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Ⅰ 監査の結果 

１ 指摘事項 

  （指摘事項とは） 

   法令、条例、規則等に違反している事項又は経済性、効率性若しくは有効性の観点か

ら改善を要する事項など、指摘すべき事項として、地方自治法の規定に基づき監査結果

報告書に記載し、公表するもののこと。 

 

 令和元年度定期監査における指摘事項 
  ① 旅費の計算誤りについて【正確性の観点】（東京事務所（ｐ６）） 

    宿泊を伴う研修旅費の朝食代について、本来は 1,300円とすべきところを、前年度

の同じ研修における旅費算定の際に用いた金額である 1,000円としていた。 

  ② 歳入調定伺いの起票漏れについて【合規性の観点】（観光・国際交流課（ｐ11）） 

    許可期間が複数年にわたる行政財産の目的外使用料は、２年目以降は５月 31日ま

でに納付しなければならないが、11 月６日まで歳入調定及び納入通知書送付等の事

務手続が行われていなかったため、使用料が期日までに納付されていなかった。 

  ③ 予定価格の設定誤りについて【合規性の観点】（文化財課（ｐ11）） 

    委託業務の事業決裁に、予定価格の根拠となる設計書が添付されていなかった。 

  ④ 貸付料の徴収誤りについて【合規性の観点】（まちは劇場推進課（ｐ11）） 

    市青葉イベント広場利用規則によれば、同広場を午前９時から午後８時までの時

間帯以外の時間で利用するときには１時間当たり 5,600 円を徴収することとなって

いるが、令和元年８月 10 日から同年８月 12 日までの３日間、飲食スペースとして

午後９時まで広場が利用されていたにもかかわらず、午後８時から午後９時までの

１時間分 5,600円を徴収していなかった。 

  ⑤ 郵便切手購入における支出事務の不備について【合規性の観点】（地域包括ケア推

進本部（ｐ15）） 

    郵便切手を購入する際に担当者が納品書や請求書に会計処理上都合のよい日付を

自ら記載し、会計処理をしたことにより、結果的に支払遅延防止法の求める期限を超

過した支払を行っていた。 

  ⑥ 郵便切手の貸し借り及びその記録の隠蔽について【合規性の観点】（保険年金管理

課、福祉債権収納対策課（ｐ16）） 

    文書を郵送する必要がある場合において郵便切手を持たないときは、総務課等に

郵便切手の交付を依頼することとされているが、局内の他課から郵便切手を借り受

けた上で郵送に使用していた。また、後日郵便切手を購入して借り受けた分を返納し
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ていたが、この一連の郵便切手の貸し借りについて郵券受払簿の記載を偽装してい

た。 

  ⑦ 郵便切手購入における支出事務の不備について【合規性の観点】（保険年金管理課

（ｐ16）） 

    ⑤と同様の案件 

  ⑧ 郵便切手購入における支出事務の不備について【合規性の観点】（福祉債権収納対

策課（ｐ16）） 

    ⑤と同様の案件 

  ⑨ 委託契約締結手続の不備について【正確性及び合規性の観点】（地域リハビリテー

ション推進センター（ｐ17）） 

    契約金額は競争入札などの手続により決定することとされているが、委託業務に

おいて契約金額（単価）をあらかじめ公表し、当該単価で契約することができるとし

て公募に応じた複数の者を相手方として契約を締結しており、価格の客観性が担保

されるものとはなっていなかった。 

  ⑩ 郵便切手購入における支出事務の不備について【合規性の観点】（こころの健康セ

ンター（ｐ17）） 

    ⑤と同様の案件。その上、支払事務の失念により、さらに支払が遅延したものもあ

った。 

  ⑪ 積算金額の算出誤りについて【正確性の観点】（生活衛生課（ｐ18）） 

    委託業務の積算金額を算出するに当たり、所要日数を計算する際に昨年の積算に

用いた数値をそのまま使用したことから、150万円余り過大に積算されていた。 

  ⑫ 予定価格調書への積算金額の記載誤りについて【正確性の観点】（生活衛生課（ｐ

18）） 

    所属長が委託業務の予定価格調書に積算金額を記載する際、積算書とは無関係な

予算要求資料に記載された単価を転記したため、積算書の積算額を超える金額を記

載していた。 

  ⑬ 積算金額の算出誤りについて【正確性の観点】（精神保健福祉課（ｐ18）） 

    委託業務の積算金額を算出する際、消費税や人件費の計算誤りなどにより、約３万

円過大に積算されていた。 

  ⑭ 積算書における単価の根拠について【正確性の観点】（児童相談所（ｐ21）） 

    委託業務の積算金額を算出する際、前年度の積算単価をそのまま流用しており、単

価の根拠が不明確なまま積算されていた。 

  ⑮ 積算金額の算出誤りについて【正確性の観点】（児童相談所（ｐ21）） 

    委託業務の積算金額を算出する際、前年度の積算書をそのまま流用していた上、計

算誤り等により正確に積算されていなかった。 
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  ⑯、⑰ 支出負担行為に必要な決裁文書の添付漏れについて【合規性の観点】（２件）

（建設政策課（ｐ26）） 

    財務会計システムで起票した支出負担行為伺いには文書管理システムで起票した

事業決裁等をリンクさせることとなっているが、委託契約に係る支出負担行為伺い

の中に、このリンクを失念し、予算規則上の要件を満たしていないものが２件あった。 

  ⑱ 専決権者による決裁を経ていない文書の外部への提出について【合規性の観点】

（道路保全課（ｐ27）） 

    国に対して市長名で書類を提出する際に専決権者である課長の決裁を経ていなか

った。 

  ⑲ 見積結果表の記載内容の誤りについて【正確性の観点】（道路保全課（ｐ27）） 

    委託業務に係る見積結果表に見積執行日時と見積施行場所が記載されていなかっ

たが、そのまま決裁手続が行われていた。 

  ⑳～㉒共益費の算定誤りについて【正確性の観点】（３件）（水道総務課（ｐ30）） 

    上下水道局庁舎の共益費を請求する際、次の３件の算定誤りがあった。 

１）按分の根拠となる面積割合を誤って算定したため、下水道部に対する請求金額

を誤っていた。 

２）マット賃貸借業務について、按分の根拠となる入居者全体の人数を誤って算定

したため、静岡市文化・クリエイティブ産業振興センター（以下「ＣＣＣ」とい

う。）に対する請求金額を誤っていた。 

３）廃棄物収集運搬業務について、入居者のうち按分の対象となる人数を誤って算

定したため、ＣＣＣに対する請求金額を誤っていた。 

  ㉓ 地域貢献について【有効性の観点】（営業課（ｐ31）） 

    水道料金の検針時に高齢者の見守り支援を市関係部署と連携して実施することを

中期経営計画に定めているにもかかわらず、見守り支援に必要な経費の予算化や実

施計画の作成などを行っておらず、関係部署との連携についても実施していなかっ

た。 

  ㉔ 金額誤りのある請求書の受領について【正確性の観点】（選挙管理委員会事務局（ｐ

34）） 

    委託業務において、契約金額は 1,500万円であるのに、受託者から請求金額 150万

円と記載された請求書を受領した際に請求金額の桁誤りに気付かず、その請求書を

もとに支払手続が行われていた（実際の支払は正規の契約金額 1,500 万円であった

ため、実害は生じなかった）。 
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 （参考）令和元年度定期監査指摘事項・過去３年度間との推移 
 対象所属数 

指摘事項等件数 

指摘事項 指導事項 合計 

平成 28年度 62  17  40  57  

平成 29年度 56  17  27  44  

平成 30年度 57  22  22  44  

令和元年度 61  24  43  67  

（前年度対比） （＋４） （＋２） （＋21） （＋23）  
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２ 業務意見 

  （業務意見とは） 

   監査の結果に必然的に伴う、各業務に対する監査委員の意見のこと。 

 

 令和元年度定期監査における業務意見 
  ① 市長公室の存在意義について【有効性の観点】（秘書課（ｐ６）） 

    令和元年度に新たに組織された市長公室は、通常の秘書業務に加えて、政策形成・

情報発信機能の強化を図るために局の所管を超える案件について積極的かつ機動的

に取り組んでいるほか、政策の更なる推進や強力な情報発信を行っている。市長公室

制度は過去にも例があったが、トップマネジメントや政策の戦略性を意識し情報発

信に重点を置く組織としての位置付けを明確にしている点はこれまでになかったも

のと評価されるため、今後もその存在意義を高めてゆくよう努力されたい。 

  ② 職員会館の在り方について【有効性の観点】（職員厚生課（ｐ７）） 

    職員会館は静岡市職員互助会が市から無償で借り受けて管理しており、職員の福

利厚生事業の一環として会議室や娯楽室などの用に供されているが、各種会議や職

員研修などの業務利用に比べて本来の目的である職員の元気回復・福利厚生の利用

が低調なものとなっており、市有財産としての活用が十分でないといわざるを得な

いことから、早急に他部局を含めた検討体制を構築し、スケジュール感をもった対応

が図られることを望むものである。 

  ③ 「静岡市戦没者を追悼し平和を祈念する式典」からみる本市の平和行政について

【有効性の観点】（市民自治推進課（ｐ９）） 

    本市では毎年、終戦の日である８月 15日に「戦没者を追悼し平和を祈念する式典」

を開催しているが、若い世代の参加を促す様々な取組を実施していることに加え、こ

の式典における取組が所管課の主導の下に総務局と教育局が積極的に協力して成果

を挙げたものと評価されることから、今後の施策展開としての「平和行政の充実」に

向けた局間連携の第一歩となることが期待される。 

  ④ 生活保護費に係る返還金等 の債権管理について【有効性・効率性の観点】（駿河福

祉事務所生活支援課（ｐ10）） 

    各区の生活支援課における生活保護費に係る返還金等の未収金については、過去

の定期監査において改善を求める意見を付してきたが、駿河区の令和元年 10月末時

点の収入未済額は平成 28年度の収入未済額を上回っていた。未収金の削減に向けた

様々な取組を実施しても収入未済額が増加している現状は看過できないものである

から、後述する児童相談所における入所者等負担金の未収金対策に係る意見と同様

に、債権管理を別の部署に行わせるなど、債権管理委員会の主導の下に組織的に収入
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未済額の削減に向けた体制づくりを進めるよう検討されたい。 

  ⑤ 一般財団法人三保松原保全研究所の機能強化について【有効性の観点】（文化財課

（ｐ12）） 

    一般財団法人三保松原保全研究所に委託した「三保松原保全業務（中期分）委託契

約」は、委託契約の対象となる６業務のうち５業務を財団が第三者に再委託し、所管

課がこれを承認していることや、委託業務のうちの松原フォーラム開催業務につい

て、財団が再委託した業者との連絡を本市職員が直接行っていたことなど、疑義が生

じる業務運営が見られた。所管課は、市民の信頼に応えることとなるよう、財団の体

制づくりを円滑に進めるため、静岡県などとともに財団を適切に指導してゆくこと

が必要である。 

  ⑥ 生活支援体制整備事業及び在宅医療・介護連携推進事業について【有効性の観点】

（地域包括ケア推進本部（ｐ19）） 

    地域包括ケアシステムの中核ともいえる生活支援体制整備事業及び在宅医療・介

護連携推進事業の進捗状況などを確認したところ、それぞれ課題が把握されたため

意見を述べる。 

  （１）生活支援コーディネーターの配置について（生活支援体制整備事業） 

     地区・学区における生活支援コーディネーターによる地域づくり会議（協議体）

の形成について、地域によってその必要性が浸透せず、会議の開催が困難な状況に

なっていることが課題として挙げられたが、地域の「支え合い」の確立には地域住

民の連帯感の醸成が重要となることから、より幅広い地域住民の参加を求めるた

め、無理なく人が集りやすい仕組みの構築が求められる。 

  （２）医療機関との連携について（在宅医療・介護連携推進事業） 

     病院と在宅医療の連携強化については、公的病院と所管本部の間で協議を実施

しておらず、翌年度以降の検討事項としていたが、課題を先送りすることなく着実

に取り組んでゆくことを求めたい。 

    地域包括ケアシステムの構築に向けた取組は、全体的には計画的に実施されてお

り、山頂から山腹にかけて着実に広がりつつあるものと評価されるが、今後は、上記

に取り上げた課題に取り組みつつ、2025 年に向けた着実な展開に期待するものであ

る。 

  ⑦ 児童福祉施設入所者等負担金の収入未済額の縮減について【有効性・効率性の観

点】（児童相談所（ｐ22）） 

    児童福祉施設への入所措置に要した経費を本人又は扶養義務者から徴収する児童

福祉施設入所者等負担金には、令和元年 10月末時点で 1,000万円を超える収入未済

額が発生しているが、債務者と児童相談所が対立関係にある場合が多いことや子ど

もの福祉を優先して考える必要があることから差押等の積極的な取組は難しいため、

債権管理を児童相談所とは別の部署に行わせるなど、同様の事情を抱える福祉関係
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の債権を含めた、組織的な債権管理の体制づくりの検討を進められたい。 

  ⑧ 農業集落排水事業の地方公営企業法適用化に向けた取組について【有効性の観点】

（農地整備課（ｐ23）） 

    農業集落排水事業は、総務大臣通知によって令和５年度を期限として地方公営企

業法の適用が求められているが、農業集落排水事業単独の企業会計とするのか、下水

道事業会計と統合させるのかの点や、それぞれの場合に応じた経営上の課題をどう

整理するのかといった論点が存在する。中山間地等の住民生活を支えるためにも農

業集落排水事業の維持が必要であり、そのための同法適用化である点を忘れること

なく、着実かつ幅広く検討することを望むものである。 

  ⑨ 公印審査への取組について【有効性の観点】（建設政策課（ｐ27）） 

    庁内分権の一環として、各局に分掌事務用の局専用市長印を置くこととしており、

それを使用する場合には保管者の審査を受けることとされているが、今回の定期監

査における建設局への指摘事項の対象となった事務事業の誤り４件のうち３件につ

いて建設局専用市長印が押印されていた事実があり、公印審査が機能していない実

態が明らかとなったことから、「第三者の視点で確認することにより市の信用を守る」

という公印審査の本来の目的を再認識した上で公印審査に取り組むよう望むもので

ある。 

  ⑩ 公印紛失事件に対する危機管理意識の欠如について【正確性・有効性の観点】（水

道総務課（ｐ31）） 

    今回の定期監査の期間内に、上下水道局が管理する専用公印 15個の紛失が明らか

となったが、当該紛失そのものは平成 28 年５月には発覚していたにもかかわらず、

公印管理者である当時の水道総務課長に報告されずに隠蔽されていたという事実は

重大である。これは公印が紛失したことのもつ意味や影響を省みない危機管理意識

の欠如のなせる業であって、そのような職員の存在を許す組織風土そのものが問題

であるから、十分な再発防止体制を構築するよう望むものである。 
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３ フォローアップ監査（ｐ37） 

  （フォローアップ監査とは） 

   本市の内部統制所管部署との連携の下、過去の指摘事項の事後検証等を行うことに

より類似指摘の再発防止を図ろうとするものである。今回は、前回の定期監査（平成 28

年度定期監査）の指摘事項の改善状況を対象として実施した。 

 

 令和元年度フォローアップ監査の結果 
   前回の定期監査の指摘事項 17件を確認したところ、その結果は次のとおりであった。 

状   況 件 数 

ア 指摘事項に対する措置状況が既に通知されているもの 17件 

（ア）改善が認められないため再度指摘したもの （２件） 

（イ）措置状況が確認できたもの （15件） 

イ 指摘事項に対する措置状況が未だに通知されていないもの ０件 

 

   改善が認められないため再度指摘したもの 

    歳入調定伺いの起票漏れについて（観光・国際交流課） 

指 摘 事 項 

の 概 要 

 

 許可期間が複数年にわたる行政財産の目的外使用に係る使用料につ

いては５月 31日までに納付しなければならないこととされているが、

三保、村松、由比本陣施設内及び広重美術館等の土地に係る行政財

産の目的外使用に関して、予備監査時点（11月 11日時点）まで歳入調

定伺い及び納入通知書送付の事務手続が行われていなかった。 

措 置 状 況 納付期限の定めに係る認識不足による事務処理の遅延が原因と考

え、再発防止に向けて、係において処務事務マニュアルによる収入事務

及び行政財産の目的外使用許可手続の手順確認を行いました。 

平成 29年度は、行政財産の目的外使用許可手続について、４月１日

に歳入調定伺い、４月 25日に、納付期限５月 15日（西日本電信電話

株式会社 静岡支店）、５月 19日（中部電力株式会社 清水営業所）と

した納入通知書送付の事務手続を完了し、それぞれ５月 19日、５月 23

日に使用料が納入されたことを確認しております。 

 今後も、事務処理が遅延なく適正に行われるよう処務事務マニュア

ルに沿った事務執行を徹底してまいります。（平成 29 年５月 31 日通

知・平成 29年 10月 31日公表） 
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検 証 結 果  由比本陣施設敷地に係る行政財産の目的外使用に関しては、許可期

間が複数年にわたるものであるため、５月 31日までに納付する必要が

あるところ、11 月６日まで歳入調定伺い及び納入通知書送付の事務手

続が行われていなかった。 

この点については、平成 28年度定期監査において指摘を受けていた

にもかかわらず、所管課は同様の誤りを繰り返していたことから、再

度、指摘することとした。（１ページの指摘事項②参照） 

 

共益費の算定誤りについて（水道総務課） 

指 摘 事 項 

の 概 要 

 

 上下水道局庁舎の共用部分における共益費の項目のうち、消耗品費

及び一般廃棄物処理業務費の算定において、水道部と下水道部との按

分の根拠となる職員数をそれぞれ誤って算定したことにより、下水道

部及び一部のテナント部分入居者に対する請求金額を誤る結果となっ

ていた。 

措 置 状 況 指摘を受けた誤りは、担当者の算出根拠の誤認識がその原因と考え、

今後は同様の誤りが生じないよう、起案前に担当者以外の職員が必ず

算定項目と数値の確認をするなど、複数人での確認を徹底することと

しました。なお、共益費按分の根拠となる水道部、下水道部の職員数を

誤っていたことについては、消耗品費及び一般廃棄物処理業務費が確

定した平成 29年３月末の精算・請求時に修正し、下水道部及びテナン

ト部分入居者に正しい金額を請求し収入しました。（平成 29年５月 31

日通知・平成 29年 10月 31日公表） 

検 証 結 果 上下水道局庁舎の共用部分における共益費の令和元年度前期分（４

月～９月分）の下水道部及び一部のテナント部分入居者への請求に

ついて、３件の算定誤りが判明した。 

さらに、今回の誤りを受けて過去の請求金額についても調査した

結果、平成 29年度分と平成 30年度分についても同様の誤りがあっ

たことが判明しており、前述の措置は有名無実のものとなっていた

ことから、再度、指摘することとした。（３ページの指摘事項⑳～㉒

参照） 
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４ 内部統制に関する監査（ｐ40） 

   監査の結果、指摘事項は見られなかったが、監査の過程で把握された事例などを踏ま

えた４点の意見を付した。 

   なお、令和２年度からは、改正地方自治法に基づく内部統制評価報告書の審査が監査

委員の職務となることから、内部統制に関する監査は、今回で終了となる。 

 

  【意見１：所管課における内部統制意識の定着・深化について】 

   今回の監査では、各所管課における事務事業事故、ミス事例及びヒヤリ・ハット事例

への対応状況のほか、これらの不備事例に対して各業務プロセスの見直しや職員の意

識改革などのＰＤＣＡが回されているかどうかについて審査し、取組の主体性を発揮

する前提となる職員の内部統制に対する意識の定着・深化の度合いを確認したが、その

結果は、次の事例に示すとおり総じて良好なものであった。 

① 指定管理者との適切な協議をしていた事例（住宅政策課） 

 市営住宅等管理業務において生じた事務事業事故（家賃決定を誤った事例や入

居者がエレベーターに閉じ込められた事例）について、再発防止策を施設の管理

を担う指定管理者と協議し、リスク認識を共有した上で決定していた。 

 

② 誤りの生じる仕組みを見直し、モニタリングしていた事例（駿河区地域総務課） 

 補助金交付要綱に定められた手順に沿わずに補助金の交付決定をしていた事例

で、申請受付時のチェックリストを設けて職員間のチェック機能を向上させつつ、

申請者にわかりやすいものとなるよう申請書式を見直していた。 

③ 環境の変化に適切に対応しようとしていた事例（駿河区保険年金課） 

 支給事務の遅延に係る事務事業事故について、手順の見直し、処理状況の可視

化、研修の実施などの再発防止策を徹底した一方、今後予定される課内のフリー

アドレス化によるリスクを踏まえてこれらの仕組みを再構築する見通しも示され

ていた。 

   今回の監査で確認した限りにおいては、各所管課では、不備事例に真摯に向き合い、

業務手順やマニュアルの見直し、朝礼での復唱、研修の実施などに取り組んでいる実情

が把握され、内部統制に関する意識が定着・深化しつつあることが窺われた。 

   令和２年度以降においても、内部統制の法制化に伴って導入される内部統制評価に

堪えられる取組が継続され、引き続き高いレベルの内部統制意識が維持されるよう期

待する。 
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  【意見２：内部統制の取組や意識に不足が見られた事例について】 

   意見１でも述べたとおり内部統制についての職員の意識は、総じて向上しているも

のと認められるものの、監査の過程においては、内部統制上の不備事例が依然として多

く見られている。 

① 郵便切手購入における請求書等の日付が改ざんされた事例（地域包括ケア推進本

部、保険年金管理課、福祉債権収納対策課、こころの健康センター） 

 郵便切手を購入する際に納品業者から日付を空欄とした請求書や納品書を受領

し、担当職員が会計処理上都合のよい任意の日付を記入する事例は、過去の定期

監査においても再三指摘したところであるが、今回の監査においても４件の指摘

があり、この件のリスク認識が共有されていない結果となっていた。 

② 専用公印を紛失した事例（水道総務課） 

 今回の監査において、上下水道局の専用公印３種・15個の紛失が明らかとなり、

公印管理を担う水道総務課は、この事件の発覚を受けて、所属内研修の実施や定

期的な確認体制の確立、リスクチェックシートの修正などの取組を行っていたも

のの、上下水道局内で公印管理を行う各課への周知や印箱への封印といった新た

な取組については、その必要性を認識しつつも監査時点では着手されておらず、

公印のもつ重要性の認識が十分でない状態であった。 

③ 金額が誤記された請求書に基づく支払がされた事例（選挙管理委員会事務局） 

 今回の監査では、選挙管理委員会事務局に対して、金額が誤記された（正：1,500

万円・誤：150万円）請求書を受領し、そのまま支払処理が行われた不備を指摘し

た。同事務局における事務決裁ラインにとどまらず、支払事務の審査を担う静岡

会計課の審査ラインもすり抜けてしまっており、全庁共通事務を担う部署の内部

統制上の不備事例となった。 

④ 公印審査が適切に実施されていなかった事例（建設政策課） 

 建設政策課への業務意見では、予算執行に係る事業決裁（電子決裁）へのファ

イルの添付漏れ等があったにもかかわらず、同課の公印審査が不完全なまま公印

が使用された事例を取り上げた。公印審査に関しては、平成 29年度定期監査にお

いても、総務局行政管理課（当時）の審査をすり抜けてしまった事例について取

組の形骸化が見られること、現場の実情に沿った見直しが必要であることなどの

意見を付したところであったが、同様の事例が繰り返された。 

   これらの不備事例は、いずれも市政に重大な影響を及ぼすものとまではいえないも

のであり、また、悪意をもった職員によってもたらされた不正でもなく、その不備の背

景にあるものは、安易に本来の手順を省略するなどといった職員の心の緩みに由来す

るものなのではないかと考えられるが、このようなことが容認される職場環境を放置

することは、より重大な不備や不正に繫がるリスクをはらんでいる。 



12 

   このような安易な事務処理を許容する職場環境を是正し、一つひとつの業務手順に

真摯に向き合うためにも内部統制の充実は必要なことである。内部統制の６つの基本

的要素の中でも最も重要とされる「統制環境」に大きな影響を及ぼすものは組織のトッ

プの姿勢であることから、各業務に潜むリスクに対して想像力を働かせて適確に想定

しつつ、安易な事務処理を戒め、実務のトップである局次長を中心として、改めて内部

統制意識の向上を図ってゆく必要がある。 

  【意見３：全庁共通事務を担う部署の内部統制について】 

   今回の監査においては、内部統制を全庁的に推進してゆく責務を有する全庁共通事

務を担う部署のうちから、政策法務課、財政課、契約課及び静岡会計課を対象として内

部統制の法制化を見据えた監査を実施した。 

   これらの課は、本市の内部統制の推進体制が各所管課による「縦軸」によって構成さ

れるのに対して、いわば「横軸」をなす役割を担うものであり、各所管業務ごとに必要

な規則やマニュアルを作成し、定期的な研修の実施により浸透を図る努力をしている

が、法制化後は、各所管課による内部統制の運用状況をそれぞれの立場でモニタリング

を行ってＰＤＣＡサイクルを回してゆく立場となることから、その準備状況を確認し

た。その結果、これらの課は、いずれもその責務を認識していることが確認されたが、

実際にモニタリングを行う場合の手順や自己評価のやり方などについての準備が整っ

ている状況にあるとはいえなかった。 

   令和２年４月の法制化後は、本市の内部統制の歴史が新たな局面を迎えることとな

るため、これら全庁共通業務を担い、各所管課を指導してゆく立場の課は、コンプライ

アンス推進課とともに、内部統制推進委員会の場において、本市の内部統制の整備・運

用に遺漏のないよう十分な協議を行い、平成 23年度以来築き上げてきた実績を踏まえ

た内部統制体制の構築に努められたい。 

  【意見４：リーガルマインドの発揮と予防法務の推進について】 

   これまでの定期監査や決算審査においては、監査委員として再三にわたり「リーガル

マインド」の重要性を説き、これが発揮される事務処理の積み重ねがより良い政策を生

むもととなることから、「政策法務」の理念を組織内に浸透させてゆくことを求め続け

てきた。 

   本市の内部統制は、早くから政策法務の理念のひとつである「予防法務」を取り入れ、

「リーガルチェックシート」の活用を内部統制の柱のひとつとしてきている。予防法務

は、政策法務的視点（つまりは、リーガルマインドの発揮）から市民自治の推進の妨げ

となる要因を予防的に改善してゆく取組であることから、各課がその所管業務に潜む

法的リスクをあらかじめ認識してその発現を予防するという内部統制機能のひとつと

してこれを定着させる必要があり、そのために内部統制推進委員会や政策法務委員会

の果たす役割には大きなものがある。 
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   今後の本市の内部統制機能の更なる充実に向けては、この点を常に念頭に置いた対

応がなされることが望まれる。  
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Ⅱ 提言（ｐ45） 

  （提言とは） 

   監査委員が必要と認めるときに、本市の組織及び運営の合理化に資するため監査結

果報告に添える監査結果を踏まえた意見のこと。 

   本年度は、平成 30年度決算審査で付した意見を踏まえて『将来を見据えた施策展開』

について監査したので、提言する。 

 

将来を見据えた施策展開について 

  各所管課から提出された監査資料に記載された課題調書の分析などからは、それぞれが直面

する課題への必要な対処はおおむね実施されつつあるものの、各所管課に求められる将来的な

見通しを含めた施策展開にまで意を用いたものとなっているかについては、次の事例に示すよ

うにそれぞれの取組には濃淡がある状況であった。 

 

（１）ＪＲ草薙駅周辺のまちづくりについて（清水駅周辺整備課） 

   ＪＲ草薙駅周辺では、数年前から自治会、商店会、大学などの地元関係者と長い時間をか

けて連携しながらエリアマネジメントの推進を支援してきた結果、地域主体のまちづくり活

動が都市再生推進法人草薙カルテッドを中心として自主的に行われるまでに成長してきて

いる。一方、本市（都市局）は、地域のこのような動きと歩調を合わせながら周辺開発への

投資を計画的に実施してきており、草薙地区全体の将来を見据え、官民一体となったソフト・

ハード両面の事業となりつつあることが確認できた。 

 

（２）駿府城公園周辺の駐車場確保について（観光・国際交流課） 

   平成 29 年度決算審査意見において述べた駿府城公園周辺の自家用車・観光バス駐車場の

確保という課題について、所管課は、市外からの観光客誘致に必要な駐車場を確保すると同

時に「歩いて楽しいまちづくり」を目指すという両立の難しい施策を実現するため、過去の

駐車場利用状況の分析を行ってピーク時間帯の必要台数を割り出したり、駿府城公園周辺で

バス駐車が可能な市有地を確保するために関係課と協議を行うなど、他部局の施策との連携

を意識した取組を行っていた。この取組は、緒に就いたばかりで具体的な施策として事業化

されるにはまだ時間がかかるものであるが、本市の中心市街地のまちづくりの在り方と歴史

文化資源の活用策、ひいては交流人口の増加策までの展開を見据えて進めようとする姿勢は

見られた。 

 

（３）中山間地における生活基盤の維持について（生活衛生課、農地整備課） 



15 

   飲料水供給施設等整備費補助制度の運営に当たっては、中山間地域における少子高齢化や

過疎化の進行により地元が所有する飲料水供給施設の維持管理が困難になりつつある状況

の中で、所管課は、水源枯渇や施設の応急修繕などの緊急的な課題には関係部局と連携して

対応している一方で、飲料水の安定的な供給の継続についての今後の在り方についての明確

なビジョンに関しては十分な回答がなかった。 

   また、中山間地域の排水処理を担う農業集落排水事業については、先に業務意見で述べた

とおり、地方公営企業法の適用に向けた準備はされていたものの、企業会計移行による独立

採算制の実現の困難性や一般会計からの税金投入の説明についての課題は認識されていな

かった。 

   これらの事業は、それぞれが個別に独立したものではなく、水道と排水設備という中山間

地の住民の生活基盤に関わる重要なインフラとして一体的に捉える必要があり、既存住民の

定住を促すとともに新たな移住者を呼び込むためにも必要な事業であるとの認識も必要と

考えられるが、そのような自覚は見られなかった。 

 

（４）共生都市の実現について（男女参画・多文化共生課） 

   本市は、総合計画で掲げた重点プロジェクトである共生都市の実現に向けて、すべての市

民が、国籍や文化、性別、障害の有無などの違いを乗り越えてともに暮らし続けられること

を目指している。 

   この共生都市の実現に向けた取組の状況を確認したところ、国際交流協会の法人化の動き

や多文化共生総合相談センターの開設による在住外国人の生活支援の充実など、多文化共生

社会の実現へのはずみをつける施策が展開されていた。 

   一方、共生都市の実現には、多文化共生だけではなく、ＬＧＢＴ等の多様な性の在り方を

認め合う取組や障害がある人への理解を深め、ともに生活しやすい社会を目指すための取組

も求められるが、シンポジウムの開催やパンフレットによる意識啓発などの環境整備を進め

る施策の実施にとどまっており、より具体的・実践的なダイバーシティ社会の実現を見据え

た施策展開としては不十分なものといわざるを得ない。 

   共生都市の実現に向けた事業を展開してゆく上では、整合のとれた面的な施策展開が望ま

れることから、福祉や教育などの他部局が担う事業にも目を向けて、幅広く連携した対応が

必要となろう。 

 

（５）ゲートキーパーと自殺対策について（精神保健福祉課） 

   ゲートキーパーの役割を担う人材の確保、育成等は、平成 31年３月に策定された「第

３期静岡市自殺対策行動計画」において重点施策として位置付けられている。 

   この点を踏まえ、所管課が令和元年度から実施しているゲートキーパー養成事業に

ついて監査したところ、現代社会におけるメンタルヘルス対策や自殺防止対策の重要

性をよく理解した上で事業を実施していることが窺われた一方で、例えばゲートキー



16 

パーの組織化や民間への事業展開などといった今後の施策方針についてのビジョンが

描けていなかった。 

   施策としての着眼点は、今日的課題を捉えたものと認められるものの、中長期的な施

策展開とするためには、課題を残している。 

 

  これまでに示した事例のうち、初めに取り上げたＪＲ草薙駅周辺のまちづくり事業は、

将来を見据えた長期的なビジョンを持って事業を進めてきたことにより、施策の成果が

形となって表れつつある事例であるが、駿府城公園周辺の駐車場整備事業は将来の事業

展開についての意識は見られたものの施策を具体化するまでには至っておらず、その他

の事例については現場職員のレベルでの情報収集や課題の検討はなされていた一方で、

今後その事業を所管局としてどのように進めてゆくのかという将来的な施策の絵姿すら

描けていなかった。 

  施策の形成には、日常業務の中で市民や関係者から寄せられた要望や一人ひとりの職

員が必要性を感じたものを現場の声として積み重ねてゆくことと、総合計画や重点プロ

ジェクトに掲げられた市としての目的を達成するため、局等としてどのような役割を果

たすべきか俯瞰した視点を持って事業計画を策定してゆくという二つの面から検討する

ことが重要である。 

  しかし、眼前の課題に追われている現場の職員には将来のことは見えにくいため、中長

期的な視点により今後の施策展開についてのビジョンを描くことは局等の長の役割であ

ると考えられるが、ビジョンを形成するためには、将来的に他部局との連携が求められる

ことがあるかどうか、他団体や民間組織との関係はどうか、財政的な裏付けは担保されて

いるかなど、様々な角度から検討するための情報が必要である。そのため、現場の職員に

は、局等の長が施策についての判断がしやすいように適切な情報を用意し、不要な部分を

削除し、必要に応じて編集するなどの加工を施した上で整理された情報を局等の長に伝

達することが求められる。 

  このようにして、マクロ・ミクロそれぞれの視点による情報を整理したうえで事業計画

を策定してゆくことは、施策形成における基本的事項として以前より示されているが、今

回の監査において中長期的な視点をもって取り組む姿勢に事例ごとの濃淡があることが

把握されたことから、市当局には、今一度基本に立ち返り、将来を見据えた施策が展開さ

れてゆくこととなるよう期待するものである。 

 

 

 


