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柏原市監査委員告示第 5号 
 

地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 242条第 1項の規定に基づき、平成 26年 9月 5日
付けで提出された住民監査請求について、同条第 4 項の規定に基づき監査を行ったので、同項
の規定によりその結果を次のとおり公表する。 

 
平成 26 年 11 月 4 日 

 
柏原市監査委員 裏野 榮士 
柏原市監査委員 中村 保治 

 
1 請求の概要 
（１） 請求人 大阪府柏原市□□○番○号 

中山 雅貴 
     請求人 大阪府柏原市□□○○番地 

坊下 明信 
                           
 （２） 請求書の提出日  平成２６年９月５日 
 
 （３） 請求の内容 
      請求人の提出の請求書及び資料による請求の要旨及び措置要求は、次のとおりであ

る。 
      （原文のとおり、ただし、監査請求に直接関係がない部分、請求書の事実証明書の

添付及び記載等については省略した。） 
 
請求の要旨 
（１）請求の趣旨 
 柏原市は都市公園整備計画の一環として、平成１８年度から平成２２年度までの５年間で、柏

原市雁多尾畑地区の山間部頂上付近に位置する当時柏羽藤環境事業組合所有のゴミ処分場跡地と

なる第２期最終処分場跡地に、竜田古道の里山公園建設の整備計画を進めたが、この期間のうち

平成２１年度と平成２２年度の２年間は、国庫補助金事業として都市公園建設の整備が進められ

平成２２年度末にこの事業を完成させている。 
 
このうち柏原市が平成１８年度から始めたゴミ処分場跡地の整備に関しては、当初から□△▽

に整備事業及び跡地公園の整備維持管理の事業を委託することを計画し、平成１９年度から、実

質は柏原市が立ち上げた「□△▽」にその業務を委託している。 
ちなみに平成２１年度と平成２２年度の２年間については国庫補助金事業として○□に公園建設

の業務を委託している。 
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 いわばこの５年間の間に、ゴミ処分場跡地（第２期最終処分場跡地）の整備及び公園建設に関

して、二つの業者、すなわち□△▽と○□が現場に入り、跡地整備や公園建設の事業を進めてい

たわけである。 
 
 この間の事業の経費（費用）として柏原市は、柏羽藤環境事業組合からの負担金として総額 
１６７，３０６，０００円（Ｈ２１年度とＨ２２年度負担金の１１７，３０６，０００円含む）、

国庫補助金から計８４，０００，０００円の、合計２５１，３０６，０００円の金額の交付を受

けており、いわば竜田古道の里山公園整備では使い切れないほどの多額の交付金を受け取ってい

る。 
 
 柏原市長は、この一連の事業で柏羽藤環境事業組合が負担した負担金１６７，３０６，０００

円のうち、５千万円の範囲内で処分場の跡地整備（竜田古道の里山整備）及び維持管理の事業を

進めることとして、当時用地の所有者であった柏羽藤環境事業組合管理者と平成２２年１０月

２６日に「覚書」を交わしている。 
 
 この「覚書」は事業の終盤に交わされたものでその経緯に不自然さはあるが柏原市はこの五千

万円の範囲内で進める事業（処分地の跡地整備（竜田古道の里山整備）及び維持管理の事業）を、

平成１９年６月１９日を最初に、設立されて間もない□△▽（設立はＨ１９）と「竜田古道の里

山公園整備事業」の業務委託契約書を交わしている。その後は、この□△▽が報告する決算が不

透明であまりにも杜撰であったことを理由としてこの予算支出が凍結された平成２３年度末まで

の間、通算、５年間に亘って業務委託の契約が交わされていたものである。 
 
 今回の監査請求の対象となる事件は、この５年間の間に行われた竜田古道の里山公園整備事業

に関して、柏原市議会に設置された竜田古道の里山公園調査特別委員会（いわゆる百条委員会）

が調査をした内容から判明したものである。 
 
 柏原市は概算払いでその費用を支出しているが、この委託業務に関して、□△▽が柏原市に提

出をした委託事業実績報告書及び委託料支出内訳明細書の内容はあまりにも杜撰で、本来、市に

提出をされるべき領収書等も無く、また明らかに支出対象事業ではないものに委託金が支出をさ

れていることも判明している。 
 
 中には、百条委員会の調査で判明をした領収書に出ている費用の支出が、全く市に提出されて

いないなど、そのデタラメな内容は虚偽の報告書や、この□△▽に委託支出した公金が、いわば

好き勝手に使われたことを示すばかりで、業務委託契約書で定めたところの「業務完了報告書」

も、「収支清算報告書」も、「その他参考となる資料」も提出されていない。 
 よってこの概算払いによる委託事業に関して、□△▽が違法不当に委託金を不透明かつ目的外

の事業に支出し、市に損害を与えていることは明確である。 
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 また百条委員会の調査で、判明した不透明かつ疑惑の残る当該□△▽の業務の内容、収支清算

の状況、そのほか領収証書などについてもその精査・検証をし、この□△▽の違法不当な支出金

については、速やかにその返還の請求をする必要があるのに、その義務を怠り、債権を行使せず

に放置していることは、財産（債権）の管理を怠るものとして違法不当であることから、柏原市

長に、□△▽に対し、この□△▽が違法不当に支出をした金額の返還を求める措置をとることを

求めて監査の請求をするものである。 
 
（２） いつ、誰による、どのような財務会計上の行為又は怠る事実があったのか 
 柏原市は平成１９年６月１９日に交わした「竜田古道の里山公園整備事業」を最初に、下記ア、

イ、ウ、エ、オ、に記載のとおり、平成２３年度までの５年間に亘って、業務の委託契約を交わ

している。 
 
 なおこの委託契約については、□△▽の会計処理に伴う委託事業実績報告書及び委託料支出内

訳明細書の内容などが、本来、市に提出されるべき領収書等も無く、また明らかに支出事業対象

ではないものに委託金が支出されているなど、あまりにもその支出決算が杜撰であったことが判

明している。 
 
 これらの状況から□△▽は、平成２４年度以降の委託事業を打ち切られ、この事業に伴う市の

予算支出も、一旦、凍結をされている。 
 
 こうした事実から柏原市は、百条委員会の調査で判明したところの、□△▽が市に提出をした

不透明かつ違法不当な支出を示す委託事業実績報告書及び委託料支出内訳明細書等については、

その精査・監査をするなどして、□△▽が明らかに適用外の委託事業に支出をした金額や支出先

の不明金については、速やかにその返還の請求をしなければならないのに、何の措置も取らずに

黙認・放置したまま、その義務を怠っている。 
 
ア 平成１９年度／業務委託契約書による竜田古道の里山公園整備事業 
  ① 委託金額      ３，６９１，０００円 
  ② 委託業務の内容   別紙竜田古道の里山公園整備事業実施要領及び仕様書のとおり 
  ③ 契約期間      平成１９年６月１９日から平成２０年３月３１日までの間 
  ④ 業務仕様      別紙仕様書のとおり 
  ⑤ Ｈ１９年度委託料支出内訳明細書   別紙明細書のとおり 
  ⑥ 不明金支出及び適用外支出の金額 
     

不明金支出 
①  エアコン２台  ７８２，２５０円 
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    適用外支出 
     ① 電話使用料・インターネット接続料等   ５８，７１５円 
     ② 倉庫証明関係   ２７８，４６０円 
     ③ ペット茶等     １１，４２４円 
     ④ ボランティア保険  ７５，６００円 
             計  １，２０６，４４９円 
 
イ  平成２０年度／業務委託契約書による竜田古道の里山公園整備事業 
    ① 委託金額   １，５００，０００円 
    ② 委託業務の内容  別紙竜田古道の里山公園整備事業実施要領及び仕様書のとおり

    ③ 契約期間   平成２０年４月４日から平成２１年３月３１日までの間 
    ④ 業務仕様   別紙仕様書のとおり 
    ⑤ Ｈ２０年度委託料支出内訳明細書  別紙明細書のとおり 
    ⑥ 不明金支出及び適用外支出の金額 
      不明金支出 

① 車両修理費      ２３０，０００円 
② 真砂土１０トンダンプ７台    １１２，０００円 
適用外支出 
① 電話使用料・インターネット接続料等  １０２，１９９円 

      ② 登記簿謄本等交付   １，５００円 
      ③ 総会会場借り上げ料  ３，０００円 
      ④ 事務用品消耗品   ５４，４６０円 
      ⑤ 感謝状、ひまわり写真プリント  ２８，７００円 
      ⑥ 飲料   １６，３１２円 
      ⑦ ボランティア傷害保険  ６３，０００円 
      ⑧ 桜祭り開催事業費 ４４２，５００円 
              計  １，０３７，３０９円 
 
ウ  平成２１年度／業務委託契約書による竜田古道の里山公園整備事業 
   ① 委託金額    ２，４００，０００円 
   ② 委託業務の内容  別紙竜田古道の里山公園整備事業実施要領及び仕様書のとおり

    ③ 契約期間   平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日までの間 
    ④ 業務仕様   別紙仕様書のとおり 
    ⑤ Ｈ２１年度委託料支出内訳明細書  別紙明細書のとおり 
    ⑥ 不明金支出及び適用外支出の金額 
      不明金支出 

①  真砂土１０トンダンプ５８台  ８５０，０００円 
       ② ダチョウ購入費       １９４，２００円 
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      適用外支出 
       ① 電話使用料・インターネット接続料等  １１０，３２８円 
       ② 登記簿謄本交付    １０，００５円 
       ③ 総会会場借り上げ料  ２，８００円 
       ④ 事務用品消耗品   ５６，８７５円 
       ⑤ 飲料        ３０，７９８円 
       ⑥ ボランティア保険  ６３，０００円 
       ⑦ 賃借料       １９，８４５円 
       ⑧ 桜まつり開催事業費 ４５４，４００円 
                 
 
 エ 平成２２年度／業務委託契約書による竜田古道の里山公園整備事業 

① 委託金額      ２，０００，０００円 
       ② 委託業務の内容 別紙竜田古道の里山公園整備事業実施要領及び仕様書のと

おり 
       ③ 契約期間   平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日まで 
       ④ 業務仕様   別紙仕様書のとおり 
       ⑤ Ｈ２２年度委託料支出内訳明細書  別紙明細書のとおり 
        
      適用外支出 
       ① 電話使用料・ＩＰＳ接続料  １０１，０４９円 
       ② 登記簿等証明、感謝状筆料    ９，５０５円 
       ③ レモン植樹指導者賄       ５，７８０円 
       ④ 事務所、機器等火災保険    ４８，４３９円 
       ⑤ 事務用消耗品        １０８，５０９円 
       ⑥ ボランティア飲料       ２０，０５６円 
       ⑦ ボランティア傷害保険     ４８，４１０円 
       ⑧ 桜祭り開催事業       ４９３，８１０円 
                   計   ８７５，５５８円 
 
  オ 平成２３年度／業務委託契約書による竜田古道の里山公園整備事業 
    ① 委託金額     ２，４００，０００円 
    ② 委託業務の内容  別紙竜田古道の里山公園整備事業実施要領及び仕様書のとおり

    ③ 契約期間  平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日までの間 
    ④ 業務仕様  別紙仕様書のとおり 
    ⑤ Ｈ２３年度委託料支出内訳明細書  別紙明細書のとおり 
    ⑥ 適用外支出の金額 
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適用外支出 
    ① ＩＰＳ接続料、郵送料  ７，９００円 
    ② 感謝状筆耕       ８，３２５円 
    ③ 高速料使用料        ９００円 
    ④ 作業所、機械等火災保険料１８，７００円 
    ⑤ 事務用品・記念品等  １０１，６７８円 
    ⑥ 維持管理費用・消耗品 ６２２，６６５円 
    ⑦ イルミネーション   ２６３，２３５円 
    ⑧ ボランティア飲料    ５４，７０１円 
    ⑨ ボランティア傷害保険  ５０，４００円 
    ⑩ 桜祭り開催事業費   ２６８，９８４円 
    ⑪ レモン祭り開催事業費  ４２，７５０円 
            計   １，４４０，２３８円 
 
上記のとおり平成１９年度から平成２３年度までの５年間に、柏原市が□△▽に支払った委 
託金の総額は、金１１，９９１，０００円である。 

 うち、不明金支出の合計金額が２，２０８，４５０円、適用外支出の合計金額が、 
金４，１５９，６６７円、総合計は６，３６８，１１７円である。 

 
（３） その行為又は怠る事実が違法又は不当である理由 
  柏原市は概算払いでその費用を支出しているが、この委託事業に関して、□△▽が柏原市に

提出をした委託事業実績報告書及び委託料支出内訳明細書の内容は、あまりにも杜撰で、本来、

市に提出をされるべき領収書等も無く、また明らかに支出対象事業ではないものに委託金が支

出されていることも判明している。 
 
  中には、百条委員会の調査で判明をした領収書に出ている費用の支出が、全く市に提出され

ていないなど、そのデタラメな内容は虚偽の報告書の存在や、この□△▽に委託支出をした公

金が、いわば好き勝手に使われたことを示すばかりで、業務委託契約書で定めたところの「業

務完了報告書」も、「収支清算報告書」も、「その他参考資料となる資料」も提出されていない。

 
  この概算払いによる委託事業に関して、□△▽が違法不当に委託金を不透明かつ目的外の事

業に支出し、市に損害を与えていることは明確である。 
 
  これに対して、柏原市長は、百条委員会の調査で判明した不透明かつ疑惑の残る当該□△▽

の業務の内容、収支清算の状況、そのほか領収証書などについては、その精査・検証をし、こ

の□△▽の違法不当な支出金については、速やかにその返還の請求をする必要があるのに、そ

の義務を怠り、債権を行使せずに放置していることは、財産（債権）の管理を怠るものとして

違法不当である。 
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（４）それにより、柏原市はどのような損害を被ったか、そして被るか 
  柏原市長は、上記□△▽が、明らかに違法不当に支出した金額については、速やかにその精

査・監査を行うなどして、違法不当な支出金額の返還請求を行う必要があるのに、その義務を

怠り、その債権を行使せずに放置していることは違法不当であり、柏原市に 
金６，３６８，１１７円の損害を与えている。 

 
（５）誰がどのような措置を講ずることをもとめるのか  
  柏原市の概算払いによる委託事業に関して、□△▽が違法不当に委託金を不透明かつ目的外

の事業に支出し、市に損害を与えていることは明確である。 
 
  また百条委員会の調査で判明した不透明かつ疑惑の残る当該□△▽の業務の内容、収支決算

の状況、そのほか領収証書などについてもその精査・検証をし、この□△▽の違法不当な支出

金については、速やかにその返還の請求をする必要があるのに、その義務を怠り、債権を行使

せずに放置していることは、財産（債権）の管理を怠るものとして違法不当であることから、

柏原市長に、□△▽に対し、この□△▽が違法不当に支出をした金額６，３６８，１１７円の

返還を求める措置をとることを求めて監査の請求をするものである。 
 
             
（４）請求書の受理 
   本件請求は、平成 19年度から平成 23年度までの 5年間に柏原市（以下「市」という）が
□△▽に委託した事業に関し支払った委託料について、その概算払いに関する精算において

適正に精算をせず、□△▽に対し返還請求すべき金員があるにもかかわらず、その請求をし

ていないとして、その返還請求を行うことを求めて請求されたものである。 
住民監査請求は、地方自治法第 242条第 2項により原則として１年の期間制限が規定され
ているが、本件請求は、その内容から、公金の徴収又は財産の管理を「怠る事実」について

是正を求めているものであり、この場合は地方自治法第 242条第 2項の期間制限には服さな
いと解されるので（最高裁昭和 53年 6月 23日判決）その点に不適法はなく、また、その他
の形式審査においても法的要件を具備しているものと認められるので、平成 26 年 9 月 5 日
付で受理することとした。 

 なお、平成 26年 10月 21日付で、請求人から訂正の申出があり、これを認めた。 
 
２ 監査の実施 
  本件請求について、地方自治法第 242条第 4項の規定に基づき、次のとおり監査を実施した。 

(1) 監査対象部課 
   本件監査対象部課は、都市整備部公園緑地課である。 

(2) 請求人の証拠の提出及び陳述 
請求人に対し、地方自治法第 242条第 6項の規定に基づき、平成 26年 9月 29日に証拠の 
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提出及び陳述の機会を与えた。 
(3) 関係職員等の調査 

   監査に当たって、都市整備部公園緑地課から資料の提出を求め、同課の関係職員から事情

聴取を行った。 
 
   市の主張は、次のとおりである。 
   
① 平成 19年度    
 ア 不明金支出 

○エアコン 2台 782,250 円 

       （現地に該当物件が存在しており、支出の性質から、委託料支出内訳

書の管理費備品購入費に計上されていると判断する。） 

イ 管理費 

○通信運搬費 電話使用料・インターネット接続料等 58,715円 
（業務遂行上、市を始め関係機関やボランティア等との連絡及び事業

先進団体等の情報収集に必要な経費と判断した。） 

○工事請負費 倉庫照明関係 278,460円 
（受託事業を遂行する際に使用する作業道具や機械類を保管する倉庫

に設置した照明器具に係る費用である。業務遂行に必要であると判

断した。 
   ウ 事業費 

○食糧費 ペットボトルお茶等 11,424円 
（市民協働の手法で事業を進めるに当たり、各作業の参加ボランティ

アに配布した飲料費であり、事業進捗に係る経費と判断した。） 
     ○保険料 ボランティア保険 75,600円 
            （市民協働の手法で事業を進めるに当たり、各作業の参加ボランティ

アの作業中の事故等に対する保険であり、事業進捗に係る経費と判

断した。） 
② 平成 20年度 
 ア 不明金支出 

   ○車両修理費 230,000 円 

          （車両修理費の一部として 69,754 円が委託支出内訳明細書の事業費修

繕料に計上されていると判断した。） 

   ○真砂土 10 トンダンプ 7台 112,000 円 

          （委託支出内訳明細書の事業費消耗品費に計上されていると判断した。） 

イ 管理費 

○通信運搬費 電話使用料・インターネット接続料等 102,199円 
（業務遂行上、市を始め関係機関やボランティア等との連絡及び事業
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先進団体等の情報収集に必要な経費と判断した。） 

○手数料 登記簿謄本交付 1,500円 
（□△▽は毎年大阪府に事業報告書を提出する義務があり、登記簿謄

本等が添付書類とされている。法人の存続を確保する手続に係る経

費は、業務遂行上、必要であると判断した。） 
○使用料 総会会場借り上げ料 3,000円 

（□△▽は年に 1 回総会を開催しなければならず、□△▽の存続を
確保する手続に係る経費は、業務遂行上必要であると判断した。） 

○消耗品費 事務用品消耗品 54,460円 
（業務遂行上、□△▽が使用する事務用品は必要であると判断した。） 

○印刷費 感謝状、ひまわり写真プリント 28,700円 
（ボランティア参加を広める手段として感謝状の作成や当該公園に

植栽したひまわりの写真を市役所施設に掲載することは事業の一

環であると判断した。） 
   ウ 事業費 

○ボランティア賄料 飲料 16,312円 
（市民協働の手法で事業を進めるに当たり、各作業の参加ボランテ

ィアに配布した飲料費であり、事業進捗に係る経費と判断した。） 
     ○保険料 ボランティア保険 63,000円 
             （市民協働の手法で事業を進めるに当たり、各作業の参加ボランテ

ィアの作業中の事故等に対する保険であり、事業進捗に係る経費

と判断した。） 
○桜祭り開催事業費 442,450円 

（当該公園の魅力を広く市民に発信することにより、来場者の増加

を図り、市民協働による公園管理の促進等に寄与する催事と判断

した。） 

③ 平成 21年度 
    ア 不明金支出 

    ○真砂土 10 トンダンプ 58 台 850,000 円 

          （領収書によって支出が確認できた。） 

○ダチョウ購入費 194,200 円 

          （領収書によって支出が確認できた。） 

イ 管理費 

○通信運搬費 電話使用料・インターネット接続料等 110,328円 
（業務遂行上、市を始め関係機関やボランティア等との連絡及び事業

先進団体等の情報収集に必要な経費と判断した。） 

○手数料 登記簿謄本交付 10,005円 
（□△▽は毎年大阪府に事業報告書を提出する義務があり、登記簿謄
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本等が添付書類とされている。また、登記内容の変更手続きに必要

となる印鑑登録証明書や住民票の交付を受けており、法人の存続を

確保する手続に係る経費は、業務遂行上、必要であると判断した。

また、感謝状筆耕料は、ボランティア参加を広める手段として、感

謝状の作成を行う経費で、本事業に必要であると判断した。） 
○使用料 総会会場借り上げ料 2,800円 

（□△▽担当者によると、「総会会場借り上げ料という費目に計上され

ていたが、高速道路通行料 2,800 円、との間違いである」との説明で
あった。領収書を調べた結果、高速道路通行料の支出が確認できた。

この高速道路利用は池田市へ樹木購入及び能勢町へ山羊購入時のもの

であり、本事業の遂行上必要な経費であると判断した。） 
○消耗品費 事務用品消耗品 56,875円 

（業務遂行上、□△▽が使用する事務用品は必要であると判断した。） 
    イ 事業費 

○ボランティア賄料 飲料 30,798円 
（市民協働の手法で事業を進めるに当たり、各作業の参加ボランテ

ィアに配布した飲料費であり、事業進捗に係る経費と判断した。） 
○保険料 ボランティア保険 63,000円 

             （市民協働の手法で事業を進めるに当たり、各作業の参加ボランテ

ィアの作業中の事故等に対する保険であり、事業進捗に係る経費

と判断した。） 
○賃借料 19,845円 

（植樹や移植の際に重量物を運搬する必要があり、作業を早く進め

るためにクレーンを装備したトラック（ユニック）を賃借りした

その料金。里山公園整備業務遂行に要する経費と判断した。） 
○桜祭り開催事業費 454,400円 

（当該公園の魅力を広く市民に発信することにより、来場者の増加

を図り、市民協働による公園管理の促進等に寄与する催事と判断

した。） 
④ 平成 22年度 
ア 管理費 
○通信運搬費 電話・インターネット接続料 101,049円 

           （21年度と同じ理由により必要な経費であると判断した。）         
     ○手数料 登記簿等証明、感謝状筆料 9,505円 

（21年度と同じ理由により必要な経費であると判断した。） 
     ○賄費 レモン植樹指導者賄 5,780円 
             （レモン植樹は市民協働による事業展開のためのイベントである。

事業に必要となる経費と判断した。） 
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○保険料 事務所・機器等火災保険 48,439円 
（業務委託費により取得した本市が所有する物品等の、保全に必要

な経費であると判断した。） 
     ○消耗品費 事務用消耗品 108,509円 
             （業務遂行上□△▽、が使用する事務用品は必要であると判断した。） 

イ 事業費 
○賄費 ボランティア飲料 20,056円 

（21年度と同じ理由により必要経費であると判断した。）           
○備品購入費 ダチョウ雛 404,485円 

（当該公園の魅力を高めることにより、来場者の増加を図り、市

民協働による公園管理の促進等に寄与するものと判断した。） 
○保険料 ボランティア傷害保険 48,410円 

              （21年度と同じ理由により必要な経費であると判断した。） 
○桜祭り開催事業 493,810円 

（21年度と同じ理由により必要な経費であると判断した。） 
⑤ 平成 23年度 

    ア 管理費 
○通信運搬費 インターネット接続料・郵送料 7,900円 

（21年度と同じ理由により必要な経費であると判断した。） 
○手数料 感謝状筆耕 8,325円 

（21年度と同じ理由により必要な経費であると判断した。） 
○使用料 高速道路通行料 900円 

             （業務遂行上、必要な経費であると判断した判断した。） 
○保険料 作業所、機械等火災保険 18,700円 

（22年度と同じ理由により必要な経費であると判断した。） 
○消耗品費 事務用品・記念品等 101,678円 

             （21年度と同じ理由により必要な経費であると判断した。） 
イ 事業費 
○消耗品費 維持管理用・消耗品 622,665円 

            （現場作業に用いる機器の消耗品や植栽の維持管理に用いる肥料等

の消耗品は、業務遂行に必要であると判断した。） 
○消耗什器品費 イルミネーション 263,235円 

（当該公園の魅力を高めることにより、来場者の増加を図り、

市民協働による公園管理の促進等に寄与する経費と判断し

た。） 
○賄費 ボランティア飲料 54,701円 

（21年度と同じ理由により必要な経費であると判断した。） 
○保険料 ボランティア障害保険 50,400円 



12 
 

               （21年度と同じ理由により必要な経費であると判断した。） 
○桜祭り開催事業費 268,984円 

（21年度と同じ理由により必要な経費であると判断した。） 
○レモン祭り開催事業費 42,750円 

（桜祭りと同様に当該公園の魅力を広く市民に発信することに

より、来場者の増加を図り、市民協働による公園管理の促進

等に寄与する催事と判断した。） 

 

３ 監査の結果 
 (1) 事実関係 
  ① 市は、平成 19年度から平成 23年までの 5年間、竜田古道の里山公園整備業務に関する

業務委託を地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号に基づく随意契約の方法により 
□△▽と委託契約を行った。委託契約の内容については、竜田古道の里山整備事業実施要

綱（平成 23年度にあっては、竜田古道の里山公園管理事業実施要綱）及び仕様書が作成さ
れた。 

  ② 委託契約の締結に当たっては、予め当該年度の業務に要する費用の見積書を徴取し、そ

の額を基に契約を締結した。  
  ③ 業務委託に当たっては、その費用の支払いを柏原市財務規則第 46条及び業務委託契約書

第 7条に基づき、□△▽の請求による概算払いとした。 
  ④ 概算払いの精算に当たっては、□△▽から竜田古道の里山公園整備事業実施報告に添付

されている収支精算報告書及び委託料支出内訳明細書により支出内容の確認を行い、支出

の適否を精査した。 
⑤ 領収書その他の関係証拠書類については、業務委託契約書第 11条において、□△▽が市
からの請求があったときは、いつでも提出できるよう 5 年間整理保存しておくものとされ
た。 
したがって、監査に当たり提出された領収書は、平成 21年度から平成 23年度分で、平
成 19年度年及び平成 20年度については、既に領収書は廃棄されており提出されたのは収
入及び支出を記載した出納簿のみであった。 
 なお、提出された領収書その他の関係証拠書類は、□△▽が年度ごとに保管しているも

ので、業務委託事業分としては整理されていなかった。 
⑥ 監査に当たり提出された、委託料支出内訳明細書に記載されている額及び提出された領

収書の合計額については、次のとおりである。 
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   支出                           (単位：円) 
 委託料支出内訳明細書 領収書 

19年度 
(うち市からの委託料収入) 

3,691,000
(3,691,000)

 

20年度 
(うち市からの委託料収入) 

1,500,000
(1,500,000)

 

21年度 
(うち市からの委託料収入) 

2,625,844
(2,400,000)

2,624,928 

22年度 
(うち市からの委託料収入) 

2,504,274
(2,000,000)

2,347,025 

23年度 
(うち市からの委託料収入料) 

3,817,498
(2,400,000)

3,817,498 

 
 
収入                             (単位：円) 

 区  分 収支計算書 

19年度 
 

委託料 3,691,000
その他の収入 51,594

20年度 委託料 1,500,000

その他の収入 115,928

21年度 委託料 2,400,000
その他の収入 288,797

22年度 委託料 2,000,000
その他の収入 393,502

23年度 委託料 2,400,000
 その他の収入 1,700,800

⑦ 委託業務の完了に当たっては、業務委託契約書第 8 条において、業務完了報告書、収
支精算報告書及びその他参考となる書類を提出することとなっていたが、市に提出され

た書類は、次のとおりであった。 
            

 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 
委託事業実績報告 ○ ○ ○ ○ ○ 
収支精算報告 × ○ ○ ○ ○ 
支出内訳明細 ○ ○ ○ ○ ○ 
実施報告 × × ○ ○ ○ 
        ○ 確認できた書類  × 確認できなかった書類 



14 
 

(2) 監査委員の判断 
本件請求において、請求人は、市は概算払いでその委託料を支払っているが、この委託業

務に関して、□△▽が市に提出した委託実績報告書及び委託料支出内訳明細書の内容がずさ

んで、市に提出されるべき領収書等もなく、また明らかに支出対象事業でないものに委託金

が支出されているとし、市は□△▽が明らかに違法不当に支出した金額に対し、返還の措置

をとるべきであると主張している。このため、請求人から提示のあった項目ごとに、逐次監

査を実施した結果、次のとおり判断した。 
ただし、平成 19 年度及び平成 20 年度については、□△▽の書類保存期間が過ぎていた
ため既に領収書が廃棄されており、収入及び支出を記載した出納簿のみの提出であった。

この出納簿では、電話使用料、電気使用料等は把握できたが、その他の経費の内容や適正

な支出であるかどうかについて詳細まで把握することは困難であるため監査不能と言わざ

るを得ない。 
したがって、監査委員の判断は差し控える。 

 
①  平成 21年度 
  

 

領収書・出納簿

等による確認

NPOの支出の妥当性についての
監査委員の判断

① 真砂土10トンダンプ58台 850,000 円 領収書確認

公園内に池を築造するに当たり、地盤を上
げる必要があり、真砂土を池の築造箇所に
置いて地盤を上げたもの。委託業務遂行の
ための適正な支出と認める。

② ダチョウ購入費 194,200 円 領収書確認

当該公園の魅力を高めることにより、来園
者の増加を図るための備品であり適正な支
出と認める。

請求人の指摘するNPOの支出項目

不
明
金
支
出
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    支出の適否の判断については、上記のとおりであるが、□△▽の特定非営利活動事業会

領収書・出納簿

等による確認

NPOの支出の妥当性についての
監査委員の判断

①
電話使用料・インターネッ
ト接続料等

110,328 円
領収書及び
出納簿により
確認

市から受託した当該事業を遂行していく上
で市を始め、関係機関やボランティア等と
の連絡調整及び事業先進団体等からの情報
収集を行うための経費である。よって適正
な支出と認める。

② 登記簿謄本交付 10,005 円 領収書確認

登記簿謄本交付の内訳は、登記簿謄本、住
民票、印鑑証明及び感謝状筆耕料である。
登記簿謄本等は、新規の理事就任に伴って
所定の手続きを行うための経費である。ま
た感謝状筆耕料については、事業の遂行に
多大な貢献をされた方々に感謝状を贈呈し
た際の筆耕料であり、適正な支出と認め
る。

③ 総会会場借り上げ料 2,800 円 領収書確認

監査対象課の陳述によると、総会会場借り
上げ料という費目に計上されていたが、
「高速道路通行料2,800円、との間違いであ
る」との説明であった。
陳述のとおり高速道路通行料の領収書によ
り支出が確認できた。この高速道路利用は
池田市へ樹木購入及び能勢町へ山羊購入時
のものであり、適正な支出と認める。

④ 事務用品消耗品 56,875 円
領収書及び
出納簿により
確認

受託業務遂行に際し、NPOが使用する事務用
品又は業務に使用する道具などの更新費用
であり、適正な支出と認める。

⑤ 飲料 30,798 円 領収書確認

市民協働の手法で事業を進めるに当たり、
各作業に参加したボランティアに配った缶
コーヒー及びペットボトルのお茶等の経費
であり、適正な支出と認める。

⑥ ボランティア保険 63,000 円 領収書確認

市民協働の手法で事業を進めるに当たり、
各作業に参加したボランティアの作業中の
事故等を補償するための保険である。事業
進捗のための経費であり適正な支出と認め
る。

⑦ 賃借料 19,845 円 領収書確認

クレーンを装備したトラック賃借料であ
る。植樹や移植の際に重量物を運搬するた
めに使用した。里山公園整備業務遂行に要
する経費であり、適正な支出と認める。

⑧ 桜まつり開催事業費 454,400 円 領収書確認

当該公園の魅力を広く市民に発信すること
により、来園者の増加を図り、市民協働に
よる公園づくりの促進のための事業であ
り、適正な支出と認める。

適
用
外
支
出

請求人の指摘するNPOの支出項目
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計収支計算書及び委託料支出内訳明細書を精査した結果、□△▽の収入の中に「花木の里

親木札売り払い収入」25,000 円や支払ったボランティア保険の精算金 46,368 円が認めら
れた。 
これらの収入に関する経費は、市の委託事業費としての支出と認めることはできないた

め、これらの収入に相当する費用 71,368円については、委託料支出内訳明細書に記載され
た額から減額することが必要である。 
しかし、支出内訳明細書に記載されている事業費 2,625,844円から当該金額 71,368円を

減額したとしても 2,554,476 円の事業費が残り、そのうち市が委託料として支出したのは
2,400,000 円であることから、市において実質的な損害は発生していない。したがって、
市に返還を求めるものはないと判断する。 
なお、請求人から適用外支出と指摘されている事項の中に、□△▽から提出されている

各年度の委託料支出内訳明細書において管理費として区分されているものが多く見られる

ことから、これについての当職の基本的な考えを述べる。 
    請求人は、事務用消耗品、電話使用料、□△▽に関する登記簿謄本などに要した経費が

当該委託事業に関係した経費ではないという主張である。確かに、これらの経費は事業と

は直接に関係した経費ではないと見ることができる。しかしながら、□△▽が組織として

活動する以上、事務に用いる消耗品類や事務所の維持費、□△▽の存続のための経費など

事業をサポートするための、いわゆる間接費は不可欠である。この間接費は、企業等に対

する委託事業費の中においても企業等の人件費や事務用機器などの企業の活動に関する経

費などを諸経費等として計上されているものであることからすると、非営利組織といえど

も利益配分等に関する制約を除けば企業等と同一であり、それを委託事業費の中に含める

こと自体について不適切なものであるとは言えないと考える。 
 

 
①  平成 22年度 

 

   

領収書・出納簿

による確認

NPOの支出の妥当性についての
監査委員の判断

① 電話使用料・IPS接続料等 101,049 円
領収書及び
出納簿により
確認

21年度分で述べたように適正な支出と認め
る。

適
用
外
支
出

② 登記簿等証明、感謝状筆耕 9,505 円 領収書確認
21年度分で述べたように適正な支出と認め
る。

③ 事務所、機器等火災保険 48,439 円
保険証券写し
及び出納簿に
より確認

NPOが所有する物品等の、保全のための経費
であり、適正な支出と認める。しかし、当
該保険の保険料は保険証券により確認した
ところ20,900円である。差額48,439-
20,900=27,539円は支払いを証明するものが
なく、認められない。

請求人の指摘するNPOの支出項目
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支出の適否の判断については、上記のとおりであるが、平成 21年度分と同様に精査した結

果、「◇□◇助成金」180,400円（平成 22年度に 43,446円を返還されているので実質の収入
は 136,954 円となる。）、「さくら祭共催分担金」30,000 円、「花木の里親木札売り払い収入」
95,000円、ボランティア保険精算金 44,478円の収入が認められた。 
これらの収入に関する経費は、市の委託事業費としての支出と認めることはできないため 
これらの収入に相当する費用 306,432 円については、委託料支出内訳明細書に記載さ

 れた額から減額することが必要である。 
しかし、支出内訳明細書に記載されている事業費 2,504,274 円から上記で領収書等がなく

不適切と判断した 97,568 円と当該金額 306,432 円との合計 404,000 円を減額したとしても
2,100,274円の事業費が残り、そのうち市が委託料として支出したのは 2,000,000円であるこ
とから、市において実質的な損害は発生していない。したがって、市に返還を求めるものは

ないと判断する。 
 
 
 
 

領収書・出納簿

による確認

NPOの支出の妥当性についての
監査委員の判断

⑤ ボランティア飲料 20,056 円 領収書確認
21年度分で述べたように適正な支出と認め
る。

適
用
外
支
出

⑥ ダチョウ雛 404,485 円 領収書確認

当該公園の魅力を高めることにより、来園
者の増加を図るための備品であり適正な支
出と認める。

⑦ ボランティア傷害保険 48,410 円
保険証券写し
により確認

21年度分で述べたように適正な支出と認め
る。しかし、当該保険の保険料は保険証券
により確認したところ48,439円である。差
額48,439-48,410=29円は支払いの証明をす
るものがなく、認められない。

⑧ 桜まつり開催事業費 493,810 円 領収書確認

21年度分で述べたように適正な支出と認め
る。しかし領収書の合計が、支出内訳書の
合計額より70,000円少ないため、その
70,000円については支払いの証明をするも
のがなく、認められない。

請求人の指摘するNPOの支出項目
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②  平成 23年度 
 

 

    

 

 

領収書・出納簿

による確認

NPOの支出の妥当性についての
監査委員の判断

① IPS接続料、郵送料 7,900 円
領収書及び
出納簿により
確認

21年度分で述べたように適正な支出と認め
る。

② 感謝状筆耕 8,325 円 領収書確認
21年度分で述べたように適正な支出と認め
る。

適
用
外
支
出

③ 高速道路使用料 900 円 領収書確認

園内で飼育する山羊を泉南郡熊取町へ提供
を受けに行く際、移動時間を短縮するため
に高速道路を利用した。
業務のための経費であり、適正な支出と認
める。

④ 事務所、機器等火災保険 18,700 円 領収書確認
22年度分で述べたように適正な支出と認め
る。

⑤ 事務用品、記念品等 101,678 円 領収書確認
21年度分で述べたように適正な支出と認め
る。

⑥ 維持管理用消耗品 622,665 領収書確認
維持管理業務の作業に使用する草刈機の替
刃などの消耗品や植栽に用いる肥料等の経
費であり、適正な支出と認める。

⑦ イルミネーション 263,235 円 領収書確認

イルミネーションを設置して竜田古道の里
山公園の魅力を高めることにより、来園者
の増加を図ための費用である。適正な支出
と認める。

⑧ ボランティア飲料 54,701 円 領収書確認
21年度分で述べたように適正な支出と認め
る。

請求人の指摘するNPOの支出項目
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支出の適否の判断については、上記のとおりであるが、平成 21年度分と同様に精査した
結果、受託事業収入として「□△○□受託事業収入」100,000円、「㈱□○▽受託事業収入」
150,000 円、「○○□▽受託事業収入」100,000 円、「○□○○受託事業収入」25,000 円、
またその他の収入として「◇□◇助成金」200,000 円、「◇○◇助成金」759,906 円、「花
木の里親木札売り払い収入」55,000円、「△△○寄付金」200,000円の収入が認められた。 
受託事業費については、□△▽の平成 23年度竜田古道の里山公園管理業務実施報告から

すると大阪府のアドプトフォレスト事業により企業が亀の瀬において占用している地域の

下草刈り等の維持管理や○□○○からの下草刈り等を請け負ったものであり、これらにつ

いては、草刈り等に関する経費が発生しているであろうことから、発生した経費は、市か

らの委託事業収入とは別に、企業等からの受託事業収入で賄われるべきである。そうする

と、支出内訳明細書の中の竜田古道の里山公園の直接事業費を除いた共通経費となる管理

費から減額する必要があると考えるが、これらの明確な経費が分からないことからこれら

の経費を市からの収入を含めた受託事業収入 2,775,000 円で按分すると受託事業に係る経
費は 77,181 円となる。また、「△△○寄付金」については、亀の瀬に植えたしだれ梅の植
栽管理に使用したとの証言があることから、この収入に関する経費は、委託事業費として

の支出と認めることはできない。したがって、これらの収入に相当する費用 1,292,087 円
については、委託料支出内訳明細書に記載された額から減額することが必要である。 
しかし、支出内訳明細書に記載されている事業費 3,807,274 円から当該金額 1,292,087
円を減額したとしても 2,515,187 円の事業費が残り、そのうち市が委託料として支出した
のは 2,400,000 円であることから、市において実質的な損害は発生していない。したがっ
て、市に返還を求めるものはないと判断する。 

領収書・出納簿

による確認

NPOの支出の妥当性についての
監査委員の判断

⑨ ボランティア傷害保険 50,400 円 領収書確認
21年度分で述べたように適正な支出と認め
る。

適
用
外
支
出

⑩ 桜まつり開催事業費 268,984 円 領収書確認
21年度分で述べたように適正な支出と認め
る。

⑪ レモンまつり開催事業費 42,750 円 領収書確認

桜まつりと同様に当該公園の魅力を広く市
民に発信することにより、来園者の増加を
図り、市民協働による公園づくりの促進の
ための事業であり適正な支出と認める。

請求人の指摘するNPOの支出項目
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  ④ 業務完了に当たって提出されるべき書類がないことについて 

    業務完了に当たっては、業務委託契約書第 8 条により□△▽は業務完了報告書、収支精
算報告書及びその他参考となる資料を市に提出し、検査を受けなければならないと規定し

ている。提出された監査資料により業務完了に当たっての資料を確認した結果は、上記事

実関係に掲げるとおりである。 

これをみると、請求人が指摘する業務完了報告書はないが、業務完了報告書に相当する

委託事業実績報告書が提出されており、これについては単に名称の問題であると判断する。 

 
   以上の監査の結果、□△▽から提出された支出内訳明細書には、領収書が確認できない経費
や他の事業に関する経費などの不適切な経費が認められたが、市の財政に対する損害は認め

られなかった。 
したがって、平成 19 年度及び平成 20 年度については監査不能とし、平成 21 年度から平

成 23年度までの請求については棄却する。 
 
４ 意見 
 本件請求についての判断は以上のとおりであるが、次のとおり、意見を付す。 
(1) 特定非営利活動法人との契約等について 
  本件業務委託は、地方自治法施行令第 167条の 2第 1項第 2号に基づく随意契約により
□△▽との契約がなされたものである。 
  その理由については、市民一体となった官民協働事業のモデル事業として先駆的に取り組

んでいくためとされており、住民の参加や協働の促進を目的としているということについて

は、理解ができるところではある。 
しかしながら、このモデル事業の協働相手の選定に当たっては、□△▽のこれまでの活動

内容や実績、事業の遂行能力、財政力、運営の透明性などがきちんと確保されているか、ま

た現在の多様化した市民ニーズに対応していくために、必要な柔軟性や機敏性等を有し十分

な事業遂行能力があるか等について検討し、総合的に判断することが必要であるが、この点

について、当該業務の委託については、はなはだ疑問が残るところである。したがって、今

後、特定非営利活動法人との協働事業の実施及び業務の契約に当たっては、市としての透明

性を確保できる明確な基準を設けることを要望する。 
 (2) 領収書等について 
  支払に関する証拠書類については、□△▽から提出された支出内訳明細書をもとに聞き取

り調査により支出の確認を行ったとの陳述を受けているが、領収書等の支払いの根拠となる

書類を精査したものではなく、支出の根拠として不十分であると思われる。 
  したがって、今後、支払いに関する証拠書類については、原則として支払いを確認できる 
書類の添付を義務付けるなど改善されることを要望する。 


