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第１部 委託契約 
 
 第１節 監査の全体像 
 １ 監査事項とした理由 
   過去の包括外部監査では個別の事業が対象となっている。契約事務の全体像を把握

したかった。 
 
 ２ 各種契約の件数の分析 
   今般、県会計管理課から平成２１年度契約調べの資料の提供を受けて、検討した。 
 (１) 平成２１年度の契約金額１００万円以上の契約は、全部で１７１８件。 
   そのうち随意契約が８６１件（５０．１％）、指名競争入札が７０５件（４１．０％）、

一般競争入札が１５２件（８．８％）であった。 
 (２) 随意契約のうち、２号随契が随意契約８６１件中６７８件、７８．７％。 
 (３) ２号随契６７８件中１３０件、１９．２％は、プロポーザル方式であった。 
 (４) 情報システム開発が１８件（うち随意契約が１４件、指名競争入札が２件、一般競

争入札が２件）、情報システム運用保守が６２件（うち随意契約が５０件、指名競争入

札が２件、一般競争入札が１０件）。１件当たりの契約金額も大きい。 
 (５) 契約時期は、月平均１００件強であるが、４月が３６１件、３月が１９５件。 
 
 ３ 検討 
 (１) 地方自治法は、一般競争入札を原則とし、指名競争入札はその例外、随意契約はさ

らにその例外と位置づけている。実際には、逆転している。 
   指名競争入札については地方自治法施行令第１６７条、随意契約については同施行

令第１６７条の２において、それぞれ要件が定められており、その要件をみたすこと

が必要とされていることから、この点を中心に個別に検討することとした。 
 (２) ２号随契 
   ２号随契の割合は７８．７％と多い。他方で、２号随契の要件は、「（略）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」と、やや抽象的である。 
   そこで、安易に２号随契が認められていないか、個別に検討することとした。 
 (３) プロポーザル方式 
   プロポーザル方式は、企画の中身を吟味する方式であり、競争性も取り入れること

が可能であって、よりよい契約内容を目指す工夫として評価できる。そこでは、どの

ように実効性を持たせるかが課題となることから、個別に検討することとした。 
 (４) 情報システム関連 
   例えば、１年目に開発を委託した業者に２年目以降の保守等を随意契約で委託する

場合が多いこと等が国レベルでも指摘されている。 
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   そこで、情報システム関連の委託契約も、個別に検討することとした。 
 
 ４ 個別監査の対象 
    金額が多いものを中心に、なるべく随意契約・指名競争入札の各類型を網羅する

ように、２０件をピックアップして検討した（随意契約１４件、指名競争入札６件）。 
 
 第２節 意見 
 １ 随意契約の要件の適合性とその理由の明確化 
 (１) まず、随意契約を締結する場合、地方自治法施行令第１６７条の２第１項の何号に

該当するか、及びその理由を、伺に明示する必要がある。 
  ア 高知県会計事務処理要領 
    「第１号による場合以外で随意契約を行おうとするときは、その条項に該する理

由を明らかにしてください。」 
    「施行伺で伺う内容を例示すると次のとおりです。」、「ウ 随意契約の理由及びそ

の相手方の選定理由」。 
  イ しかし、何号の随意契約に準拠するのか記載されているものの誤りであったもの

が、個別監査した随意契約１４件中３件。記載されていないものも散見された。 
 (２) 次に、監査人としては、随意契約を締結する場合、高知県会計事務処理要領または

契約事務の適正化要綱に記載された類型のいずれに該当ないし準ずるのか、及びその

理由を、伺に明示する必要があると考える。 
  ア 理由は次のとおりである。 
    ①地方自治法施行令第１６７条の２第１項の各号のいずれに該当するのかが記載

されていない契約や、誤って記載されている契約が相当数、見られた点である。上

記の方法をとれば、このような事態を防止することができる。 
    ②県が要領、要綱といった公的な形で、多数の類型を掲げている以上、これらの

類型は施行令の要件を具体化したものとみられることである。 
    ③契約事務の適正化要綱（「工事請負及び工事に関連する事務事業の委託契約」に

関して、）「随意契約の方法による契約の締結は、第３に掲げる例示に準拠し個々の

契約ごとにその理由を明記し、適正な運用を図るものとする。」。 
     地方自治法施行令第１６７条の２第１項各号の解釈の問題である以上、工事関

連の委託契約か否かで区別する理由はないというべきである。 
  イ この点、ヒアリングの際に、県は、類型に該当ないし準ずることは求めているが、

これを明示することは求めていない等の意見もあった。 
    しかし、上記類型に該当ないし準ずることの判断を求める以上、担当者がこれを

書類に残すことは大きな負担とは思われない。むしろ後日、検証が必要となった際

には書類に残してあることが助けになる。 
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 ２ 指名競争入札の理由の記載 
   指名競争入札による場合は、地方自治法施行令１６７条の１号から３号のいずれか

に該当する必要がある。そして、事務の適正を担保するためには、各号のいずれに該

当するか、及びその理由を、伺等に明記する必要があると考える。 
   高知県会計事務処理要領や契約事務の適正化要綱もそのように改訂すべきである。 
   個別監査した指名競争入札の契約６件中、この理由を明記した契約は、１件だけで

あった。今回、ヒアリングしたところ、指名競争入札とした合理的理由があまり明確

でないものが散見された。 
 
 ３ 契約の評価 
   契約書が政策目的の達成のためのものであるからには、目的意識をもって作成し、

その観点から評価することが有意義である。 
   必ずしも１個の契約だけで目的が達せられるものではないことから、１個の契約ご

とに成果を測定するのが難しいことも事実であるが、当該契約が何を目的としている

のか、目的を達成するためにどのような条項とすべきなのか、どの程度の成果が上が

ったのか、等について意識することが、実のある契約につながるといえる。 
    
 ４ 契約変更の方法について 
   平成２１年度まで、契約方法の際に相手方と変更契約書を交わさず、申入書と請書

のみによる方法がとられていた。中には、契約の納期限を２倍以上に伸ばすにもかか

わらず変更契約書を交わさず請書による方法がとられた事案もあった。 
   県は平成２２年度からは、変更契約書による扱いにしているが、評価できる。 
 
 ５ 情報システムの契約について 
   高知県では、情報政策課が主導して、例えば２年目以降が随意契約にならないよう

に開発契約の段階で工夫をしたり、開発・購入・運用保守を個別に契約して入札、プ

ロポーザルによる随意契約等を使い分ける等の工夫をしたりしている。 
   この点は評価できるところである。引き続き、適正な運用をしていただきたい。 
 
 ６ プロポーザルの審査委員の選任理由について 
   「プロポーザル方式の実施に関するガイドライン」は、県職員を審査委員にするこ

とは例外と位置づけられており、その場合には理由を明示することが求められている。 

   実際には、監査したプロポーザル方式の全件について、県職員が審査委員に選任さ

れており、県職員の選任理由の記載があるものの抽象的に過ぎるものがあった。 

   具体的な理由を記載すべきである。 
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 ７ 書式の正確性について 
   契約変更に関する書類等の中に、委託契約であるのに請負契約を前提とする記載が

あった。土木部の書類をそのまま使用した等との説明がなされた。 

   しかし、民法上、請負と委託（委任）は別物である。法律に従って契約事務を行う

公務員としては、正確を期すべきである。 
 
 
第２部 高知県損害賠償等審査会 
 
 第１節 監査の全体像 
 １ 監査の対象とした理由 
   平成１６年度の包括外部監査の後の対応状況を確認するため。 
 
 ２ 損害賠償審査会の取扱件数 
   平成２１年度、請求審査８件、支払審査２７件、求償審査２８件。 
   平成２２年度、請求審査５件、支払審査１０件、求償審査１０件。 
   請求審査は１００％請求、支払審査は１００％支払、求償審査は０％求償。 
           （なお、職員でなく他の地方公共団体に求償したものが１件） 
 
 ３ 損害賠償審査の要件と事案発生時の処理の流れ 
   規則、事務処理要綱及び事務処理フローは請求審査、支払審査、求償審査の類型に

分けて規定していないが、類型によって、要件・法律効果、手続の流れも異なる。 
   類型に応じて審査することが必要である。 
 (１) 請求審査の場合 
 ＜要件＞ 
   □第三者の県職員に対する不法行為 
     □第三者の故意・過失 
     □県職員の損害の発生 
     □因果関係 
   □職員の病気休暇の取得（または休職）と、職員に対するその期間の給与の支払。 
 (２) 支払審査と求償審査の場合 
＜要件＞ 

（②支払審査） 
 ア 公務員の不法行為による県の損害賠償責任の場合（国家賠償法第１条）。 
   □公権力の行使、公務員の行為 



5 
 

   □第三者の損害の発生 
   □因果関係 
 イ 公の営造物の設置管理の瑕疵による県の損害賠償責任の場合（国家賠償法第２条）。 
   □設置または管理の瑕疵 
（③求償審査） 
 ア 公務員の不法行為による県の損害賠償責任の場合（国家賠償法第１条）。 
   □上記の要件。つまり公権力の行使が必要。 
     □公権力の行使、公務員の行為 
     □第三者の損害の発生 
     □因果関係 
   □当該職員の故意または重過失 
 
    ※なお、公権力の行使が否定される場合。 
     県の損害賠償責任は国賠法上の責任でなく民法上の使用者責任。 
     求償権の有無・行使の範囲については、民法第７１５条第３項。 
      →求償権は基本的に存在して、その行使の範囲が最高裁昭和５１年７月８日

判決の枠組みによって制限される。 
 
 イ 公の営造物の設置管理の瑕疵による県の損害賠償責任の場合（国家賠償法第２条）。 
   □「他に損害の原因について責に任ずべき者」があること。 
     この点について、県や県職員以外の第三者に限られず、管理機関である公務員

も該当する可能性があるとされる（注釈民法等）。 
      →公務員だからといって除外されるわけではない。 
 
 第２節 意見 
 １ 損害賠償審査会の位置づけに関して 
 (１) 審査対象の明確化 
  ア 県が損害賠償金を支払う場合について、全件審査の運用。 
     →設置規定に明文化することが必要と考える。 
  イ 県が損害賠償金を請求する場合について、全件審査の運用ならば明文化が必要。 
    求償審査について、地方自治法との関係で全件審査が必要。 
     設置規定に明文化することが必要と考える。 
  ウ 少なくとも県が損害賠償金を支払う場合について、全件審査していることを事後

的に確認しやすくする方策が必要である。台帳の作成等。 
    今般、提出された表は、支払審査、請求審査及び求償審査の事案が混在した一覧

表であった。目的別に管理する必要がある。 
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 (２) 請求権の管理責任の明確化 
   平成２１年度に１件、県の損害賠償請求権が時効により消滅する事案が生じた。 
   そのため、事務処理要綱等において、審査中の事案の管理責任者が主務課であるの

か、損害賠償審査会ないし行政管理課であるのか、明示的に定める必要がある。「事務

処理フロー」も、同様に改正する必要がある。 
 
(３) 決定事項の履行状況の管理 
   上記（２）の消滅時効の事案では、一度、審査会が相手方に対する請求を行うこと

を決定したにもかかわらず、その履行がなされず消滅時効が完成した。 
   また、平成２０年の事案では、審査会が幹事会に対して職員に対する求償権行使の

基準をつくることと次回の審査会に諮ることを任せる決定をしたが、これらも履行さ

れていない。 
   審査会または統括課長に、決定事項の履行状況の管理の責任があることを明示すべ

きである。 
 
 ２ 審査に関して 
 (１) 「公権力の行使」要件の審査 
   県が国家賠償法による損害賠償責任を負うためには法律上、「公権力の行使」の要件

をみたすことが必要である。しかし、今回の監査で、損害賠償審査会が「公権力の行

使」の要件を検討していたか確認できなかった。 
   今後は、「公権力の行使」の要件を十分に検討し、記録に残す運用にされたい。書式

も、「公権力の行使」の要件の検討内容を記入する欄をつくるべきである。 
 
 (２) 国家賠償法第１条の求償の審査 
   平成２１年度、２２年度の求償審査の案件は合計３８件あったが、いずれも重過失

がないとして求償が否定された。ところが、重過失がないことが必ずしも明らかでな

い事案についても、踏み込んだ審査をせずに重過失を否定しているのではないかと思

われる案件が散見された。 
   求償審査を十分行う必要がある。 
   検討を欠かさないために、損害賠償審査会の審査結果を記入する書式及び主務課が

同審査会に提出する調書等の書式に、①誰について求償審査をしたか、②どのような

事実から求償の有無の結論を導いたか、記入する欄を設けることが必要である。 
 
 (３) 国家賠償法第２条の求償の審査 
   平成２１年度、２２年度における国家賠償法第２条による損害賠償責任の案件は各
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３件、２件の合計５件あったが、求償はいずれも否定された。 
   監査したところ、書類上、求償の要件を審査したとは思われない案件や、聞き取り

によっても踏み込んだ審査をせずに求償を否定したと思われる案件が散見された。 
   国家賠償法第２条の事案についても求償審査を十分行う必要がある。 
   検討を欠かさないために、損害賠償審査会の審査結果を記入する書式及び主務課が

同審査会に提出する調書等の書式に、①誰について求償審査をしたか、②どのような

事実から求償の有無の結論を導いたか、記入する欄を設けることが必要である。 
 
 (４) 求償権の行使の審査 
  ア 損害賠償審査会の位置づけにも関する事柄であるが、損害賠償審査会の審査対象

として、求償権の有無だけなのか、求償権があるとして行使の有無も判断できるの

か、明確にする必要がある。 
  イ また、県職員以外の者に対する求償権を行使しない場合については１０万円以下

という基準があるものの、県職員に対する求償権については事案ごとに個別に検討

する運用がとられている。 
    区別する理由はないように思われるので、県職員に対する求償権についても明確

な基準を作る必要がある。 
 
 (５) 求償率の決定 
   損害賠償審査会は、求償の案件において求償率という考え方を採用している。これ

は、県の職員に対する求償額を検討する際に、県が相手方に支払う損害賠償額の何割

を職員に負担させることとするかという考え方である。平成１６年度の求償事案にお

いて２割、平成２０年度の求償事案において２割以下という求償率が判断された。 
   県職員の求償義務の免除という面もあることから、地方自治法第２４０条第３

項との整合性が問題となりうる。そこで、損賠審の所掌事務の範囲を定めた規則

第２条に「求償権の行使の審査」を加える際に、求償率の審査も含むことを明示

すべきであろう。 
 
 (６) 主体的な判断 
   今回審査した案件の中には、損害賠償審査会が主体的に判断せずに、労働基準局や

検察庁等、外部機関の判断のみを判断材料としている節がうかがわれたものがあった。 
   県には独自の立場があるのであるから、主体的に判断する必要がある。 
 
 (７) 外部委員の常設または顧問弁護士意見書の全件必要化 
   上記(１)乃至(３)の点についてまとめると、いずれも県職員に対する求償を制限する

方向のものであることは否定できない。きちんと審査していても、審査会の構成員が
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県職員だけであると、外から見たときに「かばい合い」ではないかとの疑念を生じか

ねない。 
   損害賠償審査会の審査については、判例・裁判例との整合性等、高度の法律・裁判

の専門的知識が必要である。 
   外部委員を常設にするか、少なくとも、外部委員の活用または顧問弁護士の意見書

の提出を全件要することとすべきではないだろうか。 
 
 ３ その他関連事項について 
 (１) 再発防止の方策 
   県が損害賠償責任を負う事案については、県及び県民の負担を減らすためにも再発

を防止することが望ましい。 
   平成２１年度、２２年度の間に草刈り機による同種の事故が３回発生し、その情報

は損害賠償審査会に集積された。事故情報を同審査会が県職員に周知できれば、２回

目以降の事故は防止できた可能性がある。 
   情報の周知がなされず再度、同種事案が繰り返された場合には、県の組織としての

過失（重過失）が問われる可能性も否定できない。 
 
 (２) 保険の利用 
   県では、公用車について、順次、任意保険に加入した。県の負担軽減の観点から評

価できる。示談交渉の負担も一定程度、軽減できることから、業務への集中の観点か

らも評価できる。 
   実際、平成２１年度と同２２年度の損害賠償審査会の審査案件のうち県警車両の案

件数を比較すると、激減している。このように、任意保険加入の効果は大きいと思わ

れる。 
 
 (３) 私有車について 
   県職員が運転する車両の交通事故について、県は、県が相手方に損害賠償責任を負

担して賠償金を支払い、職員には原則として求償しない扱いとしている（求償するの

は、例えば、酒気帯び、酒酔い、無免許、３０キロ以上の著しい速度違反、居眠りの

事案）。その結果、いわば、県が保険者（任意保険会社）の立場にあるのと同様の形と

なっている。 
   この点、新潟県等では、自家用車の公務使用の際には職員の任意保険の加入を義務

付け、事故発生時には同保険を用いているようである。本県には本県なりの理由があ

るのであろうが、自動車事故の場合、事案によっては損害賠償額が１億円以上となる

こともある。何らかの形で、県の負担の軽減とリスクの分担をはかる必要がある。 
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