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第１ 外部監査の概要 

 

１ 選定した特定の事件  

 

    学校教育に関する事務の執行について 

 

 ２ 特定の事件を選定した理由  

 

    学校教育を司る教育委員会は、政治的中立性が強く求められているが故に、首長

から職権行使の独立性が保障された機関といわれている。ところが、近年、地方分

権と教育改革が進み、教育委員会制度の根幹に関わる議論もなされるようになった。

そして、学校教育は、次代を担う子供達の人格の完成、ひいては成熟した市民の育

成を目指す、いわば国家社会のライフラインである。したがって、学校教育は、児

童・生徒の保護者のみならず、一般の市民にとっても身近で重要な問題として関心

が高い。 
    浜松市の場合、「夢と希望をもって学び続ける『世界にはばたく市民』の育成」を

教育目標に掲げ、「心の耕し」をキーワードに教育の重点施策を実施しているとされ

る。また、市の教育費の支出は、平成24年度予算で約176億 6,438万円と高額であ

る上、教育費は、上記のとおり公共的な人的投資と考えれば、その執行と効果を検

証する意義は大きいものと思料し、本年度の包括外部監査の対象に選定した。 

 

 ３ 主な監査要点  

     

学校教育に関する次の事務の執行について、適法性（合規性）、公平性及び3Ｅ（有

効性、効率性、経済性）の観点から監査を実施した。なお、市立幼稚園、小学校、

中学校、高等学校では、公費会計のほか、児童・生徒の保護者が負担するいわゆる

園納金・校納金等の私費会計が存在し、実質的には教職員がこれを管理運営してい

ることから、これを含めた学校財務に力点を置いて監査を実施した。 

（１）学校財務 

（２）学校給食 

（３）スクールバス運行事業及び遠距離通園通学援助 

（４）就学援助及び発達支援教育就学奨励 

（５）育英事業特別会計 

（６）用地取得、校舎の新増改築 

（７）借地解消事業 

（８）教職員住宅の管理運営 

（９）用務員業務の民間委託 

（10）外国語指導助手（ＡＬＴ）の民間委託 
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（11）学童等災害共済事業特別会計 

（12）その他、学校教育に関する施策 

 

 ４ 監査従事者  

 

（１）包括外部監査人 

       弁護士    鈴  木  孝  裕 

 

（２）補助者 

       弁護士    杉  田  智  樹 

       弁護士    伊 豆 田  悦  義 

       公認会計士  田  畑  隆  久 

       公認会計士  松  島  達  也 

       公認会計士  山  田  夏  子 

 

 

 この概要版では、教育関係法令の概要から学校財務、特に学校徴収金、私費会計につい

て総論的に記載し、その後に監査の結果のみを記載している。監査の結果については、合

規性、事務の効率性等の観点から、是正が必要と思われるものについては、「指摘事項」、

将来的に是正することが望ましいと思われるものについては、「意見」として記載した。
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第２ 教育委員会制度の概要等 
 

 １ 教育関係法令の概要 
 
（１）憲法第26条は、国民の教育を受ける権利を定め、義務教育の無償を謳っている。

また、憲法第14条では、法の下の平等を定めている。これを受け、教育基本法では、

第4条で教育の機会均等を定め、障害者に対する教育上の支援や経済的修学困難者

に対する奨学の措置を講じることも定めている。また、同法第5条で保護者に普通

教育（義務教育）を子に受けさせる義務を定め、義務教育の授業料は無償とするこ

とを規定している。そして、学校教育法では、第16条、第17条で9年間の小学校、

中学校等を普通教育と定め、第38条、第49条、第80条で公立小・中学校について

は市町村に、特別支援学校については都道府県に学校設置義務が課せられている。

同法第5条では、学校設置者にその学校の管理と経費負担の原則が定められている。

同法でも第6条で、公立義務教育学校の授業料の無償が謳われている。 
ところで、地方財政法第27条の4では、「市町村は、法令の規定に基づき当該市

町村の負担に属するものとされている経費で政令で定めるものについて、住民に対

し、直接であると間接であるとを問わず、その負担を転嫁してはならない。」と定め

ている。これを受け地方財政法施行令第52条では、住民にその負担を転嫁してはな

らない経費として、「市町村の職員の給与に要する経費」と「市町村立の小学校及び

中学校の建物の維持及び修繕に要する経費」を掲げている。また、地方財政法第 4

条の5では、「地方公共団体は、住民に対し、直接であると間接であるとを問わず、

寄附金（これに相当する物品等を含む。）を割り合てて強制的に徴収（これに相当す

る行為を含む。）するようなことをしてはならない。」と定めている。 
次に、教育基本法第14条第2項は、学校教育の政治的中立性を謳い、第16条第

1項は、教育の不当な支配を禁止している。 

 
（２）さて、地方自治法第180条の5で、普通地方公共団体に置かなければならない行

政委員会の一として教育委員会を掲げ、第180条の8で教育委員会の事務等を簡単

に規定している。これを受け、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」（以下

「地方教育行政法」という。）で教育委員会の設置、組織、権限等について規定して

いる。教育委員会の主な業務は、学校その他教育機関と教職員の管理であり、その

管理運営の基本的事項については、教育委員会が規則を定める（同法第33条）。こ

の規則のことを一般に「学校管理規則」と呼んでいる。 
一方、学校の教職員については、学校教育法第37条で小学校に置かれる教職員の

種類と職務の基本が規定され、これが第49条、第62条、第82条により中学校、高

等学校、特別支援学校に準用されている。これによれば、小・中学校等には校長、

教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置かなければならず、また、副校長、主幹教

諭、指導教諭、栄養教諭等を置くことができる。また、学校教育法施行規則で、小・
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中学校等に教務主任及び学年主任を置くことが定められている（同規則第44条、第

79条、第104条、第134条）。これにより学校の教員組織は、校長、副校長、教頭、

主幹教諭、指導教諭、主任、教諭というラインにまとめられた。なお、教育職員の

免許については、教育職員免許法に規定されている。 

 
（３）次に、公立義務教育学校の教職員の服務監督等は、市町村教育委員会に属するが

（地方教育行政法第43条）、任命権は都道府県教育委員会に属する（同法第37条）。

こうした教職員のことを県費負担教職員と呼んでいるが、その根拠となるのが市町

村立学校職員給与負担法である。このように市町村立小・中学校の教職員の身分と

経費負担、人事管理に関する制度は二重構造となっている。 
普通地方公共団体の設立する学校に勤務する教員は、地方公務員であるから当然、

地方公務員法の適用を受ける。さらに、教育公務員については、教育公務員特例法

（以下「教特法」という。）が存在し、教育公務員の教育を通じて国民全体に奉仕す

るその職務と責任の特殊性に基づき任免、給与、分限、懲戒等につき規定している。

教員の給与等勤務条件は、条例で定めるとされている（教特法第13条、地方教育行

政法第42条）。そして、「学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育

職員の人材確保に関する特別措置法」により、義務教育諸学校の教育職員の給与に

ついては、一般の公務員の給与水準に比較して必要な優遇措置が講じられなければ

ならないとされている（同法第3条）。また、「公立の義務教育諸学校等の教育職員

の給与等に関する特別措置法」により、教育職員には、給料月額の100分の4の教

職調整額の支払いをすることとし、時間外・休日勤務手当を支給しないと定めてい

る（同法第3条）。 
 

 ２ 教育委員会制度の趣旨、目的 
 
（１）教育委員会は、地方自治法第180条の5に基づき、地方自治体に設置された行政

委員会の一であり、自治体の首長と同じく執行機関である（同法第138条の4）。す

なわち、地方自治体において教育事務を管理執行する機関であり、学校の管理機関

である（同法第180条の8）。したがって、教育委員会は、①校長、教頭その他の教

職員の任免・服務監督（人的管理）、②校地、校舎等教育施設の維持管理（物的管理）、

③学校の運営に関する指揮監督、指導助言（運営管理）の全般に関し、校長に対し

て包括的支配権を有している。しかも、教育委員会の職務は、教育にとどまらず、

地方教育行政法第23条では、社会教育やスポーツ、文化財の保護等多岐に亘ってい

る。しかし、教育に関する事務であっても①大学に関すること、②私立学校に関す

ること、③教育財産を取得し、及び処分すること、④教育委員会の所掌に係る事項

に関する契約を結ぶこと、⑤前号に掲げるものの他、教育委員会の所掌に係る事項

に関する予算を執行すること（地方教育行政法第24条）は、本来的に首長の権限と

されている。また、地方自治法第180条の6は、委員会や委員の権限に属しない事
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項として①普通地方公共団体の予算を調整し、及びこれを執行すること、②普通地

方公共団体の議会の議決を経べき事件につき、その議案を提出すること、③地方税

を賦課徴収し、分担金もしくは加入金を徴収し、又は過料を科すること、④普通地

方公共団体の決算を議会の認定に付することを列挙している。 

 

（２）教育委員会は、都道府県と市町村の両者に置かれる機関であるが、住民参加型機

関であるといわれている。また、教育基本法第14条第2項は、「法律に定める学校

は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動を

してはならない。」と規定し、第16条第1項は、「教育は、不当な支配に服すること

なく、この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり、教育

行政は、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正

に行われなければならない。」と規定され、教育の中立性、不当な支配が禁止されて

いる。そこに、首長とは独立した教育委員会の存在意義がある。なお、地方教育行

政法の前身である旧教育委員会法は、教育行政の一般行政からの独立、地方自治、

市民統制の考え方を制度化したものといわれ、同法を廃止し、地方教育行政法を制

定したのは、教育行政の政治的中立と安定性を確保しつつ、一般行政と調和した国、

都道府県、市町村の教育行政制度を確立することを目的としたといわれている。ま

た、教育委員会制度の目的に住民参加や政治的中立・安定性のほか、専門性の確保

も挙げることができる。そして、現在の教育委員会では、教育委員による市民によ

る統制と教育行政の専門家としての教育長による相互補完性が期待されていること

や、教育委員会の事務を補助する事務局職員も形式的には首長部局から独立してい

ること、法律により規則制定権が認められていること（地方教育行政法第14条）な

どが特徴として挙げられる。 

なお、教育委員会制度を巡る議論は、これまでも繰り返し行われてきたし、最近

では地方分権改革の中で、見直しどころか廃止論まで唱えられている。 

 

 ３ 教育委員会の財務と学校財務 

    

    地方自治体の場合、首長に予算調製権や予算執行権がある。ただし、予算執行権

を補助機関である職員や他の執行機関に委任することが可能で、実際は教育委員会

の所掌に関してその権限を教育長に一部委任することは一般的である。また、普通

地方公共団体の財務に関し必要な規定は命令で規定するもの以外は、全て普通地方

公共団体の規則で定めることとされている（地方自治法施行令第173条の2）。これ

を受けて地方自治体では財務規則等を制定しており、教育委員会もこれにしたがっ

て財務事務を行っている。ただ、教育委員会の中には、学校財務取扱要綱等を定め

自治体の財務規則の範囲内で学校における財務手続の準則としているところもある。

ただし、浜松市では、学校財務取扱要綱等は制定されていない。 

    ところで、前記のとおり幼稚園、学校現場には公費会計のほか、いわゆる園納金・
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校納金等と称する保護者負担による私費会計が厳然と存在する。これまで教育委員

会はこの問題を回避し、私費会計の扱いを各学校の判断に任せてきたと言わざるを

えない。しかしながら、私費会計といってもそれは教職員が個人的に担当している

のではなく、公務として担当しているもの、言い変えれば学校という公の組織が取

り扱っているのであるから、その会計については、公費における会計上の原則に準

じて行なわなければならないものである。しかも、校納金等の実態は、公費会計で

ある令達予算等を補完する機能を有しており、学校財務の一端を担っている。 

 

 ４ 学校徴収金 

 
    前記のとおり市立幼稚園、小・中学校、高等学校では、公費会計のほか、児童・

生徒の保護者が負担するいわゆる園納金・校納金等の私費会計が存在し、実質的に

は教職員が管理運営している。なお、一般に園納金とか校納金と呼ばれるものの中

には、個人用の教材や修学旅行、卒業アルバム代金等の学年費や積立金のように児

童・生徒に直接還元される性質の会計（学校預り金会計とか個人負担経費等と呼ば

れているもの。）とＰＴＡ等学校関係団体の会計（団体会計とか管理受託経費等と呼

ばれているもの。）とがあるが、本書ではこれらを合わせて学校徴収金と定義するこ

ととする。また、実態としても学校徴収金は、公費としての施設整備事業費等や各

学校等への令達予算（配当予算）を補完する機能を有している。ところで、地方自

治法第235条の4第 2項では、「債権の担保として徴するもののほか、普通地方公共

団体の所有に属していない現金又は有価証券は、法律又は政令の規定によるのでな

ければ、保管することができない。」と定めている。しかしながら、学校徴収金を教

職員が扱うことについて、法律又は政令に特別な定めはない。にもかかわらず、学

校徴収金は、学校（校長を代表者とする教職員の組織）が保護者あるいは学校関係

団体から預かった預り金であり、その管理運営を委任されているものと認めざるを

えない。 

    一方、憲法の定める義務教育無償化の理念は、義務教育の授業料無償が法定化さ

れているほか、「義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律」等により、義務

教育においては教科書が無償で給付される。さらに、平成22年 4月 1日施行の「公

立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律」

により、公立高等学校においては、実質的には授業料無償化が、私立高等学校にお

いては、授業料について支援金が支給されることとなった。このように、特に義務

教育においては、保護者負担をできる限り減縮し、憲法の無償化の理念の実現が求

められる。そして、前記のとおり地方財政法等により、市町村は、職員の給与に要

する経費と市町村立の小学校及び中学校の建物の維持及び修繕に要する経費を住民

に対し、直接であると間接であるとを問わず、その負担を転嫁してはならないので

あり、寄附金を強制的に徴収してはならないのである。また、前記のとおり学校教

育法でも学校設置者が、学校の経費を負担する原則を定めている。したがって、保
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護者が同意しているからと言って、どのような支出も許されるということではない。 

    仮に、学校徴収金を中心とした学校の私費会計から、本来、公費で負担しなけれ

ばならない経費が支出されているとすれば問題であり、逆に言えば公費支出しない

という消極的態度あるいは不作為は、公費の支出が適法、相当になされているかど

うかと同様に評価されなければならない。 
 
５ 幼稚園、学校における私費会計  
 

浜松市において、私費会計の存在しない市立幼稚園、小・中学校、高等学校は皆

無であり、また、ほとんどの園・学校では私費は教職員が管理徴収している。ＰＴ

Ａ関連の会費については保護者が管理していることがあるが、これはごくまれなこ

とであり、その場合でも徴収は学校側が行っている。 

園・学校には様々な名目の私費が存在する。学校徴収金は前記のとおりその性質

から、①個人用の教材の購入を目的とした学年費、修学旅行・卒業アルバム代金積

立金、給食費等児童・生徒に直接還元される性質のものと②ＰＴＡ会費等学校関係

団体会費とに大別することができる。また、学校徴収金以外にもバザー会計、資源

物回収会計等の私費会計が存在している。私費会計の内容は園・学校により統一さ

れておらず、むしろ園・学校の特色を表すものとなっている。 

前記のとおり、私費会計といっても、実際には公務員である教職員が預かったお

金を扱うものであるため、公金に準じた扱いが求められる。従来、浜松市には学校

徴収金の会計処理については具体的な規程がなく、園・学校に委ねられていたが、

市立小・中学校において、浜松市校長会は「浜松市立小学校、中学校の学校徴収金

の会計処理に関する規程」を制定し、平成22年4月 1日より施行されている。また、

学年会計については、浜松市教育研究会が作成した「学年会計の手引き」で詳細な

手続を規定し、公金に準じて扱うことを求めている。 

そして、義務教育ではない浜松市立高等学校においても、私費会計が存在し、Ｐ

ＴＡ会費はじめ部活動後援費、進路指導費等学校徴収金として少なくない金額が徴

収されているものの、その取り扱いにつき定めた規則等はない。これについても上

記同様に公金に準じて扱われるべきである。 
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６ 浜松市教育委員会の組織 
 

教育委員会
委員長

（浜北）

中学校 [1]　 小学校 [1]　　　　　　

中学校[49]     小学校[105]     幼稚園[67]    ※引佐北部小中一貫校を含む
   (分校1含)       (分校1含)         (休園4含)

中学校[33]   小学校[63]   幼稚園[24]
   (分校1含)    (分校1含)      　(休園1含）

（浜松）

教育企画担当課長 教育総合計画､学校・幼稚園規模適正化に関する事項

浜 松 市 教 育 委 員 会 組 織 図 （平成24年４月１日現在）

保 健 給 食 課
（保健安全グループ）
（学校給食グループ）

学校保健及び学校安全に関する事項
学校給食に関する事項

学 校 施 設 課

学校(園)建設に関する事項
学校(園)施設整備(北・浜北・天竜区)に関する事項
学校(園)令達予算、情報機器の整備に関する事項
学校(園)借地、財産管理及び施設整備(中・東・西・
南区)に関する事項

（施設グループ）
（北部施設グループ）
（教材グループ）
（管理グループ）

市 立 高 等 学 校

学校教育部教育長

教育センター

高校教育に関する事項

教育指導に関する事項
教育相談に関する事項(教育相談支援センター)

教職員の専門的な研修に関する事項

かわな野外活動センター

学校給食センター[6]

教 育 総 務 課
（総務グループ）
（学事グループ）

教育委員会の運営に関する事項
園児･児童･生徒の就園･就学に関する事項
就学援助･通学補助など支援に関する事項

教 職 員 課
（管理グループ）
（人事グループ）

（給与グループ）

市費負担教職員の任免・給与・服務に関する事項
県費負担教職員の任免・服務に関する事項
発達支援教育の就学指導に関する事項
県費負担教職員の給与に関する事項

指 導 課（教育指導グループ）

（企画グループ）

中学校 [1]　 小学校 [1]　 幼稚園 [1]

中学校 [1] 　小学校 [1]　 幼稚園 [1]

（細江） 中学校 [1] 　小学校 [4]　 幼稚園 [5]　

中学校 [2]　 小学校 [4]   幼稚園 [5]

中学校 [1]　 小学校 [4]　 幼稚園 [4]
                             (休園1含)

（雄踏）

（引佐）

（三ヶ日）

（舞阪）

             小学校 [1]　 幼稚園 [1]
　                          (休園1含)

（天竜）

中学校 [5]   小学校[12]   幼稚園[13]

中学校 [2]　 小学校 [7]　 幼稚園 [7]

中学校 [1] 　小学校 [4]　 幼稚園 [3]
                             (休園1含)

中学校 [1]　 小学校 [3]   幼稚園 [3]　

（春野）

（龍山）

（佐久間）

（水窪）
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第３ 監査の結果 

 

１ 幼稚園、小・中学校の財務管理 

 

 （１）学校徴収金の管理徴収 
 

ア  指摘事項  

 

（ア）会計処理、会計報告 

「浜松市立小学校、中学校の学校徴収金の会計処理に関する規程」は平成24

年度から本格導入されている。会計処理システムにより統一の決算書も作成す

ることができる。ただ、学校徴収金の内容は学校によってばらつきがあり、23

年度の決算書の状況を確認しても、すべての内容について決算報告、監査報告

があるとはいえない。 

前記のとおり、「浜松市立小学校、中学校の学校徴収金の会計処理に関する

規程」の適用範囲は①学年費、②積立金、③その他校長が必要と認めたものと

なっており、保護者から徴収する学校徴収金のすべてに当該規程が適用される

ことになる。よって、この点を各園・学校に周知し、規程に沿った手続をする

ことが必要である。なお、現時点では教育委員会所定の学校徴収金に関する規

則はないので、上記規程に基づき指摘した。 

また、決算報告の科目として、予備費勘定を使っている決算書があった。特

にＰＴＡ会計の決算書に予備費勘定が使われているケースが多かった。予備費

は予算書の科目であり、決算書では支出の内容に沿って、具体的な科目での処

理を行うよう指導する必要がある。 

 

（イ）会計監査 

会計監査については「規程」で明記されているため、24年度以降はすべての

学校徴収金について実施されると考えられるが、監査報告についてまでは、規

定されていない。 

監査をしていてもその報告がなければ、実効性がないため、監査報告も保護

者にする必要がある。また、監査報告の様式も決算書と同様、統一されている

方が園・学校側の利便性が高まることから、様式を統一する必要がある。 

 

（ウ）学校徴収金の範囲 

前記のとおり、学校徴収金の種類は学校によって様々である。部活動派遣費

や大会参加費等を学校徴収金として徴収している学校もある。 

部活動関連費についてはどこまでを義務教育の活動とし、どこからを保護者

負担とするかの線引きが各学校に委ねられている。部活動に力を入れている学
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校については、学校徴収金として部活動関連費を徴収する傾向にある。 

しかし、学校によって部活動による保護者負担に差があることは適切とはい

えない。よって、どこまでを市費とし、どこからを保護者負担とするかについ

て基準を検討する必要がある。 

また、実験実習費を校納金として徴収している中学校があった。公金で支出

しにくい物品の購入に充てるという理由で徴収しているが、実験費は義務教育

活動に必要な費用であるから、本来は公費から支出すべきものである。保護者

負担とすべき内容であるか、検討が必要である。 

 

（エ）ＰＴＡ会費からの学校備品等の支出 

ＰＴＡ会計から少額ではあるが、本来は令達予算の範囲で支出すべきと思わ

れる支出が見られた。 

①Ａ幼稚園：絵本代、樹木剪定代、蛍光灯・ほうき・消臭剤等消耗品 

②Ｂ小学校：プール更衣室カーテン、駐車場のカラーコーン、運動会用ア  

ンプ貸出料 

③Ｃ中学校：授業用のボール、保健室用品、保健用品、給食準備用白衣、 

テレビ廃棄代、教室用扇風機ネット 

④Ｄ中学校：ホワイトボード、会議用机 

学校教育上必要とされるもの、また、幼稚園、小・中学校の施設維持に必要

とされるものを支出する責任は浜松市側にある。しかし、令達予算額も限りが

あることから、ＰＴＡ会費からの支出に頼り、甘えてしまう傾向があることも

否めない。したがって、公費で負担すべきものは公費で支払い、ＰＴＡ会費か

らの支出は控えるべきである。また、ＰＴＡ会費からの支出が許されるものに

ついては寄附採納手続等をとる必要がある。 

現状ではどのような支出であればＰＴＡ会費からの支出が認められるかに

ついて特に基準がなく、園・学校の判断となっている。ＰＴＡ会計の管理徴収

がほとんど園・学校側に任されている状況では、学校側の都合でＰＴＡ会計か

ら支出が行われてしまうことにもなりかねない。 

よって、園・学校の判断だけで支出されないようにＰＴＡ会計からの支出内

容と手続について統一的な基準を設けることを検討すべきである。  

 

イ  意 見  

 

ＰＴＡ会計の残高 

ＰＴＡ会計の次期繰越額が多額となっている学校がある。中には100万円を

超える学校もあった。記念事業等の資金として繰越金を残しているというよう

に、目的が明確になっている学校もあるが、長年の残高の積み重ねの結果、あ

る程度の額に達しているという状況がほとんどである。 
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ＰＴＡ会計のほとんどが園・学校が管理していることから、繰越金は園・学

校が保有する資金となっているともいえる。放置されれば、年月の経過ととも

に目的のない資金が増加することになるので、一定額以上の繰越金がある学校

については、繰越金を今後、どのように処理していくか、検討するよう指導す

ることが望まれる。 

 

（２）預金口座及び特別会計の管理 
 

ア  指摘事項  

 

（ア）会計帳簿、決算書、監査報告の必要性 

特別会計についても公金と同様の扱いが求められるが、特別会計については

決算報告や監査報告が行われていないことが多い。会計帳簿が作成されていな

い会計も存在する。 

特別会計のうち、資源物回収収入や学校生活協同組合割戻金はＰＴＡ活動に

よる収入であったり、各家庭による生協での購買の結果に基づく収入であるが、

その収入がどのように利用されているかが保護者に報告されていないのは問

題である。学生協会計については 40 万円を超える残高となっていても全く報

告がない学校もあった。 

このように特別会計については園・学校により管理方法にバラつきがあるが、

公金に準じて扱うべきであることから、統一の会計処理規程を検討する必要が

ある。 

また、ＰＴＡ特別会計の支出調書を通査したところ、支出調書にＰＴＡ会長

の決裁印がないケースが発見された。ＰＴＡ特別会計の決裁権限はＰＴＡ会長

にある以上、ＰＴＡ会長の決裁がなければ支出できないはずである。よって、

適切な手続を行うよう指導すべきである。 

 

（イ）特別会計からの学校備品等の支出 

ＰＴＡ会計同様、特別会計からも学校備品等の支出が発見された。特に資源

物回収収入やバザー収入は学校備品の購入に充てられることが多くみられる。 

① Ａ小学校：児童用いす（22年度、23年度）、テレビ台固定工事費 
② Ｂ中学校：教室用扇風機設置工事代 
③ Ｃ中学校：電波時計 
④ Ｄ中学校：32型液晶テレビ、冷水器、キュート連絡網 

（ソフトウェア）、固定式ホワイトボード、体育館暗幕、 

ホワイトボード 

⑤ Ｅ中学校：生徒用机いすセット 
資源物回収やバザー収入はＰＴＡ活動で得た収入であるため、そこから支出
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されたものはＰＴＡからの寄附であるとも考えられるが、特別会計も園・学校

が管理していることがほとんどである現状を考えると、園・学校側が備品購入

代を特別会計に安易に求めることにもなりかねない。よって、前記したＰＴＡ

会計同様、特別会計についても支出内容と手続について統一的な基準を検討し、

園・学校の判断だけで支出されないようにする必要がある。 

 

（ウ）漢字検定・英語検定の会場料収入 

漢字検定・英語検定の会場として学校を提供する場合、検定業者から会場料

収入を得ることができる。この収入については預金口座を設けず、学校が現金

で管理しているケースや、収入の処理ができないため無償で学校施設を提供し

ているケースがあった。 

預金口座を設けず、現金で金庫保管している場合、簿外資産が存在し、管理

上、問題である。また、検定業者は民間団体であるにもかかわらず、公共施設

を利用する際に無償で提供することも問題である。 

よって、不明朗な口座が存在しないように会場料収入の歳入手続や会計処理

規程を統一し、学校施設の利用方法を適切にする必要がある。 

 

（エ）教員の立替払い 

アリーナ、テニスコート使用料残高が口座に不足している場合に教員が立替

払いしている学校が発見された。私費会計ではあるが、教員と学校との金銭の

やり取りは避けるようにする必要がある。 

 

（オ）領収書の宛名 

ＰＴＡ会計からの支出についてすべて学校名義の領収書を受領している学 

校があった。すべて学校名義とした場合、支出した後に、どの会計に負担させ

るか選択する余地も残すことになる。また、ＰＴＡ会計の会計責任はＰＴＡ会

長にある。よって、領収書の宛名はＰＴＡ会長とする必要がある。 

 

（カ）スポーツ施設利用委員会の委託金 

年度末に浜松市長宛に提出される「業務委託完了報告書」の決算内容が、現

実の金銭出納管理の状況と異なっていることが発見された。 

①  Ａ小学校 
同小学校の平成23年度の上記事業の収支決算（金銭出納状況）は次のと

おりであった。 

【収入】 委託料      239,000円 

          合 計       239,000円 

【支出】 管理指導員謝礼   45,000円（3,000円×15） 

       事務費       24,000円（12,000円×2） 
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       鍵管理者謝礼    5,000円 

       ラインマーカー   20,700円 

       体育館電球取替   44,100円 

       体育館電球取替   80,850円 

       ドライバキューム  23,625円 

       収入印紙       200円 

       合 計         243,475円 

【差額】          ▲4,475円 

【預貯金残高】        22,081円（平成24年 3月末） 

ところが、同小学校の業務委託完了報告書の記載内容は次のとおりであ

る。 

【収入】 委託料       239,000円 

       合 計         239,000円 

【支出】 管理指導員謝礼   128,000円（400円×320回） 

       事務費       12,000円 

       施設維持補修費   80,850円（体育館電球取替） 

       消耗品費      17,950円（ダスタークロス） 

       収入印紙       200円 

       合 計         239,000円 

【差額】              0円 

教頭の説明では、教頭が着任した時点（平成22年 4月）で同事業の委託

金管理口座に158,199円の残高がある状況だったため、毎年の収支が一致

する正常な状態に戻すために、残高を減らすように使ってきたとのことで

あった。 

なお、平成 23 年度に購入されたドライバキューム（23,625 円）は、通

常であれば備品に該当するべきものであるが、あくまでも上記受託業務に

おいて購入したものであるため、マジックで「体育施設利用」と記入した

状態で体育館に保管しているとのことであった。 

 

②  Ｂ中学校 
同中学校の平成23年度の上記事業の収支決算（金銭出納状況）は次のと

おりであった。 

【収入】 事業委託料             260,000円 

       貯金利息                24円 

       繰越金               74,370円 

       合 計            334,394円 

【支出】 レクレーションバレーセット 108,040円 

       多目的支柱         130,000円 
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       石灰            41,400円 

       指導員謝礼・事務費     27,000円 

       シャトル・ラケット     18,500円 

       合 計         324,940円 

【差額】                9,454円 

ところが、同小学校の業務委託完了報告書の記載内容は次のとおりであ

る。 

【収入】 市委託料          260,000円 

     合 計             260,000円 

【支出】 管理事務費          15,000円（指導員謝礼） 

       運営委員会費         12,000円 

       備品購入費         138,000円 

  設備維持補修         55,000円 

       消耗品費           23,000円 

       事務費            12,000円 

       雑費             5,000円 

       合 計             260,000円 

【差額】                   0円 

上記2校においては、そもそも、公金の支出を伴う市の委託業務におい

て、学校の教職員が、不実の収支決算報告書を作成して提出しているとい

う事実そのものが問題である。 

また、上記2校の不実報告は、単年度ではなく過去より継続してきたも

のであり、このような不実の決算報告書が提出され続けていても、何ら把

握できない市側の管理体制にも問題がある。よって、改善が必要である。 
 

（キ）「夢をはぐくむ園・学校づくり推進事業」の金銭管理 

指定口座に入金された委託金を出金する場合、本来的には、まずは当該使 

途・金額について支出調書を作成して校内での稟議・決裁を経た後に、口座か

ら現金を出金し、その現金を速やかに支出先に支払うという手順がとられるべ

きである。 

しかし、支出調書が作成される前に支出先への支払が行われている例（この

場合、教頭が立替払いをしている。）や、口座から出金された現金が長期にわ

たって支出先に支払われていない学校が発見された。 

その具体例は次の「ＩＴアドバイザー」に対する支払の状況である。 
① 金額5,600円／支出調書作成日5月27日／口座出金日6月1日 

領収証5月27日（手書き） 

② 金額11,200円／支出調書作成日及び口座出金日9月15日 

領収書ａ、7月10日（手書き） ｂ、10月22日（手書き） 
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③ 金額11,200円／支出調書作成日及び口座出金日10月17日 

領収書ａ、6月11日（全印字） ｂ、8月13日（全印字） 

④ 金額11,200円／支出調書及び口座出金日12月6日 

領収書ａ、12月3日（手書き） ｂ、1月14日（全印字） 
上記のとおり、支出調書の作成日と預金口座からの出金日は概ね整合してい

る。 
もっとも、上記②ａ、③ａ及びｂ、④ａについては、支出調書の作成日より

も領収書の作成日が先になっており、支払に関する校内での稟議が通るよりも

前に、支出先への支払が行われてしまっている。 
そして、上記④ａの場合は数日の誤差だが、それ以外は数ヶ月の相違があり、

その間は教頭が立替をしたままの状態になっているとのことであった。 
他方で、上記②ｂや④ｂについては、預金口座からの出金日から、支出先へ

の支払までの間に1か月以上が経過しており、その間は現金の状態で保管され

ていたと説明されている。 
しかしながら、これらの状態は、教頭の立替処理や現金の保管を介して、支

出先への支払事実が不明瞭なものとなるリスクが高く、公金の取扱方法として

は不適切と言わざるを得ない。よって、改善が必要である。 
 

（ク）「夢をはぐくむ園・学校づくり推進事業」の領収書の取り扱い 
前記「ＩＴアドバイザー」への支出に関する領収書は7枚存していたが、そ

の内容は次の2種類に大別された。 
① 住所や氏名が手書きで書かれ、捺印がされているもの・・・・4枚 

② 氏名まで含めて全文が印字されたもの・・・・・・・・・・・3枚 

そして、この2種類の領収書を対比すると、氏名が手書きされている領収書

（上記①の群）に押印された印影（1 種類）と、氏名まで全文が印字された領

収書（上記②の群）に押印された印影（1種類）は、異なっていた。 

また、全文が印字された領収書の体裁（レイアウト等）は、全て同一であっ

た。 

さらに、「ＩＴアドバイザー」への支出以外でも、上記②と同様に、領収者

の氏名まで含めて全文が印字された領収書が4枚存在しており、いずれも講師

謝礼等の名目であった（支払先はそれぞれ異なる）。 

そして、これらの体裁（レイアウト等）も、上記②と同一であった。 

以上の状況から、氏名を含めて全文が印字された領収書については、領収者

本人の関与のないところで作成されたものである疑いが顕著に認められた。 

そして、教頭においても、支出先から領収書が受領できなかった場合に、学

校側で領収書を作成している事実があることを認めた。 

上記のとおり、領収者（支払先）本人の関与のない状況で領収書が作成され、

それが多数に及んでいるという状況は，明らかに不適切である。 
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また、前記したとおり，「ＩＴアドバイザー」への支払については、支払調

書の作成前の立替処理や出金された現金の長期保管など、委託金の出納処理そ

のものにも疑義があり、ここに本人の関与のない領収書作成の事実が加わると、

果たして、本当に支出先に対する支払が行われているのかという疑義さえも生

じる余地がある。 

なお、教頭の説明によれば、支出先への現実の支払は全て行われているとの

ことであり、また、本監査では支出先への照会までは行っていないため、支出

先への不払い事実までは確認されていない。以上についての改善が必要である。 

 

イ  意 見  

 

（ア）休眠口座の扱い 

長期間、利息を除き、動きのない口座が発見された。 

① ヘルメット口座 

（平成14年 4月より動きなし。残高40,487円） 

② 資料館運営口座 

（平成9年2月より動きなし。残高35,926円） 

③ ペットボトル/プルタブ回収口座 

（年1回入金があるが出金は平成22年 2月以降なし。 

残高117,540円） 

ほとんど使われない口座は悪用を防ぐため、整理することが望まれる。 

 

（イ）預金利息の扱い 

預金口座は普通預金口座となっているため、毎年利息がつく。学校徴収金口

座やＰＴＡ特別会計の利息はＰＴＡ会計の雑収入としている学校がほとんど

であるが、中には利息だけ各口座に残高として残している学校もある。また、

浜松市の事業の委託費は委託費として受けた分だけ支出が認められるため、利

息が預金口座に残っている学校がほとんどである。 

無利息口座を利用すれば、利息がつかないが、無利息口座の開設には手数料

がかかるため、すべてを無利息口座とするためにはそれなりの予算が必要とな

る。現状、利息の扱いに困っている幼稚園、小・中学校があることから、例え

ばＰＴＡ関係の特別会計の預金口座利息についてはＰＴＡ会計の雑収入とす

る等、学校で管理する預金口座利息の統一の処理方法を定めることが望まれる。 

 

（ウ）預金口座の名義と銀行印 

ＰＴＡ会計の預金口座は預金名義が校長もしくはＰＴＡ会長、銀行印は校長

の職印もしくはＰＴＡ会長の職印となっており、園・学校で統一されていない。

ＰＴＡ会計の会計責任者はＰＴＡ会長である。よって、ＰＴＡ会計の預金口座
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名義はＰＴＡ会長名義、銀行印もＰＴＡ会長の職印とするのが望ましい。 

 

（エ）特別会計の整理 

学校によっては多くの特別会計を持っている。そのうち、本会計の一部を特

定の目的のために特別会計へ支出して管理しているものがあるが、会計を細分

化しすぎると、管理も煩雑になる上、資金の動きも不明瞭になりやすい。特別

会計についても、本会計同様の会計処理、決算手続が求められることから、園・

学校の負担も増加する。よって、特別会計を見直し、不要な会計については整

理することが望まれる。 

 
（３）令達予算の執行 

  

調査した範囲では、令達予算の執行手続に不適切な処理は発見されなかった。 

 
（４）備品の管理 

 

 指摘事項  

 

ア 備品管理台帳と備品の不整合 

備品管理台帳に登録されていない備品が存在するケースが発見された。 

① Ａ幼稚園：備品管理台帳にない電子オルガン1台、太鼓があった。 
② Ｂ小学校：備品管理台帳にない草刈機1台、和太鼓1個があった。 
③ Ｃ中学校：備品管理台帳にないテレビ1台があった。 
④ Ｄ中学校：備品管理台帳にない立奏木琴1台、電動アシスト自転車1台          

があった。 

⑤ Ｅ中学校：備品管理台帳にないティンパニ2台があった。 
⑥ Ｆ中学校：備品管理台帳にないサックス、クラリネットがあった。 
また、棚卸により所在不明な備品があったが、その経緯を問題とすること

なく登録抹消手続を行っていた中学校があった。 

備品管理台帳に登録されていない備品が存在する原因としては個人所有

物がそのまま学校備品となっていたり、個人からの寄附について寄附採納手

続が取られていない等が考えられる。備品管理台帳に登録されているが備品

が存在しない原因としては破損等で適切な廃棄処分手続が取られずに備品

だけ処分されていたり、備品が盗難、私物化等により紛失した等が考えられ

る。 

年1回、棚卸が行われているにも関わらず、備品管理台帳と備品とに不整

合が発生することは棚卸の実効性に問題があるといえる。不整合の原因を追

求せず放置したり、備品管理台帳からの抹消手続をすると、備品の私物化の
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原因ともなる。また、棚卸を実施することにより、破損・不足している備品

を把握し、保管場所も適切に把握し、教育活動に支障をきたさないようにす

ることができる。よって、適切に棚卸を行う必要がある。 

 

イ 備品シールの貼付漏れ 

2011年購入のアルトホルン、ユーホニューム、グロッケン等に備品シール

の貼付漏れがある小学校が発見された。 

備品シールは浜松市の備品とそれ以外を区別し、棚卸を効率的にするため

に貼付される。学校には学校備品以外に個人所有物やＰＴＡ所有物が保管さ

れていることもある。特に音楽室は吹奏楽部所属生徒の個人所有の楽器や音

楽教諭の個人所有の楽器が保管されていることが多く、学校備品との区別が

明確にされる必要性が高い。備品シールの貼付により、これらとの混在によ

る学校備品の私物化を防ぐことができる。よって、適切に備品シールを貼付

することが必要である。 

 

ウ 私費会計で支出した消耗品等の手続 

前記したとおり、資源物回収収益や学生生活協同組合物品購入割戻金は学

校消耗品の購入や備品設置工事代の支出に充てられる傾向にある。備品では

ないため、現在の手続では資産管理されることはない。しかし、児童・生徒

用の机やいすは単価は2万円未満であるため消耗品扱いであるが、数も多く

合計額はある程度の金額となる。また、工事代も支出のみの処理となるが、

金額は2万円を超えるものが多い。金額的重要性を考えれば、寄附採納手続

を取ったり、消耗品ラベルを貼る等、取得を何らかの形で記録し、適切に管

理される必要がある。よって、私費会計で支出された多額の消耗品等の統一

的な処理規程の制定を検討すべきである。 

 

（５）その他（個別事項） 

 

ア 図書館図書管理 

 

 意 見  

 

（ア）学校図書標準の充足状況と有益性 

学校図書館の蔵書数は学校図書標準を目標値としている。すべての学校

が充足率100%ではないため、令達予算も達成に向けて組まれている。 

しかし、充足率100%を満たす学校であっても、時代遅れの古い図書や重

複本を抱えて学校図書標準を満たすようにしていたりと、決して有益な図

書の充足状況とはいえない。学校図書標準は児童・生徒にとって望ましい
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標準を示すものではあるが、蔵書数の目標値となってしまっている傾向が

ある。 

また、令達予算は学校図書標準達成に向けて組まれているが、学校図書

の保管場所が足りず、保管場所の確保に苦心している学校も多い。さらに、

特に中学校では図書館そのものの開館時間が短く、学校図書標準を充足し

ていても生徒がそれを利用する機会があまり与えられていない。 

このように学校図書標準が目標値化し、有益な図書の充足と利用が行わ

れているとは必ずしも言えない状況が発生している。目標値としてではな

く、学校図書が有益に利用される措置を講ずることが望まれる。 

 

（イ）図書購入先 

図書の購入先が特定の1つの書店に限られている学校があった。学校の

場所等により購入先が制限されることもあるが、特定書店に限られている

学校については購入先を再検討し、数社から購入することが望まれる。 

 

イ 現金、郵券 

 

 指摘事項  

 

（ア）現金の保管方法 

現金は原則、金庫内に保管されないが、支払用に準備した現金が業者の

都合等で翌日まで保管されることになった際、その現金を担当教職員が自

宅へ持ち帰って保管している学校があった。教職員に保管責任を負わせる

ことは教職員に過度の負担をかけることにもなる。学校には金庫があり、

職員室等はセキュリティシステムも入っていることから、現金は学校金庫

で保管することが必要である。 

また、金庫の鍵の開閉は開閉する教職員以外の第3者の関与が必要であ

る。通常、園・学校では金庫の鍵を校長又は教頭が保管し、開閉の際には

校長又は教頭が関与することで牽制を働かせている。しかし、金庫の鍵を

一定の場所に保管し、その場所は会計担当職員だけに知らせるという方法

を取っている学校があった。この方法では会計担当教職員以外が金庫を開

けることはないが、開閉の際の牽制が効かない。よって、開閉の際に第 3

者の関与が必ずあるようにする必要がある。 

さらに、保管金庫が設置されていない幼稚園もあったため、金庫の設置

が必要である。 

 

（イ）郵券の受払 

郵券は換金性の高いものであるため、浜松市では受払を2人で行うこと
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としている。しかし、受払は１人で行い、校長が定期的に検査することで

牽制する方法を取っている学校があった。手続は統一することが必要であ

る。 

 

２ 市立高等学校 

 
（１）予算の執行状況  

 
ア  指摘事項  

 

行政財産使用料‐実用英語技能検定試験における施設管理（開錠・施錠等）

業務 

試験当日、英語教諭が公益財団法人日本英語検定協会から依頼されて施設管

理（開錠・施錠等）業務にあたっており、報酬を受領している。この場合、「営

利企業等従事許可申請書」を浜松市教育委員会宛に提出し、許可を受ける必要

があるが、平成 23 年度においてこの手続がされていなかった。当該業務に限

らず、申請もれを防止するために毎年あるものについては、チェック表を作成

する等、単発のものについては年に一度、確認書を教職員から入手する等のチ

ェック体制を整えることが必要である。 

なお、平成 24 年度については、上記業務にかかる「申請書」の提出はされ

ており、教育委員会の許可を受けている。 

 

イ  意 見  

 

（ア）高等学校入学料 

高等学校入学料は特に減免等は発生しておらず、適正に徴収されている。た

だし、現状浜松市外からの入学者に対しても同額の入学金としており浜松市内

の入学者との間に格差を設けていないが、受益者負担の見地から、さいたま市

や川口市などのように市外入学者に相応の負担をしてもらうことを検討して

もよいのではないかと考える。 

 

                         （単位：円） 

 市内 市外 

さいたま市 5,650 73,000 

川口市 5,650 73,000 

福岡市 5,550 6,400 

浜松市 5,650 5,650 
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（イ）講堂の貸出 

講堂の貸出は学校使用に支障のない範囲で行っている。音響効果が専用設備

と比較して劣ること、校内の駐車場収容台数に限りがあること、校舎と分離で

きない構造になっており学校としての安全管理上の問題があることなどが利

用の妨げになっているようであるが、講堂を一般市民が利用する頻度は決して

高くない（8回で5,150人が利用）。しかし、貸出施設でもあり有効利用を図る

ことができないか、検討することが望ましい。 

 

（ウ）行政財産使用料 

「行政財産の使用許可に関する事務処理要領」（以下「要領」という。）でも

減免はすることが「できる」とする規定であり、使用料は原則有償であり、当

然減免すべきものではないのでこの適用には特に慎重を期さなければならな

い（要領第9条第4項第1号）とされている。 

 

①公益財団法人日本英語検定協会に対する行政財産使用料 

公益財団法人日本英語検定協会が、実用英語技能検定試験を実施する場

合の会場使用は、学術調査研究等の用途に使用させる（要領第2条第1項

第6号）場合に該当するとして全額減免（要領第9条第1項第1号）して

いる。しかしながら、公益財団法人といえども民間団体であり、同協会の

ウェブサイトによると会場費の支払いが定められていることから、これを

あえて無償とする必要はないと思われる。あくまで無償にすることが「で

きる」ものであり、せめて協会の計算による使用料の徴収はあってもよい

のではないかと考える。 

 

②バス停標識及びバス停上屋を設置するための土地使用料 

遠州鉄道株式会社が、バス停標識及びバス停上屋を設置するための土地

使用料は、運輸、電気、水道、ガス事業その他の公益事業の用に供するた

め使用させる（要領第2条第1項第3号）ことになるため、半額免除して

いる（要領第 9 条第 2 項第 3 号）。要領の根拠からは、郵便事業株式会社

の郵便差出箱設置、西日本電信電話株式会社の電柱設置、中部電力株式会

社の電柱等設置も該当するように思える。なぜ、バス停だけを減免対象と

しているのか基準が不明確に映るので、検討されたい。 

 

③ＰＴＡが申請者となる場合の使用料 

ＰＴＡが、公衆電話、ＰＴＡ職員事務机および普通教室空調設備を設置

する場所の使用料は、市の指導監督を受け、市の事務及び事業を補佐又は

代行する者が、当該補佐又は代行する事務及び事務の用に供するため使用

する（要領第2条第1項第2号）場合に該当するとして全額減免（要領第
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9 条第 1項第 5号）している。ＰＴＡが「市の指導監督を受け、市の事務

及び事業を補佐又は代行する者」に該当するとした場合、これに要する電

気代、エアコン設置費用等の経費部分は、公費で支出する性格を帯びてい

るのではないかと思われるので、その整合性につき、検討されたい。 

 

④購買・売店・自動販売機を設置するための設置場所の使用料 

株式会社キャンパス（平成19年度から）が、購買・売店・自動販売機を

設置するための設置場所の使用料は、公の施設の利用者の便宜又は職員の

福利厚生のために食堂、売店等を経営させる（要領第2条第1項第4号）

場合でかつ学校の売店等の施設の用に供させるときに該当するため全額

減免（要領第 9条第 1項第 6号）している。浜松市公有財産管理規則第 9

条による行政財産の使用許可をし、使用させている。たとえ、優良な業者

であったとしても、1 民間企業が長きに渡って無償で学校の施設を利用し

営利事業を行うことは、問題がないとはいえないのではないか（現行契約

は、年度毎に行っており、平成19年度から始まっている）。採算が合わな

いため請ける業者がいないということのようであるが、実態の把握はされ

ていない。せめて決算書の徴求や売上高の把握は必要ではないかと思われ

る。 

また、自動販売機を減免対象から除く旨の規定もあるが（要領第9条第

2項第2号）、現状、これをも含めて無償となっている（電気代は徴収して

いる）。現行契約のあり方について、検討が必要と考える。 

 

（エ）委託料 

指名競争入札時の指名業者定数は守られていた。随意契約において金額基準

で見積合せが必要となるケースで、単独随契とされているケースが散見される

が、単独随契とする理由書が付されており、契約事務手続に特に問題は認めら

れなかった。ただし、単独随意契約が委託契約22件中16件と多数を占め、前

年度からの業者変更がほとんどない。予定価格比98.6％での契約とあまり経費

の削減がなされていないとの印象を受けた。予定価格 30 万円以下でも、あく

まで「一者特命可」であり、他社からの見積を何年かに1度は取るようにする

なりして現行契約額の妥当性を確認する必要があるのではないかと考える。 

委託契約のうち学校用務は契約金額からすると指名競争入札が求められる。

多額にもかかわらず単独随契としているのは、地方自治法施行令第 167 条の 2

第 1項第 3号により、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」第 41条第 1

項に規定するシルバー人材センター連合若しくは同条第2項に規定するシルバ

ー人材センターから普通地方公共団体の規則で定める手続により役務の提供

を受ける契約をするときは、随意契約によることができるとする規定に基づく

ものである。高齢者の安定した雇用の確保の促進を目的とする政策目的により
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随意契約を認められたものであり、契約行為自体は問題ないと考える。ただし、

上記同様他社からの見積をとるなどして、現行契約額の妥当性を確認する必要

はあると思われる。 

 

ウ その他 

 

教育費国庫補助金（国庫支出金）については国からの補助金であり、手続およ

び金額算定に問題はなかった。 

 

（２）財産管理 

 
ア  指摘事項  

 

（ア）預金通帳 

普通預金通帳22口座（ＰＴＡ、同窓会関係口座含む）、定期預金証書5口座

（すべてＰＴＡ関係）を保有している。その中で、検出された事項は以下のと

おりである。 

 

① 学校徴収金口座 

学校徴収金口座の中に、次のとおり平成24年3月末において、残高が残

っている口座があった。 

 

銀行口座 金額（円） 

浜松信用金庫 本店営業部 14 

浜松信用金庫 本店営業部返金口座 175 

 

いずれも過去の預金利息の残高と思われる。年度末に雑収入として受入

処理することが必要である。 

 

② 安全振興会・日本スポーツセンター口座 

要保護児童・生徒分についてはスポーツ振興センターの掛金(1,510円)

は不要であるが、これを徴収していた。このため、生徒への返金が必要

となるがこれを失念していた。また、平成24年3月末の口座残高のうち

145,412円は、安全振興会からの助成金や利息と考えられるが、内容は明

確になっていない。内容を調査の上、適切に処理することが必要であ

る。 
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（イ）図書 

蔵書約 35,000 冊について、夏休みを利用して点検を行っている。蔵書点検 

において不明となった書籍については、2 年間おいて除籍されることになる。

この他、蔵書登録されていない書籍、貴重書および除籍したが廃却していない

書籍が閉架書庫に保管されている。除籍した書籍は順次、廃却されていくこと

になる。また、1 冊 2 万円以上の図書は備品として登録されている。1 冊ずつ

は 2 万円以下でも全集として数巻まとめて購入し、2 万円以上になるため備品

登録している書籍も多い。 

図書は、大きく分けて市費購入にて取得した書籍、寄贈をされた書籍及びＰ

ＴＡが購入した書籍に区分される。ＰＴＡが購入した書籍については、蔵書登

録は市費購入と同様に行っているが、受け入れの際に寄附採納等の手続はとら

れていない。 

（ＰＴＡ購入書籍） 

購入に当たっては校務分掌の中に図書課（教諭及び司書の6名）があり、図

書課内で、生徒や各教科担当の希望等を参考に検討し、図書の購入内容を決め

ている。また、預かり資産に係る手続もとられていないこと、返却の予定もな

いことからＰＴＡからの預かり図書とは考えにくい。会計的な手続もとられな

いまま、毎年多額の図書をＰＴＡ費用で購入し受け入れるのは問題があるとい

える（平成23年度実績1,299,807円）、寄附採納手続をした上で、学校資産と

して受入れ管理することが必要である。私立高校が少額であっても、現物寄附

として会計処理することが求められているのと比較すると、大きな違いである。 

 

（ウ）備品 

備品は市費購入のものとそれ以外（生徒会、ＰＴＡ、その他）に分け台帳管

理している。現物には市費購入は黒色、それ以外は青色として備品ラベルが貼

られている。ＰＴＡ等の備品は寄附としての取扱いはされていない。ただし、

後援会購入の備品は、後援会解散時に、一括して寄附として受け入れている。 

しかし、例えば卒業記念の絵画や書、塑像等は、明らかに贈与を受けたもの

と思われるのに備品台帳に記載がなく、「その他備品」として市有財産とは別

の台帳管理をしているものもある。また、校舎内を視察したところ、廊下や床、

壁面に設置されている美術品も多いが市有財産として台帳登載されていない

ものもある。 

学校が受け入れた以上、寄附等による受入れが必要であり、また受入資産に

ついては、すべて台帳管理がされる必要がある。一度、現物確認（棚卸）を行

い現状の把握をすることが必要である。 
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イ  意 見  

 

（ア）図書 

閉架書庫に保管されている貴重書と呼ばれる書籍は、貸出の対象となってお

らず、ここに保管されている。早急に利用価値を点検して活用できる場に移す

ことが貴重書を生かす道であると考える。 

 

（イ）備品 

普通教室用の空調設備は、平成 17 年に同窓会の負担で設備工事がされたも 

ので、それをＰＴＡが移管を受け、その維持費である電気代（メーターを設

置）・保守点検費用は毎年ＰＴＡ会計から支出されている（平成 23 年度実績

558,207円）。空調設備自体は、ＰＴＡ所有となっているため、寄附受入れ、備

品登載等はされていない。また、ＰＴＡ所有ということから、毎年空調設備の

設置場所について、ＰＴＡに対して行政財産の使用許可を与えている（使用料

は全額免除）。当該取扱いは、平成17年9月 1日付で当時のＰＴＡ会長と浜松

市長との間で交わした覚書に従っている。 

今後、公立高校において空調設備の設置が一般化し、公費にて調達できるよ

うになればこのような複雑な手法をとる必要性はなくなるであろうが、現行の

取扱いに関してはいささか無理があるような印象を受ける。 

なお、このような形態は、浜松市立高校に限らず県内の県立高校、全国の公

立高校でも存在しているようである。 

 
（３）学校徴収金 

 

ア  指摘事項  

 

（ア）学年会計 

① 決算報告 

学年会計は、一人当たりの単価で収支報告されているが、学年費全体の

支出が見えなくなるので、小・中学校同様、総額で決算書を作成し、報告

する必要がある。実際、第 2 学年の学年費会計では、平成 24 年 3 月末の

口座残高 6,748,595 円、個人別報告一人当たり残額 16,575 円×407 名＝

6,746,025円となり、差額2,570円が発生しており不明瞭である。 

 

② 帳簿の整備 

第2学年の学年会計には出納簿がなく、通帳に支出の内容を書き込んで

いるだけであった。少なくとも他の会計同様、出納簿は作成すべきである。 
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③ 卒業時の残金の扱い 

卒業時、学年会計の残金の顛末について学校としてどうするのかルール

がなく、保護者への報告もない。現状は会計担当と学年主任で決めている。

平成 23 年度の卒業生分については、生徒会会計へ寄附されたこととされ

ているが、生徒会会計では受入れが反映されておらず、そのまま外部へ募

金されている。少なくとも、両決算報告において保護者への報告が必要で

ある。 

 

（イ）ＰＴＡ会計 

① 教育振興費・教科活動費 

バレーボールネーム代、グランドライン用石灰及び授業用文房具等の購

入代金がここから支出されていた。公費から支出することが困難な相手先

（振込による支払を扱わない業者）や予算執行後、追加で少額の支払いが

発生した場合について、ＰＴＡ会計から出してもらう傾向があるが、これ

らは、通常、公費で賄われているものであり、公費にて支払うようにする

べきである。 

 

② 教育振興費・特別指導費 

教職員が、生徒会活動や学校行事である合唱大会、文化祭(萌葱祭)、体

育大会、野球応援で土曜、日曜日に出勤し生徒を指導等したものに対して

ＰＴＡ会計から特殊勤務手当を支給している。生徒会活動や学校行事は、

高等学校指導要領で学校教育の一環として位置づけられている。教職員の

その指導等は、たとえ土曜、日曜日に係るものであっても職員の給与に該

当するのではないかと思われるので、その支給の是非及び支給する場合、

公費負担か私費負担か検討すべきである。 

 

③ 教育振興費・図書館費 

前記Ｐ29で指摘事項としたとおりである。 

 

（ウ）部活動後援費会計 

部活動指導費 

部活動の大会等において生徒を引率する場合、職員にＰＴＡから旅費（日当

を含む）が支給される。支給条件、金額は「ＰＴＡ部活動旅費規程」（平成 22

年 4月 1日適用）および「ＰＴＡ部活動旅費支給に関する細則」（平成 22年 4

月 1日適用）に基づいて行われており旅費の計算はＰＴＡ雇用職員が行ってい

る。引率教員の旅費については、浜松市職員の旅費に関する条例、浜松市職員

の旅費に関する条例施行規則に準じた取扱いがされている。顧問会議、生徒引

率に要する費用として、平成23年度実績で5,483,279円が支出されている。 
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市の旅費の取扱いでは、「日当は旅行中の昼食代及び目的地である地域内を

巡回する場合の交通費、通信費等を賄うための旅費です。金額的には昼食代が

半分、巡回交通費・通信費等が半分という構成としています。」とされている。

そのため、報酬的な意味合いではないため、営利企業等従事許可申請の対象と

はしていない。 

ところで、高等学校における部活動は高等学校学習指導要領で学校教育の一

環として位置づけられており、学校の教育活動として重要であり、これに関す

る顧問教諭等指導教職員の職務は、公務である。したがって、その旅費（日当

を含む）は、給与に準ずるものとして公費で賄われるのが筋である。しかも、

勤務扱いでありながら旅費についてＰＴＡが負担することは、矛盾しているこ

とから公費での支給が相当と考えるので、公費負担か私費負担か検討すべきで

ある。 

 

（エ）ＰＴＡ会計／部活動後援費会計 

平成 23 年度においてＰＴＡ会計から教育振興費・運動施設費として暴風ネ 

ット（テニスコート南側フェンス）68,182円、体育館床面工事（バスケットボ

ールコート修正、床面メンテナンス）770,700 円、教育振興費・施設整備費と

してテニスコート人工芝張替2,000,000円が支出されている。また、部活動後

援費会計から部活動等活動費としてテニスコート人工芝張替工事代として

593,500 円が支出されている。後記意見のとおり本来これらは公費で賄うのが

望ましいと思われるが、ＰＴＡから受け入れる場合は、寄附採納の手続をとる

等して、その経緯を明らかにしておくべきである。単に工事費として片づける

べきではない。 

なお、学校管理規則でいう施設及び設備の台帳の現状は不十分であると言わ

ざるをえず、学校施設の修繕や改良工事等の履歴が全部記載されている訳では

ない。さらに、学校の市所有の施設に対し、現場の判断のみで、上記のような

高額の私費が投入されることも問題である。このような場合に備え、何らかの

処理規程の制定が必要と考える。 

 

（オ）進路指導費会計 

進路指導費 

前記（ウ）の部活動後援費会計・部活動指導費で指摘した旅費（日当を含む）

と同様に、進路指導に係る説明会等が予備校等で行われ、教職員がこれに出席

するための出張の旅費（日当を含む）が、この進路指導費会計から支出されて

いる。勤務時間での公務扱いの出張であるから、給与に準じて公費で支払われ

るべきであると考えるので、公費負担か私費負担か検討すべきである。 
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（カ）決算書の予備費 

決算書に予備費科目が使用されているが、これは予算時において使用する科

目であり、決算書においては、具体的な科目への振替が必要と考える。（ＰＴ

Ａ部活動後援費会計、ＰＴＡ進路指導費会計、生徒会費会計） 

 

イ  意 見  

 

（ア）学年会計 

学年会計は、前記指摘事項で述べたように決算書を作成し、報告すべきであ

るが、それと同時に委託者である生徒の保護者の監査を受けるべきと思われる。 

 

（イ）ＰＴＡ会計 

① 会務費・人件費 

会務費の人件費として、ＰＴＡが雇用する職員に年間1,295,800円が支

給されている。学校の事務局内に机を有して、主にＰＴＡ部活動後援費会

計に関する事務及びＰＴＡ会計の旅費関係事務を行っている。日常的に顧

客及び電話対応を行ってはいるが、その比率は低いとのことであった。こ

のようなＰＴＡ職員の雇用は、特に浜松市立高校に特有のものではないよ

うであるが、すべての学校に同種の職員がいるわけではない（浜松市立高

校の他、県内の市立高校では、5 校のうち 1 校で雇用している）。学校要

覧に当校の臨時職員として記載され、僅かとはいえ校務も行っている現状

を考えるとＰＴＡが人件費をすべて負担することに問題はないのか、また、

学校事務局職員が同様の業務を行っている学校と保護者の経済的負担に

差が生じることになるが問題ないのか、一度検討する必要があると考える。 

 

② 教育振興費・運動施設費 

購入件数としては、石灰等の購入が多いが、暴風幕ネット（テニスコー

ト南側フェンス）68,182円、体育館床面工事（バスケットボールコート修

正、床面メンテナンス）770,700 円といった支出もされている。部活動と

授業での使用との境は難しいとは思うが、いずれにしても前記のとおり部

活動は学校教育の一環であり、体育館は体育授業で使用する点やテニスコ

ート関連の支出は、施設に係る支出でもあり、高校は義務教育ではないと

はいえ、公費にて賄うことが望ましいと考える。 

 

③ 教育振興費・施設整備費 

学校施設の小規模修繕や備品、燃料費代等に充てられている。また、平

成 23 年度はテニスコート人工芝張替 2,000,000 円という規模の大きな支

出もされている。テニスコート人工芝張替については、「物品購入・修繕・
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施設改良要求書」（市費・ＰＴＡ会計用）が用いられ、支出前には「物品

購入・修繕支出負担行為兼支出調書」にて校長ほかＰＴＡ会長の決裁を受

けることになっている。実際の業者選定、仕様決定および価格決定は学校

側が行っており、ＰＴＡが主体的に決定しているわけではない。これらに

ついても、上記②同様、公費にて賄うことが望ましいと考える。 

 

（ウ）部活動後援費会計 

部活動等活動費 

平成 23 年度実績で 2,443,636 円が支出されている。主に貸切バス代、運動  

施設の使用料、用品代等に充てられているが、23年度は大きな出費としてテニ

スコート人工芝張替代として 593,500 円が支出されている。これについては、

上記ＰＴＡ会計からも支出されているところであり、上記（イ）②③同様、公

費にて賄うことが望ましいと考える。 

 

（エ）進路指導費会計 

進路指導費 

浜松市立高校に限ったことではなく、公立高校の間で一般的に行われている

ようであるが、高校授業料無償化であるにもかかわらず、決して少額とはいえ

ない金額が課外とはいえ、保護者の負担となっている。在校生全員から一律に

月額400円を徴収している方式は授業料との区別があいまいであり受益者負担

ともいえないようであるので、検討する必要があると思われる。 

 

（オ）学校徴収金全般 

      高校授業料無償化前の平成21年度における学校徴収金とその後の平成23年

度の学校徴収金の金額を比較すると、この2年間でＰＴＡ会費が12.8％、ＰＴ

Ａ部活動後援費が18.9％それぞれ上昇している。内容としては、ＰＴＡ会費で

は運動施設費（運動用具整備修繕）と施設整備費（教育施設の整備充実）の増

加とＰＴＡ積立金を開始したことが要因であり、ＰＴＡ部活動後援費では部活

指導費（顧問会議、生徒引率）、大会参加費（生徒大会派遣費）及び部活動等

活動費（部活動備品等）がそれぞれ増加している。 

子育て支援の施策として授業料無償化が実施される中、ＰＴＡが決めたこと

とはいえ、公費負担との境がグレーな内容を含む費用で結果的に保護者の負担

が増す値上げを行ったことは、理解に苦しむ面があるので検討されたい。 

 

３ 学校給食と給食費 

 

（１）合併後に関する問題 
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  意 見  

 

ア 幼稚園の給食 

幼稚園は義務教育ではないため、学校給食法の範囲外ではあるが、幼稚園の給

食の実施状況は旧地域自治区別に次のようになっている。 

① 自校方式にて実施・・・・・舞阪、細江、三ヶ日 

  ただし、細江、三ヶ日は近隣小学校との親子方式 

② センター方式にて実施・・・天竜、雄踏、引佐、春野、佐久間 

③ 園自体では未実施・・・・・浜松、浜北、水窪 

ただし、保護者主体で持参弁当のほか弁当を外注している。 

唯一の単独調理方式である舞阪での平成 24 年度の予算は人件費を除いて 909

千円となっている。 

人件費を含めると市の負担額はさらに大きくなる。同一市での不公平が生じる

可能性もあり、幼稚園の給食に関する市の負担を将来的にどのように行うべきか

を検討する必要があると思われる。 

 

イ 実施方法 

給食の実施方法は、大きく自校方式とセンター方式に区分される。 

自校方式は、校舎内に付設の給食調理場があり、そこで調理する方法であり、

センター方式はいくつかの学校の給食をまとめて調理し、配送車で各学校に届け

る方式である。旧地域自治区別には、 

① 自校方式・・・・・・浜松、舞阪、細江、三ヶ日、水窪 

② センター方式・・・・浜北、天竜、龍山、雄踏、引佐、春野、佐久間 

となっている。 

この違いは、会計上の差にもなり、 

① 自校方式・・・・・・私会計 

② センター方式・・・・公会計 

となっている。 

私会計と公会計のどちらを選択するかは基本的には実施者である浜松市に

任せられていると考えるが、給食費の未納がある場合は、私会計では集金額で

自己完結するため、結果的に給食費を正しく納めた他の児童・生徒の保護者が

負担することになり、公会計では定められた食材購入を浜松市で行うため、未

納分は結果的に浜松市が負担することになる。 

学校給食法第4条の規定により浜松市が学校給食の実施者であり、給食費納

入の反対給付たる学校給食提供の債務者は浜松市である。給食費の法的位置付

けを整理・明確化する上でも、浜松市においても将来的には給食における私会

計・公会計を統一する方向で検討することが望ましい。 
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ウ 給食費徴収額と給食回数 

徴収額・給食回数は旧地域自治区別に分かれ、それぞれ次のようになっている。 

①食単価 

     ⅰ幼稚園・・230円・・4地区、240円・・2地区、245円・・2地区 

     ⅱ小学校・・245円・・5地区、253円・・4地区、260円・・2地区 

     ⅲ中学校・・300円・・5地区、305円・・4地区、317円・・2地区 

     ②月当り給食回数 

ⅰ幼稚園・・13.6回～16.7回 

     ⅱ小学校・・15.5回～17回 

     ⅲ中学校・・15.5回～17.1回 

となり、単価は最大で幼稚園で約7％、小学校で約6％、中学校で約6％の差が

発生し、回数は、最大で幼稚園で約 23％、小学校で約 10％、中学校で約 10％の

差が生じている。 

給食費徴収額の性格を実費負担と考えれば、地域の実情による食材の調達にあ

る程度の差を認める考えもあるが、炊飯施設を自前で持つか持たないか等の施設

によるコスト差をどのように考え、特に食育としての義務教育における学校給食

の給食費を現状のように同一の市において複数の価格体系があることの是非を検

討することが望まれる。 

給食の回数についても、同一市内での差をどの程度まで認めるかの方針を検討

することが必要と考える。 

 
（２）学校給食会 

 
ア  指摘事項  

 

（ア）学校給食会との契約 

各学校と学校給食会との契約書は次の3種類がある。 

①学校給食用牛乳供給事業に係る供給契約に関する事務委託契約書 

国の定める「学校給食用牛乳供給対策要綱」に基づく牛乳の売買に関す

る契約 

②学校給食基本契約書 

学校給食用食材の購入業務に関する基本契約 

③学校給食用商品売買基本契約書 

牛乳を除く学校給食用商品の売買に関する契約 

この内の①及び③については、浜松市すべての小学校及び中学校が締結して

いる。 

しかし、②については、旧浜松市の学校のみが締結している。 

契約書の送付ルートについても、①及び③は浜松市教育委員会学校教育部保
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健給食課を通して各学校に送付されるのに対し、②は公益財団法人静岡県学校

給食会浜松支部から直接各学校に送付される。 

上記②の契約者も平成 24 年度は公益財団法人静岡県学校給食会理事長名と

なっているが、平成23年度では浜松支部長名となっている。そして、「学校給

食基本契約書」第 3 条第 1 項では、「市職員調理校の場合は、毎月徴収された

給食費を商品の支払いにあてるために、毎月末日までに乙の指定口座に送金す

る。」となっている。つまり、各学校は給食費口座の通帳にある全額を学校給

食会からの購入に関係なく学校給食会に振り込むことになる。普通預金の利息

も例外ではない。 

これは集金した各学校の給食費の管理を給食会に全権委任していることに

なる。学校給食会の位置づけを一つの仕入業者にすぎないと捉えるのか、公益

性を帯びた団体ととらえるかにもよるが、公益財団法人といえども民間団体で

あるため、給食費管理の全権委任はいきすぎであり、あくまでも学校で管理す

べきである。 

また、調理業務を民間委託している旧浜松市の学校には、給食費を各学校で

管理するのか給食会浜松支部が管理するかについての確認書が学校給食会か

ら各学校へ送付されている。業務委託している業者が、独自の仕入ルートで、

良い品を安価購入できる可能性も否定できない。民間委託した場合の食材購入

の方法も再考する必要がある。 

 

（イ）学校給食会から学校栄養職員等への委嘱 

公益財団法人静岡県学校給食会から旧浜松市内の学校栄養職員等に対し「公

益財団法人静岡県学校給食会浜松支部献立作成委員」及び「公益財団法人静岡

県学校給食会浜松支部物資調達委員」の委嘱状が送付され、献立作成委員会や

物資調達委員会が開催されるたびに、「学校給食会浜松支部役員等の費用弁償

規程」(規程は浜松市条例に準じている。)により、学校栄養職員に運賃が支給

されている。 

しかし、学校給食の献立作成や給食用食材の購入先選定は学校給食職員の本

来業務である。交通費が必要な場合は、本来浜松市が、負担すべきであり、学

校給食会が支払う費用ではないと考えるので検討すべきである。 

平成 24 年 5 月 10 日付の静岡県学校給食会作成の「平成 24 年度学校給食物

資調達委員会の開催について」の通知によれば主催が学校給食会のようにも理

解できる。献立作成委員会や学校給食物資調達委員会の主催者についても、浜

松市なのか学校給食会なのかを明確にしておくことが必要である。 

 
イ  意 見  

 

（ア）献立作成ソフト 
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現状は、学校給食の標準献立作成に際しては、公益財団法人静岡県学校給食

会所有の栄養管理ソフト「カロリーメイク静岡版」を使用し、旧浜松市につい

ては、食材発注ソフトをオプションとして追加している。 

前述のように公益財団法人静岡県学校給食会の性格をどのように考えるか

にもよるが、今後民間委託が増加するにつれ、実情にあわない部分も増加する

と予想される。将来的には献立作成ソフトは浜松市が所有するソフトにするこ

とが望ましい。 

 

（イ）幼稚園と学校給食会との契約 

幼稚園については、旧地域自治区別では、浜松、浜北、水窪、龍山を除き学

校給食を実施している。細江、三ヶ日が親子方式、天竜、雄踏、引佐、春野、

佐久間がセンター方式であり、単独調理は舞阪のみであるが、どこも学校給食

会からの食材購入は実施している。 

しかし、幼稚園と公益財団法人静岡県学校給食会との間で小学校・中学校の

ような契約書は締結していない。義務教育であるかないかに関係なく、公益財

団法人静岡県学校給食会から食材を購入している場合は類似の契約を締結す

ることが望ましい。 

 

（３）給食費未納問題 
 

ア  指摘事項  

 

住所不明者への対応 

未納者の中で、住所不明の者は下記のようになっている。  

①Ａ校   金額9,000円  海外へ帰国 

②Ｂ校   金額6,578円  所在不明 

③Ｃ校   金額5,325円  所在不明 

④Ｄ校   金額2,434円  海外へ帰国 

⑤Ｅ校   金額8,044円  海外へ帰国 

⑥Ｆ校   金額8,988円  転居先不明 

⑦Ｇ校   金額4,215円  海外へ帰国 

⑧Ｈ校   金額3,490円  海外へ帰国 

⑨Ｉ校   金額7,833円  海外へ帰国 

⑩Ｊ校    金額7,834円  海外へ帰国 

⑪Ｋ校  金額125,210円  海外へ帰国 

⑫Ｌ校   金額21,905円  所在不明 

 

これらの者に対しては、督促状・催告状の発送を行なっていないし、それ以外
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の回収対策も困難である。「子どもたちの学校給食を守る浜松市学校給食費未納対

策マニュアル」には貸倒処理の項目がないが、現実的に回収可能性のないものを

いつまでも債権として認識しておくことのメリットは無い。所在不明で未納期間

が長期間継続し回収可能性の無いものについての貸倒処理の基準を検討する必要

がある。 

 

イ  意 見  

 

（ア）収納対策課から保健給食課及び学校への差し戻し分 

「子どもたちの学校給食を守る浜松市学校給食費未納対策マニュアル」の記

載にはないが、収納対策課から保健給食課・学校への差し戻し分が下記のよう

に発生している。  

① Ｍ校 金額84,130円  
② Ｎ校  金額9,980円  
③ Ｏ校 金額76,894円  
④ Ｐ校 金額45,030円  
教育的配慮や学校に迷惑がかかることの懸念があるにもかかわらず、債権回

収の専門部署から保健給食課や学校に再度移管するのは異例と思われる。支払

督促等の手段も視野に入れつつ、学校と収納対策課との協同による未納者に対

する回収対策が望まれる。 

 

（イ）保健給食課から収納対策課への移管 

「子どもたちの学校給食を守る浜松市学校給食費未納対策マニュアル」によ

れば、「保健給食課の督促期限までに、納付又は納付誓約ができなかった事例

については債権回収対策課に移管し、回収を行うものとする。」となっている。

実際には、納付期限の過ぎた未納分すべてが収納対策課へ移管されるのではな

く、個別の話し合いにより移管分を決定している。 

そのため、保健給食課の督促状の文面は「なお、期限までに完納されない場

合には、今後の処理を浜松市債権回収対策課（収納対策課）に移管します。」

となっていても移管分については別に「納付催告書兼債権回収対策課（収納対

策課）への移管予告書」を送付している。保健給食課から収納対策課への移管

分の基準については、納付期限を過ぎたものを自動的にすべて移管するのか、

それとも個別に判断するのかマニュアルの記載について整理することが望ま

しい。 

 

（４）民間委託 
 

  意 見  
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ア 業務委託契約 

浜松市と受託業者は、学校給食調理業務に関して「業務委託契約書」を締結し

ている。 

「業務委託仕様書8業務内容(1)食材納入」では「学校栄養職員がまとめた注文

書に基づき、受託者がそれぞれの食材業者に発注する。」となっている。 

しかし、旧浜松市では昭和50年の学校給食会浜松支部の設立以降は、食材購入

については一括購入方式を採用しているため、旧浜松市については、原則的には

学校栄養職員が食材業者に発注している。業務委託契約では食材の検収責任は受

託者側にあるが、学校栄養職員が食材業者に直接発注することは検収責任があい

まいになる可能性がある。また、仕入先選択、食材発注の実質的決定権が、受託

業者になければ民間委託の効用は半減される。 

したがって、今後民間委託が増加する中で、食材の発注責任と検収責任との関

係及び民間委託の本旨から、食材業者への発注をどちらの担当とするのかを再検

討し、契約書に明記することが望ましい。 

 

イ 落札率 

学校給食調理業務の委託は、契約グループごとに分かれ、2校から 4校で 1グ

ループを形成し、グループ単位で業者と契約している。  

落札率は、業者単位で管理しているが、平成 24 年度～26 年度の契約において

学校単位では落札率が著しく低いものがある。グループ単位では、落札率の基準

を満たしているため、問題はないとも言えるが、学校単位でもあまりに落札率が

低いものについては、その理由を確認することが望ましい。 

 

（５）その他 

 
 意 見  

 

欠食による給食費の返金 

学校給食事務によれば、「事前に学校給食停止・開始届けを提出した日から5日目

の給食費が返金される。」となっている。基本的な考え方として、「食材の発注数量

の変更を納入業者に連絡する。実際に変更できる物資については、届出を受けてか

ら中3日間かかる。」ためである。 

一方、公益財団法人静岡県学校給食会からの「平成24年度学校給食用一般食品の

取扱いについて」の「3．申込方法について」によれば、「追加・変更は、配送日の

1週間前までに連絡してください。」となっている。このままでは、5日前までの生

徒からの連絡では、食材発注の変更は間に合わないことになる。 

自校方式により給食調理を行っている場合は、私費会計となり、食材費の不足は、

他の児童・生徒が結果的に負担することになる。したがって、児童・生徒が不利益
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を被らないように給食費の返金と食材発注変更のタイミングとを検討することが望

ましい。 

 

４ 学校教育部の各種事業 
 
（１）スクールバス運行事業及び遠距離通園通学援助事業（教育総務課所管） 
 

 意 見  
 

ア 実施方法 
スクールバス運行事業の使用車両の保有形態はまちまちであり、それに応じ

て経費負担も異なる。また、遠距離通園通学援助事業も合併前からの沿革や地

域性が色濃く残っている。いずれの事業についても、各地域での学校統合時の

経緯・約束があるとはいえ、将来的には、園児、児童・生徒間で公平で、かつ

効率の最も高い内容の制度に一本化していく必要があると思われる。 
 
イ 幼稚園のスクールバス運行事業 
雄踏幼稚園に係るスクールバス運行事業は、経過措置とはいえ市立幼稚園の

公平な教育環境の視点から考えると問題である。これについては、保護者負担

金があり平成 23 年度においては委託費 8,190,000 円の内 6,523,000 円が保護

者負担金で補填されている。しかしながら、20％は市費が投入されている。ま

た、通園バスの存在自体が他の市立幼稚園との均等待遇に反することとなる。

したがって、これについてもいずれは制度を一本化することが望ましい。 

 

（２）就学援助、発達支援教育就学奨励（教育総務課所管）  

 
ア  指摘事項  

 

就学援助事業の「準要保護者」の判定における「所得」の扱いについて 

就学援助の「準要保護者」の判定基準のうち、「保護者等が低収入で生活状態が

悪いと認められる者」の項目は「世帯の所得が生活保護基準の1.3倍以下の家庭」

として具体的に基準化されている。 

ここでの「所得」とは、「収入」金額でも「売上」金額でもなく、あくまでも

「所得」金額である。すなわち、例えば自営業者においては「事業所得」の額で

あり、給与生活者においては「給与所得控除後の所得」の額である。 

そして、就学援助の審査では、（Ａ）前年度の課税台帳から引用される「所得」

額（前々年の所得に相当）と、（Ｂ）申請時に保護者が自己申告する「所得」見

込額（最新年の所得に相当）の2種類が用いられており、いずれか一方でも「生
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活保護基準の1.3倍」を超えれば不支給（否認定）とする扱いである。 

もっとも、浜松市が用いている就学援助の申請書やその記入例には、記入する

べき「所得」の意味について、何ら具体的な説明が付されていない。 

そのため、保護者が、申請書に記載するべき「所得」の意味を正しく理解せず、

誤って「収入金額」や「手取金額」を記入してしまうと、本来の「所得」であれ

ば就学援助費が支給されるべき世帯であっても、誤って自己申告額が判定に用い

られ、その結果、生活保護基準の1.3倍を超えるものとして不支給（否認定）と

される可能性がある。 

現に、監査の対象とした否認定事例の中には、客観的かつ正確な数値である課

税台帳上の所得額（Ａ）によれば生活保護基準の1.3倍以下に該当し、支給認定

がされるべきであるにもかかわらず、主観的かつ必ずしも正確性の担保されない

自己申告額（Ｂ）のみによって生活保護基準の1.3倍を超えると判定され、結果

的に不支給（否認定）とされた事例が7件あった。 

さらに、それらの事例では、世帯の収入状況に特段の変化があるようにも窺わ

れず、監査人としての公平かつ中立的な立場から合理的な考察を加えると、申請

書における保護者の自己申告額が、誤って本来の「所得」額よりも高く記入され

ているであろうこと、すなわち、本来であれば就学援助費の支給対象と判定され

るべき世帯であることが、容易に推認される状況であった。 

そこで、監査人から担当課に対し、上記7件について、最新の課税台帳（平成

24年度）を参照する方法により、申請書に記入された自己申告額が「所得」額に

一致するか否かを検証するよう指示した。すると、上記7件の全てについて、本

来の「所得」額は、申請書に記入された自己申告額よりも相当に低いものである

ことが確認された。しかも、上記7件の全てが、本来の「所得」額によれば「準

要保護者」の判定基準に合致する世帯であるにもかかわらず、不支給（否認定）

と判定されていた事例であった。 

このように、平成23年度分として申請のあった就学援助の審査においては、本

来であれば援助の対象となるべき世帯（審査基準に合致する世帯）からの申請で

あったにもかかわらず、担当課において否認定の判定を下し、支給すべき就学援

助費を支給しなかった事例が、実に7件も存在することが判明した。 

就学援助事業は、未来を担う子ども達に必要な教育を受ける機会を保障するこ

とを目的としており、本来であれば支給されるべき就学援助費が誤って不支給と

なることは、結果的に子どもの福祉を著しく阻害するものであって、決して許さ

れないと言うべきである。 

したがって、「準要保護者」の判定に際して「世帯の所得が生活保護基準の1.3

倍以下の家庭」との基準を適用するに際しては、保護者の自己申告額に誤りがあ

る可能性も配慮して、誤った不支給決定に至らないための必要かつ適切な措置が、

直ちに講じられなければならない。 

まず第一に、保護者や学校に対し、就学援助の審査に用いる「所得」の意味
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について、正しく認識・理解させることが不可欠である。 

自らの課税申告に関与する機会に乏しい多くの市民、とりわけ給与生活者にと

っては、そもそも、給与所得控除後の「所得」という概念になじみが薄いはずで

あり、単に「所得」と説明するだけで正確な理解が得られるとは考えられない。 

ところが、浜松市教育委員会の場合、就学援助申請の入り口である「申請書」

とその記入例において、「所得」の意味に関する説明を全く加えていない。この

ような姿勢は、市民に対するサービス提供のあり方として、あまりにも配慮を

欠くものと言わざるを得ない。 

したがって、まずは、申請書の様式やその記入例を改訂し、そこに記入するべ

き「所得」の意味について、誰にでも平易に理解できるような明快な説明を加え

なければならない（例えば、他都市では「ここに記入する『所得』は給与収入の

みの方は源泉徴収票の『給与所得控除後の額』、その他の場合は確定申告書の『所

得金額の合計』です。」等の一義的かつ明快な説明が用いられている。）。 

また、就学援助の申請やその後の補正に際し、直接に保護者と接する窓口にな

る各学校に対しても、上記と同様の注意喚起を徹底しなければならない。 

そして第二に、申請書に記入された自己申告額に誤りがあると推認される場

合には、適切な補正が加えられる体制が整備されなければならない。 

就学援助申請が否認定となる件数は年間でもわずかであり（平成 23 年度で 38

件）、少なくとも課税台帳上の所得金額によれば審査基準を満たす事例については、

学校を通じて保護者に対し「申請書の自己申告額は正しい『所得』額を反映した

ものか否か」という点を、全件で照会するべきである。 

今後の「照会」においては、まずもって、学校と保護者の両者に対し、記入す

るべき「所得」の意味について、照会の時点で改めて平易かつ明快な説明を加え

ることが必須である。そして、照会中の学校や保護者との行き違い等を防ぐため

にも、口頭伝達で済ませるのではなく、「所得」の意味を分かりやすく説明する書

面を用いることも検討されるべきである。 

 

イ  意 見  

 

就学援助の不支給決定に関する不服申立制度の整備について 
浜松市教育委員会は、就学援助の審査結果について、不服申立の対象にはなら

ないとの立場をとっている。この根拠は、浜松市の就学援助事業が条例や規則に

基づくものではなく「要綱」（内部的な基準）に基づいて実施されているため、就

学援助の可否に関する決定に「処分性」は認められないとの見解による。 
しかしながら、上記の見解は必ずしも妥当ではない。 
就学援助制度は、学校教育法第19条に基づくものであり、市町村は、対象とな

る世帯に対して就学を援助する義務を負っている。そして、就学援助費の支給は、

生存権や教育を受ける権利の保障に大きな効果を及ぼすものであり、かつ、要綱
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に基づく就学援助認定は、法令に基づき給付を受ける地位を具体化する行為であ

って、たとえ「要綱」に基づくものであっても処分性は否定されないと解する余

地が十分にある（通達に基づく労災就学援護費の不支給認定について処分性を肯

定した最高裁平成15年 9月 4日判決参照）。 
また、就学援助の判定は、実質的には全国共通の基準により実施されているも

のであるところ、法形式として条例を採用している地方自治体の不支給決定につ

いては、処分性を肯定した裁判例も存在する（大阪地裁平成 2 年 3 月 15 日行集

41・3・192）。 
そして、先の指摘事項にもあるように、担当課におけるこれまでの審査では、

本来であれば「準要保護者」に該当し、就学援助費を支給すべき世帯であるにも

かかわらず、不支給の決定をしていたという著しく不当な事例が、少なからず存

在することが判明した。さらに、これらの事例については、不服申立制度の中で

中立・公平の第三者的な視点に基づく再検証が加えられていれば、容易に誤りが

是正された可能性が高いとも評価される。 

したがって、就学援助の不支給決定に関する不服申立制度を整備したうえで、

不支給を通知する際に教示する措置を講じることが相当である。 

 
ウ その他 
 
発達支援教育就学奨励事業に関しては、指摘すべき事項又は意見を述べるべき

事項は認められなかった。 
 
（３）育英事業特別会計（教育総務課所管）  
 

ア  指摘事項  

 

（ア）施行規則の改正 

平成 24 年度から浜松市奨学金貸与条例施行規則で指定する奨学金貸与申請

書等の書式のうち第1号、3号、4号、12号、13号、14号様式を改訂して運用

しているのにもかかわらず、その旨の同規則自体の改正を怠っているので、改

正手続をするべきである。 

ちなみに、上記書式の改訂の主な点は、連帯保証人を従前の1名から2名と

し、内1名は親権者又は後見人とし、もう1名を本人と異なる世帯の者とする

運用とのことである。債権の保全措置としては、優れていると思われるが、親

族関係等から、第三者の連帯保証人に依頼することが困難な家庭もあると思わ

れ、本来の奨学金制度の趣旨を没却しないよう弾力的な運用を望みたい。 
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（イ）連帯保証人の変更 

平成23年度における償還猶予者16名の記録を検討したところ、内1名につ

き、奨学金借用誓約書記載の連帯保証人と奨学金償還誓約書記載の連帯保証人

が異なるのに所定の連帯保証人変更承認申請書を徴求していない案件があっ

た。連帯保証人という人的担保の異動は、重大な事実であるので連帯保証人の

脱退変更（免責的債務引受）なのか連帯保証人の追加（重量的債務引受）なの

か文書上、明確にすべきである。 

 

（ウ）償還金の調定 

奨学金の償還期間は条例によって規定されているが、規則により借入時の奨

学金借用誓約書のほか、貸与期間が満了したとき又は貸与を廃止されたときは、

奨学金償還誓約書を徴求することになっている。平成 23 年度における償還滞

納者の中に、本来の償還期間が平成15年 4月から平成25年3月まで（改正前）

であるにもかかわらず奨学金償還誓約書の徴求ができなかったため、収入の調

定を行わないまま推移し、平成 23 年度に至って初めて調定し、履行延期申請

により結果的に償還期間が平成 23 年 2 月から平成 33 年 1 月の 10 年間となっ

た案件があった。また、最近ではあるが、平成 23 年 4 月に償還開始を迎えた

案件 1件、平成 24 年 4 月に償還開始を迎えた案件 1件が同様に奨学金償還誓

約書の提出がないことから調定を行っていないとのことであった。かような取

り扱いは、何ら正当な理由も根拠もないまま、実質的に償還猶予を認めるに等

しく、規則どおり償還誓約書を提出し償還に応じている者と不公平となるばか

りか、償還期限は到来しているのであるから、徒らに消滅時効の進行を許すこ

ととなる。したがって、このような場合であっても調定して償還を請求すべき

である。 

 

（エ）親権者の同意 

奨学金の貸与を受ける開始時期は、一般には大学等への入学時で本人は未成

年者であることが多いと思われるが、借用証書に当たる奨学金借用誓約書には、

親権者の同意文言がない上、両親がいる場合もいずれかの署名しか得ていない。

しかしながら、未成年者の法律行為には法定代理人の同意が必要（民法第5条）

であるから、その旨明示すべきであるし、親権の場合、父母共同親権（民法第

818条）が原則であるから、これも明確にすべきである。 

 

イ その他  

 

平成 23 年度における奨学金の新規申請者数は 96 名このうち 50 名が採用とな 

っているが、その選考過程を検討したところ、記録の範囲内では、基準に基づき

処理されていた。 
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（４）用地取得、校舎の新増改築（学校施設課所管）            
 

校舎の増改築工事等は入札により工事金額が決められ、用地取得費は不動産鑑定

士の鑑定額に基づいて決定されているため、いずれも適正な価格と思われる。 
また、いずれの工事及び用地取得にも必要性及び相当性があると考えられる。 
したがって、調査した範囲では、指摘する問題点はなかった。 
なお、浜松市では、引佐北部小中学校、庄内地区小中一貫校のほかにも小中一貫

校を開校する構想を有しているが、継続性及び一貫性のある学習・生活により効果

的な指導・支援が見込まれること、今後の少子化及び過疎化を考慮したときには小

中一貫校とすることにより財政的にも負担が軽くなることが予想される等の事情か

らすれば、その方向性は誤っていないと思われる。 
 
（５）借地解消事業（学校施設課所管） 
 

ア  意 見  

                

（ア）借地解消事業及び借地解消計画の検討 

平成 23 年度までに江南中学校、北浜中学校、内野幼稚園及び平口幼稚園に 

ついては借地が 100％解消されたが、全体の借地解消率は 7％強にとどまって

おり、借地買取りが順調に推移しているとは言い難い。確かに借地の買取りは

収用対象事業に該当せず土地賃貸人の承諾がなければ実現しないため、必ずし

も市の計画どおりには進まない事情は理解し得るが、平成 21 年度に立案した

学校借地解消計画と大きくかけ離れた結果となっている。 

また、特に敷地の中で借地部分が点在している学校及び幼稚園については、

提示価格に応じてくれた土地賃貸人から借地を順次買い取るというこれまで

のやり方では、すべての借地が解消しないまま廃校・廃園を迎えた場合には不

整形な土地群を市が所有する形となり、将来の土地有効利用に支障が生じるお

それもある。 

したがって、すべての土地賃貸人から意向調査を終えた現在において、将来

の廃校・廃園の見込みを考慮しつつ、借地解消事業及び借地解消計画を検討す

ることが望ましい。 

 

（イ）適正な借地料の支払い 

これまでの実績からすれば借地解消事業が速やかに達成される見込みは低 

い。換言するならば、学校施設の借地部分は長期にわたって残るということで

ある。このような状況を前提とするならば、借地料の基準を策定し、土地賃貸

人との間で借地料減額交渉を続け、適正な借地料の支払いに努めるべきである

と思われる。 
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（ウ）交渉方法について 

これまでの買取り交渉においては、市が提示した買取価格に土地賃貸人が同

意しなかった場合、他の土地賃貸人との公平性を確保するため、価格を上乗せ

して交渉することはなかった。しかしながら、早期の借地解消を市が最重要課

題と考えるならば、限界はあるとしても、多少の価格の上乗せは検討してもよ

いと思われる。また、土地賃貸人との交渉の回数を増やすなど交渉方法にも工

夫の余地があると思われる。 

 

（６）教職員住宅の管理運営（学校施設課所管）   

 

ア  意 見  

 

（ア）空住宅の廃止の検討 

浜松市天竜区の特定地域においては、貸家、アパート等が皆無または僅かで

あるため、今後も教職員住宅を存続させる必要性は認められる。 

ただし、平成 24 年 12 月末日時点において、8棟の教職員住宅について入居

者がいない。 

浜松市では、平成 21 年から同 24 年にかけて 14 棟の教職員住宅の利用を廃

止し、さらに4棟の利用廃止を計画しているとのことであるが、今後もへき地

における廃校・廃園の見込み、教職員数の変動等に留意して、不必要な教職員

住宅を漫然と存続させ、無用な管理費用等を生じさせないよう不断の検討が必

要と思われる。 

 

（イ）敷金 

教職員住宅の入居者から敷金を預っていないが、資産管理という観点からす

れば、故意・過失による滅失、毀損に備えて、入居者から一定額の敷金を徴収

することが望ましい。 

 

イ その他 

 

教職員住宅の自然損耗、経年劣化を原因とする毀損等の修繕費として、平成22

年度は1,398,600円、平成23年度は1,796,550円を支出しているが、いずれも浜

松市が収受する貸付料合計額の範囲内であるため問題はないと考えられる。 

 

（７）用務員業務の委託化（教職員課所管） 
 

 意 見  
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ア 契約金額の検証 
シルバー人材センターへの随意契約での委託は、法律上、許されているとは言

え、高額でもあり、他社から見積をとるなど何らかの形で価額の相当性について

は、検証することが望ましい。 
 

イ 業務内容の実態の検証 
今回の監査では、委託先への聴き取り等調査はしなかったが、委託業務の内容

として電話対応等の簡易事務補助や来客時の湯茶接待が含まれている。このよう

な業務については、教職員が委託先担当者を直接指揮監督する要素が入り込む余

地があるので、そのようなことがないよう学校現場を随時検証の上、徹底する必

要があると思われる。 
 
（８）外国語指導助手（ＡＬＴ）の民間委託（指導課所管） 

 
ア  意 見  

 
業務委託方式での遵守事項に関する現状調査の必要性について 
浜松市教育委員会では、請負契約と派遣契約との区別について、①民間委託の

ＡＬＴを配置する学校職員に対する研修の実施、②受託会社の作成にかかるマニ

ュアルの配布、③ＡＬＴ活動計画書の作成・提出等の措置を講じることにより、

「実質的には派遣契約ではないか」等の疑義は生じないものと説明する。 
もっとも、派遣契約と請負契約の区別は、実質的かつ個別的に判断されるべき

ものであり、また、その判断そのものが相当に難しい問題である。 
この点、受託者において作成・配布するマニュアルでは、「労働者派遣事業と請

負により行われる事業との区別に関する基準を定める告示」（昭和 61 年 4 月 17

日付け労働省告示第37号）を踏まえ、ＡＬＴの業務委託契約が実質的に派遣業に

該当するとの疑義を生じないために、学校現場において遵守されるべき事項が網

羅的かつ詳細に記述されている。 

しかしながら、それを実際に遵守するべき学校現場に対する指導は、新たに民

間委託のＡＬＴを配置する学校のみを対象として、配置当初の1回のみ行われて

いるに過ぎず、その参加者も各学校の教頭のみとされ、さらに研修実施時間は50

分間に限られている。このような簡易な研修のみによって、上記のマニュアルに

記述された全ての遵守事項が、学校現場で確実かつ正確に履行されることを担保

し得るのかについては、率直に疑問なしとはしない。 
また、ＡＬＴが実施すべき授業内容について、学校現場の要望を反映するため

の「ＡＬＴ活動計画書」は、学校からＡＬＴに対する指揮命令を排除する上で非

常に重要な役割を果たすべきものと位置づけられる。もっとも、その記載項目は、

担当教諭の事務負担にも相当に配慮されているらしく、必要最小限度の項目に絞
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られ、内容もごく簡素なものとなっている。 
すると、現実的には「ＡＬＴ活動計画書」では反映しきれない詳細な要望等が、

授業の現場やその前後において、担当教諭からＡＬＴに対して直接に伝達される

こともあり得るように思われる。 
現に、サンプルとして提供を受けた「ＡＬＴ活動計画書」の中には、日本人教

諭が行うべきこととして「ＡＬＴを補助する。」との記述がなされている例もある。

この場合、受託者が作成・配布するマニュアルにおいて、遵守事項として明記さ

れた「外国語指導講師と教員が同一の授業を協力し合い、一緒に（共同で）担当

していない。」「外国語指導講師が授業を担当している時間に、委託者が、プリン

ト配布、板書、通訳、日本語の使用等による手助けを行っていない。」との条件に

抵触する可能性が高い。 
以上のように、浜松市が採用しているＡＬＴの業務委託方式が「実態において

も請負契約である」と評価される為には、単に、研修実施やマニュアル配布及び

ＡＬＴ活動計画書の活用等の体制が作られているだけでは足りない。一番重要な

ことは、学校現場において、ＡＬＴに対する直接的な指揮・命令に該当する行為

が一切行われないという事実が確保されることであり、そのためには、少なくと

も、受託者が作成・配布するマニュアルに明記された遵守事項が、完全に遵守さ

れる必要がある。 
そして、ＡＬＴの契約方式に関する問題は、派遣業法という強行的法規の遵守

に直結する問題であり、契約当事者である浜松市教育委員会には、自らが選択し

た契約方式により、学校現場において法令違反行為を生じることがないように、

指導するべき義務と責任があると言うべきである。 
そこで、浜松市教育委員会は、ＡＬＴの業務委託方式において遵守されるべき

全ての事項が、対象となる全ての学校現場で確実に履行されているか否かについ

て、学校訪問や「ＡＬＴ活動計画書」の点検等を通じて定期的な調査を実施し、

かつ、問題点があれば直ちに指導を行う必要があると考えられる。 
 

イ その他 
 

業務委託方式の再検討について 
業務委託方式の採用により、ＪＥＴプログラムによるＡＬＴ直接採用の場合と

比較して、ＡＬＴ1名あたり年額53万円相当もの費用節減効果が得られているこ

とは、正当に評価されるべきである。 

しかしながら、上述のとおり、業務委託方式の場合には、教員からＡＬＴに対

する直接の指揮・命令及び評価は一切認められないという制約がある。 
この点、文部科学省では、「文部科学省が一般的に考える外国語指導助手（ＡＬ

Ｔ）とのチーム・ティーチングにおけるＡＬＴの役割」を公表しており、その要

旨は次のとおりである。 
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 ○ＡＬＴは基本的には担当教員の指導のもと、担当教員が行う授業にかか 
   る補助をする。 
 （1）授業前 
      学校（担当教員）が作成した指導計画・学習指導案に基づき、授業 
     の打ち合わせを行うとともに、教材作成等を補助する。 
     ・授業の目的、指導内容を理解 
     ・指導手順、指導の役割分担、教材等を把握 
     ・教材作成やその補助 
 （2）授業中 
      担当教員の指導のもと、担当教員が行う授業を補助する。 
     （ＡＬＴが行う役割の例) 
     ○言語活動における児童生徒に対する指導の補助 
     ・活動についての説明、助言、講評 
     ・言語モデルの提示 
     ・音声、表現、文法等についてのチェックや助言 
     ・児童生徒との会話 
     ・母国の言語や文化についての情報の提供 等 
 （3）授業後 
      担当教員と共に、自らの業務に関する評価を行い、改善方法につい 
     て話し合う。 
 ※ 上記における補助とは、担当教員が作成した指導計画・学習指導案に 
   基づき、担当教員とＡＬＴが役割分担をして授業を進めるものも含む。 
   その場合においても、学校教育法上、授業全体を主導するのは、あくま 
   でも担当教員である。 
  「教諭は、児童の教育をつかさどる。」（学校教育法第37条第11項） 
  「･･･第37条･･･の規定は、中学校に準用する。」（学校教育法第49条） 
  「･･･第37条･･･の規定は、高等学校に準用する。」（学校教育法第62条） 
 

 

そして、業務委託方式では、上記のような意味でのチーム･ティーチングを行 

うことは実質的に不可能とされている（平成21年 8月 28日付・厚生労働省職業

安定局事業調整課長回答・職需発0828第 1号参照）。 

ＡＬＴの配置により、いかなる教育効果が得られるかの評価は、基本的に教育

委員会の専門性に委ねられるべきところではある。もっとも、上記のようなチー

ム･ティーチングの実施によって、現状の業務委託方式よりも高い教育効果が得ら

れる可能性があるならば、その点も加味した上で、最も優れた費用対効果が得ら

れる契約方式を採用することが望ましい。 
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そこで、浜松市教育委員会においては、ＡＬＴ配置につきｎｏｎ－ＪＥＴ方式

への移行を進めるにあたり、業務委託（請負）方式への切替え方針を固定化して

しまうことなく、より充実したチーム・ティーチングが可能とされる直接雇用方

式（ＪＥＴプログラム以外）や人材派遣方式（ただし、派遣期間制限の遵守には

十分な留意が必要である。）などの選択肢にも配慮し、また、学校現場の実情も十

分に把握した上で、常に、最も優れた契約方式の選定を進めることを期待する。 
 
（９）学童等災害共済事業特別会計（保健給食課所管） 

 
ア  指摘事項  

 
共済見舞金の支給漏れについて 
往査をした学校の中で 1 校のみであったが、平成 23 年 4 月時点で、浜松市

から校長名義の専用口座への共済見舞金（1件2,000円×2件＝4,000円）の送

金が完了していたにもかかわらず、それが保護者に交付されないまま、往査時

点（平成24年 10月）まで約1年半にわたり放置された状態になっていた事例

があった（その後の給付もあったが、常に専用通帳の残高として残り続けてい

た）。 

この件は、担当教諭の異動や後任者の急な休職等が重なったことによる事務

引継の不徹底が原因であったことが判明したが、支払われるべき給付金が支払

われないという事態が生じることは、端的に不適切である。 

また、本件で長期間にわたり不支給が発覚しなかった点も、学校における共

済見舞金等の保護者への交付が確実に行われているか否かについて、検証可能

なシステムが機能していないことを示唆している。 

したがって、各学校から保護者への共済見舞金等の交付に漏れを生じること

がないように、支給状況を適切に確認する方法を検討の上、各学校に周知すべ

きである。 

 
イ  意 見  

 
（ア）共済見舞金等の支給時の受領確認の方法について 

浜松市学童等災害共済見舞金およびスポーツ振興センター災害共済給付金

の支給は、いずれも学校を経由して保護者に交付する方法がとられている。も

っとも、保護者に対して共済見舞金等を交付する際の受領確認の方法について

は、必ずしも統一的な扱いが定められておらず、各学校毎に取扱が異なってお

り、中には次のように問題のある取扱が見られた。 

① 児童・生徒毎に個別の領収書を作成せず、当該学校で支給対象となった

児童・生徒が一覧記載された支払通知書を用いて、その備考欄等に保護者
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の捺印や署名・捺印を求める取扱が見られた。 

しかしながら、そのような一覧表形式の受領確認を行うと、ある保護者

が受領確認のために署名や捺印をする際に、他の児童・生徒の傷病名や見

舞金等の給付金額、住所及び保護者氏名等の個人情報が全て見える状態に

なっており、個人情報の取扱方法としては相当ではない。 

② 上記の一覧表形式の受領確認方法がとられ、かつ、学童等災害共済見舞

金の場合には、保護者の署名（自署）を求めずに捺印のみで済ませる取扱

が見られた。 

しかしながら、このような領収確認方法は、三文判さえあれば容易に受

領の体裁を作出できるものである。特に、1 件 2,000 円相当の傷害見舞金

ならばまだしも、1件10万円を超えることもある歯牙障害見舞金の受領確

認の方法としては相当でない。 

これらの問題点については、保護者による受領事実の確認を明確にし、

かつ、個人情報にも配慮した受領確認の方法を検討の上、各学校で統一的

な取扱が行われることが望ましい。 

 
（イ）浜松市学童等災害共済事業基金の適正規模と共済会費設定について 

浜松市学童等災害共済事業基金は、専ら共済見舞金の経費に不足が生じた場

合の財源に充てることを目的とする特別会計である。もっとも、平成 21 年度

から学童等災害共済事業が新制度に移行し、旧制度の給付の影響が少なくなる

と、毎年、基金残高が大きく増大する傾向にある。そして、平成 23 年度末時

点での基金残高は2,588万円余に達している。 
これは、平成21年度以降の新制度では、学童等災害共済事業の給付内容が、

スポーツ振興センターの災害共済給付金の支給対象にならない負傷に対する

補完的な給付に改められ、かつ、その給付水準も大幅に切り下げられた結果、

全体的な見舞金の給付規模が縮小されたことに伴うものと考えられる。この点、

新制度への移行に際して共済会費の減額（300円→140円）も行われているが、

結果的には、給付内容の見直しに伴う全体的な給付規模の圧縮による影響の方

が大であったと評価される。 
このような状況に照らすと、次の2点についての検討が必要である。 

① 共済事業基金の適正規模について 

平成20年度までの旧制度では、共済見舞金はスポーツ振興センターの災

害共済給付金に対する上積み給付の性格を持っていたため、給付額が高額

に達する事例（上位等級の後遺障害事例等）が同一年度に複数発生するな

どして、単年度の共済会費収入では不足する事態が生じる可能性もそれな

りに高かったと考えられる。これに対し、新制度における高額給付は死亡

見舞金（200 万円）に限定されており、高額給付の重複により共済見舞金

の給付財源に不足を生じる事態はきわめて例外的な場合と見込まれる。 
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すると、新制度における共済見舞金の給付内容を前提として、約 2,600

万円にも達する基金を維持する必要があるのかを含めて、基金の適正規模

について検討されることが望ましい。 

② 共済会費の設定について 
共済会費の半額は市費によって補填される関係にあるので、現状のよう

に共済会費収入と見舞金給付支出のバランスが悪く、毎年多額の余剰金を

生じる状態が続くと、児童・生徒の保護者に不要な負担を強いるばかりで

なく、市費を以て特別会計を増額させ続けることにもなり、相当ではない。 
そこで、共済会費収入と見舞金給付支出の均衡（いわゆる保険率）を検

証し、適切な共済会費の設定について検討されることが望ましい。 
 

ウ その他 
 
上記指摘事項については、往査時の指摘を踏まえ、該当の学校において直ち

に事実関係を調査し、支給漏れになっていた共済見舞金の支給を済ませた旨の

報告を得ている。 
また、保健給食課においても、直ちに全校を対象として共済見舞金の支給状

況について照会し、同様に不支給となっている事例は存在しないことを確認し

た旨の報告を得ている。 
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第４ 総括 

 

 １ 学校徴収金等と学校財務取扱要綱の制定 
 
（１）本件監査では、教育委員会事務局を通じ浜松市立の幼稚園、小・中学校、高等学

校から学校徴収金に関する大量の資料の提出を受け、その分析をするとともに、幼

稚園3園、小学校5校、中学校7校、高等学校1校を往査して、原資料を調査し担

当教職員からヒアリングを行った。 

その結果、幼稚園、小・中学校の学校徴収金については、手続的には予算、決算、

監査の方法はもとより、費科目さえまちまちであった。また、実質的には、本来公

費で賄うべき消耗品等の購入に充てられたケースも散見されたし、徴収金額にも差

異があった。 

 

（２）さらに、学校現場には、多数の特別会計が存在し、その中には夢をはぐくむ園・

学校づくり推進事業のように教育委員会の所管であるもののほか、スポーツ施設利

用事業のように市長部局所管のものもあるし、一般にＰＴＡの特別会計とされてい

る資源回収のように市長部局の所管課から助成金が収入の一部を占めている会計も

あった。そして、このような特別会計に不適切な処理が発見された。 
また、こうした特別会計の中から、学校備品の購入に、しかも、1 個 1 個は金額

的には消耗品となるとはいえ、教育用基本備品というべき児童用いす、生徒用机、

いすや教室用扇風機等の購入に少なくない金額が充てられていたりした。また、中

学校の夢をはぐくむ学校づくり推進事業では、部活動関係のバス代等がここから支

出しているケースが往査した範囲ではほとんどであった。 
 
（３）次に、市立高校では、ＰＴＡ会費のほか部活動後援費、進路指導費、生徒会費等

の学校徴収金が徴収され、公費で賄うのが望ましい施設整備費に高額が支出された

り、生徒会活動や学校行事、部活動、進路指導に関連して教職員の特殊勤務手当や

旅費（日当を含む）が支払われている状況が確認された。 
 
（４）このような、学校徴収金の実態は、幼稚園、小・中学校にとっては令達予算、市

立高校にとっては、施設整備費や旅費等の予算を事実上補完する機能を有し、学校

現場からすれば使い勝手のいいものになっていると推察される。とすると、それは

本末転倒であって本来公費で負担すべきものは、公費で支出するために予算措置を

講じるべきである。予測が困難な部活動等の出費については、予備費や補正予算で

対応し、安易に児童・生徒の保護者に経済的負担を転嫁すべきではない。 
ところが、令達予算は正に配当予算であって、児童・生徒数や学級数等によって

算定基礎となる数値を乗じて得た金額によって機械的に予算額が決定する仕組みと

なっている。一方、市立高校については、令達予算ではないものの、例年の予算・
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決算の状況を見れば、極めて硬直化した予算となっていると言わざるをえない。 
 
（５）したがって、現実に沿った学校予算編成のためには、学校現場からの予算要求の

システムを構築することがまず必要である。次に、公費会計と私費会計の連携を図

り、私費会計つまり学校徴収金についても、ある程度統一的な会計処理の準則を制

定すべきである。そして、公費、私費負担の区分を明確にし、公費負担すべきとす

る法の趣旨に沿うように公費負担基準を策定すべきである。また、私費負担が許さ

れ備品、設備、工事等として学校が受け入れる場合の準則も必要である。そういっ

た意味で学校財務取扱要綱の制定について検討すべきである。 
 
（６）なお、上記した学校徴収金以外で学校で取り扱っている特別会計については、教

育委員会以外の所管の事業もあり、事実上これを担当する教職員の負担となってい

る。教育委員会所管の事業か否かにかかわらず、これら事業の特別会計については、

その会計処理の方針、残金や預金利息の処理の仕方等について指針を示すべきであ

るし、根本的に事業自体の統廃合や会計担当を学校の教職員以外にすることも含め

検討すべきものもあると思われる。 
 
 ２ 制度の統一 
  
    次に、浜松市の学校教育に関する事業や制度で特徴的なことは、学校給食にして

も、スクールバス運行事業、遠距離通園通学援助事業等についても、合併前の旧市

町村時代からの沿革が色濃く残り、統一されていないということである。しかしな

がら、合併後7年が経過していることからすれば、教育環境の平等の見地からすれ

ば、制度、事業内容の統一化を一層進めていくべきである。 

 

 ３ 民間委託 
    
    学校教育の現場にも、学校給食、外国語指導助手（ＡＬＴ）、用務員業務等につき、

民間委託が積極的に実施されている。経費削減の見地のみに目を奪われて、いわゆ

る偽装請負の問題等が没却されないよう、常に検証することが必要である。また、

教育委員会の所管の一部で指定管理者制度を導入している業務もある。ところで、

国や地方自治体が行政目的を遂行するために民間企業や民間団体と締結する契約を

公契約という。本文では言及しなかったが、価格競争の激化のため、受託企業等で

働く労働者の労働条件が、悪化していることが問題となっている。教育現場にも非

常勤職員が多種多様に存在し、その問題を提起したが、同様に公契約についても、

浜松市としては、受託企業等で働く労働者の良好な労働条件の確保にも配慮した建

設的な対応が、必要になってくると思われる。 
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