
監査結果に基づき港区長等が講じた措置 

 

 令和元年度定期監査（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。 

 

令和元年 12 月 26 日 

 

第１ 公表の範囲 

令和元年度定期監査(前期)(実施期間：平成 31 年 4 月 4 日から令和元年 6 月 13 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 

令和元年度定期監査(前期)において指摘した事項 14 件、意見事項 29 件について通知

を受けた。 

 

１ 歳入の確保について 

【教育委員会事務局学校教育部 学務課】 

ア 指摘の内容 

「学校教育における食育推進活動事業」については、「区市町村食育推進活動支援事業費補助 

金交付要綱」に基づく都補助金の補助対象事業であったにもかかわらず、申請期間を徒過した

ため、補助金の申請をすることができなかった。 

同補助金については、平成30年度歳入予算として100万円が計上されていた。 

事業の実施にあたっては、財源として活用を予定した補助金等については、その詳細を的確

に把握し、申請手続を確実に行うことで、歳入の確保を図るべきである。 

 

イ 講じた措置の概要 

所属長から全職員に指摘事項の内容を周知し共有するとともに、補助金については、対象、

内容、申請スケジュールを的確に把握し、遅滞なく申請手続きをするよう指導しました。 

さらに、関係部署との連携を図り、書類の行き違い等が生じないよう注意喚起しました。 

 

２ 助成金の支出時期について 

【保健福祉支援部 障害者福祉課】 

ア 指摘の内容 

港区障害者（児）自動車燃料費助成事業実施要綱第8条では、助成金を請求のあった月の翌
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月末日までに請求者の口座に振り込むものとしている。 

自動車燃料費助成40名分（計 1,479,352円）については、平成31年3月に請求を受けてい

たにもかかわらず、5月15日から5月21日の間に4回に分けて支出した。 

また、平成30年度の支出とすべき自動車燃料費助成17名分（計605,175円）については、

平成31年2月25日から3月31日に請求を受けていたにもかかわらず、6月11日から6月24

日の間に7回に分けて令和元年度予算から支出した。 

助成申請を受けてから支出するまでの事務処理の進捗状況を組織的に確認する体制を整備し、

会計事務規則、関係要綱の規定に基づく適正な事務処理を徹底すべきである。 

 

イ 講じた措置の概要 

タクシー券、入浴券などの助成に加え、自動車燃料費については年度末に申請が多く、審査

及び支払い事務が集中するため、適正な事務執行ができるよう、繁忙期の担当職員を増やし執

行体制を強化するとともに、令和元年12月末までに事務処理（支出）の時期の見直しを行いま

す。 

支出漏れを防ぐため、令和元年7月から事務手順を見直し、各総合支所で申請書類を受付け

た際の受付簿と支出書類の突合を徹底するよう改善しました。 

 

３ 支出の証拠書類の不適切な修正について 

【子ども家庭支援部 子ども家庭支援センター】 

ア 指摘の内容 

「親支援プログラム ～Nobody’s  Perfect」一時保育報償費の請求書について、請求書に

当初記載された請求日を以下のように訂正し、報償費を支払った。 

  平成30年5月22日実施分（1名）の日付が、5月22日から9月27日 

   平成30年5月25日実施分（2名）の日付が、5月25日から10月5日 

   平成30年6月5日実施分（1名）の日付が、6月5日から9月27日 

   平成30年6月15日実施分（6名）の日付が、6月15日から9月27日 

   平成30年6月22日実施分（5名）の日付が、6月22日から9月27日 

   平成30年6月29日実施分（5名）の日付が、6月29日から9月27日 

   平成30年7月6日実施分（4名）の日付が、 7月6日から9月27日 

日付の訂正は、請求者が押印した捨印を用いて行ったものである。しかし、本件請求書の日

付は請求者本人が記載したものであり、本人の意思が明確に示されているものである。誤字・

脱字など軽微な誤りを訂正する際に使用することを委ねられていると解される捨印を使用して

請求日を訂正することは極めて不適切と考えるべきである。 

また、本来の請求日を変更することは、実質的には支払いの遅延であり、不適切な会計処理

と言わざるをえない。 

支出の根拠となる請求書類等の適正な管理及び迅速な事務処理を徹底すべきである。 
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イ 講じた措置の概要 

今回の指摘事項の内容については、令和元年7月31日の課内の朝の連絡会を通じて、所属長

から全職員に周知し共有するとともに、適正な事務処理の重要性について改めて指導しました。 

また、令和元年8月21日に全職員を対象として、会計事務に関する部内研修を実施しました。

その中で、講演会などの事業実施後は速やかに支払事務を行うことや、捨印の本来の目的や使

用方法について、改めて周知徹底を図りました。 

今後は、毎週実施する係会において、各事業の支払い事務の進捗状況を確認することとし、

今後このような事がないよう適正な事務処理に努めてまいります。 

 

４ 近接地外旅費の支出について 

【企画経営部 オリンピック・パラリンピック推進担当】 

ア 指摘の内容 

平成30年5月13日に実施された仙台国際ハーフマラソン視察は、企画課職員が所有する自

家用車を使用して行われた。 

港区職員の旅費に関する条例及び旅費支給規程では、自家用車による出張は原則として認め

られていない。「自家用車使用による公務旅行に関する取扱基準」において下肢障害等の障害を

有する職員の地内旅行の場合のみ自家用車の使用を例外的に認めているが、本件旅費はこの基

準に該当しない。 

また、本件出張の実施原議は、平成30年5月11日に起案され、決裁日は平成30年7月30

日であった。本件旅行の意思決定がなされる以前に旅行が実施されたことになる。 

本件旅行は近接地外旅費の支出根拠と旅行実施の意思決定を欠くものである。 

仙台国際ハーフマラソンの実施日程は、あらかじめ公表されているものであり、効果的な視

察を行うには実施主体等との事前の調整も含め、計画的に行うべきものである。 

旅行の実施については、旅費の支出根拠を明確にし、旅行の方法等計画的に実施すべきであ

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、令和元年8月16日に、オリンピック・パラリンピック推

進担当課長から所属の全職員に対してあらためて説明、共有するとともに、港区職員の旅費に

関する条例及び旅費支給規程を遵守すること、旅行実施には意思決定に関する適正な事務執行

が必要であることについて指導しました。 

今後は、ご指摘を真摯に受け止め、旅行の実施に当たりましては、旅費の支出根拠を明確に、

かつ旅行の方法等を計画的に実施してまいります。 

 

５ 清算事務の遅延について 

【子ども家庭支援部 子ども家庭支援センター】 

ア 指摘の内容 

部門研修参加に伴う地外旅費（旅行日：平成30年8月25日～26日）については、概算払い
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で支払われ、清算日が平成30年9月7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。 

また、旅行命令簿の受領印、清算印の欄に押印がなく、出張報告書の清算確認印の欄に押印

がなかった。 

会計事務規則、職員の旅費に関する規程等に基づき適正な処理を行うよう徹底すべきである。 

 

イ 講じた措置の概要 

今回の指摘事項の内容については、令和元年7月31日の課内の朝の連絡会を通じて、所属長

から全職員に周知し共有するとともに、適正な事務処理の重要性について改めて指導しました。 

また、令和元年8月21日に全職員を対象として、会計事務規則、職員の旅費に関する規定を

基に適正な事務処理に関する部内研修を実施し、職員一人ひとりが地外旅費の処理について改

めて確認しました。 
さらに、業務引継書に地外旅費の処理に関するポイントについて項目を追記しました。 

今後は、年に数回実施する地外旅費処理の事務手続きについて、適正な事務処理の実施が必

ず引き継がれるようにすることで、再発防止を徹底してまいります。 

 

６ 清算事務の遅延について 

【教育委員会事務局教育推進部 図書文化財課】 

ア 指摘の内容  

平成31年度夏季特別展「港区の考古学（仮）に係る事前調査の実施」に要する地外旅費（旅

行日：平成30年10月9日～10日）については、概算払いで支払われ、平成31年2月15日に

13,800円戻入し清算処理されていた。 

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うべきである。 

また、大養寺跡遺跡出土遺物の整理及び保存処理についての指導に要する地外旅費について

は、清算払いで支出されているが、旅行日が、平成30年9月11日のところ、請求日は平成31

年1月9日、支払日は平成31年2月8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 

「財務会計の手引き」や「港区職員のためのハンドブック」を活用し、会計事務に係る職場

内研修を実施し、職員の会計事務に関する知識の習得に努めました。所属長から全職員に対し、

会計事務規則の遵守について徹底しました。 

また、今後は個別の旅行命令時においても、所属係長が清算処理について職員への確認を行う

ほか、庶務担当者が財務会計システムなどで処理状況を確認するなど、再発防止を徹底します。 
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７ 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 

平成30年度初任者宿泊研修会に係る旅費等(指導主事・幼稚園教員分)（旅行日：平成30年

8月1日～3日）については、概算払いで支払われ、清算日が平成30年10月1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。 

清算手続については、会計事務規則に基づく適正な処理を行うべきである。 

 

イ 講じた措置の概要 

所属長から当該事務を担当する職員に対し、適正な事務処理の徹底について注意喚起すると

ともに、今後は、定期的に財務会計システムで清算処理の確認を行うことができるよう、事務

手順書を作成しました。 

 

８ 清算事務の遅延について 

【高陵中学校】 

ア 指摘の内容 

高陵中学校 夏季学園旅費（旅行日：平成30年7月23日～25日）については、概算払いで

支払われ、清算日が平成30年8月31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。 

清算の手続については、会計事務規則に基づく適正な処理を行うべきである。 

 

イ 講じた措置の概要 

令和元年9月10日に開催された学校事務職員会において、学務課の経理担当者から、清算事

務については用件終了後、5日以内に清算処理するよう注意喚起しました。 

また、令和元年11月の校園長会で同様の内容について改めて注意喚起の周知を行います。 

今後は、事務担当者のみならず、副校長、校長も清算処理の進捗を確認できるよう、事務処

理のチェック票を用いることで、清算手続きを失念しないよう徹底してまいります。 

 

９ 業務の再委託の協議もれについて 

【企画経営部 施設課】 

ア 指摘の内容 

港区施設保全システム用機器等保守点検業務委託契約では、再委託は原則禁止としているが、

本件契約仕様書に定める業務用機器の不具合時の現状復旧及び年1回の機器定期点検・清掃の

作業実施報告書は、受託事業者とは別の事業者から提出されていた。 

また、再委託の協議は行われていなかった。 
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委託業務については、所管課は状況を的確に把握し、業務を管理しなければならない。しか

し、所管課は受託事業者からの報告書に、受託事業者とは異なる事業者からの報告書が添付さ

れていたにもかかわらず、確認を怠り、支出していたことは極めて不適切である。 

受託事業者に対し、業務の再委託をする場合には事前に書面による申請及び承認を受けるよ

う強く指導するとともに、再委託の承認に際しては、受託事業者から説明を求めるなど、その

内容を詳細に検討し、再委託の必要性を判断すべきである。 

本件契約は、契約管財課が契約の相手方を決定したものである。しかし、監査で確認した作

業報告書は、受託事業者と異なる事業者が作業報告を行っていた。主管課は、契約所管部門と

契約の履行状況について情報を共有されたい。 

 

イ 講じた措置の概要 

今回の指摘事項の内容については、令和元年7月31日の係長会において、所属長から係長に

定期監査で業務の再委託の協議漏れの指摘を受けたことを説明し、係内でも周知徹底すること

で、課全体で情報共有しました。 

今後、再委託が必要な場合は、漏れなく受託事業者から書面で再委託の協議申請を行わせ、

説明を求めるなどして内容を詳細に検討した上で再委託の必要性を判断し、承諾を行ってまい

ります。 

また、再委託する場合は、契約所管部門との情報共有を徹底してまいります。 

なお、令和元年度の港区施設保全システム用機器等保守点検業務委託契約につきましては、

今回の指摘を受けて、速やかに受託事業者から書面による再委託の協議申請を行わせ、契約所

管部門と情報共有し、内容を検討した上で、再委託の承諾を行っております。 

 

10 業務の再委託の協議もれについて 

【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 

学校設備等維持管理業務委託契約では、再委託は原則禁止としているが、以下の保守点検結

果報告書は、受託事業者とは別の事業者から提出されていた。 

また、再委託の協議は行われていなかった。 

① 白金の丘中学校設備等維持管理業務委託契約では、「温水ヒーター保守点検報告書」、「衛

生設備ろ過機周辺点検報告書」、「プール可動床保守点検報告書」 

② 港南小学校設備等維持管理業務委託契約では、「ばい煙濃度測定報告書」 

③ 赤坂小学校設備等維持管理業務委託契約では、「プールろ過装置定期点検整備報告書」、

「温水ヒーターばい煙測定報告書」、「ＣＯ濃度計定期点検報告書」 

④ 本村小学校設備等維持管理業務委託契約では、「温水ヒーター保守点検報告書」、「温水

ヒーターばい煙測定報告書」、「プールろ過装置定期点検報告書」、「ヒートポンプチラー定

期点検作業報告書」 

⑤ 芝浦小学校設備等維持管理業務委託契約では、「プールろ過装置定期点検報告書」、「25

ｍプール可動床点検報告書」 
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委託業務については、所管課は状況を的確に把握し、業務を管理しなければならない。しか

し、所管課は受託事業者からの報告書に、受託事業者とは異なる事業者からの報告書が添付さ

れていたにもかかわらず、確認を怠り、支出していたことは極めて不適切である。 

受託事業者に対し、業務の再委託をする場合には事前に書面による申請及び承認を受けるよ

う強く指導するとともに、再委託の承認に際しては、受託事業者から説明を求めるなど、その

内容を詳細に検討し、再委託の必要性を判断すべきである。 

 

イ 講じた措置の概要 

再委託を要する業務については、事業者から再委託先一覧を徴取するだけではなく、課長、

係長、係員が同席の上で内容を確認し、再委託の必要性を精査した後に申請書を提出させるよ

う、所属長から全職員に指導しました。 

 

11 業務の再委託の協議もれについて 

【御成門小学校】 

ア 指摘の内容 

御成門小学校体育館舞台照明設備修繕および保守点検委託契約では、再委託は原則禁止とし

ているが、修繕及び保守点検結果報告書は、受託事業者とは別の事業者から提出されていた。 

また、再委託の協議は行われていなかった。 

委託業務については、所管校は状況を的確に把握し、業務を管理しなければならない。しか

し、所管校は受託事業者からの報告書に、受託事業者とは異なる事業者からの報告書が添付さ

れていたにもかかわらず、確認を怠り、支出していたことは極めて不適切である。 

受託事業者に対し、業務の再委託をする場合には事前に書面による申請及び承認を受けるよ

う強く指導するとともに、再委託の承認に際しては、受託事業者から説明を求めるなど、その

内容を詳細に検討し、再委託の必要性を判断すべきである。 

 

イ 講じた措置の概要 

教育指導課長から全校の事務職員に対し、令和元年9月10日の学校事務職員会において、再

委託を要する業務については事業者から再委託先一覧を徴取するだけではなく、校長、副校長

も交えて内容を確認し、再委託の必要性を精査した上で申請書を提出させるよう指導しました。 

また、令和元年11月の校園長会で同様の内容について改めて注意喚起の周知を行います。 

今後は、毎年4月に実施している学校向けの予算説明会において、校長及び副校長に対して 

も事例を上げて注意喚起を行い指導することとしました。 

 

12 業務の再委託承認処理について 

【教育委員会事務局教育推進部 図書文化財課】 

ア 指摘の内容 

港区立郷土歴史館管理運営に関する基本協定書（平成30年11月1日付）第16条の規定では、

事前に区の承認を受けた場合を除いて、業務の一部を第三者に委託してはならないとしている。 
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平成30年度設備緊急対応、電気設備保守、消防設備点検、エレベーター保守点検など31の

業務を再委託するにあたり、平成30年11月1日付で、指定管理者が書面で区に再委託に関す

る協議の申し出を行ったが、区は承認の処理を怠っていた。 

業務の再委託について書面による申請があった場合には、再委託の必要性等を判断し、承認

する場合には再委託承諾書の交付漏れが無いよう基本協定書に基づき適切に処理すべきである。 

 

イ 講じた措置の概要 

所属長から全職員に指摘事項の内容を周知し共有するとともに、再委託の協議についてはそ

の必要性を区が判断し、指定管理者に対し承認可否の決定を行うことを改めて指導しました。 

再委託協議に係る履行状況は、指定管理施設を所管する係に加え、庶務係においても確認す

ることとし、再発防止に努めています。 

 

13 契約事務規則による委任区分に基づかない契約について 

【三光幼稚園】 

ア 指摘の内容 

契約事務規則第3条の2別表によると、一件予定価格30万円以上の製造に関する契約は、教

育指導課長が契約すべきところ、研究紀要の印刷（346,680円）は、予定価格が30万円以上で

あるが園長が契約していた。 

契約事務規則に基づく適正な事務処理を行うべきである。 

 

イ 講じた措置の概要 

教育指導課長から全校(園)に対し、令和元年8月23日の幼稚園主任教諭研修会において、契

約事務規則に基づく適正な事務処理の執行について、改めて指導しました。 

また、令和元年11月の校園長会で同様の内容について改めて注意喚起の周知を行います。 

今後30万円以上の契約が発生する可能性がある幼稚園には、予算配当時から注意喚起してお

くこととしました。 

 

14 保守点検における指摘事項への対処について 

【総務部 契約管財課】 

ア 指摘の内容 

本庁舎の防火戸・防火ダンパー等に連動している垂れ壁は、消防用設備点検において平成28

年1月2か所、平成29年1月2か所、平成30年1月4か所、平成31年1月5か所が不作動で

あり、改修が必要とされていたが、対応を行っていなかった。 

消防設備を正常に作動するよう維持管理することは、火災から利用者の安全・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。 
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イ 講じた措置の概要 

今回の指摘事項である本庁舎の防火戸・防火ダンバー等に連動している垂れ壁の改修につい

ては、関係部署や工事関係者と調整を行い、令和元年12月末までに改修工事を完了させます。 

今後は、消防設備点検結果を情報共有し、必要に応じて早急に対応し、利用者の安全・安心

の確保に努めます。 

 

15 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 意見の内容 

定期監査（前期）対象部局の平成30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、鉛筆や消しゴムで消せるボールペンで記載されていたものが9件、

修正ペン等を使用して訂正されていたものが5件、日付が空欄だったものが33件、納品書等原

本を保存していないものが18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26件、現金出納簿の記載等に誤りがあるものが4件あった。 

また、備品についても備品シール未出力が107件、保管場所が未入力又は不明確なものが218

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、指摘された不適正処理の件数が多い、あるいはその内容が

重大と考えられる所管課には、会計室の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策に向けた指導・アドバイスを行いました。 

全庁に向けては、令和元年8月6日付けで全課に対し、会計事務に関する基本的かつ原則的

な事項について、改めて注意喚起の通知を行い、不適正処理の発生防止に向けた取組を強化し

ました。その内容としては、①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、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や修正ペン

等を使用して訂正した箇所がないか、日付が空欄になっていないか等を各課内で重点的に確認

すること、②規則に定められた会計自己検査を着実に実施し、組織的なチェック機能の強化を

図るというものです。 

今後も、全所管部局に対し、日常の審査業務や出納業務を通して、不適正処理の防止に向け

たアドバイスや注意喚起を継続的に行うとともに、会計知識の習得の機会となる係長・職員向

けの実務担当者研修を工夫して実施するなど、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、指導してまいります。 
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16 適正な契約事務の指導について 

【総務部 契約管財課】 

ア 意見の内容 

定期監査（前期）対象部局の平成30年度の契約に係る事務について、以下の事例があった。

契約日、履行期限、履行及び検査日がすべて同一の日付であったものが1件、計画的に契約事

務を処理すべきものが17件、業務の再委託協議が適正に行われていなかったものが7件あった。 

また、会計・契約証拠書類（見積書、請書兼検査証兼請求書、納品書等）において、鉛筆や

消しゴムで消せるボールペンで記載されていたものが9件、修正ペン等を使用して訂正されて

いたものが5件、会計・契約証拠書類の日付が空欄だったものが33件、見積書・納品書等原本

を保存していないものが18件あった。契約日、納入又は完了年月日、検査年月日、見積書日付、

納品書日付で日付に齟齬があるものが17件あった。 

契約事務処理については、多岐にわたり不適切な処理が散見される。不適切な処理をした所

管課はもとより、全所管部局に対して適切な契約事務処理について厳重に指導されたい。 

 

イ 講じた措置の概要 

今回の意見事項を踏まえ、令和元年8月20日付けで「適正な契約事務の執行について（通知）」

を全庁に通知し、注意喚起しました。 

今後も、全所管部局に対して、契約事務の適切な処理が行われるよう、随時、各課からの相

談に応じるとともに、毎年6～7月に実施する契約事務の実務研修等を通じて、指導を徹底して

まいります。 

 

17 適正な会計・契約事務の指導について 

【教育委員会事務局学校教育部 学務課・教育指導課】 

ア 意見の内容 

定期監査（前期）対象小学校・中学校・幼稚園の平成30年度の支出及び契約事務に係る証拠

書類（見積書、請書兼検査証兼請求書、納品書等）において、鉛筆や消しゴムで消せるボール

ペンで記載されていたものが4件、修正ペン等を使用して訂正されていたものが1件、訂正印

がないものが1件、日付が空欄だったものが24件、納品書等原本を保存していないものが6

件、現金出納簿の記載等に誤りがあるものが3件あった。 

備品については、保管場所が未入力又は不明確なものが31件あった。 

また、契約に係る事務について、教育指導課長が契約すべき事案を幼稚園長で処理したもの

が1件、契約事務を計画的に処理すべきものが1件、業務の再委託協議が適正に行われていな

かったものが1件あった。 

会計及び契約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

た所管はもとより、全所管に対して会計及び契約関係書類の取扱いと適切な事務処理方法につ

いて指導されたい。 
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イ 講じた措置の概要 

今回のご意見の内容については、令和元年9月10日の学校事務職員会で周知し、学務課及び

教育指導課の経理担当職員から具体的な事例を紹介しながら注意喚起しました。 

また、令和元年11月の校園長会で同様の内容について改めて注意喚起の周知を行います。 

今後も個別の研修や、校長・園長会や副校園長研修会等のあらゆる機会を通じ、各学校・幼

稚園への指導に努めるとともに、各学校・幼稚園と学務課、教育指導課との情報共有をさらに

徹底し、再発防止に努めてまいります。 

 

18 歳入の確保について    

【産業・地域振興支援部 国際化・文化芸術担当】 

ア 意見の内容 

「日本語学習を通じた外国人と日本人の交流促進事業」について、一般財団法人自治体国際

化協会が実施する「多文化共生のまちづくり促進事業助成金」の助成対象事業であったにもか

かわらず、申請期間を徒過したため、助成金の申請をすることができなかった。  

同助成金については、歳入予算として300万円が計上されていた。 

本件事業は、平成30年度の新規事業であり、事業内容・予算等の精査をすすめながら、国

や都の助成事業を含めて活用を検討していたものである。 

新規事業の財源として活用できる助成金等については、早期にその詳細を把握し、申請手続

等を適切に行うことで、歳入の確保に努められたい。 

 

イ 講じた措置の概要 

今回の意見事項の内容については、所属長から課内全職員に対し、周知し共有するとともに、

新規事業を構築する際は、事業内容や予算等の精査を行うとともに、財源として活用できる助

成金の実施概要、要綱及び申請スケジュール等についても詳細に把握するよう指導しました。 

今後、新規事業の実施に当たりましては、細心の注意を払い、事業担当者と予算担当者の双

方で助成金申請の手続き等を確認し、再発防止に努めてまいります。 

 

19 調定事務の遅延について 

【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 

会計事務規則第23条第1項ただし書きでは、同一科目に属する歳入で、日々調定をするもの

については、毎月分をとりまとめ、翌月の初日から起算して5日以内に会計管理者に通知する

こととしている。 

郷土歴史館使用料のうち常設展観覧料については、平成30年11月分から平成31年2月分を

平成31年 3月22日から3月26日の間に調定・通知していた。 

同使用料のうち特別展観覧料については、平成30年11月分から平成31年2月分を平成31

年 3月25日及び3月26日に調定・通知していた。 

また、郷土歴史館有償刊行物売払代金については、平成30年6月分を平成30年 8月14日、

11 

 



11月分から平成31年1月分を2月23日から2月26日の間に調定・通知していた。 

なお、郷土歴史館は平成30年11月1日に開館したものである。 

    使用料等の調定・会計管理者への通知等については、会計事務規則に基づく適正な処理を徹 

底されたい。 

 

イ 講じた措置の概要 

再発防止に向けて、「財務会計の手引」や「港区職員のためのハンドブック」等を活用しなが 

ら、令和元年8月に会計事務に関する職場内研修等を行い、職員の知識の向上を図りました。 

また、例月処理を行う歳入処理においては、月毎のチェック表により確認するよう、事務手順

を改善しました。 

 

20 指定管理料の余剰金の処理について 

【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 

港区立郷土歴史館管理運営に関する基本協定書（平成30年11月1日付）第32条第5項及び 

港区立郷土歴史館の管理運営に関する年度協定書（平成30年11月1日付）第6条は、修繕費

等について余剰金が発生した場合等については、実績に応じて清算するものとし、指定する期

限までにこれを返還しなければならないとしている。 

平成30年度港区立郷土歴史館指定管理料の余剰金（21,234,505円）については、令和元年5

月13日に、所管課による清算の起案はなされていたが意思決定がなされないまま同日付で指定

管理者から戻入されていた。 

所管課は、基本協定書等に基づき、清算額を精査・確認するとともに、歳出の戻入に関する

会計事務規則第50条に基づき、適正に処理されたい。 

 

イ 講じた措置の概要 

再発防止に向け、指定管理料の年度実績額確定や戻入額の通知については、事案専決規程に

基づく意思決定がなされた後に行うよう、改めて事務マニュアルに処理手順を加筆しました。 

令和元年8月に、所属長から全職員に意見事項の内容を周知し共有するとともに、「港区職員

のためのハンドブック」や「財務会計の手引」などを活用して課内研修を実施し、意思決定の

意義や適正な会計事務処理について指導しました。 

 

21 清算払いの地外旅費の支出について 

【保健福祉支援部 障害者福祉課】 

ア 意見の内容 

平成30年地外旅費(№7～12)は、清算払いで支出されている。旅行日は平成30年5月18日、

6月13日、6月18日、6月22日、7月23日、8月24日のところ、請求日は平成31年4月19

日、支払日は令和元年5月7日であった。 

また、平成30年地外旅費(№13～17、19)は、清算払いで支出されている。旅行日は平成30
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年10月12日、11月1日、11月30日、12月7日、平成31年1月24日、3月1日のところ、

請求日は平成31年4月19日、支払日は令和元年5月7日であった。 

このうち旅行命令日と旅行日が同日のものが4件あった。 

職員の旅行については、旅行の目的・内容等を明確にし、事前に命令を受けて実施するもの

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 

令和元年7月に、所属長から全職員に対し、近接地外への旅行の際の出張計画書作成、旅行

命令、旅費清算等の正しい手続きの流れについて説明するとともに、課内研修を実施しました。 

今後、地外旅費については、各係長が管理簿を作成して係員の旅費の処理状況を把握し、出

張後の旅費の清算を促す事務手順に改めました。 

 

22 清算払いの地外旅費の支出について 

【教育委員会事務局学校教育部 学務課】 

ア 意見の内容 

非常勤職員の費用弁償は、非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例第5条の規定により、 

職員の旅費に関する条例の適用を受ける職員の例によることとされている。 

第49回全国学校保健・学校医大会（研修の地外旅費）にかかる特別旅費（費用弁償）は清算 

払いで支出されているが、旅行日は平成30年10月26日～27日のところ、請求日は平成31年

2月28日、支払日は平成31年3月25日であった。 

非常勤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 

令和元年6月に、所属長から非常勤職員に対し、出張後は速やかに書類を提出するよう注意

喚起しました。 

また、非常勤職員の出張日程については、担当の係において、事務処理スケジュールを徹底

するよう指導しました。 

 

23 臨時職員の出勤簿について 

【産業・地域振興支援部 産業振興課】 

ア 意見の内容 

消費者センターでは、臨時職員の出勤簿に「出勤予定」と記載したまま、賃金が支払われて

いたものが、1名分について7か月間で10日あった。 

臨時職員の出勤簿は、臨時職員の出勤を確認し、賃金支払いの根拠となるものである。臨時

職員自ら押印させ、適正な出退勤管理を徹底されたい。 
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イ 講じた措置の概要 

令和元年8月に、係長から臨時職員に対し、出勤後は速やかに出勤簿に押印するよう指導し

ました。 

また、賃金支出の際に出勤簿の写しを添付し、課長・係長・担当者が出勤記録の確認を徹底

することとしました。4月以降はすべての出勤日に押印がされています。 

今後も、臨時職員の適正な出退勤管理に努めてまいります。 

 

24 添付文書の確認について 

【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 

平成30年度小・中学生の環境に関する自主研究審査会報償費の支出原議の添付文書に「平成

29年度小・中学生の環境に関する自主研究 審査員名簿」が添付されていた。 

審査員名簿は、報償費支払い対象を明確にするものである。支出原議の添付文書については

詳細に確認されたい。 

 

イ 講じた措置の概要 

今回の意見事項の内容については、令和元年8月に、所属長から全職員に周知して共有する

とともに、起案文書の作成・決裁時には添付文書を十分確認するよう、改めて指導しました。 

さらに、令和元年度の報償費の支出を伴う全ての事業に係る支出原議についても、添付文書

の誤りがないか確認作業を実施しました。 

今後は、起案時に担当職員が添付文書に間違いがないかを十分確認すること、全ての起案文

書において決裁区分に基づく決裁権者が責任を持って添付文書の内容を詳細に確認することを

徹底し、再発防止に努めてまいります。 

 

25 業務委託の確認について 

【保健福祉支援部 介護保険課】 

ア 意見の内容 

介護相談員派遣等事業業務委託報告書は毎月提出されているが、全ての月の報告書等に委託

業務の履行状況を確認したことを明らかにする課長、係長、担当者の確認印がなかった。 

文書管理規程では、報告書等の文書を受領したときは、収受したのち主務課長の指示により、

速やかに供覧等の処理を行わなければならないとしている。 

業務報告書は、所管課が主体性をもって委託業務の履行状況を確認し、管理するうえで不可

欠な文書である。文書管理規程に基づいて適切に処理し、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、令和元年7月17日開催の係長会において、所属長から、業

務委託の履行確認の必要性や意義の徹底について指導しました。さらに、7 月末までに、今年
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度の業務委託完了分について、報告書等の供覧処理の状況を再確認するよう指示しました。翌

日以降、各係長は、朝会を通じて、全職員に対して周知しました。 

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。 

 

26 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 

病児保育室事業委託契約（その1）から病児保育室事業委託契約（その5）の利用状況及び利

用実績報告書に委託業務の履行状況を確認したことを明らかにする課長、係長、係員の確認印

がなかった。 

文書管理規程では、報告書等の文書を受領したときは、収受したのち主務課長の指示により、

速やかに供覧等の処理を行わなければならないとしている。 

業務報告書は、所管課が主体性をもって委託業務の履行状況を確認し、管理するうえで不可

欠な文書である。文書管理規程に基づいて適切に処理し、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、令和元年8月8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履行を確認し、課長、係長の確認印を得た後に支払いの手続きを

行うよう事務処理の流れについて改めて指導しました。 

 

27 業務委託の確認について 

【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 

「みなと子どもねっと」システム運用・保守業務委託契約（12か月）、港区児童相談情報管

理システム運用保守業務委託契約（12か月）、平成30年度児童家庭相談システム 抽出作業委

託（業務終了後）の業務完了報告書等に委託業務の履行状況を確認したことを明らかにする所

長、係長、担当者の確認印がなかった。 

文書管理規程では、報告書等の文書を受領したときは、収受したのち主務課長の指示により、

速やかに供覧等の処理を行わなければならないとしている。 

業務報告書は、所管課が主体性をもって委託業務の履行状況を確認し、管理するうえで不可

欠な文書である。文書管理規程に基づいて適切に処理し、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、令和元年7月31日の課内の朝の連絡会を通じて、所属長

15 

 



から全職員に周知し共有しました。 

また、令和元年8月21日に、全職員を対象に会計事務に関する研修を実施し、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履行を確認し、課

長、係長の確認印を得た後に支払いの手続きを行うよう事務処理の流れ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。 

 

28 業務委託の確認について 

【環境リサイクル支援部 環境課】 

ア 意見の内容 

古川・運河の水質分析及びダイオキシン類調査委託及び台場水質調査委託契約、自動車騒音

常時監視及び要請限度等調査委託契約の報告書に委託業務の履行状況を確認したことを明らか

にする課長、係長、係員の確認印がなかった。 

文書管理規程では、報告書等の文書を受領したときは、収受したのち主務課長の指示により、

速やかに供覧等の処理を行わなければならないとしている。 

業務報告書は、所管課が主体性をもって委託業務の履行状況を確認し、管理するうえで不可

欠な文書である。文書管理規程に基づいて適切に処理し、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、令和元年8月に課内に周知して共有するとともに、改め

て所属長から業務完了の確認を確実に行うよう指導しました。 

また、業務委託報告書への確認印の押印漏れを防止するための「業務委託一覧表」の様式を

見直し、業務委託報告書の確認を複数人でチェックするよう、業務手順の改善を行いました。 

今後は、業務完了の確認を確実に行うよう徹底してまいります。 

 

29 業務委託の確認について 

【企画経営部 企画課】 

ア 意見の内容 

以下の委託の業務報告書等には、委託業務の履行状況を確認したことを明らかにする課長、

係長、係員の確認印がなかった。 

① 全国連携展示「食べておいしいちばの味」パネル展等運営支援業務委託 

② 「商店街友好都市との交流に関する基本協定」締結10周年記念ブースの運営支援業務委

託 

③ 区内飲食店における「福島県いわき市フェア」等運営支援業務委託 

④ フリーアドレスの執務環境整備に伴う電話機等の購入及び設定業務委託 

⑤ 「港区におけるクリエイティブ産業実態調査」に係るデータ入力業務委託 
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⑥ バルシューレＣ級指導者養成講習会運営業務委託 

⑦ 外郭団体経営状況分析業務委託 

⑧ 指定管理者制度導入施設における労働環境モニタリング業務委託 

文書管理規程では、報告書等の文書を受領したときは、収受したのち主務課長の指示により、

速やかに供覧等の処理を行わなければならないとしている。 

業務報告書は、所管課が主体性をもって委託業務の履行状況を確認し、管理するうえで不可

欠な文書である。文書管理規程に基づいて適切に処理し、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、令和元年7月31日に、企画課長及びオリンピック・パラ

リンピック推進担当課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印の

押印を徹底し、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。 

 

30 業務委託の確認について 

【企画経営部 用地・施設活用担当】 

ア 意見の内容 

旧伊豆健康学園支障樹木撤去工事作業報告書、旧伊豆健康学園街灯撤去工事作業報告書に委

託業務の履行状況を確認したことを明らかにする課長確認印がなかった。 

旧伊豆健康学園消防用設備等点検結果報告書に委託業務の履行状況を確認したことを明らか

にする係長・課長の確認印がなかった。 

文書管理規程では、報告書等の文書を受領したときは、収受したのち主務課長の指示により、

速やかに供覧等の処理を行わなければならないとしている。 

業務報告書は、所管課が主体性をもって委託業務の履行状況を確認し、管理するうえで不可

欠な文書である。文書管理規程に基づいて適切に処理し、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、令和元年7月の課内の打合せにおいて、所属長から周知

し共有しました。さらに、業務報告書は仕様書に基づく業務の履行状況を示し、支出の前提と

なるものであること、確認印の押印により確認者と確認の事実を明らかにするものであること

を再度指導し、併せて文書管理規程を全員で確認しました。 

今後は、業務報告書提出後の履行確認に加え、四半期に一度、課内で確認漏れがないかを 

   チェックすることとし、再発防止に努めてまいります。 
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31 業務委託の確認について 

【教育委員会事務局教育推進部 教育長室】 

ア 意見の内容 

港区学校版環境マネジメントシステム運営業務委託報告書、港区教育施設エネルギー使用量

等集計・報告及び省エネルギー対策支援業務委託報告書には、委託業務の履行状況を確認した

ことを明らかにする課長、係長、係員の確認印がなかった。 

文書管理規程では、報告書等の文書を受領したときは、収受したのち主務課長の指示により、

速やかに供覧等の処理を行わなければならないとしている。 

業務報告書は、所管課が主体性をもって委託業務の履行状況を確認し、管理するうえで不可

欠な文書である。文書管理規程に基づいて適切に処理し、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、令和元年7月の課内会議において、所属長から全職員に

周知し共有しました。 

また、「港区職員のためのハンドブック」等を活用し、全職員が意思決定及び確認事項の基本

的意義を再確認するとともに、事業完了の確認だけではなく事業者が作成した委託報告書につ

いても確認印の失念がないよう指導しました。 

 

32 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 

みなと図書館16ミリ映写機点検等委託完了報告書に委託業務の履行状況を確認したことを

明らかにする課長、係長、担当者の確認印がなかった。 

文書管理規程では、報告書等の文書を受領したときは、収受したのち主務課長の指示により、

速やかに供覧等の処理を行わなければならないとしている。 

業務報告書は、所管課が主体性をもって委託業務の履行状況を確認し、管理するうえで不可

欠な文書である。文書管理規程に基づいて適切に処理し、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 

令和元年6月の係長会を通じ、今回の意見事項の内容について全職員に周知し共有するとと

もに、所属長から、全ての委託業務報告書等については必ず担当者、係長、課長が押印し、確

認の事実を明らかにするよう改めて指導しました。 

今後、全ての業務の報告書等について、文書管理規定に基づく確認印の押印を徹底し、適切

な事務処理を行います。 
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33 業務委託の確認について 

【教育委員会事務局学校教育部 学務課】 

ア 意見の内容 

以下の3件の契約は、委託業務の履行状況を確認したことを明らかにする課長、係長、係員

の確認印がなかった。 

① 暖房機保守点検業務委託契約の「2018年度 暖房点検完了報告書」に対象校の担当者印

は押印されているが、課長、係長、係員の確認印がなかった。 

② 給食室換気扇等清掃及びダクト清掃・点検業務委託契約「（第1回目）報告書」には、委

託業務の履行状況を確認したことを明らかにする課長確認印がなかった。 

③ 給食室換気扇等清掃及びダクト清掃・点検業務委託契約「（第2回目）報告書」には、委

託業務の履行状況を確認したことを明らかにする課長、係長、係員の確認印がなかった。 

文書管理規程では、報告書等の文書を受領したときは、収受したのち主務課長の指示により、

速やかに供覧等の処理を行わなければならないとしている。 

業務報告書は、所管課が主体性をもって委託業務の履行状況を確認し、管理するうえで不可

欠な文書である。文書管理規程に基づいて適切に処理し、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、令和元年8月の課内会議において所属長から全職員に周

知し共有するとともに、委託業務終了後は速やかに業務委託実施報告書を業者から提出させ、

業務が適切に完了したことを係員、係長、課長が確認し、確実に確認印を押印することを指導

しました。 

 

34 郵券の管理について 

【産業・地域振興支援部 産業振興課】 

ア 意見の内容 

消費者センターの郵券の管理状況を確認したところ、500円切手666枚、200円切手111枚、

160円切手272枚、140円切手133枚を保管し、使用状況を確認することがでた平成26年度か

ら平成30年度までの5年間の使用枚数は、500円切手127枚、200円切手158枚、160円切手

14枚、140円切手132枚である。 

現在保管している上記郵券の総額は、417,340円である。 

郵券については、主に福島第一原子力発電所事故に伴う「食品の放射性物質検査事業」で使

用するため購入したものである。しかし、同事業は平成27年度に終了している。 

今後使用する予定が不明確なまま、高額に及ぶ郵券を長期にわたり保管することは、事件・

事故につながりかねないものである。 

郵券の管理にあたっては、必要な枚数を精査し、郵券を必要としている所属等への移管も含

め適正に管理されたい。 
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イ 講じた措置の概要 

当該の郵券に関しましては、必要な郵券の枚数を精査し、不要と判断した500円切手550枚、

200円切手10枚、160円切手200枚、140円切手10枚を、郵券受払簿へ記載の上、令和元年8

月13日に当該郵券を必要としている所属に引き渡しました。 

また、改めて令和元年8月に、所属長から消費者センターに対し、郵券を購入する際には、

事業予定や必要数量を精査し、適切な購入を行うよう指導しました。 

今後も適正な事務処理を徹底してまいります。 

 

35 物品購入契約にかかる事前の検討について 

【産業・地域振興支援部 観光政策担当】 

ア 意見の内容 

シティプロモーションシンボルマークを使用したネックストラップの購入については、人事

課で予算が執行された。作成数量は、企画課が区政70周年のネックストラップを作成した際の

実績を参考に、7月に5,000個（契約日：平成30年7月2日 契約金額：2,511,000円）を作

成した。納品後、観光政策担当が配布したところ、指定管理者職員等について当初の算定を上

回る要望があったことなどから、人事課において9月に1,100個（契約日：平成30年9月14

日 契約金額：570,240円）を追加作成した。 

本件ストラップについては、不特定多数の区民等に対しニーズに応じて作成・配布するもの

ではなく、区職員等を対象に配布するものであることから、配布対象職種・数量等については

事前に把握できるものであり、また、把握するべきものである。 

しかし、ストラップを作成した部門と配布した部門が異なることから、当初作成した際の配

布対象・数量と実際に配布した配布対象・数量が大きく異なったため、配布途中で数量不足が

判明したものと考えられる。 

複数の課が連携・協力して実施する本件事業については、相互の調整を図る課を明確にする

とともに各所管分野の専門性を効果的に発揮できるよう連携を図りながら効率的に実施された

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、令和元年8月に、所属長から全職員に周知し共有しまし

た。 

シティプロモーションシンボルマークを使用したネックストラップの購入については、今後

も人事課において予算執行が行われます。 

今後の購入に当たりましては、シティプロモーションシンボルマークの管理所管課として、

配布対象職種等について人事課と調整・連携を図り、効果的な事業運営を行ってまいります。 
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36 物品購入契約にかかる事前の検討について 

【総務部 人事課】 

ア 意見の内容 

シティプロモーションシンボルマークを使用したネックストラップの購入については、人事

課で予算が執行された。作成数量は、企画課が区政70周年のネックストラップを作成した際の

実績を参考に、7月に5,000個（契約日：平成30年7月2日 契約金額：2,511,000円）を作

成した。納品後、観光政策担当が配布したところ、指定管理者職員等について当初の算定を上

回る要望があったことなどから、人事課において9月に1,100個（契約日：平成30年9月14

日 契約金額：570,240円）を追加作成した。 

本件ストラップについては、不特定多数の区民等に対しニーズに応じて作成・配布するもの

ではなく、区職員等を対象に配布するものであることから、配布対象職種・数量等については

事前に把握できるものであり、また、把握するべきものである。 

しかし、ストラップを作成した部門と配布した部門が異なることから、当初作成した際の配

布対象・数量と実際に配布した配布対象・数量が大きく異なったため、配布途中で数量不足が

判明したものと考えられる。 

複数の課が連携・協力して実施する本件事業については、相互の調整を図る課を明確にする

とともに各所管分野の専門性を効果的に発揮できるよう連携を図りながら効率的に実施された

い。 

 

イ 講じた措置の概要 

今回の意見事項については、令和元年8月6日の係会において、本件の内容と原因について

共有を図るとともに、所属長から係長及び担当職員に対して、区職員等への配布物については

当初から数量不足が生じることのないよう調査方法や役割分担をルール化することを指示しま

した。 

今後、複数の課が連携・協力して配布する事業については、適正な数量把握と関係課が緊密

な連携を図ることによって効率的な事務執行を徹底してまいります。 

 

37 工事契約にかか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 

以下2件の工事契約は、別契約で実施していた。 

① 芝職員住宅共用廊下手摺の撤去工事 

（契約日：平成30年11月22日 契約金額：1,290,600円） 

② 芝職員住宅共用廊下手摺設置工事 

（契約日：平成31年2月6日 契約金額：1,285,200円） 

同一場所の手摺の撤去と設置工事であり別契約とせず、当初から計画し実施すべきであった。

区有施設の工事にあたっては、事前に必要な工事計画を詳細に検討し、効率的・効果的に工 

事を行うよう徹底されたい。 
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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、令和元年8月に係内の朝会において全員で事例を共有し、

改めて契約事務にあたっては、事前にその内容を十分検討した上で処理を進めることが必要で

あることを指導しました。 

今後、課長及び係長を含め、工事内容や工事箇所の現地確認等、十分な検討を事前に行い、

計画的かつ効果的な工事の実施を徹底し、再発防止に努めてまいります。 

 

38 契約事務を適切に行うべきもの 

【環境リサイクル支援部 環境課】 

ア 意見の内容 

みなとタバコルール啓発品（一斉キャンペーン用）の購入（717,120円）とみなとタバコル

ール宣言ワッペンの購入（691,200円）は契約日が平成31年2月27日で同じ業者と契約締結

をしていた。 

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 

今回の意見事項の内容については、令和元年8月に課内に周知し共有するとともに、改めて

所属長から適切な契約事務処理を行うよう指導しました。 

今後は、不適切な契約事務と誤解されないよう、担当者が異なる複数の発注は１つの契約に

まとめる等、係内で契約事務の進捗状況を共有し、適切に契約事務を執行してまいります。 

 

39 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 

以下の3件については、いずれも職員が災害発生時に着用する防災用品の購入契約であるが、

それぞれ個別に契約がなされていた。 

① 新規採用職員用上着の購入（786,240円） 

契約日 平成30年4月5日、納入日 平成30年5月2日 

② 防災靴の購入（791,856円） 

契約日 平成30年4月13日、納入日 平成30年4月18日 

③ 新規採用職員用防災服ズボン等の購入（706,320円） 

契約日 平成30年4月25日、納入日 平成30年5月14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、令和元年8月の係長会を通じて、所属長から課内全職員に周知し
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情報共有するとともに、再発防止のため、港区契約事務規則の重要性について改めて指導し、

契約における適正な事務処理について注意喚起を行いました。 

防災服については、新規採用職員の防災服の必要数量を見込んだ上で、更新対象の職員分と

合わせて、上着、ズボン、帽子、安全靴をまとめて契約するよう改めました。 

今後も適宜、契約事務に関する自己検査を実施するとともに、契約内容について随時確認し、

適正な事務処理を徹底します。 

 

40 適正な契約事務等について 

【保健福祉支援部 障害者福祉課】 

ア 意見の内容 

紙おむつ給付事業（障害児）商品案内の印刷（75,660円）、障害者配食サービスのリーフレ

ット印刷（22,842円）、紙おむつ給付事業（障害者）商品案内の印刷（34,344円）の3件の契

約は、「契約日」、「履行期限」、「履行及び検査日」がすべて平成31年3月29日であり、適正な

履行が困難な契約内容と考えられる。 

契約事務等については、計画的に実施し、適正な事務処理を徹底されたい。 

 

イ 講じた措置の概要 

再発防止に向け、令和元年7月の係会において、所属長から、今回の意見事項の内容を周知

し共有するとともに、全職員が契約事務の手順の遵守の重要性を認識するよう、指導しました。 

現在、計画的に事務処理を行うよう、係内の認識を統一し、毎月一回、係長が係会で状況を

把握した上で、適正な事務執行の時期について確認しています。 

 

41 契約書で定める納品物について 

【白金の丘中学校】 

ア 意見の内容 

体育館舞台電源ケーブル延長工事契約、1年4組、5年2組照明器具等取替工事契約では、仕

様書に定められている工事写真が工事完了届に添付されていなかった。 

仕様書で定める納品物については、業務の履行状況を確認し、支出の根拠となる重要な書類

である。納品物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 

令和元年9月の学校事務職員会において、学務課長及び教育指導課長から全校の事務職員に

対し、契約上で定められている内容については十分に理解すること、履行内容に不備がないか、

成果品はあるか等の確認を必ず行うことについて、改めて指導しました。また、令和元年11

月の校園長会で同様の内容について改めて注意喚起の周知を行います。 

今後は、年度当初の予算説明会等の場で、全学校長及び副校長に対しても注意喚起してまい

ります。 
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42 閉鎖施設の維持管理について 

【企画経営部 用地・施設活用担当】 

ア 意見の内容 

平成13年に閉鎖した旧伊豆健康学園は、消防設備点検（平成30年10月23日実施）で、消

火器具不良（12件）、消火器格納箱腐食（8件）、自動火災報知機設備受信機バッテリー外不良

（18件）、全館の電源遮断によりスプリンクラー設備・非常警報器具及び設備・誘導灯及び誘

導標識不良の不具合があった。 

現在は閉鎖されている施設であるため、利用者の安全・安心に直接かかわるものではないが、

不測の事件・事故を防ぐため施設の設置・管理者として必要な安全管理を講じられたい。 

 

イ 講じた措置の概要 

今回の意見事項を受け、令和元年8月に担当職員が現地に行き、改めて消防設備点検の報告

書の内容を再確認しました。 

不具合が認められた消防設備のうち、消火器は新品への交換で即時対応可能であることから、

年内を目途に新たな消火器を購入し、現地へ配備します。 

なお、建物内のスプリンクラー設備・非常警報器具及び設備・誘導灯及び誘導標識について

は、施設が閉鎖中であり利用者がいないことから平成13年度以降、電源を遮断しておりますが、

旧伊豆健康学園のような閉鎖施設においては、スプリンクラー設備・非常警報器具及び設備・

誘導灯及び誘導標識の設置は不要であることを地元消防等に確認いたしました。 

そのため、現状の取扱いを継続することとします。 

今後も遠隔地の無人施設の状況を把握し、引き続き施設を安全に管理してまいります。 

 

43 不適切な備品管理について 

【総務部 契約管財課】 

ア 意見の内容 

平成30年度に工事請負費で設置した物品（調乳用温水器1台、赤外線混合分配器2台、赤外

線2chレシーバー2台）5件について、財務会計システムの備品台帳に登録されていなかった。 

備品は区民の貴重な財産である。港区物品管理規則に基づく適正な管理を行われたい。 

 

イ 講じた措置の概要 

今回の意見事項にある備品につきましては、平成31年4月16日に備品登録及び備品シール

の貼付を行いました。 

今後、備品の管理につきましては、迅速かつ適切な事務処理に努めてまいります。 
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	また、本件出張の実施原議は、平成30年5月11日に起案され、決裁日は平成30年7月30日であった。本件旅行の意思決定がなされる以前に旅行が実施されたことになる。
	本件旅行は近接地外旅費の支出根拠と旅行実施の意思決定を欠くものである。
	仙台国際ハーフマラソンの実施日程は、あらかじめ公表されているものであり、効果的な視察を行うには実施主体等との事前の調整も含め、計画的に行うべきものである。
	旅行の実施については、旅費の支出根拠を明確にし、旅行の方法等計画的に実施すべきである。
	イ　講じた措置の概要
	今回の指摘事項の内容については、令和元年8月16日に、オリンピック・パラリンピック推進担当課長から所属の全職員に対してあらためて説明、共有するとともに、港区職員の旅費に関する条例及び旅費支給規程を遵守すること、旅行実施には意思決定に関する適正な事務執行が必要であることについて指導しました。
	今後は、ご指摘を真摯に受け止め、旅行の実施に当たりましては、旅費の支出根拠を明確に、かつ旅行の方法等を計画的に実施してまいります。
	５　清算事務の遅延について
	【子ども家庭支援部　子ども家庭支援センター】
	ア　指摘の内容
	部門研修参加に伴う地外旅費（旅行日：平成30年8月25日～26日）については、概算払いで支払われ、清算日が平成30年9月7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。
	また、旅行命令簿の受領印、清算印の欄に押印がなく、出張報告書の清算確認印の欄に押印がなかった。
	会計事務規則、職員の旅費に関する規程等に基づき適正な処理を行うよう徹底すべきである。
	イ　講じた措置の概要
	今回の指摘事項の内容については、令和元年7月31日の課内の朝の連絡会を通じて、所属長から全職員に周知し共有するとともに、適正な事務処理の重要性について改めて指導しました。
	また、令和元年8月21日に全職員を対象として、会計事務規則、職員の旅費に関する規定を基に適正な事務処理に関する部内研修を実施し、職員一人ひとりが地外旅費の処理について改めて確認しました。
	さらに、業務引継書に地外旅費の処理に関するポイントについて項目を追記しました。
	今後は、年に数回実施する地外旅費処理の事務手続きについて、適正な事務処理の実施が必ず引き継がれるようにすることで、再発防止を徹底してまいります。
	６　清算事務の遅延について
	【教育委員会事務局教育推進部　図書文化財課】
	ア　指摘の内容
	平成31年度夏季特別展「港区の考古学（仮）に係る事前調査の実施」に要する地外旅費（旅行日：平成30年10月9日～10日）については、概算払いで支払われ、平成31年2月15日に13,800円戻入し清算処理されていた。
	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うべきである。
	また、大養寺跡遺跡出土遺物の整理及び保存処理についての指導に要する地外旅費については、清算払いで支出されているが、旅行日が、平成30年9月11日のところ、請求日は平成31年1月9日、支払日は平成31年2月8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
	「財務会計の手引き」や「港区職員のためのハンドブック」を活用し、会計事務に係る職場内研修を実施し、職員の会計事務に関する知識の習得に努めました。所属長から全職員に対し、会計事務規則の遵守について徹底しました。
	また、今後は個別の旅行命令時においても、所属係長が清算処理について職員への確認を行うほか、庶務担当者が財務会計システムなどで処理状況を確認するなど、再発防止を徹底します。
	７　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
	平成30年度初任者宿泊研修会に係る旅費等(指導主事・幼稚園教員分)（旅行日：平成30年8月1日～3日）については、概算払いで支払われ、清算日が平成30年10月1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。
	清算手続については、会計事務規則に基づく適正な処理を行うべきである。
	イ　講じた措置の概要
	所属長から当該事務を担当する職員に対し、適正な事務処理の徹底について注意喚起するとともに、今後は、定期的に財務会計システムで清算処理の確認を行うことができるよう、事務手順書を作成しました。
	８　清算事務の遅延について
	【高陵中学校】
	ア　指摘の内容
	高陵中学校　夏季学園旅費（旅行日：平成30年7月23日～25日）については、概算払いで支払われ、清算日が平成30年8月31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。
	清算の手続については、会計事務規則に基づく適正な処理を行うべきである。
	令和元年9月10日に開催された学校事務職員会において、学務課の経理担当者から、清算事務については用件終了後、5日以内に清算処理するよう注意喚起しました。
	また、令和元年11月の校園長会で同様の内容について改めて注意喚起の周知を行います。
	今後は、事務担当者のみならず、副校長、校長も清算処理の進捗を確認できるよう、事務処理のチェック票を用いることで、清算手続きを失念しないよう徹底してまいります。
	９　業務の再委託の協議もれについて
	【企画経営部　施設課】
	ア　指摘の内容
	港区施設保全システム用機器等保守点検業務委託契約では、再委託は原則禁止としているが、本件契約仕様書に定める業務用機器の不具合時の現状復旧及び年1回の機器定期点検・清掃の作業実施報告書は、受託事業者とは別の事業者から提出されていた。
	また、再委託の協議は行われていなかった。
	委託業務については、所管課は状況を的確に把握し、業務を管理しなければならない。しかし、所管課は受託事業者からの報告書に、受託事業者とは異なる事業者からの報告書が添付されていたにもかかわらず、確認を怠り、支出していたことは極めて不適切である。
	受託事業者に対し、業務の再委託をする場合には事前に書面による申請及び承認を受けるよう強く指導するとともに、再委託の承認に際しては、受託事業者から説明を求めるなど、その内容を詳細に検討し、再委託の必要性を判断すべきである。
	本件契約は、契約管財課が契約の相手方を決定したものである。しかし、監査で確認した作業報告書は、受託事業者と異なる事業者が作業報告を行っていた。主管課は、契約所管部門と契約の履行状況について情報を共有されたい。
	イ　講じた措置の概要
	今回の指摘事項の内容については、令和元年7月31日の係長会において、所属長から係長に定期監査で業務の再委託の協議漏れの指摘を受けたことを説明し、係内でも周知徹底することで、課全体で情報共有しました。
	今後、再委託が必要な場合は、漏れなく受託事業者から書面で再委託の協議申請を行わせ、説明を求めるなどして内容を詳細に検討した上で再委託の必要性を判断し、承諾を行ってまいります。
	また、再委託する場合は、契約所管部門との情報共有を徹底してまいります。
	なお、令和元年度の港区施設保全システム用機器等保守点検業務委託契約につきましては、今回の指摘を受けて、速やかに受託事業者から書面による再委託の協議申請を行わせ、契約所管部門と情報共有し、内容を検討した上で、再委託の承諾を行っております。
	10　業務の再委託の協議もれについて
	【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
	学校設備等維持管理業務委託契約では、再委託は原則禁止としているが、以下の保守点検結果報告書は、受託事業者とは別の事業者から提出されていた。
	また、再委託の協議は行われていなかった。
	①　白金の丘中学校設備等維持管理業務委託契約では、「温水ヒーター保守点検報告書」、「衛生設備ろ過機周辺点検報告書」、「プール可動床保守点検報告書」
	②　港南小学校設備等維持管理業務委託契約では、「ばい煙濃度測定報告書」
	③　赤坂小学校設備等維持管理業務委託契約では、「プールろ過装置定期点検整備報告書」、「温水ヒーターばい煙測定報告書」、「ＣＯ濃度計定期点検報告書」
	④　本村小学校設備等維持管理業務委託契約では、「温水ヒーター保守点検報告書」、「温水ヒーターばい煙測定報告書」、「プールろ過装置定期点検報告書」、「ヒートポンプチラー定期点検作業報告書」
	⑤　芝浦小学校設備等維持管理業務委託契約では、「プールろ過装置定期点検報告書」、「25ｍプール可動床点検報告書」
	委託業務については、所管課は状況を的確に把握し、業務を管理しなければならない。しかし、所管課は受託事業者からの報告書に、受託事業者とは異なる事業者からの報告書が添付されていたにもかかわらず、確認を怠り、支出していたことは極めて不適切である。
	受託事業者に対し、業務の再委託をする場合には事前に書面による申請及び承認を受けるよう強く指導するとともに、再委託の承認に際しては、受託事業者から説明を求めるなど、その内容を詳細に検討し、再委託の必要性を判断すべきである。
	イ　講じた措置の概要
	再委託を要する業務については、事業者から再委託先一覧を徴取するだけではなく、課長、係長、係員が同席の上で内容を確認し、再委託の必要性を精査した後に申請書を提出させるよう、所属長から全職員に指導しました。
	11　業務の再委託の協議もれについて
	【御成門小学校】
	ア　指摘の内容
	御成門小学校体育館舞台照明設備修繕および保守点検委託契約では、再委託は原則禁止としているが、修繕及び保守点検結果報告書は、受託事業者とは別の事業者から提出されていた。
	また、再委託の協議は行われていなかった。
	委託業務については、所管校は状況を的確に把握し、業務を管理しなければならない。しかし、所管校は受託事業者からの報告書に、受託事業者とは異なる事業者からの報告書が添付されていたにもかかわらず、確認を怠り、支出していたことは極めて不適切である。
	受託事業者に対し、業務の再委託をする場合には事前に書面による申請及び承認を受けるよう強く指導するとともに、再委託の承認に際しては、受託事業者から説明を求めるなど、その内容を詳細に検討し、再委託の必要性を判断すべきである。
	今後は、毎年4月に実施している学校向けの予算説明会において、校長及び副校長に対して
	も事例を上げて注意喚起を行い指導することとしました。
	12　業務の再委託承認処理について
	【教育委員会事務局教育推進部　図書文化財課】
	ア　指摘の内容
	13　契約事務規則による委任区分に基づかない契約について
	【三光幼稚園】
	ア　指摘の内容
	14　保守点検における指摘事項への対処について
	【総務部　契約管財課】
	ア　指摘の内容
	【会計室】
	ア　意見の内容
	定期監査（前期）対象部局の平成30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、鉛筆や消しゴムで消せるボールペンで記載されていたものが9件、修正ペン等を使用して訂正されていたものが5件、日付が空欄だったものが33件、納品書等原本を保存していないものが18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26件、現金出納簿の記載等に誤りがあるものが4件あった。
	また、備品についても備品シール未出力が107件、保管場所が未入力又は不明確なものが218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されたい。
	今回の意見事項の内容について、指摘された不適正処理の件数が多い、あるいはその内容が重大と考えられる所管課には、会計室の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策に向けた指導・アドバイスを行いました。
	全庁に向けては、令和元年8月6日付けで全課に対し、会計事務に関する基本的かつ原則的な事項について、改めて注意喚起の通知を行い、不適正処理の発生防止に向けた取組を強化しました。その内容としては、①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、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や修正ペン等を使用して訂正した箇所がないか、日付が空欄になっていないか等を各課内で重点的に確認すること、②規則に定められた会計自己検査を着実に実施し、組織的なチェック機能の強化を...
	今後も、全所管部局に対し、日常の審査業務や出納業務を通して、不適正処理の防止に向けたアドバイスや注意喚起を継続的に行うとともに、会計知識の習得の機会となる係長・職員向けの実務担当者研修を工夫して実施するなど、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、指導してまいります。
	16　適正な契約事務の指導について
	【総務部　契約管財課】
	ア　意見の内容
	定期監査（前期）対象部局の平成30年度の契約に係る事務について、以下の事例があった。契約日、履行期限、履行及び検査日がすべて同一の日付であったものが1件、計画的に契約事務を処理すべきものが17件、業務の再委託協議が適正に行われていなかったものが7件あった。
	また、会計・契約証拠書類（見積書、請書兼検査証兼請求書、納品書等）において、鉛筆や消しゴムで消せるボールペンで記載されていたものが9件、修正ペン等を使用して訂正されていたものが5件、会計・契約証拠書類の日付が空欄だったものが33件、見積書・納品書等原本を保存していないものが18件あった。契約日、納入又は完了年月日、検査年月日、見積書日付、納品書日付で日付に齟齬があるものが17件あった。
	契約事務処理については、多岐にわたり不適切な処理が散見される。不適切な処理をした所管課はもとより、全所管部局に対して適切な契約事務処理について厳重に指導されたい。
	今回の意見事項を踏まえ、令和元年8月20日付けで「適正な契約事務の執行について（通知）」を全庁に通知し、注意喚起しました。
	今後も、全所管部局に対して、契約事務の適切な処理が行われるよう、随時、各課からの相談に応じるとともに、毎年6～7月に実施する契約事務の実務研修等を通じて、指導を徹底してまいります。
	17　適正な会計・契約事務の指導について
	【教育委員会事務局学校教育部　学務課・教育指導課】
	ア　意見の内容
	定期監査（前期）対象小学校・中学校・幼稚園の平成30年度の支出及び契約事務に係る証拠書類（見積書、請書兼検査証兼請求書、納品書等）において、鉛筆や消しゴムで消せるボールペンで記載されていたものが4件、修正ペン等を使用して訂正されていたものが1件、訂正印がないものが1件、日付が空欄だったものが24件、納品書等原本を保存していないものが6件、現金出納簿の記載等に誤りがあるものが3件あった。
	備品については、保管場所が未入力又は不明確なものが31件あった。
	また、契約に係る事務について、教育指導課長が契約すべき事案を幼稚園長で処理したものが1件、契約事務を計画的に処理すべきものが1件、業務の再委託協議が適正に行われていなかったものが1件あった。
	会計及び契約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はもとより、全所管に対して会計及び契約関係書類の取扱いと適切な事務処理方法について指導されたい。
	今回のご意見の内容については、令和元年9月10日の学校事務職員会で周知し、学務課及び教育指導課の経理担当職員から具体的な事例を紹介しながら注意喚起しました。
	また、令和元年11月の校園長会で同様の内容について改めて注意喚起の周知を行います。
	今後も個別の研修や、校長・園長会や副校園長研修会等のあらゆる機会を通じ、各学校・幼稚園への指導に努めるとともに、各学校・幼稚園と学務課、教育指導課との情報共有をさらに徹底し、再発防止に努めてまいります。
	18　歳入の確保について
	【産業・地域振興支援部　国際化・文化芸術担当】
	「日本語学習を通じた外国人と日本人の交流促進事業」について、一般財団法人自治体国際化協会が実施する「多文化共生のまちづくり促進事業助成金」の助成対象事業であったにもかかわらず、申請期間を徒過したため、助成金の申請をすることができなかった。
	同助成金については、歳入予算として300万円が計上されていた。
	本件事業は、平成30年度の新規事業であり、事業内容・予算等の精査をすすめながら、国や都の助成事業を含めて活用を検討していたものである。
	新規事業の財源として活用できる助成金等については、早期にその詳細を把握し、申請手続等を適切に行うことで、歳入の確保に努められたい。
	今回の意見事項の内容については、所属長から課内全職員に対し、周知し共有するとともに、新規事業を構築する際は、事業内容や予算等の精査を行うとともに、財源として活用できる助成金の実施概要、要綱及び申請スケジュール等についても詳細に把握するよう指導しました。
	今後、新規事業の実施に当たりましては、細心の注意を払い、事業担当者と予算担当者の双方で助成金申請の手続き等を確認し、再発防止に努めてまいります。
	【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
	会計事務規則第23条第1項ただし書きでは、同一科目に属する歳入で、日々調定をするものについては、毎月分をとりまとめ、翌月の初日から起算して5日以内に会計管理者に通知することとしている。
	郷土歴史館使用料のうち常設展観覧料については、平成30年11月分から平成31年2月分を平成31年 3月22日から3月26日の間に調定・通知していた。
	同使用料のうち特別展観覧料については、平成30年11月分から平成31年2月分を平成31年 3月25日及び3月26日に調定・通知していた。
	また、郷土歴史館有償刊行物売払代金については、平成30年6月分を平成30年 8月14日、11月分から平成31年1月分を2月23日から2月26日の間に調定・通知していた。
	なお、郷土歴史館は平成30年11月1日に開館したものである。
	使用料等の調定・会計管理者への通知等については、会計事務規則に基づく適正な処理を徹
	底されたい。
	再発防止に向けて、「財務会計の手引」や「港区職員のためのハンドブック」等を活用しなが
	ら、令和元年8月に会計事務に関する職場内研修等を行い、職員の知識の向上を図りました。
	また、例月処理を行う歳入処理においては、月毎のチェック表により確認するよう、事務手順を改善しました。
	20　指定管理料の余剰金の処理について
	【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
	港区立郷土歴史館管理運営に関する基本協定書（平成30年11月1日付）第32条第5項及び
	港区立郷土歴史館の管理運営に関する年度協定書（平成30年11月1日付）第6条は、修繕費等について余剰金が発生した場合等については、実績に応じて清算するものとし、指定する期限までにこれを返還しなければならないとしている。
	平成30年度港区立郷土歴史館指定管理料の余剰金（21,234,505円）については、令和元年5月13日に、所管課による清算の起案はなされていたが意思決定がなされないまま同日付で指定管理者から戻入されていた。
	所管課は、基本協定書等に基づき、清算額を精査・確認するとともに、歳出の戻入に関する会計事務規則第50条に基づき、適正に処理されたい。
	再発防止に向け、指定管理料の年度実績額確定や戻入額の通知については、事案専決規程に基づく意思決定がなされた後に行うよう、改めて事務マニュアルに処理手順を加筆しました。
	令和元年8月に、所属長から全職員に意見事項の内容を周知し共有するとともに、「港区職員のためのハンドブック」や「財務会計の手引」などを活用して課内研修を実施し、意思決定の意義や適正な会計事務処理について指導しました。
	21　清算払いの地外旅費の支出について
	【保健福祉支援部　障害者福祉課】
	ア　意見の内容
	平成30年地外旅費(№7～12)は、清算払いで支出されている。旅行日は平成30年5月18日、6月13日、6月18日、6月22日、7月23日、8月24日のところ、請求日は平成31年4月19日、支払日は令和元年5月7日であった。
	また、平成30年地外旅費(№13～17、19)は、清算払いで支出されている。旅行日は平成30年10月12日、11月1日、11月30日、12月7日、平成31年1月24日、3月1日のところ、請求日は平成31年4月19日、支払日は令和元年5月7日であった。
	このうち旅行命令日と旅行日が同日のものが4件あった。
	職員の旅行については、旅行の目的・内容等を明確にし、事前に命令を受けて実施するものであり、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
	令和元年7月に、所属長から全職員に対し、近接地外への旅行の際の出張計画書作成、旅行命令、旅費清算等の正しい手続きの流れについて説明するとともに、課内研修を実施しました。
	今後、地外旅費については、各係長が管理簿を作成して係員の旅費の処理状況を把握し、出張後の旅費の清算を促す事務手順に改めました。
	22　清算払いの地外旅費の支出について
	【教育委員会事務局学校教育部　学務課】
	ア　意見の内容
	非常勤職員の費用弁償は、非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例第5条の規定により、
	職員の旅費に関する条例の適用を受ける職員の例によることとされている。
	第49回全国学校保健・学校医大会（研修の地外旅費）にかかる特別旅費（費用弁償）は清算
	払いで支出されているが、旅行日は平成30年10月26日～27日のところ、請求日は平成31年2月28日、支払日は平成31年3月25日であった。
	非常勤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。
	令和元年6月に、所属長から非常勤職員に対し、出張後は速やかに書類を提出するよう注意喚起しました。
	また、非常勤職員の出張日程については、担当の係において、事務処理スケジュールを徹底するよう指導しました。
	23　臨時職員の出勤簿について
	【産業・地域振興支援部　産業振興課】
	ア　意見の内容
	消費者センターでは、臨時職員の出勤簿に「出勤予定」と記載したまま、賃金が支払われていたものが、1名分について7か月間で10日あった。
	臨時職員の出勤簿は、臨時職員の出勤を確認し、賃金支払いの根拠となるものである。臨時職員自ら押印させ、適正な出退勤管理を徹底されたい。
	令和元年8月に、係長から臨時職員に対し、出勤後は速やかに出勤簿に押印するよう指導しました。
	また、賃金支出の際に出勤簿の写しを添付し、課長・係長・担当者が出勤記録の確認を徹底することとしました。4月以降はすべての出勤日に押印がされています。
	今後も、臨時職員の適正な出退勤管理に努めてまいります。
	24　添付文書の確認について
	【環境リサイクル支援部　地球温暖化対策担当】
	平成30年度小・中学生の環境に関する自主研究審査会報償費の支出原議の添付文書に「平成29年度小・中学生の環境に関する自主研究 審査員名簿」が添付されていた。
	審査員名簿は、報償費支払い対象を明確にするものである。支出原議の添付文書については詳細に確認されたい。
	今回の意見事項の内容については、令和元年8月に、所属長から全職員に周知して共有するとともに、起案文書の作成・決裁時には添付文書を十分確認するよう、改めて指導しました。
	さらに、令和元年度の報償費の支出を伴う全ての事業に係る支出原議についても、添付文書の誤りがないか確認作業を実施しました。
	今後は、起案時に担当職員が添付文書に間違いがないかを十分確認すること、全ての起案文書において決裁区分に基づく決裁権者が責任を持って添付文書の内容を詳細に確認することを徹底し、再発防止に努めてまいります。
	25　業務委託の確認について
	【保健福祉支援部　介護保険課】
	ア　意見の内容
	介護相談員派遣等事業業務委託報告書は毎月提出されているが、全ての月の報告書等に委託業務の履行状況を確認したことを明らかにする課長、係長、担当者の確認印がなかった。
	文書管理規程では、報告書等の文書を受領したときは、収受したのち主務課長の指示により、速やかに供覧等の処理を行わなければならないとしている。
	業務報告書は、所管課が主体性をもって委託業務の履行状況を確認し、管理するうえで不可欠な文書である。文書管理規程に基づいて適切に処理し、業務完了の確認を確実に行うよう努められたい。
	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。
	26　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
	病児保育室事業委託契約（その1）から病児保育室事業委託契約（その5）の利用状況及び利用実績報告書に委託業務の履行状況を確認したことを明らかにする課長、係長、係員の確認印がなかった。
	文書管理規程では、報告書等の文書を受領したときは、収受したのち主務課長の指示により、速やかに供覧等の処理を行わなければならないとしている。
	業務報告書は、所管課が主体性をもって委託業務の履行状況を確認し、管理するうえで不可欠な文書である。文書管理規程に基づいて適切に処理し、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、令和元年8月8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履行を確認し、課長、係長の確認印を得た後に支払いの手続きを行うよう事務処理の流れについて改めて指導しました。
	27　業務委託の確認について
	【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
	「みなと子どもねっと」システム運用・保守業務委託契約（12か月）、港区児童相談情報管理システム運用保守業務委託契約（12か月）、平成30年度児童家庭相談システム 抽出作業委託（業務終了後）の業務完了報告書等に委託業務の履行状況を確認したことを明らかにする所長、係長、担当者の確認印がなかった。
	文書管理規程では、報告書等の文書を受領したときは、収受したのち主務課長の指示により、速やかに供覧等の処理を行わなければならないとしている。
	業務報告書は、所管課が主体性をもって委託業務の履行状況を確認し、管理するうえで不可欠な文書である。文書管理規程に基づいて適切に処理し、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、令和元年7月31日の課内の朝の連絡会を通じて、所属長から全職員に周知し共有しました。
	また、令和元年8月21日に、全職員を対象に会計事務に関する研修を実施し、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履行を確認し、課長、係長の確認印を得た後に支払いの手続きを行うよう事務処理の流れ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。
	28　業務委託の確認について
	【環境リサイクル支援部　環境課】
	ア　意見の内容
	古川・運河の水質分析及びダイオキシン類調査委託及び台場水質調査委託契約、自動車騒音常時監視及び要請限度等調査委託契約の報告書に委託業務の履行状況を確認したことを明らかにする課長、係長、係員の確認印がなかった。
	文書管理規程では、報告書等の文書を受領したときは、収受したのち主務課長の指示により、速やかに供覧等の処理を行わなければならないとしている。
	業務報告書は、所管課が主体性をもって委託業務の履行状況を確認し、管理するうえで不可欠な文書である。文書管理規程に基づいて適切に処理し、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、令和元年8月に課内に周知して共有するとともに、改めて所属長から業務完了の確認を確実に行うよう指導しました。
	今後は、業務完了の確認を確実に行うよう徹底してまいります。
	29　業務委託の確認について
	【企画経営部　企画課】
	ア　意見の内容
	以下の委託の業務報告書等には、委託業務の履行状況を確認したことを明らかにする課長、係長、係員の確認印がなかった。
	①　全国連携展示「食べておいしいちばの味」パネル展等運営支援業務委託
	②　「商店街友好都市との交流に関する基本協定」締結10周年記念ブースの運営支援業務委託
	③　区内飲食店における「福島県いわき市フェア」等運営支援業務委託
	④　フリーアドレスの執務環境整備に伴う電話機等の購入及び設定業務委託
	⑤　「港区におけるクリエイティブ産業実態調査」に係るデータ入力業務委託
	⑥　バルシューレＣ級指導者養成講習会運営業務委託
	⑦　外郭団体経営状況分析業務委託
	⑧　指定管理者制度導入施設における労働環境モニタリング業務委託
	文書管理規程では、報告書等の文書を受領したときは、収受したのち主務課長の指示により、速やかに供覧等の処理を行わなければならないとしている。
	業務報告書は、所管課が主体性をもって委託業務の履行状況を確認し、管理するうえで不可欠な文書である。文書管理規程に基づいて適切に処理し、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、令和元年7月31日に、企画課長及びオリンピック・パラリンピック推進担当課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印の押印を徹底し、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。
	30　業務委託の確認について
	【企画経営部　用地・施設活用担当】
	ア　意見の内容
	旧伊豆健康学園支障樹木撤去工事作業報告書、旧伊豆健康学園街灯撤去工事作業報告書に委託業務の履行状況を確認したことを明らかにする課長確認印がなかった。
	旧伊豆健康学園消防用設備等点検結果報告書に委託業務の履行状況を確認したことを明らかにする係長・課長の確認印がなかった。
	文書管理規程では、報告書等の文書を受領したときは、収受したのち主務課長の指示により、速やかに供覧等の処理を行わなければならないとしている。
	業務報告書は、所管課が主体性をもって委託業務の履行状況を確認し、管理するうえで不可欠な文書である。文書管理規程に基づいて適切に処理し、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、令和元年7月の課内の打合せにおいて、所属長から周知し共有しました。さらに、業務報告書は仕様書に基づく業務の履行状況を示し、支出の前提となるものであること、確認印の押印により確認者と確認の事実を明らかにするものであることを再度指導し、併せて文書管理規程を全員で確認しました。
	今後は、業務報告書提出後の履行確認に加え、四半期に一度、課内で確認漏れがないかを
	チェックすることとし、再発防止に努めてまいります。
	31　業務委託の確認について
	【教育委員会事務局教育推進部　教育長室】
	ア　意見の内容
	港区学校版環境マネジメントシステム運営業務委託報告書、港区教育施設エネルギー使用量等集計・報告及び省エネルギー対策支援業務委託報告書には、委託業務の履行状況を確認したことを明らかにする課長、係長、係員の確認印がなかった。
	文書管理規程では、報告書等の文書を受領したときは、収受したのち主務課長の指示により、速やかに供覧等の処理を行わなければならないとしている。
	業務報告書は、所管課が主体性をもって委託業務の履行状況を確認し、管理するうえで不可欠な文書である。文書管理規程に基づいて適切に処理し、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、令和元年7月の課内会議において、所属長から全職員に周知し共有しました。
	また、「港区職員のためのハンドブック」等を活用し、全職員が意思決定及び確認事項の基本的意義を再確認するとともに、事業完了の確認だけではなく事業者が作成した委託報告書についても確認印の失念がないよう指導しました。
	32　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
	みなと図書館16ミリ映写機点検等委託完了報告書に委託業務の履行状況を確認したことを明らかにする課長、係長、担当者の確認印がなかった。
	文書管理規程では、報告書等の文書を受領したときは、収受したのち主務課長の指示により、速やかに供覧等の処理を行わなければならないとしている。
	業務報告書は、所管課が主体性をもって委託業務の履行状況を確認し、管理するうえで不可欠な文書である。文書管理規程に基づいて適切に処理し、業務完了の確認を確実に行うよう努められたい。
	令和元年6月の係長会を通じ、今回の意見事項の内容について全職員に周知し共有するとともに、所属長から、全ての委託業務報告書等については必ず担当者、係長、課長が押印し、確認の事実を明らかにするよう改めて指導しました。
	今後、全ての業務の報告書等について、文書管理規定に基づく確認印の押印を徹底し、適切な事務処理を行います。
	33　業務委託の確認について
	【教育委員会事務局学校教育部　学務課】
	ア　意見の内容
	以下の3件の契約は、委託業務の履行状況を確認したことを明らかにする課長、係長、係員の確認印がなかった。
	①　暖房機保守点検業務委託契約の「2018年度　暖房点検完了報告書」に対象校の担当者印は押印されているが、課長、係長、係員の確認印がなかった。
	②　給食室換気扇等清掃及びダクト清掃・点検業務委託契約「（第1回目）報告書」には、委託業務の履行状況を確認したことを明らかにする課長確認印がなかった。
	③　給食室換気扇等清掃及びダクト清掃・点検業務委託契約「（第2回目）報告書」には、委託業務の履行状況を確認したことを明らかにする課長、係長、係員の確認印がなかった。
	文書管理規程では、報告書等の文書を受領したときは、収受したのち主務課長の指示により、速やかに供覧等の処理を行わなければならないとしている。
	業務報告書は、所管課が主体性をもって委託業務の履行状況を確認し、管理するうえで不可欠な文書である。文書管理規程に基づいて適切に処理し、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、令和元年8月の課内会議において所属長から全職員に周知し共有するとともに、委託業務終了後は速やかに業務委託実施報告書を業者から提出させ、業務が適切に完了したことを係員、係長、課長が確認し、確実に確認印を押印することを指導しました。
	34　郵券の管理について
	【産業・地域振興支援部　産業振興課】
	ア　意見の内容
	消費者センターの郵券の管理状況を確認したところ、500円切手666枚、200円切手111枚、160円切手272枚、140円切手133枚を保管し、使用状況を確認することがでた平成26年度から平成30年度までの5年間の使用枚数は、500円切手127枚、200円切手158枚、160円切手14枚、140円切手132枚である。
	現在保管している上記郵券の総額は、417,340円である。
	郵券については、主に福島第一原子力発電所事故に伴う「食品の放射性物質検査事業」で使用するため購入したものである。しかし、同事業は平成27年度に終了している。
	今後使用する予定が不明確なまま、高額に及ぶ郵券を長期にわたり保管することは、事件・事故につながりかねないものである。
	郵券の管理にあたっては、必要な枚数を精査し、郵券を必要としている所属等への移管も含め適正に管理されたい。
	イ　講じた措置の概要
	当該の郵券に関しましては、必要な郵券の枚数を精査し、不要と判断した500円切手550枚、200円切手10枚、160円切手200枚、140円切手10枚を、郵券受払簿へ記載の上、令和元年8月13日に当該郵券を必要としている所属に引き渡しました。
	また、改めて令和元年8月に、所属長から消費者センターに対し、郵券を購入する際には、事業予定や必要数量を精査し、適切な購入を行うよう指導しました。
	今後も適正な事務処理を徹底してまいります。
	35　物品購入契約にかかる事前の検討について
	【産業・地域振興支援部　観光政策担当】
	ア　意見の内容
	シティプロモーションシンボルマークを使用したネックストラップの購入については、人事課で予算が執行された。作成数量は、企画課が区政70周年のネックストラップを作成した際の実績を参考に、7月に5,000個（契約日：平成30年7月2日　契約金額：2,511,000円）を作成した。納品後、観光政策担当が配布したところ、指定管理者職員等について当初の算定を上回る要望があったことなどから、人事課において9月に1,100個（契約日：平成30年9月14日　契約金額：570,240円）を追加作成した。
	本件ストラップについては、不特定多数の区民等に対しニーズに応じて作成・配布するものではなく、区職員等を対象に配布するものであることから、配布対象職種・数量等については事前に把握できるものであり、また、把握するべきものである。
	しかし、ストラップを作成した部門と配布した部門が異なることから、当初作成した際の配布対象・数量と実際に配布した配布対象・数量が大きく異なったため、配布途中で数量不足が判明したものと考えられる。
	複数の課が連携・協力して実施する本件事業については、相互の調整を図る課を明確にするとともに各所管分野の専門性を効果的に発揮できるよう連携を図りながら効率的に実施されたい。
	今回の意見事項の内容については、令和元年8月に、所属長から全職員に周知し共有しました。
	シティプロモーションシンボルマークを使用したネックストラップの購入については、今後も人事課において予算執行が行われます。
	今後の購入に当たりましては、シティプロモーションシンボルマークの管理所管課として、配布対象職種等について人事課と調整・連携を図り、効果的な事業運営を行ってまいります。
	36　物品購入契約にかかる事前の検討について
	【総務部　人事課】
	ア　意見の内容
	シティプロモーションシンボルマークを使用したネックストラップの購入については、人事課で予算が執行された。作成数量は、企画課が区政70周年のネックストラップを作成した際の実績を参考に、7月に5,000個（契約日：平成30年7月2日　契約金額：2,511,000円）を作成した。納品後、観光政策担当が配布したところ、指定管理者職員等について当初の算定を上回る要望があったことなどから、人事課において9月に1,100個（契約日：平成30年9月14日　契約金額：570,240円）を追加作成した。
	本件ストラップについては、不特定多数の区民等に対しニーズに応じて作成・配布するものではなく、区職員等を対象に配布するものであることから、配布対象職種・数量等については事前に把握できるものであり、また、把握するべきものである。
	しかし、ストラップを作成した部門と配布した部門が異なることから、当初作成した際の配布対象・数量と実際に配布した配布対象・数量が大きく異なったため、配布途中で数量不足が判明したものと考えられる。
	複数の課が連携・協力して実施する本件事業については、相互の調整を図る課を明確にするとともに各所管分野の専門性を効果的に発揮できるよう連携を図りながら効率的に実施されたい。
	今回の意見事項については、令和元年8月6日の係会において、本件の内容と原因について共有を図るとともに、所属長から係長及び担当職員に対して、区職員等への配布物については当初から数量不足が生じることのないよう調査方法や役割分担をルール化することを指示しました。
	今後、複数の課が連携・協力して配布する事業については、適正な数量把握と関係課が緊密な連携を図ることによって効率的な事務執行を徹底してまいります。
	37　工事契約にかか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
	以下2件の工事契約は、別契約で実施していた。
	①　芝職員住宅共用廊下手摺の撤去工事
	（契約日：平成30年11月22日　契約金額：1,290,600円）
	②　芝職員住宅共用廊下手摺設置工事
	（契約日：平成31年2月6日　契約金額：1,285,200円）
	同一場所の手摺の撤去と設置工事であり別契約とせず、当初から計画し実施すべきであった。区有施設の工事にあたっては、事前に必要な工事計画を詳細に検討し、効率的・効果的に工
	事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、令和元年8月に係内の朝会において全員で事例を共有し、改めて契約事務にあたっては、事前にその内容を十分検討した上で処理を進めることが必要であることを指導しました。
	今後、課長及び係長を含め、工事内容や工事箇所の現地確認等、十分な検討を事前に行い、計画的かつ効果的な工事の実施を徹底し、再発防止に努めてまいります。
	38　契約事務を適切に行うべきもの
	【環境リサイクル支援部　環境課】
	ア　意見の内容
	みなとタバコルール啓発品（一斉キャンペーン用）の購入（717,120円）とみなとタバコルール宣言ワッペンの購入（691,200円）は契約日が平成31年2月27日で同じ業者と契約締結をしていた。
	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。
	今回の意見事項の内容については、令和元年8月に課内に周知し共有するとともに、改めて所属長から適切な契約事務処理を行うよう指導しました。
	今後は、不適切な契約事務と誤解されないよう、担当者が異なる複数の発注は１つの契約にまとめる等、係内で契約事務の進捗状況を共有し、適切に契約事務を執行してまいります。
	39　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
	以下の3件については、いずれも職員が災害発生時に着用する防災用品の購入契約であるが、それぞれ個別に契約がなされていた。
	①　新規採用職員用上着の購入（786,240円）
	契約日　平成30年4月5日、納入日　平成30年5月2日
	②　防災靴の購入（791,856円）
	契約日　平成30年4月13日、納入日　平成30年4月18日
	③　新規採用職員用防災服ズボン等の購入（706,320円）
	契約日　平成30年4月25日、納入日　平成30年5月14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、令和元年8月の係長会を通じて、所属長から課内全職員に周知し情報共有するとともに、再発防止のため、港区契約事務規則の重要性について改めて指導し、契約における適正な事務処理について注意喚起を行いました。
	防災服については、新規採用職員の防災服の必要数量を見込んだ上で、更新対象の職員分と合わせて、上着、ズボン、帽子、安全靴をまとめて契約するよう改めました。
	今後も適宜、契約事務に関する自己検査を実施するとともに、契約内容について随時確認し、適正な事務処理を徹底します。
	40　適正な契約事務等について
	【保健福祉支援部　障害者福祉課】
	ア　意見の内容
	紙おむつ給付事業（障害児）商品案内の印刷（75,660円）、障害者配食サービスのリーフレット印刷（22,842円）、紙おむつ給付事業（障害者）商品案内の印刷（34,344円）の3件の契約は、「契約日」、「履行期限」、「履行及び検査日」がすべて平成31年3月29日であり、適正な履行が困難な契約内容と考えられる。
	契約事務等については、計画的に実施し、適正な事務処理を徹底されたい。
	再発防止に向け、令和元年7月の係会において、所属長から、今回の意見事項の内容を周知し共有するとともに、全職員が契約事務の手順の遵守の重要性を認識するよう、指導しました。
	現在、計画的に事務処理を行うよう、係内の認識を統一し、毎月一回、係長が係会で状況を把握した上で、適正な事務執行の時期について確認しています。
	41　契約書で定める納品物について
	【白金の丘中学校】
	ア　意見の内容
	体育館舞台電源ケーブル延長工事契約、1年4組、5年2組照明器具等取替工事契約では、仕様書に定められている工事写真が工事完了届に添付されていなかった。
	仕様書で定める納品物については、業務の履行状況を確認し、支出の根拠となる重要な書類である。納品物の確認を確実に行うよう努められたい。
	令和元年9月の学校事務職員会において、学務課長及び教育指導課長から全校の事務職員に対し、契約上で定められている内容については十分に理解すること、履行内容に不備がないか、成果品はあるか等の確認を必ず行うことについて、改めて指導しました。また、令和元年11月の校園長会で同様の内容について改めて注意喚起の周知を行います。
	今後は、年度当初の予算説明会等の場で、全学校長及び副校長に対しても注意喚起してまいります。
	42　閉鎖施設の維持管理について
	【企画経営部　用地・施設活用担当】
	ア　意見の内容
	平成13年に閉鎖した旧伊豆健康学園は、消防設備点検（平成30年10月23日実施）で、消火器具不良（12件）、消火器格納箱腐食（8件）、自動火災報知機設備受信機バッテリー外不良（18件）、全館の電源遮断によりスプリンクラー設備・非常警報器具及び設備・誘導灯及び誘導標識不良の不具合があった。
	現在は閉鎖されている施設であるため、利用者の安全・安心に直接かかわるものではないが、不測の事件・事故を防ぐため施設の設置・管理者として必要な安全管理を講じられたい。
	今回の意見事項を受け、令和元年8月に担当職員が現地に行き、改めて消防設備点検の報告書の内容を再確認しました。
	不具合が認められた消防設備のうち、消火器は新品への交換で即時対応可能であることから、年内を目途に新たな消火器を購入し、現地へ配備します。
	なお、建物内のスプリンクラー設備・非常警報器具及び設備・誘導灯及び誘導標識については、施設が閉鎖中であり利用者がいないことから平成13年度以降、電源を遮断しておりますが、旧伊豆健康学園のような閉鎖施設においては、スプリンクラー設備・非常警報器具及び設備・誘導灯及び誘導標識の設置は不要であることを地元消防等に確認いたしました。
	そのため、現状の取扱いを継続することとします。
	今後も遠隔地の無人施設の状況を把握し、引き続き施設を安全に管理してまいります。
	43　不適切な備品管理について
	【総務部　契約管財課】
	ア　意見の内容
	平成30年度に工事請負費で設置した物品（調乳用温水器1台、赤外線混合分配器2台、赤外線2chレシーバー2台）5件について、財務会計システムの備品台帳に登録されていなかった。
	備品は区民の貴重な財産である。港区物品管理規則に基づく適正な管理を行われたい。
	イ　講じた措置の概要
	今回の意見事項にある備品につきましては、平成31年4月16日に備品登録及び備品シールの貼付を行いました。
	今後、備品の管理につきましては、迅速かつ適切な事務処理に努めてまいります。

