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平成 30年度定期（部局・施設）監査結果報告書 

 

第１ 定期監査の対象部局・施設 

※の部局または課は（ ）内の担当部長、担当課長等の所掌事務を含む 

１ 部局監査の対象部局 

(１) 政策経営部 

企画課※（施設計画担当課長、公民連携推進担当課長、 

「わたしらしく、暮らせるまち。」推進室長、 

セーフコミュニティ推進室長、多文化共生推進担当課長）、財政課、 

行政経営課、区長室※（国際アート・カルチャー都市推進担当室長）、 

広報課※（区史編さん担当課長）、区民相談課、情報管理課 

(２) 総務部※（危機管理監、施設整備担当部長） 

総務課、人事課※（人材育成担当課長）、契約課、防災危機管理課※ 

（危機管理担当課長、治安対策担当課長）、財産運用課、施設整備課、 

庁舎運営課、男女平等推進センター 

(３) 区民部 

区民活動推進課、地域区民ひろば課、総合窓口課、税務課※ 

（収納推進担当課長）、国民健康保険課、高齢者医療年金課、 

東部区民事務所、西部区民事務所 

(４) 文化商工部※（国際文化プロジェクト推進担当部長） 

生活産業課、文化デザイン課※（東アジア文化都市推進担当課長、 

劇場運営担当課長、Ｈａｒｅｚａ池袋調整担当課長）、文化観光課※ 

（マンガ・アニメ活用担当課長）、学習・スポーツ課※ 

（東京オリンピック・パラリンピック連携担当課長）、図書館課 

(５) 環境清掃部 

環境政策課、環境保全課、ごみ減量推進課、豊島清掃事務所 

(６) 保健福祉部※（池袋保健所、健康担当部長） 

福祉総務課※（自立促進担当課長）、高齢者福祉課、障害福祉課※ 

（障害福祉サービス担当課長）、生活福祉課、西部生活福祉課、 

介護保険課※（介護保険特命担当課長）、地域保健課、生活衛生課、 

健康推進課、長崎健康相談所 

(７) 子ども家庭部 

子ども若者課、子育て支援課※（児童相談所設置準備担当課長）、 

保育課※（保育政策担当課長） 

(８) 都市整備部※（地域まちづくり担当部長、土木担当部長） 

都市計画課※（再開発担当課長、交通・基盤担当課長）、 
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地域まちづくり課※（沿道まちづくり担当課長）、 

住宅課※（マンション担当課長）、建築課※（建築審査担当課長）、 

土木管理課、道路整備課、公園緑地課※（公園計画特命担当課長） 

(９) 会計管理室 

会計課 

(１０) 教育委員会事務局・教育部 

庶務課、学務課、放課後対策課、学校施設課、指導課、教育センター 

(１１) 選挙管理委員会事務局 

(１２) 監査委員事務局 

(１３) 区議会事務局 

議会総務課 

 

２ 施設監査の対象施設 

(１) 区民部地域区民ひろば課（区民ひろば(４施設）） 

区民ひろば清和第一・第二、区民ひろば南大塚、区民ひろば朝日、 

区民ひろば目白 

(２) 子ども家庭部保育課（保育園(５施設）） 

巣鴨第一保育園、東池袋第一保育園、池袋第一保育園、目白第一保育園、

目白第二保育園 

(３) 教育委員会事務局教育部（小学校(５校)・中学校(１校)・ 

子どもスキップ(５施設)） 

清和小学校、巣鴨小学校、朝日小学校、目白小学校、長崎小学校、 

駒込中学校 

子どもスキップ清和、子どもスキップ巣鴨、子どもスキップ朝日、 

子どもスキップ目白、子どもスキップ長崎 

 

 

第２ 監査実施期間 

１ 部局監査 

平成 30年 4月 13日（金）から 8月 6日（月）まで 

 

２ 施設監査 

平成 30年 6月 5日（火）から 6月 15日（金）まで 
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第３ 監査の観点 

原則として平成 29年度の財務に関する事務の執行及び施設の管理状況等につい

て、平成 30年度監査計画に基づき実施した。 

 

 

第４ 監査の方法 

１ 部局監査 

部局監査をより効率的かつ効果的に進めるために、監査委員事務局職員に

よる事務監査を先行して実施し、事務監査の結果を踏まえて監査委員監査を

実施した。 

事務監査（4 月 13 日～7 月 5 日）では、主として庶務関係、予算の執行、

収入、支出、契約、現金及び有価証券の出納保管の事務について、関係書類及

び帳簿等を調査し、担当職員から説明の聴取を行った。 

監査委員監査（7 月 11 日～8 月 6 日）においては、事務監査の結果を踏ま

え、提出された監査資料に基づく各所管課長からの説明を受け、決算数値の確

認、事業の有効性、効率性等の観点を中心に質疑応答による監査を実施した。 

また、各部局の監査実施の際、当該部局長から「部の組織と分掌事務」及び

「部の主要課題と対応状況」についての説明を聴取した。 

 

２ 施設監査 

今年度対象施設において視察を行った。その後、予め提出を求めた監査資

料に基づき、監査委員が各施設長より概要説明を聴取し、質疑応答による監査

を実施した。 

学校においては監査委員監査と同時に、他施設については別に事務監査日

を設定し、監査委員事務局職員が、主として現金管理及び施設管理の事務につ

いて、関係書類及び帳簿等を調査し、担当職員から説明の聴取を行った。 

 

 

第５ 監査結果の基準 

地方自治法第 199条第 9項の規定による監査の結果は、「監査結果における指摘

事項等の基準（平成 29年 1月 16日豊島区監査委員協議会決定）」に定める以下の

区分をもって述べることとする。 

１ 指摘事項 

（１）法令の規定に違反する執行状況にあるもののうち、その内容が重大と認 

められる事項 

（２）不適正な執行状況にあり、その結果が区の事務事業に著しい支障をきた 
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すと認められる事項または区政に対する不信を招くおそれがあると認めら 

れる事項 

（３）過去に指摘事項または指導事項としたもののうち、必要な改善措置がな 

されていないと認められる事項（特別な事情があると認められるものを除 

く。） 

 （４）その他是正、改善または再発防止に向け取り上げるべき重大な事項 

 

２ 指導事項 

（１）法令等の規定に違反する執行状況その他不適正な執行状況にあるが、そ 

の内容または結果から指摘事項とするに至らないと認められる事項（軽微 

な誤謬等によるもので、他に影響が少ないと認められるものを除く。） 

（２）その他是正、改善または再発防止に向け取り上げるべき事項 

 

 

なお、監査の結果には、地方自治法第 199条第 10項の規定により、当該普

通地方公共団体の組織及び運営の合理化に資するために、監査委員の意見・

要望を添えている。 
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第６ 監査の結果 

１ 指摘事項 

 

（１）主管課契約における分割契約について 

 区では豊島区契約事務規則第３条の２第１項第３号において、予定価格が 

50 万円以下の契約については、主管課で契約を行うことが定められている。 

また、豊島区随意契約ガイドラインでは、「第４ 政令第 167条の 2第 1項各 

号の解釈、運用」（1）の⑤で、「予定価格が 50万円を超える契約は契約課で 

処理するもので、１件の契約を分割して当該課において処理することは規則 

違反の違法行為となり、厳に禁止する。」としている。 

以下の３点の主管課契約については、契約内容が一連のものであり、複数件

に分割して契約することについての合理的理由が認められないにもかかわら

ず分割契約したものであり、上記の規定に違反する不適正な契約事務処理で

ある。 

   ① 総務課では、豊島区功労者表彰の記念品の購入及び加工委託について、

契約業者と契約年月日が同一にもかかわらず、分割して契約を締結して

いた。 

（総務課） 

 

   ② 環境保全課では、ガム取り機本体、予備バッテリー及びバッテリーチャ

ージャーの購入について、同一の契約業者と契約期日が近接した複数の

契約を締結していた。 

（環境保全課） 

 

      ③ 学校施設課では、池袋中学校グラウンド南門前敷地の給水及び排水設

備の修繕について、契約業者と契約年月日が同一にもかかわらず、分割し

て契約を締結していた。 

（学校施設課） 

 

（２）契約の仕様どおりでない履行に対する委託料の支出について 

契約内容の適正な履行を確保する手段として、各課における契約履行に関

する検査について豊島区契約事務規則第 58条により、課長はその所属職員を

して検査をさせることができるとしている。また、検査に合格することで契約

目的が達成され、対価の支払いが行われる。 

区民活動推進課では、南池袋斎場のエレベーター保守委託に関して、委託契

約の仕様書では、毎月受託業者が技術員を派遣し点検することと定めていた。
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しかし、受託業者は、仕様書に記載されている「毎月技術員を派遣し」の記述

を長期にわたって確認しておらず、平成 26 年度から平成 29 年度までの４年

間の合計で 22回は、技術員を派遣しない社内からの通信回線を通じた遠隔操

作による点検が行われていた。 

また、区民活動推進課は、毎年度締結している契約の仕様内容を確認せず契

約関係書類を作成していた。 

エレベーターの保守点検そのものは、年４回程度は技術員による点検及び

それ以外の月は遠隔操作による点検が実施され、国土交通省の標準仕様書に

よる点検はなされていたものの、監督員・検査員は、作業報告書等を基に作業

内容を契約の仕様書と照らし合わせ確認、検査を実施すべきところ、遠隔操作

による点検時においても、検査結果は合格として委託料が支払われていた。 

本件は、平成 30年度契約の締結準備の際に、所管課自身が気づいたもので

あり、既に支払われた委託料のうち、技術員による点検未実施であった分につ

いては、仕様書に基づく契約内容の一部不履行分として受託業者に求償し、既

に納付されている。 

契約の仕様内容が契約者双方で確認されていなかったこと及び、監督員・検

査員が長期間にわたり、仕様書と照らし合わせた監督・検査を実施してこなか

ったことにより、契約の仕様書どおりでない履行に対して委託料が支出され

てきたことは、豊島区契約事務規則に違反する極めて不適正な事務処理であ

る。 

（区民活動推進課） 

 

（３）廃棄物処理に関する許可を持たない業者への委託について 

   廃棄物の処理を委託する場合は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律 」

（昭和四十五年法律第百三十七号）に基づき廃棄物処理業の許可を受けた事

業者と契約しなければならない。 

文化デザイン課では、平成 28年度の主管課契約により契約した「アートス

テーションＺ内廃棄物処理委託」において、仕様書では「受託者は、本契約の

履行にあたって、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等に基づき、確実かつ適

正に処理する」としており、関係法令の順守を求めていたにもかかわらず、産

業廃棄物処理業の許可及び一般廃棄物処理業の許可等、廃棄物処理に関する

許可を持たない事業者を相手方として契約が行われていた。法令に違反する

極めて不適正な行為である。 

（文化デザイン課） 
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（４）収支命令者による支出命令のない支出について 

物品の購入や委託契約等、対価に対して経費を支出する場合、豊島区会計事

務規則第５条第１項において「課に属する収入の通知及び支出の命令に関す

る事務は、課長に委任する。」と規定されている。また、豊島区文書取扱規程

第 12条第１項においては「すべての事案は、当該事案に係る決定案を記載し

た文書等により処理しなければならない。」とされている。 

都市計画課においては「地方公共交通バス池 07系統乗降客数調査業務委託」

に係る経費の支出について、本来文書管理システムにより支払に関する決定

案文書を作成し、課長の決定を受けたうえで、会計課へ印刷した支払書類を提

出すべきところ、その決定案文書が作成されておらず、収支命令者である課長

の決定を受けないまま、支払書類が会計課へ提出され執行処理された。 

また、この支払書類については、豊島区会計事務規則第 12条第 2項の規定

により、各課の審査出納員が書類の内容を審査した後、会計課へ提出すべきも

のであるが、支出決定がないにもかかわらず課内において審査が完了したこ

とは、豊島区会計事務規則及び豊島区文書取扱規程に違反する不適正な事務

処理である。 

（都市計画課） 

 

（５）日本スポーツ振興センター災害共済給付金に係る不適正な事務処理につい

て 

児童が校内で怪我をして医療機関を受診した場合、保護者が医療機関発行

の「医療費等の状況」を添付のうえ、学校を通じて日本スポーツ振興センター

へ災害共済給付金申請をすることで、医療費総額の４割分（自己負担分３割分

に「療養に伴って要する費用」１割分加えた額。ただし、豊島区子どもの医療

費助成等を受けたときは１割分のみ）が保護者へ給付される。 

なお、災害給付制度の掛金は、全額区が負担している。 

巣鴨小学校においては、保護者より複数月分の「医療費等の状況」を提出し

た申出に対し、１ヶ月分の「医療費等の状況」については確認が取れなかった。

確認できなかった分については、日本スポーツ振興センターへの申請が不可

能であるため、学校長が私費により災害共済給付金相当額を保護者へ支払っ

ていた。  

本来、定められた制度に従い対応しなければならないところを私費で支払

ったことは、不適正な事務処理である。 

（学務課、巣鴨小学校） 
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（６）複数年にわたる不適正な事務処理について 

   次の課においては、これまで複数年にわたり同一事項に対して指導を行っ

ているにもかかわらず、依然として改善が図られていない。 

 

① 豊島区随意契約ガイドラインに基づく規定の見積数を徴していない契約

がある。 

（指導課） 

   

  ② 業務委託契約の適正な履行を確保するため、監督員の設置が義務付けら

れているところ、監督員を指定していない契約がある。 

（区民活動推進課、ごみ減量推進課、生活福祉課、指導課） 

 

２ 指導事項 

 

（１）契約処理に関する事項 

① 主管課において処理する契約：見積書徴取 

豊島区契約事務規則第３条の２では、次の各号に該当する場合は、契約事務

分掌の特例として、主管課において契約するものとしている。 

ア）相手方が国・地方公共団体、及び営利を目的としないことが明らかでか

つ競争相手がない個人又は団体であって、予定価格がそれぞれ定めた上

限金額未満の業務委託契約である場合 

イ）契約の内容が飲食物の調達、電気、ガス、水道等の供給など定めた要件

に該当する場合 

ウ）契約の内容が物品の買い入れや修繕、業務委託などでかつ予定価格が

50万円以下（物件の借上げは 40万円以下）の場合 

 

また、主管課で処理する契約のうち、随意契約における見積書の徴取者数に 

ついては、同規則第 40条において、なるべく２者以上から見積書を徴さねば

ならないとし、さらに、豊島区随意契約ガイドライン（以下「ガイドライン」

という。）により、予定価格が５万円以上 30 万円未満のときは２者以上、30

万円以上 50万円以下のときは３者以上、50 万円超は４者以上から徴取するも

のと定めている。 

 

見積書徴取について、これら要件を満たしているかを確認した結果、規定の

見積数を徴していない契約があることが判明したので是正されたい。 

（行政経営課、国民健康保険課、文化デザイン課、図書館課、
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ごみ減量推進課、高齢者福祉課、子育て支援課(西部子ども家庭支援セン

ター)、都市計画課） 

 

また、規定の見積数を徴取したにもかかわらず、見積業者の辞退等の理由に

より数に不足が生じたものがあり、このような場合においても改めて規定の

見積数を徴取されたい。 

（教育センター） 

 

なお、以下に示す課は、前年度に引き続く指導である。すみやかにかつ確実

に是正されるよう重ねて申し添える。 

（庁舎運営課、学務課） 

 

② 主管課において処理する契約：業者指定 

主管課が処理する契約（50 万円以下（物件の借上げは 40 万円以下））にお

いて、随意契約により業者を指定する際、ガイドラインでは「第３ 見積書の

徴取」の（３）で、「契約の性質又は目的により契約の相手方が特定されると

き」など、その要件を述べているが、併せて「原則として価格の妥当性を証す

る資料（積算資料、類似契約資料等）を添付するものとする」ことにより、見

積書の徴取者数を１者まで減ずることができるとしている。 

主管課契約案件のうち随意契約について確認したところ、見積書徴取者数

が１者のみの契約で、有効な資料添付または業者を指定するに足る理由が、起

案本文に記載されていない案件が見受けられた。契約においては、競争による

最適価格の追及が原則であることを踏まえ、業者指定の際には、指定業者及び

予定価格が有効かつ効率的である具体的な理由を、財務会計システムだけで

はなく起案文書にも明記されたい。 

（防災危機管理課、学習・スポーツ課、ごみ減量推進課、障害福祉課、住

宅課、土木管理課、公園緑地課、学務課、指導課、目白小学校） 

 

なお、以下に示す課は、前年度に引き続く指導である。すみやかにかつ確実

に是正されるよう重ねて申し添える。 

（地域区民ひろば課、会計課） 

 

③  業務委託契約の監督員による適正な履行の確保 

業務委託契約の適正な履行を確保するため、平成 26年 7月 31日 26豊総契

発第 1163号により、契約課から業務委託契約における監督・検査実施マニュ

アル及び「業務委託契約の監督員による適正な履行の確保について」が通知さ
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れ、監督員の設置が義務付けられたが、多くの課で監督員を指定せず契約を行

っていた。 

（企画課、財政課、行政経営課、人事課、契約課、環境保全課、障害福祉

課(心身障害者福祉センター)、生活衛生課、長崎健康相談所、子ども若

者課、子育て支援課、住宅課、会計課）  

 

なお、以下に示す課は、前年度に引き続く指導である。すみやかにかつ確実

に是正されるよう重ねて申し添える。 

（防災危機管理課、庁舎運営課、地域区民ひろば課、国民健康保険課、学

習・スポーツ課、豊島清掃事務所、障害福祉課、都市計画課、土木管理

課、学務課、選挙管理委員会事務局、議会総務課） 

 

また、以下に示す課は、監督員は指定されていたものの、受託者へ監督員を

通知していなかった。 

（総務課、施設整備課、高齢者医療年金課、文化デザイン課、文化観光課、

西部生活福祉課、子育て支援課(西部子ども家庭支援センター)、保育課、

公園緑地課、庶務課、放課後対策課、学校施設課） 

 

④  主管課検査員と監督員の重複について 

監督員を設置することにより、検査体制の強化を図る趣旨から豊島区契約

事務規則第 66条（兼職制限）では「監督員又は検査員は、特別の必要がある

場合は除き、相互にこれを兼ねることができない。」と定めているが、以下に

示す課は、主管課検査員と監督員が同一人であった。 

（防災危機管理課、財産運用課、国民健康保険課、生活産業課、福祉総務

課、生活衛生課、子育て支援課） 

 

なお、以下に示す課は、前年度に引き続く指導である。すみやかにかつ確実

に是正されるよう重ねて申し添える。 

（総合窓口課） 

 

（２）会計処理に関する事項 

① 歳入関係事務 

ア）起案文書 

  調定起案文書には、「歳入事務の手引き」により、件名、調定金額、歳

入年度、歳入科目、納入義務者の住所・氏名、納付期限、徴収の根拠法令、

処理方法などが必要記載事項とされている。しかし、調定起案本文に何ら
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記載のないもの、あるいは必要事項の一部のみが記載されているもの等、

調定起案本文として、決裁者の決定を受けるに足る内容を示していないも

のが見受けられた。 

（文化観光課、地域保健課、放課後対策課） 

 

   イ）調定時期 

  歳入の調定にあたっては、豊島区会計事務規則第 21条により、「徴収す

べき歳入の金額が確定したときは直ちに当該歳入について調定しなけれ

ばならない。」とされているが、金額確定後、長期間において調定を実施

していなかった。 

（子育て支援課(東部子ども家庭支援センター)、都市計画課、土木管

理課） 

 

また、事前に金額が確定しているにもかかわらず、収入した後の調定

（事後調定）がおこなわれていた。 

（生活産業課、生活福祉課） 

 

   ウ）年度内調定 

     歳入の調定額通知書を当該年度内に発行すべきところ、翌年度の４月

以降の日付で処理していた。調定起案文書及び決定の日付は、年度内で処

理すべきである。（不納欠損額通知についても同様である。） 

（東部区民事務所、生活福祉課、子育て支援課(東部子ども家庭支援セ

ンター)、保育課、土木管理課) 

                          

エ）会計管理者に対する通知 

  歳入の調定にあたっては、豊島区会計事務規則第 22条により「直ちに

会計管理者に通知しなければならない。」とされ、「ただし、同一の科目に

属する歳入で日々調定するものについては、毎月分を取りまとめ、翌月５

日までに通知させることができる。」とされているが、翌月の５日を超え

た日付で調定していた。 

（地域区民ひろば課、ごみ減量推進課） 

 

オ）納期限 

  納入通知書で通知する場合の納期限については、豊島区会計事務規則

第 25条第 3項により、法令その他の定めがある場合を除くほか、調定の

日から、20日以内で適宜の納期限を定めるものとされている。 
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しかし、法令その他の定めがないにもかかわらず、調定の日から 20 日

を超える日を納期限として定めていた。 

また、分納においては適宜の納期限を定めるべきであるが、分納する全

ての納期限について年度末の日付が指定されていた。 

（生活産業課、図書館課、ごみ減量推進課、庶務課） 

 

なお、以下に示す課は、前年度に引き続く指導である。すみやかにかつ

確実に是正されるよう重ねて申し添える。 

 （財産運用課、住宅課） 

 

カ）収納金日報 

  豊島区会計事務規則第 29 条第 2 項により、金銭出納員は、歳入金を収

納したときは、収納金日報を作成し、歳入徴収者に報告しなければならな

いとされている。しかし、本来備えるべき収納金日報が作成されていなか

った。 

（庁舎運営課、地域区民ひろば課(区民ひろば南大塚)） 

 

キ）税外収入徴収簿 

豊島区会計事務規則第 103条により、収支命令者は、歳入簿や歳出予算

差引簿など、必要な帳簿を備えて整理しなければならないとされている。

分担金、使用料、加入金、手数料及び過料、その他普通地方公共団体の歳

入である税外収入については、税外収入徴収簿の備えが必要である。しか

し本来備えるべき税外収入徴収簿が作成されていなかった。 

（防災危機管理課、福祉総務課、地域保健課、住宅課、土木管理課） 

 

なお、以下に示す課は、前年度に引き続く指導である。すみやかにかつ

確実に是正されるよう重ねて申し添える。 

（税務課） 

 

また、以下に示す課は、一部の税外収入について税外収入徴収簿が作

成されていなかった。 

（総務課、学習・スポーツ課、公園緑地課） 

 

ク）現金出納簿（金銭出納員用） 

豊島区会計事務規則第 104条により、金銭出納員は、現金出納簿を備え

て現金の出納を整理しなければならないとされている。しかし、本来備 
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えるべき現金出納簿（金銭出納員用）を作成していなかった。       

（防災危機管理課、庁舎運営課、区民活動推進課、地域区民ひろば課

(区民ひろば清和第一・第二)、文化デザイン課） 

 

予算科目の「目」ごとに一つの現金出納簿を作成しなければならいない

が、異なる３つの「目」が一つの現金出納簿に一緒に記載されていた。 

（税務課） 

 

② 歳出関係事務 

ア）補助金 

非常通報装置（学校 110番）の設置経費について、「豊島区私立保育所

設置経費等補助要綱」に基づき認可保育所設置・運営法人より補助金交

付申請を受けたが、申請書日付が年度末の平成 30年 3月 30日であった。

また、補助金交付法人から徴収した事業実績報告書については、全て日

付が記載されていなかった。 

（保育課） 

 

「豊島区生ごみ処理機購入費助成金交付要綱」に基づく助成金の請求

にあたり必要な領収書の一部に、代表者名の無記入や販売店の押印漏れ

など、要綱に定められた助成金請求要件に合致しない状況であったにも

かかわらず、助成金を交付していた。 

また、インターネット購入においては支払方法が「代引き」だったた

め、領収書は運送会社が発行したものだった。その領収書には品名等の

明記がなく、購入品の保証書に記載の品名や購入者名等との関係性が不

明な状況であった。今後、購入方法として多用される可能性のあるイン

ターネット購入など、代引き支払いへの対応も併せて検討されたい。 

（ごみ減量推進課） 

 

   イ）負担金 

     「としま国際アート・カルチャーフォーラム」の実施に関する負担金に

ついて、としま文化フォーラム実行委員会の事務局次長への委任状では

「負担金受領のみ」が委任されていたが、「請求書」、「負担金拠出願」、「負

担金清算書」についても権限受任していない事務局次長名で提出されてい

た。 

                               （区長室） 
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（３）庶務事務に関する事項 

① 郵券等金券管理 

ア）郵券等受払簿の訂正処理について、訂正後の押印漏れが散見された。 

また、上書きによる訂正など、不適切な処理が行われていた。二重線に

よる抹消後、訂正印を押印する訂正方法により処理されたい。 

（男女平等推進センター、総合窓口課、西部区民事務所、環境政策課、

環境保全課、ごみ減量推進課、福祉総務課、介護保険課、健康推進

課、子育て支援課、子育て支援課(東部子ども家庭支援センター)、

土木管理課、学校施設課） 

 

なお、以下に示す課は、前年度に引き続く指導である。すみやかにかつ

確実に是正されるよう重ねて申し添える。 

（文化デザイン課、長崎健康相談所） 

 

イ）郵券受払簿において、鉛筆による記載が見受けられた。文書の改ざんが

容易にできないよう、適正に処理されたい。 

（区民活動推進課、総合窓口課、豊島清掃事務所、福祉総務課、生活

福祉課、土木管理課） 

 

 ウ）金券類（レターパック）の管理について、受払簿と残枚数を確認したと

ころ、146枚（74,460円）分、受払簿への記載が漏れていた。適正に処理

されたい。 

（選挙管理委員会事務局） 

 

エ）郵券受払簿は作成していたが、その記載内容には不足があるため、必要

項目を備えるなど、書式を工夫されたい。 

（生活福祉課） 

 

     オ）「ごみ処理券」の扱いについて、受払簿が作成されていなかった。 

（ごみ減量推進課） 

 

② 印影簿管理 

豊島区公印規則第７条及び豊島区教育委員会公印規則第７条により、公印

管守者は、公印の印影を印影簿により保存すると定められているが、押印が漏

れているものがあった。公印を適正に管理するよう、すみやかに是正されたい。 

（区民活動推進課、ごみ減量推進課、西部生活福祉課） 
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   ③ 現金出納簿（資金前渡受者用） 

ア）豊島区会計事務規則第 105 条により資金の前渡を受けたものは、現金

出納簿を備えて、現金の出納を整理しなければならないとされている。 

しかし、一部、還付金について現金出納簿（資金前渡受者用）を作成し

ていなかった。 

    （保育課） 

 

イ）資金前渡を受けた現金は、予算科目の「節」単位ごとに現金出納簿へ記

載し、その現金・預金の受払い及び残額について明確にしなければならな

い。また、予算科目の「目」の中で複数の「節」において資金前渡を受け

た場合は、「節」単位での現金出納簿の他に、総括表として「目」単位で

の現金出納簿も必要であるが、作成されていなかった。 

    （ごみ減量推進課、障害福祉課、子育て支援課） 

 

ウ）総括表は作成していたが、総括表及び節別内訳の記載内容には不足が

あるため、会計事務規則第 93号様式へ変更されたい。 

（情報管理課） 

 

④ 備品管理 

ア）豊島区物品管理規則第 25条第 1項により、物品出納員は備品整理票を

作成し当該備品に添えて供用者に引き渡さなければならず、また第２項

により備品整理票に修繕に関する事項を記載整理しなければならないと

定められている。しかし、修繕（自動車の定期点検、車検などを含む）に

関する記述がなされていないもの、また保守点検に関する記述がなされ

ていないものがあった。 

（地域まちづくり課、道路整備課） 

 

イ）豊島区物品管理規則第 30条第 1項では、「出納員は、その保管している

不用品のうち、前条第１項各号（１．売却の価格が売却に要する費用を償

えないもの。２．買受人がいないもの。３．前各号のほか、売却を不適当

と認めるもの。）のいずれかに該当するものがあるときには、適宜取りま

とめ、不用品廃棄処分調書を作成し、会計管理者に送付するとともに、焼

却又は棄却をしなければならない。」とされている。また、会計管理室作

成の会計事務総合マニュアルにおいても、不用品廃棄処分をした際には、

「廃棄」「棄却」等、備品整理票へ記載するものとされているが、その処 
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理がされていなかった。 

（生活福祉課） 

 

（４）私費会計に関する事項 

① 学校徴収金 

ア）３学年の教材費・移動教室等の出納簿については、納品書及び請求書

がほとんど添付されておらず、また鉛筆による記載も見受けられた。月

計・年累計もないなど多くの記入漏れにより未完成の状態にもかかわら

ず、副校長・校長ほか２名により確認印が押印されていた。早急に改善

されたい。 

  （清和小学校） 

 

イ）学校徴収金事務取扱要綱第８条及び第 11 条において、学校徴収金  

（給食費、教材費、校外学習費等）については、２名以上の会計監査委

員（うち保護者１名以上）による監査を受け、保護者に報告することと

されているが、4 月 16 日付で監査実施の署名・押印があったのは会計

監査委員としての保護者１名のみであった。早急に改善されたい。 

  （清和小学校） 

 

ウ）職員の給食費を集める徴収袋において、領収日、領収金額、領収印な

どの欄への記載漏れや訂正後の押印漏れ、上書きによる訂正がなされて

いた。現金の授受に関するものであり、適正に処理されたい。 

（駒込中学校） 

 

（５）その他（共通事項）の事項 

 ① 契約事務の適正化 

    平成 29年度に実施した行政監査結果報告やこれまでの定期監査結果報

告において指導しているところではあるが、今年度においても多くの課

では、未だ見積徴取漏れや委託契約時の監督員指定漏れ、受託事業者への

監督員通知漏れ等、契約事務処理における基本的な誤りが発生している

状況にある。 

契約事務を統括する立場にある契約課として、職員の財務会計システ

ムの操作研修だけではなく、契約事務の基礎的知識の習得及び知識の向

上と事務処理ミスや再発の防止に繋がる研修の実施等、契約事務に携わ

る職員の適正な事務処理が確保されるよう対策を強化されたい。 

 また、各課においては豊島区契約事務規則第３条の２「契約事務の分掌
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の特例」によって、課の所管に属する事務に係る契約のうち、特定の契約

事務に関しては主管課契約として処理を行うものとなっている。 

事務処理ミスの多くは、この主管課契約事務で発生している。各課は、

契約事務の研修参加、契約課が作成した「契約事務の手引き」「随意契約

ガイドライン」等を教材としたＯＪＴ等を活用するなどして、課内での内

部統制意識の高揚と職員育成に努め、正確な主管課契約事務及び書類の

作成に努められたい。 

（契約課、各課） 

 

  ② 会計事務の適正化 

    毎年度の定期監査結果報告書においても指導しているところではある 

が、今年度においても多くの課では、調定額通知書起案本文に根拠法令、

収入科目などの必要事項が記載されていないにもかかわらず決定されて

いるものや納入通知書を発行する際の納期限が守られていない、さらに

は現金出納簿、税外収入徴収簿が作成されていないなど、会計事務処理に

おける基本的な誤りが発生している状況にある。 

 会計事務を統括する立場にある会計課として、これら会計事務処理ミ

スや再発の防止に繋がる研修会等、職員の更なるレベルアップに向けた

対策を強化されたい。さらに、歳入関係の調定事務や現金出納事務処理に

ついても財務会計システムに依拠するのみではなく、積極的に関与し、主

管課が豊島区会計事務規則に則した正確な処理ができるように指導を強

化されたい。 

 また、各課においては、豊島区会計事務規則第９条「会計管理者の事務 

の一部委任」により、課の審査出納員は特定の支出命令書に限り、審査に 

関する事務が委任されている。いわゆる主管課審査の支出命令であるが、 

事務処理ミスはこの主管課審査の支出命令関連で発生している事例が多

い。課の審査出納員は出納審査に関する意識改革と審査能力の向上を図

り、適正な審査に努められたい。 

各課においては、会計事務の研修参加、会計事務総合マニュアルや会計

事務ハンドブック等を教材としたＯＪＴ等を活用するなどして、課内で

の内部統制意識の高揚と職員育成に努め、正確な収支命令関係事務及び

書類の作成に努められたい。 

なお、指摘事項にあるとおり、今年度においては、経費の支出に関する

文書管理システム上の課長決定がないにもかかわらす経費の支払い処理

がされた事案があった。今後も、事務ミスや事故防止のための研修は、個

人のスキルアップのために継続する必要があるが、事務ミスや事故を防
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ぐためには、人とシステムによる両面からのチェックが不可欠である。経

費の支出に関わる文書及び財務会計システムについて、例えば、課長が電

子決裁する前の帳票類の印刷や執行手続き等の事務操作をできなくする

など、両システムのチェック機能の充実を図り、今以上に事務ミスや事故

を未然に防ぐための対策を強化されたい。 

（総務課、会計課、各課） 
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３ 意見・要望 

 

（１）実行委員会に対する負担金の支出の適正化について 

 

１）区では、さまざまな施策分野で、区民や地域団体、ＮＰＯ法人、事業者など、

多様な主体の参加による各種イベントや公民連携事業が行われている。 

これらの事業は、各団体による実行委員会が設置され、区が自ら実行委員会の

構成員の一員として参加し、負担金を支出していることが多い。 

実行委員会は、その構成員が持つ多様なノウハウを活かしながら、事業資金

を調達し、事業目標に向けて協働関係を築くことで、よりインパクトのある事

業を効果的かつ効率的に展開することが可能となる。一方で、区は自ら直接事

業を執行せず、事業主体は実行委員会となることから、事業収支の明確化につ

いては、特に留意しなければならない。 

区では、今後も、2019 年東アジア文化都市をはじめとして、実行委員会を

主体とした数々の事業展開が見込まれており、負担金の執行に対する説明責

任が求められている。 

 

２）実行委員会に対する区の負担金支出が適正に行われているかを確認したと

ころ、負担金の額の算出根拠が不明確な事例が見受けられた。 

また、区民活動支援事業補助金については、審査委員会による附属機関の審

査が行われるが、負担金については、このような審査の仕組みがなく、主管課

において負担金がどのような経費等に充当されているのか把握できていない

事例が見受けられた。 

 

３）区の負担金が交付されている以上、実行委員会においては、金銭管理の透明

性を確保するために、公金に準じた事務の執行が求められるところである。 

このため、区においては、負担金充当の適正性と充当先等を明確にするとと

もに、実行委員会に対して、負担金に関わる事業費全体の事業報告書・決算報

告書の提出を求め、活動状況や収支状況を確認したうえで、適正な額の負担金

を交付することが望ましい。 

主管課は、実行委員会に対する指導や事務の点検等を適切に行い、健全な運

営ができるよう、業務の適正化に取り組まれたい。 

 

（文化デザイン課、文化観光課、関係各課） 
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（２）小中学校の改築改修と救援センター機能の確保について 

 

１）区は、豊島区地域防災計画において、住宅が被災した場合に、一定期間、避

難生活をする場所として、区内の区立小中学校等 36ヶ所を救援センターとし

て指定している。また、救援センターは、災害時の情報連絡や、給水・給食、

医療救護など支援の拠点にもなっている。 

区立小中学校においては、平成 26年 3月に策定された「豊島区立小中学校

改築計画 第一次改訂」によると、平成 30 年度以降の改築予定校 21 校のう

ち、９校が平成 34 年度までに築 50 年を超え、改修・改築が必要な時期を迎

える。第一次改訂における改築校は、改築校選定の考えに基づき、池袋第一小

学校は平成 32 年 4 月、千川中学校においては平成 35 年 4 月に改築する計画

であり、残り 19校の今後の学校改修については、長寿命化計画の中で検討が

予定されている。 

 

豊島区立小・中学校改築計画による改築実績等 

学 校 名 竣工時期 

(※1) 

千登世橋中学校 平成 14年 2 月 

南池袋小学校 平成 16年 3 月 

明豊中学校 平成 18年 3 月 

(※2) 

西池袋中学校 平成 24年 7 月 

目白小学校 平成 26年 10月 

校舎併設型小中連携校 

（池袋本町小学校・池袋中学校） 
平成 28年 6 月 

池袋第三小学校 平成 28年 12月 

巣鴨北中学校 平成 31年 6 月予定 

(※3) 
池袋第一小学校 平成 34年 6 月予定 

千川中学校 平成 37年 6 月予定 

 （※1：豊島区立小・中学校改築計画策定前に改築した学校） 

   （※2：豊島区立小・中学校改築計画により改築及び改築中の学校） 

   （※3：豊島区立小・中学校改築計画 第一次改訂により改築予定とした学校） 

 

２）区立小中学校の救援センター機能については、改築にあたっては、屋上への

太陽光パネルの設置や、体育館への冷暖房設備、72 時間分の電力を確保する

ための非常用発電設備、プールの水を校庭にあるマンホールトイレの洗浄水

として活用する設備等が用意されたが、改修にとどまる学校については、既存

建物の構造上の制約もあり、必ずしも十分な機能確保が図られていない。 
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実際に、改修等された学校現場を見ると、状態は新しくなっているものの、

災害時に多くの住民が避難生活に必要となる体育館近くの誰でもトイレや車

いす利用可能なトイレ、ストレッチャーが入るトイレなど、利用者の動線や利

便性が考えられたものとはなっていない状況であった。また改修前の学校内

においては段差も多く、新しい学校には設置されているエレベーターもない

ため、車椅子での移動も困難である。さらに、オストメイト利用可能なトイレ

がない学校もあるため、ユニバーサルデザインの観点からしても不足する部

分が多い。 

 

３）救援センターは、災害から区民の命を守る拠点であり、特に、高齢者や障害

者等の要配慮者への対応や、トイレ環境の整備は、極めて重要な機能である。 

区は、現状の各学校において、ユニバーサルデザインの観点から救援センタ

ーとしての機能がどれだけ対応できているか等を点検するとともに、必要な

機能の優先度を明らかにし、今後の施設改修・改築の際には、ユニバーサルデ

ザインの観点が十分に考慮された長寿命化計画が作成されるよう検討された

い。 

 

（防災危機管理課、学校施設課） 
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（３）区民集会室の有効活用について 

 

１）区は、区民に集会の場を提供し、区民の福祉増進や文化生活の向上に寄与す

ることを目的として、豊島区立区民集会室条例により、区内 29ヶ所に区民集

会室を設置している。この区民集会室は、登録した団体によるサークル活動

や、地域住民の集会、勉強会などに利用され、地域コミュニケーションの場と

して長きに渡り親しまれ地域に定着している施設である。しかし、区民集会室

の平均利用率は、過去５年間を見ても 50％に満たない状況が続いているにも

かかわらず、維持管理経費は各年１億円以上支出しており、区有施設としては

有効に活用されているとはいえない状況である。 

 

２）平成 29年度の区民集会室の年間の利用率は平均 44.0％であるが、利用率が

30％に満たない区民集会室が４ヶ所あった。過去５年間の状況では、利用率が

平均 78.3％と高い区民集会室がある一方、22.2％と低いものもあり、56.1ポ

イントもの差が出ている。こうした利用率の差は、各施設の交通の利便性や設

備・構造等も少なからず影響しているものと考えられる。 
 

区民集会室利用者数、利用率及び維持管理経費の状況（5年間） 

区分 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 

利用者数 262,276人 264,466人 257,671人 270,040人 250,697人 

利用率 43.3％ 43.1％ 45.0％ 45.9％ 44.0％ 

維持管理経費 14,532万円 13,132万円 16,403万円 12,509万円 10,759万円 

     ※利用者数は延べ人数。 

     ※維持管理経費は、区民活動推進課所管分（11ヶ所） 
 

区民集会室平均利用状況比較（5年間） 

 

 

 

 

３）区民集会室は区民の貴重な財産であり、施設の利用率を向上させ、使用料収

入の増額を図るべきである。老朽化したテーブルや椅子等の備品の入れ替え

や、設備等の適切な更新を行い、区民がより快適に利用できる環境整備を図る

とともに、地域の小規模な事業者が、会議や研修等の目的でも利用できる新た

な貸出ルールを作ることにより、区民集会室の有効活用と地域の発展及び活

性化が図られるよう検討されたい。 

 

（区民活動推進課、関係各課） 

利用率 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 5 ヶ年平均 

最小（南長崎第 4） 28.8％ 17.6％ 22.0％ 21.2％ 21.4％ 22.2％ 

最大（目白第 2） 73.8％ 78.3％ 82.0％ 81.6％ 75.9％ 78.3％ 
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（４）外国人の国民健康保険料の収納対策について 

 

１）豊島区の住民登録者数は、平成 17年以降、年々増加しており、本年 7月に

は昭和 53年以来 40年ぶりに 29万人を超えた。これに対し、国民健康保険被

保険者数は後期高齢者医療制度が創設されたことで全体としては年々減少し

ているものの、外国人の国民健康保険被保険者数は毎年増加し、右肩上がりの

状況である。 

また、保険料では賄いきれない医療費等の不足額は特別区民税等の一般会

計収入から繰り入れられているが、その額は平成 29 年度では 30 億 224 万円

にもなっている。 

このような環境のなか、国民健康保険料の収納対策については、税などの公

金収納と同様に、豊島区収納対策本部による収納推進基本方針に基づき、様々

な収納チャンネルによる対策が取られており、外国人が通う日本語学校等に

対する外国人納付勧奨対策なども実施されている。 

 

各年度末現在の住民登録者数に対する国民健康保険被保険者数の推移（5年間）  単位：人 

区分 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 

住民登録者数 272,812 277,323 281,540 284,921 287,623 

国民健康保険被保険者数 86,561 86,883 85,978 83,554 80,829 

（内、外国人住民登録者数） 19,710 21,996 24,638 26,887 28,792 

（内、外国人国民健康保険被保険者数） 13,988 16,469 18,351 19,848 20,872 

※人数は、各年度出納閉鎖実施時点の数値。 

 

4公金収納率の状況（滞納繰越分含む 5年間） 

区分 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 

特別区民税 92.70％ 94.17％ 95.28％ 95.81％ 96.37％ 

国民健康保険料 70.97％ 71.90％ 72.66％ 71.22％ 69.98％ 

後期高齢者医療保険料 98.73％ 98.81％ 99.02％ 99.07％ 99.23％ 

介護保険料 92.60％ 92.80％ 93.93％ 94.24％ 94.48％ 

 

平成 29年度 現年分国民健康保険料年代別収納率 

区分 10 代 20 代 30 代 40 代 50 代以上 合計 

日本人 74.57％ 67.57％ 77.21％ 82.55％ 93.29％ 88.00％ 

外国人 71.88％ 35.45％ 57.64％ 68.40％ 80.81％ 53.49％ 

合計 72.09％ 48.37％ 72.21％ 80.51％ 92.81％ 82.84％ 

※平成 30年 5月 19日現在 国民健康保険システムによる集計値 
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在留資格別（留学・その他）各年 1月 1日現在の外国人現住者数 

区分 26 年 27 年 28 年 29 年 30 年 

留学 6,341 人 32.5% 7,746 人 35.8% 9,854 人 40.2% 11,272人 41.7% 12,329人 42.5% 

その他 13,192人 67.5% 13,865人 64.2% 14,686人 59.8% 15,788人 58.3% 16,681人 57.5% 

合計 19,533人 21,611人 24,540人 27,060人 29,010人 

 

２）４公金の収納率の過去５年間の推移を見ると、特別区民税、後期高齢者医療

保険料及び介護保険料については、いずれも前年度を上回る収納率となってい

るが、国民健康保険料の収納率だけが前年度に引き続き下降している。 

また、平成 24年 7月より住民基本台帳法の一部改正され、３ヶ月以上日本

に滞在する予定で居住する住所地で住民登録をした留学生についても、他の

健康保険への加入がない限り全て国民健康保険への加入が義務付けられたが、

平成 29 年度の外国人現年分国民健康保険料年代別収納率を見ると合計は

53.49％であり、全体の 82.84％より 29.35ポイントも下回っている。特に 20

代の収納率は 35.45％と、他の年代の収納率と比較しても大きく下回っている

状況である。 

一方、在留資格別外国人現住者数の推移を見ると、留学生はこの５年間で倍

増しており、毎年度増加する留学生や日本人を含む若者世代の国民健康保険

料の未納が全体の収納率を下げている実態がある。 

区は、増加する外国人留学生の保険料納付対策として、保険料納付勧奨ＰＲ

を行ったが、区内や近隣にある多くの日本語学校等のうち、平成 29年度にお

いて実施した学校等は８ヶ所にとどまっており、その周知や体制等は必ずし

も十分とは言えない状況である。 

今後も、外国人が増加していくことが想定されるなか、留学生を含む若者世

代の保険料の納付率の向上が、国民健康保険料の収納率を改善させる大きな

ポイントであるため、対策は急務であると言える。 

  

３）若年層留学生を含む若者世代に対しては、国民健康保険制度の理解と保険料

納付の義務に対する認識を深めてもらう必要がある。そのため区は、若年層留

学生などに対しては、現在実施している日本語学校等での保険料納付勧奨Ｐ

Ｒをさらに強化するとともに、日本への入国前に国民健康保険制度を利用す

るための情報提供の仕組みを検討するなど、具体的な対策を講じながら、実効

性ある外国人の国民健康保険料の収納対策を講じられたい。 

 

（国民健康保険課） 
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（５）特別養護老人ホーム等の福祉サービスに関する情報開示について 

 

１）高齢化の進展や団塊世代が後期高齢者となる「2025 年問題」が間近に迫る

なか、福祉事業に対する区民の関心がますます高まってきており、区では、さ

まざまな福祉サービスに関する事業について、ホームページや広報紙等によ

り、区民へ情報提供を行っているところである。 

特に、特別養護老人ホームに関する情報は、入所希望者やその家族をはじ

め、区民にとって最も切実で必要とされる情報となっており、希望施設への入

所に関する状況が見えないことで日常生活や将来への不安に繋がることもあ

り、きめ細やかな情報提供が求められている。 

また、これらの福祉サービスを選択する際には、そのサービスを提供する社

会福祉法人の運営が適切なものとなっているかについても、事業者選定にお

いて極めて重要な情報となる。 

区が所轄庁となる８つの社会福祉法人については、区は、豊島区社会福祉法

人指導監査実施要領に基づき、各法人３年に１度のサイクルで、毎年、２から

３法人の指導監査を実施しており、指導監査実施後、文書指摘事項及びそれに

対する改善状況について、原則としてホームページへ掲載し公開するとされ

ている。 

 

２）このような観点から、平成 29年度の情報開示の状況について確認したとこ

ろ、特別養護老人ホームに関する情報においては、申請可能なベッド数や、受

入れが困難な場合として、入所希望者の医療行為の内容など、各施設の状況一

覧は区ホームページで公開されていた。 

また、各施設が実施している入所の審査については、入所を希望する本人や

介護者、住宅の状況を「特別養護老人ホーム優先入所基準」と照らし合わせて

点数化し、その点数が大きいほど入所優先度が高いとされるが、特別養護老人

ホームごとの点数別入所待機者数が公開されていないため、入所待機者は、点

数別での待機状況の情報が取得できない状況であった。 

豊島区社会福祉法人に対して毎年度実施している指導監査の結果等におい

ては、区ホームページでの公開がされておらず、監査結果は不明な状況になっ

ていた。 

 

３）特別養護老人ホームごとの定員や既入所者数、定員数に対する入所希望者数

等の基本となる情報の他、各施設の入所審査の評価点を各施設単位で定期的

に公開することで、入所待機者は、自己の点数を基に入所優先順位等を確認す

ることができ、現在の待機状況も把握できるようになる。各施設への入所に関
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わる情報がブラックボックス化にならないように、利用者目線に立ち、区ホー

ムページへ施設ごとに点数別入所待機者の状況を解り易く掲載されるよう改

善を図られたい。 

また、豊島区社会福祉法人に対する指導監査実施結果及び文書指摘事項等

については、実施要領を遵守し、必ず区ホームページに掲載することで、広く

区民等へ周知することを徹底されたい。 

 

（福祉総務課、高齢者福祉課） 
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（６）障害者差別解消法に対する職員の意識啓発について 

 

１）平成 18年、国連において障害者の権利に関する条約が採択され、障害者の

権利保護に向けた取り組みが国際的に進展するなか、平成 23年には障害者基

本法が改正され、同法第４条に「差別の禁止」が規定された。この差別の禁止

に関する基本原則を具体化する法律が「障害を理由とする差別の解消の推進

に関する法律」（障害者差別解消法）であり、平成 28 年 4 月より施行されて

いる。 

区は基礎自治体として、区民への身近なサービスを提供しており、すべての

職員が障害者差別解消法を正しく理解し、福祉分野はもとより、まちづくりを

含めた日常生活に関わる全ての分野において、法の趣旨を踏まえた施策の展

開が求められている。 

このため区では、平成 28年 5月に豊島区職員対応要領を策定し、以後、障

害者権利擁護協議会の設置や職員対応マニュアルを作成するなど、障害者差

別解消法に関する取り組みが行われている。しかし、平成 28年度に行った障

害者差別解消法に関する職員アンケートでは、障害者差別解消法を知らない、

または内容がわからないと回答した者は、有効回答 1,674 名の内、65.6％に

あたる 1,098名にも及んでいた。 

 

障害者差別解消法職員アンケート集計結果より 

 

障害者差別解消法職員アンケートの状況 

アンケート実施期間：平成 28年 11月 29日～ 

           平成 28 年 12月 28日 

対象者：職員 3,000名 

回答：1,683 名 

回答率：56.1％ 

 

 

２）このような観点から、平成 29年度の障害者差別解消法に関する普及啓発の

取組み状況等について確認したところ、区民向けイベントや人権週間パネル

展などの周知啓発事業に加えて、障害者サポート講座や、指定管理者や業務受

託者向け対応マニュアルの発行など、新たな取組みも行われていた。 

一方、職員向けの普及啓発においては、区職員研修、イエローリボンによる

啓発事業や職員向けメールマガジンを発行しているものの、研修への参加者

は 55 名にとどまっており、啓発の一環であるならば不十分な状況であった。

知っている, 576人, 

34.4％

法律は知っているが、内容が

不明, 704人, 42.1％

知らない, 394人, 

23.5％

Q.障害者差別解消法を知っているか
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また今年度より、ｅ－ラーニングによる障害者差別解消法に関する自己研修

が行える環境は整っているが、現状ではどれだけ受講されるかは不明である。 

 

３）障害者差別解消法では、「差別的取扱いの禁止」、「合理的配慮の不提供の禁

止」は地方公共団体等の義務であると規定している。 

このことを念頭に置き、職員一人ひとりが障害者差別解消法の趣旨を理解

したうえで、自ら率先した行動が取れるようにならなければならない。そのた

めには、区民や事業者への周知を行い、区は、職員全てに対し、職員対応要領

やマニュアルなどを改めて周知し、ｅ－ラーニングによる悉皆研修や障害者

施設等での実地研修などを通じて、職員の意識改革にも積極的に取り組まれ

たい。 

また、現在の区有施設においては、バリアフリー化や誰でもトイレの設置な

ど、障害者等の施設利用に対する対応は進んでいる。しかし、往々にして一旦

出来上がった区の施設は、次の改修等までに時間を要することが多い。新たな

施設建設や既存施設の改修・修繕等の際には、障害者団体等から意見徴取する

などして、障害者の施設利用に対するきめ細やかな配慮・改善に努められた

い。 

 

（人事課、障害福祉課、関係各課） 
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（７）保育の質の向上について 

 

１）区では、平成 26 年に、23 区で唯一消滅可能性都市とされたことを契機に、

持続発展都市をめざし、「女性にやさしいまちづくり」「高齢化への対応」「様々

な地域との共生」「日本の推進力」の４つの柱を掲げ、人口対策や地域活性化

に取り組んできた。このうち「女性にやさしいまちづくり」では、区内の待機

児童数をゼロにする方針が示され、これに基づき認可保育所を平成 29年度か

ら新たに 13 ヶ所、平成 30 年度にも 13 ヶ所増設した結果、平成 29、30 年度

と２年連続で区内待機児童数ゼロを達成した。 
 

各年 4月 1日現在 各保育所と待機児童数の推移（5年間）         単位：ヶ所 

保育所 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 

公立認可保育所 20 19 19 19 19 

公設民営認可保育所 3 3 3 2 2 

私立認可保育所 11 14 25 39 52 

その他（※） 0 24 31 30 29 

保育所計  34 60 78 90 102 

（待機児童数） 240人 209人 105人 0 人 0 人 

  （※）その他：小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業の計 

 

２）しかし、待機児童対策や多様な保育ニーズへの対応として、私立認可保育所

等の数を急増させた結果、経験の浅い若い保育士も増えており、公立認可保育

所とは異なり保育事業に長年携わった経験豊かな従事者が少ない、園児を遊

ばせる園庭がないなどの保育所も存在している。また、園医による０歳児健診

については、私立認可保育所の多くは月１回の実施であるのに対して、公立認

可保育所は月３回実施しているなど、保育環境に公私格差が生じている。 

 

３）保育所保育は、本来的には各保育所の独自性や運用方針等が尊重される。そ

の一方で、全ての子どもの最善の利益のためには、子どもの健康や安全の確

保、発達の保障等の観点から、一定の保育の質を担保する仕組みが必要であ

る。 

区は、今後園児の受け入れ環境を整備するにあたっては、将来の人口動向を

踏まえつつ、区内の公立及び私立認可保育所における保育に携わる人材の育

成や保育内容等についての指針等を策定して、公私を問わず、すべての園児に

より良い保育環境が提供できるよう検討されたい。    

             

（保育課） 
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（８）耐震シェルター助成の促進について 

 

１）区は、災害に強い安全なまちづくりの緊急対応として、豊島区耐震シェルタ

ー等設置助成金交付要綱に基づき、平成 21 年 4月から耐震シェルター等設置

助成金の交付を開始している。これは、地震時の迅速な行動が困難な高齢者

や、体の不自由な区民の安全確保を促進し、耐震シェルターを設置することで

地震による家屋の倒壊から命を守ることを目的としている。 

助成にあたっては、建物の建築時期、居住する方の年齢や障害の状況、世帯

の所得や税の滞納状況等が要件として規定されており、30 万円を上限として

助成対象経費の 10分の 9を交付する仕組みとなっている。要件や助成額に違

いはあるものの、平成 29年 4月 1日現在で 23区中 17区において、同様の助

成を行っている。 

内閣府の発表では、今後 30年以内にマグニチュード７クラスの地震発生確

率は約 70％と発表しており、首都直下地震への備えは喫緊の課題となってい

る。 

 

２）このような状況を踏まえ、耐震シェルター等設置補助事業の過去９年間の執

行状況を確認したところ、助成実績は５件にとどまっており、この間、区民へ

の周知方法や助成要件については、特段の工夫や改善が行われていなかった。 

 

耐震シェルター助成開始以降の経費執行状況 

年度 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

予算現額 150万円 150万円 90 万円 90 万円 90 万円 90 万円 90 万円 60 万円 60 万円 

件数 0 件 0 件 1 件 3 件 0 件 0 件 0 件 0 件 1 件 

執行額 0  0  30 万円 90 万円 0  0  0  0  30 万円 

 

３）首都直下地震の切迫性を踏まえた災害に強く安全なまちづくりを目的とし

ている助成事業であるならば、区民に対する説明会やＰＲなどを積極的に行

ない、事業内容を周知することで、災害時の安全に対する備えについて理解し

てもらう必要がある。 

区内には依然として築年数の古い木造住宅が数多く存在している。大地震

による家屋倒壊から区民の命を守るため、対象年齢の引き下げや世帯所得額

などの見直し、助成金額の引き上げや自己負担の水準の見直しなど、改めて制

度の見直しを行い、耐震シェルターの普及に努められたい。 

 

（建築課） 
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（９）施設監査について 

 

１）地域区民ひろば 

 

区民ひろば南大塚においては、２階交流ひろばの柱に取り付けてあるコー

ナーガードが剥がれ落ちていた。元々、ひろばを利用する子ども達などの安全

を考えて取り付けたコーナーガードであるが、剥がれ落ちていては、その効果

はないものと同じである。 

区民ひろば南大塚の職員により、一定の補修が繰り返されていることは見

て取れるが、職員による補修対応にも限界がある。時期を見極め、事業者によ

る修繕の対応をされたい。 

また、区民ひろば南大塚に限らず、他の区民ひろばにおいても同様に、事業

者による修繕を必要とする箇所があると思われる。地域区民ひろば課は、各施

設長と連携を密にし、ひろば利用者が安全に利用できる環境作りに努められ

たい。 

 

（地域区民ひろば課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（垂れ下がったコーナーガード）             （職員が行なった補修の後） 
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２）保育園 

 

東池袋第一保育園及び目白第一保育園においては、園児が集まる部屋の網

戸が破損していた。網戸は、春先から秋口にかけて活動する蚊や、他の害虫対

策にも必要不可欠である。平成 26 年の夏、日本国内で 69 年ぶりに蚊に刺さ

れたことでデング熱を発症した事例も記憶に新しいところである。園児の衛

生面、健康面を一番に考え、迅速な修繕に当たられたい。 

また、他の保育園においても、網戸の破損や軽微な修繕を要する箇所等は複

数あると思われる。保育課は、定期的に保育園の巡回をして修繕箇所の確認を

行い、必要と判断した軽微な修繕は迅速に対応し、保育園に通う園児のより良

い環境作りに努められたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（破れた網戸 東池袋第一保育園）    （破れた網戸 目白第一保育園） 

 

 

         

                  （剥がれているガラス飛散防止フィルム） 

                        （目白第一保育園）  

 

 

小学校 
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園児の午睡（昼寝）時における安全対策は各保育園において実施されている

ところであるが、目白第一保育園は、当番の職員はピンクの襷を掛けて午睡中

の園児を見回っていた。これは、大勢いる職員の中で、誰が午睡当番の職員で

あるか一目で判別できるようにすると同時に、午睡当番に専念する環境作り

等を目的としており、園として、安全な午睡と事故防止に対する工夫がなされ

ていた。他の保育園もこれらを参考にするなどして、園児の午睡中事故防止等

に対し、さらなる工夫を図られたい。 

 

（保育課） 
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３）子どもスキップ 

 

子どもスキップ長崎においては、不審者等から児童の身を守る目的として

設置している防犯カメラが、児童が普段使用している出入口ではなく、職員専

用の出入口に設置されていた。立地環境上、この出入口は外からの死角が多い

ため防犯カメラを設置しているとのことであるが、職員の使用時以外は施錠

している出入口である。 

防犯カメラは不審者等の対策には必要不可欠な機器である。児童がより安

心して安全なスキップへ通えるよう、カメラの位置は防犯対策上より効果的

な場所への変更を検討されたい。また、設置場所の変更が困難な場合は、児童

の出入口側への増設についても合わせて検討されたい。 

 

（放課後対策課） 

 

 

 

 

 

 

 

（児童出入口《防犯カメラなし》） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（職員出入口に設置してある防犯カメラ）         （防犯カメラ映像《事務室内モニター》） 
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４）小学校 

 

区では、学校トイレ緊急改善推進事業により、平成 28 年から平成 30 年の

３ヶ年で、区内小中学校トイレの洋式化実現に向けた工事等が実施されてい

るところであるが、長崎小学校の体育館トイレについては、学校トイレ洋式化

の計画に含まれておらず、未だ和式トイレの状況であった。この体育館トイレ

は児童が使用するだけではなく、施設の一般開放で体育館を利用する方も使

用するトイレでもある。また災害発生時、各学校は救援センターとなり、状況

もさまざまな多くの方が避難して来る場所になるが、避難場所に一番近いト

イレが和式トイレでは、利用者に不都合が生じることもある。 

トイレ改修にあっては、校舎内トイレだけではなく、体育館トイレも含め学

校敷地内にある全てのトイレが洋式化になるよう、早急に検討されたい。特に

体育館トイレ改修については、学校が救援センターになることも視野に入れ、

ユニバーサルデザインの観点も含めて検討されたい。 

なお、長崎小学校の体育館においては、更衣室及び現在使用されていない男

女シャワー室にカビが多く発生してお

り衛生面に問題がある。また更衣室には、

多くの物が置かれていた。これらについ

てもトイレの改修の検討に含め対応さ

れたい。 

 

（学校施設課） 

 

 

（体育館和式トイレ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（体育館更衣室 天井のカビ）           （体育館更衣室 室内の物品） 
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第７ 監査結果等による改善措置等の報告 

 

 監査の結果は前項のとおりであるが、指摘、指導及び意見・要望で記載した各事

項について、改善等の措置を講じた時は、地方自治法第 199条第 12項の規定に基

づき、その旨を通知されたい。 

 

 また、事務監査の際に、各部局の事務処理等に対して口頭で是正を求めた軽微な

事項については、速やかに是正されたい。 

 



 

 

 

 


