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平成２８年度定期（財務）監査結果報告 

 

第１ 監査の期間 

平成２８年４月２１日（木）から平成２９年１月１８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 

（１）書面監査を実施した部等 

庁内各部（室)、各行政委員会事務局及び区議会事務局 

（２）実地監査を実施した部等 

  ○ 健康福祉部 

生活援護分野 

  ○ 会計室 

（３）事情聴取を実施した部等 

  ○ 経営室 

人事分野 

  ○ 子ども教育部 

保育園・幼稚園分野 

２ 庁外各施設 

（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 

     北部すこやか福祉センター（地域ケア分野、地域支援分野） 

新井区民活動センター、江古田区民活動センター、沼袋区民活動センター、

新井薬師児童館、野方児童館 

 鷺宮すこやか福祉センター（地域ケア分野、地域支援分野） 

鷺宮区民活動センター、鷺宮児童館、若宮児童館 

   ○ 区民サービス管理部 

南中野地域事務所、東部地域事務所、鷺宮地域事務所 

○ 子ども教育部 

Ｕ１８プラザ中央、沼袋保育園、南台保育園、丸山保育園、江原保育園 

○ 健康福祉部 

  保健所（保健予防分野） 

○ 環境部 

     生活環境分野 
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○ 教育委員会 

中野神明小学校、谷戸小学校、鷺宮小学校、啓明小学校、北原小学校、 

新井小学校、若宮小学校、江原小学校、武蔵台小学校、西中野小学校、 

白桜小学校、平和の森小学校、緑野小学校、第二中学校、第三中学校、 

第四中学校、第八中学校、南中野中学校 

 （２）書面監査のみを実施した施設等 

○ 都市政策推進室 

     商工会館 

○ 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） 

     野方区民活動センター、大和区民活動センター、上鷺宮区民活動センター 

○ 教育委員会事務局 

     教育センター 

 

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ほか、現金及び金券の管理

をしている主な分野等に対して、実地監査を実施した。また、平成２７年度に支払

った賠償金の経緯等を確認するため、該当する分野に対し事情聴取を行った。 

２ 庁外施設のうち、書面監査を含む実地監査を実施した施設については、関係帳

票類の提出を求め、当該施設において監査を実施した。 

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または所管

部の監査と併せて監査を実施した。 

 

第４ 監査対象事務 

定期（財務）監査は、平成２７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
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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「現金及び金券の管理は適正に行われているか」であり、

現金及び金券の管理状況調査票の提出を求め、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、予算管理、利子補給事務、

補助金交付事務、支出事務や金券管理について、不適正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、収納事務、契約事務や支

出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 補正予算額の算定を誤り、流用の手続きも不適正だったもの 

補正予算額の算定にあたり、住民情報連携基盤システムの構築（共通番号制度対

応）に関する経費について、千円未満の端数処理を誤り数値の確認を怠ったため、

予算の執行予定額以上の減額補正を第５次補正予算で行っていた。 

また、その後、これによる予算の不足額を補填するために予算の流用を行うにあ

たり、流用の権限が中野区予算事務規則第２０条第２項で予算が配当された所管の

部長とされているにもかかわらず、適正な流用の手続きを行うことなく、予算分野

において財務会計システムを操作して流用処理を行っていた。 

このことは、予算管理にあたり極めて不適正な事務処理である。 

（政策室予算分野） 

（区民サービス管理部情報システム分野） 

 

２ 利子補給の終了をせず、複数年に渡って支出し続けていたもの 

中野区産業経済融資利子補給の終了について、取扱金融機関から完済以外による

利子補給の終了１８件（区外移転１１件、繰上償還３件、一部繰上償還２件、代位

弁済１件、廃業１件）の報告があったが、そのうち１５件は報告が遅れており、利
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子補給を本来であれば前年度以前に終了すべきものであった。 

そのため、既に取扱金融機関へ支払っていた利子補給金のうち、554,225 円が最大

で平成２２年度に遡り取扱金融機関から返還されることになった。 

取扱金融機関に対し、利子補給を終了すべきであったにもかかわらず、利子補給

金を複数年に渡って支出し続けてきたことは不適正である。 

中野区産業経済融資規則等で定める利子補給の要件に合致する融資に対し、適正

に利子補給が行われるよう徹底されたい。 

（都市政策推進室産業振興分野） 

 

３ 誤った業者へ支払を行っていたもの 

災害時要支援者個別避難支援計画作成補助業務の委託料（３月分）の支払にあた

り、完了報告書を提出した事業者のうち、１事業者の名称を誤認して異なる事業者

の名称を財務会計システムで入力したため、当該事業者の委託料を誤った支払先に

支払っていた。 

その後、誤りに気付くことなく年度内での是正がされず、翌年度に本来の支払先

からの指摘により誤りに気付き、是正の処理が行われていた。 

  支払先を誤ったことは、区の信用を失墜させることにもなりかねない極めて不適

正な事務処理である。 

（地域支えあい推進室地域活動推進分野） 

 

４ 補助金を過払いしていたもの 

鷺宮地域に開設を予定していた小規模保育事業施設の施設開設に係る補助金の決

定にあたり、中野区小規模保育事業施設整備費等補助要綱に基づき、施設整備費補

助 14,223,600 円、建物賃借料等補助 1,435,400 円の合計額 15,659,000 円を補助交

付額とする事業者からの交付申請があり、区は同額をもって交付決定を行っていた。 

また、事業完了後、事業者から同額の実績報告書の提出があり、区はそれを補助

金交付確定額とし、支払が行われていた。 

しかし、同要綱第５条第２項では補助金の交付額について、施設整備費補助、建

物賃借料等補助は、それぞれ算出した額に千円未満の端数が生じたときは、これを

切り捨てるとされているにもかかわらず、千円未満の端数を切り捨てることなく合

算して交付決定し、誤ったまま補助金交付確定額として支払っていた。要綱の規定

に基づき、適正な事務処理を行われたい。 

（子ども教育部保育園・幼稚園分野） 
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５ 郵券の管理が不適切だったもの 

郵券の管理にあたり、生活援護分野では、各担当の事務室が複数の場所に分かれ

ているうえ、生活保護の受給に伴う戸籍、金融機関、就労先等への調査や病状・扶

養照会など、同種の事務が各担当で同時期に行われるため、分野内の郵券を総括的

に管理する生活援護推進担当から１回２５枚を限度に各担当に払出しを行い、担当

ごとに郵券を保管していた。しかし、生活援護推進担当のほか、払出しを受けた各

担当のうち消耗品受払簿を作成していたのは３担当のみで、他の８担当では消耗品

受払簿が作成されておらず使用状況が不明であった。また、現物と消耗品受払簿と

の照合も行っていなかった。 

中野区物品管理規則第２６条では、指定消耗品について、消耗品受払簿を備え、

使用状況及びその残高を明らかしておかなければならないとされており、それらが

行われていなかったことは、金券の不適正な管理である。 

（健康福祉部生活援護分野） 

 

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、前年度からの繰越枚数を確認せず新たに郵券を購入

したことにより、再度多数の郵券を次年度に繰越していた事例があった。予算

の執行は計画的に行われたい。 

また、運用利子が基金に積み立てられていない事例があった。基金を設置し

ている趣旨を踏まえ、適切に基金への積み立てを行われたい。 

さらに、事業メニューを誤って執行していた事例があった。適正な事業メニ

ューにより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。適正な収納事務にあたられたい。 

また、占用料の徴収時期が遅れていた事例があった。適正な時期の徴収にあ

たられたい。 
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（３）支出事務においては、支払の事務が遅延し、業務履行の検査終了後、２か月

以上遅れて支払が行われていた事例が、４１の分野・施設であった。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、職員個人が私費で一時的に立て

替えて支払っていたものや給油カードで支払うべきガソリン代を個人所有のク

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があった。適正な支払

事務を行われたい。 

その他、誤った金額で債権者に支払っていたもの、契約書で定められた支払

期限までに支払が行われていなかったものや非常勤職員の報酬の支給日が誤っ

ていた事例があった。適正な支払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、補助金の交付額の確定を誤っていたものや補助金

の決定方法を誤っていた事例があった。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、見積もり合わせ基準どおりに見積書を徴取せず、業者

選定を行っていた事例があった。適正な契約を行われたい。 

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

約事務を行われたい。 

さらに、採用業者の選定方法を誤っていたもの、見積書を紛失していたもの

や再委託を禁じた契約内容を変更せず、委託事業者の再委託を承諾していた事

例があった。適正な契約事務を行われたい。 

（６）検査事務においては、完了届を徴取していなかったもの、検査の時期が遅れ

ていたものや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、購入した備品の登録を怠っていた事例があった。適正

な物品管理を行われたい。 

（８）その他、超過勤務手当の支給にあたり過払いがあったもの、旅費の支給にあ

たり過払いや未払いの事例があった。適正な事務処理を行われたい。 

また、駐車場利用料金の公金による支払に際し、職員個人所有のポイントカ

ードにポイントを取得していた事例があった。公私混同することなく適正な処

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「現金及び金券の管理は適正に行われているか」
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については、収納金及び資金前渡金と中野区物品管理規則第２６条で定められた

指定消耗品に関し、以下の観点に基づき実施した。 

①現金及び金券が適切に保管されているか 

②正当な理由もなく多額の現金、郵券が保管されていないか 

③現金出納簿、キャッシュカード使用簿、消耗品受払簿が正しく記載されてい

るか 

④保管されている現金、郵券が現金出納簿又は消耗品受払簿と一致しているか 

   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。 

しかしながら、指摘事項「５ 郵券の管理が不適切だったもの」のとおり、郵

券の管理にあたり消耗品受払簿を作成せず使用状況が不明で、現物と消耗品受払

簿との照合も行っていなかった事例があったほか、指摘には至らないものの、金

券の管理が不適切なものや事業ごとの消耗品受払簿が作成されていない事例があ

った。 

   中野区物品管理規則第２６条で定められた指定消耗品である郵券や印紙、区内

共通商品券などは、多くの分野や施設で出納保管されていた。 

指定消耗品も公金と同様に厳格な取扱いが必要であるという認識を十分に持つ

とともに、使用状況を明確にし、適正な出納保管に努められたい。 

 

３ 総括意見 

   第一に、産業経済融資利子補給に係ることである。 

   指摘事項の「２ 利子補給の終了をせず、複数年に渡って支出し続けていたも

の」は、産業経済融資利子補給の終了にあたり、取扱金融機関からの報告が遅れ

利子補給を複数年に渡り支出し続けたことにより、何年にも遡り利子補給金を返

還させていたものであるが、問題は本件の返還に留まらないことから、制度の改

善について意見を述べる。 

産業経済融資利子補給は、中野区産業経済融資規則に基づき、申込みがあった

あっ旋申込者の要件等を区が審査し、適当と認めた者について、取扱金融機関に

融資あっ旋をし、取扱金融機関が行う産業経済融資に対する利子の一部を区が利

子補給として取扱金融機関に支払っている。 

同規則及び取扱金融機関と区との契約書では、繰上償還等の事由が発生したと

きは、利子補給を終了すること、そして、取扱金融機関は速やかに区長に報告す

ることと定められている。 

しかし、この度の利子補給金の返還により、この取扱金融機関の報告が必ずし

も適切に行われていないこと、そして、利子補給の受給者である取扱金融機関か
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らの報告がない限り、利子補給の終了事由に該当していないことの確認を区とし

て行っていないことが明らかになったものである。さらに、件数の最も多かった

区外移転については、借受者からの報告がない限り取扱金融機関においても把握

できない場合があり得ることを否定し得ないものである。 

規則等で定める要件に合致する融資に対して利子補給を行うことは、この制度

の根幹に係わる最も重要な事項である。融資実行後利子補給終了までの間におい

て、この要件合致の確認が合理的かつ効率的な方法で行われるよう改善を望むも

のである。 

 

   第二に、金券の管理に係ることである。 

   本監査で重点事項とした「現金及び金券の管理は適正に行われているか」につ

いては、「２ 重点事項に係る意見」で述べたところであるが、さらに、金券の管

理の徹底について意見を述べる。 

   指摘事項の「５ 郵券の管理が不適切だったもの」は、郵券の管理にあたり消

耗品受払簿を作成せず使用状況が不明で、現物と消耗品受払簿との照合も行って

いなかったものである。指定消耗品の管理にあたり、定期的に現物と消耗品受払

簿との照合をし、使用状況と残数の確認を確実に行っていくことは特に重要であ

る。 

また、複数の事業費で購入した郵券について、事業ごとの消耗品受払簿を作成

せず、一括して管理している事例があった。郵券の購入の予算は、事業ごとにそ

の目的に応じて予算措置がされていることからすれば、事業ごとの消耗品受払簿

を作成し、当該事業のために使用されるべきものである。 

   中野区物品管理規則では、指定消耗品について消耗品受払簿その他を備え、使

用状況及びその残高を明らかしておかなければならないとされ、また、「物品管理

の手引き」では、指定消耗品の管理方法が示されているが、消耗品受払簿の作成

単位や在庫確認のための現物と消耗品受払簿との定期的な数量等の確認などにつ

いて、具体的な内容が示されていない。さらに、消耗品受払簿の記載例には、払

出について「使用職員の氏名または使用目的等を記載する」とされているが、使

用目的を常に具体的に記載するものでなければ、適切な管理に結び付けることは

難しいと考える。 

   物品の管理に関する事務の指導統括を担う会計管理者においては、指定消耗品

の具体的な管理方法や定期的な数量等の在庫確認の方法、消耗品受払簿の記載方

法などを明確に示していくとともに、指定消耗品の適正な管理の徹底を図られた

い。 
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   第三に、事務処理のミス等の未然防止についてである。 

平成２７年度に不適切な事務処理を原因として損害賠償金を支払った事例が

２件あった。一つは、地方公務員災害補償法に基づく公務上の災害に係る補償を、

職員の事務引き継ぎが不十分で請求手続きの事務が適切に行われなかったことに

より、本来は請求できた公務災害補償の請求ができず、同補償を受ける権利が時

効により消滅したことについての損害賠償金であり、二つ目は、家庭福祉員の認

定にあたり、認定されない場合もあるとする説明が十分に行われず、結果として

認定しなかったことから、認定を前提として準備を進めた相手方の負担分に対す

る損害賠償金であった。また、区民健診の受診案内の中で胃がん検診の予約申込

みハガキには、切手を貼付するよう記載したが、胃がん検診の予約に係る説明の

中では「切手はいりません」と記載したために、胃がん検診の対象者

６，６７０人に対し、説明内容を訂正するハガキを追加送付し、その印刷代・郵

送料等が新たに必要となる事例もあった。 

これらは、原因である事務処理のミスや不適正な対応などを未然に防ぐことが

できていれば、いずれも支出の必要のない経費であった。たとえ軽易に思われる

ミス等であっても、大きな経費の負担や対応のための業務の発生、さらには区民

からの信頼の失墜などに繋がるおそれがあることを、一人ひとりの職員がしっか

りと認識する必要がある。職務についての十分な知識を備え、常に緊張感を持っ

て、注意深く職務の執行に当たられることを、改めてすべての職員に望むもので

ある。 

その一方で、間違えが起こり得ることを想定して、起こり得るミス等をあらか

じめ把握し、発生の抑制や発生した場合の対策などを作成したうえで、実施する

組織的取組が欠かせない。これまでも業務マニュアル・チェックリストの作成や

審査担当者によるチェックなど、具体的な取組が行われてきたが、監査結果をみ

ると、その成果が必ずしも顕著に表れているとは言い難い状況にある。今後、さ

らに実効性ある取組が行われることにより、事務の適正な処理が確保され、この

度のような賠償金の支払等が発生することがないようにされたい。 

 

   最後に、総括意見として様々述べてきたところであるが、監査結果に対し、組

織全体で改善策を講じることが重要である。そのことにより、区民に信頼される

区政運営に万全を期すとともに、最少の経費で最大の効果が挙げられることに繋

がることを期待するものである。 


