
平成２５年度現金取扱事務に関する調査報告書

１．現金取扱事務調査の概要

（１）調査の目的、方法及び期間

（２）職員等による現金取扱状況について

２．収納について（該当５０件）

（１）現金の収納体制及び確認体制について

ア、現金取扱者 イ、現金出納簿の有無

区分 件数 割合 区分 件数 割合

現金取扱員 50 100.0%  有 23 46.0%

現金取扱員以外 0 0.0%  無 27 54.0%

合計 50 100.0% 合計 50 100.0%
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　公金の取り扱い、特に窓口における現金の取り扱いについては、常日頃より細心の注

意をもって処理を行い、疑問を挟まれないようにすべきものであるが、全国的にみる

と、公務員の現金取扱に掛る不正は後を絶たず、行政に対する信頼が揺らぎかねない状

況にある。

　このような状況を踏まえ、公金の取り扱いや管理体制を適法性及び安全性といった視

点から調査し、公金の高い安全性確保などを図ることを目的として、全課（出先含む）

を対象に9月25日～10月16日の期間、現金収納・支出の調査票の提出を求め、定期監査と

ともに監査を行った。

　職員等が収納において現金を取り扱った課は、調査の結果１８課あり、市役所全体

（２３課）の78.3％を占めている。〔該当なし：議会事務局・監査委員事務局・教育総

務課・農林水産課・市民協働課〕

　支出において現金を取り扱った課は、調査の結果２１課あり、市役所全体（２３課）

の91.3％を占めている。〔該当なし：会計課・企画課〕

　また、調査票によると、公金収納においては５０件の公金が対象となり、市税収入と

いった取扱額が１億円を超えるものから、公衆電話料等の少額なものまである。

　支出においては、５６件の公金が対象となり生活保護費の２千万円前後のものから、

保険料納付還付金等少額なものまである。（件数（公金名称）については各課重複）

※全ての部署に現金取扱員が配属されて
いるが、少人数の部署では１名だけの所
も見られる。

※出納簿を備えていない部署は納付書等
を保管・確認している。



ウ、現金取扱時、複数人体制がとられているか エ、庁外での受取の有無

区分 件数 割合 区分 件数 割合

出来ている 17 34.0%  有 22 44.0%

出来ていない 33 66.0%  無 28 56.0%

合計 50 100.0% 合計 50 100.0%

オ、領収書発行の有無 カ、領収印の種類

区分 件数 割合 区分 件数 割合

 有 42 84.0% 公印 28 65.1%

 無 8 16.0% 私印 3 7.0%

合計 50 100.0% 金融機関でのみ領収 12 27.9%

合計 43 100.0%

（２）現金の保管体制について

ア、金融機関への納付時期について（保管日数） イ、保管場所の施錠の有無

区分 件数 割合 区分 件数 割合

当日または翌日 34 68.0%  有 45 97.8%

１週間以内 9 18.0%  無 1 2.2%

１ヶ月程度 6 12.0% 合計 46 100.0%

半年 1 2.0%

合計 50 100.0%
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※公衆電話料等領収書を必要としない
ケース以外でも領収書を発行しない所も
見られる。また、書き損じ領収書を保管
していない部署も見られる。

※押印しない（レジ等）７件を除く。
市の領収印が配備されていない部署も見
受けられる。

※施設使用料等取扱件数・金額の少ない
もので、保管日数が長い所も見られる。

※保管しないとの回答の４件を除く。
保管場所については、担当者等の机内が
数件見られたが、いずれも施錠はされて
いる。
施錠無１件は、土日に受け取った現金を
個人保管しているケースである。

※複数人対応は３分の１行われている
が、特に、少人数の部署においては、担
当職員のみが対応するケースが多い。

※税等庁外での受取件数が50％を超え、
現金輸送に注意を要する。



（３）内部統制の確保について

ア、公金取扱いマニュアル等の有無 イ、担当以外の確認・点検の有無

区分 件数 割合 区分 件数 割合

 有 1 2.0%  有 37 74.0%

 無 49 98.0%  無 13 26.0%

合計 50 100.0% 合計 50 100.0%

（４）私人への収納委託について

ア、収納委託の有無

区分 件数 割合

 有 3 6.0%

 無 47 94.0%

合計 50 100.0%

３．支出について（該当５６件）

（１）現金の取扱体制について

ア、資金前渡（概算払含）の方法 イ、簿冊の有無

区分 件数 割合 区分 件数 割合

事前に一括 12 21.4%  有 17 30.4%

その都度 44 78.6%  無 39 69.6%

合計 56 100.0% 合計 56 100.0%
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※委託しているのは２課３件の6％と少数
である。

※事前に一括は、交際費・通行料・公民
館学級講師謝礼等５課１２件である。

※簿冊での管理は、交際費等一括支出さ
れているもの及び交通災害見舞金等７課
１７件であり、簿冊無は、出金後、直ぐ
支払っているものがほとんどである。

※マニュアルの作成は１件で、作成率は
わずか2％でしかない。

※公衆電話料や少人数の部署で取扱金額
が小さいもの等に担当者以外の確認なし
が見られる。



ウ、現金取扱時、複数人体制がとられているか エ、通帳の有無

区分 件数 割合 区分 件数 割合

出来ている 9 16.1%  有 8 14.3%

出来ていない 47 83.9%  無 48 85.7%

合計 56 100.0% 合計 56 100.0%

オ、口座振込の是非

区分 件数 割合

実施済（予定含） 4 7.1%

検討中 2 3.6%

未定 5 8.9%

実施しない 42 75.0%

不可能 3 5.4%

合計 56 100.0%

（２）現金の保管体制について

ア、保管日数について イ、保管場所の施錠の有無

区分 件数 割合 区分 件数 割合

当日または翌日 52 92.9%  有 51 100.0%

１週間以内 1 1.8%  無 0 0.0%

１ヶ月程度 0 0.0% 合計 51 100.0%

半年以内 1 1.8%

１年間 2 3.6%

合計 56 100.0%
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※保管日数が長いものは、資金前渡によ
り別途通帳等で管理されている交際費等
である。

※保管しないと回答のあった５件を除
く。
全て施錠有りであるが、担当者等の机内
保管が４課７件見られる。

※通帳を備えているのは、交際費、交通
災害見舞金、生活保護費等５課８件であ
る。そのうち２件はカードも保持してい
る。

※職員以外に対しても現金手渡し時に複
数で対応しているのは、３課だけであ
る。

※実施済は４件7.1％で、未定を含めて振
込となり得るものは１１件19.6％が見込
まれる。
不可能の３件5.4％は、切手・県証紙等現
金引換えのものである。
実施しない４２件75％の主なものは、日
額報酬・旅費・謝礼等である。



（３）内部統制の確保について

ア、公金取扱いマニュアル等の有無 イ、担当以外の確認・点検の有無

区分 件数 割合 区分 件数 割合

 有 2 3.6%  有 40 71.4%

 無 54 96.4%  無 16 28.6%

合計 56 100.0% 合計 56 100.0%

４．まとめ
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※マニュアルに代わる事務フローを作成
しているのが１課２件で作成率はわずか
3.6％しかない。

※担当以外の確認は71.4％あるが、その
ほとんどが支払い後の領収書等の確認で
あり、支払い時での確認は、極わずかで
ある。

　公金の取り扱い体制や管理体制については、マニュアル作成以外、概ね適正に対処さ

れている。

　しかし、今回の調査に当たって設問の意図が的確に伝わらず、担当者により回答に違

いがみられ、後日、確認や訂正が多くあった。今後、調査を行う場合の大きな反省点で

ある。

　なお、意見等については、定期監査時にも述べているが、定期監査報告書を参照され

たい。


