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不適切事務処理調査部会 (生活保護費支給事務について)

(中 間報告 2)
1 事件発覚の経緯等

(1)発覚から現在に至るまでの経過

平成 27年 8月 、福祉総務課において、翌月 (平成 27年 9月 )に予定されていた厚

生労働省の実地監査指導準備のための作業中に、生活福祉課で保管していた保護費を

亡失していたことを確認しました。保管していた保護費は、海外転居や就職などのた

め既に受給資格を失った方に対して支出されたもので、保護廃上の手続‐きをしていな

かったために市の会計から支出され続け、生活福祉課のキャビネットで保管していた

もので、本来であれば保護廃上の手続きをした後、市の会計に戻入すべきものでした。

また、既に保護廃止の処理をしているにもかかわらず、戻入処理をしていなかうた

ものも含まれます。

事件発覚後、ただちに生活福祉課キャビネットで保管していた保護費を会計課金庫

に移し、保護費の亡失を回避する措置を行うとともに亡失した保護費の調査を進めま

した。

市では、盗難と判断し、平成 27年 9月 16日 に鎌倉警察署へ被害届を提出しました

が、その後新たに判明した被害も含め、犯人の特定には至っていない状況です。

本市の内部調査、警察の捜査の中で、盗難の要因となった不適切な事務処理も判明

したことから、更に調査を進めました。

本件盗難事件に係る発見から現在に至る経過は、次のとおりです。

ア 平成27年 1月 から3月 頃まで

担当ケースワーカーA職員は、査察指導員 (社会福祉事業法の規定により配置す

る職員でケースワーカーの指導監督を行う。本市の場合、生活福祉課の課長補佐又

は担当係長のいずれか1名 を査察指導員として配置)か ら事務処理を督促された際

に、受給者 2名分の保護費袋 (平成26年 H月 分及び12月 分各1名分)の不存在を指

摘される。また、査察指導員から不存在の保護費袋の確認を求められるも確認等を

怠り、生活福祉課長への相談や報告も怠った。査察指導員もA職員の保護費袋の不

存在や事務の僻怠を把握していたにも関わらず、生活福祉課長への相談、報告を怠

り、結果として生活福祉謀としてA職員の保護費袋紛失、事務の憚怠を放置した。

イ 平成27年 8月 18日 (火 )

平成27年 9月 1日 から実施される厚生労働省による生活保護事務の実地指導監査

のため、平成26年度の保護費の支給明組書等の経理書類の確認作業を、福祉事務所

長 (福祉総務課長が兼務)が職員に指示した。
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ウ 平成27年 8月 20日 (木 )

福祉総務課にて、生活福祉課で保管 していた未支給の保護費 (現金入 り封筒)と
支給明細書との照合を行ったところ、保護費の一部を亡失したことを確認。健康福

祉部として問題を把握 した (以後、生活福祉課にて課内のキャビネットや地下書庫

等の再調査を実施するも発見できず)。

工 平成27年 8月 28日 (金 )

げ)健 康福祉部長及び福祉事務所長か ら市長、副市長及び総務部長に本件事態を報

告。

に)健 康福祉部長及び福祉事務所長が生活福祉課長を含む生活福祉課職員全員 (平

成27年 4月 1日 付で他課へ異動した職員を含む)の個人面接を実施 し、保護費の保

管状況等について確認 (面接は 8月 30日 (日 )及び31日 (月 )も実施 したが保護費の

不明分発見に至る内容は確認できなかった)。

オ 平成27年 8月 31日 (月 )

げ)会 計管理者立会いのもと、福祉事務所長が、現金入 り封筒の中身が不足してい

るであろうと推測される分のうち 1通 を抽出し開封 (受給者 1名分の平成26年 6月

支給分)開封の結果、本来86,440円 が封入されているべきものが、85,000円 が不

足、1,440円 のみ封入されていたことを確認

に)生 活福祉課長が、神奈川県生活援護課長に対 し、本件事態の概要を報告

り)神 奈川県生活援護課長の指示により、神奈川県の生活保護行政の事務監査を行

なっていた厚生労働省監査官に対 し、生活福祉課長から本件事態の概要を報告

力 平成27年 9月 1日 (火 )

厚生労働省による生活保護事務の実地指導監査の開始に際し、健康福祉部長及 Lく

福祉事務所長から厚生労働省監査官に対 し本件事態を説明

キ 平成27年 9月 2日 (水)             ・

福祉事務所長及び生活福祉課長が、神奈川県警察鎌倉警察署刑事課長及び同係長

他 1名 に対 し、今後の対応等について相談

ク 平成27年 9月 3日 (木 )

福祉事務所長から厚生労働省監査官に対し、監査会場で本件事態を説明 (生活福

祉課長同席)

ケ 平成27年 9月 8日 (火 )

鎌倉警察署において、福祉事務所長他 1名 立ち会いの上、現存する現金入 り封筒

を開封し、被害額を確定 (2名 の受給者分1,882,649円 )

コ 平成27年 9月 16日 (水 )

鎌倉市長の代理人として福祉事務所長が 「盗難」による 「被害届 (2名 の受給者

分1,882,649円 )」 を提出する。

サ 平成27年 12月 25日 (金 )

警察と協議の上、 「被害届 (1名 の受給者分193,478円 )」 を提出する。
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シ 平成28年 1月 25日 (月 )

警察の捜査が行われる中、市としても保護費の盗難又は亡失について調査を進め

るため、健康福祉部とともに職員課 も調査に加わった。

調査では、過去に在籍 した職員を含む生活福祉課職員 19名 及び当時の関係受給者
1名 に対するヒアリングを行った。

この調査では保護費の盗難が内部犯行かどうかの特定には至 らなかったが、その

過程において、公金管理や事務処理についての構造的な問題が浮かび上がってきた。

ス 平成28年 4月 15日 (金 )

市議会各派代表者会議開催 生活保護費に係る盗難事件について報告

同日、記者発表を行う。

セ 平成28年 4月 21日 (木 )

会計課による各課等での現金の保管状況に関する調査の開始

ソ 平成28年 5月 H日 (水 )

不適切な事務処理に関する調査委員会開催
「不適切な事務処理に関する調査委員会設置要綱」を一部改正 し、生活保護費支

給について、不適切な事務処理が行われた原因の究明と改善を図るための事項を同

調査委員会の所掌事務に加えたことを報告

夕 平成28年 5月 17日 (火 )

市議会観光厚生常任委員会協議会開催 生活保護費に係る盗難事件について報告

チ 平成28年 5月 18日 (水 )

会計課による各課等での現金の保管状況に関する追加調査の実施

ツ 平成28年 5月 30日 (月 )

市議会全員協議会開催 不適切な事務処理に関する調査中間報告

テ 平成28年 6月 23日 (木)市議会観光厚生常任委員会、,6月 27日 (月 )市議会総務

常任委員会開催 不適切な事務処理に関する調査中間報告

卜 平成28年 6月 29日 (水 )～ 8月 17日 (水 )

生活福祉課職員への聴き取 りと並行 して、経理担当課である福祉総務課職員への

ヒアリングを実施

ナ 平成28年 7月 13日 (水 )

第 9回不適切な事務処理に関する調査委員会開催 生活保護費に係る不適切な事

務処理の調査の進捗状況や公金等の保管状況実態調査などについて報告
二 平成28年 7月 27日 (水 )｀

第 10回不適切な事務処理に関する調査委員会開催  7月 13日 に引き続き、生活保

護費に係る不適切な事務処理の調査の進捗状況や公金等の保管状況実態調査などに

ついて報告

ヌ 平成 28年 8月 31日 (水 )

第H回不適切な事務処理に関する調査委員会開催 職員考査委員会め状況、調査

結果中間報告書案などについて報告



ネ 平成 28年 9月 15日 (木 )

第 12回不適切な事務処理に関する調査委員会開催 調査結果書の最終報告案、

中間報告案などについて報告

(2)事件の概要                     ′

ア 生活保護法施行事務は、法定受託事務であり、生活保護に要する経費の 4分の 3

を国が負担し、残 りを市又は神奈川県が負担 しています。このため、福祉事務所に

おける生活保護法施行事務の適否を個別かつ具体亀に検討し、必要な是正改善の措

置を講ずるとともに、生活保護行政が適正かつ効率的に運営できるよう指導・援助

するため、生活保護法を所管する厚生労働省及び神奈川県のいずれかが毎年、監査

を実施しています。

イ 平成 27年 9月 に実施される厚生労働省の実地指導監査に備え、本市において生

活保護事務を所管する生活福祉課及び生活保護事務の経理担当課である福祉総務課

では、事務の実施状況を記載する厚生労働省所定の監査資料を作成 し、提出してい

ました。

また、保護費の支給が適正に実施されていることを示す資料の 1つ として、監査

官の求めに応じて支給明細書 (受給者の氏名等の一覧に保護費受領印欄を設けた一

覧表)を提示する必要がありました。

ウ 本来、保護費の支給明細書については、経理担当課である福祉総務課が保管すべ

き経理書類ですが、長年の慣行により、すべての受給者に対する保護費の支給を終

える、つまり、受給者の領収印の押印又は領収書の添付を終えるまで、生活福祉課

において保管 していました。

工 平成 27年 8月 20日 、福祉総務課において、その支給明細書を確認 したところ、

受給者の領収印が押印されていないものがあったため、押印漏れについての調査を

行ったところ、受給者に支給 してお らず、生活福祉課のキャビネットで保管 してい

るものがあることが判明しました。

オ キャビネット内の保護費と支給明細書を突合したところ、支給明細書に領収印が

押印されていない保護費 (支給していない保護費)の合計が 22カ 月分 2,046,589

円あり、保護費の現金を確認 したところ、そのうち 4カ 月分は無事でしたが、15

か月分の封筒から 1,286,000円抜き取 られ、3カ 月分 337,649円 については封筒ご

と亡失したことが判明しました。また、領収印が押印されているのに支給 していな

い保護費 (本来生活福祉課が保管 しているはずのない保護費)があったことから、

保護費封筒から支給明細書への突合、さらに保護費封筒の額面と中身の突合、受給

者の状況等を確認 したところ、25カ 月分 1,041,124円 について支給明細書に領収

印が押印されているにもかかわ らず支給 しておらず、そのうち 5カ 月分の封筒から

459,000円抜き取 られ、20カ 月分の 569,748円 を封筒ごと亡失 し、キャビネット

に保管 していたと思われるこれ らの合計 3,087,713円 のうち、2,652,397円 を亡失

したことが判明しました。キャビネット内の保護費は、すべて対象受給者の月ごと
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に封筒に封入されていましたが、上記のとおり、封筒ごと無くなっているもの及び

封筒から一部現金だけが抜き取 られているものがありました。

力 支給せずに生活福祉課で保管 していた保護費は、既に受給資格を失っていたが廃

上の処理をしていなかったために保護費が支出され続けたもの、廃上の処理をした

が戻入処理をしていなかったもの、病院に送金すべき保護費を送金 していなかった

ものでした。

さらに、この中には、就職により既に受給資格を失っていた受給者の名義で担当

ケースワーカーが領収書を偽造 してお り、外形上は受給者に支給 していたものとし

て取り扱いなが ら、実際はキャビネット内に保管 していたという保護費 461,465円

がありました。

キ また、受給者に支給 しなければな らない保護費で生活福祉課内に存置しているも

の 376,270円 がありました。

ク 生活福祉課のキャビネットには、事件が発覚した平成 27年 8月 当時において、

生活保護費に係る現金が、盗難に遭わなければ約 514万 円保管されていたと推定 し

ています。

推定の根拠は、平成 27年 9月 時点でキャビネットに保管されていた現金約 249万

円と、亡失した約 265万 円の合計額です。保管されていた約 249万 円のうち、平成

27年 9月 から平成 28年 3月 までの間に市に戻入するなどして処理した現金が約 107

万円、残 りの現金約 142万 円は、会計課金庫で保管し、別途調査を進めることとし

ました。また、亡失 した約 265万 円のうち約 207万 円について被害届を提出しまし

た。

ケ 514万 円のうち生活福祉課のキャビネットに残っていた現金は、 9名のケースヮ
ーカーが担当する 43件分の保護費でしたが、そのうち盗難に遭ったのは、 2名 の

ケースワーカーが担当する 5名分の保護費でした。

コ この 2名 のケースワーカーが担当していた 5名 の受給者については、海外転出又

は就労により本来廃止すべき事案であるのに廃上の手続きを怠っていたものが 2名 、

保護廃止による保護費過支給分の市への戻入処理を怠っていたものが 2名、長期入

院中の受給者について病院に送金すべき保護費を送金していなかったものが 1名 で

した。

サ 受給資格を失つた方に対する保護廃止の手続きや過支給保護費の市への戻入手続

を適正に行っていれば、キャビネットに現金が累積することはなく、また、保護廃

上の手続きが遅れたとしても、現金を会計課の金庫に保管 していれば、盗難を防ぐ

ことができました。

生活福祉課のキャビネットに残されていた現金のうち、廃止の事務手続が遅れた

ことにより累積 した保護費や保護廃止による戻入処理が遅れていた保護費、つまり

受取 りに来る可能性がない保護費が盗まれていることから、発覚 しにくいものを選

んで盗んだと思われ、市としては事情をよく知る者による内部犯行の可能性が高い

と考えています。
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シ そもそも公金の取扱いについては、地方 自治法及び市の財務規則により適正な管

理が義務付けられてお り、生活保護費の現金管理については、福祉総務課が取 り扱

うこととしていたため、事務を適切に行っていれば、未支給の保護費を生活福祉課

のキャビネットに保管することもなく、また、長期間にわたり未支給の保護費があ

った場合には福祉総務課による内部けん制機能が働き、未支給の理由を確認 し、適

切に処理するよう生活福祉課への指導を行 うこともできたと考えます。

ス しかしながら、定例支給 日以外に来庁する受給者に迅速に対応するためという名

目で、生活福祉課のキャビネットに保護費を保管 し、更には、いずれ支給するもの

だからという理由で、ケースワーカーが厚生労働省等の監査対策のために、未支給
の保護費について、生活福祉課にあった印箱の印鑑 (詳細は 14ページ :オに記

載)な どを使用して安易に受給者の領収印を押す風習を生み出し、結果として、領

収書を偽造 してケースワーカーが保護費を詐取 しているのではないかと疑われても

抗弁できない環境を作 り上げてしまいました。

セ 保護費については、全国的にも繰 り返されるケースワーカーの詐取が問題となっ

たことか ら、平成 21年 3月 9日 に厚生労働省からケースヮーカーの出納業務への

関与の縮減を検討 し、事務処理を見直すよう通知が発せ られたにもかかわ らず、改

善を図ることをしていませんでした。

このように、事務の解怠や有印私文書偽造と思料される行為、財務規則等を無視
した公金の扱い 。管理など、いくつもの不適切な事務処理が重なったことにより、

保護費を亡失することとな りました。

ソ 平成 28年 8月 4日 、前述クに記載 した 142万円がどのような経緯でキャビネッ

トに保管されたのか当時の担当ケースヮーカーに聴き取 りをする中で、 1名 のケー

スワーカー (12頁 「工 担当職員 2名 の事務の憮怠等について (ア )」 ヤこ記載する
A職員)か ら、受給者か ら預かっていた市に戻入すべき保護費 38,000円 を自宅に

持ち帰っていたとの供述がありました。

2 調査結果について

(1)調査の概要

生活保護費支給事務に関する調査は、不適切事務処理調査部会が、①生活福祉課の

不適切な事務処理、②生活保護費の会計処理、③生活福祉課のキャビネットに残され

た現金 142万 円の取扱いについて、次のとお り調査しました。

ア 不適切な事務処理について

平成 22年度から平成 27年度までの 5年間に生活福祉課に在籍 した職員 23名 中
22名 (23名 中 3名 については既に退職。退職者 3名 のうち 2名 に聴き取 り。 1名 は

電話連絡をしたが、遠隔地在住のため、まだ聴き取 りができていない。)に聴き取 り

調査を実施 しました。

聴き取 り項目は、生活保護費支給事務の事務処理の実態、現金管理、生活福祉課



り
こ

の印箱の存在、支給明細書への押印状況、事務解怠の実態についてです。

また、本件発覚後は、生活福祉課から、執務室内に一切現金を置かないよう改善
したとの報告があったことから、念のため、平成 28年 7月 26日 、調査委員会部会
として実地調査を行い、生活福祉課キャビネット及び職員の机の中に現金がないこ

とを確認しました。

イ 生活保護費の会計処理について

平成 22年度から平成 27年度までの 5年間に福祉総務課に在籍 した職員 H名
(H名中 2名 については既に退職)に聴き取 り調査を実施 しました。

聴き取 り項目は、現金管理の問題意識、資金前渡の精算行為、資金前渡者の役割
についてです。

ウ 生活福祉課のキャビネットに残された現金 142万円の取扱いについて

生活福祉課のキャビネットに残された現金 142万 円の取扱いについて、当時の担
当であったことが確認できている職員 9名 のうち、 8名 について聴き取 りを行い、

残 り 1名 については退職 していたためその事務を引き継いでいたケースヮーヵ―に

確認を行いました。聴き取 り内容は、キャビネットに保管 していた現金が、なぜ発
生したのか、なぜ保管 していたのか経緯の確認と保管金の処理方針についてです 3

生活保護費支給事務の事務処理の流れ

事件発覚当時の生活保護費支給事務の事務処理の流れをまとめると、次のとおりと

な ります。

ア 新規の受給者の場合

(ア )生活保護申請の受理

生活保護の相談があった場合、相談者が居住する地区を担当するケースワーカ
ーが相談を受け、相談者の申請意思が確認できれば 「生活保護法による保護開始

等申請書」を受理します。

(イ )保護決定

保護の決定は、申請のあった日か ら14日 以内 (調査に日数を要するなど特別

な理由がある場合には30日 以内)に行 う必要があります。申請書を受理した後、

相談者宅への訪問調査、預貯金等の資産調査及び病状調査等必要な調査を行い、

生活福祉課長、査察指導員、生活福祉課ケースワーカーで構成する事前検討会を

開催 し、保護の必要性、必要な援助や調査の方針等の検討を経て保護すべきかど

うか事務レベルでの決定を行います。

その後、保護決定に必要な書類として、受給者への援助方針や生活歴、資産調

査及び病状調査等の結果などを記載 した保護台帳を作成するとともに、生活保護

システムに必要な情報及び決定扶助額 (支給する予定の保護費の金額)等を入力

し、帳票 (保護決定調書・保護開始決定通知書)を印刷 します。

印刷 した帳票は、保護台帳や申請書等を綴 じたケースファィルと一体で決裁に
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付 し、査察指導員、生活福祉課長を経て福祉事務所長の決裁により保護開始の適

否を決定 します。

福祉事務所長の決裁を得た後、ケースファィルと帳票は経理担当課である福祉

総務課に送付 し、経理担当者の確認を経て保護費の支給手続きが完了します。

(ウ )保護費の支給

保護費は毎月定例の 5日 に支給 していますが、新たに保護を受けることになった

受給者への最初の保護費は、定例支給 日を待たずに緊急払い日として設定している

金曜日に支給 します。その方法は、あらかじめ毎月当初に資金前渡者である福祉総

務課職員が、会計課から緊急払い用の保護費として 500万 円の払い出しを受け、会

計課の金庫に保管 し、その中から所定の保護費を用意 し、金曜 日の始業時に生活福

祉課に持参 します。

生活福祉課では、受け取った保護費を課内のキャビネットに保管 し、随時受け取

りに来る受給者に対し、担当ケースヮーカーが 1人で支給手続きを行なっていまし

た。本来は、用意された保護費は、福祉総務課が管理 し、受給者に手渡すべきでし

た。

(工 )資金前渡の精算

緊急払い用の保護費として払い出しを受けた 500万 円については、当該月に支

出した保護費を差 し引いた額を毎月市の会計に戻し、適切に精算 していました。

イ 継続受給者の場合

(ア )生活状況の定期的な把握及び受給者に対する支援

受給者に対 しては、支給決定のときに定めた援助方針により、家庭訪間の頻度や

指導内容を定めてお り、これに基づいて担当ケースヮーカーが家庭訪間を実施して
いました。また、家庭訪問時以外における受給者との面談機会確保のため、毎月 5

日の定例支給 日にも面接を実施 していました。

ケースヮーカーが家庭訪問等を適切に実施 しているかどうかの確認は、されてい

ませんでした。本来は、ケースヮーカーを指導監督する立場にある査察指導員が定

期的に確認すべきでした。

(イ )保護費の支給

毎月5日 の定例支給日には、保護費を、①口座振込み、②本庁舎及び各支所での

窓口支払い、③病院・施設入所者には、各施設への送金又はケースワーカーが持参
する、という3通 りの方法で支給していました。

②の窓口払いの場合には、資金前渡者である福祉総務課職員が会計課から受給者
ごとの封筒に入った保護費の払い出しを受け、受給者の居住地別に、本庁地区、腰
越地区、深沢地区、大船地区及び玉縄地区の地区ごとの 5つ のかばんに分けていま
した。

本庁地区の場合は、生活福祉課面談室において担当ケースワーカーが受給者と生

活状況等の面談を実施し、その後、受給者は会計課の窓口に行き、会計課職員から
保護費を受け取りました。その際に受給者から受領印をいただいていました。



本庁地区以外の保護費については、地区ごとのかばんを会計課職員が各支所へ持

参し、担当ケースワーカーが支所に出向いて生活状況等の面談を実施 し、その後、

受給者は各支所の会計窓口に行き、会計窓口職員から保護費を受け取 り、受給者か

ら受領印をいただいていました。各地区とも定例支給 日当日に受け取 りに来なかっ

た保護費は、担当ケースワーカーが各支所から本庁に持ち帰り、当日中に本庁地区

の分と合わせて福祉総務課職員が会計課金庫に保管 していました。

その後の保護費については、本来、福祉総務課が会計課金庫に保管 し、福祉総務

課職員が支給すべきでしたが、本件発覚当時までの事務処理は、支給 日の翌日の朝、

福祉総務課職員が会計課金庫から未支給となっている保護費を取 り出し、それを生

活福祉課職員に渡 して生活福祉課内のキャビネットに施錠して保管 し、その後の管

理は全て担当ケースワーカーに委ね、保護費の支給管理は組織として全く行ってい

ませんでした。

③の病院・施設入所者に対しては、領収書の様式を同封 した現金書留を病院・施

設に送金 し、受給者の署名 。捺印後、領収書を返送してもらっていました。返送さ

れた領収書は、支給明細書にホチキス止めして保管 していました。

また、担当ケースワーカーが病院・施設に出向いて保護費を支給する場合もあり

ましたが、支給明細書は他の受給者の氏名等が掲載されている一覧表になっている

ことから庁舎外に持ち出すことができないため、その場合にも受給者から領収書を

徴していました。

なお、保護費を病院 。施設で預かってもらえない場合で受給者本人の意思確認も

できず、支給する手段がない場合には、本来であれば、会計課の金庫に保管すると

ともに、一時的に福祉事務所が受給者の金銭管理を行うケースとして組織的に対応

すべきでしたが、本件発覚当時は生活福祉課のキャビネットで保管 し、管理台帳等

もなく、組織的な管理は全くしていませんでした。

(ウ )保護費の変更の処理

受給者の収入の変動などにより生活保護費の変更が必要な場合は、受給者から収

入変動の申告書及び収入の状況が分かる書類等を徴し、保護台帳に保護費変更の理

由及び保護費変更の計算式等を記載するとともに、生活保護システムに必要な情報

及び決定扶助額、保護費の過支給額または追加支給額等を入力し、帳票 (保護決定

調書・保護変更決定通知書)を印刷します。

印刷 した帳票は、新規の場合と同様に保護台帳や申請書等を綴 じたケースファイ

ルと一体で決裁に付 し、福祉事務所長の決裁により保護費の変更を決定 します。

福祉事務所長の決裁を得た後、帳票のみ経理担当課である福祉総務課に送付 し、

経理担当者の確認を経て保護費変更手続きが完了します。

また、保護費を変更 した結果、例えば月を遡って変更 した場合など過支給が生じ

た場合には地方 自治法施行令第 159条 に基づく市への戻入額を決定 します。

市の会計への戻入が必要な場合には、福祉総務課が納付書を発行 し、その納付書

を受給者に送付 して、受給者か ら直接市の会計窓口や金融機関から払い込んでもら
|
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いますが、一度に支払うことが困難な場合には、担当ケースワーカーの判断で、分

割による返納を認めていました。

受給者の実態として、戻入すべき金額を消費してしまう者もいることから分割戻

入を認めていたものですが、本来、受給者が直接返納すべき現金をケースヮーカー

が預かり、分害J戻入の領収書も発行せず、帳簿もなく記録もせずに受給者から預か
つた戻入金を生活福祉課のキャビネットに保管し、組織的な管理体制もないままに

担当ケースワーカー以外了知し得ないような事務をしていました。

担当ケースヮーカーは、分割戻入された現金が戻入額に達した後、市の会計に戻
入していましたが、戻入額に達しないものはキャビネットに残され、後任のケース
ワーカーにも引継をしていないため、何の処理もされず放置されていました。
本来は、分割戻入を認めるのであれば、システム上の処理を可能にすべきであり

やむを得ず一時的に戻入金を預かる場合には、台帳を作成して組織として管理し、
現金は会計課の金庫に保管すべきでした。

(工)資金前渡の精算

毎月、定例的に会計課から払い出される保護費については、市の財務規則で、精
算が終わっていなければ翌月分の払い出しを受けられないことと規定しています。

そこで、資金前渡者は、財務規則に基づき、財務会計システムにより資金前渡精
算書を作成して、手持ちの保護費が「0」 円であることを会計課に通知していまし
た。このシステム上の精算処理をしないと受給資格を失った方の戻入や保護費の過
支給の返還がシステム上処理することができなかったため、システム上の「0」 円
精算処理をしたこと自体は、やむを得ないものでしたが、資金前渡者は、受給資格
喪失者の保護費の戻入や保護費過支給の場合を返還する他、生活福祉課に保管を委
ねていた保護費を全額受給者に支払ったかどうかを確認して、未支給の保護費を市
の会計に戻入する必要があったにもかかわらず、生活福祉課に確認せず、したがっ
て戻入もしていませんでした。

本件発覚前の事務処理においては、システム上 0円精算をした後、受給資格喪失
者の保護費の戻入や保護費過支給の場合の返還はしていましたが、受給者が受け取
りに来ない、又は生活福祉課による保護廃止の処理が遅れていることにより未支給
となっていた保護費については、保護費及び支給明細書を生活福祉課に委ねていた
ことから、資金前渡者が実質的な現金管理も把握もできていませんでした。
以上のとおり、資金前渡者は財務規則に定めた本来の意味での資金前渡の精算を
行っていませんでした。

(オ)一時金の支給

受給者が、転居の際に必要となる敷金等の費用や子どもの入学のための準備金な
どについては、保護費とは別に一時金として支給することができます。
一時金の支給にあたっては、受給者から申請書を徴し、一時金の支給が必要と認

められる場合は、保護台帳に支給が必要な理由等を記載するとともに生活保護シス
テムに必要な情報及び決定扶助額等を入力し帳票 (保護決定調書 。一時扶助決定通
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知書)を印刷 します。

印刷 した帳票は、保護台帳や申請書等を綴 じたケースファィルと一体で決裁に付
し、査察指導員、課長を経て福祉事務所長の決裁によリー時扶助の適否を決定しま

す。

一時金の支給方法は、新規受給者の場合と同様に処理していました。

(力 )資金前渡の精算

新規受給者の場合と同様に処理していました。

ウ 廃止の場合

受給者の死亡、市外転出、収入超過などにより生活保護を廃止する場合は、保護台

帳に保護廃止に至った理由等を記載するとともに生活保護システムに必要な情報及び

保護費の過支給額等を入力し、帳票 (保護決定調書・保護廃止決定通知書)を印刷 し

ます。

印刷 した帳票は、保護台帳や申請書等を綴 じたケースファィルと一体で決裁に付し、
査察指導員、課長を経て福祉事務所長の決裁により保護廃止の適否を決定します。

福祉事務所長の決裁を得た後、ケースファィルと帳票は経理担当課である福祉総務

課に送付し、経理担当者の確認を経て保護廃上の手続きが完了します。

受給者の死亡については受給者の家族や病院か らの情報に基づき処理をしてお り、

市外転出については家族の他、転出手続きをしないで転出した場合には関係課からの

情報提供や現地調査により把握、就労等による収入超過については受給者との面談に

より把握 し、それぞれ廃止の処理をしていました。

これ らの保護廃上につながる情報は、通常、担当ケースヮーカーに入 り、その情

報をもって担当ケースワーカーが事務処理を行っていましたが、課内での情報共有が

なく、管理監督職による定期的な確認もしていませんでした。今回、廃上の事務憚怠

が保護費亡失の一因となったことから、本来は、ケースワーカーの事務処理の進捗を

管理監督者が定期的に確認すべきであったと考えます。

なお、保護費に過支給が生じている場合には、地方自治法施行令第 159条に基づく

市への戻入額を決定 し、前述 「(ウ )保護費の変更の処理」に記載 した戻入の処理と

同様に処理 していました。

")判
明した事実

調査の結果、次のとお り不適切な事務処理が判明しました。

ア 生活福祉課の事務処理の実態について

生活保護費支給事務については、 8名 のケースワーカーが担当し、ケースヮーカー

の管理監督は、実質的に査察指導員に任されていました。

新たに配属されたケースヮーカーには、先輩のケースワーカーを 1年間指導役とし、

指導をしていました。また、ケースワーカー全体 として、特に新規の受給者について

は、保護費の支給に遅れが生じた場合には受給者の生命に係わるため、協力体制をと

り、遅れが生じないように気を配っていましたが、就労や死亡等による廃止の事務処
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理については、多少処理が遅れても受給者の生活に影響はないことから新規の受給者

ほど重視しておらず、担当ケースワーカーのみが把握する体制となっていたことから、

事務の解怠があった場合に他の職員が把握できず、保護費が会計から支出され続け、

生活福祉課のキャビネットに累積 し、保護費亡失の一因とな りました。

イ 生活福祉課における現金の管理について

生活福祉課職員に聴き取 りをした結果、生活福祉課のキャビネットには、生活保護

費に係る現金約 514万 円 (平成 27年 9月 時点)の ほか、新規相談者に必要に応じて

貸 し付ける社会福祉協議会の緊急援護貸付金、ケースワーカー援護金 (詳細は 21ペ

ージ「サ 公金以外の現金の存在」に記載 )、 課の親睦会費などの現金を保管してい

たことが判明しました。

キャビネットには施錠 してお り、鍵は主に新たに生活福祉課に配属された職員が自

席の机の引き出しに保管 していましたが、その机の引き出しは施錠できる状態ではあ

りませんでした。鍵の保管場所は生活福祉課の誰もが知ってお り、最初に登庁 した生

活福祉課職員がキャビネットを解錠 した後は、常に鍵が開いた状態で、最後に退出す

る職員が施錠していました。

管理監督者は、キャビネットに現金を保管 していることは認識 していましたが、現

金の出し入れはケースワーカーに任せてお り、最終的に 500万 円以上の現金をキャビ

ネットに保管 していたことまでは認識 していなかったことか ら、実質的な管理はでき

ていなかったと言えます。

ウ 事務改善の機会を見逃していたことについて

平成 21年に厚生労働省か ら発せ られた 「現業員等による生活保護費の詐取等の不

正防止等について」により、現業員の出納業務への関与の縮減の徹底が求められてい

たにもかかわ らず、生活福祉課及び福祉総務課において改善を図ることなく従前どお

りの事務を行っていました。

この通知の存在、又はこの通知の趣旨であるケースワーカーが保護費を取 り扱うこ

とは適切ではないことを知っていた生活福祉課職員は聴き取 りをした 22名 中 13名お

り、疑問や不適切感を感じていた職員もいましたが、誰か らも問題提起がなされず、

課の中で事務の改善について話 し合 うこともありませんでした。

工 担当職員 2名 の事務の解怠等について

生活保護費亡失の要因の一つとして、担当ケースワーカーが事務を怠った結果、支

出すべきでない保護費が支出され、未支給の保護費が生活福祉課のキャビネットに累

積 していたことが挙げられます。

担当職員 2名 の事務の憚怠の内容は、次のとお りです。

(ア)A職 員について

a 2か 月に 1回訪間を行 う支援計画としていた受給者であるにも関わ らず、家庭

訪問等、受給者の所在や状況の確認を怠 り、平成 26年 4月 に他課か ら当該受給者

の海外転出の情報を得た後も約 1年間確認を怠 り、保護の廃上の事務処理を怠っ

たため、平成 26年 5月 分か ら平成 27年 3月 分までの保護費 1,049,200円が未支
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給の保護費として生活福祉課のキャビネットに累積 し、そのうち 648,670円 を亡

失しました。

b 就労した受給者について、A職員は平成 25年 H月 頃に就労を把握 していまし

たが、廃上の手続きとして給与明細書の提出を受けるまでに日時を要したことに

より廃上の手続きが遅れたため、平成 25年 12月 分から平成 27年 3月 分までの保

護費 1,458,854円 が未支給の保護費として生活福祉課のキャビネットに累積し、

そのうち大半の 1,427,457円 を亡失しました。

更に、平成 25年 12月 分か ら平成 26年 4月 分までの 5か月分については、受給者

名義の領収書を作成していました。

c 長期入院中の受給者について、平成 24年 9月 分までは前々任のケースワーカ

ーが病院に保護費を持参していましたが、前任のケースワーカー (後述するB職

員)が担当するようになった平成 24年 10月 分から未支給の保護費が生活福祉課

のキャビネットに累積 し、A職員が B職員から引き継いだ平成 25年 4月 以降も保

護費を支給せず、結果として平成 24年 10月 分から受給者が亡くなる平成 27年 1

月分までの保護費がキャビネットに累積しました。

また、未支給であるにも関わ らず、支給明細書に当該受給者の領収印が押印さ

れていました。

キャビネットに累積 した保護費のうち、平成 24年 10月 分から平成 26年 3月 分

までの保護費 376,270円 を亡失し、平成 26年 4月 分から平成 27年 1月 分までの

保護費 213,216円 は、A職員が 200,150円 を受給者の葬祭費に充て、残 りの

13,HO円 を市の会計に戻入 しました。葬祭費の支払い額は領収書により確認 して

います。

遺留金品を葬祭扶助に充てることについては、生活保護法第 18条の 2及び第 76

条で認められていますが、まず受給者に保護費を支給した上で、亡くなった際には

金銭管理を行っていた病院を通じて遺留金の額を確認し、病院から葬儀社に直接支

払うか、あるいは病院から福祉事務所に遺留金としての送金を受けた後に支払うべ

きでした。

(イ )B職 員について

a 前ページ cに記載の入院中の受給者について、平成 24年 9月 分までは、担当ケ

ースワーカーが病院に保護費を持参 していましたが、平成 24年 10月 分から当該職

員が人事異動により他課に異動する平成 25年 3月 分までの保護費については、受

給者が入院する病院に持参又は現金書留で郵送することなく、生活福祉課のキャビ

ネットに累積 。保管 し、A職員に引継ぎました。

これ らの保護費については、先にA職員のところで記載 したとお り、平成 24年

10月 分か ら平成 26年 3月 分までの保護費 376,270円 を亡失しました。

b 就労を理由として、平成 24年 3月 に 3月 末日をもって保護を辞退する旨の届出

が提出された受給者について、給料が最低生活費を超えているかどうか様子を見

たいとの理由で、廃上の事務処理を平成 24年 5月 31日 まで待っていたため、平
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成 24年 4月 分か ら平成 24年 6月 分までの保護費が払い出され、生活福祉課のキ

ャビネットに保管 していました。

廃止 日については、平成 24年 4月 1日 に遡って処理したため、 4月 分から6月

分までの 3か月分については、市の会計に戻入すべき保護費で、 4月 分、 6月 分

は戻入されていましたが、 5月 分については戻入されていませんでした。

5月 分については、支給明細書に受給者所有の領収印が押印されており、戻入の

納付書を受給者が所持 しているため、外形的には 5月 分は支給 したことになり、受

給者から戻入させるべきものですが、受給者に話を聞 いたところ、 3月 に辞退届を

提出しているため、保護費を受け取った記憶はないとのことです。

また、 4月 分が戻入されていたにも関わ らず、生活福祉課のキャビネットには、

平成 24年 4月 分の保護費 91,959円 の封筒が残されてお り、そのうち 90,000円 を

亡失しました。

B職員に聴き取 りをしたところ、 4月 分及び 5月 分の保護費を受給者に一旦支

給 した形にして領収印をもらい、実際にはB職員が保護費を預かっていたとのこ

とで、受給者か ら生活が苦しいと相談を受けたため、市に返還 してもらうことを

前提に各封筒をB職員の判断で開封 し、それぞれの封筒の中から一部の金額を受

給者に渡 したとのことです。受給者に渡 した金額については記録がなく、B職員
に聴き取 りをしても明らかにな りませんでした。

受給者は 24年 4月 、 5月 に生活福祉課に行った記憶はなく、児童扶養手当の支給
もあることから生活が苦しいとの相談もB職員にしていない、平成 24年 12月 14

日に来庁 し、B職員から2つ の封筒に入った現金 (何月分の保護費か、いくらだ

つたかは記憶にない)を受け取ったが、市に返還すべき金額があると聞いたこと

から、受け取った金額をそのまま返 した記憶があるが、端数については受け取っ

たかもしれないとのことで記憶があいまいで した。

4月 分は 12月 14日 に戻入されていることから推測すると、 4月 分と 5月 分の保

護費のそれぞれの袋に残っていた現金を合わせて、 B職員が 4月 分として戻入し

たことも考えられます。

いずれにしても受給者から辞退の意思が示されていたにも関わ らず、生活が苦
しいと相談を受けていたのであれば 4月 分以降も全額支給 して給与明細書等を確

認して生活状況を見なが ら廃止の決定をすべきであり、受給者に一旦支給したこ

とにしてケースワーカーの判断で保護費の封筒を開けて一部を貸す、しかも受給

者に渡 した金額を記録 していないなど常識では考えられない事務処理を行ってい

ました。この事務処理自体、聴き取 りをしても理解できないあまりにも杜撰な事

務となっています。

c 平成 22年 6月 18日 に死亡 した受給者について、B職員が 7月 8日 に廃止の事務

処理を行いました。7月 5日 に 7月 分の保護費 111,430円 が支出されていたため、

戻入処理をすべきでしたが、これを怠 り、キャビネットに放置していたため、その

大半の 110,000円 を亡失 しました。
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(ウ )周囲の職員による 2名 の職員の事務憮怠についての把握

A職員、B職員の勤務状況については、A職員と同時期に生活福祉課に在籍した

職員 13名 のうち、10名 の職員がA職員に事務の遅れがあつたことを認識してお り、

A職員の体調面に不安があつたことついても挙げられていました。

ケースワーカ~の事務分担は地区担当制としていましたが、A職員が担当する地区

の一部の地区を他の担当者に振 り分けるなどフオローをしていました。

B職員については、聴き取 りをした中では査察指導員だけが事務処理の遅れを認識

しており、 B職員の事務の憚怠は把握できていませんでした。
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の受給者の死亡等によりそのまま残されたと思われる印鑑 872個 を印箱に入れて保管

しており、安易な領収書の押印、場合によつては、領収書偽造という違法行為にまで

発展する環境ができてしまいました。

生活福祉課に印箱があつたことについては、聴き取 りをした生活福祉課の職員は全

員知つていましたが、生活福祉課に印箱がある経緯は聴き取 りの中ではわか りません

でした。

印箱の印鑑を使用 したことがあると回答した生活福祉課職員は 13名 で、使用した

のは収入申告書、介護保険や障害福祉の手続き書類への押印ですが、押印なしで対応

した職員もおり、押印の必要性について統一が図られていなかつたことがわかりまし

た。

なお、ケースワーカ~が これ らの手続きを代行することについては受給者の同意を

得ていたとのことです。

受給者の保護費領収印は、支給明細書に押印しますが、病院に入院中の受給者や施

設入所者に対 して職員が出向いて支給する場合には、生活福祉課で作成した領収書の

様式に受給者の署名、押印を求めていました。その場合、受給者の体が不自由である

ことなどから、本人同意の上、又は病院関係者立会いの下、領収書を作成した職員が

5名 いましたが、有印私文書偽造及び同行使で告発したA職員のように、受給実態が

ないにもかかわ らず、架空の領収書を作成していた職員はいませんでした。

支給明細書への押印は、A職員以外に 8名 の職員が体の不自由な受給者や印鑑を忘

れた受給者のためや厚生労働省等の監査の準備として行つていました。

力 管理職等によるチエツク機能

A職員が担当する受給者の未支給の保護費が、生活福祉課のキヤビネットに累積し

てぃたことや保護費袋の一部の不存在については、本件発覚前から査察指導員も認識

し、指導していましたが、結果としては指導のみに留まり、処理せずに放置していま

した。A職員に対しては、日頃から査察指導員や課長が指導し、他の担当者もA職員

の担当業務をサポートしていましたが、廃上の処理をA職員に任せ、A職員が廃上の

処理を怠つた結果、未支給の保護費が生活福祉課のキヤビネットに累積し、亡失する

こととなりました。
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B職員については、組織として事務の憚怠を把握しておらず、注意や指導はできて
おらず、杜撰な事務処理を見逃し、保護費を亡失することとなりました。

また、生活保護費支給事務全体として、未支給の保護費をどのように処理している
のか、キャビネットにある現金の実態、押印の実態も把握していなかったことから、
全体的に事務の管理ができていませんでした。

キ 内部けん制機能の形骸化について

市の財務規則どおりに福祉総務課が資金前渡者として機能していれば、生活福祉課
に未支給の保護費を保管することもなく、亡失もせず、領収印の押印、事務の解怠を
防止できたと考えますが、実際には機能していませんでした。

ク 生活福祉課のキャビネットに残された現金 142万 円の実態について
聴き取りによると、キャビネットに残された現金の内容は次のとおりでした。
①金銭管理を病院・施設に依頼すべきもの  250,542円
②本人 (又は身内)に渡すべきもの 32,631円

③戻入 (過年度分は雑入)と して扱うもの 185,579円
④遺留金品として扱うもの

⑤不明金等として扱うもの
347,380円

94,641円

⑥その他 (調査 しないと判断できないもの)510,846円

キャビネットに残っていた 142万 円の主な内訳は、受給者の収入に変動等があり、
保護費を遡って市に戻入すべき場合で、一括戻入が困難な場合に分割 して返還された
現金をケースヮーカーが預か り、キャビネットに保管 していたもので、受給者の死亡
等によりそのまま残されたものや死亡 した受給者の遺留金、また、冬季加算として一
時的に支給された保護費の未渡 し分などが確認できました。しかしなが ら、これ らの
中には現金台帳が整備されていないものがあり、ケースヮーカーまかせになっていた
ため、本来あるべき現金の把握が出来ない状況です。        |

戻入金は、地方 自治法上の債権であり、時効に関し他の法律に定めがあるものを除
き、債務不履行の状態が 5年間継続するときは時効により消滅することになっていま
す。また、時効の中断は民法の規定を準用することとされ、債務の一部支払いは時効
中断の効果を生じることとされています。

戻入金の一部を職員が預かり、その後の事務処理を怠 り事務引継ぎもしていなかっ
たものについては時効は中断せず、最初の請求から 5年間で消滅 し、その後は市の債
権放棄の手続きとして不納欠損処分をしていました。

ケ 職員が受給者か ら預かった現金を自宅に持ち帰っていたことについて
上記クの調査過程において、前述のA職員が、受給者から預かった市に戻入すべき

現金 38,000円 を自身の手帳に挟み、自宅に持ち帰っていたことが判明しました。
詳細は以下のとお りです。

A職員は、担当する受給者Kさ んが転居する際に、Kさ んが前家主か ら返されたと
いう敷金 65,000円 を預か り、本来であれば市の会計に戻入すべきところ、生活福祉
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課のキャビネットに放置していました。

聴き取 りの後、A職員か ら、Kさ んにはこのほかにも戻入すべき金額があったため、
Kさ んから毎月 5,000円ずつ現金を預かり、毎月自分の手帳に挟んでいたこと、その

手帳を家に持って帰っていたことを失念していたとの話があり、その次の聴き取 りの

際に、家に持ち帰っていた手帳に挟んであったという現金 38,000円 が生活福祉課長
に手渡されました。

本件については、改めて警察にも報告し、協議の上対処 してまいります。
コ 会計課から生活保護費の前渡資金を受けた福祉総務課の事務処理について

毎月、定例的に行 う生活保護費の資金前渡については、財務規貝Jで毎月精算するよ
う定めてお り、福祉総務課において財務規則に則った事務処理を行っていれば、生活
福祉課に多額の現金が残ることはありませんでした。

また、資金前渡 した現金については、資金前渡者が適正に管理しなければならない
ことは財務規則に定めてお り、資金前渡 した現金を支給 したのかどうかを資金前渡者
が把握 していなかったことは不適切と言わざるを得ません。

現金管理及び資金前渡についての根拠法令及び今回の事件の問題点は次のとお りで
す c

(ア )現金管理

【地方自治法】

(現金及び有価証券の保管 )

第二百三十五条の四  普通地方公共団体の歳入歳出に属する現金 (以下 「歳計現金」と
いう。)は、政令の定めるところにより、最も確実かつ有利な方法によりこれを保管 し
な |すればならない。

2債権の担保として徴するもののほか、普通地方公共団体の所有に属しない現金又は有
価証券は、法律又は政令の規定によるのでなければ、これを保管することができない。

3法令又は契約に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体が保管する前項
の現金 (以下 「歳入歳出外現金」という。)には、利子を付さない。

【鎌倉市財務規則】

(前渡資金の管理)

第 94条 資金前渡者は、前渡資金を指定金融機関等への預金等により適正に管理しなけ
ればならない。

2 資金前渡者は、前渡資金出納簿 (第 45号様式)に 出納及び精算の状況を記録 し、整理
しておかなければならない。

3 会計管理者は、資金前渡者に対 し、前渡資金の管理状況を随時検査することができる。

地方自治法第 235条 の 4及び鎌倉市財務規員J第 94条により、現金、前渡資金の管
理については、確実な保管、適正な管理をしなければならないと定められています。
また最も安全、確実な保管方法は預金等によるものとされています。
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今回の生活保護費の支給については、現金化せざるを得なかったものですが、現金
の管理を生活福祉課に任せていたことは、資金前渡者として不適切な行為であったと
言えます。

問題点としては次のことが挙げられます。

① 厚生労働省からの通知等により、現業員 (ケースヮーヵ―)に現金を扱わせるこ
とは、不正行為の温床になることから好ましくないとの認識を持っていた職員が 6

名、認識を持っていなかった職員は3名 と、認識を持っていた職員が多数いたにも
関わらず、現金を扱わせていました。     、

また、現業員に現金を扱わせるのであれば、取扱い指針等を作るべきでしたが、
そのようなものを作成していませんでした。

② 資金前渡者をはじめ、聴き取り対象とした福祉総務課の職員のうち現金がキャビ
ネットで保管されていることを認識していた職員は 1名 いましたが、それ以外の 8

名の職員はケースヮーカーに渡した現金が、どのような形で保管されているかを知
りませんでした:

③ 生活保護費という性質上、すく
゛
に支給するものという先入観があり、500万円以

上という多額の現金が保管されていることなど全く把握していませんでした。
(イ )資金前渡処理について

【鎌倉市財務規則】

(前渡資金の精算 )

第 92条 資金前渡者は、次の各号に掲げる区分に応 じて当該各号に掲げる期 日までに財
務会計システムの精算命令処理 (こ れにより難いときは、精算命令書 (第 43号様式))に
より、領収書 (領収印を徴 しがたいときは課長等の支払証明書)その他の証書類を添付し
て主管の課長等及び経理担当課長等を経て市長の決裁を受けた後、これを会計管理者に
通知しなければならない。ただし、報酬、費用弁償、給与、旅費、賃金、生活保護に係
る扶助費、収入証紙購入費、郵便局等から購入する切手類及び有料道路通行回数券に係
る経費で支払金額が確定 しているものについては、添付書類を省略することができる。

(1)毎 月必要とする前渡資金 原則として翌月の 5日
(2)前号に該当しないもの 用件終了後速やかに。
2 資金前渡者は、前渡資金の精算残金があるときは、返納通知書 (第 44号様式)に より
精算の際に戻入 しなければな らない。

3 第 1項第 1号の前渡資金で、その前渡を受けた月内に不足を生ずる見込みがあるとき
は、当該前渡資金を精算 した後でなければ新たに資金の前渡を受けることができない。

(資金前渡の制限)

第 93条 資金前渡者で、前条の規定による精算の終わっていないものは、同一事項につ
いて重ねて資金の前渡を受けることができない。ただし、緊急、かつ、やむを得ないと
きは、この限 りでない。

財務規貝J
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ついて残金の戻入処理等の精算を翌月の 5日 までに行うことになってお り、精算を終

了しなければ、翌月の資金の前渡を受けることができないと定めています。

今回の場合、財務会計システムの都合上、精算した後でないと戻入処理ができない

ことから、便宜上毎月残金 「0」 円で精算していましたが、このことにより、本来の

会計上の資金前渡の精算を財務規則に則って行っていませんでした。

問題点としては次のことが挙げられます。

① 平成 25年度まで使用していた旧財務会計システムでは、資金前渡は、システム

上、1件ずつ入力しなければ処理できなかったため、件数が多い保護費について

は、一括して支出処理するため、システム上は通常払で入力し、実際の資金前渡

の精算処理は、エクセルで作成した帳票を使い手処理で行い、月末に資金前渡を

受けた保護費の残金が「0」 円であるという精算を、手処理で行っていました。

平成 26年度から財務会計システムが新システムに移行し、システム上も資金前

渡で入力するようになりましたが、先に精算の入力をしないと、戻入処理ができ

ないシステムとなっていました。そのため、月初めに残金 「0」 円で精算処理を

行う必要がありました。

システム上、受給者毎に 1件ずつ、支給、精算の入力をすれば正しい処理がで

きますが、件数が多いため、一括して処理する方法として、いくつかの手法が考

えられる中でこのような「0」 精算の手法としてきました。便宜的に残金 「0」

で精算を行うこと自体が直ちに不適正な事務処理とは言えませんが、やむを得ず

システム上「0」 精算を行わなければならないとしても、最終的に現金の精算処

理を正しく行なわなければ、前渡資金の管理が実質上なされていない状態になっ

てしまいます。

② 今回のケースでは、残金 「0」 の精算が定例化していたため、福祉総務課職員

のほとんどが、そのことをもって、精算行為が全て終了したという感覚になって

おり、福祉総務課から生活福祉課に渡した前渡資金について、月末にどのような

執行状況であったかを確認しておらず、実質的には財務規則に則った前渡資金の

毎月の精算を行っていませんでした。

特に新システム移行後は、まず月初めに「OJ精算を行っていたため、月末に

前渡資金の執行状況を確認する意識は、さらに薄れていたことがうかがえます。

③ 資金前渡した現金については、財務規則第 94条に基づき、資金前渡者が前渡

資金出納簿を作成し、出納及び精算の状況を記録しなければなりません。

本来であれば受給者ごとに支給した生活保護費を前渡資金出納簿に記録し、そ

の出納を管理しなければなりませんが、システム上残金 「0」 の精算をしている

こともあり、前渡資金出納簿は作成していたものの、その月に支出した保護費の

合計額と「0」 精算の出納の記録程度しかしておらず、各受給者に支給した生活

保護費の前渡資金の出納について管理できるものではありませんでした。
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(ウ )資金前渡者の責任

【地方 自治法】

(職員の賠償責任 )

第二百四十三条の二  会計管理者若 しくは会計管理者の事務を補助する職員、資金前渡
を受けた職員、占有動産を保管している職員又は物品を使用 している職員が故意又は重
大な過失 (現金については、故意又は過失)により、その保管に係る現金、有価証券、
物品 (基金に属する動産を含む。)若 しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、
又は損傷 したときは、これによつて生じた損害を賠償 しなければならない。次に掲げる
行為をする権限を有する職員又はその権限に属する事務を直接補助する職員で普通地方
公共団体の規則で指定 したものが故意又は重大な過失によ り法令の規定に違反して当該
行為をしたこと又は怠つたことにより普通地方公共団体に損害を与えたときも、また同
様とする。

一  支出負担行為

二  第二百三十二条の四第一項の命令又は同条第二項の確認
三  支出又は支払

四  第二百三十四条の二第一項の監督又は検査

2 前項の場合において、その損害が二人以上の職員の行為によつて生じたものである
ときは、当該職員は、それぞれの職分に応 じ、かつ、当該行為が当該損害の発生の原因
となつた程度に応 じて賠償の責めに任ずるものとする。

3 普通地方公共団体の長は、第一項の職員が同項に規定する行為によつて当該普通地
方公共団体に損害を与えたと認めるときは、監査委員に対 し、その事実があるかどうか
を監査 し、賠償責任の有無及び賠償額を決定することを求め、その決定に基づき、期限
を定めて賠償を命 じなければならない。

【4項以下略】

【鎌倉市財務規則】

(出納職員の責任 )

第 35条 現金出納員、現金分任出納員及び第 91条の規定により資金の前渡を受けた者
が職務上保管する現金を亡失したときは、自ら事務を執 らなかったことを理由として法
第 243条の 2の規定の適用を免れることはできない。

資金前渡者は、地方 自治法上、あるいは財務規則上、資金前渡 した現金に対して、
全責任を負う立場であり、故意又は過失により亡失した場合には賠償責任まで求めら
れる非常に責任の重い立場です。



以上の地方自治法上、財務規則上の賠償責任を負わされることもあるという責任
の重さについて認識 していなかった資金前渡者職員 も複数お り、このようなことも、

現金管理についての厳格さを欠く要因となっていたと思われます。

サ 公金以外の現金の存在

生活福祉課では、 1か月分の保護費を支給早々に使い果たしてしまった受給者を

救うため、ケースワーカー援護金と言われる現金を受給者に独 自に貸 し付けていま
した。この援護金は、公金ではなく、課長補佐や係長が自らの金を出し合って負担
していたとのことで、保護費と同じキャビネットに保管 していました。現金は 5万
円ほどで、受給者から相談された担当職員からの申し出に基づき、査察指導員の判

断で貸し付け、翌月分以降の保護費か ら返還させることにしていたとのことです。

現在は、会計課金庫に保管 してお り、貸付はしていません。

受給者を助けるために始めたこととはいえ、公に認められるような仕組みを検討
することもなく、安易に職員に負担を求め、裏金とも疑われるような事務を行って
いたことは適切とは言えません。

また、身寄 りのない受給者が死亡した場合、その遺留金品は、当面、市が預かる

以外ないものもあり、また、保護費を一度に渡 してしまうとす ぐに使い果たしてし
まうことから預かって分割 して支給 してほしいと受給者から頼まれた場合には、現
金を預かり、これ らを保護費と同じキャビネットに保管 していました。

これ らについては、市が預かる以外ないものも現実的にはあると判断しています
が、その現金管理は各ケースワーカーに任されてお り、帳簿の記録や管理、情報の

共有化などの組織対応をしてお らず、ケースヮーヵ―相互の引継等も仕組みがなく

杜撰な管理実態となっていました。

今後、生活保護費支給事務の実態に合わせて、どのように受給者を支援 していく
のか、他市の状況も参考にしながら引き続き検討していきます。

3 不適切な事務処理が行われた原因の考察

不適切な事務処理について職員に聴き取 りをした結果から、主に職員の意識、職場風
土の観点か らの原因の考察をしました。その根底には、自紙請求書問題と同様、問題意
識の欠如、前例踏襲、不適切な事務処理を正すよりも事務の利便性を優先させてしまっ
ていることなどが挙げられます。具体的には次のとお りです。

(1}問題意識の欠如

生活保護のケースワーカー iま、受給者の生活全般を支えるものだという意識から、

保護費の管理が困難な受給者から現金を預か り、受給者に代わって生活必需品の購入、

支払いや行政手続き等を行っていました。

このこと自体は、他に頼る人がいない受給者にとって必要なことであると考えます

が、市職員がどこまでやるべきなのかについては今後の検討課題と考えます。

また、生活福祉課のキャビネットに残っていた 142万 円の取扱いについて調査を進
める中で、現金を預かるに当たり、当初、いくら預かったのか、現在残っている現金
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が適正な額なのかを立証できるものもなく、後任への引継もしていないため、いつか

らある現金なのか、誰の、何の現金なのか、公金なのか私金なのか不明なものもあり

ました。現金管理のルールがない中で、受給者から預かつた現金は各ケースワーカー

に任され、実態把握が困難になるほど杜撲になっていたものと思われます。

また、定例支給 日に保護費を受け取 りに来 られない受給者がいたことから、未支給

の保護費もキャビネットに保管 していました。

そのような環境の中で、キャビネットに現金があることが当たり前、キャビネット

に現金を入れるのが当たり前のこととなっていました。

現金管理の責任は、保護費の資金前渡者である福祉総務課の職員にもありますが、

資金前渡者の役割や責任についての認識の甘さか ら、生活福祉課に実務を委ねていま

した。

福祉総務課や生活福祉課の職員は、現金管理についての明確な問題意識もなく、

結果から見て、悪意のある職員はいないだろうという前提、盗難のリスクもない前

提で実務を行っていたことになりますが、実際には鍵の管理も含めてセキュリティ

が甘 く、現金亡失のリスクが非常に高い職場環境となっていたことに誰も気付きま

せんでした。例え気付いていた職員がいたとしても行動を起こさなければ結果は気

付かなかったことと同じです。

{2)コ ンプライアンス意識の低さ

生活福祉課の職員は、生活保護の可否や金額について適正な認定をするために国の

「保護手帳」を随時参照 し、ケースヮーヵ―としての知識習得には努めていましたが、

市職員としての基本となる公金管理や財務に関する知識が浅く、ケースワーカーが保

護費を取 り扱うことの不適切性は感 じながら、特に現金の取扱い方法の改善に向けて

行動を起 こすことはなく、職場全体として改善することはありませんでした。福祉総

務課も受給者が来庁する度に会計課で保護費の払い出しを受けるのではなく、生活福

祉課が保護費の管理をすればよいという誤った効率化を優先し、資金前渡者の責任を

事実上放棄 し、保護費の管理を生活福祉課に委ね、組織として不適切な方法を選択 し

続けていたことから、職場全体 としてコンプライアンス意識が低かったと言わざるを

得ません。

131 他部署で起こった事を自分事として捉えられない組織風土

他部署や他の自治体で問題が生じた場合には、自分の組織に置き換えて自らの事務

を見直す意識が必要です。

本市では、過去に他の自治体からの派遣を受けていた職員が有印私文書偽造及び同

行使罪に問われ、懲戒免職処分 となった事案が生じていたにも関わ らず、厚生労働省

等の監査対策として、生活福祉課の 8名 の職員が保護費の支給明細書に押印していた

ことや、A職員が受給者名義の領収書を作成していたこと、印箱に 872個 もの印鑑を

保管 し、不適切な事務処理を招 く環境を作ってきたことは、過去の教訓が全 く生かさ



れていない組織であったということになります。

“

)組 織のマネジメン ト不足

生活福祉課長は、特定の職員の事務の解怠を認識し、注意、指導 していましたが、

結果として改善できなかったことは、管理職の責任であると言わざるを得ません。

特に、課内のほとんどの職員が事務の遅れを認識していたA職員については、注意

や指導、具体的な処理方法を示しても処理できませんでした。

そのままにしておくと「担当職員が処理しなかった」では済まない大きな問題にな

ると想定される場合には、担当業務を取 り上げ、自らが処理してでも終わらせるのが

管理監督職の責任であり、最大限努力しても課内で処理できないのであれば上司に報

告し、他課の職員の応援を要請するなどの対応をすべきであると考えます。

団塊の世代の大量退職後、職員の新陳代謝が激しく、管理監督職の登用年齢も若年

化 し、全体的に経験年数も浅 くなっていることから、マネジメントの強化については、

今後、全庁的な課題として取 り組む必要があります。

{9 根強い前例踏襲の意識

今回の事案では、保護費の現金管理を資金前渡者とケースワーカーとに明確に分け

る仕組みがあつたにも関わ らず、これが機能していなかったことも保護費亡失の大き

な要因の 1つ とな りました。内部けん制の仕組みを作っても、職員が自らの役割を正

しく認識し、適切に運用しなければ意味がありません。

今回の一連の不適切な事務処理でも課題となっているところですが、前例踏襲意識

が根強く残ってお り、以前からやっていたことが正しいかどうかを検証することなく、

前任者がやっていたというだけで、前のとお りに事務処理をする根強い意識が今だ根

強く残っていることがうかがえます。

4 責任の所在について

今回の問題発覚か ら現在に至るまでの間、さまざまな問題が浮き彫 りとなってきまし

た。これらの問題に対 して、今後、市として適切に対応していきます。

職員は、公金公物を取 り扱う際には最善の注意を払うことが求められてお り、それを

紛失・毀損する、あるいは不適正な処理・使用をすることはあつてはなりません。その

ようなことは、市に損害を与えるだけではなく、公務に対する信用をも大きく損なうも

のであり、組織的な問題があるのはもちろん、関係した職員に対 して懲戒処分等のしか

るべき措置を行います。

なお、平成 28年 9月 か ら家庭訪問等による調査を開始 してお り、職員の処分等につ

いては調査の状況も見なが ら、行います。

(1)職員に対する処分等

ア 職員に対する処分について

これまでの調査で判明した事実について、8月 26日 に職員考査委員会を開催し、
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職員の処分について審議 し、現在、審議中となっています。

今後、追加調査の結果を職員考査委員会に報告 し、更なる審議を経て、答申を得た
後、職員への処分等を行います。

職員に対する処分等の視点としては、大きくは次の 2点 と考えます。

(ア)公 金の不適切な取扱いの問題

職員は、地方 自治法や財務規則に基づき、適切に経理処理を行わなければな り
ません。しかしなが ら、福祉総務課が現金を取扱 うことが好ましくないとされて
いる生活福祉課職員に生活保護費の管理を委ねてしまい、その後の管理も適切に

行っていないなど法令に違反する行為がありました。また、先に記 したように、
厚生労働省社会・援護局保護課長通知 「現業員等による生活保護費の詐取等の不
正防止等について」に則った改善も図っていなかった現状が明らかとなっていま
す。これ らは、法令等を遵守すべき職員が行った行為として問題があり、福祉総
務課及び生活福祉課の職員の責任は重いと言わざるを得ません。

(イ )不 適切な事務処理の問題

前述のとお り、職員は、その職務を遂行するにあたっては、法令、条例等に従
うとともに、上司の職務上の命令に従わなければな らない義務があります。当然
ながらこの職務上の義務違反があった場合や公務員 としてふさゎ しくない非行が
あつた場合などは、処分が科されることにな ります。

市では、職員に対する懲戒処分を厳正に行 うための標準的な基準として 「鎌倉市
職員の懲戒処分に関する指針」を定めてお り、同指針に定めた次の非違行為に該
当すると考えます。

非違行為の種類 非違行為の具体的内容

公文書又は私文書の偽造・変

造

行使の目的で、職務に関する権利、義務若 しく

は事実証明に関する公務所の用に供する私文書

を偽造又は変造 した場合

紛失 公金又は公物を紛失した場合

公金・公物処理不適正 自己保管中の公金の流用等公金又は公物の不適

正な処理をした場合

管理監督責任 所属職員の非違行為を知っていたにもかかわ ら

ず、その事寒を隠ぺいし、又は黙認した場合若
しくは所属職員が懲戒処分を受けることに関

し、指導監督に適正を欠いていた場合

イ 考査委員会に諮る対象者

聴き取り調査の対象とした平成 22年度から平成 27年度までに生活福祉課又は福祉総
務課に在籍した職員のうち、在職者全員を職員考査委員会の対象とし、職員の個々の非
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違行為及び責任について明確にしていきます。年度別担当職員の詳細は次のとおりです。

【年度別担当職員】※延べ人数

年 度 生活保護担当職員 (人 ) 公金管理職員 (人 )

平成 22年度 課  長 1

補佐・係長 2(1人退職)

担当職員 8

次長 (退職 )

資金前渡者

担 当 者

１
■

1

1

平成 23年度 課  長 1

補佐・係長 2(1人退職)

担当職員 8

次長 (退職) 1
資金前渡者  1
担 当 者  1

平成 24年度 課  長 1

補佐。係長 2(1人退職)

担当職員 8

次長 (退職) 1
資金前渡者 (退職) 1

担 当 者  1
平成 25年度 課  長 1

補佐。係長 3(2人退職)

担当職員 7

次長 (退職) 1
資金前渡者 (退職) 1

担 当 者  1
平成 26年度 ・課  長  1

補佐。係長 2(1人退職)

担当職員  8

次長     1
資金前渡者  1
担 当 者  1

平成 27年度 課  長 1

補佐。係長 2(1人退職)

担当職員 8

次長     1
資金前渡者  1
(兼)担当者

ウ 職員の告発について

生活保護担当職員か ら事情聴取を行 う中で、本来支給すべきでない生活保護費を

支出し続け、そのうち平成 25年 12月 分か ら平成 26年 4月 分までの 5か月分の生活

保護費については、A職員が対象者に代わって領収書に本人氏名等を記入 。押印し、

支給明細書兼領収書に添付した事実を確認しました。そのため、刑法 159条 に規定

する 「有印私文書偽造、同行使」に該当すると思料 し、A職員に対する告発状を平

成 28年 7月 1日 に鎌倉警察署に提出し、同日、受理されました。A職員については、

【調査対象者】※実人数

生活保護担当職員 公金管理職員 その他

課  長  2人
補佐。係長  4人 (2建脚

担当職員 16人

次長    1人
資金前渡者 4人
担 当 者 4人

○平成 22年度以前の歴代

担当者

○生活保護費受給者 (市

民)

など



平成 28年 7月 22日 に書類送検されたとの情報を警察か ら得ています。
(2)賠償責任

この度の問題に対する賠償責任については、責任の所在を明らかにし、市としての
損失とならないよう、求償の手続きを進めます。

ア 地方 自治法上の賠償責任

地方自治法

(職員の賠償責任)

第二百四十三条の二 会計管理者若しくは会計管理者の事務を補助する職員、資金前渡を
受けた職員、占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員が故意又は重大
な過失 (現金については、故意又は過失)により、その保管に係る現金、有価証券、物
品 (基金に属する動産を含む。)若 しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又
は損傷 したときは、これによつて生じた損害を賠償 しなければならない9次に掲げる行
為をする権限を有する職員又はその権限に属する事務を直接補助する職員で普通地方公
共団体の規貝Jで指定 したものが故意又は重大な過失により法令の規定に違反して当該行
為をしたこと又は怠つたことにより普通地方公共団体に損害を与えたときも、また同様
とする。

一 支出負担行為

二 第二百三十二条の四第一項の命令又は同条第二項の確認
三 支出又は支払

四 第二百三十四条の二第一項の監督又は検査

現金等の亡失があった場合の賠償責任は、地方 自治法第243条 の 2及び鎌倉市財務
規則第35条で明確に規定 してお り、特に現金の場合は、重大な過失であることを要せ
ず、単なる過失でも賠償責任を求められることになっています。

資金前渡者が、生活福祉課職員に現金を委ね管理を任せきりにし現金管理の責任を
果たせていなかったことや、資金前渡の事務処理においても適正さを失していたこと
は、過失がなかったとは言い難 く賠償責任が生じざるを得ないと考えます。
なお、亡失金の賠償については地方自治法第243条 の2と 民法上の損害賠償請求の

二通りが考えられますが、資金前渡者に過失があったと認められれば、特別責任を負

“

|

鎌倉市財務規貝J

(出納職員の責任)

第35条 現金出納員、現金分任出納員及び第91条 の規定により資金の前渡を受けた者が職
務上保管する現金を亡失したときは、自ら事務を執らなかったことを理由として法第243
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うべき立場であることか ら、自治法243条 の 2に基づく損害賠償をまず優先すべきと

考えます。          ・

イ 賠償責任の所在

今回の事件で、生活福祉課において重大な事務の解怠や、杜撰な現金管理があった

ことを確認 しましたが、直接現金を扱っていた生活福祉課職員は前渡資金の出納に関
しては資金前渡者の補助者であり、「地方財務実務提要」においては 「資金前渡職員
の補助者が故意又は過失により、現金等を亡失しても、資金前渡職員は法上の直接責

任が生じることになると解されます。」とされていることから、さらに、亡失金の早

期の回復という観点か らも、資金前渡者に賠償を求めることが適切な措置であると考

えられます。

ウ 資金前渡者の責任が追及される点

(ア )公金の管理について

厚生労働省か ら、現業員 (ケースワーカー)の出納業務への関与の縮減を検討

するよう通知が出ているにも関わらず、前渡資金を生活福祉課現業員に委ね、前

渡資金の管理については、ケースヮーカーに任せたままにしてお り、資金前渡者

は保管場所す ら把握 していなかったことが、杜撰な現金管理の温床とな りました。

(イ )不適切な資金前渡の精算処理

例月行われる資金前渡処理については、財務規則に則 り、残金を確認 した上で、

毎月の精算を行わなければな りませんが、システム上、残金 「0」 円で精算する

ことが恒常化 していたこともあり、月末に残金の確認をするなどの実質的な精算

行為を行っていませんでした。このことも杜撰な現金管理の温床とな りました。
工 賠償請求として検討すべき額

賠償額については、監査委員の監査を経て、賠償責任の有無及び賠償額を最終的
には決定することにな ります。

賠償額は、盗難金についてそれぞれが資金前渡した金額を基本として、決定する
ことになります。資金前渡者毎に亡失金額を集計すると次のとお りとな ります。ま

た、賠償金には利息を付することも検討します。

資金前渡者毎の亡失金の額
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5 再発 防 止 に向 けた 改 善 策

(1)生活保護支給事務の見直 し

今回の不適切な事務処理の発覚後、生活福祉課及び福祉総務課では以下の改善策に

取 り組んで来ました。

ア 現金支給場所の見直 し

平成 27年 10月 から、 4支所窓口での支払いを止め、現金支給を本庁窓回のみとし

ました。

イ 保護費回座振込の推進

従来か ら進めていた保護費の口座振込をさらに推進 しました。日座振 り込み率は、

平成 28年 9月 定例支給分 739件のうち 698件、94.5%、 現金による窓口払いは 9件、

1.2%と なっています。

ウ 現金書留による支給

病院や施設に入院・入所中の受給者については、施設等に現金書留の方法で送金 し

ています。また、保護費を受け取 りに来 られないことが事前に分かっている場合には、

時間を空けず現金書留により送金することとしました。平成 28年 9月 定例支給分に

おける現金書留は 32件、4.3パーセントとなっています。

に)受 給者の類型別の改善

ア 新規受給者への保護費支給

保護費の支給について、金曜 日の始業時に福祉総務課職員が会計課から保護費の払

い出しを受けた後、生活福祉課職員立会いの下で受給者に支給することにしました。

イ 継続受給者への保護費支給

(ア )生活状況の定期的な把握及び受給者に対する支援

毎月 5日 の定例支給 日に合わせて受給者の面談を行っていましたが、日座振 り込

みを進めることとしたため、面談が必要な場合には別途面談 日を設けることとしま

した。

援助方針のとお りに家庭訪間を実施しているかどうかのチェックは、担当ケース

ワーカーから訪間計画表に実施状況を記入 したものを提出させ、査察指導員が確認

することとしました。また、家庭訪問記録を速やかに作成 し、回議できるように、

既存の生活保護システムの機能を活用した訪問記録の作成と確認を行う体制への変

更を進めています。

(イ )保護費の支給

平成 28年 1月 に作成した 「鎌倉市生活保護費現金支給マニュアル」に基づき、

次のとお り保護費支給の事務処理方法を改め、適切な保護費の支給に努めています。

・現金払いの場合には、ケースワーカーが受給者を会計課窓口まで案内し、本人が

確実に受領したことを確認するようにしました。

・未支給になった保護費は、日中は資金前渡者である福祉総務課で管理し、執務時

間終了後は会計課の金庫に保管することに改めるとともに、査察指導員と福祉総

務課職員は会計課職員立会いのもとに未支給となった保護費を確認 し、生活保護．
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費支給明細書兼領収書下部欄外に「○月○日15時残○部確認」と記載し、確認

した職員が押印することとしました。また、未支給の保護費が残らないよう、福

祉総務課職員は、概ね一週間ごとに未支給の受給者の状況を査察指導員に確認し、

査察指導員はケ‐スワーカーに状況を確認、処理の指示を与えるなどして、次回

支給日の一週間前には、当該月の精算ができるように対応しています。

(ウ )保護費の変更の処理

保護費を支給後、保護費に過払いが生じた場合には、戻入ではなく、保護費の支

給額の変更決定を行い、次月以降の収入充当額として計上する方法を活用すること

で対応していきます。

(工)す時金め支給

一時金 (緊急払)を 口座払で支払うことは可能ですが、その場合毎月 5日 の定例

支給と一緒に支払うことになります。しかしながら、一時金については、その緊急

性から翌月定例支給日に合わせて支給するのでは間に合わない場合があることから、

窓口払もやむを得ないものと判断しています。その支給に当たっては、新規及び継

続の場合と同様の処理をすることとしました。

ウ 廃止の場合

廃上の事務処理を遅滞せずに実施しているかどうかについては、平成 28年度から
「保護廃止予定ケースリスト」台帳を新たに作成し、保護を廃止すべき事由が発生し

た段階で台帳に記入し、査察指導員や他ケースワーカーが情報を共有し、廃止の事務
が完了していない場合には指摘できるような事務体制としています。

工 その他の改善

(ア )「生活保護費現金支給マニュアル」に基づき、受給者が金銭管理できず、病院や

施設でも金銭管理ができない場合などは、可能な限り日常生活自立支援や成年後見
人制度等の必要な手段の確保に努めます。なお、この方法がとれない場合や実施ま
でに時間を要する場合などについては、「生活保護費等現金管理台帳」に金銭管理

状況を記載して組織的な管理に努めます。

(イ )生活福祉課内のキヤビネットには、戻入金の分割による預り金が戻入額に達しな
いまま滞留していたことから、やむを得ず預かることが必要な現金については、管
理台帳等による組織的な管理を徹底するとともに、戻入額に達しなくとも一時的に

市の会計に入れられるような方策の検討を進めます。

131 全庁的な事務改善及び現金管理事務についての職員への周知徹底

今回の事件を契機として、全庁的な事務改善を実施していきます。

現時点で考え得る改善策は以下のとお りであり、順次実施しています。

ア 現金出納員等に関する意識の徹底と情報の共有
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現金出納員、現金分任出納員、資金前渡者の役割及び責任 (賠償責任)について周
知徹底 しました。また、財務規則第39条に定める現金出納員等の引継事務について改
めて徹底しました。今後は、会計管理者と現金出納員等が意見交換できる場を年 1回

以上設定 し、情報共有、意思の疎通を図ります。

イ 公金の保管方法の徹底

公金の会計課金庫又は各施設等に設置する金庫への保管の徹底を図 りました。現在、
公金の取扱いに関するルールを定めた 「公金取扱基本マニュアル」及び会計管理者に
よる「検査要綱」の策定を進めてお り、公金の適切な管理・運用を徹底 していきます。

ウ 上記の内容も含め、徒弟制度的手法により引継が行われてきた経理事務を改め、職
員課、財政課、会計課等が主催となり経理担当者を対象とする経理事務研修を毎年継
続的に実施します。平成28年度は、 8月 に経理担当者及び全管理職を対象とした研修
を実施 しました。

工 財務規則の見直 し

生活保護費については、資金前渡の精算の際に領収書等の添付書類を要 しないとし
ていましたが、不適切な事務の温床となることから、この規定についての見直しを検
討 します。その他にも、規則に具体性を謳っていないなど、長年にわた り改正をせず、
他市との比較で緩い規定になっている条項を調査 し、改正を検討 します。

“

}庁 舎管理体制の強化

庁合の安全管理として守衛が巡回警備、正面入口での立哺を行っていますが、更な
る犯罪抑止と施設の安全管理を目的として、平成28年 6月 4日 に防犯カメラを設置し
ました。

今後行っていく調査等の中で、新たな改善点が明確にな り得ることから、それらも踏
まえた上での全体的な改善策を策定 していくこととします。

6 今後のスケジュール

(1)更なる調査の実施

仮に保護費が支給されないようなことがあると、受給者か らは必ず問合せがあるこ
とか ら、これまで問合せがない以上、保護費は適正に支給されてきたと認識してきま
したが、領収印の押印があるにもかかわ らず未支給の保護費があったことから、生活

保護費が受給者に正しく支給されているかを確認する必要があると判断し、調査を行
うこととしました。

調査内容は、領収印が押されている保護費について、確実に受領されているかを対
象者に確認を行うものです。調査対象者は平成 22年度以降、保護費支給方法の改善
が図られた平成 27年 8月 までの間、現金での支給を受けた 998世帯で、このうち、
平成 27年 4月 から8月 までの間に現金で受給した 330世帯を先行して調査を行いま
す。先行調査の期間は平成 28年 9月 1日 から16日 までの間とし、生活福祉課ケー
スワーカーに原則として他課の係長以上の職責にある者が同行して確認します。
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また、第二次調査の内容については、先行調査の結果を踏まえて判断します。

(a 外部による本調査結果の検証

本調査結果書については、今後、第二者による検証を行うこととします。

検証の中で、更なる調査が必要と半J断された場合には、第二者の助言、指導を受け

ながら必要な調査を実施 し、最終報告までに客観性、妥当性を高めていきます。検証

作業は、本調査結果書及び職員 33名分の供述書を読み込んだ上、更なる調査の必要性

を判断し、追加調査の期間を含めると、検証期間は最短でも 2カ 月程度は要するもの

と考えています。

(3)職員の処分の時期

職員の懲戒処分については、現在進めている家庭訪間による追加調査及び今後行う

外部検証の結果を見なが ら決定する必要があります。

そのため、追加調査期間及び外部検証期間を見込んで、早ければ平成 28年 12月 頃、

遅 くとも平成 29年 3月 までには結論を出し、処分を決定していきます。

7 その他

生活保護費支給事務の不適切な事務処理を発端として、公金の保管状況について、全

庁的に調査を実施 したところ、窓口等での公金収納について、不適切な取扱いをしてい

たことが判明しました。

そのため、「収納事務・管理等調査部会」を新たに設置し、調査を進めました。

〓
薔
は
不
絋
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