
 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２９年度 

 

行 政 監 査 報 告 書 
 

≪公金以外の現金等（準公金）の管理について≫ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

館山市監査委員 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

館 監 第 ３ 号 

平成３０年４月２５日 

 

 館山市長  金 丸 謙 一  様 

 

 

                         館山市監査委員 鈴 木 弘 明 

 

 

                         館山市監査委員 鈴 木 正 一 

 

 

 

行政監査の結果について（報告） 

 

 地方自治法第１９９条第２項の規定に基づき，行政監査を実施したので，同条第９項の規

定により，その結果を次のとおり報告します。 
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 地方自治法第１９９条第２項の規定に基づき，行政監査を実施したので，同条第９項の規

定により，その結果をここに公表する。 
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平成２９年度行政監査報告書 

 

第１ 監査の種類 

  地方自治法第 199条第２項の規定に基づく行政監査 

 

第２ 監査のテーマ 

 「公金以外の現金等（準公金）の管理について」 

 

第３ 選定の理由 

 本市においては，職務の関係上，公益団体等の事務局を職員が行うなどにより，公金以外の現金

等（現金，預貯金及び有価証券）の取扱いを行っている場合がある。こうした現金等，いわゆる準

公金は，市の歳計現金，歳入歳出外現金，基金に属する現金及び一時借入金である公金に属さない

公益団体等が所有する現金等及び一時預かり金等である。 

 当該現金等は，公金でないことから地方自治法及び館山市財務規則等の適用がなく，監査委員の

財務に関する事務の監査や会計管理者の審査の対象外となっている（当該現金等が，市が財政的援

助を与えている団体のもので，当該財政的援助に係るものである場合には，法 199 条第７項に規定

する財政援助団体等監査として監査の対象とすることができる。）。 

 しかしながら，公金以外の現金等であっても，本市職員による当該現金等の取扱いは，公金と同

様に適正にされなければならず，間違いがあれば，当然，市の管理責任が問われることになる。 

 そこで，公金以外の現金等の管理体制等を把握，分析し，今後の適正な事務の執行及び事故等の

未然防止に資することを目的として，本監査を実施する。 

 

第４ 監査の実施期間 

  平成２９年６月１日～平成３０年３月２６日 

 

第５ 監査の対象及び範囲 

 平成２９年６月１日現在，公金以外の現金等の取扱いを行っている全ての部署とし，監査の範囲

とする公金以外の現金等の取扱いは，平成２８年４月１日から平成２９年５月３１日までの期間に

行われたものとする。 

 なお，市立小・中学校や幼稚園，保育園及びこども園における私費（教材費・絵本代などの学校

徴収金，ＰＴＡ・父母の会会費などの団体徴収金）については，別途，定期監査による実地調査等

を実施することから，今回の行政監査の対象外とした。 
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第６ 監査の方法 

 １．事前調査（１） 

全部署に対し，市職員による公金以外の現金等の取扱いの有無に関する調査を行った。 

 

 ２．事前調査（２） 

 事前調査（１）により，該当する部署については，公金以外の現金等の取扱いを行っている団

体及び会計ごとに，①団体の概要，②保管している現金等の有高の確認，③現金等の使用目的，

内容（種類・金額），保管方法，出納事務の状況（出納簿の作成，チェック体制等）などについて，

事前調査（調査票）を実施した。 

 

 ３．事前実地調査 

 実地調査では「監査の着眼点」に留意し，準公金の処理手順，チェック体制，現金等の保管状

況等の確認を行った。 

 

 ４．監査 

 事前調査の結果に基づき，必要な準公金（団体）数件を抽出し，各担当部署を対象に関係書類

等の書類審査，ヒアリングを実施した。 

 

 ５．監査の着眼点 

   以下の項目を着眼点として，監査を実施した。 

  （１）準公金を取り扱う必要があるか。その取り扱いをする理由は何か。 

  （２）服務上の取り扱いの整備や会計事務を市以外に移管する取り組み状況の確認。 

  （３）公金以外の現金等の会計事務処理要領（マニュアル）は作成されているか。 

  （４）預金通帳及び届出印は別々の職員が管理し，適正に保管されているか。 

  （５）キャッシュカードは作成していないか。 

  （６）入出金に当たって，収入・支出伺書を作成し，金銭出納簿に記入しているか。 

  （７）入出金における納品書，請求書，領収書等が適正に保管されているか。 

  （８）金銭出納簿，預金通帳等の確認・検査が定期的に実施されているか。 

  （９）金銭出納簿，預金通帳内容，現金預金残高，領収書内容が一致しているか。 

  （10）複数の担当者によるチェック体制は整っているか。 

  （11）取扱団体の規約や会則は整備されているか。 

  （12）取扱団体における監査は適切に行われているか。 

 

第７ 監査の結果 

  監査対象とした各課所管の事務事業の執行は，おおむね適正なものと認められた。 

  なお，個別の事務事業に対する留意事項や意見は，次に述べるとおりである。 
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第８ 準公金の取り扱い状況 

 １．準公金を管理する所管課・団体等の状況 

 事前調査を行った結果，平成２９年６月１日現在，準公金を取り扱っている部署は１４課局，

市職員が準公金を管理している団体等は，４７団体であった（別表：所属別取扱団体一覧参照）。 

 

 （１）団体の代表の状況 

 団体の代表者に市職員（市長・副市長・部長・課長等）が就任している団体は，１２団体で

全体の約２割強を占め，その内，市長が代表者に就任している団体は，８団体であった。 

【団体の代表】 （単位：人・％）

区分 市職員 市職員以外 計

団体数 12 35 47

構成比 25.5 74.5 100.0
 

 

 （２）団体設立・経過年数 

 団体設立の経過年数は，１０年以上が２９団体で，全体の約６割を占めている。 

【団体設立・経過年数】 （単位：件・％）

経過年数 ３年未満 ３～10年未満 10年以上 不明 計

団体数 3 9 29 6 47

構成比 6.4 19.1 61.7 12.8 100.0
 

 

 （３）団体の予算規模 

 平成２８年度における各団体の予算規模は，１００万円から５００万円未満の団体が１９団

体（40.4％），５００万以上の団体が５団体（10.6％），１０万円未満の団体が１５団体（31.9％）

等，予算規模が１００万円を超える団体が約５割，１０万円未満の団体が約３割を占めている。 

【団体の予算規模】　（平成２８年度決算） （単位：件・％）

金額
10万円

未満

10～50万円

未満

50～100万円

未満

100～500

万円未満

500万円

以上
計

団体数 15 5 3 19 5 47

構成比 31.9 10.6 6.4 40.4 10.6 100.0
 

 

 （４）市補助金等の交付状況 

 市補助金等の交付状況では，「交付なし」が１２団体（25.0％），「交付あり」が３６団体（75.0％）

であった。交付区分（科目別）で見ると，補助金の交付が１８団体（37.5％），団体・実行委員

会等への業務委託が１３団体（27.1％），その他（負担金・会費）が５団体（10.4％）であった。 

 その内，１団体が補助金と委託料の交付を受けている。 
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【市補助金等の交付状況】　（平成２８年度） （単位：件・％）

補助金 委託料 その他

団体数 12 18 13 5 48

構成比 25.0 37.5 27.1 10.4 100.0

区分 交付なし
交付あり

計

 

 

 （５）市補助金等交付規模 

 市補助金等の交付規模においては，100万円から 500 万円未満が１２団体（33.3％），１０万

円から５０万円未満が１０団体（27.8％），１０万円未満が９団体（25.0％），500 万円以上が

３団体（8.3％），５０万円から１００万円未満が２団体（5.6％）であった。 

【補助金等交付規模】 （単位：件・％）

金額 10万円未満
10～50万円

未満

50～100万円

未満

100～500万円

未満

500万円

以上
計

団体数 9 10 2 12 3 36

構成比 25.0 27.8 5.6 33.3 8.3 100.0
 

 

 （６）会計規則等の整備 

 各団体の会計規則等の整備状況については，３４団体（72.3％）が整備され，１３団体（27.7％）

が未整備であった。 

【会計規則の有無】 （単位：件・％）

区分 あり なし 計

団体数 34 13 47

構成比 72.3 27.7 100.0
 

 

 （７）団体役員・監事等による監査機能 

 団体役員や監事等による監査機能については，１５団体（31.9％）が「ない」とし，３２団

体（68.1％）が「ある」としている。 

 監査機能を有する３２団体では，その監査時期を「年１回」としている。 

【団体役員・監事等による監査機能】

ある

年１回

団体数 15 32 47

構成比 31.9 68.1 100.0

区分 ない 計
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  ≪考察１≫  

 準公金の管理については，基本的には，当該団体自らが事務を執るべきであるが，各団体の財

政基盤などから，事務員確保が困難なこと，また，市の施策推進上，市として一定の関与が必要

とされる事由により，市職員が携わっている状況にある。 

 市職員が団体事務に携わる場合は，規約や会則等を整備し，その根拠を明らかにしておく必要

があると思料されることから，未整備の団体については，早期に整備されるよう要望する。 

 また，ほとんどの団体において，役員・監事が監査を実施し，総会で監査報告をしているが，

一部において，事務局が会議で収支報告をし，承認を得るのみで，監査機能を有していない団体

も見受けられた。 

 団体の適正な管理運営のためには，監査機能は必要と思料されることから，役員・監事等が定

期的に監査を実施する体制整備が望まれる。 

 

 

 

 ２．団体事務への職員の従事の状況 

 （１）団体事務に従事した職員数 

 各団体の事務に従事した職員については，２人が２１団体（44.7％），１人が１９団体（40.4％），

３人が３団体（6.4％），４人及び５人以上が各２団体（4.3％）であった。 

【団体事務に従事した職員数】　（所属長は除く） （単位：件・％）

区分 1人 2人 3人 4人 5人以上 計

団体数 19 21 3 2 2 47

構成比 40.4 44.7 6.4 4.3 4.3 100.0
 

 

 （２）団体事務に従事した年間の時間（平成２８年度） 

 団体事務に市職員が従事した年間の時間については，５０時間未満が１８団体（38.3％），100

時間から 500 時間未満が１６団体（34.0％），５０時間から 100 時間未満が８団体（17.0％），

500時間以上が５団体（10.6％）であった。 

【団体事務に従事した年間の時間】　（平成２８年度） （単位：件・％）

時間
50時間

未満

50～100時間

未満

100～500時間

未満

500時間

以上
計

団体数 18 8 16 5 47

構成比 38.3 17.0 34.0 10.6 100.0
 

 

 （３）服務上の取り扱い 

 各団体事務における市職員の服務上の取り扱いについては，事務分掌が３４団体（54.8％），

団体の規約・会則が２４団体（38.7％），不明・慣例が４団体（6.5％）であった。 
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【服務上の取り扱い】　（複数回答） （単位；件・％）

区分 事務分掌 団体の規約・会則
職務専念義務

の免除手続き
不明・慣例 計

団体数 34 24 0 4 62

構成比 54.8 38.7 0.0 6.5 100.0
 

 

 （４）団体事務（事務局）を行う理由 

 団体事務（事務局）を行う理由については，「円滑な事務運営のため」が２５団体（35.7％），

「会則等による」が２１団体（30.0％），「連絡調整」が１９団体（27.1％）であった。 

【団体事務（事務局）を行う理由】　（複数回答） （単位：件・％）

区分 円滑な事務運営のため 会則等による 連絡調整 その他 計

団体数 25 21 19 5 70

構成比 35.7 30.0 27.1 7.1 100.0
 

 

 （５）団体事務の内容 

 団体事務の内容については，「会計事務」が３６団体（31.9％），「総会・役員会等の開催」が

３７団体（32.7％），「イベント・行事等の実施」が３０団体（26.5％）であった。 

【団体事務の内容】　（複数回答） （単位：件・％）

区分 会計事務 総会・役員会等の開催 イベント・行事等の実施 その他 計

団体数 36 37 30 10 113

構成比 31.9 32.7 26.5 8.8 100.0
 

 

 （６）保管・取り扱っている現金等の種類 

 各団体の現金等を保管・取り扱っている現金等の種類については，預貯金が４４団体（53.0％），

現金が２１団体（25.3％），郵便切手が１４団体（16.9％）であった。 

 その内，２通の預金通帳を保管・取り扱っている団体が，１団体あった。 

【保管・取り扱っている現金等の種類】　（複数回答） （単位：件・％）

区分 預貯金 現金 郵便切手 収入印紙 その他 計

団体数 44 21 14 3 1 83

構成比 53.0 25.3 16.9 3.6 1.2 47.0
 

 

 （６‐１）通帳の名義人 

 通帳の名義人については，団体代表者等が３８団体（86.4％），所属長が２団体（4.5％），担

当職員が１団体（2.3％）であった。 
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【通帳の名義人】 （単位：件・％）

通帳の名義人 団体代表者等 所属長 担当職員 その他 計

団体数 38 2 1 3 44

構成比 86.4 4.5 2.3 6.8 100.0
 

 

 （６‐２）保管している現金等の合計金額 

 現金保管が２１団体（4,692,426円），預貯金が４４団体（32,534,363 円），その他（切手等）

が１８団体（130,168円），保管している現金等の合計金額は，37,356,957円であった。 

【保管している現金等の合計金額】　（複数回答・平成２９年６月１日現在）

団体等数 金額 団体等数 金額 団体等数 金額 団体等数 金額

件数・金額 21 4,692,426 44 32,534,363 18 130,168 83 37,356,957

構成比 25.3 12.6 53.0 87.1 21.7 0.3 100.0 100.0

（単位：件・円・％）

区分
現金 預貯金 その他 計

 

 

 （７）入出金の状況（年間に取り扱う準公金額） 

 年間に取り扱う準公金の入出金の状況については，入金額の総額（前年度の繰越金を含む）

は，91,687,271 円，出金額の総額は 78,396,145円，差引 13,291,126円であった。 

区分 入金額 出金額 差引

金額 91,687,271 78,396,145 13,291,126

【入出金の状況】　（年間に取り扱う準公金額）　※入金額は，前年度からの繰越金を含む。

 

 

 （８）キャッシュカードの作成 

 キャッシュカードの作成状況については，「作成している」が１６団体（36.4％），「作成して

いない」が２８団体（63.6％）であった。 

【キャッシュカードの作成】 （単位：件・％）

区分 作成している 作成していない 単位

団体数 16 28 44

構成比 36.4 63.6 100.0
 

 

 （９）入出金の手続き方法 

 入出金の手続き方法については，「出金調書・支出伝票等」が２３団体，「支出伝票等によら

ない」が２２団体，「予め一定額を引き出し」が２団体であった。 

 所属長への入出金の報告については，「すべて行っている」が３３団体，「全く行っていない」

が８団体であった。所属長への報告方法については，「収入・支出伺書」が２２団体，「口頭に

よる報告」が４団体，その他（決裁・総会資料等）が１３団体であった。 
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【入出金の方法】 （単位：件・％）

区分 出金調書・支出伝票等 支出伝票等によらず 予め一定額を引出し 計

団体数 23 22 2 47

構成比 48.9 46.8 4.3 100.0
 

【所属長への入出金の報告・決裁】 （単位：件・％）

区分 すべて行っている 全く行っていない
軽微な支出は

行っていない

高額な支出は

行っている
計

団体数 33 8 5 1 47

構成比 70.2 17.0 10.6 2.1 100.0
 

【所属長への報告方法】 （単位：件・％）

報告方法 収入・支出伺書 口頭による報告 その他 計

団体数 22 4 13 39

構成比 56.4 10.3 33.3 100.0
 

 

 （１０）市職員による支出金の一時立替払の状況 

 市職員による支出金の一時立替払の状況については，「立替払はしていない」が３２団体，「緊

急時のみ立替払」が１２団体，「通常，立替払」が３団体であった。 

【市職員による支出金の一時立替払の状況】 （単位：件・％）

区分 立替払はしていない 緊急時のみ立替払 通常，立替払 計

団体数 32 12 3 47

構成比 68.1 25.5 6.4 100.0
 

 

  ≪考察２≫  

 一部の団体において，所属長への入出金の報告が口頭によるものや，決裁が行われていない団

体，立替払が行われている事案が見受けられた。 

 収入及び支出に関する調書等を作成し，所属長の決裁を受けたうえで処理するなど，組織的な

相互確認のシステムの確立が望まれる。 

 立替払は，立替払をした証拠となる領収書を紛失すれば，救済不能となることや，ともすれば

私金との区別が不明確になり，不正な取り扱いをしているとの不本意な誤解を生じかねない。 

 支出予定金額を事前に資金前渡で用意し，支払いをした後に残金があれば速やかに精算を行う，

公金に準じた事務の取り扱いを行うべきである。 

 また，一部の団体において，キャッシュカードを作成している団体が見受けられた。急な出費

を必要とする際は，これに直ちに対応できるメリットがあるが，その反面，不正や事故に直結す

る恐れがあることから，その使用に当たっては，極力緊急時に限定し，管理は管理職が担当する

など，厳重な管理運用が望まれる。 
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 （１１）現金の保管方法 

 現金の保管方法については，金庫が２０団体，机（鍵付）が９団体，キャビネット（鍵付）

が１０団体であった。 

【現金の保管方法】 （単位：件・％）

鍵付 鍵なし 鍵付 鍵なし

団体数 20 9 0 10 0 0 39

構成比 51.3 23.1 0.0 25.6 0.0 0.0 100.0

区分 金庫
机 キャビネット

その他 計

 

 

 （１２）預金通帳と印鑑の保管方法 

 預金通帳と印鑑の保管方法については，「同一の場所」が２４団体，「別々の場所」が２０団

体であった。「同一の場所」では，金庫が６団体，机（鍵付）が９団体，キャビネット（鍵付）

が８団体，キャビネット（鍵なし）が１団体であった。 

【通帳と印鑑の保管方法】 （単位：件・％）

区分 同一の場所 別々の場所 計

団体数 24 20 44

構成比 54.5 45.5 100.0
 

【同一の場所】 （単位：件・％）

鍵付 鍵なし 鍵付 鍵なし

団体数 6 9 0 8 1 24

構成比 25.0 37.5 0.0 33.3 4.2 100.0

計区分 金庫
机 キャビネット

 

【別々の場所】 （単位：件・％）

区分 金庫・机
金庫

キャビネット
机・机 机・金庫

机

キャビネット

キャビネット

その他
計

団体数 7 1 3 4 3 2 20

構成比 35.0 5.0 15.0 20.0 15.0 10.0 100.0
 

 

  ≪考察３≫  

 一部の団体において，預金通帳や印鑑等を「鍵のないキャビネット」で保管しているものや，

現金を金庫等で保管している事例が見受けられた。 

 預金通帳や印鑑等の管理においては，防犯上の観点から，管理職を含めた複数の職員で分担（分

散）して管理すべきであり，現金の保管は，事故防止，防犯上も好ましくないことから，通帳管

理に改めるべきであると思料される。 
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 （１３）現金出納簿（処理経理簿）及び収支決算書の作成 

 現金出納簿（処理経過簿）及び収支決算書の作成については，「作成している」が４２団体

（89.4％），「作成していない」が５団体（10.6％）であった。 

【現金出納簿（処理経過簿）及び収支決算書の作成】 （単位：件・％）

区分 作成している 作成していない 計

団体数 42 5 47

構成比 89.4 10.6 100.0
 

 

 （１４）現金出納簿への記帳時期 

 現金出納簿への記帳時期については，「入金と同時」が２５団体（59.5％），「２～３日後」が

８団体（19.0％），「４日以後」が１団体（2.4％），「決算時等」が８団体（19.0％）であった。 

【現金出納簿への記帳時期】 （単位：件・％）

区分 入金と同時 ２～３日後 ４日以後 決算時等 計

団体数 25 8 1 8 42

構成比 59.5 19.0 2.4 19.0 100.0
 

 

 （１５）郵便切手等の管理・受払簿の作成 

 郵便切手等の管理・受払簿の作成については，「作成している」が１０団体（21.3％），「作成

していない」が４団体（8.5％）であった。 

【郵便切手等の管理・受払簿の作成】 （単位：件・％）

区分 作成している 作成していない 取扱いなし 計

団体数 10 4 33 47

構成比 21.3 8.5 70.2 100.0
 

 

 （１６）入出金における証拠書類の保管 

 入出金における証拠書類（納品書，請求書，領収書等）の保管については，「５年保管」が３

４団体（72.3％），「３年保管」が５団体（10.6％），「永年」が２団体（4.3％）であった。 

【入出金における証拠書類（納品書，請求書，領収書等）の保管】 （単位：件・％）

1年 3年 5年 永年 未定

団体数 0 0 5 34 2 6 47

構成比 0.0 0.0 10.6 72.3 4.3 12.8 100.0

区分 保管していない
保管している

計
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 （１７）担当者以外の定期的な現金出納・証拠書類・受払簿等の確認 

 担当者以外の職員による定期的な現金出納，証拠書類や受払簿等の確認については，「確認し

ている」が３４団体（72.3％），「確認していない」が１３団体（27.7％）であった。 

【担当者以外の定期的な現金出納・証拠書類，受払簿等の確認】 （単位：件・％）

区分 確認している 確認していない 計

団体数 34 13 47

構成比 72.3 27.7 100.0
 

 

 （１８）担当者以外の現金出納・証拠書類・受払簿等の確認時期 

 担当者以外の職員による現金出納簿，証拠書類や受払簿等の確認時期については，「年度末に

１回」が２１団体（61.8％），「半年に１回」が１０団体（29.4％），「四半期に１回」が１団体

（2.9％），「毎月」が１団体（2.9％），「決算時」が１団体（2.9％）であった。 

【担当者以外の現金出納簿・証拠書類，受払簿等の確認時期】 （単位：件・％）

区分 年度末に1回 半年に1回 四半期に1回 毎月 決算時 計

団体数 21 10 1 1 1 34

構成比 61.8 29.4 2.9 2.9 2.9 100.0
 

 

 

  ≪考察４≫  

 現金出納簿や郵便切手等の受払簿が作成されていない事案が見受けられた。また，担当者以外

の現金出納簿等の検査は，ほとんどの団体で，年度末や半期に一度の確認となっており，毎月の

確認・検査を行っている団体は，１団体のみであった。 

 万が一，通帳を紛失した場合などに備え，金額の多寡や入出金の頻度に拘わらず，事故等の未

然防止，早期発見，早期対応の観点から，複数回は確認すべきと思料される。 

 検査員は，所管課における所属長との準公金の取扱い状況に関しての重要な橋渡し役であり，

検査員の的確な状況の把握と報告がなければ，事務の改善は望めないものである。そのため，各

所管課における検査員の指名（検査員制度）は重要な事項と考えられる。 

 検査員の指名に当たっては，一人の職員に多くの準公金の検査を任せるのではなく，複数の職

員に割り当てることにより，一人の職員の過重な負担を避け，検査業務が本来の業務に支障にな

らないように配慮することが必要である。 

 入出金における証拠書類の保存期間については，後年度に事業の内容を確認する証拠書類とな

るので，少なくとも５年以上の保存年限を定めることが必要と考えられる。 
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 （１９）会計事務マニュアルの作成 

 会計事務マニュアルの作成については，「作成している」が２団体（4.3％），「作成していな

い」が４５団体（95.7％）であった。 

【会計事務マニュアルの作成】 （単位：件・％）

区分 作成している 作成していない 計

団体数 2 45 47

構成比 4.3 95.7 100.0
 

 

  ≪考察５≫  

 ほとんどの団体で，会計マニュアルが整備されていない状況にある。会計マニュアルの作成は，

実際の事務処理の流れを明確にし，適切な運用を図るうえで，必要不可欠と考えられる。 

 また，職員の人事異動の際にも後任の職員が戸惑うことがないよう，さらには，職員間で事務

手続きの改善や再確認をするためにも作成すべきと思料されることから，未整備の団体について

は，早期に整備されるよう要望する。 

 

 

 （２０）団体の会計事務（準公金）を取り扱う理由 

 団体の会計事務（準公金）を取り扱う理由については，「密接な関連を有する」ためが２８団

体（39.4％），「公益性が認められる」ためが２４団体（33.8％），「会則等で規程」が７団体（9.9％），

「団体の事務処理体制が不十分」が５団体（7.0％）であった。 

【団体の会計事務（準公金）を取り扱う理由】　　（主なもの２つまで） （単位：件・％）

区分 密接な関連を有する 公益性が認められる 会則等で規程
団体の事務処理

体制が不十分
その他 計

団体数 28 24 7 5 7 71

構成比 39.4 33.8 9.9 7.0 9.9 100.0
 

 

 （２１）団体への会計事務等の移管（意向） 

 団体への会計事務等の移管についての意向，検討状況については，「検討していない」が２５

団体（53.2％），「今後，検討を予定」が１団体（2.1％），「団体への移管は困難」が２０団体（42.6％）

であった。 

【団体への会計事務等の移管について】 （単位：件・％）

区分 検討していない 今後，検討を予定
団体への

移管は困難
無回答 計

団体数 25 1 20 1 47

構成比 53.2 2.1 42.6 2.1 100.0
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 （２２）団体事務に関する課題・分析等 

 団体事務に関する課題等については，「特に問題や課題はない」が３３団体（70.2％），「課題・

問題を有している」が１１団体（23.4％）であった。 

 主な課題では，「構成員が重複し，団体・組織の統廃合の検討が必要」，「会員減少を背景に，

協議会自体の存在意義について検討が必要」，「会員の高齢化，担い手不足により，事務局の移

管は困難」，「事務担当者の負担が大きい」とするものがあった。 

 また，「従来，活動費を手渡しで行っており，管理上，問題があると考え，今後，口座振替に

切り替える」とする現金の取り扱いに関するリスクへの対応や，「今年度から事務局を団体へ移

管する」とする団体の自主・自立に向けた事務改善が図られている団体があった。 

【団体事務に関する課題・分析等】　（自由記述） （単位：件・％）

区分
特に問題や

課題はない

課題・問題を

有している
無回答 計

団体数 33 11 3 47

構成比 70.2 23.4 6.4 100.0
 

【主な課題】 

・構成員が重複し，団体・組織の統廃合の検討が必要と考える。 

・実質的な組織として機能していない。協議会の活動が不活発である。 

・会員減少を背景に，協議会自体の存在意義について検討が必要と考える。 

・会員の高齢化，担い手不足により，事務局の移管は困難と考える。 

・事務担当者の負担が大きい。 

 

 

  ≪考察６≫  

 団体事務に関する主な課題では，広域的な連携を行っている大規模な団体・協議会においては，

構成員が重複し，団体・組織の統廃合の検討が必要としている。また，設立から１０年以上を経

過している団体が６割以上存在し，会員の減少などを背景に，「団体自体の存在意義について，

検討を要する」としている団体も見受けられる。 

 各団体等における補助金事務等において，その成果や課題等を十分に分析・検証したうえで，

団体等とも十分に協議を重ねながら，中・長期的な視点を持って，事務局のあり方や効果的な団

体運営について，検討することが望まれる。 
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第９ 指摘・要望事項 

 本監査では，市に事務局を置き，各団体や実行委員会等の会計事務を市職員が担い，準公金を取

り扱っている事案について，その実態や管理体制等を把握・分析し，内部統制体制の整備状況につ

いて検証を行った。 

 地方自治法第 235条の４第２項では，「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」と規定されている。 

 準公金は，行政を補完し，行政の活動を支える，公益性の高い様々な領域にわたる有用な財源で

あり，その実務においては，職務上，準公金を取り扱わざるを得ない実情を有し，その有意性ゆえ

に関係する市職員が現金等を管理し，会計事務を所管している状況にある。 

 一方で，全国の地方自治体において，準公金の紛失や盗難などの事件や事故が多発しており，そ

の際，関係職員は公金同様に重い処分を受けている実例がある。 

 現況では，準公金の取り扱いに関して，統一的な基準等がなく，所管課の裁量に委ねられており，

会計事務においては，公金を取り扱う場合と同レベルの内部統制の仕組みが構築され，それが十分

に機能していることが求められる。  

 本監査の結果，一部の団体において，会計事務や預金通帳等の管理等で不適切な取り扱いが見受

けられたところであり，以下の指摘・要望事項に留意のうえ，統括部署においては，統一的な基準

の策定や実地検証を実施するなど，内部統制，内部牽制が十分に機能し，事故等が発生しない基盤

を確立するよう要望するものである。 

 

 １．準公金ガイドライン等による統一的な処理基準の整備 

 内部統制体制の構築による準公金の適切な事務執行や検査等の透明性の確保を図り，職員によ

る事件・事故を未然に防ぐため，準公金に関する全庁的に統一された取扱要綱や処理基準等の策

定が望まれる。 

 取扱要綱や処理基準等の策定においては，経理責任者（所属長）や経理主任（係長），事務取扱

者（担当者）等の機能や役割，職務に関する規定に加え，日頃の会計処理における起票から決裁

に至る標準的な様式の設定や，検査時期，出納簿の点検方法等，基本的な取扱事項を定め，内部

牽制機能の向上に努められたい。 

 

 ２．実務マニュアルの作成と明確な機能分担 

 補助金等交付事務の改善点については，定期監査でも指摘したところであるが，準公金を取り

扱う所管課においては，より一層の適切な会計処理や検査の透明性の確保が求められる。各所管

課における交付要綱等の整備，検査の客観性の向上，実績報告時における検査体制の充実，補助

金の効果測定等の必要な改善に努められたい。 

 日々の実務においては，当該団体の会計事務に係わる公印や預金通帳，郵券（郵便切手，はが

き）等の適切な保管・管理に十分に留意のうえ，過誤や単独判断による現金出納を防止し，内部

チェックを十分に機能させるためにも，実務マニュアルやチェックリスト等を作成し，適正な事

務処理に努められたい。 
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 また，団体への補助金等の支出事務と当該団体の会計事務を同一人が行っている場合は，不正

防止のため，団体の会計を扱う者，印鑑・預金通帳を管理する者，市の補助金を扱う者等を分担

できないかを検討し，分担できない事項がある場合は十分なチェック体制に留意のうえ，引き続

き，所属長等による適宜・適切な業務管理と検査機能の向上に努められたい。 

  

 ３．双方代理 

 市が補助金等を交付する財政援助団体において，市長が会長等の代表となり，その契約行為や

補助金交付に関わることは，民法第 108条の規定により「双方代理」となり，禁止されている。 

 本監査では，「代表者が市長」となっている団体は，８団体が抽出され，そのうち，１団体が双

方代理に抵触するものと確認された。 

 この場合，①当該団体の会長職の交代，②当該団体の副会長に委任，③副市長に委任等による

対応が考えられ，同団体事務においては，地方自治法第 153 条第１項の規定に基づき，平成２９

年度の交付申請以降，副市長に委任することで対応している。 

 また，請求者が被請求者と同一であっても，①法令で負担金支出や役務の提供が義務付けされ

ているもの，②公法上の契約，③市が構成団体となっているか，又は市長等が構成員となってい

る団体の会費，負担金等の請求で，団体の規約，総会の議決等に従って，市が払うべき会費，負

担金等の額があらかじめ決まっているもの，④法律，条令に基づく補助金の交付，⑤競争入札に

よる契約によるものについては，双方代理の禁止は類推適用されない。 

 結果，その他の７団体においては，規約等を確認した結果，館山市が団体の構成員となってい

ることから，双方代理の禁止は類推適用されないと判断した。 

 団体等の事務局機能を有する各所管課においては，こうした関連法令に関する職場研修や実務

マニュアルによる情報共有を図るなど，引き続き，適正な事務執行に努められたい。 

 

 ４．団体事務に従事する際の基準の整備 

 市職員が各団体の会計管理を行なうことについて，その根拠や責任を明確にした規定等がない

ものが見受けられた。 

 市として任意団体の事務局機能を担っている根拠を明文化（職務専念義務の免除，分掌事務や

団体の規約または会則への規定等）し，事務に従事する際の統一した基準や事務手続きの整備を

行うことで，市の姿勢を示していくことが望まれる。各団体の規約等を再確認のうえ，適切な分

掌と事務執行に努められたい。 

 団体の経理事務（準公金管理）は，本来，各団体自らが行うことが基本とされ，補助金等の事

業効果の検証（マネジメントサイクル）において，「団体の自主・自立的な運営」が評価事項とし

て設定され，現況分析のうえ，その改善策や方針が打ち出されるべきと考える。 

 団体等への支援については，市費を投入している以上，常に公正で透明な事務の執行が求めら

れることから，現行の補助金や委託料等，市費の投入形式においては，適宜・適切な見直しが望

まれる。 

 また，事務・検査機能を維持しつつ，会計事務を徐々に団体へ移行していくことや，団体の設

置目的等に照らした達成状況の検証を行うなど，その方策について継続的に検討を進められたい。 
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別表：所属別取扱団体一覧 

部局名 課　名 団体数 名称・団体名

館山市町内会連合協議会

館山市コミュニティ連絡協議会

館山市防犯協力会

館山警察署管内防犯協力会連合会

館山市消費生活コミュニティリーダー

千葉県消防協会安房支部館山分会

館山市保健推進協議会

館山市献血推進協議会

日本赤十字社館山市地区

館山人権擁護委員協議会館山部会

民生委員・児童委員　県活動費

生活保護法による被保護世帯に対する県単独事業

遺留金

義援金

宿泊・滞在型観光推進協議会

館山市海岸活性化ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ推進協議会

房州うちわ振興協議会

南房総地域観光圏整備推進協議会

館山市漁業協同組合連合協議会

館山市廃プラスチック対策協議会

館山市共進会出品牛強化対策事業実行委員会

館山市家畜防疫協会

館山市畜産奨励委員会

館山市地域農業再生協議会

館山市植物防疫協会

館山市民まつり実行委員会

館山市農産物直売所連絡協議会

たてやま食のまちづくり協議会（館山市地域おこし協力隊支援業務委託分）

たてやま食のまちづくり協議会（食のまちづくり推進業務委託分）

館山市客船等歓迎委員会

たてやま海まちフェスタ実行委員会

県道館山大貫千倉線道路整備促進協議会

二級河川滝川改修促進協議会

都市計画課 1 東関東自動車道館山線・一般国道１２７号富津館山道路建設促進期成同盟会

環境課 1 公益社団法人　千葉県獣医師会

館山市スポーツ少年団

館山市婦人スポーツクラブ

館山市放課後子ども教室運営委員会

館山市青少年相談員連絡協議会

館山市子ども会育成会連絡協議会

全国大学フラメンコフェスティバル実行委員会

館山市ＰＴＡ連絡協議会

館山市中央公民館サークル連絡会

サークルフェスティバル実行委員会

館山市地区公民館館長・副館長会

1 安房３市１町議会議長会

1 館山市明るい選挙推進協議会

合　計 14 47

総合政策部 社会安全課 6

健康福祉部 健康課 2

社会福祉課 6

経済観光部 商工観光課 4

農水産課 11

みなと課 2

議会事務局

選挙管理委員会事務局

建設環境部 建設課 2

教育委員会 スポーツ課 2

生涯学習課 5

中央公民館 3

 

 


