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平成27年度前期定期監査の結果について（公表） 

 

 

地方自治法第199条第４項の規定に基づき、経済観光部、環境部、生涯学習

部、学校教育部、選挙管理委員会事務局の定期監査を行ったので、同条第９項

の規定により監査の結果を、次のとおり公表する。 
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平成 27年度前期定期監査報告書 

 

第１ 監査の対象 経済観光部 

商工農水課、なはまちなか振興課、観光課 

環境部 

環境政策課、廃棄物対策課、クリーン推進課、環境保全課、

環境衛生課 

生涯学習部 

総務課、生涯学習課、中央公民館、中央図書館、市民スポ

ーツ課、施設課 

学校教育部 

学校教育課、教育相談課、学務課、学校給食課、教育研究

所 

選挙管理委員会 

選挙管理委員会事務局 

 

第２ 監査の期間 平成 27年３月 27日から平成 27年６月 25日まで 

 

第３ 監査の方法 

 監査は平成27年度（平成27年3月31日現在）における予算の執行状況、事務

事業の状況、財産の管理状況等について、予算執行伺書、支出負担行為書、

契約書、検査調書、執行状況表、備品台帳等を抽出審査し、関係各課等から

説明を聴取した。 

 

第４ 監査の主眼及び重点事項 

１ 監査の主眼 

監査は、財務に関する事務が、法令に基づいて適正かつ効率的に執行され

ているかどうかを主眼として実施した。 

２ 重点事項 

監査に当たって、重点事項を次のとおり定めて実施した。 

(1)重点事項 

「公金収納における現金の取扱及び歳入の調定事務」 

(2)選定理由 

市職員、嘱託員が窓口等において市民や利用者等から直接現金を受け取

り（券売機の利用を含む。）、市に納入する収納事務について、正確性及び

安全性の視点から検証し、適正な現金の取扱い体制の運用に資する。 

歳入の調定事務について、合規性及び的確性の視点から調査し、適正な

事務処理に資するため。 

 

第５ 監査の結果 

監査した結果、予算の執行状況、事務事業の状況、財産の管理状況等につ

いては、おおむね適正に執行されていると認められた。ただし、以下に述べ

るとおり、一部に改善を要する事項があり、これらについては、速やかに必
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要な措置を講じ、今後の適正な事務の執行に努められたい。 

 

１ 意見（重点事項） 

 

 重点事項 

ア 現金の取扱い事務について 

 

現金の取扱い事務については、監査対象課 20課中７課あり、その内６

課において不適切な事務処理があった。主な不適切な事務処理として、

現金領収書が交付されていないもの（３件）、現金領収の領収原簿等の関

係書類が作成されていないもの（３件）、小額の現金等について、会計管

理者の承認を得ていないもの（３件）及びその他マニュアルが整備され

ていないもの（６件）があった。 

那覇市会計規則第 26条の現金領収書の交付の特例を除き、同規則第

25条本文は、「現金等を直接収納したときは、現金領収書を交付しなけ

ればならない。」とし、同規則第 27条第３項は、「小額の現金等について

は、収納取扱員はあらかじめ会計管理者の承認を得てこれを保管し･･･」

と規定している。また、同規則第 28条第１項本文は、「払込みに係る領

収証書、現金領収帳の領収原簿等の関係書類を収納出納員に提出しなけ

ればならない。」と規定している。 

現金の取扱い事務については、同規則を遵守し適切に事務処理を行われ

たい。 

 

イ 歳入の調定事務について 

 

歳入の調定事務については、監査対象課（20課）すべての課で行って

おり、その内９課において不適切な事務処理があった。主な不適切な事

務処理として、調定の時期及び手続きが不適切なもの（13件）、事後調

定しているもの（11件）があった。 

調定の時期及び手続きについては、那覇市会計規則第 20条第１項は、

「歳入を調定しようとするときは、･･･その調査事項が適正であると認め

たときは、直ちに予算科目別に調定をしなければならない。」とし、同条

第２項は、「口頭、掲示その他の方法によって納入の通知をした歳入につ

いては、当該歳入が収納されたときに直ちに前項の規定による調定をし

なければならない。」と規定している。 

調定の遅れ等は、債権管理及び現金管理に支障をきたすことから、同

規則を遵守し適切に事務処理を行われたい。 

また、市民から実費徴収するコピー使用料等の条例等によらない収入に

ついては、要綱等を整備し適切な事務処理に努められたい。 
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２ 各課の指摘事項等 

各課の指摘事項等については、次のとおりである。 

   指摘事項等の件数（部局・課別）    （単位：件） 

区 分（＊注） 

部局・課名  

指摘事項等の件数 

指摘事項 是正事項 注意事項 要望事項 合計 

経済観光部 - - - - - 

商工農水課 - - - - - 

なはまちなか振興課 - - - - - 

観光課 - - - - - 

環境部 - - 1 - 1 

環境政策課 - - 1 - 1 

廃棄物対策課 - - - - - 

クリーン推進課 - - - - - 

環境保全課 - - - - - 

環境衛生課 - - - - - 

生涯学習部 - - 2 - 2 

総務課 - - - - - 

生涯学習課 - - - - - 

公民館 - - - - - 

図書館 - - - - - 

市民スポーツ課 - - 1 - 1 

施設課 - - 1 - 1 

学校教育部 - - 1 - 1 

学校教育課 - - - - - 

教育相談課 - - - - - 

学務課 - - 1 - 1 

学校給食課 - - - - - 

教育研究所 - - - - - 

選挙管理委員会 - - - - - 

事務局 - - - - - 

合  計 - - 4 - 4 

 

（＊注）指摘事項等の区分は、次のとおりとする。 

 

(1)指摘事項 

重大な違法、不当及び不正の状況への指摘とする。 

(2)是正事項 

改善を要する悪い状況を改め正すこと。 

(3)注意事項 

好ましくない状況があるので、気をつけるよう申し述べること。 

(4)要望事項 

 予算執行の効果や事業成績の見地から事態の向上を求め望むこと。 
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環境部 

 

○環境政策課 

 

屋上・壁面緑化推進事業の事業効果について（注意事項） 

 

屋上・壁面緑化推進事業は、市内の建物において、屋上や壁面等で緑化を行

う建築物所有者に対し、申請に基づき緑化工事の一部を助成する事業である。 

  平成 25年度の助成件数 3件、助成額 1,095,800円に対し、平成 26年度は、

助成件数 8件、助成額 2,143,802円と助成の対象者は増えているが、事業の効

果という面では、目標値 10,570㎡に対し達成値 3,051㎡で目標達成率 28.9％

と低い状況である。 

  今後もさらに市民等からアンケートを実施するなど、ニーズの把握及び分析

を行い、効果があげられる事業に転換する等工夫を図り、事業効果の向上に取

組まれたい。 

 

 

生涯学習部 

 

○市民スポーツ課 

 

那覇市健康ウォーキング推進事業業務委託契約について（注意事項） 

 

那覇市健康ウォーキング推進事業は、ウォーキングを通して、市民の健康へ

の意識を高めることを目的とした新規事業である。同事業実行委員会との業務

委託契約は、平成 26年７月１日に締結しており、契約書に特別条項を設け、契

約の始期を実行委員会設立の日である平成 26年５月９日にさかのぼっている。 

地方自治法第 234条第５項は「その委任を受けた者が契約の相手方とともに

契約書に記名押印しなければ、当該契約は、確定しないものとする」旨規定し

ており、特別条項を定めた場合でも遡及期間は相手方に履行の請求ができない。 

また、個人情報を取り扱う業務を委託しようとするときは、那覇市個人情報

保護条例施行規則第 14条に基づき、受託者と締結する個人情報の処理に関する

契約において、個人情報の目的外利用及び第三者への提供の禁止の他７項目の

条件を付するものとされているが、当該契約にはその条件が付されていない。 

契約締結に当たっては、適切な事務処理に努められたい。 

 

○施設課 

 

個人事業者の委託に係る源泉徴収漏れについて（注意事項） 

 

源泉徴収に係る所得税相当額返還金については、平成 25年度学校施設耐震診

断業務を個人事業者に委託したことに伴う委託料の支払いに際し、4,113,415

円の源泉徴収が行われておらず、後日、個人事業者に所得税相当額の返還請求

を行ったものである。 
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所得税法第 204条に基づく源泉徴収の対象となる報酬、料金等については、

その支払者が一定の税率により所得税を徴収して納付する義務がある。 

委託料等の支払いに当たっては、同法の規定による審査を行い、適切に事務

処理を行うよう努められたい。 

 

 

学校教育部 

 

○学務課 

 

平成 26年度小中学校印刷機賃貸借等の契約について（注意事項） 

 

平成 26年度小中学校（城東小他８校）印刷機賃貸借契約他３件の契約は、い

ずれも追認条項を定め、契約期間の始期を契約日から１ヶ月以上さかのぼって

契約を締結している。 

地方自治法第 234条第５項は「その委任を受けた者が契約の相手方とともに、

契約書に記名押印しなければ、当該契約は、確定しないものとする」旨規定し

ている。追認条項を定めた場合でも契約が成立確定する以前は、相手方に履行

の請求ができない。 

契約締結に当たっては、関係法令等を遵守し、適切な事務処理を行なわれた

い。 

 

 

第６ 各課の予算執行状況等 

各課の予算執行状況等については、以下のとおりである。 

 

経済観光部 

 

○商工農水課 

 

１ 所掌事務 

産業振興基本構想等の策定、中小企業振興基本条例、経済動向等の調査・統

計及び分析、流通政策、経済団体との連絡調整、商工業の振興、特産品及び伝

統工芸、那覇市伝統工芸館、那覇市ぶんかテンブス館、農林水産業の振興、農

業生産基盤の整備、農業委員会、畜産、漁港施設及び水産施設等の管理、水産

業振興計画等の策定に関する事務等 

 

２ 予算の執行状況 

(1)  未収金の主なもの 

県支出金（起業支援型地域雇用創造事業） 7,169万 5,000円 

県支出金（地域人づくり事業） 6,127万 1,000円 

県支出金（沖縄県青年就農給付金事業） 1,162万 5,000円 

（2） 負担金、補助及び交付金の支出 

ア 負担金の主なもの 
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伝統工芸ふれあい広場事業負担金 107万円 

琉球水難救済会負担金 75万円 

沖縄県漁港漁場協会負担金 50万 7,000円 

イ 補助金の主なもの 

那覇市青年就農給付金事業補助金  3,337万 5,000円 

離島連携事業船舶助成及び宿泊助成補助金 2,404万 5,314円 

那覇市新規就農一貫支援事業補助金 780万円 

 

３ 契約事務の状況 

（1） 業務委託契約の主なもの 

那覇市ぶんかテンブス館管理運営委託 4,738万 1,143円 

那覇市 IT創造館管理業務委託 2,285万 5,000円 

起業支援型地域雇用創造事業（建築系 

BIM－CAD/CG技術者育成事業） 1,872万 2,239円 

（2） 工事及び設計委託の契約 

那覇市 IT創造館基盤整備工事業務委託（実施設計） 

 63万 7,200円 

(3)  使用料及び賃借料の契約の主なもの 

那覇市 IT創造館パソコン等機器一式の賃貸借料512万 6,940円 

那覇市 IT創造館ネットワーク設備更改による 

機器賃貸借料 80万 8,920円 

那覇市ぶんかテンブス館パソコン等機器類賃貸借料 

 59万 4,720円 

 (4)  修繕料の契約の主なもの 

那覇市沿岸漁協施設防護柵設置事業 34万 9,272円 

503号室室外機圧縮機取替修繕 22万 6,800円 

2階系統室外機ガス漏れ修理 16万 7,400円 

(5)  補償、補填及び賠償金の契約 

ア 補償金 

小口資金融資事業 224万 6,593円 

イ 補填金  

三重城小船溜まり係留施設補償事務 53万 7,840円 

 

４ 財産の管理状況 

（1） 土地の主なもの 

安謝小船溜場施設用地 占用 3,194.37㎡、貸付 2,030.42㎡ 

市民農園 占用 559.50㎡、貸付 643.50㎡ 

那覇市ぶんかテンブス館 占用 868.60㎡ 

(2)  建物の主なもの 

那覇市 IT創造館 占用 3,422.27㎡ 

那覇市ぶんかテンブス館 占用 3,066.21㎡ 

伝統工芸館 占用 1,356.06㎡ 

 (3)  有価証券 

株式会社沖縄産業振興センター株券 5,000万円 
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株式会社サザンプラント株券 280万円 

(4)  出資による権利の主なもの 

沖縄県信用保証協会出えん金 ５億 7,238万 5,000円 

沖縄県漁業信用基金協会出資金 4,280万円 

沖縄県農業信用基金協会出資金 3,855万円 

(5)  債権 

地域総合整備資金貸付金（タイムスビル株式会社） 

 ６億 3,006万 8,000円 

那覇市小口資金融資貸付金 8,048万 4,000円 

地域総合整備資金貸付金（那覇新都心株式会社） 

 5,186万 8,000円 

(6)  物品 

備品 3,269品(うち、重要備品 52品) 

重要備品の主なもの 

パソコン及び周辺機器（セキュリテｲネットワーク機器） 

 827万 4,000円 

パソコン（バックアップサーバー） 787万 7,000円 

放送機械（調光操作卓） 735万円 

 

 

○なはまちなか振興課 

 

１ 所掌事務 

中心市街地活性化基本計画策定、なは商人塾運営管理、商店街活性化助成事

業、国際通りトランジットマイル助成事業、中心商店街賑わい広場管理運営事

業、国際通り情報発信大型ビジョン活用事業、公設市場管理運営、第一牧志公

設市場再整備事業、公設市場環境整備事業に関する事務等 

 

２ 予算の執行状況 

(1)  未収金の主なもの 

公設市場光熱水費実費徴収金（現年度分） 539万 7,343円 

公設市場光熱水費実費徴収金（滞納繰越分） 460万 9,199円 

公設市場使用料（滞納繰越分） 217万 6,245円 

（2） 負担金、補助及び交付金の支出 

ア 負担金 

特別管理産業廃棄物管理責任者講習会 １万 4,000円 

イ 補助金の主なもの 

国際通りにおけるイルミネーション及び 

スノーイベントを活用した賑わい創出事業  492万 5,000円 

国際通り見守りカメラ増設事業 347万 5,000円 

ピース・ラブ・マチグﾜ―際り 2014 301万 2,000円 

 

３ 契約事務の状況 

（1） 業務委託契約の主なもの 
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国際通りマチグﾜ―のにぎわい事業業務委託 3,556万 2,000円 

牧志駅前交通広場等にぎわい事業業務委託 2,720万円 

国際通りを中心とした那覇市 ICT利活用モデル事業 

「WiFi化計画」業務委託 2,559万 1,680円 

(2)  工事及び設計委託の契約 

第一牧志公設市場空調設備改良工事 2,994万 7,320円 

第一牧志公設市場空調設備改良工事(工事監理) 47万 5,200円 

 (3)  使用料及び賃借料の契約の主なもの 

牧志公設市場土地賃借料 2,392万 1,712円 

複写機賃貸借料 17万 5,823円 

多目的トイレ授乳室冷温水・浄水器サーバー賃借料 

 ３万 6,780円 

 (4)  修繕料の契約の主なもの 

公設市場吹抜部剥離落下防止修繕 129万 6,000円 

那覇市公設市場冷却冷水配管修繕工事 127万 80円 

公設市場空調機保温修繕工事 125万 9,280円 

 

４ 財産の管理状況 

（1） 土地 

商業者支援施設（にぎわい広場） 占用 2,108.00㎡ 

公設市場（第一牧志） 占用 1,801.53㎡ 

 (2)  建物の主なもの 

公設市場（第一牧志） 占用 2,758.08㎡､貸付 1,103.44㎡ 

公設市場（牧志・衣料部） 

  占用 1,019.85㎡､貸付 142.19㎡ 

公設市場（牧志・雑貨部） 占用 636.13㎡､貸付 77.26㎡ 

 (3)  基金 

那覇市頑張るマチグﾜ―支援基金 9,308万 1,519円 

(4)  物品 

備品 486品(うち、重要備品 ２品) 

重要備品 

大型ビジョン（LED本体 112台） 2,681万 2,800円 

大型ビジョン（LEDスライドフレーム） 882万円 

 

 

○観光課 

 

１ 所掌事務 

観光及びコンベンションの振興、観光資源の活用及び開発、観光協会その他

観光関係団体の指導育成に関する事務等 

 

２ 予算の執行状況 

（1） 負担金、補助及び交付金の支出 

ア 負担金の主なもの 
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那覇クルーズ促進連絡協議会負担金 305万 8,000円 

沖縄国際会議観光都市推進連絡協議会事業負担金 240万円 

沖縄観光コンベンションビューロー賛助会員会費 65万円 

イ 補助金の主なもの 

那覇ハーリー会館整備事業補助金  １億 224万 482円 

観光まちづくり整備補助金 3,160万 8,000円 

那覇市観光協会運営補助金 3,026万 6,000円 

 

３ 契約事務の状況 

（1） 業務委託契約の主なもの 

那覇市内観光周遊バス実証実験事業委託 1億 1,610万 7,511円 

外国人観光客受入整備事業委託 2,973万 3,652円 

音楽活用ナイトエンターテイメント創造事業 

「NHHAJAZZ」（なはジャズ）委託 2,057万 5,000円 

(2)  工事及び設計委託の契約 

那覇市観光協会事務所 1階復旧工事 86万 4,000円 

(3)  使用料及び賃借料の契約の主なもの 

トレーニング機器リース料 146万 1,600円 

プロ野球春季キャンプに伴う沖縄県管理施設利用料 

 35万 3,300円 

複写機リース料 19万 3,279円 

(3)  修繕料 

レーザープリンターのメンテナンスキット購入 ５万 4,000円 

 

４ 財産の管理状況 

（1） 土地 

観光案内所(観光協会へ使用貸借) 貸付 252.81㎡ 

(2)  建物 

観光案内所(観光協会へ使用貸借) 貸付 540㎡ 

(3)  物品 

備品 350品(うち、重要備品 ７品) 

重要備品の主なもの 

特殊車（メデｲアランナー、８ｔ未満） 6,206万 5,500円 

大型テント（プロ野球春季キャンプ用） 1,573万 9,500円 

放送機械（IP伝送装置） 435万円 

 

 

環境部 

 

○環境政策課 

 

１ 所掌事務 

環境基本計画、ISO14001の総括及び推進、環境審議会、環境保全対策会議、

環境部広報委員会、ゼロエミッション（資源環境型社会）の推進、地球温暖化
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対策、屋上及び壁面緑化に関する事務等 

２ 予算の執行状況 

(1) 未収金の状況 

環境保全・創造基金収入 ４万6,801円 

一般廃棄物処理施設建設等基金収入 1,603円 

 (2) 負担金・補助及び交付金の支出 

ア 負担金 

那覇市地球温暖化対策協議会負担金 60万円 

おきなわアジェンダﾞ 21県民会議負担金 ３万円 

イ 補助金 

緑のカーテン・屋上・壁面緑化推進事業補助金 214万3,802円 

住宅用太陽光発電・太陽熱利用システム 

導入促進助成事業補助金 66万円 

３ 契約事務の主なもの 

(1) 業務委託契約 

那覇市地球温暖化対策実行計画 

（区域施策編）策定業務 594万円 

緑のカーテン推進事業緑化講習会業務委託 23万1,020円 

ISO14001内部監査員養成研修 ８万6,400円 

(2) 使用料及び賃借料の契約 

複写機賃貸借 23万7,067円 

自動車保管場所賃貸借 18万5,136円 

タクシー使用料 10万4,260円 

４ 財産の管理状況 

(1) 基金 

那覇市環境保全・創造基金 1,381万 1,859円 

那覇市一般廃棄物処理施設建設等基金 80万 3,582円 

(2) 物品 

備品 53品（うち、重要備品 1品） 

重要備品 普通乗用自動車 312万 9,000円 

 

 

○廃棄物対策課 

１ 主な所掌事務 

那覇市・南風原町環境施設組合に関する事務、ごみ減量及び資源化に関する

事務、産業廃棄物処理業及び処理施設の許可等及び指導監督に関する事務、使

用済自動車の再資源化等に関する法律に基づく許可等に関する事務、ポリ塩化

ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に基づく届け出等に

関する事務、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に関する事務等  
 

２ 予算の執行状況 

(1) 未収金 
家庭ごみ処理手数料（現年度分） 2,332万4,980円 

産業廃棄物処理業許可手数料（現年度分） 9万4,000円 
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産業廃棄物不適正処理対策費補助金（現年度分） 293万9,000円 

(2) 負担金、補助及び交付金の支出 
負担金の主なもの 

那覇市・南風原町環境施設組合 

管理運営負担金 17億5,007万2,000円 

全国都市都市清掃会議会員費 19万円 

 

３ 契約事務の状況 

(1) 業務委託契約の主なもの 
那覇市一般廃棄物処理手数料徴収事業 6,185万5,379円 

エコマール那覇プラザ棟内啓発推進事業委託 856万2,000円 

「買い物ゲーム」による環境教育支援事業委託 259万2,000円 

(2) 使用料及び賃借料の契約の主なもの 

ＥＶ車両駐車場使用料 18万5,136円 

デジタル複合機賃貸借契約 11万2,308円 

タクシー使用料 5万4,800円 

(3) 修繕料の契約 

パンク修理（沖縄334す8131） 3万5,975円 

法定12ケ月点検（沖縄334す8132） 1万80円 

安心６ケ月点検（沖縄334す8133） 5,400円 

 

４ 財産の管理状況 

物品 

備品 54品（うち、重要備品１） 

普通乗用自動車 312万 9,000円 

 

 

○クリーン推進課 

 

１ 主な所掌事務 

一般廃棄物に係る収集及び指導、ごみ搬入道路、ポイ捨て防止による環境美

化促進、不法投棄防止、一般廃棄物（焼却される廃棄物等を除く。）の処理等、

一般廃棄物処理施設の維持管理及び公衆便所の維持管理に関する事務等 

 

２ 予算の執行状況 

(1) 未収金の主なもの 
一般廃棄物処理事業債（現年度） 460万円 

資源ごみ収益金（現年度） 254万7,325円 

し尿処分手数料（現年度） 187万6,864円 

(2) 負担金、補助及び交付金の支出 
負担金の主なもの 

クリーン推進課事務所維持管理負担金 268万4,988円 

廃棄物処理施設技術管理者講習受講料 11万8,800円 

無線維持管理 ３万2,900円 
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３ 契約事務の状況 

(1) 業務委託契約の主なもの 
一般家庭ごみ収集運搬業務委託 ９億 3,076万 7,000円 

エコマール那覇リサイクル棟維持管理業務委託 3,574万 8,000円 

那覇市汚水処理場･多目的広場維持管理業務委託 2,834万 2,286円 

(2) 工事及び設計委託契約の主なもの 
ちゅらティーダスポーツ広場トイレ新築工事 2,484万円 

し尿等下水道放流施設マンホール部修繕工事 1,229万 400円 

那覇市し尿等下水道放流施設換気配管修繕工事 218万 1,600円 

(3) 使用料及び賃借料の契約の主なもの 
仮設トイレ賃貸借 21万8,490円 

タクシー使用料 ７万1,550円 

国有財産土地等賃借 ５万8,393円 

(4) 修繕料の契約の主なもの 
遠心脱水機定期法定検査修繕工事 756万円 

シーケンサー取替修繕 129万 6,000円 

散水ポンプ配管取替修繕工事 111万 2,400円 

 

４ 財産の管理状況 

(1) 土地の主なもの 
清掃工場埋立用地 （占用 8万 2,954.11㎡） 

  （貸付 8,506.00㎡） 

那覇市環境センター （占用４万 4,358.00㎡） 

  （貸付２万 7,054.00㎡） 

新汚水調整池 （占用 3,260.00㎡） 

(2) 建物の主なもの 
エコマール那覇プラザ棟 （占用 3,711.47㎡） 

エコマール那覇リサイクル棟 （占用 2,140.00㎡） 

クリーン推進課汚水処理場 （占用 1,355.01㎡） 

(3) 物品 
備品 308品（うち、重要備品 65品） 

重要備品の主なもの 

塵芥車（２ｔ級ハイブリッド：走行充電型) 1,674万 7,500円 

他３台 

塵芥車（２ｔ級ハイブリッド：外部充電型） 1,414万 3,500円 

他３台 

普通貨物自動車 1,039万 5,000円 

 

 

○環境保全課 

 

１ 所掌事務 

大気汚染・騒音・振動・地盤沈下及び悪臭に係る規制・監視及び指導、公害



 

 13 

の苦情処理相談及び紛争、水質汚濁・土壌汚染に係る規制・監視及び指導、自

然環境の保全、墓地・埋葬等に関する法律に基づく業務、いなんせ斎苑、無縁

遺骨仮安置所の管理・慰霊祭の実施、識名霊園の維持・管理に関する事務等 

 

２ 予算の執行状況 

(1) 未収金 

識名霊園納骨堂使用料（現年度分） 155万 580円 

識名霊園納骨堂使用料（滞納繰越分） 221万 8,530円 

識名霊園合葬用納骨壇使用料 ８万 2,000円 

（2） 負担金、補助及び交付金の支出 

ア 負担金の主なもの 

いなんせ斎苑建設償還金負担金 9,441万 8,000円 

漫湖水鳥・湿地センター管理運営協議会負担金 500万円 

国場川水あしび負担金 50万円 

イ 補助金 

生活排水対策推進事業補助金  54万 8,000円 

水資源有効利用推進事業補助金 46万 8,620円 

 

３ 契約事務の状況 

（1） 業務委託契約の主なもの 

有害大気汚染物質調査業務 885万 6,000円 

那覇市公共用水域及び地下水の水質測定業務 583万 2,000円 

識名霊園管理業務 524万 8,800円 

（2） 工事及び設計委託の契約 

那覇市民共同墓及び納骨堂建設工事（解体その３） 

 93万 4,000円 

那覇市民共同墓及び納骨堂建設工事（解体その２） 

 40万 5,907円 

 (3)  使用料及び賃借料の契約の主なもの 

タクシー使用料 28万 7,620円 

施設賃貸借料 17万 6,017円 

複写機賃借料 ５万 377円 

(4)  修繕料の契約の主なもの 

南納骨堂屋上防水修繕業務 71万 2,800円 

南納骨堂雨漏り修繕外１件 24万 1,200円 

キャノンプリンター修理 ２万 5,920円 

 

４ 財産の管理状況 

（1） 土地 

墓地 占用 19.00㎡ 

 (2)  建物の主なもの 

那覇市民共同墓 占用 915.64㎡ 

識名霊園納骨堂（南） 占用 718.24㎡ 

識名霊園管理事務所 占用 177.31㎡ 
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(3)  基金 

那覇市公営墓地整備等事業基金 5,221円 

 (4)  物品 

備品 166品(うち、重要備品 13品) 

重要備品の主なもの 

分析装置（一酸化炭素） 338万 1,000円 

普通乗用自動車（電気自動車） 311万 8,500円 

分析装置（窒素酸化物） 303万 4,500円 

 

 

○環境衛生課 

 

１ 所掌事務 

犬の登録、狂犬病予防注射、未登録犬・狂犬病注射未接種犬の抑留及び処分、

徘徊犬の捕獲・処分、動物の適正飼養、犬猫の引取り・処分、負傷動物の収容、

犬猫等の譲渡、ハブ校咬症防止、捕獲器によるハブの捕獲、あき地の適正管理

の指導、そ族昆虫等の防除に関する相談・指導、感染症の予防及び蔓延防止の

ための消毒に関する事務 

 

２ 予算の執行状況 

負担金、補助及び交付金の支出 

負担金の主なもの 

沖縄県公衆衛生協会負担金 26万9,082円 

全国動物管理関係事業所協議会負担金 ２万5,000円 

 

３ 契約事務の状況 

(1) 業務委託契約の主なもの 
犬猫の抑留・収容及び処分に関する業務委託 1,483万6,000円 

飼い主のいない猫の捕獲・管理等業務委託 435万円2,400円 

飼い主のいない猫の不妊去勢手術業務委託 200万2,189円 

(2) 使用料及び賃借料の契約の主なもの 
環境衛生課事務連絡用車賃借料 68万2,920円 

環境衛生課業務用自動車賃借料 24万9,480円 

デジタル複合機賃借料及び保守業務 23万1,864円 

(3) 修繕料の契約の主なもの 
左ドア補修修繕料（沖縄480け6619） ９万6,933円 

車検整備修繕料（沖縄40よ239） ４万3,956円 

タイヤ交換修繕料（沖縄40や3379） ２万1,168円 

 

４ 財産の管理状況 

物品 

備品 74品（うち、重要備品３品） 

重要備品 

動物用麻酔器一式 110万 7,000円 
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軽貨物車（沖縄 40や 3379） 98万 4,270円 

軽乗用車（沖縄 40よ 239） 80万 8,500円 

 

 

生涯学習部 

 

○総務課 

 

１ 主な所掌事務 

教育委員会の会議、教育委員会連合会等教育団体、教育に係る調査及び広報

並びに教育行政に関する相談、学校規模の適正化及び適正配置、教育振興基本

計画その他重要施策の策定及び推進、教育委員会に係る予算の編成及び決算の

総括、教育委員会の組織・定数及び事務管理、規則及び訓令の公布及び公表、

市費負担職員の任免・分限・懲戒・表彰及び服務その他身分取扱いに関する事

務等  
 

２ 予算の執行状況 

負担金、補助及び交付金の支出 

負担金の主なもの 

沖縄県市町村教育委員会連合会負担金 102万7,457円 

全国都市教育長協議会総会・研究大会都市負担金 ６万円 

中核市教育長会負担金 ４万5,000円 

 

３ 契約事務の状況 

(1) 業務委託契約 
産業廃棄物処理委託(使用済蛍光管収集運搬及び処分) 14万920円 

与儀公園Ｄ51敷地内の除草・伐採及び処理業務委託 ２万6,560円 

(2) 使用料及び賃借料の契約の主なもの 
タクシー使用料 18万9,760円 

印刷機賃借料 17万8,848円 

デジタル複合機賃借料 5,040円 

(3) 修繕料の契約 
機関車Ｄ51鈑金張替、塗装作業 38万円 

 

４ 財産の管理状況 

物品 

備品 139品（うち、重要備品なし） 

 

 

○生涯学習課 

 

１ 主な所掌事務 

〔生涯学習課〕 

生涯学習の推進に係る企画、調査及び総合調整、生涯学習の推進に係る広報、
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啓発活動及び関連事業、社会教育に関する企画、調査及び総合調整、社会教育

施設の設置及び廃止、学校開放の総合的推進、社会教育関係団体の育成及び指

導助言、家庭教育、育英事業、ユネスコ活動に関する事務等 

 

〔青少年育成室〕 

青少年育成総合施策、青少年問題協議会、青少年旗頭事業、児童生徒県外交

流事業、放課後子ども教室推進事業、子どもが輝くまちづくり事業、はたちの

記念事業、森の家みんみん管理運営事業、青少年関係団体等との連絡調整、青

少年健全育成市民会議、青年団体連絡会に関する事務等 

 

２ 予算の執行状況 

〔生涯学習課〕 

負担金、補助及び交付金の支出 

ア 負担金の主なもの 

沖縄県社会教育委員連絡協議会負担金 ４万4,000円 

那覇地区社会教育委員連絡協議会負担金 ３万9,000円 

全国生涯学習市町村協議会年会費 ３万円 

イ 補助金 

(公財)那覇市育英会への運営補助金 570万円 

那覇市のPTA連合会運営補助金 207万9,000円 

婦人連合会運営補助金 89万5,000円 

〔青少年育成室〕 

負担金、補助及び交付金の支出 

ア 負担金 

西崎特別支援学校卒業生父母の会への負担金 ７万6,116円 

鏡が丘特別支援学校青年教室父母の会への負担金 ３万1,162円 

島尻特別支援学校卒業生父母の会青年学級への負担金 ２万6,410円 

イ 補助金の主なもの 

那覇市青少年健全育成市民会議への補助金 357万2,000円 

那覇市青年団体連絡会への補助金 153万円 

子どもフェスタinなは実行員会への運営補助金 60万円 

 

３ 契約事務の状況 

〔生涯学習課〕 

(1) 業務委託契約の主なもの 
那覇市立繁多川図書館業務委託 1,797万円 

那覇市繁多川公民館業務委託 1,310万 8,000円 

若狭公民館運営事業 1,310万 8,000円 

(2) 工事及び設計委託契約 
小禄南小学校地域学校連携施設冷房機設置工事 100万 9,999円 

(3) 使用料及び賃借料の契約の主なもの 
石嶺スポーツ文化プラザ用地賃借料 644万9,675円 

中央公民館、中央図書館敷地賃借料 88万9,176円 

若狭公民館パソコンリース契約 13万9,860円 



 

 17 

(4) 修繕料の契約の主なもの 
宇栄原小学校地域学校連携施設階段ステップ修繕 17万 2,562円 

開南小学校地域連携室冷房機部品取替修繕 12万 9,528円 

宇栄原小学校地域交流ホール和室空調機修繕 ５万 6,592円 

〔青少年育成室〕 

(1) 業務委託契約 
森の家みんみんの管理運営に関する年度協定書 1,115万円 

旅行業務委託 359万 7,000円 

青少年旗頭事業業務委託 335万 5,305円 

(2) 使用料及び賃借料の契約 
タクシー使用料 10万2,010円 

デジタルカラー複合機賃貸借及び保守業務契約 ７万8,011円 

 

４ 財産の管理状況 

〔生涯学習課〕 

(1) 土地の主なもの 
公民館(高良２丁目) （占用 2,097.00㎡） 

公民館(繁多川４丁目) （占用 1,514.00㎡） 

公民館（首里当蔵町２丁目） （占用 1,120.80㎡） 

(2) 建物の主なもの 
公民館（首里当蔵町２丁目） （占用 2,662.93㎡） 

公民館（安里２丁目） （占用 1,850.89㎡） 

公民館(高良２丁目) （占用 1,757.97㎡） 

(3) 出資による権利 
公益財団法人那覇市育英会 １億 2,217万 7,000円 

(4) 物品 
備品 450品（うち、重要備品なし） 

〔青少年育成室〕 

(1) 建物 
自然体験学習施設 （占用 1,023.16㎡） 

(2) 物品 
備品 406品（うち、重要備品なし） 

 

 

○中央公民館 

 

１ 主な所掌事務 

講座の開設、討論会、講習会、講演会、実習会、展示会、まつり等の開催、

図書、記録、模型、資料等を備え、その利用を図る。体育、レクリエーション

等に関する集会の開催、施設を市民の集会その他公共的利用に供する。学習団

体の育成、学習相談、広報（館報等）、公民館運営における市民との協働、公民

館相互の連絡調整及び統括（中央公民館）に関する事務等 

 

２ 予算の執行状況 
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負担金、補助及び交付金の支出 

負担金の主なもの 

平成26年度沖縄県公民館連絡協議会負担金 14万2,600円 

平成26年度那覇地区公民館連絡協議会負担金 11万2,000円 

第44回沖縄県公民館研究大会参加負担金 １万4,000円 

 

３ 契約事務の状況 

[中央公民館] 

(1) 業務委託契約 
那覇市公民館・図書館清掃業務委託 1,407万 1,000円 

那覇市公民館・図書館警備業務委託 762万 1,714円 

(2) 使用料及び賃借料の契約の主なもの 
那覇市公民館券売機賃貸借契約 183万780円 

公民館ノート型パソコンの賃貸借契約 16万7,580円 

中央公民館他１館の複写機賃貸借契約 ９万4,500円 

(3) 修繕料の契約 
印刷機の修繕 ４万 4,820円 

プリンタの修繕 ２万 7,000円 

券売機キースイッチ調整修理 8,640円 

[首里公民館] 

(1) 業務委託契約の主なもの 
特定建築物環境衛生管理 128万 5,200円 

エレベータ保守点検 37万 5,840円 

発電機設備保守点検 30万 240円 

(2) 使用料及び賃借料の契約 
複写機賃貸借契約 10万4,088円 

タクシー使用料 ２万4,320円 

(3) 修繕料の契約の主なもの 
非常用発電機改造工事 71万 3,880円 

１階女子トイレ設置修繕 16万 3,080円 

３階和室ガラス空調機修理 ５万 9,464円 

[小禄南公民館] 

(1) 業務委託契約の主なもの 
「自家用電気工作物保安管理業務委託」及び 

「デマンド監視業務委託契約」 26万 5,680円 

昇降機保守点検業務 25万 9,200円 

小禄南公民館排水管清掃業務 17万 4,000円 

(2) 使用料及び賃借料の契約 
タクシー使用料 ４万130円 

(3) 修繕料の契約の主なもの 
屋根防水修繕（雨漏り） 12万 420円 

印刷機修理 ３万 2,940円 

１Ｆラウンジの照明器具修繕 １万 9,980円 
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４ 財産の管理状況 

[中央公民館] 

物品 

備品 284品（うち、重要備品なし） 

[首里公民館] 

物品 

備品 500品（うち、重要備品なし） 

[小禄南公民館] 

物品 

備品 415品（うち、重要備品 1品） 

重要備品 

どんちょう 159万 9,200円 

 

 

○中央図書館 

 

１ 主な所掌事務 

図書館奉仕、レファレンス及び読書相談、図書館資料の購入計画、選書、登

録、除籍等、図書館資料の保存、障がい者のための資料の収集及び宅配サービ

ス、寄贈図書の受入、読書会等の読書推進事業の主催及び関係団体の支援、学

校図書館等との図書館資料の相互貸借に関する事務等 

なお、中央図書館はその他、学校、社会教育関係団体等への視聴覚教材等の

貸出、図書館コンピュータシステムの運営管理、統計及び広報、図書館業務の

総括に関する事務等 

 

２ 予算の執行状況 

負担金、補助及び交付金の支出 

ア 負担金 

沖縄県公共図書館連絡協議会負担金 ７万5,000円 

日本図書館協会負担金 ５万円 

 

３ 契約事務の状況 

(1) 業務委託契約の主なもの 
清掃業務委託（図書館分） 1,055万 3,000円 

公民館・図書館警備業務委託 589万 7,828円 

中央公民館・図書館警備業務委託 309万 3,984円 

(2) 使用料及び賃借料の契約の主なもの 
那覇市図書館コンピュータシステム 1,314万1,800円 

若狭公民館・図書館空調設備等賃貸借 

及び光熱水費削減保証サービス契約 241万9,200円 

中央・ほしぞら・首里図書館複写機賃貸借契約 47万3,760円 

(3) 修繕料の契約の主なもの 
繁多川ホール空調修繕 23万 7,600円 

中央ライブラリー空調修繕 23万 7,600円 
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若狭換気扇取替修繕 19万 2,456円 

 

４ 財産の管理状況 

[中央図書館] 

物品 

備品 329品（うち、重要備品なし） 

[首里図書館] 

物品 

備品 204品（うち、重要備品なし） 

[小禄南図書館] 

物品 

備品 204品（うち、重要備品なし） 

 

 

○市民スポーツ課 

 

１ 所掌事務 

社会体育に関する企画・調査及び研究、社会体育施設の設置・管理及び廃止、

スポーツ推進委員、社会体育関係団体の育成及び指導助言、レクリェーション、

学校体育施設の開放、所管する公の施設等の管理運営に関する事務 

 

２ 予算の執行状況 

負担金、補助及び交付金の支出 

ア 負担金の主なもの 

那覇浦添地区スポーツ推進委員協議会負担金 ７万 4,000円 

沖縄県スポーツ推進委員協議会負担金 ７万 3,807円 

第 52回沖縄県スポーツ推進委員研究大会 

出席負担金 ７万 2,000円 

イ 補助金の主なもの 

平成26年度那覇市社会体育振興費補助金 457万1,000円 

第20回日南市長杯学童軟式野球選手権大会 55万8,450円 

第17回全九州学童軟式野球西都原大会 53万3,400円 

 

３ 契約事務の状況 

(1) 業務委託契約の主なもの 
那覇市体育施設指定管理委託 8,062万5,000円 

那覇市奥武山体育施設指定管理委託 7,508万5,713円 

奥武山トレーニング室指定管理委託 1,238万8,000円 

(2) 工事及び設計委託の契約状況 
市民体育館消防設備（誘導灯、煙感知器）工事 639万5,760円 

奥武山野球場２階コンコース照明器具増設工事 400万4,640円 

奥武山野球場防護マット塗料工事 115万9,920円 

(3) 使用料及び賃借料の契約の主なもの 
平成26年度学校体育館清掃用モップ賃借料 170万9,832円 
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タクシー使用料 22万9,310円 

コピーチャージ料 12万2,267円 

(4) 修繕料の契約の主なもの 
石嶺文化スポーツプラザ井水処理設備 

ろ材取替修繕 117万7,200円 

石田中学校夜間運動場照明設備取替修繕 116万1,000円 

石田中学校グラウンド夜間照明修繕 42万9,840円 

 

４ 財産の管理状況 

(1) 土地 
ゲートボール場 占用 1,991.34㎡ 

(2) 建物の主なもの 
野球場（内野スタンド） 9,956.12㎡ 

屋内運動場 3,235.87㎡ 

市民プール 1,009.99㎡ 

(3) 物品 
備品 1,979品（うち、重要備品 32品） 

重要備品の主なもの 

大型テント 2,835万円 

移動式バスケット台 680万円 

移動式バスケット台 618万 3,255円 

 

 

○施設課 

 

１ 所掌事務 

教育施設に関する企画、調査及び研究、教育施設の建設（国・県補助事業、

学校施設の設計・監理・工事）、教育財産台帳（施設台帳、学校用地・公有財産

台帳）の整備保存、施設の維持補修工事、学校施設の維持及び管理（警備、目

的外使用許可及び災害共済を含む。）、学校用地（幼稚園用地を含む。）の取得、

借用及び管理、施設の防災計画書の取りまとめに関する事務等 

 

２ 予算の執行状況 

(1) 未収金の状況の主なもの 
学校施設環境改善交付金 ２億7,225万5,000円 

沖縄県学校施設環境改善事業交付金 ２億2,093万1,000円 

沖縄県学校施設環境改善事業交付金 １億7,478万5,000円 

(2) 負担金・補助及び交付金 
負担金の主なもの 

沖縄地区防音事業連絡協議会負担金 ６万 7,000円 

防火管理者資格取得講習会出席負担金 ２万 4,000円 

沖縄県公立文教施設整備期成会負担金 ２万円 

 

３ 契約事務の主なもの 
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(1) 業務委託契約の主なもの 

安謝小学校外27校消防設備点検業務 611万7,476円 

城東小学校外25校消防設備点検業務 472万9,436円 

城東小学校外６校警備業務 439万7,100円 

(2) 工事及び設計委託契約の主なもの 

大名小学校校舎改築（建築） ７億 4,697万 2,706円 

（仮称）前島・久茂地総合小学校校舎・プール 

真和志中学校屋内運動場改築工事（建築） ６億4,324万2,400円 

地域連携・児童クラブ建設工事（建築） ２億9,099万3,399円 

(3) 使用料及び賃借料の契約の主なもの 

土地賃貸借料（小学校） 1,128万3,264円 

土地賃貸借料（小学校） 641万7,595円 

土地賃貸借料（中学校） 450万3,453円 

(4) 修繕料の契約の主なもの 

大道小学校外５校変電設備修繕 1,204万2,000円 

松川小学校プール塗装え修繕 334万8,000円 

与儀小学校、若狭小学校カーペット張替え修繕 301万3,200円 

(5) 補償、補填及び賠償金の契約状況 

真嘉比小学校換地処分清算事業 ７億9,102万526円 

 

４ 財産の管理状況 

(1) 土地の主なもの 

学校用地 （占用 860,816.40㎡） 

繁多川墓地用地 （占用 185.14㎡） 

真和志中学校用地（普通財産） （占用 167.22㎡） 

(2) 建物の主なもの 

小学校校舎（36校） （占用 214,387㎡） 

中学校校舎（17校） （占用 117,308㎡） 

小学校屋内運動場 （占有 37,927㎡） 

(3) 物品 

備品 167品（うち、重要備品２品） 

       重要備品 軽トラック自動車、軽貨物自動車 

 

 

学校教育部 

 

○学校教育課 

 

１ 主な所掌事務 

学校の経営に関する指導助言に関する事務、学校教育に関する企画、調査及

び研究に関する事務、教育領域研究団体の助成に関する事務、教科書図書の採

択に関する事務、学校の設置及び廃止に関する事務、県費負担教職員の研修に

関する事務、県費負担教職員の免許、任免、分限、懲戒、表彰及び服務その他

身分取扱に関する事務、小中一環教育に関する事務等  
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２ 予算の執行状況 

(1) 未収金 
沖縄県教育委員会研究指定校等委託料（現年度分） 45万円 

(2) 負担金、補助及び交付金の支出 
ア 負担金の主なもの 

団体負担金（共済負担金小学校） 932万5,765円 

団体負担金（共済負担金中学校） 437万5,510円 

団体負担金（保体） 14万7,085円 

イ 補助金の主なもの 

那覇地区中学校体育連盟主催事業補助金 363万3,700円 

那覇地区中学校文化連盟主催事業運営補助金 110万2,133円 

県外派遣選手補助金 100万4,000円 

 

３ 契約事務の状況 

(1) 業務委託契約の主なもの 
定期健康診断（小学校） 4,633万7,895円 

定期健康診断（中学校） 2,303万1,777円 

塵芥処理業務（西地区） 499万3,917円 

(2) 使用料及び賃借料の契約の主なもの 
銘苅・若狭小自然教室バス借上用料外21件 400万9,680円 

学校保健室用パソコン一式賃貸借（小学校） 166万1,760円 

学校保健室用パソコン一式賃貸借（中学校） 89万4,780円 

(3) 修繕料の契約 
公用車の修繕料 ２万5,607円 

 

４ 財産の管理状況 

(1) 物品 
備品 129品（うち、重要備品なし） 

 

 

○教育相談課 

 

１ 主な所掌事務 

不登校に関する調査及び研究に関する事務、不登校対策に係る学校への指導、

助言及び支援に関する事務、適応指導教室に関する事務、青少年の街頭指導に

関する事務、青少年の継続指導に関する事務、教育相談（メンタルヘルス）に

関する事務  
 

２ 予算の執行状況 

負担金、補助及び交付金の支出 

ア 負担金 

沖縄県適応指導教室連絡協議会会費 １万円 

イ 補助金 
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那覇地区少年補導員協議会 25万5,265円 

那覇市青少年指導員連絡協議会 21万3,640円 

小禄・豊見城地区少年補導員連絡協議会 20万5,770円 

 

３ 契約事務の状況 

(1) 使用料及び賃借料の契約の主なもの 
複写機保守契約 21万9,933円 

公用車賃貸借契約（再リース） 32万1,408円 

公用車賃貸借契約（長期継続契約） 29万1,600円 

(2) 修繕料の契約の主なもの 
相談号車両の法定24カ月点検 15万4,915円 

あけもどろ号ワイパー錆の修繕 8万9,500円 

ＬＡＮ工事修繕 6万9,120円 

 

４ 財産の管理状況 

(1) 物品 
備品 316品（うち、重要備品２） 

普通乗用自動車 222万 1,000円 

普通乗用自動車 109万 7,000円 

 

 

○学務課 

 

１ 所掌事務 

学務に関する企画・調査及び研究、児童及び生徒の就学、通学区域の設定及

び改廃、在籍調査及び学校基本調査、教科用図書の無償給与、要保護及び準要

保護児童生徒就学援助費、特別支援学級就学奨励費、学校物品の調達及び管理

に関する事務 

 

２ 予算の執行状況 

(1) 未収金の主なもの 
中学校要保護等生徒援助費 389万3,000円 

小学校要保護等児童援助費 325万8,000円 

小学校理科教育等設備整備費 96万2,000円 

(2) 負担金、補助及び交付金の支出 
負担金 

小学校簡易無線局電波利用料 ４万4,400円 

中学校簡易無線局電波利用料 ２万4,000円 

 

３ 契約事務の状況 

(1) 業務委託契約 
平成27年度新入学児童生徒用隣接校選択制希望 

申請票印刷委託業務 37万9,080円 

新入学就学通知書印刷委託業務 31万5,090円 
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(2) 使用料及び賃借料の契約の主なもの 
Web版備品管理システム機器等賃貸借契約 337万9,992円 

平成23年度小中学校公用車賃貸借契約 238万1,400円 

平成23年度小中学校印刷機賃貸借契約 236万280円 

(3) 修繕料の契約の主なもの 
Ｈ26小中学校教室用机天板の修繕（東地区） 96万2,120円 

Ｈ26小中学校教室用机天板の修繕（西地区） 94万1,500円 

Ｈ26小中学校教室用机天板の修繕（北地区） 90万5,280円 

 

４ 財産の管理状況 

物品 

備品 75品（重要備品なし） 

 

 

○学校給食課 

 

１ 所掌事務 

学校給食に係る企画、調査、研究及び統計、学校給食の民間委託、学校給食

施設の設置及び廃止、学校給食の運営指導、学校給食センターの庶務の総括、

その他給食施設、備品の整備に関する事務等 

２ 予算の執行状況 

(1) 未収金の状況 

沖縄県学校施設環境改善事業交付金 １億708万6,000円 

借用駐車土地賃貸料 14万6,000円 

 (2) 負担金・補助及び交付金 

負担金の主なもの 

沖縄県学校給食研究協議会負担金 11万 1,875円 

沖縄県学校給食共同調理場連絡協議会負担金 ２万 8,877円 

３ 契約事務の主なもの 

(1) 業務委託契約の主なもの 

銘苅学校給食センター調理業務委託 3,184万7,360円 

古蔵学校給食センター調理業務委託 2,939万6,571円 

天久学校給食センター調理業務委託 2,638万1,819円 

(2) 工事及び設計委託契約の主なもの 

大名小学校校舎改築工事（建築） １億140万8,865円 

大名小学校校舎改築工事（機械） 5,174万9,284円 

大名小学校校舎改築工事（電気） 2,980万2,635円 

 (3) 使用料及び賃借料の契約の主なもの 

土地賃貸借 593万1,162円 

食器洗浄機の賃借（小禄） 478万8,000円 

食缶洗浄機の賃貸借（首里） 305万1,000円 

(4) 修繕料の契約の主なもの 

修理中学校（温水ボイラー用）燃料タンク取替 

修繕外24件 294万4,206円 
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屋外屋上排気ファン更新工事外26件 237万3,711円 

小禄学校給食センター食洗機蒸気漏外34件 285万1,717円 

４ 財産の管理状況 

(1) 土地の主なもの 

給食ｾﾝﾀｰ・調理場（真和志学校給食ｾﾝﾀｰ） （占用 1,749.00㎡） 

給食ｾﾝﾀｰ・調理場（小禄学校給食ｾﾝﾀｰ） （占用 1,233.15㎡） 

給食ｾﾝﾀｰ・調理場（真和志学校給食ｾﾝﾀｰ） （占用 1,009.00㎡） 

(2) 建物の主なもの 

給食ｾﾝﾀｰ・調理場（真和志学校給食ｾﾝﾀｰ） （占用 1,176.17㎡） 

給食ｾﾝﾀｰ・調理場（首里学校給食ｾﾝﾀｰ） （占用 1,039.25㎡） 

給食ｾﾝﾀｰ・調理場（小禄学校給食ｾﾝﾀｰ） （占有 968.00㎡） 

(3) 物品 

学校給食課 

備品 23品（うち、重要備品なし） 

  首里学校給食センター 

備品 704品（うち、重要備品 76品） 

  小禄学校給食センター 

備品 411品（うち、重要備品 60品） 

  真和志学校給食センター 

備品 506品（うち、重要備品 54品） 

重要備品の主なもの 

トレー洗浄機 2,835万円 

自動食器洗浄機 1,472万 9,000円 

 

 

○教育研究所 

 

１ 主な所掌事務 

教育に関する専門的、技術的事項の調査及び研究に関する事務、教育関係職

員の研修に関する事務、教育に関する情報の提供、収集及び広報に関する事務、

情報教育の推進に関する事務、教育研究所の設置目的を達成するために必要な

事務、ＯＡ推進業務に関する事務等  
 

２ 予算の執行状況 

(1) 未収金 
教育費物品売払収入（現年度分） １万円 

(2) 負担金、補助及び交付金の支出 
負担金 

全国教育研究所連盟負担金 ２万円 

 

３ 契約事務の状況 

(1) 業務委託契約の主なもの 
那覇市教育用ネットワーク運用業務委託(H26～31) 

 1,083万4,560円 



 

 27 

那覇市教育用ネットワーク運用業務委託(H22～26) 444万9,600円 

H26標準学力調査（小学校）業務委託 401万6,936円 

(2) 使用料及び賃借料の契約の主なもの 
全中学校（普通教室・図書室）機器 2,067万1,560円 

安岡中他16校機器リース 1,873万6,200円 

小学校機器（小禄・真和志地区） 1,525万9,920円 

(3) 修繕料の契約の主なもの 
那覇市立小中学校６校 校内ＬＡＮ修繕 84万4,128円 

那覇市立中学校６校 校内ＬＡＮ修繕 53万452円 

那覇市立小中学校２校 校内ＬＡＮ修繕 52万2,720円 

 

４ 財産の管理状況 

(1) 著作権 
那覇教育史（資料編） 

那覇教育史（写真集） 

那覇教育史（通史編） 

(2) 物品 
備品 270品（うち、重要備品なし） 

 

選挙管理委員会 

 

１ 主な所掌事務 

選挙人名簿の調製、縦覧、閲覧及び保管、選挙権及び被選挙権の資格調査、

告示、直接請求、訴訟及び異議申出、選挙の公営、選挙啓発、選挙運動及び政

治活動、選挙の諸証明、投票区、投票所等の設定及び改廃、各種選挙事務の管

理執行、検察審査員候補者予定者選定、最高裁判所裁判官国民審査の事務等 

 

２ 予算の執行状況 

(1) 未収金 
選挙費委託金 衆議院議員総選挙及び 

国民審査費（現年度） 43万5,000円 

(2) 負担金、補助及び交付金の支出 
ア 負担金の主なもの 

沖縄県都市選挙管理委員会連合会分担金 ８万円 

全国市区選挙管理委員会連合会分担金 ７万4,000円 

九選連総会(大分市) １万円 

イ 交付金 

選挙運動用自動車 307万6,071円 

選挙運動用ポスター公営費 109万8,585円 

交付通常ハガキ(市長・市議) 107万9,476円 

 

３ 契約事務の状況 

(1) 業務委託契約の主なもの 
ポスター掲示場設置業務 
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（衆議院選･国民審査Ａ地区） 500万円 

ポスター掲示場設置業務 

（県知事選･県議会補欠選Ｂ地区） 326万 6,784円 

ポスター掲示場設置業務 

（市長選･市議補欠選Ａ地区） 323万 6,695円 

(2) 使用料及び賃借料の契約の主なもの 
洋上ＦＡＸ賃借料 238万5,612円 

レンタカー賃借料(機材運搬用) 29万1,600円 

期日前投票所設営物資賃借料 24万8,572円 

(3) 修繕料の契約の主なもの 
記載台修繕 16万 1,136円 

用紙交付機：計数機調整 12万 1,500円 

国民審査用読取機点検調製 ９万 2,880円 

 

４ 財産の管理状況 

物品 

備品 1,322品（うち、重要備品３品） 

重要備品 

ソフトウエア(一式) 158万 5,500円 

国民審査集計機 135万 9,600円 

国民審査集計機 135万 9,600円 

 


