機械

によらない部分については，八尾市シルバー人材センターに請け負わせていた。また，

施設管理に関しては，消防設備等の法定点検，エレベーター，電気設備等の定期点検，

機械設備の点検保守等は受託者の業務とされているが，実際には再委託されたメーカ



 

 

 

 

- 160 - 

ー等が行っているとのことであった。また，受託者の業務とされている，建物内およ

び敷地の清掃及び植栽の管理についても，八尾市シルバー人材センターに請け負わせ

ていた。 

 しかし，委託契約上，受託者が運転管理業務の一部を第三者に委託するには，あら

かじめ市の承諾を受けることを要し，また，市が必要でないと判断した場合を除き暴

力団員又は暴力団密接関係者でないことを表明した誓約書を発注者に提出しなければ

ならないとされているが，令和２年度においては，再委託の承認等の手続きはされて

いない。 

（結果） 

 この委託業務は，市が自らの廃棄物処理のために所有する八尾市リサイクルセンタ

ーの施設の運転管理を包括的に委託するというものである。市がすべき運転管理に関

する業務が再委託される場合，不適切な者（暴排条項により排除されるべき者等）や

適正な履行を確保しえない者（指名停止措置を受けている者や，入札等排除措置を受

けている者等）への第三者委託を排除する必要もあり，これらは，市においても確認

管理する必要がある。 

 廃棄物の選別等の業務や，施設の管理業務については，再委託先等を具体的に示し

て市の承認を得させるようにし，また，暴力団員又は暴力団密接関係者でないことを

表明した誓約書を提出させることとすべきである。 

 

24 〔土木管財課〕道路・水路台帳更新業務委託契約 

（１）概要 

①基本情報 

契約名 道路・水路台帳更新業務委託契約 

契約先名（所在地） 株式会社パスコ大阪支店（大阪市） 

業務概要 

八尾市が認定，管理する道路，水路について現地調査を行い，基本

地形図や道路・水路の管理データの更新を行う。 

・基本地形図の更新 

・道路・水路台帳の更新 

・道路台帳調書の更新 

・認定路線網の更新 

・道路施設の更新 

・議会認定資料等作成 
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現契約期間 令和２年６月 22日～令和３年３月 31日（単年） 

同一相手先への委託開始時期 平成 17年頃から 

予定価格（税込） 26,781,700円 

契約金額（税込） 19,668,000円 

令和２年度決算額（税込） 19,668,000円 

変更契約の有無 無 

契約保証金 免除（八尾市財務規則第 122条第３号） 

支払方法 
債務が確定したことを確認した上で支出（地方自治法第 232 条の４

第２項） 

当初の契約方法 随意契約（第２号） 

履行の実績確認方法 
契約書第４条及び仕様書に従い，作業工程の終了毎にその結果の報

告を受け，履行を確認している。 

再委託の有無 無 

再委託の確認方法 契約書第３条に基づき書面を提出させ，内容を把握している。 

個人情報取扱の有無 
有（契約書第 26条，仕様書第 13条により，個人情報取扱責任者を選

定させ，同責任者に取り扱いに関する誓約書を提出させている。） 

②委託の理由 

委託の理由 

当該業務は法令により市に処理責任が課されているとともに，市民

生活の根幹にかかわる基幹的サービスであり，安定的・確実に継続

して業務を実施しつつも，業務実施における経済性や効率性を追求

しているため。 

③随意契約の概要 

随意契約の理由 

本業務は，道路・水路管理業務の効率化及び迅速な住民サービスを

資するため，八尾市が管理する道路・水路に関して，既存の道路・

水路台帳資料等を電子化するとともに，経年変化修正を行い，台帳

システムの維持・更新を行う業務であります。 

本業務を他の業者が実施する場合，道路・水路台帳システム及び法

定外公共物管理システム双方を他業者のシステムエンジンに対応す

るよう作りかえを行う必要があり，新規開発費用が必要となる。ま

た，本システムは窓口業務の対応も行っており，他のシステムへ移

行する際には，稼働中のシステムを停止させる必要があり，業務の

停滞は市民サービスの低下となり多大な業務支障が生ずるおそれが

あります。 

また，当システム開発者である株式会社パスコにおいては，道路・

水路台帳システム及び法定外公共物管理システムのデジタルベース

構造やデータ仕様及びシステム設計をしており，本システムのデー

タ更新を一貫して行うことが可能となります。 

上記理由により当該業務を実施するにあたり，道路台帳システム・

法定外公共物管理システムの作成及び管理を行っている，株式会社

パスコ以外の業者では実施できない業務でありますので，当該業者

と地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号により随意契約を締

結するものです。 

根拠法令 ２号 

随意契約理由の公表 公表している 

予定価格の積算方法 事業者から徴取した見積書を参考の上，決定 

相見積の有無 無 

④事業の目的と効果指標 
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事業の目的 道路水路管理業務の効率化及びコスト縮減を図るための仕組み作り 

期待する効果 
直営で行う場合と比較し，繁忙期と閑散期のフレキシブルな人員配

置体制による職員数の削減 

効果指標を設定しているか 設定していない 

⑤これまでの契約相手方の選定方法 

年度 契約方法 随契理由 契約相手方 

令和２年度 随意契約 ２号 株式会社パスコ 

令和元年度 随意契約 ２号 株式会社パスコ 

平成 30年度 随意契約 ２号 株式会社パスコ 

平成 29年度 随意契約 ２号 株式会社パスコ 

平成 28年度 随意契約 ２号 株式会社パスコ 

平成 27 年以前については，文書は保存期間が経過しているとのことであったが，上記同様，随意契

約が続いてきたとのことであった。 

（２）[意見 75]契約相手方の固定について 

（事実） 

 この委託契約は，株式会社パスコが開発設計した台帳システム上の地形図等のデー

タを更新する業務を委託している。具体的には，道路台帳の記載事項を更新すべき事

情のあった道路（新設道路，拡幅のあった道路等）等について現地調査・測量を行い，

その結果に基づき，台帳システム内のデータを更新するという業務である。台帳シス

テム自体の開発設計事業者でなければこれらの業務が実施できないという理由により，

長年，随意契約による契約締結が継続している。台帳システムは，市とパスコに同一

のデータが存在し，パスコのデータについて更新作業を行い，これを八尾市のデータ

に反映するという方式により行われている。 

 道路台帳がシステム化されたのは平成17年であるところ，その際，別の事業者（他

部署の台帳関連の業務を受託していた事業者）に道路台帳システムへの参入の可否に

ついて確認したところ，困難との回答がされたことを踏まえ，システム導入以前の台

帳更新業務等を行っており，測量・道路幅員等についての既存データ等を所持し，業

務内容等を熟知しているパスコと契約することが安価かつ短期間で実施可能として，

随意契約により，契約の締結をしている。 

 そして，台帳システムは，５年おきに更新がされているが，格納するデータ構造や

システム運用の仕組みが知的財産権で保護される権利であり，システム対応に関する

協議，開発期間，知的財産権等を考慮すると，既存システムの開発者に委託すること
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で安価かつ短期間での更新が可能となるとして，他の業者の参入可能性についての比

較検討なしに，随意契約により，従来のシステムを更新する委託契約を締結すること

が続いている。 

（意見） 

 測量等とデータ更新を一括で委託する場合，一者随契とすることに合理性があると

思われるが，例えば，既存のシステムに関する権利やデータがなくても実施しうる測

量等については，パスコのシステムとの関係で，他の業者の参入可能性がないとはい

えない。業務を分割し，他の業者が参入した場合でも，費用が高騰しないような場合

には，「その性質又は目的が競争入札に適しない」として随意契約によるべきと判断

することは困難と思われる。 

 また，委託業務については，システムの仕様上，一者随契とすることに合理性があ

るとしても，システムの更新については，他の業者の参入可能性を比較検討しなけれ

ば，「その性質又は目的が競争入札に適しない」として随意契約によるべきと判断す

ることは困難と思われる。そして，システムによっては，開発設計業者以外によるデ

ータの更新業務が可能となること等を通じて，データの更新業務に価格競争が働くこ

とにより，本委託業務についてのコストが低減する可能性も考えられる。 

 今後，システムの更新等の際には，同一事業者への委託を継続する場合の費用と，

仮に入札等を実施する場合の費用，本委託業務（データの更新）のコスト等を具体的

に比較し，随意契約によることで安価かつ短期間での更新が可能ということが明白か

を検証し，入札やプロポーザル，複数者の見積もりを比較したうえでの随意契約等の

可否を検討すべきと思われる。また，道路台帳システムは，地図情報を基礎とするも

のであるが，この点，他の所管課のシステムとの統合等によるトータルコストの削減

についても，更新等にあたって検討すべきと思われる。 

 

25 〔土木管理事務所〕公園・緑地等環境保全清掃業務委託契約 

（１）概要 

①基本情報 
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契約名 公園・緑地等環境保全清掃業務 

契約先名（所在地） 公益財団法人八尾市シルバー人材センター46（八尾市） 

業務概要 
巡回・清掃，除草，せん定，トイレ清掃 

（対象は市内 96公園等施設の全域及び周辺道路側溝） 

現契約期間 令和２年４月１日～令和３年３月 31日（単年） 

同一相手先への委託開始時期 13年以上 

予定価格（税込） 17,996,721円 

契約金額（税込） 17,996,721円 

令和２年度決算額（税込） 17,996,721円 

変更契約の有無 無 

契約保証金 免除（八尾市財務規則第 122条第３号） 

支払方法 
債務が確定したことを確認した上で支出（地方自治法第 232 条の４

第２項のとおり） 

当初の契約方法 随意契約（３号） 

履行の実績確認方法 
契約書第８条及び仕様書に従い，毎月の作業終了後，作業月報の提

出を受け，履行を確認している。 

再委託先の有無 無 

個人情報取扱の有無 無 

②委託の理由 

委託の理由 

当該業務は，市民生活に直結する都市基盤施設（公園緑地）の維持

管理業務であることから，安定的・確実に継続して業務を実施しつ

つも，業務実施における経済性や効率性を追求しているため。 

委託と直営の併存の有無 有 

併存の理由・状況 

公園緑地の管理（清掃・除草・せん定）については，各公園の状況

に応じ管理手法を設定しており，町会等のアドプト美化活動（ボラ

ンティア），シルバー人材センター，業者（造園等），直営により実

施している。現在シルバー人材センターへは 96 公園・緑地を委託し

ている。 

③随意契約の概要 

随意契約の理由 
高齢者就業促進政策に基づき，公益社団法人八尾市シルバー人材セ

ンターに当業務を委託する。 

根拠法令 ３号 

随意契約理由の公表 公表している 

予定価格の積算方法 
事業者が設定している単価（清掃時間単価及び運搬時間単価）と稼

働日数により積算して決定 

相見積の有無 無 

④事業の目的と効果指標 

事業の目的 公園・緑地等の環境向上 

期待する効果 
・高齢者の就労機会確保 

・維持管理費の縮減 

効果指標を設定しているか 設定していない 

⑤これまでの契約相手方の選定方法 

年度 契約方法 随意契約理由 契約相手方 

令和２年度 随意契約 ３号 公益社団法人八尾市シルバー人材センター 

                                                
46 市の外郭団体である。 
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令和元年度 随意契約 ３号 公益社団法人八尾市シルバー人材センター 

平成 30年度 随意契約 ３号 公益社団法人八尾市シルバー人材センター 

平成 29年度 随意契約 ３号 公益社団法人八尾市シルバー人材センター 

平成 28年度 随意契約 ３号 公益社団法人八尾市シルバー人材センター 

これ以前は，資料の保存期間が経過しているが，少なくとも，平成 20 年頃から，同一の形で，３号

による随意契約が継続している。 

（２）[意見 76]業務の履行確認について 

（事実） 

 委託業務の内容は，仕様書所定の市内の各公園について，仕様書記載の作業回数・

時間を基本に，巡回清掃・トイレ清掃（週単位で回数・時間を設定），低木剪定・除

草（年単位で回数・時間を設定）を適宜実施する（ただし，気象状況や樹木・草の育

成状況により適宜対応）というものである。 

 現在，委託業務の履行確認の方法としては，仕様書上，提出が求められ，シルバー

人材センターが毎月提出する「作業月報」によっている。これに，参考資料として，

実際の作業を行う各会員がシルバー人材センターに提出した「作業報告書」が市に提

出されている。しかし，「作業月報」には，会員ごとに，清掃管理にあたっている公

園名（単独の場合と，複数の場合がある）と，実際の合計作業時間（仕様書で設定さ

れた時間を基本とするが，気象状況等により時間が増減しうるもの）が記載されてい

るにすぎず，「作業報告書」も，各登録者の担当業務と実際の作業日時が記載されて

いるものであった。 

 また，仕様書上，剪定・除草作業を実施した場合には，作業内容及び公園名が分か

る作業前後の写真を撮影することとされているが，これについては，仕様書上も実際

にも提出が求められていない。 

（意見） 

 業務委託契約上の委託業務は，所定の回数・時間に相当する業務を実施することで

ある以上，履行確認においては，業務の実施状況が公園ごとに客観的に確認できるこ

とが必要である。しかし，現在の報告書等においては，特に複数の公園を担当してい

る者が業務を行っている場合，どの公園について，どれだけの管理清掃がされたのか

について，個別に確認することが極めて困難である。 
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 各公園について，管理清掃がされた具体的な日時（所定の時間数と大きく異なる場

合には，その理由を含む）を整理させる等，明確にさせるべきである。その際は，現

在は撮影のみが求められ提出が求められていない写真の提出を求めることも，検討す

べきである。 

 

26 〔水道局お客さまサービス課〕八尾市水道料金徴収等総合業務委託契約 

（１）概要 

①基本情報 

契約名 八尾市水道料金徴収等総合業務委託契約 

契約先名（所在地） ヴェオリア・ジェネッツ株式会社関西支店（箕面市） 

業務概要 

(1) 収納業務に関すること。 

(2) 開閉栓業務に関すること。 

(3) 窓口業務に関すること。 

(4) 修繕等受付業務に関すること。 

(5) 宿日直業務に関すること。 

(6) 電話交換業務に関すること。 

(7) その他前各号に付帯する業務に関すること。 

現契約期間 令和元年 10月１日～令和６年９月 30日（債務負担行為） 

同一相手先への委託開始時期 10年以上 

予定価格（税込） 
[プロポーザルにおける提案上限額] 

550,440,000円 

契約金額（税込） 528,000,000円 

令和２年度決算額（税込） 105,600,000円 

変更契約の有無 無 

契約保証金 免除（八尾市水道局契約規程第 32条第１号） 

支払方法 
債務が確定したことを確認した上で支出（八尾市水道局会計規程第

29条の２） 

当初の契約方法 
随意契約（２号） 

※公募型プロポーザル方式により受託予定者を決定したもの。 

履行の実績確認方法 
契約書第９条及び仕様書に従い，毎月の本業務に係る日報，月報等

の報告書の提出を受け，履行を確認している。 

再委託の有無 無 

再委託の確認方法 該当なし 

個人情報取扱の有無 有（仕様書第 15条） 

②委託の理由 

委託の理由 

当該業務は，お客さまに直結する業務のため，休日夜間を含めた対

応が必要な業務であり，また収納率やお客さまサービスに大きく影

響する業務であることから，民間企業のノウハウを最大限活用し，

費用の抑制とサービスの維持向上の両方を目的とした業務運営を推

進するため。 

③随意契約の概要 

随意契約の理由 高度な知識・技術や創造性，構想力，ノウハウや応用力が要求され
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る業務等を対象とし，十分に現状分析した上で設定した事業効果や

行政水準等の達成のために，公募により複数の者から企画・技術等

の提案を受け，そのなかから意欲及び実績・能力等を総合的に評価

し，業務等の目的に最も合致した企画・技術能力等を有する事業者

を選定する方式で業者を選定する必要があるため。 

根拠法令 ２号 

随意契約理由の公表 公表している 

提案見積金額上限額の積算方

法 
事業者から徴取した見積書を参考の上，決定 

相見積の有無 無 

④事業の目的と効果指標 

事業の目的 収納率とお客さまサービスの維持向上 

期待する効果 費用を抑制しながら，収納率とお客さまサービスの維持向上 

効果指標を設定しているか 設定している 

効果指標 現年度の収納率 

効果指標の過去５年の推移 

R２ 98.89％ 

R１ 98.97％ 

H30 98.96％ 

H29 98.90％ 

H28 98.89％ 

⑤これまでの契約相手方の選定方法 

年度 契約方法 契約相手方 

令和元年度 

随意契約（プロポーザル） 

（１者参加） 

（随意契約理由：２号） 

ヴェオリア・ジェネッツ株式会社関西支店 

平成 30年度 債務負担・複数年 株式会社ジェネッツ関西支店 

平成 29年度 債務負担・複数年 株式会社ジェネッツ関西支店 

平成 28年度 

随意契約（プロポーザル） 

（２者参加） 

（随意契約理由：２号） 

株式会社ジェネッツ関西支店 

平成 27年度 債務負担・複数年 株式会社ジェネッツ関西支店 

平成 26年度 債務負担・複数年 株式会社ジェネッツ関西支店 

平成 25年度 

随意契約（プロポーザル） 

（２者参加） 

（随意契約理由：２号） 

株式会社ジェネッツ関西支店 

平成 24年度 随意契約 株式会社ジェネッツ関西支店 

平成 23年度 随意契約 株式会社ジェネッツ関西支店 

平成 22年度 随意契約 株式会社ジェネッツ関西支店 

平成 21年度 随意契約 株式会社ジェネッツ関西支店 

平成 20年度 随意契約 株式会社ジェネッツ関西支店 

平成 19年度 

随意契約（プロポーザル） 

（６者参加） 

（随意契約理由：２号） 

株式会社ジェネッツ関西支店 

 

 当該委託業務は，プロポーザル方式により委託者を決定している。公募型プロポー
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ザル実施要項で事前に公表している提案見積金額上限額の算定は，前回の契約額に追

加業務の見積額を加え，賃金上昇率を反映させて行っている。過去３回の提案見積金

額上限額と契約額の関係は下記のとおりである。 

（単位：千円（税抜）） 

契約期間 
提案見積金額 

上限額（a） 

（１年当りの額） 

契約額（b） 

（１年当りの額） 

b/a 

（％） 

平成25年４月～平成28年３月 
254,563.5 

（84,854.5） 

241,980 

80,660 
95.1 

平成28年４月～令和元年９月 
308,266 

（88,076） 

291,900 

83,400 
94.7 

令和元年10月～令和６年９月 
500,400 

（100,080） 

480,000 

96,000 
95.9 

 前回の契約から今回の契約に際して，１年当りの契約額が1,260万円増加しているの

は，追加業務に対する２名の人員増加と賃金上昇を考慮したものとのことである。こ

の委託契約は，当初，平成13年頃に滞納整理業務の委託から始まり，委託業務範囲が

拡大していったもので，近年はプロポーザル方式により委託先を決定しているが，当

初より同じ相手と契約している。なお，平成18年度以前の契約については，書類の保

存期限を超過しており，詳細は不明とのことである。過去３回のプロポーザルに参加

する事業者数は多くなく，前々回は２者，前回は１者のみであった。また過去３回の

プロポーザルの結果を見ると，契約額と提案見積金額上限額との差は，５％程度とな

っている。 

 このような業者選定状況であるが，１年で１億円近い支出という額の大きさもあり，

委託契約が適正な価格で，適切に実施されているかを検証する必要がある。 

（２）[意見 77]公募型プロポーザルの参加者を増やす努力などについて 

（事実） 

 外部委託のコスト削減効果について，直営で業務を行う場合とコスト比較すること
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が多いが，直営で同業務を実施していたのは20年近くも前であることから，現在とは

取り巻く環境が変化しているため，当時のデータと比較参照することは難しいとのこ

とであった。現状は，契約実績をベースにして提案見積金額上限額の積算がなされて

いるが，同じ業者への委託が続いている。 

（意見） 

 このような状況において，委託価格に競争的価格を実現するためには，できるだけ

多くの業者に提案に参加してもらい価格競争を促進することが求められる。もっとも，

担当課としては既に見積額が競争的価格であり，業者の利潤の余地が相当小さいこと

から入札者が少ないのではないか，と考えており，現状は入札者を増やす努力は特段

行っていない。これからは，提案見積金額上限額を積算する際の見積額の提出を他の

業者にも依頼する，参加について積極的に声がけする，不参加となった理由を聞き取

る，などの努力を行うことが望ましい。 

 また，担当課の想定するとおり，現在の業務内容を前提とした当該予定価格では受

託事業者の利潤の余地がないために，参入する業者が少ないのであれば，業務内容の

工夫を行うことも考えられる。担当課として業務内容の見直しは行っていると考えら

れるが，更に，現契約者から業務をスリム化する余地はないか，聞き取りを行うなど

して業務内容を見直すことが，契約額の経済性・合理性を高めることにつながる可能

性がある。 

 加えて，当該業務は20年近くも続いており，好ましい業務体制もある程度固まって

きていると考えられるので，毎回プロポーザル方式で提案を求めるのではなく，一度

現状の業務を仕様に落とし込み，一般競争入札あるいは指名競争入札を行うこととし

た場合，「提案書」を作成する作業がなくなることで，参加する側のハードルは各段

に下がるため，多くの参加を得られる可能性がある。以上は一例であるが，多くの提

案者に参加してもらうためにはどうしたらよいか，積極的な検討が必要である。 

（３）[意見 78]他市比較の実施について 

（事実） 

 上記のとおり，公募型プロポーザルを経て，同じ業者への委託が続いている。市と
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しては，公益社団法人日本水道協会を通じた情報や，府内の水道事業体で構成する協

議会等での情報交換等により，適宜，改善や検証を行っているとのことであるが，価

格の妥当性の検証等のために，更に深く比較検討する余地はあると考えられる。 

（意見） 

 価格の適正性や業務の適正性を検証する手法として，同様の業務を外部委託してい

る他市と比較を行うことも有益である。現在は，受託事業者が他市で実施している滞

納整理業務に関するノウハウを報告してもらい，それを八尾市でも採用したりしてい

るとのことであるが，他市の水道事業担当者との間で，委託している業務の内容，そ

の価格等について情報交換を行い，八尾市での業務と比較することで，業務内容の改

善，価格の妥当性の検証などを行われたい。 

 

27 〔水道局お客さまサービス課〕八尾市水道料金システム保守業務委託契約 

（１）概要 

①基本情報 

契約名 八尾市水道料金システム保守業務委託契約 

契約先名（所在地） 株式会社オプテージ（大阪市） 

業務概要 

保守の対象は，本システムのアプリケーション・ソフトウェア（ミ

ドルウェアを含む），ハードウェア 

(1) 運用開始後，職員が運用を行うための適切なサポートを行う

こと。 

(2) 業務計画書や保守マニュアルに従い保守を実施すること。 

(3) アプリケーションおよびハードウェア類の予防保守・定期保

守（障害部位が発見された場合や障害発生の可能性を確認でき

た場合の部品交換等）を実施すること。 

(4) 作業を実施する上での必要経費（交通費等）は本契約に含

む。 

(5) ハードウェア類の消耗品（ＵＰＳのバッテリー等）交換は保

守内容に含むものとする。 

(6) 当局が本システムを次期システムへ移行，更新する場合にお

いては，データ仕様の情報提供等の支援を実施すること。 

(7) 運用開始後も，水道料金システムに関わる最新の技術情報や

マイナンバーなどの国の制度改正等の情報を提供すること。ま

た，将来，当局がサーバー等のデータセンターへの移行を検討

する際，移行・運用方法を積極的に情報提供すること。 

(8)  次期システム開発時のデータ移行のために，移行データを

データベース等から抽出・提供できる機能を設けること。 

現契約期間 平成 29年５月１日～令和４年４月 30日（５年） 

同一相手先への委託開始時期 平成 29年５月から 
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予定価格（税込） 28,080,000円 

契約金額（税込） 11,993,780円（落札率：42.7％） 

令和２年度決算額 2,420,000円 

変更契約の有無 無 

契約保証金 免除（八尾市水道局契約規程第 32条第３号） 

支払方法 
債務が確定したことを確認した上で支出（八尾市水道局会計規程第

29条の２） 

当初の契約方法 指名競争入札 

履行の実績確認方法 
契約書第 15 条及び仕様書に従い，毎月の本業務に係る保守報告書の

提出を受け，履行を確認している。 

再委託の有無 無 

個人情報取扱の有無 有（契約書第７条） 

②委託の理由 

委託の理由 

水道料金の検針・調定・収納の基となる水道料金システムの開発に

は専門の知識と技術が必要であり，水道局職員が開発するには，多

くの費用と労力が必要となるため，専門業者に委託している。シス

テム保守についても，その専門である同一業者に委託することが，

水道料金システムの安定かつ効率的な稼働を図るうえで適当である

と判断したため。 

③入札の概要 

入札の種類 

指名競争入札（平成 27 年度の指名競争入札を経て，保守契約は平成

29年度から締結） 

理由（水道料金システムは水道料金の検針・調定・収納の専門知識

が必要であり，また八尾市の仕様に合わせた対応の可否をヒアリン

グにて確認する必要があるため。） 

応札者数等 指名３者，応札２者 

予定価格の積算方法 ２者から見積を入手し参考の上，決定 

④事業の目的と効果指標 

事業の目的 水道料金システムの安定かつ効率的な稼働 

期待する効果 水道料金システムの安定かつ効率的な稼働 

効果指標を設定しているか 設定していない 

⑤これまでの契約相手方の選定方法 

年度 契約方法 応札者数等 契約相手方 

令和２年度 債務負担・複数年  株式会社オプテージ47 

令和元年度 債務負担・複数年  株式会社オプテージ 

平成 30年度 債務負担・複数年  関電システムソリューション株式会社 

平成 29年度 債務負担・複数年 （応札２者） 関電システムソリューション株式会社 

（２）[意見 79]次期契約の発注方法について 

（事実） 

                                                
47 平成 31年４月に関電システムソリューションズから社名変更 



 

 

 

 

- 172 - 

 この契約は，現在，八尾市水道局で使用されている水道料金システムの構築48にあた

り，システムの設計開発，導入機器の納入及び稼働後５年間のシステム保守を一体化

して，平成27年度に公募型指名競争入札により，契約の相手方を選定している。 

 平成27年度の開発は，これまでと異なる新たなシステムの開発であったため，指名

競争入札で新たな契約者の選定を行っており，応札者は２者であった。平成27年度に

設計開発・導入機器・保守契約込みの契約を締結し，開発を進め，平成29年５月にシ

ステムが稼働している。保守契約は，平成29年５月から令和４年４月までの５年間の

契約となっている。このような設計と保守を一体化した業者決定は，総コストを低減

させるため行われる有効な手法とされている。 

 現契約は，開発・機器導入業務とその後の保守契約を一体で指名競争入札した結果，

委託料の総額は，設計開発業務117,169,000円，導入機器41,675,000円，保守業務

11,000,000円の合計169,844,000円（税抜）となっている。これについては競争入札の

原則を適用しており，価格に競争性が働いたといえる。 

（意見）発注方法について 

 現契約の保守サービスは，令和４年４月末で終了する。 

 担当課は債務負担行為を行っておらず，令和４年４月に次期契約相手先を選定しよ

うとしている。このことは，次契約について競争入札を行わず，随意契約することを

意味している。随意契約を行うことがふさわしいかについて，担当課は複数のシステ

ム会社に確認したところ，現行のようなパッケージソフトをカスタマイズしたシステ

ムの場合，当該ソフト開発業者以外の業者が保守業務を行うことは難しいと回答を得

たとのことであった。 

 発注方法について，当初，担当課は，現契約が５年の保守契約（ソフト保守と備品

取換）を含み，期間中の支出を平準化できたことから，次期も５年間での契約を検討

しているとのことであった。平成29年に新規稼働したシステムは，システム開発・導

                                                
48 このシステム構築より前に使用されていたシステムは，昭和 50年代に水道局職員によって構築され

たものであり，システムの保守も職員で対応していたため，システム保守の外部委託は行われていなか

った。そのため，平成 26年度以前は，システム保守に関する外部委託は行われていなかった。 
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入と５年間の保守が一体化した契約であり，確かに当初５年間は日常の様々なトラブ

ル，手直し要求など，開発業者に保守を依頼することが多かったと考えられる。例え

ば令和２年度の「年次保守作業報告書」を通覧すると，ソフト手直しでは，データや

集計表などの出力エラーへの対応，同日にお客様の収納データが重複して存在した場

合の２件目以降のデータが消込対象外となることへの対応，上水道のみの調定の場合

の報告区分の設定修正，出力帳票の文言修正，料金システムサーバー一時停止への対

応などがあり，保守に含まれる備品取り換えではサーバー用ＵＰＳバッテリー交換作

業があった。 

 しかし，一般的には，新規開発ソフトの使い始めの当初５年間と比べると，システ

ムも安定し，保守契約の当初は頻回に行われたであろうシステムの調整や手直しを行

う業務や，導入からしばらくの間は必要となったであろう職員のサポート業務も減少

すると考えられる。 

 そうすると，令和４年５月から始まる次期契約については，トラブル発生時の対応

実績に基づく委託費用を支払う内容の契約とする方が，年間定額とする契約よりも，

八尾市の支出額を減ずることにつながる可能性もある。少なくとも現契約の実績と今

後５年間の保守量は異なると推測することが合理的であることから，今後５年間もの

長期にわたる契約を締結することは，ふさわしいとは言えない。 

 まず契約期間を単年度とするか複数年度とするか，いずれが合理的であるか，慎重

な検討が必要である。また，発注方法についても，定額契約か単価契約（対応内容ご

との単価を定めておき，実際の発注量に応じて支払額が決まる方式）のいずれが合理

的であるか，検討が必要である。さらに随意契約においては競争性のある価格が実現

しないため，市が見積もる予定価格はより一層重要になることから，その積算に際し

ては，過去５年間の実績を振り返ると共に，今後の保守量の増減を勘案し，決定され

たい。 

 

28 〔水道局工事管理課〕令和２年度平日昼間水道施設修繕補修業務(①) 

            令和２年度休日夜間水道施設修繕補修業務(②) 
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（１）概要 

①基本情報 

契約名 
令和２年度平日昼間水道施設修繕補修業務：（①） 

令和２年度休日夜間水道施設修繕補修業務：（②） 

契約先名（所在地） 
①北工業株式会社（八尾市） 

②有限会社マーテック（八尾市） 

業務概要 

道路面や宅地内における水道施設または給水装置（以下「水道施

設」という。）の漏水事故及び水道施設の機能異常など，緊急を要す

る場合の修繕補修を迅速に行い二次災害防止やライフラインの確保

を目的とする。また，修繕補修に伴う道路掘削を行った場合，後日

道路管理者等の指示に基づき道路本復旧を行うものとする。 

現契約期間 
①：令和２年３月 13日～令和３年３月 31日（単年） 

②：令和２年３月 13日～令和３年３月 31日（単年） 

同一相手先への委託開始時期 無 

予定価格（税込） 
①81,433,000円 

②40,612,000円 

契約金額（税込） 
①75,460,000 円（落札率：92％） 

②35,013,000 円（落札率：86％） 

令和２年度決算額（税込） 
①121,999,151円 

②45,694,616円 

変更契約の有無 無 

契約保証金 免除（八尾市水道局契約規程第 32条第１号又は第 32条第３号） 

支払方法（根拠法令） 
債務が確定したことを確認した上で支出（地方自治法第 232 条の４

第２項） 

当初の契約方法 条件付一般競争入札 

履行の実績確認方法 
仕様書に従い，修繕補修業務完了後，提出書類を受け，履行を確認 

している。 

再委託先の有無 無 

個人情報取扱の有無 有（契約書別記①に，個人情報取扱特記事項を明記している。） 

 

②委託の理由 

委託の理由 

当該業務は，ライフラインである上水道の安定供給を確保するた

め，道路面や宅地内における水道施設等の修繕補修を行うものであ

り，漏水に伴う二次災害防止や本市における有収率・有効率を向上

させることを追求しているため。 

委託と直営の併存の有無 有 

併存の理由・状況 
委託業務が滞るような非常事態において，直営のみで遂行できる直 

営能力を確保（令和２年度実績値で約６％） 

③入札の概要 

入札の種類 一般競争入札 

応札者数等 
①応札者５者 

②応札者７者 

予定価格の積算方法 実務必携等の歩掛に基づいて市が独自に積算 

④事業の目的と効果測定 

事業の目的 職員の負担軽減 

期待する効果 休日出勤，超過勤務の減による人件費の削減 
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効果指標を設定しているか 設定していない 

⑤これまでの契約相手方の選定方法 

年度 契約方法 応札者数等 契約相手方 

令和２年度 一般競争入札 
５者 

７者 

① 北工業株式会社 

② 有限会社マーテック 

令和元年度 一般競争入札 
４者 

８者 

① 平和水道工業株式会社 

② 松村設備工業株式会社 

平成 30年度 一般競争入札 
５者 

10者 

① 株式会社上之島水道 

② 平和水道株式会社 

平成 29年度 

①随意契約 

②随意契約 
（４月～６月） 

②一般競争入札
（７月～翌３月） 

 

 

９者 

① 八尾市水道工事業協同組合 

② 北工業株式会社 

 

② 株式会社伸和工業 

平成 28年度 

①随意契約 

②随意契約 
（４月～６月） 
②一般競争入札
（７月～翌３月） 

 

 

10者 

① 八尾市水道工事業協同組合 

② 株式会社伸和工業 

 

② 北工業株式会社 

平成 27年度 

①随意契約 

②随意契約 
（４月～６月） 

②一般競争入札
（７月～翌３月） 

 

 

９者 

① 八尾市水道工事業協同組合 

② 株式会社上之島水道 

 

② 株式会社伸和工業 

平成 26年度 

①随意契約 

②随意契約 
（４月～６月） 

②一般競争入札
（７月～翌３月） 

 

 

７者 

① 八尾市水道工事業協同組合 

② 株式会社桝井工業 

 

② 株式会社上之島水道 

平成 25年 

①随意契約 

②随意契約 
（４月～６月） 

②一般競争入札
（７月～翌３月） 

 

 

７者 

① 八尾市水道工事業協同組合 

② 平和水道工業株式会社 

 

② 株式会社桝井工業 

平成 24年度 

①随意契約 

②随意契約 
（４月～６月） 

②一般競争入札
（７月～翌３月） 

 

 

８者 

① 八尾市水道工事業協同組合 

② 八尾市水道工事業協同組合 

 

② 平和水道工業株式会社 

平成 23年度以前 

（委託開始年度

は不明） 

①随意契約 

②随意契約 
 

① 八尾市水道工事業協同組合 

② 八尾市水道工事業協同組合 

 

（２）[意見 80]局待機の必要性 

（事実） 

 水道施設修繕補修業務は，平日昼間と休日夜間の２本の委託契約に区分されており，

仕様書上，以下のような業務従事体制を要請している。八尾市の特色として，修繕班
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（作業責任者・作業員）は，夜間緊急の時間帯を除き，水道局内での待機(局待機)す

ることが要請されている点がある。 

 

委託業務契約名称 平日昼間水道施設修繕補修業務 

業務従事者 業務責任者・作業責任者・作業員 

待機体制 
平日Ａ (8：45-17：15） 

４班（４班×２名＝８名）局待機 

 

委託業務契約名称 休日夜間水道施設修繕補修業務 

業務従事者 業務責任者・作業責任者・作業員 

待機体制 

平日Ｂ (17：15-22：00） 

１班２名 局待機 

夜間緊急 (22：00-翌 8：45） 

 即応の修繕補修業務依頼を受けられる体制 

土曜日Ａ (8：45-17：15） 

１班２名 局待機 

土曜日Ｂ (8：45-22：00） 

１班２名 局待機 

日祝日Ａ (8：45-17：15） 

１班２名 局待機 

日祝日Ｂ (8：45-22：00） 

１班２名 局待機 

 

 過去10年間の修繕工事件数の推移は，以下のとおり，年々減少傾向にある。令和２

年度の工事発生合計件数は，10年前(平成22年度)と比較すると，およそ７割になって

いる。 

【過去 10年間の修繕工事件数】(単位：件数） 

年度 直営 委託 合計 平成 22年度対比 

平成 22年度 129 2,532 2,661 100% 

平成 23年度 139 2,123 2,262 85% 

平成 24年度 101 2,308 2,409 91% 

平成 25年度 153 2,414 2,567 96% 

平成 26年度 110 2,153 2,263 85% 

平成 27年度 170 2,062 2,232 84% 

平成 28年度 136 2,050 2,186 82% 

平成 29年度 191 1,969 2,160 81% 

平成 30年度 141 1,779 1,920 72% 

令和元年度 144 1,792 1,936 73% 

令和２年度 115 1,831 1,946 73% 

 令和２年度の月間の委託修繕工事件数が最小月(４月：113件)と最大月（８月：186

件）について，所管課作成の「令和２年度休日夜間水道施設修繕補修業務 従事料算

出表」を閲覧したところ，夜間(17：15以降)を含む時間帯（平日Ｂ，土曜Ｂ，日祝Ｂ）
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及び夜間緊急招集時間帯については，修繕工事が発生していない施工日も散見された。 

 そこで，監査人にて，令和２年度の月間委託修繕工事件数が最小月である４月（113

件)と最大月である８月（186件）の２か月を抽出し，一般修繕工事伝票及び修繕補修

業務日報を基に，夜間の修繕工事発生件数を集計したところ，以下のとおりであった。 

また，令和２年度における年間の夜間緊急招集の施工日実績は，７日間であった。 

 

 ４月 ８月 

時間帯 月間日数 修繕日(件数) 月間日数 修繕日(件数) 

平日夜間 

(17：15～22：00） 
21日 ５日(６件) 20日 ４日(４件) 

休日夜間 

(17：15～22：00） 
９日 ０日(０件) 11日 ５日(９件) 

夜間緊急 

(22：00～翌 8：45） 
30日 ０日(０件) 31日 １日(１件) 

 委託料は，時間帯別の班区分ごとに日額計算される従事料(待機料，機械器具損料，

諸経費)および労務費のほか，実際の使用量に応じて算出される材料費・保安要員費，

月額定額の待機料としての夜間緊急対応料から構成される。 

 １か月あたりの平日および休日の夜間の時間帯（17：15～22：00）にかかる従事料

と労務費の合計金額（基準従事料）は，約120万円である。また，局待機以外の時間帯

(22：00～翌8：45）については，漏水修繕に即応するための費用として，夜間緊急対

応料が１か月あたり約17万円（年間約200万円）発生している。 

 したがって，上記４月と８月の修繕実績にあてはめると，夜間時間帯の修繕件数６

件から13件に対して，１か月あたり約120万円の基準従事料が発生している。また，夜

間緊急対応の修繕実績は，４月は０件，８月は１件となっているが，それぞれ１か月

あたり約17万円の対応料が発生している。 

（意見） 

 所管課によると，水道局内での待機方式は，「修繕依頼の連絡を受けた際，職員か

ら待機班への図面の受け渡しを円滑にできるため現場対応が早くなるというメリット

がある。」とのことである。たしかに，修繕依頼が発生した際，図面を迅速に確認で

きるというメリットが考えられるものの，一方で，年々修繕件数が減少傾向にある中，
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修繕工事発生の有無に関わらず，待機班を水道局内に長時間拘束することに伴うコス

ト(業務費)が修繕工事件数に見合ったものであるか，という観点からの検証が必要で

ある。 

 今回監査人が確認した夜間時間帯の修繕実績と発生コストの比較は一例であるが，

所管課としても，夜間のほか，平日昼間の班員の稼働実績等についてもコストの観点

からも比較分析し，効率的な待機体制の構築と委託料の低減に向けて検討されたい。 

（３）[意見 81]夜間緊急招集対応について 

（事実） 

 休日夜間水道施設修繕補修業務には，局待機が要請される平日の夜間(17：15～22：

00）及び休日の昼間・夜間(8：45～22：00）のほか，夜間緊急対応(22：00～翌8：45）

が含まれている。仕様書上，夜間緊急対応は，市が緊急招集を要請した場合，遅滞な

く施工できる体制（要請後，概ね45分以内に現地に到着できるようにすること）を整

備し，緊急招集による修繕補修業務は１班２名以上の編成で行うことを要請している。 

 上記（２）で記載したように，夜間緊急対応業務については，対応料（業務従事者

の１人１日分の３分の１の相当額の日額×365日で算出）が年間約200万円発生してい

る。また，実際，修繕工事が発生した場合は，対応料とは，別に，実労に係る労務費

が支払われる。一方，夜間緊急対応の修繕実績は，以下のとおり，年間発生実績は５

件から７件となっている。 

＜過去５年間の夜間緊急対応の修繕実績＞ 

年度 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 

発生件数 ５件 ６件 ５件 ７件 ７件 

（意見） 

 令和２年度においては，年間７件の工事発生件数に対して，固定費として約200万円

の対応料が発生している。深夜や早朝に発生する緊急を要する修繕補修に対して，修

繕補修または応急処理を行う体制を確保する必要性は理解できるものの，現状の緊急

修繕工事の発生件数を考えると，あらかじめ365日従事者に待機を要請することにとも

なうコストが生じていることについて，削減する方策がないか，検討する余地がある。 
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 例えば，仕様書で昼間・休日夜間の修繕補修に参加する業者（待機業者）に対して

は，原則として，夜間緊急時に対応できることを参加条件とし，実際に夜間緊急修繕

が発生した際には，市からの連絡を受け即座に対応できる業者が要請に応じ，その都

度，業務従事料を支払う方式も考えられる。また，現状，固定的な月間の対応料につ

いても，実際の緊急修繕への出勤状況を加味した変動費とする方式等も考えられる。 

 したがって，夜間緊急招集対応については，年間の修繕実績をふまえて，対応料の

縮減につながるような方式についても検討されたい。 

（４）[意見 82]入札の競争性の確保について 

（事実） 

 市の修繕補修業務については，過去から長期にわたり八尾市水道工事業協同組合(以

下，「協同組合」という。)と随意契約を行っていた。協同組合は，八尾市内の水道工

事業者14社から構成されており，市内の給水工事等の事務手続やサポート等を行って

いる事業団体である。その後，市は，平成28年度の休日夜間水道施設修繕補修業務か

ら，できるだけ多くの業者に機会を与えるという「機会均等」，取引の「公平性」や

「透明性」を確保するという理由から，一般競争入札を導入している。 

 協同組合と随意契約を行っていた直近３期の設計金額に対する契約金額の割合の推

移は，以下のとおりである。 

【協同組合との契約金額割合の推移】 

年度 設計金額に対する契約金額の割合 

平成28年度 

 平日昼間（４月～６月） 
86% 

平成28年度 

 平日昼間（７月～３月） 
87% 

平成29年度  

平日昼間（４月～３月） 
87% 

一方，一般競争入札を導入以降の入札の状況は，以下のとおりである。 
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【休日夜間水道施設修繕補修業務】 

年度 落札率 落札者 応札業者数 待機業者 

平成 28年度 88% Ａ 10者 Ｄ Ａ Ｅ Ｃ ― 

平成 29年度 86% Ｂ ９者 Ａ Ｄ Ｅ Ｃ ― 

平成 30年度 86% Ｄ 10者 Ｄ Ｃ Ａ Ｅ ― 

令和元年度 86% Ｅ ８者 Ｅ Ｄ Ａ Ｃ ― 

令和２年度 86% Ｆ ７者 Ｆ Ｄ Ａ Ｅ Ｃ 

【平日昼間水道施設修繕補修業務】 

年度 落札率 落札者 応札業者数 待機業者 

平成 30年度 94% Ｃ ５者 Ｃ Ａ Ｅ Ｄ 

令和元年度 93% Ｄ ４者 Ｄ Ｃ Ａ Ｅ 

令和２年度 93% Ａ ５者 Ａ Ｄ Ｅ Ｃ 

 

 当該業務(平日昼間，休日夜間)の入札参加資格のある市内業者は，50者程度あると

のことであるが，応札業者数は，このうち休日夜間で７～10者，昼間で４者～５者と

なっている。市は，落札者１者と契約するが，実際の作業は複数の業者で分担して当

たっており，従事者の組み合わせは受注者がだれになるかに関わらず長年ほぼ変わっ

ていない。すなわち，この業務は，競争入札を行っているものの実態から見れば，特

定の数者に毎年度占有されており，この特定の数者に属するいずれかの者が，市との

表立った契約者になっている。もっとも，令和２年度の休日夜間においてはこの特定

の数者とは異なる業者（Ｆ）が落札した。その他の業務従事者の選任は，受注者に任

されており，市は関与していない。 

 入札参加資格上，平日昼間修繕補修業務契約と休日夜間修繕補修業務契約の重複落

札は禁止されているため，市との契約者は，重複して平日昼間と休日夜間の修繕補修

業務に関与することはできないが，その他の業務従事者についての制限はない。すな

わち，入札参加者は，自ら落札できなくとも受注者が当該業者を選任すれば，継続的

に業務に関与することが可能となる。その結果，当該修繕補修業務は，過去から特定

の数者（Ａ・Ｃ・Ｄ・Ｅ）が継続して従事するという現状にある。 

（意見） 



 

 

 

 

- 181 - 

 市では，入札参加者を拡大し価格競争性を促す方策として，入札参加資格の要件緩

和，例えば，市内に限定することなく他の事業体の修繕実績を認める（平日昼間），

漏水修繕業務の実績がなくても参加を認める（休日夜間）など見直しをすすめ，休日

夜間では，新規業者による落札もでてきた。しかしながら，入札参加資格のある母集

団が50者程度ある中，落札者は名目上変わっても，実際の業務従事者が新規受注者を

除き特定の数者に固定化されている状況は継続している。したがって，市の一般競争

入札の導入目的（「機会均等」「公平性」「透明性」）が十分に達成されているとは

言い難い。 

 また，一般競争入札導入後の落札率については，休日夜間は，概ね86%で推移し，平

日昼間は，93%～94％で推移している。一般競争入札導入前の協同組合と随意契約を行

っていた設計金額に対する契約金額の割合（86%～87％）と比較しても，休日夜間は，

大きな変化はなく，平日昼間については，上昇した落札率で推移しており，価格競争

性が促進され，コスト削減につながっているかどうかは不明である。 

 受注者がその他の業務従事者を選任する方式の場合，入札参加者が，あえて低い価

格で入札し，受注者としての元請の立場で受注できなくとも，同業者間のつながりか

ら，その他の業務従事者の地位が保証されることで，関与業者の固定化につながりや

すい。このような状況は，入札時の業者間の価格競争性の阻害要因となるリスクがあ

る。 

 したがって，受注者がその他の業務従事者を選任する方式を採用するのであれば，

平日昼間業務と休日夜間業務において，業者の重複を認めないなど，入札時の価格競

争性と透明性を確保する仕組みを検討する必要がある。また，業務量から１者単独で

業務に従事することが難しい場合は，市が複数の業者と直接契約し，業者間のまとめ

役にあたる業務責任者の役割は輪番制にするなども考えられる。 

 今後とも，より一層，一般競争入札における価格競争性および透明性が確保できる

ような方策を検討されたい。 

 

29 〔水道局施設整備課〕八尾市水道施設運転管理等業務 
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（１）概要 

契約名 八尾市水道施設運転管理等業務 

契約先名（所在地） 東芝インフラシステムズ株式会社関西支社（大阪市） 

業務概要 

受配水施設等の監視及び運転操作等の業務，配水場等の電気工作

物，計装機器，機械設備の保守点検等の業務及び配水場等の安全確

保等の業務（履行場所は 18施設） 

現契約期間 平成 30年３月２日～令和５年３月 31日49（債務負担行為） 

同一相手先への委託開始時期 平成 14年 

予定価格（税込） 587,865,600円 

契約金額（税込） 473,040,000円（落札率：80％） 

令和２年度決算額（税込） 96,360,000円 

変更契約の有無 
消費税率変動により令和元年９月 30日付け 

変更契約 479,172,000円 

契約保証金 免除（八尾市水道局契約規程第 32条第１号） 

支払方法 
債務が確定したことを確認した上で支出（地方自治法第 232 条の４

第２項） 

当初の契約方法 条件付一般競争入札 

履行の実績確認方法 
特記仕様書第 39 条に従い，毎月及び毎日の水道施設運転管理等業務

完了後，月報及び日報の提出を受け，履行を確認している。 

再委託の有無 有 

再委託の業務範囲 水質自動監視装置年次点検 

再委託金額 2,663,750円（税込） 

再委託の確認方法 
契約相手先に再委託先の有無を文書で提出させ，内容を把握してい

る。 

個人情報取扱の有無 無 

②委託の理由 

委託の理由 

水道水を安定的に供給する責務を果たすため，職員を相当数確保し

た上で，24 時間 365 日二交代勤務体制で，水運用の運転管理をおこ

なってきた。 

しかし，健全な経営基盤を構築すべく，経営の健全化策の一つとし

て，職員定数の適正管理，職員の新規採用の抑制等，事業規模に見

合った職員数へと経営改善に努めてきたところである。当該業務

は，導入当初の平成 17 年度は休日・夜間のみを対象として委託を開

始したが，更なる経営健全化による職員定数の適正管理により，平

成 25 年度には全面的な委託を行っており，結果として導入前の平成

16年から３年ほどで約 20人職員数が減少した。 

③入札の概要 

入札の種類 条件付一般競争入札 

応札者数等 ２者 

予定価格の積算方法 積算表に基づいて市が独自に積算 

④事業の目的と効果指標 

事業の目的 
受配水場，ポンプ場及び制御所等の水運用に係る運転監視及び運転

操作業務並びに保守点検 

期待する効果 職員定数が減少するなか，運転監視と保守点検を委託することで，

                                                

49 業務期間は，平成 30年４月１日～令和５年３月 31日 
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老朽化しつつある受配水施設の更新・耐震化に専念できる。 

効果指標を設定しているか 設定していない 

⑤これまでの契約相手方の選定方法 

年度 契約方法 応札者数 契約相手方 

令和２年度 債務負担・複数年 東芝インフラシステムズ株式会社 

令和元年度 債務負担・複数年 東芝インフラシステムズ株式会社 

平成 30年度 
条件付一般競争

入札 
２者 東芝インフラシステムズ株式会社50 

平成 29年度 債務負担・複数年 東芝電機サービス株式会社 

平成 28年度 債務負担・複数年 東芝電機サービス株式会社 

平成 27年度 債務負担・複数年 東芝電機サービス株式会社 

平成 26年度 債務負担・複数年 東芝電機サービス株式会社51 

平成 25年度 

（７月から） 

随意契約(プロポ

ーザル実施) 
２者 東芝アクアパブリックテクノス株式会社 

平成 25年度 

（６月まで） 
随意契約  東芝アクアパブリックテクノス株式会社 

 

（２）[意見 83]予定価格の設計-直接業務費(労務費)の職種構成比率 

（事実） 

 所管課では，平成30年１月に業務委託費（平成30年から令和４年度までの５か年）

の予定価格を公益社団法人日本水道協会発行の「水道施設維持管理等業務委託積算要

領案」(平成22年度版)(以下「積算要領」という。)に準拠して積算している。業務委

託費は，業務原価，諸経費，消費税等相当額から構成されており，業務原価は，直接

業務費に経費（直接経費，技術経費，間接業務費）を加算したもので構成されている。 

                                                

50 東芝インフラシステムズ株式会社は，東芝電機サービス株式会社を承継した会社。 

51 東芝電機サービス株式会社は，アクアパブリックテクノス株式会社の事業を承継した会社。 

業務委託費

業務価格

業務原価

直接業務費

直接経費

技術経費

間接業務費

諸経費

消費税等相当額
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 積算要領によると，直接業務費は，以下により算定するとされている。 

【業務費の積算】 

 運転監視業務 保守点検業務 

① 年間延べ業務人

数 

基準人数×基準日数×基

準勤務数 

年間の保守点検時間(分)÷

60(分)÷所定の労働時間 

② 業種別業務人数 ① ×職種構成比率(※) ① ×職種構成比率(※) 

③ 業務費 ② ×職種別労務単価 ③ ×職種別労務単価 

 ここで，②業種別業務人数を算定するにあたり使用される職種構成比率(上記の※印

を付した部分)については，積算要領上，以下の業種別職種構成比率が示されている。 

 

※【業種別職種構成比率(％)】 

職階の種別 
業務種別 

運転監視 保守点検 

業務総括責任者 ５ 10 

副総括 ５ 10 

主任 35 20 

技能員 35 35 

技能員 20 25 

計 100 100 

 

 現状，市の予定価格の積算においても，当該表に記載されている職種構成比率を乗

じて，積算上の②業種別業務人数を算出し，その業種別人数に職種別労務単価を乗じ

て③運転監視業務費および保守点検業務費を算出している。したがって，予定価格の

設計上，平日の昼間のみならず，平日の夜間および休日（昼間・夜間）についても，

同一の職種構成比率を適用している。 

 その結果，仕様書上は，総括責任者および保守点検業務主任者の勤務は，平日昼間
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に限定されているものの，平日の夜間および休日（昼間・夜間）についても，同一の

職種構成比率を適用し，勤務を要請していない職種についても平日昼間と同一の比率

で現場業務にあたるものとして業務費が算出されている。 

（意見） 

 本来，業務委託費の予定価格を設計するにあたっては，市が仕様書で要求する水準

（職種の配置体制，勤務体制等）をベースに積算すべきである。 

 公益社団法人日本水道協会発行の積算要領に記載がある職種及び構成比率について

は，全国の様々な規模の自治体を想定していることから，地域性や作業条件に応じて，

事業体の判断で実情に応じて積算すべきと考えられる。 

 現在の仕様実態と合致しない積算は，その分，予定価格を引き上げる結果となって

いる。したがって，今後，予定価格の直接業務費を設計するにあたっては，仕様書で

要請している配置体制，勤務体制等の実態についても考慮して積算する必要がある。 

（３）[意見 84]予定価格の設計-経費率 

（事実） 

 業務委託費は，業務原価，諸経費，消費税等相当額から構成されており，業務原価

は，直接業務費に経費（直接経費，技術経費，間接業務費）を加算したもので構成さ

れている。 

 このうち，技術経費については，積算要領上，「技術経費は，技術に係る技術能力

の向上及び技術水準の確保に要する費用であり，運転技術費と技術維持向上費から構

成される。」と定義されており，技術経費は，一定の技術水準が要求される運転監視

業務委託費

業務価格

業務原価

直接業務費

直接経費

技術経費

間接業務費

諸経費

消費税等相当額
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業務，保守点検業務に係る費用として，技術経費率を用いて以下により算出するとさ

れている。 

  技術経費＝（運転監視業務費＋保守点検業務費）× 技術経費率 

  技術経費率＝運転技術費に係る率＋技術維持向上費に係る率 

 ここで，技術維持向上費に係る技術経費率については，「受託者に求める技術水準

及び有資格者の配置に応じて，１％～５％程度の範囲で計上する。52」と規定されてお

り，以下のような有資格者別の経費率が参考として記載されている。 

【技術維持向上費に係る率】   
所管課にて採用 

項目 経費率 仕様書 経費率 

技術士(上下水道部門)又は水道浄水施設管理

技士１級 
３％ 

 

 

水道浄水施設管理技士２級 ２％ 
第 32条第２項 

第３号 
２％ 

水道浄水施設管理技士３級 １％ 
第 14条第２項 

第２号 
１％ 

電気主任技術者 ２％ 
第 14条第２項 

第３号 
２％ 

酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者(※)，電

気工事士，特定化学物質作業主任者(※)，危

険物取扱者，ボイラー技士，玉掛技能者等 

１ ％以下 
第 14条第２項 

第４号 

２％ 

※該当 

合計 
  

７％ 

 

 この点，所管課では，技術維持向上費に係る率として，仕様書で要請している有資

格者を上記「技術維持向上費に係る率」にあてはめ，経費率の合計数値である７％を

採用している。単純合算した７％については，積算要領で示されている上限の「５％

程度」の枠内との認識により採用したとのことであるが，具体的に，積算要領が示す

適用範囲（１％～５％）と比較検討した上で，「受託者に求める技術水準として７％

を適用することが合理的である。」と判断した根拠については明瞭な証跡が残されて

いなかった。 

                                                

52 平成 30 年度改訂版では，「１％～５％」となり，「程度」の文言は削除されている。 
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 仮に，技術維持向上費に係る率として，積算要領上の上限と考えられる５％を採用

した場合，所管課が採用した７％と比較すると，技術経費は約600万円減少する。また，

技術経費は業務原価を構成するため，業務原価をベースに算出される諸経費も約100万

円減少する。その結果，予定価格への影響額は，合計約700万円（減少）となる。 

（意見） 

 積算要領の「技術維持向上費に係る率」は，技術経費率を算出するにあたり，参考

として，資格者の種類別に一定の経費率を定めたものであり，単純に合算した数値を

使用することを意図したものでなく，適用にあたっては，経費率の範囲として示され

た１％～５％程度の中で合理的と判断される率を採用する必要がある。公益社団法人

日本水道協会発行の積算要領は全国の様々な規模の自治体を想定していることから，

八尾市の当該施設において，公益社団法人日本水道協会の想定する最大値を超える合

理的な根拠があるとも考えにくい。また，「１～５％程度」とされていた積算要領は，

平成30年度改訂版では「１％～５％」となり，「程度」の文言が削除されていること

からも，ここで単に積上計算をする趣旨ではないことを示していると考えられる。 

 予定価格の積算上，要領に記載の経費率の数％の違いは，技術経費額に影響を与え

るのみならず，技術経費額が業務原価を構成することから，諸経費（業務原価×諸経

費率で算出）算定額にも影響を与える点についても留意する必要がある。 

 したがって，予定価格の算出過程において，一定の判断を加味して適用する料率に

ついては，慎重に判断するとともに合理的な根拠および検討過程を証跡として残す必

要がある。 

（４）[意見 85]予定価格の設計-直接業務費(労務費)の基準人数 

（事実） 

 当該委託契約の業務範囲は，受配水施設等の監視及び運転操作等の業務（以下「運

転監視業務」という。）と配水場等の電気工作物，計装機器，機械設備の保守点検等

の業務（以下「保守点検業務」という。）に区分される（仕様書第３条）。そして，

委託業務全体の人員の配置体制については，仕様書第15条第４項にて，「受注者は，

総括責任者及び保守点検業務主任者の他に，業務従事者を昼間で少なくとも３名，夜
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間で少なくとも２名を常駐させるものとする。」と記載されている。 

【予定価格設計上の業務従事者等の配置】 

 保守点業務主任者については，仕様書上，第37条第１項にて「受注者は，業務従事

者の中から保守点検業務主任者を定め・・」と記載するともに，委託業務全体の配置

体制に関する第15条第４項にて，昼間３名および夜間２名の業務従事者とは別に配置

することが明確に記載されている。一方，運転監視業務主任者については，第32条１

項にて「受注者は，業務従事者の中から運転監視業務主任者を定め・・」と記載があ

り，配置することを求めているが，委託業務全体の配置体制に関する第15条４項には，

明記されていない。 

 そのため，第15条第４項に記載がある昼間３名および夜間２名の業務従事者に含ま

れるのか，あるいは，別途，保守点業務主任者と同様，１名配置することを前提に積

算する必要があるのか否かが，仕様書上，明確な記載になっていない。 

 その結果，平日昼間の運転監視業務にかかわる積算人数は，運転監視業務主任者が

業務従事者に含まれるとすると，４名（総括責任者１名，運転監視業務主任者兼業務

従事者１名，業務従事者２名）となるが，保守点検業務主任者と同様に，別途，業務

従事者とは独立して配置する必要があるとすると，５名（総括責任者１名，運転監視

業務主任者１名，業務従事者３名）となる。 

業務従事者(昼間３名) 

総括責任者(１名）

＜運転監視業務＞

運転監視業務主任者(１名）

＜保守点検業務＞

保守点検業務主任者(１名）
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 この点，所管課では，運転監視業務主任者は，保守点検業務主任者と同様に，別途，

業務従事者とは独立して配置するものとして，５名（総括責任者１名，運転監視業務

主任者１名，業務従事者３名）を前提に予定価格を設定している。 

 予定価格の積算上，基準人数を５名とするか４名とするかは，直接業務費(労務費)

に影響を与えるのみならず，直接業務費をベースに算定する経費（直接経費，技術経

費，間接業務費）や諸経費にも影響を与えるため，契約期間(５年間)では，約3,800万

円の差異が発生する。 

 一方，仕様書上，第32条第３項にて「運転監視業務主任者は，総括責任者が兼ねる

ことができる。」ともされており，現契約の実態としては，統括責任者が運転監視業

務主任者を兼務し，４名（総括責任者兼運転監視業務主任者１名，業務従事者３名）

で運営されている。 

（意見） 

 仕様書上，運転監視業務で必要となる基準人数は，入札価格設計上の重要な前提条

件となる。したがって，入札価格設計上の前提条件にバラツキがでないように，仕様

書上，運転監視業務主任者についての配置条件を明瞭に記載し，運転監視業務で必要

となる基準人数を明確にする必要がある。 

 また，今後，仕様書上の基準人数を決定するにあたっては，現行の運営実態につい

て十分に検証した上で基準人数の見直しの必要性を検討し，効率的な運営になるよう

努められたい。 

 

【八尾市水道施設運転管理等業務 仕様書】 

（業務従事者の要件） 

第14条 業務従事者は，受注者と直接的な雇用関係を有する者であること。 

２ 受注者は，業務の履行にあたり，次の各号に掲げる資格の保有者を，業務従事者に含め

なければならない。ここでいう業務従事者に含めるとは，実際に業務に従事する人員とし

て勤務サイクルに入る者のことをいい，人数については総括責任者及び主任者を含めた延

べ人数とする。 

（１）水道技術管理者資格保有者を少なくとも２名 

（２）水道施設管理技士のうち管路３級以上の資格保有者を少なくとも３名 
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（３）電気主任技術者のうち第三種以上の資格保有者を少なくとも２名 

（４）酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者（第２種酸素欠乏危険作業主任者）技能講習修

了者を少なくとも３名 

（５） 特定化学物質等作業主任者技能講習修了者を少なくとも１名 

 

（業務従事者等の配置等） 

第15条 総括責任者は，平日昼間において日々現場に出勤し，業務の一切を処理するものと

する。 

２ 保守点検業務主任者は，平日昼間において日々現場に出勤し，担当業務に従事するもの

とする。 

３ 総括責任者及び保守点検業務主任者は，休暇，研修，夜間勤務明け等で平日昼間に出勤

しない場合は，勤務予定表等で事前に発注者に通知し，代理の者を配置すること。 

４ 受注者は，総括責任者及び保守点検業務主任者の他に，業務従事者を昼間で少なくとも

３名，夜間で少なくとも２名を常駐させるものとする。 

 

(運転監視業務主任者の資格要件並びに選任及び職務) 

第32条 受注者は，業務従事者の中から運転監視業務主任者を定め，氏名その他必要事項を

書面にて発注者に通知しなければならない。なお，業務主任者を変更した場合も同様とす

る。 

２ 運転監視業務主任者は，次の各号に掲げる要件をすべて満たす者でなければならない。 

（１）学校教育法に定める高等学校又はこれと同等以上の学校を卒業した者であるこ

と。 

（２）受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係（期間の定めがない雇用関係）を有する者

であること。 

（３）運転監視業務主任者は，水道施設管理技士のうち，管路１級又は管路２級の資格

保有者であること。 

３ 運転監視業務主任者は，総括責任者が兼ねることができる。ただしこの場合，総括責任

者はその資格要件の他に，前項の資格要件も満たさなければならない。 

４ 運転監視業務主任者は，運転監視業務の主任として総括責任者を補佐し，総括責任者の

指揮，監督の下で運転監視業務を実施し又は業務従事者を指揮するものとする。 

 

(保守点検業務主任者の資格要件並びに選任及び職務) 

第37条 受注者は，業務従事者の中から保守点検業務主任者を定め，氏名その他必要事項を

書面にて発注者に通知しなければならない。なお，業務主任者を変更した場合も同様とす

る。 

２ 保守点検業務主任者は，次の各号に掲げる要件をすべて満たす者でなければならない。 

（１）学校教育法に定める高等学校又はこれと同等以上の学校を卒業した者であるこ

と。 

（２）受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係（期間の定めがない雇用関係）を有する者

であること。 



 

 

 

 

- 191 - 

（３）電気主任技術者のうち，第三種以上の資格保有者でなければならない。 

３ 保守点検業務主任者は，総括責任者及び他の業務主任者を兼ねることができない。 

４ 保守点検業務主任者は，保守点検業務の主任として総括責任者を補佐し，総括責任者の

指揮，監督の下で保守点検業務を実施し又は業務従事者を指揮するものとする。 

（５）[意見 86]予定価格の設計-実績との比較分析 

（事実） 

 所管課では，予定価格の設計上，保守点検業務の積算時間は，積算要領に記載され

ている「標準点検所要時間」を参考に算定しているが，現状，保守点検時間について，

実績と積算時間の比較分析は実施されていなかった。 

 今回の監査において，所管課にて，配水場等の日常点検について，業務日報から３

日間を抽出し，保守点検業務の設計上の積算時間と日報から算出した平均実績時間を

比較したところ，以下のような結果となった。 

 (単位：分/回) 

施設 設計上の時間 実績(平均) 差異 

高安受水場 93 30 -63 

龍華配水場 83 95 12 

南部低区配水場 76 30 -46 

北部低区配水場 67 35 -32 

高区配水場 27 10 -17 

神立配水池 9 10 1 

 

 積算要領によると，「年間の保守点検時間を算定するにあたっては，設備ごとの標

準点検所要時間を元に，危険作業に伴う補正，浄水場施設規模による補正を行い，点

検時間を積み上げる。また，勤務場所以外の施設の保守点検については，施設間の移

動時間を加算するものとする。」と記載されている。また，「標準点検所要時間」を

使用するにあたっては，「対象設備の構造が複雑であるなどの特殊要因により，標準

点検所要時間と実際の点検時間に乖離がある場合は，点検時間を増減するなど考慮が

必要である。」との記載がある。 
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 すなわち，積算要領の「標準点検所要時間」に基づき保守点検時間を積算する場合

であっても，施設の実態にあった保守点検時間となるように補正して使用することが

要請されている。 

（意見） 

 当該事業の契約期間は，安定的な水運用を担う責務を課すことから継続性を重視し，

長期継続契約（５年）となっている（平成30年３月２日～平成35年53３月31日）。した

がって，いったん設計した仕様書記載の業務量にもとづく予定価格によって，その後，

原則として５年間の委託契約金額が固定化される（契約書第23条）ことからも，予定

価格設計時に，実態に即した適切な業務量を積算できるように過去の見積と実績を比

較分析し，見直しの必要性を検証することが単年度契約に比べて，より一層重要とな

る。積算の見直しに必要な情報を入手できるよう業務日報等を工夫したり，設計した

予定価格について実績値（保守点検時間等）と比較分析する等の方法で，次期以降の

積算方法や仕様書の業務量の見直しに活用することを検討されたい。 

 

30 〔学校教育推進課〕八尾市英語指導者派遣事業 

（１）概要 

①基本情報 

契約名 八尾市英語指導者派遣事業 

契約先名（所在地） 株式会社アルティアセントラル（名古屋市） 

業務概要 

(1) 学校における業務 

派遣元は，各小中学校・義務教育学校にＮＥＴ（後記参照）を派

遣し，コミュニケーション能力の素地を養うために英語活動や国

際理解教育の指導及び，英語教育を通じて言語や文化に対する理

解を深め，実践的コミュニケーション能力の基礎を養うための指

導を行うこと。 

（業務内容） 

ＮＥＴは，教育委員会及び派遣校校長の指示に従い，当該派遣

校教員の指導のもと，次に掲げる業務に従事する。 

①指導内容や指導方法について，教員との事前の打合せ。 

②教員と協力した効果的なティーム・ティーチング。 

③児童・生徒の個別指導，少人数指導。 

④英語教育及び国際理解教育に関する教材作成，採点業務。 

⑤要請に応じ，教授手法等についての教員に対する助言等の支

                                                

53 契約当時の表記 
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援。 

⑥授業や定期テスト等で使用するリスニング教材や問題等の作成

の補助。 

⑦要請に応じ，英語クラブなどのクラブ活動やスピーチコンテス

ト等の英語教育推進のための学校行事等への参加及び支援。 

⑧要請に応じ，英語教育推進のための校内環境整備への参加及び

支援。 

⑨ＮＥＴの特性を活かした国際理解教育推進の取り組み及び支

援。 

⑩八尾市立学校教員対象英語教育研修会への参加及び支援。 

⑪派遣先学校の教職員研修及び研究授業等への参加・支援。 

⑫教育委員会の指示による教材作成の補助。 

⑬教育委員会が行う英語教育推進にかかる業務。 

⑭上記業務内容に付帯する業務及び関連業務。 

(2) 教育委員会における業務 

派遣元は，教育センターにＮＥＴを派遣し，英語教育推進事業に

付帯する業務及び関連業務に従事する。 

（業務内容） 

ＮＥＴは，教育委員会の指示に従い，次に掲げる業務に従事す

る。 

①教育委員会の指示による教材作成の補助。 

②教育委員会が行う英語教育推進にかかる業務。 

③上記業務内容に付帯する業務及び関連業務。 

現契約期間 平成 30年４月１日～令和３年３月 31日（債務負担行為） 

同一相手先への委託開始時期 平成 21年８月 27日 

予定価格（税込） 264,489,880円 

契約金額（税込） 233,417,926円（落札率：88％） 

令和２年度決算額（税込） 78,445,290円 

変更契約の有無 無 

契約保証金 免除（八尾市財務規則第 122条第３号） 

支払方法 
債務が確定したことを確認した上で支出（地方自治法第 232 条の４

第２項）（月ごとに支払い） 

当初の契約方法及 一般競争入札 

履行の実績確認方法 
業者からの「月別実施報告書」，派遣先の学校からの「就業状況報告

書」の提出を受け，履行を確認している。 

再委託の有無 無 

個人情報取扱の有無 有（契約書第 11条により，個人情報の保護を定めている。） 

②委託の理由 

委託の理由 

当該業務に必要な英語のネイティブスピーカーは，年度途中の帰国

など，人員確保が不安定であるが，授業に空きをつくることができ

ない事業であるため，年間を通して人員の継続的な確保の融通がき

く事業者に委託することが効率的である。 

③入札の概要 

入札の種類 一般競争入札 

応札者数等 ２者 

予定価格の積算方法 人件費単価と必要派遣日数から算出している。 

前回の契約方法（時期）及び

契約先 

一般競争入札 

（平成 27年４月１日契約分）/株式会社アルティアセントラル 
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前々回の契約方法（時期）及

び契約先 

随意契約（プロポーザル方式により受託予定者を決定） 

（平成 24年８月 27日契約分）/株式会社アルティアセントラル 

④事業の目的・効果指標 

事業の目的 

英語における基礎学力の向上を図るとともに，英語に触れたり，外

国の生活や文化に慣れ親しんだりすることにより，国際的感覚を身

につけるとともに，国際社会で活躍する子どもの育成を図る。 

期待する効果 
児童生徒の英語力向上への意欲が高まり，自ら学ぶ姿勢が育成さ

れ，その結果，英語力が向上する。 

効果指標を設定しているか 設定している 

効果指標 
英語能力判定テスト（英検ＩＢＡ）における，英検４級レベル相当

以上の生徒の割合（中学２年生） 

効果指標の過去５年の推移 

R２ 72％ 

R１ 74％ 

H30 74％ 

H29 67％ 

H28 73％ 

⑤これまでの契約相手方の選定方法 

年度 契約方法 応札者数 契約相手方 

令和２年度 債務負担・複数年 株式会社アルティアセントラル 

令和元年度 債務負担・複数年 株式会社アルティアセントラル 

平成 30年度 
一般競争入札 

(３か年) 
２者 株式会社アルティアセントラル 

平成 29年度 債務負担・複数年 株式会社アルティアセントラル 

平成 28年度 債務負担・複数年 株式会社アルティアセントラル 

平成 27年度 
一般競争入札 

(３か年) 
２者 株式会社アルティアセントラル 

平成 26年度 債務負担・複数年 株式会社アルティアセントラル 

平成 25年度 債務負担・複数年 株式会社アルティアセントラル 

平成 24年度 
随意契約（プロ

ポーザル実施） 
５者 株式会社アルティアセントラル 

平成 23年度 
随意契約 

（２号） 

 
株式会社アルティアセントラル 

平成 22年度 
随意契約 

（２号） 

 
株式会社アルティアセントラル 

平成 22年度，平成 23年度の随意契約は，それ以前（平成 21年度）に行われたプロポーザル手続によ

り選定されたものとの間で締結。 

 

（２）[意見 87]保存期間を経過したプロポーザル関係資料の保存について 

（事実） 

 当該事業は，平成24年度にプロポーザルにて業者選定後，３年ごとに，一般競争入

札を実施している（平成27年度及び平成30年度）。直近のプロポーザル関係の資料の
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中には，事業設計を見直す際，参考となる書類（募集要項，選定委員会議事録，評価

基準の考え方，提案書，見積書，契約書等)も含まれている。しかし，これらの文書は，

所管課が保存期限とした５年を超過したため廃棄されており，内容を確認できなかっ

た。 

（意見） 

 当初のプロポーザル関係の資料の中には，事業設計を見直す際，参考となる書類が

含まれており，慎重に判断する必要がある。この点，八尾市文書取扱規程では「主管

課長は，完結文書について保管の必要がないものは，これを廃棄しなければならな

い。」（第47条）とされており，保存期間が経過したものについても，保管の必要性

を判断の上，廃棄することを求めていると解される。 

 したがって，単純に保存年限で規則的に廃棄するのではなく，次期以降，仕様書を

見直す際，参考となる書類は，必要性の有無を検討し廃棄すべきか否かを決定すべき

である。 

 

【八尾市文書取扱規程】 

(完結文書の廃棄) 

第47条 主管課長は，完結文書について保管の必要がないものは，これを廃棄しな

ければならない。 

(保存文書の廃棄) 

第48条 主管課長は，第43条の保存期間を経過した保存文書については，基準表に

廃棄年月日を記入し，総務課長が定めるところにより廃棄しなければならない。

ただし，法令の改正等により保存期間の改正がされたもの等特に保存する必要が

あると認めるものについては，総務課長と協議のうえ，更に保存期間を定めて保

存することができる。 

２ 略 

（３）[意見 88]入札の予定価格を設計した時の見積根拠の保存について 

（事実） 

 平成30年度に実施された一般競争入札（ただし，その契約価額は，翌年と翌々年の

随意契約にも継承されている。）の予定価格の人件費単価について，見積根拠が残さ
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れておらず，どのように設定し，妥当性を検証したのか不明である。 

（意見） 

 入札の予定価格は，その妥当性を検証できるよう見積根拠を基に設計する必要があ

る。複数業者の見積書等，見積根拠となる証跡を残し，次期以降の仕様書の見直しに

活用すべきである。 

（４）[意見 89]ネイティブ英語指導者（ＮＥＴ）の資格要件の確認 

（事実） 

 仕様書で要請している就労手続の適正性，学歴，教員免許または指導経験等（仕様

書９．ＮＥＴに係る要件①～③）の資格要件を満たした者が，ネイティブ英語指導者

（以下，「ＮＥＴ」という。）として選任されているかについて，原則，資格要件の

確認も含めての業務委託であるという理由で，業者に一任しており，市では確認して

いない。 

 また，仕様書上，事業者は，ＮＥＴが選任された時点で，ＮＥＴ決定通知書，履歴

書及び同人の資格を確認できる資料を市に提出することになっているものの，現状入

手しているＮＥＴ決定通知書，履歴書では，仕様書上の資格要件を十分に確認できな

い。また，市は「同人の資格を確認できる資料」については入手していなかった。 

 一方，仕様書で要請している具体的な英語指導能力（仕様書９．ＮＥＴに係る要件

④～⑦）については，所管課としても学校訪問等においてこれらの視点で観察してい

るとのことであるが，学校訪問時に確認した結果について書面等は残されていない。 

（意見） 

 当該事業の質の担保は，ＮＥＴの資質によるところが大きいため，事業者が仕様書

記載のＮＥＴに係る要件を満たした者を適正に選任しているかについては，市として

も確認する必要性が高い。したがって，事業者に対して，仕様書のＮＥＴに係る要件

を満たしているかを確認できるような書面や根拠書類を提出する義務を課すように仕

様書を見直すべきである。 

 また，所管課が学校訪問時に確認した英語指導能力に関するＮＥＴの要件への適合

状況については，書面で評価結果を残し，次期以降の仕様書の見直しに活用すべきで
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ある。 

 

【平成30・31・32年度八尾市英語指導者派遣事業仕様書】 

９ ＮＥＴに係わる要件 

 ＮＥＴの選任にあたっては，次に掲げる資格要件を満たす適任者を選定すること。 

①日本での就労に関して適正な手続きに基づいていること。 

②大学を卒業した者，又はこれと同程度以上の資格を持つ大学卒業年齢に達してい

ること。 

③英語を母語とし，教員免許を有するか，学校教育法(昭和22年法律第26号)第１条

に定める学校での英語教育の指導経験を通算1年以上有すること，又は同等以上の

指導技術を有すること。 

④英語の発音，リズム，イントネーション，発声において優秀であり，かつ標準的

な 語学力をそなえていること。また，文章力，文法力が優れていること。 

⑤学習指導要領「外国語活動」及び「外国語科」の目標を理解し，積極的に児童・

生徒と共に，活動することに意欲があり，英語による体験的な活動を工夫できる

こと。 

⑥日本の教育や習慣及び本市の学校のシステムを理解し，日本語の充分なコミュニ

ケーションスキルを有し，派遣校教員との打合せ及び授業をスムーズに行えるこ

と。 

⑦心身ともに健康で，豊かな人権感覚を有し，子どもの発達段階に応じた指導がで

き，学習意欲や学力の向上を図ることができること。 

（５）[意見 90]効果指標の設定と事業の見直し 

（事実） 

 当事業は期待する効果を「児童生徒の英語力向上への意欲が高まり，自ら学ぶ姿勢

が育成され，その結果，英語力が向上」することとし，効果指標を「英語能力判定テ

スト（英検ＩＢＡ54）における，英検４級レベル相当以上の生徒の割合（中学２年生）」

としている。毎年，年１回，市内全中学２年生を対象として，英検ＩＢＡのうち，英

語２技能（リーディングとリスニング）を測定するテストⅮ（英検３級～５級レベル）

                                                

54英検ＩＢＡは，英検と同様，公益財団法人日本英語検定協会が実施するテストで，英検に比べ低コス

トで，試験の日時や場所を任意に設定でき，英検級の目安を測定できる点等を特色とする団体専用のテ

ストである。 
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を実施している。 

 一方，現在，文部科学省では「第３期教育振興基本計画」において，中高生徒の英

語力向上のため，英語力強化のための測定指標を設定し，目標達成のため，都道府県

教育委員会等に対し，都道府県ごとの目標設定を要請するとともに英語教育実施状況

調査等により継続したフォローアップを実施している。ここでは，生徒の英語力に係

る測定指標として，「英語力について，中学校卒業段階でＣＥＦＲ55のＡ１レベル相当

（英検３級等）以上を達成，高等学校卒業段階でＡ２レベル相当（英検準２級等）以

上を達成した中高生の割合を50％以上にする」と設定している。これを受けて，市に

おいても，生徒の英語力に関する指標として「ＣＥＦＲ Ａ１レベル相当以上の英語力

を有すると思われる生徒数や割合」について，文部科学省や府教育委員会に報告して

いる，とのことである。 

 文部科学省が公表している令和元年度「英語教育実施状況調査」の結果によると，

以下の表が示すように，中学生については，ＣＥＦＲ Ａ１レベル相当以上を取得している

生徒及びＣＥＦＲ Ａ１レベル相当以上の英語力を有すると思われる生徒56の割合は，44.0%

となっており，「中学生の英語力については，昨年度比＋1.4ポイント上昇している」

ことが報告されている。 

                                                

55 ＣＥＦＲ（外国語の学習・教授・評価のためのヨーロッパ共通参照枠）は，語学シラバスやカリキュ

ラムの手引きの作成，学習指導教材の編集，外国語 運用能力の評価のために，透明性が高く，分かり

やすい包括的な基盤を提供するものとして，欧州域内外で使われている指標である。 
56 「ＣＥＦＲ Ａ１/Ａ２レベル相当以上の英語力を有すると思われる生徒」とは，実際に外部検定試験

の級，スコア等を取得していないが，２技能または３技能を測る試験のスコア，公式な記録としては認

定されない試験のスコア，ＣＡＮ-ＤＯリストに基づくパフォーマンステストの結果，各教育委員会で

モデル校での検証に基づいて定めた目安等により，それに相当する英語力を有していると英語担当教師

が判断する生徒を指す。 
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      (出典：文部科学省 令和元年度「英語教育実施状況調査」概要３ページ） 

（意見） 

 当事業は，事業目的として「英語における基礎学力の向上を図るとともに，英語に

触れたり，外国の生活や文化に慣れ親しんだりすることにより，国際的感覚を身につ

けるとともに，国際社会で活躍する子どもの育成を図る」を掲げ，期待する効果は

「児童生徒の英語力向上への意欲が高まり，自ら学ぶ姿勢が育成され，その結果，英

語力が向上」すること，としている。 

 この期待する効果に対し，年間約7,000万円の業務委託料をかけてＮＥＴ(年間19人

×185日)を派遣するという現状の方式がもっとも効果的であるか，事業の内容を見直

す余地がないか，費用対効果は許容範囲か，などを検証するため，適切に事業効果を

測定できる効果指標を設定し，達成度合いを振り返る必要がある。 

 現在，事業の効果指標としては「英語能力判定テスト（英検ＩＢＡ）おける，英検

４級レベル相当以上の生徒の割合（中学２年生）」が設定されているが，本事業が，
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ネイティブスピーカーの指導により，実践的コミュニケーション能力の基礎を取得し，

英語４技能（聞く・話す・読む・書く）を含めた英語力の向上を効果として期待して

いることを考えると，英語２技能に限定される現状の英語能力テストでは，事業効果

を測定する指標として，十分とはいえない。 

 市は費用対効果を勘案して英検ＩＢＡを採用しているとのことであるが，国や府が

４技能を含めた英語力の測定指標として報告を求めている「中学校卒業段階でＣＥＦ

ＲのＡ１レベル相当（英検３級等）の割合」は市としても把握しているため，特に追

加的な費用を掛けずとも，これを有効に活用することが考えられる。 

 現在，市が英語力強化のために力を入れて取り組んでいる事業としては外国語の小

中一貫教育（外国語教育ガイドブック57，ＣＡＮ-ＤＯリスト58，公開事業研究会59），

英検ＩＢＡテストやＮＥＴの導入，英語スピーキングコンテストの実施，授業の動画

配信などがあるが，中でも事業費をかけて取り組んでいる施策はＮＥＴ事業のみであ

ることから，取り組みの成果として求める「英語力強化」が成功しているのかどうか，

費用対効果を見る必要性は一層高い。 

 英語指導助手を教育現場に投入する事業は府下すべての市で導入されているとのこ

とであるが，当市の事業費は，同程度の学校数を有する他市と比べ突出しているとは

いえないものの，府下の近隣自治体と比べて特に少ないほうではない。 

 ところが，市からの説明によると，現在市の「中学校卒業段階でＣＥＦＲのＡ１レ

ベル相当（英検３級等）の割合」は国や府の求める目標値の50％には達していないだ

けでなく，国や府の実績平均値を下回っている状況ある。平成30年の八尾市の同値は，

                                                

57 令和２年度より，小学校・義務教育学校前期課程で新しい外国語教育が始まっており，子どもたちが

外国語にさらに興味を持てるような授業づくりができるよう，教員向けのガイドブックを作成し，全て

の学校で活用している。 
58 外国語教育は，「どのような力を身につけるのかを明確にすることが重要」との考えから，学んだ言

語を使って「○○することができる」という目標を学習段階ごとに整理したもの。すべての学校で小中

９年間を見通して活用している。 

59 外国語教育の充実と授業改善の推進をめざし，小中学校および義務教育学校の教員合同での公開授業

研究会を開催している。また，大阪府より配置されている英語コーディネーターの日ごろの授業を公開

し，教員がいつでも授業を参観でき，授業などにおける指導の相談などを受けられる体制をとっている。 
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対府で8.2ポイント，対国で5.5ポイント下回り，令和元年度は対府12.6ポイント，対

国で9.7ポイント下回っている。 

 無論，この２年だけで施策の効果を結論づけることはできない。所管課としては，

監査で例示分析したより多くのデータを保有しているのであるから，それらを活用し，

更なる経年変化を分析するなどして施策の効果から振り返り，市の英語力強化の取り

組みにおいて最も事業費をかけているＮＥＴ事業のやり方について，費用対効果の面

から見直しを行うことが必要と考えられる。その際，成果を挙げている他市の方法等

を参考に事業の改善に取り組むこともよいと考えられる。 

 

31 〔学校教育推進課〕八尾市研究拠点校学習支援事業 

（１）概要 

①基本情報 

契約名 八尾市研究拠点校学習支援業務 

契約先名（所在地） 株式会社トライグループ（大阪市） 

業務概要 

事業の実施にあたっては，「八尾市研究拠点校学習支援業務実施要

綱」に基づき，次に掲げる業務を行うものとする。 

① 学習支援 

 基礎学力の向上を目的とした学習会を行う。科目は，国語，数

学，英語，理科，社会の５科目の内から対象者となる子ども一人

ひとりの習熟度，課題に合わせ，個々の生徒の人権を十分配慮

し，学習指導を実施するものとする。 

② 教材提供 

 教材については子どもの学習状況に合わせて適宜配布する。な

お，事業者独自の提案において，ＩＣＴ等を活用した教材を使用

する場合については，本事業の実施場所はインターネット環境が

未整備であることを前提とし，教材の調達に要する費用及び通信

環境の整備，機器の保管等は全て事業者の負担とする。 

現契約期間 令和２年 11月 20日～令和３年３月 31日 

同一相手先への委託開始時期 令和元年 7月から 

予定価格（税込） ― 

契約金額（税込） 2,299,330円 

令和２年度決算額（税込） 2,299,330円 

変更契約の有無 無 

契約保証金 免除（八尾市財務規則第 122条第３号） 

支払方法 
債務が確定したことを確認した上で支出（地方自治法第 232 条の４

第２項）（夏季休業期間完了後，及び冬季休業期間完了後） 

当初の契約方法 随意契約（２号） 

履行の実績確認方法 講師勤務実績表の提出を受け，履行を確認している。 
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再委託の有無 無 

個人情報取扱の有無 有（契約書第 13条により，個人情報保護の遵守を謳っている。） 

②委託の理由 

委託の理由 
当該業務は，特定の時期に業務が集中することから，人員の融通が

きく事業者へ委託することが経済的，効率的であるため。 

③随意契約の概要 

随意契約の理由 

本事業は，桂中学校，高安小中学校における小中一貫教育のフロン

ティア校としての研究・研修効果を高めるとともに，生徒の学習習

慣の定着，学習意欲の向上を図ることにより，特色ある学校づくり

を行うことを目的としており，学習支援事業業務については，専門

的な指導力やノウハウが必要となることから，令和元年度において

プロポーザル方式により事業者選定を行い，当該事業者が適切であ

ると判断したため。 

根拠法令 ２号 

随意契約理由の公表 公表している 

予定価格の積算方法 事業者から徴収した見積書を参考の上，決定 

相見積の有無 無 

④事業の目的・効果指標 

事業の目的 
夏季・冬季休業中の生徒の学習習慣の定着や学習意欲の向上を図

る。 

期待する効果 
教職員の負担を増やすことなく，夏季・冬季休業中の生徒の学習習

慣が定着，及び学習意欲が向上 

効果指標を設定しているか 設定している 

効果指標 講習を受けて，勉強に対する学習意欲の高まった生徒の割合 

効果指標の過去５年の推移 

R２ 91％ 

R１ 76％ 

（事業は令和元年度から開始） 

⑤これまでの契約相手方の選定方法 

年度 契約方法 随意契約理由 契約相手方 

令和２年度 随意契約 ２号 株式会社トライグループ 

令和元年度 

随意契約（プロポーザル） 

（２者参加） 

（随意契約理由：２号） 

株式会社トライグループ 

（２）[意見 91]随意契約の見積金額の検証について 

（事実） 

 令和２年度は，令和元年度にプロポーザルにて選定した事業者と随意契約を行って

いる。令和２年度の随意契約金額についても，当該事業者から見積書を入手するのみ

で，他の業者の見積金額等との比較等は，実施されておらず，見積金額の妥当性を検

証した証跡が残されていない。 

（意見） 
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 随意契約を行う際は，八尾市財務規則第116条第２項に記載があるように，なるべく

２人以上の者から見積書を入手する必要がある。そして，契約見積金額は，比較した

複数の業者の見積書を残す等，検討過程および妥当と判断した結果について証跡を残

す必要がある。 

【八尾市財務規則】 

（随意契約） 

第116条 

２ 契約担当者は，随意契約を行おうとするときは，予定価格を定め，なるべ

く２人以上の者から見積書を徴さなければならない。 

（以下略） 

（３）[意見 92]業務設計の見直し 

（事実） 

 この事業の実施体制は，令和元年度の仕様書では「生徒５名に対して１名以上のス

タッフ」，令和２年度の仕様書では，「生徒４名に対して１名以上のスタッフ」の少

人数制指導を要請している。利用者としては，高安小中学校（後期課程）及び桂中学

校の中学１年生～中学３年生を対象とした生徒合計130名を募集している。 

 過去２年間の冬期講習(５日間)の申込割合および出席率は，次のとおりであり，申

込人数が募集人数を下回る状況が続いている。また，令和２年度の高安小中学校の申

込人数（50名）には，中学１～３年生の申込者が31名と少なかったため，追加で募集

した小学５年生・６年生(19名)が含まれている。 

 スタッフ１名あたりの生徒数の平均人数は，事業設計時は，令和元年度５名，令和

２年度４名であるのに対して，申込段階においては，令和元年度３名，令和２年度２

名となっている。そして，実際に受講した生徒の割合（出席率）が約７割となってい

るため，最終的にスタッフ１名あたりの生徒数の平均人数はさらに少ない状況である。 

  



 

 

 

 

- 204 - 

【冬期講習】 

学校名 
募集 

人数 

申込人数 
申込割合 

（申込人数/募集人数） 
出席率 

令和元年 令和２年 令和元年 令和２年 令和元年 令和２年 

高安 60名 42名 50名 70.0% 83.3% 72.4% 79.6% 

桂 70名 54名 34名 77.1% 48.6% 73.7% 68.2% 

 当事業は，当初の事業設計どおりの受講者を確保できるかどうか難しい面があるた

め，事業設計時に予定している「生徒４～５名に対して１人のスタッフ」を前提にす

ると，募集人数から算出したスタッフ人数と申込人数から算出した実際に必要なスタ

ッフ人数との間に乖離が発生しやすい状況にある。したがって，スタッフの人数と委

託料を固定化する場合，当初予定していたより生徒数の減少にともない業務量が減る

ため，実際の業務量に比べ過大な委託料を支払うことにつながる側面がある。 

 契約上，協議により，委託業務内容の変更や委託料の変更は可能となっており，本

来，申込状況に応じて講師数を変更すれば，委託料の削減につながる。しかしながら，

所管課によると申込締切日と業務開始日が２週間程度しかないことから，また，業者

は，募集人数を基にスタッフを確保しているため，直前の変更は業者負担が大きいと

考えられるため，変更の申出が難しいとのことであった。 

（意見） 

 申込状況に応じた委託料の見直しが難しいのであれば，事業設計段階にて，募集人

数については，当年度の参加希望者の事前調査や前年の申込実績をふまえて募集人数

の枠を設定する等，募集人数と申込者数の乖離幅が可能な限り小さくなるよう工夫し

た上で，委託料を見積る必要がある。 

 また，事業の継続にあたっては，申込割合や出席率が低い要因について，生徒や学

校教員へのアンケート調査等を通じて検証し，講習内容，科目数や講習期間の選択等

の要望を把握した上で，費用対効果を高めることができるよう業務設計の見直し及び

対策を検討されたい。 
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【八尾市研究拠点校学習支援業務委託契約書】抜粋 

(委託業務の内容の変更) 

第４条 甲は，必要があると認めたときは，委託業務の内容を変更し，又は委託業

務を一時中止することができる。この場合において，委託料又は履行期限を変更

する必要があるときは，甲乙協議の上，書面によりこれを定めるものとする。 

２ 乙は，委託業務の処理又は予算の執行を著しく変更しなければならない事由が

発生したときは，甲にあらかじめ報告し，その承認を求めなければならない。 

※八尾市(「甲」)，受託者 (「乙」) 

 

32 〔学務給食課〕八尾市中学校給食調理業務委託契約 

（１）概要 

①基本情報 

契約名 八尾市中学校給食調理業務委託契約 

契約先名（所在地） 株式会社松ちゃん給食（八尾市） 

業務概要 

八尾市立中学校（15 校）在籍生徒及び教職員等（約 7,000 名）のう

ち，事前に申し込みにあった者に対し，給食を提供するにあたり以

下の業務を行う。 

(1) 食材の調達・検収・管理・保管 

(2) 調理・ランチボックスへ盛り付け 

(3) 各校への配送 

(4) おかずの再加熱・配膳 

(5) 使用後のランチボックスの回収・洗浄・消毒・保管 

(6) 残菜処理 

(7) 配膳室及び使用器具等の清掃 

(8) 上記(1)～(7)に付随する業務 

現契約期間 平成 31年４月１日～令和４年３月 31日（債務負担行為） 

同一相手先への委託開始時期 平成 27年８月から 

予定価格（税込） 450円（一食当たり） 

契約金額（税込） 441円（落札率：98 ％） 

令和２年度決算額（税込） 41,642,920円 

変更契約の有無 なし 

契約保証金 免除（八尾市財務規則第 122条第３号） 

支払方法 
債務が確定したことを確認した上で支出（地方自治法第 232 条の４

第２項） 

当初の契約方法 
随意契約（２号） 

※公募型プロポーザル方式により受託予定者を決定したもの。 

履行の実績確認方法 
仕様書の「21.業務履行報告書の提出」に従い，業務の履行の経過を

月ごとに業務履行報告書等として受け，実績を確認する。 

再委託の有無 相手先から申告がないため，再委託は無いと理解している。 

再委託の業務範囲 該当なし 
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再委託金額 該当なし 

再委託の確認方法 
契約書第３条に基づき，再委託等の必要に応じて，あらかじめ書面

により許可を与える。 

個人情報取扱の有無 
有（契約書第 11条により，八尾市個人情報保護条例第 11条第３項の

規定等を遵守し，個人情報の保護に努める旨，規定している。） 

②委託の理由 

委託の理由 

（平成 26年 12月 八尾市中学校給食実施に係る基本方針） 

八尾市立中学校に在籍する生徒の昼食については家庭弁当を基本し

てきたが，社会状況・家庭環境の変化に伴い，弁当を持参できず栄

養バランスを欠いた昼食を摂る生徒が見られるようになったことを

受け，これまでの家庭弁当を基本としながらも，昼食に課題のある

生徒に対しては，選択制給食の実施を通じて栄養バランスの取れた

昼食を提供することにより，成長期にある中学生の昼食の改善に向

けた支援を行うことを決定した。 

選択制給食ということで提供する食数を正確に見込むのが困難な

中，市で新たに調理場を整備し，栄養士・調理員も新たに雇用して

実施するのは，予算執行として効率性を欠くものと判断し，当初か

ら直営という選択肢はなかったものと考える。 

③随意契約の概要 

随意契約の理由 

安全・安心な学校給食を提供するにあたり，価格だけでなく，衛生

管理，配送体制，経営能力等を総合的に勘案する必要があることか

ら，事業提案によるプロポーザル方式にて実施し，事業選定委員会

を経て相手方を決定 

根拠法令 ２号 

随意契約理由の公表 公表している 

予定価格の積算方法 事業者から徴収した見積書を参考の上，決定 

相見積の有無 無 

④事業の目的・効果指標 

事業の目的 
選択制給食の実施を通じて栄養バランスの取れた昼食を提供するこ

とにより，成長期にある中学生の昼食の改善に向けた支援を行う。 

期待する効果 
選択制給食ということで提供する食数の多寡により，人員を柔軟に

配置できることから，人件費の削減につながる。 

効果指標を設定しているか 設定している 

効果指標 喫食率（毎日の給食を選択した生徒数割合の年間平均） 

効果指標の過去５年の推移 

R２ 7.5％ 

R１ 7.3％ 

H30 7.2％ 

H29 6.9％ 

H28 8.6％ 

⑤これまでの契約相手方の選定方法 

年度 契約方法 応札者数 契約相手方 

令和２年度 債務負担・複数年 株式会社松ちゃん給食 

令和元年度 

随意契約（プロポーザル） 

（１者参加） 

（随意契約理由：２号） 

株式会社松ちゃん給食 

平成 30年度 債務負担・複数年 株式会社松ちゃん給食 

平成 29年度 債務負担・複数年 株式会社松ちゃん給食 
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平成 28年度 債務負担・複数年 株式会社松ちゃん給食 

平成 27年度 

随意契約（プロポーザル） 

（３者参加） 

（随意契約理由：２号） 

株式会社松ちゃん給食 

（２）[意見 93]公募型プロポーザルの実施における参加者確保の取り組み 

（事実） 

 現在，全員給食化を検討する中で，業務を着実かつ誠実に遂行できる業者を継続的

に確保することが重要となっていること，また，他市と委託業者が競合する可能性が

あることから，委託先の確保ができるかが切実な課題となっている。 

 プロポーザルの実施手続については，平成30年度の場合，同年10月26日から同年11

月２日までの期間（僅か１週間）が，ホームページでの実施要領等の配布や参加意向

表明書の受付，質問書の受付までの期限とされた。結果として，公募型プロポーザル

への応募者は１者のみであった。 

 平成30年度のプロポーザルにおいて１者しか応募がなかった理由として，担当課は，

平成27年度のプロポーザルで想定されていた喫食率30％が，今回のプロポーザルにお

いては７％程度（実績に基づく喫食率）に過ぎなかったため，実際の喫食率を踏まえ

て配送コスト等と比較したところ利益が上がらないと考えて応募が控えられたのでは

ないかとの考えを述べていた。しかし，上記のとおり，プロポーザルの実施開始から

質問書の受付の期限までがわずか１週間という状況においては，十分な準備ができな

いと考えて応募を控えた可能性も否定できない。また，監査人が担当課に対し，なぜ

上記期間を１週間としたのかと質問をしたところ，従前と同じ期間としたとの回答で

あった。 

（意見） 

 実施要領の配布や通知から，参加意向表明や質問受付までの期間としては，１週間

では不十分である。潜在的参加予定者から多数の応募があり競争性が高まるように，

契約事務手続きに要する期間は，余裕をもって，必要な期間を設定することが必要で

ある。 

 具体的には，本件の場合は，あと１週間早く応募手続きを開始し，少なくとも２週
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間の期間を，ホームページでの実施要領等の配布や参加意向表明書の受付，質問書の

受付までの期限として確保すべきであったといえる。担当課としては，次回以後もプ

ロポーザルにより契約相手方を選定するのであれば，前回のプロポーザルの手続を漫

然と踏襲するのではなく，応募者の側に立って，応募しやすいスケジュールとなって

いるかを検討した上で，スケジュールを組み立てるべきである。 

 

33 〔学務給食課〕八尾市小学校給食調理業務委託契約 

（１）概要 

①基本情報 

契約名 八尾市小学校給食調理業務委託契約 

契約先名（所在地） 

項番/小学校名 

１ 八尾  株式会社ニチダン（大阪市） 

２ 山本  一冨士フードサービス株式会社近畿支社（大阪市） 

３ 用和  一冨士フードサービス株式会社近畿支社（大阪市） 

４ 久宝寺 株式会社お弁当の浜乃家（松原市） 

５ 龍華  コック食品株式会社（大東市） 

６ 大正  株式会社ニチダン（大阪市） 

７ 桂   名阪食品株式会社大阪事業部（大阪市） 

８ 安中  サニーディッシュ株式会社（大東市） 

９ 竹渕  名阪食品株式会社大阪事業部（大阪市） 

10 南高安 コック食品株式会社（大東市） 

11 曙川  株式会社お弁当の浜乃家（松原市） 

12 北山本 株式会社お弁当の浜乃家（松原市） 

13 南山本 阪神給食株式会社（大阪市） 

14 志紀  一冨士フードサービス株式会社近畿支社（大阪市） 

15 高美  株式会社馬渕商事大阪支店（大阪市） 

16 長池  一冨士フードサービス株式会社近畿支社（大阪市） 

17 東山本 一冨士フードサービス株式会社近畿支社（大阪市） 

18 美園  ナフス株式会（大阪市） 

19 永畑  一冨士フードサービス株式会社近畿支社（大阪市） 

20 刑部  阪神給食株式会社（大阪市） 

21 高美南 株式会社お弁当の浜乃家（松原市） 

22 西山本 ナフス株式会社（大阪市） 

23 高安西 コック食品株式会社（大東市） 

24 曙川東 株式会社ニチダン（大阪市） 

25 亀井  ナフス株式会社（大阪市） 

26 上之島 名阪食品株式会社大阪事業部（大阪市） 

27 大正北 一冨士フードサービス株式会社近畿支社（大阪市） 

28 高安  株式会社共立メンテナンス（大阪市） 

業務概要 

(1) 八尾市立小学校の給食調理室において，教育委員会が作成した

献立表，調理業務指示書，除去食指示書に従い，市所有の調理器

具及び市が提供する食材を使って給食を調理する。 

(2) 調理した給食を配缶のうえ食器具，牛乳等とともに，学校が指
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定した時刻・場所に配膳する。また，給食終了後の指定時刻に使

用後の食器・食缶・牛乳空き瓶等を回収する。 

(3) 教育委員会が作成した調理作業等作業基準に従い，食器具・調

理器具等の洗浄・消毒・保管等を行う。 

(4) 児童に安全・安心な給食を確実に提供できるよう，施設・設備

の清掃・点検と整理整頓を行う。 

(5) 調理作業等作業基準に従い残菜・ごみの処理を行う。 

(6) 上記(1)～(5)に付帯する事務を行う。 

現契約期間 

学校ごと（28 校）により異なるが，いずれも，平成 28 年３月 29 日

から令和７年３月 31日までの間の５年間（債務負担行為） 

（参考） 

・八尾小学校及び南高安小学校は，平成 28 年３月 29 日から令

和３年３月 31日まで。 

・山本小学校は，平成30年４月１日から令和５年３月31日まで。 

同一相手先への委託開始時期 

学校ごと（28 校）により異なる。最も古い委託開始時期は，平成９

年２学期から。 

（参考） 

・八尾小学校は，平成 28年３月 29日 

・山本小学校は，平成 25年４月１日 

・南高安小学校は，平成 23年４月１日 

予定価格 

学校ごと（28 校）により異なる。最低額が 6,594 万 5,000 円（竹渕

小学校），最高額が１億 6,197万 5,000円（南高安小学校）。 

（参考） 

・八尾小学校は，１億 1,907万 5,000円 

・山本小学校は，１億 200万円 

・南高安小学校は，１億 6,197万 5,000円 

（以上はいずれも５年間合計（税抜）） 

契約金額 

学校ごと（28 校）により異なる。最低額が 6,550 万円（竹渕小学

校），最高額が 1億 4,200万円（志紀小学校）。 

（参考） 

・八尾小学校は，9,400万円 

・山本小学校は，１億円 

・南高安小学校は，１億 2,350万円 

（以上はいずれも５年間合計（税抜）） 

令和２年度決算額（税込） 

618,240,058円（28校の合計額） 

学校ごと（28 校）により異なる。最低額が 1,440 万 9,991 円（竹渕

小学校），最高額が 3,124万円（志紀小学校）。 

（参考） 

・八尾小学校は，2,067万 9,993円 

・山本小学校は，2,343万 1,091円 

・南高安小学校は，2,925万 9,995円 

変更契約の有無 

・八尾小学校について，ミキサー食のための増員がなされている

（平成 28年 10月３日，平成 29年４月１日，平成 30年４月１日，

平成 31年４月１日）。 

・山本小学校について，ミキサー食のための増員がなされている

（平成 31年４月１日，令和２年４月１日）。 

・南高安小学校について，ミキサー食のための増員がなされている

（平成 31年 4月 1日，令和２年４月１日）。 

・亀井小学校について，食数増加のための増員がなされている（令
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和２年４月１日）。 

契約保証金 免除（八尾市財務規則第 122条第３号） 

支払方法 
債務が確定したことを確認した上で支出（地方自治法第 232 条の４

第２項） 

当初の契約方法 

・一般競争入札によるもの 

19校 

・指名競争入札（地方自治法施行令第 167条第２号）によるもの 

５校 

・随意契約によるもの 

 ・地方自治法施行令第 167条の２第６号によるもの：２校 

・同８号によるもの：１校 

・同９号によるもの：１校 

履行の実績確認方法 

毎日，学校長に提出する業務完了確認書・日常点検票とともに，毎

月，担当課に提出する業務完了報告書を通じて確認する。併せて担

当課職員による学校巡回を通じて業務の遂行状況を確認している。 

再委託の有無 なし 

個人情報取扱の有無 
有（契約書第 16条～第 18条に，個人情報の保護・取り扱い，秘密等

の保持を明記している。） 

②委託の理由 

委託の理由 

○ 平成７年，教育委員会から学校給食検討委員会に対し学校給食

の今後のあり方について諮問があり，平成８年に答申がなされ，

それを踏まえて方針が決定された。 

○ 当時の小学校給食の状況・課題 

・20校において単独校調理方式，10校において共同調理場方式 

・共同調理を行っている学校給食センターが，建設後，約 30年を

経過し建物・備品に老朽化が進んでいる中，建て替えには約 13

億円かかるとの試算。 

・給食を安定的に提供し続けるためには，学校給食センターの現

地建て替えは困難であるが，代替地の確保も難しい。 

・共同調理により提供した給食は，学校への運送による温度・

色・形・味の変化，型崩れにより残菜が多い。 

・共同調理場方式では，アレルギー児童への除去食対応など，柔

軟で細やかな対応が困難。 

○ 課題解決に向けた方向性 

・全校において単独調理方式を実施し，児童にとってより豊かで

魅力的な給食を実現する。 

・全校において単独調理方式を実施することにより，人件費の毎

年１億円を含めたランニングコストの増加が見込まれるため，

運営の効率化を図る。 

・運営の効率化と安全・安心の給食提供を両立するため，献立作

成，食材購入・検収は引き続き市が行うこととしたうえで，調

理業務のみを委託し，各校の栄養職員が調理開始前に受託業者

の現場責任者・業務従事者とともに調理手順等を十分確認した

うえで，出来上がった給食についても出来上がりをチェックす

ることで質の担保を図る。 

○ 経費比較 

・イニシャルコスト 

給食センター建て替え   12億 8,325万円 

10校への単独調理場整備   12億 5,000万円 
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・ランニングコスト 

直営による単独・共同併用 12億 7,232万円 

委託による単独方式     7億 9,107万円 

委託契約の分割の有無 有 

委託契約の分割数 28 

委託契約を分割している場合

の分割の方針 
学校数に応じて分割 

 

③随意契約の概要 

（小学校ごとの28契約のうち，随意契約を用いているのは，下記のとおり４契約存在している。それ

以外は，入札によっている。） 

随意契約の理由 

（龍華小学校） 

地方自治法施行令第 167 条の２第６号 あらためて入札を執 

行する場合は，業務履行開始までの準備期間が短いことで著し

く不利な価格をもって契約をしなければならないおそれがある

ため。 

（志紀小学校） 

同６号 改めて入札を執行した場合，業務履行開始までの準備

期間が短いことで著しく不利な価格をもって契約をしなければ

ならないおそれがあるため。 

（竹渕小学校） 

同８号 本入札最低価格応札者より見積書を徴したところ，本

入札予定価格以内の見積もり金額であったため。 

（安中小学校） 

同９号 落札した業者が契約辞退したため。 

根拠法令 上記のとおり 

随意契約理由の公表 公表している 

予定価格の積算方法 
現行契約の状況，施設の状況，児童数の推移見込み，複数者より徴

取した業者見積等を参考にして算出 

相見積の有無 無 

④事業の目標・効果指標 

事業の目的 学校の給食を安全且つ衛生的に，円滑に実施すること 

期待する効果 
直営で行う場合と比較し，学期中と夏季・冬季・春季休業中のフレ

キシブルな人員配置体制による人件費の削減 

効果指標を設定しているか 設定していない 

⑤これまでの契約相手方の選定方法 

 上記のとおり，28の小学校ごとに契約が存在するが，このうち，①八尾小学校，②

山本小学校，③南高安小学校のみ，以下では記載している。 

八尾小学校 

年度 契約方法 応札者数等 契約相手方 

令和２年度 債務負担・複数年 株式会社ニチダン 

令和元年度 債務負担・複数年 株式会社ニチダン 

平成 30年度 債務負担・複数年 株式会社ニチダン 

平成 29年度 債務負担・複数年 株式会社ニチダン 
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平成 28年度 一般競争入札 ５者 株式会社ニチダン 

平成 27年度 債務負担・複数年 双葉給食株式会社 

平成 26年度 債務負担・複数年 双葉給食株式会社 

平成 25年度 債務負担・複数年 双葉給食株式会社 

平成 24年度 債務負担・複数年 双葉給食株式会社 

平成 23年度 一般競争入札 13者 双葉給食株式会社 

平成 22年度 一般競争入札 13者60 村上給食株式会社 

山本小学校 

年度 契約方法 応札者数等 契約相手方 

令和２年度 債務負担・複数年 一冨士フードサービス株式会社 

令和元年度 債務負担・複数年 一冨士フードサービス株式会社 

平成 30年度 指名競争入札 ４者 一冨士フードサービス株式会社 

平成 29年度 債務負担・複数年 一冨士フードサービス株式会社 

平成 28年度 債務負担・複数年 一冨士フードサービス株式会社 

平成 27年度 債務負担・複数年 一冨士フードサービス株式会社 

平成 26年度 債務負担・複数年 一冨士フードサービス株式会社 

平成 25年度 一般競争入札 13者 一冨士フードサービス株式会社 

平成 24年度 債務負担・複数年 アイビス株式会社 

平成 23年度 債務負担・複数年 アイビス株式会社 

平成 22年度 債務負担・複数年 アイビス株式会社 

南高安小学校 

年度 契約方法 応札者数等 契約相手方 

令和２年度 債務負担・複数年 コック食品株式会社 

令和元年度 債務負担・複数年 コック食品株式会社 

平成 30年度 債務負担・複数年 コック食品株式会社 

平成 29年度 債務負担・複数年 コック食品株式会社 

平成 28年度 一般競争入札 ４者 コック食品株式会社 

平成 27年度 債務負担・複数年 コック食品株式会社 

平成 26年度 債務負担・複数年 コック食品株式会社 

平成 25年度 債務負担・複数年 コック食品株式会社 

平成 24年度 債務負担・複数年 コック食品株式会社 

平成 23年度 一般競争入札 15者 コック食品株式会社 

平成 22年度 債務負担・複数年 アイビス株式会社 

 

（２）[意見 94]変更契約（ミキサー食導入に伴う変更契約）の問題点について 

（事実） 

 山本小学校と南高安小学校については，給食の喫食について配慮を必要とする児童

が両校とも同数在籍しており，給食調理において給食の一部をミキサーにかけるなど

の一定の業務が発生することから，調理員（パート）を１名増員することとなったこ

                                                

60 １年で相手方から契約解除 



 

 

 

 

- 213 - 

とを理由として（令和２年度第21号山本小学校，22号南高安小学校増額変更契約にか

かる起案決裁文書より），契約金額の増額変更が行われている。 

＜山本小学校＞契約金額の推移 

 

＜南高安小学校＞契約金額の推移 

 

 また，増額変更のための起案決裁文書を確認したところ，これに添付された見積書の内

容は，次のとおりであった。 

＜山本小学校＞-令和２年度増額変更起案決裁文書添付の見積書- 

見積額（１年間） 1,301,000 

 内訳 

人件費 （パート交通費込み） 1,239,529 

直接経費             11,000 

     検便代         10,000 

     被服費         26,000 

間接経費・手数料         15,000 

調整値引き             -529 

（合計） 

                              1,301,000 

年度

ミキサー食

とする必要

のあった児

童の人数

(当初)

契約金額

(変更後)

契約金額
※消費税増税

(R1.10~)に伴う増

額を含む金額

変更額

(総額）

消費税増税

(R1.10~)

に伴う増額

消費税増税

分を除いた

実質の差額

契約時の調理

日数１日あた

りの増加金額

契約時

調理

日数

変更額

（税抜）

契約時の調理

日数１日あた

りの増加金額

(税抜)

税抜額 20,000,000 - - -

税額 1,600,000 - - -

(総額) 21,600,000 - - - 187 0

税抜額 20,000,000 21,130,000

税額 1,600,000 1,920,913

(総額) 21,600,000 23,050,913 1,450,913 230,513 1,220,400 6,457 189 1,130,000 5,979

税抜額 20,000,000 21,301,000

税額 1,600,000 2,130,091

(総額) 21,600,000 23,431,091 1,831,091 399,991 1,431,100 7,653 187 1,301,000 6,957

税抜額 20,000,000 21,431,100

税額 1,600,000 1,999,991

(総額) 21,600,000 23,431,091 1,831,091 399,991 1,431,100 7,694 186 1,301,000 6,995

税抜額 20,000,000 20,000,000

税額 1,600,000 1,999,991

(総額) 21,600,000 21,999,991 399,991 399,991 0 0 187 0 0

令和３

年度
1名

令和４

年度
0名

平成30

年度
0名

令和元

年度
1名

令和２

年度
1名

年度

ミキサー食

とする必要

のあった児

童の人数

(当初)

契約金額

(変更後)

契約金額
※消費税増税

(R1.10~)に伴う増

額を含む金額

変更額

(総額）

消費税増税

(R1.10~)

に伴う増額

消費税増税

分を除いた

実質の差額

契約時の調理

日数１日あた

りの増加金額

契約時

調理

日数

変更額

（税抜）

契約時の調理

日数１日あた

りの増加金額

(税抜)

税抜額 24,700,000 - - -

税額 1,976,000 - - -

(総額) 26,676,000 - - - 187 0

税抜額 24,700,000 - - -

税額 1,976,000 - - -

(総額) 26,676,000 - - - 0 188 0 0

税抜額 24,700,000 - - -

税額 1,976,000 - - -

(総額) 26,676,000 - - - 0 187 0 0

税抜額 24,700,000 28,049,500

税額 1,976,000 2,549,958

(総額) 26,676,000 30,599,458 3,923,458 305,998 3,617,460 19,140 189 3,349,500 17,722

税抜額 24,700,000 27,260,004

税額 1,976,000 1,999,991

(総額) 26,676,000 29,259,995 2,583,995 493,995 2,090,000 11,176 187 1,900,000 10,160

令和元

年度
1名

令和２

年度
1名

平成28

年度
0名

平成29

年度
0名

平成30

年度
0名
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＜南高安小学校＞-令和２年度増額変更起案決裁文書添付の見積書- 

見積額（１年間） 1,900,000 

※調理員１人配置 

 

同校は，内訳明細も記載されず，単に，見積額が 190 万円（税別）とされるととも

に，「調理員１人配置」との備考が記載されているだけであった。 

（意見） 

 １提供日あたりの増額金額は，次のとおりとなる。 

＜山本小学校＞ 

年度 １日あたりの増加金額 

平成 30年度 - 

平成 31年度 5,979円 

令和２年度 6,957円 

令和３年度 6,995円 

令和４年度 - 

＜南高安小学校＞ 

年度 １日あたりの増加金額 

平成 28年度 - 

平成 29年度 - 

平成 30年度 - 

平成 31年度 17,722円 

令和２年度 10,160円 

 ミキサー食導入のための業務量（児童の食事をミキサーにかけるもの）の増加に伴

う増額としては，増額幅が過大であると思われる上，少なくとも，山本小学校と南高

安小学校の増額幅に大幅な差違が生じていること（最大で約３倍）の合理的な説明が

困難である。 

 実際，変更契約にかかる起案決裁文書添付の見積書をみても，山本小学校について

は，ミキサー食導入のために増員したパート労働者の労働時間が見積書に記載されて

おらず，月額10万円を超える増額の合理的かつ実質的な裏付けがあるとは認めがたい。

南高安小学校に至っては，見積書に内訳の記載がなく，いかなる理由により，190万円
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（税別）の金額が見積もられたのかが不明であって，その妥当性を検証することもで

きない。 

 変更契約は，随意契約と同じく，競争性が働かない。そのため，一般競争入札や指

名競争入札の場合と異なり，事業者側の提示した金額の妥当性を吟味する必要性が大

きい。したがって，見積書の提出を受ける場合も，作業工数（時間，日数，人数）に

その単価を乗算したような見積書の提出を求めてこれを精査するなど，適正価格を把

握するよう努める必要がある。 

 特に，本件の場合のように，同様の業務（ミキサー食導入のための増額）にあたり，

同時期に別の事業者から見積書の提出を受けることができた場合や，その前年度まで

の同種業務においての見積書の提供を受けていたというような事情がある場合には，

これらの見積書を比較対照することにより，作業工数や単価のばらつきを確認するな

どして，増額金額の妥当性の検証精度を高める必要がある。 

 

（３）[意見 95]変更契約（食数増加に伴う変更契約）の妥当性について 

（事実） 

 亀井小学校については，食数増加のためのパート人員の増員が行われた。それに伴

い，契約金額が，次のとおり増額されている。 
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＜亀井小学校＞契約金額の推移 

 亀井小学校は，在校児童数がもともと860人であったところ，この児童数の場合，

「八尾市調理員配置基準」では７名（うち正社員２名）が基本となる。ただし，①同

校はドライ施設（部屋が区切られている新型の施設。なお，旧型は「ウェット施設」

である。）を備えていることから，市の基準により１名が増員される（８名（うち正

社員２名））。さらに，②児童数が50人増加したことから910人となり，③「大規模校」

の基準を満たす900人を超えたため，市の基準により３名（うち正社員が１名）の増員

となった。 

 上記①の基準は，「配置基準表（H30年度入札 H29.7作成）」と題する文書の下部

に示された給食数に応じた基本の配置人数の表に基づくものであった。また，上記②

及び③についても，同表における他校の欄にある記載に基づき適用しているというこ

とであった。 

 そして，令和２年度に調理食数を860食から910食に増やしているところ（50食の増

加。なお，最終的には930食に増加。），１食（×187日）あたりの単価ベースでみる

と，消費増税分を除いた実質の差額が545万7,100円となっており，当初契約と同一の

単価で増額されているのではなく，単価が１食あたり約6,000円増額されていることに

税抜額 25,464,000 - - -

税額 2,037,120 - - -

187 (総額) 27,501,120 - - -

税抜額 25,464,000 - - -

税額 2,037,120 - - -

189 (総額) 27,501,120 - - -

税抜額 25,464,000 30,425,000

税額 2,037,120 3,042,497

187 (総額) 27,501,120 33,467,497 5,966,377 509,277 5,457,100 5,868

税抜額 25,464,000 30,382,107

税額 2,037,120 3,375,790

186 (総額) 27,501,120 33,757,897 6,256,777 509,277 5,747,500 6,220

税抜額 25,464,000 25,209,357

税額 2,037,120 2,801,040

187 (総額) 27,501,120 28,010,397 509,277 509,277 0 0

※契約時の食数から変更あり

(当初)
契約金額

(変更後)
契約金額

※消費税増
税(R1.10~)
に伴う増額
を含む金額

契約時
調理日数

１日１食
あたり
の差額

変更額
(総額）

消費税増税
(R1.10~)

に伴う増額

消費税増税分
を

除いた実質の
差額

年度
調理
食数

令和3
年度

924

令和4
年度

910

平成30
年度

841

平成31
年度

883

令和2
年度

930



 

 

 

 

- 217 - 

なる。 

（意見） 

 まず，増額の根拠となった，前記の「八尾市調理員配置基準」については，そうし

た表題の表が存在するものの，内容や詳細が不明なものであった。その適用要件等が

不明確であり，また，配置基準に例外があるのか否か，適用にあたっての留意点がな

いかなどが不明で，適切な積算に向けて課題がある。また，一度決めた配置基準につ

いて，適宜見直す必要性があるが，現状はこれが十分になされていない上，基準の詳

細が不明であるため，時機を得た適切な内容の見直しに向けても課題がある。 

 さらに，前記の（亀井小学校の事例）のように，食数の増加に伴う変更契約によっ

て，１食あたりの単価が増額になる場合があるところ，競争入札によりいったん決定

された単価が変更契約により実質的な値上げとなる場合には，相応の根拠が必要であ

る。 

 そこで，市は，現在の状況を踏まえ，「八尾市調理員配置基準」の内容や詳細を定

めることで，その位置付けや適用要件等を明確にすることを検討されたい。その際，

各小学校の有する固有の状況（施設設備や児童数の状況等）を適切に反映できるよう

な工夫も必要である。また，適宜，基準の見直しを行う仕組みを検討するとともに，

児童数の増減等により変更契約がなされ，入札時の単価が増減される場合にも，それ

が相応の根拠を持ってなされたものかであることが明確となるような基準作りを検討

し，適正な価格設定がなされるよう見直されたい。 

 

以上 


