平成 29 年度
監査結果に基づき区長等が講じた措置
（第２回）
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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、教育委員会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 12 項の規定により下記のとおり公表し
ます。

記
１

当該監査

（1）平成 26 年度後期定期監査、平成 27 年度後期定期監査、平成 28 年度後期定期監査
（2）平成 29 年度前期定期監査及び財政援助団体等監査
２

公表の内容
別紙「平成 29 年度監査結果に基づき区長等が講じた措置（第２回）」のとおり

３

公表の方法
区役所の掲示場へ掲示し、大田区ホームページに掲載する。

「監査結果に基づき区長等が講じた措置」の概要
１ 今回の措置報告対象となっている監査
（1）平成 26 年度後期定期監査、平成 27 年度後期定期監査、平成 28 年度後期定期監査
（2) 平成 29 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
・平成 26 年度後期定期監査、平成 27 年度後期定期監査、平成 28 年度後期定期監査、平成 29 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。（平成 30 年１月 24 日付け、29 総総発第 12229 号）
（平成 30 年２月１日付
け、29 総総発第 12303 号、第 12304 号）
（平成 30 年２月８日付け、29 総総発第 12401 号）
・平成 29 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教育長から通知があった。
（平成 30 年２月 22 日付け、29 教教発第 13425 号）
３ 改善の状況
（１）平成 26 年度後期定期監査、平成 27 年度後期定期監査、平成 28 年度後期定期監査
内容
年度
及び監査名

今回の審査結果

すでに改善を
求め改善が

報告件数

資料番号

未完了のもの

改善されたもの

改善中のもの

平成 26 年度
後期定期監査

1件

1件

1件

―――

別紙 １－①

平成 27 年度
後期定期監査

1件

1件

1件

―――

別紙 １－②

平成 28 年度
後期定期監査

3件

3件

3件

―――

別紙 １－③

5件

5件

5件

0件

―――

合

計

（２） 平成 29 年度前期定期監査及び財政援助団体等監査
内容
年度
及び監査名
平成 29 年度
前期定期監査
合

計

今回の審査結果

今回新たに
改善を求め

報告件数

資料番号

たもの

改善されたもの

改善中のもの

114 件

114 件

114 件

―――

別紙 １－④

114 件

114 件

114 件

0件

―――

※なお、今回の審査結果において、上記（1）（2）ともに改善中のものは「該当なし」である。

１

平成 26 年度後期定期監査の結果に対する措置
部
名

「指摘事項」「意見・要望事項」の要約

＜別紙１－①＞

措置状況

(２)その他財務に関する監査
イ 意見・要望事項
(ｱ)大田区休養村とうぶについて、寄付により取

課内および休養村とうぶの指定管理委

得した土地がその後長期間にわたり利用されて

託事業者と、奈良原管理地の活用につい

いない。その活用方法について検討されたい。

て、移動教室の野外活動として行っている

<地域力推進課>

伐採体験の代替地や、区民等一般利用者向
けの記念樹の植樹場所としての活用を検
討しました。

地

検討の結果、区民等一般利用者の満足度

域

向上が期待されることから、記念樹の植樹

力

場所として奈良原管理地を活用すること

推

としました。休養村とうぶの宿泊者のう

進

ち、希望者に対し、野外体験として記念樹

部

の植樹をしていただき、記念樹の成長を随
時お客様に伝え、継続的な施設利用に繋げ
ることを目的としています。
〈地域力推進課>

２

平成 27 年度後期定期監査の結果に対する措置
部

「指摘事項」「意見・要望事項」の要約

名

＜別紙１－②＞

措置状況

(2)その他財務等に関する監査
イ

都
市
基
盤
整
備

意見・要望事項

(ｲ) 収納事務受託者が収納している公園使用料

本件に関しては、会計管理室と協議の上

等について、歳入調定が日報に基づき日々行わ

で、
『平成 30 年２月１日より、日報に基づ

れておらず、１か月分まとめて行われていた。

いて日々歳入調定を行う』ことといたしま

会計事務規則等に基づき適正に行われたい。

した。

<蒲田まちなみ維持課>

なお、これにつきましては、当部地域基
盤整備第一課とも調整済みであり、両課に
おいて同じ対応をいたします。
<地域基盤整備第二課

部

（旧蒲田まちなみ維持課）>

３

平成 28 年度後期定期監査の結果に対する措置
部
名

観
光
・
国
際

「指摘事項」「意見・要望事項」の要約

措置状況

（１）補助金等交付事務に関する監査
ア 意見・要望事項
(ｲ)公益財団法人大田区体育協会補助金交付要
綱第９条には実績報告について、補助金の交付
の決定に係る会計年度が終了したときは区長に
提出しなければならないと規定されている。ま
た、第 10 条には精算について、交付を受けた補
助金について残額が生じたときは、区の指定す
る期日までにその残額を返還しなければならな
いと規定されている。どちらも要綱上期日が明
確になっていない。実績報告と精算の事務が滞
らないよう期日を規定するよう検討されたい。

<スポーツ推進課>

都
市
部

都
市
基
盤
整
備
部

＜別紙１－③＞

（１）財務に関する監査
ア 指摘事項
(ｳ) 収納事務受託者が収納している公園使用料
等について、歳入調定が日報に基づき日々行わ
れておらず、一週間分まとめて行われていた。
これは、平成27年度定期監査においても意見・
要望事項としたものである。会計事務規則等に
基づき適正に行われたい。
<地域基盤整備第二課>
（１）財務に関する監査
イ 意見・要望事項
(ｳ)収納事務受託者が収納している公園使用料
等について、歳入調定が日報に基づき日々行わ
れておらず、半月分まとめて行われていた。会
計事務規則等に基づき適正に行われたい。
<地域基盤整備第一課>

平成 30 年 1 月 29 日付け 29 観ス発第
10945 号決定により、公益財団法人大田区
体育協会補助金要綱を以下のとおり改正
し、第９条に実績報告書の提出期日を、第
10 条に補助金精算の期日を規定しまし
た。
（実績報告）
第９条 協会は、補助金の交付の決定に
係る会計年度が終了したときは当該会
計年度の終了日から30日以内に、第７条
第３号の規定により廃止の承認を受け
たときは当該承認を受けた日から30日
以内に、次に掲げる事項を記載した実績
報告書を区長に提出しなければならな
い。
(1)補助金に係る収支計算に関する事項
(2)その他区長が必要と認める事項
（精算）
第10条 協会は、交付を受けた補助金に
ついて残額が生じたときは、前条の規定
による実績報告書の提出後15日以内に
その残額を返還しなければならない。
<スポーツ推進課>

本件に関しては、会計管理室と協議の上
で、
『平成 30 年２月１日より、日報に基づ
いて日々歳入調定を行う』ことといたしま
した。
なお、これにつきましては、当部地域基
盤整備第一課とも調整済みであり、両課に
おいて同じ対応をいたします。
<地域基盤整備第二課>

本件に関しては、会計管理室と協議の上
で、
『平成 30 年２月１日より、日報に基づ
いて日々歳入調定を行う』ことといたしま
した。
なお、これにつきましては、当部地域基
盤整備第二課とも調整済みであり、両課に
おいて同じ対応をいたします。
<地域基盤整備第一課>

４

平成 29 年度前期定期監査の結果に対する措置
部
名

「指摘事項」「意見・要望事項」の要約

＜別紙１－④＞
措置状況

（１）物品の管理等に関する監査
ア

意見・要望事項
廃棄手続きを行わずに備品を廃棄して

いた。物品管理規則等に基づき適正に処理
されたい。

ご指摘後、物品管理規則等に基づき適正
に処理しました。

<子育て支援課>

今後、適正な処理を徹底します。

<西蒲田児童館><矢口第二保育園>

<子育て支援課>
<西蒲田児童館><矢口第二保育園>

（２）その他財務等に関する監査
ア

指摘事項

(ｱ) 平成 28 年度資金前渡受者用現金出納
簿において、精算戻入額を受け欄ではな

ご指摘後、会計事務規則等に基づき適正
に処理しました。

く、払い欄に記帳していた。会計事務規則

今後、適正な処理を徹底します。

等に基づき適正に処理されたい。

<子育て支援課>

<子育て支援課>
こ
（２）その他財務等に関する監査
ど
も

ア

指摘事項

(ｲ) 平成 29 年４月から取扱いを始めた、

平成 29 年６月５日より、金銭出納員名義

コンビニエンスストア等での保育園保育

の預金口座で収納金の管理をしておりま

料の収納について、金銭出納員名義の預金

す。

口座を開設すべきところ、その手続きを行
家

っていなかった。また、４月１日から６月

今後、会計事務規則等に基づき、適正な
管理を徹底します。

<保育サービス課>

４日まで収納金を資金前渡受者用預金口
庭

座に入金していた。会計事務規則等に基づ
き収納金の管理は適正に行われたい。

部

<保育サービス課>
（２）その他財務等に関する監査
ア

指摘事項

(ｳ) 大田区認証保育所運営費等補助要綱

該当園についてはご指摘の後、児童の登

第４条第２項の規定により、補助対象は保

園状況について登退園簿等の資料を提出さ

育停止２か月以内となるが、認証保育所２

せ、内容確認を行いました。この結果、要

か所において３か月以上保育停止の児童

綱において算定対象外となる児童分の運営

が、補助金交付申請の補助対象児童数に算

費について返還をさせました。

定されていた。補助金等交付に関する事務

認証保育所各園に対しては、本運営規定

について、要綱に基づき適正に処理された

を改めて周知して運営費の適正な請求と管

い。

理の徹底を求めるとともに、区としても現

<保育サービス課>

場調査による帳票類確認などを行う方法を
検討し、運営費の適正な交付、執行の徹底
を図ります。

５

<保育サービス課>

平成 29 年度前期定期監査の結果に対する措置
部
名

「指摘事項」「意見・要望事項」の要約

＜別紙１－④＞
措置状況

（２）その他財務等に関する監査
ア

指摘事項

(ｴ) 平成 28 年度資金前渡受者用現金出納

ご指摘後、会計事務規則等に基づき適正

簿において、賄費の支出金額を誤って記帳

に処理しました。

していた。また、誤った金額のまま資金前

今後、適正な処理を徹底します。

渡の精算を行っていた。会計事務規則等に

<森が崎保育園>

基づき適正に処理されたい。
<森が崎保育園>
（２）その他財務等に関する監査
ア

指摘事項

(ｵ) 平成 28 年度資金前渡受者用現金出納

ご指摘後、会計事務規則等に基づき適正

簿において、総括欄の預金欄が預金通帳の

に処理しました。

払出し金額と誤って記帳されていた。会計
こ

今後、適正な処理を徹底します。

事務規則等に基づき適正に処理されたい。

<森が崎保育園>

<森が崎保育園>
ど

（２）その他財務等に関する監査
ア

も

指摘事項

(ｶ) 資金前渡金により支払いをする平成
29 年１月分の賄費について、誤った納品

家

ご指摘後、会計事務規則等に基づき適正
に処理しました。

書に基づく請求書により支払いを行って

今後、適正な処理を徹底します。

いた。会計事務規則等に基づき適正に処理
庭
部

されたい。

<池上第三保育園>

<池上第三保育園>

（２）その他財務等に関する監査
ア

指摘事項

(ｷ) 平成 29 年度資金前渡受者用現金出納
簿において、総括欄の現金欄及び合計欄が

ご指摘後、会計事務規則等に基づき適正
に処理しました。

誤って記帳されていた。会計事務規則等に

今後、適正な処理を徹底します。

基づき適正に処理されたい。

<わかば保育園>

<わかば保育園>
（２）その他財務等に関する監査
ア

指摘事項

(ｸ) 平成 28 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

ご指摘後、会計事務規則等に基づき適正
に処理しました。

誤って記帳されていた。会計事務規則等に

今後、適正な処理を徹底します。

基づき適正に処理されたい。

<わかば保育園>

<わかば保育園>

６

平成 29 年度前期定期監査の結果に対する措置
部
名

「指摘事項」「意見・要望事項」の要約

＜別紙１－④＞
措置状況

（２）その他財務等に関する監査
ア

指摘事項

(ｹ) 資金前渡金により支払いをする平成
28 年 11 月分の賄費について、誤った納品

ご指摘後、会計事務規則等に基づき適正
に処理しました。

書に基づく請求書により支払いを行って

今後、適正な処理を徹底します。

いた。会計事務規則等に基づき適正に処理
されたい。

<矢口第二保育園>

<矢口第二保育園>

（２）その他財務等に関する監査
イ

意見・要望事項

(ｱ) 大田区認証保育所運営費等補助要綱
に規定する実績報告書の提出期限が守ら

事業者に対してはこれまでも提出期限の
順守を求めてきたところです。

れていないものがあった。同要綱に基づき
適正な管理指導に努められたい。
<保育サービス課>

指摘後、改めてご指示に従って提出期限
を遵守できなかった事業者等に注意喚起を
図るなど指導を行いました。

こ

今後、事業者から提出期限内に実績報告
書が提出されるよう適切に管理指導を実施

ど

するとともに、適正な事務処理を徹底しま
す。

も

（２）その他財務等に関する監査
イ

家

意見・要望事項

(ｲ) 平成 28 年度金銭出納員用現金出納簿
のキッズな大森子育て支援コーナーのコ

庭
部

<保育サービス課>

ご指摘後、会計事務規則等に基づき適正
に処理しました。

ピー機等使用料について、収納や払込があ

今後、適正な処理を徹底します。

ったにもかかわらず打ち出されていない

<子ども家庭支援センター

月があった。会計事務規則等に基づき適正

(キッズな洗足池、キッズな蒲田を含む)>

に処理されたい。
<子ども家庭支援センター
(キッズな洗足池、キッズな蒲田を含む)>
（２）その他財務等に関する監査
イ

意見・要望事項

(ｳ) 大田区一時預かり事業・定期利用保育

ご指摘後、事業者から提出される書類の

事業を実施する事業者に対する補助金交

確認を適正に実施するよう周知徹底しまし

付要綱に規定する交付申請書に記載され

た。

た予算金額と、実績報告書に記載された予

(キッズな洗足池、キッズな蒲田を含む)>

算金額に相違があった。事業者から提出さ
れる書類の確認は適正に行うように努め
られたい。

<子ども家庭支援センター

<子ども家庭支援センター

(キッズな洗足池、キッズな蒲田を含む)>

７

平成 29 年度前期定期監査の結果に対する措置
部
名

「指摘事項」「意見・要望事項」の要約

＜別紙１－④＞
措置状況

（３） 服務・給与に関する監査
ア

意見・要望事項

(ｱ) 出張における旅行雑費や定期券等調

ご指摘後、職員の旅費に関する条例等に

整が必要な交通運賃等の旅費の支給に誤

基づき、追給及び戻入の処理を行いました。

りがあった。職員の旅費に関する条例等に

今後、適正な処理を徹底します。

基づき適正に処理されたい。

<子育て支援課><沢田児童館>

<子育て支援課><沢田児童館>

<山王児童館><鵜の木児童館>

<山王児童館><鵜の木児童館>

<南雪谷児童館><糀谷児童館>

<南雪谷児童館><糀谷児童館>

<下丸子四丁目児童館>

<下丸子四丁目児童館>

<子ども家庭支援センター

<子ども家庭支援センター

(キッズな洗足池、キッズな蒲田を含む)>

(キッズな洗足池、キッズな蒲田を含む)>

<保育サービス課><森が崎保育園>

<保育サービス課><森が崎保育園>

<大森南保育園><大森東一丁目保育園>

<大森南保育園><大森東一丁目保育園>

<馬込保育園><わかば保育園>

<馬込保育園><わかば保育園>

<羽田保育園><いずも保育園>

<羽田保育園><いずも保育園>

<南六郷保育園><矢口第二保育園>

<南六郷保育園><矢口第二保育園>

<下丸子保育園><相生保育園>

こ
ど

<下丸子保育園><相生保育園>
も

（３） 服務・給与に関する監査
ア

家

意見・要望事項

(ｲ) 超過勤務手当の支給に誤りがあった。
職員の給与に関する条例等に基づき適正

庭
部

ご指摘後、職員の給与に関する条例等に
基づき、適正に処理しました。

に処理されたい。

今後、適正な処理を徹底します。

<子育て支援課><西蒲田児童館>

<子育て支援課><西蒲田児童館>

<子ども家庭支援センター

<子ども家庭支援センター

(キッズな洗足池、キッズな蒲田を含む)>

(キッズな洗足池、キッズな蒲田を含む)>

<保育サービス課>

<保育サービス課>

<森が崎保育園> <馬込保育園>

<森が崎保育園> <馬込保育園>

（３） 服務・給与に関する監査
ア

意見・要望事項

(ｳ) 大田区統合保育巡回相談の心理判定
員に対する謝礼の支給に誤りがあった。大

ご指摘後、大田区統合保育実施要綱に基
づき、適正に処理しました。

田区統合保育実施要綱に基づき適正に処
理されたい。

今後、適正な処理を徹底します。

<保育サービス課>

<保育サービス課>

（３） 服務・給与に関する監査
ア

意見・要望事項

(ｴ) 非常勤保育士の旅費の支給に誤りが

ご指摘後、大田区非常勤職員の報酬及び

あった。大田区非常勤職員の報酬及び費用

費用弁償に関する条例等に基づき、適正に

弁償に関する条例等に基づき適正に処理

処理しました。

されたい。

<池上第三保育園>

今後、適正な処理を徹底します。
<池上第三保育園>

８

平成 29 年度前期定期監査の結果に対する措置
部
名

「指摘事項」「意見・要望事項」の要約

＜別紙１－④＞
措置状況

（１） 物品の管理等に関する監査
ア

意見・要望事項

(ｱ) 毒物及び劇物と一般薬品が区分して

薬品管理について、中学校においては、

収納されていなかった。毒物及び劇物の保

平成 29 年 9 月 8 日付で薬品台帳の見本を添

管・管理は、適正に行われたい。また、区

付した事務連絡を行い、中学校理科教育指

教育委員会は毒物及び劇物の適正な保

導員による薬品管理の指導も実施していま

管・管理及び校内体制の整備について指導

す。

を徹底されたい。

小学校、中学校ともに、平成 30 年 2 月か
<教育総務課><指導課>

ら教育アドバイザーが学校を訪問する際

<大森第四小学校>

に、指導課で作成したチェックリストを活
用して薬品管理状況を確認し、状況の改善

教

を図っていきます。
また、不要な薬品が適切に廃棄されるよ
う、平成 30 年度の薬品廃棄について見直し

育

を行います。
<教育総務課><指導課>

委

毒物及び劇物と一般薬品を区分して、毒

員

物及び劇物を薬品庫に保管しました。庫内
の薬品が地震等で転倒、破損し漏れださな

会

いように仕切りを設け保管するようにしま
した。

教
育
総
務
部

（１） 物品の管理等に関する監査
ア 意見・要望事項
(ｲ) 毒物及び劇物について管理簿に記載
されていない、または記載に不備がありそ
れらの残量が確認できなかった。毒物及び
劇物の保管・管理は、適正に行われたい。
また、区教育委員会は毒物及び劇物の適正
な保管・管理及び校内体制の整備について
指導を徹底されたい。
<教育総務課><学務課><指導課>
<大森第四小学校><久原小学校>
<池雪小学校><新宿小学校>
<大森第一中学校><羽田中学校>
<矢口中学校><蓮沼中学校>

<大森第四小学校>

薬品管理について、中学校においては、
平成 29 年 9 月 8 日付で薬品台帳の見本を添
付した事務連絡を行い、中学校理科教育指
導員による薬品管理の指導も実施していま
す。
小学校、中学校ともに、平成 30 年 2 月か
ら教育アドバイザーが学校を訪問する際
に、指導課で作成したチェックリストを活
用して薬品管理状況を確認し、状況の改善
を図っていきます。
また、不要な薬品が適切に廃棄されるよ
う、平成 30 年度の薬品廃棄について見直し
を行います。
<教育総務課><学務課><指導課>
毒物及び劇物の保管・管理の適正化に向
け、薬品管理簿に使用量を必ず記入するよ
う教員全員に指導しました。
<大森第四小学校>

９

平成 29 年度前期定期監査の結果に対する措置
部
名

「指摘事項」「意見・要望事項」の要約

＜別紙１－④＞
措置状況

毒物及び劇物について、使用後は必ず管
理簿に記載し、定期的に管理簿と残量の確
認を行うことを教員全員の共通理解としま
した。今後も毒物及び劇物について適正に
保管・管理を行います。

<久原小学校>

毒物及び劇物の使用について確認をして
管理簿への記載を徹底します。また、残量
についても確認できるように管理簿への記
載をします。更に、月に 1 度、理科主任が
確認し、管理職へ報告します。
教

<池雪小学校>

育

指摘後、適正に処理しました。今後は管
理簿に記載することを職員に徹底させま

委

す。また、学期に１度は必ず管理簿と薬品
の残量が正しいかを確認します。
<新宿小学校>

員

指摘のあった、毒物及び劇物の管理簿へ
会

の記載不備について、指導課より配信され
た各種薬品台帳を印刷し、使用する度に記

教

入及び施錠を行うよう改善いたしました。
今後も薬品の適正な管理・保管に努めてま

育
総

いります。

<大森第一中学校>

ご指摘のあった毒物及び劇物について、
管理簿を再確認し、残量を確認しました。
今後、適正な保管・管理を徹底します。

務

<羽田中学校>

部

管理簿の正しい記入について確認し、校
内の管理体制について改めて指導しまし
た。

<矢口中学校>

薬品管理については、新たに管理簿を作
成し、すべての薬品について数量の確認を
行い、記載するよう改善しました。また、
新たに使用や購入した場合においても記載
をするよう徹底いたします。
保管については、劇物・薬物等の記載の
ある金属製の棚に鍵をかけて保管しており
ます。

１０

<蓮沼中学校>

平成 29 年度前期定期監査の結果に対する措置
部
名

「指摘事項」「意見・要望事項」の要約

＜別紙１－④＞
措置状況

（１） 物品の管理等に関する監査
ア

意見・要望事項

(ｳ) 毒物及び劇物の専用保管庫に転倒防

薬品管理について、中学校においては、

止措置を講じていない。毒物及び劇物の保

平成 29 年 9 月 8 日付で薬品台帳の見本を添

管・管理は、適正に行われたい。また、区

付した事務連絡を行い、中学校理科教育指

教育委員会は毒物及び劇物の適正な保

導員による薬品管理の指導も実施していま

管・管理及び校内体制の整備について指導

す。

を徹底されたい。

小学校、中学校ともに、平成 30 年 2 月か

<教育総務課><学務課><指導課>
教
育

ら教育アドバイザーが学校を訪問する際

<開桜小学校><中萩中小学校>

に、指導課で作成したチェックリストを活

<東調布中学校>

用して薬品管理状況を確認し、状況の改善
を図っていきます。
また、不要な薬品が適切に廃棄されるよ

委

う、平成 30 年度の薬品廃棄について見直し
を行います。

員
会

<教育総務課><学務課><指導課>
指摘を受けて、毒物及び劇物の専用保管
庫の転倒防止措置として、理科準備室床面

教

と保管庫を４点のＬ字金具で固定すること
で対応しました。併せて適正管理徹底のた

育

め、薬品管理簿にある「医薬用毒物劇物危
害防止規定」を更新しました。

総
務

<開桜小学校>
毒物及び劇物の専用保管庫の転倒防止措
置として、Ｌ字金具を使って壁に固定しま

部

した。

<中萩中小学校>

指摘された保管庫の転倒防止については
Ｌ字金具を打ち、対策をしました。また、
重なっている保管庫については、Ｉ字金具
を使用し、上下の保管庫を固定しました。
今後は毒物及び劇物の保管・管理につい
て、適正に行うよう、校内で徹底いたしま
す。

１１

<東調布中学校>

平成 29 年度前期定期監査の結果に対する措置
部
名

教
育

「指摘事項」「意見・要望事項」の要約
（１） 物品の管理等に関する監査
ア 意見・要望事項
(ｴ) 廃棄手続きを行わずに備品を廃棄し
ていた。物品管理規則等に基づき適正に処
理されたい。
<指導課><徳持小学校>
<東調布第三小学校> <久原小学校>
<池雪小学校><赤松小学校>
<清水窪小学校><東糀谷小学校>
<中萩中小学校><多摩川小学校>
<道塚小学校><大森第一中学校>
<大森第八中学校><田園調布中学校>
<大森第十中学校><羽田中学校>
<御園中学校><東蒲中学校>

＜別紙１－④＞
措置状況

物品管理規則等に基づき適正に処理をい
たしました。
<指導課>
意見・要望事項であった備品の廃棄につ
いては、物品管理規則等に基づき手続きを
行いました。今後も適正な処理に努めてま
いります。
<徳持小学校>
廃棄登録手続きを行わずに廃棄していた
備品について、物品管理規則等に基づき廃
棄手続きを行いました。今後は、物品管理
規則等に基づき適正に処理を行います。
<東調布第三小学校>

委
員

廃棄手続きが漏れていた備品について、
廃棄手続きを行いました。備品の所在確認
を定期的に行うことで、物品管理規則等に
基づいた処理を徹底します。<久原小学校>

会
教
育
総
務
部

当該備品について調査したところ、図書シ
ステム更新時に既存備品の廃棄手続きが漏
れていました。所管部署に確認し、適正に
廃棄手続きを行いました。 <池雪小学校>
図書管理用ＰＣのバーコードリーダーの
廃棄手続きが漏れていました。監査後、物
品管理規則等に基づき適正に処理しまし
た。
<赤松小学校>
廃棄手続き漏れの備品について、物品管
理規則等に基づいて適正に処理しました。
今後備品を廃棄する際には、必ず事務職員
に備品番号を知らせ、物品管理規則等に基
づく廃棄手続きをとるよう全教職員に周知
しました。
<清水窪小学校>
物品管理規則等に基づき、廃棄済みで廃
棄登録漏れの備品について、適正に処理を
行いました。
<東糀谷小学校>
廃棄手続きが漏れていた物品について、
物品管理規則等に基づき廃棄手続きを行い
ました。
<中萩中小学校>

１２

平成 29 年度前期定期監査の結果に対する措置
部
名

「指摘事項」「意見・要望事項」の要約

＜別紙１－④＞
措置状況

廃棄手続きを行わずに廃棄していた備品
について、物品管理規則等に基づき財務会
計システム等により適正に処理を行いまし
た。

<多摩川小学校>

対象備品が校内に存在しないことを再度
確認し、物品管理規則等に基づき廃棄登録
の処理を行いました。

教

<道塚小学校>

当該備品の廃棄について決定し、財務会
計システム上の備品異動申請を行いまし
た。今後は、物品管理規則等に基づき速や

育

かに適正処理いたします。
<大森第一中学校>

委
指摘された備品について、物品管理規則
員

等に基づき廃棄の意思決定、並びに財務会
計システム上の廃棄登録を行いました。
<大森第八中学校>

会

指摘後、物品管理規則等に基づき物品の
教

廃棄手続きを行いました。今後このような
ことがないよう、備品の管理について特に

育

注意し、適正な処理をいたします。
<田園調布中学校>

総
指摘を受けた件について、物品管理規則
務
部

等に従い、財務会計システム上の廃棄手続
きを行いました。

<大森第十中学校>

ご指摘のあった備品３点について、物品
管理規則等に基づき廃棄手続きを行いまし
た。

<羽田中学校>

物品管理規則等及び学校財務事務の手引
に則り、適切に是正しました。
<御園中学校>
指摘のあった物品について、物品管理規
則等に基づき、適正に廃棄の手続きを行い
ました。

１３

<東蒲中学校>

平成 29 年度前期定期監査の結果に対する措置
部
名

「指摘事項」「意見・要望事項」の要約

＜別紙１－④＞
措置状況

（１） 物品の管理等に関する監査
ア

意見・要望事項

(ｵ) 新たに購入した備品等の登録手続き
が行われていなかった。物品管理規則等に

物品管理規則等に基づき、備品の登録手
続きを行いました。

<矢口中学校>

基づき適正に処理されたい。<矢口中学校>
<御園中学校><蓮沼中学校>

教育委員会事務局学務課の指示のもと、
物品管理規則等に則り、適切に是正しまし
た。

<御園中学校>

物品管理規則等に基づき、備品の登録手
続きを行いました。

教

<蓮沼中学校>

（１） 物品の管理等に関する監査
育
委

ア

意見・要望事項

(ｶ) 文書郵送簿兼郵券受払簿において、切

物品管理規則等に基づき、文書郵送簿兼

手の払出しに移動教室持ち出し分の記帳

郵券受払簿における記帳漏れ及び持ち出し

もれがあった。物品管理規則等に基づき適

分の郵券について修正を行うとともに、同

正に処理されたい。

受払簿のチェック体制を強化しました。

<馬込東中学校>

員
会
教
育

<馬込東中学校>
（２）その他財務等に関する監査
ア

指摘事項

(ｱ) 平成 28 年度資金前渡受者用現金出納

ご指摘の現金出納簿の記載につきまして

簿において、精算戻入額を受け欄ではな

は、会計事務規則等に基づき、適正に処理

く、払い欄に記帳していた。会計事務規則

を行いました。今後は、会計事務規則等に

等に基づき適正に処理されたい。

基づき、適正に処理を行うとともに、庶務

<教育総務課>

係長による確認を徹底します。
<教育総務課>

総
（２）その他財務等に関する監査
務
部

ア

指摘事項

(ｲ) 平成 27 年度資金前渡受者用現金出納

平成 27 年度の資金前渡受者用現金出納

簿において、預金利子の払込額を払い欄で

簿の記入誤りについては、会計事務規則等

はなく、受け欄に▲（マイナス）で記帳し

に基づき訂正しました。平成 28 年度以降に

ていた。会計事務規則等に基づき適正に処

ついては、同様の誤りがないよう適正に処

理されたい。

理を行っています。

<大森東小学校>

<大森東小学校>
（２）その他財務等に関する監査
ア

指摘事項

(ｳ) 平成 29 年度資金前渡受者用現金出納

記帳漏れの部分について、記載をいたし

簿において、前渡金の受払いに記帳漏れが

ました。今後は会計事務規則等に基づき適

あった。会計事務規則等に基づき適正に処

正に処理を行ってまいります。

理されたい。

<大田図書館>
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<大田図書館>

平成 29 年度前期定期監査の結果に対する措置
部
名

教
育
委
員
会
教
育
総
務
部

「指摘事項」「意見・要望事項」の要約
（２）その他財務等に関する監査
ア 指摘事項
(ｴ) 平成 28 年度資金前渡受者用現金出納
簿において、出納整理期間である４月に行
った戻入処理の記帳がされていなかった。
会計事務規則等に基づき適正に処理され
たい。
<馬込東中学校>
（２）その他財務等に関する監査
ア 指摘事項
(ｵ) 平成 28 年度資金前渡受者用現金出納
簿において、預金利子の払込額を払い欄で
はなく、受け欄に▲（マイナス）で記帳し
ていた。会計事務規則等に基づき適正に処
理されたい。
<大森第十中学校>
（２）その他財務等に関する監査
イ 意見・要望事項
平成 28 年度資金前渡受者用現金出納簿
において、資金前渡受者の異動に伴う事務
引き継ぎが行われていなかった。会計事務
規則等に基づき適正に処理されたい。
<指導課>
（３）服務・給与に関する監査
ア 意見・要望事項
(ｱ) 出張における旅行雑費や定期券等調
整が必要な交通運賃等の旅費の支給に誤
りがあった。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><学務課><指導課>
<大田図書館><大森第四小学校>
<馬込第三小学校><赤松小学校>
<清水窪小学校><東糀谷小学校>
<都南小学校><西六郷小学校>
<多摩川小学校><道塚小学校>
<馬込東中学校><羽田中学校>

＜別紙１－④＞
措置状況

会計事務規則等に基づき、現金出納簿の
記帳漏れについて適正に処理いたしまし
た。今後は、同出納簿の随時記帳及び確認
を徹底します。
<馬込東中学校>

ご指摘を頂いた平成 28 年度資金前渡受者
用現金出納簿の記帳誤りについて、会計事
務規則等に基づき適正に処理しました。
<大森第十中学校>

会計事務規則等に基づき適正に処理する
ため、「資金前渡受者用現金出納簿におけ
る、資金前渡受者の異動に伴う事務引き継
ぎ」を確認の上、適正に処理いたしました。
<指導課>

ご指摘の件につきましては、適正に追給
処理を行いました。旅行命令については、
正しく申請を行うよう課内周知するととも
に、承認権者及び庶務担当者による確認を
厳重に行うように努めてまいります。
<教育総務課>
誤りのあった旅費について追給を行いま
した。全職員に旅行申請漏れや雑費、定期
券調整（特にバス調整）について適正な申
請、処理をするよう周知しました。
<学務課>
職員に対して、職員の旅費に関する条例
等の再確認及び徹底を周知し、支給誤りに
ついて適正に処理をいたしました。
<指導課>
誤りのあった事項について追給・戻入処
理を講じ、適正に処理を行いました。また、
職員の旅費に関する条例等に基づき、申請
の際には十分内容確認を行うよう職員に周
知いたしました。
<大田図書館>
区外の旅行雑費について、職員の旅費に
関する条例等に基づき、差額の追給処理を
行いました。
<大森第四小学校>
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平成 29 年度前期定期監査の結果に対する措置
部
名

「指摘事項」「意見・要望事項」の要約

＜別紙１－④＞
措置状況

指摘事項について、職員の旅費に関する
条例等に基づき精算しました。
<馬込第三小学校>
職員の出張における旅行区分の誤りにつ
いて、職員の旅費に関する条例等に基づき
修正いたしました。
<赤松小学校>

教
育
委
員
会
教
育
総
務

誤りの箇所については、職員の旅費に関
する条例等に基づき適正に処理しました。
今後の出張の際には、職員の旅費に関す
る条例等に基づいて適正に処理するため、
旅行雑費や定期券等調整が必要かどうか等
について、本人だけでなく事務担当及び管
理職で確認するようにします。
<清水窪小学校>
職員の旅費に関する条例等に基づき、旅
行雑費の誤りを追給し是正いたしました。
<東糀谷小学校>
区費職員の旅費で、往復のところを片道
分のみの支給となっていたため、追給処理
を行いました。都費職員の旅費で、定期券
調整がされていない箇所があったため、戻
入処理を行いました。
<都南小学校>
監査において指摘を受けた旅行雑費の未
払いについて、職員の旅費に関する条例等
に基づき、追給処理をいたしました。
<西六郷小学校>
出張における定期券等調整が必要な旅費
の支給に誤りがあった。戻入分については、
職員の旅費に関する条例等に基づき適正に
処理をしました。
<多摩川小学校>

部
ご指摘の件につきまして、職員の旅費に
関する条例等に基づき旅行雑費支給漏れの
追給処理を行いました。今後は誤りの無い
ように、複数名での確認を徹底してまいり
ます。
<道塚小学校>
職員の旅費に関する条例等に基づき、出
張における旅費の支給額の誤りを訂正しま
した。
<馬込東中学校>
ご指摘のあった旅費について、職員の旅
費に関する条例等に基づき通勤手当との定
期券等調整分を戻入いたしました。
<羽田中学校>
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平成 29 年度前期定期監査の結果に対する措置
部
名

「指摘事項」「意見・要望事項」の要約

＜別紙１－④＞
措置状況

（３）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。

教

ご指摘の件につきましては、適正に追給

職員の給与に関する条例等に基づき適正

処理を行いました。時間外勤務命令につい

に処理されたい。

ては、正しく申請を行うよう課内周知する

<教育総務課><学務課><指導課>

とともに、承認権者及び庶務担当者による

<都南小学校>

確認を厳重に行うように努めてまいりま

育

す。

委

<教育総務課>

誤りのあった支給は、職員の給与に関す
る条例等に基づき追給を行いました。

員

また、全職員に適正手続について周知し
ました。

<学務課>

会
指摘を受けた件について、職員の給与に
関する条例等に基づき超過勤務手当を支払

教

うよう適正に処理いたしました。<指導課>
育
区費職員で時間外勤務実施申請をしなか
ったため未支給の超過勤務手当が発生して

総

しまいました。職員の給与に関する条例等
に基づき適切に処理しました。

務
部

<都南小学校>
（３）服務・給与に関する監査
ア

財
政
援
助
団
体
等

意見・要望事項

(ｳ) 宿日直手当の支給に誤りがあった。職

宿日直手当の支給誤りについて、職員の

員の給与に関する条例等に基づき適正に

給与に関する条例等に基づき適正に処理い

処理されたい。

たしました。

<指導課>

（１）補助金の交付団体
ア 指摘事項
(ｱ) 大田区認証保育所運営費等補助要綱
第４条第２項の規定により、補助対象は保
育停止２か月以内となるが、平成 28 年４
月から６月（７月退園）まで登園実績のな
い児童が補助金交付申請の補助対象児童
数に算定されていた。同要綱に基づき適正
に処理されたい。
[ナーサリールームベアー久が原]
<株式会社 ネス・コーポレーション>

<指導課>

指摘後、児童の登園状況について登退園
簿等の内容確認を行いました。この結果、
要綱において算定対象外となる児童分の運
営費について区に返還しました。
今後、要綱に基づき適正な運営費の請求
及び執行を徹底します。
[ナーサリールームベアー久が原]
<株式会社 ネス・コーポレーション>
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平成 29 年度前期定期監査の結果に対する措置
部
名

財
政
援
助

「指摘事項」「意見・要望事項」の要約
（１）補助金の交付団体
ア 指摘事項
(ｲ) 大田区認証保育所運営費等補助要綱
第４条第２項の規定により、補助対象は保
育停止２か月以内となるが、平成 28 年４
月から 11 月４日まで登園実績のない児童
１名、平成 28 年４月から６月（７月は１
日のみ登園）まで登園実績のない児童１名
が、補助金交付申請の補助対象児童数に算
定されていた。同要綱に基づき適正に処理
されたい。
[ながはらさくらさくほいくえん]
<株式会社 ブロッサム>

団
体
等

＜別紙１－④＞
措置状況

指摘後、児童の登園状況について登退園
簿等の内容確認を行いました。この結果、
要綱において算定対象外となる児童分の運
営費について区に返還しました。
なお、４月から６月まで登園実績がない
とされた児童については、精査したところ
６月にも１日のみですが登園があったこと
から、要綱に規定する保育停止が４・５月
の２か月以内となり、返還対象とはならな
いことが判明しました。
今後、要綱に基づき適正な運営費の請求
及び執行を徹底します。
[ながはらさくらさくほいくえん]
<株式会社 ブロッサム>

（２）公の施設の指定管理者
ア

意見・要望事項
四半期ごとに提出する指定管理料の収

記載誤りのあった箇所について、正しい

支状況の会計報告書について、保険料が誤

金額に修正した会計報告書を作成し、再度

った金額で記載されていた。提出する書類

提出をいたしました。今後は適正に書類を

の作成については適正に行われたい。

作成し提出いたします。

[大田区立大森南図書館]

[大田区立大森南図書館]

<テルウェル東日本株式会社>

<テルウェル東日本株式会社>
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