横浜市委託業務監督事務取扱規程
制

定

平成 30 年11月22日達第16号

横浜市委託業務監督事務取扱規程を次のように定める。
横浜市委託業務監督事務取扱規程
（趣旨）
第１条 横浜市が発注する委託業務（設計業務、測量業務及び地質調査業務の委託を除く。以下同
じ。）の監督事務の取扱いについては、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
（用語の意義）
第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 委託業務担当局 委 託業務を発注する区局をいう。
(2) 委託業務担当局長 委託 業務担当局の長をいう。
(3) 委託業務担当部長 委託業務担 当局において委託業務を監 督する部の長及びこれに準ず
る 職に ある者 をい う。
(4) 監督員 横浜市契約規則 （昭和39年３月横浜市規則第59号。以下「契約規則」とい
う。）第55条第１項の規定による監督職員等をいう。
２ 前 項に定 める ものの ほか 、この 規程 におけ る用 語の意 義は 、契約 規則 の例に よる 。
（ 市長 が別に 定め る役務 の提 供に係 る契 約）
第 ３条 契約 規則 第 103条 の５ にお いて 、契約 規則 第 5 5条 第１ 項を読 み替 えた市 長が 別に定 め
る 役務 の提供 に係 る契約 とは 、契約 の性 質上、 契約 の履行 の完 了前に 監督 職員等 によ る監督
を しな ければ 契約 の適正 な履 行を確 保で きない おそ れがあ ると 認めら れる 契約を いう 。
（ 監督 員の一 般的 職務等 ）
第 ４条 前条 に定 める契 約に は、監 督員 として 、委 託業務 担当 局に総 括監 督員、 主任 監督員 及
び 担当 監督員 を置 く。
２ 総 括監督 員は 、委託 業務 を監督 する 課の長 又は これに 準ず る職に ある 者をも って 充て、 次
の 職務 を掌る 。
(1) 契約の履行についての契約の相 手方に対する指示、承諾及び協議 (以下「指示等」とい
う 。 )に 関す るこ と (重 要な ものに 限る 。 )。
(2) 関連する複数の委託業務に係る 工程等の調整に関すること(重要なものに限る。)。
(3) 主任監督員及び担当監督員に対 する指揮監督に関すること。
３ 主 任監督 員は 、委託 業務 を監督 する 係の長 又は これに 準ず る職に ある 者をも って 充て、 次
の 職務 を掌る 。
(1) 契約の履行についての契約の相 手方に対する指示等に関すること (前項第１号及び次項第
１ 号に 該当す るも のを除 く。 )。
(2) 関連する複数の委託業務に係る 工程等の調整に関すること(前項第２号及び次項第２号に
該 当す るもの を除 く。)。
(3) 担当監督員に対する指揮 監督に関すること。
４ 担 当監督 員は 、委託 業務 担当局 にお いて委 託業 務担当 部長 の任命 する 職員又 は地 方自治 法
施 行令 （昭和 22年政 令第 16号） 第167条 の 1 5第 ４項 の規定 によ り市長 から 監督の 委託 を受け
た 者を もって 充て 、次の 職務 を掌る 。
(1) 契約の履行についての契約の相 手方に対する指示等に関すること (軽易なものに限る。)
。
(2) 関連する複数の委託業務に係る 工程等の調整に関すること(軽易なものに限る。)。
(3) 設計図書に基づく工程の 管理、立会い、契約の履行状 況の検査に関すること。
５ 総 括監督 員は 、監督 員と しての 職務 のほか 、主 任監督 員及 び担当 監督 員の監 督事 務の遂 行
に つい て調整 を図 り、必 要に 応じて 監督 員を代 表す る。
６ 第 １項の 規定 にかか わら ず、委 託業 務担当 部長 が必要 がな いと認 める ときは 、主 任監督 員
又 は担 当監督 員の いずれ か１ 人を置 かな いこと がで きる。 この 場合に おい て、主 任監 督員を
置 かな いとき の総 括監督 員は 主任監 督員 の職務 を、 担当監 督員 を置か ない ときの 主任 監督員
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は 担当 監督員 の職 務をそ れぞ れ掌る もの として 、こ の規程 の規 定を適 用す る。
７ 第 ２項の 規定 にかか わら ず、委 託業 務担当 部長 が特別 の必 要があ ると 認める とき は、自 ら
を 総括 監督員 とす ること がで きる。
８ 第 ４項の 規定 にかか わら ず、担 当監 督員に つい ては、 横浜 市の一 般職 職員で あっ た者で あ
っ て、 地方公 務員 法 (昭 和 2 5年 法律 第 2 6 1号 )第 2 8 条の 4及 び第 2 8 条の 5 の規 定に 基づ いて採 用
さ れ、 その任 期を 満了し た後 、引き 続き 同法第 3条第 3 項第 3号に 定め る非 常勤の 嘱託 員とし
て 雇用 されて いる もので 、こ の規程 によ る委託 業務 担当局 の監 督員の 経験 を有す るも のをも
っ て充 てるこ とが できる 。
（ 監督 員の任 命）
第 ５条 委託 業務 担当局 の監 督員は 、委 託業務 担当 部長が 任命 する。
２ 前 項の規 定に よる監 督員 の任命 は、 書面に より 行う。 監督 員を変 更す る場合 も、 同様と す
る。
３ 委 託業務 担当 部長は 、第 １項の 規定 により 監督 員を任 命し たとき は、 書面を もっ て、そ の
旨 を契 約の相 手方 に通知 しな ければ なら ない。
４ 委 託業務 担当 部長は 、１ の委託 業務 につい て主 任監督 員又 は担当 監督 員をそ れぞ れ２人 以
上 任命 し、監 督事 務を分 担さ せる場 合に は、そ の分 担させ る内 容を定 めな ければ なら ない。
（ 履行 の管理 の状 況の報 告）
第 ６条 担当 監督 員は、 必要 に応じ 、契 約の履 行の 管理の 状況 につい て、 主任監 督員 に報告 し
な けれ ばなら ない 。
２ 主 任監督 員は 、前項 の報 告があ った ときは 、速 やかに 、そ の旨を 総括 監督員 に報 告しな け
れ ばな らない 。
（委託業務の促進）
第７条 担当監督員は、必要に応じて委託業務の進ちょく状況を工程表と照合し、委託業務の促進につ
いて契約の相手方に必要な指示をしなければならない。
２ 担当監督員は、委託業務が遅延するおそれがあると認めたときは、主任監督員に報告するととも
に、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。
３ 担当監督員は、天災その他事故によって委託業務の進ちょくが妨げられたときは、主任監督員に報
告し、その指示を受けなければならない。
４ 主任監督員は、第２項の報告があったとき、又は前項の指示をしたときは、速やかに、その旨を総
括監督員に報告しなければならない。
（臨機の措置）
第８条 担当監督員は、災害の防止その他契約の履行上緊急やむを得ず臨機の措置をとらせる必要があ
ると認めたときは、主任監督員に報告してその指示を受け、契約の相手方にその措置について指示を
しなければならない。ただし、急迫の事情がある場合でそのいとまがないときは、自らの判断で指示
し、直ちにそのてんまつを主任監督員に報告しなければならない。
２ 担当監督員は、契約の相手方から災害の防止その他契約の履行上急迫の事情があると判断してとっ
た措置についてその旨通知を受けたときは、意見を付して主任監督員に報告しなければならない。
３ 主任監督員は、第１項の指示をしたとき、又は前項の報告があったときは、速やかに、その旨を総
括監督員に報告しなければならない。
（契約の履行の際の立会いその他の方法による確認等）
第９条 担当監督員は、契 約 規則に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当するときは、立会い
その他の方法によりその契約の履行を確認しなければならない。
(1) 委託業務の内容により重要な契約の履行と認められるとき。
(2) 契約の履行の全部の完了後の検査が極めて困難であり、又は検査に多額の費用を要すると認めら
れる契約の履行をするとき。
(3) 契約の履行期間と履行能力よりみてやり直しがきかないと判断したとき。
２ 担当監督員は、前項の確認を行う場合は、その旨をあらかじめ契約の相手方に指示しておかなけれ
ばならない。
３ 担当監督員は、契約の相手方が担当監督員の指示に反して第１項に規定する立会い若しくはその他
の方法による確認を受けないで履行したときは、その実状を主任監督員に報告し、その指示を受けな
ければならない。
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４

主任監督員は、前項の指示をしたときは、速やかに、その旨を総括監督員に報告しなければならな
い。
（修補の指示）
第10条 委託業務担当局の監督員は、契約の履行が設計図書に適合しないと認めるときは、契約の相手
方に対し、修補を指示しなければならない。
（設計図書に明記されない場合の措置等）
第11条 担当監督員は、契約の相手方から契約 規則第103条の５において準用する契 約 規則第67条第１
項の確認を求められたとき、又は自ら同項各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、主任監
督員に報告し、その指示を受けなければならない。ただし、その事実が軽微なものについては自らの
判断でその措置を契約の相手方に指示し、その旨を主任監督員に報告しなければならない。
(監督員による指示の方法)
第12条 監督員は、この規程に基づいて契約の相手方に対して必要な指示をするときは、書面により行
わなければならない。
(監督の記録)
第13条 監督員は、第７条から前条までの規定により行った措置、指示その他の事項を書面に記録しな
ければならない。
(監督の基準)
第14条 委託業務担当局が行う監督に必要な技術的基準については、委託業務担当局長が定めるところ
による。
(この規程の適用等)
第15条 委託業務担当局長が、あらかじめ委託業務の内容又は契約金額を考慮して認めた委託業務の監
督については、この規程に定める監督事務の一部を省略し、又は別に委託業務担当局長が定める監督
事務の方法によることができる。
附 則
(施行期日)
１ この達は、平成30年12月１日から施行する。
(経過措置)
２ この規程の施行の日前に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約で同日以後に締結さ
れるものについては、なお従前の例による。
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