
不適切な経理等に関する件 

通報内容 通報者の先輩のＡ職員が不適切な経理事務や労務事務を行い、問題点を指摘する通報者にも

不適切な事務を教え行うよう求めること、また、それを上司である校長、副校長、事務長に相

談しても改善しないことを指摘する趣旨の通報である。

委員の対応・

不対応の判断

及びその理由 

１ 不適切な経理事務や労務事務の内容について 

    以下、通報者から寄せられた内容を９つの事例に分類して順に検証し、判断する。 

(1) 事例１：見積書から請求書までまとめて受領しており、未来日の指定がある。

➡ 本市学校における一般的な物品の発注から支払いまでの流れは次のとおりである。

①市職員が、事業者から購入する物品の見積書を徴収する。 

②市職員が、①の見積書を添付した上で発注伺を紙ベースで起案し、回議を経て 

決裁権者である校長の決裁を受ける。 

③市職員が、事業者に発注し、請書を取り交わす。 

④物品が納品されたら、市職員が納品を確認し、事業者から納品書を受ける。 

⑤事業者から請求書を受け取り、請求期限内に電子システムで支出命令を起案す 

る。 

⑥支出命令が決裁権者の決裁を受けると、事業者に請求金額が支払われる。

本件は、上記の過程で順に受理すべき見積書、請書、納品書、請求書を、一度に事

業者から受け取っており、適切な経理事務ではないという趣旨の内容で、所属の報告

では、こうした行為があった事実が確認された。 

横浜市物品規則第25条では、物品の購入を必要とするときは、発注伺を作成しなけ

ればならない旨規定されており、発注伺には金額算定の根拠資料として見積書の添付

が必要とされている。しかし、見積書の受領が納品と同時又は納品後であることは、

横浜市物品規則第25条に明らかに違反している。行為を行った理由としては、Ａ職員

は規則違反となることを認識しつつも、現場や事業者の都合を優先したとのことであ

ったが、不適切な行為である。 

【参考】 

〇横浜市予算、決算及び金銭会計規則 

（執行伺） 

第35条 歳出予算を執行しようとするときは、あらかじめ執行伺をたて、決裁を受け 

なければならない。 

３ 次に掲げる経費については、第１項の規定にかかわらず、次条に規定する発注

伺、物品規則第24条第１項に規定する共通物品請求書又は同規則第25条第１項第

１号に掲げる書類の決裁を行うことにより、執行伺を省略することができる。 

(1) 一件1,000,000円未満の物品の購入(報償費及び食糧費の支出に係るものを除

く。)又は修理（改造等を含む。）の経費

４ 執行伺には、歳出予算の差引について照査したことを示す書類を添付しなけれ 

ばならない。ただし、財政局長が認める場合は、この限りでない。 

〇横浜市物品規則 

（物品購入等の手続） 

第25条 局長は、物品の購入又は修理（改造等を含む。以下「購入等」という。）を

必要とするときは、次に掲げる書類を作成しなければならない。ただし、物品の購

入等に係る執行伺の決裁を受けている場合は、第１号に掲げる書類の作成を省略す

ることができる。 

(1) 発注伺(第４号様式)

 〇横浜市立学校財務取扱要領 

  （契約内容の承認） 

 第10条 学校における契約を締結しようとするときは、契約事務担当者は、あらじか 
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じめ、校長の決裁を経なければならない。 

 

(2) 事例２：令和３年７月に同年８月の未来日付の見積書から請求書まで渡された。 

➡ 見積書等の書類の日付は、事業者が提出する日付や郵送する日付であるため、未来 

  日付の書類が提出されることは適切とは言えない。 

   所属の報告では、Ａ職員には記憶がなく、事実の確認はできなかったとしている。 

ただし、事務長からのヒアリングでは、事務長がＢ職員への教材として、直近で契

約するものがあればとっておいて欲しいとＡ職員に依頼したことで、Ａ職員が未来日

付の書類一式を用意したと考えられると証言している。また、Ａ職員は分割発注と受

け取られないよう未来の日付で書類を作成するよう事業者に依頼することがあったと

証言していることから、本件に限らずとも、日頃から適正な日付の書類を受領してい

たとは言い難い。 

 

(3) 事例３：その都度、清算していない。 

➡ 所属の報告では、Ｃ事業者から提出された「納品明細一覧 

表」の物品について、実際の請求書の受理日は確認ができず、また、その都度清算さ 

れていなかったかは確認ができないとのことである。 

   一方で、Ａ職員はこれらの物品の購入前に発注伺の決裁を受けていないと証言して 

おり、こうした行為は、(1)と同様の規則違反となる不適切な行為である。 

 

(4) 事例４：伺を作成せず、発注し請求処理まで行っている。 

➡ Ａ職員はこれらの物品の購入前に発注伺の決裁を受けていないと証言しており、(1) 

と同様の規則違反となる不適切な行為であると考えられる。 

行為を行った理由としては、Ａ職員は規則違反となることを認識しつつも、購入予

定物品については年度初めの予算委員会で校長・副校長の確認を得ている等の理由で

問題ないとの認識であったが、規則違反であることに変わりはない。 

また、本件については、通報内容確認書の回答内容から、本件のうちＤ事業者との

契約１件が、相見積り（10万円以上の物品の購入は複数者から見積書 

を徴収しなければならないが、一事業者に他の事業者の見積書をもってくるように指 

示する行為。以下、便宜上「相見積り」と言う。）による契約だったかについても所属 

に確認した。 

結果、Ａ職員は本件について相見積りを行ったという認識はないと証言している。 

しかし、Ａ職員は、「甲事業者から別の乙事業者の見積書を徴収したとしても、乙 

  事業者の作成した見積書であれば相見積りには当たらず不適切ではない」と認識して 

いたと証言しているので、このようなことが実際に発生していたとするならば、事実 

上２者の事業者は競争関係にあるとは言い難く、所属の見解のとおり横浜市契約規則 

第27条に反する不適切な行為である。 

   

【参考】 

  〇横浜市契約規則 

（見積書の徴収） 

第27条 随意契約を締結しようとするときは、当該契約に必要な事項を示し、２人以

上から見積書（当該見積書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下こ

の条において同じ。）を徴さなければならない。 

 

(5) 事例５：初回見積りと実際の見積りの金額が異なる。10万円が超えないように金額 

を操作している。 

➡ 横浜市契約規則第27条第１項等では、１者からの見積書の徴収により随意契約でき 

る契約は、１件10万円未満の契約と定められている。 

Ａ職員は、購入予定の物品が年度初めに徴収した下見積の段階で10万円を超えてお 
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り、もう１者からの見積書の徴収を省略するため、契約事業者に対し、購入価格が10

万円を下回るように抑えてもらい、その分を、同じ事業者から購入する別の物品に上

乗せするよう依頼していた。横浜市契約規則第27条第１項の規定を不当に逃れるもの

であり、不適切な行為である。 

【参考】 

  〇横浜市契約規則 

（見積書の徴収） 

第27条 随意契約を締結しようとするときは、当該契約に必要な事項を示し、２人以

上から見積書（当該見積書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下こ

の条において同じ。）を徴さなければならない。ただし、次の各号の一に該当する

場合は、この限りでない。 

(3) 予定価格が市長の定める金額以下であるとき。

  〇契約事務の委任等について（通知）改正令和３年４月１日財契二第2904号 

第１ 工事又は製造の請負契約等の契約事務の委任について（委任規則第３条及び 

第４条関係） 

２ 解釈及び運用等 

(8) 見積合せの省略について

横浜市契約規則（昭和39年３月横浜市規則第59号）第27条第１項第３号

に規定する、見積合せを省略し、１者から見積書の徴収により随意契約を 

することができる契約は、１件100,000円未満の契約とします。 

(6) 事例６：教職員の退勤時刻の偽装操作

➡ 本市の教職員は出退勤の際にＩＣカード（職員証）を出退勤のシステムのレコーダ

ーに打刻することで出退勤時刻を記録する運用を行っている。

本件の起きた令和３年６月10日は前期の中間テストの日であり、通常の授業は行わ

れないことから、自宅等での「自己啓発研修のための職務専念義務の免除」による対

応を行うため、校長は「早く帰りたい方はどうぞ」と職員に声をかけた。その後、校

長がＡ職員に16名の職員の退勤時刻のシステム修正を依頼し、通常の勤務時間で勤務

したように記録するよう指示した。さらに、Ａ職員は、Ｂ職員に同様の指示をした。

校長は、16名の職員それぞれが「職務専念義務の免除」に伴うシステム入力をする負

担を軽減するためだったと述べている。 

所属は、校長が職員について、教育公務員特例法第22条第２項による自己啓発研修

のための職務専念義務の免除を承認するという運用自体は適正なものと見解を示して

いる。一方で、Ａ職員に「職務専念義務の免除」のシステム入力ではなく、退勤時刻

の修正入力をさせ、あたかも出退勤記録上は通常勤務したように見せる指示について

は、いわば虚偽の出退勤記録の指示である。この指示は、教職員は誠実かつ公正に職

務を遂行しなければならないと規定した横浜市立学校教職員服務規程第３条第１項、

及び管理監督職員は、職員の職務に係る非行を発生させることのないよう、率先して

適正な職務執行と厳正な服務規律の維持に努めなければならないと規定した横浜市職

員服務規程第23条第２項に反する。 

  また、校長が正当な理由なくＡ職員に他の職員の退勤時刻の入力を指示したことは、

職員は自らが出勤したことを記録しなければならないと規定した横浜市職員服務規程

第５条にも反する。 

【参考】 

〇教育公務員特例法 

（研修の機会） 

第22条 教育公務員には、研修を受ける機会が与えられなければならない。 
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２ 教員は、授業に支障のない限り、本属長の承認を受けて、勤務場所を離れて研 

修を行うことができる。 

 

〇横浜市立学校の管理運営に関する規則 

（職務専念義務の免除）  

第20条 職員の職務に専念する義務の免除は、校長については教育長が、その他の職

員については校長が行う。ただし、校長について、職務に専念する義務の特例に関

する条例（昭和26年３月横浜市条例第16号）第２条第２号の規定を適用する場合は、

校長が行う。 

 

〇横浜市立学校教職員服務規程 

（服務の原則） 

第３条 教職員は、全体の奉仕者としての責務を自覚し、誠実かつ公正に全力を挙げ

て職務を遂行しなければならない。 

 

〇横浜市職員服務規程 

（管理監督職員の責務） 

第23条  

２ 管理監督職員は、職員の職務に係る非行を発生させることのないよう、率先垂

範して適正な職務執行と厳正な服務規律の維持に努めるとともに、職場研修の実

施等により良好な職場環境の維持及び醸成に努めなければならない。 

  （出勤） 

第５条 職員は、自らが出勤したことを記録しなければならない。 

 

(7) 事例７：管理職のＩＤとパスワードを使って処理を指示された。 

➡ 所属の報告によると、校長は、自身のＩＤとパスワードをＡ職員に教え、教職員の

出張申請や年休申請等をシステム上で代わりに決裁を行わせていたという事実が認め

られた。その理由として、システム上の期日に決裁が間に合わないと給料が支給され

ない等、Ａ職員が神経質になっていたことから、不在時の対応として渡していたと証

言している。 

   この行為は、ＩＤを他人に使わせることを禁じた横浜市情報セキュリティ管理要綱 

第11条の２第１項第２号及び学校長の専決について定めた横浜市教育委員会事務局等 

専決規程第15条第１号に反する行為である。 

   なお、所属の報告では、副校長は事務職員にＩＤとパスワードを教えたことはない 

  と否定しているものの、通報者の提出書類にＩＤとパスワードを記載したメモがある 

ことから、副校長についても当該行為が行われた可能性を否定することはできない。 

 

【参考】 

〇横浜市情報セキュリティ管理要綱 

（ＩＤ及びパスワードの管理） 

第11条の２ 職員は付与されたＩＤを次のとおり取り扱うものとする。 

   (2) 情報資産管理者から付与されたＩＤを他人に使わせないこと。 

 

〇横浜市立学校の管理運営に関する規則 

（休暇）  

第23条 職員の休暇の承認（年次休暇については届出の受理）は、校長が行う。ただ 

し、校長の休暇の日数が連続して３日を超える場合は、教育長が行う。 

 

〇横浜市教育委員会事務局等専決規程 

（学校長及び校長代理専決事項） 
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第15条 学校長及び校長代理が専決できる事項は、次のとおりとする。 

(1) 軽易又は定例の申請、報告、届出、通知、照会、回答、進達、副申等に関する 

    こと。 

 

(8) 事例８：市外出張命令書に起案日・決裁日が記載されていない。 

➡ 所属の報告では、当該事例の市外出張命令書の処理は副校長が行っており、起案日・ 

決裁日の記入漏れであったとのことであった。これについては速やかに適切に処理を

されたい。一方で、所属の報告では、当該処理に関して決裁権者である校長は関知し

ておらず、副校長が自身の机の引出しに保管している校長の印を押して処理をしたと

述べている。この行為については通報内容に述べられていないものの、正当な行政手

続を経ない不適切な行為である。 

 

【参考】 

〇横浜市立学校の管理運営に関する規則 

（出張）  

第24条 職員の国内の出張は、校長が命ずる。ただし、その日数が５日を超える場合 

は、あらかじめ教育長の指示を受けなければならない。 

 

(9) 事例９：見積書から請求書までまとめてもらっている。バラバラに頼んだものを一 

つにまとめている。 

➡ 本件は、見積書、請書、納品書、請求書を一度に事業者から受け取っているという

趣旨の内容で、所属の報告では、こうした行為があった事実が認められた。また、Ａ

職員はこれらの物品の購入前に発注伺の決裁を受けていないと証言しており、(1)と同

様の規則違反となる不適切な行為である。 

 

２ 上司の認識について 

(1) 校長 

  ア 経理事務について（事例１から事例５まで、及び事例９） 

これらの事例について校長は認識がなかった。発注伺については、副校長の引出

しに保管された校長の印を、副校長の許可を得てＡ職員が押印し処理していたこと

を黙認しており、発注伺を確認したことがないということである。また、予算の執

行管理についても途中経過の確認もしていない。 

こうした所属の報告内容から、校長は、当該校における支出負担行為の実施者と 

しての職責を果たしていたとは言えない。 

  イ 労務事務について（事例６、７、８） 

    １(6)(7)(8)で述べた通りである。 

 

【参考】 

〇学校教育法  

第37条 小学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置かなければならな 
い。 

(4) 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。 

   第49条 第三十条第二項、（略）及び第三十七条から第四十四条までの規定は、中 

学校に準用する。（以下略） 

 

〇横浜市立学校財務取扱要領 

（支出負担行為） 

第７条 校長は、学校配当予算の範囲内において、執行計画に基づき支出負担行為 

をするものとする。 
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〇地方自治法 

（支出負担行為） 

第232条の３ 普通地方公共団体の支出の原因となるべき契約その他の行為（これを

支出負担行為という。）は、法令又は予算の定めるところに従い、これをしなけ

ればならない。 

〇横浜市立学校の管理運営に関する規則 

（校長の職務） 

  第13条の２ 学校教育法第37条第４項（同法第49条及び第49条の８において準用す 

る場合を含む。）に定める校長の職務は、おおむね次のとおりとする。 

(1) 教育課程の管理運営、所属職員の管理監督、学校施設の管理及び学校事務の

管理に関すること。

(2) 前号に規定するもののほか、委任又は専決事項に関すること。

〇横浜市教育委員会事務局等専決規程 

（学校長及び校長代理専決事項） 

第15条 学校長及び校長代理が専決できる事項は、次のとおりとする。 

(1) 軽易又は定例の申請、報告、届出、通知、照会、回答、進達、副申等に関する

こと。

(2) 副校長

ア 経理事務について（事例１から事例５まで、及び事例９）

これらの事例について副校長は認識がなかった。なお、事例４については、そも

そも発注伺がどのようなものなのか認識しておらず、「学校によって違うのかな」

という程度の認識でしかなかった。予算の執行管理についても途中経過の確認も行

っていない。 

こうした所属の報告内容から、当該校において校長の支出負担行為を助ける職責

を果たしていたとは言えない。また、校長の印を預かり、Ａ職員等の回議に対して、

その都度確認することなく校長決裁を行うことについて横浜市立学校財務取扱要領

を逸脱しているという問題意識に欠けている。 

イ 労務事務について（事例６、７、８）

１(6)(7)(8)で述べた通りである。

【参考】 

〇学校教育法 

第37条 小学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置かなければならな

い。

(5) 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。

第49条 第三十条第二項、（略）及び第三十七条から第四十四条までの規定は、中 

学校に準用する。（以下略） 

〇横浜市立学校の管理運営に関する規則 

（副校長の職務） 

第13条の３ 副校長の職務は、学校教育法第37条第７項及び第８項（同法第49条及

び第49条の８において準用する場合を含む。）並びに横浜市立学校校長代理等設

置規則（昭和41年11月横浜市教育委員会規則第11号）に規定するもののほか、こ

の規則の定めるところによる。 

２ 副校長は、校長の命を受け所属職員を監督する。  

(3) 事務長
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  事務長は、横浜市立学校事務長設置規則第２条第１項により、校長の命を受け、当 

該学校の事務を処理し、事務職員を指揮監督するとともに、学校事務全般に係る支援

等を行うとされている。 

本件における事務長は、普段は当該校に勤務しておらず、別の学校に勤務しており、 

複数校を受け持ちながら業務を担っている。 

本件の事例１、２、３、６及び９を認識したのは通報以前の令和３年８月中旬に当 

  該校のＢ職員から相談を受けた際と所属から報告された。「今すぐに入って 

  ほしいというわけではない」旨のＢ職員の意向を汲み、校長及び副校長に対 

し、Ａ職員やＢ職員に丁寧に話を聞きながら対応するよう依頼する等対応し 

ていたとのことである。また、事例７や８については通報直前乃至通報後に認識した 

とのことで、対応していないと考えられる。 

事例４については、具体的な事例は把握していなかったものの、Ａ職員が事前に発

注伺を作成せずに発注しているようだとの相談を同年７月にＢ職員から受けており、

その際には、昨年度の教育委員会事務局での不適切な事務処理の発覚を受け、各学校

でもルールに則ってできるところから取り組んでいるところであり、おかしいと感じ

る感覚を大事にしてほしい旨を伝えていた。また、Ａ職員とは、同年６月の事務長に

よる定期訪問の際に適正経理について話をしており、できるところから適正な処理に

変えていくよう伝えていた。しかし、不適切な経理事務等の改善に向けた指導として

は十分とは言えず、事務長としての職責を果たしていたとは言い難い。結果的に当該

行為は改善せず、通報者の不信感が大きくなってしまった。 

【参考】 

〇横浜市立学校事務長設置規則 

（職務） 

第２条 小中学校等及び特別支援学校の事務長は、校長の命を受け、当該小中学校等

及び特別支援学校の事務を処理し、事務職員を指揮監督するとともに、高等学校以

外の学校における学校事務全般に係る支援等を行う。 

３ まとめ 

本件は、Ａ職員の経理事務及び労務事務について複数の不適切な行為が認められた。 

また、これを本来管理監督する立場である校長及び副校長も果たすべき職務を果たさ 

ず、自身もそれぞれ問題のある行為を行っていた。 

事務長については、不適切な経理事務等を改善するため、校長や副校長に働きかけ、 

Ａ職員を指導するとともに、教育委員会事務局に対しても働きかける等、組織的な対応 

を行うべきであったが、そのような対応を行わなかった。当該校の経理事務等を担う職 

責を果たしていたとは言い難い。 

こうした状況から、当該校は組織的に不適切な行為が蔓延していると言わざるをえず、 

極めて深刻な状況であり、所属は重く受け止めるべきである。 

この点につき、所属は、学校現場において、学校管理職や一般教職員を対象とした経

理研修の実施等、経理事務の適正化に向けて取組を進めているとしているが、十分とは

言い難いと言わざるを得ない。 

局コンプライアンス責任者には、適正かつ継続的な運用が図られるよう、実行力の伴 

う再発防止策の早急な検討と実現を強く求め、本件の委員会としての対応を終了する。 

本市の対応 ・学校教育事務所から学校側に適切な事務処理を行うよう指導した。

・全校を対象に経理事務の点検を実施するとともに、総務部、各学校教育事務所が中心と

なり、教育委員会事務局として組織を挙げて再発防止策の検討・実施に取り組む。
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