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第５ 市立高等学校の財務管理 

 
１ 予算の執行状況  

 

（１）概況 
    

ア 歳入 
浜松市立高等学校の一般会計過去2年間の歳入決算状況は、以下のとおりとな

っている。平成21年度までは授業料が主な歳入項目であったが、高校授業料無償

化により平成22年度からは当該項目はなくなっている。その分の財源は国庫支出

金の公立高等学校授業料不徴収交付金により賄われているが、厳しい予算の中、

無償化前と比較して年額で6～8百万円程度の歳入が減少している。 
 

                             （単位：円） 

予 算 項 目 平成22年度 平成23年度 

使用料及び手数料 4,002,590 4,216,120

 使用料 252,340 438,670

 教育使用料 252,340 438,670

 高等学校施設使用料 205,420 390,750

行政財産使用料 46,920 47,920

 手数料 3,750,250 3,777,450

 教育手数料 3,750,250 3,777,450

 高等学校入学検定料 1,269,400 1,278,200

高等学校入学料 2,339,100 2,361,700

高等学校証明手数料 141,750 137,550

国庫支出金 138,115,918 136,781,585

 国庫負担金 138,115,918 136,781,585

 教育費国庫補助金 138,115,918 136,781,585

 公立高等学校授業料不徴収交付金 138,115,918 136,781,585

諸収入 848,701 771,100

 雑入 848,701 771,100

 教育費雑入 848,701 771,100

 その他収入 848,701 771,100

歳 入 合 計 142,967,209 141,768,805

 

（ア）使用料 

① 高等学校施設使用料 
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講堂および誠玲館（研修施設）について貸出を行っている。平成23年度

の貸出状況は以下のとおりである。講堂は移動席（パイプいす）334 席、

収納式席 528 席、固定いす 600 席の計 1,462 席を収容できる施設であり、

公立高校としては県下でもトップクラスの恵まれた施設であるといえる。

普段は部活動で文化部（吹奏楽、マンドリン、演劇、合唱等）が使用して

いる。また、平成23年度は入学式、卒業式、始業式、終業式、学年集会、

文化祭等の行事で年間 69 回使用している（照明設備、吊物設備、空調設

備等点検時を除く）。誠玲館は研修室、会議室と和室7室からなる研修施

設である。生徒がいずれかの部屋を利用した日を1回とカウントした場合

の集計では、平成 23 年度は 291 回の使用となっている。会議や補習等で

の使用のほか、テスト期間中を除き部活動で茶道部、華道部のほか、筝曲

部は和室をほぼ毎日利用している。また夏休み等の長期休暇や土日祝日に

は合宿等で各部活動が利用している。 

また、研修施設である誠玲館の貸出については、「浜松市立高等学校誠玲

館管理規程」第7条第2項で減免について規定し同項第2号で本校ＰＴＡ、

同窓会（卒業回数毎の同窓会は除く）が使用する場合、免除する旨規定し

ている。利用状況としては上記生徒の利用と合わせ、頻度は高いものとい

える。 

 

施設名 貸出先 回数 金額(円) 

講堂 学校教育団体 3回 76,800 

その他の団体 5回 166,930 

合計 8回 243,730 

誠玲館 学校教育団体 1回 8,940 

その他の団体 47回 138,080 

合計 48回 147,020 

 

他にも、テニスコート、グラウンド、体育館および野球場といった施設が

あるが小・中学校と異なり、市民に対する貸出は行っていない。学校授業の

ほか部活動に使用される頻度が高いためとのことであった。いずれも立派な

施設ではあるが、小・中学校の施設と異なり利用の制約があることも理解で

きるため、問題ないものと思われる。 

② 行政財産使用料 

行政財産を目的外に使用することを許可した場合の使用料をいい、年額

47,920円を収入調定している。行政財産の目的外使用許可とその使用料に

ついては、「浜松市行政財産の目的外使用許可に関する使用料条例」及び

「浜松市公有財産管理規則」で規定している。行政財産の使用許可を受け
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る場合には、使用許可申請書を事前に提出し学校長の許可を受けることと

なっている。なお、減免等の取扱いについては「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。）により行なっている。平成23

年度の行政財産使用状況および使用料の状況は以下のとおりとなってい

る。 

                       （単位：円） 

№ 申請者 目的 本来使用料 減免額 使用料 

１ (公財）日本英

語検定協会 

実用英語技能検定

試験 
444,219 444,219 0

２ 郵便事業㈱浜

松西支店 

郵便差出箱 

設置 
870 0 870

３ 遠州鉄道㈱ バス停標識及びバ

ス停上屋 
10,100 5,050 5,050

４ 浜松市立高等

学校ＰＴＡ 

公衆電話設置 
1,829 1,829 0

５ 浜松市立高等

学校ＰＴＡ 

ＰＴＡ職員事務机

設置 
38,796 38,796 0

６ 浜松市立高等

学校ＰＴＡ 

普通教室空調設備

一式 
1,455,818 1,455,818 0

７ ㈱キャンパス 購買・売店・自動

販売機 
4,101,673 4,101,673 0

８ 西日本電信電

話㈱ 

電柱設置（9本） 
13,500 0 13,500

９ 中部電力㈱浜

松営業所 

電力供給電柱等設

置 
13,500 0 13,500

10 中部電力㈱浜

松営業所 

電力供給電柱等設

置 
1,500 0 1,500

11 中部電力㈱浜

松営業所 

電力供給電柱等設

置 
13,500 0 13,500

 

（イ）手数料 

① 高等学校入学検定料 

入学検定料は2,200円で、受検者581名（平成24年入学希望受検者580

名、編入学検査受検者1名）、総額1,278,200円が平成23年度決算に計上

されている。特に減免等は発生していない。 

② 高等学校入学料 

入学金は5,650円で、入学者418名、総額2,361,700円が平成23年度決
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算に計上されている。特に減免等は発生しておらず、適正に徴収されてい

る。 

③ 高等学校証明手数料 

証明手数料は、一律1通350円であり、平成23年度は現金にて以下の手

数料を収受している。 

 

証明書 件数（件） 金額（円） 

成績証明書 36 12,600 

卒業証明書 116 40,600 

単位習得証明書 9 3,150 

調査書 232 81,200 

（合計） 393 137,550 

 

現金領収に際しては、領収証（収納金日計簿）が発行され遅滞なく納付書に

よる納付が行われている。なお、在校生に対する証明書発行手数料は無料とな

っている。 

 

（ウ）その他 

① 教育費国庫補助金（国庫支出金） 

公立高等学校授業料不徴収分負担金であり、以下の算式により計算され

た負担金を収入している。平成23年度は次のとおりである。 

（基礎授業料月額）×（月数）×（生徒数） 

×（文部科学大臣が財務大臣と協議して定める率） 

＝9,900円×12か月×1,236人×0.93152115374＝136,781,585円 

 

② 教育費雑入（雑収入） 

外国人指導講師住居に関連する費用や行政財産を目的外に使用する際の

電気料等の収入が主な内容となっている。平成 23 年度の内訳は次のとお

りである。 

 

項目 金額（円） 

外国人指導講師住宅使用負担分 100,800

外国人講師用借上公舎敷金返還 99,300

外国人講師用借上公舎の火災保険変更に伴う保険料返還 920

全国学校保健大会参加費補助 1,000

私用電話料 12,220

購買・自動販売機使用電気料 325,884
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項目 金額（円） 

公衆電話使用電気料 222

普通教室電気使用料（英検・一般貸出） 230,754

（合計） 771,100

 

外国人指導講師が賃貸住宅に居住する際、その敷金、火災保険のほかテ

レビ、冷蔵庫、電子レンジ、洗濯機および寝具のレンタル代が市立高校管

理費（教育事業費）にて支出されている。上表の金額はこれに対応する住

宅使用料自己負担分と前講師にかかる借上公舎敷金および火災保険料の

返還金である。また、売店・自動販売機及び空調設備については、別途、

電気メーターが取り付けられており、業者またはＰＴＡとの間で実費精算

が行われている。 

 

イ 歳出 

浜松市立高等学校の一般会計過去2年間の歳出決算状況は、以下のとおりとなっ

ている。歳出のかなりの割合を人件費が占めていることがわかる。 

(単位：円）

目名 節名 細節 平成22年度 平成23年度

01報酬 01報酬 9,187,036 10,436,072

02給料 01給料 396,647,671 394,092,546

03職員手当等 01職員手当等 200,444,625 198,340,473

04共済費 01共済費 124,705,352 130,715,410

02費用弁償 881,830 407

03管内 56,344 63,956

05管外 1,666,090 1,963,440

計 2,604,264 2,027,803

01消耗品費 4,641,108 4,341,556

05電気料 14,642,992 14,798,662

07水道料 4,894,618 5,289,232

09ガス料 4,415,620 3,650,572

15新聞図書費 1,351,000 1,350,909

17印刷製本費 1,069,372 958,250

35修・備品 369,393 437,776

41修・建物 2,873,850 3,070,200

計 34,257,953 33,897,157

09旅費

11需用費

１市立高校管理費
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目名 節名 細節 平成22年度 平成23年度

01電話料 931,491 803,155

03郵便料 125,800 101,700

11手数料 2,025,683 1,837,194

17その他保険 59,060 36,730

計 3,142,034 2,778,779

03警備 655,200 642,600

05清掃業務 1,186,248 1,258,278

06樹木管理 525,000 525,000

07設備保守 11,787,720 11,949,420

14その他事業 6,289,500 6,265,350

計 20,443,668 20,640,648

14使用料 03建物借上 780,300 504,000

及び賃借料 09下水道 4,222,538 4,634,400

10電算機使用 12,424,125 15,942,528

11その他使用 944,534 877,964

計 18,371,497 21,958,892

16原材料費 16原材料費 148,995 149,730

18備品購入費 15学校幼稚園 299,460 284,130

05負担金 2,325,325 3,301,419

07出席者負担金 33,000 29,500

計 2,358,325 3,330,919

812,610,880 818,652,559

13委託料 21設計 472,500

15工事請負費 05工事費 8,964,900 11,498,550

8,964,900 11,971,050

821,575,780 830,623,609

2市立高校　建設費

小　　　計

4高等学校費合計

１市立高校管理費 12役務費

13委託料

19負担金

小　　　計

         

 

（ア）人件費 

報酬、給料、職員手当等、共済費が人件費の内訳であり、総額 733,584,501

円と歳出総額830,623,609円の88.3％を占めている。 

 

節名 金額（円） 

報酬 10,436,072 

給料 394,092,546 

職員手当等 198,340,473 

共済費 130,715,410 

（合計） 733,584,501 
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この人件費を他の公立高校と比較できる資料がないため、生徒一人当たり人件

費を算出し、私立高校の平成22年度都道府県別生徒一人当たり金額一覧（高等学

校部門）の静岡県と全国平均とを比較した。  

 

区分 生徒一人当たり人件費（千円） 

浜松市立高等学校 591 

静岡県（私立） 615 

全国平均（私立） 677 

 

生徒一人当たり人件費で見た場合、私立との間に特に顕著な違いは認められな

かった。 

また、教員・職員一人当たりの生徒数は以下のとおりとなっている。 

なお、教員としては校長、副校長、教頭、教諭および養護教諭を対象とし、職

員としては事務長及び事務職員等を対象とした（常勤講師を含み、非常勤講師は

除く）。 

                   （単位：人） 

区分 
一人当たり生徒数 

教員 職員 

浜松市立高等学校 16.8 207.0

全国平均（私立） 16.3 102.5

 

教員一人当たり生徒数は、私立との間で顕著な違いは認められないが、職員一

人当たり生徒数は、私立の2倍である。 

 

（イ）委託契約 

業務委託は、警備、清掃業務、樹木管理、設備保守、その他事業について、

平成23年度は以下のとおり契約を締結している。 

 

№ 業務委託名 契約額（円） 業者選定 

１ 機械警備 642,600 単独随契 

２ 校舎清掃 758,478 3社見積もり 

３ 可燃ゴミ 138,600 単独随契 

４ 廃棄物処理 168,000 単独随契 

５ 使用済薬品処理 193,200 単独随契 

６ 正門アカマツ管理 525,000 3社見積もり 

７ 自家用電気工作物 611,100 単独随契 

８ 電話設備 292,950 単独随契 
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№ 業務委託名 契約額（円） 業者選定 

９ 防災管理点検 157,500 単独随契 

10 消防設備 3,412,500 指名（5社） 

11 プール浄化装置 79,800 単独随契 

12 空調設備 3,885,000 指名（5社） 

13 昇降機（エレベータ） 970,200 単独随契 

14 講堂音響・放送設備 471,450 3社見積もり 

15 講堂舞台照明 351,120 単独随契 

16 給水装置 269,850 単独随契 

17 講堂吊物 651,000 単独随契 

18 建築設備定期点検 262,500 単独随契 

19 建築物定期調査 157,500 単独随契 

20 講堂移動観覧席点検 376,950 単独随契 

21 特定建築物 1,393,350 指名（4社） 

22 学校用務 4,872,000 単独随契 

 計 20,640,648  

 

業者選定欄に「指名」とあるのは、指名競争入札をいう。指名競争入札を行

う場合、指名業者定数は以下の通りとなっている。 

 

業務委託 

予定価格 指名数 

100万円超200万円未満 4者以上 

200万円以上500万円未満 5者以上 

500万円以上1000万円未満 6者以上 

1000万円以上 

（原則一般競争、公募型プロポ等） 

7者以上 

 

業務委託契約において、見積合せの基準は「浜松市契約規則第 20 条」によ

り以下のとおりとなっている。 

 

予定価格30万円超100万円以下   3者以上見積合せ 

予定価格30万円以下        1者特命可 

 

（ウ）使用料及び賃借料 

建物借上げ費用の内容は、外国人講師の住宅使用料 504,000 円（年額）で、

その他使用の内容は、外国人講師のレンタル電気製品（テレビ、洗濯機、冷蔵
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庫、レンジ）年額 39,060 円、寝具（敷布団、掛布団、マットレス、毛布、シ

ーツ等）年額17,246円となっている。 

外国人講師に対する費用負担については、平成 18 年に外国人講師を招聘す

る際の交渉の確認事項の中で、住居費等の賃借料は学校が負担するとされてい

る。また、住居の公舎借上社宅の貸与については、「浜松市公舎貸与規則」に

基づく「浜松市公舎使用料算出基準」にて算定した額を講師に一部負担させて

いる。 

 

（２）監査の方法 
 

主に平成23年度決算における主要な項目について、個別に会計帳簿等の資料の閲

覧、施設見学および担当者へのヒアリング等により内容を確認した。 
 
（３）監査の結果 

 
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 

前記のとおり、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。 
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                         （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 

 

（イ）講堂の貸出 

講堂の貸出は前記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 

「要領」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（前記 P122 の表№1、以下同じ表を指す。）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（表№3）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、表№2、

8、9、10、11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。 
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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（表№4～6）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（表№7）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、前記Ｐ126、127の表を見てもわかるように単独随意契約

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。 
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前記P126、127の委託契約の内訳の№22の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 

 

浜松市立高等学校における財産の管理状況について、預金通帳、図書および備品

を対象に監査を行った。 

 

（１）監査の方法 

 

預金通帳については、ＰＴＡ関係等学校会計以外の口座を含め、学校内に保管さ

れている預金通帳について全件を実査し、帳簿との一致を確認するとともに、その

収支の内容についてヒアリング等により確認した。 

図書については、図書室を見学し管理者から日頃の管理状況をヒアリングすると

ともに台帳等の管理資料を査閲した。 

備品については、校内を見学して状況を確認するとともに、一部サンプリングに

より現物と台帳との一致を確認した。また、管理状況についてヒアリング等により

確認した。 

 

（２）監査の結果 
 

ア  指摘事項  

 

（ア）預金通帳 
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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。 

 

（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
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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。 

 

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
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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 

 

（１）学校徴収金の概要 

 

ア 内訳 

浜松市立高校の学校徴収金は、ＰＴＡ会費等（ＰＴＡ入会金、ＰＴＡ会費、部

活動後援費、生徒会費、進路指導費）、学年諸経費等（学年諸経費、修学旅行積立

金、アルバム代）、模擬試験代金からなる。 

平成23年度の各学年における学校徴収金は、以下のとおりとなっている。授業

料無償化が実現したとはいえ、授業料が各学年とも118,800円であったことから

すると保護者の負担は半分にもなっていないことがわかる。 

 

                            （単位：円） 

 1年生 2年生 3年生 

ＰＴＡ入会金 2,000 ‐ ‐ 

ＰＴＡ会費 15,840 15,840 15,840 

ＰＴＡ部活動後援費 26,400 26,400 26,400 

ＰＴＡ進路指導費 4,800 4,800 4,800 

模擬試験代 11,950 12,700 34,000 

生徒会費 6,600 6,600 6,600 

学年費 42,000 31,000 20,000 

修学旅行積立 40,000 60,000 ‐ 

アルバム代 ‐ ‐ 13,000 

合計 149,590 157,340 120,640 

 

イ 進路指導費 

生徒の学力向上及び進路目的達成のため、課外講座に関する諸業務等及び模擬

試験等を実施するとともに、生徒一人ひとりの進路希望を実現することを目的と

して、教職員に補習等を委嘱している。この場合の補習等に従事した教職員に対

する謝礼が主な内容である。平成 23 年度実績額は進路指導費全体で 6,843,678

円であり、そのうちの教職員謝礼は延べ358人に3,314,450円の支給されている。
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その他の進路指導費の内訳は以下のとおりである。 

 

内容 金額（円） 

教職員謝礼 3,314,450 

進路指導に係る説明会等の出張旅費 291,539 

進路資料印刷製本費 862,840 

進学参考図書（赤本）購入費 1,016,452 

進路管理用パソコンソフト・カード代金等 329,700 

進路情報収集用インターネット利用料 105,000 

進路等掲示用黒板 402,444 

進路指導資料機密処分用シュレッダー 397,950 

大学模擬授業の大学講師旅費等 123,303 

 

ＰＴＡ補習事業の運営については、「浜松市立高等学校ＰＴＡ補習事業等要領」

に従っている。主な内容は以下のとおりである。 

① 開講する補習等 

・早朝補習 

・放課後補習 

・週休日の補習 

・週休日の模擬試験 

・学習合宿 

・自学自習 

② 報酬等 

・補習は、勤務日外370円／10分、勤務日時間外235円／10分 

・自習・施設管理は、2,400円／4時間 

・模擬試験監督は、勤務日外425円／15分、勤務日時間外250円／15分 

③ その他 

・委嘱された学校教職員は、浜松市の服務規定に従い、「営利企業等従事

許可申請書」を提出する。 

・校舎を使用する場合は、「学校開放施設等利用申請書」を提出し、許可

を受ける。 

・光熱水費について、減免の承諾を得る。 

 

（２）監査の方法 

 

学校徴収金は、その会計報告単位で各学年会計、ＰＴＡ会計、ＰＴＡ部活動後援

費会計、ＰＴＡ進路指導費会計、生徒会会計に区分される。そこで、平成23年度の
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各会計予算書および決算書を入手し、勘定分析、任意に抽出した取引について帳票

類の閲覧および担当者へのヒアリングを行うことにより、会計処理の合規性を確認

した。 

 

（３）監査の結果 

 

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。 

 

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。 
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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Ｐ132、133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。 

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
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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。 

 

（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
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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・

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
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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 

平成 23 年度の各学年における学校徴収金は、前記（１）のとおりとなって  

いる。 

また、無償化前の平成 21 年度における学校徴収金は以下のとおりとなって

いた。 

                       （単位：円） 

 1年生 2年生 3年生 

ＰＴＡ入会金 2,000 ‐ ‐ 

ＰＴＡ会費 14,040 14,040 14,040 

ＰＴＡ部活動後援費 22,200 22,200 22,200 

ＰＴＡ進路指導費 4,800 4,800 4,800 

模擬試験代 11,950 13,200 33,200 

生徒会費 6,600 6,600 6,600 

学年費 40,000 31,000 24,000 

修学旅行積立 40,000 60,000 ‐ 

アルバム代 ‐ ‐ 15,300 

（合計） 141,590 151,840 120,140 

 

この 2 年間でＰＴＡ会費が 12.8％、ＰＴＡ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。 
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