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中野区監査委員告示第１号 
 
 
 
   平成２９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２９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、市川稔前監査委員、久保里香前監査委員は平成

２９年５月２１日まで、山下晃司前監査委員は同年１２月１３日まで関与し、 

大内愼吾監査委員、甲田百合子監査委員は同年５月２２日から、下田政廣監査

委員は同年１２月１４日から関与しました。 

 
 
平成３０年１月３１日 

 
 
 

中野区監査委員 竹 内 沖 司 

同 下 田 政 廣 

同 大 内 愼 吾 

同 甲 田 百合子 
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平成２９年度定期（財務）監査結果報告 

 

第１ 監査の期間 

平成２９年４月２０日（木）から平成３０年１月２４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 

     中部すこやか福祉センター（地域ケア分野、地域支援分野） 

東部区民活動センター、桃園区民活動センター 

 南部すこやか福祉センター（地域ケア分野、地域支援分野） 

南中野区民活動センター、鍋横区民活動センター 

みなみ児童館、弥生児童館、宮の台児童館、大和西児童館 

   ○ 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 

白鷺保育園、本町保育園、弥生保育園、もみじやま保育園 

○ 環境部 

     清掃事務所、清掃事務所車庫 

○ 教育委員会 

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、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、ひがしなかの幼稚園 

 （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 

     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、弥生区民活動センター 

○ 教育委員会事務局 

     教育センター 
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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２８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「予算の執行は適正な時期に適切な事務処理により行われ

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、以下の指摘事項に見られるように、法令や規則等を遵守

していない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。 
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【指摘事項】 

１ 契約変更を怠り、誤った金額で業者に支払を行っていたもの 

  特別区民税・都民税決定通知書等印刷、印字、発送業務委託契約は、その業務内

容により総価契約部分と単価契約部分とに区分して契約締結していた。そのうち総

価契約部分のデータ処理等については、単価を 10,000 円とし、予定回数を７８回と

して 780,000 円（消費税相当額を除く）とされていた。しかし、総価契約部分であ

るにもかかわらずデータ処理等の回数が７６回であったことから、契約変更をする

ことなく、760,000 円（消費税相当額を除く）が支払われ、20,000 円（消費税相当

額を除く）が未払いとなっていた。 

  契約変更を行わず、総価契約部分としていたものの一部を支払っていなかったこ

とは、極めて不適正な事務処理である。 

（区民サービス管理部税務分野） 

 

２ 誤った金額で業者に支払を行っていたもの 

事務用消耗品の購入にあたり、３者から見積書を徴取し、最も低廉（142,560 円）

な事業者と契約して消耗品が納品され、正しい金額の納品書が提出されていた。し

かし、財務会計システムへの入力は、最も金額の高い事業者の見積書（146,934 円）

で誤って入力し、納品書とのチェックも怠ったことにより、支払金額が過払いとな

っていた。また、その後、誤りに気付くことなく年度内での是正がされず、今回の

定期（財務）監査により誤りに気付き、是正の処理が行われていた。 

  財務会計システムへの入力を誤り、さらに、納品書とのチェックを怠ったことに

より、支払金額を誤ったことは、区の信用を失墜させることにもなりかねない極め

て不適正な支払処理である。 

（区民サービス管理部保険医療分野） 

 

３ 誤った単価で一時保育謝礼の支払を行っていたもの 

  児童虐待防止講演会及び養育家庭体験発表会の実施に伴う一時保育謝礼の支払に

あたり、一時保育謝礼を１時間につき 1,200 円として保育者に支払っていた。 

中野区一時保育登録要綱第１１条第１項では、登録保育者への謝礼金は、別に定

める額とされ、中野区一時保育実施の手引き（第５版）でその額を「区では保育者

への謝礼として、午前・午後の時間帯は１時間につき 1,250 円、夜間は 1 時間につ

き 1,560 円を支払うこととする。」とし、登録保育者に事前周知していたにもかかわ

らず、一時保育謝礼の一部が未払いとなっていた。一時保育謝礼の支払を誤ってい
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たことは、不適正な支払処理である。 

（子ども教育部子育て支援分野） 

 

４ 契約締結前に業務の履行をさせていたもの 

東京オリンピック・パラリンピック競技大会の機運醸成を図るため、水泳教室を

実施するにあたり、当日の運営及び事前周知のポスター・チラシの作成を委託内容

とする契約を業者指定により平成２９年１月２６日に締結していた。 

しかし、この契約の締結前であったにもかかわらず、申込期間を同年１月１６日

からとする事前周知のポスター・チラシの作成を事業者に依頼し納品させ、また、

同日付で中野区の公式ホームページにも、このポスターを掲載していた。 

契約締結前に業務を履行させたことは、極めて不適正な事務処理である。 

（健康福祉部文化・スポーツ分野） 

 

５ 業務の全部を再委託していたもの 

  中野中学校及び谷戸小学校の自動扉保守点検業務委託について、契約締結した事

業者とはそれぞれ異なる事業者から各学校の点検報告書が提出され、検査が行われ

ていた。 

委託契約約款第２条第２項では、再委託の禁止について「この契約に基づく納入

等の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託してはならない。」とされている。 

  本委託契約は自動扉の保守点検が業務の全てであり、その保守点検業務を契約締

結していない事業者が行っていたことは、極めて不適正な事務処理である。 

（教育委員会事務局学校教育分野） 

 

６ 不適正な事務処理により物品を購入していたもの 

  郵券の購入にあたり、購入の意思決定を行うことなく、事業者に郵券の発注をし

て平成２８年４月１５日に納品をさせ、使用していた。また、その後、この支払い

を怠っていたことが判明し、事業者に再度納品書を作成させ、同年８月１８日に支

払を行っていた。 

  郵券の購入にあたり、明確な意思決定を行うことなく納品させていたこと、事業

者に再度納品書を作成させ支払を行っていたことは、極めて不適正な事務処理であ

る。 

（桃園第二小学校） 
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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、本来の費目が備品購入費や工事請負費であるにもか

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占用料の徴収時期が

遅れていた事例があった。また、売却物品を事業者に引き渡したにもかかわら

ず、その売却代金が納付されていない事例があった。適正な収納事務にあたら

れたい。 

（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、３７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、個人所有のクレジットカードで

一時的に立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、誤った医療機関への支払処理を行っていたものや誤った金額で債権

者に支払い、戻入や追給をし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不適切な書類により行っ

ていたものや公益通報に係る是正措置の通知に伴う返納の申出により、補助金

の確定を平成２１年度まで遡り改めて行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あっ

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。 
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その他、規則で定められた部長（所長）への委任範囲を超えて契約締結して

いたもの、契約書の記載に誤りがあったものや非課税である手数料に消費税相

当額を加えて契約締結していた事例があった。適正な契約事務を行われたい。 

（６）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。 

（７）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や旅費の支給にあ

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、ガソリン代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「予算の執行は適正な時期に適切な事務処理に

より行われているか」については、財務監査の全体的な視点と合わせて、以下の

視点を持ち実施した。 

①予算執行の時期は適切か 

②計画的な執行が行われているか 

③保険料等の払込みは適正な時期に行われているか 

④年度末にまとめて予算執行をしていないか 

⑤執行に当たっての事務処理は適切に行われているか 

   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、指摘には至らないものの、年度末に多数の消耗品を購入してい

た事例があった。予算の執行は計画的に行われたい。 

 

３ 総括意見 

本監査を通じて、特に留意されるべき事項を以下のとおり取りまとめたので、

対応されたい。 

第一に、業務内容の確認の徹底についてである。職員の公務災害に伴う見舞金

の支給に関する事務は、一部事務組合である特別区人事・厚生事務組合において

共同処理する事務として行われているが、当該見舞金の支給を受けようとする者

は、所属長を経由して、特別区人事・厚生事務組合の管理者に申請手続きを行う

こととされている。しかし、区の所管において、当該見舞金の存在についての認

識が欠落し、これにより、平成１０年度以降、休業見舞金６６件・122 万円、障害

見舞金３件・660 万円が未申請（時効成立）となり、支給を受けられないこととな
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ったことから、当該見舞金支給相当額を損害賠償金として支払うこととした。損

害賠償金としての支払は止むを得ないとしても、このようなミスにより見舞金の

支給が受けられなくなったこと自体は極めて不適切である。 

所管においては、担当者間の引継ぎが不十分であったことが原因としているが、

区や一部事務組合の事務に限らず、都や国の補助金申請等の様々な各部の事務に

おいても起こり得ることであると考えられる。今後同様のミスの発生を防止する

ため、確実な事務の引継ぎや担当する業務内容についての十分な確認等について、

徹底した取組みを行われたい。 

 

   第二に、適正な債権管理と有効な督促・催告の実施についてである。平成

２７年度の生活保護業務に関する会計検査院による検査において、区の債権管理

業務が不十分であるとの理由で厚生労働省に対して是正改善の処置要求が行われ、

その結果、平成２２年度から平成２６年度までに不納欠損処理した生活保護費弁

償金等に係る国庫負担金等 153,711,139 円について返還を指示され、返還してい

た。またこれとは別に、精神障害回復者社会生活適応訓練非常勤職員の平成

２１年４月分から６月分までの報酬に 18,705 円の過払い金が発生したため、毎年

１回、文書により返還を求めていたが返還されず、平成２７年６月３日に５年の

時効が完成した。そうしたところ、平成２８年７月２６日になって本人が返還金

を区に納付したが、既に債権が消滅していることから、納付された金額を還付し

ていた。 

生活保護費弁償金等に係る督促が不適正であることについては、平成２７年度

事務監査において指摘したところであり、生活援護分野においては既に改善が行

われているところであるが、本件非常勤職員報酬の過払い金についても適正で有

効な督促・催告が行われてきたのかについて確認する必要がある。これらに限ら

ず区では様々な債権の管理を行っているが、「私債権等の徴収事務マニュアル」な

どに基づき、適正な債権管理と督促・催告がなされているかを改めて総点検する

とともに、年に１度の文書による督促・催告に留まらず、債権ごとの効果的かつ

効率的な徴収方策について検討されたい。 

 

   第三に、適正な支払の実施についてである。区では、中野区集団回収活動の支

援に関する要綱に基づき、古紙等の回収量に応じて報奨金を集団回収実践団体

（以下「実践団体」という。）に支払っているが、古紙等を回収し、実践団体から

回収費用の支払を受ける集団回収事業者（以下「事業者」という。）が、古紙回収

量の水増し請求を行っていたことが判明し、実践団体が事業者に支払った水増し
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請求分の回収費用を当該事業者から返還させ、また、実践団体から当該水増し請

求分に係る報奨金を返還させていた。当該事業者は、他区での集団回収における

古紙及び新聞販売店で売れ残った新聞を本来の回収量に上乗せしたり、搬入先の

古紙問屋に依頼して、回収量を水増しした伝票を作成させるなどの方法で、不正

な請求を行っていた。このような不正請求が容易に行われた背景としては、区は

事業者が作成する資源回収実績報告書に基づき、実践団体に対して報奨金を支払

っているが、回収量について、区も実践団体も確認する手立てがないことがある

と考えられる。 

これは、事業者が作成する資源回収実績報告書に基づく実践団体の請求額が適

正であることを確認することなく、報奨金の支払を行っていることにほかならな

い。現行制度のように回収量に応じて支払を行う以上、何らかの方法で回収量の

確認が必要であり、また、それにより、この度のような不正請求を防ぐことがで

きるものである。所管においては、適正な支払に向けた改善に取組まれたい。 


