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   平成２７年度定期（財務）監査の結果に関する報告の公表について 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第９項の規定に基づき、

平成２７年度定期（財務）監査の結果に関する報告を次のとおり公表します。 

 なお、本件監査については、伊藤正信前監査委員、南勝彦前監査委員は平成

２７年５月２１日まで、山下清超前監査委員は同年６月３０日まで関与し、 

市川稔監査委員、久保里香監査委員は同年５月２２日から、竹内沖司監査委員

は同年７月１日から関与しました。 

 また、竹内沖司監査委員については、同法第１９９条の２の規定に基づき、

平成２６年４月１日から同年７月１５日までの政策室において執行された財務

事務、及び同年７月１６日から経営室において執行された財務事務の監査には

関与していません。 

 

 

平成２８年１月２７日 

 

 

 

中野区監査委員 竹 内 沖 司 

同 山 下 晃 司 

同 市 川   稔 

同 久 保 里 香 
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平成２７年度定期（財務）監査結果報告 

 

第１ 監査の期間 

平成２７年４月２４日（金）から平成２８年１月２０日（水）まで 

 

第２ 監査実施部等 

１ 庁内各部（室)、各行政委員会事務局及び区議会事務局 

２ 庁外施設 

（１）書面監査を含む実地監査を実施した施設 

○ 地域支えあい推進室 

中部すこやか福祉センター（地域ケア分野、地域支援分野）、 

文園児童館、上高田児童館 

南部すこやか福祉センター（地域ケア分野、地域支援分野）、 

南中野児童館、朝日が丘児童館 

○ 区民サービス管理部 

江古田地域事務所、野方地域事務所 

○ 子ども教育部 

城山ふれあいの家、中野保育園、昭和保育園、あさひ保育園、野方保育園 

○ 環境部 

清掃事務所 

○ 教育委員会 

教育センター、桃園小学校、桃園第二小学校、塔山小学校、 

中野本郷小学校、江古田小学校、上高田小学校、向台小学校、大和小学校、

多田小学校、新山小学校、上鷺宮小学校、桃花小学校、第五中学校、 

第七中学校、第十中学校、北中野中学校、緑野中学校、中野中学校、 

かみさぎ幼稚園 

 （２）書面監査のみを実施した施設 

○ 地域支えあい推進室 

北部すこやか福祉センター地域ケア分野（地域子ども施設調整担当）、 

東部区民活動センター、桃園区民活動センター、昭和区民活動センター、 

東中野区民活動センター、上高田区民活動センター、 

南中野区民活動センター、弥生区民活動センター、鍋横区民活動センター 
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第３ 監査の方法等 

１ 庁内各部（室）、各行政委員会事務局及び区議会事務局については、関係帳票類

の提出を求め、監査事務局において書面監査を実施した。 

２ 庁外各施設のうち、書面監査を含む実地監査を実施した施設については、当該

施設において実地監査と併せて書面監査を実施した。書面監査のみを実施した施

設については、当該施設を所管する施設において当該施設を所管する施設の書面

監査と併せて実施した。 

ただし、教育センター及び北部すこやか福祉センター地域ケア分野（地域子ど

も施設調整担当）の書面監査については、監査事務局において実施した。 

 

第４ 監査対象事務 

定期（財務）監査は、平成２６年度中野区一般会計（定期（工事）監査対象事

務を除く。）、同用地特別会計、同国民健康保険事業特別会計、同後期高齢者医療

特別会計及び同介護保険特別会計に係る事務について実施した。 

 

第５ 監査基本方針 

財務に関する事務の執行が法令に則って適正に執行されているかどうかを検証

した。また、その際、地方自治法第２条第１４項及び第１５項の趣旨に則り、事

務処理をするにあたっては住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最

大の効果を挙げていたかという経済性や効率性の観点、投下された経費が所期の

目的を達成していたかといった有効性の観点にも留意するものとした。 

 

第６ 監査の重点事項 

今年度の重点事項は「施設設備の保守点検に係る事務は適正に行われているか」

であり、実地監査及び書面監査の中で、関係部（室）及び局を対象に実施した。 

 

第７ 監査の結果 

財務に関する事務の執行については、全般的には概ね適正に執行されていた。 

しかしながら、一部、指摘事項に見られるように、契約事務、補助金交付事務、

支出事務、現金管理や非常勤職員の服務について、不適正や不適切な事務処理を

行っていたものがあった。 

この他にも、指摘には至らないものの予算の執行や収納事務などで不適切な事

務処理が散見された。これら改善の必要な事項については、監査委員の命を受け
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た監査事務局長を通じて、関係者に適正に処理を行うよう求めたところである。 

 

【指摘事項】 

１ 契約に基づかない発注が行われていたもの 

職員へ配付する職員カードの購入にあたり、年間１３０枚を限度とする単価契約

を締結し、４月から１月までに５０枚を購入していた。その後、平成２７年４月

１日採用の新規職員等に配付する職員カードが８５枚必要となり、契約で定めた枚

数の限度を超えることになるにもかかわらず、契約変更の手続きを行わずに３月中

に８５枚を納品させ、支払等に関する手続きは、翌年度の契約分として翌年度予算

で執行していた。 

正式な契約に基づかない発注・納品であり、極めて不適正な事務処理である。 

（経営室人事分野） 

 

２ 補助金交付に係る変更手続きを怠り、交付決定額を上回る補助金を交付していた

もの 

野方地域に開設を予定している小規模保育事業施設の開設に係る補助金の交付に

あたり、中野区小規模保育事業施設整備費等補助要綱に基づき、事業者からの申請

内容を審査し１８,９７０,０００円の交付決定を行ったが、交付決定通知書には補

助金交付額を１８,９７０,４００円と誤って記載していた。 

また、事業完了後、事業者から交付決定額よりも１０,０００円多い

１８,９８０,０００円が区の補助金額であるとする内容の実績報告書の提出があっ

たが、区ではこれを軽微なものであると判断し、修正等の手続きを行わせることな

く、同額をもって交付確定額とし支払っていた。 

同要綱第９条第１項は、補助決定を受けた者に対し、補助事業に要する経費の配

分を変更しようとする場合などにおいては、補助金変更交付申請書により区長に申

請しなければならないとし、同申請書では、追加又は減額の交付申請額及び変更を

必要とする理由の記載を求めている。補助金の額の変更は、この変更の手続きをも

って行う必要があった。 

補助金の交付決定にあたり交付金額を誤って通知を行っていたこと、さらに、事

業者からの変更申請もなく、また、増額変更の必要性等についての十分な審査を行

うことなく、交付決定した額を超える補助金を交付したことは、適正な事務処理で

あると言うことはできない。 

（子ども教育部保育園・幼稚園分野） 
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３ 予算額を上回る額の補助金を交付決定していたもの 

  認証保育所の運営費等に係る補助金の当初予算額は６４８,１５２,０００円であ

ったが、５月１６日の時点で当初予算額を上回る交付を決定し、その後、最大で予

算額を１億円以上超える７５１,２２５,１５０円の交付決定を行っていた。 

  補助金の交付決定は、公法上の債務を負担する行政行為であることから、支出負

担行為に該当するものであり、予算の定めるところに従い行わなければならない。 

  区では、補助金の交付に関し、支出負担行為として会計上の処理を行う時期を、

交付決定の段階ではなく、支出する際に同時に行ってきている。しかしながら、こ

のような会計処理上の取扱いを行っていることをもって、予算額を超える交付決定

を行うことが許されるものではない。適正な予算執行にあたられたい。 

（子ども教育部保育園・幼稚園分野） 

 

４ 現金の管理が適正に行われていなかったもの 

  生活保護費の支給は、口座振替払が原則であるが、必要に応じて資金前渡により

現金を用意し、分野の窓口で職員が支払を行っている。 

  ５月分の支払に係る資金前渡は１２０,０００,０００円であったが、５月７日の

窓口払終了後、担当職員が残金の確認を行ったところ、２０,０００円不足している

ことが判明した。 

区では原因の究明を行ったが特定に至らなかったとのことであるが、原因究明の

中で、多額の現金であるにもかかわらず、現金の確認を担当者が一人で行うなど、

チェックが不十分な事務処理を行っていたことなどが明らかとなった。 

公金の管理にあたり不明金を発生させていたことは、区民の信頼を損ねる極めて

不適切な事態である。現金の取扱いやチェック体制の見直しを図り、二度とこのよ

うなことを起こさぬよう、再発防止の取り組みを徹底されたい。 

（健康福祉部生活援護分野） 

 

５ 活動開始に合わせた保険契約を行っていなかったもの 

学校支援ボランティアに対する傷害・賠償責任を補償するための保険加入にあた

り、保険期間を年度当初から１年間として加入すべきところ、保険料の支払事務の

遅れから平成２６年５月７日から平成２７年３月３１日までの加入期間となってい

た。このため、学校支援ボランティアの活動は４月から始まっていたにもかかわら

ず、保険加入までの間、無保険の状態であった。 

中野区学校支援ボランティア制度実施要綱第１３条第１項では、ボランティアの

活動中における事故に備えるため、傷害保険及び賠償責任保険に加入すると定めて
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いる。また、ボランティアに対しては、安心して活動してもらうための区のサポー

トについて案内するチラシの中で、ボランティア保険に加入していることを明記し、

周知している。幸いにも保険が適用される事態は発生しなかったものの、無保険期

間が生じていたことは極めて不適切である。 

  なお、この保険料は加入時期にかかわらず年度を通して同額となっており、適切

な予算執行に欠ける面もある。活動期間に合わせた適切な保険加入をされたい。 

（教育委員会事務局学校教育分野） 

 

６ 公費で支出すべきものを私費で支払っていたもの 

  小学校の軽井沢移動教室実施に伴う外部指導員謝礼の一部及び学校の夏季休業中

におけるプール指導員の傷害保険料の支払にあたり、職員が私費により債権者に支

払っていた。また、第四中学校の東京都吹奏楽コンクール参加費の支払の際に、振

込手数料を私費である部費から支払っていた。 

  経費の支弁については、地方自治法第２３２条で、地方公共団体の事務を処理す

る経費は、当該地方公共団体が負担すると定められており、公費で支出すべきもの

を私費で支払うことはできず、極めて不適正である。 

 （教育委員会事務局学校教育分野） 

 

７ 年間を通じて支払事務が遅延していたもの 

  区が契約に基づき行う対価の支払は、政府契約の支払遅延防止等に関する法律が

適用され、これを遵守して行われているが、それでも現実には、給付の完了の確認

や検査合格後の必ずしも適切とはいえない時期に支払が行われているものが見受け

られている。このことについては、これまでの監査においても、給付の完了の確認

や検査合格の後、２か月以内に支払を完了するよう毎年のように注意してきたとこ

ろである。 

しかしながら、学校教育分野においては、８月４日に検査合格とした業務の支払

を翌年の５月２８日になって執行していたものを含め、年間を通じ、業者への支払

６２件、講師謝礼の支払３２件で、検査合格や給付の完了確認の後、２か月を超え

て支払が行われていた。 

このことは、契約の相手方に対し、区の信頼を失墜させかねない行為であるとと

もに、同法の趣旨に反する行為であると言わざるを得ない。 

組織として各担当の業務内容やその体制を的確に把握し、適正な会計事務が行わ

れるよう、万全を期されたい。 

（教育委員会事務局学校教育分野） 
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８ 要綱で定めた年次有給休暇付与日数を超過して付与していたもの 

  学校図書館指導員の年次有給休暇は、中野区に勤務する非常勤職員の勤務条件等

に関する要綱第１５条第１項により、継続勤務年数に応じた１２日から１５日まで

の日数に、付加分である３日を加えた日数を付与することとされている。 

しかしながら、３割を超える学校において、この加えた３日の取扱いを誤り、要

綱で定める日数よりも多い年次有給休暇を付与していた。このうち１校では、正し

い休暇日数の範囲を超えた休暇（４日）の取得を承認していた。 

  このような誤った年次有給休暇の管理が行われていたことは、学校での事務処理

のみならず、分野から各学校への指導が徹底されていなかったものである。適正な

事務処理が行われるよう、各学校に対し指導を徹底されたい。 

（教育委員会事務局学校教育分野） 

 

第８ 措置状況の通知 

本監査の結果に基づき、または本監査の結果を参考として措置を講じたときは、

地方自冶法第１９９条第１２項に基づき、その旨を通知願いたい。 

 

第９ 意 見 

本監査を通じ、事務処理に関していくつかの問題点や改善を必要とする事項が

見られたので、以下のとおり意見を付す。 

なお、総括意見は特に留意すべき事項についてまとめたものである。 

１ 監査項目に係る意見 

（１）予算の執行においては、年度末に大量の郵券を購入し、その全てを翌年度へ

繰越していた事例があった。計画的な予算の執行を行われたい。 

また、本来の費目が備品購入費であるにもかかわらず、一般需用費で執行し

ていた事例があった。適正な費目による予算執行にあたられたい。 

（２）収納事務においては、収納金の払込が遅れていたものや、納入通知書の納期

限を誤って設定していた事例があった。適切な収納事務にあたられたい。 

（３）支出事務においては、指摘事項とした分野以外にも３６の分野・施設で業者

や講師等への支払で２か月以上の遅れがあった。契約相手方からの請求や支払

の状況を常に確認するなど、適切な執行管理に努められたい。 

   また、資金前渡を受け現金で支払う経費を、私物のクレジットカードで一時

的に立て替えて支払っていた事例や、私物の割引クーポン券を使用し、支払額

を減額させていた事例があった。経費支弁の原則に則り、適正な支出事務を行
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われたい。 

その他、消費税相当額を加算せずに支出していたもの、誤った債権者に支出

していた事例があった。適正な支出が行われるよう確認と注意を徹底されたい。 

（４）補助金の交付においては、金額を誤って交付し返戻を求めていたものや、概

算払で支払った補助金の精算が遅れていた事例があった。内容確認の徹底や定

められた期限を守り、適正な補助金の事務処理を行われたい。 

（５）契約事務においては、物品の納品後に契約手続きを行っていた事例があった。

適正な契約をされたい。 

また、業務内容を指示する仕様書を作成せずに契約を行っていた事例が散見

された。業務の的確な履行の確保と検査を行うためにも、仕様書を作成して契

約を行われたい。 

   さらに、随意契約にあたり、業者指定の手続きを怠っていたもの、見積もり

合わせの基準に基づく見積書の徴取がされていない事例があった。適正な契約

を行われたい。 

（６）検査事務においては、検査の時期が遅れていたもの、年度を超えて検査を行

っていたもの、履行内容の確認を適切に行わずに検査を合格としていた事例が

あった。厳正な検査事務を行われたい。 

（７）財産管理においては、備品の管理に関し、不用な備品を不用品へ組替ること

なく長年に亘り放置していたものや、購入した備品の登録を怠っていた事例が

あった。適正な物品管理をされたい。 

   また、指定管理施設の目的外使用許可にあたり、区の決定がされていない事

例があった。適正な事務処理を行われたい。 

（８）その他、旅費の支給にあたり過払や未払があったもの、臨時職員の賃金の支

給にあたり年次有給休暇を取得していたにもかかわらず、その分の賃金が支給

されていなかった事例があった。適正な事務処理を行われたい。 

 

２ 重点事項に係る意見 

今年度の監査の重点事項である「施設設備の保守点検に係る事務は適正に行わ

れているか」については、施設に応じて必要となる、消防法に基づく消火設備点

検、水道法に基づく給水設備の清掃と検査、建築基準法に基づく昇降機の定期検

査、電気事業法に基づく自家用電気工作物の点検に関し、以下の観点に基づき実

施した。 

①委託にあたり適切な仕様書が作成されているか 

②契約書（仕様書）に定める書類が提出されているか 
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③契約書（仕様書）に基づく履行確認が行われているか 

④点検結果に適切に対応しているか 

⑤指定管理施設における点検結果を把握し、それに基づき指定管理者に適切な

指導を行っているか 

   その結果、これらのことについては、概ね適正に行われていたことを確認した。

しかしながら、指摘には至らないものの、一部施設において、消防設備保守点検

で不備を指摘されていたにもかかわらず、その指摘箇所を誤認したため不備を確

認できず、放置していた事例があった。 

 

保守点検は、設備の誤作動の防止や機能の維持を図り、区民の利用する施設の

安全性を確保するために極めて重要なものである。点検結果に対し適切かつ早急

な対応を図り、今後とも適正な施設の維持管理を行われたい。 

 

３ 総括意見 

   第一に、迅速な支払の確保に係ることである。 

   支払事務の遅れについては、これまでも本監査の結果報告の中で、毎年のよう

に注意喚起しているところであるが、今回の監査においても改善は見られなかっ

た。この中には、検査合格の後、９か月を超えて支払がされるなど、常識では考

えられないものもあった。対価の速やかな支払は、契約の相手方の負担軽減とと

もに、区にとっても、債権債務の関係を適切な時期に完結させ、公正な契約を確

保するうえで重要なことである。 

支払の時期に関しては、政府契約の支払遅延防止等に関する法律により、工事

代金は請求を受けてから４０日以内、その他のものは３０日以内と定められてい

る。同法に違反する事例はなかったものの、指摘事項の７で示したもののほか、

多くの部署において、給付の完了の確認や検査合格の後、２か月を超えて支払が

行われており、迅速な支払とは言えない状況である。区として、支払時期につい

てのより実効性の高い具体的基準の策定や、支払事務に係る改善を行うことなど

により、適切な時期における支払が実現するよう強く望むものである。 

 

   第二に、コンプライアンスの徹底に係ることである。 

   指摘事項の「６ 公費で支出すべきものを私費で支払っていたもの」の他にも、

資金前渡で支払うべき経費を私物のクレジットカードで一時的に立て替えていた

もの、庁有車のガソリン代の支払に個人所有の割引クーポン券を使用していたも

のなど、公費の支払にあたり公私混同となっていた事例があった。 
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   一時的な立替払については、これまでの監査において指摘したものがあったが、

今回の指摘事項の私費による支払は初めての事例で、かつ、これまでになく重大

な事故であり、あってはならないことである。原因の究明と再発防止に向けた方

策の検討にしっかりと取り組まれたい。 

   また、立替払の事例が引き続き発生したことは、公費の取扱いについて安易で

あり、公私の区別が欠如している表れではないかと憂慮するものである。職員の

コンプライアンスの徹底を図られたい。 

   

   第三に、監査指摘が業務改善に生かされていないことである。 

   指摘事項の「５ 活動開始に合わせた保険契約を行っていなかったもの」にお

ける保険加入に係る事務処理の誤りは、平成２４年度の定期（財務）監査結果に

おいて指摘した学校スタッフに係わる傷害保険の事例と同様のものであり、同じ

分野において同じ誤りを繰り返していた。 

   また、指摘事項の「３ 予算額を上回る額の補助金を交付決定していたもの」

は、補助金の交付に関し、支出負担行為として会計上の処理を行う時期を、交付

決定の段階ではなく、支出する際に同時に行ってきていることが、指摘した不適

正な事務処理に繋がっているものである。これについては、平成２２年度の定期

（財務）監査結果における総括意見の中で、支出負担行為を補助金交付決定時に

行わず、補助交付団体からの請求後に行っていたため、補助金の予算を他の予算

へ流用した事例への対応として、「補助金に係る支出負担行為を「補助金の交付の

決定」とする法律の趣旨を踏まえ、補助金の交付に関わる支出負担行為の時期や

それの処理方法について検討し、整理されたい」と要望していたところである。 

残念ながら、この他にも過去の指摘や注意事項が改善されていない事例が後を

絶たない。指摘や注意を受けた部署はもちろん、受けなかった部署においても自

らの事務処理を点検し、同じ過ちを繰り返さないよう取り組む必要があることは、

これまで繰り返し述べてきているところである。指摘や注意を踏まえ、組織とし

て具体的に業務処理の改善に取り組まれることを強く求めるものである。 

 

   第四に、チェック体制の強化に係ることである。 

   区では、平成２４年度から中野区事案決定規程に基づく審査に加え、財務及び

会計事務の適正かつ効率的な運用並びに会計事故の未然防止を図るため、各分

野・施設内に審査担当者を置き、会計処理等の決定にあたり事前チェックを行う

こととしている。 

   しかし、指摘事項８件のうち会計処理に関するものは７件であり、そのうち審
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査担当者が適切な審査を行っていれば防げたものは１件のみであった。また、書

面監査により会計処理に係る問題点を抽出した約９００件中、審査担当者による

審査で是正が可能と思われるものは全体の約４割であった。 

   審査担当者による審査は、今後も適正に行われることが必要であることは言う

までもないが、このように審査担当者の事前チェックが及ばない案件が半数以上

を占めている現実を鑑みれば、現行の審査担当者制度に加えて、新たなチェック

体制の構築が必要である。早急に検討されることを望みたい。 

 

最後に、内部統制の充実について述べたい。 

   第３１次地方制度調査会において、議会制度や監査制度等の地方自治体のガバ

ナンスのあり方について調査審議が行われており、近日中に答申が出される見通

しである。同調査会におけるこれまでの審議経過から、監査の独立性・専門性を

高め、監査に求められる監視機能を適切に発揮する方策などに加え、地方公共団

体における内部統制制度の導入についても、答申の中で述べられることが見込ま

れている。 

   内部統制は、事前又は事後にリスクをコントロールすることを目的とし、組織

内部において、違法行為や不正、ミスなどが行われることなく、組織が健全かつ

有効・効率的に運営されるよう各業務で所定の基準や手続きを定め、それに基づ

いて管理・監視・保証を行うための一連の仕組みとされている。 

   多様化する住民ニーズにきめ細やかに対応すると同時に、広範な行政サービス

を支える制度は複雑化しており、不適正な事務処理のリスクは拡大する傾向にあ

る。内部統制の取り組みを進めることは、その事務の適正さを確保するために有

効であり、その結果として、首長のマネジメントの強化のほか、監査の実効性を

高めることなどについても期待されている。 

   総括意見として上記に様々述べたことからも分かるとおり、監査結果の指摘を

活用し、組織全体で改善策を講じることこそ重要であり、そのためにも内部統制

の充実は有効である。区では、他の自治体に先駆け、内部統制の専管組織を設け

て取り組みを行ってきているところであるが、さらにその機能の充実を図る必要

があることは言うまでもない。今後想定される国における制度化も踏まえ、より

一層内部統制を強化し、適切な区政運営により区民の信頼を確保し続けることに

期待するものである。 
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