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平成３０年度 定期監査（第三期）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（第三期）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（第三期）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１１月１日から平成３１年１月２５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（第三期）対象・日程表」及び別紙３「平

成３０年度 定期監査（第三期）旅費・手当等監査対象課一覧表」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 国庫負担金返還の適正な事務処理について 

平成２８年度児童入所施設措置費等国庫負担金（以下「負担金」という。）

は、実績報告書を国に提出することにより交付額が確定され、交付額確定

通知書（以下「確定通知書」という。）が通知される。 

ところで、親子支援課の負担金の事務処理について監査したところ、次

のような不適切な取り扱いがなされていた。 

平成３０年２月２３日に負担金の確定通知書を受理し、交付額の超過

により返還額が通知されたことから、既に補正予算で返還相当額を確保

していた平成２９年度予算から返還した。当該負担金の超過額を平成２

９年度予算から返還するためには、平成２９年度内に支出負担行為の決

定を行わなければならない。しかしながら、当該負担金の支出負担行為の

決定は平成３０年４月１９日になされていた。また、同様の事務処理が国

庫補助金及び都負担金の返還においてもなされていた。 

このことは、会計事務規則等に照らして不適切な事務処理である。 

今後このような事務の執行が繰り返されることがないよう必要な改善

措置を講じられたい。 

<親子支援課> 

 

（２）意見・要望事項 

ア 地域包括支援センター委託料の適正な事務処理について 

地域包括支援センター（以下「センター」という。）は、地域住民の心

身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、

地域住民の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目

的として設置されている。 

地域包括ケア推進課は、センターと委託契約を結び委託料を支払って

おり、契約書には、委託事業内容や事業計画書の提出、会計処理等につい

て記載されている。この委託契約について監査したところ、以下のような

ことが判明した。 

事業計画書は提出されているが、事業の概要が記載されているのみで



事業ごとの具体的な内容が記載されておらず、金額との関連が確認でき

なかった。また、委託料の経理にあたっては特別会計を設けて処理をしな

ければならないが、センターから提出された財務諸表がセンターのみの

ものになっていないものがあったため、特別会計を設けて処理している

かを確認できなかった。さらに委託料の精算において、執行の内訳を明ら

かにして行うことが記載されているが、具体的に記載されていないもの

があった。 

センター委託料について、契約書にのっとった適正な事務処理を行う

よう要望する。 

<地域包括ケア推進課> 

 

イ 施設の安全管理について 

西部福祉課がある施設には押皿谷住区センターが併設され、児童館や

悠々館、学童保育室等も設置されている。 

西部福祉課は、空調設備保守点検や消防設備保守点検等の施設の管理

を行っている。施設の管理等について監査したところ、消防設備点検にお

いて感知器不作動や誘導灯のバッテリー及びランプの交換等不良箇所が

あることが指摘されており、速やかに不良箇所の改修を行うべきところ、

その工事は点検時から約５か月後に行われていた。 

多数の区民が訪れる施設であるため、区民の安心安全を意識した速や

かな対応を要望する。 

<西部福祉課> 

 

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（第三期）における｢注意事項｣一覧 

 

 

１ 財務関係 

（１）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。 

<郷土博物館、高齢福祉課、介護保険課、西部福祉課> 

（根拠）足立区事案決定規程第３条 

 

（２）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予定額変更の事案決定書が作成さ

れていないもの。 

<住区推進課> 

（根拠）足立区事案決定規程第３条 

    金銭会計事務質疑応答集 

    （平成２９年４月改訂版）Ｐ６８ 

 

（３）５万円以上の備品において備品登録をしていないもの。 

<住区推進課、生活保護指導課> 

（根拠）足立区物品管理規則第１４条、第２４条 

 

（４）改修工事により設置した新機器の備品登録をしていないもの。 

<地域文化課、スポーツ振興課> 

（根拠）足立区物品管理規則第１４条、第２４条 

 

（５）国・都補助金等の交付決定通知を受けた場合においては、直ちに調定し

なければならないにもかかわらず、遅れて調定しているもの。 

<介護保険課> 

 

 「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。 



 

 

 

 

（根拠）足立区会計事務規則第３０条 

    金銭会計事務の手引Ｐ１７、Ｐ３４ 

 

（６）歳入を収入しようとするときは、発生の都度直ちに調定しなければなら

ないにもかかわらず、遅れて調定しているもの。 

<福祉管理課> 

（根拠）足立区会計事務規則第２２条、２３条 

    金銭会計事務の手引Ｐ１７ 

 

（７）補聴器購入費助成要綱において、交付額の算定時に生じた１円未満の端

数は切り捨てると定めているところ、切り上げて交付しているもの。 

<障がい福祉課> 

（根拠）足立区中等度難聴児発達支援事業 

    補聴器購入費助成要綱第４条第３項 

 

（８）委託契約を締結する際に作成した事案決定書を紛失したもの。 

<中央図書館> 

（根拠）足立区文書管理規程第２６条 

 

２ 旅費関係 

（１）運賃を誤って旅費を支給しているもの。 

<中央図書館、障がい福祉センター、中部第一福祉課、千住福祉課> 

（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。 

<中部第一福祉課> 

（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）電車利用の場合、梅島駅から西新井駅間（０．８ｋｍ）のみの旅費は支

給できないにもかかわらず、支給しているもの。 

<生活保護指導課> 

（根拠）旅費事務の手引Ｐ２７ 

 

（４）通勤経路部分の旅費を支給しているもの。 

<中部第一福祉課> 

 



 

 

 

 

（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Ｐ２５ 

 

（５）通勤でバスを利用している者が出張等で通勤経路上のバスを利用する場

合、通勤と合わせて１日２回を超える利用については超える分のバス代を

旅費として支給すべきところ、支給していないもの。 

<中部第一福祉課> 

（根拠）足立区職員の旅費に関する条例第３条第１項 

    旅費事務の手引Ｐ２８ 

 

（６）通勤でバスを利用している者が出張等で通勤経路上のバスを利用する場

合、通勤と合わせて１日２回以内の利用についてはバス代を旅費として支

給できないにもかかわらず、支給しているもの。 

<中部第一福祉課> 

（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Ｐ２８ 

 

（７）人事給与システムへの入力もれにより、旅費を正しく支給していないも

の。 

<中部第一福祉課> 

（根拠）足立区職員の旅費に関する条例第３条第１項 

 

（８）人事給与システムへの入力金額を誤り、旅費を正しく支給していないも

の。 

<中部第一福祉課> 

（根拠）足立区職員の旅費に関する条例第３条第１項 

 

（９）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。 

<中部第一福祉課> 

（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）超過勤務時間又は超過勤務時間数の誤記入により、超過勤務手当を正し

く支給していないもの。 

<中川区民事務所、中部第一福祉課> 

（根拠）足立区職員の給与に関する条例第１９条第１項 

 



 

 

 

 

（２）超過勤務を行い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。 

<中部第一福祉課> 

（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）週休日の振替により１週間の正規の勤務時間が３８時間４５分を超えた

場合には、超えた時間に対して超過勤務手当（２５／１００）を支給すべ

きところ、支給していないもの。 

<中央図書館> 

（根拠）足立区職員の給与に関する条例第１９条第３項 

    足立区職員の超過勤務手当及び休日給の支給割合等を 

    定める規則第２条第２項 

 

（４）週休日に勤務し他の週に振り替えたが、同一週に別の週の半日勤務時間

の割振りの変更が行われているため、１週間の正規の勤務時間は４２時間

３０分であり、超過勤務手当（２５／１００）は４時間を支給すべきとこ

ろ８時間支給しているもの。 

<生活保護指導課> 

（根拠）足立区職員の給与に関する条例第１９条第３項 

    足立区職員の超過勤務手当及び休日給の支給割合等を 

    定める規則第２条第２項 

 

（５）超過勤務時間の合計が６０時間を超える場合には、超過勤務等命令簿の

第４面に記入することになっているが、時間数の記入を誤ったため、超過

勤務手当を正しく支給していないもの。 

<中部第一福祉課> 

（根拠）足立区職員の給与に関する条例第１９条第５項 

 

（６）超過勤務を行ったが、人事給与システムへの超過勤務時間数の入力を誤

り、超過勤務手当を正しく支給していないもの。 

<中部第一福祉課> 

（根拠）足立区職員の給与に関する条例第１９条第１項 

 

（７）短時間再任用職員の超過勤務手当は、１日の勤務時間が正規の勤務時間

と合わせて７時間４５分に達するまでの超過勤務の場合は１００／１００

の割合で支給すべきところ、１２５／１００の割合で支給しているもの。 



 

 

 

 

<中部第一福祉課> 

（根拠）足立区職員の給与に関する条例第１９条第１項、第４項 

 

（８）福祉事務所業務手当に該当する訪問をしたにもかかわらず、手当を支給

していないもの。 

<中部第一福祉課> 

（根拠）足立区職員の特殊勤務手当に関する条例第９条第１項 

    足立区職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則第２条 

 

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

11月5日 月 区民部
①高齢医療・年金課
②課税課

監査室

11月6日 火 区民部
①国民健康保険課
②納税課

監査室

地域のちから推進部 ①区民参画推進課／ＮＰＯ活動担当課

区民部 ②戸籍住民課／個人番号カード交付担当課

11月9日 金 地域のちから推進部
①【区民事務所集合】
　　興本・梅田・東綾瀬・中川
②スポーツ振興課

監査室

11月16日 金 地域のちから推進部 ①中央図書館 中央図書館

地域のちから推進部 ①地域文化課

福祉部 ②親子支援課

11月21日 水
福祉部

足立福祉事務所

①【足立福祉事務所集合】
生活保護指導課/高齢援護担当課/障がい者支援担当
課/中部第一福祉課/中部第二福祉課/千住福祉課/東
部福祉課/西部福祉課/北部福祉課

足立福祉
事務所

11月22日 木 福祉部 ①障がい福祉センター
障がい福祉
センター

12月7日 金 福祉部
①地域包括ケア推進課/地域包括ケア計画担当課
②高齢福祉課

監査室

12月10日 月 福祉部
①くらしとしごとの相談センター
②介護保険課

監査室

12月11日 火 福祉部
①障がい福祉課/障がい援護担当課
②福祉管理課

監査室

会計管理室 ①会計管理室※

選挙管理委員会事務局 ②選挙管理委員会事務局／選挙事務改善担当課※

　は、委員監査と同時に実施しました。

月　日 曜日 監査会場

12月20日 木 監査室

12月21日 金 監査室

平成３０年度　定期監査（第三期）対象・日程表

11月8日 木 監査室

11月14日 水
①住区推進課
②地域調整課／文化・読書・スポーツ計画担当課
　／絆づくり担当課

監査室

11月19日 月 監査室

地域のちから推進部
絆づくり担当部

12月12日 水 監査室

【部長監査】
※会計管理室長及び選挙管理委員会事務局長に対する部長監査

監　査　対　象

　　①区民部長　　②地域のちから推進部長

　　①福祉部長



２　事務監査

月日 曜日 部局名 課名・事業所名 会場

11月1日 木 区民部
①戸籍住民課
①個人番号カード交付担当課

1001会議室

会計管理室 ①会計管理室

11月5日 月 区民部 ①納税課 1202会議室

11月6日 火 区民部 ①国民健康保険課 1202会議室

①住区推進課 1202会議室

①鹿浜いきいき館 現地

11月9日 金 地域のちから推進部 ①地域文化課 1205B会議室

①スポーツ振興課 1001会議室

①興本区民事務所 現地

選挙管理委員会事務局 ①選挙管理委員会事務局／選挙事務改善担当課 1202会議室

11月15日 木 地域のちから推進部 ①中央図書館 現地

11月16日 金 地域のちから推進部
①梅田区民事務所
①東綾瀬区民事務所
①中川区民事務所

現地

地域のちから推進部 ①地域調整課／文化・読書・スポーツ計画担当課

絆づくり担当部 ①絆づくり担当課

11月20日 火 福祉部
①高齢福祉課
①地域包括ケア推進課／地域包括ケア計画担当課

1205B会議室

①介護保険課 1202会議室

①くらしとしごとの相談センター 現地

11月29日 木
福祉部

足立福祉事務所
①千住福祉課
①障がい福祉課千住援護係

現地

11月30日 金 福祉部 ①障がい福祉センター 現地

12月3日 月
福祉部

足立福祉事務所
①北部福祉課
①障がい福祉課北部援護係

現地

12月4日 火 福祉部 ①福祉管理課 1202会議室

12月6日 木
福祉部

足立福祉事務所

①生活保護指導課／高齢援護担当課／
　障がい者支援担当課
①中部第一福祉課
①中部第二福祉課

現地

12月7日 金
福祉部

足立福祉事務所
①東部福祉課
①障がい福祉課東部援護係

現地

12月10日 月 福祉部 ①障がい福祉課／障がい援護担当課 1201会議室

12月11日 火 福祉部 ①親子支援課 1202会議室

12月12日 水
福祉部

足立福祉事務所
①西部福祉課
①障がい福祉課西部援護係

現地

1205C会議室

11月2日

①高齢医療・年金課
①課税課金 1202会議室

区民部

11月7日 水 地域のちから推進部

地域のちから推進部月11月12日

地域のちから推進部
①区民参画推進課／ＮＰＯ活動担当課
①郷土博物館

現地

福祉部水11月28日

11月13日 火

11月19日 月



別紙３

部　名  対象課名・事業所名

課税課

納税課

戸籍住民課

個人番号カード交付担当課

区民事務所
　興本・梅田・東綾瀬・中川

鹿浜いきいき館

中央図書館

くらしとしごとの相談センター

障がい福祉センター

生活保護指導課

中部第一福祉課

千住福祉課

西部福祉課

平成３０年度　定期監査（第三期）旅費・手当等監査対象課一覧表 

区民部

　 地域のちから推進部

福祉部
足立福祉事務所


