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（提案理由説明） 

本件は、学校徴収金管理システムの導入による町田市立学校における

学校徴収金に係る事務の見直しに伴い、関係する規定を整備するため、

改正するものです。 



別紙のとおり、町田市立学校の学校徴収金事務取扱規程を一部改正したい。 

なお、改正の概要は、次のとおりです。 

１ 改正理由 

学校徴収金管理システムの導入による町田市立学校における学校徴収金に係る

事務の見直しに伴い、関係する規定を整備するため、改正するものです。 

２ 改正内容 

改正の内容は、次のとおりです。 

（１）学校徴収金に係る事務処理に関する規定を改めます。（第３条関係） 

（２）現金及び預金の管理に関する規定を改めます。（第６条から第８条まで関係） 

（３）督促に関する規定を加えます。（改正後の第１１条関係） 

（４）書類の記名押印に関する規定を改めます。（第１３条及び第１５条関係） 

（５）別記様式を削ります。 

（６）その他文言の整理を行います。 

３ 施行期日 

令和３年４月１日から施行します。 

４ 補足説明 

２０２１年４月から、学校徴収金事務の標準化及び効率化並びに会計事故防止の

ため、町田市立学校全校で学校徴収金管理システムを導入し、インターネットバン

キングを利用して保護者からの集金、事業者への支払い等を行います。 



町田市立学校の学校徴収金事務取扱規程の一部を改正する規程 

町田市立学校の学校徴収金事務取扱規程（平成２２年３月町田市教育委員会規程第

５号）の一部を次のように改正する。 

次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。 

改正後 改正前 

（目的） （目的） 

第１条 この規程は、町田市立学校の管理運営

に関する規則（昭和４２年６月町田市教育委

員会規則第２号。以下「管理運営規則」とい

う。）第１３条の４第１項に規定する学校徴

収金（同項第２号の学校給食費を除く。以下

同じ。）の取扱いに係る校長、副校長その他の

職員の職務、責任及び事務手続を定めること

により、町田市立学校（以下「学校」という。）

における学校徴収金の適正かつ効率的な運営

及び会計事故の未然防止を図ることを目的と

する。 

第１条 この規程は、町田市立学校の管理運営

に関する規則（昭和４２年６月町田市教育委

員会規則第２号。以下「管理運営規則」とい

う。）第１３条の６第１項に規定する経費等

（以下「学校徴収金」という。）の取扱いに

係る校長、副校長その他の職員の職務、責任

及び事務手続を定めることにより、町田市立

学校（以下「学校」という。）における学校徴

収金の適正かつ効率的な運営及び会計事故の

未然防止を図ることを目的とする。 

（基本計画の策定及び執行の原則） （基本計画の策定及び執行の原則） 

第２条 校長は、学校徴収金に係る事務を処理

するに当たっては、あらかじめ、教育活動計

画を踏まえ、学校徴収金の基本計画（以下「基

本計画」という。）を策定しなければならな

い。 

第２条 校長は、管理運営規則第１３条の６第

１項に規定する事務を処理するに当たって

は、あらかじめ、教育活動計画を踏まえ、学

校徴収金の基本計画（以下「基本計画」とい

う。）を策定しなければならない。 

２ 基本計画は、次に掲げる事項について定め

るものとする。 

２ 基本計画は、次に掲げる事項について定め

るものとする。 

（１）略 （１）略 

 （２）徴収目的 

（２）略 （３）略 

（３）略 （４）略 

 （５）預託する金融機関 

（４）前３号に掲げるもののほか、学校徴収金

を取り扱うために必要な事項 

（６）前各号に掲げるもののほか、学校徴収金

を取り扱うために必要な事項 

３ 略 ３ 略 

４ 学校関係団体（管理運営規則第１３条の４

第１項に規定する学校関係団体をいう。以下

同じ。）からの委任に基づき処理する会計の

４ 学校関係団体（管理運営規則第１３条の６

第１項に規定する学校関係団体をいう。以下

同じ。）からの委任に基づき処理する会計の



計画は、当該団体の議決又は認定を得たもの

でなければならない。 

計画は、当該団体の議決又は認定を得たもの

でなければならない。 

５ 校長は、基本計画に基づき、公費との経費

負担区分において適正な徴収金額を算定する

ほか、保護者又は学校関係団体（以下「保護

者等」という。）の負担軽減のため、最少の

経費をもって最大の効果があげられるよう

に、計画的かつ効率的な執行に努めなければ

ならない。 

５ 校長は、基本計画に定める徴収目的を実現

するに当たって、公費との経費負担区分にお

いて適正な徴収金額を算定するほか、保護者

又は学校関係団体（以下「保護者等」という。）

の負担軽減のため、最少の経費をもって最大

の効果があげられるように、計画的かつ効率

的な執行に努めなければならない。 

（学校徴収金に関する事務処理） （学校徴収金に関する事務処理） 

第３条 学校徴収金の事務は、学校徴収金管理

システム（電子計算機を利用して学校徴収金

の総合的な管理等を行う電子情報処理組織を

いう。以下同じ。）により処理するものとする。

ただし、教育長が必要と認める事務について

は、この限りでない。 

第３条 校長及び管理運営規則第６条第２項の

規定により学校徴収金に関する事務を分掌す

る職員は、この規程により、適正に事務を処

理しなければならない。 

２ 校長は、会計事故を未然に防止するため、

学校徴収金の収入及び支出に係る事務を、そ

れぞれ異なる職員に分掌させるものとする。

ただし、校長がやむを得ないと認めるときは、

この限りでない。 

２ 校長は、会計事故を未然に防止するため、

学校徴収金に関する事務を、継続して３年を

超えて同一職員に分掌させてはならない。た

だし、校長がやむを得ないと認めるときは、

この限りでない。 

（予算及び決算の通知並びに情報の公表） （予算及び決算の通知並びに情報の公表） 

第４条 校長は、学校徴収金の予算及び決算に

ついて、その決定後直ちに保護者等に通知す

るほか、保護者等の求めに応じ、学校の保有

する学校徴収金に関する情報を公表しなけれ

ばならない。ただし、当該情報の公表につい

て別に定めがあるときは、この限りでない。 

第４条 校長は、学校徴収金の予算及び決算に

つき、その決定後直ちに保護者等に通知する

ほか、保護者等の求めに応じ、学校の保有す

る学校徴収金に関する情報を公表しなければ

ならない。ただし、当該情報の公表について

別に定めがあるときは、この限りでない。 

（校長の職務） （校長の職務） 

第６条 校長は、学校徴収金の事務処理に当た

り、次に掲げる事項を行う。 

第６条 校長は、学校徴収金の事務処理に当た

り、次に掲げる事項を行う。 

（１）～（４）略 （１）～（４）略 

（５）学校徴収金の収支状況について、預金通

帳（貯金通帳並びに金融機関の残高及び入

出金の明細その他の関係帳票を含む。以下

同じ。）と学校徴収金管理システムに記録

する現金出納簿（以下単に「現金出納簿」と

いう。）とを毎学期末に照合し、内容を確認

すること。 

（５）学校徴収金の収支状況について、預金通

帳（貯金通帳及び関係帳票を含む。以下同

じ。）と現金出納簿（別記様式）とを毎学期

末に照合し、内容を確認すること。 



（６）第１２条第１項に規定する事業者選定委

員会を設置し、会議の運営に必要な事項を

決定すること。 

（６）第１２条第１項に規定する業者選定委員

会を設置し、会議の運営に必要な事項を決

定すること。 

（７）略 （７）略 

（副校長の職務） （副校長の職務） 

第７条 副校長は、学校徴収金の事務処理に当

たり、次に掲げる事項を行う。 

第７条 副校長は、学校徴収金の事務処理に当

たり、次に掲げる事項を行う。 

（１）～（４）略 （１）～（４）略 

（５）前条第５号に掲げる事項 （５）学校徴収金の収支状況について、預金通

帳と現金出納簿とを毎学期末に照合し、内

容を確認すること。 

（６）略 （６）略 

（７）第１２条第１項に規定する事業者選定委

員会の運営に当たり、関係職員に必要な指

示を行うこと。 

（７）第１２条第１項に規定する業者選定委員

会の運営に当たり、関係職員に必要な指示

を行うこと。 

（８）略 （８）略 

（現金及び預金の管理） （現金及び預金の管理） 

第８条 校長は、学校徴収金に係る現金及び預

金（貯金を含む。以下同じ。）の適正な管理

を図るため、次に掲げる事項を行う。 

第８条 校長は、学校徴収金に係る現金及び預

金（貯金を含む。以下同じ。）の適正な管理

を図るため、次に掲げる事項を行う。 

（１）～（３）略 （１）～（３）略 

（４）学校徴収金（学校関係団体の会費を除く。）

に係る金融機関の口座の名義人は、原則と

して学校とし、金融機関への届出に使用す

る印鑑は公費会計とは別のものにするとと

もに、校長自らが保管すること。 

（４）学校徴収金（学校関係団体の会費を除く。）

の預金名義人は校長とし、金融機関への届

出に使用する印鑑は公費会計とは別のもの

にするとともに、校長自らが保管すること。 

（会計自己点検等） （会計自己点検） 

第１０条 校長及び副校長は、学校徴収金に関

する事務の処理状況、現金及び預金の管理状

況等について、毎月末に、職員に預金通帳と

現金出納簿とを照合した結果を報告させ、自

己点検を行わなければならない。 

第１０条 校長及び副校長は、学校徴収金に関

する事務の処理状況、現金及び預金の管理状

況等について、自己点検を行わなければなら

ない。 

２ 校長は、不適正な会計処理を発見したとき

は、速やかに是正しなければならない。 

 

３ 校長は、会計事故を発見したとき、又は会

計事故が発生するおそれがあると認めるとき

は、速やかに教育長に報告しなければならな

い。 

 



（督促）  

第１１条 校長は、保護者が納期限までに学校

徴収金を納付しないときは、教育長が別に定

める督促状により督促しなければならない。 

 

２ 校長は、保護者が納期限から４月を経過し

てもなお学校徴収金を納付しないとき、又は

教育長から学校徴収金の納付の状況について

報告を求められたときは、教育長に報告しな

ければならない。 

 

３ 教育長は、前項の規定による報告を受けた

ときは、督促その他の必要な措置を講じなけ

ればならない。 

 

（契約及び検収） （契約及び検収） 

第１２条 校長は、予定価格が４０万円を超え

る契約を行うときは、見積りに必要な仕様を

示して、複数の事業者から見積書を徴し、契

約の相手方を選定しなければならない。ただ

し、複数の見積りを徴する必要がないと認め

るときは、この限りでない。 

第１１条 校長は、修学旅行、移動教室、卒業

アルバムの作成等予定価格が４０万円を超え

る契約を行うときは、見積りに必要な仕様を

示して、複数の業者から見積書を徴し、契約

の相手方を選定しなければならない。ただし、

複数の見積りを徴する必要がないと認めると

きは、この限りでない。 

２・３ 略 ２・３ 略 

（事業者選定委員会） （業者選定委員会） 

第１３条 校長は、次に掲げる契約を行うとき

は、事業者選定委員会（以下「委員会」とい

う。）を設置しなければならない。 

第１２条 校長は、次に掲げる契約を行うとき

は、業者選定委員会（以下「委員会」という。）

を設置しなければならない。 

（１）～（３）略 （１）～（３）略 

２ 委員会は、学校徴収金に係る契約を適正に

行うため、次に掲げる事項を行う。 

２ 委員会は、学校徴収金に係る契約を適正に

行うため、次に掲げる事項を行う。 

（１）契約に当たって、見積書を徴する事業者

を選定すること。 

（１）契約に当たって、見積書を徴する業者を

選定すること。 

（２）事業者から提出された見積書を比較し、

契約を行う事業者を選定すること。 

（２）業者から提出された見積書を比較し、契

約を行う業者を選定すること。 

（３）事業者の選定の経過について、議事録を

作成すること。 

（３）業者の選定経過について、議事録を作成

すること。 

（４）事業者の選定に必要な資料の収集及び委

員会の運営に関すること。 

（４）業者選定に必要な資料の収集及び委員会

の運営に関すること。 

３ 委員会は、必要に応じ校長が招集する。 ３ 委員会は、必要の都度、校長が招集する。 

４・５ 略 ４・５ 略 



（校内監査委員による監査） （校内監査委員による監査） 

第１４条 略 第１３条 略 

２～４ 略 ２～４ 略 

５ 監査委員は、監査終了後、遅滞なく会計ご

とに監査報告書を作成し、監査委員全員が署

名し、又は記名押印した上で、校長に提出す

るものとする。 

５ 監査委員は、監査終了後、遅滞なく会計ご

とに監査報告書を作成し、監査委員全員が記

名押印した上で、校長に提出するものとする。 

 ６ 校長は、不適正な会計処理を発見したとき

は、速やかに是正しなければならない。 

 ７ 校長は、会計事故を発見したとき又は会計

事故が発生するおそれがあると認めるとき

は、速やかに教育長に報告しなければならな

い。 

（助言又は指導） （助言又は指導） 

第１５条 略 第１４条 略 

（事務引継ぎ） （事務引継ぎ） 

第１６条 略 第１５条 略 

２ 前項の規定による引継ぎに当たっては、副

校長及び関係者の立会いの下、現金出納簿、

預金通帳、収支書類等を照合し、現金及び預

金残高の合計金額と現金出納簿の残高とに相

違のないことを確認した上で、印刷した現金

出納簿の最終記載のあるページに署名し、又

は記名押印するものとする。 

２ 前項の規定による引継ぎに当たっては、副

校長及び関係者の立会いの下、現金出納簿、

預金通帳、収支書類等を照合し、現金及び預

金残高の合計金額と現金出納簿の残高とに相

違のないことを確認した上で、現金出納簿の

最終記載のあるページに記名押印するものと

する。 

（委任）  （委任） 

第１７条 略 第１６条 略  

別記様式を削る。 

附 則 

この規程は、令和３年４月１日から施行する。 
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