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平成３０年度 定期監査（第二期）結果報告書の提出について 

 

 

 地方自治法第１９９条第１項、第２項及び第４項の規定に基づき実施した平

成３０年度定期監査（第二期）結果報告書を、同条第９項の規定により下記の

とおり提出します。 

 

記 

 

平成３０年度 定期監査（第二期）結果報告書 

 

１ 監査範囲 

  主として平成２９年度の財務に関する事務及び事業の執行等 

 

２ 監査期間 

  平成３０年８月２９日から平成３０年１１月２６日まで 

 

３ 監査の対象部課及び実施日 

 別紙２「平成３０年度 定期監査（第二期）対象・日程表」のとおり 

 

４ 監査の基本方針及び主眼 

  財務に関する事務の執行等が、地方自治法第２条第１４項（住民福祉の増 

 進、最少の経費で最大の効果）及び第１５項（組織・運営の合理化）の規定 

 の趣旨にのっとって、適正にして効果的かつ効率的に行われているか、合理 



 的で公正に運営されているかについて検証した。 

（１）住民の福祉の増進が図られているか。 

（２）最少の経費で最大の効果を挙げているか。 

（３）組織及び運営の合理化に努めているか。 

 

５ 監査結果 

（１）指摘事項 

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４０

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４，０００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> 

 

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措置を

講じられたい。 

<学校支援課、第一中学校> 

 

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 

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 

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。 

 

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> 

 

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> 

 

（２）意見・要望事項 

  なし 

 

指摘事項ならびに意見・要望事項については以上のとおりである。本監査の結



果に基づき措置を講じたときは、その旨を監査委員に通知されたい。 

なお、その他の注意事項は、別紙１のとおりである。 

 

以 上 

 

 



 

 

 

別紙１ 

 

平成３０年度 定期監査（第二期）における｢注意事項｣一覧 

 

 

１ 財務関係 

（１）事案決定区分が区長決定であるにもかかわらず、教育長決定にしている

もの。 

<学務課> 

（根拠）足立区事案決定規程第３条 

足立区教育委員会事務局事案決定規程 

第４条、第１７条 

 

（２）事案決定区分が副区長決定であるにもかかわらず、部長決定にしている 

もの。 

<学務課> 

（根拠）足立区事案決定規程第３条 

足立区教育委員会事務局事案決定規程 

第４条、第１７条 

 

（３）事案決定区分が部長決定であるにもかかわらず、課長決定にしているも

の。 

<教育指導課> 

（根拠）足立区教育委員会事務局事案決定規程第４条 

 

（４）単価契約において、年度の途中で８０万円以上の支出が見込まれるにも

かかわらず、部長を決定権者とする支出限度額変更の事案決定書が作成さ

れていないもの。 

<教育相談課> 

（根拠）足立区教育委員会事務局事案決定規程第４条 

    金銭会計事務質疑応答集 

     （平成２９年４月改訂版）Ｐ６８ 

 

 「注意事項」とは、執行状況から判断し、不適切であるが小額又は区政への
影響が少ないため、監査の中で改善・見直し・検討を口頭により注意・指導し
た事例を公表するものである。 
 また、支出の誤りのあったものについては、監査日以降に訂正し、返還又は
追加支出のあったことを確認した。 
今後は、これらの事例を参考として、適正な事務の執行に努められたい。 



 

 

 

（５）５万円以上の物品において備品登録をしていないもの。 

<支援管理課> 

（根拠）足立区物品管理規則第１４条、第２４条 

 

（６）平成２８年度及び２９年度に購入した物品の備品登録が平成３０年度に

されているもの。 

<保木間小学校> 

（根拠）足立区物品管理規則第１４条、第２４条 

    足立区立学校財務事務取扱要領第５６条、第６１条 

 

（７）備品を処分したにもかかわらず、不用品への組替をしていないもの。 

<学校施設課> 

（根拠）足立区物品管理規則第２４条、第２８条、第３０条、 

             第４５条  

 

（８）毒物劇物については、毎月在庫量の定期点検を行い記録すると規定され

ているにもかかわらず、していないもの。 

<第一中学校、第十一中学校> 

（根拠）毒物及び劇物取締法 

    各学校医薬用外毒物劇物危害防止管理規定 

 

（９）平成３０年度の郵券受払簿において、課長及び係長の押印がされていな

いもの。 

<こども家庭支援課> 

（根拠）金銭会計事務質疑応答集 

（平成２９年４月改訂版）Ｐ１１５ 

 

（１０）郵送料の不足分について現金で立替えていたもの。 

<第一中学校> 

（参考）金銭会計事務の手引 

（平成２９年４月改訂版）Ｐ１０３ 

 

（１１）平成３０年１月に領収した一時延長保育料について区への払込みが平

成３０年５月まで行われなかったもの。 

<加賀保育園> 

（根拠）足立区会計事務規則第３２条 

 



 

 

 

（１２）区への納付金を納入させる場合において、納付額が決定した際、納付

額の総額に対して調定しなければならないにもかかわらず、年度毎の納付

予定額で調定しているもの。 

<学務課> 

（根拠）足立区会計事務規則第２２条  

           金銭会計事務の手引 

            （平成２９年４月改訂版）Ｐ１７ 

 

２ 旅費関係 

（１）運賃を誤って旅費を支給しているもの。 

<学力定着推進課、いりや第一保育園> 

（根拠）足立区職員の旅費に関する条例第３条第１項 

 

（２）最も経済的な通常の経路以外の経路で旅費を支給しているもの。 

<学力定着推進課、子ども施設指導・支援担当課> 

（根拠）足立区職員の旅費に関する条例第７条 

    旅費事務の手引Ｐ２４ 

 

（３）都バスの乗継割引が適用できるにもかかわらず、割引していない運賃で

旅費を支給しているもの。 

<学力定着推進課> 

（根拠）足立区職員の旅費に関する条例第７条 

 

（４）乗継割引適用区間であるにもかかわらず、割引していない運賃で旅費を

支給しているもの。 

<緑町保育園> 

（根拠）足立区職員の旅費に関する条例第７条 

 

（５）その他、旅行命令簿の誤記入により、旅費を正しく支給していないも

の。 

<学力定着推進課> 

 

（根拠）足立区職員の旅費に関する条例第３条第１項 

 

３ 超過勤務手当等関係 

（１）超過勤務時間の誤記入により、超過勤務手当を正しく支給していないも

の。 

<子ども施設指導・支援担当課、子ども施設整備課、南保木間保育園> 

（根拠）足立区職員の給与に関する条例第１９条第１項 



 

 

 

（２）超過勤務を行って、出勤記録に退庁時間が記録されているにもかかわら

ず、超過勤務手当を支給していないもの。 

<学力定着推進課> 

（根拠）足立区職員の給与に関する条例第１９条第１項 

足立区職員服務規程第６条第１項第３号 

 

（３）異なる事業間における超過勤務時間数の端数調整を正しく行わなかった

もの。 

<学校適正配置担当課> 

（根拠）足立区職員の給与に関する条例第１９条第１項 

足立区職員の給与に関する条例施行規則第１１条 

 

（４）休憩時間を超過勤務時間に含めて、超過勤務手当を支給しているもの。 

<学務課> 

（根拠）足立区職員の給与に関する条例第１９条第１項 

 

 

以 上 



別紙２

１　委員監査

月 日 曜日 部局名 監　査　対　象 監査会場

①弘道第一小学校　　②青井小学校

①千寿第八小学校　　②第一中学校

①渕江小学校　　　　②弥生小学校

①谷中中学校

9月5日 水 ①学校支援課、学校適正配置担当課 監査室

9月6日 木
①学務課、おいしい給食担当課
②学校施設課、学校改築担当課

監査室

①千寿常東小学校　　②千寿本町小学校

①千寿桜堤中学校　　②千寿双葉小学校

9月14日 金 ①北三谷小学校　　　②蒲原中学校 各校

9月19日 水 教育指導部
①教育指導課
②教育政策課

監査室

9月20日 木 子ども家庭部
①子ども施設整備課、待機児ゼロ対策担当課
②子ども施設入園課

監査室

9月21日 金 教育指導部
①学力定着推進課、小中連携教育担当課、英語教育推進担当課
②就学前教育推進課

監査室

9月28日 金 ①支援管理課、教育相談課、こども家庭支援課 現地

①保育園集合（本木、六木、大谷田第一）

②子ども施設運営課

10月18日 木
①青少年課
②子ども政策課、子ども施設指導・支援担当課

監査室

月 日 曜日 監査会場

10月29日 月 監査室

10月30日 火 監査室

  平成３０年度 定期監査（第二期）対象・日程表

9月3日 月

学校運営部

各校

9月4日 火 各校

9月10日 月 各校

10月15日 月 監査室子ども家庭部

＜部長監査＞

監　査　対　象

①学校運営部　　②教育指導部

①子ども家庭部



２　事務監査
　　　　　　　　　

月 日 曜日 部局名 監　査　対　象 監査会場

8月29日 水 ①梅島第一小学校      　②第十中学校 各校

8月31日 金 ①千寿桜堤中学校　　　　②千寿常東小学校 各校

9月3日 月 ①学務課、おいしい給食担当課 1203会議室

9月4日 火 ①学校施設課、学校改築担当課 1203会議室

①北三谷小学校　　　　　②蒲原中学校

①千寿双葉小学校　　　　②千寿本町小学校

9月6日 木 ①学校支援課、学校適正配置担当課 1205C会議室

①花畑中学校　　　　　　②花保中学校

①平野小学校　　　　　　②東島根中学校

9月11日 火 教育指導部 ①教育指導課 1203会議室

①千寿第八小学校　　　　②第一中学校

①第十一中学校　　　　　②栗島中学校

①学力定着推進課、小中連携教育担当課、英語教育推進担当課

①教育政策課　　　　　　②就学前教育推進課

①渕江小学校　　　　　　②保木間小学校

①青井小学校　　　　　　②弘道第一小学校

①加平小学校　　　　　　②花保小学校

①梅島第二小学校　　　　②弥生小学校

9月21日 金 ①東加平小学校　　　　　②谷中中学校 各校

①大谷田第一保育園　　　②おおやたこども園

①加賀保育園

①いりや第一保育園　　　②いりや第二保育園

①花畑桑袋保育園

①六木保育園　　　　　　②南保木間保育園

①本木保育園　　　　　　②緑町保育園

9月28日 金 ①子ども施設整備課、待機児ゼロ対策担当課 1203会議室

10月1日 月 ①子ども施設入園課 1204会議室

10月2日 火 ①子ども施設運営課 1204会議室

①青少年課

①子ども政策課、子ども施設指導・支援担当課

10月4日 木 ①支援管理課、教育相談課、こども家庭支援課 現地

３　旅費・手当等監査対象所属

　　　教育政策課、学力定着推進課、小中連携教育担当課、英語教育推進担当課、

　　　就学前教育推進課、学校適正配置担当課、学務課、おいしい給食担当課、

　　　子ども政策課、子ども施設指導・支援担当課、子ども施設運営課、

　　　子ども施設整備課、待機児ゼロ対策担当課

9月14日 金 教育指導部 1203会議室

学校運営部
9月5日 水 各校

9月10日 月 各校

9月12日 水 学校運営部 各校

9月18日 火

学校運営部

各校

9月19日 水 各校

9月26日 水

子ども家庭部

各園

9月27日 木 各園

10月3日 水 1204会議室


