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[はじめに] 阪神・淡路大震災を振り返って

遺体安置

業務量

７年９月
災害発生
７年１月

仮 設

通常業務

震災に伴う民生部の仕事イメージ図
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[はじめに] 阪神・淡路大震災を振り返って

地震直後のまちの様子
（１月17日兵庫区湊川町）

グラウンドでの避難生活
（１月21日御蔵小学校）

公園でのゆうパックによる救援物資分配
（２月６日東遊園地）

り災証明書の発行
（磯上公園仮設テント）

仮設住宅入居開始
（２月15日灘南住宅）
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[はじめに] 阪神・淡路大震災を振り返って

大規模仮設住宅群（仮設西神第７住宅）
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[はじめに] 阪神・淡路大震災を振り返って

小学校の体育館（１月17日）

ふれあいセンターでの栄養指導
（仮設藤原台第１住宅）

ポー愛ふれ愛秋まつり
（ポートアイランド２期）

高齢者・障害者向け地域型仮設住宅
（兵庫区御旅公園）
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Ⅰ 監査とは

【アメリカの会計学会の基礎的監査概念委員会1973年】

「経済活動や事象についての言明に関して，その言明と設けられた
規準との間の合致の程度を確かめるために，証拠を客観的に入手し，
かつ評価し，その結果を利害関係のある利用者に対して伝達する組
織的な行為過程」

【日本大学経済学部石川恵子教授】

「監査とは『検証対象（経済活動や事象についての言明）』について，
それを検証するために設けられた『判断規準』を適用して，検証対象
の適否を検証することによって当該監査結果を『利害関係者』に報告
する行為である。ここに示した『検証対象』とは監査の対象となるもの
を意味する。また『判断規準』とは，監査人が検証対象の適否を検証
するにあたって，適用する判断の規準（尺度）を意味する。そして『利
害関係者』とは監査を必要としている報告先を意味する。」

１ 監査の定義
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２ 合規性と妥当性の判断規準（３E
監査と判断規準）

【監査における判断規準のレイアウト】 
 
                            神戸市の３Ｅ監査 
                            住民監査請求 
妥当性の判断規準 
                                 

                            

                            

合規性の判断規準 
                          
 
            財務事務          
            行政事務一般        
 

違法（不適正） 

適法 
（適正） 

不当 
（不適切） 
 

妥当 
（適切） 

全監の３Ｅ監査 
行政監査，住民訴訟 
自治法第２条 
＝裁量権の範囲の逸脱･濫用 

Ⅰ 監査とは
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３ 監査の典型は財務定期監査で
なく住民監査請求監査

違法・不当
な財務会計
行為

摘示された財務会計
行為は○○により違
法・不当でそれによ
り損害が発生するか

判 断

判断規準検証対象 評 定

【監査3要素】

住民監査請求 ↓ ↓ ↓
監査の場合

=監査対象

Ⅰ 監査とは
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Ⅱ 自治体監査の特質

【地方自治法】

第202条 この法律及びこれに基く政令に規定するものを除く外、監査委員
に関し必要な事項は、条例でこれを定める。

【政府のアカウンタビリティと会計検査 —会計検査の原点—】p.2（E.L.
ノーマントン(1966)(小川幸作・小川光吉訳(2005)
「会計検査というものは、パブリック・アカウンタビリティを実現するための１

つの仕組みである。」

【逐条地方自治法第８次改訂版（松本英昭著）】

「監査委員制度運営の精神或いは監査機能行使の方針は，不正又は非道
の摘発を旨とする点にあるのではなく，行政の適法性あるいは妥当性の保障
にあるというべきであり、いかにすれば公正で、合理的かつ効率的な地方公
共団体の行政を確保することができるかということが最大の関心事でなけれ
ばならない。」

１ 自治体監査の基本的な
あり方
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Ⅱ 自治体監査の特質

【地方自治法の実効性を確保するための仕組み】

職員の賠償責任（地方自治法第243条の2）
住民監査請求（地方自治法第242条）

住民訴訟（地方自治法第242条の2）
そして監査委員監査制度

監査委員監査制度は地方自治法３つの原則 ①地方公共
団体の自主･自律性の確保 ②住民の権利の確保 ③地方自
治における公正と効率の確保 を実現する手段のひとつ。

自治法に照らして事務処理の適法性を保障する

１ 自治体監査の基本的な
あり方
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Ⅱ 自治体監査の特質 １ 自治体監査の基本的な
あり方

「保証」と「保障」

【神戸市の監査の結果の形】

「監査の結果，○○はおおむね適正に行われているものと認められた。
しかし，事務の一部について次のような改善を要する事例があったので，
今後，適正な事務処理に努められたい。

○指摘事項」

平成29年6月の法改正で「勧告」ができ、「意見」の公表が義務付けら
れた。法に位置づけのない「指摘事項」を含めどう整理するかは考えな
いといけない。
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Ⅱ 自治体監査の特質

平成25年度内部統制監査

「監視活動は起こりうる事象に関して，何を監視すればその事象
の起こることを防ぐことができるのかを想定したうえで行う必要があ
り，その兆候を監視していくことになる。監視に関連させてコントロー
ルを組み込んで，小さなことは起こっても監視活動が早期発見・早
期治療することにより不祥事の発生が抑えられる。また小さなことを
発見していることが抑止力になっている。発生事象が不祥事という
レベルにまで至っていない場合、監視活動は有効に機能していると
考えられる。」

１ 自治体監査の基本的な
あり方
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Ⅱ 自治体監査の特質

地方自治法第2条
２ 普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに

基づく政令により処理することとされるものを処理する。

14 地方公共団体は、その事務を処理するに当つては、住民の福祉の増進に努め
るとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。

15 地方公共団体は、常にその組織及び運営の合理化に努めるとともに、他の地
方公共団体に協力を求めてその規模の適正化を図らなければならない。

16 地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。なお、市町
村及び特別区は、当該都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならな
い。

17 前項の規定に違反して行つた地方公共団体の行為は、これを無効とする。

財務事務＝自治法第9章の事務＝予算、収入、支出、決算、契約、現金及び有価証
券、財産（公有財産（不動産、特定動産、用益物権等、無体財産権、有価証券、
出資による権利、財産の信託の受益権）、物品、債権、基金）、公の施設の管理

「自治法が守られてるか」で何を確認するか

１ 自治体監査の基本的な
あり方
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Ⅱ自治体監査の特質

自治法は監査委員と事務局2段構えの構造を採用している。

府県制、市制、町村制・・・議会から選挙されて監査をする委員
と、自己監査のための組織として調査課乃至考査課を設けた。

昭和21年改革・・・監査委員制度が採用され監査委員の事務
部局は昭和21年内務省通知で「従来、考査又は監査の事務を

担当していた部課は、これを監査委員の事務機構とし、その他
必要なる職員を配慮すること」とされた。

昭和38年自治法改正・・・事務局を法制化。

２ 監査委員監査は監査委員
と事務局のハイブリッド構造
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Ⅱ自治体監査の特質

事務局は専門性がないか？身内に甘いか？市民感覚とズ
レているか？

【監査事務局活用の方向性】

ガバナンスは当然監査委員が主体的にやっていく領域が、
監査委員監査は内部統制システムの要素のひとつでもあり、
マネジメントにどう関わっていくかは考えるべき点である。そ
の際事務局が何をするかは課題であると考えられる。

２ 監査委員監査は監査委員
と事務局のハイブリッド構造
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Ⅱ自治体監査の特質

事務局業務の外部化（⇔仕様、指揮監督、品質管理）

① 各自治体の規則に及ぶ自治法体系を理解し正しく適用で
きる者である必要があること。

② 業務委託にあたっては，業務は仕様に明示しなければな
らないこと。また，事務局で任期付職員を雇用する場合でも
具体の指揮監督をしなければならないこと。監査事務の外
部委託の仕方によってはブラックボックス化するおそれがあ
ること。

③ 行政事務全般で外注化が進む中では，公平・公正性，関
連事業や施策との連携やバランスなど総合性，安定性，継
続性などの行政品質を確保するためには，識見を有する者，
議員，職員がチェック・評価を行うことが望ましいこと。

というところから考えなければならない。

２ 監査委員監査は監査委員
と事務局のハイブリッド構造
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【私的流用事件の発生】

環境局において、物品調達事務に携わる事務職員が、内容
虚偽の公文書を作成して消耗品の架空発注、法令違反の公
金支出を繰り返し、市に損害を与えるという不祥事が発生。

・平成18年1月頃から平成22年4月までの間

・7,300万円余の損害

・平成２２年４月１２日～３０日 通報に基づき確認・公表

Ⅲ 自治体監査の課題 １ 不祥事への対処（不適正
経理への対応を例に）
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【不適正な経理処理に関する緊急内部調査の実施】

緊急内部調査結果における不適正経理の分類
a 会計年度の異なる支出 約７千万円
ｂ 消耗品等の差替え 約１億４千万円

この不祥事を受け、全庁的に物品調達に関する経理事務
について緊急内部調査を実施。

過去6年間で168の所属において、合計約2億1千万円の不
適正な経理処理が行われていたことを確認。平成22年9月１
０日公表。

Ⅲ 自治体監査の課題 １ 不祥事への対処（不適正
経理への対応を例に）
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１ 不明瞭な物品発注方法等

２ 納品検査に関するルール運用の形骸化

３ 不正な事務処理に対するチェック機能の甘さ

４ 前例踏襲に陥りやすい組織風土

【私的流用事件の主な発生要因】

Ⅲ 自治体監査の課題 １ 不祥事への対処（不適正
経理への対応を例に）
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【「新たな物品等の専決調達事務処理」の開始】

平成22年7月26日以降の発注分から実施。取引業者に

も周知。物品等の専決調達事務に伴う業者等対応マニュ
アルも作成。

１ 見積に関する新たな事務処理

２ 発注に関する新たな事務処理

３ 納品書に関する新たな事務処理

４ 納品検査に関する新たな事務処理

Ⅲ 自治体監査の課題 １ 不祥事への対処（不適正
経理への対応を例に）
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【制度構築に並行して監査を実施】

１ 財務定期監査（平成22年度・23年度）
不適正経理防止に向けた監査を重点に取り上げ、長期在籍職員の

事務処理や「新たな物品等の専決調達事務処理」の実施状況を監査。

２ 行政監査（平成22年度）
公営企業会計での「新たな物品等の専決調達事務処理」の実施状況

について、監査を実施。

３ 不適正な経理処理に関する住民監査請求
通知年月日 請求の種類 結果 住民訴訟

平成22年10月25日 違法な公金の支出 却下 無
平成23年 1月17日 違法な公金の支出 棄却 有

Ⅲ 自治体監査の課題 １ 不祥事への対処（不適正
経理への対応を例に）
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４ 平成23年度行政監査
（１）テーマ：新たな物品等の専決調達事務処理について

新しい制度を徹底する流れを更に深めると同時に、「新たな物品
等の専決調達事務処理」が適切に行われているかどうかについて、
業者情報を活用し、抜き打ちで実地監査を実施した。

（２）監査の対象：主に平成23年7月及び8月執行分

新しい財務会計システムと文書管理・電子決裁システムとの連携
時点を捉え、実地監査の対象月を平成23年7月及び8月とした。

【制度構築に並行して監査を実施】

その後、制度見直しに並行して監査を実施

Ⅲ 自治体監査の課題 １ 不祥事への対処（不適正
経理への対応を例に）
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【制度見直しに並行して監査を実施】

平成25年度内部統制監査報告書
「本市の監視活動については主に経理処理に関連して起こりうることを想定して実
施されており、コントロールとして事務処理手順が精緻化されている。精緻化されて
いるが故に精緻化に対応できない事務的なミスが監視活動で発見されており、経理
処理の適正化に着手してからの外部環境にも変化があり、事務の効率性と事務処
理手順の精緻化によって不祥事が防がれていることとのバランスについて考える必
要がある。」

平成26年度内部統制監査報告書
「守るべき基準やその手続については，リスクアセスメントに基づき再確認をして業

務レベルの確保と効率性のバランスや市民への影響の大小を考慮しながら，シンプ
ル・効率的で時代に合った効果的なものとしていく必要がある。

そしてこれを明確化したうえで繰り返しアナウンスするとともに，研修などを活用して
遵法意識を保ち業務水準を維持していくことが重要である。」

Ⅲ 自治体監査の課題 １ 不祥事への対処（不適正
経理への対応を例に）

専決調達事務処理のルールについて当局と一緒に検討し
再度見直しが行われた。
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【不適正として評定する基準】

Ⅲ 自治体監査の課題 ２ 監査の実効性確保

指摘は「問題を具体的に摘示し組織として解決すべき課題を明確にすることにより事
務の改善につなげていくもの」

検討する事項 検討結果 指摘されない例

①結果の持つ
違法性

法的価値に反しな
い・法益侵害がな

い
↓

指摘とならない

歳入徴収委託で告示がなくても対象者全員に周知されている場合
違う様式だが、必要記載事項は満たされている場合
（会計規則に定める領収証書とは異なるが、必要記載事項は満たしている領収証書を使用した場合）
（検査に必要な事項を付加した業者の納品書に納品検査を行った場合）

内部統制ルール違反だが、法益侵害がなく事務処理上問題がない場合
（備品に例示されたもので価格が2万円未満のものを消耗品管理簿に記載しなかったが、一定額（２万円）以上の
物品について台帳で管理するという考え方からすると記載を義務付けることは過剰統制と思われる場合）

②行為態様 手段･方法が社会
通念上許される場

合
↓

指摘とならない

とられた行為によって生じた害が守るべき法的価値や法益の程度を超えなかった場合
（許可は得ているが、事務が煩雑だとして通勤用車両の駐車許可書を作成せず交付していなかった場合）

回避策の手段が相
当あるいは法的価
値違反を和らげる
手段を講じている

場合
↓

指摘とならない

請求書を受理してから30日を超えてしまったが、相手方に支払うために、会計室の指示に従って理由書を添付し、
支払手続をした場合
窓口で収入金を収納し、即日又は翌日中に指定金融機関等に払い込むことができなかったが、なるべく早く収納す
るため都合をつけて収納日から3日後に払い込んだ場合。

請負人は契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、工事内訳明細書及び工事工程表を作成し、発注者に提出しな
ければならないと工事請負契約約款に定めがあるところ、提出がないので提出を促し、提出が30日遅れて提出され
た場合。
概算払において戻入があれば支出に戻して正しく決算処理しなければいけないが、実績報告書の提出が遅く、出納
整理期間内に戻入できないことが明白であるため、当年度は戻入がないとして精算し翌年度で過年度調定を立てて
決裁を回し、相手方に納付書を送付した場合。

③非難可能性 非難可能性がなく
なる
↓

指摘とならない

違反の意識の可能性がなくなる場合
（客観的な事実に基づいた上で、法令・裁量のルールの解釈･運用に権限をもつ機関の見解に従った場合。但し、
明らかに正しい判断でないと思われる場合まで適用されない。）
適正行為の期待可能性がなくなる場合
（天災や大規模な事故により期待される行為が普通には果たせなくなる場合）
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（１）措置状況への対処として措置済みになるまで3年間聞く。改善プロ

セスの構築を求めた場合・措置方針に止まる場合・他の方法で対応
になる場合は通知を受け取るだけでなく具体的に改善方針や運用方
法などをヒアリング・一緒に改善策を検討。

（２）庁内イントラに事務処理を説明するものや指摘事例集のほか、いい
事例を掲載。

（３）内部統制との連携

①内部統制システムに、監査で個別に指摘した事項を「リスクの評価
と対応」のＰＤＣＡサイクルに取り入れ適切な対策を選択する仕組み
がほしい。

②ルールが本当にいるか、無駄ではないか、余分なことをさせていな
いか、事務に根拠があるか提案し一緒に改善。

Ⅲ 自治体監査の課題 ２ 監査の実効性確保
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平成27年度内部統制監査報告書
「守るべき基準やその手続を定め，基準や手続きに沿って事務を進めたとしても，事務処
理過程には様々なリスクが存在し，そのリスクのために適正な処理がなされないことがある。
考えられるリスクには，①管理監督機能が働いていない，例えば上司は決裁などを通じて
基準や手続きの遵守・徹底状況を確認しているが，基準などを十分に確認しないまま対応
すると業務を適正に処理できない，②人事異動や新規採用職員の配属により一時的に業
務水準が維持できない，③様々な業務にシステムが導入されているため，システムの処理
の意味や手順が分からなくなる恐れがある，④どう処理していいかわからないが，周りに聞
けない，などがある。

このため，実務研修を活用するなどして遵法意識を保ち業務水準を維持していく取組み
を実施しているが，不知による誤った手続き，失念による処理漏れ，不注意によるミスという
事態は，個人に係る部分が大きく，事務処理を工夫するなどして発生頻度を下げることがで
きても発生をゼロにすることはできない。さらに，近年は，上司の確認行為を逃れようとする
事例も発生していることから，財務会計システム等による進捗状況の確認や職員間のコミュ
ニケーションによる確認などを検討する必要も生じている。」

平成27年度内部統制監査報告書
「監査で個別に指摘した事項もＰＤＣＡサイクルに取り入れ，コンプライアンス責任者が中心
となって，再発しないような取り組みが求められる。」

Ⅲ 自治体監査の課題 ２ 監査の実効性確保
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神戸市監査基準

（基本方針）

第2条第2項
地方分権が進められ自治体の権限と責任が高まる中で，

自治体が市民に対する説明責任を果たす一環として，監査
等を通して行政運営の公平性，公正性，透明性，効率性の
向上に努める。そのため，①監査等項目及び着眼点に抵触
するものについて指摘するだけでなく，改善の方向を示す，
②全庁に共通する事務について業務プロセスの制度化や
ルールの改善の方向を示す，③改善を支援し，ルールの浸
透を図る，といった監査等を実施していく。

Ⅲ 自治体監査の課題 ３ 業務改善支援
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【デザイン思考】btrax社ＨＰより

全てを “Why” から始め、最終的にイノベーションを創り出すプロセス。

デザイン思考 (Design Thinking) の定義

Wikipediaによると、デザイン思考の定義は下記になる。

“デザイン思考とは不明確な問題を調査し、情報を取得し、知識を分析し、設計
や計画の分野でソリューションを選定するための方法およびプロセスを指す。”

デザイン思考

問題の本質をとらえできるだけ多くの解決策を考えたうえ
で絞り込み提案する。

Ⅲ 自治体監査の課題 ３ 業務改善支援
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Ⅲ 自治体監査の課題 ３ 業務改善支援

相談体制の充実

「財務事務相談WEEK」
平成27年度試験的に，決算や年度当初に係る財務事務について特に相談を受

け付けた。監査事務局職員が応対し，約3週間の間，電話，E-mail,訪問による相
談を受けつけ，職員の悩みに応じた。

【参考】財務事務相談WEEKに限った取扱い
①局内の検討会で検討した結果，回答します。
②弁護士や公認会計士にも一緒に相談できます。
③関係する所管局との調整も行います。
④財務事務相談WEEKで相談があって，是正・改善に向かうものについては，指
摘とはしません。

結果はQ&Aにまとめイントラに掲載している。
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Ⅲ 自治体監査の課題 ４ 事前調査の充実

監査対象固有のリスクの点数表で力尽きる訳に
はいかず評価することそのものでなく、知ってるこ
とを基にして、そこから先の監査項目着眼点そし
てどうしたらそのことを検証できるか等監査の方
法を検討し具体の手順に落とすことに工数をか
ける。

【財務定期監査での事前調査】

3月 3月末～5月 6月～7月 9月～

重視する着眼点と

監査項目を設定。

年間計画策定 事前調査 実施計画 事業概要聴取

3月～4月に前年度までの監査を踏

まえて当該年度の監査で何を重視
して行うかを局内の連絡会で検討。
これをリスクアプローチとして運用。

監査の枠組みや検
証項目、相談に応
じる旨を伝達し、こ
れにより監査をクリ
アできたということ
は事務処理が一定
の水準にあることを
保障されているの
であると所管部局
等に認識してもらえ
るようにしていく。
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Ⅲ 自治体監査の課題 ５ 専門性向上

【専門性向上の取組】
①監査の心構え・職員意識の醸成、説明力、コミュニケーション力の向上を図る。
②監査の専門性・対象業務の専門性・自治法体系の専門性の向上を図る。
③資格取得勧奨、局内連絡会、ケーススタディ、研修を実施する。

【監査は専門業務】
①監査手続きの専門性
②自治法事務の専門性
③市役所サービスの専門性

自治法事務自体が裁量。法は大枠で規則で管理するという領域。

財務事務はじめ自治法事務は取り扱う領域を括り出して管理ルールを構築し運
用する、となるがこれはまさに内部統制の仕組みそのもの。

財務事務の監査でも裁量を見る監査をしていかなければならない。財務事務
はじめ自治法事務の裁量に対する監査は、財務事務はじめ自治法事務が行う、
管理分野の括り出し→管理ルールの構築→運用のすべてに関わることである。
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Ⅲ 自治体監査の課題 ５ 専門性向上

【改革の心】
「正しく無駄のない、よりよい事務執行」及び「市民からさらに信頼さ

れる市役所」の実現に向けて、常に「改革の心」をもって監査にあたり、
問題点、課題を発掘していく。

問題点や課題については、監査対象課とともに解決・改善策を考え、
積極的に提案していく。

そのために
① 監査の技量を磨き、知識の習得、情報の収集・分析を怠らない。

② 監査目的を十分に認識するとともに、あるべき姿と実態とのギャッ
プを洗い出し、その真の発生原因を究明する。
③ 改革に向けての最善のアプローチを考える。
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Ⅲ 自治体監査の課題 ５ 専門性向上

【伝える心】

伝えたい事項を「伝える心」を常に意識し、監査対象課への接し方、
監査委員への報告のしかた、監査報告書の書き方、職員への啓発の
しかたなど、工夫を重ねていく。

具体的には、
① 問題点や課題、指摘理由、改善示唆内容を明確にする。
② 表現は平易、簡潔を心がける。

③ 相手方（監査対象課、監査委員、職員一般）手段（口頭、会議、書
面）に応じた伝え方を考える。特に対面対応では、相手の反応、理解
度を確認しながら、一人よがりになっていないかチェックする。

④ 監査事務局内の意思疎通は十分かつ円滑に行い、外に向けての
局内の意思は統一する。
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Ⅲ 自治体監査の課題 ６ 公会計制度導入

【昭和37年3月地方財務会計制度調査会答申】
そこでは既に、予算に対比される実績を示す決算だけでなくひろい意味での財産の保

全状態と行財政の活動状況の結果を示す財務報告書を作成するべきことが示されていた。

【答申の認識】
従来の制度のもとでは

①財産表が作成されているが、これは主として予算審議の資料とするために予算提出の
際にその附属書類として議会に提出されるもので、内容的及び様式は保有財産の目録程
度のもので形式的な参考資料に過ぎない。

②財産、物品及び債権債務が決算書に表示されないため、これらに関する記録も系統的
にされておらず、その明確さを欠いているのが普通である。

③日常経理の処理手続についてみても、それらに要する会計記録が有機的関連をもって
おらず、経常的財務把握が十分に行われているとはいい難い。

④財産、物品及び債権債務の管理についても、金銭の収支がきわめて厳格に行われて
いることに比較して、一般的に軽視の傾向がみられる。
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会計年度及び会計の区分
歳入歳出の会計年度所属区分の明確化など。

予算

従来は歳入歳出予算だけが予算とされたが実
質予算となる全貌を予算に。

収入
調定及び納入の通知の手続を法定。

支出
支出負担行為、支出の方法を法定。

決算

実質収支に関する調書、財産に関する調書を
新設。

契約

従来一般競争入札しか位置づけがなかったが
指名競争入札、随意契約を法律上の制度として
認めた。

現金及び有価証券
現金及び有価証券の保管の制度を法定。

【昭和38年6月自治法改正】

時効

従来の支払金の時効と収入金の時効を金銭
債権の消滅時効として規定。

財産
財産の範囲・内容の実体規定を整備。

住民による監査請求及び訴訟
怠る事実の追加、手続の整備。

私人の公金取扱い
緩和。

職員の賠償責任
新設。

公の施設

公の施設を新設するとともに財産管理面で
なく行政管理面からの規制を整備。

その他、過年度収入及び過年度支出並びに
翌年度歳入の繰上充用その他財務に関し必
要な事項は地方公共団体の規則を全面的に
改正整備することが望まれること

Ⅲ 自治体監査の課題 ６ 公会計制度導入



37

Ⅲ 自治体監査の課題 ６ 公会計制度導入

平成26年度財務定期監査
「平成27年1月23日には総務省から新地方公会計にかかるマニュアルが示された。これ

によると，従来決算書類で扱われない一定のソフトウェアについて貸借対照表の固定資
産として計上が必要とされるほか，リース契約，工事と小修繕，物品といった現行制度と
の整合性を検討するべきものがある。」

平成27年度決算審査意見書
「新地方公会計制度の導入にあたっては，適切な財務指標の設定やセグメント分析の方

法など財務データの活用方法を検討し，適切な資産管理，予算編成における活用，行政
評価との連携等を進めるとともに，財政情報をわかりやすく発信し，本市の行財政運営に
対する市民の理解を深められたい。」

平成28年度決算審査意見書
「新地方公会計制度の導入にあたっては，財政情報をわかりやすく発信することで，本市

の行財政運営に対する市民の理解を深められたい。また，財務指標の設定や適切な資
産管理，セグメント分析の方法など財務書類等の活用方法を検討し，予算編成における
活用，施設の統廃合の検討，行政評価との連携等を進めることが重要である。加えて，職
員のコスト意識を高め，議会での決算審議に間に合うよう作成時期を早めるためにも，財
務会計システムの更新時には，各会計事務における日々仕訳をはじめ複式簿記・発生主
義会計の導入を検討されたい。」
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Ⅲ 自治体監査の課題 ７ 内部統制

神戸市監査基準

内部統制の理解及び評価

業務活動の遂行を阻害する事象の発生可能性に対応して整備・運
用されている内部統制について理解するとともに，内部統制制度の設
計の確認をはじめ，誤謬等を有効に防止又は発見・是正できるかどう
か等の検討を行う。

内部統制の運用評価手続

内部統制の運用状況の有効性を評価するため，それが業務にどう
適用されているかを，試査，質問，閲覧，分析的手続などの技法を選
択・適用して評定する。精査は通常適用しない。
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平成28年度内部統制監査報告書

「このように様々な統制活動の取組を行っているにもかかわらず，事故･不祥事は起きている。補助金に関して
は連日のように新聞報道がなされ，統制の効果に疑念の及ぶ事態となり内部統制システムの限界が露呈した。

当局は「事故・不祥事への対応」により事故等への対処（責任の所在，復旧，回復），原因究明，再発防止策の
策定，連鎖する事案への対処，信頼回復への対応，情報開示，説明責任，対策の検証などを行っていくと考えら
れる。監査委員監査は，独立した立場から当局を監視（ガバナンス機能）していくだけではなく，内部統制システ
ムのＰＤＣＡサイクルの中で監視活動等（マネジメント機能）を行いつつ，今後の当局の対応を見極めたい。

「地方公共団体における内部統制制度の導入に関する報告書」（総務省に設けた地方公共団体における内部
統制の整備・運用に関する検討会にて平成26年3月に取りまとめ）では，

とされている。

神戸市の内部統制システムはこうした限界も考慮して，内部通報制度の拡充なども含めて今後より一層充実し
たものを構築していくことが求められる。」

もちろん，内部統制を導入すれば全ての事務が適正になるわけではなく，一定の限界がある。し
かしながら，内部統制の取組みを進めることは，その事務の適正さを確保するために有用なツー
ルであることは確かである2。

2 例えば，企業会計審議会の「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す
る実施基準」において，内部統制は一般的に次の限界があるとされている。
① 内部統制は，判断の誤り，不注意，複数の担当者による共謀によって有効に機能しなくなる場合がある。
② 内部統制は，当初想定していなかった組織内外の環境の変化や非定型的な取引（地方公共団体の場合は「事務」）等には必ずしも
対応しない場合がある。

③ 内部統制の整備及び運用に際しては，費用と便益との比較衡量が求められる。
④ 経営者（地方公共団体の場合は「首長」）が不当な利益のために内部統制を無視ないし無効ならしめることがある。

Ⅲ 自治体監査の課題 ７ 内部統制
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Ⅲ 自治体監査の課題 ８ IT監査

IT領域におけるセキュリティホールをふさぐことを主旨に全体に薄く網をかけて監査し
たうえで、全体の管理水準を上げていく。

監査をする部分の管理ルール、監査項目着眼点、監査をする手順を徹底的に具体
的に示すことで誰でも監査できるようにしている。

・平成26年度に内部統制監査の中でＩＴへの対応の実施状況の検証。
・平成27年度は、行政監査で、個人情報を扱うすべての情報システム（210システム）
のセキュリティ対策について監査を実施。
個人情報を扱うすべての情報システムについて

①個人情報保護審議会で承認されたセキュリティ対策を取っているか
②システムから抜き出したデータの取扱いについてはどうか，
というこの2点を確認。
・その後も財務定期監査の中で毎年度標準化してIT監査を実施。
具体には、パソコン管理台帳，ライセンス台帳,インストール台帳，情報システム台帳

（採用する情報セキュリティ対策も記載されている）、電子記録媒体管理台帳について
各記載内容と現地の状況に相違はないかを確認している。

【神戸市のIT監査】
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Ⅲ 自治体監査の課題 ９ 住民監査請求

①公金の支出

②財産の取得，管理，処分

③契約の締結，履行

④債務その他の義務の負担

があること 0r 相当の確実さをもって予測されること

⑤公金の賦課・徴収を怠る事実

⑥財産の管理を怠る事実（損害賠償請求権の不行使も財産の管理を怠る事実で

ある）

があること

かつてはこれ。典型は食料費・官官接待。
補助執行の上で誰に権限があるか、先
行行為の違法性継承などが争点に。

【住民監査請求対象行為等の種類】

いまはこれが主。
先行行為・後行行為超越。
権限があるとかないとか超越。
民法上の不法行為責任が問われる。
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Ⅲ 自治体監査の課題 ９ 住民監査請求

行政の行為は、

羈束行為＝法の規定が一義的で行政はそのまま執行していないといけない。

羈束裁量＝条件が客観的なもの。

これらに対する裁判所は判断代置によって判断する。

自由裁量＝一定の範囲で行政の自由な判断や行為が許される。

これに対しては裁判所は裁量権の逸脱・濫用の審査によって判断する。

①社会観念審査
判断が全く事実の基礎を欠き、または社会観念上著しく妥当性を欠くかを審査。

「重大な事実誤認」「目的違反または動機違反」「平等原則違反」「比例原則違反」「信
義則違反」があったかを審査。
②判断過程審査

行政庁が考慮すべきを考慮せず、または考慮すべきでない事項を考慮した（他事考
慮）のではないかを審査。
③手続的審査
恣意、独断が入り込むことを防ぐ公正な手続によって行われたかを審査。

【自由裁量に対する判断】 自由裁量に対しても違法性の審査をする。
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Ⅲ 自治体監査の課題 10 外部監査

外部監査人を価格競争で選定できるか。

包括外部監査は財務事務と経営にかかる事業の管理しか監
査できない。
財務事務でもその一部しか監査できない。
行政事務は監査委員しか監査できない。

地方自治法
（包括外部監査人の監査）
第252条の37 包括外部監査人は、包括外部監査対象団体の財務に関す

る事務の執行及び包括外部監査対象団体の経営に係る事業の管理のうち、
第二条第十四項及び第十五項の規定の趣旨を達成するため必要と認める
特定の事件について監査するものとする。
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自治体監査の課題 ～神戸市の取組を例に～

以上でございます。
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