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   平成３０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３０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。 

 

 

平成３１年２月６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３０年度定期（財務）監査結果報告 

 

 

第１ 監査の期間 

   平成３０年４月１９日（木）から平成３１年１月２８日（月）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 

     北部すこやか福祉センター（地域支援分野、地域ケア分野） 

     野方区民活動センター 

     鷺宮すこやか福祉センター（地域支援分野、地域ケア分野） 

     大和区民活動センター、上鷺宮区民活動センター 

     みずの塔ふれあいの家、北原児童館、大和児童館、西中野児童館、 

     かみさぎ児童館 

   ○ 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 

     鍋横保育園、仲町保育園、大和東保育園 

   ○ 健康福祉部 

     保健所（保健予防分野） 

   ○ 環境部 

     生活環境分野 

   ○ 教育委員会 

     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、 

     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、南台小学校、みなみの小学校、 

     美鳩小学校、第二中学校、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 
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   ○ 地域支えあい推進室 

     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、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。 

 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２９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、 少の経費で

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「職員の旅行命令及び旅費の支給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。

なお、例年、出勤簿及び旅行命令簿等については、２か月分を抽出して監査を実

施してきたが、今年度については１年分全てを監査対象とした。 

 

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。 
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   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。 

 

 【指摘事項】 

１ 旅費の支給が誤っていたもの（重点事項に係るもの） 

  職員に対する旅費の支給について、監査対象とした８４分野・事業所のうち半数

以上の４５分野・事業所において、旅行雑費の過払いや未払い、通勤経路との経路

重複に係る過払いなどによる支給誤りがあり、本来の支給額より多く支払っていた

ものが１６８件３４,３７３円、少なく支払っていたものが１１０件２１,８８３円、

計２７８件あった。 

  公務のために旅行する職員に対する旅費の支給については、中野区職員の旅費に

関する条例や手引き等に基づき、適正に行われたい。 

（都市政策推進室中野駅周辺まちづくり分野ほか４４分野・事業所） 

 

２ 事務処理の遅れにより延滞利息を支払っていたもの 

  区役所本庁舎の電気料金について、平成３０年２月分の支払期限が３月３０日で

あったところ、支払事務が遅れ、支払を行ったのが４月３日となったことから、需

給約款による４日分の延滞利息４,１５７円が３月分の電気料金に加算され支払って

いた。 

  この延滞利息は、期限までに支払を行っていれば発生しない経費であり、本来不

必要な支出である。適正な支払事務の実施に努められたい。 

（経営室施設分野） 

 

３ 業務履行を決定手続及び契約前にさせていたもの 

  庁内ネットワーク機器の修理を行うにあたり、修理の決定手続及び書面による契

約を行うことなく事業者に修理の発注を行い、平成２９年９月２２日に修理を行わ

せていた。修理の決定手続は、業務履行後の同年１０月１０日になって行われ、同

月１６日に当該事業者と契約を締結していた。 

  区が契約により公費を支出するにあたっては、中野区事案決定規程等に基づく決

定手続を事前に行うとともに、中野区契約事務規則により、契約書を作成するか、
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請書、公文書その他これに準ずる書面を徴さなければならない。 

  必要な事前の決定手続及び書面による契約を行うことなく業務を行わせていたこ

とは、極めて不適正である。 

（子ども教育部保育園・幼稚園分野） 

 

４ 不正受給された扶助費の返還の取扱いが不適正だったもの 

  中野区保育所事業扶助要綱に基づき平成２８年度に扶助費の支給を受けた私立認

可保育所について、平成２９年２月に指導検査を実施したところ、区に提出された

職員名簿に記載のある職員の一部が実際には勤務していなかったこと等により、扶

助費を不正に受給していたことが判明した。そこで同年７月に不正に受給していた

額と本来の支給額の差額を、子ども・子育て支援法に基づき同じく支給していた給

付費の返還額とともに、給付費の過払い額の返還として決定し、当該保育所に通知

していた。 

  同要綱には、不正受給による扶助費の返還に関する規定はないが、第２７条で要

綱に定めるもののほか、扶助費の支給に関して必要な事項については、中野区補助

金等交付規則の定めるところによると規定しており、同規則は第１３条第１項で偽

りその他不正の手段により補助金等の交付を受けた場合は、補助金等の交付の決定

の全部又は一部を取り消すことができるとし、さらに、第１４条で当該取消に係る

部分の補助金等については返還を命じること、第１５条第１項で違約加算金を納付

させることを規定している。 

  返還させるべき扶助費について、給付費として返還の決定及び通知をしたことは、

本件扶助費と給付費とを混同した取扱いであり、また不正受給された扶助費の返還

については、規則及び要綱の規定に従い適正に処理されたい。 

（子ども教育部保育園・幼稚園分野） 

 

５ 不正受給された補助金の返還の取扱いが不適正だったもの 

  中野区保育士等キャリアアップ補助金交付要綱に基づき平成２８年度に補助金の

交付を受けた小規模保育事業者について、平成２９年８月に指導検査を実施したと

ころ、区に提出された補助金の実績報告の中に、当該施設に実際に配置されていな

い職員が含まれており、虚偽報告により不正に補助金を取得していたことが判明し

た。そこで、実績報告書を再提出させ、この実績報告書に基づく適正な補助金額が

既に交付されていた補助金額を下回っていたとして、平成３０年２月に、過払いと

なっている補助金額の一部返還を求める決定をし、当該事業者に返還を命じていた。 

  しかし、同要綱第１５条では、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受け
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たとき等には、補助金の交付決定を取り消すことができると規定し、第１７条では、

取消しをした場合において当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されてい

るときは、その返還を命ずるものとしている。さらに、中野区補助金等交付規則は

第４条で、補助金等に関しては、他に特別の定めのあるものを除くほか、この規則

の定めるところによるとしたうえで、第１５条において、補助金等の交付の決定を

取り消し、返還を命じたときは、違約加算金を納付させなければならないとしてい

る。 

  不正受給された補助金の返還については、規則及び要綱の規定に従い適正に処理

されたい。 

（子ども教育部保育園・幼稚園分野） 

 

６ 臨時職員賃金の支給額が誤っていたもの 

  試験検査業務のため、毎年度期間を定めて同一の臨時職員を雇用し、賃金として

給与のほかに交通費を支給していたが、平成２７年度以降交通費の算定を誤り、平

成２９年１２月に誤りに気付くまでの３年度分について、不足した金額で支給して

いた。 

  このうち、平成２８年度分及び２９年度分の未払い額計９,４６２円については平

成２９年度に支払ったものの、平成２７年度の未払い額３,２９６円については、誤

りに気付いた時点から２年を超える前に発生した未払い額であるため、労働基準法

第１１５条により請求権が時効消滅し、支払いができないこととなった。 

  賃金の支払に誤りがあってはならない。３年度にわたり交通費の支給誤りに気付

かず、さらに未払い額の一部について時効により支給できなくなったことは、区の

信用を失墜させる極めて不適正な事務処理である。 

（保健所保健予防分野） 

 

７ 指定管理者に対し管理運営に係る経費の余剰金の返還を求めていなかったもの 

  軽井沢少年自然の家の指定管理業務について、平成２９年度分として指定管理者

である事業者から提出された年度事業報告書によると、維持補修費、浄化槽法定点

検、受水槽法定点検、自家用電気工作物保守及び消防設備保守の合計額について、

執行額が予算額を２８６,０９８円下回り、余剰金が発生しているにもかかわらず、

当該指定管理者に対し、その返還を求めていなかった。 

  区と指定管理者が締結した平成２９年度中野区軽井沢少年自然の家管理運営業務

に関する協定書によると、⑴施設維持修繕費、⑵備品修繕費、⑶法定点検費（浄化

槽法定点検、受水槽法定点検、自家用電気工作物、消防設備点検）、⑷その他協議
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により精算の対象とした経費の余剰金は精算の対象とし、これを全額区に返還する

こととなっている。 

  指定管理経費の精算については、事業報告書を踏まえ、協定書に基づき適正に処

理されたい。 

（教育委員会事務局学校教育分野） 

 

８ 過年度の講師謝礼を支払っていたもの 

  平成２８年１２月９日に実施した体力向上研修会の講師謝礼が支払われていなか

ったことが平成２９年度になって判明し、平成２９年９月２１日になって過年度支

出を行っていた。 

  平成２８年度に実施し、支払われるべき講師謝礼について、当該経費を計上して

いたにもかかわらず同年度の予算から執行しなかったこと、及び、年度を超えて

９か月の間支払を放置したことは、極めて不適切な事務処理である。 

（教育委員会事務局学校教育分野） 

 

９ 指定消耗品の管理が不適切だったもの 

  指定消耗品について、鷺宮すこやか福祉センター地域ケア分野では８２円切手が

２００枚、教育委員会事務局学校教育分野ではタクシー券が１枚、選挙管理委員会

事務局では１０円切手が１０枚及びレターパック３６０が１枚、それぞれ監査時点

で受払簿上の残と在庫数が一致していなかった。 

  郵券や金券類等の指定消耗品については一般の消耗品とは異なり厳重な保管を要

することから、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にしておかなければならないとされて

いる。さらに平成２９年９月から一層の管理の徹底を図るため消耗品受払簿の様式

が改正され、毎月１回は物品管理者が使用状況及び在庫の点検を行い、確認の押印

をすることとされ、各部に通知されていた。 

  本件は、当該通知のとおり物品管理者による確認の押印がされていたにもかかわ

らず、受払簿上の残と在庫数とが一致していなかったものであり、極めて不適正な

管理である。 

（鷺宮すこやか福祉センター地域ケア分野） 

（教育委員会事務局学校教育分野） 

（選挙管理委員会事務局） 
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１０ 年間を通じて業者への支払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、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おり、これま

での監査においても、毎年のように注意してきたところである。 

  ところが、第四中学校においては、１１月１５日に検査合格とした業務の支払を

翌年の５月８日になって執行していたものも含め、年間を通じて１１９件の多数に

わたり、検査合格の後２か月を超えて支払が行われていた。 

  履行完了の確認後、長期にわたり支払を行わないことは、支払遅延防止の趣旨に

反するものであると言わざるを得ない。 

（第四中学校） 

 

１１ 年間を通じて収納金の払込みが遅れていたもの 

  区が窓口で直接支払を受ける手数料や使用料などの収納金については、中野区会

計事務規則第３０条第１項により、即日又は翌日に金融機関に払い込まなければな

らないとされている。 

  しかし、道路判定の収納金については、７月２８日の収納金を８月２２日に払い

込んだものも含め、年間を通じ開庁日の半分以上に及ぶ１５２日分の収納金につい

て、規則で定められた期日までに払い込まれていなかった。 

  収納金の払込みが遅れたことにより、長期間収納金を現金で保管していたことは、

不適正な現金の管理である。 

（都市基盤部建築分野） 

 

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、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
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い。 

 （２）収納事務においては、納入通知書の金額を誤って発行していたものや、区有

財産の貸付料の徴収時期が不適切な事例があった。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、指摘事項としたほか、３４の分野・事

業所で見受けられた。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、公費で支出すべき経費を個人が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、誤った医療機関への支払処理を行っていたものや業務完了前に支払

を行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）契約事務においては、不適正な見積書により業者を決定していたものや、見

積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。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ものや、

規則で定められた部長等への委任範囲を超えて契約締結していた事例、業者指

定の事務手続が適正に行われていない事例があった。適正な契約事務を行われ

たい。 

    検査事務については、検査表示の漏れや日付の誤り、時期の遅れなど、適正

に行われていない事例があった。適正な検査を行われたい。 

 （５）財産管理においては、消耗品受払簿や現金出納簿の記載誤りや記載漏れがあ

った。消耗品受払簿や現金出納簿について、適切に作成されたい。 

    また、購入した備品の登録を怠っていた事例や、備品の照合が適切に行われ

ていない事例があった。適正な物品管理を行われたい。 

 （６）その他、必要な超過勤務手当命令が行われていなかったものや、臨時職員に

必要な休憩時間を与え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「職員の旅行命令及び旅費の支給は適正に行わ

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旅行命令が法令や手引き等に基づき適正に行われているか 
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   ②旅費が適正に支給されているか 

   その結果、これらのことについては、全体としては概ね適正に行われていた。 

   しかしながら、指摘事項「１ 旅費の支給が誤っていたもの」のとおり、旅費

の支給誤りが多数あった。 

   中野区職員の旅費に関する条例に規定する旅行命令は、実務としては、旅行す

る職員の申請に基づき、命令権者が決定することにより発せられるものであるこ

とからすれば、旅行の申請をする職員ひとり一人が、条例や手引きを理解し、申

請していれば、支給誤りは防げるはずのものである。現在、手引きの他に、シス

テム操作マニュアルや公共交通機関の経路検索ソフトが提供されているが、支給

誤りの実態を踏まえ、職員が身近で容易に活用できる手引きやマニュアルの改善

について一層の工夫をされたい。 

   また、間違いは起こり得るものであることを前提として、組織的なチェックを

欠かすことができない。支給誤りが多数にのぼったことは、それが十分とは言え

なかったことを表しているものであり、組織的なチェック体制について、不断の

見直しを行われたい。さらに、旅行の申請がシステム上で行われていることから

すれば、例えば通勤手当との連携や旅行雑費の支給サポートなどによるエラーチ

ェックの拡充が実現できれば、支給誤りの抑制に大きく貢献することができると

考える。改善に向けて検討されたい。 

 

 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。 

 

   指摘事項「５ 不正受給された補助金の返還の取扱いが不適正だったもの」に

おいて、補助金交付の根拠であった中野区保育士等キャリアアップ補助金交付要

綱は、平成２９年度になって廃止され、新たに中野区保育士等キャリアアップ事

業扶助要綱が制定された。廃止前の要綱と新たに制定された要綱との主な相違は、

中野区補助金等交付規則に基づき具体的に規定していた補助金の交付申請・決定、

交付決定の取消し、交付額の確定等の規定がない点である。すなわち、補助金で

はなく扶助費とし、同規則の適用を受けないものとしたものであると考えられる。 

   扶助費は、「歳出予算に係る節の区分中の「２０扶助費」から支出される経費」

であり、「これは社会保障制度の一環として、生活困窮者、身体障害者等に対して

その生活を維持するために支出される経費である」（『新自治用語辞典（改訂版）』

新自治用語辞典編纂会編集）とされている。子ども及びその保護者に対する子ど
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も・子育て支援は基本的に社会保障給付であるとの認識のもとに、保育所等にお

ける保育の提供に係る経費を総括的に扶助費であると考えることは理解できる。

子ども・子育て支援法（以下「法」という。）は、認定こども園、幼稚園、保育所

を通じた給付を施設型給付とし、小規模保育等への給付を地域型給付として、い

ずれも保護者に対する個人給付を基礎としたうえで、確実に学校教育・保育に要

する費用に充てるため、教育・保育施設に対し、居住区市町村から法定代理受領

する仕組みとし、この給付費の性質を明確にしている。 

   このような扶助費が補助金と異なるものであることは容易に理解できるところ

であるが、中野区保育士等キャリアアップ事業扶助要綱で定める扶助費が廃止前

の要綱に基づき交付した補助金と性質を異にするものであるとは直ちに認め難い。

すなわち、同要綱は第１条で、保育士等が保育の専門性を高めながら、やりがい

を持って働くことができるよう、施設等が保育士等キャリアアップ事業として適

切な賃金改善に要した経費を扶助することにより、保育サービスの質の向上を図

ることを目的とし、また、第３条において、施設等を運営する事業者に対し、保

育士等の人件費のうち賃金改善に要した経費について扶助費を支給すると規定し

ているが、これらは、廃止前の要綱と変わりない規定である。法に定める給付費

のように、保育を必要とする子どもの保護者に対する給付ではなく、名称は扶助

費に変わっても、保育士等キャリアアップ事業を行った事業者に対して、それに

要した経費を区が支払うものであり、補助金としての性質までは変わらないもの

と考えるのが適当ではないか。 

   ちなみに、指摘事項「４ 不正受給された扶助費の返還の取扱いが不適正だっ

たもの」において、扶助費支給の根拠である中野区保育所事業扶助要綱は、扶助

費としながらも、第２７条で中野区補助金等交付規則を準用しており、実質的に

補助金であると認識されてきているものと考えられる。このように、特に保育に

係わる要綱においては、いわゆる補助要綱と扶助要綱が混在しており、さらに扶

助要綱とされているものにおいても補助金として取り扱っていると考えられるも

のと、補助金とは別のものとして取り扱っているものがあるということになる。 

   同規則は第２条第１号で、補助金等とは「区がその公益上必要がある場合にお

いて、区以外の者に交付する補助金、負担、利子補給金その他の給付金で反対給

付を受けないもの（区長が指定するものを除く。）をいう」と規定し、第１条で、

この補助金等の「交付の申請、決定その他補助金等に係る予算の執行に関する基

本的事項を規定することにより、補助金等に係る予算の執行の適正化を図ること

を目的」としているものである。補助金としてこの規則の適用を受けるべき経費

が要綱で扶助費とされることにより、安易にこの規則の適用を逃れることになっ
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てはならないのであり、この規則の適用を受けるものであるのか否かについて、

事業所管部に委ねることなく、区の例規の制定及び解釈・運用を統括する所管に

おいて、検討されたい。 

 

   次に、当該補助金の返還の取扱いについて指摘事項とするにあたり、事業所管

部に対する文書による質疑や講評から明らかになったことによれば、不適正な処

理を行った背景には、法に基づく給付費と「全く違う取扱いをすることはバラン

スを欠くことになる」という考え方があることであり、この考え方自体は、今も

変わっていないのではないかと思われる。しかし、このような理由で根拠に基づ

き行うべき処理を行わないことについては、適正な行政執行に対する危惧を抱か

ざるをえない。 

   給付費は法により規定されているものであり、これと区の補助金又は扶助費を

同一に取り扱うことに、そもそも無理がある。 

   例えば、この度の指摘事項の事例のように不正受給があった場合に、法は第

１２条第２項で、事業者から「その支払った額につき返還させるべき額を徴収す

るほか、その返還させるべき額に１００分の４０を乗じて得た額を徴収すること

ができる」と規定している。この１００分の４０の徴収金については、国通知の

「特定教育・保育施設等監査指針」により、命令（法第３９条及び第５１条）又

は確認の取消し等（法第４０条及び第５２条）を行った場合に支払わせるように

するとされているが、このような場合においても、区の補助金又は扶助費につい

ては、この支払を求めることはできない。その一方で、補助金であれば、中野区

補助金等交付規則は第１５条第１項で年１０.９５％の違約加算金を納付させるこ

とを規定しており、これを徴収することになるが、中野区保育士等キャリアアッ

プ事業扶助要綱に定める扶助費については、このようなペナルティーとなる金銭

を納付させることについての根拠を有しない。この扶助費については、どのよう

な理由で支給を取り消されたとしても、受給した金額を返還するだけで良いとい

うことになり、抑止と制裁の効果は全く期待できない。 

   本来異なる根拠に基づき支給する給付費と区の補助金又は扶助費を同一に取り

扱う必要はないのであり、それぞれの根拠に基づき執行することこそ重要である。

そして支給対象者に対しても、支給の根拠規程を明らかにしておくとともに、支

給を取り消す場合や取り消した経費の返還、返還金についての違約加算金や遅延

利息支払いの要否など支給対象者に不利益となる事項については、支給の条件と

して相手方に明示したり、制度案内の文書の中で毎年度明確に説明するなど事前

の周知を徹底しておくことが、決められたとおりの処理に導くうえで、実質的に
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極めて大切である。これらのことについては、とかく疎かにされがちであるが、

遺漏なく取り組まれたい。 

 

   保育に係る制度は、近年、多様かつ複雑さを増し、保育に参入する事業者も多

く、こうした事業者に区が支払う経費についても、件数、金額ともに膨大なもの

になっている。このような状況においても、明確な根拠に基づき、公平で適正な

処理を確実に行っていく必要があることは言うまでもない。また、不適正な受給

があれば、見逃すことなく厳格に対処する必要がある。ここに意見として述べた

ことは、適正な行政執行を行っていくうえで必要なことであると認識しているも

のであり、組織を挙げて改善に努められたい。 
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