
1. 目的

都城市における学校納入金の取扱いについては、公明かつ正確な取扱いを目指し、 諸規則、

領により細部にわたり定められているが、現在のところ、厳密にこれらの諸規則

等のとおり処理している学校は数少ない状況であり、各学校においての積極的な取り組みが求

められるところである。

しかしながら、現状の事務室人員構成や各学校の実態から見ると、その実施はかなり困難な

状況であると思われる。これは、ただスタッフ不足の問題のみではなく、大多数の職員の校納金

処理システムの理解不足もあげられるのではないか。毎年担当が替わり、その都度処理方法も

変わって行くためにシステムの定着がみられない。

この課題をどのように解決していくかが問題だが、そのためには事務主任の主導的な役割が

重要であると考える。

f3;A532をjよ ?が必要となる。今回、ここに示した本市における現状や問題点が、今後の他校における実施に | 

本市における学校納入金処理システムの形態
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2.都城市における規則・要綱等〈抜粋〉

「都城市立学校管理運営規則J平成18年1月1日都教委規則第17号

(事務主任)

第44条学校に事務主任を置くことができる。

第4項事務主任の職務については、 学校

ろによる。

(学校納入金の取扱い)

第74条第2項校長は、学校納入金については、 学校事務処理規程

に定めるところにより、公金に準じた処理を行い、保護者に会計報告を

行わなければならない。

「都櫨市立小中字1~:S古田 JI 全9計事~~!t:rn雪晶画問 1 J 

平成18年1月1日(都教委訓令第11号)

(目的)

第1条この訓令は、 都城市立学校管理運営規則(平成18

年都教委規則第17号)第74条第2項の規程に基づき、学校

納入金に係る経費の予算、契約、支払等の会計事務(以下

「学校納入金会計」という。)の適正かつ円滑な執行を図るた

めに必要な手続きを定めることを目的とする。

(事務処理体制)

第4条学校納入金会計における事務処理は、学校会計処

理担当者一覧表例示を参考にし、校長が指名した者が担当

する。

「都城市立小中学校事務処理規程」

平成18年1月1日都教委規則第7号

(指定事務)

第3条事務主任の指定事務(以下「指定事務」という。)は、次

に定めるとおりとする。~中略~

第4号財務及び会計に関すること。

(指定事務の処理基準)

第5条事務主任及び事務主任の指導の下に指定事務に従事

する職員は、法律、条例、規則及び関係諸規定並びに通知、通

達等に基づき、指定事務を適正に処理しなければならない。

第2項(4)第4号に規定する財務・会計の取扱については、

都城市財務規則、都城市事務決裁規則、都城市長の権限に属

する事務の補助執行規程及び都城市立小中学校財務取扱要

鐘によること。

「都城市立小中学校財務取扱要領」

平成20年4月1日施行

(校納金等の処理)

第10条学校における学校納入金等会計事務について

は、 ~lI!且岨1lJ'甲子慌凶〈理冨昨ι~~lx蹴k汀による。



三 都北支部における学校納入金についての事務職員の関わり方

都北支部アンケートより
1 .あなたの採用形態は

①学校事務 22名 ②知事部局

(配布鍛

1 3名 ③臨時採用 6名

回答計 41名

63小中学校 回答率 65%) 

2.あなたが下記の会計の処理で関わっているちのにO印を入れてください。

〈人費支で表示〉

処理項目 給食費 副教材費 学級〈学年〉費 PTA会費
一一一一 ト一一 一 一』ーーーー

予算編成 8 4 4 18 

収納 16 11 8 15 

契約 6 4 2 6 

検収 10 5 4 13 

支払 17 15 9 20 
一

監査 15 12 9 16 
一

通帳管理 17 15 10 21 

届出印管理 28 16 15 27 

合計 117 82 61 136 

※ 各会計ごとの各処理については複数回答あり

処理に関わっている会計

PTA会
34% 

136人

学級〈学年〉

15% 

61人

※ 

82人

給食費

30% 

副教材費

21% 

各会計ごとの延べ人獄



4.都北支部における各会計ごとの処理内訳

30 各会計別各処理に関わっている人数 28 
27 

25 

20 
18 

16 
I I -・圃15 

10 
8 

5 14 4 
。

予算編成

各会計ごとの関わり方

給食費 副教材費 学級〈学年〉費 PTA会費
予算編成 予算編成

予算編成
5% 

収納

届出24印%管理 圃圏F冒 ぜ納I I 
届出印管理F

¥52 
届出印管理

20% 25% 1396 ¥契約

13% 
通帳管理 検収

通帳管理 /色 ;契4%約，r/ 
通帳管理 ノ~ 幌似 ¥ 18% 6% 検収 115% 
14%- -""9% 

遇帳管理 7% 
" 設 置邑 倹収16% 

10% 



5.中学校における校肉体制例(妻ケE中学校〉

0 妻ケ丘中学校の体制の概要

妻ケ丘中学校では、校納金に係る役割及び責任体制等の明確化を図るために、

校内規則を定めています。

毎年度、学校経営業に掲載し、校納金の事務処理体制や担当について明らかに

するとともに、透明性も確保しています。

0 妻ケ丘中学校の事務室スタッフ等

-県費事務職員 - 2名 -市費嘱託職員 - 1名
(正規1・臨時1) 

• PTA雇用職員 - 2名 ・市費技術員 - 1名

(合計 6名

- 学 - 生徒数- 599名

『都城市立妻ケ丘中学校学校会計事務取扱要領』
平成24年4月1日校内規則第1号

(目的)

第1条 この要領は、都城市小中学校学校財務取扱要領第10条の規定により、

都城市小中学校納入金会計事務取扱要領に定めるもののほか、 学校会計

に係る経費の予算、契約、支払等の会計事務の適性かつ円滑な執行を図

るために必要な事項を定めることを目的とする白

(事務処理体制)

第2条 学校会計の事務処理体制は、別表1のとおりとする。

(予算委員会の構成)

第3条 予算委員会の構成メンバーは、企画委員とする。

(学校会計の種類)

第4条 学校会計は、以下の通りとする。

(1) PTA会費 (2) 教育振興賛

同部活動基金 (5) 給食費

(7) 副読本 (8) 購買部

(3) 体育文化後援会費

(6) 給食運営費

(9) 事業部

別表1 学校会計担当者一覧表(妻ケ丘中)

※会計の種類に応じて各担当者を指名する。

処 理 IPTA会費|教育援興費|擦猛 |部活動基金|給食運営費|副読本 |購買部

予算.成 I 
(起案) I 会計 |事務主任 I P職員 |県費事務職員IP職員 |教務主任

(合雌) i校長・P職員I P職員 |事務主任 |事務主任 |事務主任 |教科担任

(審蟻) I P役員会 |予算委員会|予算委員会|予算委員会 |予算委員会|予算委員会

{決怠) ~ PTA会長 | 校長
t入 I
(集金計画)1 P職員 I P職員

箆墨

P職員

埜呈

P職員

校長 | 校長

P職員 I P職員 P職員

(合厳)

(決繊)

会計 |事務主任 |事務主任 |事務主任 |事務主任 |事務主任 | 会計

PTA会長 | 校長 | 校長 | 校長 | 校長 | 校長 I PTA会長

(決犠)

(契約事務) ~ P職員
検収 l 
(倹収) i 会計

支出 l 
(出納審査)~ 会計

(支払) ~ P職員

(予算盤理) ~ P職員

P職員 P職 P職員

事務主任 |事務主任 |事務主任

事務主任 |事務主任 |事務主任

P職員

P職員

P職員

P職員

P職員

P職員

FJZlて::任[ヰ
P職員 I P職員 P職員

εgp 

ニ;|よ員 |監;;員 |監;;員 [ム ニli:;;
※事務主任による合識は必要に応じて行う。

※契約事務担当者と出納事務担当者は同一人をもってあてないことo



6.小学校における校内体制例〈高崎小学校〉

0 高崎小学枝の事務室スタッフ等

県費事務職員

PTA雇用職員

1名

1名
- 市費嘱託職員

(合計 3名〉

- 生徒獄 259名

都嶋市立高崎小学枝学校会計事務取鰻聾領

(目的)

1名

平成28年4月1日
校内規則第1号

第 1条 この要領は、都城市小中学校学校管理運営規則第74条(学校納入金の取り仮

い〉、都城市小中学校学校財務取掘要領第10条(校納金等の処理〉の規定により、郡

城市小中学校納入金会計事務取仮要綱に定めるもの、及び12条(補問金〉の規程によ

り都城市補闘金等交付規則に定めるちののほか、学校会計に係る経費の予算、契約、支

払等の会計事務の適正かつ円滑な執行を図るために必要な事項を定めることを目的とす

る。

(事務処理体制)

第2条 学校会計の事務処理体制は、別表1のとおりとする。

(予算委員会の構成)

第3条 予算委員会の構成メンパーは、運営委員とする。

(学校会計の種類)

第4条 学校会計は、以下の通りとする。

(1) PTA会費 (2) 教育振興賛 (3) 給食費

同) 学級費 (5) 購買部 (6) 給食特別会計

(7) 運動会等寄付金会計 (8) リサイクル会計 (9) 就学援肪あすかり金

(10)各種問成金 (11 )災害共済給付金

0高崎小学校の体制の劾果

学校会計事務要領を定めて、学校経営寮に掲載することにより、学校舎計の種類や、担当者が明

確になりました。

教職員への事務負担軽減とともに、事務室の担当雛務が確留しやすくなり、予算の聾理や執行に

ついて迅速かつ正確な処理が行えるようになりました。

別表1 学校会計担当者一覧表 (高崎小〉

※ 会計の種類に応じて各担当者を指名する。

給食特別

処 理 PTA会費 教育掻興費 給食費 学級費 購買部

予算編成

(起寮) P職員 県費職員 市費職員 学年主任

(合調) 事務主任 市費 P職員 事務主任 学級担任

(..) P役員会 予算委員会 予算委員会 学年・教科

(決裁) PTA会長 校長 校長 校長

収入

(集金計画) P職員 P職員 P職員 P職員 P職員

(合国) 事務主任 事務主任 事務主任 事務主任 事務主任

(決舗) PTA会長 校長 校長 校長 PTA会長

(集金事務) P鵬員 P職員 P職員 P職員 P瑚員

契約

(執行伺) P職員 県費職員 市費職員 学級担任 P職員

(合蟻) 教頭 事務主任 事務主任 事務主任 事務主任

(決鋪) PTA会長 校長 校長 校長 校長

(契約事務) P職員 県費職員 P職員 P職員 P瑚員

検収

{検収) 事務主任 事務主任 事務主任 学級担任 事務主任

支出

(出納書査) 事務主任 市費 P職員 事務主任 事務主任 事務主任

(支払) P職員 県費職員 市費職員 P職員 P職員

(予算彊理) P職員 県費職員 市費職員 P瑚員 P職員

(決算) PTA会長 校長 校長 校長 PTA会長

監査

(検査) PTA会長 校長 枝長 校長 PTA会長

(監査) 監査委員 監査委員 監査委員 監査委員

※ 事務主識は!似要に応じて行う。

※ 契約事務担当者と出納事務担当者は同一人をもってあてないこと。

あすかり金

各種駒成金 リサイクル 災害共済給

寄伺金 伺金

県費職員 教頭 聾謹教諭

教頭・市費 事務主任 事務主任

校長 枝長 校長

県費職員 県費職員 費護教諭

事務主任 事務主任 事務主任

事務主任 事務主任 養護教諭

県費・市費 教頭 費護教諭

県費職員 教頭 養護教諭

校長 校長 校長

校長 校長 校長



7.都北支部での学校の納入金等についての問題点〈アンケートより〉 。三

①未納の問題
未納者が少なくなく、対策がすすんでいなし1。
労働荷重の属人主義にならないよう未納対策は法的拘束力を駆使すべきである。
未納金がある。卒業生の保護者と連絡が取れなくなる。
未収金の督促が大変である。払わない人はいつまでも払わないので、年度末の最後まで請求し続けなければならない。

②スタッフの問題
PTA費、教材費、学級費をなぜか市嘱託職員が一人でしており、その分県費事務職員が市の職務をになっているという

変な状態である。
PTA雇用がいないため県費事務職員が校納金会計7つを抱えハードである。現金収納のため確認と入金手続きに手聞が

かかる。
従来は学年費ち教材費ち事務室扱いだ、ったが、スタッフの問題で打ち切った。特に教材費は検収体制作内昆と請求額の

合致〉が作れないと再度担うのは不可能である。
教育Mネットを通じて、口座引き落としシステムを構築し、各学校共通して教育支援〈教員の事務負担軽減〉に取り組

ではどうか。
ただし、スタッフ等の問題があるので、教員と分業し、協業作業とする等の校内規定を設ける。

③事務処理上の問題
口座振替での納入の際、代表口座から各口座への振り分け〈入金〉のチェックをしていなし1。
会計の種類が多すぎ管理が大変なので、スリム化したい。

④その他の問題
副教材費、学級費は通帳管理、支払業務を事務で行っているが、全てのクラスではない。現金で管理しているクラスち
あり、その管理がJ~\配である。
決裁伺いの数が多すぎてじっくり見ることができない。管理職は尚更なので、つまりは担当者任せになってしまう。
地区集金だが、個人払いを希望する保護者がいる。集金期間を毎月 1'""'5日までとしているが、なかなか守ってもらえ

ない。
地区集金で役員が直接金融機関に入金するため、手妻女料がかかる。
地区集金となっているため地区に属さない児童が未納がちになる。一括で持ってきた現金を振り分けて入金する事務や

勤務時間外に持ってくることが多く、通帳入金までの現金管理に気を遣う。
副教材費、学級費の予算管理を行っており、各学担との連絡調整の!必要がある。
教材費、学級費について、教員から事務室での管理の要望があるが、どのように取り掛かったらよいかわからない。
「公費・私費の負担区分」が暖昧である。



8 まとめ
. 

実践事倒について

妻ヶE中学校及び高崎小学校の校内規則を実践事例として紹介した。

両校の校内規則では、学校納入金における一連の事務処理及び担当者が明確にされており、管理体制が確立されていることから、不正防止、透明性の確保がなされていると感じた。

また、学校納入金業務の全体像がイメージできるため、理解が深まつだ。

現状 ~アンケート結果から~

都北支部管内でアンケートを実施した結果、次の現状が見えてきた。(配布獄 63小中学校 回収 41小中学校 回答率65%)

0 学校納入金業務に全く関与していない学校事務職員はいなかった。

0 学校事務職員の学校納入金への関わり方については、各学校でばらつきが男られた。このことから、都城市の諸規程(以下、「諸規程」という〉に基づく運用をしている学校は

少ないことが分かった。

0 諸規程に基づく運用が行われていなし1理由は、事務室の人員不足や、校内規則の整備不足が考えられる。(問題点として、「事務室で管理していた教材費等を扱っていたが、スタ

ッフの問題で打ち切った」、「教材費等について事務室における管理の要望があるが、どのように取りかかればいいか分からない」等の意見があった) 1 I 

O 学校納入金の集金業務のうち、特に未納金の集金業務を負担に考えている学校事務職員が多い。 11

0 未納苅策に不備がある。

課題 現状から男えてきた課題は、次の3点である。

事務室の人員不足

校内規則の整備不足

未納対策の不備

課題解決に向けて

教員からの要望が多い「事務室での教材費管理」であるが、人員不足のために対応できない。

学校間で、事務処理にばらつきが生じている。

校内における未納対策の明確な基準がない。

事務室の人員不足解消については、学校単位で解決できる問題ではないが、 諸規程の整備や未納対策の不備については、共同実施単位での研修、都北

支部における研修を実施し、校内規則等の整備促進をすることで、各学校閣の事務処理のばらつきの解消につながると考えられる。


