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1　定期監査等

(1)児童部

本件に対する措置 再　発　防　止　策

1 子育て支援課

　第1回子ども・子育て支援審議会の開催に伴う
食糧費の支出において、審議会開催日より後の日
付で起案書の作成及び支出負担行為がされていま
した。

　食糧費は支出済みのため、財務会計システ
ム上、是正できませんでしたが、起案文書及
び支出負担行為書の起案日は訂正しました。
その後、同様の事務について、適正に処理し
ています。

　課内で本来の事務処理手順を改めて確認
し、今後、同様のミスがないよう注意喚起を
行いました。

措置済
支出に関する事
項

2 子育て給付課

　児童手当過払い分の戻入においては、過払い分
の返還が確認できた後に変更支出負担行為書を作
成していますが、未決裁となっているものが2件
ありました。

　起案を作成し、決裁を受けました。
　課内で改めて事務処理手順の周知徹底を図
りました。

措置済
支出に関する事
項

3
のびのび子育
てプラザ

　所管発注を行う場合は、本来、納品書兼物品出
納票を出力し、業者に渡さないといけませんが、
出力しておらず、未処理のままとなっているもの
が1件ありました。また、業者の住所、名称、代
表者名の記載がなく、社印、代表者印の押印もな
い納品書兼物品出納票が1件ありました。

　納品書兼物品出納票の出力及び業者へ渡す
ことを失念していましたが、改めて業者から
納品書兼物品出納票の提出を受けました。

　課内で改めて事務処理手順の周知徹底を図
りました。

措置済
物品管理に関す
る事項

令和元年度監査結果に係る措置状況

所管室課 監 査 結 果（指 摘 事 項）№
措　置　状　況

区 分 事 項

1



本件に対する措置 再　発　防　止　策
所管室課 監 査 結 果（指 摘 事 項）№

措　置　状　況
区 分 事 項

4 保育幼稚園室

　平和学習に伴う園児交通費の支出についての起
案書他3件において、起案書の決裁日より後の日
付の支出負担行為書が添付されており、決裁がさ
れていませんでした。

　支出負担行為書については、一度起案日と
異なる日付で誤って作成し、その後起案日と
同日の支出負担行為書を作成して、会計室へ
提出しましたが、事前監査時には誤って作成
した支出負担行為書を起案に添付していたた
め、正しい支出負担行為書を添付しました。

　起案書・支出負担行為書・支出命令書の作
成・起案時に起案日・決裁日・決裁者の確認
を行います。

措置済
支出に関する事
項

5 保育幼稚園室

　口座振替手数料の支出について（ゆうちょ銀行
4月引落分）他1件の起案書において、起案書の起
案日、決裁日より前の日付の起案日、決裁日と
なっている支出負担行為書が添付されていました
が、決裁がされておらず、さらに当該支出負担行
為書に係る支出命令書についても、上記起案書の
起案日、決裁日より前の日付で発議がされていま
した。

　起案書の起案日・決裁日を修正しました。
　また、参事決裁が漏れていたものは決裁を
受けました。

　起案書・支出負担行為書・支出命令書の作
成・起案時に起案日・決裁日・決裁者の確認
を行います。

措置済
支出に関する事
項

6 保育幼稚園室

　認定こども園から修理依頼書が提出されていま
すが、決裁がされておらず、また、当該修理に係
る支出負担行為書も決裁がされていないものが1
件ありました。

　修繕依頼書ごとに決裁の押印をしました。
　また、支出負担行為書は修繕依頼書と一体
のものとして押印欄に斜線を引く運用をして
いることから指摘を受けた支出負担行為書を
該当する修繕依頼書に添付しました。

　押印に漏れがないよう徹底します。 措置済
支出に関する事
項

2



本件に対する措置 再　発　防　止　策
所管室課 監 査 結 果（指 摘 事 項）№

措　置　状　況
区 分 事 項

7 保育幼稚園室

　修繕依頼書及び添付の支出負担行為書による
と、幼稚園及び保育園において、単独随意契約に
より洗濯機の部品取替えによる修繕を実施してい
ますが、実際には洗濯機そのものを更新している
ものが、平成30年度に1件、令和元年度に2件あり
ました。
　また、保育園の電話機等についても、同様に単
独随意契約で修繕の事務処理を行い新品に買い替
えており、支出科目や契約事務が不適切なものが
複数見受けられました。

　保育幼稚園室、各保育園、各幼稚園に事務
処理の認識を改めるよう周知しました。

　元々の運用に誤りがあったことから、運用
を改め修繕すべきか新規購入すべきかを十分
に精査の上支出科目を選択します。

措置済
契約に関する事
項

8 保育幼稚園室

　吹田市子ども・子育て支援システム再構築業務
委託契約において、受託者から業務完了報告書が
提出されていますが、仕様書に記載の納品される
べき成果物のうち、総合テスト計画書、総合テス
ト結果報告書、研修計画書などが不足していまし
た。そのため、契約どおりに履行されているか確
認できませんでした。
　また、個人情報取扱いに係る特記事項による
と、受託者は、個人情報の取扱いの状況に関する
定期報告及び緊急時報告の手順を定め市に提出し
その承認を受けなければならないとなっています
が、提出されていませんでした。

　今回の事前監査での指摘を踏まえ、受託者
と仕様書の内容を確認し、不足している成果
物についての提出を受け、改めて契約どおり
に履行したことを確認しました。
　また、個人情報取扱いに係る特記事項につ
いて、事前監査後に調査したところ、平成30
年10月19日付けですでに個人情報の取扱いに
係る責任体制等の届出書が提出されていまし
た。当該届出書に定期報告や緊急時報告の手
順について定めており、収受文書受付をする
ことにより承認としました。

　今回の事前監査における指摘事項は、契約
内容についての理解や各契約条項の意義の確
認が不十分であったことに起因するものであ
ることから、チェック体制の整備に努めま
す。改めて職場会議やOJTを通じて、個々の
職員の契約条項に対する理解を深め、再発防
止に取り組みたいと考えております。

措置済
契約に関する事
項

9 保育幼稚園室

　吹田市子ども・子育て支援システム幼児教育・
保育無償化対応業務委託契約において、契約書に
よると、受託者は作業体制及び作業責任者を定
め、書面により市に提出することとなっています
が、提出されていませんでした。
　また、個人情報取扱いに係る特記事項による
と、個人情報の取扱いに関する責任体制及び管理
責任者を定め、書面により提出することになって
いますが、提出されていませんでした。さらに、
個人情報の取扱いの状況に関する定期報告及び緊
急時報告の手順を定め市に提出しその承認を受け
なければならないとなっていますが、提出されて
いませんでした。

　作業体制及び作業責任者について、書面に
て提出を受けました。
　また、今回の事前監査での指摘を踏まえ、
受託者から、個人情報の取扱いに係る責任体
制等の届出書の提出を受け、当該届出書に定
期報告や緊急時報告の手順について定めがあ
ることを確認し、収受文書受付をすることに
より承認としました。

　今回の事前監査における指摘事項は、契約
内容についての理解や各契約条項の意義の確
認が不十分であったことに起因するものであ
ることから、チェック体制の整備に努めま
す。改めて職場会議やOJTを通じて、個々の
職員の契約条項に対する理解を深め、再発防
止に取り組みたいと考えております。

措置済
契約に関する事
項

3



本件に対する措置 再　発　防　止　策
所管室課 監 査 結 果（指 摘 事 項）№

措　置　状　況
区 分 事 項

10 保育幼稚園室

　幼稚園の備品については、保育幼稚園室におい
て登録や廃棄の手続きを行っており、備品番号
111934の幼稚園の洗濯機を経年劣化による破損と
して令和元年8月16日付けで廃棄手続きをしてい
ますが、実際には廃棄されておらず、備品台帳に
記載されている所在場所には、備品シールが添付
された同備品が稼働している状態で現存していま
した。

　2台の洗濯機に同じ備品番号のシールが貼
られていました。そのうち1台を廃棄し、シ
ステム上廃棄処理をしたため、指摘されてい
る状況になりました。備品登録のない洗濯機
については改めて備品登録をしており、今後
は備品の適切な管理に努めて参ります。

　既存の備品に備品シールが確実に貼付され
ているかを調査し、漏れているものについて
はシールの貼付を徹底します。登録漏れにつ
いても調査します。

措置済
物品管理に関す
る事項

11 保育幼稚園室

　保育園や幼稚園に係る物品出納事務において、
納品書兼物品出納票606件を、鑑文を作成するこ
とで、まとめて決裁するなど、物品の収納時にす
べき個々の帳票における物品出納員の押印事務を
省略する運用をしていました。

　不適切な処理であるため、指摘を受けて以
後は納品書兼物品出納票１枚１枚に押印する
よう改めました。

　運用ルールの確認を徹底してまいります。
　また、保育幼稚園室で処理する納品書兼物
品出納票は年間約4,000枚あり、１枚１枚押
印する負担は大きいことから、その負担を軽
減する方法を研究していきたいと考えていま
す。

措置済
物品管理に関す
る事項

12 保育幼稚園室

　切手の管理において、92円切手が切手受払簿に
記載の枚数より1枚多く保管されていました。
　また、10円切手が1枚保管されていましたが、
切手受払簿には使用枚数は記載されていたもの
の、受入枚数、残枚数の記載がなかったため、数
が適正かどうかが確認できませんでした。
　あわせて、切手受払簿には210円切手を管理す
る欄となっていましたが、210円切手ではなく200
円切手を管理していました。

　92円切手の受払簿と実際の枚数の差、10円
切手の受入枚数等については、確認が取れま
せんでした。
　また、切手受払簿については、法制室の様
式を参考に、200円切手の欄を設けるなど整
備しました。

　受入枚数、使用枚数、残枚数を正確に確認
するため、法制室の様式を参考に、切手受払
簿を整理し、2名体制で確認する体制を作る
とともにファイルの表紙に明記することで確
認方法についても徹底します。

措置済
その他事務処理
に関する事項

4



本件に対する措置 再　発　防　止　策
所管室課 監 査 結 果（指 摘 事 項）№

措　置　状　況
区 分 事 項

13 保育幼稚園室

　臨時雇用員任用誓約書について、保育幼稚園室
で作成した様式を使用していましたが、勤務条件
の明示に係る書面交付日の記載欄を設けておら
ず、交付についての確認ができませんでした。

　当面は、任用誓約書の欄外に勤務条件の明
示に係る書面を交付した日を記載しました。

　任用誓約書の様式を見直し、勤務条件の明
示に係る書面交付日の記載欄を設けます。

措置済
その他事務処理
に関する事項

14 保育幼稚園室

　吹田市特定個人情報の適正な取扱いに関する指
針によると、特定個人情報が記載された書類は、
適切に管理される鍵により施錠できるロッカー等
に保管することになっており、また、吹田市特定
個人情報取扱い手順によると、個人番号が記載さ
れた書類やデータを各室課にて保管することは厳
禁となっていますが、保育所職員研修会講師報償
費の支払いに伴い提出されていたマイナンバー確
認書2件について、マイナンバーがわかる状態で
コピーされたものが保管されていました。

　当該文書についてマイナンバー部分を被覆
し複写したうえで保存し、マイナンバーが記
載された文書については、裁断処理をしまし
た。

　コピー機に『マイナンバーは消してコピー
してください。』のシールを張ることで、制
度の周知を図ります。
　また、マイナンバー事務取扱担当者への研
修を行い、取扱い指針に従った運用を徹底し
ます。

措置済
その他事務処理
に関する事項

15 保育幼稚園室

　吹田市病児・病後児保育事業補助金交付要綱で
は、補助決定者の帳簿等の保管年数を10年と定め
ていますが、当該補助金に関する起案書におい
て、文書の保存区分が1年になっているものが2
件、5年になっているものが1件ありました。

　吹田市病児・病後児保育事業補助金交付要
綱第１６条の規定に基づき、補助対象事業に
係る起案書等の保存区分を誤った保存区分の
ものを１０年と改めました。

　保存区分に限らず、適切に事務を行うこと
ができるよう、要綱等、事業を行うための根
拠規定をよく確認することを習慣にするよう
努めます。

措置済
その他事務処理
に関する事項

16

こども発達支
援センター地
域支援セン

ター

　出張先から直帰した場合は、職場を起点とする
目的地までの積算額を上限として旅費を支出すべ
きですが、当該出張の帰路において上限額を50円
超えて支出しており、過払いとなっていました。

　過払いとなった旅費について、速やかに戻
入処理を行いました。

　出張先から直帰する場合を含め、旅費の積
算にあたっては常にルールを確認し、適正な
事務処理に努めます。

措置済
支出に関する事
項

5



本件に対する措置 再　発　防　止　策
所管室課 監 査 結 果（指 摘 事 項）№

措　置　状　況
区 分 事 項

17

こども発達支
援センター地
域支援セン

ター

　大阪府保育所保健連絡協議会年会費の納付につ
いての起案書2件において、起案書の決裁日より
後の日付の支出負担行為書が添付されており、決
裁がされていませんでした。

　指摘により、当該の支出負担行為書の作成
日に合わせて起案書の起案日・決裁日・施行
日・完結日を是正しました。

　今後は、事務担当者及び決裁者ともに起案
書と支出負担行為書の起案日の日付の確認を
徹底して行い、再発防止に努めます。

措置済
支出に関する事
項

18

こども発達支
援センター地
域支援セン

ター

　吹田市立こども発達支援センター清掃業務委託
契約において、仕様書によると、定期清掃の作業
回数は年2回となっており、うち1回は6月に実施
されていましたが、作業完了報告書が提出されて
いませんでした。

　受託業者に連絡し、作業完了報告書を受領
しました。

　作業について履行確認が行えるよう、報告
書の提出をその都度確認し、提出漏れの防止
に努めます。

措置済
契約に関する事
項

19

こども発達支
援センター地
域支援セン

ター

　所管発注における物品出納事務において、店頭
売掛伝票を納品書とみなせるなど誤った認識のも
と独自のマニュアルを作成していました。そのた
め、納品書が提出されておらず、納品書兼物品出
納票にも業者の住所、名称、代表者名の記載がな
く、社印、代表者印も押印されていないものが2
件ありました。

　納入業者に連絡し、納品書を受領しまし
た。

　所管発注における物品出納事務について、
複数の職員で事務手順を確認し、適正な事務
処理になるよう独自のマニュアルを修正しま
した。

措置済
その他事務処理
に関する事項

6



(2)福祉部

本件に対する措置 再　発　防　止　策

1 福祉総務課

　第4次吹田市地域福祉計画策定支援業務委託契
約については、債務負担行為であるにもかかわ
らず、契約書には、歳出予算において減額又は
削除があった場合、契約変更できるという債務
負担行為には適用されない条項が定められてい
ました。
　また、仕様書によると、受託者は委託業務の
内容に関する責任者を報告し、適切かつ十分な
人材を配置する、また、契約、会計処理等に関
する責任者もあわせて報告するとなっています
が、契約、会計処理等に関する責任者は報告さ
れていませんでした。

　この度の指摘事項となります第４次吹田
市地域福祉計画策定支援業務契約書の第16
条に関しましては、不適切な内容であるた
め、受託者の同意を得たうえで、訂正印に
より同条項を削除しました。
　なお、委託業務の内容に関する責任者、
契約及び会計処理等に関する責任者につき
ましては、受託者から報告書の提出を受け
ました。

　今回の指摘を受け、契約書等を作成する
際には、関係法令等を慎重に確認するよ
う、課内において注意喚起を行いました。
　また、業務仕様書の内容に沿った報告書
等が確実に提出されているかを確認すると
ともに、チェック体制を徹底するよう、事
務担当者及び決裁権者に対して指導しまし
た。

措置済
契約に関する事
項

2 福祉総務課

　吹田市福祉審議会委員の委嘱において、団体
への推薦依頼を令和元年8月9日に行っているに
もかかわらず、起案書では、同月1日に行ったこ
とにしており、また、委嘱についても同月1日付
で起案書を作成し委嘱していました。

　この度の指摘事項に関しましては、すで
に当該団体から推薦された方に委嘱済みで
あるため、今後は事後処理となることのな
いよう、適切な事務執行に努めてまいりま
す。

　今回の指摘を受け、事務担当者及び決裁
権者に対して注意喚起を行いました。
　今後は、課内会議の場等において、課内
全職員に対し、改めて適正な事務処理方法
について周知徹底を図ってまいります。

措置済
その他事務処理
に関する事項

№ 所管室課 監 査 結 果（指 摘 事 項）
措　置　状　況

区 分 事 項

7



本件に対する措置 再　発　防　止　策
№ 所管室課 監 査 結 果（指 摘 事 項）

措　置　状　況
区 分 事 項

3 総合福祉会館

　起案書によると、平成29年度において需用費
の修繕料に予算流用を行い、経年劣化による動
作不良のため、洗濯機の修繕を実施しています
が、実際には洗濯機そのものを更新していまし
た。

　平成29年度の更正処理等は困難であるた
め、総合福祉会館の職員全員に説明すると
ともに、適正な予算執行の厳守を指示しま
した。

　指摘のあった事項が、予算の執行におい
て適正でなかったことを総合福祉会館の職
員全員に説明するとともに、適正な予算執
行の厳守を指示しました。

措置済
契約に関する事
項

4 総合福祉会館

　吹田市立総合福祉会館清掃業務委託契約にお
いて、仕様書の清掃業務実施要領基準による
と、外周窓硝子拭き及び窓枠清掃は3か月に１回
以上することとなっていますが、定期清掃業務
報告書によると半年の間に1回しかされておら
ず、木床フロアのオイル塗布は3か月に1回以上
となっていますが、報告書に項目がなく、実施
されているか確認できませんでした。また、廊
下の清掃は原則毎日することとなっています
が、日常清掃業務報告書によると、毎週土曜日
については廊下の欄にはチェックが入っていま
せんでした。

「仕様書の清掃業務実施要領基準による
と、外周窓硝子拭き及び窓枠清掃は3か月1
回以上することとなっていますが、定期清
掃業務報告書によると半年の間に1回しかさ
れていませんでした。」
【本件に対する措置】
　契約業者から修正済みの定期清掃業務報
告書の提出がありました。

「仕様書の清掃業務実施要領基準による
と、木床フロアのオイル塗布は3か月に1回
以上となっていますが、定期清掃業務報告
書には項目がなく、実施されているかが分
かりませんでした。」
【本件に対する措置】
　本年11月以降は、定期清掃業務報告書の
様式を変更しチェック欄を設け、清掃の実
施を確認しています。

「廊下の清掃は原則毎日することとなって
いますが、日常清掃業務報告書によると、
毎週土曜日については廊下の欄にはチェッ
クが入っていませんでした。」
【本件に対する措置】
　本年11月以降は、契約相手方に仕様書の
清掃業務実施要領基準に即した履行を求
め、毎週土曜日の廊下の清掃は実施してい
ます。

　事前監査以後、定期清掃業務報告書・日
常清掃業務報告書のチェックを徹底するこ
ととし、来年度からは定期清掃業務報告書
の項目ごとに実施日（毎日、3か月に1回な
ど）をあらかじめ印刷しておくなど、清掃
実施の確認をより徹底してまいります。

措置済
契約に関する事
項

8



本件に対する措置 再　発　防　止　策
№ 所管室課 監 査 結 果（指 摘 事 項）

措　置　状　況
区 分 事 項

5
福祉指導監査

室

　出張するにあたり、目的地までの距離が2㎞未
満の場合は、旅費の支給対象外となりますが、
旅費を支給しているものが2件ありました。

  戻入処理を事前監査（令和元年10月16
日）後、速やかに行いました。

　「旅費の手引」に基づき、適正に事務処
理を行うよう周知徹底してまいります。

措置済
支出に関する事
項

6
福祉指導監査

室

　平成30年度地域生活支援事業者の登録の更新
についての起案書において、決裁日より前に公
印を押印し事業者に対し登録の更新をした旨の
指令文を送付していました。

　公印押印日に決裁が完了していたことを
確認し、決裁日の訂正を行いました。

　完了した起案をファイルに綴る際、決裁
日・施行日・完結日が漏れていたことに気
づき、決裁日等について誤った日を記入し
ていました。
　今後は、決裁を受けたと同時に決裁日を
記入し適正な事務処理に努めます。

措置済
その他事務処理
に関する事項

7
福祉指導監査

室

　事務処理規程によると、指定障害福祉サービ
ス事業者等の指定及び指定を更新することは、
福祉指導監査室長の専決事項となりますが、決
裁欄に押印が全くされないまま、公印を押印し
事業者に指定等の更新を通知している起案書が2
件ありました。

　決裁権者である室長の決裁を受けまし
た。

　指定更新等の起案については、別途受付
台帳を作成し、起案決裁時に更新手続きに
漏れがないかのチェックを行っていました
が、最終受付台帳にチェックがなかったも
のについては、事業者ファイルの申請書類
を確認することで処理済みとしていたた
め、今回の起案決裁漏れを把握することが
できませんでした。
　今後は事業者ファイル、起案書類の双方
を確認することで起案の決裁漏れを防ぎま
す。
　また、吹田市事務処理規程及び吹田市公
印規則による公印使用手続きを周知徹底
し、今後このようなことがないよう適正な
事務処理に努めます。

措置済
その他事務処理
に関する事項

9



本件に対する措置 再　発　防　止　策
№ 所管室課 監 査 結 果（指 摘 事 項）

措　置　状　況
区 分 事 項

8 高齢福祉室

　平成30年度地域包括支援センター事業委託料
の戻入による支出負担行為の整理において、変
更支出負担行為書の起案日を契約の始期まで
遡って行っているものが1件ありました。

　本件については平成30年度に処理が終
わっており、今から措置することは不可能
ですが、以後の処理については是正しま
す。

　本処理の処理担当者及び決裁権者に、正
しい処理方法の周知徹底を図ります。

措置済
支出に関する事
項

9 高齢福祉室

　第1回吹田市立高齢者いこいの家指定管理者候
補者選定委員会の開催に伴う食糧費の支出にお
いて、会議開催日より後の日付で起案書の作成
及び支出負担行為がされていました。

　適正な日付に修正しました。

　今回の事例を記録し、同じミスをしない
よう心掛けるとともに、同様の処理をする
ときは、支出負担にかかるルールを確認、
周知するなど、適正な処理に努めます。

措置済
支出に関する事
項

10 高齢福祉室

　成年後見人等に対する報酬助成の起案書にお
いて、支出負担行為書の発議日が起案書の決裁
日より後の日付になっているものが3件ありまし
た。
　また、寝具乾燥消毒サービス事業自己負担金
の過誤納分還付に係る起案書において、支出負
担行為書の発議日が起案書の決裁日より後の日
付になっているものが2件ありました。

　本件については2件ともに平成30年度に処
理が終わっており、今から措置することは
不可能ですが、令和元年度より御指摘いた
だいた処理については是正しています。

　本処理の処理担当者及び決裁権者に、正
しい処理方法の周知徹底を図ります。

措置済
支出に関する事
項

10



本件に対する措置 再　発　防　止　策
№ 所管室課 監 査 結 果（指 摘 事 項）

措　置　状　況
区 分 事 項

11 高齢福祉室

　大阪府国民健康保険団体連合会への共同処理
委託料の支払いに関する起案書において、起案
書の決裁日より後の日付の支出負担行為書が添
付されており、決裁がされていませんでした。

　起案書の決裁日より後の日付で起票され
た支出負担行為書について、決裁を受けて
是正しました。

　起案書に添付の支出負担行為書につい
て、日付や決裁について、間違いがないよ
うチェックを強化します。

措置済
支出に関する事
項

12 高齢福祉室

　吹田市地域包括支援センター事業委託契約に
おいて、個人情報の取扱いに係る特記事項によ
ると、受託者は、個人情報の取扱いの状況に関
する定期報告及び緊急時報告の手順を定めて市
に提出しその承認を得なければならないとなっ
ていますが、全てのセンターにおいて提出され
ていませんでした。

　本件については、令和２年１月末日時点
で全てのセンターより提出を受け、承認い
たしました。

　本処理の処理担当者及び決裁権者に、正
しい処理方法の周知徹底を図ります。

措置済
契約に関する事
項

13 高齢福祉室

　債務負担行為による契約における契約保証金
は契約金額の総額で算出し、総契約期間で加入
すべきですが、年度相当額で算定していたた
め、契約保証期間、契約保証金額（又は履行保
証保険の保険金額）が不足している地域包括支
援センターが11センターありました。

　契約保証金が不足していることについて
は、財務規則第113条第３項第２号を適用
し、契約保証金を減免する旨を明文化した
起案文書を作成し、令和元年11月26日に決
裁を完了しました。期間が不足していると
指摘のあった履行保証保険については、令
和2年度より契約保証金で対応しています。

　債務負担行為による契約の契約保証金に
ついては、総契約期間に対応するよう依頼
し、金額については減免する旨を起案文書
に明文化します。

措置済
契約に関する事
項

11



本件に対する措置 再　発　防　止　策
№ 所管室課 監 査 結 果（指 摘 事 項）

措　置　状　況
区 分 事 項

14 高齢福祉室

　吹田市立老人デイサービスセンターの管理に
関する基本協定書によると、指定管理者が自主
事業を実施する場合はあらかじめ市に報告し承
認を受けなけれならないとなっていますが、藤
白台デイサービスセンターの自主事業計画につ
いて、承認手続きがされていませんでした。

　承認依頼を収受し、承認手続きをしまし
た。

　協定書の内容を指定管理者に周知し、遵
守するよう指導します。

措置済
契約に関する事
項

15 高齢福祉室

　吹田市介護老人保健施設の管理に関する基本
協定書によると、利用料金の設定に当たって
は、あらかじめ市の承認を得なければならない
となっていますが、利用料金の承認依頼が提出
されていたものの、承認手続きがされていませ
んでした。

　承認手続きをしました。
　年度当初提出書類、処理状況について
チェック表を作成します。

措置済
契約に関する事
項

16 高齢福祉室
　吹田市シルバーワークプラザ自動扉保守業務
委託契約において、6月に実施した点検の報告書
が提出されていませんでした。

　監査指摘後、業務委託業者へ電話で点検
報告書の提出依頼を行い、提出されまし
た。

　委託契約書の提出については、提出点検
表で確認しているが、次年度からは点検報
告書についても、提出点検表を作成し、契
約どおり報告書も提出されているか確認し
ます。

措置済
契約に関する事
項

12



本件に対する措置 再　発　防　止　策
№ 所管室課 監 査 結 果（指 摘 事 項）

措　置　状　況
区 分 事 項

17 高齢福祉室

　令和元年10月消費税率引上げに伴うシステム
改修委託業務他1件の委託契約において、契約期
間は終了していますが、システム機能説明書な
どの成果物が納品されていませんでした。

　介護保険システム、介護保険システム平
成３１年6月データ標準レイアウト改版シス
テムの機能説明書の提出がデータのみでし
たが、紙で１部提出されました。

　契約書の規定にある成果物の納品につい
て、確認し、提出の管理をします。

措置済
契約に関する事
項

18 高齢福祉室

　介護保険システムソフトウェア保守管理業務
他1件の委託契約において、個人情報取扱いに係
る特記事項によると、受託者は、個人情報の取
扱いの状況に関する定期報告及び緊急時報告の
手順を定めて市に提出しその承認を得なければ
ならないとなっていますが、提出されていませ
んでした。

　介護保険システムソフトウェア保守管理
業務と令和元年7月特定個人情報データ標準
レイアウト改版対応業務について、定期報
告及び緊急時報告の手順について提出され
ました。

　個人情報の取り扱いの状況に関する定期
報告及び緊急時報告の手順の報告につい
て、提出を管理します。

措置済
契約に関する事
項

19 高齢福祉室

　非常勤職員1名の平成31年3月分から令和元年6
月分まで及び同年8月分の時間外勤務命令書にお
いて、時間外勤務命令はされていましたが、課
長（参事）の確認印が全て押印されていません
でした。

　本件については押印のなかった時間外勤
務について全て確認済であり、令和元年11
月末に是正済です。

　時間外勤務命令書の決裁権者、月次処理
担当者に押印確認を徹底するよう周知しま
した。

措置済
その他事務処理
に関する事項
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本件に対する措置 再　発　防　止　策
№ 所管室課 監 査 結 果（指 摘 事 項）

措　置　状　況
区 分 事 項

20 高齢福祉室

　臨時雇用員の有給休暇付与基準によると、有
給休暇の付与日数が5日の臨時雇用員について
は、8時間まで時間休暇を使用することが可能で
すが、臨時雇用員1名の午前休暇の処理におい
て、半日単位で0.5日分（4時間換算）を使用す
べきところ、時間休暇3時間として処理していま
した。そのため、他の時間休暇と合わせて計9時
間の使用となっており、賃金が過払いとなって
いました。

　有給休暇票と出勤簿について、御指摘の
とおり修正しました。また、支給誤りによ
る精算の処理を行い、1時間分の賃金につい
て、戻入しました。

　臨時雇用員の有給休暇の取扱いについ
て、マニュアル等を周知し、決裁時と支払
時にチェックを徹底するようにします。

措置済
その他事務処理
に関する事項

21 高齢福祉室

　千里山西デイサービスセンター行政財産使用
許可については、申請者が当該センターを平成
31年4月1日から使用していますが、同月26日に
起案書を作成し、同月1日付けで許可していまし
た。

　起案書の日付を4月1日に訂正しました。

　4月1日からの行政財産の使用許可につい
て、事業所に早めに許可申請書の提出案内
をし、4月1日に起案処理が出来るよう準備
をします。

措置済
その他事務処理
に関する事項

22 高齢福祉室

　吹田市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計
画推進委員会委員の委嘱において、起案書によ
ると、令和元年7月1日付けで委嘱しています
が、委嘱状を会議開催の際に手渡しすることに
していたため（開催日未定）、10月時点におい
ても委嘱状を作成しておらず未交付となってい
ました。

　11月22日付けで開催した第１回吹田市高
齢者保健福祉計画・介護保険事業計画推進
委員会の際、出席委員には委嘱状を手渡し
しました。また欠席の委員には郵送しまし
た。

　委嘱状を手渡しで交付できる時期が未定
の場合は、委員との相談のうえ郵送で交付
する等の対応を行います。

措置済
その他事務処理
に関する事項

14



本件に対する措置 再　発　防　止　策
№ 所管室課 監 査 結 果（指 摘 事 項）

措　置　状　況
区 分 事 項

23 高齢福祉室

　吹田市社会福祉法人等による利用者負担軽減
事業助成金交付要綱では、助成決定者の帳簿等
の保管年数を10年と定めていますが、介護保険
低所得者利用者負担対策事業費補助金に関係す
る一切の起案について、起案書の保存区分を5年
としていました。

　起案書の保存区分を１０年に修正しまし
た。

　来年度から、介護保険低所得者利用者負
担対策事業費補助金の文書作成時に保存区
分の年数の確認を徹底します。

措置済
支出に関する事
項

24
高齢者いこい

の家

　清掃業務委託契約において、仕様書による
と、厨房のグリストラップ清掃については、週1
回実施することとなっていますが、平成31年4月
1日からの半年間において、1日しか清掃されて
いませんでした。

　仕様書に則した履行を求めました。

　高齢者いこいの家については、令和2年度
より指定管理者制度へ移行するため、実態
を仕様書の記載に則したものにするよう、
指定管理者へ引き継ぎます。

措置済
契約に関する事
項

25
高齢者いこい

の家

　消防法施行規則及び消防庁告示によると、機
器点検の期間は6か月に1回となっており、吹田
市立高齢者いこいの家消防計画にも定められて
いますが、今年度において、消費税率の引き上
げを見据え、消防設備保守点検の契約を10月か
らとしたため、前回点検時（1月）以降9か月以
上経過していますが、機器点検が実施できてい
ませんでした。

　令和元年１０月に機器点検を実施しまし
た。

　高齢者いこいの家については、令和2年度
より指定管理者制度へ移行するため、機器
点検の適切な実施時期を確認し、点検の実
施月を仕様書に明記するよう、指定管理者
へ引き継ぎます。

措置済
その他事務処理
に関する事項

15



本件に対する措置 再　発　防　止　策
№ 所管室課 監 査 結 果（指 摘 事 項）

措　置　状　況
区 分 事 項

26 障がい福祉室

　吹田市障害者入院時コミュニケーション支援
事業実施費用は、令和元年6月20日に金額が確定
していますが、平成31年4月1日付けで支出負担
行為書を作成し、令和元年6月20日で起票した支
出伺いの起案書に添付していました。

　当該支出負担行為についてはすでに支払
い済みであるため、今後は、適正に処理し
てまいります。
　確認を強化した結果、当該案件の後、同
様の事例は発生しておりません。

　退院により金額確定した時点で、支出負
担行為を行うことを徹底し、決裁ラインの
職員においても、十分な確認を行ってまい
ります。

措置済
支出に関する事
項

27 障がい福祉室

　日常生活用具（成人）の支払いについての起
案書他3件において、起案書の決裁日より後の日
付で作成された支出負担行為書が添付されてお
り、決裁がされていませんでした。

　当該支出負担行為についてはすでに支払
い済みであるため、今後は、適正に処理し
てまいります。
　確認を強化した結果、当該案件の後、同
様の事例は発生しておりません。

　当該案件の原因は、決裁途上で支出負担
行為書の修正が必要となり、修正後、起案
と支出負担行為書の日付にずれが生じたこ
とによります。
　事務担当者と決裁ラインともに、支出負
担行為の意義を再確認するとともに、修正
等で作り直す際、十分な確認を行ってまい
ります。

措置済
支出に関する事
項

28 障がい福祉室
　出張するにあたり、目的地までの距離が2㎞未
満の場合は、旅費の支給対象外となりますが、
旅費を支給しているものが8件ありました。

　支給対象外の旅費については速やかに戻
入処理を行いました。

　旅費を支給する際には、適正な事務手続
きとなるよう目的地までの距離について
は、複数名で確認する体制としました。

措置済
支出に関する事
項
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本件に対する措置 再　発　防　止　策
№ 所管室課 監 査 結 果（指 摘 事 項）

措　置　状　況
区 分 事 項

29 障がい福祉室

　日中一時支援及び移動支援事業費の戻入につ
いては、費用の返還が確認できた後に変更支出
負担行為書を作成していますが、未決裁となっ
ているものが2件ありました。

　当該支出負担行為については、速やかに
決裁処理を行いました。
　また、確認を強化した結果、当該案件の
後、同様の事例は発生しておりません。

　支出負担行為の意義を再確認し、事務担
当者で注意してまいります。

措置済
支出に関する事
項

30 障がい福祉室

　重度障がい者医療システム運用保守業務委託
契約において、個人情報取扱いに係る特記事項
によると、受託者は個人情報の取扱いに関する
責任体制及び管理責任者、並びに秘密の保持等
の適正な取扱いに関する誓約書を提出すること
となっていますが、提出されていませんでし
た。
　また、同特記事項において、受託者は個人情
報の取扱いの状況に関する定期報告及び緊急時
報告の手順を定めて市に提出し、承諾を得るこ
ととなっていますが、提出されていませんでし
た。

　当該誓約書等については契約にあたり相
手方に様式を送付したまま、提出を受けて
いませんでしたので、改めて提出を受けま
した。

　契約関係綴に注意書を添付し、次年度に
引き継ぎます。

措置済
契約に関する事
項

31 障がい福祉室

　障害者支援交流センター警備業務委託契約に
おいて、仕様書によると、受託者は巡回時刻等
を定めた警備実施計画書を市に提出することと
なっていますが、提出されていませんでした。
　また、同契約において、受託者から暴力団員
又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書が提出
されていませんでした。

　受託者から警備計画書及び誓約書につい
て、提出を受けました。

　担当職員全員が契約書に記載されている
内容を十分に把握し、契約書のとおり、速
やかに計画書の提出を受けるなど、適正な
手続きを行ってまいります。

措置済
契約に関する事
項
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本件に対する措置 再　発　防　止　策
№ 所管室課 監 査 結 果（指 摘 事 項）

措　置　状　況
区 分 事 項

32 障がい福祉室

　吹田市身体障害者福祉電話使用貸借契約にお
いて、契約書によると、契約を証するため、本
書を2通作成し、市、借受人記名押印の上各1通
を保有することとなっていますが、市が保有す
る契約書には市長公印が10件全て押印されてい
ませんでした。

　早急に市の保有する契約書に市長公印を
押印し、以降適正に契約を履行していま
す。

　市の保有する契約書の市長公印の押印が
漏れないよう、担当者が確実に確認できる
処理方法の確立を行ってまいります。

措置済
契約に関する事
項

33 障がい福祉室

　障害者支援交流センター臨時雇用員（プール
監視員）について、勤務開始時間に遅れての出
勤が散見されました。
　遅刻件数は、平成31年4月で3件、令和元年5月
で4件、6月で2件、7月で2件、8月で2件、9月で2
件でした。

　定期監査実施以降、当センター所長から
該当職員に個別に注意・指導を行いまし
た。また、3名の臨時雇用員に救命講習を受
講させ、業務に対する意識向上を図りまし
た。

　当センター所長から個別に注意・指導を
行うとともに、プールや介助浴室の監視
は、場合によっては、人命にかかわる業務
のため、救命講習を受講させるなど業務に
対する意識向上を図り、引き続き、臨時雇
用員（プール監視員）全体に対する指導を
徹底してまいります。

措置済
その他事務処理
に関する事項

34 障がい福祉室
　切手管理票に記載のない切手（計42枚、2,840
円分）が保管されていました。

　管理票に記載のない切手は、返信用封筒
に貼付した切手が使用されずに戻ってきた
ものを別保管としていました。それらにつ
いては管理表に記載し、適正に管理するよ
う改めました。

　管理票への記載を徹底し、残枚数と実際
の枚数を定期的に確認してまいります。

措置済
その他事務処理
に関する事項
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本件に対する措置 再　発　防　止　策
№ 所管室課 監 査 結 果（指 摘 事 項）

措　置　状　況
区 分 事 項

35 障がい福祉室

　吹田市立身体障害者訪問入浴サービス事業実
施要綱第5条第2項において、利用者は、利用申
請の際には主治医意見書を添付することとなっ
ていますが、毎年度申請を受けるも主治医意見
書の添付がありませんでした。（平成29年度未
措置分）

　吹田市身体障害者訪問入浴サービス事業
実施要綱における申請書様式等の取扱いに
ついて、２回目以降の申請は不要とするこ
とで総務部法制室と協議・調整を行い、平
成30年7月31日付で要綱改正を行いました。
　また運用について内規（吹田市障がい福
祉サービス等支給決定基準）に定めまし
た。

　現要綱の改正を行い、運用を内規として
定めたうえ、取扱いについては明確に示す
ようにしました。

措置済
その他事務処理
に関する事項

19



(3)健康医療部

本件に対する措置 再　発　防　止　策

1
地域医療推進

室

　北大阪健康医療都市ポータルサイト保守・運用
業務委託契約において、仕様書によると、受注者
は、運用手順書を作成し市に提出するものとなっ
ており、また市が確認したうえで、市及び受注者
の運用責任者が押印することをもって手順書の確
定を確認するものとなっていますが、提出されて
いませんでした。

　定期監査等事前監査後、受注者に運用手順
書の作成を依頼し、内容を確認した上で、市
及び受注者が押印した手順書の提出を受けま
した。

　提出物を受ける際には、仕様書の内容を担
当者にて確認し、提出物がそろっているかダ
ブルチェックを徹底します。

措置済
契約に関する事
項

2
地域医療推進

室

　出張に係る起案書において、出張日は令和元年
8月23日となっていますが、決裁日が同年9月4日
と出張日より後の日付となっていました。

　指摘に基づき起案書の決裁日等を令和元年
8月22日に訂正しました。今後は適切な事務
執行に努めます。

　特別旅費の支出が伴う出張旅費につきまし
ては、事前に処理するため、早めに担当者ま
で連絡するよう室内で共有を行いました。適
切に起案処理を行うよう留意していきます。

措置済
その他事務処理
に関する事項

№ 所管室課 監 査 結 果（指 摘 事 項）
措　置　状　況

区 分 事 項
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本件に対する措置 再　発　防　止　策
№ 所管室課 監 査 結 果（指 摘 事 項）

措　置　状　況
区 分 事 項

3
地域医療推進

室

　事務処理規程によると、公害健康被害に係る補
償給付に要する費用の支出負担行為をすること
は、地域医療推進室長の専決事項となりますが、
参事決裁となっているものが3件ありました。

　指摘に基づき、当該起案について室長専決
とし、室長決裁を済ませました。

　まず、起案者は、事務処理規程に対する理
解が不足していたため、本規定を適切に理解
して事務を行っていくよう徹底してまいりま
す。
　また、決裁者は、決裁区分等のチェックが
きちんと出来ていなかったため、定型的な事
務であったとしても常時チェックを怠ること
なく徹底してまいります。

措置済
その他事務処理
に関する事項

4
休日急病診療

所

　診療料金の還付申請書において、申請年月日の
記載がなく、申請者の押印もされていないものが
1件ありました。また同申請書の下部の還付金領
収書欄においても、領収年月日、領収者の住所、
氏名の記載がなく、押印もされていませんでし
た。さらに、決裁欄も空欄となっていました。

　指摘に基づき、還付対象者と連絡を取り、
還付申請書の徴取を行いました。

①診察時の受付用紙の確認について必要事項
の見逃しがないように徹底します。特に年末
年始、ゴールデンウイークに応援に入っても
らう、兼務職員については事前の研修を強化
します。
②電子カルテの導入等とも合わせて、申請書
の様式、取扱いの基準などを明確にし、体系
的な整備を行います。

措置済
その他事務処理
に関する事項

5
国民健康保険

室

　各種がん検診等一部負担金の戻入についての起
案書において、費用の返還が確認できた後に発議
する変更支出負担行為書が、未決裁のまま添付さ
れていました。

　該当の支出負担行為書の決裁処理を行いま
した。

　変更支出負担行為の処理を行う際に印刷し
た変更支出負担行為書には、今後、決裁を受
けるよう事務処理を徹底します。

措置済
支出に関する事
項
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本件に対する措置 再　発　防　止　策
№ 所管室課 監 査 結 果（指 摘 事 項）

措　置　状　況
区 分 事 項

6
国民健康保険

室

　国民健康保険療養費の支給についての起案書に
おいて、起案書の決裁日より後の日付の支出負担
行為書が2件添付されており、決裁がされていま
せんでした。

　該当の支出負担行為書２件の決裁処理を行
いました。

　決裁処理において日付の整合性確認を行い
ます。

措置済
支出に関する事
項

7 保健センター

　事務処理規程及び保健センター処務規程による
と、臨時雇用員の任免を行うことは所長の専決事
項となりますが、臨時雇用員の任用についての起
案書12件について、参事決裁としていました。

　指摘に基づき、臨時雇用員の任用について
の起案12件について、所長の押印、決裁を行
いました。

　起案者だけでなく、決裁ラインで決裁区分
を確認するようにしていきます。

措置済
その他事務処理
に関する事項
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(4)環境部

本件に対する措置 再　発　防　止　策

1 環境政策室

　事務処理規程によると、附属機関に係る招集に
関する事務を処理することについては部長の専決
事項となりますが、吹田市環境影響評価審査会の
開催の起案書について、室長決裁としていまし
た。

　平成30年度と令和元年度の起案について、
部長決裁に修正し、改めて部長まで決裁しま
した。

　改めて事務処理規程を確認するとともに、
指摘事項について室内会議で周知徹底を図り
ました。

措置済
その他事務処理
に関する事項

2 事業課

　臨時雇用員2名の任用にあたり、任用通知書及
び勤務条件の明示に係る書面を交付していません
でした。あわせて、臨時雇用員誓約書の所属記載
欄に必要事項が記載されていませんでした。

　今回の事前監査後に臨時雇用員２名に対
し、任用通知書及び勤務条件の明示に係る書
面を交付しました。
　また、臨時雇用員誓約書の所属記載欄に必
要事項を記載しました。

　臨時雇用員を採用する際の手続き及び必要
書類について、マニュアル等で再確認を行
い、今後同様のことが生じない様、課内会議
で周知徹底を図りました。

措置済
その他事務処理
に関する事項

3
資源循環エネ
ルギーセン

ター

　雑誌の購読において、支出負担行為は事前にす
べきですが、購読後に支出負担行為をしているも
のが1件ありました。

　指摘以降の購読（購入）につきましては、
見積書を徴取したうえで、発注時に支出負担
行為を行うこととしました。

　購読（購入）事務におきまして、関連規則
及び通知を改めて確認したうえで、適正な支
出事務の執行に努めるとともに、今回の支出
負担行為の経緯及び指摘事項ならびに是正措
置について、職場会議を実施し、周知するこ
とで、情報共有を図りました。

措置済
支出に関する事
項

№ 所管室課 監 査 結 果（指 摘 事 項）
措　置　状　況

区 分 事 項
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本件に対する措置 再　発　防　止　策
№ 所管室課 監 査 結 果（指 摘 事 項）

措　置　状　況
区 分 事 項

4
資源循環エネ
ルギーセン

ター

　消費税率の変更に伴う溶融飛灰搬送処理業務委
託契約の契約変更において、契約書の締結日は令
和元年10月1日となっていますが、起案書の決裁
日、施行日、完結日及び公印済認印の押印日が同
年11月6日となっていました。

　指摘に伴い、決裁日・施行日・完結日の訂
正を行い、公印押印日についても訂正を行い
ました。

　決裁日・施行日・完結日・公印押印日・契
約日の確認を徹底し、文書事務の適切な事務
の執行に努めるとともに、今回の起案文書の
起案日から完結日及び契約日までの記入日付
の関係性と是正措置について、職場会議を実
施し、周知することで、情報共有を図りまし
た。

措置済
契約に関する事
項

5 破砕選別工場

　受水槽清掃業務委託契約において、見積依頼を
業者に通知していますが、通知に係る起案書の起
案日より前の日付で通知していました。また当該
通知の日付は、当該契約に係る随意交渉（見積合
せ）の執行起案の決裁日よりも前となっていまし
た。

　該当の通知書関係については財務会計シス
テムで入力し印刷する書類で、入力時の日付
が自動入力されますが、その日付の確認をせ
ず変更しないまま、起案に添付しておりまし
たが、財務会計システムにて日付修正したも
のに差し替えました。

　改善策として、日付の確認を課内会議で全
員に周知し、決裁時にも確認するようにして
おります。

措置済
契約に関する事
項

6 破砕選別工場

　平成31年度の自動車損害共済への加入について
は、平成31年度予算における執行となりますが、
前年度である平成31年2月13日に起案書で決裁を
受け、翌日2月14日に公印が押印された申込書を
送付し、手続きを完了させていました。

　今回の分につきましては、手続き完了のた
め、措置はできていませんが、令和２年度か
らは当年度の処理にしています。

　４月1日からの保険期間に間に合うように
前年度に処理をしておりました。共済に問い
合わせをしますと３月３１日迄に予託手続き
を行い、４月３０日までに申し込みをすると
４月１日まで遡って保障してくれるとのこと
でしたので、次回より当年度の処理となるよ
うに致します。

措置済
契約に関する事
項
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(5)都市計画部

本件に対する措置 再　発　防　止　策

1 都市計画室

　事務処理規程によると、500万円以上の使用料
及び賃借料の支出負担行為等を行うことについて
は副市長の専決事項となりますが、吹田市都市計
画情報配信システム運用業務の契約変更の締結の
起案書において、室長決裁としていました。

　前年度以前の起案であり、契約変更もすで
に行っているため、担当内で会議をし、長期
継続契約の契約締結起案の場合、契約金額総
額で決裁区分を決めるべきことを確認し、認
識を共有しました。

　今後は、長期継続契約の契約締結起案の決
裁については、事務処理規程及び関連する通
知等を確認しつつ、適正な執行を徹底いたし
ます。

措置済
その他事務処理
に関する事項

2 都市計画室

　事務処理規程によると、100万円以上300万円未
満の使用料及び賃借料の支出負担行為等を行うこ
とについては室長の専決事項となりますが、吹田
市指定道路システムハードウェア調達業務の契約
締結の起案書において、参事決裁としていまし
た。

　起案の決裁区分を室長に修正し決裁をもら
いました。また、長期継続契約の契約締結起
案の場合は、契約金総額で決裁区分を決める
べきことを、担当内で会議をし認識を共有し
ました。

　今後は、長期継続契約の契約締結起案の決
裁については、事務処理規程及び関連する通
知等を確認しつつ、適正な執行を徹底いたし
ます。

措置済
その他事務処理
に関する事項

3 計画調整室

　千里ニュータウン情報館警備・保安業務委託契
約において、仕様書によると、警備保安業務のう
ち館内巡視については、11時、13時及び16時に行
うこととなっていますが、日報には11時と16時の
記載欄しか設けられておらず、13時については何
ら記載されていないため、実際に巡視が3回行わ
れているかどうかが確認できませんでした。

　業務受託者に事情を聴取したところ、警備
体制の2交代制導入に伴う報告書の見直しの
際に、誤って契約当初素案である館内巡視回
数が2回の様式を採用してしまったとのこと
でした。実際の館内巡視については仕様書ど
おり3回実施されていることを確認しまし
た。受託者へ厳重注意するとともに日報の様
式修正を指示しました。

　業務報告書を検収する際は、担当者だけで
なく複数の目で確認することを徹底します。
業務委託者として委託業務の適正な実施に努
めてまいります。

措置済
契約に関する事
項

№ 所管室課 監 査 結 果（指 摘 事 項）
措　置　状　況

区 分 事 項
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本件に対する措置 再　発　防　止　策
№ 所管室課 監 査 結 果（指 摘 事 項）

措　置　状　況
区 分 事 項

4 開発審査室

　事務処理規程によると、公簿による証明を行う
ことは課長の専決事項となっていますが、建築計
画概要書等の写し等の交付において、前回監査時
には申請書の業務処理欄に「上記の申請につい
て、閲覧に供し、写し等の交付をしてよろしいで
すか。」の記載及び決裁欄があり、決裁処理をし
ていましたが、現在の申請書の業務処理欄からは
それらの記載等がなくなっており、交付について
の決裁処理もされていませんでした。

　平成30年度から調定起案の決裁が交付の決
裁を兼ねるものと解釈して処理していまし
た。今後は調定起案とは別に申請日ごとの各
申請件数をまとめた日計表を作成し、申請書
原本と合わせて課長級が確認するものとしま
す。

　所管事務については、事務処理規程及び関
連する通知等を確認しつつ、適正な執行を徹
底いたします。

措置済
その他事務処理
に関する事項

5 住宅政策室

　吹田市新佐竹台住宅清掃等管理業務委託契約に
おいて、仕様書の清掃作業項目表によると、週に
2回清掃を実施することとなっている作業場所の
うち、一部の項目については週に1回の実施しか
確認できませんでした。

　事業者と連絡を取り、実際に週に２回清掃
されているものの報告書の記載漏れであった
ことを確認しました。実際の実施状況は事業
者の日報及び住宅管理人への聞き取りで再度
確認しました。
　事業者に報告書の再提出を求めました。

　報告書の確認時に、必ず仕様書や契約書と
突き合わせての確認を徹底いたします。

措置済
契約に関する事
項

6 住宅政策室

　平成30年度及び31年度の行政財産目的外使用許
可において、許可に係る手続きを行わないまま前
年度に引き続き団体に行政財産を使用させている
ものが1件ありました。
　また、平成31年4月1日付けで使用許可を行って
いるものが3件ありますが、実際には5月以降に事
務手続を行っていました。

　使用許可承認手続きを行いました。
　行政財産目的外使用の許可場所のリストを
活用し、漏れが出ないように3月に確認を徹
底いたします。

措置済
その他事務処理
に関する事項
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(6)土木部

措　置　内　容 再　発　防　止　策

1 総務交通室

　都市計画道路南吹田駅前線立体交差事業家屋事
後調査業務委託契約において、当初の契約金額が
1,000万円未満であることから財務規則第115条第
1項第6号に基づき契約の保証を免除していました
が、契約変更により契約金額が1,000万円以上と
なり、契約の保証の免除対象外となったにもかか
わらず、契約の保証に係る必要な手続きを行って
いませんでした。

　契約変更時に業務担当者と業務の不履行の
おそれはないものと判断し、吹田市財務規則
第１１５条第１項第９号に基づき、契約の保
証を免除したものですが、起案への記載を失
念していたため、直ちに起案に追記し、決裁
を受けました。

　今後は、契約変更時に契約残存期間、履行
割合及び契約金額の増額等を勘案して吹田市
財務規則第１１５条第１項第９号を適用する
か検討します。
　また、同号規定を適用する場合は、起案へ
の記載漏れがないよう留意します。

措置済
契約に関する事
項

2 総務交通室

　都市計画道路千里丘朝日が丘線概略設計委託業
務契約において、契約変更により工期を延長して
いますが、変更後の工期において、受託者が履行
保証保険に加入していませんでした。

　契約変更時に業務担当者と業務の不履行の
おそれはないものと判断し、吹田市財務規則
第１１５条第１項第９号に基づき、契約の保
証を免除したものですが、起案への記載を失
念していたため、直ちに起案に追記し、決裁
を受けました。

　今後は、契約変更時に契約残存期間、履行
割合及び契約金額の増額等を勘案して吹田市
財務規則第１１５条第１項第９号を適用する
か検討します。
　また、同号規定を適用する場合は、起案へ
の記載漏れがないよう留意します。

措置済
契約に関する事
項

3 総務交通室

　千里山地区乗合交通試験運行実施計画検討及び
試験運行支援業務委託契約（契約期間：令和元年
9月25日から令和6年3月29日まで）において、仕
様書によると、受託者は市に業務計画書を提出す
ることとなっており、一旦は提出されたものの不
備があったため返却したとのことですが、事前監
査時点（令和2年1月8日）においても、再提出を
受けていませんでした。

　再度受託者に業務計画書提出の指示を行
い、受理いたしました。

　今後は、適正な業務計画書を指定した期日
までに提出を受けるよう徹底します。

措置済
契約に関する事
項

№ 所管室課 監 査 結 果（指 摘 事 項）
措　置　状　況

区 分 事 項
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措　置　内　容 再　発　防　止　策
№ 所管室課 監 査 結 果（指 摘 事 項）

措　置　状　況
区 分 事 項

4 総務交通室

　吹田市道路賠償責任保険の指名競争入札におい
て、指名された業者のうち1者の代理人が、応札
していますが、代表者氏名の記載を欠く無効な入
札であるにもかかわらず、有効として取り扱って
いたため、当該業者が落札業者となり契約を締結
していました。

　業者からは代理人が応札する旨の委任状が
提出されており、入札書と一対のものとして
おり、無効な入札とは判断しませんでした
が、今後は無効として取り扱います。

　入札書の記入例を修正するとともに、入札
参加者に対し入札心得書の遵守、入札時には
入札書の記名、押印に不備がないか再度確認
を促します。また、開札の際は無効な入札に
あたらないか、入札書を複数の職員で確認す
ることをこれまで以上に徹底し、適正に契約
事務を執行します。

措置済
契約に関する事
項

5 総務交通室

　阪急南千里駅前西第１自転車駐車場地下機械式
駐輪装置保守点検等業務については、単独随意契
約により業者と契約を締結していますが、平成26
年度からの当該業務に係る委託料の算出にあた
り、10年度分（平成26年度から令和5年度）の維
持管理に係る総経費を各年度で均等割りとしてい
ました。このことから平成26年度から令和元年度
までの間において、業務内容と委託料にかい離が
生じていました。

　業務報告書を再度精査し、契約に基づいた
業務の履行を受注者に求めました。

　委託方法については、契約にそったもので
あり、業務内容については、より精密に確認
することとします。

措置済
契約に関する事
項

6 総務交通室

　事務処理規程によると、事務の委託に係るもの
のうち、1件1,000万円以上3,000万円未満の支出
負担行為等を行うことについては室長の専決事項
となっていますが、路面清掃業務委託契約の起案
書において、参事決裁としていました。

　決裁区分を室長専決に修正し、室長決裁を
受けました。

　吹田市事務処理規程を確認し、本規程に基
づいた事務処理を徹底します。

措置済
その他事務処理
に関する事項
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措　置　内　容 再　発　防　止　策
№ 所管室課 監 査 結 果（指 摘 事 項）

措　置　状　況
区 分 事 項

7 道路室

　現金出納員は、収納した現金等を毎日収納簿等
に記載し整理しなければならず、また、速やかに
指定金融機関等に払い込まなければならないと
なっていますが、使用料の収納において、指定金
融機関等へ現金を払い込むにあたり、遠隔地等の
特段の理由がないにもかかわらず月に3回まとめ
て現金出納帳を記載し払い込む運用をしていまし
た。
　このことから、令和2年1月6日から10日までの
使用料の現金出納帳への記載及び指定金融機関等
への払い込みができていませんでした。

　現金出納帳への記載及び指定金融機関への
払込みを行いました。

　財務規則に則った処理を行うことについて
再確認を行い、収納した現金については当日
又は翌営業日に指定金融機関に払込みするよ
う当番表を作成し、適正な事務処理に努めま
す。

措置済
収入に関する事
項

8 道路室

　岸辺駅前花壇ほか草花植付業務及び北千里駅前
花壇ほか草花植付業務委託契約において、特記仕
様書によると、受託者は草花植付に際して、作業
計画書を市に提出することとなっていますが、提
出されていませんでした。
　また、同仕様書によると、受託者は業務完了後
速やかに半月報を市に提出することとなっていま
すが、岸辺駅前ほかの植付については、月報を月
1回、北千里駅前ほかの植付については、月報を3
か月に1回の期間で提出を受けていました。

　作業計画書につきましては、契約後、一度
は提出されていましたが、一部不備があった
ため、委託業者に返還し再提出を依頼してい
た状態でしたので再提出を受けました。
　半月報の提出を受けました。

　受注者と詳細な協議を行い提出書類等の漏
れが無いように努めます。
特記仕様書において半月報の提出時期は『完
了後速やかに提出するもの』と記載しており
ますが、令和２年度からは、半月報ではなく
月報の提出を受けるようにし、併せて毎月提
出を受けるように明記します。

措置済
契約に関する事
項

9 道路室

　古江台11号線ほか除草及び剪定業務他16件の委
託契約において、受託者から業務完了届が提出さ
れていましたが、いずれも業務完了年月日及び提
出年月日が記載されていませんでした。

　完了日及び提出日を記載した業務完了届の
提出を受けました。

　今後は漏れが無いよう事務処理を徹底しま
す。

措置済
契約に関する事
項
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措　置　内　容 再　発　防　止　策
№ 所管室課 監 査 結 果（指 摘 事 項）

措　置　状　況
区 分 事 項

10 道路室

　佐竹台14号線ほか除草及び剪定業務他3件の委
託契約において、除草・剪定業務特記仕様書によ
ると、受託者は業務施工前に施工計画書を提出し
て市の承認を受けなければならないとなっていま
すが、提出されていませんでした。

　施工計画書につきましては、契約後、一度
は提出を受けていましたが、一部不備があっ
たため委託業者に返還し再提出を依頼してい
た状態でしたので再提出を受けました。

　再提出時期なども含め委託業者と詳細な協
議を行い、適切に業務を管理します。

措置済
契約に関する事
項

11 道路室

　JR岸辺駅前南北自由通路等清掃業務委託契約
（契約始期：令和元年10月1日）において、仕様
書によると、受託者は業務実施体制図、緊急連絡
体制図、年間予定表、月間予定表及び使用資機材
一覧表を市に提出し、承認を得た後業務に着手す
ることとなっていますが、事前監査前に提出書類
を確認し不備があるとして年間予定表以外の書類
を受託者に返却したまま事前監査時点（令和2年1
月14日）で再提出を受けていませんでした。

　業務実施体制図、緊急時連絡体制図、年間
予定表、月間予定表及び使用資機材一覧表を
再提出を受けました。

　提出書類の修正や再提出等の事項について
は処置期限を明記し、これを受注者に遵守す
るよう指導を行います。契約後、可能な限り
速やかに受託者に必要書類を提出させ、提出
漏れがないようチェックの強化を図ります。

措置済
契約に関する事
項

12 道路室

　土地賃貸借基本契約書及び借地料決定契約の締
結についての起案書2件において、当初令和元年7
月に起案し契約書を交わしていましたが、その
後、当該契約が平成31年4月1日付けの契約になる
として起案日、契約書等の日付を遡って訂正印に
より訂正していました。また、起案書の裏面に記
載されている契約締結日が当初の7月の日付のま
まになっており、うち1件の起案書については、
公印済認印の日付を手書きで訂正していました。

　起案文書裏面の契約締結日の是正を行った
うえ、契約締結日である平成31年4月1日付け
の公印済認印の起案処理を行いました。

　今後は、関係部局とも調整しながら適正な
契約日に基づく契約及び決裁処理を行い、適
正な事務処理を行うよう徹底します。

措置済
契約に関する事
項

30



措　置　内　容 再　発　防　止　策
№ 所管室課 監 査 結 果（指 摘 事 項）

措　置　状　況
区 分 事 項

13 道路室
　所管発注の物品購入事務において、物品購入伺
の決裁日より前に納品されているものが1件あり
ました。

　納品書兼物品出納票の日付が誤っていたこ
とが判明したため、訂正処理をしました。

　購入事務手順を再度確認し、適正な事務処
理を行うよう徹底します。

措置済
契約に関する事
項

14 公園みどり室

　長期継続契約において、2年目以降の継続処
理・支出負担行為の時期については、4月1日にな
りますが、仮設トイレ賃貸借契約業務の継続処理
の起案処理を平成31年3月11日に完結させていま
した。

　起案日を4月1日に訂正しました。
 今後は適切な時期に事務処理を行うよう手
順を確認します。

措置済
支出に関する事
項

15 公園みどり室

　佐竹公園ほか除草及び剪定業務他12件の委託契
約において、除草・剪定業務特記仕様書による
と、受託者は業務施工前に施工計画書を提出する
ことになっていますが、全て提出年月日が記載さ
れていなかったため、提出されたのが業務施工前
かどうか確認できませんでした。

　提出年月日を記入し、改めて提出を受けま
した。

 今後は記入漏れ等がないよう手順を確認し
ます。

措置済
契約に関する事
項

16 公園みどり室

　古江台展望緑地法面復旧工事において、請負者
から市に施工日に係る承諾願が提出されています
が、決裁も監督員の押印も日付も記載されていな
いものが5件、参事の決裁がないものが1件ありま
した。
　また、施工計画書が提出されていますが、提出
日が記載されていませんでした。

　承諾書については、日付の記入、監督員及
び決裁の押印を行いました。
施工計画書の提出日については、提出日を確
認し記入しました。

　チェック欄のある竣工書類の一覧表を作成
し、請負業者から提出された書類に決裁漏れ
等がないよう徹底します。

措置済
契約に関する事
項

31



措　置　内　容 再　発　防　止　策
№ 所管室課 監 査 結 果（指 摘 事 項）

措　置　状　況
区 分 事 項

17 公園みどり室

　公園みどり室公用軽自動車（バン）3台リース
賃貸借契約については、起案書の裏面に記載され
ている契約締結日及び添付されている契約書
（案）の契約締結日が令和元年7月1日となってい
るにもかかわらず、実際には、平成31年4月16日
に契約が締結され、契約書が取り交わされていま
した。

　起案書及び契約書（案）を正しい日付に訂
正しました。

　契約締結起案の内容確認を複数の職員で行
うなど、徹底します。

措置済
契約に関する事
項
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(7)学校教育部

本件に対する措置 再　発　防　止　策

1 教育総務室

　吹田さんくす3番館4階事務室賠償責任保険の加
入についての起案書において、起案書の決裁日よ
り後の日付の支出負担行為書が添付されており、
決裁がされていませんでした。

　起案書の起案日、及び決裁日を修正しまし
た。
　文書管理規程、事務処理規程について周知
徹底しました。

　文書管理規程、事務処理規程に基づき、適
正な文書管理と事務執行を徹底するとともに
複数の職員で確認を行います。

措置済
支出に関する事
項

2 教育総務室

　長期継続契約において、2年目以降の継続処
理・支出負担行為の時期については、4月１日に
なりますが、5月になってから4月1日付けで処理
しているものが5件、6月になってから4月1日付け
で処理しているものが15件ありました。

　長期継続契約案件については、継続処理・
支出負担行為の整理が4月1日付けで事務処理
できるよう計画的に事務を進めます。

　契約事務を適正に行えるよう、担当職員に
財務規則等関係法令を再度周知徹底するとと
もに複数の職員で確認を行います。

措置済
支出に関する事
項

3 教育総務室

　吹田市立吹田第一小学校ほか12校園一般廃棄物
（ごみ）定曜日収集運搬業務委託契約（契約期
間：平成28年10月1日から令和元年9月30日まで）
において、受託者は履行保証保険証券を市に提出
することになっており、契約締結時には受託者か
ら提出されていたとのことですが、保険証券の所
在が把握できておらず、確認できませんでした。

　当該履行保証保険証券につきましては、担
当を含め複数職員により確認作業を行うも所
在について確認できませんでしたが、同様の
事案を生じさせることのないよう契約事務、
文書管理に係る規定等を担当内で共有し、適
正な事務執行の徹底を図りました。なお、当
該契約は、履行期間が令和元年9月30日と
なっており、委託業務については、仕様書に
基づいて確実に履行完了していることを確認
しています。

　契約関係の事務手続に漏れがないよう必要
書類の一覧表を作成し、契約時には相手方と
も再度確認を行うとともに、適正な文書管理
と事務執行を徹底します。

措置済
契約に関する事
項

№ 所管室課 監 査 結 果（指 摘 事 項）
措　置　状　況

区 分 事 項
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本件に対する措置 再　発　防　止　策
№ 所管室課 監 査 結 果（指 摘 事 項）

措　置　状　況
区 分 事 項

4 教育総務室

　吹田市立佐竹台小学校ほか14校園一般廃棄物
（ごみ）定曜日収集運搬業務委託契約（契約期
間：平成28年10月1日から令和元年9月30日まで）
において、市が保管すべき契約書の原本のほか、
受託者から提出されたとされる履行保証保険証券
についても、所在が把握できておらず、確認でき
ませんでした。

　契約書原本、履行保証保険証券共に所在を
確認しました。

　契約関係事務に漏れがないよう必要書類の
一覧表を作成し、契約時に契約の相手方と再
度確認を行うとともに、適正な文書管理と事
務執行を徹底します。

措置済
契約に関する事
項

5 教育総務室

　吹田市立千里第二小学校ほか14校園一般廃棄物
（ごみ）定曜日収集運搬業務他4件の委託契約
（契約期間：令和元年10月1日から令和4年9月30
日まで）において、契約締結日は令和元年10月1
日となっていますが、事前監査時点（同年12月4
日）で契約手続が完了していませんでした。

　吹田市立千里第二小学校ほか14校園一般廃
棄物（ごみ）定曜日収集運搬業務他4件の委
託契約については、履行保証保険証券の提出
を受け、契約手続を完了しました。

　契約事務を適正に行えるよう、担当職員に
財務規則等関係法令を再度周知徹底するとと
もに複数の職員で確認を行います。

措置済
契約に関する事
項

6 教育総務室

　吹田市立幼稚園（単独幼稚園）便所清掃業務委
託契約において、契約書によると、本契約の証と
して本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、
各自1通を保有するとなっていますが、受託者に
契約書を渡しておらず、保管されたままになって
いました。

　指摘を受けた後、速やかに受託者に契約書
を送付しました。

　契約事務を適正に行えるよう、担当職員に
財務規則等関係法令を再度周知徹底するとと
もに複数の職員で確認を行います。

措置済
契約に関する事
項
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本件に対する措置 再　発　防　止　策
№ 所管室課 監 査 結 果（指 摘 事 項）

措　置　状　況
区 分 事 項

7 教育総務室

　吹田市教育委員会公印規則によると、保存期間
の満了した公印は、教育総務室長において焼却す
るとなっており、保存期間の5年を経過した公印
（体育振興部長印）を保管している旨、前回の定
期監査において指摘していますが、今回の事前監
査において確認したところ、備品台帳における返
納（廃棄）手続きはされていたものの、焼却処分
がされておらず保管されたままとなっていまし
た。
　また、教育委員会印他5個の公印において、公
印台帳における公印廃止手続きはされていたもの
の、備品台帳における返納（廃棄）手続きがされ
ていませんでした。

　保存期間の終了した公印の処分方法につい
て関係室課に確認し、焼却処分の手続きを進
めています。
　備品台帳に登録されていた廃止公印につい
ては、指摘後の12月4日に返納(廃棄)手続き
を行いました。

　吹田市教育委員会公印規則に基づき、適正
な公印の管理を徹底します。

一部措置済
物品管理に関す
る事項

8 教育総務室

　非常勤職員の出勤簿については、所属長の確認
が必要ですが、非常勤職員に関する事務担当者が
人事給与システム上において確認を行えばよいも
のと認識していたため、全ての月において出勤簿
が出力されておらず、確認印が押印されていませ
んでした。

　非常勤職員の平成30年4月分から令和2年1
月分までの出勤簿について、所属長が決裁を
行いました。

　事務処理規程に基づき、適正な事務執行を
徹底します。

措置済
その他事務処理
に関する事項

9 教育政策室

　吹田市立南山田小学校仮設校舎賃貸借業務及び
吹田市立山田中学校ほか1校仮設校舎賃貸借業務
契約については、前回の定期監査において契約期
間全体に及ぶ履行保証保険に未加入と指摘し、変
更の協議を契約の相手方と現在行っていると措置
状況報告があったところですが、今回の事前監査
において、その後の進展が確認できませんでし
た。

既に履行済みの期間については保証の必要が
なく、今後の履行を保証するものとして保険
加入するものとして契約の相手方と協議が整
い、令和2年2月25日付で履行保証保険証券の
提出を受け、加入について確認しました。

　契約事務を適正に行えるよう、担当職員に
財務規則等関係法令を再度周知徹底するとと
もに複数の職員で確認を行います。

措置済
契約に関する事
項
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本件に対する措置 再　発　防　止　策
№ 所管室課 監 査 結 果（指 摘 事 項）

措　置　状　況
区 分 事 項

10 教育政策室

　無線通信式防犯カメラ機器（佐竹台小学校通学
路）賃貸借契約において、仕様書によると賃貸人
は契約締結後に工程表、現場代理人・主任技術者
届、必要資格取得者名簿、設置作業従事者名簿、
作業手順書、機器承認図を市に提出することに
なっていますが、提出されていませんでした。

　防犯カメラ機器の設置工事はすでに完了し
ているため再発防止策にて対処します。
　なお、防犯カメラ機器の設置完了について
は完成図書にて確認しています。

　仕様書記載の必要書類について提出漏れが
ないよう提出書類の一覧を作成し、契約時に
契約の相手方と再度確認を行うとともに複数
の職員で確認を行います。

措置済
契約に関する事
項

11 教育政策室

　吹田市立江坂大池小学校校舎増築事業基本計画
策定業務委託契約における契約事務において、入
札が不調に終わったことから再度入札を行ってい
ますが、入札結果の復命起案の決裁日より前に、
再度入札の執行起案が発議されており、さらに当
該起案の決裁日より前に入札執行及び契約締結起
案が発議され、決裁されていました。また、起案
の裏面に記載している契約締結日と契約書の契約
締結日が異なっていました。

　契約事務の流れを再度確認した上で指摘箇
所について是正しました。

　契約事務を適正に行えるよう、担当職員に
財務規則等関係法令を再度周知徹底するとと
もに複数の職員で確認を行います。

措置済
契約に関する事
項

12 教育政策室

　所管発注の物品購入事務において、物品購入伺
の決裁日より前に業者から納品されているものが
1件ありました。また、納品書兼物品出納票の業
者記載欄には、業者から提出のあった納品書の日
付（平成31年4月25日）及び検収日（同日）より
も後の日付（令和元年5月10日）が記載されてい
ました。

　業者からの納品が物品購入伺の決裁日より
前になったのは決裁日の記入誤りによるため
正しい日付に是正しました。また、納品書兼
物品出納票の納品日については業者に確認
し、正しい納品日（平成31年4月25日）の記
載された納品書兼物品出納票を受領しまし
た。

　物品購入事務を適正に行えるよう、事務手
続きを再度周知徹底するとともに複数の職員
で確認を行います。

措置済
契約に関する事
項

13 保健給食室

　所管発注の物品購入伺（小学校給食分）におい
て、決定業者からの見積書を徴取していないもの
が5件あったほか、決定業者であるにもかかわら
ず事業者からファクシミリで送信された見積書を
添付し原本を徴取していないものが8件ありまし
た。また、見積書の日付の記載がないものが散見
されました。

　見積書の原本が徴取出来ていなかったもの
について、徴取いたしました。
見積書の提出日の記載がなかったものについ
て、提出日の記載がある見積書を徴取いたし
ました。

　直ちに発注しなければ学校給食提供に支障
が出るため、主管課発注しているものです
が、その場合であっても、期日までに見積書
を徴取することを徹底するよう再度確認しま
した。

措置済
契約に関する事
項
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本件に対する措置 再　発　防　止　策
№ 所管室課 監 査 結 果（指 摘 事 項）

措　置　状　況
区 分 事 項

14 指導室
　臨時雇用員1名の4月分の賃金について、勤務時
間数の算出が誤っていたため、6時間分（8,820
円）が過払いとなっていました。

　令和元年12月13日の賃金支払に併せて戻入
処理を行いました。

　勤務時間数の計算やデータ入力の際に、複
数名での確認を必ず行うようにする等の対策
を行いました。

措置済
支出に関する事
項

15 指導室

　平成31年度吹田市立小中学校支援学級通学車両
運行業務委託契約（契約期間：平成31年4月1日か
ら令和2年3月31日まで）において、受託者は履行
保証保険に加入していましたが、加入年月日が令
和元年7月26日となっており遅延していました。

　履行保証証書等は契約と同時に提出を受け
なければならないことを、関係職員に周知徹
底しました。

　履行保証証書等の提出時期について、契約
締結前に業者に注意を促し、万一契約締結時
に提出がない場合は直ちに催促を行う等の対
策を行います。

措置済
契約に関する事
項

16 指導室

　吹田市義務教育諸学校教科用図書選定委員会委
員の委嘱の起案書において、委員の任期について
は当該諮問に対する答申の時までと記載されてい
ますが、委嘱状には、令和元年8月31日までとさ
れており、委嘱期間が異なっていました。

　委嘱に係る決裁権者に報告の上、任期の記
載を「当該諮問に対する答申の時まで」に改
めた委嘱状を送付し、差替えを依頼する旨の
決裁起案を上げました。

　任期等の根拠となる規則・規程類を確認し
た上で事務処理を行うよう関係職員に周知徹
底しました。

措置済
その他事務処理
に関する事項

17 指導室

　吹田市いじめに係る重大事態調査委員会委員の
委嘱について、令和元年10月3日付けで委嘱され
ていますが、公印済認印の日付は同年11月11日と
なっており、委嘱日の1か月以上後に公印が押印
されていました。

　公印済認印の日付を、実際に公印を押印し
た令和元年10月3日に訂正しました。

　公印押印時に忘れずに公印済認印を起案等
に押印するよう、注意喚起に努めます。

措置済
その他事務処理
に関する事項
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本件に対する措置 再　発　防　止　策
№ 所管室課 監 査 結 果（指 摘 事 項）

措　置　状　況
区 分 事 項

18 教職員課

　目的外使用許可に関する事務について、使用料
の算出に当たり、端数処理の方法を誤っていたた
め、令和元年度において4,944円低い金額で使用
許可を行い、徴収しているものが１件ありまし
た。

　来年度からは適正な端数処理の方法で算出
した金額を徴収するとともに、適正な額との
差額について使用団体と協議の上、全額納入
済みです。

　課内での認識の統一を行うとともに、事務
処理についてのマニュアルを作成し、再発防
止に努めます。

措置済
収入に関する事
項

19 教職員課

　長期継続契約において、2年目以降の継続処
理・支出負担行為に係る起案の時期については、
4月1日になりますが、吹田市教職員出退勤管理シ
ステム用サーバ機器保守賃貸借業務契約におい
て、決裁日、施行日、完結日が令和元年5月15日
となっていました。

　決裁日、施行日、完結日を平成３１年４月
１日に訂正しました。

　課内での認識の統一を行うとともに、契約
事務に係る研修に参加する等、適正な事務処
理知識を向上させ、再発防止に努めます。

措置済
支出に関する事
項

20 教職員課

　吹田市教職員出退勤管理システム構築業務委託
契約において、仕様書によると、工程完了報告書
を提出することになっていますが、提出されてい
ませんでした。
　また、吹田市教職員出退勤管理システムソフト
ウェア等保守賃貸借業務契約において、仕様書に
よると月次報告書を提出することになっています
が、提出されていませんでした。

　当該事業者に工程完了報告書及び月次報告
書の提出を求め、提出を受けました。

　定例報告会の年間予定を年度当初に決定
し、提出漏れが無いように契約を履行しま
す。

措置済
契約に関する事
項

21 教職員課

　事務処理規程によると、臨時雇用員の任免を行
うことは、室長の専決事項であり、室長職がない
場合は、上位の職にあるものの専決とすべきです
が、臨時雇用員誓約書において、課長決裁として
いるものが平成30年度で1件、令和元年度で1件あ
りました。

　室長職がないため、上位の職である教育監
の決裁を受けました。

　過去の任用状況・決裁状況を確認しながら
任用手続きを進めることで、室長専決の決裁
区分を改めて確認し、再発防止に努めます。

措置済
その他事務処理
に関する事項
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本件に対する措置 再　発　防　止　策
№ 所管室課 監 査 結 果（指 摘 事 項）

措　置　状　況
区 分 事 項

22 教育センター

　令和元年度特別支援教育研修に係る講師謝礼金
他1件の起案書について、起案書の決裁日より後
の日付で作成された支出負担行為書が添付されて
おり、決裁がされていませんでした。

　指摘された2件については、いずれも起案
書の決裁日を支出負担行為書の決裁日と同じ
日付に訂正のうえ措置し、文書管理規程、事
務処理規程について周知徹底しました。

　文書管理規程、事務処理規程に基づき、適
正な文書管理と事務執行を徹底するとともに
複数の職員で確認を行います。

措置済
支出に関する事
項

23 教育センター

　臨時雇用員任用の手順については、勤務条件を
書面により交付した後、任用候補の臨時雇用員か
ら誓約書の提出を受け、臨時雇用員任用通知書を
発行する流れとなりますが、誓約日（令和元年6
月13日）より前に臨時雇用員任用通知書に公印を
押印（同年5月29日）していました。また、誓約
書の所属使用欄の勤務条件の明示に係る書面交付
日が記載されていませんでした。

　臨時雇用員任用通知書の公印押印日を臨時
雇用員誓約書と同日（令和元年6月13日）に
訂正し、また、臨時雇用員誓約書の「勤務条
件の明示に係る書面交付日」については、誓
約日前の日付（同年6月7日）を改めて記載の
うえ措置しました。

　臨時雇用員任用通知書の公印押印にあたっ
ては、必ず臨時雇用員誓約書の提出受付を
もって行うこととし、また、臨時雇用員誓約
書の所属使用欄については、今後必要事項に
記載もれ等がないよう確認を徹底してまいり
ます。

措置済
その他事務処理
に関する事項
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(8)小、中学校

本件に対する措置 再　発　防　止　策

1
東佐井寺小学

校

　小口現金において、11月に切手（529円）を購
入していますが、支払伝票が作成されていません
でした。そのため12月に教育総務室に報告されて
いた11月分の資金前渡精算書に添付されている収
支状況報告書にも、当該支出が記載されておら
ず、翌月においても支出相当額が補充されていま
せんでした。
　また、当該切手については、切手受払簿には記
載されていませんでした。

　切手529円分を切手受払簿に記載し、2月使
用分報告の資金前渡精算書に11月入力漏れと
して処理しました。

　事務の手引き等を周知徹底し、今後このよ
うなことがないように適正な事務処理に努め
ます。

措置済
支出に関する事
項

2
岸部第二小学

校

　学校から物品を直接発注する場合において、納
品されてから物品購入伺を作成し決裁を受けてい
るものが多数ありました。また、見積書を徴取し
ていますが、日付の記載がないものが散見されま
した。

　今後、業者に見積書の日付を必ず記載する
よう求めます。

　事務の手引き等を周知徹底し、今後このよ
うなことがないように適正な事務処理に努め
ます。

措置済
契約に関する事
項

3
岸部第二小学

校

　学校小口の口座の通帳について、5か月間記帳
しておらず、8月に6,456円、10月に1,360円、1月
に6,144円が教育総務室から振り込まれているは
ずですが、入金を確認しないまま資金前渡精算書
を教育総務室に提出していました。

　後日、通帳記入により入金を確認しまし
た。

　事務の手引き等を周知徹底し、今後このよ
うなことがないように適正な事務処理に努め
ます。

措置済
その他事務処理
に関する事項

№ 学校名 監 査 結 果（指 摘 事 項）
措　置　状　況

区 分 事 項
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本件に対する措置 再　発　防　止　策
№ 学校名 監 査 結 果（指 摘 事 項）

措　置　状　況
区 分 事 項

4 西山田小学校

　警備員が校内巡回をする際は、4 箇所の打刻場
所に取付けられている打刻キーにて巡回時間を記
録することになりますが、打刻キーの取付状況を
確認したところ、打刻キーを取り外していた箇所
が1 箇所あり、それにもかかわらず、警備日誌に
添付されている巡回記録は、全て打刻されていま
した。

　受託者への問合せにより適正に巡回してい
たことを確認しました。
　体育館の改修工事により取り外されていた
打刻キーは、教育総務室経由で受託者に依頼
し、ボックス及び打刻キーを取付けました。

　工事の内容を学校及び教育総務室で共有
し、受託者に確実に伝達します。
　今後は、受託内容を適正に執行できている
か履行確認の徹底に努めます。

措置済
契約に関する事
項

5
千里第二小学

校

　備品管理について、備品一覧表によると、多目
的室にアンプが1台ありますが、所在が確認でき
ませんでした。

　校内を再度調べたところ、当該備品につい
ては既に廃棄をしていたことが確認できたた
め、速やかに廃棄の手続きを行いました。
　廃棄をする際に、職員間での伝達がうまく
働かなかったことが要因と考えます。

　備品の廃棄はその都度処理することによ
り、適正な管理に努めます。

措置済
物品管理に関す
る事項

6 高野台中学校

　切手受払簿によると、120円切手の残枚数は27
枚と記載されているものの、実枚数は28枚となっ
ており一致していませんが、原因はわかりません
でした。

　私物切手を使用し、切手受払簿に記入した
ため、切手受払簿と実枚数が一致しなかった
ものです。
　切手使用者へ返還することで、切手受払簿
と実枚数が一致しました。

　切手も市費予算の一部であることを再認識
し、今後は適正な管理に努めます。

措置済
その他事務処理
に関する事項
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2　工事監査

吹田市立健都ライブラリー建設工事（建築工事）

本件に対する措置 再　発　防　止　策

1 資産経営室

　建築工事特記仕様書によると、請負業者は、工
事の着手に先立ち、工事の総合的な計画をまとめ
た施工計画書（総合施工計画書）を作成し、市
（監督職員）に提出しなければなりませんが、提
出されていませんでした。

　総合施工計画書として総合仮設計画書の提
出を受けましたが、記載の不足していた項目
を追記し、改めて総合施工計画書として提出
を受けました。
　なお、発注者、監理者の重視する管理項目
については事前に確認の上、工事を実施して
います。

　今後は、建築工事特記仕様書に則り、総合
施工計画書の提出を求め、記載内容について
確認を行い、再発防止に努めます。

措置済
施工監理に関す
る事項

№ 所管室課 監 査 結 果（指 摘 事 項）
措　置　状　況

区 分 事 項
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3　財政援助団体等監査（出資団体）

(1)一般財団法人吹田市介護老人保健施設事業団

本件に対する措置 再　発　防　止　策

1

　財務会計規程によると、手持現金については
毎月末日に精算し月初に再び手持現金を準備す
ることとするとなっていますが、月ごとの精算
がされていませんでした。

　11月分から月末には必ず手持ち現金を精
算し、起案・決裁をすることとしました。

　24時間業務が継続する事業所であるた
め、実態に合わない規定については、見直
しを検討していきます。

措置済
支出に関する事
項

2

　財務会計規程によると、出納責任者は、毎月
末に金銭について各帳簿等と照合し、出納役の
認証を受けなければならないとなっています
が、手持現金について出納役の認証を受けてい
ませんでした。

　手持ち現金については、日々の入出金に
ついて照合をしておりますが、毎月末に出
納役の認証を受けていなかったことから、
適切に認証を得ました。

　手持現金有高の月末の表に出納役の押印
欄がありませんでしたので、様式に押印欄
を追加しました。

措置済
支出に関する事
項

3

　吹田市介護老人保健施設清掃業務委託契約の
仕様書によると、業務に関係した日報を作成し
提出することになっていますが、定期清掃につ
いての実施報告がされていませんでした。

　速やかに業者から提出を受けました。
　作業開始時に、実施報告書を完了後すぐ
に提出するように口頭指示することを徹底
します。

措置済
契約に関する事
項

4

　吹田市介護老人保健施設清掃業務委託契約の
仕様書によると、日常清掃としている内容が日
常清掃実施報告書ではチェックされていないと
ころが散見され、仕様書どおり履行されている
か確認できませんでした。あわせて、仕様書に
記載がある1階休憩室が、報告書に記載欄があり
ませんでした。

　仕様書に即した履行をしていたものの報
告書のチェックが漏れていたため、業者に
正しく報告書にチェックするよう求めまし
た。速やかに報告書様式の見直しを行いま
した。

　仕様書のとおり履行が確認できる内容と
なっているか報告書をチェックします。契
約仕様書の変更等を行った場合には、報告
書記載の内容を確認するよう徹底して参り
ます。

措置済
契約に関する事
項

№ 監 査 結 果（指 摘 事 項）
措　置　状　況

区 分 事 項
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本件に対する措置 再　発　防　止　策
№ 監 査 結 果（指 摘 事 項）

措　置　状　況
区 分 事 項

5

　事務処理規程によると、報告を行うことで重
要なものは副理事長、比較的重要なものは専務
理事、施設管理者、軽易なものは事務局長の専
決事項となりますが、平成30年度経営状況報告
の提出についての起案書1件、吹田市介護老人保
健施設事業実施報告書の提出についての起案書5
件（4月分～8月分）については、課長決裁とし
ていました。

　適切な決裁区分により決裁を受けまし
た。

　起案者及び文書取扱責任者が規程を遵守
し、適切な文書決裁区分により決裁を得る
こととします。

措置済
その他事務処理
に関する事項

6

　指定管理に係る協定書によると、自主事業を
実施する場合は市に自主事業計画書を提出し、
あらかじめ承認を得ることになっていますが、
平成31年度の事業団事業計画書は提出していた
ものの、自主事業計画書としては提出しておら
ず、市からの承認も受けていませんでした。

　速やかに吹田市に対して自主事業計画書
を提出し、承認を得ました。

　年度当初における事務のチェック表を作
成し、提出漏れの無いよう努めます。

措置済
その他事務処理
に関する事項

7
　臨時雇用員任用誓約書において、任用期間が
始まってから誓約しているものが2件ありまし
た。

　誓約日を適正な日に修正しました。 　誓約日の確認を徹底します。 措置済
その他事務処理
に関する事項

8
　事務処理規程によると、扶養親族の認定をす
ることは、課長の専決事項になりますが、17件
すべて課長決裁がされていませんでした。

　速やかに決裁を得ました。
　決裁漏れのないよう注意して参ります。
また、給与支給に係る書類に関して、支給
時に確認するようにします。

措置済
その他事務処理
に関する事項

9
　切手の管理において、郵便切手受払簿では、
88枚8,709円となっていましたが、保管している
切手は89枚8,739円となっていました。

　郵便切手受払簿を訂正いたしました。
　週に1度は、複数人での確認作業を行い再
発のないように努めます。

措置済
その他事務処理
に関する事項
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（2）公益財団法人吹田市文化振興事業団

本件に対する措置 再　発　防　止　策

1
　小口現金から支出するときに、小口現金請求
書を作成せず、決裁を受けないまま出金してい
るものが6月で11件ありました。

　小口現金からの支出について、仕訳伝票の
決裁をもって承認されることにより請求書を
要しないとする見直しを行いました。

　小口現金請求書を廃止することとし、職員
に通知して共有します。

措置済
支出に関する事
項

無

2

　吹田市文化会館清掃業務委託契約において、
作業日報の日常清掃の欄に済印が押されていな
い作業箇所が散見され、仕様書どおり履行され
ているかどうか確認できませんでした。また、
仕様書に記載されている「その他清掃基準」に
よると、シャワー室の清掃については「一日一
回以上利用者の妨げにならない時間帯に随時実
施」となっていますが、定められた作業日報の
様式には「シャワールーム（月・金）」と印字
されており、仕様書どおりに実施されていませ
んでした。

　仕様書に則した業務の履行を事業者に求め
ました。
　また、作業日報様式中「シャワールーム
（月・金）」の「（月・金）」を削除しまし
た。

　効果的・効率的な業務の履行ができるよう
仕様書等を見直したうえ、履行確認を徹底し
ます。

措置済
契約に関する事
項

無

3

　吹田市文化会館警備業務委託契約において、
仕様書に記載されている遵守事項によると、受
託者は警備業法の規定により所轄公安委員会よ
り交付された認定証の写しを委託者に提出する
こととなっていますが、以前に契約した際に提
出された写しをそのまま保管し、新たに提出さ
せていなかったため、認定証の有効期間が切れ
ていました。

　公安委員会より交付された有効な認定証の
写しを事業者より提出させました。

　契約にあたり事業者に求める書類のチェッ
クリストを作成し、提出書類の確認を徹底し
ます。

措置済
契約に関する事
項

有

№ 監 査 結 果（指 摘 事 項）
措　置　状　況

区 分 事 項
前回監査時に同
様の指摘の有無
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本件に対する措置 再　発　防　止　策
№ 監 査 結 果（指 摘 事 項）

措　置　状　況
区 分 事 項

前回監査時に同
様の指摘の有無

4
　メイシアター開館35周年記念バレエ公演に係
る覚書の締結の起案書において、起案日が契約
締結日より後の日付になっていました。

　当該起案書について、決裁に基づく契約締
結として起案・決裁日付を是正しました。

　適正な事務処理について職員に注意喚起
し、起案、決裁に基づく契約手続きを徹底し
ます。

措置済
契約に関する事
項

無

5

　財務会計規程によると、支出予算に定めた中
科目の間の経費の金額を相互間に流用する時
は、常務理事の決裁が必要ですが、科目間流用
伺書に常務理事の決裁及び出納役の押印ともに
されていないものが1件（常務理事が出納役を兼
務）、出納役として押印しているものの常務理
事としての決裁がされていないものが3件ありま
した。また、同4件については、起案日及び決裁
日の記載がありませんでした。

　該当の科目間流用伺書に決裁欄を設けて常
務理事及び出納役の決裁を受け、起案日及び
決裁日を記入しました。

　科目間流用伺書様式に、常務理事決裁欄を
設け、決裁を受けることとしました。

措置済
その他事務処理
に関する事項

無

6

　事務処理規程によると、休日の振替えをする
こと及び休日勤務を命令することは、それぞれ
の役職に応じて専決者が定められていますが、
決裁処理がされないままシフト表の作成及びタ
イムカードへの書き込みで運用していました。

　「勤務を要しない日の振替指定簿」（様
式）を定め、規定に基づき決裁処理をするこ
ととしました。

　全職員に休日の振り替えの手続きについて
通知し、様式を配布しました。

措置済
その他事務処理
に関する事項

無

7

　就業規則によると、休日を振替える場合に
あっては、当該休日を起算日とする8週間後の日
までの期間において振替えることとなっていま
すが、当該期間を超えて振替えたものが1件あり
ました。

　当該振り替え日を年次休暇として届出させ
ました。

　休日を振り替える場合には様式に基づき決
裁処理をすることとし、併せて全職員にその
手続き及び振り替えることのできる期間につ
いて通知しました。

措置済
その他事務処理
に関する事項

無
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４　財政援助団体等監査（指定管理者監査）

　　株式会社日比谷アメニス（管理施設：花とみどりの情報センター）

本件に対する措置 再　発　防　止　策

1

　物販売上表において、日々の現金確認は担当者及
び確認者でダブルチェックする運用を行っています
が、平成31年4月で5日、令和元年5月で12日、6月で
6日、7月で15日の合計38日、確認者の押印がありま
せんでした。

　書類の不備について、全職員で再確認し、そ
の原因と再発防止について協議しました。

1 物販売上表の取り扱いについて、「記帳例」
を作成し、職員研修を実施します。
2 本社パークアライアンス本部による現金調査
を年1回実施し、帳票類の作成状況について確
認・指導を行います。

措置済
収入に関する事
項

2

　平成31年度花とみどりの情報センターILSWEB管理
業務委託契約（契約金額1,296,000円）について、
注文書により発注していますが、契約書を取り交わ
していませんでした。

　当該業務について、改めて契約書を取り交わ
しました。

　令和元年9月に社内ルールの改正があり、す
べての委託業務に対して契約書を取り交わすこ
とといたしました。よって、次年度以降は、全
ての委託業務について契約書を取り交わすこと
となります。

措置済
契約に関する事
項

3

　吹田市花とみどりの情報センター使用許可事務に
おいて、申請書の様式に定められている使用人数、
入場料徴収の有無、営利行為の有無など、申請者に
記載してもらうべき事項を確認しないまま使用許可
を行っているものが散見されました。
　また、使用料内訳の記載誤りや記載もれが散見さ
れたほか、使用の許可、不許可を記載する欄に何も
記載しないまま使用許可をしているものが9件あり
ました。

　記載もれ等について確認し、修正しました。
　使用許可事務手続きについて「記載例」を作
成し、職員研修を行います。

措置済
その他事務処理
に関する事項

№ 監 査 結 果（指 摘 事 項）
措　置　状　況

区 分 事 項
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