
監査結果に基づき港区長等が講じた措置 

 

 平成３０年度定期監査（前期）の結果に基づき講じた措置について、港区長等から通知

がありました。 

 

平成３1 年４月２６日 

 

第１ 公表の範囲 

平成 30 年度定期監査(前期)(実施期間：平成 30 年 4 月 4 日から同年 6 月 11 日まで）

の結果に基づき講じた措置について港区長等から通知を受けた事項 

 

第２ 公表の概要 

平成 30 年度定期監査(前期)において指摘した事項 6 件、意見事項 28 件について通知

を受けた。 

 

１ 事案専決規程に基づく決裁処理の指導について 

【企画経営部 企画課】 

ア 指摘の内容 

定期監査（前期）対象部局の平成29年度の支出負担行為に関する事業原議等について、副区 

長専決の事案を課長決裁で処理したもの保健福祉支援部1件、部長専決の事案を課長決裁で処

理したもの保健福祉支援部1件、街づくり支援部1件、計3件あった。 

この件は、平成27年度の定期監査から指摘としてきたところである。 

企画経営部では、昨年度の監査意見を踏まえ、平成29年8月に該当課へのヒアリングと指導 

を実施するとともに、「事案専決規程違反ゼロ絶対実現計画について」を各課長あて通知した。

平成29年9月1日からは、全職員向けに毎月月初にグループウェアの掲示板を通じて、「事案

専決規程違反ゼロ絶対実現計画について」を繰り返し周知することで適正な事務処理について

全庁挙げて取り組みを進め、効果を上げていると考えている。 

事案専決規程は、事務処理のルールを定める区の根幹となる規程である。組織を所掌し、事 

務処理改善を全庁的に推進する企画経営部として、決裁処理が確実に改善されるよう、誤った

処理を行った所管課はもとより、全所管部局に対して、引き続き指導されたい。 

 

イ 講じた措置の概要 

ご指摘を重く受けとめ、該当課（3課）へのヒアリング（実施日：8/16（木）、8/17（金）・ 

ヒアリング時間：1課30分）を実施し、原因を究明するとともに再発防止に向けた指導を行い
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ました。引き続き、毎月月初にグループウェアの掲示板を通じた「事案専決規程違反ゼロ絶対

実現計画」を周知するとともに、四半期ごとに各課長に「自己検査」の実施を促すなど、事案

専決規程の遵守に向け指導・強化してまいります。 

さらに、本年度からは、毎年6～7月に行われる職員向けの実務担当者研修において、事案 

   専決規程についての研修を追加し、周知の取組をさらに強化しました。 

なお、ご指摘のありました平成29年度の事業原議等計3件については、全て決裁区分を適正 

なものに改めたことを確認しております。 

今後とも、港区事案専決規程の遵守に向け指導を徹底してまいります。 

 

２ 支出に係る証拠書類の取扱い等に関する指導について 

【会計室】 

ア 指摘の内容 

定期監査（前期）対象部局の平成29年度の支出に係る証拠書類（見積書、請書兼検査証兼請 

求書、納品書等）において、鉛筆で記載されていたものが23件、日付が空欄だったもの32件、 

納品書等原本を保存していないものが4件、履行等確認日から支出命令書の起票日まで3か月 

以上かかったものが15件、現金出納簿の記載等に誤りがあるものが18件あった。 

また、備品についても備品シール未出力が27件、保管場所が未入力又は不明確なものが437 

件あった。 

会計事務に関しては、これまでも職員の経験年数・職層等に応じた説明会や、各部局に対す 

る訪問指導を実施し、適正な事務処理の徹底に取り組んできたと理解しているが、十分な改善 

には至っていない。 

会計書類の適切な作成と迅速な処理について、誤った処理をした所管課はもとより、全所管 

部局に対して、引き続き指導を徹底すべきである。 

 

イ 講じた措置の概要 

定期監査における不適正処理の指摘が顕著な所管課には職員が直接出向き、係長等へのヒア 

リングを通して、原因の究明や再発防止に向けた指導・アドバイスを行いました。 

全庁に向けては、平成30年8月10日付けで全課に対し、納品書や見積書等の支出に係る証 

拠書類が整理保管されているか確認するとともに、見積書、請書兼検査証兼請求書、納品書等 

に鉛筆や消せるペンで記載した箇所がないか、日付が空欄になっていないか等を課内で重点的 

に確認すること、会計自己検査を着実に実施すること等について通知し、不適正処理の発生防 

止に向けた取組を強化しました。 

また、平成30年8月14日には、総合支所や保健所の各課庶務担当係長に対し、定期監査で 

連続して指摘を受けている事項と具体的な内容について情報提供するとともに、不適切な会計 

処理の防止に向けた取組を強化するよう注意喚起しました。 

今後も、全部局に対して、日常の審査業務や出納業務、備品管理業務を通して不適正処理の 

未然防止に向けたアドバイスや注意喚起を積極的に行うとともに、会計知識の習得の機会とな 

る係長向け、職員向けの実務担当者研修など、あらゆる機会を捉え、会計書類の適切な作成と 
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迅速な処理が行われるよう、指導を徹底してまいります。 

 

３ 清算事務の遅延について 

【教育委員会事務局学校教育部 教育指導課】 

ア 指摘の内容 

「第69回全国人権・同和教育研究大会」（旅行日：平成29年12月1日～3日）については、 

清算日が平成30年3月29日、「平成29年度初任者宿泊研修会(指導主事・幼稚園教員分)」（旅 

行日：平成29年8月1日～3日）については、清算日が平成30年3月27日で処理されていた。 

会計事務規則第86条では、その用件終了後5日以内に清算書を会計管理者に提出しなければ 

ならないとされている。清算手続きについては、会計事務規則に基づく適正な処理を行われた 

い。 

 

イ 講じた措置の概要 

ご指摘いただいた事項については、清算金額が発生しない旅費であったことにより安易に清 

算処理を放置してしまったこと、担当者の会計事務の基礎的な知識が不足していたこと、確認 

体制の不備があったこと等から生じたものです。 

指摘を重く受け止め、今後は「財務会計の手引き」を活用しながら改めて職場のＯＪＴ、課 

内研修などで職員の会計事務に関する知識の習得に努めるとともに、係長や課長によるチェッ 

クの強化などにより、適正な事務処理に取り組んでまいります。 

 

４ 保守点検における指摘事項への対処について 

【産業・地域振興支援部 地域振興課】 

ア 指摘の内容 

大平台みなと荘に設置された消火器56本については、平成29年7月11日～12日及び平成 

30年1月15日に行われた消防設備点検で、使用期限超過と報告されていたが、平成30年6月 

18日まで対応していなかった。 

消防設備を正常に作動するよう維持管理することは、利用者の安全・安心を確保するうえで 

極めて重要である。保守点検結果における指摘事項に対しては早急に対処し、施設の安全管理 

を徹底すべきである。 

 

イ 講じた措置の概要 

大平台みなと荘の消火器については、平成30年6月19日に全て交換が完了しました。また、 

指定管理者に対して、各消防設備の交換時期や点検状況を記載したリストを作成するよう指導 

し、指定管理者が変更しても引継ぎがされるよう、区と指定管理者で共有しました。消防設備 

点検の際は、必ずこのリストを確認及び更新することにより、再発防止に努めます。 

今後は、指定管理者と連絡をより密に行い、消防設備点検結果に早急に対応し、施設の安全 

管理を徹底してまいります。 
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５ 保守点検における指摘事項への対処について 

【子ども家庭支援部 保育課】 

ア 指摘の内容 

南麻布三丁目保育室について、平成29年10月30日に行われた防火設備点検において、防火 

扉が床プラスチックタイルに当たり全閉しない、防火戸自動閉鎖装置が作動しない、2階休憩 

室の防火シャッターケースの点検口に蓋がないため火災防止できないとの報告を受けたが、対 

応していなかった。 

消防設備を正常に作動するよう維持管理することは、児童の安全・安心を確保するうえで極 

めて重要である。保守点検結果における指摘事項に対しては早急に対処し、施設の安全管理を 

徹底すべきである。 

 

イ 講じた措置の概要 

今回の指摘事項の内容については、平成30年7月4日開催の係長会を通じて、所属長から全 

職員に周知し共有するとともに、利用者の安全・安心を確保することの重要性について改めて 

指導しました。 

南麻布三丁目保育室の防火設備は古い型のものであり、部品が特注品となるため当初の予定 

より取り寄せに時間がかかりましたが、平成30年11月中旬に部品が入荷し、全ての修繕工事 

を完了しました。なお、消防設備が修繕されるまでの間の非常時の対応については、防火扉の 

手動による閉鎖手順等に関するマニュアルを作成し、施設職員に周知徹底しております。 

今後は、お預かりする子どもたちの安全・安心を確保するため、不具合のある箇所について 

は、迅速かつ的確に対応するよう徹底します。 

 

６ 保守点検における指摘事項への対処について 

 【教育委員会事務局学校教育部 学校施設担当】 

ア 指摘の内容 

平成30年3月2日～3月30日に行われた消防設備点検で、御成門中学校（36本）、港南中学 

校（2本）、赤坂中学校（1本）、青山中学校（2本）、御成門小学校（51本）、芝小学校（2本）、 

赤羽小学校・幼稚園（1本）、御田小学校（9本）、白金小学校（3本）、麻布小学校・幼稚園（5 

本）、南山小学校（1本）、笄小学校（1本）、青山小学校（4本）、青南小学校（2本）に設置さ 

れた消火器合計120本については、2017年末にて10年経過するため、耐圧試験又は交換が必 

要とされていたが対応していなかった。 

消防設備を正常に作動するよう維持管理することは、生徒・児童・園児の安全・安心を確保 

するうえで極めて重要である。保守点検結果における指摘事項に対しては早急に対処し、施設 

の安全管理を徹底すべきである。 

 

イ 講じた措置の概要 

平成30年8月１日の定期監査講評後、学校施設担当課長から、施設保全担当係長、施設保全 

担当の全職員に対し、以下について周知徹底し、再認識させるとともに理解させました。 
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・施設の安全管理に関わる重要な報告内容であること。 

・災害時に弱者となる幼児等が、多数で日常生活をしていることを認識し、生命にかかわる報 

告であること。 

・契約時期や交換日程などを係全体で活用しているエクセル予定表及び個々のグループウェア 

（スケジュール）予定として登録し、確認場面を二重化するとともに情報共有すること。 

・設備業者と報告書提出後の交換等業務契約の早期締結に向けた事務処理を指示すること。 

今後は、施設の保全管理を徹底するため、各学校の施設保全スケジュールが保全担当全員で 

確認できるエクセル予定表に連絡事項の入力欄を設け、個別対応事項や直近の状況等を担当相 

互に確認できるようにするとともに、個々のグループウェア（スケジュール）にも入力をする 

ようコメント表示することとしました。 

 

７ 物品購入契約に係る意思決定について 

【総務部 人事課】 

ア 意見の内容 

「赤坂職員住宅902号室空調機購入（備品購入費）」の事業原議は、空調機1基、予定価格 

98,820円であった。しかし、契約締結請求時の仕様書は10畳向け空調機4基となっており、

契約金額は407,268円であった。 

事業原議は、歳出予算を伴う事務事業実施についての意思決定であり、その目的、規模、内 

容、法令等の根拠、経費の算出基礎等を明らかにするものであることから、事業内容を変更す 

る場合は変更に応じた原議を作成し、適正な事務処理を行うよう徹底されたい。 

 

イ 講じた措置の概要 

今回の意見事項の内容については、平成30年7月の係会で全職員に共有するとともに、改め 

て、所属長から、事業原議は歳出予算を伴う事務事業実施について意思決定を行う重要な行為 

であること、事業内容に変更が生じた場合には、必ずその変更内容に応じた事業原議を作成す 

る必要があることについて指導しました。 

今後は、事務事業の実施内容に変更が生じた場合は、その内容に応じた事業原議の作成を徹 

底するとともに、課長及び係長は、決裁を行う際に事業原議の起案内容と契約時における仕様 

書の確認を徹底してまいります。 

 

８ 印刷製本契約に係る事前の検討について 

【総務部 人材育成推進担当】 

ア 意見の内容 

「あったかマナーみなと港区職員接遇マニュアル」を、7月に2,000部（契約年月日：平成 

29年7月10日 契約金額：442,800円）印刷した。その後、配布対象を拡大したため、10月 

に1,000部（契約年月日：平成29年10月5日 契約金額：357,480円）を追加印刷した。そ 

の際、追加印刷の事業原議を作成していなかった。 

印刷製本にあたっては、あらかじめ配布対象を十分に検討した上で必要部数を精査するとと 
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もに、追加印刷が必要となった際には改めて原議を作成し、適正な事務処理を行うよう徹底さ 

れたい。 

 

イ 講じた措置の概要 

今回の意見事項の内容については、平成30年7月の係会で全職員に共有するとともに、改め 

て所属長から、冊子の配付対象は内容や性質を踏まえた上で決める必要があること、追加印刷 

が必要となった際には、改めて事業原議を作成する必要があることについて指導しました。 

今後、印刷製本の契約に当たっては、事前に配付対象や必要部数の精査を十分に行うととも 

に、適切な事業原議の作成及び内容確認を徹底し、適正な事務処理に取り組んでまいります。 

 

９ 支出に係る請求書の確認について 

【子ども家庭支援部 子ども家庭支援センター】 

ア 意見の内容 

「子育てひろば事業（あっぴぃ芝浦）運営業務委託(4月分～3月分)」の請求書は、何月分か 

を特定する記載がされておらず、請求年月日のみが数字印で示されていた。 

事業者に対し、何月分の請求かを明らかにする請求書の作成を指導されたい。 

 

イ 講じた措置の概要 

今回の意見事項の内容については、平成30年7月2日に、「子育てひろば事業（あっぴぃ芝 

浦）運営業務委託」の受託事業者に対して周知し共有するとともに、改めて所属長から、請求 

書については何月分かを特定して記載するよう指導しました。 

今後は、本事業のみならず、請求書を受領する際には、まずは担当職員が記載事項に間違い 

がないかを十分確認し、支出命令書作成時には、必ず係員・係長・課長が内容を確認すること 

を徹底し、再発防止に努めてまいります。 

 

10 支出に係る請求書の確認について 

【教育委員会事務局教育推進部 生涯学習スポーツ振興課】 

ア 意見の内容 

学校開放「プール水質検査等委託（東京都港区薬剤師会）」の「平成29年5月分委託料」の 

請求日は平成29年6月30日で、平成29年7月25日に支払われていたが、報告書提出日は平 

成29年8月20日。「平成29年6月分委託料」の請求日は平成29年7月12日で、平成29年8 

月2日に支払われていたが、報告書提出日は平成29年8月23日。「平成29年10月分委託料」 

の請求日は平成29年11月6日で、平成29年11月28日に支払われていたが、報告書提出日は 

平成29年11月20日で、報告書の提出前に支払っていた。 

業務完了の確認と支出の根拠となる報告書は、請求以前に提出するよう受託者に対して指導 

を徹底されたい。 

 

イ 講じた措置の概要 
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今回の意見事項を踏まえ、本件委託業務の事業者には、業務完了後1か月以内に報告書を提 

出するよう指導しました。 

また、課内全職員を対象に、「財務会計の手引き」を活用して会計事務に関する知識の習得に 

努めること、確認表を作成し、報告書や請求書の日付、支払日を記載することで書類の提出漏 

れや委託料の支出の有無を確認することについて指導しました。 

今後も、適正な事務処理を徹底してまいります。 

 

11 清算払いの地外旅費の支出について 

【産業・地域振興支援部 税務課】 

ア 意見の内容 

「差押車両タイヤロック解除に要した地外旅費」は、清算払いで支出されているが、旅行年 
月日「平成29年4月7日」のところ、旅費請求年月日は「平成29年11月7日」、支払いが「平 

成29年11月27日」であった。 
職員が旅行命令を受けて行われたものであり、出張に要した経費については、用件終了後 

は速やかに処理されたい。 
 

イ 講じた措置の概要 

地外旅費の執行所属である納税促進係では、清算払いによる地外旅費請求遅延を防止するた 

め、職員が旅行命令を受けた事案ごとに「出張日」「事業起案日」「清算処理日」「支出処理日」 

の一覧表を作成し、処理過程の見える化を図るよう改善しました。 

今後は、旅行者本人を含め、組織的に進捗状況を把握するよう徹底してまいります。 

 
12 清算払いの地外旅費の支出について 

【六本木中学校】 

ア 意見の内容 

「夏季学園に要した地外旅費」は、清算払いで支出されているが、旅行年月日「平成29年7 

月21日～23日」のところ、旅費請求年月日は「平成29年10月20日」、支払いが「平成29年 

11月27日」であった。 

職員が旅行命令を受けて行われたものであり、出張に要した経費については、用件終了後は 

速やかに処理されたい。 

 
イ 講じた措置の概要 

中学校夏季学園の地外旅費は日当のみであり、旅行者及び支出担当者の双方において旅費請 

   求の認識が低く失念しがちになることから、平成30年7月の夏季学園以降は、概算払いで処理 

するよう見直しました。 

今後も適正な事務処理を徹底してまいります。 

 
13 業務委託の確認について 
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【企画経営部 区長室】 

ア 意見の内容 

「お台場レインボーバス車内デジタルサイネージ広報番組放送委託（4月分～3月分）」、「「ち 

   ぃばすチャンネル」広報番組放送及び編集委託（4月分～3月分）」、「広報みなとの作成（4月 

   分～3月分）」の業務報告書等に、区長室長、係長、係員の確認印がなかった。 

報告書の確認は、委託業務の執行状況を確認し、適切な管理をするとともに支出の前提とな 

るものである。また、確認印は内容を確認した者と、確認の事実を明らかにするものである。

業務完了の確認を確実に行うよう努められたい。 

 

イ 講じた措置の概要 

今回の意見事項の内容については、平成30年8月１日に、区長室長から所属の全職員に対し 

て説明し共有するとともに、改めて、業務委託における報告書は支出の前提となる重要な書類 

であることを理解し適切な管理を行うこと、業務完了の確認を確実に行うことについて指導し 

ました。 

今後は、業務報告書の確認漏れがないよう、すべての業務委託に関して業務履行の確認を徹 

底し、財務会計に関する規則等に基づく適正な事務執行を徹底してまいります。 

 

14 業務委託の確認について 

【企画経営部 施設課】 

ア 意見の内容 

「港区有施設アスベスト情報図面更新業務委託」、「港区施設保全システムCAD図面作成業務 

委託」、「区有施設建築物定期点検調査等業務委託」、「港区施設保全システム保守点検業務委 

託」、「港区施設保全システム用機器等保守点検業務委託」の報告書等に、課長、係長、係員の 

確認印がなかった。 

報告書の確認は、委託業務の執行状況を確認し、適切な管理をするとともに支出の前提とな 

るものである。また、確認印は内容を確認した者と、確認の事実を明らかにするものである。 

業務完了の確認を確実に行うよう努められたい。 

 

イ 講じた措置の概要 

今回の意見事項の内容については、平成30年7月の係長会を通じて全職員に周知し共有する 

とともに、改めて所属長から、全ての委託契約の報告書等について必ず担当者及び係長・課長 

が押印し、確認の事実を明らかにするよう指示徹底しました。 

今後納品される委託契約の報告書等成果品については、履行期限までに庶務担当係長による 

チェックも行うことで、適切に取り組んでまいります。 

 

15 業務委託の確認について 

【保健福祉支援部 保健福祉課】 

ア 意見の内容 
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「港区在宅医療・療養・介護相談連携窓口運営準備業務委託」の業務報告書に、課長、係長、 

係員の確認印がなかった。 

報告書の確認は、委託業務の執行状況を確認し、適切な管理をするとともに支出の前提とな 

るものである。また、確認印は内容を確認した者と、確認の事実を明らかにするものである。 

業務完了の確認を確実に行うよう努められたい。 

 

イ 講じた措置の概要 

今回の意見事項の内容については、平成30年6月に、所属長から課内全職員に周知し共有す 

るとともに、原因究明や再発防止策の検討を指示しました。 

平成30年7月25日開催の係長会において、課としての再発防止策を検討した結果、業務委 

託の支出処理を行う際は、まず、業務報告書の確認の決裁を受けることを徹底するとともに、 

支出起案時に財務会計システムのコメント欄に「報告書課長確認済」と表記するよう、課内で 

ルール化を図ることとしました。この再発防止策については、係長会後、各係長から全職員に 

周知しました。 

今後も適宜、会計処理に関する自己検査を実施し、適切な事務処理を徹底してまいります。 

 

16 業務委託の確認について 

【保健福祉支援部 高齢者支援課】 

ア 意見の内容 

「高齢者（100歳以上）お祝い品の贈呈業務委託（平成30年3月30日の報告書）」外15件 

の業務報告書に、課長、係長、係員の確認印がなかった。 

報告書の確認は、委託業務の執行状況を確認し、適切な管理をするとともに支出の前提と 

なるものである。また、確認印は内容を確認した者と、確認の事実を明らかにするものである。 

業務完了の確認を確実に行うよう努められたい。 

 

イ 講じた措置の概要 

業務委託に関する適切な事務処理に向けて、平成30年6月29日に課長が全職員に対して、 

「港区職員のためのハンドブック」を用いて業務委託の履行確認についての研修を実施しまし 

た。 

また、確認印漏れがあった報告書については、確認印の押印が完了していることを確認しま 

した。 

今後の再発防止策としては、業務委託の支出処理を行う際、まず、業務報告書の確認の決裁 

を受けることを徹底するとともに、支出起案時に財務会計システムのコメント欄に「報告書課 

長確認済」と表記するよう、課内でルール化を図りました。 

今後も適宜、会計処理に関する課内研修を実施し、適切な事務処理を徹底してまいります。 

 

17 業務委託の確認について 

【保健福祉支援部 国保年金課】 
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ア 意見の内容 

「心身障害者医療費助成システム保守委託」、「港区国民健康保険料及び後期高齢者医療保険 

料の電話催告等業務委託（4月分～3月分）」、「港区国民健康保険料等収納業務委託（4月分～3 

月分）」の業務報告書等に、課長、係長、係員の確認印がなかった。 

報告書の確認は、委託業務の執行状況を確認し、適切な管理をするとともに支出の前提とな 

るものである。また、確認印は内容を確認した者と、確認の事実を明らかにするものである。 

業務完了の確認を確実に行うよう努められたい。 

 

イ 講じた措置の概要 

今回の意見事項の内容については、平成30年6月14日の係長会において、国保年金課長か 

ら各係長を通じて課内全職員に周知し共有するとともに、業務委託契約における適正な執行状 

況確認について注意喚起しました。その上で、業務完了の確認を確実に行うことの重要性につ 

いて、改めて指導し、確認漏れがあった報告書については、確認印を押印しました。 

 

18 業務委託の確認について 

【子ども家庭支援部 保育課】 

ア 意見の内容 

浜松町二丁目保育室「ガスヒートポンプエアコン点検委託」は年2回実施されており、業務 

報告書に課長、係長、係員の確認印がなかった。 

報告書の確認は、委託業務の執行状況を確認し、適切な管理をするとともに支出の前提とな 

るものである。また、確認印は内容を確認した者と、確認の事実を明らかにするものである。 

業務完了の確認を確実に行うよう努められたい。 

 

イ 講じた措置の概要 

今回の意見事項の内容については、平成30年7月4日開催の係長会を通じて、所属長から全 

職員に周知し共有するとともに、業務報告書は、適正に業務が履行されたかを確認するために 

必要な文書であること、さらに、委託料支出の根拠資料となるため、例月払いの場合は毎月、 

一括払いの場合は事業完了後に確認を行い、係長・課長の確認印を得た後に支払いの手続きに 

入ることについて、改めて指導しました。 

今後は適正な事務執行を徹底し、再発防止に努めてまいります。 

 

19 業務委託の確認について 

【街づくり支援部 開発指導課】 

ア 意見の内容 

「不動産市場動向調査業務委託（虎ノ門三・四丁目）」、「機器測色業務委託」の業務報告書等 
に、課長、係長、係員の確認印がなかった。 

報告書の確認は、委託業務の執行状況を確認し、適切な管理をするとともに支出の前提と 

なるものである。また、確認印は内容を確認した者と、確認の事実を明らかにするものである。 
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業務完了の確認を確実に行うよう努められたい。 

 

イ 講じた措置の概要 

今回の意見事項の内容については、平成30年7月の係長会を通じて所属長から全職員に周知 

し共有するとともに、委託業務に係る報告書の確認は、支出事務の根拠であることから、必ず 

課長までの決裁を行うよう改めて指導しました。今後は、業務委託の執行状況の確認を確実に 

行うとともに、ＯＪＴ等の機会を通じて事務執行についての理解を深め、書類のチェック体制 

を強化します。 

 

20 業務委託の確認について 

【環境リサイクル支援部 地球温暖化対策担当】 

ア 意見の内容 

「港区立エコプラザ指定管理者応募事業者の財務状況及び資金計画分析業務委託」、「エネル 

ギー集計システム仮想化基盤移行業務委託」、「エネルギー集計システム保守業務委託」の業務 

報告書に、課長、係長、係員の確認印がなかった。 

報告書の確認は、委託業務の執行状況を確認し、適切な管理をするとともに支出の前提とな 

るものである。また、確認印は内容を確認した者と、確認の事実を明らかにするものである。 

業務完了の確認を確実に行うよう努められたい。 

 

イ 講じた措置の概要 

今回の意見事項の内容を踏まえ、地球温暖化対策担当課長、地球環境係長及び地球温暖化対 

策担当係長で協議し、業務委託報告書への確認印の押印漏れを防止するために「業務委託一覧 

表」を作成し、業務委託報告書の確認と同時にチェックするよう、業務手順の改善を行いまし 

た。また、定期監査結果については、平成30年7月に課長から課内全職員に周知し共有すると 

ともに、業務手順の改善について説明しました。平成30年4月～7月分の業務委託報告書につ 

きましては、平成30年8月15日までに、各担当がチェックし、その内容を改めて課長及び各 

係長が確認しました。 

今後、業務完了の確認を徹底してまいります。 

 

21 業務委託の確認について 

【環境リサイクル支援部 みなとリサイクル清掃事務所】 

ア 意見の内容 

「3R推進事業業務委託」の完了届及び「リユース食器の洗浄業務等委託」の業務報告書に、 

課長、係長、係員の確認印がなかった。 

報告書の確認は、委託業務の執行状況を確認し、適切な管理をするとともに支出の前提とな 

るものである。また、確認印は内容を確認した者と、確認の事実を明らかにするものである。 

業務完了の確認を確実に行うよう努められたい。 
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イ 講じた措置の概要 

今回の意見事項の内容については、平成30年8月１日に実施した、みなとリサイクル清掃事 

務所係会において、各係長から周知し全職員で共有するとともに、委託業務の執行確認・支払 

業務に関する業務の流れについて改めて説明し、指導しました。 

さらに、今後の再発防止策として、担当、係長、所長が履行確認時及び業務完了後の支払い 

時に遅滞なく確実に履行を確認できるようにするための一覧表を作成し、平成30年8月２日に、 

その運用について係長による職場内研修を行いました。 

現在は、この一覧表に基づき、業務終了時の確認行為を係員、係長、所長で徹底しています。 

今後も、一覧表による確認に加え、定期的に職場内研修を実施し、再発防止に努めてまいり 

ます。 

 

22 業務委託の確認について 

【総務部 人事課】 

ア 意見の内容 

「港区職員住宅（桂坂・赤坂・竹芝・六本木）管理業務委託」、「港区職員住宅入退去管理業 

務委託」、「高輪二丁目職員住宅エレベーター保守点検業務委託」の業務報告書に、課長、係長、 

係員の確認印がなかった。 

報告書の確認は、委託業務の執行状況を確認し、適切な管理をするとともに支出の前提とな 

るものである。また、確認印は内容を確認した者と、確認の事実を明らかにするものである。

業務完了の確認を確実に行うよう努められたい。 

 

イ 講じた措置の概要 

今回の意見事項については、平成30年7月の係会において、所属長から全職員に対して説明 

し共有するとともに、業務報告書は単に修繕の必要性や設備の安全性を確認するという観点だ 

けでなく、区が仕様書に基づき業務が着実に履行されていることを確認する必要があること、 

及びその確認行為の責任の所在や事実を明らかにするためにも業務報告書への確認印が必要で 

あることについて指導しました。 

なお、平成29年度の業務報告書については、係員、係長、課長が改めて確認し、確認印漏れ 

の報告書には確認印を押印しました。 

委託業務の執行状況の確認にあたり、今後は、毎月の履行確認に加え、平成30年7月から、 

四半期に一度、課内で状況確認を行う機会を設けることで再発防止に努めてまいります。 

 

23 業務委託の確認について 

【教育委員会事務局教育推進部 生涯学習スポーツ振興課】 

ア 意見の内容 

学校開放「プール水質検査等委託（東京都港区薬剤師会）」の検査報告書に、課長、係長、係 

員の確認印がなかった。 

報告書の確認は、委託業務の執行状況を確認し、適切な管理をするとともに支出の前提とな 
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るものである。また、確認印は内容を確認した者と、確認の事実を明らかにするものである。

業務完了の確認を確実に行うよう努められたい。 

 

イ 講じた措置の概要 

今回の意見事項については、平成30年7月の係長会を通じて、課長から全職員に周知し共有 

するとともに、委託業務の執行状況確認の重要性について指導しました。 

なお、平成30年度の本委託業務の検査報告書については、課長、係長、係員の確認印を押印 

済みです。 

    今後は、検査報告書を受理した後、速やかに係員から係長、課長まで内容を確認し、確認印 

を押印することで委託業務の履行の事実を明確にしてまいります。 

 

24 業務委託の確認について 

【教育委員会事務局教育推進部 図書文化財課】 

ア 意見の内容 

「高圧ジェット洗浄作業業務委託」、「B1階防カビ処理作業委託」、「図書館相互協力車運行 

業務委託」、「システマ・オートラック保守点検委託」、「システマ・オートラック制御部品交換 

等業務委託」、「図書館・郷土資料館ホームページ保守・運営支援等業務委託」、「図書館システ 

ムの保守業務委託」（みなと図書館分を除く）、「ゲート型リーダアンテナ等保守委託」の報告書 

等に、課長、係長、係員の確認印がなかった。 

報告書の確認は、委託業務の執行状況を確認し、適切な管理をするとともに支出の前提とな 

るものである。また、確認印は内容を確認した者と、確認の事実を明らかにするものである。 

業務完了の確認を確実に行うよう努められたい。 

 

イ 講じた措置の概要 

今回の意見事項については、これまで、同時に上がってくる複数の委託業務の確認書類をま 

とめて回覧していたため、個々の報告書への確認印まで押印していなかったことが原因です。 

このことを踏まえ、今後は、個々の委託業務についての執行状況確認の有無を明らかにする 

ため、各報告書類には確実に確認の押印をするよう改善してまいります。 

 

25 業務委託の確認について 

【教育委員会事務局学校教育部 学校施設担当】 

ア 意見の内容 

「港区立教育施設の消防設備等保守点検委託(第2回)」の報告書に、課長、係長、係員の確 

認印がなかった。 

報告書の確認は、委託業務の執行状況を確認し、適切な管理をするとともに支出の前提とな 

るものである。また、確認印は内容を確認した者と、確認の事実を明らかにするものである。 

業務完了の確認を確実に行うよう努められたい。 
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イ 講じた措置の概要 

平成30年8月１日の定期監査講評後に、学校施設担当課長から、施設保全担当係長、施設保 

全担当の全職員に対し、以下について周知徹底し、再認識させるとともに理解させました。 

・保守点検業務が適切に完了したことを確認及び管理する重要行為であること。 

・公金支出の前提（根拠）となる点検実施を確認する重要な行為であること。 

さらに、契約の相手方に対しても、同趣旨を説明した上で、各点検後1か月以内に報告書を 

作成し、提出をするよう指導しました。 

今後も、適切な事務処理を行うよう徹底してまいります。 

 

26 業務委託の確認について 

【教育委員会事務局学校教育部 教育指導課】 

ア 意見の内容 

「港区立小中学校水泳指導業務委託」（6月～12月実施）は、業務報告書に、課長、係長、係 

員の確認印がなかった。 

報告書の確認は、委託業務の執行状況を確認し、適切な管理をするとともに支出の前提とな 

るものである。また、確認印は内容を確認した者と、確認の事実を明らかにするものである。

業務完了の確認を確実に行うよう努められたい。 

 

イ 講じた措置の概要 

今回の意見事項を踏まえ、平成30年度の本業務委託の成果品・報告書については、押印によ 

る確認を徹底するよう改めました。 

今後も適正な事務執行に取り組んでまいります。 

 

27 業務委託の確認について 

【選挙管理委員会事務局】 

ア 意見の内容 

「東京都議会議員選挙執行に係る庁有車の運行管理業務委託」、「公職選挙法等改正に伴う選 

挙人名簿管理システム等の改修業務委託」の業務報告書等に、課長、係長、係員の確認印がな 

かった。 

報告書の確認は、委託業務の執行状況を確認し、適切な管理をするとともに支出の前提とな 

るものである。また、確認印は内容を確認した者と、確認の事実を明らかにするものである。 

業務完了の確認を確実に行うよう努められたい。 

 

イ 講じた措置の概要 

今回の意見事項については、平成30年7月25日に局内研修を実施し、選挙管理委員会事務 

   局長から全職員に周知し情報を共有しました。併せて、委託事業者から提出される業務報告書 

は、適正に業務が履行されたかを確認するための重要な文書であり、委託料支出の根拠資料と 

なるため毎月の確認が必要であること、選挙執行中の繁忙期であっても細心の注意を払うこと 
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は当然の事務処理であることについて、改めて指導しました。 

今後は、事務手順を見直し、業務報告書の確認の際は、まず担当職員が内容を確認し、支出 

命令書作成時までには必ず係員・係長・局長が確認した上で確認印を押印することとしました。 

併せて、平成29年度当初に遡り、委託事業全ての報告書を点検し、確認印が押印されている 

かの確認を行い、確認印漏れについては改めて押印しました。 

 

28 交通カード（以下「SUICA」という。）の取扱いについて 

【総務部 人事課】 

ア 意見の内容 

「若者就業体験」、「学生インターンシップ」の移動手段として活用するため、33枚のSUICA 

を保管していた。1年間を通し、入金及び使用実績のないSUICAが19枚あり、その残額合計は 

70,408円であった。 

SUICAの管理にあたっては、必要な枚数を精査し、管理するよう努められたい。 

 

イ 講じた措置の概要 

今回の意見事項を踏まえ、これまでの実習生の受入人数、受入期間及び使用実績を確認する 

とともに、所属によって出張の頻度等に差があることを考慮しながら、最低限度の必要数を精 

査し、平成30年12月に保管枚数の見直し及び整理を実施しました。 

 

29 契約事務を適切に行うべきもの 

【防災危機管理室 防災課】 

ア 意見の内容 

① 「管理職用防災服ズボンの購入」 契約金額：798,120円 

契約日：平成29年6月30日     納入日：平成29年8月10日 

② 「管理職用防災服上着の購入」   契約金額：790,560円 

契約日：平成29年6月30日     納入日：平成29年8月10日 

③ 「災害対策用バッグの購入」   契約金額：777,600円 

契約日：平成29年7月7日       納入日：平成29年7月28日 

これら3件の契約は、購入物品、契約日及び関係書類等から判断して、本来1つの契約で処 

理すべきものである。契約にあたっては、適切な事務処理を行われたい。 

 

イ 講じた措置の概要 

今回の意見事項を踏まえ、平成30年8月24日に新規採用者1年目から3年目の職員4名を 

対象に、課長から契約事務における分割発注についての注意事項を解説するとともに、契約事 

務規則を確認しながら契約事務を行うことの重要性を理解させ、契約事務の知識の取得に努め 

ていくよう徹底しました。 

また、今回の意見事項の内容については、8月の係長会を通じて課長から全職員に周知し共 

有するとともに、再発防止に向けて適切な事務処理を徹底するよう注意喚起しました。 
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今後は、係長・課長の決裁時において契約内容について確認し、適正な事務処理に努めてま 

いります。 

なお、ご指摘のありました契約行為に関しましては、平成30年度に同様なことがないよう適 

切な事務処理をしていることを確認しております。 

 

30 契約事務を適切に行うべきもの 

【教育委員会事務局教育推進部 図書文化財課】 

ア 意見の内容 

（ア） 

① 「図書の購入「江戸刑事人名事典火附盗賊改」外（麻布図書館）」 

契約金額：91,371円   契約日：平成29年9月1日  

納入日：平成29年9月11日 内訳：徳田秋聲全集19～24 他 

② 「図書の購入「徳田秋聲全集25」外（麻布図書館）」 

契約金額：95,260円   契約日：平成29年9月12日  

納入日：平成29年9月19日 内訳：徳田秋聲全集25～34 

③ 「図書の購入「徳田秋聲全集35」外（麻布図書館）」 

契約金額：87,872円   契約日：平成29年9月20日  

納入日：平成29年9月29日 

（イ） 

① 「図書の購入「紀元二千六百年日本万国博覧会Ⅰ 第1巻」外（赤坂図書館）」 

契約金額：64,800円 契約日：平成30年2月8日   

納入日：平成30年2月14日 

内訳：紀元二千六百年日本万国博覧会Ⅰ 第1巻・第2巻 

② 「図書の購入「紀元二千六百年日本万国博覧会Ⅱ 第3巻」外（赤坂図書館）」           

契約金額：84,672円  契約日：平成30年2月15日   

納入日：平成30年2月21日 

内訳：紀元二千六百年日本万国博覧会Ⅱ 第3巻・第4巻・別巻 

これら（ア）及び（イ）の契約は、購入物品、契約日及び関係書類等から判断して、本来

1つの契約で処理すべきものである。契約にあたっては、適切な事務処理を行われたい。 

 

イ 講じた措置の概要 

古書の購入については、流通量が非常に少ないこと、特に全集的な書籍については購入のタ 

イミングや購入先が限定されることから、資料が売りに出される時期に合わせて契約処理を行 

っています。 

今回の意見事項を踏まえ、今後、古書など入手困難な資料でかつ購入先を限定して購入せざ 

るを得ない場合などは、十分な納入期限を設定するとともに、業者推薦理由書等に、その理由 

を明記し、適切な事務処理となるよう改善してまいります。 
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31 契約事務を適切に行うべきもの 

【教育委員会事務局学校教育部 学務課】 

ア 意見の内容 

① 「大型箱積木」 契約金額：558,360円  契約日：平成30年3月2日  

納入日：平成30年3月20日   内訳：大型箱積木 

② 「中型箱積木」 契約金額：330,480円  契約日：平成30年3月2日  

納入日：平成30年3月20日     内訳：中型箱積木 

これら2件の契約は、購入物品、契約日及び関係書類等から判断して、本来1つの契約で

処理すべきものである。契約にあたっては、適切な事務処理を行われたい。 

 

イ 講じた措置の概要 

今回の意見事項にある2件の契約は、学務課と幼稚園で相互の行き違いがあり、学務課が「大 

型箱積木」の購入手続きをした後に、幼稚園側が「中型箱積木」も必要としていたことが判明 

したため、急遽契約を1本追加したことで、不適切な事務処理となったものです。 

このことを踏まえ、平成30年度からは、年度当初に、学校予算説明会等で、計画的な予算執 

行を周知し注意を促すとともに、学務課と幼稚園の情報共有を徹底し、事務処理を行うよう改 

めました。 

 

32 非常勤職員及び臨時職員の有給休暇の取扱い等に関する指導について 

【総務部 人事課】 

ア 意見の内容 

定期監査（前期）対象部局の平成29年度の非常勤職員及び臨時職員の勤怠事務について、以 

下の事例があった。 

臨時職員の有給休暇は1日単位として与えられるが、有給休暇を時間単位で承認したものが 

3件あった。また、実際の勤務時間と出勤簿上に記載されている時間数が不一致だったものは4 

件、その内2件で、賃金を誤って支払っていた。 

「出勤簿」では、日々の勤務時間が記載されていなかったものが3件、鉛筆で記載されてい 

たものが4件、休暇の記載がないものが1件あった。 

「有給休暇簿」、「週休日の振替等命令簿」、「事故簿」に係長と課長、又は課長印がないもの 

3件、「週休日の振替等命令簿」の命令年月日が遡りで訂正されており、当該職員と出勤簿整理 

担当職員の印がなかったものが1件あった。    

「旅行命令簿」に関与者の印がないもの1件、合計金額が未記入のものが1件あった。 

臨時職員の「任用通知書」の勤務時間の記載が誤っていたものが1件あった。 

非常勤職員及び臨時職員の勤怠等事務処理については、多岐にわたり誤った処理が散見され 

る。誤った処理をした所管課はもとより、全所管部局に対して非常勤職員及び臨時職員の有給 

休暇の取扱いや賃金計算等、適切な事務処理方法について指導されたい。 

 

イ 講じた措置の概要 
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今回の意見事項を踏まえ、平成30年9月4日開催の庶務担当課長会において、出勤簿等の不 

適切な事務処理事例を示したチェック項目により、各所属で定期的に点検を実施すること、臨 

時職員の有給休暇制度について、事務処理マニュアルにより改めて確認すること、特に、臨時 

職員の有給休暇については時間単位の取得ができない点に注意することについて通知し、再発 

防止に向けて適正な勤怠管理を徹底するよう注意喚起しました。 

また、臨時職員の有給休暇制度が常勤職員とは異なる点があることを踏まえ、現在、人事課 

への問合せの多い事項等を中心に事務処理マニュアルの有給休暇に係る記載を強化するための 

改訂作業を進めており、年度内を目途に全庁に周知徹底する予定です。 

今後は、非常勤職員及び臨時職員の勤怠等事務処理について誤った処理をすることがないよ 

う、各所属の担当者の基礎的な知識の向上に努めていきます。 

 

33 学校施設の設備点検報告書の確認及び修繕等について 

【教育委員会事務局学校教育部 学校施設担当】 

ア 意見の内容 

複数の学校と学校施設担当において、設備・施設の保守点検結果内容について情報共有が不 

十分であり、修繕等に関しても役割分担が不明確な事例が見受けられた。 

生徒・児童・園児を火災等の被害から守るため、迅速な対応が必要である。学校施設担当は 

設備・施設の保守点検内容を十分把握して、学校等と情報共有を行い修繕等に漏れの無いよう 

努められたい。 

 

イ 講じた措置の概要 

平成30年8月1日の定期監査講評後に学校施設担当課長から、施設保全担当係長、施設保 

全担当の全職員に対し、以下について周知徹底し、再認識させるとともに理解させました。 

・点検結果内容は必ず園長、校長まで確認するよう担当者へ指導すること。 

・点検後、改修を要する不具合についての見積を施設保全担当が一括して集約し、不具合内容 

を学校等と情報共有した上で、対応方針を判断・決定すること。 

・学校等の対応となる不具合は、見積書を各施設へ速やかに送ること。 

・今後、学校施設担当が実施する工事等の仕様書を見直し、「報告書の提出」について、学務課 

（学校施設担当）に加え当該の施設分を追加させ、改修内容を双方で情報共有できるようにす 

ること。 

・各施設の支出負担行為を財務会計システムからチェックし、工事等の実施状況を施設保全担 

当者の方で定期的に確認すること。 

今後、各種点検の月次報告で出てくる不具合については、迅速に学校等施設側に連絡し、園 

長、校長まで決裁をとるよう指導するとともに、不具合内容を学校等と情報共有し、契約事務 
を学務課か各施設対応か双方納得のうえで決定することとしました。 

 

34 不適正な薬品の在庫管理について 

【芝小学校】 
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ア 意見の内容 

「二酸化マンガン」、「四ほう酸ナトリウム＋水和物（ホウ砂）」は毒物・劇物に指定された薬 

品ではないが、毒物劇物管理簿に残量等を記載し、管理することとしていた。しかし、「二酸化 

マンガン 250ｇ（瓶1本）」は、現物は存在するが毒物劇物管理簿に記載が無く、「四ほう酸ナ 

トリウム＋水和物（ホウ砂）65ｇ（箱）」は、毒物劇物管理簿に記載はあるものの現物は無かっ 

た。 

また、毒物・劇物と毒物・劇物に指定されていない薬品は、明確に区分して保管管理すべ 

きこととされているが、同一の保管庫で管理されていた。 

薬品の在庫管理は、事件・事故から児童の安全を確保するうえで重要である。毒物・劇物 

に指定されていない薬品を適正に管理するとともに、毒物・劇物については他の薬品と明確に 

区分した管理を徹底されたい。 

 

イ 講じた措置の概要 

平成30年6月28日に指導主事が芝小学校を訪問し、薬品類を点検したところ、毒物・劇物 

以外の薬品を毒物劇物管理簿の様式を使用して数量等の管理を行っていたこと、二酸化マンガ 

ンと四(し)ほう酸(さん)ナトリウムの管理簿の記載と保管数量が一致していなかったこと及び 

毒物・劇物の薬品とそれ以外の薬品とを区分収納して管理していなかったことを確認し、適切 

に管理するよう指導しました。 

教育指導課は、本件意見事項を踏まえ、すべての小学校・中学校において、児童・生徒の安 

全を確保するという観点から、毒物・劇物の薬品とそれ以外の薬品の区分収納、及び数量等の 

適切な保管管理を行うよう、平成30年7月2日開会の校園長会及び7月3日開会の副校園長研 

修会において指導しました。 

今後も、あらゆる機会を捉えて薬品類の適切な管理について周知・指導することで、学校の 

危機管理意識をより一層高めてまいります。 
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	事案専決規程は、事務処理のルールを定める区の根幹となる規程である。組織を所掌し、事
	務処理改善を全庁的に推進する企画経営部として、決裁処理が確実に改善されるよう、誤った処理を行った所管課はもとより、全所管部局に対して、引き続き指導されたい。
	ご指摘を重く受けとめ、該当課（3課）へのヒアリング（実施日：8/16（木）、8/17（金）・
	ヒアリング時間：1課30分）を実施し、原因を究明するとともに再発防止に向けた指導を行いました。引き続き、毎月月初にグループウェアの掲示板を通じた「事案専決規程違反ゼロ絶対実現計画」を周知するとともに、四半期ごとに各課長に「自己検査」の実施を促すなど、事案専決規程の遵守に向け指導・強化してまいります。
	さらに、本年度からは、毎年6～7月に行われる職員向けの実務担当者研修において、事案
	専決規程についての研修を追加し、周知の取組をさらに強化しました。
	なお、ご指摘のありました平成29年度の事業原議等計3件については、全て決裁区分を適正
	なものに改めたことを確認しております。
	今後とも、港区事案専決規程の遵守に向け指導を徹底してまいります。
	２　支出に係る証拠書類の取扱い等に関する指導について
	【会計室】
	ア　指摘の内容
	定期監査（前期）対象部局の平成29年度の支出に係る証拠書類（見積書、請書兼検査証兼請
	求書、納品書等）において、鉛筆で記載されていたものが23件、日付が空欄だったもの32件、
	納品書等原本を保存していないものが4件、履行等確認日から支出命令書の起票日まで3か月
	以上かかったものが15件、現金出納簿の記載等に誤りがあるものが18件あった。
	また、備品についても備品シール未出力が27件、保管場所が未入力又は不明確なものが437
	件あった。
	会計事務に関しては、これまでも職員の経験年数・職層等に応じた説明会や、各部局に対す
	る訪問指導を実施し、適正な事務処理の徹底に取り組んできたと理解しているが、十分な改善
	には至っていない。
	会計書類の適切な作成と迅速な処理について、誤った処理をした所管課はもとより、全所管
	部局に対して、引き続き指導を徹底すべきである。
	定期監査における不適正処理の指摘が顕著な所管課には職員が直接出向き、係長等へのヒア
	リングを通して、原因の究明や再発防止に向けた指導・アドバイスを行いました。
	全庁に向けては、平成30年8月10日付けで全課に対し、納品書や見積書等の支出に係る証
	拠書類が整理保管されているか確認するとともに、見積書、請書兼検査証兼請求書、納品書等
	に鉛筆や消せるペンで記載した箇所がないか、日付が空欄になっていないか等を課内で重点的
	に確認すること、会計自己検査を着実に実施すること等について通知し、不適正処理の発生防
	止に向けた取組を強化しました。
	また、平成30年8月14日には、総合支所や保健所の各課庶務担当係長に対し、定期監査で
	連続して指摘を受けている事項と具体的な内容について情報提供するとともに、不適切な会計
	処理の防止に向けた取組を強化するよう注意喚起しました。
	今後も、全部局に対して、日常の審査業務や出納業務、備品管理業務を通して不適正処理の
	未然防止に向けたアドバイスや注意喚起を積極的に行うとともに、会計知識の習得の機会とな
	る係長向け、職員向けの実務担当者研修など、あらゆる機会を捉え、会計書類の適切な作成と
	迅速な処理が行われるよう、指導を徹底してまいります。
	３　清算事務の遅延について
	【教育委員会事務局学校教育部　教育指導課】
	ア　指摘の内容
	「第69回全国人権・同和教育研究大会」（旅行日：平成29年12月1日～3日）については、
	清算日が平成30年3月29日、「平成29年度初任者宿泊研修会(指導主事・幼稚園教員分)」（旅
	行日：平成29年8月1日～3日）については、清算日が平成30年3月27日で処理されていた。
	会計事務規則第86条では、その用件終了後5日以内に清算書を会計管理者に提出しなければ
	ならないとされている。清算手続きについては、会計事務規則に基づく適正な処理を行われた
	い。
	ご指摘いただいた事項については、清算金額が発生しない旅費であったことにより安易に清
	算処理を放置してしまったこと、担当者の会計事務の基礎的な知識が不足していたこと、確認
	体制の不備があったこと等から生じたものです。
	指摘を重く受け止め、今後は「財務会計の手引き」を活用しながら改めて職場のＯＪＴ、課
	内研修などで職員の会計事務に関する知識の習得に努めるとともに、係長や課長によるチェッ
	クの強化などにより、適正な事務処理に取り組んでまいります。
	４　保守点検における指摘事項への対処について
	【産業・地域振興支援部　地域振興課】
	ア　指摘の内容
	大平台みなと荘に設置された消火器56本については、平成29年7月11日～12日及び平成
	30年1月15日に行われた消防設備点検で、使用期限超過と報告されていたが、平成30年6月
	18日まで対応していなかった。
	消防設備を正常に作動するよう維持管理することは、利用者の安全・安心を確保するうえで
	極めて重要である。保守点検結果における指摘事項に対しては早急に対処し、施設の安全管理
	を徹底すべきである。
	大平台みなと荘の消火器については、平成30年6月19日に全て交換が完了しました。また、
	指定管理者に対して、各消防設備の交換時期や点検状況を記載したリストを作成するよう指導
	し、指定管理者が変更しても引継ぎがされるよう、区と指定管理者で共有しました。消防設備
	点検の際は、必ずこのリストを確認及び更新することにより、再発防止に努めます。
	今後は、指定管理者と連絡をより密に行い、消防設備点検結果に早急に対応し、施設の安全
	管理を徹底してまいります。
	５　保守点検における指摘事項への対処について
	【子ども家庭支援部　保育課】
	ア　指摘の内容
	南麻布三丁目保育室について、平成29年10月30日に行われた防火設備点検において、防火
	扉が床プラスチックタイルに当たり全閉しない、防火戸自動閉鎖装置が作動しない、2階休憩
	室の防火シャッターケースの点検口に蓋がないため火災防止できないとの報告を受けたが、対
	応していなかった。
	消防設備を正常に作動するよう維持管理することは、児童の安全・安心を確保するうえで極
	めて重要である。保守点検結果における指摘事項に対しては早急に対処し、施設の安全管理を
	徹底すべきである。
	今回の指摘事項の内容については、平成30年7月4日開催の係長会を通じて、所属長から全
	職員に周知し共有するとともに、利用者の安全・安心を確保することの重要性について改めて
	指導しました。
	南麻布三丁目保育室の防火設備は古い型のものであり、部品が特注品となるため当初の予定
	より取り寄せに時間がかかりましたが、平成30年11月中旬に部品が入荷し、全ての修繕工事
	を完了しました。なお、消防設備が修繕されるまでの間の非常時の対応については、防火扉の
	手動による閉鎖手順等に関するマニュアルを作成し、施設職員に周知徹底しております。
	今後は、お預かりする子どもたちの安全・安心を確保するため、不具合のある箇所について
	は、迅速かつ的確に対応するよう徹底します。
	６　保守点検における指摘事項への対処について
	【教育委員会事務局学校教育部　学校施設担当】
	ア　指摘の内容
	平成30年3月2日～3月30日に行われた消防設備点検で、御成門中学校（36本）、港南中学
	校（2本）、赤坂中学校（1本）、青山中学校（2本）、御成門小学校（51本）、芝小学校（2本）、
	赤羽小学校・幼稚園（1本）、御田小学校（9本）、白金小学校（3本）、麻布小学校・幼稚園（5
	本）、南山小学校（1本）、笄小学校（1本）、青山小学校（4本）、青南小学校（2本）に設置さ
	れた消火器合計120本については、2017年末にて10年経過するため、耐圧試験又は交換が必
	要とされていたが対応していなかった。
	消防設備を正常に作動するよう維持管理することは、生徒・児童・園児の安全・安心を確保
	するうえで極めて重要である。保守点検結果における指摘事項に対しては早急に対処し、施設
	の安全管理を徹底すべきである。
	平成30年8月１日の定期監査講評後、学校施設担当課長から、施設保全担当係長、施設保全
	担当の全職員に対し、以下について周知徹底し、再認識させるとともに理解させました。
	・施設の安全管理に関わる重要な報告内容であること。
	・災害時に弱者となる幼児等が、多数で日常生活をしていることを認識し、生命にかかわる報
	告であること。
	・契約時期や交換日程などを係全体で活用しているエクセル予定表及び個々のグループウェア
	（スケジュール）予定として登録し、確認場面を二重化するとともに情報共有すること。
	・設備業者と報告書提出後の交換等業務契約の早期締結に向けた事務処理を指示すること。
	今後は、施設の保全管理を徹底するため、各学校の施設保全スケジュールが保全担当全員で
	確認できるエクセル予定表に連絡事項の入力欄を設け、個別対応事項や直近の状況等を担当相
	互に確認できるようにするとともに、個々のグループウェア（スケジュール）にも入力をする
	ようコメント表示することとしました。
	７　物品購入契約に係る意思決定について
	【総務部　人事課】
	ア　意見の内容
	「赤坂職員住宅902号室空調機購入（備品購入費）」の事業原議は、空調機1基、予定価格
	98,820円であった。しかし、契約締結請求時の仕様書は10畳向け空調機4基となっており、契約金額は407,268円であった。
	事業原議は、歳出予算を伴う事務事業実施についての意思決定であり、その目的、規模、内
	容、法令等の根拠、経費の算出基礎等を明らかにするものであることから、事業内容を変更す
	る場合は変更に応じた原議を作成し、適正な事務処理を行うよう徹底されたい。
	今回の意見事項の内容については、平成30年7月の係会で全職員に共有するとともに、改め
	て、所属長から、事業原議は歳出予算を伴う事務事業実施について意思決定を行う重要な行為
	であること、事業内容に変更が生じた場合には、必ずその変更内容に応じた事業原議を作成す
	る必要があることについて指導しました。
	今後は、事務事業の実施内容に変更が生じた場合は、その内容に応じた事業原議の作成を徹
	底するとともに、課長及び係長は、決裁を行う際に事業原議の起案内容と契約時における仕様
	書の確認を徹底してまいります。
	８　印刷製本契約に係る事前の検討について
	【総務部　人材育成推進担当】
	ア　意見の内容
	「あったかマナーみなと港区職員接遇マニュアル」を、7月に2,000部（契約年月日：平成
	29年7月10日　契約金額：442,800円）印刷した。その後、配布対象を拡大したため、10月
	に1,000部（契約年月日：平成29年10月5日　契約金額：357,480円）を追加印刷した。そ
	の際、追加印刷の事業原議を作成していなかった。
	印刷製本にあたっては、あらかじめ配布対象を十分に検討した上で必要部数を精査するとと
	もに、追加印刷が必要となった際には改めて原議を作成し、適正な事務処理を行うよう徹底さ
	れたい。
	今回の意見事項の内容については、平成30年7月の係会で全職員に共有するとともに、改め
	て所属長から、冊子の配付対象は内容や性質を踏まえた上で決める必要があること、追加印刷
	が必要となった際には、改めて事業原議を作成する必要があることについて指導しました。
	今後、印刷製本の契約に当たっては、事前に配付対象や必要部数の精査を十分に行うととも
	に、適切な事業原議の作成及び内容確認を徹底し、適正な事務処理に取り組んでまいります。
	９　支出に係る請求書の確認について
	【子ども家庭支援部　子ども家庭支援センター】
	ア　意見の内容
	「子育てひろば事業（あっぴぃ芝浦）運営業務委託(4月分～3月分)」の請求書は、何月分か
	を特定する記載がされておらず、請求年月日のみが数字印で示されていた。
	事業者に対し、何月分の請求かを明らかにする請求書の作成を指導されたい。
	今回の意見事項の内容については、平成30年7月2日に、「子育てひろば事業（あっぴぃ芝
	浦）運営業務委託」の受託事業者に対して周知し共有するとともに、改めて所属長から、請求
	書については何月分かを特定して記載するよう指導しました。
	今後は、本事業のみならず、請求書を受領する際には、まずは担当職員が記載事項に間違い
	がないかを十分確認し、支出命令書作成時には、必ず係員・係長・課長が内容を確認すること
	を徹底し、再発防止に努めてまいります。
	10　支出に係る請求書の確認について
	【教育委員会事務局教育推進部　生涯学習スポーツ振興課】
	ア　意見の内容
	学校開放「プール水質検査等委託（東京都港区薬剤師会）」の「平成29年5月分委託料」の
	請求日は平成29年6月30日で、平成29年7月25日に支払われていたが、報告書提出日は平
	成29年8月20日。「平成29年6月分委託料」の請求日は平成29年7月12日で、平成29年8
	月2日に支払われていたが、報告書提出日は平成29年8月23日。「平成29年10月分委託料」
	の請求日は平成29年11月6日で、平成29年11月28日に支払われていたが、報告書提出日は
	平成29年11月20日で、報告書の提出前に支払っていた。
	業務完了の確認と支出の根拠となる報告書は、請求以前に提出するよう受託者に対して指導
	を徹底されたい。
	今回の意見事項を踏まえ、本件委託業務の事業者には、業務完了後1か月以内に報告書を提
	出するよう指導しました。
	また、課内全職員を対象に、「財務会計の手引き」を活用して会計事務に関する知識の習得に
	努めること、確認表を作成し、報告書や請求書の日付、支払日を記載することで書類の提出漏
	れや委託料の支出の有無を確認することについて指導しました。
	今後も、適正な事務処理を徹底してまいります。
	11　清算払いの地外旅費の支出について
	【産業・地域振興支援部　税務課】
	ア　意見の内容
	「差押車両タイヤロック解除に要した地外旅費」は、清算払いで支出されているが、旅行年
	月日「平成29年4月7日」のところ、旅費請求年月日は「平成29年11月7日」、支払いが「平
	成29年11月27日」であった。
	職員が旅行命令を受けて行われたものであり、出張に要した経費については、用件終了後
	は速やかに処理されたい。
	地外旅費の執行所属である納税促進係では、清算払いによる地外旅費請求遅延を防止するた
	め、職員が旅行命令を受けた事案ごとに「出張日」「事業起案日」「清算処理日」「支出処理日」
	の一覧表を作成し、処理過程の見える化を図るよう改善しました。
	今後は、旅行者本人を含め、組織的に進捗状況を把握するよう徹底してまいります。
	12　清算払いの地外旅費の支出について
	【六本木中学校】
	ア　意見の内容
	「夏季学園に要した地外旅費」は、清算払いで支出されているが、旅行年月日「平成29年7
	月21日～23日」のところ、旅費請求年月日は「平成29年10月20日」、支払いが「平成29年
	11月27日」であった。
	職員が旅行命令を受けて行われたものであり、出張に要した経費については、用件終了後は
	速やかに処理されたい。
	中学校夏季学園の地外旅費は日当のみであり、旅行者及び支出担当者の双方において旅費請
	求の認識が低く失念しがちになることから、平成30年7月の夏季学園以降は、概算払いで処理
	するよう見直しました。
	今後も適正な事務処理を徹底してまいります。
	13　業務委託の確認について
	【企画経営部　区長室】
	ア　意見の内容
	「お台場レインボーバス車内デジタルサイネージ広報番組放送委託（4月分～3月分）」、「「ち
	ぃばすチャンネル」広報番組放送及び編集委託（4月分～3月分）」、「広報みなとの作成（4月
	分～3月分）」の業務報告書等に、区長室長、係長、係員の確認印がなかった。
	報告書の確認は、委託業務の執行状況を確認し、適切な管理をするとともに支出の前提とな
	るものである。また、確認印は内容を確認した者と、確認の事実を明らかにするものである。業務完了の確認を確実に行うよう努められたい。
	今回の意見事項の内容については、平成30年8月１日に、区長室長から所属の全職員に対し
	て説明し共有するとともに、改めて、業務委託における報告書は支出の前提となる重要な書類
	であることを理解し適切な管理を行うこと、業務完了の確認を確実に行うことについて指導し
	ました。
	今後は、業務報告書の確認漏れがないよう、すべての業務委託に関して業務履行の確認を徹
	底し、財務会計に関する規則等に基づく適正な事務執行を徹底してまいります。
	14　業務委託の確認について
	【企画経営部　施設課】
	ア　意見の内容
	「港区有施設アスベスト情報図面更新業務委託」、「港区施設保全システムCAD図面作成業務
	委託」、「区有施設建築物定期点検調査等業務委託」、「港区施設保全システム保守点検業務委
	託」、「港区施設保全システム用機器等保守点検業務委託」の報告書等に、課長、係長、係員の
	確認印がなかった。
	報告書の確認は、委託業務の執行状況を確認し、適切な管理をするとともに支出の前提とな
	るものである。また、確認印は内容を確認した者と、確認の事実を明らかにするものである。
	業務完了の確認を確実に行うよう努められたい。
	今回の意見事項の内容については、平成30年7月の係長会を通じて全職員に周知し共有する
	とともに、改めて所属長から、全ての委託契約の報告書等について必ず担当者及び係長・課長
	が押印し、確認の事実を明らかにするよう指示徹底しました。
	今後納品される委託契約の報告書等成果品については、履行期限までに庶務担当係長による
	チェックも行うことで、適切に取り組んでまいります。
	15　業務委託の確認について
	【保健福祉支援部　保健福祉課】
	ア　意見の内容
	「港区在宅医療・療養・介護相談連携窓口運営準備業務委託」の業務報告書に、課長、係長、
	係員の確認印がなかった。
	報告書の確認は、委託業務の執行状況を確認し、適切な管理をするとともに支出の前提とな
	るものである。また、確認印は内容を確認した者と、確認の事実を明らかにするものである。
	業務完了の確認を確実に行うよう努められたい。
	今回の意見事項の内容については、平成30年6月に、所属長から課内全職員に周知し共有す
	るとともに、原因究明や再発防止策の検討を指示しました。
	平成30年7月25日開催の係長会において、課としての再発防止策を検討した結果、業務委
	託の支出処理を行う際は、まず、業務報告書の確認の決裁を受けることを徹底するとともに、
	支出起案時に財務会計システムのコメント欄に「報告書課長確認済」と表記するよう、課内で
	ルール化を図ることとしました。この再発防止策については、係長会後、各係長から全職員に
	周知しました。
	今後も適宜、会計処理に関する自己検査を実施し、適切な事務処理を徹底してまいります。
	16　業務委託の確認について
	【保健福祉支援部　高齢者支援課】
	ア　意見の内容
	「高齢者（100歳以上）お祝い品の贈呈業務委託（平成30年3月30日の報告書）」外15件
	の業務報告書に、課長、係長、係員の確認印がなかった。
	報告書の確認は、委託業務の執行状況を確認し、適切な管理をするとともに支出の前提と
	なるものである。また、確認印は内容を確認した者と、確認の事実を明らかにするものである。
	業務完了の確認を確実に行うよう努められたい。
	業務委託に関する適切な事務処理に向けて、平成30年6月29日に課長が全職員に対して、
	「港区職員のためのハンドブック」を用いて業務委託の履行確認についての研修を実施しまし
	た。
	また、確認印漏れがあった報告書については、確認印の押印が完了していることを確認しま
	した。
	今後の再発防止策としては、業務委託の支出処理を行う際、まず、業務報告書の確認の決裁
	を受けることを徹底するとともに、支出起案時に財務会計システムのコメント欄に「報告書課
	長確認済」と表記するよう、課内でルール化を図りました。
	今後も適宜、会計処理に関する課内研修を実施し、適切な事務処理を徹底してまいります。
	17　業務委託の確認について
	【保健福祉支援部　国保年金課】
	「心身障害者医療費助成システム保守委託」、「港区国民健康保険料及び後期高齢者医療保険
	料の電話催告等業務委託（4月分～3月分）」、「港区国民健康保険料等収納業務委託（4月分～3
	月分）」の業務報告書等に、課長、係長、係員の確認印がなかった。
	報告書の確認は、委託業務の執行状況を確認し、適切な管理をするとともに支出の前提とな
	るものである。また、確認印は内容を確認した者と、確認の事実を明らかにするものである。
	業務完了の確認を確実に行うよう努められたい。
	今回の意見事項の内容については、平成30年6月14日の係長会において、国保年金課長か
	ら各係長を通じて課内全職員に周知し共有するとともに、業務委託契約における適正な執行状
	況確認について注意喚起しました。その上で、業務完了の確認を確実に行うことの重要性につ
	いて、改めて指導し、確認漏れがあった報告書については、確認印を押印しました。
	18　業務委託の確認について
	【子ども家庭支援部　保育課】
	ア　意見の内容
	浜松町二丁目保育室「ガスヒートポンプエアコン点検委託」は年2回実施されており、業務
	報告書に課長、係長、係員の確認印がなかった。
	報告書の確認は、委託業務の執行状況を確認し、適切な管理をするとともに支出の前提とな
	るものである。また、確認印は内容を確認した者と、確認の事実を明らかにするものである。
	業務完了の確認を確実に行うよう努められたい。
	今回の意見事項の内容については、平成30年7月4日開催の係長会を通じて、所属長から全
	職員に周知し共有するとともに、業務報告書は、適正に業務が履行されたかを確認するために
	必要な文書であること、さらに、委託料支出の根拠資料となるため、例月払いの場合は毎月、
	一括払いの場合は事業完了後に確認を行い、係長・課長の確認印を得た後に支払いの手続きに
	入ることについて、改めて指導しました。
	今後は適正な事務執行を徹底し、再発防止に努めてまいります。
	19　業務委託の確認について
	【街づくり支援部　開発指導課】
	ア　意見の内容
	「不動産市場動向調査業務委託（虎ノ門三・四丁目）」、「機器測色業務委託」の業務報告書等
	に、課長、係長、係員の確認印がなかった。
	報告書の確認は、委託業務の執行状況を確認し、適切な管理をするとともに支出の前提と
	なるものである。また、確認印は内容を確認した者と、確認の事実を明らかにするものである。
	業務完了の確認を確実に行うよう努められたい。
	今回の意見事項の内容については、平成30年7月の係長会を通じて所属長から全職員に周知
	し共有するとともに、委託業務に係る報告書の確認は、支出事務の根拠であることから、必ず
	課長までの決裁を行うよう改めて指導しました。今後は、業務委託の執行状況の確認を確実に
	行うとともに、ＯＪＴ等の機会を通じて事務執行についての理解を深め、書類のチェック体制
	を強化します。
	20　業務委託の確認について
	【環境リサイクル支援部　地球温暖化対策担当】
	ア　意見の内容
	「港区立エコプラザ指定管理者応募事業者の財務状況及び資金計画分析業務委託」、「エネル
	ギー集計システム仮想化基盤移行業務委託」、「エネルギー集計システム保守業務委託」の業務
	報告書に、課長、係長、係員の確認印がなかった。
	報告書の確認は、委託業務の執行状況を確認し、適切な管理をするとともに支出の前提とな
	るものである。また、確認印は内容を確認した者と、確認の事実を明らかにするものである。
	業務完了の確認を確実に行うよう努められたい。
	今回の意見事項の内容を踏まえ、地球温暖化対策担当課長、地球環境係長及び地球温暖化対
	策担当係長で協議し、業務委託報告書への確認印の押印漏れを防止するために「業務委託一覧
	表」を作成し、業務委託報告書の確認と同時にチェックするよう、業務手順の改善を行いまし
	た。また、定期監査結果については、平成30年7月に課長から課内全職員に周知し共有すると
	ともに、業務手順の改善について説明しました。平成30年4月～7月分の業務委託報告書につ
	きましては、平成30年8月15日までに、各担当がチェックし、その内容を改めて課長及び各
	係長が確認しました。
	今後、業務完了の確認を徹底してまいります。
	21　業務委託の確認について
	【環境リサイクル支援部　みなとリサイクル清掃事務所】
	ア　意見の内容
	「3R推進事業業務委託」の完了届及び「リユース食器の洗浄業務等委託」の業務報告書に、
	課長、係長、係員の確認印がなかった。
	報告書の確認は、委託業務の執行状況を確認し、適切な管理をするとともに支出の前提とな
	るものである。また、確認印は内容を確認した者と、確認の事実を明らかにするものである。
	業務完了の確認を確実に行うよう努められたい。
	今回の意見事項の内容については、平成30年8月１日に実施した、みなとリサイクル清掃事
	務所係会において、各係長から周知し全職員で共有するとともに、委託業務の執行確認・支払
	業務に関する業務の流れについて改めて説明し、指導しました。
	さらに、今後の再発防止策として、担当、係長、所長が履行確認時及び業務完了後の支払い
	時に遅滞なく確実に履行を確認できるようにするための一覧表を作成し、平成30年8月２日に、
	その運用について係長による職場内研修を行いました。
	現在は、この一覧表に基づき、業務終了時の確認行為を係員、係長、所長で徹底しています。
	今後も、一覧表による確認に加え、定期的に職場内研修を実施し、再発防止に努めてまいり
	ます。
	22　業務委託の確認について
	【総務部　人事課】
	ア　意見の内容
	「港区職員住宅（桂坂・赤坂・竹芝・六本木）管理業務委託」、「港区職員住宅入退去管理業
	務委託」、「高輪二丁目職員住宅エレベーター保守点検業務委託」の業務報告書に、課長、係長、
	係員の確認印がなかった。
	報告書の確認は、委託業務の執行状況を確認し、適切な管理をするとともに支出の前提とな
	るものである。また、確認印は内容を確認した者と、確認の事実を明らかにするものである。業務完了の確認を確実に行うよう努められたい。
	今回の意見事項については、平成30年7月の係会において、所属長から全職員に対して説明
	し共有するとともに、業務報告書は単に修繕の必要性や設備の安全性を確認するという観点だ
	けでなく、区が仕様書に基づき業務が着実に履行されていることを確認する必要があること、
	及びその確認行為の責任の所在や事実を明らかにするためにも業務報告書への確認印が必要で
	あることについて指導しました。
	なお、平成29年度の業務報告書については、係員、係長、課長が改めて確認し、確認印漏れ
	の報告書には確認印を押印しました。
	委託業務の執行状況の確認にあたり、今後は、毎月の履行確認に加え、平成30年7月から、
	四半期に一度、課内で状況確認を行う機会を設けることで再発防止に努めてまいります。
	23　業務委託の確認について
	【教育委員会事務局教育推進部　生涯学習スポーツ振興課】
	ア　意見の内容
	学校開放「プール水質検査等委託（東京都港区薬剤師会）」の検査報告書に、課長、係長、係
	員の確認印がなかった。
	報告書の確認は、委託業務の執行状況を確認し、適切な管理をするとともに支出の前提とな
	るものである。また、確認印は内容を確認した者と、確認の事実を明らかにするものである。業務完了の確認を確実に行うよう努められたい。
	24　業務委託の確認について
	【教育委員会事務局教育推進部　図書文化財課】
	ア　意見の内容
	「高圧ジェット洗浄作業業務委託」、「B1階防カビ処理作業委託」、「図書館相互協力車運行
	業務委託」、「システマ・オートラック保守点検委託」、「システマ・オートラック制御部品交換
	等業務委託」、「図書館・郷土資料館ホームページ保守・運営支援等業務委託」、「図書館システ
	ムの保守業務委託」（みなと図書館分を除く）、「ゲート型リーダアンテナ等保守委託」の報告書
	等に、課長、係長、係員の確認印がなかった。
	報告書の確認は、委託業務の執行状況を確認し、適切な管理をするとともに支出の前提とな
	るものである。また、確認印は内容を確認した者と、確認の事実を明らかにするものである。
	業務完了の確認を確実に行うよう努められたい。
	今回の意見事項については、これまで、同時に上がってくる複数の委託業務の確認書類をま
	とめて回覧していたため、個々の報告書への確認印まで押印していなかったことが原因です。
	このことを踏まえ、今後は、個々の委託業務についての執行状況確認の有無を明らかにする
	ため、各報告書類には確実に確認の押印をするよう改善してまいります。
	25　業務委託の確認について
	【教育委員会事務局学校教育部　学校施設担当】
	ア　意見の内容
	「港区立教育施設の消防設備等保守点検委託(第2回)」の報告書に、課長、係長、係員の確
	認印がなかった。
	報告書の確認は、委託業務の執行状況を確認し、適切な管理をするとともに支出の前提とな
	るものである。また、確認印は内容を確認した者と、確認の事実を明らかにするものである。
	業務完了の確認を確実に行うよう努められたい。
	平成30年8月１日の定期監査講評後に、学校施設担当課長から、施設保全担当係長、施設保
	全担当の全職員に対し、以下について周知徹底し、再認識させるとともに理解させました。
	・保守点検業務が適切に完了したことを確認及び管理する重要行為であること。
	・公金支出の前提（根拠）となる点検実施を確認する重要な行為であること。
	さらに、契約の相手方に対しても、同趣旨を説明した上で、各点検後1か月以内に報告書を
	作成し、提出をするよう指導しました。
	今後も、適切な事務処理を行うよう徹底してまいります。
	26　業務委託の確認について
	【教育委員会事務局学校教育部　教育指導課】
	ア　意見の内容
	「港区立小中学校水泳指導業務委託」（6月～12月実施）は、業務報告書に、課長、係長、係
	員の確認印がなかった。
	報告書の確認は、委託業務の執行状況を確認し、適切な管理をするとともに支出の前提とな
	るものである。また、確認印は内容を確認した者と、確認の事実を明らかにするものである。業務完了の確認を確実に行うよう努められたい。
	今回の意見事項を踏まえ、平成30年度の本業務委託の成果品・報告書については、押印によ
	る確認を徹底するよう改めました。
	今後も適正な事務執行に取り組んでまいります。
	27　業務委託の確認について
	【選挙管理委員会事務局】
	ア　意見の内容
	「東京都議会議員選挙執行に係る庁有車の運行管理業務委託」、「公職選挙法等改正に伴う選
	挙人名簿管理システム等の改修業務委託」の業務報告書等に、課長、係長、係員の確認印がな
	かった。
	報告書の確認は、委託業務の執行状況を確認し、適切な管理をするとともに支出の前提とな
	るものである。また、確認印は内容を確認した者と、確認の事実を明らかにするものである。
	業務完了の確認を確実に行うよう努められたい。
	28　交通カード（以下「SUICA」という。）の取扱いについて
	【総務部　人事課】
	ア　意見の内容
	「若者就業体験」、「学生インターンシップ」の移動手段として活用するため、33枚のSUICA
	を保管していた。1年間を通し、入金及び使用実績のないSUICAが19枚あり、その残額合計は
	70,408円であった。
	SUICAの管理にあたっては、必要な枚数を精査し、管理するよう努められたい。
	今回の意見事項を踏まえ、これまでの実習生の受入人数、受入期間及び使用実績を確認する
	とともに、所属によって出張の頻度等に差があることを考慮しながら、最低限度の必要数を精
	査し、平成30年12月に保管枚数の見直し及び整理を実施しました。
	29　契約事務を適切に行うべきもの
	【防災危機管理室　防災課】
	ア　意見の内容
	① 「管理職用防災服ズボンの購入」　契約金額：798,120円
	契約日：平成29年6月30日　　  　納入日：平成29年8月10日
	② 「管理職用防災服上着の購入」　　 契約金額：790,560円
	契約日：平成29年6月30日　　 　 納入日：平成29年8月10日
	③ 「災害対策用バッグの購入」　　 契約金額：777,600円
	契約日：平成29年7月7日　   　  納入日：平成29年7月28日
	これら3件の契約は、購入物品、契約日及び関係書類等から判断して、本来1つの契約で処
	理すべきものである。契約にあたっては、適切な事務処理を行われたい。
	今回の意見事項を踏まえ、平成30年8月24日に新規採用者1年目から3年目の職員4名を
	対象に、課長から契約事務における分割発注についての注意事項を解説するとともに、契約事
	務規則を確認しながら契約事務を行うことの重要性を理解させ、契約事務の知識の取得に努め
	ていくよう徹底しました。
	また、今回の意見事項の内容については、8月の係長会を通じて課長から全職員に周知し共
	有するとともに、再発防止に向けて適切な事務処理を徹底するよう注意喚起しました。
	今後は、係長・課長の決裁時において契約内容について確認し、適正な事務処理に努めてま
	いります。
	なお、ご指摘のありました契約行為に関しましては、平成30年度に同様なことがないよう適
	切な事務処理をしていることを確認しております。
	30　契約事務を適切に行うべきもの
	【教育委員会事務局教育推進部　図書文化財課】
	ア　意見の内容
	（ア）
	①　「図書の購入「江戸刑事人名事典火附盗賊改」外（麻布図書館）」
	契約金額：91,371円　 　契約日：平成29年9月1日
	納入日：平成29年9月11日　内訳：徳田秋聲全集19～24　他
	②　「図書の購入「徳田秋聲全集25」外（麻布図書館）」
	契約金額：95,260円　　 契約日：平成29年9月12日
	納入日：平成29年9月19日　内訳：徳田秋聲全集25～34
	③ 「図書の購入「徳田秋聲全集35」外（麻布図書館）」
	契約金額：87,872円　　 契約日：平成29年9月20日
	納入日：平成29年9月29日
	（イ）
	① 「図書の購入「紀元二千六百年日本万国博覧会Ⅰ 第1巻」外（赤坂図書館）」
	契約金額：64,800円　契約日：平成30年2月8日
	納入日：平成30年2月14日
	内訳：紀元二千六百年日本万国博覧会Ⅰ 第1巻・第2巻
	② 「図書の購入「紀元二千六百年日本万国博覧会Ⅱ 第3巻」外（赤坂図書館）」
	契約金額：84,672円　　契約日：平成30年2月15日
	納入日：平成30年2月21日
	内訳：紀元二千六百年日本万国博覧会Ⅱ 第3巻・第4巻・別巻
	これら（ア）及び（イ）の契約は、購入物品、契約日及び関係書類等から判断して、本来1つの契約で処理すべきものである。契約にあたっては、適切な事務処理を行われたい。
	古書の購入については、流通量が非常に少ないこと、特に全集的な書籍については購入のタ
	イミングや購入先が限定されることから、資料が売りに出される時期に合わせて契約処理を行
	っています。
	今回の意見事項を踏まえ、今後、古書など入手困難な資料でかつ購入先を限定して購入せざ
	るを得ない場合などは、十分な納入期限を設定するとともに、業者推薦理由書等に、その理由
	を明記し、適切な事務処理となるよう改善してまいります。
	31　契約事務を適切に行うべきもの
	【教育委員会事務局学校教育部　学務課】
	ア　意見の内容
	① 「大型箱積木」　契約金額：558,360円　　契約日：平成30年3月2日
	納入日：平成30年3月20日　　　内訳：大型箱積木
	② 「中型箱積木」　契約金額：330,480円　　契約日：平成30年3月2日
	納入日：平成30年3月20日    　内訳：中型箱積木
	これら2件の契約は、購入物品、契約日及び関係書類等から判断して、本来1つの契約で処理すべきものである。契約にあたっては、適切な事務処理を行われたい。
	今回の意見事項にある2件の契約は、学務課と幼稚園で相互の行き違いがあり、学務課が「大
	型箱積木」の購入手続きをした後に、幼稚園側が「中型箱積木」も必要としていたことが判明
	したため、急遽契約を1本追加したことで、不適切な事務処理となったものです。
	このことを踏まえ、平成30年度からは、年度当初に、学校予算説明会等で、計画的な予算執
	行を周知し注意を促すとともに、学務課と幼稚園の情報共有を徹底し、事務処理を行うよう改
	めました。
	32　非常勤職員及び臨時職員の有給休暇の取扱い等に関する指導について
	【総務部　人事課】
	ア　意見の内容
	定期監査（前期）対象部局の平成29年度の非常勤職員及び臨時職員の勤怠事務について、以
	下の事例があった。
	臨時職員の有給休暇は1日単位として与えられるが、有給休暇を時間単位で承認したものが
	3件あった。また、実際の勤務時間と出勤簿上に記載されている時間数が不一致だったものは4
	件、その内2件で、賃金を誤って支払っていた。
	「出勤簿」では、日々の勤務時間が記載されていなかったものが3件、鉛筆で記載されてい
	たものが4件、休暇の記載がないものが1件あった。
	「有給休暇簿」、「週休日の振替等命令簿」、「事故簿」に係長と課長、又は課長印がないもの
	3件、「週休日の振替等命令簿」の命令年月日が遡りで訂正されており、当該職員と出勤簿整理
	担当職員の印がなかったものが1件あった。
	「旅行命令簿」に関与者の印がないもの1件、合計金額が未記入のものが1件あった。
	臨時職員の「任用通知書」の勤務時間の記載が誤っていたものが1件あった。
	非常勤職員及び臨時職員の勤怠等事務処理については、多岐にわたり誤った処理が散見され
	る。誤った処理をした所管課はもとより、全所管部局に対して非常勤職員及び臨時職員の有給
	休暇の取扱いや賃金計算等、適切な事務処理方法について指導されたい。
	今回の意見事項を踏まえ、平成30年9月4日開催の庶務担当課長会において、出勤簿等の不
	適切な事務処理事例を示したチェック項目により、各所属で定期的に点検を実施すること、臨
	時職員の有給休暇制度について、事務処理マニュアルにより改めて確認すること、特に、臨時
	職員の有給休暇については時間単位の取得ができない点に注意することについて通知し、再発
	防止に向けて適正な勤怠管理を徹底するよう注意喚起しました。
	また、臨時職員の有給休暇制度が常勤職員とは異なる点があることを踏まえ、現在、人事課
	への問合せの多い事項等を中心に事務処理マニュアルの有給休暇に係る記載を強化するための
	改訂作業を進めており、年度内を目途に全庁に周知徹底する予定です。
	今後は、非常勤職員及び臨時職員の勤怠等事務処理について誤った処理をすることがないよ
	う、各所属の担当者の基礎的な知識の向上に努めていきます。
	33　学校施設の設備点検報告書の確認及び修繕等について
	【教育委員会事務局学校教育部　学校施設担当】
	ア　意見の内容
	複数の学校と学校施設担当において、設備・施設の保守点検結果内容について情報共有が不
	十分であり、修繕等に関しても役割分担が不明確な事例が見受けられた。
	生徒・児童・園児を火災等の被害から守るため、迅速な対応が必要である。学校施設担当は
	設備・施設の保守点検内容を十分把握して、学校等と情報共有を行い修繕等に漏れの無いよう
	努められたい。
	平成30年8月1日の定期監査講評後に学校施設担当課長から、施設保全担当係長、施設保
	全担当の全職員に対し、以下について周知徹底し、再認識させるとともに理解させました。
	・点検結果内容は必ず園長、校長まで確認するよう担当者へ指導すること。
	・点検後、改修を要する不具合についての見積を施設保全担当が一括して集約し、不具合内容
	を学校等と情報共有した上で、対応方針を判断・決定すること。
	・学校等の対応となる不具合は、見積書を各施設へ速やかに送ること。
	・今後、学校施設担当が実施する工事等の仕様書を見直し、「報告書の提出」について、学務課
	（学校施設担当）に加え当該の施設分を追加させ、改修内容を双方で情報共有できるようにす
	ること。
	・各施設の支出負担行為を財務会計システムからチェックし、工事等の実施状況を施設保全担
	当者の方で定期的に確認すること。
	今後、各種点検の月次報告で出てくる不具合については、迅速に学校等施設側に連絡し、園
	長、校長まで決裁をとるよう指導するとともに、不具合内容を学校等と情報共有し、契約事務
	を学務課か各施設対応か双方納得のうえで決定することとしました。
	34　不適正な薬品の在庫管理について
	【芝小学校】
	ア　意見の内容
	「二酸化マンガン」、「四ほう酸ナトリウム＋水和物（ホウ砂）」は毒物・劇物に指定された薬
	品ではないが、毒物劇物管理簿に残量等を記載し、管理することとしていた。しかし、「二酸化
	マンガン　250ｇ（瓶1本）」は、現物は存在するが毒物劇物管理簿に記載が無く、「四ほう酸ナ
	トリウム＋水和物（ホウ砂）65ｇ（箱）」は、毒物劇物管理簿に記載はあるものの現物は無かっ
	た。
	また、毒物・劇物と毒物・劇物に指定されていない薬品は、明確に区分して保管管理すべ
	きこととされているが、同一の保管庫で管理されていた。
	薬品の在庫管理は、事件・事故から児童の安全を確保するうえで重要である。毒物・劇物
	に指定されていない薬品を適正に管理するとともに、毒物・劇物については他の薬品と明確に
	区分した管理を徹底されたい。
	平成30年6月28日に指導主事が芝小学校を訪問し、薬品類を点検したところ、毒物・劇物
	以外の薬品を毒物劇物管理簿の様式を使用して数量等の管理を行っていたこと、二酸化マンガ
	ンと四(し)ほう酸(さん)ナトリウムの管理簿の記載と保管数量が一致していなかったこと及び
	毒物・劇物の薬品とそれ以外の薬品とを区分収納して管理していなかったことを確認し、適切
	に管理するよう指導しました。
	教育指導課は、本件意見事項を踏まえ、すべての小学校・中学校において、児童・生徒の安
	全を確保するという観点から、毒物・劇物の薬品とそれ以外の薬品の区分収納、及び数量等の
	適切な保管管理を行うよう、平成30年7月2日開会の校園長会及び7月3日開会の副校園長研
	修会において指導しました。
	今後も、あらゆる機会を捉えて薬品類の適切な管理について周知・指導することで、学校の
	危機管理意識をより一層高めてまいります。

