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財務部市民税課

監　査　項　目

 予算の執行 １ 支出負担行為伺書（単価契
約）において、起票日よりも
前の日付で決裁されているも
のがあった。

１ 契約事務規則及び各種契約
マニュアルに沿った事務処理
を行うよう周知し、以後、適
正に処理している。

２ 契約締結依頼書兼支出負担
行為伺書において、契約日よ
りも前の日付で納期が設定さ
れているものがあった。

２ 契約事務規則及び各種契約
マニュアルに沿った事務処理
を行うよう、伝票を起票する
職員に周知し、以後、適正に
処理している。

３ 契約締結兼支出負担行為伺
書において、契約確定日より
も前の日付で納期が設定され
ているもの、決裁日よりも前
の日付で納期が設定されてい
るものがあった。

３ 契約事務規則及び各種契約
マニュアルに沿った事務処理
を行うよう、伝票を起票する
職員に周知し、以後、適正に
処理している。

４ 見積書兼請書において、契
約締結兼支出負担行為伺書の
起票日及び決裁日よりも前の
日付で、業者に送付している
ものが見受けられた。

４ 契約事務規則及び各種契約
マニュアルに沿った事務処理
を行うよう、伝票を起票する
職員に周知し、以後、適正に
処理している。

５

＊

契約締結報告書兼経過調書
において、起票日よりも前の
日付で決裁されているもの、
見積合せ、契約確定日及び納
期を誤って入力しているもの
があった。

１～５ 契約事務規則等に
基づき、適正に処理された
い。

５ 契約事務規則及び各種契約
マニュアルに沿った事務処理
を行うよう、伝票を起票する
職員に周知し、以後、適正に
処理している。

 郵券類の管理 １

＊

切手受払票において、枚数
を訂正しているが訂正印が押
印されていないものが見受け
られた。また、購入枚数と使
用枚数を相殺した枚数を記載
しているものがあった。

文書管理規則等に基づき、
適正に処理されたい。

１ 訂正が生じた箇所には訂正
印を押印し、購入枚数と使用
枚数を相殺した部分について
は訂正を行うとともに、正し
く記載するよう所属職員に周
知し、以後、適正に処理して
いる。

１　定期監査（平成30年度事務の監査　第１回）（平成31年３月４日報告）措置事項

指　摘　事　項　等 措　置　事　項
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監　査　項　目 指　摘　事　項　等 措　置　事　項

【監査意見】
 （つり銭として使用する
 切手について）

１ 郵送での証明書発行手数料
のつり銭を郵便切手で返金す
る場合に、公費で購入した切
手を立て替え使用していた。
本来の使用目的とは異なって
おり、適切な方法を検討され
たい。

１ つり銭を郵送で送る必要が
生じた際は、そのつど切手を
売店で購入する方式に改め、
以後、適正に処理している。

 公印の管理 １

＊

税務専用市長印の公印押な
つ簿において、公印管理者の
押印がないものが見受けられ
た。

公印規程に基づき、適正に
処理されたい。

１ 公印規程に基づく正しい取
扱いを改めて市民税課及び資
産税課の職員に周知し、以
後、適正に処理している。

 委託料の執行 １ 契約締結兼支出負担行為伺
書及び契約締結報告書兼経過
調書において、誤った決裁権
者により決裁がなされたもの
が見受けられた。

１ 正しい決裁権者により決裁
を行うとともに、契約事務規
則等に沿った事務処理を行う
よう、伝票を起票する職員に
周知し、以後、適正に処理し
ている。

２ 契約締結兼支出負担行為伺
書において、軽微な記載の誤
りが見受けられた。

２ 契約事務規則及び各種契約
マニュアルに沿った事務処理
を行うよう、伝票を起票する
職員に周知し、以後、適正に
処理している。

　 ３

＊

見積書兼請書において、特
記仕様書が最新のものではな
いもの、暴力団等排除措置に
関する特約書が添付されてい
ないものが見受けられた。ま
た、軽微な記載のもれがあっ
た。

１～３ 契約事務規則等に
基づき、適正に処理された
い。

３ 契約事務規則及び各種契約
マニュアルに沿った事務処理
を行うよう、伝票を起票する
職員に周知し、以後、適正に
処理している。

 補助金等の交付 １

＊

たばこ税増収対策協議会補
助金において、交付申請書及
び実績報告書の記載事項に不
足があった。

補助金等交付規則に基づ
き、適正に処理されたい。

１ 交付申請書及び実績報告書
の記載事項について、たばこ
税増収対策協議会に対して指
導を行い、以後、適正に処理
している。
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監　査　項　目 指　摘　事　項　等 措　置　事　項

 市・都民税の賦課及び減
免

１ 市税減免規則において、様
式の改正がなされていなかっ
た。

１ 市税減免規則の様式の改正
を行った。

２ 市民税・都民税減免申請書
及び市民税・都民税減免決定
通知書において、規定された
様式と異なる様式を使用して
いた。

２ 申請書については、市税減
免規則で規定された様式を使
用することとし、決定通知に
ついては市税減免規則の様式
を改正し、以後、適正に処理
している。

３ 市民税・都民税減免決定通
知書において、公印規程で用
途に規定されていない税務専
用市長印を使用していた。

３ 公印規程を所管する総務課
に依頼し、公印規程の用途の
改正を行った。

４ 市民税・都民税減免申請書
において、減免理由の記載が
ないものが見受けられた。

４ 市民税係内で申請を受理す
る際に記載もれがないか確認
するよう改めて周知し、以
後、適正に処理している。

５

＊

市民税（法人）均等割免除
申請書において、会計報告書
及び事業内容に関する資料の
添付がないものが見受けられ
た。また、規定された様式と
異なる様式を使用している法
人が見受けられた。

１～５ 市税減免規則、公
印規程等に基づき、適正に処
理されたい。様式等の改正
は、速やかに行われたい。

５ 添付資料の不足について
は、対象法人の総会時期等の
関係で提出が遅れていたが、
後日提出され添付した。

様式については、同様のこ
とがないよう法人担当で受理
の際に注意することとし、以
後、適正に処理している。

【監査意見】
 （住民税算定誤りの再発
 防止について）

１ 法改正等の際には、法令解
釈の誤りが生じないよう関係
機関への照会等により万全を
期すとともに、職員の専門知
識の習熟に努め、適正な事務
処理を行われたい。

１ 解釈に誤りが生じないよう
関係機関へ照会を行ってい
る。日頃から情報交換を行い
連携を図っている。また、本
事案における職員の習熟につ
いては、マニュアルを作成し
た。その後も随時改訂を行っ
ている。
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監　査　項　目 指　摘　事　項　等 措　置　事　項

 税務関係証明書の交付及
び閲覧手数料の徴収

１ 税務関係証明及び閲覧件
数・手数料集計表において、
訂正後の決裁がなされていな
いものがあった。

１ 訂正後の集計表で決裁を行
い、以後、適正に処理してい
る。

２ 市・都民税課税（納税）証
明書郵送申請書及び固定資産
評価証明書等郵送申請書にお
いて、収受印の押印がないも
のがあった。

２ 郵送証明担当の職員に対
し、必ず収受印を押印するよ
う指導し、以後、適正に処理
している。

３ 税関係証明等の事務取扱要
綱の原議が見当たらなかっ
た。また、住宅用家屋証明申
請書において、様式にない項
目が記載されていた。

３ 税関係証明等の事務取扱要
綱の全部改正を行った。

４

＊

住宅用家屋証明書におい
て、申請書の集計表の決裁を
公印押なつ簿としてみなし、
公印押なつ簿への記載がな
かった。

１～４ 文書管理規則、公
印規程等に基づき、適正に処
理されたい。

４ 公印押なつ簿に記載するこ
ととし、以後、適正に処理し
ている。

【監査意見】
（窓口対応について）

１ 証明書の交付等は市の基幹
業務でもあるので、接遇に当
たってはマニュアル等に沿
い、遺漏のないよう対応され
たい。

１ 証明発行を担当する管理係
の職員に対し、改めてマニュ
アル等に沿った適正な事務を
行うよう指導した。
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財務部資産税課

監　査　項　目

 予算の執行 １ 契約締結兼支出負担行為伺
書において、２人以上の見積
合せが可能な契約で、特命随
意契約としているものが見受
けられた。

１ 契約事務規則等を確認し、
記載誤り及び処理もれ等をし
やすいものについて、当該事
例を含めて課内マニュアルに
まとめた。以後、適正に処理
を行っている。

２ 見積書兼請書の徴取前に契
約を締結しているものがあっ
た。

２ 契約事務規則等を確認し、
課内マニュアルに記載した。
以後、適正に処理を行ってい
る。

３ 年間単価価格表に掲載され
ている消耗品を主管課契約で
購入していた。

３ 消耗品の購入を検討する際
は、年間単価価格表に該当が
ないか事前に確認することを
課内マニュアルに記載した。
以後、適正に処理を行ってい
る。

４

＊

被服の購入において、指定
合議先である管財課長の押印
がないものがあった。

１～４ 契約事務規則等に
基づき、適正に処理された
い。

４ 決裁印もれについて確認の
うえ管財課長の合議を得た。
契約事務規則等を確認し、課
内マニュアルに記載した。以
後、適正に処理している。

 郵券類の管理 １

＊

切手受払票において、使用
枚数・残枚数の記載のもれ及
び誤りが見受けられた。

文書管理規則等に基づき、
適正に処理されたい。

１ 記載もれ及び誤りについて
確認のうえ追記、修正した。
文書管理規則等に沿って適切
に記載及び管理をするよう所
属職員に周知した。以後、複
数人で確認し、適正に処理し
ている。

 公印の管理・使用 １

＊

公印管理者の許可印なく、
税務専用市長印を使用してい
るものが見受けられた。

公印規程に基づき、適正に
処理されたい。

１ 公印規程等に沿った事務処
理を行うよう、所属職員に周
知した。以後、適正に処理し
ている。

 委託料の執行 １ 見積書兼請書において、業
者の訂正印なく訂正している
もの、摩擦消去タイプのペン
を用いて訂正しているものが
見受けられた。

１ 摩擦消去タイプで記載の箇
所はボールペンで訂正を行っ
た。契約事務規則等を確認
し、課内マニュアルに記載し
た。以後、適正に処理を行っ
ている。

１　定期監査（平成30年度事務の監査　第１回）（平成31年３月４日報告）措置事項

指　摘　事　項　等 措　置　事　項
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監　査　項　目 指　摘　事　項　等 措　置　事　項

 委託料の執行 ２

＊

委託契約において、再委託
確認書・再委託承認申請書を
徴取していなかった。

１～２ 契約事務規則等に
基づき、適正に処理された
い。

２ 徴取もれについて確認し、
業者から同書を徴取した。契
約事務規則等を確認し、課内
マニュアルにまとめた。以
後、適正に処理を行ってい
る。

 土地の評価及び賦課 １

＊

平成30年度固定資産評価調
書に収受印の押印がもれてい
た。

文書管理規則に基づき、適
正に処理されたい。

１ 収受印を押印した。文書管
理規則に基づき、適正に処理
するよう周知した。以後、適
正に処理している。

 家屋の評価及び賦課 １

＊

新築家屋の評価において、
評価額が誤っているものが見
受けられた。

誤りを更正するとともに、
チェック体制を強化し、再発
防止に努められたい。

１ 本件誤りについては、既に
更正を完了した。

平成31年度（2019年度）課
税分から、計算を行った職員
と別の職員が確認するととも
に、賦課前にシステム上で再
確認する体制をとり、再発防
止に努めている。

固定資産税・都市計画税
の軽減免

１ 固定資産税・都市計画税減
免申請書において、様式番号
が誤っているもの、記載がも
れているものが多数見受けら
れた。

１ 記載もれについては追記し
た。市税減免規則に定められ
た様式を使用すること、提出
書類を複数人で確認すること
を所属職員に周知した。以
後、適正に処理している。

２ 固定資産税・都市計画税減
免決定通知書において、公印
規程で用途に規定されていな
い税務専用市長印を使用して
いた。また、固定資産税・都
市計画税減免決定通知の起案
において、公印管理者の押印
がないものがあった。

２ 公印規程を所管する総務課
に依頼し、公印規程の用途の
改正を行った。押印もれにつ
いては、担当者以外でも確認
することを周知した。以後、
規程に基づき適正に使用して
いる。

３ 固定資産税（償却資産）減
免申請において、規則に規定
されている様式と異なる様式
による申請があった。

３ 市税減免規則に定められた
様式を使用すること、提出書
類を複数人で確認することを
周知した。以後、適正に処理
を行っている。

４ 固定資産税・都市計画税の
減免取扱基準において、納期
限に係る申請日（原因日）に
ついて改正が行われていな
かった。

４ 市税条例の規定に合わせて
減免取扱基準を改定し、所属
職員に周知した。以後、適正
に処理を行っている。
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監　査　項　目 指　摘　事　項　等 措　置　事　項

固定資産税・都市計画税
の軽減免

５

＊

固定資産税・都市計画税減
免申請（公衆浴場減免）にお
いて、市税条例の規定による
申請がなされていなかった。

１～５ 市税条例、公印規
程等に基づき、適正に処理さ
れたい。また、必要な改正が
行われていない規定は速やか
に改正されたい。

５ 該当者に連絡し、以後、市
税条例、市税減免規則に基づ
いた適正な申請を行わせてい
る。

事業所税の申告納付及び
減免

１ 事業所税申告書において、
地方税法施行規則に定められ
ている様式と、記載が異なる
ものが見受けられた。

１ 年度により様式の変更があ
るため、内容の変更があった
古い様式は廃棄し、当該年度
の様式のみを使うよう周知し
た。以後、適正に処理を行っ
ている。

２ 事業所税更正請求書及び事
業所税減免申請書において、
記載事項のもれているものが
見受けられた。また、事業所
税更正通知書、減免決定通知
書の発送日が確認できないも
のが見受けられた。

２ 記載事項もれについては訂
正をした。以後、左記の事例
を含め、適正な審査、文書の
管理に努めている。

３ 事業所税減免申請書におい
て、申請書の様式番号が誤っ
ているものがあった。

３ 平成31年度（2019年度）か
ら、市税減免規則の様式のと
おり、正しい番号の様式を使
用している。

４

＊

事業所税更正決定通知書及
び事業所税減免決定通知書に
おいて、公印規程で用途に規
定されていない税務専用市長
印を使用していた。

１～４ 市税条例、市税減
免規則、文書管理規則、公印
規程等に基づき、適正に処理
されたい。

４ 公印規程を所管する総務課
に依頼し、公印規程の用途の
改正を行った。以後、他の通
知等に関しても、公印規程に
基づき適切な運用を行ってい
る。
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財務部納税課

監　査　項　目

 予算の執行 １ 契約締結兼支出負担行為伺
書において、決裁前に物品の
発注を行っているものが見受
けられた。

１ 物品等契約の手引き等によ
り事務処理手順について再確
認を行った。以後、契約事務
規則等に基づき、適正に処理
している。

２

＊

支出負担行為伺書（単価契
約）の決裁前に支出命令書を
起票しているものが見受けら
れた。

１～２ 契約事務規則等に
基づき、適正に処理された
い。

２ 物品等契約の手引き等によ
り事務処理手順について再確
認を行った。以後、契約事務
規則等に基づき、適正に処理
している。

 郵券類の管理 １

＊

切手受払票において、課独
自の書式を使用する届け出を
していなかった。

文書管理規則に基づき、適
正に処理されたい。

１ 平成30年11月から総務課の
切手受払票の書式を使用する
こととし、以後、文書管理規
則に基づき、適正に処理して
いる。

 委託料の執行 １ 契約締結兼支出負担行為伺
書において、軽微な記載のも
れが見受けられた。

１ 記載もれについては加筆し
た。

委託等契約の手引き等によ
り事務処理手順について再確
認を行った。以後、契約事務
規則等に基づき適正に処理し
ている。

２

＊

見積書兼請書において、特
記仕様書が最新のものではな
かった。

１～２ 契約事務規則等に
基づき、適正に処理された
い。

２ 最新の特記仕様書かを確認
した上で添付するよう周知す
るとともに、決裁時にチェッ
クすることとし、以後、契約
事務規則等に基づき適正に処
理している。

 収納消込及び督促 １

＊

起案書に施行日の記載がな
く、督促状の送付日がわから
ないものがあった。

文書管理規則等に基づき、
適正に処理されたい。

１ 起案書に施行日の記載がな
いものについては、送付日を
確認し、執行日を記入した。
起案書の施行日の記載につい
て係内会議で再確認し、以
後、文書管理規則等に基づ
き、適正に処理している。

１　定期監査（平成30年度事務の監査　第１回）（平成31年３月４日報告）措置事項

指　摘　事　項　等 措　置　事　項
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子ども家庭部子ども政策課

監　査　項　目

 予算の執行 １ 日付入決裁印の作成におい
て、規程と異なった仕様で作
成していた。

１ 決裁印の仕様に規定がある
ことを課内で周知徹底した。

２ 支出負担行為伺書（単価契
約）の決裁前に支出命令書を
起票しているものが見受けら
れた。

２ 契約の性質上、伺書の起票
時に既に金額が確定している
場合でも、必ず正式な手順で
起票・決裁するよう再発防止
研修を行い、周知徹底を図っ
た。

３ 契約締結兼支出負担行為伺
書において、決裁前に物品の
発注を行っているものがあっ
た。

３ 緊急対応が必要な場合でも
必ず正式な手順で起票・決裁
するよう再発防止研修を行
い、周知徹底を図った。

４ 契約締結兼支出負担行為伺
書において、訂正印がないも
の、物品取扱主任を後閲とし
ているもの、決裁日より前の
日付で納期を設定しているも
のが見受けられた。

４ 契約事務処理に伴う押印・
記入事項についての基本事項
において、再発防止研修を行
い周知徹底を図った。

５ 見積書兼請書において、訂
正不可である契約金額を訂正
しているものがあった。ま
た、業者の訂正印なく記載事
項を訂正しているものが見受
けられた。

５ 契約事務処理に伴う押印・
記入事項についての基本事項
において、再発防止研修を行
い周知徹底を図った。

６

＊

契約締結報告書兼経過調書
において、契約締結兼支出負
担行為伺書で設定した納期を
変更しているものが見受けら
れた。

１～６ 契約事務規則、日
付入決裁印規程等に基づき、
適正に処理されたい。

６ 契約事務処理に伴う押印・
記入事項についての基本事項
において、再発防止研修を行
い周知徹底を図った。

１　定期監査（平成30年度事務の監査　第１回）（平成31年３月４日報告）措置事項

指　摘　事　項　等 措　置　事　項

9



監　査　項　目 指　摘　事　項　等 措　置　事　項

 委託料の執行 １ 契約締結伺書及び契約締結
兼支出負担行為伺書におい
て、仕様書の添付がないもの
が見受けられた。

１ 契約事務処理に伴う添付書
類についての基本事項におい
て、再発防止研修を行い周知
徹底を図った。

２ 契約締結依頼書兼支出負担
行為伺書において、履行期間
の設定が誤っているものが
あった。

２ 契約事務処理に伴う履行期
間についての基本事項におい
て、再発防止研修を行い周知
徹底を図った。

３ 見積書兼請書において、仕
様書、暴力団等排除措置に関
する特約書が添付されていな
いもの、割印がないものが
あった。また、業者の訂正印
なく記載事項を訂正している
もの、特記仕様書が最新のも
のではないものが見受けられ
た。

３ 契約事務処理に伴う押印、
添付書類についての基本事項
において、再発防止研修を行
い周知徹底を図った。

４ 委託料の支払を分割で行っ
ているが、仕様書に支払方法
が記載されていないものが見
受けられた。

４ 契約事務処理に伴う仕様書
作成についての基本事項にお
いて、再発防止研修を行い周
知徹底を図った。

５

＊

武蔵野市ファミリー・サ
ポート・センター事業委託に
おいて、毎月の事業報告書に
収受印が押印されていないた
め、期限内の提出が確認でき
なかった。

１～５ 暴力団排除条例、
契約事務規則等に基づき、適
正に処理されたい。

５ 文書への収受印押印につい
ての基本事項において、再発
防止研修を行い周知徹底を
図った。

 補助金等の交付 １ 平成29年度公益財団法人武
蔵野市子ども協会運営費補助
金実績報告書が、期限内に提
出されていなかった。

１ 子ども協会に対する補助金
については、協会の決算が確
定する６月の評議員会後に実
績報告を受けているが、今
後、期限内の提出について協
会と検討を行う。
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監　査　項　目 指　摘　事　項　等 措　置　事　項

 補助金等の交付 ２ すくすく泉事業補助金交付
申請書、とことこおやこひろ
ば事業補助金交付申請書にお
いて、各要綱（領）に規定さ
れている様式と異なった様式
を使用していた。また、境こ
ども園いこっと運営費補助金
の交付申請書において、記載
事項が不足していた。

２ すくすく泉事業補助金交付
申請書については、現在、要
綱改正作業を行っている。

とことこおやこひろば事業
補助金交付申請書は、平成31
年度（2019年度）から様式の
とおりのものを使用してい
る。

境こども園いこっと運営費
補助金は、補助金等交付規則
に基づき、平成31年度（2019
年度）から、申請書に「事業
目的及び内容」を明記した。
令和２年度から「補助金を必
要とする理由」についても明
記する。

３ 共助による子育てひろば事
業における平成30年度事業収
支計画書及び平成29年度収支
報告書において、予算額、決
算額を修正液を使用して修正
しているものが見受けられ
た。また、平成29年度収支報
告書の支出科目が未記載のも
の、決算額が誤っているもの
があった。

３ 計画書及び報告書におい
て、修正液による修正を行わ
ないよう、補助対象団体に改
めて周知した。

収支報告書について、必要
事項を正しく記載することを
団体に周知徹底するととも
に、収受後の内容確認を十分
行うよう、課内で徹底した。

４

＊

共助による子育てひろば事
業において、個人のポイント
カード及びクレジットカード
を使用して、物品等の購入を
しているものが見受けられ
た。

１～４ 補助金等交付規
則、各要綱等に基づき、適正
に処理されたい。併せて各団
体への指導を徹底されたい。

４ 個人のポイントカード及び
クレジットカードを使用する
ことのないよう、同事業の補
助対象団体向けＱ＆Ａに新た
な記載を追加し、再発防止を
図った。

 ０１２３施設の管理運営
【監査意見】
 （０１２３施設の利用者
 について）

１ ０１２３施設の利用は、市
外からの来館者の割合が高
い。市外利用者との差別化を
図るなど課題を検討し、市民
の子育て支援施設として、よ
り効果的に運営されることを
要望する。

１ 第五次子どもプラン武蔵野
（計画期間： 2020～ 2024年
度）を策定するにあたり、市
外利用者の課題を含めた「子
育て支援施設のあり方」を検
討している。

11



子ども家庭部子ども育成課

監　査　項　目

 予算の執行 １

＊

契約締結兼支出負担行為伺
書において、ボールペンで記
載すべき事項を鉛筆で記載し
ているもの、軽微な記載の誤
りが見受けられた。

契約事務規則等に基づき、
適正に処理されたい。

１ 記載誤りは訂正し、鉛筆で
記載しているものは、ボール
ペン書きに修正した。課内で
確認及び周知し、以後、適正
に処理している。

 資金前渡 １

＊

資金前渡整理簿において、
戻入日が記載されていないも
のがあった。

会計事務規則に基づき、適
正に処理されたい。

１ 戻入日を確認のうえ、資金
前渡整理簿に記載した。以
後、適正に処理している。

 郵券類の管理 １ 保育園の切手受払票におい
て、数ヶ月分まとめてパソコ
ンで入力し、確認印を押印し
ているものが見受けられた。
また、受払票使用当初に枚数
確認印のない保育園があっ
た。

１ 月初に確認を行っているこ
とが明確になるよう、毎月プ
リントアウトした受払票に担
当印及び園長印を押印する、
又は、年度当初にプリントア
ウトした受払票に加筆してい
く方式に改めた。

２

＊

課の切手受払票において、
独自の書式を使用する届け出
をしていなかった。

１～２ 文書管理規則に基
づき、適正に処理されたい。

２ 速やかに総務課へ届け出を
行い、現行の書式の使用につ
いて確認を受けた。

 委託料の執行 １ 契約締結兼支出負担行為伺
書、契約締結報告書兼経過調
書及び見積書兼請書のいずれ
にも仕様書が添付されていな
いものが見受けられた。

１ 仕様書の添付のないものに
ついては、以後の契約より添
付し、適正に処理を行ってい
る。

２ 見積書兼請書において、暴
力団等排除措置に関する特約
書が添付されていないもの、
業者の訂正印なく記載事項を
訂正しているもの、特記仕様
書が最新のものではないもの
が見受けられた。

２ 特約書の添付が必要なも
の、最新の特記仕様書につい
て、課内で確認を行った。ま
た、見積書兼請書について
は、記載内容を確認のうえ、
業者に依頼し訂正を行った。

３ 業務履行の確認において、
作業終了報告書に作業日の記
載がないものがあった。

３ 業者に作業日の確認及び報
告書への記載を依頼し、作業
日を加筆した。

１　定期監査（平成30年度事務の監査　第１回）（平成31年３月４日報告）措置事項

指　摘　事　項　等 措　置　事　項
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監　査　項　目 指　摘　事　項　等 措　置　事　項

 委託料の執行 ４ 契約確定日前に作業が完了
し、報告書が提出されている
ものがあった。また、作業報
告書に収受印の押印がなく、
決裁がなされていなかった。

４ 口頭による作業内容と金額
の確認を行っていたものの契
約締結処理が遅れていたた
め、遅滞なく処理を行うこと
を徹底した。作業報告書につ
いては、収受印を押印し、決
裁することを課内で確認し
た。

５ 契約締結兼支出負担行為伺
書において、軽微な記載のも
れ、ボールペンで記載すべき
事項を鉛筆で記載しているも
のが見受けられた。

５ 鉛筆で記載しているもの
は、ボールペン書きに修正
し、記載もれは追記した。課
内で確認及び周知し、以後、
適正に処理している。

６ 民間保育所運営費加算申請
において、収受印の押印がな
かった。

６ 収受日を確認し、収受印を
押印した。以後、再発防止に
努め、適正に処理している。

７

＊

民間保育所運営費施設型給
付費請求書において、毎月５
日までに請求することが要綱
で定められているが、毎月20
日頃に収受されていた。

１～７ 契約事務規則、文
書管理規則等に基づき、適正
に処理されたい。

７ 要綱を再確認し、請求期限
についてあらためて事業者に
説明した。以後、再発防止に
努め、適正に処理している。

 補助金等の交付 １ 補助金の交付において、補
助金等交付規則で定める様式
と異なる指令書を用いている
ものが見受けられた。

１ 各補助金についてあらため
て指令書の確認を行い、以後
の交付決定においては、補助
金等交付規則第７条で定める
第１号様式に則った指令書で
通知している。

２ 補助金の交付申請及び決定
通知において、要綱等で定め
た様式が使用されていないも
のが見受けられた。

２ 各補助金についてあらため
て要綱等で定めた様式の確認
を行い、以後の交付決定にお
いては、各補助金の要綱等で
定める様式に則った申請書及
び通知書を使用している。

なお、私立幼稚園等園児の
保護者に対する補助金交付申
請書については、要綱改正を
行い、要綱の文言に沿った様
式に改めた。
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監　査　項　目 指　摘　事　項　等 措　置　事　項

 補助金等の交付 ３ 補助金に係る実績報告にお
いて、提出されていないも
の、各要綱等で定める期限内
に提出されていないものが見
受けられた。

３ 各補助金の実績報告につい
ては、要綱等を確認し、提出
されていないものについては
提出を依頼し、期限内に提出
されていないものについて
は、以後、期限内の提出を求
めている。

子ども協会に対する補助金
については、協会の決算が確
定する６月の総会後に実績報
告を受けているが、今後、期
限内の提出について協会と検
討を行う。

４ 補助金に係る実績報告にお
いて、実績報告書が提出さ
れ、収受はしていたが、速や
かに起案決裁をしていないも
のが見受けられた。

４ 複数の事業者に対して補助
金を交付していることから、
一部提出後の内容確認等によ
り、速やかな起案決裁ができ
なかったものについて、事業
者への指導を行うとともに、
書類が整った実績報告から起
案決裁し、その後、追加で起
案決裁する事務処理を検討す
る。

５ 平成29年度保育士等キャリ
アアップ補助金において、補
助金額の確定通知の送付前に
補助金の返還を求めていた。

５ 当該補助金については、29
武子育第1339号（平成30年10
月26日決裁）において確定通
知を送付した。

６ 民間保育所産休等代替職員
任用承認通知書において、期
間について記載誤りがあっ
た。

６ 要綱を再確認し、年度をま
たがる申請については特に記
載誤りのないよう課内で確認
し、以後、適正に処理してい
る。

７ 交付申請の提出依頼文書を
市長名で発信しているが、公
印を押印せずに発信している
ものが見受けられた。

７ 提出依頼文書について、本
来課長名とすべきであったた
め、課長名での発信に改め、
子ども育成課長印押印に変更
した。

８ 私立幼稚園幼児教育振興費
補助金の申請書提出依頼の起
案書において、施行日が誤っ
ていた。

８ 施行日の確認を行い、起案
書の訂正を行った。
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監　査　項　目 指　摘　事　項　等 措　置　事　項

 補助金等の交付 ９ 私立幼稚園等園児の保護者
に対する補助金において、交
付申請書兼請求書の収受印が
もれているもの、修正液を使
用して修正しているもの、申
請欄のチェックがないが補助
金を交付しているものがあっ
た。

９ 収受印のもれているものに
ついては、収受日を確認のう
え収受印を押印した。外局等
で収受し、申請者に訂正を求
められなかった申請書につい
ては、以後、申請者に内容を
確認し、訂正及び補記した内
容が明確になる記載をしてい
る。

10 私立幼稚園預かり保育拡充
事業補助金において、実績報
告書の提出期限が要綱と合致
していなかった。また、実績
報告書では返還額が記載され
ているが、精算交付であり、
確定通知と整合がとれていな
かった。

10 実際は精算交付となること
に基づき、適正な処理となる
よう、要綱に定める様式の変
更や運用の変更等を含め検討
する。

11 子ども協会保育施設建設等
工事費借入金補助金の交付決
定通知書のただし書きにおい
て、年度の記載が誤ってい
た。

11 交付決定通知書の内容確認
を行い、正しい記載に改め、
通知をした。以後、起案者、
決裁者による確認を徹底し、
適正に処理している。

12 認証保育所運営費補助金報
告書において、減価償却費加
算・賃借料加算の該当する項
目についてのチェックがもれ
ているものが見受けられた。

12 チェックもれについては内
容を再度確認し、以後の報告
書については各保育所にて適
正に記載している。

13 認証保育所運営費補助金の
実績報告起案において、決裁
日よりも後に実績報告書を収
受しているものが見受けられ
た。

13 実績報告書等の一部記載不
備による差し替えを行った場
合は別途決裁するなど、以
後、適正に処理している。

14 グループ保育室運営費補助
金の指令書において、申請の
日付が、相手方記載の申請日
でも収受日でもないものが
あった。

14 申請書の収受日を誤って収
受印を押印したことを確認
し、訂正した。また、指令書
の作成においては、申請の日
付は相手方記載の申請日とす
るよう、以後、改めた。
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監　査　項　目 指　摘　事　項　等 措　置　事　項

 補助金等の交付 15 グループ保育室運営費補助
金の申請手続において、記載
がもれているもの、記載が
誤っているもの、誤りを鉛筆
で修正しているもの、鉛筆で
補記しているもの、書類間で
内容の整合がとれていないも
のが見受けられた。

15 記載もれや誤記等の不備に
ついて、原則として再提出を
依頼するが、やむを得ず担当
者が補記等する場合には、訂
正印を押印するなど、訂正し
たことが明確に分かるような
事務処理を徹底した。

16 保育力強化事業補助金にお
いて、補助金額の確定及び通
知がなされていなかった。

16 速やかに確定及び通知を行
い、以後、要綱に基づき適正
に処理している。

17 無認可幼児施設入園料補助
金及び保育料補助金交付申請
書兼請求書において、金額を
訂正しているものが見受けら
れた。

17 外局等で収受し、申請者に
訂正を求められなかった申請
書については、以後、申請者
に内容を確認し、訂正及び補
記した内容が明確になる記載
をしている。

18 民間保育所延長保育補助金
において、補助金交付申請書
の提出期限、延長保育の人数
加算額の算定方法が要綱と合
致していなかった。

18 加算額の算定方法について
は実態と一致するよう要綱の
改正を検討している。

＊ １～ 18 補助金等交付規
則、文書管理規則、各要綱等
に基づき、適正に処理された
い。なお、要綱の規定が実態
に合わないのであれば、要綱
の改正を検討されたい。

【監査意見】
 （事務の適正な処理につ
 いて）

１ 今回の監査において、要綱
等の規定に沿った事務処理が
行われていない事例が散見さ
れた。また、平成29年度まで
とした幼児教育施設在籍幼児
の保護者に対する補助金交付
要綱の廃止手続が年度中に行
われていなかった。例規、要
綱等は市政を進めるうえで基
本的なものであることを認識
して、速やかな業務の執行に
努められたい。

１ 今回の監査結果を真摯に受
け止め、事務処理における要
綱等の規定の再確認を行うと
ともに、例規の改正等が適切
に行われるよう認識の徹底に
努めていく。
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監　査　項　目 指　摘　事　項　等 措　置　事　項

 市立保育園の管理運営 １ 施設型給付費・地域型保育
給付費等支給認定申請書兼保
育施設利用申込書において、
子ども・子育て支援法施行細
則で定める様式が使用されて
いなかった。

１ 施設型給付費・地域型保育
給付費等支給認定申請書兼保
育施設利用申込書において
は、国の制度改正に伴い、令
和元年10月から子ども・子育
て支援法施行細則を改正し、
そこに定める様式に改めた。

２ 事故報告書及び事故簿にお
いて、収受印の押印がもれて
いるものが見受けられた。

２ 収受日の確認をし、収受印
を押印した。以後、収受印押
印を徹底し、適正に処理して
いる。

３

＊

日本スポーツ振興センター
医療費支払い請求手続におい
て、公印規程で用途に規定さ
れてない医療費支払請求書
に、子ども育成課専用市長印
を押印して提出していた。

１～３ 子ども・子育て支
援法施行細則、文書管理規
則、公印規程等に基づき、適
正に処理されたい。

３ 公印規程で列挙されている
用途を課内で確認及び周知し
た。以後、総務課市長公印を
押印し、適正に処理してい
る。

保育料及び延長保育料の
徴収

１

＊

利用者負担額督促状におい
て、期限までに納付されない
場合の滞納処分の根拠規定が
誤っていた。

児童福祉法等に基づき、適
正に処理されたい。

１ 正しい条項に訂正した。以
後の通知は正しい記載で発行
している。
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子ども家庭部子ども家庭支援センター

監　査　項　目

 予算の執行 １ 契約締結兼支出負担行為伺
書において、決裁前に物品の
発注を行っているもの、決裁
日よりも前の日付で納期が設
定されているものが見受けら
れた。

１ 課内で契約事務の流れにつ
いて周知徹底を図った。

以後、帳票作成時は複数の
職員によるチェックを行うこ
とで再発の防止に努めてい
る。

２

＊

印刷製本請負契約におい
て、再委託確認書・再委託承
諾申請書を徴取していないも
のがあった。

１～２ 契約事務規則等に
基づき、適正に処理された
い。

２ 課内で「再委託確認書・再
委託承諾申請書」の取扱いに
ついて指導した。

以後、受注者決定後、受注
者に必要書類を渡す際、もれ
のないよう確認している。

 郵券類の管理 １

＊

切手受払票において、紙を
上から貼る又は修正テープを
使用するといった方法で訂正
しているものが見受けられ
た。

文書管理規則に基づき、適
正に処理されたい。

１ 　当該帳票の修正を行った。
以後、帳票の訂正は、適正

に処理するよう課内周知を徹
底した。

 委託料の執行 １

＊

仕様書において、委託金額
が記載されているものが見受
けられた。

契約事務規則等に基づき、
適正に処理されたい。

１ 仕様書に委託金額を記載し
ないことを課内で確認した。

以後、適正に処理してい
る。

 子ども家庭支援センター
 事業

１ 子育てショートステイ利用
決定起案において、公印管理
者の押印がもれているものが
あった。

１ 以後、適正に処理を行うよ
う課内周知を徹底した。

２ 産前・産後支援ヘルパー事
業利用決定通知書において、
決裁印及び公印管理者の押印
がもれているものがあった。

２ 以後、適正に処理を行うよ
う課内周知を徹底した。

１　定期監査（平成30年度事務の監査　第１回）（平成31年３月４日報告）措置事項

指　摘　事　項　等 措　置　事　項
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監　査　項　目 指　摘　事　項　等 措　置　事　項

 子ども家庭支援センター
 事業

３

＊

養育支援計画書において、
決裁前に公印を押して発送し
ているものが見受けられた。
また、起案日に誤りがあるも
の、修正テープを使用して訂
正しているものが見受けられ
た。

１～３ 文書管理規則、公
印規程等に基づき、適正に処
理されたい。

３ 修正テープによる修正箇所
について訂正印による修正に
改めた。

起案日等について適正に処
理するよう、並びに修正液に
よる修正及び訂正印のもれが
ないよう課内に周知徹底し
た。

 児童手当等 １ 起案において、決裁印又は
文書取扱主任の押印がもれて
いるものが見受けられた。

１ 　確認後、押印した。
以後、適正に処理を行うよ

う課内周知を徹底した。

２

＊

児童育成手当認定申請書に
おいて、修正液を使用して修
正しているものがあった。

１～２ 文書管理規則等に
基づき、適正に処理された
い。

２ 修正液による修正箇所につ
いて訂正印による修正に改め
た。

以後、修正液による修正及
び訂正印のもれがないよう課
内に周知徹底した。
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子ども家庭部児童青少年課

監　査　項　目

 予算の執行 １ 契約締結兼支出負担行為伺
書において、ボールペンで記
載すべき事項を鉛筆で記載し
ているもの、軽微な記載のも
れが見受けられた。

１ 確認のうえ、鉛筆書きは
ボールペンで記載し、記載も
れについては補記した。契約
事務規則の規定に従って記載
するよう事務を徹底し、以
後、適正に処理している。

２ 見積書兼請書において、業
者の訂正印なく記載事項を訂
正しているものが見受けられ
た。

２ 業者に訂正印を押印させ
た。見積書兼請書の性質を職
員が理解し、業者が訂正すべ
き部分は業者が訂正するよう
事務を徹底し、以後、適正に
処理している。

３

＊

被服に関する契約締結報告
書兼経過調書において、管財
課長の合議がもれているもの
があった。

１～３ 契約事務規則等に
基づき、適正に処理された
い。

３ 管財課長の合議を得た。契
約事務規則の規定に従って必
要な課に合議を行うよう事務
を徹底し、以後、適正に処理
している。

 資金前渡 １ 資金前渡整理簿に、記載さ
れていない資金前渡があっ
た。

１ 資金前渡整理簿に追記し
た。会計事務規則の規定に
従って資金前渡を行ったもの
は必ず整理簿に記載し確認印
を受けるよう事務を徹底し、
以後、適正に処理している。

２

＊

資金前渡整理簿において、
まとめてパソコンで入力し、
日付を遡って押印しているも
のが見受けられた。

１～２ 会計事務規則等に
基づき、適正に処理された
い。

２ 支払のつど記載し、確認印
を押すことを課内に周知徹底
し、以後、適正に処理してい
る。

 委託料の執行 １

＊

見積書兼請書において、暴
力団等排除措置に関する特約
書が添付されていないものが
見受けられた。

暴力団排除条例、契約事務
規則等に基づき、適正に処理
されたい。

１ 契約書に特約書を添付する
よう事務を徹底し、以後、適
正に処理している。

１　定期監査（平成30年度事務の監査　第１回）（平成31年３月４日報告）措置事項

指　摘　事　項　等 措　置　事　項
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監　査　項　目 指　摘　事　項　等 措　置　事　項

 補助金等の交付 １ 青少年関係団体バス借上料
補助金において、決定起案の
決裁日より後に事業予定調査
書を収受しているものが見受
けられた。

１ 提出の様式及び適正な受付
について課内で確認した。以
後、適正に処理している。

２

＊

青少年問題協議会地区委員
会事業費補助金において、前
年度の繰越金があった地区委
員会から提出された決算書の
補助金額が、市作成の決算一
覧と一致していなかった。

１～２ 補助金等交付規則
等に基づき、適正に処理され
たい。

２ 地区委員会から金額の正し
い決算書の提出を受けた。課
内で適正な決算書の受付事務
について周知徹底し、以後、
適正に処理している。

 むさしのジャンボリー
 事業
【監査意見】
 （事業中止の決定につい
 て）

１ 平成30年度の中止は、青少
年等野外活動事業災害対策本
部設置要綱の定めにより本部
長が決定したものであるが、
開催要項においては、市が地
区委員会と協議して決定する
とされている。重要事項の決
定について、必要な場合は、
実態に合わせて見直しを検討
されたい。

１ 開催要項の記載を、台風等
の事業実施の可否については
地区委員会又は地区実行委員
会の責任者が協議した内容を
踏まえ、災害対策本部におい
て決定する旨が明確になるよ
う、修正した。

 放課後等子ども施策事業 １

＊

学童クラブ育成料等減免申
請書において、根拠となる施
行規則の条番号が誤っている
ものが見受けられた。

学童クラブ条例等に基づ
き、適正に処理されたい。

１ 学童クラブ育成料等減免申
請書について、旧様式で提出
されたものは条番号を修正し
て取り扱った。以後は修正し
た様式を配布し、適正に使用
している。
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株式会社エフエムむさしの

監　査　項　目

 補助金
【監査意見】
 （むさしのＦＭコミュニ
 ティ番組支援補助金の経
 理処理について）

１ 一部の支出について、むさ
しのＦＭ市民の会が発行する
領収書で経理処理をしてお
り、具体的な用途及び支出先
が不明瞭なものが見受けられ
た。支出先等が明確になるよ
うな経理処理をされたい。

１ 指摘を受けた領収書につい
ては、具体的な用途及び支出
先を明示したものに差し替え
た。

 （むさしのＦＭ市民の会の
 活動への関与について）

２ 最新の名簿を把握していな
かった。むさしのＦＭコミュ
ニティ番組支援補助金は、市
民による手作り番組を提供す
るという会の活動のために交
付している補助金であること
から、会の事業活動を適切に
把握し、使途基準を設けると
ともに、支援のあり方につい
て検討されたい。

２ 指摘を受けて早急に2018年
度版の名簿を提出させ、今年
度も2019年度版名簿を提出さ
せた。

補助金については、団体維
持への支援ではなく、あくま
でも番組提供のための支援に
限るものとし、むさしのＦＭ
市民の会による領収書では補
助対象として支出に適さない
ものとする基準を設けた。

 （安定した経営について） ３ 経営状況は、健全な状況で
ある。今後もエフエム放送の
果たす公共的役割の重要性を
自覚し、更なるスポンサーの
確保と経営の安定化に努めら
れたい。

３ 子育て支援番組の放送を４
月から開始したほか、10月か
らは高齢者向けの転倒防止、
認知症予防など2025問題を見
据えた番組の放送を開始し
た。また、災害時の対応とし
て武蔵野市民防災協会と連携
してむさしのＦＭ専用バッジ
ラジオの普及に努めている。
以上のような事業を充実させ
ることによりリスナーを増大
させ、地域メディアとしての
情報発信力を高めることによ
りスポンサーの確保につな
げ、経営の安定化に努める。

２　平成30年度財政援助団体等監査（平成31年２月４日報告）措置事項

指　摘　事　項　等 措　置　事　項
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総合政策部秘書広報課

監　査　項　目

 補助金 １

＊

エフエムむさしの放送設備
定期更新補助金の事業報告書
において、収受印の押印がも
れていた。

文書管理規則に基づき、適
正に処理されたい。

１ 指摘を受けた押印もれにつ
いては、収受した日にちにお
ける収受印を押印した。以
後、適切に押印を行うよう職
員に徹底を図った。

２　平成30年度財政援助団体等監査（平成31年２月４日報告）措置事項

指　摘　事　項　等 措　置　事　項
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市民部市民活動推進課

監　査　項　目

 補助金 １ むさしのＦＭコミュニティ
番組支援補助金の交付決定起
案及び実績報告書の収受起案
において、軽微な記載の誤
り、訂正方法の誤りが見受け
られた。

１ 誤りは訂正し、同様の誤り
のないよう課内に周知徹底し
た。以後、規則に基づき適正
に処理している。

２

＊

むさしのＦＭコミュニティ
番組支援補助金において、補
助金等交付規則で定める様式
と文言が異なる指令書を用い
ていた。

１～２ 文書管理規則、補
助金等交付規則に基づき、適
正に処理されたい。

２ 同様の誤りのないよう課内
で情報共有した。以後、規則
に基づき適正に処理してい
る。

【監査意見】
 （むさしのＦＭコミュニ
 ティ番組支援補助金の対象
 経費の明確化について）

１ 補助対象等を定めた規定が
なく、長期間定額で補助金を
支出し、株式会社エフエムむ
さしのからむさしのＦＭ市民
の会への詳細な支援内容につ
いて把握できていない状況が
見受けられた。補助金の所管
課として、補助金が補助目的
に沿って使用されているかど
うかを確認するとともに、補
助の目的や対象がより明確と
なるよう、株式会社エフエム
むさしのとも協議し、補助事
業の枠組みを整えた上で、予
算計上されたい。

１ エフエムむさしのに対し、
改めて当該補助金の目的や対
象を確認し、補助金申請の際
には、その内容を申請書に明
記することや、会員名簿等を
添付することを指導した。

２　平成30年度財政援助団体等監査（平成31年２月４日報告）措置事項

指　摘　事　項　等 措　置　事　項
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公益財団法人武蔵野健康づくり事業団

監　査　項　目

 管理運営 １ 総勘定元帳が一部作成され
ていなかった。

１ 現金出納帳及び預金出納帳
により処理を行っていた。以
後、総勘定元帳により処理し
ている。

２ 理事会等にかかる報酬の支
給において、源泉徴収税額を
誤っていた。

２ 監事及び会計事務所に確認
を行い、平成31年３月の理事
会から、適正に処理してい
る。

３ 仕訳伝票において、決裁印
がもれているものが見受けら
れた。

３ 指摘のあった仕訳伝票には
決裁印を押印した。以後、も
れがないよう適正に処理を
行っている。

４ 物品購入伺兼支出負担行為
伺書において、軽微な記載の
もれが見受けられた。

４ 記載もれのあった内容を記
載した。以後、記載もれがな
いように徹底している。

５ 現金出納帳において、出納
責任者の照合の押印がなかっ
た。

５ 照合は行っていたが、押印
していなかった。以後、照合
後に押印することを徹底して
いる。

６ 銀行預金等の残高におい
て、出納責任者が月末日に照
合しているか確認できないも
のが見受けられた。また、照
合していない月があった。

６ 照合は行っていたが、押印
がもれている日があった。以
後、押印のもれがないように
徹底している。

７ 現金出納帳において、日付
の記載誤りにより、現金残高
確認表の金額と一致していな
いものがあった。

７ 日付の記載に誤りがあった
ため、修正した。以後、誤り
がないよう適正に処理を行っ
ている。

８ 郵便切手使用簿、収入印紙
等使用簿において、使用して
いる書式に不備があり、記載
のもれが見受けられた。

８ 書式を変更し、記載もれの
ないように徹底している。

２　平成30年度財政援助団体等監査（平成31年２月４日報告）措置事項

指　摘　事　項　等 措　置　事　項
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監　査　項　目 指　摘　事　項　等 措　置　事　項

 管理運営 ９ 学術講演会講師謝礼におい
て、共催団体に対し、謝礼金
として支払っていた。

９ 平成31年２月の学術講演会
から、支出科目を変更し、適
正に処理している。

10 現金出納帳において、日付
等の記載が誤っているもの、
支払金額欄に記入すべき金額
を収入金額欄に記載している
ものが見受けられた。また、
手許現金用の現金出納帳に、
事業収入等にかかる金額を記
載しているものが見受けられ
た。

10 誤りがあった内容について
は、訂正した。以後、誤記載
がないように日々の現金確認
の際に複数人で記載内容につ
いても確認するように徹底し
ている。

11 決算報告書において、手許
現金の金額が10万円を超えて
いた。各月においても、10万
円を超えた現金を保管してい
る日が見受けられた。

11 現在、週２回定期的に金融
機関へ預け入れをしている
が、10万円を超えないように
随時、預け入れを行うように
徹底している。

12 什器備品において、現物照
合の記録がなかった。

12 現物照合について、記録化
を徹底していくことを確認し
た。

13 会計処理規程に「固定資産
管理者」、「物品管理責任
者」の職務が定められている
が、役職が特定されていな
かった。

13 それぞれの役職を特定し
た。

14 備品台帳において、一部記
載の誤りがあった。

14 記載内容の誤りは訂正し
た。以後、誤りのないよう徹
底している。

15        ＊ 固定資産台帳において、固
定資産ではない20万円未満の
備品の登録が見受けられた。
また、廃棄の処理がもれてい
るもの、実際の保管場所と台
帳登録場所が異なっているも
のがあった。

15 台帳の記載内容を再度確認
し、必要な訂正を行った。以
後、誤りのないように徹底し
ている。

＊ １～15 会計処理規程等に
基づき、適正に処理された
い。
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監　査　項　目 指　摘　事　項　等 措　置　事　項

【監査意見】
 （固定資産の取得に関す
 る決裁区分について）

１ 固定資産の取得について、
会計処理規程では「事前に理
事長の決裁を受けなければな
らない」とされているが、事
務規程では「１件80万円以下
のもの」については事務局長
が専決できることになってい
る。整合性がとれるよう規程
の見直しをされたい。

１ 会計処理規程を改正し、平
成31年４月１日から施行し
た。

 （事業収入増加に向けた
 取組強化について）

２ 人間ドックの受診者が目標
数に達していない。また、が
ん検診の受診者も減少してい
る。市民の健康づくりを一層
進めるとともに、健全な経営
の観点から、受診者の増加に
向けた取組をさらに強化され
たい。

２ 人間ドックについては、事
業団の主力事業であり、広報
を強化し、利用者増に努めて
いる。

がん検診については、平成
30年度から、胃がんと肺がん
のセット検診を開始し、受診
者が増加した。
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健康福祉部健康課

監　査　項　目

 管理運営
【監査意見】
 （安定した事業団運営に
 向けて）

１ 事業団の一般正味財産は、
数年前から減少が続いてい
る。事業団に対し、事業収入
の増加に向けた指導を引き続
き行うとともに、市民の健康
づくりを推進し、市内の医療
連携体制を維持するため、事
業団が果たすべき役割、事業
内容等に対応した必要な支援
を継続して行われたい。

１ 事業団が平成30年度策定し
た「第二期中期計画」に基づ
き、健全な財政運営を行える
よう、委託事業であるがん検
診等の受診者増への取組を
行ったほか、減価償却費の支
援を行った。医療連携体制の
維持については、大規模改修
に向けた協議や、医師会との
検診スキームの協議・調整等
を行った。

２　平成30年度財政援助団体等監査（平成31年２月４日報告）措置事項

指　摘　事　項　等 措　置　事　項
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武蔵境駅南口駅前広場改修工事

財務部管財課

監　査　項　目

１ 武蔵境駅南口駅前広場改修
工事の入札において、発注工
事の公表期間が要綱で定めら
れた期間より短い期間で設定
されていた。

１ 平成31年１月25日付けで武
蔵野市工事請負契約の入札手
続に関する要綱を改正した。
改正した要綱の中で、公表期
間を「公表の日から７日間」
と改めた。

２

＊

武蔵境駅南口駅前広場詳細
修正設計委託の契約締結伺書
において、記載の誤りがあっ
た。
　
１～２ 工事請負契約の入

札手続に関する要綱、委託等
契約取扱要領に基づき、適正
に処理されたい。

２ 平成31年４月１日適用で随
意契約ガイドラインを作成
し、特命随意契約の根拠につ
いて整理を行った。
これに合わせて令和元年６

月５日付けで委託等契約取扱
要領を改正した。
以後、上記ガイドライン、

要領に基づき適正に処理を
行っている。

３　定期監査[工事](平成30年度執行分）（平成31年２月４日報告）措置事項

指　摘　事　項　等 措　置　事　項

29



武蔵境駅南口駅前広場改修工事

都市整備部道路課

監　査　項　目

【監査意見】 １ 舗装工事が本格化すると、
第三者事故の可能性も高くな
る。発注者として、折にふれ
て注意喚起を行い、安全管理
に努められたい。

１ 工事実施に際し、工事予告
や通行位置を案内する看板等
を設置するとともに適正に交
通誘導員を配置して安全管理
に努めた。
第三者事故もなく、工事を

完了した。

３　定期監査[工事](平成30年度執行分）（平成31年２月４日報告）措置事項

指　摘　事　項　等 措　置　事　項
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