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監査結果に基づき区長等が講じた措置の公表について（通知） 

 

監査の結果に基づき区長等が講じた措置について通知がありましたので、地方自治

法（昭和 22年法律第 67号）第 199条第 14項の規定により下記のとおり公表します。 

 

記 

 

１ 当該監査 

令和３年度前期定期監査及び財政援助団体等監査 

２ 公表内容 

・「監査結果に基づき区長等が講じた措置」の概要について（表紙あり） 

・別紙（監査委員の審査結果で改善されたと認められるもの）  

 

３ 公表方法 

・区役所前掲示場への掲出（告示期間 14日間） 

〔大田区監査委員条例第６条の規定により大田区告示式の例による。〕 

なお、告示後、速やかに大田区ホームページへの掲載を行う。 

 

 

 

 

  

様 



 

 

 



 

令和３年度 

監査結果に基づき区長等が講じた措置 

（第２回） 

 

 

 

 

 

 

 

 

大田区監査委員 

 



 

 

「監査結果に基づき区長等が講じた措置」の概要について 

 
 
１ 措置報告対象となっている監査 
 
令和３年度前期定期監査及び財政援助団体等監査 
 
 

２ 報告の経緯 
 

令和３年度前期定期監査及び財政援助団体等監査について当該監査の結果に基づき

措置を講じたと大田区長から通知があった（令和４年２月 15日付け３総総発第 12570

号）。 

令和３年度前期定期監査及び財政援助団体等監査について当該監査の結果に基づき

措置を講じたと大田区教育委員会から通知があった（令和４年３月１日付け３教教発第

14143号）。 

 

 

３ 改善等の状況 
 
令和３年度前期定期監査及び財政援助団体等監査 

       
内容 

 
監査名 

改善を求めた 
もの等 

報告件数 

審査結果 

措置状況 改善されたと 
認めるもの 

改善されたと 
認めないもの 

令和３年度 
前期定期監査 
及び財政援助 
団体等監査 

44件 44件 44件 0件 別紙 

合  計 44件 44件 44件 0件  
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部

名 
「指摘事項」「意見・要望事項」の要約 措置状況 

こ

ど

も

家

庭

部 

（１）財務等に関する監査 

ア 指摘事項 

（ｱ）廃棄手続きを行わずに備品(アンプ）を

廃棄していた。備品は公金が形を変えたもの

であり区の財産として適正に管理することが

必要である。物品管理規則第 32条に基づき適

正に処理されたい。   <池上第三保育園> 

区立保育園は財務会計システムが配置され

ていないため、保育サービス課管理係へ手続依

頼が必要ですが、廃棄登録依頼が漏れていまし

た。 

 ご指摘後、物品管理規則第 32 条に基づき、

財務会計システムにて廃棄登録を行いました。 

 現在、区立保育園にて廃棄業務を行う際は、

園長、副園長等の保育園職員が複数名関与し、

当課管理係に連絡をする旨を失念しないよう

双方にて確認しています。 

 また、定期的に既存の備品物品と財務会計シ

ステムの登録内容を照合していきます。 

（１）財務等に関する監査 

イ 意見・要望事項 

（ｱ）令和２年１月分前渡金の事案決定につい

て、決定権者印がもれていた。支出処理をす

る際に、事案決定の内容を再確認する体制が

求められる。事案決定手続規程に基づき適正

に処理されたい。    <矢口第二保育園> 

 

押印の確認不足が原因であり、ご指摘後、事

案決定手続規程に基づき、決定権者の押印処理

を行いました。 

保育サービス課管理係担当、係長にて押印確

認を実施します。さらに、前渡金の事案決定起

案が同園に返送された後に区立保育園の事務

担当者（副園長、主任）が決定権者の押印確認

を園長等とともに複数名で確認作業を行って

います。 

（２）服務・給与に関する監査 

ア 意見・要望事項 

（ｱ）出張における交通運賃等の旅費の支給に

誤りがあった。旅行命令兼実施申請について適

正な事務処理が求められる。職員の旅費に関す

る条例等に基づき適正に処理されたい。 

 <子育て支援課> 

 

庶務事務システムの操作ミスによる入力誤

りが原因であり、ご指摘後、職員の旅費に関す

る条例等に基づき、庶務事務システム「旅行命

令兼実施申請（給与払）」で変更申請を行い、追

給及び戻入処理しました。 該当職員に対して

は、正しい事務処理方法について説明を行い、

課内職員に対しては、グループウェアの課内周

知用掲示板及び係長会を活用し、本件の再発防

止について周知しました。 

今後は、改めて決裁者の確認を徹底していき

ます。 
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部

名 
「指摘事項」「意見・要望事項」の要約 措置状況 

こ

ど

も

家

庭

部 

（２）服務・給与に関する監査 

ア 意見・要望事項 

（ｱ）出張における交通運賃等の旅費の支給に

誤りがあった。旅行命令兼実施申請について適

正な事務処理が求められる。職員の旅費に関す

る条例等に基づき適正に処理されたい。 

 <南雪谷児童館> 

 <南六郷児童館> 

 <南六郷三丁目児童館> 

 

庶務事務システムの操作ミスによる入力誤

りが原因であり、ご指摘後、職員の旅費に関す

る条例等に基づき、各館において庶務事務シス

テムで変更申請を行い、追給及び戻入処理しま

した。 

 再発防止のため、館長から当該職員に対し、

庶務事務システム入力時は申請内容を十分確

認するよう説明するとともに、改めて館内で情

報を共有しました。 

 子育て支援担当では、職員ポータル周知用掲

示板を活用し、再発防止について周知しまし

た。 

（２）服務・給与に関する監査 

ア 意見・要望事項 

（ｱ）出張における交通運賃等の旅費の支給に

誤りがあった。旅行命令兼実施申請について適

正な事務処理が求められる。職員の旅費に関す

る条例等に基づき適正に処理されたい。 

 <下丸子四丁目児童館> 

庶務事務システムの操作ミスによる入力誤

りが原因であり、ご指摘後、職員の旅費に関す

る条例等に基づき、子育て支援課において庶務

事務システムで変更申請を行い、戻入処理しま

した。 

当該職員は退職者でしたが、館長から過払に

なっている旨を説明し、戻入してもらいまし

た。再発防止のため、庶務事務システム入力時

は申請内容を十分確認するよう、改めて館内で

共有しました。 

子育て支援担当では、職員ポータル周知用掲

示板を活用し、再発防止について周知しまし

た。 

（２）服務・給与に関する監査 

ア 意見・要望事項 

（ｱ）出張における交通運賃等の旅費の支給に

誤りがあった。旅行命令兼実施申請について適

正な事務処理が求められる。職員の旅費に関す

る条例等に基づき適正に処理されたい。 

 <蒲田児童館> 

庶務事務システムの操作ミスによる入力誤

りが原因であり、ご指摘後、職員の旅費に関す

る条例等に基づき、子育て支援課において過年

度追給の処理を行いました。 

 館長から該当職員に対して、交通機関を利用

する際には必ず駅すぱあとを参照するよう説

明しました。再発防止のため、庶務事務システ

ム入力時は申請内容を十分確認するよう、改め

て館内で共有しました。 

 子育て支援担当では、職員ポータル周知用掲

示板を活用し、再発防止について周知しまし

た。 
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部

名 
「指摘事項」「意見・要望事項」の要約 措置状況 

こ

ど

も

家

庭

部 

（２）服務・給与に関する監査 

ア 意見・要望事項 

（ｱ）出張における交通運賃等の旅費の支給に

誤りがあった。旅行命令兼実施申請について適

正な事務処理が求められる。職員の旅費に関す

る条例等に基づき適正に処理されたい。 

 <子ども家庭支援センター> 

庶務事務システムの操作ミスによる入力誤

りが原因であり、ご指摘後、職員の旅費に関す

る条例等に基づき、戻入処理しました。 

 旅行申請時に必ず経路、「片道」「往復」の区

分、支出科目等の入力内容の確認を行うよう全

職員に周知しました。 

 また、各係長に対し、決裁時にチェックする

ポイント等のレクチャーを行い、確認体制を強

化しています。 

（２）服務・給与に関する監査 

ア 意見・要望事項 

（ｱ）出張における交通運賃等の旅費の支給に

誤りがあった。旅行命令兼実施申請について適

正な事務処理が求められる。 職員の旅費に関

する条例等に基づき適正に処理されたい。 

 <保育サービス課> 

庶務事務システムの操作ミスによる入力誤

りが原因であり、ご指摘後、職員の旅費に関す

る条例等に基づき、戻入処理しました。 

 旅費申請時は、申請内容を慎重に確認するよ

うグループウェアで課内周知し、職員の旅費に

関する条例等に基づく適正な処理をするよう

注意喚起しました。 

 申請承認者の各係長は、旅行命令申請を承認

する際に往復チェック漏れや申請漏れなど誤

りが発生しすい箇所を予め十分に認識したう

えで、確認します。 

 申請内容に疑義が生じた場合は、申請者と担

当係長間で二重チェックすること、また、課内

の服務担当である管理係は、毎月末日に旅行命

令申請のリストを抽出したうえで申請内容の

確認を徹底していきます。 

（２）服務・給与に関する監査 

ア 意見・要望事項 

（ｲ）児童虐待対策コーディネーター（会計年度

任用職員）の出張における交通運賃等の旅費の

支給に誤りがあった。旅行命令兼実施申請につ

いて適正な事務処理が求められる。会計年度任

用職員の給与及び費用弁償に関する条例等に

基づき適正に処理されたい。 

 <子ども家庭支援センター> 

庶務事務システムの操作ミスによる入力誤

りが原因であり、ご指摘後、会計年度任用職員

の給与及び費用弁償に関する条例等に基づき、

戻入処理しました。   

旅行申請時に必ず経路、「片道」「往復」の区

分、支出科目等の入力内容の確認を行うよう全

職員に周知しました。 

また、各係長に対し、決裁時にチェックする

ポイント等のレクチャーを行い、確認体制を強

化しています。 
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部

名 
「指摘事項」「意見・要望事項」の要約 措置状況 

こ

ど

も

家

庭

部 

（２）服務・給与に関する監査 

ア 意見・要望事項 

（ｳ）児童館業務補助員（会計年度任用職員）

の週休日の時間外勤務手当が支給されていな

かった。時間外勤務命令申請等について適正

な事務処理が求められる。会計年度任用職員

の給与及び費用弁償に関する条例等に基づき

適正に処理されたい。   <南六郷児童館> 

勤務形態に関する知識不足が原因であり、ご

指摘後、会計年度任用職員の給与及び費用弁償

に関する条例等に基づき、追給処理しました。 

 再発防止のため、該当職員及び館長に対して

会計年度任用職員事務の手引きを活用し、正し

い勤務形態について説明しました。 
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部

名 
「指摘事項」「意見・要望事項」の要約 措置状況 

教

育

総

務

部 

（１）財務等に関する監査 

ア 指摘事項 

（ｱ）消耗品の購入について、事案決定（契

約）前に発注・納品されていた。この事案

は、教育総務課で前回も指摘事項であったが

繰り返されている。契約事務規則等に基づき

適正な事務を行われたい。 <清水窪小学校> 

急ぎの必要があったため、契約前に消耗品

の発注を行ってしまいました。 

契約事務規則等に基づき、今後は事案決定

及び契約後に消耗品を購入するよう徹底しま

す。発注時期についても事前に計画を立て、

余裕をもって購入手続をするよう再発防止に

努めます。 

（１）財務等に関する監査 

ア 指摘事項 

（ｲ）令和２・３年度前渡金（駐車料金）につ

いて、私金からの立替払いが継続的に行われ

ていた。現金は安全・確実に管理する必要が

あり、公金の取扱いに私金の立替えがあって

はならない。公金管理のルールを徹底すると

ともに会計事務規則等に基づき適正な事務を

行われたい。        <教育総務課> 

前渡金の適切な支出方法に関する知識不足

が原因です。 

 前渡金による公金支出の際、私金で立て替え

ることは厳禁であることを関係職員に注意喚

起しました。公金管理のルールを再度周知する

とともに、会計事務規則等に基づき、正しく確

実な現金の管理・処理を行うよう徹底していき

ます。 

（１）財務等に関する監査 

ア 指摘事項 

（ｳ）令和３年度前渡金（ガソリン代）について、

私金からの立替払いが行われていた。現金は安

全・確実に管理する必要があり、公金の取扱い

に私金の立替えがあってはならない。公金管理

のルールを徹底するとともに会計事務規則等

に基づき適正な事務を行われたい。 

  <指導課> 

前渡金の適切な支出方法に関する知識不足

が原因です。 

 会計事務規則に基づく適正な事務執行と私

金の立替えが厳禁であることを課内職員へ再

周知しました。今後は、適正な前渡金の管理及

び支払を徹底していきます。 

（１）財務等に関する監査 

ア 指摘事項 

（ｴ）令和２年度前渡金（入場料）について、私

金からの立替払いが行われていた。現金は安

全・確実に管理する必要があり、公金の取扱い

に私金の立替えがあってはならない。公金管理

のルールを徹底するとともに会計事務規則等

に基づき適正な事務を行われたい。 

 <久原小学校> 

確認不足により引率教員の入場料が必要で

あることを認識していませんでした。 

 令和３年３月、教職員に遠足の引率者入場料

を含め、前渡金の立替払はすべて禁止されてい

ること及び引率者入場料が発生する場合は必

ず事前に事務に連絡するように改めて周知し

ました。 

 今後は、遠足等の行事前に事務からも教員に

引率者の入場料について必ず確認を行い、適正

な事務処理を徹底していきます。 
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部

名 
「指摘事項」「意見・要望事項」の要約 措置状況 

教

育

総

務

部 

（１）財務等に関する監査 

ア 指摘事項 

（ｵ）令和３年度資金前渡受者用現金出納簿に

おいて、総括欄の預金欄及び合計欄が誤って

記載されていた。記帳の都度、保管現金と現

金出納簿が一致していることの確認が必要で

ある。会計事務規則等に基づき適正に処理さ

れたい。         <矢口東小学校> 

資金前渡受者用現金出納簿の操作ミス及び

確認不足が原因であり、ご指摘後、会計事務規

則等に基づき、金額を訂正しました。 

 前渡金の支出・受領について、現金出納簿と

通帳及び現金の照合を確実に行います。 

 また、支出が無くても、月に複数回の照合を

行い、資金前渡の状況の把握に努めていきま

す。 

（１）財務等に関する監査 

ア 指摘事項 

（ｶ）廃棄手続きを行わずに高額備品（食器消毒

保管庫等）及び一般備品を廃棄していた。備品

は公金が形を変えたものであり区の財産とし

て適正に管理することが必要である。物品管理

規則第 32条に基づき適正に処理されたい。 

<開桜小学校> 

確認不足により備品廃棄が漏れていたため、

ご指摘後、当該備品の不存在を確認した上で、

物品管理規則第 32 条に基づき、令和３年４月

に廃棄手続を行いました。 

 今後、物品を廃棄する際には、備品シールを

確認し、備品の場合は必ず事務へ連絡するよう

に夕会及び校内掲示板で改めて周知徹底して

いきます。 

（１）財務等に関する監査 

ア 指摘事項 

（ｶ）廃棄手続きを行わずに高額備品（食器消毒

保管庫等）及び一般備品を廃棄していた。備品

は公金が形を変えたものであり区の財産とし

て適正に管理することが必要である。物品管理

規則第 32条に基づき適正に処理されたい。 

<東糀谷小学校> 

確認不足により備品廃棄が漏れていたため、

ご指摘後、管理職に状況を報告し、物品管理規

則第 32条に基づき、廃棄手続を行いました。 

 再発防止について、新たな備品を購入する際

は、①新機種納品前に既存廃棄予定物品の所在

と登録を確認する。②起案決定（新規購入及び

廃棄）後、備品購入及び廃棄を財務システムへ

登録する、を徹底していきます。 

（１）財務等に関する監査 

ア 指摘事項 

（ｶ）廃棄手続きを行わずに高額備品（食器消毒

保管庫等）及び一般備品を廃棄していた。備品

は公金が形を変えたものであり区の財産とし

て適正に管理することが必要である。物品管理

規則第 32条に基づき適正に処理されたい。 

<中萩中小学校> 

確認不足により備品廃棄が漏れていたため、

令和３年７月、物品管理規則第 32条に基づき、

両物品について廃棄手続を行いました。 

 今後、廃棄に関してはその都度報告を受けて

在庫数を確認し、学校内で適正な廃棄処理を徹

底していきます。 
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部

名 
「指摘事項」「意見・要望事項」の要約 措置状況 

教

育

総

務

部 

（１）財務等に関する監査 

ア 指摘事項 

（ｶ）廃棄手続きを行わずに高額備品（食器消毒

保管庫等）及び一般備品を廃棄していた。備品

は公金が形を変えたものであり区の財産とし

て適正に管理することが必要である。物品管理

規則第 32条に基づき適正に処理されたい。 

<矢口東小学校> 

確認不足により備品廃棄が漏れていたため、

令和３年４月 27日、物品管理規則第 32条に基

づき、廃棄処理しました。 

今後は、備品の管理について、他職種の教職

員の協力も得ながら確実に行います。備品の購

入・買替えにあたっては、その都度在庫数を確

認するなど、特段の注意を払い、適切な備品管

理を徹底します。 

（１）財務等に関する監査 

ア 指摘事項 

（ｶ）廃棄手続きを行わずに高額備品（食器消毒

保管庫等）及び一般備品を廃棄していた。備品

は公金が形を変えたものであり区の財産とし

て適正に管理することが必要である。物品管理

規則第 32条に基づき適正に処理されたい。 

<貝塚中学校> 

確認不足により備品廃棄が漏れていたため、

令和３年７月、本備品の有無について調査した

結果、存在しないことを確認しました。廃棄手

続きについては、物品管理規則第 32 条に基づ

き、既に完了しています。 

今後は、廃棄漏れの案件が生じないよう、各

先生が備品を廃棄する際には必ず事務へ連絡

するよう周知するとともに、毎年度備品状況調

査を行い、廃棄漏れを防止します。 

（１）財務等に関する監査 

ア 指摘事項 

（ｶ）廃棄手続きを行わずに高額備品（食器消毒

保管庫等）及び一般備品を廃棄していた。備品

は公金が形を変えたものであり区の財産とし

て適正に管理することが必要である。物品管理

規則第 32条に基づき適正に処理されたい。 

<糀谷中学校> 

確認不足により備品廃棄が漏れていたため、

令和３年７月 28日、物品管理規則第 32条に基

づき、当該備品の財務会計システムにおける廃

棄手続を完了しました。 

 本校教職員には、７月職員会議にて備品シー

ルの貼付してある備品の廃棄に際しては、必ず

事務職員を通じて管理職に報告を行うよう注

意喚起しました。 

（１）財務等に関する監査 

ア 指摘事項 

（ｶ）廃棄手続きを行わずに高額備品（食器消毒

保管庫等）及び一般備品を廃棄していた。備品

は公金が形を変えたものであり区の財産とし

て適正に管理することが必要である。物品管理

規則第 32条に基づき適正に処理されたい。 

<安方中学校> 

確認不足により備品廃棄が漏れていたため、

令和３年６月、物品管理規則第 32条に基づき、

廃棄手続を行いました。 

 校内においては、備品廃棄時には必ず事務に

報告する旨を周知し、廃棄した時点で速やかに

手続を行うよう徹底していきます。 
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部

名 
「指摘事項」「意見・要望事項」の要約 措置状況 

教

育

総

務

部 

（１）財務等に関する監査 

ア 指摘事項 

（ｷ）新たに購入した備品（プログラムチャイム

等）について、財務会計システムにおける備品

登録手続きが行われていなかった。備品は公金

が形を変えたものであり区の財産として適正

に管理することが必要である。物品管理規則第

17条に基づき適正に処理されたい。 

<石川台中学校> 

確認不足により備品登録が漏れていたため、

ご指摘後、物品管理規則第 17 条に基づき速や

かに登録処理を行い、備品シールの貼付まで完

了しています。 

 今後は、支払処理後、速やかに備品登録の処

理を行います。 

（１）財務等に関する監査 

ア 指摘事項 

（ｷ）新たに購入した備品（プログラムチャイム

等）について、財務会計システムにおける備品

登録手続きが行われていなかった。備品は公金

が形を変えたものであり区の財産として適正

に管理することが必要である。物品管理規則第

17条に基づき適正に処理されたい。 

<糀谷中学校> 

確認不足により備品登録が漏れていたため、

令和３年６月９日、物品管理規則第 17 条に基

づき、当該備品の登録手続きを完了しました。 

今後は、備品購入手続きと登録手続きを同時

に行うよう注意喚起し、適正な事務処理を徹底

していきます。 

（１）財務等に関する監査 

ア 指摘事項 

（ｸ）簡易書留の郵便物を郵送するにあたり必

要以上の郵券を貼付していた。物品管理規則等

に基づき適正に処理されたい。 

<大森東小学校> 

正確な郵便料金の確認不足が原因です。 

 今後は、学校での計算後、郵便局には郵券を

直接貼付せずに持参し、窓口での手続の際に確

認して貼付します。受領書の金額はすみやかに

確認し、保管処理を行います。 

（１）財務等に関する監査 

ア 指摘事項 

（ｹ）文書郵送簿兼郵券受払簿において、郵券の

残枚数が保管枚数と一致していなかった。受払

の都度、郵券の保管枚数と郵券受払簿が一致し

ていることの確認が必要である。物品管理規則

等に基づき適正に処理されたい。 

<池雪小学校> 

文書郵送簿兼郵券受払簿を記帳する際の確

認不足が原因です。 

 ご指摘後、物品管理規則等に基づき、文書郵

送簿兼郵券受払簿の訂正を行いました。 

 今後、郵券購入の際には、証拠書類（領収書）

及び郵券現物を複数名で確認の上、文書郵送簿

兼郵券受払簿の記帳を行うことを徹底してい

きます。 
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部

名 
「指摘事項」「意見・要望事項」の要約 措置状況 

教

育

総

務

部 

（１）財務等に関する監査 

ア 指摘事項 

（ｹ）文書郵送簿兼郵券受払簿において、郵券の

残枚数が保管枚数と一致していなかった。受払

の都度、郵券の保管枚数と郵券受払簿が一致し

ていることの確認が必要である。物品管理規則

等に基づき適正に処理されたい。 

<大森第三中学校> 

別会計で管理している郵券を同一のファイ

ルで管理していたことが原因です。 

 今回のご指摘を受け、これまでの保管方法は

郵券管理の適正を損なう恐れがあることを自

覚し、文書郵送簿兼郵券受払簿で管理している

郵券以外のものは、同一のファイルに保管しな

いこととしました。 

（１）財務等に関する監査 

ア 指摘事項 

（ｺ）組織改正による公印新調のための申請書

を提出せずに、公印を作製し使用していた。教

育委員会公印規則第４条に基づき適正な手続

きを行われたい。 

<指導課> 

知識不足により教育総務課長への申請手続

を失念してしまいました。  

ご指摘後、教育委員会公印規則第４条に基づ

き、６月 30 日に公印新調申請書を教育総務課

長へ提出しました。監査指摘事項及び本件につ

いては、６月中に指導課係長へ周知し、適正な

事務処理について注意喚起しました。また、過

去に発出された文書も確認し、徹底するよう指

導課管理係内に周知しました。  

（１）財務等に関する監査 

イ 意見・要望事項 

（ｱ）消耗品の購入について、納期までに納入さ

れていなかったが、これに対応した適正な契約

変更が行われていなかった。契約事務規則等に

基づき適正な事務を行われたい。 

<清水窪小学校> 

納品完了届に誤った納品日が記載されてい

ましたが、確認不足により見落としてしまいま

した。 

 納品完了届の受理後、納品日等の記載内容を

確認し、さらに財務会計システム入力前にも記

載内容を確認することで、複数回チェックし、

再発防止に努めます。 

（１）財務等に関する監査 

イ 意見・要望事項 

（ｲ）資金前渡受者は前渡金の歳出戻入金の取

扱いができないが、令和２年度の資金前渡受者

用現金出納簿において、歳出戻入金を受領し受

払を記載していた。会計事務規則等に基づき適

正に処理されたい。 

<石川台中学校> 

認識不足により歳出戻入金を受領し受払を

記載してしまいました。 

 ご指摘後、会計事務規則等に基づき出納簿の

修正を行いました。 

 今後は、会計事務規則等に則り適正に処理を

行い、再発防止に努めます。 
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部

名 
「指摘事項」「意見・要望事項」の要約 措置状況 

教

育

総

務

部 

（１）財務等に関する監査 

イ 意見・要望事項 

（ｳ）文書郵送簿兼郵券受払簿において、レター

パックの受払の記載がもれていた。受払の都

度、郵券等の保管枚数と郵券受払簿が一致して

いることの確認が必要である。物品管理規則等

に基づき適正な事務を行われたい。 

<大森第三中学校> 

担当者間での連絡不足が原因で、文書郵送簿

兼郵券受払簿の記載が漏れてしまいました。 

 ご指摘後、物品管理規則等に基づき、文書郵

送簿兼郵券受払簿を修正しました。 

 今後は、前渡金でレターパックによる郵送を

行った場合、担当者が文書郵送簿兼郵券受払簿

の担当者に必ず報告することとし、レターパッ

クの受払についての記載を確実に行っていき

ます。 

（１）財務等に関する監査 

イ 意見・要望事項 

（ｴ）「大田区私立幼稚園預かり保育事業費補助

金交付要綱」に基づく支出について、要綱では

「関係書類を添付して実績報告書を提出する

こと」とあるが、実績報告書に根拠資料等の添

付がなかった。要綱に基づき適正な事務を行わ

れたい。           <教育総務課> 

私立幼稚園預かり保育事業費補助金の実績

報告書に添付する関係書類は、他の補助金の根

拠資料（収支報告書）で確認していたため、添

付していませんでした。 

ご指摘後、要綱記載のとおり、関係書類とし

て収支報告書の写し等を添付するかたちに改

めました。 

今後は、実績報告書と関係書類を同時に管理

することにより、要綱に基づく適正な処理を行

います。 

（１）財務等に関する監査 

イ 意見・要望事項 

（ｵ）館山さざなみ学校排水管使用に伴う負担

金の支払いについて、部長が決定する事案を課

長が決定していた。教育委員会事務局事案決定

手続規程に基づき適正な事務を行われたい。 

 <学務課> 

教育委員会事務局事案決定手続規程の確認

不足が原因です。 

 令和３年６月、本件について学校運営係長、

学校運営係職員で確認し、適切な事務処理につ

いて改めて注意喚起しました。 

 今後は、起案毎に教育委員会事務局事案決定

手続規程に照らし、決定権者を確認することを

係内で徹底します。文書管理システム上におい

ても、回付前に決定権者の設定を毎回確認する

ようにします。 
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部

名 
「指摘事項」「意見・要望事項」の要約 措置状況 

教

育

総

務

部 

（２）服務・給与に関する監査 

ア 意見・要望事項 

（ｱ）出張における交通運賃等の旅費の支給に

誤りがあった。旅行命令兼実施申請について

適正な事務処理が求められる。職員の旅費に

関する条例等に基づき適正に処理されたい。 

 <教育総務課> 

庶務事務システムの操作ミスによる入力誤

りが原因であり、ご指摘後、職員の旅費に関す

る条例等に基づき、過年度支出による旅費の追

給を行いました。 

 今回の事例を共有し、旅行申請の際に漏れや

誤りがないよう、注意点を再周知するととも

に、職員の旅費に関する条例等に基づいた適切

な事務の執行を徹底します。 

（２）服務・給与に関する監査 

ア 意見・要望事項 

（ｱ）出張における交通運賃等の旅費の支給に

誤りがあった。旅行命令兼実施申請について

適正な事務処理が求められる。職員の旅費に

関する条例等に基づき適正に処理されたい。 

 <学務課> 

庶務事務システムの操作ミスによる入力誤

りが原因であり、ご指摘後、職員の旅費に関す

る条例等に基づき、戻入処理を行いました。 

 今後は、適正な事務処理を徹底するため、旅

行申請における注意点等を課内職員へ周知し

ていきます。 

（２）服務・給与に関する監査 

ア 意見・要望事項 

（ｱ）出張における交通運賃等の旅費の支給に

誤りがあった。旅行命令兼実施申請について

適正な事務処理が求められる。職員の旅費に

関する条例等に基づき適正に処理されたい。 

 <指導課> 

庶務事務システムの操作ミスによる入力誤

りが原因であり、ご指摘後、職員の旅費に関す

る条例等に基づき、旅行命令兼実施申請の修正

処理を行いました。 

 今後は、適正な事務処理を徹底するため、旅

行申請における注意点等を課内職員へ再周知

しました。 

（２）服務・給与に関する監査 

ア 意見・要望事項 

（ｱ）出張における交通運賃等の旅費の支給に

誤りがあった。旅行命令兼実施申請について

適正な事務処理が求められる。職員の旅費に

関する条例等に基づき適正に処理されたい。 

 <大田図書館> 

庶務事務システムの操作ミスによる入力誤

りが原因であり、ご指摘後、職員の旅費に関す

る条例等に基づき戻入及び追給処理を行いま

した。 

 今後は、適正な事務処理を徹底するため、旅

費申請において最終確認の徹底などの注意点

を課内に周知しました。 
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部

名 
「指摘事項」「意見・要望事項」の要約 措置状況 

教

育

総

務

部 

（２）服務・給与に関する監査 

ア 意見・要望事項 

（ｲ）超過勤務手当の支給に誤りがあった。時

間外勤務命令申請等について適正な事務処理

が求められる。職員の給与に関する条例等に

基づき適正に処理されたい。 <教育総務課> 

庶務事務システムによる実施申請漏れが原

因であり、ご指摘後、職員の給与に関する条例

等に基づき、過年度支出処理により超過勤務手

当の支給を行いました。 

 改めて時間外勤務申請における注意点につ

いて周知するとともに、庶務事務チェックエラ

ーのこまめな確認・解消を促すことで再発防止

に努め、職員の給与に関する条例等に基づいた

適切な事務処理を徹底します。 

（２）服務・給与に関する監査 

ア 意見・要望事項 

（ｳ）幼児教育相談員（会計年度任用職員）の

通勤手当算定の誤りにより支給もれがあっ

た。通勤手当の認定事務について適正な事務

処理が求められる。会計年度任用職員の給与

及び費用弁償に関する条例等に基づき適正に

処理されたい。    <幼児教育センター> 

通勤手当に関する知識不足が原因であり、ご

指摘後、会計年度任用職員の給与及び費用弁償

に関する条例等に基づき、令和３年４月１日採

用の当該相談員に対し、令和３年７月支給分の

支払(令和３年７月 15 日)で、交通用具手当の

７月分と４～６月遡及分の合計４か月分を支

給しました。 

８月分からは毎月支給しています。 

 庶務担当者・担当係長は「会計年度任用職員

用の通勤手当の手引き」(人事課人事担当作成)

を十分確認の上、旅費の事務にあたります。 

 また、担当者・担当係長が変更のときは十分

に引き継ぎを行います。 

（２）服務・給与に関する監査 

ア 意見・要望事項 

（ｴ）任用期間が６か月の事務補助員（会計年

度任用職員）に年次休暇は付与されないが、

５日付与されていた。会計年度任用職員の勤

務時間、休日・休暇等に関する規則等に基づ

き適正に処理されたい。   <大田図書館> 

年次休暇が付与される基準の確認不足であ

り、ご指摘後、年次休暇を取得した分の給与に

ついて、会計年度任用職員の給与及び費用弁償

に関する条例施行規則に基づき、戻入処理を行

いました。 

 今後は、関係規則及び事務の手引き等に従

い、適正な事務処理を徹底していきます。 
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部

名 
「指摘事項」「意見・要望事項」の要約 措置状況 

教

育

総

務

部 

（２）服務・給与に関する監査 

ア 意見・要望事項 

（ｵ）読書学習司書（会計年度任用職員）の出

張における交通運賃等の旅費の支給に誤りが

あった。旅行命令兼実施申請について適正な

事務処理が求められる。会計年度任用職員の

給与及び費用弁償に関する条例等に基づき適

正に処理されたい。   <大森第六中学校> 

交通費支給方法の変更に関する連絡不足が

原因です。 

 ご指摘後、読書学習司書へ事務処理の手順に

ついて確認を行ったうえで、会計年度任用職員

の給与及び費用弁償に関する条例などに基づ

き、６月に旅費の返納及び追給処理を行いまし

た。 

 再発防止策として、旅費の請求業務は、担当

者（会計年度任用職員）のみに任せるのではな

く、副校長が旅行者本人に確認をすること、ま

た、旅行事務の執行にあたっては、給与事務の

手引き第３編「旅費」に従い、適正に行ってい

きます。 

（２）服務・給与に関する監査 

ア 意見・要望事項 

（ｶ）副校長アシスタント及び学校栄養士（会

計年度任用職員）の出張における交通運賃等

の旅費の支給に誤りがあった。旅行命令兼実

施申請について適正な事務処理が求められ

る。会計年度任用職員の給与及び費用弁償に

関する条例等に基づき適正に処理されたい。 

 <石川台中学校> 

庶務事務システムの操作ミスによる入力誤

りが原因であり、ご指摘後、会計年度任用職員

の給与及び費用弁償に関する条例等に基づき、

指導課学校支援担当に相談しながら修正済み

です。 

 今後は、管理職による命令申請及び指導課に

よる実施申請を適正に行っていくよう相互に

連携を取っていきます。 

（３）債権管理に関する監査[重点項目] 

ア 意見・要望事項 

（ｱ）令和元年度特別支援学級介添員の通勤手

当の戻入について、翌年度に引き継がれず財

務会計システムでの繰越調定処理がもれてい

た。会計事務規則等に基づき適正な処理及び

債権管理を行われたい。     <指導課> 

人事課口座に直接振込の方法を取っている

ため、財務システム上で確認ができなかったこ

とと担当者間の引継ぎ不足が原因です。 

 人事課口座へ戻入を依頼する案件について

は、担当者間の事務引継ぎを確実に行います。 

 また、債務者には定期的に納入を促し、期限

までに徴収するよう徹底するとともに、債権管

理における注意点等を課内職員へ再周知して

いきます。 
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部

名 
「指摘事項」「意見・要望事項」の要約 措置状況 

財

政

援

助

団

体 

（１）補助金の交付団体 

ア 指摘事項 

（ｱ）「令和２年度新型コロナウイルス感染症に

よる保育施設等の臨時休園等に対する支援事

業補助金」は園児の登園日数に応じて算定され

るが、６月分について算定誤りがあったため過

払いが発生した。補助金要綱に基づき適正に支

出されたい。 

 <保育サービス課> 

[ゆらりん大森プロストシティ保育園 

（ライフサポート 株式会社）] 

実績報告が正しいことを確認するため、区は

保育所に対して登園記録の提出を依頼してい

ます。 

 今回、提出された登園記録から開所日数を確

認し、補助金を決定しましたが、登園記録が機

器の不具合により誤っており、そのことに気付

かなかったため、補助金の交付に誤りが発生し

ました。ご指摘後、正しい実績報告の提出を求

め、過払いとなった補助金は事業者から返納済

みです。 

再発防止のため、定期監査後から「保健所か

らの要請による欠席期間一覧」の提出を求め、

開所日数等の確認を強化しました。 

 今後、補助金を適正に支出するため、依頼の

際に補助金申請者に対し、正確な申請や実績報

告を促していきます。 

 


