
 

 

相模原市監査委員公表第１５号 

 

 地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第１９９条第１２項の規定により、平成 

２８年２月１６日に実施した行政監査の結果に基づき措置を講じた旨、市長から通

知があったので、当該通知に係る事項を次のとおり公表する。 

 

  平成２８年５月３０日 

 

 

相模原市監査委員 八 木 智 明    

 

 

同        坪 井 廣 行    

 

 

同        加 藤 明 徳    

 

 

同        寺 田 弘 子    

      



 

 

１ 監査対象事務 

  市に事務局を置く任意団体の経理事務について～市職員が職務上取り扱う公金

外現金等の管理を中心として～ 

２ 監査を実施した日 

平成２８年２月１６日 

３ 措置に係る通知日 

市長から通知があった日 平成２８年５月２３日 

４ 監査の結果及び講じた措置の内容 

監査の結果 措置の内容 

（１）全庁実態調査に基づく検討すべき

事項 

全庁実態調査における「市に事務

局を置く任意団体の経理事務に係る

調査票」の集約結果から、改善を要

する次の事例が見られた。 

ア 大多数の団体において、独自

の会計処理に関する規程やマニ

ュアルが定められていない状況

であり、そのような団体におい

てチェックシート・マニュアル

によらずに担当職員の裁量によ

り経理事務が行われている団体

が多数見られた。今後は、チェ

ックシート・マニュアルに基づ

き適正に経理事務を執行された

い。また、現在のチェックシー

ト・マニュアルと経理事務の現

状が合致しない部分も見受けら

れることから、チェックシー

ト・マニュアルを改めて精査し

見直しについて取り組まれた

平成２７年１０月５日から平成２８

年２月１６日に実施された行政監査の

結果、検討すべき事項とされた各項目

につきまして、次のとおり改善措置を

講じました。 

  

今回の監査の結果を受けて、平成 

２８年２月２２日付け総務部長通知に

より、速やかに団体経理事務の適正化

を図るよう、市に事務局を置く任意団

体を所管する所属の長に指示をしまし

た。 

また、３月から４月にかけてコンプ

ライアンス推進課により団体経理事務

改善実施状況調査を行い、不適切な団

体経理事務の改善実施状況を確認しま

した。 

その結果、課題があり改善ができて

いない団体があったことから、ヒアリ

ング等を通じて状況を把握し、課題解

決に向けての検討と指導を行い、改善

を図りました。また、適切に改善が実



 

 

い。 

イ 管理監督者による定期的な確

認が実施されていない団体が見

られた。管理監督者において

は、経理事務の遅延や不適切な

処理が生じないよう、毎月の確

認を徹底するとともにその事実

を明らかにするため文書により

記録されたい。 

ウ 経理事務を担当する職員が１

人である団体が見られた。各課

においては、不祥事を未然に防

ぐために、副担当者の配置を徹

底することにより相互牽制を図

りチェック体制を強化された

い。 

エ 収支を総括する出納簿が作成

されていない団体が見られた。

収入及び支出の経過を文書で記

録することは出納事務の基本で

あり、出納簿の作成は不可欠で

あることから、該当する団体に

おいては速やかに作成された

い。 

オ 予算執行伺、支出命令書等の

収入及び支出について意思決定

の経過を記録する文書が作成さ

れていない団体や、管理監督者

の文書による意思決定が事後と

なっている団体が見られた。担

当者の判断のみで収入及び支出

施されたかを検証するため、抽出によ

る現地調査を実施し、適切に改善がな

されていることを確認しました。 

アにつきましては、団体経理事務に

係る統一的な処理基準の整備を図るた

め、チェックシート・マニュアルの内

容の見直しを行い、従来のチェックシ

ート・マニュアルでは規定していなか

ったキャッシュカードに関する取扱い

や、パソコンによる出納簿の管理に関

する取扱いなど、現在の経理事務の実

態に即した改訂を行いました。 

改訂版チェックシート・マニュアル

につきましては、平成２８年５月２３

日付け事務連絡により周知し、平成 

２８年度から改訂版チェックシート・

マニュアルに基づいた適正な経理事務

を行うよう周知徹底を図りました。ま

た、局区等のコンプライアンス推進担

当者を集めた会議等の機会を捉えて、

周知を図ってまいります。 

イの管理監督者による定期的な確認

が実施されていない団体につきまして

は、経理事務の遅延や不適切な処理が

生じないよう、出納簿、関係書類、通

帳、現金、金券残数などを管理監督者

が毎月確認するよう改善を図りまし

た。また、管理監督者が確認した事実

を明らかにするよう、確認簿等の文書

で記録するよう改善を図りました。 

ウの経理事務を担当する職員が１人



 

 

が行われることがないよう、事

前に文書により意思決定を行わ

れたい。 

カ 前渡金の出納については、現

金残高等の出納状況が随時確認

できるよう文書により記録する

とともに、速やかに文書により

精算し管理監督者の意思決定を

行われたい。 

キ 立替払を行った場合に、立替

払の経過が文書により記録され

ていない団体が見られた。やむ

を得ず立替払を行った場合は、

通帳、出納簿等の日付及び金額

に不整合が生じることから、遅

滞なくその経過を文書により記

録されたい。 

ク 金融機関に口座を開設せず事

務室内の金庫に現金で保管して

いた団体が見られた。該当する

団体においては、保安上の安全

性を高め私的流用等の疑義が生

じないよう、金融機関に口座を

開設し通帳により管理された

い。 

   なお、やむを得ず口座から現

金を払い戻し保管する場合は必

要最少限とするとともに、管理

監督者自ら現金の残高を常に照

合確認することが求められる。 

ケ 金券類の受払簿を作成してい

である団体につきましては、不祥事の

未然防止と不正経理の疑義が発生しな

いよう、副担当者を配置し、チェック

体制の強化を図りました。 

エの収支を総括する出納簿が作成さ

れていない団体につきましては、出納

簿を作成し、収入及び支出の経過を文

書で記録するようにしました。 

オの予算執行伺、支出命令書等の収

入及び支出について意思決定の経過を

記録する文書が作成されていない等の

団体につきましては、担当者の判断で

収入支出を行うことのないよう、事前

に管理監督者の意思決定を行うととも

に、経過を記録する文書(予算執行

伺、支出命令書等)を作成するように

しました。 

カの前渡金の出納状況について文書

により記録していない団体につきまし

ては、現金残高等の出納状況を確認で

きるよう現金出納簿に記録し、精算に

ついても、管理監督者の確認を受ける

ようにしました。 

キの立替払を行った場合に立替払の

経過が文書により記録されていない団

体につきましては、やむを得ず立替払

を行った場合は、遅滞なくその経過を

立替払記録簿等に記録し、速やかに管

理監督者の検収を受けるようにしまし

た。 

クの金融機関に口座を開設せず事務



 

 

ない団体が見られた。金券類を

購入又は払い出した場合には、

日付、枚数及び残数の経過を記

録することが不可欠であること

から、受払簿を作成し適切に管

理されたい。また、金券類を保

管する場合には、管理監督者自

ら金券類の残数を常に照合確認

することが求められる。 

コ 暗証番号を一度も変更しない

ままキャッシュカードを保有し

ている団体が見られた。キャッ

シュカードについては、担当者

の判断のみで現金を払い戻すこ

とがないよう、また、私的流用

の疑義が生じないよう適正に管

理されたい。 

サ 通帳及び届出印の管理を同一

の職員が行っている団体が見ら

れた。保安上の安全性を高め、

私的流用の疑義が生じないよ

う、通帳と届出印の管理を複数

の職員で行われたい。また、通

帳と届出印については、それぞ

れ保管場所を分けて保管された

い。 

シ 金券類、通帳、届出印、キャ

ッシュカードを施錠していない

場所に保管している団体が見ら

れた。安全管理を徹底するため

保管場所は施錠可能な場所とさ

室内の金庫に現金で保管していた団体

につきましては、保安上の安全性を高

め、私的流用等の疑義が生じないよ

う、金融機関に口座を開設しました。

また、やむを得ず金庫で現金を保管す

る場合は、必要最少限とするととも

に、適宜現金出納簿を作成し、管理監

督者が残高を照合確認するよう徹底を

図りました。 

ケの金券類の受払簿を作成していな

い団体につきましては、購入枚数と払

い出し内容を記録し、残数との確認が

できるよう、受払簿を作成しました。

また、管理監督者は残数等を定期的に

照合確認するようにしました。 

コの暗証番号を一度も変更しないま

まキャッシュカードを保有している団

体につきましては、暗証番号の変更を

行いました。また、保安上の安全性を

高めるため、キャッシュカードの取扱

者が変更になる際には必ず暗証番号を

変更するよう周知を図りました。キャ

ッシュカードの管理につきましては、

担当者の判断のみで現金を払い出すこ

とのないよう、また私的流用の疑義が

生じないよう、暗証番号を知らない職

員が保管する等、適正な管理を行うこ

ととしました。 

サの通帳及び届出印の管理を同一の

職員が行っている団体につきまして

は、通帳及び届出印について、保安上



 

 

れたい。 

ス 全庁実態調査で把握した各団

体の「管理監督者による定期的

な確認」「収支を総括する出納簿

の作成」「収入及び支出に係る意

思決定の経過を記録する文書の

作成及び管理監督者による事前

の文書による意思決定」「やむを

得ず立替払を行った場合におけ

るその経過に係る文書による記

録」「通帳及び届出印の複数人で

の管理」(イ、エ、オ、キ、サ)

に関する状況は、別表に示すと

おりである。 

 

団体の経理事務を所管する各課・

機関においては、「団体・組織の経理

事務チェックシート・マニュアル」

を再確認のうえ点検を行い、不適切

な項目は速やかに改善するととも

に、不祥事の未然防止のため現金等

の安全管理の徹底を図られたい。 

コンプライアンス推進課にあって

は、団体の経理事務の実態把握を行

い、速やかに改善されるよう関係部

署を指導するとともに、経理事務の

適正執行に向けて、改善が適切にな

されたか検証されたい。 

なお、検証の結果、改善を怠って

いる部署にあっては、責任の所在を

明らかにしその対応策を講じられた

の安全性を高め、私的流用の疑義が生

じないよう、別々の職員が管理すると

ともに、保管場所を分けて保管するこ

ととしました。 

シの金券類、通帳、届出印、キャッ

シュカードを施錠していない場所に保

管している団体につきましては、金券

類、通帳、届出印、キャッシュカード

の安全管理を徹底するため、施錠され

た場所で保管するようにしました。 

  

今後は、管理監督者による確認の徹

底、複数職員による相互牽制、改訂版

チェックシート・マニュアルの活用等

により適正な事務執行となるよう、人

事異動の時期等を捉え周知を行ってま

いります。また、現在、内部統制体制

の強化として局区等を主体としたコン

プライアンスの推進に取り組んでいる

ことから、局区等による事務点検等に

より、定期的に団体経理事務の適正な

事務執行について確認する体制を整え

てまいります。 

 



 

 

い。 

また、団体経理事務に係る統一的

な処理基準を改めて策定されたい。 

 

 


