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議会からの請求に基づく監査の結果 

 

第１ 議会からの請求 

１ 請求書の提出 

平成 28 年 12 月 27 日 

 

２ 請求事項 

(1) 権現荘の小林前支配人が、権現荘の飲食料品を自己消費の目的で使用した疑

いがあることについて 

(2) 権現荘のレストラン火打の注文伝票を約１年間にわたって破棄していたこと

が委員会の調査で判明しているが、この間の横領が疑われることについて 

(3) 権現荘の取引において、前支配人と業者の癒着が疑われ、取引にかかる不正

の疑いがあることについて 

 

３ 請求理由 

柵口温泉施設権現荘の運営における上記２の項目について、不正、横領が疑わ

れるため。 

 

第２ 監査の実施 

１ 監査期間 

平成 28 年 12 月 27 日から平成 29 年２月 20 日まで 

 

２ 監査対象課 

能生事務所を対象とした。 

 

３ 監査の基本方針 

議会が求める報告期限は、議会からの請求日以降最初に開かれる市議会定例会

の招集日である平成 29 年２月 20 日までとなっており、期間が限られていること

から、請求事項の３点それぞれについて、不正や横領の可能性の高いものを中心

に監査を実施した。 

 

４ 監査対象事項 

(1) 権現荘の小林前支配人が、権現荘の飲食料品を自己消費の目的で使用した疑

いがあることについて 

ア 酒類が自己消費の目的で使用されていたか 

イ 魚が自己消費の目的で使用されていたか 

(2) 権現荘のレストラン火打の注文伝票を約１年間にわたって破棄していたこと

が委員会の調査で判明しているが、この間の横領が疑われることについて 

ア レストラン火打の業務手順の検証 

イ 売上に係る文書の検証 
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(3) 権現荘の取引において、前支配人と業者の癒着が疑われ、取引にかかる不正

の疑いがあることについて 

ア 取引業者からの請求の不正 

イ コンサルタント会社社長の宿泊 

ウ 取引業者従業員への作業依頼 

 

５ 監査の方法 

監査対象課に対し、関係文書の提出を求めるとともに、実地調査、説明の聴取

を行った。また、地方自治法第 199 条第８項の規定に基づく関係人調査を前支配

人、株式会社上新トレーディング、田辺商事株式会社を対象に実施した。 

 

第３ 監査の結果 

１ 事実関係の確認 

(1) 権現荘の小林前支配人が、権現荘の飲食料品を自己消費の目的で使用した疑

いがあることについて 

ア 酒類が自己消費の目的で使用されていたか 

(ア)仕入量と売上量に大きな開きがある酒類には、糖質ゼロの日本酒や糖質

ゼロのビール系飲料などがある。 

(イ)メニューにない酒類については、顧客から要望があって用意したことも

想定されるが、顧客からの要望事項は、記録をしてもメモ程度でその都度

廃棄しており、大半の記録が残っていないため文書上での検証ができない。 

(ウ)酒類の在庫管理は過去には行っておらず、払出しの記録がないため、文

書での検証ができない。 

(エ)糖質ゼロの日本酒の使用実態は、前支配人は「販売促進の一環として、

営業サービスや飲み放題で使用した。」、一部の権現荘職員は「前支配人が

飲んだのではないかと思う。」と証言にくい違いがある。 

(オ)糸魚川市財務規則第 244 条第１項及び第 245 条第３項の規定では、食材

及び飲料品を含む物品の払出しを物品出納簿により管理することが定め

られている。 

イ 魚が自己消費の目的で使用されていたか 

(ア)食材の棚卸しは過去には行っておらず、払出しの記録がないため、文書

での検証ができない。 

(イ)魚の自己消費については、前支配人は「刺身用に使う端の部分など使い

物にならない所を食べたことはある。」、一部の権現荘職員は「前支配人が

食べたことはよくあった。仕込んでおいたのに当日ない状態。」と証言に

くい違いがある。 

(2) 権現荘のレストラン火打の注文伝票を約１年間にわたって破棄していたこと

が委員会の調査で判明しているが、この間の横領が疑われることについて 

ア レストラン火打の業務手順の検証 

(ア)レストラン火打の接客業務の業務手順では、サービス担当職員は、顧客
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からの注文時に注文伝票を作成し、現金支払時には売上をキャッシュレジ

スター（以下、「レジ」という。）に入力してレシートを発行することにな

っている。 

(イ)レジへの金額入力を誤ってレシートを発行した場合は、正しい金額のレ

シートを顧客へ渡した後に、誤った金額分についてレジの戻し処理を行っ

ている。 

(ウ)レストラン火打の顧客対応は、サービス担当職員が担っているが、客室

清掃やレストラン火打などのサービス担当業務の割振りをその日に決め

ており、また作業日報もないため、誰がレストラン火打の顧客対応をして

いたかの記録は残っていない。 

イ 売上に係る文書の検証 

(ア)平成 27 年８月１日分から平成 28 年８月 21 日分までの 387 日分の注文

伝票が廃棄されており、顧客の支払いが終わり、レシートを発行した後に

その都度廃棄されていたものもあった。 

(イ)レジの精算シートは、注文伝票が廃棄されていた期間の全てが保存され

ている。 

(ウ)レジの売上データを記録したロール紙は、下記のように一部が廃棄され

ている。 

・廃棄期間：平成 27 年８月１日分から平成 27 年９月 21 日分まで（52 日

分） 

・保存期間：平成 27 年９月 22 日分から平成 28 年８月 21 日分まで（335

日分） 

(エ)レジでの戻し処理は、精算シートに処理件数と金額が記録されており、

注文伝票が廃棄されていた期間中、53 日分の戻し処理があった。このうち、

６日分は、１円や２円の戻し処理であった。また、売上データを記録した

ロール紙には明細が記録されている。 

(オ)糸魚川市情報公開条例第２条第２号の規定では、「行政文書」を「実施

機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画又は電磁的記録であ

って、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が

保有しているもの」と定義している。 

(カ)糸魚川市文書規程第 31 条の規定では、一部の軽易な文書を除く全ての

文書の一定期間の保存が定められている。 

(3) 権現荘の取引において、前支配人と業者の癒着が疑われ、取引にかかる不正

の疑いがあることについて 

ア 取引業者からの請求の不正 

(ア)取引業者から配達される物品は、酒類はフロント担当職員、食材は料理

長が発注を行っており、検収確認は、酒類はフロント担当職員、食材は料

理長を含む厨房担当職員が行っている。取引業者に直接買いに行っている

物品は、買いに行った職員と別の職員による検収確認が行われていない。 

(イ)食材と厨房関係消耗品の取引金額の多い下記の市外業者を選定して、平
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成 21 年度から平成 27 年度の取引状況の確認を行ったところ、納品書と請

求書の品目、金額に不審な点はなかった。また、対象業者へ照会を行った

ところ、支払金額、支払日、支払口座は、市と業者との記録が一致してお

り、支払後の売上割戻はないとの回答であった。 

・食材対象業者：株式会社上新トレーディング 

・厨房関係消耗品対象業者：田辺商事株式会社 

イ コンサルタント会社社長の宿泊 

(ア)前支配人は、「平成 26 年 12 月頃に宿泊した。宿泊料はもらっていない。」

と証言しているが、宿泊管理システムには記録がなく、検証ができなかっ

た。 

(イ)コンサルタント会社社長の宿泊については、前支配人は「複数回来てい

るが、宿泊は１泊だけ」、一部の権現荘職員は「１週間位」、「４～５日」

と証言にくい違いがある。 

(ウ)糸魚川市事務決裁規程第４条第３項及び別表の規定では、５日以内の使

用料の減免は、出先機関の長である支配人が専決することができるとされ

ている。 

(エ)糸魚川市温泉施設権現荘条例施行規則第３条第３号に規定されている

使用料の減免の「市長が特に必要と認める場合」として具体的に定められ

ているものは、能生事務所長の権限で行っている減免だけであり、出先機

関の長である支配人の権限で行えるものはない。 

ウ 取引業者従業員への作業依頼 

(ア)取引業者従業員への作業依頼については、前支配人は、「人手不足のた

め、取引業者の従業員へ布団敷きを依頼していた。毎回宿泊していたわけ

ではないが、宿泊したときの宿泊料はもらっていない。」、一部の権現荘職

員は「よく来ては、宿泊していた。」と証言している。 

(イ)宿泊管理システムには、取引業者従業員の有料での宿泊記録があるが、

作業依頼のときであるか、別目的での宿泊であるかの検証はできなかった。 

(ウ)平成 26 年 12 月に策定した「糸魚川市職員不祥事防止のための行動指針」

では、不祥事防止の心構えと行動規範として、「利害関係者と必要以上の

接触を持たないこと。」が挙げられており、また、平成 26 年 12 月に策定

した「糸魚川市職員不祥事防止のためのチェックリスト」には、不祥事に

つながる兆候として、「利害関係者との単独での私的な接触が常態化して

いる。利害関係者との関係が、必要以上に親密となっている。」が挙げら

れている。 

 

２ 判断 

以上の事実関係の確認に基づき、次のように判断する。 

(1) 権現荘の小林前支配人が、権現荘の飲食料品を自己消費の目的で使用した疑

いがあることについて 

ア 酒類が自己消費の目的で使用されていたか 
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(ア)自己消費の目的で使用している証拠、自己消費の目的で使用していない

証拠とも文書では確認することができなかった。証言もくい違っているた

め、自己消費の目的で使用したかについては、判断ができない。 

(イ)販売促進の一環の営業サービスとして使用するのであれば、交際費や販

売促進費として管理して記録を残すべきであった。 

(ウ)糸魚川市財務規則の規定により実施する必要がある食材や飲料品など

の物品の出納管理をしていなかったことは不適切である。 

イ 魚が自己消費の目的で使用されていたか 

自己消費の目的で使用している証拠、自己消費の目的で使用していない証

拠とも文書では確認することができなかった。証言もくい違っているため、

自己消費の目的で使用したかについては、判断ができない。 

(2) 権現荘のレストラン火打の注文伝票を約１年間にわたって破棄していたこと

が委員会の調査で判明しているが、この間の横領が疑われることについて 

ア レストラン火打の業務手順の検証 

注文伝票が廃棄されていても、精算シートでレジの戻し処理がないことの

確認ができた分については、業務手順どおりに業務を実施していれば、売上

をレジに入力している限りにおいては、横領の可能性は低いと思われる。 

イ 売上に係る文書の検証 

(ア)注文伝票が廃棄されているので、レジの戻し処理については、レジの入

力間違いによるものであるか、横領であるかの判断ができない。ただし、

１円や２円の戻し処理については、非常に少額であり、レジの入力間違い

によるものと思われ、横領の可能性は低いと思われる。 

(イ)糸魚川市文書規程の規定による保存年限が経過する前に注文伝票を廃

棄したことは、不適切である。また、不正防止の観点からも極めて不適切

である。 

(3) 権現荘の取引において、前支配人と業者の癒着が疑われ、取引にかかる不正

の疑いがあることについて 

ア 取引業者からの請求の不正 

取引金額の多い市外業者である株式会社上新トレーディングと田辺商事

株式会社を対象に、書類調査及び関係人調査を実施した結果、不正は確認で

きなかった。 

イ コンサルタント会社社長の宿泊 

(ア)証言の宿泊日数に開きはあるが、コンサルタント会社社長を前支配人の

判断により無料で宿泊させたことは前支配人も認めている。 

(イ)糸魚川市事務決裁規程の規定では、「使用料の減免」は、出先機関の長

である支配人が専決できることとなっているが、それは、糸魚川市温泉施

設権現荘条例施行規則第３条第１号及び第２号の規定による回数券と団

体の減額だけであって、それ以外を前支配人の判断だけで減免するのは不

適切である。 

ウ 取引業者従業員への作業依頼 
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(ア)宿泊日数は不明であるが、取引業者従業員を前支配人の判断により無料

で宿泊させたことは前支配人も認めている。前支配人の判断だけで使用料

を減免するのは不適切である。 

(イ)取引業者へ布団敷きの作業を依頼していたことは、糸魚川市職員不祥事

防止のための行動指針の「利害関係者と必要以上の接触を持たないこと。」

に反しており、不適切である。 

 

３ 結論 

(1) 権現荘の小林前支配人が、権現荘の飲食料品を自己消費の目的で使用した疑

いがあることについて 

自己消費の目的で使用している証拠、自己消費の目的で使用していない証拠

とも文書では確認することができなかったため、自己消費の目的で使用したか

については、判断ができない。ただし、食材や飲料品などの出納管理をしてい

なかったことは、糸魚川市財務規則上、不適切である。 

(2) 権現荘のレストラン火打の注文伝票を約１年間にわたって破棄していたこと

が委員会の調査で判明しているが、この間の横領が疑われることについて 

注文伝票が廃棄されていた期間の 387 日分のうち、レジの戻し処理がない 334

日分と１円や２円の戻し処理であった６日分については、業務手順どおりに業

務を実施していれば、売上をレジに入力している限りにおいては、横領の可能

性は低いと思われる。ただし、レジの戻し処理（１円や２円の戻し処理を除く。）

をしている 47 日分については、注文伝票がないため、レジの入力間違いである

か横領であるかの判断ができない。また、注文伝票の破棄は、不正防止の観点

からは極めて不適切であり、糸魚川市文書規程上も不適切である。 

(3) 権現荘の取引において、前支配人と業者の癒着が疑われ、取引にかかる不正

の疑いがあることについて 

取引金額の多い市外業者である株式会社上新トレーディングと田辺商事株

式会社を対象に、書類調査及び関係人調査を実施した結果、不正は確認できな

かった。ただし、コンサルタント会社社長や作業依頼をした取引業者従業員の

宿泊を前支配人の判断で無料としたのは不適切である。また、取引業者従業員

への作業依頼は、「糸魚川市職員不祥事防止のための行動指針」に反しており、

不適切である。 

 

４ 意見 

監査委員の判断は以上のとおりであるが、今回の監査を通じ、次のとおり意見

を述べる。 

(1) 今回の監査においては、証拠となる文書がほとんどなかったため、不正の有

無を判断することができなかった。文書で記録を残すことは、事務処理の基本

であり、大変遺憾である。 

(2) 糸魚川市財務規則や糸魚川市職員不祥事防止のための行動指針などの不正を

防ぐ基本的な仕組みはあったが、その仕組みが適切に運用されていなかった。
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不正を防ぐ仕組みの運用状況を確認する体制など、内部統制制度の充実が必要

であると考える。 

 


