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１ 定期監査（平成29年度事務の監査 第１回）措置事項 
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本宿小学校 

千川小学校 
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第四中学校 

教育部    教育企画課 

指導課 
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市立境南小学校

監　査　項　目

 予算の執行
 （予算の執行）

１ 見積書兼請書において、収
入印紙が貼付されていないも
の、１枚目と次葉の間の割印
がないもの、訂正不可となっ
てい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。

１ （下線部についての措置事
項）

収入印紙については、業者
に依頼し、貼付させた。事務
処理について、事務室全体に
周知徹底し、以後、複数人で
のチェックを行い、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、軽
微な記載のもれ及び誤りが見
受けられた。また、標準契約
条項が記載されていないもの
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 （下線部についての措置事
項）

記載誤りについて訂正し
た。以後、契約事務規則や財
務会計研修資料等も活用し適
正に処理している。

 学校の管理運営
 （市嘱託職員の勤務管理）

１

＊

嘱託職員出欠勤等報告書に
おいて、超勤時間の誤ってい
るものがあった。

臨時・非常勤職員ガイドラ
イン等に基づき、適正に処理
されたい。

１ 記載誤りについて訂正し
た。以後、「臨時・非常勤職
員ガイドライン」等に基づき
適正に処理している。

 （学校施設等の安全管理） １

＊

毒物・劇物管理簿におい
て、管理責任者の印がもれて
いるものが見受けられた。ま
た、長期間記録がされていな
いものが見受けられた。

　適正に処理されたい。

１ （下線部についての措置事
項）

押印もれについて、確認の
うえ押印した。管理簿の取扱
い方法について整理し、校内
全体へ周知徹底した。

以後、適正に処理してい
る。

１　定期監査（平成29年度事務の監査　第１回）（平成30年３月８日報告）措置事項

指　摘　事　項　等 措　置　事　項
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市立本宿小学校

監　査　項　目

 予算の執行
 （予算の執行）

１

＊

見積書兼請書において、軽
微な記載のもれ及び誤りが見
受けられた。また、標準契約
条項が記載されていないもの
があった。

契約事務規則等に基づき、
適正に処理されたい。

１ （下線部についての措置事
項）

納期、契約確定日の誤記に
ついて訂正し、以後、複数名
で不備がないか確認をしてい
る。

標準契約条項については、
該当業者に対し、正規の契約
書を使用するよう指導し、適
正に処理している。

 学校の管理運営
 （防火・防災管理体制及び
 消防用設備等の保守点検）

１

＊

消火器の配置において、設
置場所が配置図と異なるも
の、「消火器」の表示が目立
たないもの及び消火器の周り
に物が置かれ、使用しにくい
箇所が見受けられた。

定期的な点検及び改善に努
められたい。

１ （下線部についての措置事
項）

体育館の消火器のまわりに
跳び箱やマット等が置かれて
いたため、移動させた。ま
た、そのうち一か所について
は、マット等が置かれにくい
場所に消火器及び表示を移動
させた。

以後、定期的に確認し、改
善に努めている。

１　定期監査（平成29年度事務の監査　第１回）（平成30年３月８日報告）措置事項

指　摘　事　項　等 措　置　事　項
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市立千川小学校

監　査　項　目

 予算の執行
 （予算の執行）

１ 契約締結兼支出負担行為伺
書において、物品主任の押印
がもれているもの、封筒の印
刷で総務課の合議がもれてい
るもの、軽微な記載のもれが
見受けられた。

また、予定価格が３万円以
上の印刷製本において、特命
随意契約を行う根拠が記載さ
れていないもの、印刷規格書
の添付がないものがあった。

１ （下線部についての措置事
項）

物品主任印を押印し、記載
もれについて追記した。

以後、決裁後に再度、担当
者が確認している。

２ 見積書兼請書において、収
入印紙が貼付されていないも
の、１枚目と次葉の間の割印
がないもの、訂正不可となっ
てい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。
　

２ （下線部についての措置事
項）

割印及び訂正印を押印し、
記載もれについて追記した。

以後、決裁後に再度、担当
者が確認している。

３

＊

見積書兼請書において、軽
微な記載のもれ及び誤りが見
受けられた。また、標準契約
条項が記載されていないもの
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 （下線部についての記載事
項）

記載もれについて追記し
た。

以後、決裁後に再度、担当
者が確認している。

 （資金前渡及び現金の管
  理）

１

＊

資金前渡整理簿において、
軽微な記載のもれ及び誤りが
見受けられた。

会計事務規則等に基づき、
適正に処理されたい。

１ 記載もれを追記し、記載誤
りについて訂正した。

以後、決裁後に再度、担当
者が確認している。

 （郵便切手等の受払事務）
【監査意見】
 （受払簿の確認について）

１ 郵便切手受払簿において、
管理職による定期的な確認が
行われていなかった。郵券類
は金券であり、誤りや不正を
防ぐため、定期的な確認を行
われたい。

１ 毎月末に担当者の確認後、
副校長が確認し押印すること
とし、誤りや不正の防止に努
めている。

１　定期監査（平成29年度事務の監査　第１回）（平成30年３月８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

 学校の管理運営
 （防火・防災管理体制及び
  消防用設備等の保守点検）

１

＊

消火器の配置において、設
置場所が配置図と異なるも
の、「消火器」の表示が目立
たないもの及び消火器の周り
に物が置かれ、使用しにくい
箇所が見受けられた。

定期的な点検及び改善に努
められたい。

１ （下線部についての措置事
項）

速やかに荷物の移動をし
た。

以後、教職員には消火器等
の防火設備の前には物品を置
かないよう周知し、校内巡視
での確認を徹底した。

 （個人情報の取扱い） １

＊
　

持出可能なＵＳＢキーボック
スを使用しているが、施錠可
能な保管場所に収納されてい
なかった。

小中学校情報セキュリティ
実施手順等に基づき、適正に
管理されたい。

１ ＵＳＢボックス自体を壁面
に固定し、最終退勤者が施錠
することとした。

 備品の管理
 （校用備品の管理）

１

＊

備品台帳に登録されている
保管場所と実際の保管場所と
に相違があるものが見受けら
れた。

　適正に管理されたい。

１ 備品台帳の登録を実際の保
管場所に変更した。

以後、備品異動の際には必
ず報告するよう全職員に周知
徹底を図り、適正な備品管理
に努めている。
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市立桜野小学校

監　査　項　目

 予算の執行
 （予算の執行）

１ 見積書兼請書において、軽
微な記載のもれ及び誤りが見
受けられた。また、標準契約
条項が記載されていないもの
があった。
　

１ （下線部についての措置事
項）

記載の不備について訂正し
た。

以後、起票時に複数名で記
載内容を確認している。

２

＊

契約締結報告書兼経過調書
において、軽微な記載の誤り
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 記載誤りについて訂正し
た。

以後、起票時に複数名で記
載内容を確認している。

 （郵便切手等の受払事務） １

＊

郵便切手受払簿において、
軽微な記載のもれ及び誤りが
見受けられた。

　適正に管理されたい。

１ 記載の不備について訂正し
た。

以後、複数名で記載内容を
確認している。

 学校の管理運営
 （防火・防災管理体制及び
　消防用設備等の保守点検）

１

＊

消火器の配置において、設
置場所が配置図と異なるも
の、「消火器」の表示が目立
たないもの及び消火器の周り
に物が置かれ、使用しにくい
箇所が見受けられた。

定期的な点検及び改善に努
められたい。

１ （下線部についての措置事
項）

配置図のとおりに消火器を
設置し、「消火器」の表示を
目立つ場所に移動した。

以後、校内点検や防災計画
改訂時の点検等の際に確認し
ている。

 備品の管理
 （校用備品の管理）

１ 備品台帳に登録されている
保管場所と実際の保管場所と
に相違があるものが見受けら
れた。

１ 備品台帳の登録を実際の保
管場所に変更した。

以後、備品点検の際に確認
している。

２

＊

備品台帳に保管場所を記載
していない備品が見受けられ
た。

１～２ 適正に管理された
い。

２ 保管場所を入力し、備品台
帳の記載もれを是正した。

以後、備品登録や変更時に
は複数名で入力内容を確認し
ている。

１　定期監査（平成29年度事務の監査　第１回）（平成30年３月８日報告）措置事項

指　摘　事　項　等 措　置　事　項
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市立第四中学校

監　査　項　目

 予算の執行
 （予算の執行）

１ 契約締結兼支出負担行為伺
書において、物品主任の押印
がもれているもの、封筒の印
刷で総務課の合議がもれてい
るもの、軽微な記載のもれが
見受けられた。

また、予定価格が３万円以
上の印刷製本において、特命
随意契約を行う根拠が記載さ
れていないもの、印刷規格書
の添付がないものがあった。

１ （下線部についての措置事
項）

特命随意契約を行う印刷製
本について、その根拠を記載
し、印刷規格書を添付してい
る。

２ 見積書兼請書において、収
入印紙が貼付されていないも
の、１枚目と次葉の間の割印
がないもの、訂正不可となっ
てい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。

　

２ （下線部についての措置事
項）

業者に見積書兼請書を再提
出させた。

以後、決裁後に再度担当者
が確認し、適正に処理してい
る。

３ 見積書兼請書において、軽
微な記載のもれ及び誤りが見
受けられた。また、標準契約
条項が記載されていないもの
があった。
　

３ （下線部についての措置事
項）

記載もれ及び誤りについて
訂正した。以後、決裁後に再
度担当者が確認し、適正に処
理している。

４

＊

中学校生徒活動費補助金に
おいて、個人のポイントカー
ドを使用して物品等の購入を
行っているものが見受けられ
た。また、同決算書（中間報
告）の金額の記載に誤りが
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 以後、ポイントカードを使
用しない旨徹底した。

金額は訂正し、正しい中間
報告書を指導課へ再提出し
た。

１　定期監査（平成29年度事務の監査　第１回）（平成30年３月８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

 （資金前渡及び現金の管
　理）

１

＊

資金前渡整理簿において、
軽微な記載のもれ及び誤りが
見受けられた。

会計事務規則等に基づき、
適正に処理されたい。

１ （下線部についての措置事
項）

記載誤りについて訂正し
た。

以後、決裁後、再度担当者
が確認し、適正に処理してい
る。

 （郵便切手等の受払事
  務）

１

＊

郵便切手受払簿において、
軽微な記載のもれ及び誤りが
見受けられた。

　適正に管理されたい。

１ 記載もれを記載し、誤りに
ついて訂正した。

以後、受払時に担当者が再
度、確認を行っている。

 学校の管理運営
 （防火・防災管理体制及び
  消防用設備等の保守点検）

１

＊

消火器の配置において、設
置場所が配置図と異なるも
の、「消火器」の表示が目立
たないもの及び消火器の周り
に物が置かれ、使用しにくい
箇所が見受けられた。

定期的な点検及び改善に努
められたい。

１ （下線部についての措置事
項）

消火器を配置図のとおり再
配置するとともに、消火器周
辺の整理を行った。

 （学校施設等の安全管
  理）

１

＊

　

毒物・劇物管理簿におい
て、管理責任者の印がもれて
いるものが見受けられた。ま
た、長期間記録がされていな
いものが見受けられた。

　適正に処理されたい。

１ 押印もれについて、確認の
うえ押印した。記録簿の整理
を行い、以後、適正に処理し
ている。

 （個人情報の取扱い） １

＊
　

ＵＳＢキー管理簿におい
て、毎日の点検が行われてい
なかった。

小中学校情報セキュリティ
実施手順等に基づき、適正に
管理されたい。

１ ＵＳＢキーの点検を毎朝確
実に実施するとともに、管理
簿に記入して毎月の報告を
行っている。
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監　査　項　目 指　摘　事　項　等 措　置　事　項

 備品の管理
 （校用備品の管理）

１ 備品台帳に登録されている
保管場所と実際の保管場所と
に相違があるものが見受けら
れた。

１ 備品台帳の記載を実際の保
管場所に合うよう修正した。
教職員に、備品を移動する際
には事務室へ連絡するよう周
知した。

２

＊

備品台帳に保管場所を記載
していない備品が見受けられ
た。

１～２ 適正に管理された
い。

２ 備品台帳の追記等必要な修
正を行った。
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教育部教育企画課

監　査　項　目

 予算の執行
 （予算の執行）
【監査意見】
 （「学校予算の手引き」
  の充実について）

１ 今回の監査において、各学
校に共通の誤りが見受けられ
た。学校向けに財務会計の手
引きとして「学校予算の手引
き」を作成しているが、学校
事務は都職員や市嘱託職員が
担当していることも考慮し、
誤りやすい事例を盛り込む
等、手引きの充実を図られた
い。併せて周知のための研修
を実施されたい。

１ 手引きの充実については、
誤りやすい事例が発生した際
に随時、追記等更新を行って
いる。また、平成30年９月６
日には手引きを活用し、学校
事務嘱託員研修を行った。

 （資金前渡及び現金の管
  理）
【監査意見】
 （現金等の保管状況につ
  いて）

１ 現金、預金通帳等を施錠で
きるキャビネットに保管して
いる学校や、指導要録を保管
している金庫内に施錠できな
い箱に入れて保管している学
校があった。紛失、盗難等の
リスクの軽減のため、専用の
金庫の設置を検討されたい。

１ 専用金庫購入に要する費用
を平成31年度予算に要求して
いく。

 （補助金の管理につい
  て）

２ 児童生徒活動費補助金以外
の補助金において、１万円を
超える現金を金庫で保管して
いる学校があった。当面使用
する予定のない現金の保管、
管理の方法について、ルール
を定め、各学校に周知された
い。

２ 会計規則における資金前渡
金の管理条項（１万円を超え
てはならない）の主旨も踏ま
え、補助金を含めた場合につ
いても、現金の保管は１万円
以内とするルールを定め、学
校予算の手引きにも記載し
た。また、平成30年３月16日
に武蔵野市立小中学校事務職
員会において、本ルールの周
知を図った。

 学校の管理運営
 （防火・防災管理体制及び
  消防用設備等の保守点検）
【監査意見】
 （消防用設備の不良箇所の
  対応について）
  

１ 消防用設備の保守点検にお
いて指摘された不良箇所につ
いて、改善が完了していない
箇所が見受けられた。調整等
で対応に時間がかかるものも
あるが、消火器の交換は、直
ちに対応されたい。また、改
善までの間「使用不能」等の
表示をするよう学校に指導さ
れたい。

１ 平成30年３月上旬に不良箇
所の改善は完了した。以後、
調整等で対応に時間を要する
ものについては表示をするよ
う指導していく。

１　定期監査（平成29年度事務の監査　第１回）（平成30年３月８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

 （学校施設等の安全管理）
【監査意見】
 （警備日誌の運用ルールに
  ついて）

１ 警備日誌は、市立学校の管
理運営に関する規則において
備えなければならない表簿と
されているが、日直教諭によ
る記録を警備日誌に記載せ
ず、日直日誌等に記録してい
る学校があった。統一した運
用ルールが必要か検討された
い。

１ 「市立学校の管理運営に関
する規則」を所管する指導課
と規則改正を含め、警備日誌
のあり方について検討を行
う。

 （防犯カメラの増設等につ
  いて）

２ 不審者の侵入を抑止するこ
とを目的に、各小中学校に防
犯カメラが設置されている
が、学校敷地や施設の形状等
により、死角となる箇所が生
じている学校があった。更新
工事の際には、実情や学校の
意向を十分調査し、増設や移
設等の対応をされたい。

２ 更新工事に際しては対応可
能な限りにおいて、監視モニ
ターの増設、移設を行った。
今後は、更新工事の際に十分
な調査を行い、増設や移設等
について適正に対応をしてい
く。

 （理科室の薬品の適正な管
  理について）

３ 長期間使用していない薬品
を保管している学校が見受け
られた。使用見込みのないも
のについては、処分するよう
指導を徹底されたい。平成29
年度にＩＳＯ14001から武蔵
野市環境管理システムに移行
したが、これまでの管理レベ
ルを保つため、薬品の取扱方
法、管理方法について、統一
の基準を再度周知されたい。

３ 小中学校薬品適正管理手順
書に沿った管理を再度周知す
るとともに、使用予定のない
古薬品については、教育委員
会が行う古薬品廃棄処分を積
極的に活用するよう、平成30
年３月16日に武蔵野市立小中
学校事務職員会において、周
知を図った。

 （学校施設、設備等の不
  具合箇所への対応につ
  いて）

４ 今回の監査において、普通
教室の出入口の戸が外れやす
いため、開閉しないようにし
ている学校があった。また、
フェンス等のさびや腐食も一
部に見受けられた。児童生徒
の安全に関わる不具合箇所に
ついては、危険防止の観点か
ら、早急に改善を図られた
い。

４ 平成31年度予算概算要求に
おいて、当該改修にかかる工
事費用を要求している。ま
た、フェンス等のさびや腐食
については、平成30年度以
降、配当予算の中から改修費
用を捻出し、実施する予定で
ある。
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監　査　項　目 指　摘　事　項　等 措　置　事　項

 備品の管理
 （校用備品の管理）
【監査意見】
 （備品シールの貼付につ
  いて）

１ 紙媒体の備品管理台帳で管
理を行っていた際に使用して
いた旧備品シール（６桁）が
貼付されている備品につい
て、新備品シール（８桁）を
貼付していない学校が見受け
られた。６桁の旧備品シール
では、個体識別ができないた
め、個体識別ができる８桁の
新備品シールを貼付するよう
各学校を指導されたい。

１ 平成30年３月16日に武蔵野
市立小中学校事務職員会にお
いて、管理方法の周知を図る
とともに、夏休み期間を活用
した貼付作業を促進するた
め、夏休み前に再度事務連絡
を発出した。

貼付が完了していない学校
には、引続き指導していく。

 （学校図書館の管理運営）
【監査意見】
 （図書の適正な管理につ
  いて）

１ 特別支援学級用として購入
した図書について、学校図書
館システムにも図書記録簿に
も登録されていない学校が
あった。学校図書館用図書以
外の一般図書についての管理
方法を各学校に周知し、適正
に管理されたい。

１ 平成30年３月16日に武蔵野
市立小中学校事務職員会にお
いて、管理方法の周知を図っ
た。図書館システムと図書記
録簿のどちらに登録するかは
学校の判断に任せている。登
録されていない学校において
は、すべて登録が済んだこと
を確認した。
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教育部指導課

監　査　項　目

 学校の管理運営
 （個人情報の取扱い）
【監査意見】
 （外部記録媒体受払管理
  簿の記載方法について）

１ 受払管理簿において、残枚
数の記載に誤りがある学校が
複数見受けられた。記載方法
の理解が不足している様子が
うかがえたので、周知、指導
を徹底されたい。

１ 年度当初の学校予算説明会
において、副校長及び事務職
員に受払管理簿の様式及び運
用について周知した。

指導課の情報セキュリティ
点検（毎年小学校２校、中学
校１校で実施）において受払
管理簿の記載内容を確認し、
記載方法について指導を行っ
た。また学校ＩＣＴサポー
ターが全小中学校において、
学校訪問時に管理簿の記載方
法について説明を行ってい
る。

１　定期監査（平成29年度事務の監査　第１回）（平成30年３月８日報告）措置事項

指　摘　事　項　等 措　置　事　項

12



　武蔵野市土地開発公社

監　査　項　目

 管理運営 １ 収入調定及び収入伝票にお
いて、常務理事の決裁を受け
なければならないとされてい
るが、常務理事の決裁がな
かった。

１ 　内容の確認を徹底し、以
後、適正に処理している。
　また、事務手続と公社会計
事務規程を照らし合わせ、公
社会計事務規程を改正した。

２ 会計処理の事務手続におい
て、公社会計事務規程と適合
していないものが見受けられ
た。

２ 事務手続と公社会計事務規
程を照らし合わせ、公社会計
事務規程を改正した。

３ 非常勤嘱託職員の任用にお
いて、公社非常勤嘱託職員取
扱要綱と異なる運用をしてい
るものがあった。

３ 現在の嘱託職員の勤務状況
に合わせ、公社非常勤嘱託職
員取扱要綱第20条に規定する
理事長が別に定める事項を改
めた。

４ 管内出張命令簿において、
命令及び確認の決裁が行われ
ていないものが見受けられ
た。

４ 　職員に対し注意喚起を行う
とともに内容の確認を徹底
し、以後、適正に処理してい
る。

５ 決算書付属明細表におい
て、有形固定資産の取得日に
誤りがあった。

５ 　確認の徹底を行い、以後、
適正に処理している。

６

＊

完了届（委託・工事）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
あった。

１～６ 適正に処理された
い。規定が実態に合わないな
らば、規定の見直しも検討さ
れたい。

６ 　記載事項の訂正について、
業者に訂正させるよう係員に
周知徹底を図った。以後、適
正に処理している。

２　平成29年度財政援助団体等監査（平成30年１月５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】
 （長期保有土地の保有コ
  スト軽減について）

１ 公社が保有している土地の
中には、国や都の都市計画事
業に関連して先行取得してい
るが事業実施時期が未定のも
の、将来的に補助金を得て事
業を行う土地等、早急な処分
が期待できないものもある。
処分の方向性を明確化するよ
う市に働きかけるとともに、
長期保有土地の保有コストを
軽減する方策について、市と
協議して検討を進められた
い。

１ これまでも、市に対し早期
の買戻しを要望していたが、
今後も要望を継続していくと
ともに、金融機関への借入金
利息の削減について、市とと
もに研究を行っていく。
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　都市整備部用地課

監　査　項　目

 補助金
 （補助金の交付）

１

＊

運営費補助金の決定通知に
おいて、交付の根拠を記載す
る部分に、土地開発公社運営
費補助金交付要綱の記載がも
れていた。

交付の根拠を明確にし、適
正に処理されたい。

１ 指令書の記載について、土
地開発公社運営費補助金交付
要綱を根拠規定に加え、以
後、適正に処理している。

２　平成29年度財政援助団体等監査（平成30年１月５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　武蔵野生涯学習振興事業団

監　査　項　目

 管理運営
【監査意見】
 （超過勤務手当の算定に
  ついて）

１ 事業団では４週８休の変形
労働時間制のローテーション
を組み、休日について法定内
休日と法定外休日を区別して
いない。そのため、月60時間
を超える超過勤務手当の算定
において、全休日出勤時間数
で算定している。人件費支出
を適正に行うため、法定内休
日と法定外休日を明確にされ
たい。

１ 平成30年4月以降の勤怠管
理は法定内休日と法定外休日
を区別している。月60時間を
超える超過勤務手当の算定に
おいても法定内休日と法定外
休日を区別し、適正に処理し
ている。

 （嘱託職員の人材育成につ
  いて）

２ 事業団の職員約100人のう
ち嘱託職員が約６割を占めて
いる。正規職員への登用制度
や無期雇用嘱託職員制を設け
るとともに、人材育成方針を
定めている。嘱託職員は、事
業団の運営や事業実施におい
て、重要な役割を果たすこと
が期待されていることから、
自らの能力と経験を生かしな
がら、働く意欲や働きがいを
持ち続けられるよう、今後も
人材育成の環境整備に取り組
まれたい。

２ 事業団の職員構成上、嘱託
職員は、事業の実施やサービ
スの提供において多くの業務
を担うとともに、重要な役割
を果たしていることから、人
材育成の観点から職員と同様
に研修等に参加させている。
無期雇用の嘱託員の役割の見
直しを含め、今後も事業団の
中期計画及び人材育成方針に
基づき、能力や経験を生かし
て仕事に取組める、働きがい
のある職場環境の整備に努め
ていく。

 （武蔵野文化事業団との統
  合について）

３ 第五期長期計画・調整計画
において、（公財）武蔵野文
化事業団との統合の準備を進
めるとされている。現在は、
オリンピック・パラリンピッ
ク等当面する大きな課題の対
応を優先しているが、両団体
の役割を果たしていくための
望ましい組織形態や統合にあ
たっての課題について、検討
を進められたい。

３ 平成30年度内に市及び両事
業団の３者による統合検討の
ための委員会を立ち上げ、両
事業団の役割や望ましい組織
形態などについて協議すると
ともに、統合にかかる課題抽
出やスケジュール等について
検討を進める。

２　平成29年度財政援助団体等監査（平成30年１月５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

 指定管理者 １ 武蔵野プレイス及び境南ふ
れあい広場公園の実績報告書
において、理事長印及び文書
番号がもれているものが見受
けられた。

１ 報告書に押印及び文書番号
の追記を行った。

以後、適正に処理してい
る。

２ 体育施設の施設使用申請書
において、決裁印のもれてい
るものが見受けられた。

２ 決裁印がもれているものに
ついて、確認のうえ押印し
た。

以後、適正に処理してい
る。

３ 武蔵野プレイスの業務日誌
及び駐車場管理日誌におい
て、決裁印のもれているもの
が見受けられた。

３ 決裁印がもれているものに
ついて、確認のうえ押印し
た。

以後、適正に処理してい
る。

４ 什器備品台帳において、現
物照合の記録がなかった。

４ 課内で備品管理に関する要
綱等の確認をし、事務の流れ
を再確認した。

今後、照合作業を行ってい
く予定である。

５ 市所有の備品が、備品台帳
に登録されている保管場所と
は別の場所にあった。

５ 該当の備品については、備
品台帳に登録されている保管
場所に移した。

以後、適正に管理してい
る。

６ 境南ふれあい広場公園の精
算報告書において、支出内訳
書の添付がないものがあっ
た。

６ 明細書を添付していたが、
今後、協定書等に基づき、適
正に処理していく。

７

＊

境南ふれあい広場公園の事
業報告書が提出されていな
かった。

１～７ 協定書、規定等に
基づき、適正に処理された
い。

７ 実績報告書として提出し
た。

今後、名称については緑の
まち推進課と協議していく。
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　教育部生涯学習スポーツ課

監　査　項　目

 指定管理者 １ モニタリングの一次評価結
果において、モニタリング指
針では一次評価結果の提出は
部長決裁とされているが、課
長決裁で提出されていた。

１ 　部長決裁を完結した。
以後、公の施設のモニタリ

ング指針に基づき、定められ
た決裁区分により決裁を行
い、適正に処理している。

２

＊

境南ふれあい広場公園のモ
ニタリング一次評価結果にお
いて、所管課である緑のまち
推進課への合議がもれてい
た。

１～２ 公の施設のモニタ
リング指針に基づき、適正に
処理されたい。

２ 緑のまち推進課へ合議をし
完結した。

以後、公の施設のモニタリ
ング指針に基づき、定められ
た決裁区分により決裁を行
い、適正に処理している。

【監査意見】
 （私人への徴収委託の契約
  について）

１ 自然の村、体育施設及び武
蔵野プレイスでは、年度協定
書により使用料を事業団に収
納させているが、地方自治法
施行令第158条第１項の規定
に基づく私人への徴収委託契
約は行われていない。法令に
基づく告示は行っているが、
委託契約について検討された
い。

１ （下線部についての措置事
項）

他の施設や、他事業団等の
状況を確認し検討する。

２　平成29年度財政援助団体等監査（平成30年１月５日報告）措置事項

指　摘　事　項　等 措　置　事　項
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　子ども家庭部児童青少年課

監　査　項　目

 指定管理者 １ 自然の村の事業報告書にお
いて、収受印の押印がもれて
いることにより、期限内に提
出されているか明確でなかっ
た。

１ 収受印のもれについては、
収受日を確認し、押印した。
以後、文書回付時に複数者で
確認し、文書管理規則に基づ
き、適正に処理している。

２

＊

モニタリングの一次評価結
果において、モニタリング指
針では一次評価結果の提出は
部長決裁とされているが、課
長決裁で提出されていた。

１～２ 公の施設のモニタ
リング指針等に基づき、適正
に処理されたい。

２ 以後、公の施設のモニタリ
ングに関する指針に基づき、
定められた決裁区分により決
裁を行い、適正に処理してい
る。

【監査意見】
 （私人への徴収委託の契
  約について）

１ 自然の村、体育施設及び武
蔵野プレイスでは、年度協定
書により使用料を事業団に収
納させているが、地方自治法
施行令第158条第１項の規定
に基づく私人への徴収委託契
約は行われていない。法令に
基づく告示は行っているが、
委託契約について検討された
い。

１ （下線部についての措置事
項）

平成17年度の指定管理者制
度導入当初から個別の使用料
の徴収委託契約は行っていな
かったが、平成30年度から使
用料の徴収委託契約を締結し
ている。

２　平成29年度財政援助団体等監査（平成30年１月５日報告）措置事項

指　摘　事　項　等 措　置　事　項
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　環境部緑のまち推進課

監　査　項　目

 指定管理者 １

＊

基本協定書において、境南
ふれあい広場公園のモニタリ
ングを行う旨の規定を定めて
いなかった。

指定管理者制度に関する基
本方針等に基づき、適正に処
理されたい。

１ 現在、境南ふれあい広場公
園の指定管理期間は、平成27
年度から平成31年度の５年間
となっているため、次期から
の基本協定書において、規定
を定めることとした。ただ
し、暫定的な処置として、年
度協定書の中で、モニタリン
グを行う旨を定め、対応して
いる。

２　平成29年度財政援助団体等監査（平成30年１月５日報告）措置事項

指　摘　事　項　等 措　置　事　項
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　武蔵野市勤労者互助会

監　査　項　目

 補助金
 （補助金の交付）

１ 補助金交付申請書におい
て、所在地の記載がなかっ
た。

１ 平成30年度補助金交付申請
より申請書に住所を記載して
いる。

２ 決算書は提出されていた
が、実績報告書が提出されて
いなかった。

２ 平成29年度決算から補助金
実績報告書を提出している。

３

＊

平成28年度事業報告書にお
いて、軽微な記載の誤りが
あった。

１～３ 補助金等交付規則
等に基づき、適正に処理され
たい。

３ 以後、誤りのないように、
複数人による確認を徹底して
いる。

 （補助金に係る会計経理） １ 支出調書において、支出日
から数か月経過して決裁が行
われているもの、支出金額の
記載がもれているものが見受
けられた。

１ 決裁の遅れについては調書
等作成後遅滞なく決裁してい
る。記載がもれていた書類に
ついては、以後適正に処理し
ている。

２ 雑収入について、収入伝票
が作成されていないものが見
受けられた。

２ 未作成の伝票については、
作成し、決裁した。以後、適
正に処理している。

３ 給与計算において、控除す
べき住民税額の誤りについて
適切な処理がされていなかっ
た。

３ 住民税額の控除誤りについ
ては、翌年度給与で調整し
た。以後、適正に処理してい
る。

２　平成29年度財政援助団体等監査（平成30年１月５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

４ 退職金共済掛金補助事業に
おいて、規程と異なる期間に
交付申請受付を行っていた。

４ 以後、適正に処理するとと
もに、事務処理上支障のない
期日で規程の見直しを行っ
た。

５ 契約書において、契約者の
記名押印がもれているものが
あった。

５ 記名押印のもれについて
は、確認のうえ記名押印し
た。以後、適正に処理してい
る。

６

＊

財務規程に定められている
現金出納簿を備えていなかっ
た。

１～６ 処務規程、財務規
程等に基づき、適正に処理さ
れたい。

６ 現金出納簿を作成し、以
後、適正に処理している。

【監査意見】
 （会員事業所の拡大につい
  て）

１ 単独で勤労者福祉の向上を
図ることが難しい小規模事業
所にとって、互助会の果たす
役割は大きい。小規模事業所
の従業員及び事業主への福利
厚生事業として、効果的な事
業を実施するとともに、互助
会加入のメリット等を広く周
知し、会員の加入促進に努め
られたい。

１ 加入促進委員会で対応を協
議し、理事が積極的に勧誘活
動を行っている。

今年度は９月までに15事業
所へ説明に伺い、５事業所が
新規加入している。

今後もより効果的なＰＲ方
法を検討し、実施していきた
い。
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