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平成３０年度定期監査(第二期)結果報告に対する措置について 

 

平成３０年１１月２６日付３０足監発第１１４８号により提出された平成３０年度定期監査

(第二期)結果報告書の指摘事項に対して、下記のとおり措置を講じたので、地方自治法第１９

９条第１２項の規定に基づき通知いたします。 

 

記 

１ 指摘事項 

（１） 契約事務の執行について【学力定着推進課】 

（２） 交際費の事務処理について【学校支援課、第一中学校】 

（３） 災害共済給付金の事務処理について【平野小学校、弥生小学校】 

（４） 認証保育所等に対する補助金の適正な事務執行について【子ども施設入園課】 

（５） 私立保育園に対する補助金の適正な事務執行について【子ども施設整備課】 

 

２ 意見・要望事項 

 なし 

３ 措置内容 

  別紙のとおり 

 

 

担当 教育委員会事務局教育指導部 

                                            教育政策課教育政策 井上 内線３５１８ 



平成３０年度定期監査（第二期）結果報告・措置事項 

（１） 指 摘 事 項                                           所管課 学力定着推進課      

指 摘 事 項        措 置 内 容 等 

ア 契約事務の執行について 

学力定着推進課（以下「課」という。）では、経済的理由などによ

り塾等の学習機会の少ない生徒に対し、都立難関高校への入学機会を

開くことを目的として「足立はばたき塾」を実施している。この「足

立はばたき塾」に入塾を認められなかった生徒に対し、「足立はばた

き塾」に近い学習機会を提供することを目的とした「足立土曜塾」を

実施し、その運営を委託していた。 

委託内容として、定期講座、集中講座及び学力診断テストの実施、

学力模試の利用、使用教材の準備等があり、この事務執行について監

査したところ、次のような不適切な事務処理が行われていた。 

（ア）足立土曜塾運営委託契約書（以下「契約書」という。）には、委

託料の「支払い方法」として「各月の業務終了後、業務完了報告書

の提出に基づき検査を行い、受託事業者からの正当な請求書の受領

をもって支払うものとする。」と記載されている。しかしながら受

託事業者から提出された業務完了報告書には、学力模試の利用数、

使用教材の準備数に関しての実績が記載されておらず、検査による

適正な履行確認が行われないままその費用を請求に基づき４月実績

分として５月に支払っていた。 

（イ）契約書の単価内訳書にて、学力模試の受験費及び使用教材費を４

０人分と定めていたが、平成２９年１１月２６日（日）に実施され

た学力模試の受験人数は１２人と２８人少なかった。また、契約期

（１）事実関係 

「足立土曜塾」の契約にあたっては、総価契約であることか

ら年間の月別支出額を契約当初に定めておく必要がありました

が、実施時期が未定の学力模試の受験料は、受託事業者による

見積りと同様に、４月分に含めた経緯がありました。 

検査による適正な履行確認については、本契約が総価契約を

前提とした契約であることから、毎月の実績確認を、月ごとの

講座が適切に実施されていたかに主眼を置いて行っておりまし

た。委託料の支払いについては、講座が適切に実施されたこと

を確認した上で、あらかじめ委託事業者と定めていた月別内訳

書に基づき支出していました。 

（２）原因 

契約請求事務の段階で、事業の内容・性質から考えて総価契

約とするか単価契約とするかの判断に甘さがあったことが原因

と考えます。学力模試については、４０人を想定していながら

も、１２人しか受検しなかったことを振り返れば、単価契約と

すべきでした。 

また、本来「使用教材」は受託事業者が準備し、区が支払う

前提であったにもかかわらず、契約書で「事業の対象生徒の学

力を考慮した教材を受託事業者が指定し、委託者が必要数を準

備する。」としていたことは、契約書の記載の誤りであり、監



間における使用教材の準備数は４５冊と５冊多かった。この事実を

監査日現在まで確認しておらず、未受験者２８人分の受験費用の減

（単価３，８００円）及び５人分の使用教材費の増（単価４，００

０円×２科目）についての、受託者との協議に基づく契約変更等の

手続き及びこれに伴う委託料の見直しがなされていなかった。 

（ウ）契約書には、「使用教材」として「事業の対象生徒の学力を考慮

した教材を受託事業者が指定し、委託者が必要数を準備する。」と

記載されている。しかしながら委託者である区が教材を準備するの

ではなく受託事業者が準備し、区がその費用を支払っていた。課か

ら事情を聴取したところ、教材は受託事業者が準備し区がその費用

を支払うことで契約当初から合意しており、契約書の記載誤りであ

るとのことであった。契約書は受託事業者との合意事項を記した契

約履行の基となるものであり、その記載内容に誤りがあるのであれ

ば速やかに是正すべきところであるが、監査日現在までその記載誤

りに気付いていなかった。 

 

こうした事務処理は、地方自治法、契約事務規則、契約書に照らし

て不適切である。今後このような事務の執行がなされることがないよ

う必要な改善措置を講じられたい。 

<学力定着推進課> 

 

 

 

 

査日現在まで気付いておりませんでした。 

 

（３）対応 

平成２９年度足立土曜塾の委託契約に関し、単価内訳書は契

約額の積算の根拠として添付しており、精算を前提としたもの

ではありませんでした。受託事業者は、総価契約として適法に

成立している契約の仕様内容を履行していること、さらに契約

には精算条項を設定しておりませんでしたので、本件指摘にあ

る差額分は不当利得には該当せず、区はその請求権を有しない

ことから、差額の精算を求めることは困難であると考えます。

したがって、今後同様のことが行われないよう、今回の指摘内

容を受託事業者と共有した上で、差額の請求は見送ることとし

ます。 

また、今後については、「足立はばたき塾」等の類似の委託

事業においても、次年度以降の契約にあたっては、契約内容と

委託料の支払い額に齟齬のないよう、仕様条件について慎重に

精査していきます。 

（４）再発防止策 

契約書の記載に誤りを発生させないよう、契約書作成の際は

担当者だけでなく、担当者以外の職員によるダブルチェックを

徹底します。また、委託事業内容を踏まえて、契約書への精算

条項の記載、契約形態を単価契約にするなど、受託事業者と協

議のうえ、契約実態に合わせた契約方法を検討してまいりま

す。 



(1) 指 摘 事 項                                           所管課 学校支援課、第一中学校 

指 摘 事 項        措 置 内 容 等 

イ 交際費の事務処理について 

  小中学校では、交際費を資金前渡で四半期ごとに受領、支払、精算

を行っている。第一中学校を監査したところ以下のような事務処理が

行われていた。 

 現金出納簿において、平成２９年６月１６日にＰＴＡ歓送迎会の会

費として１万円の出金の記帳がされていたが、平成３０年３月７日に

取消しとして１万円を戻した記帳があった。この記帳について第一中

学校の事務職員から事情聴取をしたところ、第二四半期（支払期間平

成２９年６月１５日から平成２９年９月２０日）の精算の際に支払証

明書を学校支援課へ提出すべきところもれてしまい、精算していない

ことに気づいたのは平成３０年３月であったことが確認された。精算

がもれてしまったことについて学校支援課に相談したが、支払期間を

過ぎたものは精算できないと回答を得たため、取消しと記帳したとの

ことであった。 

支払期間が過ぎたものの精算は本来できないが、精算もれが判明し

た時点で、学校支援課はその処理方法について関係部署等に相談し検

討した上で、第一中学校に対して指示すべきである。 

今後このような事務処理がなされることのないよう必要な改善策を

講じられたい。 

<学校支援課、第一中学校> 

１ 事実関係及び原因 

＜学 校＞ 

当該校の事務職員は、校長及び副校長から平成２９年６月 

１６日（金）に支出した会費（交際費）の領収書を週明けの月

曜日（１９日）に受領し、支払いの事実を確認して現金出納簿

に記入しましたが、規定の第２四半期の前渡金精算期限（９月

２０日）までの精算手続きを失念してしまいました。 

さらに、第３四半期以降の前渡金精算処理にあたり、既に本

件は精算済みと思い込み、精算書に記載する繰越金額と現金出

納簿の残額を照合することなく処理していたため、精算漏れに

気づきませんでした。 

その後、年度末になり、交際費全体の実績を精査する中で、

本件が精算されていないことに気づき、学校支援課に相談しま

した。 

 

＜学校支援課＞ 

当課では、四半期ごとの前渡金精算の際、学校が当課に提出

する支払証明書と、学校ごとにホームページ掲載する交際費デ

ータとの照合を行っていますが、係員１名のみのチェックであ

ったため、本件について見落としてしまい、精算漏れに気づく

ことができませんでした。 



また、年度末に学校から相談を受けた際の認識としては、

「前渡金は支出した月日が属する精算可能期間以外の精算はで

きない」と思い込んでおり、会計管理室等に善後策についての

助言を受けることなく、学校に対して精算できない旨、回答し

てしまいました。 

 

２ 是正措置 

   本件交際費（@5,000×2 名分）については、監査指摘を受

け、遡及支出について組織で意思決定し、平成３０年度予算

で当該校長及び副校長に対して支払い済みです。 

   再発防止策については、下記のとおり、学校及び学校支援

課共に徹底することを周知済みです。 

 

３ 再発防止策 

 ＜学 校＞ 

交際費の精算については、校長、副校長及び事務職員の３者

で、現金出納簿と通帳及び現金合計金額とを突合、確認して、

精算漏れのないよう、適切な事務処理を行います。そのため、

今後の精算書類提出時には、現金出納簿の写しと保管現金額を

通帳の写しに記載したものを添付書類として提出させます。 

   今回の監査指摘を校長会、副校長連絡会及び学校事務職員

連絡会において、実例を示して、再発防止を徹底させまし

た。 

また、全事務職員を対象とした前渡金の執行管理について

の実務説明会を第３四半期精算前（平成３０年１２月１１



日）に開催し、改めて再発防止策の徹底を図りました。 

さらに、事務職員向けの情報ツールとして学校支援課が毎

月発行している『学校支援課かわら版』にも掲載し、本事例

を繰り返し共有していきます。 

 

 ＜学校支援課＞ 

当課においては、学校から徴することとした挙証資料に基

づき、新たに作成した学校支援課用チェックリストにより、

担当者以外の職員とのダブルチェックに係長チェックも加え

たトリプルチェックで精算漏れの根絶に努めます。 

なお、抜本的な事務改善策として、足立区会計事務規則第

８２条第４項を改正して次年度以降は精算回数を減らすこ

と、及び現在手書きで処理している現金出納簿をエクセルに

よるデータ管理に変更することの２点を会計管理者に要請し

ました。現在、会計管理室において検討に着手しており、こ

れによりミス発生のリスクゼロを目指します。 

また、全ての事務処理に柔軟な対応ができるよう、職員の

職務知識向上に努め、習得した知識、情報については、係ミ

ーティングの場を活用して、全職員で共有します。 

 



（１） 指 摘 事 項                                      所管課  平野小学校、弥生小学校、学務課  

指 摘 事 項        措 置 内 容 等 

ウ 災害共済給付金の事務処理について 

小中学校では、学校管理下における児童生徒の災害（負傷、疾病

等）に対して、独立行政法人日本スポーツ振興センター（以下「セン

ター」という。）との契約に基づき、児童生徒の保護者に対して災害

共済給付（医療費、見舞金等）を行っている。 

災害共済給付金（以下「給付金」という。）は、センターから学務

課を経由して、学校が所有する金融機関口座（以下「学校口座」とい

う。）に振込まれ、その後学校から保護者に支払うことになってい

る。 

ところで、平野小学校では以下３件の不適切な給付金の事務処理が

行われていた。 

 

（ア）平成２９年２月分の災害共済給付について 

保護者からの申請受理日  平成２９年３月２日 

学校から学務課への送付日 平成２９年３月２日 

学校口座への入金日    平成２９年５月１７日 

保護者口座への振込日   平成３０年８月３１日 

（イ）平成２９年３月分の災害共済給付について 

保護者からの申請受理日  平成２９年３月８日 

学校から学務課への送付日 平成２９年３月９日 

学校口座への入金日    平成２９年６月１４日 

保護者口座への振込日   平成３０年１月２４日 

（ウ）平成２９年５月分の災害共済給付について 

監査指摘事項を踏まえ、学務課が当該校に実地調査を行い、指摘

後は適正に事務処理が行われていることを確認しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○平野小学校 

 

１ 事実関係及び原因 

（１）災害報告書等発送台帳（以下「台帳」という）や医療費支払

通知書、給付金が振り込まれる学校口座について、養護教諭の

確認が不十分でした。 

（２）給付金の事務処理が適切に行われているかについて、校長・

副校長の確認が不十分でした。 

（３）養護教諭が産休・育休等により３年間に渡り毎年交替し、保

護者への支払いが完了していない申請について、引継ぎが不十

分でした。 

２ 是正措置・再発防止策 

（１）学務課から給付金の支給決定についての通知が届いたら、副



保護者からの申請受理日  平成２９年１２月１２日 

学校でのシステム入力日  平成３０年１月１６日 

申請不備の通知日     平成３０年３月８日 

学校でのシステム再入力日 平成３０年３月１５日 

学校口座への入金日    平成３０年５月２５日 

保護者口座への振込日   平成３０年８月３１日 

<平野小学校> 

 

 

また、弥生小学校では以下４件の不適切な給付金の事務処理が行わ

れていた。 

 

（ア）平成２８年１１月分の災害共済給付について 

保護者からの申請受理日  平成２９年３月２１日 

学校でのシステム入力日  平成２９年３月３０日 

学校口座への入金日    平成２９年６月２６日 

保護者口座への振込日   平成３０年１月１６日 

（イ）平成２８年１２月分の災害共済給付について 

保護者からの申請受理日  平成２９年１月１１日 

学校でのシステム入力日  平成２９年１月１３日 

学校口座への入金日    平成２９年３月２７日 

保護者口座への振込日   平成３０年２月５日 

（ウ）平成２９年１月分の災害共済給付について 

保護者からの申請受理日  平成２９年３月２５日 

学校でのシステム入力日  平成２９年３月３０日 

学校口座への入金日    平成２９年６月２６日 

校長が養護教諭に通知を必ず供覧し、養護教諭がセンターから

の医療費支払通知書や学校口座への入金を確認し、速やかに保

護者へ支払います。 

（２）校長が、毎月末に、給付金の保護者への支払い状況や学校口

座の残高について、養護教諭に報告させ、確認します。 

（３）養護教諭が替わるときには、保護者への支払いが済んでいな

い申請について引継書を作成のうえ確実に引き継ぎ、校長が確

認します。 

＜平野小学校＞ 

 

○弥生小学校 

 

１ 事実関係及び原因 

（１）台帳や医療費支払通知書、給付金が振り込まれる学校口座に

ついて、養護教諭の確認が不十分でした。 

（２）給付金の事務処理が適切に行われているかについて、校長・

副校長の確認が不十分でした。 

 

２ 是正措置・再発防止策 

（１） 学務課から給付金の支給決定についての通知が届いたら、

副校長が養護教諭に通知を必ず供覧し、養護教諭がセンター

からの医療費支払通知書や学校口座への入金を確認し、速や

かに保護者へ支払います。 

（２）校長が、毎月末に、給付金の保護者への支払い状況や学校口

座の残高について、養護教諭に報告させ、確認します。 

＜弥生小学校＞ 



保護者口座への振込日   平成３０年２月５日 

（エ）平成２９年２月分の災害共済給付について 

保護者からの申請受理日  平成２９年３月１３日 

学校でのシステム入力日  平成２９年３月３０日 

学校口座への入金日    平成２９年６月２６日 

保護者口座への振込日   平成３０年１月１８日 

<弥生小学校> 

 

両校においては、給付金の申請があった際に作成する災害報告書等

発送台帳と、給付が決定した際にセンターから学務課を経由して送付

される医療費支払通知書及び学校口座へ振込まれた給付金の入金状況

の確認が不十分であった。適切かつ迅速な手続きを行うことを徹底

し、速やかな給付金の支払いがなされるべきである。 

今後このような事務の執行がなされることのないよう必要な改善措

置を講じられたい。 

 

 

○学務課 

 

当該校での再発防止策のほか、災害共済給付事業の主管課とし

て、学校や学務課の災害共済給付金担当（以下、「担当」とい

う）の確認漏れを防ぐために、以下の改善を行います。 

（１）台帳について、養護教諭だけではなく、校長の確認を必須と

し、台帳の様式を見直し、新たに学校長確認欄を設けます。 

（２）現在毎月末に行っている各校の保護者への支払い状況調査に

ついて、今までは担当が確認するだけでしたが、課長まで報告

し、係長・課長も確認するように変更します。 

（３）あらたに、毎月末に、校長が学校口座の残高を確認すること

を必須とします。また、学校が確認した通帳等の写しを学務課

に提出させ、担当が確認のうえ課長まで報告し、係長・課長も

確認します。 

（４）「災害共済給付事務申請・支払い状況確認マニュアル」を作

成し、学校や学務課の担当が代わっても、事務処理に漏れがな

いようにします。 

＜学務課＞ 



（１） 指 摘 事 項                                           所管課 子ども施設入園課      

指 摘 事 項        措 置 内 容 等 

エ 認証保育所等に対する補助金の適正な事務執行について 

子ども施設入園課（以下「課」という。）は、足立区認証保育所運

営費等補助要綱（以下「要綱」という。）に基づき、認証保育所の設

置者に対して運営事業等へ補助金を交付している。要綱第１２条にお

いて、「補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助

金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除額（以下「控除税額」

という。）が確定した場合には、消費税及び地方消費税に係る仕入控

除税額報告書（様式第５号）により速やかに区長に報告しなければな

らない。」、また「区長に報告があったときは、当該控除税額の全部

又は一部を納付させることができる。」と定めている。 

控除税額の返還状況について監査したところ、平成２９年度におい

て返還があったのは、全４３施設のうち１施設のみであった。その他

４２施設に関しては控除税額の有無について確認を行っていないとの

ことだったため、課に対し返還分が適正であったかの精査を含めて追

加の確認を依頼した。その結果、控除税額が確定していたにもかかわ

らず区に報告していない施設が４施設あり、返還金の合計は５７万円

余であった。残りの３８施設については免税事業者等であった。ま

た、返還があった１施設から控除税額の訂正の申し出があり３１万円

余の過大報告並びに報告もれが１７万円余あったため、最終的に１４

万円余が過大であることが判明した。 

要綱においては、設置者に対して控除税額が確定した場合の速やか

な報告義務を課しており、設置者が当該規定を遵守することは当然で

あるが、課においても自主的な報告を待つのではなく、設置者に対し

エ 認証保育所等に対する補助金の適正な事務執行について 

 

指摘事項をふまえ、以下の改善措置を講じます。 

 

（１） 補助要綱上報告が義務付けられていることから、仕入控除

税額が０円となる社会福祉法人も含め、全事業者に報告書の

提出を求める文書を送付する。報告漏れを防ぐため毎年４月

に送付し、消費税確定申告後２ヵ月以内に提出させる。提出

が遅れる事業者については個別に確認を行う。 

 

（２） 設置者から消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告

書が提出された際には、速やかに内容を精査し、概ね２か月

以内に調定処理を行い、返還を求めることとする。 

 

（３） 消費税仕入控除税額の報告及び返還に係る事務手続きの方

法や実施時期、国や都への報告等について関係所管と協議

し、取扱いを明確化する。 

 

（４） 具体的な処理方法等についてマニュアルを整備し、統一的

な取扱いができるよう関係所管と調整する。 

 

<子ども施設入園課> 

 



報告を促す等の対策をとるべきである。このことは、小規模保育事業

者に対する補助金についても同様である。 

控除税額の返還について速やかに処理するとともに、要綱に沿った

適正な事務の執行のため、必要な改善措置を講じられたい。 

<子ども施設入園課> 

 

 



（１） 指 摘 事 項                                           所管課 子ども施設整備課      

指 摘 事 項        措 置 内 容 等 

オ 私立保育園に対する補助金の適正な事務執行について 

  子ども施設整備課（以下「課」という。）は、足立区私立保育園施

設整備費補助要綱（以下「要綱」という。）に基づき、法人等が区内

に設置する認可保育所（以下「保育園」という。）の新設、増築、改

築、大規模な修繕等の施設整備事業に要する費用の補助を行うことに

より保育園の整備促進を図っている。要綱第２７条において、「補助

事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税

及び地方消費税の仕入税額控除（以下「仕入税額控除」という。）が

確定したときは、速やかに様式第１１号（以下「報告書」という。）

により区長に報告しなければならない。」、また「前項の報告があっ

た場合、当該仕入税額控除相当額の全部又は一部の返納を命じること

ができる。」と定めている。 

仕入税額控除について監査したところ、平成２９年４月１日に開設

した保育園の法人（以下「当該法人」という。）が、仕入税額控除の

確定後の同年１０月３０日付で報告書を区に提出し、課は同年１０月

３１日付で報告書を収受していた。しかしながら、当該法人に対し仕

入税額控除相当額の返納を命ずる意思決定を行わないまま監査日に至

っていた。 

要綱では、法人等に対し仕入税額控除の確定後速やかな報告を求め

ており、当該法人から報告があったにもかかわらず、長期にわたり何

ら処理を行っていなかったのは不適切である。 

課は、事務処理手順等の明確化を含め、要綱に沿った適正な事務執

行のため、必要な改善措置を講じられたい。 

<子ども施設整備課> 

オ 私立保育園に対する補助金の適正な事務執行について 

 

 指摘事項を踏まえ、以下の改善措置を講じます。 

 

（１） 補助要綱上報告が義務付けられていることから、仕入控除

税額が０円となる社会福祉法人も含め、全事業者に報告書の

提出を求める文書を送付する。報告漏れを防ぐため毎年４月

に送付し、消費税確定申告後２ヵ月以内に提出させる。提出

が遅れる事業者については個別に確認を行う。 

 

（２） 事業者から消費税仕入控除税額の報告があった時は速やか

に内容を精査し、概ね２か月以内に調定処理を行い、返還を

求めることとする。 

 

（３） 消費税仕入控除税額の報告及び返還に係る事務手続きの方

法や実施時期、国や都への報告等について関係所管と協議

し、取扱いを明確化する。 

 

（４） 具体的な処理方法等についてマニュアルを整備し、統一的

な取扱いができるよう関係所管と調整する。 

 

<子ども施設整備課> 

 


