
 

 

 

 

 

令和２年度包括外部監査の 

結果に対する措置等について 
 

 

監査テーマ 本庁庁舎の維持管理に関する財務事務の執行について 

 

 

  ﾍﾟｰｼﾞ 

１ 令和２年度包括外部監査の結果（指摘事項）に対する措置状況・・・・・・・・・・・・１ 

   

２（参考）令和２年度包括外部監査の結果に付された意見に対する対応状況・・・・・・・・３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙 



 

1 

 

１ 令和２年度包括外部監査の結果（指摘事項）に対する措置状況 

監査の結果（指摘事項） 措 置 の 内 容 所管室課 

１ 書類の管理及び保管について 

 本庁舎産業廃棄物（廃プラスチック類等）収

集運搬処分業務委託について、監査を実施する

過程で委託契約に関係する書類の提出を依頼し

たところ、監査当日に提出は行われなかった。 

 その後確認したところ、他課から契約書等を

参考にしたいとの申し出があり書類の貸出しを

行ったが、その際「書類受渡簿」の記載を失念

してしまったまま、他課において契約準備に時

間を要してしまい、後日書類は発見された。保

存期間の定めのある文書の管理及び保管は厳格

に行う必要がある。 

（令和２年度包括外部監査の結果報告書 P36） 

対応方法を整理し、文書を貸出す際に

は帳簿への記載を徹底するとともに、書

類の貸出しについては必要最低限とする

こととした。 

庁舎管理課 

２ 備品シールの貼付 

 神奈川県財務規則によれば、物品管理者は、

備品を受け入れたときは、当該備品に管理シー

ルを適宜の方法により貼付しなければならない

と規定されている。 

 したがって、正庁備品についても必ず管理シ

ールを貼付し、少なくとも毎年度 1 回、備品と

備品台帳の照合を行う必要がある。 

（令和２年度包括外部監査の結果報告書 P56） 

物品管理事務の手引きに基づき、管理

シールを当該備品に貼付し、備品の照合

を少なくとも毎年度１回行う等、適正に

処理するよう努める。 

庁舎管理課 

３ パーテーション新設工事の固定資産台帳への

計上 

   本庁舎５階財産経営課分室のパーテーション

新設工事は、事務室と事務室の間を区分するた

めの新たなパーテーション設置工事であること

から、固定資産の取得に該当する。 

したがって、当該新設工事は「（仕訳変換区分）

需用費（施設等修理代）」として会計処理するの

ではなく、「（仕訳変換区分）BS事業用資産」と

して当該工事の支出額を固定資産台帳に計上す

るとともに、県は、内部のマニュアルや取扱要

領を、誤解を招かないように改定する必要があ

る。 

（令和２年度包括外部監査の結果報告書 P83） 

 本県の取扱い（既存建物等に係る予定

価格100万円以下の改修等工事は一律修

繕費として費用処理）について、地方公

会計制度を所管する総務省に確認したと

ころ、「神奈川県のように修繕費の取扱

いについて、一律の金額基準を設けてい

ることも合理性はあると考えられ、不適

切であるとの指摘はできない。」との回

答だった。 

そのため、本庁舎５階財産経営課分室

のパーテーション新設工事については、

「（仕訳変換区分）需用費（施設等修理

代）」として会計処理する。 

ただし、指摘を踏まえ、今後より精緻

な財務書類を作成するために、令和３年

度決算より、資産に該当する支出は金額

を問わず固定資産台帳に計上することと

し、令和３年３月に財産経営課において

「固定資産取扱要領」及び「地方公会計

マニュアル（固定資産取扱編）」を改訂

した。 

施設整備課 

４ 令和２年度の議員控室の扉改修工事の妥当性 

修繕工事とは、周期的な補修又は臨時的に破

損した箇所の維持管理のために原状回復をする

ための工事である。令和２年度の議員控室の扉

改修工事は、補修等の必要がない扉を新たな扉

に取り替える修繕工事で、不必要な工事である。 

今後、必要のない工事が行われないよう強く

本件工事は、令和元年度に実施した当

該箇所の改修で工事監理が十分でなかっ

たことが一因となっている。 

今後は、工程や施工図の確認を行う等、

工事監理を徹底し、適切な修繕工事を実

施する。 

さらに、修繕工事の必要性についても、

施設整備課 



 

2 

 

監査の結果（指摘事項） 措 置 の 内 容 所管室課 

望む。 

（令和２年度包括外部監査の結果報告書 P87） 

工事内容を精査する等、適切に判断する。 
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   ２（参考） 令和２年度包括外部監査の結果に付された意見に対する対応状況 

意    見 対 応 の 内 容 所管室課 

１ 契約書の標準様式の適正化について 

  契約保証金の全部又は一部を免除するか否

かについては、神奈川県財務規則における契約

保証金免除の要件を充足するか否かを検討した

後に決定しているものであるから、契約書の標

準様式を改訂することを要望する。 

 また、神奈川県財務規則における契約保証金

免除の要件を充足するか否かについての検討過

程及び検討結果を文書として保管することを要

望する。 

（令和２年度包括外部監査結果報告書P17） 

「神奈川県財務規則」では、神奈川県

入札参加資格者名簿に登録されている者

で、過去２箇年の間に国又は地方公共団

体と種類及び規模をほぼ同じくする契約

を数回以上にわたって締結し、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

れるときは、契約保証金を納めさせない

ことができるとされていることから、競

争入札においては契約保証金を免除する

ケースが大半となる。 

このため、会計局が示している契約書

の標準様式では、一般的な例として、契

約保証金を免除する旨を記載しているに

過ぎず、当然、全ての契約について契約

保証金を免除する趣旨ではない。 

また、総務局本庁所属の執行において

は、契約保証金免除の要件を充足するか

否か、個別に検討を要する場合は、必要

に応じて検討過程及び検討結果を別途文

書に記載し保管することとする。 

庁舎管理課 

２ 労働関係法規の遵守状況の確認について 

  業務委託契約を締結した場合においては、契

約書の実効性を確保するため、現場視察、受注

者等への質問や作業日報の閲覧等から労務に関

する情報を入手し、労働関係法規の遵守につい

て心証を得ると共に、県の委託業務における労

働関係法規の遵守状況報告書入手の必要性に

ついて検討し記録に残すことを要望する。 

（令和２年度包括外部監査結果報告書 P17） 

労働者に対して不利な環境が見受けら

れるなど労働関係法規が遵守されていな

い可能性がある場合には、労働者保護の

ため必要に応じて労働関係法規の遵守状

況報告書の提出を求めることとする。 

庁舎管理課 

３ 経費の負担に係る管理台帳の作成について 

  第二分庁舎他設備保守管理業務委託につい

て、備品、工具等を発注者が貸与する場合があ

ることが契約書上明示されているため、現状発

注者による貸与の実績がなくとも、今後に備え

て備品、工具等を管理するための管理台帳を作

成しておくことを要望する。 

（令和２年度包括外部監査結果報告書 P17） 

令和３年度の契約から備品等の管理台

帳を作成し、貸与に備えるよう改善した。 

庁舎管理課 

４ 日報及び月報の確認プロセスの適正化につい

て 

  第二分庁舎他設備保守管理業務委託におい

て受注者に求めている点検に係る日報及び月報

について、庁舎管理課の上席者及び担当者は、

確認後漏れなく押印の証跡を残すことを要望す

る。また、上席者及び担当者が休暇等やむを得

ない事情がある場合には、担当者が後日出勤日

に押印するか当日別の担当者が押印するといっ

た対応をすることを要望する。さらに、内部統

制の観点から、これらを課内の規程に織り込む

ことを要望する。 

令和３年度の契約から日報及び月報に

ついては、上席者及び担当者が当日不在

であっても、他の担当者が押印するなど、

漏れなく押印するよう改善し、課内の申

し送り事項とした。 

庁舎管理課 
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意    見 対 応 の 内 容 所管室課 

（令和２年度包括外部監査結果報告書 P17） 

５ 一般競争入札における競争性の確保について

（本庁庁舎電話交換設備保守点検委託） 

  一般競争入札において応札者が１者にとどま

った結果を慎重に分析し、地域要件の緩和、仕

様書や委託業務範囲の再検討も含め、想定する

15者程度が入札に参加できるような措置を取る

ことを要望する。 

（令和２年度包括外部監査結果報告書 P19） 

 総務局本庁所属執行の条件付き一般競

争入札等の競争入札において、応札者が

１者にとどまった場合は、その原因を慎

重に分析する。 

この分析結果を踏まえ、次年度以降、

同様の案件を執行する等の場合は、総務

室において地域要件の緩和、発注所属に

おいて仕様書や委託業務範囲の再検討も

含め、多数の業者が入札に参加できるよ

うな措置を取ることとする。 

庁舎管理課 

６ 一般競争入札における競争性の確保について

（空調用送風機等整備工事） 

 意見５「一般競争入札における競争性の確保

について（本庁庁舎電話交換設備保守点検委

託）」と同じ。 

（令和２年度包括外部監査結果報告書 P20） 

「意見５」への対応報告と同じ。 庁舎管理課 

７ 他の事業者からの見積りの徴求について 

  新庁舎駐車場管制設備保守点検委託につい

て、特定の業者のみが実施できる保守点検であ

り、当該業者と契約することが決定していると

しても、金額の合理性を判断するために、当該

業者以外からの見積りを徴求し、金額の合理性

の検証を実施することを要望する。 

  なお、神奈川県財務規則及び財務規則の運用

についてにおける見積り及び見積合せを省略で

きる場合に該当する場合もあることから、その

場合には、神奈川県財務規則及び財務規則の運

用についてに従って検討した結果を文書として

保管し、見積り及び見積合せを省略した理由を

明確にし、当該実施結果を文書として保管する

ことを要望する。 

（令和２年度包括外部監査結果報告書 P23） 

契約金額の合理性が担保されるよう、

引き続き適正な積算に努める。 

 また、特定の事業者のみが実施可能な

業務については、一者随意契約理由書に、

「神奈川県財務規則」及び「財務規則の

運用について」に従って検討した結果、

見積り及び見積合せを省略することとな

った理由を明記し保管しているため、引

き続き適正な事務に努める。 

庁舎管理課 

８ 入札参加者の事業所所在地の運用について 

  本庁舎ライトアップ照明改修工事のような特

殊な工事については、入札参加者が少数となる

可能性があることから、神奈川県発注工事の条

件付き一般競争入札参加資格要件設定に係る基

準に基づいて地域要件を設定する場合は、より

広範囲の地域の業者が参加できるようにする等、

柔軟な運用を行うよう要望する。 

（令和２年度包括外部監査結果報告書P26） 

総務室において実施する総務局本庁執

行競争入札の入札参加要件の設定にあた

っては、これまでも、業務の内容を踏ま

えた上で行っている。 

今後もより多くの業者が入札に参加で

きるよう、特殊な工事については、地域

要件の設定を柔軟に行う等、適切な入札

参加要件の設定に努めていく。 

庁舎管理課 



 

5 

 

意    見 対 応 の 内 容 所管室課 

９ 単価契約の検討について（本庁舎等警備業務

委託） 

  契約金額の変更が予想され単価の積算が可能

な契約については、契約書の契約金額を単価契

約により行うことを要望する。 

（令和２年度包括外部監査結果報告書 P28） 

単価契約をすることで変更契約の必要

がなくなるケースもあるが、単価契約は

ガソリンの購入のようにあらかじめ数量

を確定することができないものについて

設定するものである。 

 また、単価契約にした場合、歳出予算

を超えて発注してしまうおそれもあるた

め、あくまで例外的な扱いとし、本件の

ようにあらかじめ数量を定めたうえで実

施できる業務は、引き続き総価契約によ

り契約を行う。 

庁舎管理課 

10 簿冊の様式番号について 

 神奈川県庁本庁舎等警備業務実施要領に規

定されている備えつけ簿冊のうち様式番号が実

際の簿冊と異なっているものがあった。備えつ

けている簿冊の様式番号を当該要領に規定され

ている様式番号に修正することを要望する。 

（令和２年度包括外部監査結果結果書 P28） 

令和３年度から、「本庁舎等警備業務

実施要領」に規定されている様式番号に

修正するとともに、正しい様式番号での

提出を求めている。 

庁舎管理課 

11 単価契約の検討について（本庁舎清掃業務委

託） 

  意見９「単価契約の検討について（本庁舎等

警備業務委託）」と同じ。 

（令和２年度包括外部監査結果報告書 P33） 

 「意見９」の対応報告と同じ。 庁舎管理課 

12 予定価格の積算方法について（本庁舎清掃業

務委託） 

  見積によるときは、複数者へ見積書を依頼し

有効で精度の高い予定価格を積算することを要

望する。 

（令和２年度包括外部監査結果報告書 P33） 

現契約が令和４年３月31日までの長期

継続契約のため、令和４年度以降の契約

から見積りにより積算を行う場合は、複

数者へ見積依頼するようにした。 

庁舎管理課 

13 低入札調査の規定の整備について（本庁舎清

掃業務委託） 

 低入札価格調査制度の対象になっていない委

託契約等の調査を効率的に行うため、総務局総

務室で定めた「総務室で行う入札に係る低価格

入札時の取扱いについて」の項目や内容の整備

を要望する。 

（令和２年度包括外部監査結果報告書 P33） 

委託業務等の入札（工事関係除く）に

おいて、予定価格を著しく下回った入札

があった場合の、当該応札者の業務履行

体制確認のための調査対象については、

錯誤が生じないよう、令和３年４月に、

「総務室で行う入札に係る低価格入札時

の取扱いについて」を改正し、調査対象

を、「神奈川県物品調達・委託契約入札関

係事務処理マニュアル」と同様に、予定

価格に３分の２を乗じて得た額を下回っ

た場合とすることに改めた。 

庁舎管理課 

14 低額入札に係る調査票の調査項目について

（本庁舎清掃業務委託） 

 「総務室で行う入札に係る低価格入札時の取

扱いについて」に規定されている「低額入札に

係る調査票」のヒアリング項目のうち、経営状

況については専門家の意見を参考にするなど内

容の充実を図り、調査の目的である業務を確実

に履行できるかどうか高い精度で確認ができる

調査項目の整備を要望する。 

（令和２年度包括外部監査結果報告書 P33） 

 令和３年４月に、「総務室で行う入札

に係る低価格入札時の取扱いについて」

を改正し、委託業務等の入札（工事関係

除く）において、予定価格を著しく下回

った入札があった場合の、当該応札者の

業務履行体制確認のための調査方法を整

理した。 

庁舎管理課 
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意    見 対 応 の 内 容 所管室課 

15 予定価格の積算方法について（新庁舎清掃業

務委託） 

  意見 12「予定価格の積算方法について（本

庁舎清掃業務委託）」と同じ。 

（令和２年度包括外部監査結果報告書 P34） 

 「意見12」の対応報告と同じ。 庁舎管理課 

16 低入札調査の規定の整備について（新庁舎清

掃業務委託） 

 意見13「低入札調査の規定の整備について（本

庁舎清掃業務委託）」と同じ。 

（令和２年度包括外部監査結果報告書 P34） 

「意見13」の対応報告と同じ。 庁舎管理課 

17 低額入札に係る調査票の調査項目について

（新庁舎清掃業務委託） 

  意見 14「低額入札に係る調査票の調査項目

について（本庁舎清掃業務委託）」と同じ。 

（令和２年度包括外部監査結果報告書 P34） 

「意見14」の対応報告と同じ。 庁舎管理課 

18 低入札調査の規定の整備について（第二分庁

舎清掃業務委託） 

 意見13「低入札調査の規定の整備について（本

庁舎清掃業務委託）」と同じ。 

（令和２年度包括外部監査結果報告書 P36） 

「意見13」の対応報告と同じ。 庁舎管理課 

19 低額入札に係る調査票の調査項目について

（第二分庁舎清掃業務委託） 

  意見 14「低額入札に係る調査票の調査項目

について（本庁舎清掃業務委託）」と同じ。 

（令和２年度包括外部監査結果報告書 P36） 

 「意見14」の対応報告と同じ。 庁舎管理課 

20 入札を執行する時期について 

  低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物収集運搬処

分委託について、競争入札を行ったところ落札

者が決定せず、時間的余裕もなかったため、地

方自治法施行令に基づき、見積合わせによる随

意契約を行っているが、競争入札が不成立のと

きは、再度入札又は再度公告入札が原則と考え

られる。 

 入札を成立することができるように、適切な

時期に入札執行伺を行うように要望する。 

（令和２年度包括外部監査結果報告書 P38） 

入札不調もあり得ることを想定し、再

度公告入札を行っても事業が間に合うよ

うに、前倒しで発注するよう努める。 

また、経理所管課からも、各執行依頼

課に対し、適切な執行について定期的に

注意喚起を行っていく。 

庁舎管理課 

21 随意契約の要件について 

 低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物収集運搬処

分委託について、競争入札を行ったところ落札

者が決定せず、時間的余裕もなかったため、地

方自治法施行令に基づき、見積合わせによる随

意契約を行っているが、競争入札が不成立のと

きは、再度入札又は再度公告入札が原則と考え

られる。 

随意契約の要件は限定的に解釈することを要

望する。 

（令和２年度包括外部監査結果報告書 P38） 

 「意見20」の対応報告と同じ。 庁舎管理課 
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22 契約方法の見直し 

 昇降機保守点検委託について、公告し入札手

続きによって契約はされているが、本来の入札

による競争原理が生かされていない現状であれ

ば、その検証と改善方法を検討し、または効率

的な長期継続契約等を検討することを要望す

る。 

（令和２年度包括外部監査結果報告書 P41） 

庁舎の設備に係る保守点検については、

不具合状況により点検箇所が変動するた

め、単年度による発注としている。 

また、特殊性のある業務であっても競

争入札により実施することで競争性を確

保している。 

庁舎管理課 

23 予算建ての整備 

  正庁復元工事は、平成 30 年度の予算編成で

行われているが、「正庁の使い方検討プロジェ

クトチーム」は平成 31 年１月に立ち上げられ

ている。正庁を活用するための準備が遅く、プ

ロジェクトチームの編成が遅すぎる。より計画

的に準備を整えて予算計上し、効果的に購入す

ることを要望する。 

（令和２年度包括外部監査結果報告書 P43） 

必要な備品については、計画的に予算

計上のうえ購入していく。 

庁舎管理課 

24 参考見積額の徴取 

  正庁のスタッキングアームチェア、絨毯ほか

の買入について、入札に当たり、設計額の参考

として１者から見積りを取っているが、参考見

積は複数の業者へ依頼することを要望する。 

（令和２年度包括外部監査結果報告書 P44） 

庁舎管理課で物品購入する際には、市

場価格が算定しにくい特殊な物品等につ

いては複数の業者からの見積りを取るよ

うにしていく。 

庁舎管理課 

25 長期継続契約を締結することの検討について

（非常用発電設備点検業務） 

 単年度契約と長期継続契約の有効性を比較検

討し、長期にわたって契約を締結することが効

率的及び経済的であるならば長期継続契約を行

うことを要望する。 

（令和２年度包括外部監査結果報告書P46） 

 「意見22」の対応報告と同じ。 庁舎管理課 

26 設計額の積算方法について（非常用発電設備

点検業務） 

 設計額の積算単価について、「建築保全業務

積算基準（平成20年度版）」及び「建築保全業

務積算要領（平成25年度版）」を使用している

が、すでに基準及び要領の平成30年度版が公表

されているため、最新の情報に基づいて設計額

を積算することを要望する。 

（令和２年度包括外部監査結果報告書P46） 

令和３年度から最新の情報に基づいた

課内基準を制定の上で、設計額を積算し

ていく。 

庁舎管理課 

27 契約締結の方法について 

 自動ドア保守点検委託について、公正性や機

会均等を進めるため条件付き一般競争入札を導

入し、その上で長期にわたって契約を締結する

ことが能率的及び合理的であるならば、長期継

続契約を行うことを検討することを要望する。 

（令和２年度包括外部監査結果報告書 P47） 

 「意見22」の対応報告と同じ。 庁舎管理課 

28 設計額の積算方法について（自動ドア保守点

検委託） 

  意見 26「設計額の積算方法について（非常

用発電設備点検業務）」と同じ。 

（令和２年度包括外部監査結果報告書 P47） 

「意見26」の対応報告と同じ。 庁舎管理課 
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29 長期継続契約を締結することの検討について

（空調自動制御装置保守点検委託） 

 意見25「長期継続契約を締結することの検討

について（非常用発電設備点検業務）」と同じ。 

（令和２年度包括外部監査結果報告書 P48） 

「意見22」の対応報告と同じ。 庁舎管理課 

30 設計額の積算方法について（空調自動制御装

置保守点検委託） 

 意見26「設計額の積算方法について（非常用

発電設備点検業務）」と同じ。  

（令和２年度包括外部監査結果報告書 P49） 

「意見26」の対応報告と同じ。 庁舎管理課 

31 長期継続契約を締結することの検討について

（庁舎非常警報設備等点検業務） 

 意見25「長期継続契約を締結することの検討

について（非常用発電設備点検業務）」と同じ。 

（令和２年度包括外部監査結果報告書 P49） 

「意見22」の対応報告と同じ。 庁舎管理課 

32 設計額の積算方法について（庁舎非常警報設

備等点検業務） 

  意見 26「設計額の積算方法について（非常

用発電設備点検業務）」と同じ。   

（令和２年度包括外部監査結果報告書 P49） 

「意見26」の対応報告と同じ。 庁舎管理課 

33 契約書等の書類がある場合の請求書の受領

日の明確化 

    新庁舎他設備保守管理業務委託において、請

求書の受領日については、提出方法によって考

え方は異なり、それによって混乱が生じる可能

性がある。時間が十分にない時に支払遅延が生

じないよう、県の取扱規定において、契約書等

の書類がある場合の請求書の受理日についても

規定するよう要望する。 

（令和２年度包括外部監査結果報告書 P53） 

契約書等で定める支払期限は、政府契

約の支払遅延防止等に関する法律第６条

に従って規定している。 

同法第10条「支払請求をした日」につ

いては、平成 24年３月 29日付会計局指

導課長通知「政府契約の支払遅延防止等

に関する法律第10条に係る契約及び支払

事務について（通知）」により、ケース毎

に取扱いを定めており、引き続き、適正

な事務を行っていく。 

庁舎管理課 

34 備品シールの貼付方法 

  正庁備品のように多くの来賓が使用するもの

については、隠れる場所に貼付されることが多

いため、貼付箇所が分かりづらい。また、ピア

ノについては椅子も含めて一体のものとしてお

り、椅子に管理シールが貼付されていたが、や

はり貼付箇所を特定するには時間を要す。さら

に、会議用の机や椅子のように同一の種類で多

数取得する性質のものについてはそれぞれに連

番で物品番号が附されるが、番号順に並べて使

用されることは少ないため、台帳との照合には

時間がかかる。 

  このような問題点が多い中、少なくとも年 1

回の照合を効率よく実施するためにも、備品台

帳による管理だけではなく、各備品への貼付ル

ールの明確化や、配置図、貼付写真やメモを保

管するなどの工夫を要望する。 

（令和２年度包括外部監査結果報告書 P57） 

 物品管理事務の手引に基づき、管理シ

ールを当該備品に貼付し、備品の照合を

少なくとも毎年度１回行う等、適正な事

務を行っていく。 

また、現物照会をスムーズに実施でき

るよう管理シールは見やすい位置に貼付

するよう努める。 

庁舎管理課 
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35 第二分庁舎他設備保守管理業務委託におけ

る再委託先の調査   

  受注者が再委託先を利用する場合には、再委

託先のコンプライアンス調査等を実施し、当該

結果を文書にて保管することを要望する。 

（令和２年度包括外部監査結果報告書 P61） 

再委託については事前に県に承諾を得

ることで実施しているため、引き続き適

正な事務を行っていく。 

また、令和３年度から、庁舎管理課で

実施する業務等においては統一して再委

託に関する事項を委託仕様書に記述する

よう改善した。 

なお、再委託先のコンプライアンス調

査については、不適切な委託先である可

能性があるなど、状況に応じて実施する

よう検討していく。 

庁舎管理課 

36 電話交換設備システム改修業務等委託におけ

る一者随意契約での再委託 

 他の業者では対応できないとの理由で一者随

意契約を選択した場合、本来再委託及び再々委

託は予定されていないはずである。 

 よって、再委託及び再々委託を行うことがで

きる業務があるのであれば、少なくともその部

分だけは競争入札や見積合せなどの別の方法で

の契約を検討することを要望する。 

（令和２年度包括外部監査結果報告書 P61） 

他の事業者では対応できないとの理由

で一者随意契約を選択した場合、本来再

委託は予定されていないとまで言い切れ

るものではないが、委託内容や発注単位

を整理し、適切な方法での契約を検討す

る。 

庁舎管理課 

37 本庁庁舎電話交換設備保守点検委託におけ

る再委託の把握   

  業務委託契約を締結する場合において、契約

の相手方が再委託するか否かをしっかりと把握

し、その上で再委託の妥当性を判断するように

することを要望する。 

（令和２年度包括外部監査結果報告書 P61） 

「意見35」の対応報告と同じ。 庁舎管理課 

38 再委託承諾に関する申請文書の設定 

  本庁庁舎電話交換設備保守点検委託につい

て、受注者が再委託先を利用する場合、再委託

をする必要性、その再委託先を選定する理由、

再委託先のコンプライアンスの調査結果などを

含めた申請文書の提出と県の審査を行うことを

要望する。 

（令和２年度包括外部監査結果報告書 P61） 

「意見35」の対応報告と同じ。 庁舎管理課 

39 契約書に貼付する収入印紙について 

  本庁舎等警備業務委託について、契約金額の

変更や消費税の税率改正に伴う変更契約が複数

回行われているが、印紙税の過大納付や不納付

があった。 

  県は適切な印紙税の納付の注意喚起等を行

い、変更契約は最小限にとどめることを要望す

る。 

（令和２年度包括外部監査結果報告書 P66） 

県は、印紙税の納付指導を行う立場に

はないものの、適正な契約締結手続きの

観点から、必要に応じて受注者へ注意喚

起等を行っており、今後も注意喚起を行

っていく。 

また、変更契約については最小限にと

どめるよう、適切な事業執行及び進行管

理に努める。 

庁舎管理課 

40 使用料負担金の計算根拠  

 庁舎維持管理費負担金収入について、使用料

負担金の按分計算で使用する人数、面積、台数

等は、年度初めの数字ではなく、対象期間の実

績を反映している年度末の人数、面積、台数等

を使用することを要望する。 

 年度始めの数字を使用して計算すると、年度

今後調整する令和４年度より、年度末

の実績において負担金を計算できるよう

企業庁と協議していく。 

庁舎管理課 
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中の増減が反映されない。年度中の増減が反映

された年度末の数字を使用して負担金の按分計

算することを要望する。  

（令和２年度包括外部監査結果報告書 P68） 

41 工期の延伸に伴う監理業務委託料の増額   

   神奈川県は、分庁舎新築工事の工事監理業務

委託について、積算根拠には工期を考慮してい

ないこととなっており、工期の延伸により委託

金額を増加する変更契約書は適当ではない。工

期の延伸に起因する監理業務量の増加を抑制す

るため、監理業務の方法等を工夫するよう要望

する。 

（令和2年度包括外部監査結果報告書 P77） 

今後の工事監理業務委託において、工

期延伸の場合は、委託監督員の監理業務

の内容を精査し、工期の延伸に起因する

監理業務量の増加抑制に努める。 

施設整備課 

42 議員控室の改修工事に係る工事遅延の防止 

  議員控室の改修工事の完成が遅延したことに

ついて、発注者である神奈川県には責めに帰す

べき事由はない。 

  議員控室の改修工事は、当初の工事期限まで

に工事が完成されなかったことから、工事請負

変更契約を締結しなかった場合は、同契約に適

用される「神奈川県公共工事標準請負契約約款」

の定めにより、神奈川県は受注先業者に対し、

損害金等を請求することも可能であった。損害

金等を請求することが目的ではないが、このよ

うな問題が発生することも視野に入れた上で、

今後は、適切な進捗管理の実施により、工事遅

延の防止に努めることを要望する。 

（令和２年度包括外部監査結果報告書 P87） 

今後は、受注者との連絡調整を密にし、

適切な進捗管理を実施することで、工事

遅延の防止に努める。 

 

施設整備課 

43 議員控室の改修工事費用の縮減 

令和元年度の議員控室の改修工事の修繕費

は、平成 27 年度と比べ大幅に減少してはいる

ものの、依然として多額の予算が使われている。 

  したがって、県は、費用負担の軽減や工期短

縮のために、できる限り可動式の間仕切り又は

簡易間仕切りを使用するなどして、控室の合理

化及び工事規模の縮小、工事の監理体制などに

ついて、改善を図ることを要望する。 

（令和２年度包括外部監査結果報告書 P88） 

 令和５年度の改選に伴う議員控室改修

工事の実施に向けて、令和元年度の議会

改革検討会議（注）において、議員控室

のあり方について検討された結果を踏ま

え、令和３年度に調査設計業務委託を実

施し、仕様や積算等を検討することとす

る。 

なお、議会改革検討会議における検討

結果は次のとおり。 

・ 今後、改選期における議員控室の

整備については、例えば可動壁や簡

易壁を導入するなど、長期的には費

用の低減等が見込める合理的な方法

で実施していくこととする。 

・ 従前どおり、会派所属議員数によ

る面積按分の考え方を基本とするが、

この考え方のみによることなく、新

庁舎の構造、照明、換気、空調、消

防設備等の状況を十分に踏まえた上

で整備を行う。 

（注）…所属議員数４人以上の会派から

選出する議員を構成員とし、議会改革に

関し協議等を行う。 

施設整備課 
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44 タクシーチケットの保管・管理・運用の適正

化及び利用基準の作成   

  タクシーチケットは盗難、紛失、不正使用が

考えられるため適切な保管管理を行うことを要

望する。 

  適切な保管管理のためには、タクシーチケッ

トの受払についていつでも記録できるよう、受

払記録簿を作成しておくことが重要である。そ

こに、管理者、使用者の氏名、使用用途､使用

したタクシーチケットのナンバー、金額等の適

切な記録を行うなどの方法を検討することを要

望する。 

 また、タクシーチケットは限定的に使用され

るものであり、利用基準となる規程等を作成し

不正使用を防止することを要望する。 

（令和２年度包括外部監査結果報告書 P90） 

令和３年５月に利用基準及び保管方法

を定めた「タクシーチケット利用規約」

を作成した。 

タクシーチケットについては、管理者

が施錠可能な場所に保管し、適切に管理

をする。 

また、受払記録簿として「タクシーチ

ケット利用管理簿」を作成した。この利

用管理簿に、利用年月日、チケットナン

バー、利用者氏名、利用目的、金額等を

記録することで、不正使用を防止する。 

 

施設整備課 


