
令和4年7月1日現在

措置を
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検討中
措置を

講じない 理由･内容等

結果
1

産業観光館の改修について、固定資産の計上漏れが発生してい
る
　川越市産業観光館の平成29年度の改修工事金額40,800千円
（税抜）のうち、18,540千円が備品として固定資産に計上されてい
るのみであった。残りの22,260千円の中には、内装工事、電気設
備工事、給排水設備等明らかに固定資産計上すべきものがあり、
また、設計費や現場管理費等、固定資産の取得費に含めるべき
金額もあるが、これらの金額が固定資産台帳に計上されていな
かった。

産業振興課 ○

　平成29年度に実施した昭和蔵改修工事は修繕の範囲内と判断し、改
修工事金額40,800千円（税抜）のうち取得価格が50万円以上の備品の
みを固定資産に計上しておりましたが、今回、全額資本的支出であると
の指摘を踏まえ、固定資産に該当するかについて精査し、川越市物品
規則に規定する備品として管理しているものを除き、固定資産として追加
計上を行いました。
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意見1

日本遺産認定事業について
　日本遺産認定事業は、庁内検討委員会において、申請事業を
行わないことを決定し、以後も申請しないという方針である。目標
設定については実現可能性を十分に検討して行うべきである。

文化財保護課 ○

　申請しない方針とした理由としては、制度がインバウンドに対応する事業に
重きを置くようになり、観光過疎地への外国人の誘客といった傾向に変化し
たため、当市が求める「日本遺産」と乖離してしまったこと、「同一ジャンルは
認定しない」という方針が掲げられ、先行事例があるため、川越市の魅力を
テーマにできなかったことなどがあげられ、平成30年11月以後は申請を行わ
ないこととしました。

意見 2

旧川越織物市場保存整備事業について
　旧川越織物市場保存整備事業は、当初予定の整備工事落札業
者と締結した契約が解除となったことが進捗管理の大きな障害と
なった。観光振興の目玉となる施設でもあるので、改めて完成日の
目標を定め、厳格な工程管理を行い、なるべく早い時期に目標を
達成するように努力していただきたい。

都市景観課 ○

　旧川越織物市場の整備は、着実な推進を図るため、工事を２期に分け
て段階的に整備することとし、令和２年度から１期分として旧川越織物市
場東棟・西棟ほか整備工事に着手しました。令和４年度には２期分として
旧栄養食配給所等整備に着手します。
　引き続き、令和５年度末の施設全体の完成に向けた進捗管理を行うと
ともに、整備後は文化創造インキュベーション施設として活用してまいり
ます。

意見 3

インバウンドセミナーの開催について
　インバウンドセミナーの開催（事業）については、周知不足により
目標を大きく下回っている。今後の新型コロナリスク解消の状況を
考え、早めにセミナーの企画、開催の発信を行っておくことが必要
である。今後はオンラインによる実施が可能になる環境を早期に整
備していくことも必要となる。

観光課 ○

　令和3年度のインバウンド関連セミナーについては、本市も負担金を支出し
ている埼玉県外国人観光客誘致推進協議会が主催する事業においてオン
ラインセミナーを実施する予定です。令和4年度以降についても、オンライン
セミナーを実施する方向で検討しています。

意見 4

商店街免税手続一括カウンター設置推進事業について
　商店街免税手続一括カウンター設置推進事業は、平成28 年度
に着手し、民間事業者と共に設置を予定してきたが、参加店舗が
思うように集まらなかった。事業者のベネフィットを十分に考え、補
助金の支給等も考慮して理解を得ていくことが必要である。

産業振興課 ○
　平成30年までの調査検討により、既に、市が主体となった免税一括カウン
ター設置事業は終了しております。

意見 5

川越まつり会館の多言語化について
　川越まつり会館の多言語化事業については、コロナ禍を逆に
チャンスと捉え、ホームページの多言語化を推進するとともに、外
国語版ホームページを充実させていくことが外国人入館者数を増
加させる大きな戦略となると思われる。一方で、案内スタッフの外国
語対応やその他外国人観光客の入館促進策を検討する必要があ
る。

観光課 ○
　川越まつり会館のホームページを４ヶ国語に対応し、また、案内スタッフの
多くは外国語に対応できることなど、引き続き、川越まつり会館の多言語化
事業を推進してまいります。
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意見 6

川越まつりに係る体験事業について
　川越まつりに係る体験事業については、市制100周年をふまえ
て、ホームページのアクセス数を増加させるために、インターネット
環境やSNS 環境をより充実させていくことが重要と思われる。

観光課 ○

　川越まつり公式サイトのレスポンシブ対応作業（ＰＣ、スマートフォン等、デ
バイスが異なっても同一内容で画面表示できる作業）を行い、利用者にサイ
ト内の情報を見やすく伝えることが出来るようにするなど、ホームページのア
クセス数増加に努めております。

意見 7

歴史的地区環境整備街路事業（立門前線）について
　歴史的地区環境整備街路事業（立門前線）については、現在遅
れている旧川越織物市場の整備工事の進捗状況を先ずは改善し
て、進捗のタイミングに連動させるように十分注意して立門前線東
側の整備を行うことが必要と思われる。

都市景観課 ○

　令和２年度に旧川越織物市場東棟・西棟ほか整備工事に着手したことか
ら、立門前線東側の整備については旧川越織物市場の整備工事（２期分）
の進捗と連動して整備を進めることとしました。連動した一体的な整備にあ
たっては、計画的に発注を進め、それぞれの受注者や関係部署との連絡調
整会議を行うこととしました。なお、道路沿線住民や商店街等へは、その周
知を行ってまいります。

意見 8

「川越市蔵造り資料館耐震化事業」の進捗管理について
　「川越市蔵造り資料館耐震化事業」は、平成30 年10 月の工事
受注者倒産により工事が中断しており、令和2 年度に工事再開に
向けた調査を実施予定ということである。川越観光のメインストリー
トである蔵造りの街並みの景観を損ねており、観光資源の価値を
引き下げていると考えられる。早急に新たな事業者と契約を締結
し、安全性を考慮して進捗状況を改善し、事業を完了する努力が
必要である。

博物館 ○

　令和元年度決定した事業方針に基づき、蔵造り資料館建物のうち工事
が中断していた3棟について、文化財建造物保存修理の手法に則り、令
和2年10月から解体及び部材の保管並びに調査を行いました。工事は
令和3年3月に完了し、工事用シート等の景観を損ねていた要因は解消
されました。
　今後、事業方針に基づき、解体及び調査の結果を踏まえ、耐震化事業
を進めていきます。

意見 9

交通円滑化方策の検討事業について
　交通円滑化方策の検討事業については、目標の指標が会議回
数となっている。単純に会議回数ではなく、交通円滑化の対処策
をいくつ明確にしたか、という対処策数について目標と実績を比較
すべきであると考える。

観光課 ○
　令和３年度より第二次川越市観光振興計画の中間見直しを行ってお
り、施策に紐づいた事業について、担当課と事業や目標（指標）の見直
しについて協議していく予定です。

意見10

歴史的地区環境整備街路事業について
　歴史的地区環境整備街路事業は、目標の整備延長175 メートル
に対して現在の実績は0 メートルと進捗率0%となっている。目標の
再検討も視野に入れ、コストや道路事情等多岐の要因を考慮しな
がら適切な進捗管理を行って事業の早期実現を行っていただきた
い。

道路街路課 ○
　地元の合意形成等調整に想定以上の時間を要し進捗が遅れておりま
したが、目標の整備延長175ｍを達成するため、令和３年度に連雀町新
富町通線の道路美装化工事を発注する予定となっております。
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意見11

市民向け、観光案内に関する講座等開催事業について
　市民向け、観光案内に関する講座開催事業は、目標値が参加
者数となっているが、参加人数より少数精鋭のセミナーを行ってい
ることから、セミナー開催数のほうが目標としては妥当であると考え
られる。市民の観光に対する重要度は高いと考えられるので、コロ
ナ禍の中、オンラインセミナー開催の環境整備等を実施して、対
面、オンライン両方に対応した講座により、市民の観光案内のスキ
ルを引き上げていっていただきたい。

観光課 ○

　令和3年度より第二次川越市観光振興計画の中間見直しを行ってお
り、そこで当事業の目標（指標）を変更する予定です。
　しかしながら、対面、オンライン両方に対応した講座を開催する場合、
経費も通常より費用が嵩むため、コロナ禍においては費用対効果を十分
に検討し、セミナー開催の判断を行う必要があると考えています。

意見12

観光アンケート調査結果の有効活用について
　観光アンケート調査は、毎年実施しているが、川越の観光事情の
トレンドが理解でき、そこから多くの課題が認識できるので、今後も
継続的に行っていくことが必要であり、アンケート結果を有効に利
用し、観光振興計画と結び付けて川越の観光振興をよりいっそう
成果あるものにしていって欲しい。

観光課 ○
　観光アンケート調査につきましては、新たな試みとしてスマートフォン履
歴等を活用した方法を令和３年度から実施していく予定のため、今後は
デジタル調査結果を有効活用し、観光振興に役立ててまいります。

意見13

財政援助団体で正確な財務諸表が作成されていることの確認が
必要
　公益社団法人小江戸川越観光協会では、正確な財務諸表が作
成されておらず、財務諸表の修正が理事会承認を経ていないまま
外部へ提出されている。財政援助団体の指導監督責任は市にあ
るので、財務諸表の内容について確認が不十分な状態であるた
め、十分なチェックを行うべきである。

観光課 ○
　財政援助団体の財務諸表の内容につきましては、直近の令和２年度
分まで誤りが無いことを確認しましたが、今後も事務処理過程を含め、十
分に精査を行ってまいります。

意見14

川越まつり協賛会は資金調達について主導性を発揮すべき
　川越まつり協賛会は、補助金という形で川越市から資金の大部
分を調達しているのが現状である。川越まつり協賛会が、川越まつ
りを主催するのであれば、事業の資金調達も川越まつり協賛会主
導のもと実施すべきである。市の補助金に頼ることなく、自主的な
運営ができるような方向性の検討が必要であり、川越市はこれに関
して指導性を発揮するべきである。

観光課 ○

　川越まつり協賛会の自主財源確保のため、新たにクラウドファンディン
グを導入する予定です。
　今後も実施資金について、協賛金の割合を高めるよう検討を行ってま
いります。
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意見15

川越まつり協賛会は、川越まつりの契約事務の実施体制の設置
が必要
　現在、川越まつりの契約事務等については、全て市の観光課が
行っている状況である。川越まつりが協賛会主催の事業である以
上、契約事務等についても川越まつり協賛会内で処理すべきであ
る。川越まつり協賛会が契約事務等を含めた自主的な運営ができ
るような方向性の検討が必要であり、川越市はこれに関して指導性
を発揮するべきである。

観光課 ○

　川越まつり協賛会は、川越まつりに関わる多様な機関、団体等との連
絡、調整を行う組織であり、事務処理機能を有する団体ではないことか
ら、川越市産業観光部観光課を事務局として契約事務等を処理している
ところであります。

意見16

小江戸川越観光推進協議会という組織の存在の必要性の検討
が必要
　従業員がいない小江戸川越観光推進協議会が自ら事業を実施
することは考えられない。委託元になる必然性はなく、資金がただ
通過するだけの組織であれば、その存在は不要と想定される。小
江戸川越観光推進協議会の存在意義を十分検討する必要があ
る。しかし、役員構成者は、川越市の観光に大きく関わる諸団体で
あり、十分な知識と経験が蓄積されていると想像できる。市あるい
は他の観光関連組織の諮問機関にするなど、その存在を有効か
つ効率的に利用するべきである。

観光課 ○

　当協議会は、市制100周年事業に関連する事業を実施することが見込
まれていることや、小江戸川越観光親善大使制度の事務を行っているな
ど、観光振興の役割を果たしていることから、当面は組織を継続していく
必要があると考えております。

意見17

必要な財務書類の作成に対し指導性の発揮が必要である
　DMO 川越は、一般社団法人であるため、決算において貸借
対照表と損益計算書を作成しなければならないが、平成30
年度の決算において、損益計算書が作成されていなかった。
DMO 川越に補助金を拠出している市は、決算書類が適切に作
成されているかどうかについて確認を行う必要があり、適切
に作成されていない場合には、適切な決算書類が作成される
よう指導性を発揮する必要がある。

観光課 ○
　令和元年（平成31年）度決算以降は、損益計算書も含めて適切な財務
書類が作成されております。今後も不備が無いよう確認・指導を行ってま
いります。

意見18

DMO川越は他の観光関係団体との関係で組織上必要なのか十
分に検討すべき
　DMO 川越が期待されたような活動を行っているとは言い難い。
また正社員3 名という状況では単独事業の実施はかなり難しく、そ
の組織の存在意義は無いと考えられる。観光に関する市の諸団体
のなかで、重複する活動が存在するのであれば、それらとのすみ
分けも必要になってくる。まずは市の担当部局において、組織の
統廃合等も視野に入れ、組織の必要性を十分に検討する必要が
ある。

観光課 ○

　DMO川越は、観光関連データの収集・分析、観光戦略会議の運営等、観
光庁に求められる活動を実施している実績により、令和4年3月28日付けで
「観光地域づくり登録法人」に登録されました。
　DMO川越が今後もこれらの活動を継続していけるよう、市は引き続き後方
支援を行うとともに、市、商工会議所、観光協会、DMO川越の4者で行ってい
る定例会議等において役割分担を協議することにより、各団体の強みや特
長を活かした効率的かつ効果的な観光振興を図れるよう、調整を進めてまい
ります。
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意見19

イベント事業に対する補助金の交付方法について
　川越百万灯夏まつりに交付されている補助金については市の補
助が、3 団体を経て支払われていると判断でき、食と音と灯りの融
合事業に交付されている補助金については実質的に市が支払っ
ていると判断できる。一つの事業に対する市の補助であれば、そ
の補助の経由は複数必要なく、むしろ一つに絞った方が一般的に
効果的・効率的であると判断される。一つの事業に対する市の補
助は、直接、あるいは、一つの組織を経由するのみの方法に改め
る必要がある。

観光課 ○
　イベント事業に対する補助金の交付方法については、関係団体との定
期的な会議の中で改善に向けた協議を行い、令和４年度予算要求にお
いて反映（是正）させたところであります。

意見20

健康食レストラン事業に係る第二次川越市観光振興計画進捗状
況の評価について
　健康食レストランの設置中止については実現性を考慮しての判
断であり大きな問題はないと思われる。しかし、第二次川越市観光
振興計画進捗状況における事業の評価において、業績評価の指
標がレシピの累計開発数とされているため、事業が中止となってい
るにも関わらず、100％以上の達成となっている。事業の評価は重
要業績指標（KPI）のみで判断するのではなく、全体的に行うべき
である。

産業振興課 ○

　健康食レストラン事業は、ハード整備から方向を転換し、川越産農産物
を提供する市内の飲食店等との連携による、「川越農産物提供店認定事
業」を核とした川越産農産物のブランド化のためのソフト事業展開を進め
ております。
　第二次川越市観光振興計画の一部見直しの際に、事業内容の変更に
応じた適切な指標の設定等を検討していきます。

意見21

農産物のブランド化事業の評価指標について
　農産物のブランド化事業の評価指標として、第四次川越市総合
計画において、農産物直売所における農産物の販売額が用いら
れている。農産物直売所では川越産農産物以外のものも販売して
いるため、農産物のブランド化が図られていることを評価するに
は、例えば、ロゴマークの認知度、おいしい川越農産物提供店の
数といった視点も考慮したほうがよい。

農政課 ○

　川越農産物ブランド化の目的の一つには域内流通の増加があります。
直売所の販売額は域内流通の状況を示す成果指標であり、評価指標と
して適正と考えられます。また、同指標を支える活動指標として、おいし
い川越農産物提供店の数などの指標の設定を検討してまいります。
　なお、ロゴマークの認知度を図る指標の調査にはアンケートなどの費用
がかかるため、費用対効果の点から難しいと考えます。

意見22

川越市グリーンツーリズム推進事業への補助金及び農業ふれあ
いセンターアスベスト調査業務委託に係る書類の整理について
　川越市グリーンツーリズム推進事業への補助金交付については
実績報告の資料、また農業ふれあいセンターアスベスト調査業務
委託については予定価格の積算・入札経緯の資料が当初確認で
きなかった。いずれも、別にファイルされていたことが判明し、後日
確認できた。補助金の交付先の実績報告の資料、予定価格の積
算資料、入札の経緯、業務の確認などは重要であるため、基幹と
なる部分の資料はしっかりと整理して保存しておくべきである。

農政課 ○
　川越市グリーンツーリズム推進事業への補助金及び農業ふれあいセン
ターアスベスト調査業務委託に係る書類は、適正に整理し、保存してい
ます。
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意見23

中心市街地活性化の数値目標を達成できない事業の状況につ
いて
　中心市街地活性化の「回遊性の向上」を達成する事業の中で、
旧鶴川座再生・利活用事業、旧川越織物市場保存整備事業、川
越市産業観光館（小江戸蔵里）管理運営事業、伝統的建造物群
保存地区保存整備事業などが目標未達成で終了している。この４
つの事業は、個々に目標に向けて遂行するというミクロ的なアプ
ローチから、川越市産業観光館（小江戸蔵里）管理運営事業⇒旧
鶴川座再生・利活用事業⇒旧川越織物市場保存整備事業⇒伝
統的建造物群保存地区保存整備事業という地理的位置関係を連
結して行うマクロ的なアプローチで事業を展開することが必要であ
ると考える。

産業振興課 ○

　各種事業については、第四次川越市総合計画後期基本計画や川越
市歴史的風致維持向上計画などの個別計画に位置付けられており、引
き続き、目標達成に向けて事業を推進しております。また、連雀町新富
町線通り線及び立門前線の美装化等や、観光客に向けてMAP等の情報
発信を行うなど、地理的な連続性をもって、中心市街地の回遊性の向上
を図る事業を展開しております。

意見24

「永島家保存整備事業」の進捗管理について
　「永島家保存整備事業」は、永島家住宅の活用方法について協
議が続いているとのことであるが、先行して実施されている毎週土
曜日の一般公開については、既に一定の反応があるため、早期に
老朽化による損傷の調査を開始し、保存修理を行って公開活用を
行っていく必要がある。

文化財保護課 ○

　今後、復元整備のための建物の補足調査、文献調査を実施し、これを
検討した上で史跡全体の保存活用計画を策定する予定であり、具体的
な活用・整備内容の決定までには長期間を要します。
　そのため、それまでの間は暫定的な公開を維持しつつ、建物の損傷部
分の一部修繕や庭園の環境整備を実施していくこととしました。

意見25

「旧川越織物市場保存整備事業」 の進捗管理について
　「旧川越織物市場保存整備事業」は、平成30 年度の工事請負
契約の解除や再発注の入札執行中止等により、令和元年度にお
いては整備工事の着工ができていない状況であり、整備スケ
ジュールの精査や、着工に向けての早期の発注手続きを進めてい
く方針であった。現在の状況は、令和2 年度に民間業者と新契約
を締結し、整備工事が着工された状況である。今後は、契約解除
等が起こらないよう進捗管理を慎重に行い、早期に目標を実現す
るように努力していただきたい。

都市景観課 ○

　進捗管理については、工事執行を担当する建設部建築住宅課、文化
財を担当する教育総務部文化財保護課及び所管する都市計画部都市
景観課との緊密な連携の下、工事受注者、工事監理業務委託受注者及
び市の３者による定例会（週１回）や月例会を開催し、適切な工事監理を
行うこととしました。
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意見26

文化財に係る工事請負業者の選考については十分に検討すべ
き
　旧川越織物市場整備工事は市指定文化財（建造物）の復原・整
備を行う工事であるため、専門的な技術力が要求されると思われる
が、入札にあたっては格付A ランク以外の要件は特に設けていな
かった。業者を選考するにあたっては、総合評価方式による入札も
十分検討するべきであった。また、このような文化財関連工事は、
入札者が少なく不落に終わるケースも多いと考えられるため、市と
しては、伝統的かつ専門的な技術を継承する機会を提供すること
も必要であり、研修会等の実施により人材を育成していくことも重
要になってくると考える。

都市景観課 ○

　令和２年度に契約締結した旧川越織物市場東棟・西棟ほか整備工事
の発注においては、これまでの経緯等を踏まえ、歴史的建造物の修理
実績のあるＢランクの事業者がＡランクの事業者と共に特定建設工事共
同企業体の構成員として参加を可能とするなど、入札参加機会を拡充し
ました。また、事業者をはじめ、より多くの方々に歴史的建造物としての
特徴や整備手法等を知っていただくために、市ホームページの掲載内
容の工夫を講じています。
　さらに、歴史的建造物の保存技術の継承や、担い手の確保と育成等
を、取組施策として第四次川越市総合計画後期基本計画や市個別計画
に位置づけ、まずは現状把握と課題整理に着手しました。

意見27

文化財整備工事の設計金額の算定については十分検討すべき
　平成30 年度の「旧川越織物市場整備工事」及び「旧川越織物市
場整備工事（再発注）」、令和2 年度の「旧川越織物市場東棟・西
棟ほか整備工事」の建築工事の設計金額については、設計書の
見直しを行ったとしても、最初の工事請負契約時の金額と現在の
工事請負契約の金額との差は大きい。

都市景観課 ○

　設計金額については、改めて経済・社会情勢の変化、入札しようとする
時期の資材・機材等の実勢価格を適切に反映するとともに、文化財の専
門的な知識と実績を有する設計業者からの意見を取り入れながら、適正
な金額を算出しました。今後発注する工事においても同様の措置を講ず
る予定です。

意見28

蔵まちづくり再生基金の活用目標について
　川越市まち・ひと・しごと創生総合戦略において、平成31 年度ま
でに蔵まちづくり再生基金を設立し、1 件の活用件数を目標値とし
て設定していたが、目標値を達成できないでいる。市としても地域
金融機関との連携や歴史的建造物に係る情報提供をもっと積極
的に行っていくべきである。

地域創生課
（R３年度より政策
企画課）

○

　川越市まち・ひと・しごと創生総合戦略は、令和元年１１月に平成３１年
度までとしていた計画期間を令和２年度までに延長し、目標値について
は、令和２年度末時点で蔵まちづくり再生基金の活用累計数１件としまし
た。令和２年度において１件実績があり、目標値を達成しました。
　引き続き、地域金融機関との連携や歴史的建造物に係る情報提供を
関係課と協力し、行ってまいります。

意見29

委員の任期について
　委員の通算在任期間を確認したところ、3 期6 年以上担当されて
いる委員が4 名おり、最長の委員は16 年担当しているとのことで
あった。様々な意見を反映させるためにも、一定期間での交代を
検討する必要がある。

博物館 ○

　在任期間6年以上の委員は関係団体の代表者や推薦による任命であ
り、川越市附属機関及び懇談会等の設置、運営等に関する指針の規定
に基づいています。なお、委員は他に11名おりますので様々な意見を反
映できるものと認識しています。
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意見30

共通入館券の設定について
　共通入館券は、対象施設の組み合わせが決まっており、例えば
「博物館」と「川越城本丸御殿」の共通券は販売していない。また、
川越まつりに興味のある観光客からすると、博物館と川越まつり会
館の共通券を希望する場合も考えられる。多様なニーズに応える
ために、共通入館券の設定方法の定期的な検討が望まれる。

博物館 ○

　共通入館券に関しては、関係課で検討を重ねた結果現状に至ってお
り、蔵造り資料館耐震化に伴い、事業完了後の開館にあわせての変更を
検討していました。
　「博物館」と「川越城本丸御殿」の共通券については、要望もありますの
で、博物館、本丸御殿、美術館の2館、3館券の設定の見直しなど、今後
も関係課において調整していきます。

意見31

博物館の多言語化の目標指標について
　第二次川越市観光振興計画の施策33「観光施設の多言語化」
の進捗管理の指標として他施設では外国人入館者数を用いてい
るが、博物館では指標を案内表示板等一式、その目標値を1 とし
て目標を達成している。目標指標は他の施設のように外国人入館
者数としたほうが望ましい。

博物館 ○

　第二次川越市観光振興計画において挙げた博物館施設の多言語化
は「館内の各案内表示板や展示室内の章パネル等を多言語表記をし、
年々増加している外国人来館者に対応する」ことを目標としており、社会
教育施設として、外国人観光客が来館した際の理解を助けるため、バリ
アフリーの観点から現状の指標を設定したものです。

意見32

建物の使用料について
　博物館ティーラウンジは業者に貸し出しているが、使用料は光熱
費の実費以外特に受け取っていない。使用料の減免理由は「川越
市行政財産の使用料に関する条例第4 条第2 号の市長が特に必
要があると認めるときに該当するため」となっているが、必要がある
と認める具体的理由はない。業者の選定も含め建物使用料につい
て検討する必要があると考える。

博物館 ○

　これまでの使用料減免理由について精査し、今後、減免の具体的理由
を明記することとしました。また、ティーラウンジ事業所得の一定割合を使
用料とすることとしました。業者選定については、今後、公募の実施を検
討して行きます。

意見33

低執行率への対応について
　令和元年度の執行率を確認すると低執行率の項目が複数散見
された。博物館等運営管理の印刷製本費について、過去3 年分の
執行率を確認すると、毎年執行率が低くなっている。特に博物館
のパンフレット、入館券は2 年連続で執行率は0%である。効果的な
予算配分にするためにも、予算額は十分に検討する必要がある。

博物館 ○
　過去3年予算執行時に予定の変更があったため、印刷製本費の執行
率が低くなりました。毎年、予算積算にあたっては検討を行っています
が、引き続き検討の上、効果的予算配分に努めていきます。
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意見34

設計金額の妥当性について
　博物館等運営管理契約のうち、複数の業務委託について川越
市の設計金額と業者の見積金額が複数年度にわたり同額となって
おり、業者の見積書金額をそのまま受け入れていると捉えられかね
ない。設計金額については、相手方からの見積書によって設計せ
ざるを得ない場合においても、経済性等も考慮してその金額が最
適なものか十分に検討する余地はある。

博物館 ○
　当該業務委託については業者の見積金額や過去の契約等も踏まえ、
精査した上で積算しています。

意見35

随意契約の選考理由の妥当性について
　旧吉田学校給食センター機械警備業務委託の「委託随意契約
理由書［選考業者を1 者とする理由書］」の選考理由に「警備設備
は設置会社が設置したものであること」を記載している。博物館の
機械警備業務委託は一般競争入札により業者を選考しており、警
備システム会社は多数存在していると思われるため、入札方式もし
くは少なくとも2者以上の業者から見積書を徴するべきである。

博物館 ○

　旧吉田学校給食センターについては、現段階では長期の使用は想定
していないため、業者変更により新たな設置費用を負担するよりは、現状
の契約継続が妥当と判断し、随意契約としています。しかし、今後、施設
の利用形態、目的が変更することになる場合は管理元等と機械警備設
備の設置の是非を含め調整していきます。

意見36

随意契約の選考理由の妥当性について
　博物館中庭2F 屋根谷板金修繕の発注業者の選考理由につい
て、屋根の取外しや原状復帰に特殊な技術が必要とあるが、どう
いう点で通常よりも特殊な技術が必要なのか詳細に記載されてい
ない。1者随意契約は例外であるため、特殊な技術が必要な旨を
詳細記載するべきである。

博物館 ○

　博物館の屋根は複雑な形状で、その修繕、管理は、建物全体の維持、
長寿命化に大きく影響することから、施工業者による修繕を行ってきまし
た。今後の修繕に際しては特殊な技術の必要性について詳細に記載し
ていきます。

意見37

収蔵庫の保管状況について
　収蔵資料はナンバリングされており、資料の種類別に置き場所も
決まっているが、種類によっては資料が溢れており、取り出すのが
困難な資料も散見された。早急に整理整頓をする必要がある。

博物館 ○

　担当職員が毎日時間を決めて収蔵庫内の資料の整理と調査を実施し
ています。これによって収蔵環境の整備が進展するとともに、将来展示に
活用可能な収蔵資料を再確認することができました。今後も同様の作業
を継続していきます。

意見38
設計金額の妥当性について
　複数の業務委託契約について【意見34】と同じ趣旨

博物館 ○
　当該業務委託については業者の見積金額や過去の契約等も踏まえ、
精査した上で積算しています。
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意見39
随意契約の選考理由の妥当性について
　本丸御殿機械警備業務委託について【意見35】と同じ趣旨

博物館 ○

　機械警備業務委託においては、機械警備機器の入れ替え工事による
本丸御殿建物への損傷が発生することを避けるため、1者による随意契
約としています。
　経年劣化により設置機器の大幅な入れ替えが発生する場合には、文
化財保護に影響が少ないことを条件に2者以上の見積もり徴取を行って
いきます。

意見40

入札業者への対応について
　川越市蔵造り資料館の耐震化工事は、普通の耐震化工事よりも
難しく専門的な技術力が要求されるため、選考業者の専門的な技
術力や過去の実績等の金額以外の面も考慮すべきである。また、
このような文化財関連工事は、入札者が少なく不落に終わるケー
スも多いと考えられるため、市としては、伝統的かつ専門的な技術
を継承する機会を提供することも必要であり、研修会等の実施によ
り人材を育成していくことも重要になってくると考える。

博物館 ○

　今後、蔵造り資料館耐震化工事については、専門的な技術力と知見、
過去の実績等の金額以外の面を重視した業者選定を行い、関係業者の
技術、技能の継承、人材育成の一助とするためにも、文化財保存修理に
知見と実績を有する業者の監理と、専門的知見と技術、技能を備えた者
による伝統的工法を主体とした施工を前提に実施します。

博物館 ○
　工事請負契約全般の運用に関わるものですので、契約制度を統括す
る契約課の方針に基づき対応します。

契約課 ○

　本意見は、工事の円滑な執行に支障を来さないように、契約の履行が
困難となる予兆を早期に捉え、当初の受注者との契約解除、新たな受注
者との契約締結等の対応を速やかに行うために、決算書等による受注者
の財務分析を行うことを推奨しているものと思われます。
　しかしながら、受注者の財務状況と当該契約の履行の可否を結びつけ
て判断することは必ずしも簡単ではないものと思われるとともに、この判
断を見誤ると、受注者の経営悪化（倒産）や本市への訴訟提起などの事
態を招く可能性も懸念されるところです。このような状況において、財務
分析を行うことのについては意義や利点は現状見出せないことから、本
意見に係る措置を講じることについて今般は見送ることとしましたため、
行わないこととします。

意見41

入札業者の契約後の財務状況の分析の必要性について
　川越市蔵造り資料館の耐震化工事の入札業者の財務状況につ
いては、経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書を基準
に判断しており、その他の財務状況は確認していないとのことで
あった。今回のように工期途中で会社が倒産してしまうと、中断した
ままの現場は放置状態となり、建物の腐食も進んでしまうことにな
る。執行に長期を有する多額の契約については、追加手続きとし
て事業者の財務分析を行うようにすべきである。また、これを可能
にするために、決算書の提出を要請する旨を契約書に追加記載
することの検討もすべきである。
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意見42

随意契約の妥当性について
　川越市蔵造り資料館修理内容等検討業務委託の選考理由が、
「文化財建造物としての価値を熟知している」、「長年にわたり本施
設の保存修理において実績及び信頼を有する」となっているが、
唯一の業者かどうか判断できない。1 者随意契約とする場合には、
その業者のみが有する特殊性が求められるため、契約方式は十
分に検討すべきである。

博物館 ○

　市内文化財建造物の保存修理実績が豊富で、蔵造り資料館の知見と
工事実績を有する唯一の業者であったことから、随意契約としたもので
す。
　今後も蔵造り資料館耐震化事業については、専門的な技術力と知見、
過去の実績等の金額以外の面を考慮して適切に業者を選定していきま
す。

意見43

耐震補強工事の妥当性についての検討が必要
　川越市蔵造り資料館修理内容等検討業務委託において、検討
した結果の報告書を確認すると、鉄骨による大掛かりな補強を進め
ておらず、解体して建物自体を根本的に修理したほうがよいと提案
している。当初の耐震補強工事から大幅に計画が修正された現状
を考えると、通常の耐震補強工事よりも難易度が高いことが予想さ
れる今後の耐震補強工事の計画については十分に検討する必要
があると思われる。

博物館 ○
　蔵造り資料館耐震化事業は文化庁、埼玉県教育委員会及び有識者の
指導助言のもと行っており、引き続き、文化庁他専門家の意見を踏まえ
て進めていきます。

意見44

低執行率への対応について
　川越まつり会館の歳出のうち「普通旅費」と「光熱水費」は過去3
年分においても執行率が95%以下である。効果的な予算配分にす
るためにも、予算額は十分に検討する必要がある。

観光課 ○
　「普通旅費」と「光熱水費」については低執行率が続いていることから、
令和３年度は内容を精査し適正な予算額を要求しました。

意見45
設計金額の妥当性について
　複数の業務委託について【意見34】と同じ趣旨

観光課 ○
　当該業務委託については業者の見積金額や過去の契約等も踏まえ、
精査した上で積算しています。

意見46

随意契約の具体的選考理由の記載について
　山車リフト保守点検業務委託の「委託随意契約理由書［選考業
者を1 者とする理由書］」の選考理由が「地方自治法施行令第167
条の2 第1 項第2 号に該当。」「本設備の保守点検業務を行える業
者は、T のみであるため、同者との随意契約としたい。」と記載され
ているのみであるので、具体的理由の記載をすべきである。

観光課 ○
　選考理由等を精査した結果、令和3年度より3者による見積執行を行
い、契約締結をいたしました。

意見47
随意契約の選考理由の妥当性について
　警備保障業務委託について【意見35】と同じ趣旨

観光課 ○
　令和2年7月1日より3者以上による見積合わせの結果により、契約締結
しております。
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意見48

業務委託の契約内容の検討について
　展示・企画運営管理業務委託は公益社団法人小江戸川越観光
協会と業務契約を締結しており、その業務内容は7 項目記載され
ているが、実施した業務について確認したところ、「来館者アン
ケート集計・分析及び報告書」の提出はあったが、その他の業務に
ついては独自に特別なことを行ってはいない。選考業者は市の財
政援助団体ではあるが、業務契約を締結する際には、契約方法も
含め業務委託内容を十分に検討するべきである。

観光課 ○
　当該業務委託は、例年行っている委託ではなく、令和3年度以降は行
う予定はありませんが、今後このような業務契約を締結する際には内容を
十分に検討していく予定です。

意見49
随意契約の選考理由の妥当性について
　「川越まつり会館空調チラーユニット修繕」の随意契約について
【意見35】と同じ趣旨

観光課 ○

　修繕は緊急を要する場合が多いため、空調設備の保守点検を委託し
ている当該業者の見積りを参考にすることが多くなっておりました。今後
は、緊急を要さない修繕につきましては、２者以上の業者から見積書をも
らうなどの対応をしてまいります。

意見50

川越まつり会館条例施行規則との整合性について
　川越まつり会館条例施行規則第5 条に「学術上の研究等のため
の山車、資料等の撮影等をしようとする者は、川越まつり会館山車
等特別利用許可申請書を市長に提出し、その許可を受けなけれ
ばならない。」と規定されているが、過去に一度も提出されたことが
なく、そもそも撮影するのに許可は不要との回答を得た。川越まつ
り会館の運営に適した規則とするために、規則を見直すべきであ
る。

観光課 ○

　規則を再確認した結果、当該許可申請書は山車の彫刻等を学術研究
のために詳細に撮影する場合に提出するもので、現在の入館者はス
マートフォン等で撮影する場合が多く、山車等を詳細に撮影するもので
はないため当該許可申請書の提出は必要ないことを確認いたしました。
今後は、「学術上や研究等の撮影」と「観光目的の撮影」の区別をつけて
運用してまいります。

意見51

山車保管庫内のスペースの確保について
　山車保管庫内を確認したところ、1 区画は観光課の川越まつり関
連の物置となっており、他の区画にも川越まつり会館の運用上の
書類等が積まれているのが散見された。書類等の保管場所は別
途確保する必要がある。

観光課 ○
　山車保管庫内にある書類等を整理し、適切な文書管理に努めてまいり
ます。
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意見52

川越市産業観光館から受け取る納付金について
　川越市産業観光館の管理に関する協定書によれば、指定管理
業者から毎年最低200 万円の納付金（利益が生ずるとプラスα に
ついて協議）を受け取ることとなっている。しかし、現在まで、市は
年間200 万円以上の納付金は受け取ったことがない。指定管理業
務の収支は、減価償却費を考慮すると、資金は問題なく留保され
ているはずであり、納付金の金額が200 万円を超えても十分支払
える状況にあると考えられる。市は、受け取れるはずの納付金を受
け取れていないと考えられるため、厳格な収支管理を指導していく
必要がある。

産業振興課 ○

　収支が黒字転換した平成26年度以降については、指定管理者による
施設整備時の借入金の残債等があったため、利益が生じているとは言え
ないと判断しました。そのため、指定管理者と協議の上、納付金額を200
万円としたものであり、収支管理は適正に行われております。

意見53

川越市産業観光館事業に係る運営協力委託費の管理について
　指定管理業務の中の支払いで一番多額の運営協力委託費につ
いては、指定管理者が協力会社に支払っている委託料なのでそ
の内容について市は詳しく把握をしていない、とのことであっため、
(株)まちづくり川越と協力会社との「運営協力委託契約書」を確認
したところ、月額運営協力委託料の計算式の割合が黒塗りされて
いた。このことは、運営協力委託費について正しい報告がなされて
いるかどうかの裏付けが取れないということであり、契約に基づき正
しく妥当な金額が支払われているか市が確認できていないというこ
とである。市は、指定管理業務の支払いの状況を適切に管理して
いく必要がある。

産業振興課 ○

  運営協力委託契約書は、指定管理者が運営協力委託先との関係を考
慮して、一部黒塗りの上市に提出したものであり、内容については口頭
で報告を受けていたため把握しておりました。また、運営協力委託費は、
指定管理者から提出された支払明細書等の証拠書類と契約書の計算式
を突合し、適正に執行されたものであることを確認しております。

意見54

固定資産に係る処理の妥当性を検証できる仕組みの構築が必
要
　川越市産業観光館の固定資産計上漏れが発生した原因の一つ
に、担当課での知識不足等による判断誤りが考えられる。まずは、
各課での固定資産計上の判断に誤りが生じぬよう対応が必要であ
る。加えて、各課において誤りが生じた場合に、それを発見し是正
できる仕組み（例えば、管財課において外部のアドバイザリーを用
い、判断に迷う案件に対応する体制や、市で行う工事関係の書類
と固定資産計上を全庁的に検証するなどの仕組み）の構築が必要
である。

管財課 ○

　各課での固定資産計上の判断に誤りが生じぬよう、財産管理主任を対
象に実施している研修の内容の充実を図ります。
　判断に迷う案件については、平成２７年度に実施した固定資産台帳作
成支援業務委託で受託者である「あずさ監査法人」が作成した「川越市
固定資産台帳の更新のための作業手順書」を基に管財課が関係書類を
確認し、判断誤りが生じぬよう対応してまいります。また、出納閉鎖後に
全庁の支出を精査し、計上漏れが無いよう取り組みます。
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意見55

美術館受付・看視業務委託の入札を制限する条件について
　美術館受付・看視業務委託において、入札参加に国または地方
公共団体が設置する美術館を相手とした看視業務について実績
があるという条件が付されている。しかし、埼玉県の他館の状況を
見てもこうした条件は付されていないことから、必須の条件であると
は考えられない。受注者が開館以来15 年以上本業務を受託して
いることを考えると、一般競争入札を前提とするのであれば、競争
を阻害する条件を付すべきではない。

美術館 ○
　当該業務委託につきましては、業務品質の確保を目的として国等の公
立美術館での業務実績があることを入札参加条件としておりますが、今
後の入札では、この条件を付さないこととしました。

意見56

中途終了した特別展の費用負担の交渉について
　特別展「平山郁夫展―シルクロードとガンダーラ美術―」におい
ては、新型コロナウイルス感染症の影響により美術館が閉館したた
め、途中で開催が終了している。しかし、途中終了後の費用負担
等については、交渉を行っていないため、最低限委託先との話し
合いをすべきである。

美術館 ○

　新型コロナウイルス感染症の影響で、当該業務委託に関係する特別展
の公開は会期途中で終了となりましたが、委託業務の実施内容に変更
はありませんでした。そのため、委託料の変更に関する協議等は行いま
せんでしたが、今後、同様の事態となった場合は、受託者と協議等を行
うこととしました。

意見57

美術館が所有する特別展の有料カタログの在庫管理について
　特別展の開催時に作成し販売している図録などの在庫管理は行
われていないとのことであった。年1 度くらいは棚卸を行って在庫
管理を行うべきである。

美術館 ○ 　令和2年度に図録の在庫確認を行い、図録管理簿を作成しました。

意見58

川越駅西口市有地利活用事業推進支援業務委託の業者選定方
法について
　川越駅西口市有地利活用事業推進支援業務委託は、地方自治
法施行令第167 条の2 第1 項第2 号に該当するとし、同一業者と
の随意契約かつ継続契約となっている。しかし、平成28 年度の当
初契約の業者選考は公募型プロポーザルにより3 者からの企画提
案があり、「川越市委託事務執行の適正化に関する要綱」では、継
続契約の条件を限定している。この問題が生ずるのは、毎年同一
業者とその都度契約していることに原因がある。平成28年度の契
約の際に複数年契約を締結する方向性で検討することも必要で
あったと考える。

川越駅西口まちづ
くり推進室

○
　川越市委託事務執行の適正化に関する要綱における継続契約の条件
等も踏まえ、今後同様の案件においては複数年契約の締結などについ
て検討することとしました。
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意見59

川越市民サービスステーションの賃料設計について
　川越市民サービスステーションの賃料及び共益費（年額）の金額
につき借地料（年額）を上限とする設計とした理由については川越
市の収支を赤字にしないという考えが前提としてあった。具体的に
は、なるべくフロアをデッキに近く利便性の高い2 階に近づけるとと
もに、収支で赤字を出したくないという検討結果で3 階に落ち着い
たとのことであった。しかしながら、立地的に利便性の高い場所に
存在するということを考慮すると、行政フロアを４階以上にして収支
を黒字にする余地があったのではないかと考える。

川越駅西口まちづ
くり推進室

○
　行政フロアを3階に設定したのは行政機能の利便性やにぎわい創出、
財政負担面の効果等を総合的に勘案したものです。

意見60

川越駅西口歩行者用デッキ延伸工事に伴う工事監理業務委託
の業者選定について
　川越駅西口歩行者用デッキ延伸工事に伴う工事監理業務委託
が、地方自治法施行令第167 条の2 第1 項第2 号に該当するとし
て1 者随意契約としたのは、「設計意図を適正かつ確実に監理業
務に反映する必要があり」、「経緯に精通し設計内容を熟知してい
る」等を理由としている。しかし、設計と工事監理は別の業務であ
り、しかも設計図書を理解して工事監理業務を行う業者は多く存在
するため、本件業務が受注者のみにしか実施しえない業務とは解
しにくく、入札等を行うことが可能であったと考えられる。川越市契
約規則では見積書1者徴収とすることが認められる例外を列挙して
いるので、事務執行に当たっては、これを十分参考にして業者選
定方法の検討を行うことが必要であると考える。

川越駅西口まちづ
くり推進室

○
　今後、同様の案件においては、業者選定方法の検討を行った上で、契
約事務を執行することとしました。

意見61

管財課主導により土地賃貸借契約に係る賃借料の承認手続を
ルール化すべき
　川越市の土地賃借料に係る統一的な方針については、管財課
が全庁に「土地賃借料及び行政財産使用料の算定方針」の通知
を行っているが、これは、あくまでもガイドラインとして通知している
ものである。しかしながら、市の方針に基づかない算定方法により
算定を行うことは、市として統一性を欠くことにもなる。そのため、市
の方針に基づかない土地賃借料の算定を行う場合や他者との共
同契約の土地に係る賃借料を算定する場合には、算定調書にそ
の理由等を所管課が記載し、管財課に合議を求めるなど確認体
制について検討すべきと考える。

管財課 ○

　賃料算定において土地賃貸借料算定調書に基づかない場合は、決裁
において、算定調書に基づかない理由を明記のうえ、管財課長の合議
を受けるものとしました。またその内容を、令和３年３月５日付川管発第４
６１号により全庁への周知を実施しております。
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意見62

川越市文化芸術振興施設ホールコンサルタント業務委託業者の
財務モニタリングについて
　川越市文化芸術振興施設ホールコンサルタント業務委託は、同
一業者との随意契約かつ継続契約となっている。本業務の委託業
者への依存度が相当高い状況であり、その業者の営業の継続性
（財務安全性）が本業務執行の重要な要素となる。そのため、財務
モニタリングを定期的に行える条件を契約書に明文化するなど、
契約上の工夫ができるかどうかの検討も必要であると考える。

文化芸術振興課 ○

　委託業者についての直近５年分（Ｒ１～Ｈ２７）の決算書を提出してもら
い、財務状況の安全性を確認するとともに、今後も委託業者の営業継続
性について確認できるよう、契約書に財務モニタリングが可能となる文言
を記載の上、契約を締結しました。

意見63

川越市文化芸術振興・市民活動拠点施設の指定管理料の「剰余
金」についての還元手続の不備について
　川越市文化芸術振興・市民活動拠点施設の指定管理料につい
て、剰余金が生じたときはその50％を当該年度及び翌年度の事業
実施において還元することとし、その方法については、川越市と協
議するものとされている。過去3 年間については、平成29 年度、平
成30 年度に剰余金が生じているが、そのうち一部のみが還元さ
れ、大部分は未還元となっている。協定書に則り、適正な事務手
続きを行うよう指導すべきである。なお、当事者間の正当な合意が
あるのであれば、要還元額を翌々年度以降に繰り越すことも検討
し、年度協定書の記載について、要還元額を翌々年度以降に繰り
越すことが可能とする文言に変更することも一案であると考える。

文化芸術振興課 ○

　年度協定書に則り、適正な事務手続きを行うよう指定管理者に指導し
ました。
　また、これまで未還元になっていた剰余金について、繰り越して還元で
きるよう指定管理者と合意文書を取り交わすとともに、今後発生する剰余
金についても翌年度以降に繰り越して還元できるよう年度協定書の文言
を見直し、指定管理者と年度協定書を取り交わしました。

意見64

「コンベンション誘致の推進」の進捗管理を正確に行うべき
　「コンベンション誘致の推進」は、第二次川越市観光振興計画に
おいて戦略的重点施策とされている。令和元年度第二次川越市
観光振興計画進捗状況では、進捗管理のための指標を「庁内検
討会議数（回）」としており、令和2 年度までの目標値を「5 回」と
し、進捗率60.0％、内部的評価であるところの進捗状況評価は「C」
と記載されている。しかし、実際には進捗率80.0％、評価は「B」で
あった。進捗状況評価の伝達誤りは、誤った進捗管理を誘発する
可能性がある。今後は伝達誤りが起こらないよう、部署内で一層の
チェックを行うべきである。

広報室 ○
　今後は伝達誤りが起こらないよう、複数人によるチェックを行い、室内で
のチェック体制の強化を図りました。
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意見65

コンベンション誘致の具体的な施策の早期プランニングを行うべ
き
　平成30 年11 月15 日に開催された庁内検討会議で、コンベン
ション誘致の具体的な施策を早期に行い、関係課会議で内容の
検討を進めるとの合意を得ていながら、現時点まで2 年間もの間、
施策案の具体化がない状況である。市民目線から考えれば、早期
に具体的な施策をプランニングすべきである。

広報室 ○

　今後のコロナ禍の感染状況にもよりますが、コンベンション開催による経済
効果が期待できるため、令和3年度にコンベンション誘致の実施主体と位置
付けられているDMO川越と協議し、コンベンションに関連する施設を洗出
し、リスト作成を行うこととしました。
　今後もDMO川越と情報共有、協議を進め、関係機関との連繋を図り、リスト
作成を行いながら、施策についても検討してまいります。

意見66

「コンベンション誘致の推進」の目標値の再検討も必要
　「地域経済の活性化」と「交流・活動の機会の増加」という、本施
策の目的を考慮すると、目標値を「庁内検討会議数5 回」と定めて
進捗管理を行うことに違和感がある。内容的に「イベントの回数」や
「入込客数」といった対外的な目標値にすることが困難であっても、
目的への達成度合いが分かるような指標を設定することが必要で
あり、決して会議数のような内部的な定量的達成率に満足すること
のないように律するのが望ましいものと考える。

広報室 ○

　コロナ禍において、現時点でコンベンションの誘致における具体的な目
標値を定めることは困難なことから、令和4年度に策定した「川越市広報
戦略」の戦略事業の中でコンベンション誘致を位置づけ、3ヶ年の年次目
標を定め、コンベンション誘致や開催支援策の実施に向けて取り組むこ
ととしました。

意見67

川越駅東口駅前広場（ペデストリアンデッキ）改修工事に係る入
札資料を整理しておくべき
　川越駅東口駅前広場（ペデストリアンデッキ）改修工事において
は、JV が採用されている。1 回目の入札は不調、2 回目の入札も1
共同企業体のみであったが、両方の入札で一部資料による確認
ができなかった。JV による業者の選定は、金額も大きく、選定過程
も通常とは異なることから、そのプロセスは非常に重要な部分であ
ると考えられるため、1 回目での不調から2 回目での落札に至る過
程について資料を作成し保存しておくべきである。

道路環境整備課 ○

　1回目の不調から2回目の落札に至る過程について資料をまとめまし
た。
　今後、本件同様の案件が発生した際には、同様の措置をしてまいりま
す。
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意見68

１者入札に対してはその原因の分析と公平性を担保する対策も
必要
　脇田歩道橋耐震補強工事（下部工）、脇田歩道橋耐震補強工事
（上部工）ともに制限付き一般競争入札になっているが、入札に応
じた会社は1 者だけとなっている。インターネットによる入札なので
システム的には競争性が機能していると言えるが、2 回入札が不
調に終わっており、2 回目の不調の時には対象業者を市内から県
内に広げるといった対策も取られていた。1 者入札が頻繁に生ず
るのであれば、なぜ入札に応じる業者が少ないのかの原因を探り、
入札参加条件を見直す等の対策をとる必要がある。

道路街路課 ○

　本件においては、継続費事業として発注時期を調整し、不調後の業者
ヒアリングを参考にして対象業者の拡大及び設計の見直しを行いました
が、結果として応札業者が１者となりました。今後、本件のように応札業者
が限られると予想される工事案件においては、更なる調査・検討を実施
してまいります。

意見69

JR西川越駅に対して内方線付き点状ブロックの設置について再
度要望すべき
　JR 西川越駅の内方線付き点状ブロックの設置については、1 日
の平均利用者数3,000 人以上の駅という国の基準に接近している
状況である。西川越駅は、視覚障害者が利用する可能性を勘案
すべきと考える。川越市はJR 川越線整備促進協議会を通じて平
成28 年度まではJR 東日本に対して設置を要望してきたが、以降
は具体的な要望が見られない。川越市は内方線付き点状ブロック
整備等のバリアフリーについて、鉄道事業者へ再度要望すべきと
考える。

交通政策課 ○
　令和4年1月27日に実施しましたJR川越線整備促進協議会要望におい
て、JR西川越駅への内方線付き点状ブロックの設置について要望しまし
た。

意見70

「川越シャトル」の運行経費と運行収入の正確性の検証手続きに
ついて
　川越市市内循環バス「川越シャトル」事業では、運行経費から運
行収入を控除した損失金に対して多額の補助金を交付している。
補助金算定の基礎数値となるバス会社各社の運行経費と運行収
入の正確性の検証手続きについては、ヒアリングを実施している
が、今後は、運送経費の正確性の検証について、国土交通省が
公表している「ブロック別実車走行キロ当たりの収入・原価」との比
較確認を行う方針であり、これについては比較検証の過程・結果を
文書化すべきと考える。

交通政策課 ○

　令和２年度における市内循環バス「川越シャトル」の補助金の交付決定
にあたり、バス事業者各社の運送経費と国土交通省が公表している「ブ
ロック別実車走行キロ当たりの収入・原価」を比べて、大きなかい離がな
いことを確認しており、その結果について文書化しました。
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意見71

「川越シャトル」の実施バス事業者に対して実地調査を行うべき
　「川越シャトル」事業については、補助金額が多額である割には
所管課のモニタリングが手薄であると考える。補助金額を考慮する
と実地調査による基礎資料の直接的な確認など、現状よりも踏み
込んだモニタリングが望まれる。しかし、川越市とバス事業者との協
定書には実地調査に関する記載が無く、運行状況の報告の記載
があるのみである。そのため、バス事業者との協定書を見直して、
川越市の実地調査が可能となる旨の文言を明示すべきと考える。

交通政策課 ○
　令和4年4月1日に締結した協定書では、実地調査が可能となる規定と
しました。

意見72

無料乗車証の更新の周知方法について高齢者がわかり易い工
夫を
　90 歳以上の無料乗車証の更新の周知方法については、70
歳以上90 歳未満の特別乗車証にその旨記載されているが、
その文字のサイズが表面の記載文字の中で最も小さい記載に
なっている。90 歳前後の高齢者でも気づきやすいように文
字のサイズを大きくし、併せて、文字の色を変える、太字に
する等目立たせる工夫についても知恵を絞っていただきたい
と考える。

高齢者いきがい課 ○

　令和４年度末に特別乗車証の有効期限となるため更新を行う予定であ
り、特別乗車証の書式も変更となります。
　シャトルバスに係る部署と連携し、利用者様にわかりやすい記載方法を
検討することとしました。

意見73

川越市から転出の高齢者に対する特別乗車証の返却手続につ
いて
　特別乗車証の対象者は前提として市内在住者とされている。そ
のため、転出等により市内在住者でなくなった利用者に対しては、
市民課から発送される案内文により特別乗車証の返却又は廃棄を
促している状況である。川越市は特別乗車証が一種の金券である
という意識をもって、返却又は廃棄を促すレベルではなく、転出等
の行政手続の中で実際に返却させる対応をとるべきと考える。

高齢者いきがい課 ○

　転出や死亡の手続きの際に市民課から発行される「手続きについての
ご案内」に、シャトルバスの特別乗車証の返却を促す旨の文言を追加す
ることとしました。
　また、令和３年度から市民課より死亡手続きの際に発行されている「お
くやみハンドブック」で、特別乗車証の返却を掲載しております。
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意見74

川越市内循環バス事業の利用実態調査と利用者アンケート調査
の繰り越しについて
　令和元年度の川越市総合計画実施計画の「市内循環バス運行」
においては、利用実態調査と利用者アンケート調査はともに令和2
年度に実施される計画になっている。しかし過去の川越市総合計
画実施計画を見ると、毎年、2 年次目に実施するとして実施を先送
りしているようにも見える。この点、川越シャトルの路線の見直し、
川越市デマンド型交通かわまるの運行開始があり、その後に両調
査を行う予定であったため、スケジュールをずらしていたとのことで
あるので、路線の見直し等が終わったタイミングでもあり、また前回
の調査から期間が空いているので今後は繰り越さずに両調査を遅
滞なく実施し、今後の川越市の交通政策に活かすべきと考える。

交通政策課 ○
　市内循環バス川越シャトルの利用実態調査やアンケート調査について
は、令和３年度に実施する予定です。

意見75

自転車シェアリング事業についてのアンケート調査を行うべき
　自転車シェアリング事業の有効性を高めるため、アンケート調査
が必要と考えるが、この点について所管課では、今年度運営事業
者と協力しながらアンケート調査を実施できないか検討していると
ころであるとのことであった。しかし、運営事業者から離れた形で、
未利用者も含めた無記名式のアンケート調査を行うことが望ましい
と考える。今後の本事業の更なる有効化のために正直で有用な意
見が聞けるように考える。

交通政策課 ○

　令和３年３月に運営事業者と協力し、利用者アンケートを行いました。
　運営事業者から離れた形でのアンケートについては、令和3年10月に
行った市民意識調査に、自転車シェアリングの項目を追加し、実施しまし
た。

意見76

自転車シェアリング事業の有人窓口による案内業務をもっと宣伝
すべき
　川越市自転車シェアリング事業の運営事業者は、川越市観光案
内所の運営事業者である（株）まちづくり川越に、自転車シェアリン
グ事業の有人案内の再委託を行っている。しかし、観光案内所の
外側に分かりやすい掲示等がなされていない現状においては、有
人窓口の存在を知らないまま川越市の観光を終えている観光客が
多いことであろう。利用者の増加のために、観光案内所の外側に
本事業と有人窓口の存在についての分かりやすい掲示を行うよう
に働きかけるなど、運営事業者と積極的に協議すべきである。

交通政策課 ○

　令和３年５月７日より、川越駅観光案内所前に設置されているデジタル
サイネージにて、川越市自転車シェアリング事業についての表示を行
い、その中で有人窓口についても周知を行いました。
　また、令和３年度中に川越駅東口ペデストリアンデッキに設置予定のサ
イン表示についても、同様の措置を講じます。
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措置を
講じた

検討中
措置を

講じない 理由･内容等

令和２年度「包括外部監査の結果報告書」に基づく措置状況（意見）

措置状況
意見 見出し（太字ゴシック部分）及び要旨 所属名

意見77

川越市転出者等に対する川越市デマンド型交通かわまるの利用
登録削除について
　川越市デマンド型交通かわまるの利用対象者のうち、転出等に
より川越市民ではなくなった場合の登録削除手続きについては、
利用者からの申告を受けての登録削除で行われているが現状で
ある。無資格の利用者を放置しないためにも、転出等の行政手続
の中で登録を抹消する対応をとるべきと考える。

交通政策課 ○

　転出や死亡等により市民ではなくなった場合の登録削除については、
令和２年度末に職権で削除を行いました。
　今後についても、一定期間ごとに転出の有無等を確認し、職権で削除
をしていきます。

意見78

川越市デマンド型交通の登録変更の周知方法について利用者に
とってわかり易い工夫を
　川越市デマンド型交通かわまるのサービスは70歳になったら利
用者が登録変更を行うことで利用料金が300 円に減額される。しか
し利用者からの申請が必要である。この申請の周知については、
登録カードの裏面に70 歳になった時の再申請についての記載が
見られるところであるが、文字が小さいことや、利用者が果たして裏
面をどの程度の頻度で見るかを考えると、何らかの改善（カードの
表面にも目立つように記載する等）を行うべきである。

交通政策課 ○

　70歳に到達する方の利用料金の変更について、申請によらず自動的
に更新できるように検討しましたが、現状では困難との結果に至りまし
た。そのため、再申請の必要があることを目立たせるための改善等を行
いました。

意見79

デマンド型交通の運行に伴うデマンドシステムの賃借契約につい
て
　川越市はデマンドシステムを含む物件の賃貸借契約を2 者競合
の随意契約により行っている。デマンドシステムを賃貸借により提
供できる事業者が2 者しかない状況であるため入札ではなく随意
契約となった。契約形態を賃貸借に絞った理由は過去の実証実
験の際の利用者が多くなかったことから、後々の廃止の可能性を
考えて経済的損失が大きくなる購入を選択しないという慎重な判
断をしたとのことである。しかし、この判断過程が文書化されていな
い。当該判断は本契約を本来原則である入札によらないとする重
要な意思決定であるため、事務執行上は業者選考書等において
適切に文書化すべきと考える。

交通政策課 ○
　当該随意契約については、契約担当課にも確認し、決裁を経たうえで
執行しましたが、今後は、契約形態の判断過程等も含め、適切に文書化
していきます。
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