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健康福祉部地域支援課

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、仕様書の添付
がないもの、納期の設定が
誤っているもの、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
の誤り及びもれが見受けられ
た。

１ 不備の箇所を確認し、記載
もれについては補記し、訂正
すべき事項については訂正し
た。

以後、課内会議において、
契約事務規則の徹底を図ると
ともに、複数の担当者による
確認を行っている。

２

＊

契約締結報告書兼経過調書
において、誤った決裁権者に
より決裁されたもの、契約締
結兼支出負担行為伺書の決裁
日より前に起票し、契約確定
しているものがあった。

１～２ 契約事務規則等に
基づき、適正に処理された
い。

２ 正しい決裁権者による決裁
を行い、契約事務について課
内会議で周知した。

以後、契約事務規則等に基
づき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、
記載もれが見受けられた。

会計事務規則に基づき、適
正に処理されたい。

１ 記載もれ及び決裁もれにつ
いて、確認のうえ追記、押印
した。

以後、適正に処理してい
る。

 郵券類の管理
【監査意見】
 （郵便切手管理簿の確認
 について）

１ 郵便切手管理簿（臨時福祉
給付金）において、所属長に
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 臨時福祉給付金で管理して
いた郵券類は、地域支援課分
へ繰入れた。

以後、所属長による定期的
な確認を実施している。

 委託料の執行 １ 契約締結兼支出負担行為伺
書において、仕様書の添付が
ないもの、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。

１ 仕様書は添付し、鉛筆書き
はボールペンで記載した。

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、合
計金額が誤っているもの、収
入印紙に消印のないもの、業
者の訂正印なく記載事項を訂
正しているもの、軽微な記載
のもれが見受けられた。

１～２ 契約事務規則等に
基づき、適正に処理された
い。

２ 不備の箇所を確認し、記載
もれについては記載した。

以後、課内会議において、
契約事務規則の徹底を図ると
ともに、複数人による確認を
行っている。

１　定期監査（平成29年度事務の監査　第２回）（平成30年６月７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 武蔵野市福祉バス借上料補
助金の指令書において、実績
報告書の提出期限が誤ってい
た。また、実績報告書におい
て、期限を過ぎて提出されて
いるものがあった。

１ 以後、補助金交付団体に対
し、必要書類を期限内に提出
するよう、申請時等に指導を
徹底している。

２ 社会福祉法人武蔵野市民社
会福祉協議会補助金等におい
て、社会福祉法人に対する助
成の手続に関する条例で定め
る手続きが行われていなかっ
た。

２ 社会福祉法人に対する助成
の手続に関する条例施行規則
を一部改正し、条例で定めた
手続きに従って行うよう改め
た。

３ 権利擁護支援事業補助金等
において、実績報告書が提出
されていなかった。

３ 平成29年度分は提出され
た。確実に提出するよう、申
請受付時に交付団体に対し、
指導した。

４ 武蔵野市赤十字奉仕団補助
金において、交付申請書、実
績報告書の収受印がもれてい
るもの、起案が行われていな
いものが見受けられた。ま
た、補助金交付決定の起案書
において、日付の異なる決裁
印が複数押印されているもの
が見受けられた。

４ 収受印について、確認のう
え押印し、複数決裁印につい
ては訂正線を補記した。

担当と事務処理について確
認を行い、申請書及び報告書
の収受起案を行うよう改め
た。

５

＊

市長が委員長となっている
社会を明るくする運動武蔵野
市推進委員会の補助金におい
て、交付申請書の宛名及び指
令書の交付決定者が市長と
なっていた。

１～５ 社会福祉法人に対
する助成の手続に関する条
例、副市長に対する事務の委
任に関する規則、文書管理規
則、要綱等に基づき、適正に
処理されたい。

５ 以後、副市長に対する事務
の委任に関する規則第２条に
基づき、適正に処理してい
る。

 避難行動要支援者及び災
害時要援護者対策事業

１ 災害時要援護者対策事業補
助金において、社会福祉法人
に対する助成の手続に関する
条例で定める手続きが行われ
ていなかった。

１ 社会福祉法人に対する助成
の手続に関する条例施行規則
を一部改正し、条例で定めた
手続きに従って行うよう改め
た。

２ 要綱上、支援団体は台帳の
副本２冊を保管すると規定さ
れているが、リストのみ保管
していた。

２ 実態に合わせて要綱を改正
していく。
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監　査　項　目 指　摘　事　項　等 措　置　事　項

 避難行動要支援者及び災
害時要援護者対策事業

３

＊

災害時要援護者登録リスト
の更新に関する書類等の決裁
が行われていなかった。

１～３ 社会福祉法人に対
する助成の手続に関する条
例、要綱等に基づき、適正に
処理されたい。また、要綱の
規定が実態に合わないなら
ば、要綱の見直しも検討され
たい。

３ 以後、災害時要援護者登録
リスト更新については、決裁
し、管理している。

 臨時福祉給付金等支給事
業

１ 非常勤職員等雇用保険料に
おいて、歳入調定書兼調定額
通知書が起票されていないも
のが見受けられた。

１ 未調定分については調定処
理を行った。臨時福祉給付金
担当は廃止されたが、以後、
課内において適正に処理して
いる。

２

＊

資金前渡整理簿において、
精算後、速やかに資金前渡受
者による確認がなされていな
い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 精算後の資金前渡受者によ
る確認を速やかに行うよう周
知した。

以後、適正に処理してい
る。
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健康福祉部生活福祉課

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、納期の設定が
誤っ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 係員に周知を行い、以後、
適正に処理を行っている。

 資金前渡 １

＊

資金前渡整理簿において、
軽微な記載の誤り及びもれが
見受けられた。

会計事務規則に基づき、適
正に処理されたい。

１ 該当の整理簿において修正
及び追記を行い、以後、適正
に処理を行っている。

 委託料の執行 １ 契約締結兼支出負担行為伺
書において、仕様書が添付さ
れていないものが見受けられ
た。

１ 該当の伝票について必要書
類の添付を行い、以後、適正
に処理を行っている。

２ 委託料の支払を分割して
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
があった。

２ 委託契約における仕様書に
分割での支払方法についての
記載を追加し、以後、この
フォーマットを使用してい
る。

３ 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、収入印紙が
貼付されていないもの、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、仕
様書との間に割印がないもの
が見受けられた。

３ 訂正印並びに収入印紙の貼
付、仕様書への割印について
は相手先事業者へ修正を依頼
し、特約書については追加で
添付を行い保管をした。

それぞれの事項につき係員
に周知を行い、以後適正に処
理を行っている。

４ 契約締結報告書兼経過調書
において、決裁が私印で行わ
れているものが見受けられ
た。

４ 係員に周知を行い、以後、
契約事務規則や日付入決裁印
規程に基づき、適正に処理を
行っている。

１　定期監査（平成29年度事務の監査　第２回）（平成30年６月７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 ５

＊

福祉事務所健康管理支援員
派遣契約の契約書において、
法で記載が義務づけられてい
る、新たな就業機会を確保す
ることについての記載がな
かった。

１～５ 印紙税法、労働者
派遣法、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 契約係の委託担当者へ確認
し、当該事項の追加記載を
行った。

以後、この契約書フォー
マットを使用して手続きを
行っている。

 生活保護費の支給
【監査意見】
（現金の保管について）

１ 現金取扱いの縮減に努めて
いるが、課長による抜打ち確
認の際には、やむを得ずケー
スワーカーが金銭管理を行っ
ている等により、100万円以
上の現金が確認された。現金
の事故を防止するため、保管
現金を減らす取組を更に進め
られたい。

１ 国・都の指導・指摘等によ
り、全国的に事故・不正事案
発生防止の観点から、一部現
行の事務処理に脆弱性が認め
られるところは十分に認識し
ている。

保護担当と経理担当の事務
分離の徹底、決裁権者等の規
定どおりの運用、内部牽制機
能の有効活用のほか、現金を
取り扱う生活保護費の窓口払
いの解消へ向けた取組を今後
も進めていく。
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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、納期の設定が
誤っているもの、軽微な記載
の誤り及びもれが見受けられ
た。また、業者指定理由を入
力しているが、指定理由がな
い契約締結兼支出負担行為伺
書を出力して決裁しているも
のがあった。

１ 記載の誤り及びもれについ
ては、内容を確認して訂正し
た。納期の設定や指定理由の
出力方法については、確認を
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、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
あった。

２ 添付のもれがないよう、確
認を徹底した。

以後、適正に処理してい
る。

３

＊

契約締結報告書兼経過調書
において、決裁日が起票日よ
り前の日付のもの、納期を変
更しているもの、軽微な記載
の誤りが見受けられた。

１～３ 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。

３ 決裁印及び記載の誤りにつ
いては、内容を確認して訂正
した。納期の変更について
は、適正な手続きに基づき処
理するよう、周知徹底した。

 資金前渡 １

＊

資金前渡整理簿において、
軽微な記載の誤りがあった。

会計事務規則に基づき、適
正に処理されたい。

１ 記載の誤りについては訂正
を行い、以後、適正に処理し
ている。

 郵券類の管理 １

＊

郵券受払簿において、軽微
な記載の誤り及びもれが見受
けられた。

　適正に管理されたい。

１ 記載の誤り及びもれについ
ては訂正を行い、以後、適正
に管理している。

 委託料の執行 １ 契約締結伺書において、仕
様書の添付がないもの、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 仕様書の添付及び記載もれ
等の追記を行った。

以後、起票者及び決裁者の
確認を強化し、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２回）（平成30年６月７日報告）措置事項

指　摘　事　項　等 措　置　事　項

健康福祉部高齢者支援課
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監　査　項　目 指　摘　事　項　等 措　置　事　項

 委託料の執行 ２ 支出負担行為伺書（単価契
約）において、決裁日が起票
日より前の日付のものがあっ
た。

２ 内容を確認したうえで、正
しい決裁日に修正した。

以後、確認を徹底し、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、件名が仕様書と
異なるもの、軽微な記載のも
れが見受けられた。また、要
介護認定調査委託において
は、全件仕様書の添付がな
かった。

３ 記載の誤りやもれについて
は訂正を行い、以後、適正に
処理している。

また、調査委託の契約につ
いて、必要となる仕様書の添
付もれについても訂正を行
い、以後、もれのないよう適
正に処理している。

４ 見積書兼請書において、仕
様書の添付がないもの、割印
の押印がないもの、履行期間
を変更しているもの、件名が
誤っているものがあった。ま
た、契約金額を訂正している
もの、暴力団等排除措置に関
する特約書の添付がないも
の、特記仕様書が最新のもの
ではないもの、添付されてい
る仕様書に委託料が記載され
ているもの、契約業者と委託
先との関係が分からないもの
が見受けられた。

４ 仕様書、特約書、特記仕様
書の添付もれ又は誤りについ
て、正しいものを追加した。
割印の押印、件名の誤りにつ
いては、修正を行った。契約
業者と委託先との関係が分か
らないものについては補記し
た。履行期間の変更や契約金
額の訂正については、適正な
手続きに基づいた処理を行う
よう、指導を徹底した。

また、添付の仕様書に委託
料を記載しないことを課内で
確認した。

５ 見積書兼請書に添付してい
る要介護認定調査依頼書にお
いて、履行期間を過ぎた提出
期限を設けているものが見受
けられた。

５ 業務マニュアルを見直し、
履行期間及び提出期限の設定
基準等を整理し、適正な処置
を行うよう、指導を徹底し
た。

以後、適正に処理してい
る。

６ 契約締結報告書兼経過調書
において、契約確定日よりも
前に起票しているものがあっ
た。

６ 契約確定日より後に起票を
行うよう、指導を行った。

以後、適正に処理してい
る。

　

　 ７

＊

要介護認定調査委託におい
て、認定調査員名簿の提出を
求めているが、所属事業所名
が未記入のものがあった。ま
た、鉛筆書きのものが見受け
られた。

１～７ 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。

７ 業務マニュアルを見直し、
未記入部分があるものは確認
のうえ、訂正した。鉛筆書き
のものについては、ボールペ
ンでの記入を徹底するよう指
導し、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

　補助金等の交付 １ 老人クラブ助成費補助要綱
において、記載されている東
京都の規則名が誤っていた。
また、交付手続において、添
付書類の記載を修正液で訂正
しているものが見受けられ
た。

１ 要綱は平成31年３月に改正
した。修正液での訂正につい
ては、修正液を使用しないよ
う老人クラブに対し指導した
うえ、訂正印にて修正した。

以後、適正に処理してい
る。

２ いきいきサロン事業補助金
交付申請書において、添付資
料欄の記載がないもの、記載
事項がもれているもの、添付
資料の添付がないものがあっ
た。また、団体名の記載がな
いもの、対象経費の支払に個
人のクレジットカードやポイ
ントカードを使用して支払っ
ているものが見受けられた。

２ 記載又は添付資料のもれに
ついては、団体から追記又は
追加提出を求め、適正に処理
した。また、補助金説明会に
おいて、クレジットカードや
ポイントカードの使用につい
て指導を徹底した。

３ 住宅改修支援事業補助金に
おいて、全件、指令日よりも
前の日付で支出命令書を起票
していた。

３ 支出命令書について、指令
日以後に起票することを徹底
し、以後、適正に処理してい
る。

４ 福祉サービス第三者評価受
審完了報告書において、領収
書の提出がなかった。

４ 領収書の提出を求め、すべ
ての報告書において、領収書
を確認した。

５ 看護と介護の連携強化事業
連携費決定通知書において、
要綱に規定されている様式と
異なる様式を使用していた。

５ 事業内容の見直しを行い、
平成30年４月１日施行で要綱
を改正した際、併せて様式の
改正を行った。

以後、適正に処理してい
る。

６ 公益財団法人武蔵野市福祉
公社補助金、重度認知症対応
型通所介護事業補助金におい
て、交付申請書、指令書の記
載に誤りがあった。

６ 以後、適正に記載してい
る。

７ 公益社団法人武蔵野市シル
バー人材センター補助金にお
いて、交付要綱の原議が見当
たらなかった。また、交付申
請書及び交付決定通知につい
て、記載のもれ、指令書につ
いて、記載の誤りがあった。

７ 記載の誤り及びもれについ
ては、内容を確認し、訂正し
た。原議については、自治法
務課と相談し対応する。
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監　査　項　目 指　摘　事　項　等 措　置　事　項

　補助金等の交付 ８ 吉祥寺ナーシングホームの
運営費、施設管理経費等に対
する補助金において、社会福
祉法に基づく要綱の改正が行
われておらず、社会福祉法に
基づく条例で定める手続では
なく、補助金等交付規則で定
める手続により補助金を交付
していた。

８ 吉祥寺ナーシングホーム補
助金交付要綱を平成30年４月
１日適用で改正した。

以後、適正に処理してい
る。

９ 社会福祉法人に係る補助金
交付手続における交付申請
書、交付決定通知において、
条例に規定されている様式と
異なる様式を使用していた。

９ 以後、条例に規定されてい
る正しい様式を使用してい
る。

　 10

＊

重度認知症対応型通所介護
事業補助金の交付申請におい
て、文書管理システムへの記
録がされていないものがあっ
た。また、確定通知書におい
て、補助金確定額算出根拠等
の記載がもれているものが
あった。

１～10 社会福祉法、社会
福祉法人に対する助成の手続
に関する条例、補助金等交付
規則、文書管理規則等に基づ
き、要綱の見直しも含め、適
正に処理されたい。

10 以後、新規起案でなく収受
起案として文書管理システム
に記録している。記載もれに
ついては、適正に処理してい
る。

 介護保険料の賦課徴収及
び減免

１ 介護保険料還付（充当）通
知書の発付起案において、文
書取扱主任の押印がもれてい
るものがあった。

１ 　確認後、押印した。
以後、適正に処理してい

る。

２

＊

平成29年度介護保険料の減
免決定起案において、公印管
理者の押印がもれているもの
が見受けられた。

１～２ 文書管理規則、公
印規程等に基づき、適正に処
理されたい。

２ 　確認後、押印した。
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

 テンミリオンハウス事業 １ 平成30年度テンミリオンハ
ウス事業計画書において、提
出期限である平成29年12月１
日を過ぎて提出している団体
が見受けられた。

１ 期限内に提出するよう団体
に対し指導した。

以後、適正に処理してい
る。

２

＊

平成28年度テンミリオンハ
ウス運営事業実績報告におい
て、収支計算書と収支会計明
細書の区分が一致していない
ものがあった。

１～２ 団体への指導を適
切に行い、適正に処理された
い。

２ 正しい処理について団体に
対し指導した。また、課内に
おいても複数人で確認を行っ
ている。
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監　査　項　目

 予算の執行 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 契約事務担当者に対して研
修を行い、契約事務規則等の
順守の徹底を図った。

指摘内容全般について、再
発防止のため、課内会議にお
いて周知した。

 公印の管理 １

＊

公印押なつ簿において、公
印管理者の押印がなかった。

公印規程に基づき、適正に
処理されたい。

１ 　確認のうえ押印した。
以後、公印規程に基づき、

管理者の許可、確認印を得た
うえで使用している。

 委託料の執行 １ 契約締結兼支出負担行為伺
書において、誤った決裁権者
により決裁されたものが見受
けられた。

１ 正しい決裁権者による決裁
を行った。

契約事務担当者に対して研
修を行い、契約事務規則等の
順守の徹底を図った。

２ 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、軽微な記載の誤りが見
受けられた。

２ 契約事務担当者に対して研
修を行い、契約事務規則等の
順守の徹底を図った。

　 ３

＊

契約締結報告書兼経過調書
において、決裁が私印で行わ
れているものが見受けられ
た。

１～３ 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。

　

３ 契約事務担当者に対して研
修を行い、日付入決裁印規程
等の順守の徹底を図った。

 補助金等の交付 １ 補助金交付決定起案におい
て、会計管理者の合議がもれ
ているものが多数見受けられ
た。

また、部長の決裁がもれて
いるものが見受けられた。

１ 部長決裁及び会計管理者合
議について処理した。

事務担当者に対して研修を
行い、事務専決規程等の順守
の徹底を図った。

１　定期監査（平成29年度事務の監査　第２回）（平成30年６月７日報告）措置事項

指　摘　事　項　等 措　置　事　項

健康福祉部障害者福祉課
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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 リフトタクシー運行事業補
助金において、請求書が交付
決定より前に提出されている
もの、実績報告書が定められ
た期限内に提出されていない
ものがあった。

２ 事務担当者に対して研修を
行い、補助金交付要綱等の順
守の徹底を図り、交付団体に
対し、期限内に実績報告書を
提出するよう指導した。

３ 重度身体障害者グループ
ホーム事業運営費補助金等に
おいて、社会福祉法に基づく
条例で定める手続ではなく、
補助金等交付規則等で定める
手続により補助金を交付して
いるものが見受けられた。

３ 事務担当者に対して研修を
行い、「社会福祉法人に対す
る助成の手続に関する条例」
の順守について徹底を図っ
た。

４ 障害者グループホーム運営
事業医療体制強化補助金にお
いて、助成申請書に収受印の
押印がもれているものが見受
けられた。

４ 収受印は、確認のうえ押印
した。

事務担当者に対して研修を
行い、文書管理規則等の順守
の徹底を図った。

５ 放課後等デイサービス等施
設賃借料等補助金において、
交付申請額を訂正しているも
のがあった。

５ 事務担当者に対して研修を
行い、会計事務規則等の順守
の徹底を図った。

交付団体に対し、金額訂正
を行わないよう指導した。

６

＊

補助金の実績報告におい
て、報告起案を行っていない
ものが見受けられた。

１～６ 社会福祉法人に対
する助成の手続に関する条
例、文書管理規則、事務専決
規程等に基づき、適正に処理
されたい。

６ 事務担当者に対して研修を
行い、各補助金交付要綱及び
文書管理規則等の順守の徹底
を図った。

【監査意見】
 （社会福祉法人に対する
 補助金交付要綱の見直し
 について）

１ 社会福祉法の規定により、
社会福祉法人に対して補助金
を支出する場合は、条例で定
める手続に従わなければなら
ないとされている。このこと
について、前回監査（平成25
年度）で指摘し、その後、要
綱改正が一部行われたものも
あるが、見直しは未だ完了し
ていない。速やかに見直しを
行い、適正に処理されたい。

１ 自治法務課と協議のうえ、
改正の準備を進めていく。
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監　査　項　目 指　摘　事　項　等 措　置　事　項

 補助金等の交付
【監査意見】
 （障害者（児）ショート
 ステイ運営費補助金につ
 いて）

２ 補助金の交付額は、予算の
範囲内として算定基準を明記
していない。しかし、実際に
は、利用ベッド数等に基づく
算定基準により交付額を決定
していることから、補助金交
付額の算定基準を要綱上明記
することを検討されたい。

２ 自治法務課と協議のうえ、
改正の準備を進めていく。

 障害者自立支援給付等事
業

１ 総合支援法自己負担等算出
シートにおいて、決裁がもれ
ているものがあった。

１ 事務担当者に対して研修を
行い、事務専決規程等の順守
の徹底を図った。

２ 障害者グループホーム等支
援事業実施要綱において、障
害者総合支援法に対応した要
綱の改正がなされていなかっ
た。また、要綱で定められた
帳票名が実際に使用されてい
るものと異なっているものが
見受けられた。

２ 自治法務課と協議のうえ、
改正の準備を進めていく。帳
票については、要綱で定めら
れたものを使用するよう担当
者に周知した。

３ 障害者グループホーム等家
賃助成事業実施要綱におい
て、障害者総合支援法に対応
した要綱の改正がなされてい
なかった。

３ 自治法務課と協議のうえ、
改正の準備を進めていく。

４ 重度身体障害者グループ
ホーム事業実施要綱におい
て、民法改正に対応した要綱
の改正がなされていなかっ
た。

４ 自治法務課と協議のうえ、
改正の準備を進めていく。

５ 補装具費給付の判定依頼書
において、専用市長印を押印
して送付しているが、公印押
なつ簿に記録がなく、公印管
理者の確認のないものが見受
けられた。

５ 公印押なつ簿への記載及び
確認印を押印した。

以後、公印規程に基づき、
管理者の許可、確認印を得た
うえで使用している。

６ 適合報告書において、課長
印を押印して送付している
が、公印押なつ簿に記録がな
く、公印管理者の確認のない
もの、送付日が確認できない
ものが見受けられた。

６ 公印押なつ簿への記載及び
確認印を押印した。

以後、公印規程に基づき、
管理者の許可、確認印を得た
うえで使用している。
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監　査　項　目 指　摘　事　項　等 措　置　事　項

 障害者自立支援給付等事
業

７ 補装具業者登録通知書にお
いて、補装具業者登録変更届
出書の申請から登録決定及び
通知までに日数を要している
ものが見受けられた。

７ 事務担当者に対して研修を
行い、今後は申請後、速やか
に決定通知を発送するよう、
担当者に指導を行った。

８

＊

身体障害者福祉法施行細則
において、身体障害者福祉法
の改正に対応した細則の改正
がなされていなかった。

１～８ 法改正に伴う要綱
等の規定の見直しを早急に行
うとともに、公印規程等に基
づき、適正に処理されたい。

８ 自治法務課と協議のうえ、
改正の準備を進めていく。

 みどりのこども館管理運
営事業

１ モニタリングの一次評価結
果の提出において、部長の決
裁がなかった。

１ 担当者に対して研修を行
い、「モニタリング指針」に
記載の決裁権者を確認し、徹
底を図った。

２

＊

事業計画書及び収支予算
書、事業報告書及び決算報告
書の収受登録及び決裁が行わ
れていなかった。

１～２ 公の施設のモニタ
リングに関する指針、文書管
理規則等に基づき、適正に処
理されたい。

２ 指定管理者からの定例報告
については、速やかに収受登
録のうえ、決裁を行うよう担
当者に周知した。
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健康福祉部健康課

監　査　項　目

 予算の執行 １ 歳入調定書兼調定額通知書
が起票されていないものが見
受けられた。

１ 指摘後、調定書は起票し
た。

以後、課内で認識を共有
し、適正に処理している。

２ 支出負担行為伺書（単価契
約）において、物品取扱主任
ではない者が物品主任欄に押
印しているもの、起票日より
前の日付を履行期間としてい
るもの、決裁日が起票日から
１か月以上経っているものが
見受けられた。

２ 物品主任欄には、確認のう
え物品取扱主任が押印した。

また、履行期間及び決裁日
については、契約事務規則等
に基づき課内で認識を共有
し、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、物品主任印、決
裁印がもれているもの、起票
日よりも決裁日が前のもの、
件名が誤っているもの、納期
の設定を誤っているものが
あった。

３ 物品主任印、決裁印は確認
のうえ押印した。件名及び納
期の誤りについて訂正した。

４ 契約締結兼支出負担行為伺
書において、業者指定理由を
入力しているが、指定理由の
ない契約締結兼支出負担行為
伺書を出力して決裁している
もの、３万円以上の消耗品の
購入において、１人から見積
りを徴取して契約を行ってい
るが、特命随意契約を行う根
拠が記載されていないもの、
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、納品後に起票して
いるものが見受けられた。

４ 特命随意契約や競争見積合
せの必要な契約及び伝票の出
力方法等、契約事務規則に基
づいた事務処理について、課
内で認識を共有した。

以後、適正に処理してい
る。

５ 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
り及びもれが多数見受けられ
た。

５ 確認のうえ、鉛筆書きは
ボールペンで記載し、誤記載
等については修正を行った。

１　定期監査（平成29年度事務の監査　第２回）（平成30年６月７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

 予算の執行 ６ 見積書兼請書において、収
入印紙の貼付のもれ及び消印
がないもの、暴力団等排除措
置に関する特約書・仕様書の
添付がないもの、消費税の表
記が誤っているもの、伺書の
決裁前に見積りを依頼してい
るもの、代表者名が誤ってい
るもの、工期の記載がもれて
いるもの、業者の訂正印なく
代表者名等を訂正しているも
の、修正液で訂正しているも
の、軽微な記載の誤り及びも
れが見受けられた。

６ 収入印紙については、業者
に依頼し貼付させた。記載も
れについては確認のうえ補記
した。事務処理について課内
で再確認し、契約事務規則に
基づき処理を行うよう周知徹
底した。

７ 仕様書において、件名が
誤っているもの、契約締結兼
支出負担行為伺書と見積書兼
請書で内容が異なっているも
のがあった。

７ 仕様書を作成するにあた
り、常に最新版を保存するよ
う課内で認識を共有した。

以後、適正に処理してい
る。

８ 契約締結報告書兼経過調書
において、決定しなかった業
者の見積書兼請書が添付され
ていないもの、予定価格・比
較価格を修正しているもの、
納期を変更しているもの、軽
微な記載の誤りが見受けられ
た。また、合議先の契約締結
兼支出負担行為伺書決裁日よ
り前に契約確定しているも
の、決裁がもれているもの、
日付を遡って決裁を行ってい
るもの、私印で決裁されてい
るものが見受けられた。

８ 記載項目の修正や誤りにつ
いて、補記した。決裁もれに
ついては確認のうえ押印し
た。

契約事務規則等に基づき処
理するよう課内で認識を共有
した。

以後、適正に処理してい
る。

９ 電話機の増設及び移設を工
事費ではなく修繕費で、シー
ルの作成を印刷製本費ではな
く消耗品費で契約していた。

９ 歳出科目について確認する
とともに、不明な場合等は財
政課に相談し、適正な科目を
選択し処理するよう周知徹底
した。

10 帳票印刷において、同日起
票、同一仕様、同一業者の分
割発注による契約があった。

10 契約事務規則に基づき、適
正な契約を行うよう課内で認
識を共有した。

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

 予算の執行 11 特注の消耗品について、単
価契約を行わず、複数回、特
命随意契約で購入していた。

11 契約内容について、よく検
討し、作成数、発注回数等に
合わせて適正な契約方法を選
択するよう課内で認識を共有
した。

12 東京都からの交付金関係等
文書において、収受印がもれ
ているものが見受けられた。

12 収受印について、確認のう
え押印した。

以後、文書回付時に複数人
で確認するとともに、文書管
理規則に基づき適正に処理し
ている。

13 東京都への実績報告書の提
出起案等において、施行日の
記載がもれているものが見受
けられた。

13 施行日を確認し、記載し
た。

以後、文書管理規則に基づ
き適正に処理している。

14 専用市長印を、用途にない
光熱水費の請求に使用してい
た。

14 公印規程における専用市長
印の用途を順守し、以後、光
熱水費の請求については総務
課市長印を使用している。

15 課長の決裁なく、冊子等の
購入申込をしているものが見
受けられた。

　

15 購入手順を再確認し、課内
で認識を共有した。

以後、契約事務規則に基づ
き適正に処理している。

＊ １～15 会計事務規則、契
約事務規則、文書管理規則、
公印規程等に基づき、適正に
処理されたい。

【監査意見】
 （予防接種負担金に係る
 歳入について）

１ 平成28年度に収納されるべ
き他市区からの負担金の納入
が出納整理期間中に完了せ
ず、平成29年度の歳入となっ
た。過去においても、同様の
事態が発生していることか
ら、再発防止策を早急に検討
し、適正に処理されたい。

１ 負担金支出の対象となる予
診票の点検や医療機関への問
合せ等に時間がかかり、手続
きが遅れてしまったが、今後
は確認作業を分担し、点検効
率を上げ、他市区への通知を
速やかに行い、再発防止に努
める。
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監　査　項　目 指　摘　事　項　等 措　置　事　項

 予算の執行
【監査意見】
 （事務の適正な処理につ
 いて）

２ 財務に関する事務におい
て、誤り及び不備が多数見受
けられた。また、度重なる納
期の変更や、発注日の当日納
品など、契約業者への負担が
大きな契約も見受けられた。
再発防止のため、職員へ効果
的な研修、指導を実施すると
ともに、チェック体制の強化
について速やかに検討された
い。

２ 契約事務においては、契約
事務規則、マニュアル等を再
確認し、課内で周知徹底し
た。また、事業ごとに配置し
ている係長級によるチェック
体制を強化した。

平成30年９月には、会計課
職員による会計事務研修を事
務担当職員全員参加により実
施した。

 資金前渡 １ 研修会参加費において、参
加者による立替払が行われて
いた。

１ 資金前渡処理について、禁
止事項を含め課内で認識を共
有した。

以後、適正に処理してい
る。

２

＊

資金前渡整理簿において、
軽微な記載の誤りがあった。

１～２ 会計事務規則等に
基づき、適正に処理された
い。

２ 記載誤りについて、確認の
うえ訂正した。

以後、課内で認識を共有
し、適正に処理している。

 郵券類の管理 １

＊

切手管理簿において、軽微
な記載の誤り及びもれが見受
けられた。

　適正に管理されたい。

１ 記載誤り及びもれについて
補記した。

以後、課内で認識を共有
し、適正に管理している。

 委託料の執行 １ 高齢者肺炎球菌予防接種チ
ラシ封入委託（単価契約）に
おいて、業務完了後に契約締
結伺書を起票していた。

１ 契約事務規則に基づき、適
正な契約を行うよう課内で認
識を共有した。

以後、適正に処理してい
る。

２ 契約締結伺書において、指
定理由を入力しているが、指
定理由のない契約締結伺書を
出力して決裁しているもの、
履行期間が誤っているもの、
仕様書（契約書）の添付がな
いものが見受けられた。

２ 伝票の出力方法についてマ
ニュアルを確認し、課内に周
知した。

履行期間は訂正し、仕様書
は添付した。

３ 契約締結伺書において、
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多数見受
けられた。

３ 確認のうえ、鉛筆書きは
ボールペンで記載し、記載も
れについては追記した。
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監　査　項　目 指　摘　事　項　等 措　置　事　項

 委託料の執行 ４ 契約締結兼支出負担行為伺
書において、履行期間が誤っ
ているもの、仕様書の添付が
ないもの、軽微な記載のもれ
が見受けられた。

４ 履行期間の誤記載の訂正、
仕様書の添付、記載もれ箇所
への追記を行った。

５ 支出負担行為伺書（単価契
約）において、決裁日が起票
日から２か月以上経っている
もの、私印で決裁されている
もの、決裁がもれているもの
が見受けられた。

５ 私印による決裁、決裁もれ
について、確認のうえ課長日
付印を押印した。

以後、課内で認識を共有
し、適正に処理している。

６ 見積書兼請書において、収
入印紙の貼付がもれているも
の、特記仕様書が最新でない
もの、代表者印ではなく社判
が押印されているもの、軽微
な記載のもれが見受けられ
た。

６ 収入印紙は業者に依頼し貼
付させ、契約確定日等は記載
した。

以後、課内で認識を共有
し、適正に処理している。

７ 契約締結報告書兼経過調書
において、私印で決裁されて
いるもの、軽微な記載の誤り
が見受けられた。

７ 私印決裁は、確認のうえ課
長日付印を押印した。

以後、課内で認識を共有
し、適正に処理している。

８ 委託契約書において、収入
印紙の貼付がもれているも
の、専用市長印を押印してい
るもの、割印（市長印）がも
れているものがあった。

８ 収入印紙は業者に依頼し、
貼付させた。また、専用市長
印の用途を順守するよう課内
に周知した。

以後、適正に処理してい
る。

９ 支払時期が明記されていな
い事務費等を年度当初に支
払っているものが見受けられ
た。

９ 仕様書等に支払時期を明記
するよう課内に周知徹底し
た。

10 仕様書において、履行期間
等、記載の誤りが見受けられ
た。また、仕様書で指定され
た期日内に予定表が提出され
ていないものが見受けられ
た。

10 仕様書を作成する際に複数
人でチェックし、対応してい
る。また、委託内容を見直
し、提出物について精査した
うえで、提出期限を守るよう
指導していく。
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監　査　項　目 指　摘　事　項　等 措　置　事　項

 委託料の執行 11 こうのとり学級事業実施要
綱において、助産師会に関す
る記載がもれていた。また、
委託契約書（助産師）に、補
助員への支払について記載が
なかった。

11 早急に要綱改正を行う。ま
た、補助員への支払につい
て、支出伝票に項目として記
載していたが、実際は対象外
であったため、契約書の記載
はそのままとし、支出伝票の
項目から除外した。

　 12      ＊ 委託契約において、提出さ
れた報告書に収受印が押印さ
れていないもの、決裁がもれ
ているものが多数見受けられ
た。

12 収受印及び決裁もれについ
て、確認のうえ押印した。

以後、課内で認識を共有
し、適正に処理している。

＊ １～12 印紙税法、契約事
務規則、文書管理規則、公印
規程等に基づき、適正に処理
されたい。

 補助金等の交付 １ 妊婦健康診査受診費助成に
おいて、助成金の算定に誤り
があった。

１ 速やかに助成金の返還処理
を行う。

引き続き、複数人での確認
を徹底する。

２ 妊婦健康診査受診費助成交
付申請書において、申請者の
押印又はサインのないものが
見受けられた。

２ 受付時及び集計時の確認を
徹底する。押印がもれている
場合、ご本人に連絡のうえ対
応している。

３ 休日・全夜間診療事業補助
金交付申請書において、要綱
で定められている様式にない
項目が記載されていた。

３ 要綱に規定されている様式
を使用するよう指導した。

４ 補助金交付申請書におい
て、申請者の所在地が記載さ
れていないもの、収受印の押
印がもれているもの、記載事
項の一部がもれているものが
見受けられた。

４ 収受印については確認のう
え押印した。記載もれについ
ては、交付団体に対し記載す
るよう指導した。

５ 補助金交付決定通知書（指
令書）において、補助金交付
根拠である各補助要綱名の記
載がないものが多数見受けら
れた。また、補助金等交付規
則に規定する指令書と文言が
相違しているものが多数見受
けられた。

５ 交付決定通知書には根拠と
なる要綱名を記載し、指令書
は補助金等交付規則の様式を
順守する。
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監　査　項　目 指　摘　事　項　等 措　置　事　項

 補助金等の交付 ６ 補助金交付決定において、
施行日が不明なものが見受け
られた。

６ 施行日について、確認のう
え追記した。

以後、課内で認識を共有
し、適正に処理している。

７ 補助金（助成金）の交付決
定通知書に専用市長印を押印
しているものが見受けられ
た。

７ 公印規程における専用市長
印の用途を順守し、以後、総
務課市長印を使用している。

８ 公印管理者の欄に代決権の
ない者が押印していた。

８ 以後、公印規程、事務専決
規程に基づき、適正に処理し
ている。

９ 交付決定額が800万円を超
える補助金で、分割交付が行
われていないものがあった。

９ 平成30年度から指令書に分
割交付時期及び金額を明記し
ている。

10 ウイルス性肝炎予防対策費
補助金交付要綱において、様
式の改正が行われていなかっ
た。

10 　早急に要綱改正を行う。

11 平成29年度よい歯のための
集い事業補助金において、実
績報告書が期限内に提出され
ていなかった。

11 交付団体に対し、期限内に
提出するよう指導した。

12 平成28年度各種補助金実績
報告書において、記載事項の
一部がもれているもの、期限
内に提出されていないもの、
収受印の押印がもれているも
のが見受けられた。

12 収受印について、確認のう
え押印した。また、交付団体
に対し、実績報告書の内容及
び期限内の提出について指導
した。

　 13     一般社団法人武蔵野市医師
会補助金において、平成28年
度補助金実績報告書が提出さ
れていなかった。

13 実績報告書の提出に関して
は医師会に働きかけている。

＊ １～ 13 補助金等交付規
則、要綱等に基づき、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

 がん検診等事業 １ 契約締結依頼書兼支出負担
行為伺書において、起票日が
誤っていた。

１ 起票日について、確認のう
え訂正した。

２ 子宮がん検診精密検査受診
状況票、がん検診申込書、検
査結果報告書、医療機関追加
通知等において、収受印が押
印されていないものが見受け
られた。

２ 収受印について、確認のう
え押印した。

３ 乳がん検診委託契約書にお
いて、支払時期が明記されて
いない検診事務費を年度当初
に一括で支払っていた。

３ 平成31年度（2019年度）委
託契約分から支払時期を明記
した。

４ 乳がん検診委託（単価契
約）仕様書、子宮体がん検診
医薬品（単価契約）仕様書に
おいて、実施していない項目
が記載されていた。

４ 平成31年度（2019年度）委
託契約分から不要な項目につ
いて削除した。

５

＊

特定健康診査受診勧奨はが
きの送付起案において、合議
先である市民部保険課長の合
議がもれていた。

１～５ 契約事務規則等に
基づき、適正に処理された
い。必要に応じて仕様書等の
見直しも検討されたい。

５ 　保険課長の合議を得た。
以後、適正に処理してい

る。

【監査意見】
 （がん検診の受診率向上
 について）

１ がん検診の受診率向上に向
けた取組を行っているが、受
診率は横ばいの状況が続いて
いる。がんの早期発見・早期
治療につなげるため、効果的
な対策を行い、受診率向上に
努められたい。

１ がんによる死亡率減少を目
指し、肺がん検診の実施医療
機関の拡充、胃・肺セット検
診や土曜日のがん検診を引き
続き実施する。

また、平成31年度（2019年
度）には、乳がん検診対象者
に対し、特定の年齢だけでな
く全員に個別受診勧奨通知を
送付し、受診者の利便性、受
診率の向上を図ることとし
た。
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教育部教育企画課

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、納期の設定が
誤っているもの、指定合議先
の決裁日より前に契約確定し
ているもの、決裁日より前に
発注しているもの、３万円以
上の消耗品の購入において、
１人から見積もりを徴収して
契約を行っているが、特命随
意契約を行う根拠が記載され
ていないもの、軽微な記載の
誤りが見受けられた。

１ 契約事務規則に基づいた決
裁事務等について、課内に周
知した。特命随意契約の根拠
は追記し、記載の誤りは訂正
した。

以後、決裁時に確認を徹底
することで、再発防止に努
め、適正に処理している。

２ 支出負担行為伺書（単価契
約）において、決裁日より前
に納品されているものがあっ
た。

２ 契約事務規則に基づいた決
裁事務等について、課内に周
知し、以後、適正に処理して
いる。

３

＊

見積書兼請書において、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。また、契約金額（消費税
額）を訂正しているもの、合
計欄の記載がもれているも
の、仕様書との間に割印がな
いもの、契約締結兼支出負担
行為伺書の決裁後に仕様書の
内容を変更しているものが
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 業者訂正箇所は、業者に訂
正を依頼し、記載もれは追記
した。仕様書の修正について
は、課内で認識を共有し、以
後、適正に処理を行ってい
る。

 資金前渡 １

＊

教育委員会交際費につい
て、直ちに支払う予定がない
１万円を超える現金を保管し
ている期間があった。また、
資金前渡整理簿において、支
払の記載もれを追記し、日付
を遡って決裁しているものが
あった。

会計事務規則等に基づき、
適正に処理されたい。

１ 支出が取りやめになった場
合は、速やかに部長口座に入
金するよう徹底した。

また、資金前渡整理簿への
記入についても、都度決裁を
するよう徹底し、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２回）（平成30年６月７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

 公印の管理 １

＊

公印押印簿において、公印
管理者の押印がなかった。

教育委員会公印規程に基づ
き、適正に処理されたい。

１ 　確認のうえ押印した。
以後、その都度、公印管理

者が押印し、適正に処理して
いる。

 委託料の執行 １ 契約締結伺書において、私
印で決裁されているものが
あった。

１ 以後、私印による決裁を行
わないよう徹底している。

２ 見積書兼請書において、仕
様書及び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、仕様書との間に割
印がないもの、仕様書の件名
が誤っ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 記載内容を確認のうえ、業
者に依頼し訂正した。

以後、契約事務規則等に
従って適正に処理している。

３

＊

契約締結報告書兼経過調書
において、課長決裁欄を修正
テープで訂正しているもの、
私印で決裁されているものが
見受けられた。

１～３ 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。

３ 以後、修正テープによる訂
正、私印による決裁を行わな
いよう徹底し、適正に処理し
ている。

【監査意見】
　(自家用電気工作物保安
 管理業務委託について)

１ 平成29年度の保安管理業務
は、平日作業の内容で契約し
ていたが、学校行事予定等に
より一部休日作業となり、割
増料金が発生した。今後は、
契約条件内で作業ができるよ
う、日程調整を適切に行われ
たい。
　

１ 学校行事等の事情により、
委託業務予定日に作業が困難
となる際には、早急に教育委
員会に情報を提供するよう、
改めて要請をした。

 管外出張旅費の支給 １ 出張命令書において、出張
日までに決裁が済んでいない
もの、原本が保管されていな
いものが見受けられた。ま
た、日当の計算に誤りのある
ものがあった。

１ 日当の計算誤りについて
は、差額の戻入処理を行っ
た。出張命令書の決裁は、余
裕を持って回すよう部内に周
知徹底し、出張命令書の原本
は、教育企画課で保管する旨
の文書を主管課に返却する出
張命令書に添付した。

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

 管外出張旅費の支給 ２ 出張復命書が提出されてい
ないもの、速やかに提出され
ていないもの、私印で決裁さ
れているものが見受けられ
た。また、出張復命書におい
て、代表者の印がもれている
ものがあった。

２ 代表者印がもれているもの
については、押印させた。ま
た、私印での決裁は行わない
よう周知徹底し、以後、出張
終了後、速やかに出張復命書
を提出する旨の文書を出張命
令書を主管課に返却する際に
添付している。

３

＊

管外出張において、宿泊料
として算定すべき食事料相当
額を食事料として支給してい
た。

１～３ 一般職の職員の旅
費に関する条例、教育委員会
事務局処務規程等に基づき、
適正に処理されたい。

３ 食事料相当額を支給する場
合、査定時に出張命令書に食
事料相当額と記載があること
を確認し、宿泊料として算定
する旨、周知徹底した。

以後、適正に処理してい
る。
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教育部指導課

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、３万円以上の消
耗品の購入において、１人か
ら見積もりを徴取して契約を
行っているが、特命随意契約
を行う根拠が記載されていな
いものが見受けられた。

１ 鉛筆書きは、ボールペンで
記載し、特命随意契約の根拠
は追記した。

マニュアル等を再確認し、
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を訂正し
ているもの、納期等の記載が
もれているものが見受けられ
た。

２ 記載もれは、確認のうえ追
記した。

マニュアル等の再確認を課
内に周知し、以後、適正に処
理している。

３

＊

契約締結報告書兼経過調書
において、見積書兼請書を徴
取せず契約を締結しているも
の、起票日より前の日付で決
裁しているもの、軽微な記載
の誤りが見受けられた。

１～３ 契約事務規則等に
基づき、適正に処理された
い。

３ 記載誤りは訂正し、マニュ
アル等の再確認を課内に周知
した。

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、
異なる節のものを１枚の様式
に記載しているもの、軽微な
記載の誤り及びもれが見受け
られた。また、資金前渡受者
確認印について、精算時にま
とめて押印しているもの及び
押印がもれているものが見受
けられた。

会計事務規則に基づき、適
正に処理されたい。

１ 記載誤り及び記載もれは訂
正し、資金前渡受者の確認印
のもれについては、押印し
た。係内で手順を確認し、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
書において、設計内訳書等の
算定資料の添付のないものが
あった。

１ 確認のうえ、資料を添付し
た。

１　定期監査（平成29年度事務の監査　第２回）（平成30年６月７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 見積書兼請書において、収
入印紙の貼付がもれているも
の、特記仕様書及び暴力団等
排除措置に関する特約書が添
付されていないもの、市長名
が新市長名に訂正されていな
いもの、業者の訂正印なく訂
正しているもの、軽微な記載
のもれが見受けられた。

２ 収入印紙は業者に依頼し貼
付させた。市長名及び記載も
れは、確認のうえ補記した。
マニュアル等の再確認を課内
に周知し、以後、適正に処理
している。

３ 委託料の支払を分割して
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、履行期間が適切でないも
のがあった。

３ 仕様書への記載事項につい
て確認し、課内に周知徹底し
た。

平成31年度（2019年度）委
託契約分から支払方法を明記
した。

４

＊

契約締結報告書兼経過調書
において、契約確定日の記載
が誤っているもの、契約確定
日より前に起票しているもの
が見受けられた。

１～４ 印紙税法、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。

４ 契約確定日について、確認
のうえ訂正した。

以後、マニュアル等に従
い、適正に処理している。

 補助金等の交付 １ 校長会補助金において、個
人のクレジットカードを使用
して物品等の購入を行ってい
るものが見受けられた。

１ クレジットカードの使用
等、補助金活用時の禁止事項
について、事務担当者に周知
した。

２ 補助金の交付申請書及び実
績報告書において、収受印を
押印していないものが多数見
受けられた。

２ 収受印について、確認のう
え押印した。

以後、適正に処理してい
る。

３ 副校長会補助金において、
交付決定起案の決裁日より指
令日が前の日付となってい
た。

３ 事務手順について見直し、
処理方法について周知徹底し
た。

以後、適正に処理してい
る。

４

＊

補助金交付において、補助
金等交付規則に規定する指令
書と文言が相違しているもの
が見受けられた。

４ 指令書を修正し、交付する
ことを課内で統一した。

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

 補助金等の交付 ５ 児童活動費補助金及び生徒
活動費補助金において、決算
報告の起案がされていなかっ
た。

５ 指摘後、速やかに決算報告
を起案した。

６

＊

オリンピック・パラリン
ピック教育推進補助金で購入
した備品において、備品登録
されていないものが見受けら
れた。

１～６ 補助金等交付規
則、文書管理規則等に基づ
き、適正に処理されたい。

６ 備品登録を行うよう該当校
に連絡し、登録を確認した。

以後、適正に処理してい
る。

 セカンドスクール事業 １ プレセカンドスクール実地
踏査報告書及び生活指導員等
申請書において、収受印のな
いものが見受けられた。

１ 収受印について、確認のう
え押印した。

以後、適正に処理してい
る。

２ 生活指導員等実績報告書に
おいて、収受印のないもの、
実績報告の起案がなされてい
ないものが見受けられた。

２ 収受印について、確認のう
え押印した。

事務手順書に実績報告を起
案する旨、記載した。

以後、適正に処理してい
る。

３

＊

支払証明、医療費助成払い
戻し申請用証明書、生活指導
員等依頼に公印を押印して送
付しているが、公印管理者の
確認印がないものが見受けら
れた。
　

１～３ 文書管理規則、教
育委員会公印規程等に基づ
き、適正に処理されたい。

３ 公印管理者の確認印につい
て押印した。

係内で事務手順を再確認
し、以後、適正に処理してい
る。

【監査意見】
 （指導主事への合議につ
 いて）

１ セカンドスクールの生活指
導員等実績報告書等におい
て、担当者によって指導主事
への合議の取扱いが異なって
いた。指導主事への合議に関
し、課内での取扱いの統一を
図られたい。

１ 係内で事務手順書を作成
し、統一基準を決めた。

以後、統一基準に則り、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

 ＩＣＴ機器の運用 １ 教育用システム（ＰＣ教
室）運用報告の起案及びＩＣ
Ｔサポーター業務月報におい
て、決裁がもれているものが
あった。

１ 決裁もれについて、確認の
うえ決裁した。

係内で事務手順を再確認
し、以後、適正に処理してい
る。

２ 教育用システムサーバ機器
等運用保守業務委託の履行確
認書において、公印を押印し
て通知しているが、公印管理
者の確認印がなかった。

２ 公印管理者の確認印につい
て押印した。

係内で事務手順を再確認
し、複数人による確認を行っ
ている。

３ むさしの学校緊急メール登
録率状況報告書及び図書館サ
ポーター実績報告書におい
て、収受印の押印がないもの
が見受けられた。

３ 収受印について、確認のう
え押印した。

以後、適正に処理してい
る。

４

＊

教職員対象情報セキュリ
ティ研修実施起案及び情報セ
キュリティ対策外部点検実施
結果の報告起案において、施
行日の記載がなかった。

１～４ 文書管理規則、教
育委員会公印規程等に基づ
き、適正に処理されたい。

４ 施行日について、確認のう
え追記した。

以後、適正に処理してい
る。
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教育部教育支援課

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、納期の設定が
誤っているもの、軽微な記載
の誤りが見受けられた。

１ 納期の誤りについては、確
認後直ちに訂正した。

以後、複数人での確認を行
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、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 該当箇所については、業者
から訂正印を徴した。

以後、契約事務研修資料を
活用し、契約事務規則等に基
づき適正に処理している。

３

＊

契約締結報告書兼経過調書
において、軽微な記載の誤り
が見受けられた。

１～３ 契約事務規則等に
基づき、適正に処理された
い。

３ 契約締結報告書兼経過調書
の記載誤りについて訂正し
た。

以後、複数人での確認を行
い、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

＊

切手管理簿において、記録
のもれ及び軽微な記載の誤り
が見受けられた。

様式の見直しを図り、適正
に処理されたい。

１ 切手管理簿への記載もれ及
び誤りについては、確認後直
ちに訂正した。また、切手受
払票の様式を見直し、平成30
年度から新様式で運用してい
る。

以後、切手等の受払時は複
数人で確認し、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
者の訂正印なく記載事項を訂
正しているものがあった。

１ 該当箇所については、業者
から訂正印を徴した。

以後、委託等契約の手引き
を活用し、契約事務規則等に
基づき適正に処理している。

２

＊

仕様書において、件名が
誤っているものがあった。

１～２ 契約事務規則等に
基づき、適正に処理された
い。

２ 件名誤りは訂正し、業者か
ら訂正印を徴した。

以後、委託等契約の手引き
を活用し、契約事務規則等に
基づき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２回）（平成30年６月７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
【監査意見】
 （高等学校等修学給付金
 の支給対象について）

１ 高等学校等修学給付金にお
いて、都立高等学校等被災生
徒支援給付金など同種の給付
金を支給されている場合は支
給対象にならないが、確認の
仕組みが整備されていなかっ
た。対応策を検討し、早急に
改善されたい。

１ 申請書に同種の給付金を支
給されていない旨を申告する
欄を設けるよう様式を改正し
た。

また、当該内容について案
内資料への記載をするなど周
知に努めている。

２ 高等学校等修学給付金にお
いて、平成29年度の当初予算
額は720万円だったが、予算
が不足し、560万円の増額補
正を行った。今後は、当初予
算における適切な予算見積り
に努められたい。

２ 事業初年度で申請者数が見
込みを上回ったことにより不
足額が発生したものであり、
以後、予算編成において実績
等を考慮して適切な予算編成
に努めている。

 扶助費（就学援助費・特
別支援教育就学奨励費）
の支給

１ 武蔵野市就学援助費受給資
格認定申請書において、判定
基準の記載が誤っているもの
が見受けられた。

１ 該当する申請書を確認のう
え、判定基準の記載を修正し
た。

以後、判定基準の記載につ
いて、複数職員によるチェッ
クを行っている。

２

＊

３年以上保存文書につい
て、決裁用枠印（ゲタ判）に
より起案しているものが見受
けられた。

１～２ 要綱、文書管理規
則等に基づき、適正に処理さ
れたい。

２ 以後、当該文書について
は、起案を行う運用とした。

 特別支援学級の運営 １

＊

スクールバス運行日誌にお
いて、下校便の乗車場所や発
着時刻の記載もれが見受けら
れた。

　適正に処理されたい。

１ 該当する運行日誌の記載も
れについては、下校便の乗車
場所及び発着時刻を確認のう
え修正した。

以後、複 数職員に よる
チェックを行っている。

【監査意見】
 （スクールバス運行日誌
 の確認について）

１ スクールバス運行日誌にお
いて、定期的な決裁が行われ
ていなかった。乗車児童の状
況把握や業務内容の確認のた
め、定期的な確認を行われた
い。

１ 該当する運行日誌について
は、以後、乗車児童の状況や
業務内容の確認を行ったうえ
で、月次で決裁を行ってい
る。
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武蔵野陸上競技場スタンド下等改修工事

財務部管財課

監　査　項　目

１

＊

武蔵野陸上競技場スタンド
下等改修工事の指名競争入札
において、前払金の率を明示
していなかった。

公共工事の前払金取扱要綱
に基づき、適正に処理された
い。

１ 以後、指名競争入札におい
ても前払金の率を入札説明書
に記載している。

２

＊

武蔵野陸上競技場スタンド
下等改修に伴う設計業務委託
において、契約締結伺書に添
付されている指定理由書の指
定理由に軽微な記載の誤りが
あった。
　
　適正に処理されたい。

２ 特命随意契約における指定
理由書においては、付箋を貼
付するなどしてチェック体制
を強化し、再発防止を図って
いる。
また、各主管課への指導を

強化し、改善を図っていくた
め、随意契約ガイドラインを
作成している（平成30年度末
完成予定）。

２　定期監査[工事](平成29年度執行分）（平成30年４月９日報告）措置事項

指　摘　事　項　等 措　置　事　項
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武蔵野陸上競技場スタンド下等改修工事

財務部施設課

監　査　項　目

１

＊

武蔵野陸上競技場スタンド
下等改修に伴う設計業務委託
において、契約締結伺書に添
付されている指定理由書の指
定理由に軽微な記載の誤りが
あった。

　　適正に処理されたい。

１ 以後、複数人によるチェッ
ク体制の強化を行い、適正に
処理している。

【監査意見】 １ 改修工事では設計図と現場
施工とが一致しない場合が
多々ある。現場で行った改善
点等をもれなく反映した竣工
図を、最終図面として保管さ
れたい。

１ 工事発注時の特記仕様書の
中で完成図書として竣工図
（製本及び電子データ）の提
出を求めており、改修工事の
際の設計業務等に活用してい
る。

２　定期監査[工事](平成29年度執行分）（平成30年４月９日報告）措置事項

指　摘　事　項　等 措　置　事　項
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武蔵野陸上競技場スタンド下等改修工事

教育部生涯学習スポーツ課

監　査　項　目

１

＊

武蔵野陸上競技場スタンド
下等改修に伴う設計業務委託
において、契約締結伺書に添
付されている指定理由書の指
定理由に軽微な記載の誤りが
あった。
　
　適正に処理されたい。

１ 対応策（契約内容、仕様
書、指定理由書との突合・確
認）について係内において周
知をし、注意喚起を図った。

以後、適正に処理してい
る。

２　定期監査[工事](平成29年度執行分）（平成30年４月９日報告）措置事項

指　摘　事　項　等 措　置　事　項
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総務部総務課

監　査　項　目

 予算の執行
【監査意見】
 （図書購入の予算科目につ
 いて）

１ 図書の購入については、原
則として備品費の図書購入費
で購入し、雑誌や定期刊行
物、短期間で改訂版が出るよ
うな本で、使用できる期間が
短いものは消耗品で購入する
こととなっているが、備品と
消耗品の区分が庁内で統一さ
れていない。「短期間」がど
の程度の期間を指すのか等、
基準を明確にし、全庁に周知
されたい。

１ （平成29年度第１回措置事項
報告）

「短期間」の考え方につい
ては、１年程度の期間で「年
度版」等として改訂されるも
のと考えている。ただし、１
年を超えても定期的に購入す
るものは消耗品と考える。

財務会計ハンドブックの表
記等全庁への周知について
は、財政課と協議を行ってい
る。なお、平成29年度事務事
業評価の対象事業として図書
登録全体の見直しを予定して
いる。

（その後の措置事項）
図書登録については、平成

31年度（2019年度）から図書
の有効活用の仕組みを廃止す
るとともに、３万円以上の図
書は財務会計システムの備品
管理に一元化することとし
た。平成30年度末に全庁説明
会を行う予定である。なお、
図書の管理及び有効利用に関
する規程については改正中で
あり、財務会計ハンドブック
も改訂する予定である。

 郵券類の管理
【監査意見】
 （各課での郵券類の管理等
 について）

１ 郵便切手受払簿の様式、記
載方法及び確認方法、並びに
郵便切手等の保管方法につい
て全庁的なルールが定められ
ていない。また、定期監査を
行う中で、使用枚数と比較し
て、大量の切手を保管してい
る課が見受けられた。郵券類
の購入及び管理方法につい
て、ルール化できないか検討
し、ルール化した場合には、
全庁に周知されたい。

１ （平成29年度第１回措置事項
報告）

保管切手の適正な管理につ
いては、適正量の購入や受払
簿での管理等、文書取扱主任
研修にて再確認した。管理方
法のルール化については、郵
便切手受払簿について、全庁
統一様式で管理できるよう検
討を行っている。

指　摘　事　項　等 措　置　事　項

３　措置事項報告書措置未終了事項の措置事項

　（１） 定期監査（平成28年度事務の監査　第１回）
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監　査　項　目 指　摘　事　項　等 措　置　事　項

（その後の措置事項）
平成30年３月に事務連絡を

発出し、全庁に対して切手の
適正管理を求めた。

また、平成30年４月１日か
ら文書管理規則第11条を改正
し、郵便切手受払簿の統一様
式を定め、全庁的な管理を
行っている。

 経済センサス １

＊

統計調査員の登録につい
て、統計調査員候補者登録要
綱と異なる取扱いを行ってい
た。

要綱の規定が実態に合わな
いならば、要綱の見直しも検
討されたい。

１ （平成29年度第１回措置事項
報告）

要綱の見直しについて検討
を行っている。

（その後の措置事項）
平成30年３月に当該要綱を

全部改正し、要綱に則した取
扱いとした。

 その他
【監査意見】
 （内部統制制度への対応
 について）

１ 現在、リスク管理を強化す
るため、内部統制制度導入の
ための法整備が進められてい
る。国の動向にも留意し、リ
スクマネジメント強化に努め
られたい。また、文書管理や
発行物に誤りがないよう、
チェック体制を再確認された
い。

１ （平成29年度第１回措置事項
報告）

内部統制については、リス
クマネジメント強化月間、個
人情報関係課調整会の運営、
職員研修、職員ポータルアン
ケート機能 による セルフ
チェック等の対策を続けてお
り、今後も国の動向にも注意
しつつ、必要な検討・対策を
進めていく。

（その後の措置事項）
新たに導入される内部統制

制度については、研修会に参
加したほか、導入義務のある
自治体の動向等に留意してい
る。なお、リスクマネジメン
ト強化月間、職員研修、セル
フチェック等のリスク管理の
取組みを継続した。

文書管理については、文書
取扱主任等への研修を引き続
き行っている。また、発行物
の誤り防止のために、チェッ
クシートを活用し、複数人及
び所属長の確認等を行ってい
る。
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総務部人事課

監　査　項　目

 予算の執行
【監査意見】
 （預金口座残高の定期的な
 確認について）

１ 人件費等の支出において、
控除金や過払戻入金等を保管
するための課長口座等がある
が、残高の定期的な確認が行
われておらず、内容が明らか
でない残高が発生していた。
今後は、定期的に残高確認を
行うとともに、不明な残高に
ついては、適切に処理された
い。

１ （平成29年度第１回措置事項
報告）

口座については、定期的に
確認を行うこととした。不明
な残高については、一般会計
の雑入で処理する予定であ
る。

（その後の措置事項）
不明な残高については、雑

入で処理した。
以後、定期的に通帳の記帳

をし、その都度、残高確認を
行っている。

 出張旅費の支給
【監査意見】
 （旅費の算定基準の明確
 化について）

１ 航空賃については、国家公
務員等の旅費に関する法律に
準じて算定しているとのこと
だが、その根拠となる規定が
ない。また、随行職員の取り
扱いも明確になっていない。

旅費の調整についても、こ
れまでの事例を積み上げたも
のを、内規として取り扱って
おり、基準が明確とはいえな
い。

出張旅費については、他自
治体でのカラ出張等の問題も
あり、適正な処理が求められ
ている。旅費の算定を適正に
行うため、基準を明確化する
とともに、周知について検討
されたい。

１ （平成29年度第１回措置事項
報告）

武蔵野市一般職の職員の旅
費に関する条例第23条第１
項、別表第２に基づき、国家
公務員等の旅費に関する法律
の相当職の級の額としてい
る。

旅費調整の内規について
は、都度起案を行ってきた。
整理及び基準の明確化につい
て、多岐にわたる項目の精査
から取り組んでいるところで
ある。

（その後の措置事項）
基本的事項や取扱い基準を

まとめたマニュアルとして、
「管外出張の手引き」及び
「旅費の標準的取扱いＱ＆
Ａ」を作成し、平成30年10月
に事務連絡及び職員ポータル
の全庁キャビネットに掲載
し、全庁周知を行った。以
後、取扱い変更の都度、起案
を行うとともに、マニュアル
の更新を行うこととした。

指　摘　事　項　等 措　置　事　項

３　措置事項報告書措置未終了事項の措置事項

　（１） 定期監査（平成28年度事務の監査　第１回）
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監　査　項　目 指　摘　事　項　等 措　置　事　項

 職員の能力開発
【監査意見】
 （自主研修グループの助成
 について）

１ 自主研修グループの助成と
して、講師謝礼金の助成がお
こなわれているが、自主研修
助成要領の助成の内容では、
講師又は指導者のあっせんと
なっている。「あっせん」と
「謝礼金の助成」では、解釈
が異なる可能性があるので、
より分かりやすい表現への見
直しを検討されたい。

１ （平成29年度第１回措置事項
報告）

「あっせん」という表現
は、講師又は指導者への「謝
礼金の助成」を含むという解
釈のもと使用しているが、異
なる解釈の可能性も考慮し、
適切な表現を検討中である。

（その後の措置事項）
講師謝礼金のほか、講師等

のあっせんを依頼した際にか
かる手数料等も助成の対象と
しているため、「講師又は指
導者のあっせん」とは別に、
「講師又は指導者への謝礼
金」を平成30年度中に追記す
る予定である。

38



監　査　項　目

 情報セキュリティ対策 １

＊

武蔵野市情報セキュリティ
対策基準において、軽微な記
載の誤りが見受けられた。

要領等で定められた内容に
従い、適正に処理されたい。

１ （平成29年度第１回措置事項
報告）

今年度予定している対策基
準の改定において、誤記の訂
正もあわせて行う予定であ
る。

（その後の措置事項）
平成30年４月に実施した対

策基準の改定において、指摘
のあった事項に関する誤記の
訂正を行った。

指　摘　事　項　等 措　置　事　項

３　措置事項報告書措置未終了事項の措置事項

　（１） 定期監査（平成28年度事務の監査　第１回）

総務部情報管理課
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監　査　項　目

 補助金の交付 １

＊

スズメバチ等駆除助成金交
付申請書兼請求書では、領収
証と写真を添付することと
なっているが、要綱の本文中
に、写真の添付についての規
定がない。

現行の要綱について、規程
の見直しを図る等、適正に処
理されたい。

１ （平成29年度第１回措置事項
報告）

平成29年度中に要綱を改正
して写真の添付について追記
する。自治法務課と調整中で
ある。

（その後の措置事項）
平成29年２月に要綱を改正

した。

指　摘　事　項　等 措　置　事　項

３　措置事項報告書措置未終了事項の措置事項

　（１） 定期監査（平成28年度事務の監査　第１回）

環境部環境政策課

40



環境部ごみ総合対策課

監　査　項　目

 郵券類の管理
【監査意見】
 （図書券・テレホンカー
 ドの管理について）
 

１ 図書券・テレホンカード
は、金庫に保管しており、管
理簿や棚卸記録等で管理して
いるが、確認の決裁がなかっ
た。所属長は、定期的に確認
を行い、適正に管理された
い。なお、テレホンカードに
ついては、ここ数年受払の実
績がないことから、有効な活
用についても検討されたい。

１ （平成29年度第１回措置事項
報告）

記載内容を確認し、台帳に
ついては定期的に確認の決裁
を行っている。

また、テレホンカードにつ
いては、ごみ減量標語の記念
品としての活用などを検討し
ている。

（その後の措置事項）
ごみ減量標語の募集を終了

することとなったため、当面
記念品としての活用予定が無
くなった。適切な処分の方法
を検討し、実施する。

 補助金等の交付
【監査意見】
 （資源物集団回収事業補
 助金について)
 

１ 資源物集団回収事業補助金
は、補助金の使途が要綱で定
められておらず、登録団体へ
の補助金の額は、資源物の重
量により決定される仕組みと
なっている。また、登録事業
者に対しても重量による補助
金が交付されているが、登録
団体から回収事業者へ手数料
や謝礼を支払っている団体も
ある。この補助金は地域活動
に有効に活用されている例も
あるが、昭和53年から行われ
ている事業で、開始当時とは
資源物回収の形態が変化して
いることから、補助金のあり
方を含めて、見直しを検討さ
れたい。

１ （平成29年度第１回措置事項
報告）

集団回収事業については、
「ごみ収集の在り方等検討委
員会」において、あるべき姿
について検討をしている。そ
の検討の方向性を踏まえ見直
しの検討を行う。

団体からの回収事業者への
手数料・謝礼金の支払につい
ては、要綱に使途についてを
規定しているものではない
が、団体から書類を提出して
もらう時には団体から回収事
業者への謝礼金等の支払が望
ましいものではないとこれま
で通り伝えている。

指　摘　事　項　等 措　置　事　項

３　措置事項報告書措置未終了事項の措置事項

　（１） 定期監査（平成28年度事務の監査　第１回）
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監　査　項　目 指　摘　事　項　等 措　置　事　項

（その後の措置事項）
「ごみ収集の在り方等検討

委員会」から平成30年9月に
最終報告書が提出され、その
中で「補助金及び制度の位置
付けについては、行政収集等
の見直し後に検討を継続しま
す」と記載されている。この
ことを受け て平成 31年度
（2019年度）に検討委員会を
新たに設置し、事業の詳細に
ついて検討を行う予定であ
る。

 補助金等の交付
【監査意見】
 （資源物集団回収事業補
 助金の申請と決定の時期
 について)

２ 平成27年度資源物集団回収
事業補助金において、平成28
年４月以降に提出された申請
に対して、私印決裁により平
成28年３月31日付けで補助金
の交付決定を行っている。申
請の時期等事務処理につい
て、見直しをされたい。

２ （平成29年度第１回措置事項
報告）

補助金の対象事業として
は、各年度内に実施された事
業を、当該年度の補助事業と
してとらえている。

そのため、具体的な措置と
しては、事業実施終了後に提
出される申請書の提出日を現
年度中とし、それを受けた補
助金の交付決定起案の決裁日
は年度末の３月31日とし、指
令書の日付も年度内の３月31
日とした。

ただし、現在はこのような
方法で行っているが、今後、
より適切な方法について検討
していく。

（その後の措置事項）
「補助金等の交付」監査意見
１のとおり平成31年度（2019
年度）に検討委員会を設置す
る予定であり、その際に、本
事業の補助金の支出のあり方
についても検討を行う予定で
ある。
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監　査　項　目 指　摘　事　項　等 措　置　事　項

 喫煙マナーアップ事業
【監査意見】
 （喫煙スペースの検討に
 ついて)
 

１ マナーポイントは、受動喫
煙の課題、及び設置場所の都
合により廃止されたが、受動
喫煙の影響がない形での喫煙
スペースの設置については、
今後も、様々な観点から検討
されたい。

１ （平成29年度第１回措置事項
報告）

現状も、駅周辺において、
受動喫煙の影響のない形での
マナーポイントの設置は、場
所の確保の困難により依然と
して設置には至っていない。
しかし、引き続き社会状況を
踏まえながら、行政が設置す
ることのみを想定するのでは
なく、民間事業者が設置する
マナーポイントへの補助等を
含めて検討を行っている。

（その後の措置事項）
平成30年度に健康増進法が

改正されるとともに、都受動
喫煙防止条例が制定され、喫
煙をめぐる状況が大きく変化
した。特に都条例において
は、原則店舗内等での禁煙が
定められたことで、路上禁煙
地区を設定している駅前周辺
の路上での喫煙についての対
応が求められている。そのた
め、マナーポイントの設置に
ついて、様々な観点からその
可能性を探るべく、環境部参
事及び関係各課の課長からな
る「喫煙対策庁内調整会議」
を設置し、検討を行っている
ところである。今後も、施設
そのものの必要性を前提とし
て、検討を継続して行ってい
くものである。
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監　査　項　目

 公園使用・占用許可及び
公園占用料の徴収
【監査意見】
 （鎌田公園の管理に関す
 る規定について)
 

１ 前回監査において「鎌田公
園については、他の市立公園
と異なる形での管理運営がな
されているので、その管理方
法について、市立公園条例施
行規則の改正その他の適切な
規定の在り方について見直し
を検討されたい。」との意見
を付している。鎌田公園は土
地所有者の多大なる好意によ
る無償の借地公園で、所有者
の意向により、１年毎の賃貸
借契約であることから、規定
を定めることが難しい状況と
のことであるが、引き続き、
土地所有者と協議を行って、
土地利用の見通しを把握し、
適正な対応を検討されたい。

１ （平成29年度第１回措置事項
報告）

市立鎌田公園は、土地所有
者の多大なる好意により無償
の借地公園として開設されて
いる。現段階で土地利用の意
向や将来計画が定まっていな
いため、相手側の申出に対応
できるよう、土地賃貸借契約
は１年毎の更新としている。

老朽化した擁壁の改修に合
わせて、機能転換や賃貸借契
約の見通しなどについて、土
地所有者と協議を行う予定で
ある。

（その後の措置事項）
市立鎌田公園の土地所有者

と今後の土地利用の見通しにつ
いて協議を続けていたところ、所
有者より土地の返還の申し出を
受けた。このことを受け、平成31
年（2019年）5月15日をもって公
園を廃止することとなった。
公園の廃止をもって武蔵野市
立鎌田公園運営要綱を廃止す
る。

指　摘　事　項　等 措　置　事　項

３　措置事項報告書措置未終了事項の措置事項

　（１） 定期監査（平成28年度事務の監査　第１回）

環境部緑のまち推進課
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財務部管財課

監　査　項　目

１

＊

武蔵野市民文化会館改修に
伴う実施設計業務委託、武蔵
野市民文化会館改修工事、武
蔵野市民文化会館改修工事に
伴う機械設備工事、武蔵野市
民文化会館改修に伴う工事監
理業務委託の契約において、
契約締結依頼書で処理してい
るが、「支出負担行為伺」と
明記されたものがなく、支出
負担行為が明確でなかった。

支出負担行為手続規則に基
づき、適正に処理されたい。

１ （平成29年度第１回措置事項
報告）

各年度の支出時に支出負担
行為を行っており、契約金額
全体での支出負担行為を行っ
ていなかった。

現状では財務会計システム
では対応できていないため、
手書きで加筆し修正した。

債務負担行為の案件におい
て今後も同様のことが生じる
ため、システム対応の可否を
含めて検討する。

（その後の措置事項）
債務負担行為の場合におい

ても、契約締結依頼書兼支出
負担行為伺書として出力され
るよう、平成30年３月にシス
テム改修を行った。

指　摘　事　項　等 措　置　事　項

３　措置事項報告書措置未終了事項の措置事項

　（２） 定期監査[工事]（平成28年度執行分）
　　武蔵野市民文化会館改修工事及び武蔵野市民文化会館改修工事に伴う機械設備工事
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公益財団法人　武蔵野市福祉公社

監　査　項　目

 管理運営 １

＊

情報管理システム情報セ
キュリティ実施手順書、事故
対応マニュアルにおいて、組
織名、職務名等の誤りが見受
けられた。

会計処理規程等に基づき、
適正に処理されたい。

１ （平成29年度第１回措置事項
報告）

内容の精査を含め実態に合
わせ、修正を行う予定であ
る。

（その後の措置事項）
情報管理システム情報セ

キュリティ実施手順書、事故
対応マニュアルを修正した。

【監査意見】
 （契約手続きの適正な処
 理について）

１ 契約締結にあたり、見積合
せを行っていないものが多く
見受けられた。また、委託仕
様書において、作業回数が記
載されていないものや業務内
容が的確に記載されていない
ものが見受けられた。契約事
務処理の見直しを図られた
い。

１ （平成29年度第１回措置事項
報告）

平成29年度契約から事務を
精査している。見積合せの基
準を作成する予定である。

（その後の措置事項）
見積合せの基準を作成し

た。
以後、基準に基づき適正に

処理している。

 （就業規則の整備につい
 て）

２ 公社準職員就業規則におい
て、引用条項の誤りが見受け
られた。また、超過勤務手当
の支給において、１か月の超
過勤務時間が60時間を超えた
場合の賃金の割増しについて
の規定がなかった。賃金は重
要な労働条件であるため、速
やかに就業規則の見直しを行
われたい。

２ （平成29年度第１回措置事項
報告）

就業規則の全面的な見直し
を検討している。

（その後の措置事項）
平成30年４月１日施行で

パートタイム職員就業規則を
改正した。

指　摘　事　項　等 措　置　事　項

３　措置事項報告書措置未終了事項の措置事項

　（３） 平成28年度財政援助団体等監査
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健康福祉部高齢者支援課

監　査　項　目

 指定管理者 １

＊

年度協定において、基本協
定の引用条項に誤りがあっ
た。
　
　適正に処理されたい。

１ （平成29年度第１回措置事項
報告）

年度協定の見直しを行って
いる。平成30年度の年度協定
において対応予定である。

（その後の措置事項）
平成30年度以降の年度協定

において対応している。

２

＊

指定管理者が行うべき小規
模サービスハウスの利用の承
認を市長が行っていた。

北町高齢者センター条例に
基づき適正に処理できるよ
う、手続き方法等の見直しを
行われたい。

２ （平成29年度第１回措置事項
報告）

条例に沿って、指定管理者
による承認となるよう手続き
方法を改めるべく、指定管理
者と準備を進めており、平成
29年度末までに対応する予定
である。

（その後の措置事項）
条例に沿って、指定管理者

による承認となるよう手続き
方法を改めるべく、指定管理
者と協議している。

【監査意見】
 （高齢者総合センター施
 設貸出しについて）

１ 年度協定において、高齢者
総合センター施設貸出要綱に
規定する事業を指定管理者の
管理業務に含めているが、指
定管理者の業務の範囲は条例
で定めることとなっているの
で、法令に沿った対応を検討
されたい。

１ （平成29年度第１回措置事項
報告）

高齢者総合センター施設貸
出要綱については廃止した。
指定管理者において、新たに
貸出規定を整備し、法令に
沿った対応に改める予定であ
る。

（その後の措置事項）
指定管理者において、法令

に沿った対応として、新たに
貸出規定を整備した。

指　摘　事　項　等 措　置　事　項

３　措置事項報告書措置未終了事項の措置事項

　（３） 平成28年度財政援助団体等監査
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公益社団法人　武蔵野市シルバー人材センター

監　査　項　目

 管理運営
【監査意見】
 （物品等の帳簿の整備につ
 いて）

１ 財務規程で定められている
消耗什器備品管理簿、少額ソ
フトウェア管理簿、消耗品受
払簿、材料品受払簿、貸与品
整理簿等が備えられていな
かった。財務規程に定められ
た必要な帳簿を備えるととも
に、必要のない帳簿について
は、規程から削除する等の見
直しを図られたい。

１ （平成29年度第１回措置事項
報告）

消耗什器備品管理簿につい
ては帳簿を備えた。

その他の帳簿については、
運営上必要性がないと認めら
れることから、今年度中に規
程の改正を実施する予定であ
る。

（その後の措置事項）
財務規程を改正し、管理す

る物品を「消耗什器備品」
「消耗品」「材料品」とし
た。運用としては、「消耗什
器備品」は管理簿により管理
し、「消耗品」「材料品」に
ついては、当用買いとするこ
とで、記録を省略している。

指　摘　事　項　等 措　置　事　項

３　措置事項報告書措置未終了事項の措置事項

　（３） 平成28年度財政援助団体等監査
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市民部交流事業課

監　査　項　目

 補助金等の交付
【監査意見】
  (国際交流協会運営費補
 助金の交付について)
 

１ 国際交流協会運営費補助金
交付要綱において、国際交流
協会の運営に要する経費の一
部を補助することとされてい
るが、平成27年度の補助金額
が運営費を上回っている。補
助金については、特定の補助
対象事業等に対し、その補助
目的に従って交付されるもの
であり、対象事業費を上回る
補助金は望ましくない。国際
交流協会運営費補助金につい
て、査定方法や交付方法等の
見直しも検討されたい。

１ （平成29年度第２回措置事項
報告）

平成28年度補助金の返還処
理を実施した。

補助金査定及び交付につい
ては、毎月の幹部会議（理事
長、事務局長と交流事業担当
部長、課長補佐）にて事業の
実施状況を確認するとともに
次年度の計画について意見交
換を行ったうえで判断するこ
ととする。

（その後の措置事項）
補助金査定及び交付につい

ては、毎月の幹部会議（理事
長、事務局長と交流事業担当
部長、課長補佐）にて事業の
実施状況を確認するとともに
次年度の計画について意見交
換を行い、判断している。

また、平成31年度（2019年
度）から協会の財務体制を見
直し、公益事業会計補助金の
精算処理を行う運用に改め
る。

 （日本武蔵野センターの
 運営体制について)
 

２ 日本武蔵野センター運営費
補助金については、交付申請
書、実績報告書及び財務月次
報告の提出が期限内に行われ
ないことが常態化している。
補助金を規程に基づいて適正
に管理執行できるよう、セン
ターの運営体制の強化を図ら
れたい。

２ （平成29年度第２回措置事項
報告）

日本武蔵野センター所長に
事務指導を行い、現地事務支
援要員による事務支援を行っ
た。現地法人の運営体制等の
抜本的改善をブラショフ市と
ともに調整している。

（その後の措置事項）
所長人事を調整するため、

平成31年２月に現地を訪問
し、現地自治体と方向性につ
いて同意した。新体制に移行
し、運営体制の強化を図って
いる。

指　摘　事　項　等 措　置　事　項

３　措置事項報告書措置未終了事項の措置事項

　（４） 定期監査（平成28年度事務の監査　第２回）
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監　査　項　目 指　摘　事　項　等 措　置　事　項

 国際交流事業
【監査意見】
 （今後の青少年交流事業
 について)

１ 青少年の海外派遣事業は、
異文化に接することで、国際
理解を深め、将来、グローバ
ルな市民として育っていくこ
とを目的として実施している
が、近年、海外渡航経験があ
る者も多く参加している実態
がある。青少年交流の原点に
立ち返り、本来の趣旨に沿っ
た事業となるよう団員の選考
のあり方の見直しを検討され
たい。

また、中国青年の翼親善使
節団では定員に満たない状況
が見られる。応募が少ない原
因を分析し、今後の事業のあ
り方を検討されたい。

１ （平成29年度第２回措置事項
報告）

2020年オリンピック・パラ
リンピック東京大会を展望
し、更なる市民の多文化共生
と国際理解の推進ののため、
本来の趣旨に立ち返り、事業
内容の見直しを行った。ま
た、参加者の選考において
は、初心者を優先し、多くの
市民が参加できるよう検討し
ていく。

中国との交流事業について
は、平成30年度より休止し、
市民ニーズの高い事業を実施
していく。

（その後の措置事項）
2020年オリンピック・パラ

リンピック東京大会を展望
し、更なる市民の多文化共生
と国際理解の推進のため、引
き続き事業内容の見直しと選
考方法の見直しを行い、多く
の市民が参加できるよう研究
していく。
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都市整備部交通対策課

監　査　項　目

 自転車等対策事業
【監査意見】
 （自転車駐車場の今後の
 対応について)
 

１ 公共等の有料駐輪場の約半
数は民地（借地）であり、そ
の約半数は年度ごとの賃貸借
契約となっており契約が更新
されない可能性がある。恒久
的な自転車駐車場用地の確保
に努めるとともに、閉鎖とな
る自転車駐車場については、
利用者への周知を適切に行わ
れたい。

１ （平成29年度第２回措置事項
報告）

公共交通機関等との連携・
共存や駐輪場の利用実態も含
めた目標整備台数を整理し、
目標整備台数に向けて、引き
続き、恒久的な用地の確保に
努め、駐輪場を整備してい
く。

閉鎖となる駐輪場について
は、周辺駐輪場の案内を含
め、速やかに利用者への周知
を図っていく。

（その後の措置事項）
閉鎖となる自転車駐車場に

ついては、ホームページ、場
内掲示のほか、複数回にわた
り、自転車へのビラ配布等利
用者への周知を行った。

平成29年度には、中町の市
有地に中町第３自転車駐車
場、中町第４自転車駐車場を
整備した。平成30年度は中町
第１・第２自転車駐車場を整
備中である。

また、民間企業と連携し、
市が建設費を一部負担するこ
とで、民間駐車場から民間駐
輪場への転換も行い、駐輪場
を確保している。

指　摘　事　項　等 措　置　事　項

３　措置事項報告書措置未終了事項の措置事項

　（４） 定期監査（平成28年度事務の監査　第２回）
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監　査　項　目

 工事請負契約事務
【監査意見】
 （施設課が主管する工事
 に係る基準の統一化につ
 いて)
 

１ 施設課における工事契約の
手続については、平成21年10
月に管財課が制定した少額工
事事務取扱要綱及び管財課が
発した同要綱の運用について
の事務連絡を参考にして行わ
れているが、帳票の作成方法
等について、管財課が作成し
た工事契約マニュアル（平成
26年６月）の内容と整合して
いない点が見受けられた。工
事契約に係る事務が効率的に
行われるよう、施設課とも協
議のうえ、基準の統一化を図
られたい。

１ （平成28年度第２回措置事項
報告）

主管課契約及び施設課契約
の内容について、マニュアル
の改訂に向け、現在施設課と
協議している。

　 １ （平成29年度第２回措置事項
報告）

工事契約マニュアルを平成
29年度内に改訂する。

（その後の措置事項）
平成30年３月に工事請負契

約マニュアルの改訂を行っ
た。

指　摘　事　項　等 措　置　事　項

３　措置事項報告書措置未終了事項の措置事項

　（５） 定期監査（平成27年度事務の監査　第２回）

財務部管財課
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防災安全部防災課

監　査　項　目

 防災施設整備
【監査意見】
 （備蓄倉庫・防災倉庫の
 定期的な点検等について）

１ 備蓄倉庫・防災倉庫の実査
において、作動しない換気扇
や不要となったブラウン管テ
レビがあったほか、災害対策
用器具が天井近くまで積んで
あり、使用しにくい状態に
なっているものがあった。備
蓄倉庫・防災倉庫について、
万一の災害の発生に備え、定
期的な状態の点検、整理、備
蓄品の棚卸等の基準を定めて
管理し、点検等の記録を残す
ことを検討されたい。

１ （平成28年度第２回措置事項
報告）

作動しない換気扇について
は、平成29年度に修繕を行う
予定である。不要となったブ
ラウン管テレビについては、
今年度中に廃棄を行うため、
契約手続中である。備蓄倉庫
棟について、定期的な状態の
点検、整理等は実施している
ところであり、基準を定めて
管理し、点検等の記録を残す
ことについては、検討中であ
る。

１ （平成29年度第２回措置事項
報告）

作動しない換気扇は平成29
年度に修繕実施済みである。
不要となったブラウン管テレ
ビは平成28年度に廃棄実施済
みである。備蓄倉庫は物品の
確認、資機材の配置換え、不
要な資機材の廃棄を平成29年
度より実施している。

なお、定期的な点検等の基
準については、引き続き検討
中である。

（その後の措置事項）
備蓄倉庫は平成29年度よ

り、防災倉庫は平成30年度よ
り物品の確認、資機材の配置
替え、不要な資機材の廃棄を
実施している。

なお、防災・備蓄倉庫整理
等年間予定表に基づき、倉庫
点検表を用いて定期的な点検
を行っている。

指　摘　事　項　等 措　置　事　項

３　措置事項報告書措置未終了事項の措置事項

　（５） 定期監査（平成27年度事務の監査　第２回）
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監　査　項　目 指　摘　事　項　等 措　置　事　項

 総合防災訓練の実施
【監査意見】
 （災害時行動マニュアル
 の整備について)
 

１ 総合防災訓練は、災害時に
災害対策本部の各部がどのよ
うに行動するかについてのマ
ニュアルが十分に整備されて
いない中での訓練となってい
る。各部における災害時行動
マニュアルを策定し、マニュ
アルに基づいて効率的に訓練
を実施することを検討された
い。

１ （平成28年度第２回措置事項
報告）

平成29年度に「災害対策本
部設置・運営マニュアル」
「情報収集・伝達マニュア
ル」「広報マニュアル」を作
成する予定である。

１ （平成29年度第２回措置事項
報告）

平成29年度内に「災害対策
本部設置・運営マニュアル」
「情報収集・伝達マニュア
ル」「広報マニュアル」を作
成する予定で作業を進めてい
る。

各部における災害時行動マ
ニュアルについては、検討を
進めている。

（その後の措置事項）
平成29年度に「災害対策本

部設置・運営マニュアル」
「情報収集・伝達マニュア
ル」「広報マニュアル」を作
成した。

各部における災害時行動マ
ニュアルについては、検討を
進めている。
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監　査　項　目

 補助金 １

＊

運営費補助金の決定通知に
おいて、交付の根拠を補助金
等交付規則としているが、様
式番号及び関係条文は、テン
ミリオンハウス事業実施要綱
のものであった。

交付の根拠を明確にし、規
定の整合性を図られたい。

１ （平成27年度第１回措置事項
報告）

テンミリオンハウス事業実
施要綱の様式の見直しを進め
ている。

　 １ （平成28年度第２回措置事項
報告）

自治法務課と協議のうえ、
平成29年４月１日付でテンミ
リオンハウス事業実施要綱の
様式を改正予定。

１ （平成29年度第２回措置事項
報告）

平成29年度中に補助金の見
直しを予定していたため、テ
ンミリオンハウス事業採択・
評価委員会設置要綱と併せて
平成29年度中に改正する。

（その後の措置事項）
平成30年３月５日付けで、

テンミリオンハウス事業実施
要綱の第５号様式を改正し、
指摘事項について改善した。

指　摘　事　項　等 措　置　事　項

３　措置事項報告書措置未終了事項の措置事項

　（６） 平成26年度財政援助団体等監査

健康福祉部高齢者支援課
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