平成 29 年度
監査結果に基づき区長等が講じた措置
（第１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、区議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。
なお、監査委員の審査において、改善中としたものについては、地方自治法第 199 条第 12
項の規定に基づき措置が講じられ次第、改めて報告願います。
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、行政監査、平成 28 年度前期
定期監査
（2) 平成 28 年度後期定期監査及び財政援助団体等監査、行政監査、工事監査
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（表紙あり）

３

・別紙１－①～⑤

（監査委員の審査結果で改善されたと認めるもの）

・別紙２

（監査委員の審査結果で改善中としたもの）

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、告示日後、速やかに大田区ホームページへの掲載を行う。

｢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、行政監査、平成 28 年度前期定期監査
（2) 平成 28 年度後期定期監査及び財政援助団体等監査、行政監査、工事監査
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 年度前期定期監査、平成 28 年度
後期定期監査及び財政援助団体等監査、平成 28 年度行政監査、平成 28 年度工事監査について当
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 29 年７月 14 日付け、
29 総総発第 10848 号、第 10868 号、第 10869 号）
（平成 29 年７月 18 日付け、29 総総発第 10880
号）
（平成 29 年７月 19 日付け、29 総総発第 10893 号）
・平成 27 年度行政監査、平成 28 年度前期定期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 29 年６月８日付け、29 教教発第 10743 号）
・平成 28 年度後期定期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議会事務局長
から通知があった。
（平成 29 年５月２日付け、29 大議発第 10084 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、行政監査、平成 28 年度前期定期監査
今回の審査結果

すでに改善を
求め改善が
未完了のもの

報告件数

改善されたと
認めるもの

改善中のもの

１件

1件

―――

1件

別紙 ２

平成 27 年度
後期定期監査

１件

1件

―――

1件

別紙 ２

平成 27 年度
行 政 監 査

１件

1件

1件

―――

別紙 １－①

平成 28 年度
前期定期監査

１件

1件

1件

―――

別紙 １－②

4件

4件

2件

2件

―――

内容

年度
及び監査名
平成 26 年度
後期定期監査

合

計

資料番号

(2) 平成 28 年度後期定期監査及び財政援助団体等監査、行政監査、工事監査
今回の審査結果

今回新たに
改善を求め
たもの

報告件数

改善されたと
認めるもの

改善中のもの

166 件

166 件

163 件

3件

別紙 １－③
及び 別紙 ２

平成 28 年度
行 政 監 査

8件

8件

8件

―――

別紙 １－④

平成 28 年度
工 事 監 査

21 件

21 件

21 件

―――

別紙 １－⑤

195 件

195 件

192 件

3件

―――

内容

年度
及び監査名
平成 28 年度
後期定期監査

合

計

資料番号

※なお、今 回 の審 査 結 果 で改 善 中 としたものについては、別 紙 2 により対 象 年 度 及 び監 査 名
ほか、監 査 の結 果 において｢指 摘 事 項 ｣｢意 見 ・要 望 事 項 ｣とした要 約 を記 載 した。

平成 27 年度行政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

１学校運営システム
(6)情報セキュリティ対策は適切か
ア意見・要望事項
学校運営システムを介したものではないが、

今年度から、データ暗号化機能及びパス

学校内において個人情報の記録されたＳＤカー

ワードロック機能を備えた USB メモリを

ドを紛失する事例が発生しており、学校運営シ

全校に配付し、それ以外の外部記録媒体に

ステムにおいても紛失事故等に備える必要があ

よるデータ移動を全て禁止しました。これ

る。

まで使用していたデータ暗号化機能及び

教

データ書き出し、読み込みを可能とする機器

パスワードロック機能の無い USB メモリ

育

（外部記録媒体）等については事前に許可をし

については、教育委員会事務局で全て回収

総

ないと利用できない仕組みにすることにより情

し、廃棄します。

務

報外部流失等の事故防止を図っているとのこと

今後も ICT 機器の開発状況に留意し、最

部

であったが、許可された機器（外部記録媒体）

新のセキュリティ技術の導入について不

等を使用してデータ読み込みし、これを紛失し

断の検討を行ってまいります。

た場合は、パスワードロックやデータの暗号化

<指導課>

等の対策が有効となる。コスト面やシステム環

<教育総務課>

境等による課題があるとのことではあったが、
データ移動のために書き出し可能とする外部記
録媒体は、セキュリティ対策済みのUSBメモリに
限定する等、外部への情報流出等への対策の検
討を引続き行われたい。

<指導課>

1

平成 28 年度前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
教
育
総
務

イ

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

指摘された対象については、改めて追跡

た。物品管理規則等に基づき適正に行われたい。 を行い、廃棄処理を確認し、備品台帳より
<志茂田中学校>

部

除帳処理を行いました。
<志茂田中学校>

1

平成 28 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１－③＞

措置状況

（１）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

適切な記載となるよう、誤記取消、追記、

簿において、報償費の支払の際、源泉徴収

訂正を行いました。会計事務規則等に基づ

所得税を控除した金額で記載すべきとこ

く適正な処理を徹底します。<広聴広報課>

ろ、源泉徴収所得税を含めた金額で記帳し
ていた。会計事務規則等に基づき適正に処
理されたい。

<広聴広報課>

（１）財務等に関する監査
ア

指摘事項

(ｲ)監査当日に、監査対象書類の中で六郷

監査日以降、再度全課を上げて書類を捜

保育園改築工事に係る工事代金の支出に

索したところ、別工事の文書保管箱の中か

関する書類が用意できなかった。文書管理

ら発見し、適正な場所に保管しました。そ

について適正な事務を行われたい。

の後、速やかに係長会を開催し、適正な文

<施設保全課>

書管理と再発防止策について話し合いを行
い、事務室内における文書保管方法等を改

企

めるとともに課内全職員にも周知徹底しま

画

した。今後も引き続き啓発を行うなど、適

経

正な文書管理を行ってまいります。
<施設保全課>

営
部

（２）服務・給与に関する監査
ア

意見・要望事項

(ｱ)出張における旅行雑費や定期券等調整

誤りを訂正するとともに、適正に処理を

が必要な交通運賃等の旅費の支給に誤り

行いました。監査後、課内全職員に対して、

があった。職員の旅費に関する条例等に基

旅費申請する際の注意点を周知しました。

づき適正に処理されたい。

また、係長等による決裁時の再確認を徹底

<財政課><広聴広報課><情報システム課>

します。

<施設整備課><施設保全課>

<財政課><広聴広報課><情報システム課>
<施設整備課><施設保全課>

（２）服務・給与に関する監査
ア

意見・要望事項

誤りを訂正するとともに、適正に処理を

(ｲ)超過勤務手当の支給に誤りがあった。

行いました。監査後、超過勤務を申請する

職員の給与に関する条例等に基づき適正

際の注意点を課内周知しました。また、係

に処理されたい。

長等による決裁時の再確認を徹底します。
<企画課>

<企画課>

１

平成 28 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１－③＞

措置状況

（１）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

ご指摘後、会計事務規則等に基づき適正

簿において、前渡金の受払い及び戻入の記

に処理いたしました。今後、適正な処理を

帳がもれていた。会計事務規則等に基づき

徹底いたします。

適正に処理されたい。

<総務課>

<総務課>

（１）財務等に関する監査
ア

指摘事項

(ｲ)教育委員会事務局のアロマスクエア移

大田区事案決定手続規程第３条別表に規

転に伴う運搬業務委託について、大田区事

定する決定権者の確認について、課内に徹

案決定手続規程第３条別表により予定金
額 300 万円以上の車両等の供給は部長の
決定すべき事案と規定されているが、課長

底するとともに、同規程に基づく適正な事
務執行に努めてまいります。

<総務課>

が決定していた。規程に基づき適正な事務
を行われたい。

<総務課>

（１）財務等に関する監査
ア

指摘事項

(ｳ)監査当日に、監査対象書類の中で平成

平成 27 年度の担当係に指摘事項の確認

総

27 年度防災機材センターの警備委託契約

を行ったところ、警備完了報告書が別ファ

務

に関する警備完了報告書が用意できなか

イルに誤って綴られていたことが判明した

部

った。文書管理について適正な事務を行わ

ため、改めて平成 27 年度防災機材センター

れたい。

の警備委託のファイルに綴りました。今後

<防災危機管理課>

は文書管理について適正な事務処理を徹底
いたします。

<防災危機管理課>

（１）財務等に関する監査
イ

意見・要望事項

(ｱ)新たに購入した備品（回転椅子３脚）

ご指摘後、物品管理規則等に基づき適正

の登録手続きが行われていなかった。物品

に処理いたしました。今後、適正な処理を

管理規則等に基づき適正に処理されたい。 徹底いたします。

<総務課>

<総務課>
（１）財務等に関する監査
イ

意見・要望事項

(ｲ)有償頒布物である大田区制 70 周年記

ご指摘後、物品管理規則等に基づき適正

念公式ＰＲキャラクターに関する物品に

に処理いたしました。今後、適正な処理を

ついて、物品受払簿と残数が一致していな

徹底いたします。

かった。物品管理規則等に基づき適正に処
理されたい。

<総務課>

２

<総務課>

平成 28 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１－③＞

措置状況

（２）服務・給与に関する監査
ア

意見・要望事項

職員の旅費に関する条例に基づき、旅費

(ｱ)出張における旅行雑費や定期券等調整

申請の際には経路や旅行雑費区分等を十分

が必要な交通運賃等の旅費の支給に誤り

確認するよう周知しました。

があった。職員の旅費に関する条例等に基

今後、適正な処理を徹底いたします。

づき適正に処理されたい。

<総務課>

<総務課><人事課><防災危機管理課>

職員の旅費に関する条例に基づき、旅費
申請の際には経路や旅行雑費区分等を十分
確認するよう周知しました。また、特に誤
りの多い箇所についてまとめた資料を課内
周知し、適正な処理を徹底いたします。
総
務
部

<人事課><防災危機管理課>
（２）服務・給与に関する監査
ア

意見・要望事項

(ｱ)超過勤務手当の支給に誤りがあった。

超過勤務手当の申請等について、庶務担

職員の旅費に関する条例等に基づき適正

当が定期的な確認を行い、処理漏れが無い

に処理されたい。

よう適正な処理を徹底いたします。

<人事課><防災危機管理課>

<人事課><防災危機管理課>

（２）服務・給与に関する監査
ア

意見・要望事項

(ｳ)財産価格審議会委員の旅費の支給に誤

料金改定に伴う旅費の不足分 120 円につ

りがあった。大田区付属機関の構成員の報

いて、平成 29 年２月の第５回財産価格審議

酬及び費用弁償条例に基づき適正に処理

会委員報酬等の支給時に追加して支給しま

されたい。

した。

<経理管財課>

<経理管財課>

（１）財務等に関する監査
ア 指摘事項

地
域
力
推
進
部

(ｱ)平成 28 年度資金前渡受者用現金出納

ご指摘の件につきましては、会計事務規

簿において、前渡金の受払いに記帳もれが

則等に基づき、追記記帳しました。今後は

あった。会計事務規則等に基づき適正に処

受払いの都度記帳することを徹底し、月末

理されたい。

に再度確認するなど、再発防止に努めます。

<地域力推進課>

<地域力推進課>
（１）財務等に関する監査
ア 指摘事項
(ｲ)平成 27 年度資金前渡受者用現金出納

ご指摘の件につきましては、誤りを修正

簿において、年度末の精算戻入額を誤って

し適正に処理いたしました。今後は、記帳

記帳していた。会計事務規則等に基づき適

に際し再度の確認とセンター所長のチェッ

正に処理されたい。

クを徹底いたします。
<雪谷文化センター>

<雪谷文化センター>

３

平成 28 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
（１）財務等に関する監査
イ 意見・要望事項
(ｱ)平成 27 年度資金前渡受者用現金出納
簿において、異動に伴う事務引継ぎを、本
来、資金前渡受者が行うところを金銭出納
員が行っていた。会計事務規則等に基づき
適正に処理されたい。
<地域力推進課>
（１）財務等に関する監査
イ 意見・要望事項
(ｲ)区民活動支援施設蒲田の施設使用料に
ついて、歳入調定が収納金日報に基づき
日々行われておらず、１か月分まとめて行
われていた。会計事務規則等に基づき適正
に行われたい。
<地域力推進課>

地
域
力
推
進
部

＜別紙１－③＞

措置状況

ご指摘の件につきましては、会計事務規
則等に基づき適正に引継ぎ処理を行いまし
た。担当者間で本件について情報共有し、
再発防止に努めます。
<地域力推進課>

ご指摘の区民活動支援施設蒲田の施設使
用料における歳入調定については、収納事
務受託者から収納金日報等により収納金額
の報告を受けた際、会計事務規則等に基づ
き速やかに歳入調定を行います。適正な事
務処理を執り行うよう職員に周知します。
<地域力推進課>

（１）財務等に関する監査
イ 意見・要望事項
(ｳ)廃棄手続きを行わずに備品（留守番電
物品管理規則等に基づき廃棄の処理を行
話機、穿孔機、運搬車）を廃棄していた。 いました。今後は物品を廃棄する際、備品
物品管理規則等に基づき適正に処理され 登録の有無を確認し廃棄するよう徹底しま
たい。
<雪谷特別出張所> す。
<雪谷特別出張所>
（１）財務等に関する監査
イ 意見・要望事項
(ｴ)平成 27 年度資金前渡受者用現金出納
ご指摘の件につきましては、引き継ぎ処
簿において、資金前渡受者の異動に伴う事
理を適正に行いました。本件の処理方法に
務引継ぎが行われていなかった。会計事務
ついて、全職員に周知し再発防止に努めま
規則等に基づき適正に処理されたい。
<雪谷文化センター><雪谷特別出張所> す。<雪谷文化センター><雪谷特別出張所>
（１）財務等に関する監査
イ 意見・要望事項
(ｵ)文化センターまつり事業委託費用通帳
から引き出して再度預け入れる際、元の通
帳に戻さず、資金前渡受者用の通帳に入金
していた。会計事務規則等に基づき適正な
事務を行われたい。
<石川町文化センター>
（１）財務等に関する監査
イ 意見・要望事項
(ｶ)収納事務受託者が収納している、ふれ
あいはすぬまの施設使用料について、平成
28 年６月から監査当日までの間、調定起
案決定、財務会計システムへの調定登録及
び収納金日報の作成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。
<蒲田西特別出張所>

ご指摘の件につきましては、資金前渡受
者用通帳から事業委託費口座の通帳に戻す
処理を行いました。今後は、再度預け入れ
する際は必ず元の通帳に戻すこととしま
す。会計事務規則等に基づき出入金を適正
に管理し、再発防止に努めます。
<石川町文化センター>

平成 28 年６月以降の施設利用料の調定
起案決定等の処理をしました。今後は遅滞
なく適正に処理をしていきます。
<蒲田西特別出張所>

４

平成 28 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１－③＞

措置状況

（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。
<地域力推進課><大森西特別出張所>
<入新井特別出張所><池上特別出張所>
<嶺町特別出張所><鵜の木特別出張所>
<雪谷文化センター><雪谷特別出張所>
<羽田特別出張所><六郷特別出張所>
<蒲田西特別出張所><大田区民センター>

地
域
力
推
進
部

指摘のあった事項について、職員の旅費
に関する条例等に基づき訂正を行うなど適
正に処理しました。
<地域力推進課>
旅費の申請漏れについて追給を行い、適
正に処理しました。 <大森西特別出張所>
申請誤りのあった職員の旅行命令簿の取
消申請を行い、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。
<入新井特別出張所>
指摘事項であった旅費の支出について
は、戻入処理を行い、適正に処理しました。
今後も関係条例に基づき、遺漏のないよう
事務処理を行っていきます。
<池上特別出張所>
指摘のあった事項について、職員の旅費
に関する条例等に基づき訂正を行うなど適
正に処理しました。
<嶺町特別出張所>
ご指摘いただいた旅費誤りについて、現
年度分を修正するとともに、過年度追給分
については、別途財政課長協議を経た上で
庶務事務システムの処理を行いました。今
後は、旅費の請求について、旅行雑費の区
分の選択には十分に注意して入力するよ
う、職員に周知し、誤りのないよう徹底し
ます。
<鵜の木特別出張所>
ご指摘の件につきましては、誤りを修正
し適正に処理いたしました。今後の対応と
いたしましては、全職員に対して注意喚起
するとともに、センター所長の確認を徹底
してまいります。
<雪谷文化センター>
監査後、誤りについては速やかに修正を
行いました。今後は申請する際に再度確認
を行うよう職員に周知するとともに、チェ
ック機能を強化します。<雪谷特別出張所>
旅行命令簿のバス代の入力漏れがありま
した。指摘事項については処理済みです。
旅行申請の旅費経路等への慎重な入力、申
請前の見直しを行うよう職員に周知しまし
た。
「給与事務の手引き」旅費質疑応答集を
職員に確認するよう周知しました。
<羽田特別出張所>

５

平成 28 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１－③＞

措置状況
支給誤り分については、追給及び戻入処
理等を行いました。旅行申請入力の方法に
ついて、再度職員に周知し、入力誤りのな
いよう申請するとともに、決定の過程で内
容の確認をさらに徹底して行うようにしま
した。
<六郷特別出張所>
支給誤り分については、内容を確認し戻
入処理等を行いました。今後は旅行命令簿
の申請、回付時の内容確認を徹底いたしま
す。
<蒲田西特別出張所><大田区民センター>

（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。
職員の給与に関する条例等に基づき適正
地

に処理されたい。

域

<地域力推進課><大森西特別出張所>

力

<池上特別出張所><嶺町特別出張所>

推

<雪谷特別出張所><六郷特別出張所>

進

<蒲田西特別出張所><大田区民センター>

部

指摘のあった事項について、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。
<地域力推進課>
申請漏れや決裁漏れについて追給を行
い、適正に処理を行いました。
<大森西特別出張所>
指摘事項であった時間外勤務に関する申
請漏れについては、申請処理を行い、追給
処理等適正に処理しました。
今後も関係条例に基づき、遺漏のないよ
う事務処理を行っていきます。
<池上特別出張所>
指摘のあった事項について、適正に処理
しました。
<嶺町特別出張所>
監査後、誤りについては速やかに修正を
行いました。
今後は実施申請の漏れをなくすよう職員
に周知するとともに、チェック機能を強化
します。
<雪谷特別出張所>
適正な処理を行い、超過勤務手当の申請
に漏れがないよう周知徹底しました。時間
外勤務命令申請の決裁を受けたものは実施
申請を忘れずに入力しているか庶務担当者
が確認するよう徹底しました。
<六郷特別出張所>
支給誤り分については、内容を確認し追
給処理をしました。
今後は支給漏れ等がないよう確認を徹底
いたします。
<蒲田西特別出張所><大田区民センター>

６

平成 28 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１－③＞

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

(ｱ)「洗足池 春宵の響き」実行委員会に

指摘のあった事項について、速やかに処

対する補助金交付要綱について、第 12 条

理しました。平成 29 年度は遺漏のないよ

に規定された実行委員会に対する補助金

う、要綱に基づいて補助金等の交付に関す

の額の確定通知書による通知がなされて

る事務を適正に行います。

<文化振興課>

いなかった。また、第 14 条に規定された
実行委員会に対する補助金精算書が区長
に提出されていなかった。要綱に基づき補
助金等交付に関する事務は適正に行われ
たい。

<文化振興課>

（２）その他財務等に関する監査
ア
観
光

指摘事項

(ｱ)平成 28 年度資金前渡受者用現金出納

会計事務規則（会計事務の手引７-３-５）

簿において、精算戻入額を受け欄ではな

に基づき、現金出納簿の修正を行いました。

・

く、払い欄に記帳していた。会計事務規則

国

等に基づき適正に処理されたい。

際

<観光課>

<観光課>

都
市
部

（２）その他財務等に関する監査
ア

指摘事項

(ｲ)平成 28 年度資金前渡受者用現金出納
簿において、受入金額を誤って記帳してい

ご指摘いただいた事項につきましては、
速やかに修正と記帳を行いました。

た。また、前渡金の受払いに記帳もれがあ

今後は、適正に処理してまいります。

った。会計事務規則等に基づき適正に処理

<スポーツ推進課>

されたい。
<スポーツ推進課>

（２）その他財務等に関する監査
ア

指摘事項

(ｳ)平成 28 年度金券受払簿（郵券）が作成

指摘のあった事項について、速やかに作

されていなかった。物品管理規則等に基づ

成しました。今後は適正に処理してまいり

き適正に処理されたい。

ます。
<文化振興課>

７

<文化振興課>

平成 28 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
（２）その他財務等に関する監査
イ 意見・要望事項
(ｱ)大田区民プラザ、大田区民ホール、大
田文化の森、大田区立熊谷恒子記念館及び
大田区立龍子記念館の管理代行の実施に
関する基本協定書第 14 条第２項には、管
理代行業務のうちあらかじめ区の承認を
得たものであれば第三者に再委託するこ
とができると規定されている。事前承認し
た再委託業務については年度協定書に一
覧表を添付しているが、大田区民プラザで
再委託されている保全業務委託について
記載がなかった。協定書の締結にあたって
は指定管理者と齟齬のないよう確認され
たい。
<文化振興課>

観
光
・
国
際
都
市
部

２）その他財務等に関する監査
イ 意見・要望事項
(ｲ)大田区民プラザ、大田区民ホール、大
田文化の森、大田区立熊谷恒子記念館及び
大田区立龍子記念館の管理代行の実施に
関する基本協定書第８条により施設の指
定管理者である大田区文化振興協会に使
用料及び入館料の収納事務を委託してい
るが、規定のないまま区に払い込むべき金
額の一部をつり銭のために施設に留め置
いていた。収納事務の処理について、必要
な事項は基本協定書等で規定するよう検
討されたい。
<文化振興課>

＜別紙１－③＞

措置状況

調査したところ、協定書作成時に誤った
書類を区が添付していたことが分かりまし
た。その後、文化振興協会と再委託業務の
一覧表を速やかに修正しました。
今後はこのようなことがないよう、適正
な事務に努めてまいります。
<文化振興課>

指摘のあった事項については、区と文化
振興協会において、平成 29 年度からの基本
協定書の内容を見直し、つり銭留め置きに
関する規定を、以下のとおり追加しました。
今後は適正に処理してまいります。
第８条第９項 乙は、甲から委託された
収納事務において、使用料や図録等頒布等
における歳入についてつり銭を必要とする
場合、現金を留め置くことができる。
（甲 大田区、乙 大田区文化振興協会）
<文化振興課>

（２）その他財務等に関する監査
イ

意見・要望事項

(ｳ)平成 27 年度金銭出納員用現金出納簿

ご指摘いただいた事項につきましては、

において、組織改正に伴う事務引継ぎが行

速やかに対応いたしました。今後は、適正

われていなかった。会計事務規則等に基づ

に処理してまいります。

き適正に処理されたい。

<スポーツ推進課>

<スポーツ推進課>
イ

意見・要望事項

(ｴ)大田スタジアムの占用料について、収

ご指摘いただいた事項につきましては、

納金日報が作成されていない日があった。 速やかに対応いたしました。
会計事務規則等に基づき適正に行われた
い。

今後は、適正に処理してまいります。

<スポーツ推進課>

<スポーツ推進課>

８

平成 28 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１－③＞

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。
<観光課>

手当科目や経路区分、定期券調整の誤り
を訂正するとともに、適正に処理を行いま
した。監査後、課内全職員に対して、旅費
申請する際の注意点を周知しました。また、
係長等による決裁時の再確認を徹底しま
す。
<観光課>

<国際都市・多文化共生推進課>
<文化振興課><スポーツ推進課>

出張旅費の誤りについて定期券との調整
などを考慮し適正な処理を行いました。旅
費の支給額の確認を徹底し、誤りのないよ
う努めます。
<国際都市・多文化共生推進課>
指摘内容について確認し、その後正しい
方法にて速やかに処理をしました。職員へ
は、申請方法について再度周知を図り、入
力誤りのないようにするとともに、決定の

観

過程で内容の確認を徹底するようにしまし

光
・
国
際
都
市
部

た。

<文化振興課><スポーツ推進課>

（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。
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。
<観光課>
<文化振興課>

勤務実施申請や研修から帰庁し超過勤務
をした際の出勤処理の漏れを訂正するとと
もに、適正に処理を行いました。監査後、
課内全職員に対して、正しい超過勤務申請
方法について周知しました。また、係長等
による決裁時の再確認を徹底します。
<観光課>
指摘内容について確認し、その後正しい
方法にて速やかに処理をしました。職員へ
は、申請方法について再度周知を図り、入
力誤りのないようにするとともに、決定の
過程で内容の確認を徹底するようにしまし
た。

<文化振興課>

（３）服務・給与に関する監査
ア

意見・要望事項

(ｳ)国際交流員の旅費の支給に誤りがあっ
た。大田区非常勤職員の報酬及び費用弁償

旅費の支給誤りについて、追給の手続き
を行い、適正な処理を行いました。

に関する条例等に基づき適正に処理され
たい。

<国際都市・多文化共生推進課>

今後は支給金額の確認を徹底し、漏れや
誤りのないよう努めます。
<国際都市・多文化共生推進課>

９

平成 28 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１－③＞

措置状況

（１）財務等に関する監査
ア

指摘事項

(ｱ)平成 28 年度金銭出納員用現金出納簿

会計事務規則に基づき、収納日及び払込

において、収納日及び払込日の記帳誤り並

日の修正の処理を行いました。また，科目

びに科目口座の現金欄の記帳もれ並びに

口座の現金欄の追記、並びに科目口座記帳

科目口座を誤って記帳していた。会計事務

の修正を行いました。

規則等に基づき適正に処理されたい。

今後、同じ誤りを繰り返さないよう、係

<戸籍住民課>

で話し合い再度処理内容の確認をしまし
た。

<戸籍住民課>

（１）財務等に関する監査
ア

指摘事項

(ｲ)事務用品の購入について、事案決定（契

今後このようなことがないよう、契約、

約）前に納品がされていた。契約内容の明

物品購入等の手続きに則って適正に処理し

確化を図ると共に、契約上の紛争が生じる

てまいります。指摘内容について課内周知

ことを防止するため、契約事務規則等に定

し、適正な処理の徹底を指示しました。

められた契約手続きを経て、確定した契約
区
民
部

<国保年金課>

内容に基づき適正な事務を行われたい。
<国保年金課>
（１）財務等に関する監査
イ

意見・要望事項
契約事務規則では、契約担当者が不在に

今後このようなことがないよう、契約の

なるときに契約事務を行う際は臨時代行

手続きに則って適正に処理してまいりま

者を指定し総務部長に通知しなければな

す。指摘内容について課内周知し適正な処

らないと規定されているが、この手続きを

理の徹底を指示しました。

せずに契約を締結していた。規則に基づき

<国保年金課>

適正な事務を行われたい。 <国保年金課>
（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。
<課税課>
<国保年金課>

速やかに庶務事務システムから正しい内
容に修正済みです。以後、適正なシステム
入力を行っています。
<課税課>
支給誤りについては、追給・戻入の措置
を講じ、適正に処理しました。指摘内容に
ついて課内周知し、適正な処理の徹底を指
示しました。
<国保年金課>
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措置状況

（２）服務・給与に関する監査
ア

区

意見・要望事項

(ｲ)超過勤務手当の支給に誤りがあった。

超過勤務手当の未申請分については、過

職員の給与に関する条例等に基づき適正

年度分のため財政課に協議のうえ申請処理

に処理されたい。

を行いました。再発防止のため、課内周知

<戸籍住民課><国保年金課>

民

を徹底し毎月の確認を強化するようにしま
した。

部

<戸籍住民課>

支給誤りについては、追給の措置を講じ、
適正に処理しました。指摘内容について課
内周知し、適正な処理の徹底を指示しまし
た。

<国保年金課>

（１）補助金等交付事務に関する監査
ア

意見・要望事項
大田モノづくりブランド発信事業補助

金交付要綱及び商店街装飾灯維持管理費
補助金交付要綱について、平成 28 年度の
補助金交付決定通知書が旧様式であった
ため、要綱で定められた申請の撤回ができ
る旨の通知が申請者へなされていなかっ
た。要綱に基づき適正な事務を行われた
い。

<産業振興課>

産

（２）その他財務等に関する監査

業

ア

指摘を受け、各職員に対し、現行の要綱・
様式に基づき事務を行うよう周知しまし
た。平成 29 年度の当該事業においては、通
知書が現行の様式であることを確認し、適
正な事務を行いました。
今後は、改めて要綱様式の整理及び管理
を行い、他の補助事業等も含めて、現行の
要綱・様式に基づき、適正な事務を行うよ
う徹底します。
<産業振興課>

意見・要望事項

経

平成 28 年度金券受払簿において、金券

82 円切手及び 120 円切手の受払につい

済

受払簿の残数と 82 円切手と 120 円切手の

て、金券受払簿に記載漏れがありました。

部

残数が一致していなかった。物品管理規則

記載漏れのあった記録を記載し、郵券現物

等に基づき適正に処理されたい。

と一致することを確認しました。以後、物

<産業振興課>

品管理規則に基づき適正に事務を行ってお
ります。

<産業振興課>

（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

追給及び戻入処理を行い、正当な額を支
給いたしました。
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。<産業振興課>
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措置状況

（３）服務・給与に関する監査

業

追給及び戻入処理を行い、正当な額を支
(ｲ) 超過勤務手当の支給に誤りがあった。 給いたしました。
今後、適正な処理を徹底します。
職員の給与に関する条例等に基づき適正
<産業振興課>
に処理されたい。
<産業振興課>

経

（３）服務・給与に関する監査

済

ア

部

(ｳ) 商工融資相談員の旅費の支給に誤り

ア
産

意見・要望事項

意見・要望事項

があった。大田区非常勤職員の報酬及び
費用弁償に関する条例等に基づき適正に
処理されたい。

<産業振興課>

追給処理を行い、正当な額を支給いたし
ました。
今後、適正な処理を徹底します。
<産業振興課>

（１）補助金等交付事務に関する監査
ア 意見・要望事項
大田区高齢者補聴器購入費助成事業につ
いて、申請書及び支払金口座振替依頼書の
コピーが保存されており、原本が保存され
ていなかった。会計事務規則等に基づき適
正な事務を行われたい。
<大森地域福祉課>

福
祉
部

本件助成金の支出において支出命令書に
添付すべき請求書は、徴収困難のため会計
管理者の承認を得て添付を省略していま
す。支出命令書を会計管理室に送付する際
は、支出決定文書の他、本件事業助成決定
文書、助成申請書（指摘のあった書類）、助
成決定通知書等を添付しています。この際
の助成申請書は、通常、原本を送付してい
ますが、本件処理においては、コピーを添
付していました。本件事業の事務処理は、
当課高齢者地域支援担当が助成の決定手続
きを行い（この保存文書には申請書のコピ
ーを添付）
、管理係がその後の事務を引き継
ぎ支出の手続きを行っています（この保存
文書には申請書の原本を添付）
。今回はこの
引き継ぎの際の取り扱いに不備があったと
認識しています。
今後は、このようなことのないよう、書
類の保管・引き継ぎにあたっての確認を徹
底してまいります。

<大森地域福祉課>

（２）その他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）前に納品がされていた。契約内容の明
確化を図ると共に、契約上の紛争が生じる
ことを防止するため、契約事務規則等に定
められた契約手続きを経て、確定した契約
内容に基づき適正な事務を行われたい。
<福祉管理課>

ご指摘のあった事項は、事業執行に必要
な物品を緊急に購入する必要が生じたため
直ちに課長・係長に口頭報告して了承を得
たうえで購入手続きを進めたものですが、
同時に行った文書システム事務に遅れが生
じたため、文書システム事務の決定前の購
入となりました。
今後は、このようなことの無いよう、契
約事務規則等に定められた契約手続きを遵
守した対応を行うとともに、職員指導を徹
底してまいります。
<福祉管理課>
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措置状況

（２）その他財務等に関する監査
ア 指摘事項
(ｲ)平成 28 年度のハンガードア改修工事

ご指摘のあった事項は、当該施設が施工

について、事案決定（契約）前に施工して

業者と調整した施工日が事案決定前とな

いた。契約内容の明確化を図ると共に、契

り、かつ、区への施工日の報告が遅れたた

約上の紛争が生じることを防止するため、 めに生じました。
再発防止のため、当該施設のみでなく、
契約事務規則等に定められた契約手続き
を経て、確定した契約内容に基づき適正な

同様の他施設についても、区においては契

事務を行われたい。

約内容を適正に確保するための事務処理の

<障害福祉課>

流れ、遵守すべき契約事務規則等があるこ
とを改めて周知徹底し、今後は施工日の調
整・報告に遺漏のないよう指示しました。
また、課内職員に対しても契約事務規則等
の遵守を周知徹底しました。<障害福祉課>
（２）その他財務等に関する監査
ア 指摘事項
(ｳ)平成 28 年度の課名印刷入封筒の作成

ご指摘のあった事項は、業務執行に必要

について、事案決定（契約）前に納品がさ

な物品を緊急に購入する必要があったた

れていた。契約内容の明確化を図ると共

め、課長・係長に口頭で了解を得たうえで

福

に、契約上の紛争が生じることを防止する

購入手続きを進めたものですが、文書シス

祉

ため、契約事務規則等に定められた契約手

テム事務の入力が遅れたため、事案決定（契

部

続きを経て、確定した契約内容に基づき適

約）前の納品が生じました。

正な事務を行われたい。 <障害福祉課>

今後は、このようなことのないよう、課
内職員に対し、契約事務規則等の遵守を周
知徹底しました。また、課内研修等を通じ、
契約事務規則等の遵守について、課内の周
知徹底を継続していきます。<障害福祉課>

（２）その他財務等に関する監査
イ

意見・要望事項

(ｱ)平成 28 年度大田区子どもの学習支援

事業のさらなる有効活用を図るために夏

事業運営業務委託契約について、仕様書に

期講習を始めることとした契約変更を 7 月

規定されている、大田区子どもの学習支援

14 日付けで行いました。これにより、提出

事業業務報告書及び個人情報管理などの

書類等も変更いたしました。このことに伴

情報セキュリティに関する実施報告の書

い、書類作成が遅れることは区及び受託者

類が、８月分以降提出されていなかった。 双方とも認識していました。
仕様書に基づき適正な事務を行われたい。
<福祉管理課>

なお、指摘のあった書類は、監査指摘直
後に提出を受けました。
今後は、このような遅れが生じることの
無いよう、事業者指導に努めるとともに、
職員指導を行っていまいります。
<福祉管理課>
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措置状況

（２）その他財務等に関する監査
イ

意見・要望事項

(ｲ)新たに購入した備品（机、テレビ、エ

ご指摘のあった、老人いこいの家及びシ

アコン、プロジェクター、スピーカー）の

ニアステーション用として購入した備品の

登録手続きがされていなかった。物品管理

登録手続きもれについては、物品管理規則

規則等に基づき適正に処理されたい。

等に基づき適正な事務処理を行いました。

<高齢福祉課>

また、今後は担当を含む複数人で確認し、
登録もれがないよう努めています。
<高齢福祉課>

（２）その他財務等に関する監査
イ

意見・要望事項

(ｳ)平成 27 年度資金前渡受者用現金出納

大田区会計事務規則第 123 条に基づき適

簿において、資金前渡受者の異動に伴う事

正に処理しました。資金前渡受者の引継ぎ

務引継ぎが行われていなかった。会計事務

を完了しました。

規則等に基づき適正に処理されたい。

今後はこのようなことがないよう、会計

<障がい者総合サポートセンター>

事務規則等に基づき適正に処理してまいり
ます。 <障がい者総合サポートセンター>

福

（２）その他財務等に関する監査

祉

イ

部

(ｴ)大森地域庁舎シリンダー錠交換工事、

本件工事の実施状況については、大森地

大森地域庁舎シリンダー錠撤去及びダミ

域庁舎シリンダー錠交換工事の契約締結・

ーシリンダー設置工事において、工事写真

工事開始後、シリンダー錠撤去及びダミー

帳が２つの契約分を合わせた形で施工業

シリンダー設置工事が必要であることが判

者から提出されていた。仕様書に基づき適

明し、前者の契約とは別に、新たに契約締

意見・要望事項

正な業務が行われているか確認されたい。 結し工事を行ったものです。この２件の工
<大森地域福祉課>

事は、別契約ですが、施工業者が同一で、
工期が一部重なっている期間があります。
２件の契約の仕様書には、それぞれ、工事
履行確認の書類として工事前・中・後の写
真を提出することとしていますが、施工業
者は２件の契約分を合わせた形で工事写真
帳を作成・提出し、当課の担当もそれに気
づかずそのまま保管しました。
今後は、このようなことのないよう、業
者からの提出書類について、仕様書と照ら
し合わせ、誤りのないよう確認してまいり
ます。
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措置状況

（２）その他財務等に関する監査
イ 意見・要望事項
(ｵ)平成 28 年度において、金銭出納員領収
印の印影が印影簿に保存されていなかっ
た。公印規則に基づき適正に処理された
い。
<調布地域福祉課>
（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。
<福祉管理課><高齢福祉課>
<介護保険課><障害福祉課>
<大森地域福祉課><調布地域福祉課>

祉

印影の保存を行いました。今後はこのよう
なことがないよう、公印規則に基づき適正
に処理してまいります。<調布地域福祉課>

<大森生活福祉課><調布生活福祉課>

ご指摘の支給誤りにつきましては、旅行
命令兼実施申請の変更申請等を行い、適正
に処理を行いました。
今後は、このような支給誤りのないよう
請求誤りの原因等を職員周知し、請求誤り
がないように努めています。
<福祉管理課><高齢福祉課>
<介護保険課><障害福祉課>
<大森地域福祉課><調布地域福祉課>

<蒲田生活福祉課><糀谷・羽田生活福祉課>

<蒲田地域福祉課><糀谷･羽田地域福祉課>

<新蒲田福祉センター>
<障がい者総合サポートセンター>

<大森生活福祉課><調布生活福祉課>

<蒲田地域福祉課><糀谷･羽田地域福祉課>

福

ご指摘を受け、直ちに印影簿に押印し、

<蒲田生活福祉課><糀谷・羽田生活福祉課>

<新蒲田福祉センター>

部

<障がい者総合サポートセンター>
（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。
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。
<蒲田地域福祉課>
<大森生活福祉課>

ご指摘の支給誤りにつきましては、職員
の給与に関する条例等に基づき適正に修正
処理を行いました。
今後は、時間外勤務後は速やかに実施申
請を行い、申請錯誤や遺漏が無いように適
正に処理を行うよう、職員周知するととも
に指導を行いました。
<蒲田地域福祉課><大森生活福祉課>

（３）服務・給与に関する監査
ア 意見・要望事項
(ｳ)介護給付事務支援員の旅費の支給に誤
りがあった。大田区非常勤職員の報酬及び
費用弁償に関する条例等に基づき適正に
処理されたい。
<介護保険課>

ご指摘の介護給付事務支援員の旅費支給
誤りにつきましては、条例に基づき費用弁
償を行いました。
今後は、このような支給誤りがないよう、
担当職員及び支援員に対して、適正に処理
するよう指導いたしました。<介護保険課>
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措置状況

（３）服務・給与に関する監査
ア 意見・要望事項
(ｴ)地域包括ケア推進員の旅費の支給に誤

ご指摘の支給誤りについては、旅行経路

りがあった。大田区非常勤職員の報酬及び

等を再確認し、追給・戻入し適正に処理し

費用弁償に関する条例等に基づき適正に

ました。

処理されたい。

<蒲田地域福祉課>

<蒲田地域福祉課>

福
祉

（３）服務・給与に関する監査

部

ア

意見・要望事項

(ｵ)生活支援員の旅費の支給に誤りがあっ
た。大田区非常勤職員の報酬及び費用弁償
に関する条例等に基づき適正に処理され
たい。

<大森生活福祉課>
<糀谷・羽田生活福祉課>

ご指摘の生活指導員の旅費支給誤りにつ
きましては、条例に基づき適正に処理いた
しました。なお、庶務担当職員及び生活支
援員に対して、条例に基づく適正処理を厳
守するよう指導及び周知しました。
<大森生活福祉課><糀谷・羽田生活福祉課>

（１）財務等に関する監査
ア

指摘事項

(ｱ)二つの事業の健診用品の購入につい
て、起案文書に支払予定金額を支出科目ご
とに記載する際、金額を入れ違えて記載
し、支払いを行っていた。文書管理規程等

起案文書別紙を文書管理システムにより
正しい内容に訂正しました。
今後は、文書管理規程等に基づき適正な
事務を行ってまいります。

に基づき適正な事務を行われたい。

<感染症対策課>

<感染症対策課>
（１）財務等に関する監査
ア

指摘事項

(ｲ)平成 28 年度の消耗品の購入について、

この度の消耗品の購入につきましては、

健

事案決定（契約）前に納品がされていた。 担当者より口頭で係長を通して課長に購入

康

契約内容の明確化を図ると共に、契約上の

の希望が伝えられ、了承されていました。

政

紛争が生じることを防止するため、契約事

しかし、事案決定手続き以前に業者への発

策

務規則等に定められた契約手続きを経て、 注がなされたものです。

部

確定した契約内容に基づき適正な事務を
行われたい。

<調布地域健康課>

物品契約につきましては、契約事務規則
等に基づき適正な事務を行ってまいりま
す。また、今後このようなことの無いよう
課内に周知徹底いたしました。
<調布地域健康課>

（１）財務等に関する監査
イ

意見・要望事項

平成 28 年度において、金銭出納員用領収
印の印影が、印影簿に保存されていなかっ

金銭出納員用領収印の印影については、
適正に保存いたしました。

た。公印規則に基づき適正に処理された
い。

<調布地域健康課>

１６

<調布地域健康課>

平成 28 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１－③＞

措置状況

（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。
<生活衛生課>

定期券調整等誤りがあった申請につい
て、変更申請等により訂正いたしました。
<生活衛生課>
該当箇所について所定の訂正処理を行い
ました。
<健康づくり課>

<健康づくり課>
<大森地域健康課>
<調布地域健康課>
<蒲田地域健康課>
<糀谷・羽田地域健康課>

誤りがあった旅費につきましては、正当
なものに修正し、追給及び戻入しました。
<大森地域健康課>
該当の旅費につきましては、正当な支給
額に訂正いたしました。<調布地域健康課>
該当旅費につきまして、職員の旅費に関
する条例等に基づき正当な支給額に修正し
ました。
<蒲田地域健康課>
該当箇所について所定の訂正処理のう
え、適正に処理しました。
<糀谷・羽田地域健康課>

健
康
政
策
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。
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。
<健康医療政策課>
<調布地域健康課>
<蒲田地域健康課>

該当の超過勤務手当につきまして、職員
の給与に関する条例等に基づき適正に手続
きを行いました。
<健康医療政策課>
該当の超過勤務手当につきましては、正
当な支給額に訂正いたしました。
<調布地域健康課>
該当の超過勤務手当につきまして、職員
の給与に関する条例等に基づき正当な支給
額に修正しました。
<蒲田地域健康課>

（２）服務・給与に関する監査
ア

意見・要望事項

(ｳ)公害健康被害認定審査会、大気汚染障

該当の支給誤りにつきまして、支給誤り

害者認定審査会の委員報酬の支給に誤り

を生じていた該当委員から速やかに返還い

があった。大田区付属機関の構成員の報酬

ただき、返還金は歳出科目に戻入いたしま

の額に関する規則に基づき適正に処理さ

した。

れたい。

<健康医療政策課>

１７

<健康医療政策課>

平成 28 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１－③＞

措置状況

（１）財務等に関する監査
ア 意見・要望事項
(ｱ)平成 28 年度において、空港臨海部調整
担当課長印、金銭出納員印、金銭出納員領

ご指摘の件につきましては、公印規則に
基づき適正な処理を行いました。

収印及び付属機関代表者印の印影が、印影

<都市計画課>

簿に保存されていなかった。公印規則に基
づき適正に処理されたい。
<都市計画課>
（１）財務等に関する監査
ア 意見・要望事項

ま
ち
づ
く
り
推
進
部

(ｲ)大田区営住宅及び大田区民住宅の管理

大田区営住宅及び大田区民住宅の管理に

に関する基本協定書第 22 条には、事前に

関する基本協定書では、再委託について事

大田区の承認を受けた場合は、業務の一部

前承認の必要性を規定しており、これに基

を第三者に委託し、又は請負わせることが

づき、指定の際の協議の中で再委託の考え

できると規定されているが、再委託に際し

方や内容について確認しておりましたが、

事前の書面承認がなされていなかった。基

書面は作成していませんでした。平成 29

本協定書に基づき適正に処理されたい。

年３月 31 日の指定期間満了に伴い、新たに

<建築調整課>

別の法人を指定管理者として指定し、締結
した大田区営住宅等の管理に関する基本協
定書でも、同様に再委託について原則事前
承認と定めておりますので、今後、再委託
を行う場合には、これに基づいて適正に処
理してまいります。
<建築調整課>

（２）服務・給与に関する監査
ア

意見・要望事項

(ｱ)出張における旅行雑費や定期券等調整

ご指摘の件については、職員の旅費に関

が必要な交通運賃等の旅費の支給に誤り

する条例等に基づき誤りを修正し、適正に

があった。職員の旅費に関する条例等に基

処理を行ないました。

づき適正に処理されたい。

<都市計画課>

<都市計画課><防災まちづくり課>

<防災まちづくり課><都市開発課>

<都市開発課><建築調整課><建築審査課>
職員の旅費に関する条例等に基づき、適
正な支給額への処理を行いました。
<建築調整課><建築審査課>
（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。

ご指摘の件については、職員の給与に関

職員の給与に関する条例等に基づき適正

する条例等に基づき誤りを修正し、適正に

に処理されたい。

処理を行ないました。

<都市計画課>

１８

<都市計画課>

平成 28 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１－③＞

措置状況

（１）財務等に関する監査
ア

指摘事項

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く払い

会計事務規則等に基づき、現金出納簿の
適正な処理を行いました。

欄に記帳していた。会計事務規則等に基づ

<空港まちづくり課>

き適正に処理されたい。
<空港まちづくり課>
（２）服務・給与に関する監査
空
港
ま
ち
づ
く
り
本
部

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

職員の旅費に関する条例等に基づき、旅

が必要な交通運賃等の旅費の支給に誤り

行雑費や定期券等調整などについて、適正

があった。職員の旅費に関する条例等に基

な処理を行いました。<空港まちづくり課>

づき適正に処理されたい。
<空港まちづくり課>
（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。
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。

職員の給与に関する条例等に基づき、適
正な処理を行いました。

<空港まちづくり課>

<空港まちづくり課>

（２）服務・給与に関する監査
ア

意見・要望事項

(ｳ)成長戦略顧問の旅費の支給に誤りがあ

大田区非常勤職員の報酬及び費用弁償に

った。大田区非常勤職員の報酬及び費用弁

関する条例等に基づき、適正な処理を行い

償に関する条例等に基づき適正に処理さ

ました。

れたい。

<空港まちづくり課>

<空港まちづくり課>

（１）財務に関する監査
ア

都
市
基

指摘事項

(ｱ)平成 28 年度金銭出納員用現金出納簿

収納金の受払記帳もれについて、会計事

において、収納金の受払いに記帳もれがあ

務規則等に基づき適正に処理いたしまし

った。会計事務規則等に基づき適正に処理

た。

されたい。

<調布地域基盤整備事務所>

<調布地域基盤整備事務所>

盤

（１）財務に関する監査

整

ア

備

(ｲ)平成 27 年度資金前渡受者用現金出納

部

簿において、預金利子の払込額を払い欄で

指摘事項
会計事務規則等に基づき適正に処理いた
しました。

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。

<地域基盤整備第二課>

１９

<地域基盤整備第二課>

平成 28 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１－③＞

措置状況

（１）財務に関する監査
イ

意見・要望事項

(ｱ)大田区平和島公園水泳場、大田区東調

平和島公園水泳場、東調布公園水泳場及

布公園水泳場及び大田区萩中公園水泳場

び萩中公園水泳場の指定管理者基本協定書

の指定管理者基本協定書第 50 条には、協

第 50 条に基づき、書面にて承認をいたしま

定に関する承認等は書面により行われな

した。

<道路公園課>

ければならないと規定されているが、指定
管理者による自主事業の事業計画書、翌年
度の事業計画書の区の承諾及び利用料金
の決定に関する区の事前承認が書面で行
われていなかった。基本協定書に基づき適
正に事務を行われたい。

<道路公園課>

（１）財務に関する監査
都

イ

市

(ｲ)ふれあいパーク活動実施要綱第８条第

ご指摘後、承認結果を通知していなかっ

基

３項には、地域基盤整備第一課は申請対象

た特別出張所に対し通知を行いました。今

盤

となる公園のある地域を所管する特別出

後、速やかな周知を徹底いたします。また、

整

張所に対し承認結果を通知することと規

活動団体に対し、活動連絡書の提出を周

備

定されているが、通知していなかった。ま

知・徹底いたします。

部

意見・要望事項

た、第 12 条には、活動団体は、翌月の 10
日までに活動連絡書を地域基盤整備第一

職員に対して、要綱に基づいた適正な事
務を行うよう周知いたします。

課に提出しなければならないと規定され

<地域基盤整備第一課>

ているが、提出していない団体があった。
要綱に基づき適正な事務を行うと共に、団
体の活動内容について確認に努められた
い。

<地域基盤整備第一課>

（１）財務に関する監査
イ

意見・要望事項

(ｴ)平成 27 年度金銭出納員用現金出納簿

金銭出納員の異動に伴う事務引継ぎにつ

において、金銭出納員の異動に伴う事務引

いて、会計事務規則等に基づき適正に処理

継ぎが行われていなかった。会計事務規則

いたしました。

等に基づき適正に処理されたい。

<調布地域基盤整備事務所>

<調布地域基盤整備事務所>

２０

平成 28 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１－③＞

措置状況

（２）服務・給与等に関する監査
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。
<都市基盤管理課><道路公園課>
<建設工事課><地域基盤整備第一課>

指摘のあった事項について確認し、適正
に処理いたしました。各個人の誤申請をな
くすよう、旅行命令申請に係る注意事項及
び庶務事務システム入力時の注意箇所につ
いてまとめ、課内に周知しました。また、
今後は、担当者による定期的なチェックを、
より精緻に行います。 <都市基盤管理課>

<調布地域基盤整備事務所>
<地域基盤整備第二課>

ご指摘後、ご指示に従って適正に処理いた
しました。今後、適正な処理を徹底いたし
ます。
<道路公園課>
ご指摘の誤りについては、内容を確認し、
適正に処理いたしました。今後は、担当者
により、すべての職員が適正な申請を行う
よう基本的な考え方や誤りやすい点を周知
する、課内においてＯＪＴを行うとともに、
定期的なチェックを行います。
<建設工事課>

都
市
基
盤
整

ご指摘後、ご指示に従って適正に処理い
たしました。今後は、適正な処理を徹底い
たします。
<地域基盤整備第一課>

備
部

各職員の交通運賃等の旅費の支給誤りに
ついて、職員の旅費に関する条例等に基づ
き適正に処理いたしました。
<調布地域基盤整備事務所>
ご指摘の誤りについては、内容を確認し
職員の旅費に関する条例等に基づき、適正
に処理いたしました。
<地域基盤整備第二課>
（２）服務・給与等に関する監査
ア

意見・要望事項

(ｲ)超過勤務手当の支給に誤りがあった。
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。
<建設工事課>
<糀谷・羽田地域基盤整備事務所>

ご指摘の誤りについては、内容を確認し、
適正に処理いたしました。今後は、担当者
により、すべての職員が適正な申請を行う
よう基本的な考え方や誤りやすい点を周知
する、課内においてＯＪＴを行うとともに、
定期的なチェックを行います。
<建設工事課>
該当の支給誤りについて、職員の給与に
関する条例等に基づき適正に処理いたしま
した。 <糀谷・羽田地域基盤整備事務所>

２１

平成 28 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１－③＞

措置状況

（１）財務等に関する監査
ア

指摘事項

(ｱ)平成 28 年度全国都市清掃会議会費に

大田区事案決定手続規程第３条別表に規

ついて、大田区事案決定手続規程第３条別

定する決定権者の確認について、課内に徹

表により予定金額 20 万円以上の負担金の

底するとともに、同規程に基づく適正な事

交付は部長の決定すべき事案と規定され

務執行に努めてまいります。

ているが、課長が決定していた。規程に基

<環境計画課>

づき適正な事務を行われたい。
<環境計画課>
（１）財務等に関する監査
ア

指摘事項

(ｲ)平成 28 年度東京二十三区清掃一部事

大田区事案決定手続規程第３条別表に規

務組合分担金について、大田区事案決定手

定する決定権者の確認について、課内に徹

続規程第４条によりこの分担金の交付は

底するとともに、同規程に基づく適正な事

環

環境清掃部長に事案の決定権が委譲され

境

ているが、課長が決定していた。規程に基

清

づき適正な事務を行われたい。

掃

務執行に努めてまいります。
<環境計画課>

<環境計画課>

部
（１）財務等に関する監査
ア

指摘事項

(ｳ)料金改定による有料ごみ処理券の差額

平成 27 年度定期監査後、収納当日に収納

分について、歳入調定を払込の際にまとめ

金日報を作成し、調定を行いました。平成

て行っていた。これは、平成 27 年度定期

28 年度については、組織改正時に十分な事

監査においても意見・要望事項としたもの

務引継が行われず、監査指摘前の処理方法

である。会計事務規則等に基づき適正な事

となっていました。平成 28 年度定期監査お

務を行われたい。

ける指摘以降は、収納当日に収納金日報を

<清掃事業課>

作成し、調定を行っています。
会計事務規則第 34 条に基づいた適正な
処理方法について、改めて職員に周知し、
事務引継の際には、十分な説明を行ってま
いります。

２２

<清掃事業課>

平成 28 年度後期定期監査の結果に対する措置
部
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「指摘事項」「意見・要望事項」の要約

＜別紙１－③＞

措置状況

（１）財務等に関する監査
イ

意見・要望事項

(ｱ)平成 28 年度粗大ごみの中継業務及び
自己持込受入業務に係る業務委託契約に

情報セキュリティ管理状況について適切
に管理されていることを確認しました。

おいて、仕様書及び業務内容指示書では、 また、契約内容を踏まえ業務月報の様式を
業務日報の集計及び情報セキュリティ管

改正し、書面による情報セキュリティ管理

理状況について、業務月報を作成すること

状況の確認を行うこととしました。

とされているが、提出された業務月報には

今後も情報セキュリティを含め契約内容に

情報セキュリティ管理状況について記載

基づいた業務遂行確認を行ってまいりま

されていなかった。契約内容に基づき適正

す。

<清掃事業課>

な業務が行われているか確認されたい。
<清掃事業課>
（１）財務等に関する監査
イ

意見・要望事項

(ｲ)廃棄手続きを行わずに備品（ステープ

不用品の廃棄等について、所内にその事務

ラー、ディスクドライブ、加湿機）を廃棄

処理を徹底するとともに、速やかに備品３

していた。物品管理規則に基づき適正に処

点の廃棄手続きを行いました。

理されたい。
環
境
清
掃
部

大田区物品管理規則第 32 条に規定する

<調布清掃事務所>

<調布清掃事務所>

（１）財務等に関する監査
イ

意見・要望事項

大田区公印管理規則第７条に規定する印

(ｳ)平成 27 年度、平成 28 年度において、

影の保存について、所内にその事務処理を

金銭出納員領収印の印影が、印影簿に保存

徹底するとともに、総務課文書係に確認の

されていなかった。公印規則に基づき適正

うえ適正に保存を行いました。

に処理されたい。

<調布清掃事務所>

<調布清掃事務所>

（２）服務・給与に関する監査
ア

意見・要望事項

(ｱ)出張における旅行雑費や定期券等調整

指摘を受けた後、直ちに追給・戻入処理

が必要な交通運賃等の旅費の支給に誤り

を行い適正に処理しました。あわせて、職

があった。職員の旅費に関する条例等に基

員の給与に関する条例等について、課内に

づき適正に処理されたい。

周知し、指導してまいります。
<環境対策課>

<環境対策課>

<清掃事業課>
<大森清掃事務所>

職員に周知・指導し、誤りについては翌
月分給与にて修正し、適正に処理いたしま
した。特にバス通勤者については、確認を
徹底してまいります。

<清掃事業課>

指摘後、戻入により適正に処理を行いま
した。給与事務の手引きも活用して確認の
徹底を行い、適正な事務執行に努めてまい
ります。

２３

<大森清掃事務所>

平成 28 年度後期定期監査の結果に対する措置
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「指摘事項」「意見・要望事項」の要約
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措置状況

（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。
職員の給与に関する条例等に基づき適正
環

に処理されたい。

境

職員の給与に関する条例等について、課
内に周知するとともに、同条例等に基づき
適正に処理しました。
<環境計画課>

誤りについて翌月分給与にて修正し、適
<環境計画課> 正に処理いたしました。職員の給与に関

<清掃事業課> する条例等に基づき適正に処理するよ
う周知・徹底を図ってまいります。
<大森清掃事務所>
<清掃事業課>

清
掃
部

指摘後、戻入・追及により適正に処理を
行いました。給与事務の手引きも活用して
確認の徹底を行い、適正な事務執行に努め
てまいります。
会
計
管
理
室

<大森清掃事務所>

（１）服務・給与に関する監査
ア

意見・要望事項

出張における旅行雑費や定期券等調整が

旅費の支給誤りに関する定期券調整等の

必要な交通運賃等の旅費の支給に誤りが

ご指摘については、速やかに追給・戻入の

あった。職員の旅費に関する条例等に基づ

処理を行いました。

<会計管理室>

き適正に処理されたい。 <会計管理室>
（１）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

適正な処理を行い、旅費の申請の際には

が必要な交通運賃等の旅費の支給に誤り

旅行雑費区分等を十分確認するよう各職員

議

があった。職員の旅費に関する条例等に基

へ周知徹底しました。

会

づき適正に処理されたい。<議会事務局>

事
務
局

<議会事務局>

（１）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。
職員の給与に関する条例等に基づき適正

誤りを訂正するとともに、適正に処理を
行いました。監査後、課内全職員に対して、
正しい超過勤務申請方法について周知しま

に処理されたい。
<議会事務局>

した。また、係長等による決裁時の再確認
を徹底します。

<議会事務局>

（１）補助金の交付団体
財

ア

政

「大田区観光協会に対する補助金交付に

定が存しなかったため、
（一社）大田観光協

援

関する要綱」に基づく書式（様式）の制定

会に対する補助金交付に関する要綱を平成

助

についてに規定されていない様式で補助

29 年 6 月 25 日に改正し、事務を行うこと

団

金交付額変更申請をしていた。定められた

としました。そのうえで、
（一社）大田観光

体

様式を用い適正な事務を行われたい。

協会に対し、改正の趣旨及び要綱に拠った

等

意見・要望事項

申請内容に対応する様式及び要綱上の規

<一般社団法人 大田観光協会>

申請の留意・徹底を周知しました。
<一般社団法人 大田観光協会>

２４

平成 28 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１－③＞

措置状況

（２）出資及び補助金交付団体
ア

指摘事項
平成 28 年度大田区民プラザ、大田区民

大田区文化振興協会の事案決定手続規定

ホール、大田文化の森、大田区立熊谷恒子

に則って、本件については、適正に理事長

記念館及び大田区立龍子記念館の管理代

決定として処理してまいります。

行の実施に関する協定書について、協会の

<公益財団法人 大田区文化振興協会>

事案決定手続規程第３条別表の事案決定
区分では理事長決定と規定されているが、
事務局長が決定していた。上記規程に基づ
き適正な事務を行われたい。
<公益財団法人 大田区文化振興協会>
（２）出資及び補助金交付団体
イ

意見・要望事項
大田区民プラザ、大田区民ホール、大田

本件については、協定書作成時に誤った

文化の森、大田区立熊谷恒子記念館及び大

書類を添付していたと、区より連絡を受け

田区立龍子記念館の管理代行の実施に関

ました。その後、区と再委託業務の一覧表

財

する基本協定書第 14 条第２項には、管理

を速やかに修正しました。

政

代行業務のうちあらかじめ区の承認を得

援

たものであれば第三者に再委託すること

助

ができると規定されている。事前承認を受

団

けた委託については年度協定書に一覧表

体

が添付されているが、この表に記載のない

等

大田区民プラザの保全業務について第三

今後は、適正な事務処理に努めてまいり
ます。
<公益財団法人 大田区文化振興協会>

者に委託していた。協定書に基づき適正な
事務を行われたい。
<公益財団法人 大田区文化振興協会>
（３）公の施設の指定管理者
ア

意見・要望事項

(ｱ) 基本協定書第 20 条の規定により、備

現行の年度協定書は、主に指定管理経費

品等の購入は大田区と指定管理者で協議

の請求や支払いに関する内容となっている

の上、年度協定で定めるものとされている

ため、大田区と指定管理者で協議を実施し、

が、年度協定に定めることなく購入がされ

年度協定書の別添の管理代行仕様書に基づ

ていた。基本協定書等に基づき適正な事務

き作成される業務計画書に購入予定の備品

を行われたい。

を記載することとしました。業務計画書の
[大田区休養村とうぶ]

<株式会社 信州東御市振興公社>

提出にあたっては、区の事前確認を行って
います。
[大田区休養村とうぶ]
<株式会社 信州東御市振興公社>

２５
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措置状況

（３）公の施設の指定管理者
ア

意見・要望事項

(ｲ) 大田区総合体育館の管理に関する仕

ご指摘いただいた事項につきましては、

様書の第３業務３報告書の作成（２）月報

速やかに対応し、領収書等を提出させまし

では、修繕費、備品購入費及び光熱水費か

た。

らの支出については領収書等を添付する

今後は適正に処理してまいります。

ことと規定されているが、添付がされてい

[大田区総合体育館]

財

なかった。仕様書に基づき適正に処理され

<住友不動産エスフォルタ・ＪＴＢ・

政

たい。

ＮＴＴファシリティーズグループ>

援

[大田区総合体育館]

助

<住友不動産エスフォルタ・ＪＴＢ・

団

ＮＴＴファシリティーズグループ>

体
等

（３）公の施設の指定管理者
ア

意見・要望事項

(ｳ) 廃棄手続きを行わずに備品（ＯＡテー

対象の区備品について、物品管理規則等

ブル）を廃棄していた。物品管理規則等に

に基づき、適正に廃棄手続を行いました。

基づき適正に処理されたい。

[特別養護老人ホーム蒲田]

[特別養護老人ホーム蒲田]
<社会福祉法人 池上長寿園>

２６

<社会福祉法人 池上長寿園>
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行政監査のテーマ：
「区民の健康づくりについて」
部
名

「指摘事項」
「意見・要望事項」の要約

措置状況

２ 健康推進プランの課題とそれに対する取り組み内容について
ア 意見・要望事項
「自主的な健康づくり支援」における
健康づくりの情報については、現在も
ホームページや紙媒体等により発信し
ているが、健康づくりがすべての区民
に関連するものであるから、幅広い年
齢層に沿った、より効果的なタイミン
グや回数、発信場所について周知方法
を検討されたい。
<健康づくり課>

健
康
政
策
部

これまで９つの地域別に作成していた
ウォーキングマップを、誰もが手軽に取り
入れられるよう総集編として１冊のハン
ドブックにまとめ、配布開始しました（平
成 29 年３月）。この配布記事をシニア向け
に「おおた生涯現役応援サイト」に掲載す
る他、大田区ホームページにも掲載してい
ます。また、他部局主催のイベント時にも
積極的に健康づくりに関する資料や作成
したマップ等の配布を依頼するなど、連携
して周知を行っています。
<健康づくり課>

４ 外国人を含めた区民に向けた取り組みは適切に行われているか
ア

意見・要望事項
今後は実施する事業の中で、外国人
の利用状況やニーズを把握し、きめ細
やかな対応に努められたい。また、利
用者アンケートの実施などにより意
見・要望等を分析した上で、外国人区
民に向け、情報を迅速かつ正確に提供
されたい。
<健康づくり課>

現在、次期「おおた健康プラン（第三次）
」
を平成 30 年度末に策定するための取組み
を進めており、その一環として今年度、外
国人区民アンケートを実施します。このア
ンケートにより得られたデータを分析・活
用し、今後の施策に反映させ、よりきめ細
やかなサービスの提供をしてまいります。
また、外国人が両親学級などの事業を利
用するに当たり、アンケート調査への協力
を依頼し、そこで得られた意見・要望等を
勘案し、多言語対応やホームページの充実
など、外国人区民に向けた各事業の案内等
の迅速かつ正確な情報提供を図ってまい
ります。なお、既に外国語翻訳のパンフレ
ット作成や、窓口で翻訳機能つきタブレッ
トにより応対をしていますが、これに加
え、外国語に翻訳した特定健診等のご案内
を完成次第、必要な外国人区民にお渡しす
る準備をしています。これにより外国人区
民が健診を受診しやすい環境整備の一助
としてまいります。今後は、外国人登録者
数の動向も見ながら、案内や通知の外国語
表記の拡充、係員の対応を検討してまいり
ます。
<健康づくり課>

１
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行政監査のテーマ：
「区民の健康づくりについて」
部
名

「指摘事項」
「意見・要望事項」の要約

措置状況

５ 各部局間の連携、外部との連携は適切か

ア

意見・要望事項
各施策とも部局間、自治会・町会、

健康づくり施策は多分野にわたるため、

区内の保健医療機関、区民による活動

関係部局や地域との連携が不可欠です。特

団体など、外部と適切に連携している

にこころの健康相談は、地域健康課を中心

ことがうかがえる。

に、相談者の状況に応じて医療･福祉･雇用

特に、こころの健康における相談は、 部門などが連携を図りながら、きめ細かく

健
康
政
策
部

相談内容によっては複数部局に関連す

対応しております。具体的には、地域健康

ることも多いため、担当課は主体性を

課が主体的に相談を受けながら、経済的な

もって迅速で適切に対応するための体

心配がある場合は生活福祉課や JOBOTA へ

制づくりに努められたい。

つなぎ、また、社会復帰に向けて精神科主

<健康づくり課>

治医や福祉サービス事業所と調整を図る
など、庁内外の関係部局と連携を密にとり
ながら支援を行っています。依存症対策や
自殺対策など、今後強化が必要な課題もあ
るため、次期「おおた健康プラン」に反映
させながら、引き続き体制整備に努めてま
いります。
<健康医療政策課（健康づくり課）>

６ 自主的な健康づくり支援の取り組みは効果的に行われているか

ア

意見・要望事項

(ｱ)健康づくり自主グループの育成に

２か月に１回作成している「健康づくり

ついては、様々な機会を活用した健康

情報ガイド」を、「大田健康づくりネット

に関する広報活動の継続・周知をする

ワーク」登録団体にも相互の活動を知り、

とともに、社会活動団体・区民活動団

自主的活動意識向上のため、配布していま

体等に参加を促すなど、他部局との連

す。今後各団体の活動報告に加え、他部局

携も検討されたい。 <健康づくり課>

主催の健康づくりに資する催し物を掲載
するなど連携を図り、社会活動団体等の参
加を促してまいります。
<健康づくり課>

２
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行政監査のテーマ：
「区民の健康づくりについて」
部
名

「指摘事項」
「意見・要望事項」の要約

措置状況

ア 意見・要望事項
(ｲ)区民に対する健康づくりに関する
情報の周知については、
「私の健康づく
り大・作・戦！」
（おおた健康プラン（第
二次）実践編パンフレット）等を作成
し、広く配布を行い周知に努めている
と認められる。
平成 29 年度には、健康に関するアン
ケート調査を実施する予定であるが、
その調査において、区民に対する健康
づくりに関する情報の周知がどのよう
な効果をもたらすのかについても分析
できるよう検討されたい。
<健康づくり課>

平成 29 年 10 月に区民アンケートを実施
する予定で、現在、その準備を進めていま
す。実施にあたっては正確な実態把握に努
め、またご意見をいただきましたように、
区民に対する健康づくりに関する情報の
周知がどのような効果をもたらすのかに
ついても分析できるよう、東邦大学と連携
し設問設定を工夫しました。アンケートに
よって得られたデータは地区別、あるいは
クロス集計等を行うほか、おおた健康プラ
ン推進会議において委員の知見を活かし
た分析を行い、効果測定を行ってまいりま
す。 <健康医療政策課（健康づくり課）>

７ がんの予防・がん対策の取り組みは効果的に行われているか
健
康
政
策
部

ア

意見・要望事項
子宮頸がん及び乳がんにおける集団
検診では、予約時期の分散化を図るた
めに今年度ウェブ予約の導入が予定さ
れていたが、システム調整に時間がか
かり、来年度事業となったとのことで
ある。区民の利便性を高めるためにも、
できるだけ速やかに対応されたい。
<健康づくり課>

８

今年度（平成 29 年度実施期間７月１日
から２月 28 日まで）から電話予約と並行
して、ウェブ予約ができるように見直しま
した。
また、予約の集中を防ぐため検診日程に
応じ、予約開始日を年３回に分けるととも
に、個別送付するがん検診等の案内には、
予約アドレスに接続できる QR コードを掲
載し、利便性の向上を図りました。
<健康づくり課>

こころの健康づくり推進事業の取り組みは効果的に行われているか

ア

意見・要望事項
ゲートキーパー研修は今後も継続す
るが、研修受講者の育成・活用につい
ての方針が定められていないとのこと
である。研修の修了者数は毎年増えて
おり、区民の関心が高いことがうかが
える。今後も、受講者数を増やすだけ
でなく、自殺防止という重い課題であ
ることを踏まえ、研修内容の充実を図
るとともに、修了者の今後の活用方法
について慎重かつ具体的に検討された
い。
<健康医療政策課>

今後のゲートキーパーの活用状況を検
討するにあたり、既研修受講者を対象に、
研修受講後の取り組み状況について、平成
29 年 2 月にアンケート調査を実施しまし
た。アンケートの回答者（46 名）の内訳は、
区職員 26 名、関係機関職員 12 名、一般区
民 8 名でした。
調査によると、回答者全体の 56％にあた
る 27 名が、研修終了後に区民から各種相
談を受けており、そのうち 6 名が自殺に関
する相談を受けていました。回答者全体の

３
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＜別紙１－④＞

行政監査のテーマ：
「区民の健康づくりについて」
部
名

「指摘事項」
「意見・要望事項」の要約

措置状況
8 割は区職員・相談機関職員であったもの
の、研修受講生が、実際に自殺を含む様々
な相談を受けていたことがわかりました。
この結果を踏まえ、今後、研修受講者が
ゲートキーパーの役割を理解しやすく、ま
た関係部局につなげやすくなるよう、研修
資料として区独自の「ゲートキーパー手
帳」を作成する予定です。また、研修受講
した方々が、それぞれの立場の中で身近な
人の変化等に気づき、着実に関連する窓口
につなぐ役割の担い手となれるよう、研修
内容を充実してまいります。
<健康医療政策課>

９

女性への健康支援は計画的に行われているか

ア

健
康
政
策
部

意見・要望事項
きずなメールを定期的に配信するこ
とにより、本事業の目的である出産・
子育ての不安やストレスの軽減、産後
うつや児童虐待を予防する効果が期待
できる。今後も、事業の周知に取り組
まれたい。また、きずなメールの利用
者に、年１回アンケート調査を実施す
るとのことであるが、調査の内容につ
いて調査結果が効果的に事業の運営に
活用されるよう、工夫されたい。
本事業は、アドレス登録者への定期
的メールの一斉配信で、区民が受け取
ったメールから直接問い合わせする機
能はないとのことである。一方通行の
事業にならないよう、区民の悩みに対
する相談の受け皿にもなるように検討
されたい。
<健康づくり課>

平成 29 年３月に実施した利用者アンケ
ートでは、登録して良かった（92％）、友
人・知人へも勧めたい（約 99％）など、概
ね好評をいただいています。この調査結果
を踏まえ、利用者にとって役に立つ情報や
大切なお知らせ等を確実に発信し、更に活
用していただけるよう取り組んでまいり
ます。また、アンケート調査の結果では、
保育園に関する情報を増やしてほしい、も
っと多くの方に広くアナウンスしてほし
い等の意見が多くありました。妊婦面接時
など様々な機会を捉えて精力的に広報し、
今後もこども家庭部と連携して保育園を
はじめ、子育て支援に関する情報を充実し
てまいります。
この「きずなメール」は、メールマガジ
ンとして配信するもので、双方向の情報交
換が可能なメーリングリストとは異なり、
一方向のコミュニケーションツールです。
このツールの特性を踏まえ、ご指摘の「区
民の悩みに対する相談の受け皿」としての
活用が図れるよう、メールに掲載の記事や
情報について、各記事の中で問合せ先や連
絡先も併せて掲載しています。これによ
り、利用者からの悩みや相談等、必要な場
合はお問合せ可能です。 <健康づくり課>
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＜別紙１－⑤＞

１ 大田区立志茂田小学校及び大田区立志茂田中学校ほか２施設改築その他工事（Ⅰ期）
部
名

「指摘事項」
「意見、要望事項」の要約

措置状況

（１）意見・要望
ア 契約
工事監理業務委託特記事項の委託概
要及び工事契約特記仕様書共通事項に
ついて、カンマの無い数字表記が散見
された。今後は、カンマを挿入して作
成されたい。
<施設整備課>

工事監理業務委託特記事項の委託概要
及び工事契約特記仕様書共通事項につき
ましては、今後、数字にカンマを挿入する
ように注意して作成します。
<施設保全課（施設整備課）>

（１）意見・要望
イ 実施設計
(ｱ) 階段及び外部階段の手摺が縦格子
のため、生徒等のプライバシー保護対
策を検討されたい。
<施設整備課>

企
画
経
営
部

生徒の日々の動線となる内部階段につ
いて、木板を設置することでプライバシー
に配慮しました。
<施設保全課（施設整備課）>

(ｲ)給食室平面詳細図について、寸法の
今後、積算、図面は記入漏れのないよう
記載漏れが一部あった。積算、施工の に適切に作成し、施工に不都合が生じない
際に不都合が生じないよう、図面の作 よう十分注意します。
成は適切に行われたい。 <施設整備課>
<施設保全課（施設整備課）>
(ｳ)設備図面ａ
屋内体育館棟と中学校舎棟の間の接
続部及び中学校舎棟と福祉センター棟
の間の接続部を渡る電気設備につい
て、設計図に耐震設備の記載がない。
耐震対策は、東京都電気設備標準仕様
書に基づいた施工が行われているが、
設計図にも耐震設備について記載され
たい。
<施設保全課>

今後、設備図面作成にあたっては、東京
都電気設備標準仕様書との整合を図りな
がら、設計図書に漏れのないように記載し
てまいります。
<施設保全課>

(ｳ)設備図面 b
中学校舎棟１F 手洗い所の機械設
今後、図面のチェック体制を強化し、図
備について、詳細図に平面の通期感は 面内の食い違いが生じないように努めて
関係 65 とあるが、縦系統の通期感は まいります。
<施設保全課>
款径 50 とあり、数値が異なっている。
正しい数値を記載されたい。
<施設保全課>
(ｳ)設備図面 c
空気調和・換気設備工事について、
騒音に対する施工が計画されている
が、設計図に音楽室の騒音ＮＣ値に関
する記載がない。設計図に騒音ＮＣ値
について記載されたい。 <施設保全課>

今後の設計にあたっては、音楽室の騒音
に対する施工計画の必要性を再検討し、必
要と判断した場合には、計画と設計図書と
の整合性を図ってまいります。
<施設保全課>
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＜別紙１－⑤＞

１ 大田区立志茂田小学校及び大田区立志茂田中学校ほか２施設改築その他工事（Ⅰ期）
部
名

「指摘事項」
「意見、要望事項」の要約

措置状況

(ｳ)設備図面 d
昇降機設備区分表の工事項目欄に、
「小
今後、図面のチェック体制を強化し、記
荷物専用昇降機」の記載が漏れていた。 載漏れが生じないように努めてまいりま
図面の作成は適切に行われたい。
す。
<施設保全課>
<施設保全課>
(ｳ)設備図面 e
機械室平面図に「ドアスイッチ（昇降
今後、図面のチェック体制を強化し、誤
機工事）
」とあるが、
「ドアスイッチ（小 記が生じないように努めてまいります。
荷物専用昇降機工事）」と正しく記載さ
<施設保全課（施設整備課）>
れたい。
<施設保全課>

企
画
経
営
部

（１）意見・要望
ウ 積算
(ｱ) 昇降口及び地域集会室のタイル工
事について、設計内訳書に実際の施工
と異なるタイルが記載されていた。書
類の作成は適切に行われたい。
<施設整備課>

図面には正しく記載されていましたが、
今後は、図面と設計書類に誤記が無いよ
う、十分注意して作成します。
<施設保全課（施設整備課）>

(ｲ) 実施設計図書の仕上表に汚垂タイ
実施設計図書の仕上表の作成にあたっ
ルの記載が漏れていた。図面の作成は ては、記載漏れが無いよう十分に注意しま
適切に行われたい。
<施設整備課> す。
<施設保全課（施設整備課）>
（１）意見・要望
エ 監督
(ｱ)工程管理 a
舞台部の電気照明設備の着工が約２か
月遅延している。関連設備業者との施
工打合せを行い、工期の遵守を図られ
たい。
<施設整備課>

電気照明設備などの関連設備業者と打
合わせを密に行い、当初工期までに工事を
完了しました。
<施設保全課（施設整備課）>

(ｱ)工程管理 b
電気設備工事について、技術調査日
進捗累計実績については、実際の工事進
の翌月以降の進捗累計実績が、既に工 捗状況に応じて、工程表に記載するように
事工程表に記載されていた。適切に処 請負業者に指導してまいります。
理されたい。
<施設整備課>
<施設保全課（施設整備課）>
（１）意見・要望
オ 施工
周辺住民への配慮は、引き続き工事
完了まで適切に行なわれたい。
<施設整備課>

監査後も、周辺住民の方々への配慮を適
切に行い、３月 17 日に一期工事が完了し
ました。Ⅱ期工事以降についても、工事完
了まで周辺住民への配慮を適切に行って
まいります。<施設保全課（施設整備課）>
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＜別紙１－⑤＞

２（仮称）大田第６号雑色駅自転車駐車場新築工事
部
名

「指摘事項」
「意見、要望事項」の要約

措置状況

（１）意見・要望
ア 実施設計
(ｱ)実施設計図書は積算、施工をするの

ラック設置工事完了後、実際に自転車を

に十分な内容であり、全体として適切

ラックに乗せ、雨樋等に干渉しないことを

であるが、自転車をラックに乗せた時

確認しました。

<建設工事課>

のフェンスや雨樋等と干渉しないこと
をラック設置時に確認されたい。
<建設工事課>
(ｲ)鉄骨階段については、バリアフリー

維持管理部署である地域基盤整備第二

法の対象外であることもあり、手摺上

課に確認したところ、既に整備されている

都

端の丸鋼を手摺としているとの説明を

他の都市計画自転車駐車場の形態も同様

市

受けた。独立した手摺は設けない予定

であり、これまでも要望や苦情はないこと

基

とのことであるが、子供等の利用も考

から、問題がないと判断されています。今

盤

慮し、別途手摺を設けるなど必要に応

後の運用状況に応じて必要性を確認して

整

じて検討されたい。

まいります。

<建設工事課>

<建設工事課>

備
部

（１）意見・要望
イ 施工
(ｱ)施工計画書に添付されている仮工

差し替えをいたしました。

程表は、契約時の工程表に差し替えら
れたい。

<建設工事課>

<建設工事課>

(ｲ)鉄骨階段への手摺設置及び防犯カ

防犯カメラの仕様に関する維持管理部署

メラの仕様に関する協議が影響し、作

である地域基盤整備第二課との協議も工事

業を前工程に戻ってやり直すことがな

と並行して行ったことから、手戻りのない

いように対応されたい。 <建設工事課>

ように工事を完了しました。
<建設工事課>

３
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３
部
名

＜別紙１－⑤＞

工事件名：多摩川台公園改良工事その２
「指摘事項」
「意見、要望事項」の要約

措置状況

（１）意見・要望
ア 設計
(ｱ)設計図書等 a
案内図は、最寄りの駅と工事現場の

今後の設計図書においては、案内図は最

位置関係が明確に把握できるように作

寄り駅と工事現場の位置関係が明確に把

成されたい。

握できるよう作成いたします。

<建設工事課>

<建設工事課>
(ｱ)設計図書等 b
デッキ工の基礎工法（ピンファウン

設計図書に記載のある断面図のほか、打

都

デーション工法）について、土中に打

込ピンの開きが分かるような承認図を別

市

込むピンの角度が分かるような承認図

途提出させ、精査の上で適切に施工を行い

基

を提出させ、適切に施工されたい。

ました。

<建設工事課>

<建設工事課>

盤
整
備

(ｲ)デッキ工の設計は適切であるが、試

多摩川台公園の管理主管である地域基

部

験結果で得られたＮ値が小さいことか

盤整備第一課へ、左記の内容を伝えるとと

ら、供用開始後も構造部の不均一な沈

もに、作成したデッキの定期点検マニュア

下により傾斜する現象（不同沈下）に

ルの履行を依頼いたしました。

留意されたい。

<建設工事課>

<建設工事課>

緊急時の連絡表は作業員が集まる適

緊急時連絡表については、直ちに作業員

切な場所に掲示することを検討された

が朝礼を行う現場事務所前に掲示し、作業

い。

員が確認できるようにいたしました。

（１）意見・要望
イ 施工管理

<建設工事課>

<建設工事課>
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＜別紙２＞
監査の結果に対する措置について（措置状況が改善中のもの）
年度及び監査名

対象部局名

「指摘事項」「意見・要望事項」の要約
（２）その他財務に関する監査

平成 26 年度
後期定期監査

イ 意見・要望事項
地域力推進部

(ｱ)大田区休養村とうぶについて、寄付により取得した土地
がその後長期間にわたり利用されていない。その活用方法に
ついて検討されたい。

<地域力推進課>

（２）その他財務に関する監査
イ
平成 27 年度
後期定期監査

都市基盤整備部

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、1 か月分まと
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。

<地域基盤整備第二課(旧 蒲田まちなみ維持課)>

（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
観光・国際都市部

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>

平成 28 年度

（１）財務に関する監査

後期定期監査

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、
都市基盤整備部

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、
都市基盤整備部

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>

１

