
平成24年度包括外部監査指摘事項等に係る対応

令和元年10月

浜    松    市

（学校教育に関する事務の執行について）



内　　　　　　容 件数

法令等に違反し、又は不当と認められるため、是正を求め
ること又は３Ｅ(経済性・効率性・有効性)の視点から、改
善を求めること。

41

「指摘」には当たらないが将来的に改善を検討することが
望ましいもの、又は包括外部監査人としての提言を述べる
もの

47

内　　　　　　容 件数

◎ 措置済
指摘事項に対して、措置を講じたもの又は一部について措
置を講じたもの

41

― 非措置

指摘事項に対して、法令の趣旨等から措置できないもの、
制度の趣旨・費用等を鑑み現行が適当であるなど措置しな
いもの又は外部状況等により措置する必要がなくなったも
の

0

○ 対応済
意見事項に対して、対応したもの又は一部について対応を
したもの

29

― 非対応

意見事項に対して、法令の趣旨等から対応できないもの、
制度の趣旨・費用等を鑑み現行が適当であるなど対応しな
いもの又は外部状況等により対応する必要がなくなったも
の

18

空欄 措置対応中
指摘又は意見事項に対して、措置又は対応を継続している
もの又は今後行う予定のもの

0

         措置欄（令和元年6月末現在）

区分

監査結果

区分

指摘

意見



第４　幼稚園・小・中学校の財務管理

１　学校徴収金の管理徴収

1 指摘 (ア) 会計処理、会計報告 103
教育総務課

教職員課（幼児教
育・保育課）

◎ Ｈ27

2 指摘 (イ) 会計監査 104
教育総務課

教職員課（幼児教
育・保育課）

◎ Ｈ27

3 指摘 (ウ) 学校徴収金の範囲 104
教育総務課

教職員課（幼児教
育・保育課）

◎ Ｈ27

4 指摘 (エ) ＰＴＡ会費からの学校備品等の支出 105
教育総務課

教職員課（幼児教
育・保育課）

◎ Ｈ27

5 意見 ＰＴＡ会計の残高 105
教育総務課

教職員課（幼児教
育・保育課）

○ Ｈ27

２　預金口座及び特別会計の管理

6 指摘 (ア) 会計帳簿、決算書、監査報告の必要性 107
教育総務課

教職員課（幼児教
育・保育課）

◎ Ｈ27

7 指摘 (イ) 特別会計からの学校備品等の支出 107
教育総務課

教職員課（幼児教
育・保育課）

◎ Ｈ27

8 指摘 (ウ) 漢字検定・英語検定の会場料収入 108

教育総務課
学校施設課

教職員課（幼児教
育・保育課）

◎ Ｈ26

9 指摘 (エ) 教員の立替払い 108
教育総務課

教職員課（幼児教
育・保育課）

◎ Ｈ27

10 指摘 (オ) 領収書の宛名 108
教育総務課

教職員課（幼児教
育・保育課）

◎ Ｈ27

11 指摘 (カ) スポーツ施設利用委員会の委託金 108 スポーツ振興課 ◎ Ｈ30

12 指摘 (キ)
「夢をはぐくむ園・学校づくり推進事業」の
金銭管理

110 指導課 ◎ Ｈ26

13 指摘 (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

111 指導課 ◎ Ｈ26

14 意見 (ア) 休眠口座の扱い 112
教育総務課

教職員課（幼児教
育・保育課）

○ Ｈ27

15 意見 (イ) 預金利息の扱い 112
教育総務課

教職員課（幼児教
育・保育課）

○ Ｈ27

16 意見 (ウ) 預金口座の名義と銀行印 112
教育総務課

教職員課（幼児教
育・保育課）

○ Ｈ27

17 意見 (エ) 特別会計の整理 113
教育総務課

教職員課（幼児教
育・保育課）

○ Ｈ27

４　備品の管理

18 指摘 ア 備品管理台帳と備品の不整合 115 学校施設課 ◎ Ｈ25

19 指摘 イ 備品シールの貼付漏れ 116 学校施設課 ◎ Ｈ25

措置等
決定年度

主管課№
報告書
の頁

監査
結果

監査項目 区分



措置等
決定年度

主管課№
報告書
の頁

監査
結果

監査項目 区分

20 指摘 ウ 私費会計で支出した消耗品等の手続 116 学校施設課 ◎ Ｈ25

（１）図書館図書管理

21 意見 (ア) 学校図書標準の充足状況と有益性 117
学校施設課

指導課 ○ Ｈ25

22 意見 (イ) 図書購入先 118 学校施設課 ○ Ｈ26

23 指摘 (ア) 現金の保管方法 118

教育総務課
学校施設課

教職員課（幼児教
育・保育課）

◎ Ｈ27

24 指摘 (イ) 郵券の受払 119

教育総務課
学校施設課

教職員課（幼児教
育・保育課）

◎ Ｈ25

25 指摘
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

128 市立高等学校 ◎ Ｈ25

26 意見 (ア) 高等学校入学料 128 市立高等学校 ― Ｈ26

27 意見 (イ) 講堂の貸出 129 市立高等学校 ― Ｈ26

28 意見 (ウ)
行政財産使用料 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

129 市立高等学校 ○ Ｈ26

29 意見 (ウ)
行政財産使用料 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

129 市立高等学校 ― Ｈ26

30 意見 (ウ)
行政財産使用料 ③ＰＴＡが申請者となる場
合の使用料

130 市立高等学校 ― Ｈ26

31 意見 (ウ)
行政財産使用料 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

130 市立高等学校 ― Ｈ26

32 意見 (エ) 委託料 130 市立高等学校 ○ Ｈ25

２　財産管理

33 指摘 (ア) 預金通帳　①学校徴収金口座 132 市立高等学校 ◎ Ｈ25

34 指摘 (ア)
預金通帳　②安全振興会・日本スポーツセン
ター口座

132 市立高等学校 ◎ Ｈ25

35 指摘 (イ) 図書 132 市立高等学校 ◎ Ｈ25

36 指摘 (ウ) 備品 133 市立高等学校 ◎ Ｈ28

37 意見 (ア) 図書 133 市立高等学校 ○ Ｈ26

38 意見 (イ) 備品 133 市立高等学校 ― Ｈ26

５　その他（個別事項）

（２）現金、郵券

第５　市立高等学校の財務管理

１　予算の執行状況



措置等
決定年度

主管課№
報告書
の頁

監査
結果

監査項目 区分

３　学校徴収金

39 指摘 (ア) 学年会計　①決算報告 136 市立高等学校 ◎ Ｈ26

40 指摘 (ア) 学年会計　②帳簿の整備 136 市立高等学校 ◎ Ｈ25

41 指摘 (ア) 学年会計　③卒業時の残金の扱い 136 市立高等学校 ◎ Ｈ26

42 指摘 (イ) ＰＴＡ会計　①教育振興費・教科活動費 136 市立高等学校 ◎ Ｈ26

43 指摘 (イ) ＰＴＡ会計　②教育振興費・特別指導費 137 市立高等学校 ◎ Ｈ26

44 指摘 (イ) ＰＴＡ会計　③教育振興費・図書館費 137 市立高等学校 ◎ Ｈ25

45 指摘 (ウ) 部活動後援費会計 137 市立高等学校 ◎ Ｈ26

46 指摘 (エ) ＰＴＡ会計／部活動後援費会計 137 市立高等学校 ◎ Ｈ27

47 指摘 (オ) 進路指導費会計 138 市立高等学校 ◎ Ｈ26

48 指摘 (カ) 決算書の予備費 138 市立高等学校 ◎ Ｈ25

49 意見 (ア) 学年会計 138 市立高等学校 ○ Ｈ27

50 意見 (イ) ＰＴＡ会計　①会務費・人件費 138 市立高等学校 ― Ｈ26

51 意見 (イ) ＰＴＡ会計　②教育振興費・運動施設費 139 市立高等学校 ○ Ｈ27

52 意見 (イ) ＰＴＡ会計　③教育振興費・施設整備費 139 市立高等学校 ○ Ｈ27

53 意見 (ウ) 部活動後援費会計 139 市立高等学校 ○ Ｈ27

54 意見 (エ) 進路指導費会計 139 市立高等学校 ― Ｈ26

55 意見 (オ) 学校徴収金全般 140 市立高等学校 ― Ｈ26

３　合併後に関する問題　

56 意見 ア 幼稚園の給食 155 保健給食課 ― Ｈ28

57 意見 イ 実施方法 155 健康安全課 〇 Ｒ１

58 意見 ウ 給食費徴収額と給食回数 156 保健給食課 ― Ｈ28

59 指摘 (ア) 学校給食会との契約 157 保健給食課 ◎ Ｈ26

60 指摘 (イ) 学校給食会から学校栄養職員等への委嘱 158 保健給食課 ◎ Ｈ25

第６　学校給食と給食費

４　学校給食会



措置等
決定年度

主管課№
報告書
の頁

監査
結果

監査項目 区分

61 意見 (ア) 献立作成ソフト 158 保健給食課 ― Ｈ26

62 意見 (イ) 幼稚園と学校給食会との契約 159 保健給食課 ○ Ｈ28

５　給食費未納問題

63 指摘 住所不明者への対応 163 保健給食課 ◎ Ｈ29

64 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

163 保健給食課 ― Ｈ26

65 意見 (イ) 保健給食課から収納対策課への移管 164 保健給食課 ― Ｈ27

６　民間委託

66 意見 ア 業務委託契約 164 保健給食課 ○ Ｈ26

67 意見 イ 落札率 165 保健給食課 ― Ｈ26

５　その他

68 意見 欠食による給食費の返還 165 保健給食課 ― Ｈ26

第７　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）

69 意見 ア 実施方法 170 教育総務課 ○ Ｈ26

70 意見 イ 幼稚園のスクールバス運行事業 170 教育総務課 ○ Ｈ26

２　就学援助、発達支援教育就学奨励（教育総務課所管）

71 指摘
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

179 教育総務課 ◎ Ｈ25

72 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

181 教育総務課 ― Ｈ26

３　育英事業特別会計（教育総務課所管）

73 指摘 (ア) 施行規則の改正 188 教育総務課 ◎ Ｈ25

74 指摘 (イ) 連帯保証人の変更 188 教育総務課 ◎ Ｈ26

75 指摘 (ウ) 償還金の調定 188 教育総務課 ◎ Ｈ26

76 指摘 (エ) 親権者の同意 189 教育総務課 ◎ Ｈ27

４　用地取得、校舎の新増改築（学校施設課所管）調査した範囲では、指摘する問題点はなかった。

５　借地解消事業（学校施設課所管）

77 意見 (ア) 借地解消事業及び借地解消計画の検討 195
学校施設課
資産経営課 ○ Ｈ25

78 意見 (イ) 適正な借地料の支払い 196
学校施設課
資産経営課 ○ Ｈ25

79 意見 (ウ) 交渉方法について 196
資産経営課
学校施設課 ○ Ｈ28



措置等
決定年度

主管課№
報告書
の頁

監査
結果

監査項目 区分

６　教職員住宅の管理運営（学校施設課所管）

80 意見 (ア) 空住宅の廃止の検討 200 学校施設課 ○ Ｈ25

81 意見 (イ) 敷金 200 学校施設課 ― Ｈ26

７　用務員業務の委託化（教職員課所管）

82 意見 ア 契約金額の検証 204
教職員課（幼児教

育・保育課） ○ Ｈ25

83 意見 イ 業務内容の実態の検証 204
教職員課（幼児教

育・保育課） ○ Ｈ25

８　外国語指導助手（ＡＬＴ）の民間委託（指導課所管）

84 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

211 指導課 ○ Ｈ25

85 指摘 共済見舞金の支給漏れについて 218 保健給食課 ◎ Ｈ25

86 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

219 保健給食課 ○ Ｈ26

87 意見 (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　①共済事業基金の適
正規模について

220 保健給食課 ○ Ｈ26

88 意見 (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　①共済会費の設定に
ついて

220 保健給食課 ○ Ｈ26

※平成27年4月の組織改正等に伴い教育員委員会の幼稚園事務は、市長事務局「幼児教育・保育課」が

補助執行している。

※平成27年7月の組織改正等に伴い「主管課」の名称は、下記のとおり変更となっている。

・「資産経営課」⇒「ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ推進課」

※平成29年4月の組織改正等に伴い「主管課」の名称は、下記のとおり変更となっている。

・「学校施設課」⇒「教育施設課」

・「保健給食課」⇒「健康安全課」

９　学童等災害共済事業特別会計（保健給食課所管）



№１
監査内容 103

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

教育総務課
教職員課

平成25年3月中に監査結果報告書を学校管理運営システム
に格納し、指摘事項等を周知しました。
また、平成25年度は教育委員会事務局関係課によるプロ

ジェクトチームで会計処理、会計報告についてガイドライン
を作成し、平成26年度以降はこのガイドラインを周知し、
園・学校と連携しながらできるものから改善を図ってまいり
ます。

◎ 平成27年度

№２
監査内容 104

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

教育総務課
教職員課

平成25年3月中に監査結果報告書を学校管理運営システム
に格納し、指摘事項等を周知しました。
また、平成25年度は教育委員会事務局関係課によるプロ

ジェクトチームで会計監査についてガイドラインを作成し、
平成26年度以降はこのガイドラインを周知し、園・学校と連
携しながらできるものから改善を図ってまいります。

◎ 平成27年度

対応方針

対応方針

【（ア）会計処理、会計報告】
　保護者から徴収する学校徴収金は「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」が適用されることを各園・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。
　予備費は予算書の科目であり、ＰＴＡ会計の決算書において、予備費勘定は使わ
ず、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。

報告書の頁

報告書の頁
【（イ）会計監査】
　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、様式を統一する必要があ
る。



№３
監査内容 104

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

教育総務課
教職員課

平成25年3月中に監査結果報告書を学校管理運営システム
に格納し、指摘事項等を周知しました。
また、平成25年度は教育委員会事務局関係課によるプロ

ジェクトチームで学校徴収金の範囲についてガイドラインを
作成し、平成26年度以降はこのガイドラインを周知し、園・
学校と連携しながらできるものから改善を図ってまいりま
す。

◎ 平成27年度

№４
監査内容 105

指摘

主管課 対応への考え方 平成30年11月措置等決定年度

教育総務課
教職員課

平成25年3月中に監査結果報告書を学校管理運営システム
に格納し、指摘事項等を周知しました。
また、平成25年度は教育委員会事務局関係課によるプロ

ジェクトチームでＰＴＡ会費からの学校備品等の支出につい
てガイドラインを作成し、平成26年度以降はこのガイドライ
ンを周知し、園・学校と連携しながらできるものから改善を
図ってまいります。

◎ 平成27年度

【（ウ）学校徴収金の範囲】
　部活動派遣費や大会参加費等など様々な種類の学校徴収金について、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。
　実験実習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。

対応方針

【（エ）ＰＴＡ会費からの学校備品等の支出】
　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。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。

報告書の頁

報告書の頁

対応方針



№５
監査内容 105

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

教育総務課
教職員課

平成25年3月中に監査結果報告書を学校管理運営システム
に格納し、指摘事項等を周知しました。
また、平成25年度は教育委員会事務局関係課によるプロ

ジェクトチームでＰＴＡ会計の残高処理についてガイドライ
ンを作成し、平成26年度以降はこのガイドラインを周知し、
園・学校と連携しながらできるものから改善を図ってまいり
ます。

○ 平成27年度

№６
監査内容 107

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

教育総務課
教職員課

平成25年3月中に監査結果報告書を学校管理運営システム
に格納し、指摘事項等を周知しました。
また、平成25年度は教育委員会事務局関係課によるプロ

ジェクトチームで特別会計の管理等についてガイドラインを
作成し、平成26年度以降はこのガイドラインを周知し、園・
学校と連携しながらできるものから改善を図ってまいりま
す。

◎ 平成27年度

【（ア）会計帳簿、決算書、監査報告の必要性】
　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り、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は、決裁権限のあるＰＴＡ会長が決裁する適切な手続を行うよ
う指導すべきである。

対応方針

【ＰＴＡ会計の残高】
　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。

対応方針

報告書の頁

報告書の頁



№７
監査内容 107

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

教育総務課
教職員課

平成25年3月中に監査結果報告書を学校管理運営システム
に格納し、指摘事項等を周知しました。
また、平成25年度は教育委員会事務局関係課によるプロ

ジェクトチームで特別会計からの学校備品等の支出について
ガイドラインを作成し、平成26年度以降はこのガイドライン
を周知し、園・学校と連携しながらできるものから改善を
図ってまいります。

◎ 平成27年度

№８
監査内容 108

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

教育総務課
学校施設課
教職員課

平成25年3月中に監査結果報告書を学校管理運営システム
に格納し、指摘事項等を周知しました。
漢字検定協会等が検定会場として学校を利用する場合に

は、行政財産の目的外使用の手続を行い、使用料を徴収しま
す。 ◎ 平成26年度

報告書の頁
【（ウ）漢字検定・英語検定の会場料収入】
　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。

対応方針

報告書の頁

対応方針

【（イ）特別会計からの学校備品等の支出】
　特別会計についてもＰＴＡ会計同様、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。



№９
監査内容 108

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

教育総務課
教職員課

平成25年3月中に監査結果報告書を学校管理運営システム
に格納し、指摘事項等を周知しました。
また、平成25年度は教育委員会事務局関係課によるプロ

ジェクトチームで教員の立替払いについてガイドラインを作
成し、、平成26年度はこのガイドラインを周知し、園・学校
と連携しながらできるものから改善を図ってまいります。

◎ 平成27年度

№10
監査内容 108

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

教育総務課
教職員課

平成25年3月中に監査結果報告書を学校管理運営システム
に格納し、指摘事項等を周知しました。
また、平成25年度は教育委員会事務局関係課によるプロ

ジェクトチームで領収書の宛名についてガイドラインを作成
し、平成26年度以降はこのガイドラインを周知し、園・学校
と連携しながらできるものから改善を図ってまいります。

◎ 平成27年度

【（オ）領収書の宛名】
　ＰＴＡ会計の会計責任はＰＴＡ会長にあるため、領収書の宛名はＰＴＡ会長とす
る必要がある。

対応方針

報告書の頁

報告書の頁

【（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
するなど、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。

対応方針



№11
監査内容 108

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

スポーツ振興課

「スポーツ施設利用運営委員会委託金」報告時の確認事
項の明確化や、取りまとめを行っている各区担当課への確認
事項の周知など、管理体制について見直しを図ってまいりま
す。
収入、支出に関する事項及び事業報告に関する事務につ

いては、二人体制で確認を行うことができているか調査を実
施し、把握に努めます。
また、各スポーツ施設利用運営委員会へ適正執行確認の事

務連絡通知（収入金日計簿への記帳、領収金額と領収書との
突合せなど）を行うとともに、今後においても定期的な抽出
調査を実施し、適正管理の確認をいたします。

◎ 平成30年度

№12
監査内容 110

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

指導課

平成25年3月中に、監査結果の報告書を学校管理運営シス
テムに格納することにより周知しました。
指摘事項について、留意点をまとめたものを作成し、適切

な事務処理となるように指導していきます。また、実績報告
書受付後、領収書及び通帳の写しを確認することにより実態
把握をするとともに、必要な指導を行い、再発防止に努めて
いきます。

◎ 平成26年度

【（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た。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提出している事実そのものが問題で
ある。
　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、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。

対応方針

【（キ）「夢をはぐくむ園・学校づくり推進事業」の金銭管理】
　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。

対応方針

報告書の頁

報告書の頁



№13
監査内容 111

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

指導課

平成25年3月中に、監査結果の報告書を学校管理運営シス
テムに格納することにより周知しました。
指摘事項について、留意点をまとめたものを作成し、適切

な事務処理となるように指導していきます。

◎ 平成26年度

№14
監査内容 112

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

教育総務課
教職員課

平成25年3月中に監査結果報告書を学校管理運営システム
に格納し、指摘事項等を周知しました。
また、平成25年度は教育委員会事務局関係課によるプロ

ジェクトチームで休眠口座の扱いについてガイドラインを作
成し、平成26年度はこのガイドラインを周知し、園・学校と
連携しながらできるものから改善を図ってまいります。

○ 平成27年度

対応方針

【（ア）休眠口座の扱い】
　長期間、利息を除き、動きのない（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。

報告書の頁

報告書の頁

【（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】
　領収者（支払先）本人の関与のない状況において、学校側で領収書が作成される
こと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。

対応方針



№15
監査内容 112

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

教育総務課
教職員課

平成25年3月中に監査結果報告書を学校管理運営システム
に格納し、指摘事項等を周知しました。
また、平成25年度は教育委員会事務局関係課によるプロ

ジェクトチームで預金利息の扱いについてガイドラインを作
成し、平成26年度以降はこのガイドラインを周知し、園・学
校と連携しながらできるものから改善を図ってまいります。

○ 平成27年度

№16
監査内容 112

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

教育総務課
教職員課

平成25年3月中に監査結果報告書を学校管理運営システム
に格納し、指摘事項等を周知しました。
また、平成25年度は教育委員会事務局関係課によるプロ

ジェクトチームで預金口座の名義と銀行印についてガイドラ
インを作成し、平成26年度以降はこのガイドラインを周知
し、園・学校と連携しながらできるものから改善を図ってま
いります。

○ 平成27年度

【（イ）預金利息の扱い】
　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。

対応方針

【（ウ）預金口座の名義と銀行印】
　ＰＴＡ会計の預金口座名義は、会計責任者であるＰＴＡ会長名義、銀行印もＰＴ
Ａ会長の職印とするのが望ましい。

報告書の頁

報告書の頁

対応方針



№17
監査内容 113

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

教育総務課
教職員課

平成25年3月中に監査結果報告書を学校管理運営システム
に格納し、指摘事項等を周知しました。
また、平成25年度は教育委員会事務局関係課によるプロ

ジェクトチームで特別会計の整理についてガイドラインを作
成し、平成26年度はこのガイドラインを周知し、園・学校と
連携しながらできるものから改善を図ってまいります。

○ 平成27年度

№18
監査内容 115

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

学校施設課

各学校園に毎年１回行わせている棚卸としての備品点検を
適切に行うよう通知するとともに、点検の後に提出させてい
る報告書の様式を変更しました。（破損・不足・保管場所不
一致のチェック項目を追加しました。）

◎ 平成25年度

報告書の頁

【（エ）特別会計の整理】
　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
く、園・学校の負担も増加するため、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。

対応方針

報告書の頁

対応方針

【ア　備品管理台帳と備品の不整合】
　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ため、適切に棚卸
を行う必要がある。



№19
監査内容 116

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

学校施設課

各学校園に毎年１回行わせている棚卸としての備品点検の
際にシール貼付についても適切に行うよう通知するととも
に、点検の後に提出させている報告書の様式を変更しまし
た。（備品シール貼付有無のチェック項目、未貼付の場合の
貼付完了日記載の項目を追加しました。） ◎ 平成25年度

№20
監査内容 116

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

学校施設課

私費会計での支出や金額の多少に限らず、消耗品等すべて
において寄附採納事務手続きを実施することとしました。消
耗品等の統一的な処理規程の制定については、学校向け「事
務の手引」を改正することで対応しました。

◎ 平成25年度

【ウ　私費会計で支出した消耗品等の手続】
　児童・生徒用の机やいすは数も多く合計額がある程度の金額となり、また、工事
代２万円を超えるものも多く、金額的重要性を考えれば、寄附採納手続をする、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。

対応方針

対応方針

報告書の頁

【イ　備品シールの貼付漏れ】
　個人所有物やＰＴＡ所有物との混在による学校備品の私物化を防ぐために、適切
に備品シールを貼付することが必要である。

報告書の頁



№21
監査内容 117

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

学校施設課
指導課

学校図書の廃棄基準に基づき、時の経過により資料的価値
が認められなくなったもの等は廃棄することとしており、そ
の廃棄基準に沿うなかで有益な図書の充足をふまえ学校図書
標準の達成を目指します。

○ 平成25年度

№22
監査内容 118

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

学校施設課

図書の発注については、各校各園に対して既に周知済みで
すが、地域的な問題もあるので可能な限り公正公平な調達に
努めるよう各学校園に働きかけていきます。

○ 平成26年度

報告書の頁

報告書の頁

対応方針

対応方針

【（イ）図書購入先】
　購入先が、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。

【（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ため、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。



№23
監査内容 118

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

教育総務課
学校施設課
教職員課

平成25年3月中に監査結果報告書を学校管理運営システム
に格納し、指摘事項等を周知しました。
　ご指摘の幼稚園には平成25年3月に金庫を設置しました。
また、平成25年度は教育委員会事務局関係課による現金の

保管方法ついてガイドラインを作成し、平成26年度以降はこ
のガイドラインを周知し、園・学校と連携しながらできるも
のから改善を図ってまいります。

◎ 平成27年度

№24
監査内容 119

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

教育総務課
学校施設課
教職員課

平成25年3月中に、監査結果の報告書を学校管理運営シス
テムに格納することにより周知しました。
また、受払の手続について受払の都度必ず２人で行うよう

「事務の手引」を改正し、学校と連携し、手続について再度
徹底します。 ◎ 平成25年度

対応方針

対応方針

報告書の頁

【（ア）現金の保管方法】
　支払用に準備した現金を担当教職員が自宅へ持ち帰り保管するケースがある。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ため、現金は学
校金庫で保管することが必要である。また、金庫の鍵の開閉の際に第３者が関与す
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。

報告書の頁

【（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人で行うこととしてい
るが、受払を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
る学校があったため、手続は統一することが必要である。



№25
監査内容 128

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

市立高等学校

毎年「営利企業等従事許可申請書」を年度当初に市教育委
員会に申請するため、その際に各個人からチェック表を同時
に提出させて確認するチェック体制を整えました。

◎ 平成25年度

№26
監査内容 128

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

市立高等学校

平成25年度に政令指定都市における高等学校入学料を調査
したところ、市内と市外との間に格差を設けていたのは、さ
いたま市と福岡市の２市のみで、17市が同額であることを確
認しました。
　今後も今までと同様に対応していきます。 ― 平成26年度

【（ア）高等学校入学料】
　高等学校入学料は、受益者負担の見地から、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。

対応方針

報告書の頁

報告書の頁
【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、英語教諭が施設管理（開錠・施錠等）業務において報酬を受領する場
合、「営利企業等従事許可申請書」を浜松市教育委員会に提出し、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チェック表を作成し、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。※平成24年度は、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。

対応方針



№27
監査内容 129

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

市立高等学校

　平成25年7月に市立高校講堂の用途地域制限の見解を生涯
学習課が建築行政課に照会したところ、「原則的に貸館にす
れば違法になる。」との結論をいただきました。
　今後も今までと同様に対応していきます。

― 平成26年度

№28
監査内容 129

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

市立高等学校

同協会が検定会場として学校を利用する場合には、行政財
産の目的外使用の手続を行い、使用料を徴収する方向で事務
局において研究しています。教育委員会としての具体的な対
応は、今後学校との連携を図る中で検討してまいります。

○ 平成26年度

【（ウ）行政財産使用料　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】
　要領第２条第１項第６号に該当するとして全額減免（要領第９条第１項第１号）
しているが、公益財団法人といえども民間団体であり、同協会で会場費の支払いが
定められていることから、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、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。

対応方針

報告書の頁

対応方針

【（イ）講堂の貸出】
　講堂は、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。

報告書の頁



№29
監査内容 129

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

市立高等学校

行政財産の事務処理要領を主管している資産経営課と検討
した結果、バス停は「市立高校前」となっており、バス停の
利用は当校の生徒がほとんどであり、一方、№２,８,
９,10,11は不特定多数の利用者があり、公の施設等の利用者
等の便宜のためとは理解しにくいので減免の対象とはしてい
ません。
　今後も今までと同様に対応していきます。

― 平成26年度

№30
監査内容 130

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

市立高等学校

平成17年9月1日に浜松市と交わした覚書の第３条及び第５
条の規定により、電気代金、設備の管理及び保守業務につい
ては、ＰＴＡが負担するものとしています。
　今後も今までと同様に対応していきます。

― 平成26年度

対応方針

報告書の頁

報告書の頁

【（ウ）行政財産使用料　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】
　遠州鉄道株式会社のバス停標識及びバス停上屋の設置は、要領第２条第１項第３
号になるため、半額免除している（要領第９条第２項第３号）が、要領の根拠か
ら、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。

対応方針

【（ウ）行政財産使用料　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合
は、要領第２条第１項第２号に該当するとして全額減免（要領第９条第１項第５
号）しているが、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。



№31
監査内容 130

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

市立高等学校

　平成25年度の購買業務の財務状況について提出のあった書
類により確認しています。購買業務は、学校としても無くて
はならないものであることから、今後も今までと同様に対応
していきます。

― 平成26年度

№32
監査内容 130

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

市立高等学校

契約額の妥当性について、今後、他社からも見積もりを徴
し検証してまいります。

○ 平成25年度

【（ウ）行政財産使用料　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】
　採算が合わず請ける業者がいないとのことで、平成19年度より１民間企業（株式
会社キャンパス）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。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）、無償となっている（電気代は徴収している）ため、現行契約の
あり方について、検討が必要と考える。

対応方針

【（エ）委託料】
　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
んどないが、予定価格30万円以下でも、あくまで「１者特命可」であり、他社から
の見積を何年かに１度は取るなど、現行契約額の妥当性を確認する必要がある。ま
た、多額にもかかわらず、地方自治法施行令第167条の２第１項第３号により、シル
バー人材センターと単独随契をしているが、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がある。

対応方針

報告書の頁

報告書の頁



№33
監査内容 132

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

市立高等学校

１件は平成23年度末の残金処理をしていないものであった
ので、適正な会計に平成24年9月に残金処理をしました。
他の１件は現在使用していない不用な口座であったので、

預金通帳を解約（平成25年2月）し、残額は適正な会計に雑
収入として処理しました。
　今後においては適正な会計処理をしてまいります。

◎ 平成25年度

№34
監査内容 132

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

市立高等学校

生徒への返金は、監査実施の際に発見したので、平成24年
11月に返金の処理をしました。
安全振興会からの助成金については、内容を確認して適正

な会計処理をしました。
今後は、通帳を別々にして管理し、適正な会計処理をして

まいります。
◎ 平成25年度

対応方針

【（ア）預金通帳　①学校徴収金口座】
　過去の預金利息の残高と思われる口座があったが、年度末に雑収入として受入処
理することが必要である。

報告書の頁

報告書の頁

対応方針

【（ア）預金通帳　②安全振興会・日本スポーツセンター口座】
　本来不要である要保護児童・生徒分のスポーツ振興センター掛金(1,510円)を徴収
していたため、生徒への返金が必要であったが、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。



№35
監査内容 132

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

市立高等学校

ＰＴＡ会計等で購入された図書を確認し、受け入れをする
際には寄附採納の手続きをして学校図書として適正な管理を
してまいります。

◎ 平成25年度

№36
監査内容 133

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

市立高等学校

現物の確認を行い、現状把握をし、学校において使用する
ものについては寄附採納の手続きをした後、備品台帳に登録
し適正な管理をしてまいります。

◎ 平成28年度

報告書の頁

【（イ）図書】
　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
るのは問題があるため、ＰＴＡが購入した書籍については、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。

対応方針

【（ウ）備品】
　ＰＴＡ等の備品は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。

対応方針

報告書の頁



№37
監査内容 133

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

市立高等学校

庁内の関係各課等と協議する中で、活用できるものを選択
し、適正な管理に努めます。

○ 平成26年度

№38
監査内容 133

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

市立高等学校

　県立高校の場合は、新設校には設置することにやぶさかで
はないが、既存の学校までには難色を示しているとのことを
確認しました。
　全面改修を必要とするまでは、今までと同様に対応してい
きます。 ― 平成26年度

報告書の頁

報告書の頁

対応方針

【（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、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。

対応方針

【（イ）備品】
　同窓会の負担で設置された普通教室用の空調設備は、ＰＴＡが移管を受け、電気
代・保守点検費用を毎年ＰＴＡ会計から支出している。なお、ＰＴＡ所有というこ
とから、寄附受入れ、備品登載等はされておらず、当時のＰＴＡ会長と浜松市長と
の間で交わした覚書により、毎年空調施設の設置場所については、ＰＴＡに対して
行政財産の使用許可（全額免除）を与えている。現行の取扱いに関してはいささか
無理がある。



№39
監査内容 136

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

市立高等学校

学年会計については、総額で決算書を作成し、保護者に報
告してまいります。

◎ 平成26年度

№40
監査内容 136

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

市立高等学校

　他の学年同様に平成24年度分の出納簿等を作成しました。
　今後も同様に作成してまいります。

◎ 平成25年度

対応方針

報告書の頁
【（ア）学年会計　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。

【（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。

対応方針

報告書の頁



№41
監査内容 136

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

市立高等学校

学年会計の最終残金の処理方法を定め、保護者にも報告し
ます。

◎ 平成26年度

№42
監査内容 136

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

市立高等学校

　授業で使用するものは、公費負担として支出し、部活動に
おいて使用する場合は私費負担とするなど区別してまいりま
す。

◎ 平成26年度

報告書の頁
【（ア）学年会計　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ルールがなく、保護者への報告もないた
め、生徒会会計とあわせて、決算報告において保護者への報告が必要である。

対応方針

【（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
ＰＴＡ会計から出されていたが、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。

報告書の頁

対応方針



№43
監査内容 137

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

市立高等学校

教職員の特殊勤務手当として支給できるかどうか、庁内の
関係各課と協議して教職員の特殊勤務手当のルールづくりを
検討します。

◎ 平成26年度

№44
監査内容 137

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

市立高等学校

ＰＴＡ会計等で購入された図書を確認し、受け入れをする
際には寄附採納の手続きをして学校図書として適正な管理を
します。

◎ 平成25年度

報告書の頁
【（イ）ＰＴＡ会計　③教育振興費・図書館費】
　P132,133で指摘事項としたとおりである。
※前記（イ）図書（教育総務課・教職員課）
　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
るのは問題があるため、ＰＴＡが購入した書籍については、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。

対応方針

対応方針

報告書の頁
【（イ）ＰＴＡ会計　②教育振興費・特別指導費】
　教職員が、土、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が、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。土、日曜日に係る教職員のその指導等は、
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。



№45
監査内容 137

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

市立高等学校

教職員の旅費として支給できるかどうか、庁内の関係各課
と協議して教職員の旅費支給のルールづくりを検討します。

◎ 平成26年度

№46
監査内容 137

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

市立高等学校

公費以外で設備等を設置する場合は、所定の手続きをとっ
て設備台帳に記載します。
施設等の補修などの公費・私費の区分については、他の公

立高校等の例を参考に基準作りを検討します。

◎ 平成27年度

報告書の頁
【（ウ）部活動後援費会計】
　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、公務であるため、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。

対応方針

【（エ）ＰＴＡ会計/部活動後援費会計】
　ＰＴＡ会計から暴風ネット、体育館床面工事、テニスコート人工芝張替、また、
部活動後援費会計からテニスコート人工芝張替工事代が支出されている。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
納の手続をとるなど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。また、学校の市所有の施設に対し、現場の判断のみで、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。

報告書の頁

対応方針



№47
監査内容 138

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

市立高等学校

教職員の旅費として支給できるかどうか、庁内の関係各課
と協議して教職員の旅費支給のルールづくりを検討します。

◎ 平成26年度

№48
監査内容 138

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

市立高等学校

指摘のあった、ＰＴＡ部活動後援費会計、ＰＴＡ進路指導
費会計、生徒会費会計の平成24年度決算報告は、予備費から
の支出ではなく、適切な科目からの支出としました。

◎ 平成25年度

対応方針

【（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。（ＰＴＡ部活動
後援費会計、ＰＴＡ進路指導費会計、生徒会費会計）

【（オ）進路指導費会計】
　予備校等で行われる進路指導に係る説明会等に出席する教職員の出張旅費（日当
を含む）が、進路指導費会計から支出されているが、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。

対応方針

報告書の頁

報告書の頁



№49
監査内容 138

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

市立高等学校

学年会計の決算報告は、総額による報告とし報告前には保
護者による監査を実施します。

○ 平成27年度

№50
監査内容 138

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

市立高等学校

ＰＴＡ役員による検討の結果、浜松市立高等学校の部活動
に対する経費の負担方法は、他の学校と異なるところが多
く、このため、これまでの実施方法を変更することなく、今
後もこれまで同様に実施する予定で、職員の雇用も継続して
まいります。 ― 平成26年度

【（イ）ＰＴＡ会計　①会務費・人件費】
　ＰＴＡが雇用する職員は、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。

対応方針

報告書の頁

報告書の頁

対応方針

【（ア）学年会計】
　学年会計は、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。



№51
監査内容 139

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

市立高等学校

授業で使用するものについては公費負担とします。また、
ＰＴＡによる負担について、庁内の関係各課等と協議して
ルールづくりを検討します。

○ 平成27年度

№52
監査内容 139

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

市立高等学校

授業で使用するものについては公費負担とします。また、
ＰＴＡによる負担について、庁内の関係各課等と協議して
ルールづくりを検討します。

○ 平成27年度

対応方針

報告書の頁
【（イ）ＰＴＡ会計　③教育振興費・施設整備費】
　学校施設の小規模修繕や備品、燃料費代等は、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く、上
記②同様、公費にて賄うことが望ましいと考える。

報告書の頁

対応方針

【（イ）ＰＴＡ会計　②教育振興費・運動施設費】
　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。



№53
監査内容 139

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

市立高等学校

授業で使用するものについては公費負担とします。また、
ＰＴＡによる負担について、庁内の関係各課等と協議して
ルールづくりを検討します。

○ 平成27年度

№54
監査内容 139

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

市立高等学校

進学、就職を問わず、すべての生徒が進路指導を受けてお
り、また、保護者からの負託により行っている事業でもある
ことから、年度当初に保護者の理解を得て経費の負担を受け
ているものであります。
　今後も今までと同様に対応していきます。 ― 平成26年度

報告書の頁
【（ウ）部活動後援費会計】
　部活動等活動費からテニスコート人工芝張替代が支出されているが、上記②③同
様、公費にて賄うことが望ましいと考える。

報告書の頁
【（エ）進路指導費会計】
　進路指導費は、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ので検
討する必要があると思われる。

対応方針

対応方針



№55
監査内容 140

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

市立高等学校

ＰＴＡ会費では普通教室の空調設備の更新のため、ＰＴＡ
部活動後援費では県大会・東海大会・全国大会への出場者等
が多くなったために増額したものです。教育目標に文武両道
を掲げそれに向かって邁進している生徒を支えようとするＰ
ＴＡによる十分な議論がなされ、理解をいただいているもの
であります。
　今後も今までと同様に対応していきます。

― 平成26年度

№56
監査内容 155

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

保健給食課

幼稚園給食は、合併調整方針に基づき、合併前から実施
している地区についてのみ引き続き実施してきました。幼稚
園給食については学校給食法上の対象にはなっていないた
め、現在給食を行っていない地域に給食提供を開始すること
は、給食室（センター）の施設設備上難しく、幼稚園給食の
実施について、子ども子育て支援法（認定子ども園制度等）
の動向を視野に入れ、幼児教育・保育課と協議してきまし
た。現時点において、地域ごとに実施してきた経緯や施設整
備費等から、提供方法を統一することは困難と考えます。

― 平成28年度

【（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％、ＰＴＡ部活動後
援費が18.9％それぞれ上昇している。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。

報告書の頁

対応方針

報告書の頁
【ア　幼稚園の給食】
　幼稚園の給食の実施状況が旧地域自治区で自校方式、センター方式、保護者主体
の持参弁当、弁当の外注と方法が違い、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。

対応方針



№57
監査内容 155

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

健康安全課

私会計と公会計の２種類の会計方式を、公会計に統一する
ため、制度設計やシステムの構築に向けて具体的な検討をし
ています。

〇
令和元年度

№58
監査内容 156

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

保健給食課

現在、給食費については、米飯の炊飯方式の違い等により
３通りの方法に考え方をまとめています。現状では、市内の
約90％が統一されています。こうした現状を踏まえ、価格統
一について、給食の質との兼ね合いを考慮する中で、慎重に
検討する必要があります。
検討した結果、給食提供の方法が地域によって異るため、

複数の価格体系になっており、価格統一については施設整備
等に多額の費用を要するなど、調整が極めて困難なことから
現状維持とします。
また、給食回数について、センター方式の場合は、複数の

学校に給食提供をしているため、管理運営上、学校と調整し
統一するようにしていますが、自校方式の場合は、各学校で
年間活動計画を作成しているため、活動状況なども異なり、
地域の実情も考慮していることから、多少の給食回数の差が
生じてしまうことはやむを得ないと判断しました。

― 平成28年度

対応方針

【イ　実施方法】
　給食の実施方法は、私会計である自校方式と公会計であるセンター方式に区分さ
れる。
　給食費の未納がある場合、私会計では、他の児童・生徒の保護者が負担し、公会
計では、浜松市が負担することになる。学校給食の実施者は浜松市であり、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、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。

報告書の頁

報告書の頁

対応方針

【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ている。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。



№59
監査内容 157

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

保健給食課

公益財団法人静岡県学校給食会との契約の内、特に浜松支
部との契約書について見直しを図り、給食会計事務の公平
性・透明性を確保していきます。
民間委託における食材購入における発注・検収方法につい

て契約書・仕様書を検討します。 ◎ 平成26年度

№60
監査内容 158

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

保健給食課

献立作成委員会、物資調達委員会は、市教委が主催するこ
ととします。また旅費の支給についても主催者が負担すべき
ものと考えます。

◎ 平成25年度

対応方針

【（イ）学校給食会から学校栄養職員等への委嘱】
　献立作成委員会や物資調達委員会が開催において、委員の委嘱を受けている学校
栄養職員等に対し、公益財団法人静岡県学校給食会から交通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。
　なお、献立作成委員会や学校給食物資調達委員会の主催者は、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。

対応方針

報告書の頁
【（ア）学校給食会との契約】
　集金した各学校の給食費の管理を学校給食会に全権委任しているが、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ため、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。

報告書の頁



№61
監査内容 158

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

保健給食課

県下の学校が全て共通で使用しているソフトで、成分・栄
養価の改訂等にも対応しており、直営校・委託校の区別無く
使用しています。
学校給食会から、貸与している献立ソフトは支障なく活用

されています。市独自のソフト開発は、検討の結果、費用対
効果の面で現段階では早急な対応を必要とするものではない
と判断しました。

― 平成26年度

№62
監査内容 159

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

保健給食課

幼稚園給食分についても、契約の締結を行うよう公益財
団法人静岡県学校給食会に働きかけてまいります。なお、幼
稚園業務については、幼児教育・保育課に移管されたため、
協議が必要と考えています。

○ 平成28年度

【（イ）幼稚園と学校給食会との契約】
　どこも学校給食会から食材購入を実施しているが、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。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、類似した契約を締結すること
が望ましい。

対応方針

【（ア）献立作成ソフト】
　学校給食の標準献立作成は、公益財団法人静岡県学校給食会所有の栄養管理ソフ
トを使用している。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
ると予想されるため、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。

報告書の頁

報告書の頁

対応方針



№63
監査内容 163

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

保健給食課

帰国した外国人、行方不明者等については債権放棄の基準
を作成し、不納欠損処理を行ってまいります。

◎ 平成29年度

№64
監査内容 163

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

保健給食課

差し戻し分については例外的な対応であり、教育的配慮を
伴うものであると認識しています。
困難案件については、学校・市教委は収納対策課の協力を

得る中で対応しています。

― 平成26年度

報告書の頁

対応方針

【（ア）収納対策課から保健給食課及び学校への差し戻し分】
　収納対策課から保健給食課・学校への差し戻し分が発生しているが、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。

対応方針

【住所不明者への対応】
　「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。

報告書の頁



№65
監査内容 164

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

保健給食課

移管分の基準については、個々の案件ごとに判断する必要
があるため、収納対策課とその都度協議するとしていること
から、未納対応マニュアルは現状のとおりとします。

― 平成27年度

№66
監査内容 164

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

保健給食課

食材発注における委託者と受託者の役割分担については、
契約書において疑義を生じないような記載方法を含め検討し
ます。

○ 平成26年度

対応方針

報告書の頁
【ア　業務委託契約】
　浜松市と受託業者との学校給食調理業務に関する「業務委託契約書」において
「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。」となっているが、旧浜松市の学校は、原則的に学校栄養職員が食材業者に発
注している。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
記すること望ましい。

【（イ）保健給食課から収納対策課への移管】
　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。

報告書の頁

対応方針



№67
監査内容 165

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

保健給食課

適正な業務の遂行が出来ないと考えられるものは最低制限
価格を設定し排除しています。
落札率が低いものについては、入札参加業者数が徐々に増

えてきたことにより、業者間の競争が激化したためと考えら
れます。 ― 平成26年度

№68
監査内容 165

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

保健給食課

欠食における給食費の返金については、児童生徒に不利益
が生じないよう、５日前までに連絡があった場合は返金対象
としています。
給食費の返金と食材発注変更のタイミングを検討した結

果、現対応で問題がないと判断しました。 ― 平成26年度

対応方針

対応方針

【欠食による給食費の返金】
　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。

報告書の頁

報告書の頁

【イ　落札率】
　学校給食調理業務委託の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。



№69
監査内容 170

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

教育総務課

使用車両について、公用車を使用する地域においては、経
年劣化等に伴う更新時期に合わせてリース車両への切替等を
行うことで、適正な車両規模かつ経費の節減を図っていきま
す。

○ 平成26年度

№70
監査内容 170

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

教育総務課

公平な行政運営を確保する観点で、平成25年度は保護者負
担金の内容や通園バスのあり方等について、市費負担を無く
す等の方向で在園児の保護者と調整を進め、平成26年度から
改善を図ります。
園児を対象とした通園バスのあり方については、子ども・

子育て支援新制度に伴う市立幼稚園再編も踏まえ、継続して
検討してまいります。

○ 平成26年度

対応方針

【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各地域でまちまちであり、それに
応じて経費負担も異なるため、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。20％が市費で投入されている。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。

報告書の頁

対応方針

報告書の頁



№71
監査内容 179

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

教育総務課

所得についての説明を申込書に記載することとし、又、申
込書に所得額が正しく記載されているかどうかに疑義を生じ
るものについては、内容の照会を行うこととしました。

◎ 平成25年度

№72
監査内容 181

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

教育総務課

市は、保護者からの申出に対して一定の審査基準をもとに
支給決定しています。公平な視点に基づく判定であるため、
制度整備は不要と考えます。

― 平成26年度

対応方針

【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】
　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」を記入したため、本来支給されるべき就学援助費が不支給
となった事例が7件も存在することが判明した（平成23年度分）。
　⇒不支給となることは子どもの福祉を著しく阻害するものであり、決して許され
ない。⇒記載例に「所得」の説明を全く加えておらず、あまりにも配慮を欠くもの
と言わざるを得ない。⇒誤って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。⇒「所得」の意味について正しく認識・理解さ
せることが不可欠である。⇒各学校に対して「所得」の意味について注意喚起を徹
底しなければならない。⇒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。
⇒保護者に対し正しい「所得」額を反映したものか否かを全件で照会するべきであ
る。
　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。

報告書の頁

報告書の頁

【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】
　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。

対応方針



№73
監査内容 188

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

教育総務課

平成25年3月に様式の改訂に伴う施行規則の改正を行いま
した。
連帯保証人の取扱いは基本的な考えであり、貸与者の状況

に応じて柔軟な運用を行います。

◎ 平成25年度

№74
監査内容 188

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

教育総務課

奨学金償還誓約書に借用申請書と異なる連帯保証人の署名
がなされた時は、奨学生へ変更希望の有無を確認し、「連帯
保証人変更承認申請書」の提出を求めます。

◎ 平成26年度

対応方針

【（イ）連帯保証人の変更】
　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。

対応方針

報告書の頁

報告書の頁

【（ア）施行規則の改正】
　奨学金貸与申請書等の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
同規則の改正を怠っているので、改正手続をするべきである。
　様式の改訂は、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にし、債権の保全措置として優れている
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。



№75
監査内容 188

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

教育総務課

償還誓約書の提出がない状態でも収入調定を行うこととし
ました。

◎ 平成26年度

№76
監査内容 189

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

教育総務課

奨学金の貸与申請において、親権者については両親の所得
証明書、納税(課税)証明書の提出が必要であることから、借
用申請書の署名が父母いずれかであっても、これをもって同
意されたものとみなしておりましたが、親権者（両親）の同
意の意思をより明確に確認するための方法について検討し、
見直しを図ってまいります。

◎ 平成27年度

報告書の頁

報告書の頁

対応方針

【（エ）親権者の同意】
　奨学金借用誓約書に、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。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、その旨明示すべきであり、親権の場合、父母共同親権（民法第818条）が原
則であることも明確にすべきである。

対応方針

【（ウ）償還金の調定】
　奨学金の償還開始を迎えたにもかかわらず奨学金償還誓約書の提出がないとのこ
とで調定を行わないような取り扱いは、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、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。



№77
監査内容 195

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

学校施設課
資産経営課

平成24年8月に新たに策定された学校借地解消を含む市の
全体計画である「借地適正化計画」に基づき、学校借地解消
に取り組んでまいります。「借地適正化計画」の趣旨は借地
の解消及び借地料の見直しです。

○ 平成25年度

№78
監査内容 196

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

学校施設課
資産経営課

借地適正化計画に基づき、借地料の見直し交渉を進めま
す。

○ 平成25年度

【（ア）借地解消事業及び借地解消計画の検討】
　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
とは言い難く、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。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。

報告書の頁

報告書の頁

対応方針

【（イ）適正な借地料の支払い】
　借地解消事業が速やかに達成される見込みは低く学校施設の借地部分は長期にわ
たって残るため、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。

対応方針



№79
監査内容 196

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

資産経営課
学校施設課

借地適正化計画（平成24年度～平成26年度）を策定し、全
庁的に借地適正化に取り組みました。学校借地の購入交渉に
ついては、計画の所管課である資産経営課の専門グループが
重点的に取り組む学校施設を選定し、直接購入交渉を行い成
果を上げました。平成27年度からは、借地適正化計画で培っ
た交渉手法を継承し、購入交渉をする対象学校施設の優先順
位の見直しを不断にしつつ、アセットマネジメント推進課
（平成27年7月から資産経営課より名称変更）と学校施設課
で協力し交渉を継続してまいります。

○ 平成28年度

№80
監査内容 200

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

学校施設課

浜松市の公共施設廃止計画に挙がっている教職員住宅につ
いては、規則を廃止します。全国で２番目に広い市域でへき
地の区域を抱えた本市では、教職員住宅は必要ではあります
が、無用な管理費用が生じないよう検討をしていきます。

○ 平成25年度

【（ウ）交渉方法について】
　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。

対応方針

対応方針

【（ア）空住宅廃止の検討】
　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。

報告書の頁

報告書の頁



№81
監査内容 200

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

学校施設課

敷金は預かり金的性格を有する一時金であり、入居者が教
職員住宅を滅失又は毀損した場合は教職員住宅管理規則によ
り入居者に損害賠償もさせる規定を設けていることから敷金
を徴収することは考えていません。

― 平成26年度

№82
監査内容 204

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

教職員課

契約金額の相当性について、他社からも見積もりを徴し検
証します。

○ 平成25年度

対応方針

報告書の頁

報告書の頁

対応方針

【（イ）敷金】
　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。

【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高額であり、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検証することが望ましい。



№83
監査内容 204

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

教職員課

実際の学校現場において、教職員が受託者に直接指揮命令
することがないように、学校に対し指導徹底を図ってきまし
た。一方、受託者には本業務は教育の一環であることを認識
させ、法令等を遵守のうえ、業務を履行するよう指導してき
ました。今後も引き続きこの点について指導を徹底します。 ○ 平成25年度

№84
監査内容 211

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

指導課

意見内容について、通知、研修会、学校訪問や「ＡＬＴ活
動計画書」の点検等を通じて、法令違反行為が生じないよう
に指導することとしました。

○ 平成25年度

報告書の頁

報告書の頁

【イ　業務内容の実態の検証】
　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。

対応方針

【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】
　学校現場において、ＡＬＴに対する直接的な指揮・命令行為（偽装請負）等、法
令違反行為が生じないよう、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「ＡＬ
Ｔ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。

対応方針



№85
監査内容 218

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

保健給食課

保護者への支給漏れがあったことは、あってはならないこ
とであり、直ちにその原因を確認し再発防止策を検討しま
す。また、他に支給もれの無い事も確認しました。
該当校に対し、支給状況の調査を実施、支給漏れのあった

保護者への支払いを直ちに行うよう指示し、支給を行ったこ
とを確認しました。
その他の学校においても、支給状況の調査を実施し、適切

に支給が行われていることを確認しました。
今後は、定期的に支払状況調査を実施し、確認を行いま

す。

◎ 平成25年度

№86
監査内容 219

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

保健給食課

支給漏れを防ぐうえでも、保護者からの領収印を受領する
ことは必要であると考えます。
その際には、個別の領収書を用意し、署名押印を受けるこ

ととします。

○ 平成26年度

報告書の頁

報告書の頁

対応方針

【共済見舞金の支給漏れについて】
　浜松市から校長名義の専用口座への共済見舞金の送金が完了していたにもかかわ
らず、保護者に交付されないまま、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。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。
　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。

対応方針

【（ア）共済見舞金等の支給時の受領確認の方法について】
　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の捺印や署名・
捺印を求める、さらに、②保護者の署名（自署）を求めずに、三文判さえあれば容
易に受領の体裁を作出できる捺印のみで済ませる取扱が見られた。
　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。



№87
監査内容 220

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

保健給食課

共済事業基金については、万が一の事態に対処できること
を前提に、過大な基金とならないように適正規模であること
が必要と考えます。

○ 平成26年度

№88
監査内容 220

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

保健給食課

共済会費の設定については、収入と支出の均衡について検
証を行い、適切な共済会費の設定に努めます。

○ 平成26年度

【（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　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、高額給付の重複により共済見舞金の給付財源が不
足する可能性が高かったが、死亡見舞金（200万円）に限定された新制度となったこ
とで、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。

対応方針

対応方針

報告書の頁

報告書の頁
【（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　②共
済会費の設定について】
　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、共済会費の
半額が市費で補填されるため、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。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。


