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主 催 者 挨 拶 
会計検査院長 河 戸 光 彦 

【総合司会】 大変長らくお待たせいたしました。ただ今より、第 29 回公会計監査機

関意見交換会議を開催いたします。初めに、主催者を代表いたしまして、河戸光彦会

計検査院長より御挨拶申し上げます。 

 

【河戸院長】 会計検査院長の河戸でございます。主催者を代表いたしまして、一言

御挨拶を申し上げます。本日はお暑い中、また御多用中のところ、大勢の皆様に第 29

回公会計監査機関意見交換会議に御参加いただきまして、誠にありがとうございます。 

 会計検査院としては、公会計の検査、監査及び評価に様々な立場から関与している

各機関が、相互に情報を交換し、連携を図ることは、検査、監査及び評価を効率的か

つ効果的に行っていく上で極めて重要であると考えております。 

 会計検査院では、これまで公会計監査に関

与する機関の担当者に対する講習会、地方公

共団体監査当局等との定期協議など、様々な

機会を利用して他の監査機関との連携強化を

図ってまいりました。 

 さらに、関係者が一堂に会し、公会計監査

上の諸問題について議論し、知見を共有する

ことにより、それぞれの活動に役立てていた

だくよう、この会議を開催しているところで

ございます。 

 この意見交換会議は、昭和 63 年以来、今年で 29 回目を迎えました。四半世紀以上

にわたりこのように長く継続して開催することができておりますのも、ひとえに関係

者の皆様方の御協力と御理解によるものと厚く感謝申し上げます。 

 さて、我が国の財政は巨額の公債残高を抱えるなど厳しい状況にあり、その一方、

少子高齢化に伴う社会福祉費の増大といった難しい課題に直面しております。 
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 そして、こうした課題などによって行政が複雑化、多様化してきたことに伴い、公

会計における検査・監査・評価を巡る環境も変化してきており、各機関ではこれらに

対応するための専門的知識や監査技法の取得が求められております。 

一方、組織における人員は限られており、その中で高度な専門性を有する人材を育

成し、検査・監査・評価の品質向上を図ることが重要となっております。 

 こうしたことから、公会計監査に関与する各機関が専門性の確保や人材育成のため

にどのような取組を行っているのかを紹介し、それぞれが抱える課題等について様々

な角度から討議することは非常に有益であると考え、今回のテーマを設定させていた

だきました。 

 本日は、まず基調講演として、北海道大学大学院経済学研究院教授の蟹江章先生か

ら、「検査・監査・評価における能力の専門性と汎用性」というテーマで御講演いた

だきます。 

その後、公会計の検査、監査及び評価に関与していらっしゃる各機関の方々による

パネルディスカッションを予定しております。パネリストの方々の活発な御討議と、

会場にいらっしゃる皆様の積極的な御意見・御質問を期待しております。 

 また、この会議を機会に、お集まりの皆様が、一層、交流と連携を深めていただき、

公会計監査のさらなる発展に寄与することができましたら、主催者といたしましても

誠に喜ばしい限りでございます。 

 本日は限られた時間ではございますが、この意見交換会議が充実したものとなりま

すよう、御出席の皆様方の御協力をお願い申し上げまして、御挨拶に代えさせていた

だきます。ありがとうございました。  

 

【総合司会】 申し遅れましたが、私は本日会議の総合司会を務めさせていただきま

す、会計検査院能力開発官の大竹でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 ここで本日のプログラムを御案内いたします。この後、まず北海道大学大学院経済

学研究院教授の蟹江章先生による基調講演がございます。その後、引き続きパネルデ

ィスカッションに入ります。途中、15 時頃より 20 分程度の休憩を挟みますが、これ

らを合わせた所要時間は 3 時間となっております。全プログラムの終了は 16 時を予定

しております。 

 

－ 2－



3 
 

基 調 講 演 

「検査・監査・評価における能力の専門性と汎用性」 

    北海道大学大学院経済学研究院教授 

                 蟹 江  章 

 

【総合司会】 それでは、蟹江章先生による基調講演に移ります。 

 蟹江先生は昭和 58 年に愛知大学法経学部を御卒業の後、平成元年に大阪大学大学院

を単位取得退学され、弘前大学助教授、北海道大学大学院経済学研究科教授を務めら

れて、29 年 4 月より同大学院経済学研究院教授でいらっしゃいます。また、これまで、

『現代監査の理論』など多数の著作、放送大学の講師を務められるなど、幅広く御活

躍をされております。 

 本日は「検査・監査・評価における能力の専門性と汎用性」というテーマにて御講

演いただきます。それでは、蟹江先生、よろしくお願いいたします。 

 

【蟹江先生】 皆様、こんにちは。ただ今御

紹介いただきました北海道大学の蟹江でござ

います。本日は大変得がたい機会を頂戴いた

しまして、大変感謝いたしております。 

 本日は「検査・監査・評価における能力の

専門性と汎用性」といういささか分かりにく

いテーマで大変恐縮ではございますが、これ

からお話をさせていただきたいと思います。 

 本日はここ（講演資料 8 ページ下）に映し

ております順番でお話をさせていただきたい

と思います。 

 まず、議論の前提について簡単に説明させていただきます。行政が提供することを
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求められるサービスが複雑化・多様化している状況下で、そうしたサービスの提供と

いう業務を対象とする検査・監査・評価の有効性を確保するためには、検査等の対象

を十分に理解して的確に検査等を実施するための高度な専門的能力や技術が必要とさ

れます。しかし、検査部門には人的資源について制約があるため、複雑化・多様化す

るあらゆる対象について、その検査対象に関する専門的能力や技術を持った人材を十

分な人数抱えることができるわけではないという現実があります。このため、必然的

に限られた人数で対応しなければならないわけです。その限られた人員で適切な検査

等を実施するためには、その検査等に従事する個々人のレベルアップが必要となって

まいります。いわゆる人材育成という課題が生じるわけです。検査等で対応すべき事

項の性質が変化し、範囲が拡大しているという状況下で、検査等の品質を確保するた

めに、高い能力を持った人材をいかに育成するかということが問われてまいります。 

 我々が直面している新たな社会的あるいは経済的事象として、例えば ICT（情報コ

ミュニケーション技術）の高度化、AI（人工知能）の活用、それから新たな経済取引

の出現、法令や会計基準などの新設・改定などがあります。こういったことは必ずし

も現代に固有のことではないのですが、ICT などが高度化するということとの関連で

現代的なものもあるわけです。会計基準や法令などについても同じようなことが言え

ると思います。 

 一方、行政サービスに対するニーズについては、サービス内容の高度化・複雑化、

利害関係者の多様化や利害関係の複雑化などが見られます。住民が求めるものが高度

化・複雑化してくる、あるいは様々な点で利害が対立しやすくなっていると、こうい

うところで利害調整機能というものが行政に期待されるということがあるわけです。

こうした難しい業務が適切に実施されているかどうかということを的確に検証しなけ

ればならないという意味で、検査・監査・評価の有効性に影響を与える現象にどう対

応し、そしていかに効果的で効率的な検査、監査あるいは評価を実施するかという点

について、以下で考えてみたいと思います。 

 行政の現場でも IT ですとか ICT というのは、いまや当たり前に使われているでし

ょうし、従来の収支会計から企業会計的な発生主義会計の考え方が導入されておりま

す。ITや ICT はもちろん、企業会計もどんどん進化ないし変化しております。このよ

うに検査等の対象が複雑化・高度化してまいりますと、こうした対象を的確に検査、

監査あるいは評価するというためには、検査等の対象に関する高度な専門的知識や能
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力が要求されるようになります。ただし、この専門的な能力・知識というのは持って

いるだけでは駄目でありまして、対象に対する十分な理解に基づいてその知識を活か

し、専門的能力を発揮しながら検査等の対象における複雑性や高度化に対応すること

ができなければ、複雑な事象やニーズに適合した検査等を行うことはできません。し

かしながら、逆の見方をすれば複雑な事象やニーズを的確に理解し、これに対応でき

る能力というものを獲得することができれば、複雑な事象やニーズにもうまく対応す

ることができるようになるかもしれません。 

 ところが、その事象やニーズの多様化ということへの対応については、やや事情が

異なる面があります。多様な事象やニーズに的確に対応するためには、多様な専門的

知識や能力というものが必要になってくるわけですが、複数の領域を同時にカバーで

きるような人材というのは、皆さん直感的にお分かりだと思いますが、そうそういる

ものではありません。例えば AIにも会計にも精通している人というのがそんなに多く

いるわけではないということは、直感的にお分かりいただけると思います。そもそも

専門性を高めれば高めるほど、通常は適応できる範囲というのは狭くなっていくもの

です。 

 言葉は良くないですが、いわゆる「蛸壺化」という現象が発生してまいります。『サ

イロ・エフェクト』という、そういう書名の本も出ていますが、こういったサイロ・

エフェクトというような言い方もされています。サイロとは穀物ですとか家畜の飼料

などを保管する倉庫で、窓のない塔のようなところでそういったものを保管するわけ

です。サイロといえば北海道の風景が目に浮かぶ方もいらっしゃるかと思いますが、

私も昨日北海道から今日のこのために出てまいりましたけれども、私の住んでいるの

は北海道の札幌市内ではあるのですが、私の家の近くにはこのサイロがあるところが

あります。いまだに札幌市内にも牧場が結構残っております。もちろん中心部にはな

いのですが、少し郊外に行きますと実際にサイロがあります。しかしながら、牧草を

冬の間サイロで保管するというよりは、最近は牧草ロールといわれているものが作ら

れまして、これの形で冬の飼料というものを保管します。北海道へ旅行されたことが

ある方は、もしかしたら目にされているかもしれませんけれども、広い畑の真ん中に

黒や白のビニールで包まれた丸い、チーズのようなものが転がっているのを目にされ

たことがあるかもしれませんが、あれを「牧草ロール」と言っています。あれを作る

機械というのがありまして、トラクターのようなもので牧草を刈り取って、丸めて、
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その後ビニール掛けをします。日本で考えられたのかどこで考えられたのかは分かり

ませんが、牧草用に栽培しているものをあのような形にしているのか、雑草をあのよ

うな形に丸めているのかはよく分かりませんが、今はサイロというものを使わなくて

も家畜の飼料は冬を越せると、冬の間もそれを使って飼育ができるということです。

こういうところもいろいろ技術も進歩するし、いろいろなものが進歩しているという

ことを垣間見ることができるのではないかと思います。少し余談になりました。 

 そういったサイロあるいは蛸壺のような形であまりにも高度に専門化が進んでしま

いますと、それぞれの分野がサイロに押し込まれたように孤立してしまって、横の連

携があまりうまく取られなくなり、それによって非効率化するというようなことが指

摘されています。先ほど少し申し上げました『サイロ・エフェクト』という本の中で

も、ソニーのケースなどが紹介されておりました。また、それに対してサイロ的じゃ

ない企業、例えばアップルのような例が挙がっておりました。iPod を作ったのがアッ

プルで、ウォークマンの IC 版を作ったのがソニーで、この両者経営方法が対照的で、

蛸壺化しているのか、していないのかを比較されていたと記憶していますが、専門性

が高いか低いかということではなく、ある事に特化し過ぎてしまうと広がりが欠けて

くるという点もありますので、こういったところをいかにうまくコントロールしてい

くかということも課題になってまいります。いずれにしましても、専門化は対応領域

を狭める傾向があるため、それぞれの対象領域に対応することのできる複数の人材を

求めなければ、適切な監査等が実施できないことになります。 

 ところが、本日のお話の前提といたしましては、人的資源に対して制約があるわけ

ですから、多様な領域ごとにそれぞれに精通した人材を十分に配置するわけにはいき

ません。結果的に検査部門だけで多様な事象やニーズに対応するには困難が伴うとい

うことになってまいります。 

 それでは、限られた人的資源、言い換えれば限られた専門的知識や能力を活用して、

効果的な検査あるいは評価を実施するには一体どうしたら良いのでしょうか。一つの

考え方として、検査等を担当する部門における人材の持つ知識や能力というものは、

検査等の対象そのものというよりも、むしろ主として検査等のスキルの部分で活用す

ると、こういう方針を採用するということを考えてみてはどうかということです。二

兎を追うとどちらも中途半端になる恐れがありますので、検査スキルにリソースを集

中的に投下するという発想です。これはあくまでも一つの試みですから、「そんなこ
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とはできない」ということなのかもしれませんが、頭の体操という形で考えてみまし

ょうという、そういう程度で御理解いただければと思います。 

 そして、検査等の手続に関する基準を設定します。基準、即ちスタンダードですか

ら、手続を標準化しようというわけです。その基準に基づきまして、専門的知識や能

力を裏付けとする検査等の専門的な技術を標準化して実施すれば、少なくとも技術的

には高水準の検査、監査あるいは評価を実施することができるようになるはずです。

つまり、検査部門はあくまでも検査の専門家として検査スキルを極めると、こういう

当たり前と言えば当たり前の方向に進んでいくということになろうかと思います。 

 一方で、技術水準だけ高くても検査等の対象というものを十分に理解しなければ、

効果的な検査等を実現できないのではないかと思われるわけですけれども、対象が多

様化すると対象ごとに求められるものが異なってまいりますので、限られた人材では

全てをカバーするということはそもそも無理な相談であろうというわけです。AIの専

門家が AI の専門知識を持っていたとしても、それが会計の検査をするのに必ずしも役

立つとは限らないわけです。そこでどうするかということですが、検査対象などに関

する専門的な知識や能力はもう思い切ってアウトソーシングしてみてはどうかという

わけです。つまり、必要な専門的知識や能力を外部の専門家に必要に応じて提供して

もらうというわけです。これによりまして、多様な対象によって必要とされる専門的

知識や能力を適時適切に使った検査や監査を実施することが可能となります。 

 ここで、公認会計士という職業的専門家による監査の状況を少し紹介してみたいと

思います。公認会計士は御承知のとおり、非常に高度な専門性を持った監査主体であ

るわけですが、公認会計士の監査の対象というのはほぼ会計情報に限定されていると

言って良いかと思います。公認会計士の監査は金融商品取引法による財務諸表監査と、

会社法に基づきます会計監査人監査を二本の柱として実施されています。監査を要求

する根拠法は異なりますが、実際に行われている監査の中身というのはほとんど同じ

ものです。財務諸表が会社の経営内容を適正に表示するものであるかどうかというこ

とを会計記録や会計処理システムなどを検証することによって裏付けを取り、監査意

見という形で報告をして、会計情報の信頼性というものを保証するということを行っ

ている監査です。 

 公認会計士による会計監査は、社会一般に広く合意された会計基準や監査基準によ

って監査を実施する際の監査人の判断や手続が標準化されているという点に一つの大
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きな特徴があります。この特徴こそが、公認会計士が高度な専門性をもって監査業務

にあたることを可能にしていると言っても過言ではありません。実は会計には複式簿

記という、いわば「魔法の杖」のようなものがありまして、ありとあらゆる事象が借

方と貸方に分けられて、勘定口座というところに集約されます。公認会計士の監査は、

複式簿記によって閉ざされた空間の中で検証を行うことができるために、会計という

単一な専門的知識に基づいて実施することが可能となっています。もちろん会計士さ

んが会計しか知らないと言っているわけではありません。会計士さんは会計について

はエキスパートで、非常に高い専門性を持っているという意味です。この後、公認会

計士の先生も御登壇されますし、また、この会場にも会計士の先生がいらっしゃると

思いますので、誤解のないように付け加えたいと思います。とにかく会計の専門知識

を活かしてお仕事をされています。  

 しかしながら、今日、この会計事象や会計基準もご多分に漏れず複雑化や多様化が

進んでいます。特に重大な問題は、魔法の杖である複式簿記が効かないような事象が

生じているという点です。公正価値あるいは時価などと呼ばれているものがその一例

と言えるでしょう。複式簿記が作用しないと会計の枠が外れてしまい、監査人に必要

とされる知識の空間が開いてしまいます。そうなりますと、会計知識だけでは対処で

きなくなる場面が出てくるわけです。実際、監査の対象について、例えば将来の見積

情報のように、複式簿記で処理できる従来の過去取引に基づく情報を主体とする会計

情報とは性質を異にする情報が多く含まれるようになってまいりました。また、公認

会計士が対応すべき範囲というのも、企業会計だけにとどまらず、独立行政法人です

とか、学校法人、公益企業、地方自治体など様々な領域に拡大してまいりました。こ

れに伴いまして、監査人としての公認会計士にとっても求められる知識や能力が大き

く変化してまいりました。また、会計や財務の領域を超えて拡大してきました。もは

や、会計の知識だけではいろいろな監査の対象に十分に対応できなくなってきていま

す。 

 そこでどうしたかといえば、会計情報を監査する際に不足する専門的知識について

は、その道の専門家を活用すると、つまりアウトソーシングを行うようになってきて

います。例えば年金債務の金額の妥当性について判断する際には、年金数理人（アク

チュアリー）といわれている人たちの知識や能力を利用することになるでしょうし、

固定資産の減損の適否について判断する際には、当該資産を評価するのに必要な知識
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を持つ専門家の能力を利用するというわけです。最近世間を賑わせている事例におき

ましても、子会社における減損の認識が問題になっておりますが、会社と監査法人と

の間で、なぜあのような見解の食い違いが生じてくるのかというのは、なかなか外か

ら見ても分からないところがございますが、固定資産の減損の認識というのは専門家

にとっても難しいということなのかもしれません。 

 さて、ここまでは能力の専門性ということについて見てまいりましたが、次に能力

の汎用性ということについて考えてみたいと思います。検査等の対象が多様化し、そ

の一方で検査等を担う人的資源に制約があるという状況下では、検査等を実施するの

に最低限必要な基礎的ないしは汎用的な、いわばコアとなる能力（コア能力）という

ものと、検査等の対象を深く理解して的確な評価や問題点の発見を可能にする高度な

専門的能力等を組み合わせる、即ちコア能力である検査等に関わるスキルと、それ以

外の検査等の対象におけるリスクを抽出したり、評価したりという対応する能力を分

けるということです。全てというわけではありませんが、検査等に関するスキルは検

査部門の中の人材によってしっかり確立して、そこにコアを形成し、一方、多様な対

象に必要に応じて対応しなければならないリスクの抽出ですとか、評価ですとか対応

ということに要求される高度な専門的能力は、思い切って検査部門外から調達する、

即ちアウトソーシングをするというのも検査等の有効性を確保するためには一つの方

策ではないかというふうに考えるわけです。 

 それではコア能力というのは、具体的にはどういうものをいうのでしょうか。一つ

の例として、IIA（内部監査人協会）というところが出しております「内部監査の国際

的能力フレームワーク」というものを御紹介してみたいと思います。そこでは、御覧

のように（講演資料 12 ページ上）10 個のコア能力が掲げられています。この図の一

番下の二つですが、「専門職的倫理観」と「内部監査の管理」というのは基盤能力で

ありまして、内部監査人に基本的に要求される能力です。専門職的倫理観というのは、

専門職的倫理を推進し、適応する能力と説明されています。もう一つの内部監査の管

理というのは、内部監査部門を構築し、管理する能力であります。これが基盤である

ということはよく分かると思います。 

 その上の三つが「技術的専門知識」ということで、内部監査を成功裡に実施するた

めに必要とされる能力です。「IPPF」というのは専門職的実施の国際フレームワーク

ということで、これはいわゆる内部監査の国際的な基準というふうに御理解いただけ
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ればと思いますが、これを適用する能力です。自分たちが拠って立つ基準をちゃんと

理解して、適用できるということが求められるということです。その次は「ガバナン

ス、リスク、コントロール」ということですが、これはガバナンス、リスク、コント

ロールに対する十分な理解を組織に適用する能力です。「ビジネス感覚」はビジネス

環境ですとか、業界慣行、組織特有の要因の専門的知識を保持する能力ということで

す。このように説明をされています。 

 そのさらに上の三つは「個人的スキル」であり、内部監査の質に影響を与える要因

です。「コミュニケーション」は影響力のあるコミュニケーションをする能力、「説

得と協調」これは協調と連携を通じて他者を説得し動かす能力、「批判的思考」はプ

ロセス分析ですとか、ビジネスインテリジェンス、問題解決法を適用する能力という

ふうに説明されております。 

 こうした基盤、専門知識並びにスキルの上に内部監査の実施が成立し、更に改善と

革新が繰り返されることによって、内部監査人の能力が維持され、さらにはレベルア

ップされていくという関係になっているわけです。 

 今、お話ししましたことをまとめますと、御覧いただいている（講演資料 12 ページ

下）表のようになります。繰り返しになりますが、基盤としましてはこの二つ、「専

門職的倫理観」と「内部監査の管理」ということで、専門職としての行動様式に対す

る基本的な期待、あるいは資源と業務を管理する能力です。「IPPF」以下三つは業務

を成功裡に実施するために必要な能力です。「コミュニケーション」以下は技術的専

門知識に基づいて明らかにした情報や検出事項、提案事項が組織にとって適切な影響

を与えるようにするために必要な能力です。「内部監査の実施」と「改善と革新」は、

計画、客観性、資源管理、戦略的理解のようなスキル、そして組織に生産性の向上と

持続可能な未来への道を開く準備をさせる能力です。少し抽象的なところもあるかも

しれませんが、これ（前記資料）を御覧いただいてお分かりいただけると思いますが、

ここに掲げられている要素というのは別に内部監査に限らず、どんな場面でも使えそ

うなものばかりです。例えば IPPF というような固有名詞はありますが、これも皆さ

んが拠って立つ基準というものがあるわけですから、そういったものを使いこなせる

かどうかということですので、特に内部監査ということに限定したものではありませ

ん。 

 こういうふうに考えますと、コア能力というのは専門性よりもむしろ汎用性に優れ
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た能力を指すのではないかと思われるわけです。ここには挙がっておりませんが、例

えば直観ですとか洞察力、あるいは最近監査では非常に注目されておりますが、懐疑

心といったものも検査や監査を実施する上で欠かせないものだろうと思います。そし

て検査や監査に限らず、様々な業務や場面で汎用的に求められるものでもあるという

ふうに思います。専門といいますと、なんとなくレベルが高くて一般や汎用はレベル

が低いのではないかという受け止め方をされるというイメージがあるようにも思いま

すが、必ずしもそうではありません。専門だからといってレベルが高いかというと、

私なんかはどうするんだということになりますけれども、我々でも専門性を高めて非

常に高い専門性を持っている方もいらっしゃいますが、にわか勉強で専門家だといわ

れてしまうと困るようなこともあります。私もかなり歳をとりましたので、新しい監

査の新しい領域にはなかなかついていけないということがあります。 

 我々よりも一般的な知識で仕事をされていても、ずっと優れた仕事をされる方はい

らっしゃいますので、そういう意味ではあまり上下の関係ではないということだろう

と思います。そういう意味では汎用性ということは必ずしも軽視されるべきではなく、

もう少し重視する必要があるのではないか、もっと言えば、汎用性の上に専門性が乗

っているといいますか、成り立っているということではないかと思います。やはり、

基礎がしっかりしていなければ上にいくら良いものを建ててもぐらついてしまうとい

うことではないかと思います。 

 さて、ここからは人材マネジメントについて考えてみたいと思います。検査部門が

リスクに適切に対応して期待される機能を果たすことができるかどうかというのは、

適切な人材がうまく揃っているかどうかにかかっています。このあたりが、今日のこ

の後のパネルディスカッションの主なテーマになるのではないかと思います。まず、

適切な人材構成を考えたときに、組織の内部から検査等を行う人材を採用する場合が

あります。このとき、検査等が行われる組織に所属している人材を採用するわけです

から、当該組織に固有の知識はそれなりに備えていると考えられます。このため、組

織におけるリスクや課題を抽出したり、組織目的の達成を支援したりするために何を

すべきかということについては深く理解している可能性があります。ただ、それまで

の業務経験にもよりますが、組織のあらゆる業務に通じているとは限りませんので、

検査対象についての専門知識にも当然限りがあります。また、採用した人材が、それ

までに検査や監査といった業務に従事した経験がない場合は、こうした業務を実施す
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るのに必要なコア能力が不足していることが懸念されます。コア能力を身に付けさせ

るのにはそれなりの時間を要するため、その間はこの検査等の業務の有効性や効率性

に影響が出るというリスクを認識する必要があるかもしれません。 

 一方で、組織の外部から必要な専門的知識や能力を備えた人材を検査等の部門に採

用する場合ですが、これはいわゆるアウトソーシングとは違う面がありまして、外部

から人材を部門の中に取り込むということです。この場合には、検査等を行う部門に

対して総体的な能力の向上ですとか、それまでとは異なる新鮮な視点ですとか、それ

まで見逃されていた論点などがその新たな人材によってもたらされるというメリット

が考えられます。しかしながらその反面として、当該組織の文化や検査等の対象であ

る業務などを理解して、当該組織における検査や監査業務に適用するまでには当然そ

れなりの時間がかかってくるでしょう。やはり、こうなりますとその間は検査等の業

務に影響が出るリスクというものに留意する必要が出てまいります。 

 こういうふうに考えますと、検査部門全体としての業務能力を損なうことがないよ

うに、計画的な人材の採用を行うということが重要であるということが分かると思い

ます。なお、アドホックに必要とされるような特定のスキルにつきましては、それを

常時部門内に維持することは効率的ではありませんので、この部分に関してはアウト

ソーシングですとか、コソーシング――コソーシングというのは全面的に外に依存す

るのではなく、一部依存すると、内部と外部の協調で行っていくということですが、

これによってその時点で最適な知識や能力を調達することで補完するという考え方も

あり得るかと思います。かつて、国立大学はリースの取引ができなかったことがあり

まして、コピー機などを買い取っていました。そして、どんどん技術革新が進んで新

しいコピー機が出るのですが、減価償却期間は取替えがきかないので古い機能の悪い

コピー機を使わなければいけなかったという時代がありました。何が言いたいかとい

いますと、どんどん知識が変わっていくというときに、今必要な知識を内部に固定し

てしまうと、今は良いかもしれませんが変わってしまったときに取り替えられません。

それであれば、最初から人材もリースと同じようにその時に必要な知識を提供しても

らうという考え方もあるのではないかと、随意契約という感じで取り込むというのも

一つの考え方ではないでしょうかということです。 

 このように組織の内部及び外部から人材を採用することのメリットとデメリットと

いうことに十分に留意し、また、特定のスキルを補完的に調達するなどといった形で
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必要な知識・能力を適切に組み合わせることによって、適切な人材構成を実現する必

要があるということになろうかと思います。 

 人材の育成方法としては、ここ（講演資料 13 ページ下）にありますように、OJT

ですとか集合研修、e ラーニングなどがあります。検査等を行う部門やそこに所属する

個人のニーズを考慮して研修計画を策定し、これに基づいて個人の能力やスキルの向

上を図るとともに、部門全体としてのレベルアップを達成できるようにしていく必要

があります。研修プログラムの例としましては、先ほどの IIA のフレームワークに沿

って監査のスキルやビジネス知識、批判的思考、リーダーシップスキルなどのコア能

力の育成を目指したものが考えられます。 

 ちなみに、IIAが 2015 年に世界の CAE（Chief Audit Executive／監査部門長）に

対してアンケート調査を行いました。その時に、内部監査の研修プログラムに含まれ

ているのは何ですかということで、たぶん幾つか具体的なものが挙がって複数回答で

回答を求めた結果、内部監査のスキルが 68％、オリエンテーションが 54％、ビジネス

知識が 53％、批判的思考が 30％、リーダーシップが 27％含まれているというふうに

回答したということです。面白いのは、大規模な内部監査部門の方が構造化された、

あるいは文書化された研修プログラムがあるということで、50 名を超えるような大規

模な監査部門では 74％がそうしたプログラムを持っているのに対して、4 人～9 人と

いう比較的小規模な部門では 45％しかなかったということです。いずれにしても専門

的・技術的能力の養成もさることながら、このような汎用的あるいは常識的な能力も

重視されているという事実には非常に興味深いものがあります。表面的な対応力だけ

ではなく、深く根ざした能力を身に付けた人材でなければ、監査に限らないかもしれ

ませんが、本当に優れた仕事はできないということなのかなと、そうだよなという感

じです。そういう結果が出てくるようです。 

 最後に能力養成上の課題と、どのような方針で能力の養成を行っていくべきかとい

うことについてみてみたいと思います。行政の複雑化や多様化、そして検査等の主体

側における人的資源の制約を考慮しますと、検査等を受け入れる側における対応とい

うのが一つの鍵になるのではないかと思います。検査を受ける側が検査を受け入れる

体制を十分に整えることが前提になるということです。そもそも、検査や監査という

ものはそれ自体が単独で存立するものではなく、検査等の対象があって初めて成立す

るものです。対象が明確であることが効果的な意味のある検査や監査の前提となると
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考えられます。また検査等を受ける側の姿勢も非常に重要で、検査側とむやみに対立

するのではなく、検査等の意味を理解した上で受入体制を整備する必要があろうかと

思います。 

 今日の組織運営の状況を考えてみますと、受入側の対応としては具体的にはいわゆ

る内部統制の整備というところにポイントがあるのではないかというふうに考えてお

ります。御承知のとおり、今年 6 月に地方自治法が改正されまして、都道府県と政令

指定都市については内部統制の方針の決定と必要な体制の整備が義務付けられました。

3 年後ぐらいですから、これから大変になるかなと思います。そういった内部統制と呼

ばれているものは、組織体の業務が効果的かつ効率的に、そして、適法に行われるよ

うに当該組織の構成員が自ら業務をコントロールしていくプロセスであるということ

ができます。組織は大規模化していきますと、どうしても権限委譲したり、業務の分

掌などをしなければいけなくなったりします。そうなるとセルフモニタリングですと

か、セルフコントロールが必要になります。これは民間企業で最初に生じたことです

が、行政ですとか地方自治体のようなところでも当然同じようなことが当てはまるは

ずです。だからこそ地方自治法の改正ということだと思います。 

 こうした内部統制というプロセスが確立されていきますと、業務に対するコントロ

ールのプロセスというのが一定のルールや手順の下で標準化され、体系的に実施され

るようになります。「内部統制」という言葉が非常にいかめしいのですが、皆さんが

現在やっておられる業務の中で、相互にチェックをしたりあるいはルールが決まって

いる、手順が決まっている、そしてそれに沿って仕事をされているというように、仕

事を一定のプロセスの中でコントロールしたりしていくということです。「統制」と

いうと非常にいかめしいのですが、管理というようなイメージだと思います。ですか

ら、かつては「内部管理」という訳語が当てられていた時代があったようです。です

から、皆さん十分に御理解されているとは思いますが、物価統制の統制とは違うイメ

ージで捉えていただいた方が良いと思います。いずれにしても内部統制というコント

ロールのプロセスが一定のルールや手順で行われるような形で業務が進んでいくわけ

です。 

 また、そのコントロールのプロセスが文書化されることによって可視化され、ルー

ルや手順などを構成員で共有できるようになって、標準的なプロセスが安定的に運用

されるようになってまいります。ルールが決まっていてかつそれが共有されていれば、
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通常はそれに従って業務が遂行されるはずです。業務がルールから外れていないかを

チェックし、外れないようにモニターしたりコントロールしたりするということが内

部統制ということになります。 

 また、内部統制という業務のコントロール・プロセスが有効性を維持しながら運用

されているかということについて、内部統制を整備・運用する責任者が自ら自己評価

を行って、それに基づいて業務に対するコントロールが継続的に改善されていくこと

になります。 

 コントロールを前提とした検証ということですが、行政の複雑化・多様化というの

は、行政における業務の内容が複雑化ないし高度化し、またそうした業務が多様な領

域にわたるにようになってきたということを意味するのだろうと思いますが、そして

また複雑化・高度化した業務を的確に検査、監査あるいは評価するための専門的知識

や能力を十分に確保する必要があるにもかかわらず、検査等を担う部門において人材

に制約があって、多様化する業務を十分にカバーすることが難しいという状況が本日

の議論の出発点でした。たしかに個々の業務自体を直接的に検査するとなりますと、

専門能力が不足したり、範囲が広すぎてカバーできなかったりということが生じるか

もしれません。 

 しかしながら、業務そのものを直接的に検証するのではなく、業務が内部統制とい

うコントロール・プロセスに準拠する形で実施されているかどうかということを検証

することを通じて、間接的に業務を検査するという方法も考えられるのではないかと

思います。検査等を受ける側におきまして、内部統制の意義が十分に理解され、そし

て実践されていれば業務を行う過程でその法規準拠性ですとか有効性、効率性といっ

たことが自己評価されるはずです。なぜなら、こうした自己評価はまさに内部統制と

いうコントロール・プロセスの根幹をなすものの一つだからです。 

 業務を自己評価するというのは、当該業務を現場で実際に遂行して、その内容に精

通した実務者が行います。検査部門は自己評価の結果に基づいて検査を実施すること

で、業務部門が持つ専門的知識や能力によって自らの専門性の不足を補完することが

できるというふうに考えられます。検査部門は自己評価の結果に基づきまして、適切

な業務のコントロールとモニタリングが行われているかどうかを検証することになり

ます。 

 そうだとすれば、検査等を行う者は、多様な業務ごとに必要になる専門知識ではな
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く、内部統制というコントロール・プロセスを参照枠として内部統制を的確に評価で

きる能力を身に付け、それを高度化していくということが求められるのではないかと

思います。即ち、内部統制というコントロール・プロセスを十分に理解する能力、そ

してコントロール・プロセスを評価する能力が求められるということになろうかと思

います。内部統制は、基本的には組織体に固有の目標達成を支えるコントロール・プ

ロセスであり、経営ツールですから、組織体毎に独自の体系で構築されるものです。

とはいってもほとんどの組織体に共通するフレームワークがあり、これに沿う形で構

築され、運用されていると考えることができますので、内部統制を評価するには内部

統制というプロセスに関する専門的知識もたしかに必要だと思いますが、それを自ら

の内部統制の評価に応用する能力、評価手続に落とし込んでいくスキルというものが

要求されるのではないかと思います。そうした能力やスキルにはある程度の汎用性が

あった方が良いのではないかと考える次第です。 

 本日のお話はあまりにも理念的に過ぎ、あるいは突飛な発想であって、皆さんが直

面されている人材育成の課題にすぐに役立つものではないかもしれませんが、今後の

方向性を考える際にいささかでもお役に立つことがあれば幸いでございます。 

 最後、少し早口になってしまいましたが、御清聴いただきましてありがとうござい

ました。（拍手） 

 

【総合司会】 蟹江先生、どうもありがとうございました。この後、パネルディスカ

ッションの準備が整いますまで、今しばらくそのままお待ちください。 

  

－ 16 －



17 
 

 

 

パネルディスカッション 

「検査・監査・評価における専門性と人材育成について」 

＜パネリスト＞ 

宮内 和洋  （会計検査院 事務総長官房 総括審議官） 

齋藤 壽男  （総務省 行政評価局 企画課人材育成室長） 

山﨑聡一郎  （日本公認会計士協会 公会計委員会副委員長） 

酒井  晃  （独立行政法人水資源機構 監事） 

小川 英明  （大阪市 行政委員会事務局長 兼 総務局理事） 

＜ 司  会 ＞ 

 梶田 憲一  （会計検査院 事務総長官房 能力開発官付 

公会計監査連携室長） 
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【総合司会】 これより、パネルディスカッションを開始いたします。パネルディス

カッションの進行は、梶田憲一会計検査院公会計監査連携室長にお願いいたします。 

 

【梶田連携室長】 それではパネルディスカッションに入らせていただきます。私は、

本日のパネルディスカッションの司会をさせていただきます、会計検査院の梶田と申

します。よろしくお願いいたします。 

 今回のパネルディスカッションは、「検査・監査・評価における専門性と人材育成

について」をテーマとして討議を行っていただくことになっております。 

 5 名のパネリストの方々を御紹介させていただきます。私のお隣の方が、大阪市行政

委員会事務局長兼総務局理事の小川英明さんです。小川さんは、地方公共団体の監査

機関の立場から御出席いただいております。そのお隣の方が、独立行政法人水資源機

構監事の酒井晃さんです。酒井さんは、政府出資法人において監査を担っておられる

立場から御出席いただいております。続いて、向かい側のテーブルに御着席の皆様を

御紹介いたします。皆様から見て一番左側の方が、日本公認会計士協会公会計委員会

副委員長の山﨑聡一郎さんです。山﨑さんは、政府出資法人、地方公共団体等の監査

人の立場から御出席いただいております。二番目の方が、総務省行政評価局企画課人

材育成室長の齋藤壽男さんです。齋藤さんは、国の行政評価機関で人材育成に係る業

務を担っておられる立場から御出席いただいております。そして一番右手が、会計検

査院宮内和洋総括審議官です。宮内さんは、国等の会計検査機関の立場から出席して

おります。パネリストの皆様の御経歴につきましては、講演資料を御参照ください。 

 それでは、パネルディスカッションの進行方法につきまして御説明いたします。パ

ネルディスカッションは途中に休憩を挟みまして、前半の部と後半の部とに分かれて

おります。前半の部ではパネリストの方々に、12 分を目途にテーマに沿ったプレゼン

テーションを行っていただきます。その後 20 分程度の休憩を取ります。この休憩の間

に、皆様にお渡ししました講演資料の中の質問用紙に、プレゼンテーションをお聞き

になっての御質問の内容と、どのパネリストからの回答を求めるのかを御記入いただ

き、係の者にお渡し願います。後半の部では、前半の部のプレゼンテーションと会場

からの御質問などを基に、更に議論を進めてまいります。時間の関係で全ての御質問

にお答えできないと思いますが、お答えできなかった分につきましては、後日、可能

な範囲で会計検査院のウェブサイト等に回答を掲載いたします。 
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 また、各パネリストの本日の発表、発言は、それぞれの組織における御経験等に基

づくものと思われますが、組織を離れた個人的な見解という位置付けでございます。

皆様にもそのように御理解いただきたいと思います。 

 それでは、初めに会計検査院の宮内さんより御発表いただきます。宮内さん、よろ

しくお願いいたします。 

 

［会計検査における専門性への対応、人材育成に関する取組について］ 
【宮内総括審議官】 それでは、会計検査院あるいは会計検査におけます専門性への

対応、人材育成に関する取組について御説明をさせていただきたいと存じます。 

 全体の構成はこのようなこと（講演資料 22 ページ下）を考えております。 

 まず、議論の前提としてでございますが、検

査等におけます専門性ということについて私は

二つのレベルがあると考えております。まず一

つ目のレベルといたしましては、検査・監査・

評価といった業務自体が一般の行政あるいは企

業活動に対して専門的であるという意味での専

門性、それから二つ目のレベルといたしまして、

検査等を実施する際の特定の分野に必要な専門

性、この二つのレベルでの専門性があるのだろ

うと考えております。それに応じまして、それ

に必要な能力も、一つ目のレベルのものについ

ては検査・監査・評価業務全般に係ります資質・能力・経験といったもの、基調講演

では検査スキルとおっしゃっていたものがこれになろうかと思っております。これら

は他の業務にも通じる部分があるという意味で、汎用性がある部分もあるという基調

講演でのお話でございました。基調講演で御説明があった「コア能力」というものが

これに当たるのかなと考えております。 

 それから二つ目のレベルに対応するものといたしましては、特定の対象分野に関す

る知識・スキルが必要であると、基調講演で御説明のあった「高度専門的能力」がこ

れに当たるのかなと考えております。 

 そして、会計検査院でございますが、組織としての会計検査院は検査の専門機関で
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ございます。ですから、今申し上げました二つのレベルの専門性のうちの特に一つ目

のレベル、これについては自ずと満たすといいましょうか、満たしていなければなら

ないという立場にあるところでございます。そして、会計検査院におきましては、主

たる検査の観点は正確性、合規性、経済性、効率性、有効性といったところですが、

その観点別にどのような見方で検査をするか、それぞれの位置付けはどうか、相互関

係はどうか、例えば政策や業務の遂行におけるインプット、アウトプット、アウトカ

ムのそれぞれにどう対応して検査をするのかといったことについて整理をし、そうい

ったことを念頭に置きながら検査の実施あるいは検査結果の取りまとめを行っており

ます。 

 組織としてはそういうことですが、では、会計検査院という組織を構成する個人と

してはどうかというところは別問題でございます。そこで、検査院の職員というのは

そもそもどういう者がなっているのかというのが最初のスライド（講演資料 23 ページ

上）でございます。そこにございますように、我々の職員は国家公務員試験の合格者

の中から官庁訪問で会計検査院に来た者から採用しております。そして一旦採用した

後は、出向等は別にしまして、一貫して検査業務に従事いたします。したがいまして、

採用当初のところを見ますと、共通の試験であるということからして必ずしも専門的

素養を持っているわけではありません。一方、検査院に興味を持っているということ

は、検査業務に一定の関心等はあるということです。そして採用後は検査業務にずっ

と従事するということですので、一般の府省あるいは自治体、独法の方でありますと、

中にはたまたま人事ローテーションによって監査等に従事するということもあり得よ

うかと思いますが、そういった者よりは私どもはアドバンテージがあるわけです。 

 ですから、自然と検査の専門家になれば良いわけですが、そこは門前の坊主のよう

に、無手勝流で自動で身に付くものではないと考えております。そこは研修、研鑚、

厳しい坂を上っていくことが必要であると考えております。コア能力につきましても

そうですから、ましてや特定スキルについて自動で身に付くかというとそんなもので

はないと考えております。 

 そこで、講演資料 23 ページ下では検査に必要な特定分野のスキルにはどのようなも

のがあるかということを考えまして、三つ代表的なものを挙げさせていただいており

ます。最初が左端ですが、会計等に関する知識です。「会計」検査院というのだから

検査院の職員はみんな分かっているのだろうと思われるかもしれませんが、決してそ
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んなことはありません。少なくとも採用時点では 4 分の 3 の者が会計に関する予備知

識はほぼありません。しかし、これは悪いことだとは思っておりません。基調講演で

も蛸壺化はいけないという話がございましたが、検査というのは多角的な観点から行

うものですので、多様な素養なり関心を持った人材を得たいと思っております。そし

て、検査に必要な素養等としては正義感、好奇心、健全な懐疑心あるいは自分の頭で

考える探求力、そういったことを持っている人間を広く集めたいと思っておりますの

で、最初から会計に関する知識を持っていないことが決して悪いことだとは思ってお

りません。したがって、それらについては採用後に身に付けさせる必要があるという

ことです。 

 二つ目です。「技術（工事等）」と書いております。かつては「会計検査院ではな

くお前たちは工事検査院だ」と言われたこともあるくらい、会計検査院は工事につい

て非常に深い検査をしております。ですが、御覧いただければ分かりますように、技

術系出身の人間は 2 割程度で 8 割方は事務系出身の人間です。そういった事務系出身

の人間が、この写真にありますように工事の検査をしております。 

 三つ目は IT です。最近 IT が日常に進出しておりますが、若い人の中にはスマホは

できるがパソコンはできないといった人がおりますので、若いから IT は大丈夫だとい

うことでは決してありません。これらも育てていく必要があると考えております。 

 そこで、検査院におけます基本的な方針といたしましては、そのような人材の育成

が大事だという基本方針を立てて、臨んでいるところです。 

 組織的には能力開発官、研修室という組織が担当しております。 

 その中の特徴的なものといたしまして、この写真（講演資料 25 ページ上）にござい

ますように、群馬県に合宿施設を設けまして、ここで集中的な研修を行うという体制

を取っております。 

 その研修の中身です。まず、Off-JT ということで、日常の業務をある程度離れて集

中的に行うものについてですが、講演資料 25 ページ下に記載したように、大きく階層

別の研修とその他の研修ということに大別して考えております。 

 まずその階層別の研修ですが、上の方が若い人、下の方がより職位が高くなってい

くというイメージで御覧いただきたいと思いますが、こちらにありますように、職位

の進行に応じてより複雑・高度な研修を行っております。最初の頃は基礎的な知識、

その後実践的な知識、そして検査技術であったりマネジメント能力であったりと階層
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に応じた研修を行っております。 

 具体的な研修の科目を見てみますと、こちら（講演資料 26 ページ下）で表示した中

で字を赤く色付けしたものがいわゆるコア能力、検査スキルに当たるものだと考えて

おります。青く色付けしたものが先ほど挙げた特定の三分野に係るものと考えており

まして、御覧になってわかるように、両者に配慮して研修を行っております。 

 このような（講演資料 27 ページ上）特殊な研修もございます。 

 続いて OJTでございます。OJT ということで、先輩から実践的な能力、ノウハウの

伝授をするというものです。昨今、行政情報の文書化ということについて厳しく言わ

れているところです。もちろん一般的にはそのとおりですが、とはいえ検査現場での

経験というものについては、文書化しづらい、あるいは、そもそも言語化しづらいと

いったものもあるわけでございまして、やはり OJTの必要性は残ると考えております。

このように先輩から直接学ぶ OJTというのはいつまでたっても必要だと考えておりま

す。 

 特定分野のスキルについてもこのような（講演資料 28 ページ上・下）ことをやって

おりまして、そのような研修を受けた者が行った指摘にはこのようなもの（講演資料

29 ページ～30 ページ上）があるということです。 

 次に二つ目の分野であります工事の関係です。一つ指摘の例を挙げましたが、杭を

打つと言ったのに打っていなかったという非常に大それた事態（講演資料 30 ページ下）

もあるわけで、業者任せにしていてはいけない、検査・監査等の必要性があるという

ことを昨年の指摘で再認識したところです。 

 そこで、工事分野での検査について特徴的なことを一つ申し上げますが、先ほど群

馬県に研修所があると申し上げましたが、そこでこういう（講演資料 31 ページ上）構

造物のモデルを造っております。これの何が特徴的なことかと言いますと、良い施工

例と悪い施工例の両方を造っておりまして、それを対比して学べるということに特徴

がございます。専門知識が十分ではない人に、良いものだけあるいは悪いものだけを

見せても分かりません。良いものと悪いものを見せて、どう違うのかということを学

ばせることが大事だということでこのような施設を設けて研修を行っております。 

 講演資料 32 ページは、工事分野の指摘の例です。 

 それから IT 分野（講演資料 33 ページ上・下）でございますが、特徴的なところと

いたしまして、押付けではなく、本人の自発的な意志を尊重してスキルアップ研修と
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いうものを行っているということを御紹介させていただきたいと思います。 

 同様なものとして、最近では語学の研修もやっておりますし、ここには書いており

ませんが、その他の自発的な取組といたしましては、指摘事例を題材にした勉強会を

行いまして、本院の中でも特に優れた検査能力を持っている者が、事態の背後にある

問題や検査手法などを直接伝授し、コア能力の高度化に努めております。 

 講演資料 34 ページから 35 ページ上の案件は、IT 分野での指摘の事例です。 

 それから、その他の方策による専門性への対応ということで、会計検査基準（試案）

というものを御紹介させていただいております。先ほど基調講演の中で、手続基準の

設定による専門的技術の標準化が必要という御指摘がございました。それに対応する

ものだと考えております。こういった（講演資料 35 ページ下～）会計検査基準という

ものを設けております。 

 具体的にどういうことを書いているかと申しますと、まずこちらのところ（講演資

料 36 ページ下）はコア能力に当たるものと考えておりますが、こういった一定の資質

なり姿勢が必要だということを自覚させ、かつ、そのようなものを身に付けるように

各職員に求めるものだと考えております。 

 こちら（講演資料 37 ページ上）については検査に係る基礎的スキルについて記述し

ているところでございます。 

 こちら（講演資料 37 ページ下及び 38 ページ上）も、基調講演で言及がございまし

た専門家の利用・アウトソーシングということについて、会計検査院でもやっていま

して、そのような能力をお持ちの方を臨時的に採用するなどして、その専門的能力を

活用しようとしているところです。 

 最後でございますが、最初に申し上げましたように、会計検査院は検査等の部門に

おける専門性について組織としてアドバンテージを持っていると考えております。し

たがいまして、そのような検査院としては、その専門性を活かして他の機関を支援す

るという、大げさに言いますと責任といいますか責務を負っていると考えておりまし

て、そのようなことを果たすための活動といたしまして、このような（講演資料 38 ペ

ージ下及び 39 ページ上）講演会を行うなどしております。 

 また、検査の指摘の中で専門性が十分でないがためにそのような不適切な事態が起

きてしまったということについて、では、どう対処すべきかといった意見も表示して

おります。外部の専門知識等を持っている者による支援のほか、講演資料 39 ページ下
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の方ですが、どうしても専門性が十分ではない場合には、そのような方たちでも対応

ができるようなチェックリスト、マニュアルといったものを整備するのが有効である

と、このようなことを検査の中でも指摘するなどして、専門性等への対応が図られる

よう努めているところでございます。 

 私からの説明は以上でございます。御清聴ありがとうございました。 

 

【梶田連携室長】 ありがとうございました。続きまして、総務省行政評価局企画課

人材育成室長の齋藤さんより御発表いただきます。齋藤さん、よろしくお願いいたし

ます。 

 

［行政評価局における人材育成プログラムの現状と課題］ 
【齋藤人材育成室長】 よろしくお願いいたします。では、私の方からは行政評価局

における人材育成プログラムの現状と課題ということでお話をさせていただきます。 

 初めに、行政評価局の仕事と体制を少し御紹

介させていただいて、その後で本題の研修体系、

内容、特徴を御紹介させていただき、最後に今

後の課題ということで説明させていただきます。 

 御存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、

行政評価局は総務省の一部局で、本省のほうに

行政評価局、それから地方組織として管区行政

評価局という９か所のブロック機関、それから

その下に行政評価事務所という 41 の府県単位

機関があり、全国で 1 千人ほどの職員が働いて

おります。行政評価局の主な仕事ですが、講演資料 46 ページ下の左の方にありますが、

大きく二つあります。行政評価局調査というものと行政相談になります。行政評価局

調査は本省だけではなく、地方の職員も動員して各府省の業務の実施状況を実地に調

査し、そこで問題点を把握・分析して、各府省に勧告することで行政制度や運営の改

善を促すというふうな仕事をしております。 

 行政評価局調査は具体的にどういう調査を行っているかということについては、話

すと長くなりますので、御覧のとおり（講演資料 47 ページ上）一言で申しますと、多
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種多様な行政分野にわたっているということに尽きるかと思います。 

 行政相談は国民の皆様から国の行政などへの苦情や意見・要望を受け付けて、公正・

中立な立場で関係行政機関に必要な斡旋を行って、行政制度や運営の改善を促すとい

う仕事をしております。この仕事も全ての地方組織で行っているほか、各市町村に 1

人以上配置されている行政相談委員という民間のボランティアの方々の御協力もいた

だきながらこの業務を実施しております。 

 講演資料 48 ページ上で本題の研修の御説明をしたいと思います。 

 当局の研修は大きく二つの研修から成り立っております。一つは職員の勤務年数や

職位などに応じて行う左側の「階層別研修」と呼ばれるものです。もう一つは、右の

ほうにありますが、「専門課程研修」と呼ばれるもので、これはまさに業務の実施に

必要な知識・技能を恒常的に習得させるというものです。 

 階層別研修の方ですが、御覧のように（講演資料 48 ページ下）７種類ほどあります。

これらは基本的に Off-JT で集合研修形式で行いますが、下の二つの「本省実務研修」

と「管区実務研修」は OJT研修にあたるものです。特に下から二番目の本省実務研修

は、本省職員の研修に加え、我々はブロック機関で職員を採用しておりますので、そ

の管区行政評価局で採用された者を一定期間本省に人事異動しまして、そこで実地に

本省の仕事を学ばせるという趣旨でだいぶ前から行われているものであります。この

研修を受講した職員は、地方組織で重要な戦力として活躍しておりまして、将来を期

待されている者が多く、研修のやり方として非常に効果的な人材育成手段ではないか

と考えております。 

 それから専門課程研修ですが、これも御覧のように（講演資料 49 ページ上）、まさ

に業務の実施に直結した内容のものを年間を通じて本省や管区行政評価局などで実施

しております。これらの中で最近力を入れているものは、今は再任用制度があります

ので、特に知見を持った OB 職員、再任用職員の知識、経験というのを研修内容に活

かしたり、実地に調査を担当した職員、主に調査の班長さんクラスになりますが、そ

の者から調査取りまとめに際して工夫した点、それから我々は相手省庁とのやり取り

がありますので、その過程で苦労した点、あるいは調査にあたって注意すべき点、こ

ういったものを語ってもらい、調査のノウハウを共有、蓄積というようなことで人材

育成に力を入れているところです。 

 実は行政評価局は会計検査院のように研修施設というものはありません。したがっ
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て、研修をやる場合には合同庁舎の会議室を借りたりしますが、その中で、当局の一

番の特徴というのは、LAN 端末ですとか Web 会議システムを使い、ペーパーレスで

の研修や開催場所を意識しない研修、こういったものに最近力を入れています。本省

での集合研修というのもやりますが、これについても内容によってですが、可能な限

り Web 中継を行って、できるだけ多くの職員に勉強してもらおうと心がけています。 

 話はそれますが、実は総務省では 2 年ほど前からテレワークに積極的に力を入れて

います。7 月 24 日にニュースで御覧になった方もいらっしゃるかもしれませんが、「テ

レワーク・デイ」ということで、このときには総務省で 900 人の職員がテレワークを

行いました。総務省職員は 6,800 人いるのですが、その約 13％にあたる職員がその日

テレワークをやったということです。講演資料 49 ページ下の左側のほうに、「自宅」

と書いてありますが、これは私の写真を家内に撮ってもらったものです。これは昨年

自宅でテレワークをしているときにちょうど午後に研修がありましたので、テレワー

クで研修を受講したという写真を撮影したものです。 

 こうした研修の実施方法ですが、最近では働き方改革の推進であるとか、ワーク・

ライフ・バランスであるとか、今日は研修に関するパネルディスカッションというこ

とでつかまってしまっていますが、実は最終金曜日（プレミアムフライデー）ですか

ら早く帰れるわけです。そのように自由な時間が広がっていますので、テレワークと

いうことに関しても今後こういう形でますます重要視されていくのではないかと思っ

ています。 

 それから、最後に今後の課題ということで、業務改革への対応ということを挙げさ

せていただきました。先ほどの話と少し重複しますが、総務省の方では行政管理局な

どが中心となって、国の行政機関のオフィス改革、働き方改革といったものを推進し

ています。先ほどのテレワークの例もそうです。行政評価局でも、講演資料 50 ページ

上の下方の写真にありますように、これは「グループアドレス卓」というもので、左

側が本省で、右側が私が昨年までいた関東管区行政評価局です。このように机の配置

を総ざらいして変えてそういったグループアドレス卓を導入したり、右の方にありま

すように本省と管区局あるいは管区と事務所をつないだWeb会議を積極的にやってい

まして、業務の効率化を進めているところです。 

 課題として挙げましたが、実は今年の 10 月、もう間もなくですが、地方組織の再編

を評価局では行おうとしております。これは、一言で申しますと、府県単位の機関に
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配置されている行政評価局調査に従事する職員を、全てブロック機関に集約すること

を考えております。ひとえに調査機能の充実・強化が目的ですが、この目的を実現す

るためには、ICT を今以上に有効に使いこなしていくことが重要となってきます。こ

のため、研修の面でも職員が ICT を存分に使いこなせるよう、研修内容を充実させて

いく必要があるのではないかと考えているところです。 

 この研修の場で言うのが良いのかどうかわかりませんが、実は行政評価局の方で予

算要求しておりますのは、ゆくゆくは人工知能（AI）を使って様々な情報を収集、分

析して、例えば調査テーマを決めるとき、あるいは調査テーマが決まれば調査事項で

あるとか、調査対象の選定に AI での情報を大いに使って人的作業を支援していくとい

うふうなことも考えて、今予算要求の作業を粛々とやっているところです。ただ、こ

れもデータのクリーニング、あるいは AI は機械がディープラーニングするので誤った

対応を機械に教えると間違ってしまいますから、課題はいろいろありますが、こうい

ったところも今後考えていかなければならないということです。 

 これで私の説明を終わらせていただきます。御清聴ありがとうございました。 

 

【梶田連携室長】 ありがとうございました。続きまして、日本公認会計士協会公会

計委員会副委員長の山﨑さんより御発表いただきます。山﨑さん、よろしくお願いい

たします。 

 

［公認会計士の専門性の確保・人材育成に関する取組み］ 
【山﨑副委員長】 日本公認会計士協会の山﨑でご

ざいます。本日は私からは「公認会計士の専門性の

確保・人材育成に関する取組み」ということでお話

しさせていただきます。 

 本日の御説明内容といたしましては、最初に公認

会計士全体の話をさせていただき、第 2 部のところ

で公会計・公監査に特化した取組を御紹介させてい

ただければと思います。 

 全体像はこちらの前のスライド（講演資料 53 ペ

ージ上）のとおりでして、「専門性の確保・人材育
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成に関する取組み」として、公認会計士になる前の話となった後の専門性をどう確保

するかという話に分けて御説明いたします。 

 まず、私ども日本公認会計士協会とは何ですかという話ですが、こちらは直接会計

監査を現場で携わるところではなく、会計監査の監査・証明業務の改善進捗を図るた

めに、会員公認会計士の指導・連絡・監督に関する事務を行っているところでござい

ます。 

 そして、公認会計士試験というものがあるのですが、これに合格すると直ちに公認

会計士になっているかというとそうではありません。こちら（講演資料 54 ページ下）

縦軸にスキルと横軸に経験値を表した表ですが、まずスタートの発射台として「公認

会計士試験」というのがあります。こちらの科目は、字が細かくて恐縮ですが、財務

会計、管理会計、監査論、企業法、租税法、経営学、経済学、民法、統計学がありま

して、この試験を通りますと試験合格者という立場になります。この後に「実務補習」

という授業のようなものと、それから修了考査という試験、併せて業務の実務経験と

いうことで「業務補助等」を一定の期間行う必要があります。これを全てクリアした

段階で初めて公認会計士として登録できることになります。 

 問題は公認会計士になった後にどのように専門性を確保していくかという話でござ

います。そのための仕組みといたしまして「継続的専門研修制度」というものがあり

まして、これは何かといいますと、法律によってこの研修制度を義務付けているとい

うものでございます。 

 私ども公認会計士に求められる資質として、職業倫理、専門的知識、専門的技術と

いったものがありますが、これらの資質の維持・向上の観点から、講演資料 55 ページ

上の右にあります職業倫理、会計、監査の品質や不正対応を含んだ監査の論点、税務、

コンサル、ITスキルといった研修を一定の時間義務付けているというものでございま

す。 

 ここまでは公認会計士の全体像で、全員が身に付けておくべき素養というところで

ございまして、どちらかというと会計監査あるいは企業会計、こうしたものが中心に

なっている話でございます。 

 では、公会計あるいは公監査への取組としてどのようなものがあるかといいますと、

こちらの公会計委員会、公会計協議会というものを御紹介させていただきたいと思い

ます。 
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 ひとえに公会計といいましてもいろいろな領域がございまして、例えば独法、国大、

地方独法の会計監査、それから国際公会計基準、そして地方公共団体についても包括

外部監査や公会計の統一基準、公営企業会計、そして最近では内部統制といったいろ

いろな領域があります。こうした領域についての理論・実務の調査研究を行っている

のが公会計委員会というものでございます。一方、地方公共団体の公会計、包括外部

監査に対する公認会計士の資質の維持向上に係る支援を行っているのが公会計協議会

というものでございます。 

 では、公会計委員会ですが、こちらは講演資料 56 ページ上のスライドにありますと

おり四つの専門部会があります。独法・国大等、「等」は地独ですが、それから地方

公共団体の監査、主に包括外部監査です。そして国際公会計基準と地方公会計です。

こうしたものを司る四つの専門部会に分かれて活動しておりまして、こうした公会計

監査の理論・実務に関する調査研究を行っています。 

 具体的に公会計委員会から出されている最近の公表物としてはスライド（講演資料

56 ページ下）のとおりです。一つ一つは紹介できませんが、例えば独法や国大の決算

の実務に携われている方にはお馴染みの Q&Aや実務指針、あるいは監査の基準等、こ

うしたものについて公表物を出しております。こうした情報発信を通じて監査あるい

は会計の品質確保に努めているところでございます。 

 包括外部監査の観点から、こちらも品質向上への取組といたしまして、監査手続の

事例集といったものを出しております。監査テーマの類型別に監査の要点や監査の方

法、監査結果の報告の具体的な事例を抽出して、各会員の参考に供することを目的と

しており、これらを通じて、包括外部監査の品質の維持向上に役立とうというもので

ございます。 

 この包括外部監査については地公体の監査人の意見交換会というものがありまして、

全国の地方公共団体の包括外部監査人の会員の方、あるいは公認会計士で監査委員を

やられている方たちに集まっていただきまして、業務の参考になる情報の共有であり

ますとか、ネットワークの強化、こうした意見交換会を毎年開催しているところでご

ざいます。 

 そして地方公共団体の公会計の維持の観点からもう一つ「公会計協議会」というも

のがございます。現在、公会計協議会はいろいろな会計インフラが整いつつあるフェ

ーズにありますが、協会としても地方行財政改革に携わる専門家を多数養成し、この
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地方公共団体の会計インフラ構築に向けて支援できる組織基盤を構築するという目的

のためにつくられた組織でございます。 

 この公会計協議会の中に地方公共団体会計・監査部会というものがございまして、

まさに公認会計士全体として求められる監査・会計の素養と、これに地方自治制度、

地方財政制度を強化したものとして、地域社会を通じた社会貢献をしていこうという

ものでございます。 

 具体的な方策として三点ほどございます。一つ目は専門性向上に向けた取組として

専門分野に特化した研修を用意しております。二つ目は専門情報も獲得できる機会を

提供しております。三つ目は情報発信力・受信力の強化として、研修の単位を履修し

た会員・準会員の名簿の開示を行っております。 

 この専門分野に特化した体系別の CPE 研修カリキュラムとはどういうものかとい

いますと、講演資料 59 ページ下及び 60 ページのスライドのカリキュラムを見ていた

だきますと、法規、地方財務、地方公共団体の監査といったようにカリキュラム内容

に専門性をもたせ、かつ全国の会員へ受講機会を提供するために、これらは全てｅラ

ーニング化しております。部会員は毎年継続受講を要件化しております。 

 講演資料 59 ページ下のスライドは初期研修ですが、60 ページは継続研修として、

例えば地方財務ですと地方財政、予算編成など契約、財産、公の施設、新地方公会計

基準も入っておりますし、監査というところでいいますと監査委員制度や地方財政健

全化法の審査等の実務といったものを研修化しているというところです。 

 私どもは直接行政に従事しているわけではございませんので、情報をいかに集める

か、入手するか、アップデートしていくかということは大きな課題でございます。こ

ちらもこの公会計協議会専用のウェブサイトを通じて、常に最新情報をアップデート

して、情報がきちんと行きわたるようにしているところです。  

 三つ目の情報発信力というところですが、ここに「部会員検索システム」がありま

すが、これをクリックしていただくとこのような（講演資料 61 ページ下）画面になり

まして、先ほど言いました研修を受講している部会員、賛助会員になっている者には

どういった人間がいるのかというものがここで検索できます。名簿を公開していると

いうことでございます。ここに登録された部会員、賛助会員だけが公会計あるいは公

監査に従事している者ではないですが、外から皆さんが判断されるときには、一つの

判断の材料になるのではないかと思っております。 
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 各監査の現場においては、監査事務所における OJTが人材育成については大きなウ

エイトを担っていまして、これからは一つの例としましてある監査法人における取組

を紹介させていただきます。こちらの法人では人材育成の位置付けと方針として、人

材育成こそが品質の基盤であるという最も重要な方針の下に、高品質な業務を提供し

続けるために、一人一人が自ら働く技量・能力を監査の現場研修で磨きつつ、モニタ

リング、カウンセリング、人事評価を通じて人材育成をしています。現場と研修とど

ちらが先かというのは議論があるところかもしれませんが、現場における OJT、それ

から研修におけるインプット／アウトプットを基盤にしながら、育成・サポート、モ

ニタリングともいいますが、プロだから自分勝手に育ってくれということではなく、

きちんと育成していく仕組みを設けており、かつ、それを人事評価につなげ、期初に

役割・期待を設定して、それができたかどうかをカウンセリングしていくわけです、

そして、また翌年度に新たな期待・役割を設けて現場に出ていってもらうという取組

をしています。 

 研修の内容についても一つの例としてこちら（講演資料 63 ページ上）に掲げており

ますが、こちらの法人では、下から上に行くにしたがって職位が上がっていくわけで

すが、こういった職位に応じたレベル別の研修プログラムを用意しています。研修も

知識のインプットといったハード面と、理論的に考えるロジカルシンキングやプレゼ

ン、タイムマネジメント、リーダーシップのプロマネ、人材育成といったソフトスキ

ルも重要視しています。こちらのハードのプロフェッショナルスキルといわれている

監査基準や監査の実務についても、いわゆる座学中心ではなく、演習を交えたような

ものでインプットの力とそれを吐き出すアウトプットの力も磨いています。 

 最後に人材育成プログラムとして、こちらの法人の例を紹介しております。こちら

（講演資料 63 ページ下）は御関心がございましたらお目通しいただければ幸いでござ

います。 

 私からは以上になります。御清聴どうもありがとうございました。  

 

【梶田連携室長】 ありがとうございました。続きまして、独立行政法人水資源機構

監事の酒井さんより御発表いただきます。酒井さん、よろしくお願いいたします。 
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［水資源機構の監査］ 
【酒井監事】 水資源機構の酒井でございます。

監事連絡会におきまして、監事を拝命したけれど

も、どういうふうにやっていけばいいのかよく分

からないというお話をよくお聞きしますので、私

の方からは水資源機構の監査、特に監事監査を中

心に監査における専門性と人材の育成ということ

でお話を進めさせていただきたいと思います。 

 今日の話の中身ですが、まずは水資源機構の概

要ということで、どのような仕事をしているのか

ということを説明させていただいて、次いで 7 月

に九州北部豪雨がありましたのでそのときの話、それから私どもの監査体制、監査の

特徴、専門性の向上・人材育成、監査による改善事項等をお話しさせていただきたい

と思います。 

 まず、水資源機構ですが、これは関東の利根川、荒川、中部の木曽川、豊川、関西

の淀川、四国の吉野川、九州の筑後川という全国の七つの水系のところで水資源の開

発と管理を行っている独立行政法人です。目的としては、この地域については特に産

業が発展し人口が集中して水が足りなくなったと、そういったことから水の開発を行

って、安定的な水の供給をやっていくという仕事が目的となっております。経営理念

ですが、安全で良質な水を安定して安くお届けする、併せて洪水被害の防止・軽減と

なっております。 

 私どもの組織の大きさ等を御説明いたします。役職員数は 9 名、職員は約 1,300 名

います。事務所が本社、支社・局、そして事務所が 31 あります。沿革としては昭和

37 年 5 月に発足して、平成 15 年から独立行政法人ということになっております。 

 先ほど申しました七つの水系で水がどれぐらい開発されたかといいますと、毎秒約

400 立方メートルの水を開発したのですが、そのうちの約 9 割に水資源機構が関わっ

ています。そのエリアというのが、これら七つの水系を対象とするフルプラン（水資

源開発基本計画）の対象面積でいうと国土全体の約 17％のエリアなのですが、人口や

出荷額は約半分で、そのぐらい集中しているところで水が足りなくなったからという

ことがお分かりいただけるかと思います。 
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 私どもが関わっているところは主務大臣が 4 人います。国交省、農水省、厚労省、

経済産業省です。それぞれが抱えているものについて一元的に実施するということで

私ども水資源機構がやっております。多目的で複数の都府県、目的、それが一つの県

ではなくいくつかにまたがっていると、そういったことから調整をするのがはなはだ

大変だということで私たちの組織ができていると考えます。また、講演資料 68 ページ

下のところに書いてありますように、これに関わる水道などいろいろなユーザがいま

す。そういった方から建設費や管理費をもらうということで要望も多く、調整自体も

大変な仕事です。そういう仕事をしています。 

 ここ（講演資料 68 ページ上）が全体で、これぐらいのところでいろいろな仕事をし

ているというものですが、北海道、東北、中国地方にないというところで、その他の

部分では結構関わっているということが御理解いただけると思います。 

 講演資料 68 ページ下は実際にどういうことをしているのかというものになります

が、ここにありますように、ダムの目的、そしてダムから出てきた水を取り入れるの

が堰、堰から分かれて用水路があって、ポンプ場から送って、例えば浄水場ですとか

農業用水などそういうところに使われていますということを示しております。現在約 3

千キロの水路の管理、17 の堰や 130 キロの湖岸堤、これは琵琶湖ですとか霞ヶ浦等が

あります。 

 講演資料 69 ページ下の囲みがダムの目的です。何もしなければ川の水は海に流れて

いくので、水が多いときには多い部分をカットしてダムに貯めましょう、必要量が不

足するときにはダムから水を流して補給しましょうという仕事をしています。この結

果により年間を通して水があるということになります。ダムに水が無いから渇水では

なく、ダムは水が足りないときに補給するもので、補給し続けてダムの水が枯渇して

渇水が生じるということでございます。 

 7 月の九州北部豪雨の話ですが、九州北部には筑後川があります。その支流の佐田川

に寺内ダムがあります。私どもが管理しているダムです。当時、実は九州北部は渇水

気味でした。そのために本来あるべき水位よりも 10 メートルぐらい低くなっていまし

た。そのときに大雨が降りだして、一番多いときには時間最大 145 ミリの雨が降りま

した。通常であれば 50 ミリ降ると滝の様な相当な雨ですが、最大 145 ミリも降りまし

た。その結果、水を貯めながら、水量の一部を流しました。全部流してしまいますと

下が洪水になってしまいますので、そういった調整操作もしています。 
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 その結果として、下流の水位を 3 メートルほど下げました。どうなったかというと、

ダムのところで水を貯めた結果、下流部で決壊などがなかったということでございま

す。その代わりダムのところに上流から流れてきた流木が大量に溜まりました。ダム

は上から流れてきた木を防いだということと、下流の決壊を防いだということで活躍

をしたという一つの事例でございます。 

 これまではイントロダクションで、こちらから本題に入らせていただきます。 

 私どもの監査でございますが、監査体制としては監事監査というのと内部監査とい

うのをやっております。監事監査の場合については監査室が監査補助者としています。

内部監査については理事長の命を受けて監査室が直接行うということをしております。

どれぐらいの回数をやっているかといいますと、本社については年間 2 回、支社局、

建設のある事務所についても基本的に毎年、総合管理所についても基本的に毎年、そ

して小さな事務所については 2 年に 1 回以上行こうじゃないかということでかなり緻

密にやっています。 

 どんな監査をしているかといいますと、監事監査については定期監査、テーマを絞

ったテーマ監査や臨時監査、そして内部監査等をやっております。 

 体制といたしましては監事が 2 名で、技術は利水経験者、事務は民間から来られて

いる方とやっています。それから本社につきましては、先ほど言いましたように、監

査室に 4 名いますが、機構のプロパー職員です。室長、事務、技術のそれぞれ専門家

がいます。この方々は現場の課長以上を経験して一定の知識を持っている人です。さ

らに必要な場合については専門職の、例えば用地というのはなかなか難しい専門の仕

事ですから、応援を求めています。 

 実施フローとしましては、まず前年度末までに監査方針、監査計画を作りまして実

際に監査に入ります。途中、理事長との四半期毎の意見交換ですとか、監査報告書を

作り、その後主務大臣への監査報告等を行っています。これも 4 省が関係するので 4

省とやっております。中身についてはこちら（講演資料 71 ページ下）に書いてあると

おりでございます。 

 定期監査のフローですが、事前に資料を提出してもらい、更に必要な場合には資料

を取り寄せて、内部で打合せ、その結果この事務所はどのように監査するかという戦

略を立てます。実際の監査では、現場の概要や課題などの説明を受けます。 

 実際にやっている写真が講演資料 72 ページ下のような状況でございます。 
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 機構の特徴ですが、監査すべき場所が非常に多種、多様だということです。本社が

あって、センターがあって、支社があって、局があって、事務所があります、そして

水路があって、ダムがあって、湖沼ですとかいろいろなところがあります。場所的に

は関東から九州まであります。事務所としては 12 名ぐらいのところから 90 名ぐらい

までと非常に幅が広く、そして中身としても土木があって、機械があって、電気があ

って、建築があって、物品があります。契約についても年間約 1,500 件あります。 

 これ（講演資料 73 ページ下）は維持管理をなるべくわかりやすくするということで、

アセットマネジメントの規格を ISO から昨年取りました。 

 本題になりますが、専門性の向上・人材の育成ということではどのようなことをし

ているかということですが、特に監事監査では監査の人は機構外部から来ていますの

で、最初に何をするかという、監査に係る最低限の知識を習得してもらうということ

で、業務を理解してもらうために法令、中期計画、各部署からの所掌業務等をレクチ

ャーしてもらいます。また、監事に係る知識の習得ということでは、前任者の引継書、

監査室からのレクチャーを受けます。それから役員会や各種会議、外部研修等へ行っ

て最低限の知識を学んでもらいます。その上で、一番重要なことは、一般人の目線、

市民感覚を失わずに常に疑問を持つこと、ただし、公平性・公正性を損なわないとい

ったことでやるというのが最低限のことです。そして、監事の人材育成としてはこう

いうこと、監査補助者の人材育成としてはこういったこと（講演資料 74 ページ上）を

やっております。 

 その中で我々が一番重要だと思っているのが、より良い監査を行うために、専門性

の向上・人材育成の課題の中で何が重要かというと、組織的なフォロー、そして職員

のモチベーションアップです。何かといいますと、監査というと一般的にいわれます

ように、間違いを見つけて指摘をするという非常に嫌がられる組織ではないかという

先入観があるので、今までは監査室に望んで来たいという人はいませんでした。でも、

今はそうじゃなく、これから先があって、いろいろな知識を身に付けるための人を人

事異動でもってこようということでやっています。その結果としてどういうことにな

るかというと、本人の知識も上がりますが、組織としても良くなるということでいろ

いろと働き掛けをしているところでございます。 

 私は今 4 年ぐらいやってきましたが、その中で監査による改善事項としてどのよう

なことが起こってきたかといいますと、役員会、例えば打合せ資料の事前配布である
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とか、理事による説明等に変わってきています。役員会の情報共有化についても進め

られています。リスク管理や、会計検査院から指摘されました不要資産等の処理等も

かなり進んできた状況になっています。ただ、一点課題として残っておりますのは、

内部統制については、どこまでやっていけばいいのかという限度です。たくさんやれ

ばやるほどカネとヒマばかりかかりますので、どこまでかというのはやはり各独法さ

んが考えているところと同じでございます。それから、来年から新中期計画に移りま

す。その時理事長が代わりますので、雰囲気がどうなるのか、監事も合わせて代わり

ますのでどう変化するかということが気になっているところです。 

 これ（講演資料 75 ページ下、76 ページ上）はおまけですが、私どもの仕事は地元

に非常に関係するということで、現在、寄付金を募って地元に貢献するということも

やっております。 

 以上です。御清聴ありがとうございました。  

 

【梶田連携室長】 ありがとうございました。続きまして、大阪市行政委員会事務局

長兼総務局理事の小川さんより御発表いただきます。小川さん、よろしくお願いいた

します。 

 

［自治体監査における専門性向上 ～大阪市行政委員会事務局～］ 
【小川事務局長】 大阪市の小川です。 

 最初に宣伝（講演資料 78 ページ下）ですが、今度大阪府と大阪市で万博を誘致して

いますので、ぜひ皆様、御支援をお願いいたし

ます。 

 大阪市は、ここ（講演資料 79 ページ上）で

お分かりのように、規模的には職員 3 万人、予

算規模 3 兆 8,000 億という政令市で一番大きな

市でございます。そのような大都市を対象にた

った 40 名弱の監査職員で監査をするというこ

と自体、もともと無理なものだなと思っていま

す。大阪市はまさしく揺りかごから墓場まで全

てカバーしております地域自治体なのですが、
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非常に少ない監査の職員で監査業務をやらざるを得ないという実態があります。 

 さて、今日は監査の人材育成ということでございますが、どんな監査であっても、

日本の国に憲法が背骨のようにあるように監査基準というものが必要です。そういう

点では全国都市監査委員会、これは全国の約 800 都市が集まっている組織ですが、そ

こで監査基準を策定したわけです。これが自治体監査を行うにあたっての基準、背骨

だというふうに私たちは考えています。 

 さて、その上で監査事務局の充実強化ということを考えているところでございます。

これから私がお話しさせていただくことは、一定数の人員資源がある監査部門につい

て恐らく適用できるかと思います。したがって、極めて小さな監査部門においてはな

かなか適用できないと思っています。こちらに掲げましたように、人材を育成すると

いう人材育成プログラムが一番大事だと思っています。 

 さて、ではどういう部分が必要かということですが、種々書いてありますが、これ

らが全部必要ではないかと考えています。 

 まず、私が 5 年前に大阪市に来たときに、最初にびっくりしたのは、全て監査が属

人的にやられているということです。監査としての体系化されたプログラムもない、

文書化もない、ですから監査調書を見たところバラバラでした。とても市民からの開

示請求に応えられる内容ではありませんでした。 

 そこで、これはいかんなということで、監査の専門性向上に取り組み始めました。

具体的には人材育成や人材確保などいろいろやってきました。 

 何よりも大切なのは監査の専門職をつくろうということです。とかく自治体では異

動、異動で 3、4 年で職場を変わってしまいます。しかし、基調講演でもありましたよ

うに、これからは専門職の時代、専門職が要求される時代です。特に監査においては

そういう部分が強くなってくると思います。したがいまして、監査専門職で固めてい

こう、それを内部で育成するあるいは外部から確保することを基本的に考えて、今、

進めているわけです。 

 具体的には人材育成プログラムを作ってやっているわけです。 

 そして、研修のプロセスもこういうふうに（講演資料 83 ページ上）いろいろ変わっ

てきています。したがって現在、監査部には 40 人ぐらい職員がおりますが、その方々

のレベル感に応じた体系的な研修プログラムを作って、そこで研修をしていくという

ことになります。 
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 これ（講演資料 83 ページ下）は例ですが、どういう業務ができたらレベルⅠか、ど

うだったらレベルⅡなのか、そしてチーフといいまして、監査はだいたい 2 人か 3 人

でチームを組んでいきますので、そのトップがチーフといいます。チーフはここに書

いてあるようなことができなければいけません。こういうことができない職員にはチ

ーフを担当させないということになります。したがって、地方自治体の中での係長や

課長代理という職責は基本的には関係なく、できる職員にこれをさせるということで

す。監査の観点からそういう形でやっています。もちろん、課長代理にもなれば一生

懸命やりますからチーフにも任命したりします。 

 また、チューター制度のようなものもつくっておりまして、新人をきちんと指導し

ていくことになります。 

 人材の育成サイクルですが、これは PDCA ですからこのとおり（講演資料 84 ペー

ジ下）見ていただければよろしいかなと思います。 

 人材育成について大事な点は、特に勤務時間外に人材育成をやるということはしま

せん、勤務時間内でしっかりと人材育成するということです。それからもう一つは人

事考課との関係です。期待レベルに達していないからといってただちに人事考課に反

映するべきでないと、考えています。新しい方は監査の専門的知識がないため、簡単

には期待レベルには達しないわけですので、直接的には人事考課に影響させないとい

うことです。 

 今考えていることは、監査の仕事にとって大事なことは付加価値のある監査報告書

ができるか、できないかが一点です。もう一つは、それが期限内にできるか、どうか

です。この二つについて、特に一定の監査経験を有するチーフについてはそれができ

たか、できないかを人事評価の対象としています。 

 人材の確保ですが、内部人材と外部人材があります。内部は基本的には庁内公募を

かけています。要は、単純なローテーションで来るのではなく、実際に監査をやりた

い、監査の専門職になりたいという職員を採ろうとしています。そして、実際に採っ

ています。それと同時に、どうしても外部人材が必要なのです。ここ（講演資料 85 ペ

ージ下）に書きましたように、会計・財務監査領域、業務監査領域、ICT、これらにつ

いては、やはり内部の人材だけでは無理です。内部の論理だけで監査はできません。

監査は、先ほどもお話がありましたように市民の目と耳です。首長に対する極めて大

事な牽制機能です。そういう点では専門性が非常に大事になりますので、こういう観
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点から内部人材、外部人材を加味しながら進めているというところでございます。 

 現状ではまだまだこの程度（講演資料 86 ページ上）ですけれども、徐々に増やして

いきたいと考えているところです。 

 さて、ここでは大阪市の現状を説明しましたが、そもそも監査の理念ということで

すが、公会計の監査の起源というのは紀元前に戻ります。紀元前のアテナイの都市国

家に遡ることができます。その当時の国家の運営は選挙で選ばれた公務員が都市運営

をするわけです。その選ばれた都市運営をした公務員は辞めるときに必ず監査を受け

なければいけないのです。それは市民の税金を適正に使っているか否かを検証したと

いうのがもともとの公監査の起源です。私はこうしたことを常に監査に携わる職員に

教えたいと思います。なぜならば、私は民間の出身ですが、民間の監査と比べて公監

査がなぜ決定的に重たいのかというと、民間企業における投資家は自分の意思で投資

をしているわけです。したがって経営者が失敗したり、あるいは、今、民間では監査

で問題になったりしていますが、それで損をしたとしてもそれは自己責任が原則です。

しかし、私たちが携わっている公監査というのは全て税金の使途に係ることです。私

たちは強制的に税金を取られています。そういう意味ではその税金の使い途が正しく、

国民の期待に沿ったものになっているかをきちんとチェックする監査というのは、民

間の監査と比べてはるかに重たいです。はるかに重大です。単に監査技術だけではな

く、そういう監査の原点に係ることを含めて、今教えているわけです。 

 先ほど専門職というお話がありました。専門職とは何かということです。同じ仕事

をずっとやっていれば専門職になれるわけではありません。これは私の勝手な定義で

すが、プロフェッショナルというのは、まずそのエリアに関する理論をしっかり習得

した上で、その分野の実務を積み重ねていく人間、それが専門家だと思っています。

自治体にはなかなかそういう人がいない。長年やっている人はいますが、それはある

意味で職人的ではありますが、専門職とはいえません。私は、この公監査においても

専門職をつくっていくべきだと考えているわけです。 

 それから、ここに書いてありますが、ICT は官民を問わず業務には不可欠のツール

です。ところが、地方の自治体で、都道府県は知りませんが、市レベルでは ICT 監査

に取り組んでいるところは極めて少数です。また、大阪市でも 4 年前から ICT の専門

家を外部から採用しまして、本格的に着手したばかりです。恐らく公監査エリアにお

いては、ICT監査は全て弱いのではないでしょうか。しかし、この ICT のエリアに注
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ぎ込まれている税金の額を考えますと、私たちはこのエリアについてもっと真剣に、

監査として取り組む必要があるのではないかと考えている次第です。 

 先ほど言いましたように、私は比較的大きな規模の監査部門を持っているところに

ついてお話いたしました。では、小さいところはどうするのか。監査の専門人材も採

れない、研修計画だって難しい。そのときには、この会計検査院がおやりになってい

る研修、あるいは公認会計士協会や日本内部監査協会等の外部機関の研修を活用され

たらいいかと思います。それから、何よりも共同設置です。個々の小さな自治体がそ

れぞれ少数の監査部門を持ち、独自に監査を行うというやり方では、住民の期待に沿

った監査水準の維持の観点からは無理だと思います。今日は独法の方が多いと思いま

す。独法の実情には詳しくありませんが、先ほど水資源機構さんは 4 人のスタッフで

監査をやっているとおっしゃいましたが、監査水準の観点からは、私はその規模では

無理だなと思っています。自治体にせよ、独法にせよ、監査業務は共通の部分ですか

ら、ここは監査部門というものを集約して高いレベルの監査をやっていく、それが恐

らく国民の期待に応えることではないかと思っています。それから三番目ですが、や

はりこれからは、公的監査についての専門資格といったものをつくっていく時代にな

っているのではないかと考えている次第です。数年で異動して監査の経験も知識もな

い職員が、前例踏襲で監査をする時代はもう終わり、監査専門職員を育成し、確保し

て市民に貢献する公監査をやる時代、そういう時代になってきたのではないかと考え

ている次第です。 

 私からのお話は以上でございます。御清聴ありがとうございました。 

 

【梶田連携室長】 ありがとうございました。 

 それでは、これでパネリストの皆様の発表が終了いたしましたので、ここで休憩を

挟ませていただきまして、再開後に議論を進めてまいりたいと思います。よろしくお

願いいたします。 

 

＜休憩＞ 

 

【梶田連携室長】 お時間となりましたので、パネルティスカッションを再開させて

いただきます。会場の方からたくさんの御質問をいただきましてありがとうございま

－ 40 －



41 
 

す。時間の関係で申し訳ありませんが、全ての

御質問にお答えすることはできないかなと思い

ますので、いくつか選択させていただいて、パ

ネリストの方々に答えていただきます。 

 最初の質問ですが、5 人のパネリスト全員へ

の質問になります。「新採用、転任等により検

査・監査・評価の経験や素養がない者が従事す

ることとなった場合、まずはどのようなことに

留意して指導・育成すべきか。それぞれのお立

場から、お考えをお聞かせ願いたい。」という

質問でございます。私から見まして奥側の宮内

さんから順にお答えいただければと思っております。よろしくお願いいたします。 

 

【宮内総括審議官】 まず、会計検査院の宮内からお答えしたいと存じます。 

 検査・監査・評価を行うに当たりましては、先ほどの基調講演等にもありました検

査等に係る一般的な基礎的な資質（コア能力）に加えまして、評価を行うための尺度、

物差しを持っていることが必要だと思います。経験や素養のない人が最初に配属され

た場合には、そういったものを持っていないということが問題になると思います。 

 そこで個人的な経験に基づいて回答させていただきたいと思いますが、私が会計検

査院に 30 年余り前に入りましたときに先輩から二つのことを言われました。一つは、

私は当時の文部省の検査を担当する検査課に配属になったのですが、「お前は、文部

省の行政について文部省の人間よりも詳しくなければならない。それでなければ検査

はできない」と言われました。私は生意気なものですから、「相手以上に詳しくなど

なれるわけがないじゃないか」と思ったのですが、決してそうではありません。ある

程度経験して、相手以上に詳しくなれると思いました。 

 どういうことかというと、これは役所に特有のことかもしれませんが、いわゆる本

省の方々は霞が関にいてあまり現場を知らない。一方、地方の現場の方々は実務は知

っているけれども、自分たちがやっていることがどういった大きな目的のために行わ

れているものなのかについて必ずしもお分かりになっていないことがある。その両方

を分かることができるのが検査等に当たる者のアドバンテージであると思います。そ
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れから、検査等に当たる者は横並びでものを見ることができる。文部省の人は文部省

のことだけしか知らないかもしれませんが、我々はいろいろな省のものを見て比べる

ことができる。そういったことを行うことによって、相手方より詳しくなる――全て

詳しくなるわけにはいきませんが、ある一部の分野についてはそのように詳しくなれ

るのだと思います。そうやって相手方よりも詳しくなる、あるいは詳しくなれないこ

ともあるかもあるかもしれませんが、詳しくなるのだというそういった姿勢で臨まな

ければ、検査等を受ける相手方の信頼も得られませんし、事業の効果や在り方という

ことにまで踏み込んだ検査・監査・評価はできないというふうに思った次第です。 

 入ったときに先輩から言われたことの二つ目ですが、「お前は、まず良いところを

見てこい」と言われました。先ほど工事のモデルの紹介の中で申し上げましたが、知

らない人間は最初に悪いものを見てしまうと、世の中そんなものだなと思ってしまい

ます。ルールは知っているのでルールに反していると思うかもしれないけれども、実

務はこんなものなのだと言われてしまうと、「あぁ、そうか」と思ってしまうところ

がある。そこで、「最初に良いほうを見ておいて、『あなたたちはこんなことをやっ

ているけれども、他のところはきちんとやっていますよ。あなた方のやっていること

は悪いんですよ』ということが言えるようにならなければならない。そのためには、

良いものと悪いものを両方知っておくことが大事だ。それを早々に身に付けろ」とい

うことを言われたものだと理解しています。そして、そのことはたまたま私だけでは

なく、検査等に当たる者全てに該当するのではないかと考えているところでございま

す。以上です。 

 

【梶田連携室長】 ありがとうございました。続きまして、齋藤さん、よろしくお願

いいたします。 

 

【齋藤人材育成室長】 行政評価局のほうでは、特に新採用職員研修によく話が出る

のですが、まず、行政評価においては、先ほど御説明しましたように、様々な行政分

野に関わる調査を行うということで、基本的には知識・経験というよりも、固定観念

にとらわれずに斬新な視点で社会現象なり課題を捉えると、そういうようなことがで

きる人材に育ってほしいということを教えて込んでいくということに尽きます。 

 それから行政相談については、いろいろな人が来ますが、基本的に相談というのは
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パニックになってから来ますので、物事を順序立てて話す人は少ないわけです。した

がってそういうちょっとした発言の中から相談の背景事情を探っていくためには、や

はり先入観を持たずに相談者の話に真摯に耳を傾ける、相談者の話に心の底からよく

よく耳を傾けるというふうなことをしていただく人材になってほしいというふうなこ

とで教え込んでおりまして、両方とも具体的な調査のノウハウというよりも、基本的

な心構えを伝えるというところからスタートしております。以上です。 

 

【梶田連携室長】 ありがとうございました。続きまして、山﨑さん、いかがでしょ

うか。 

 

【山﨑副委員長】 素養がない、経験がない者に対してということですけれども、公

認会計士の場合、先ほど御説明しましたとおり、一定の試験をクリアした者がなって

いますので、素養がないということはないと思っていますが、若い方など経験がない

という方は当然いらっしゃいます。いろいろな知識や制度の知見を身に付けるのが前

提だというのがあったとしても、やはり経験がない方はそういうところがどうしても

弱いというところがあると思っています。 

 私自身がそういった若い方に対してどのような指導をしているかということでは、

やはり、きちんと考えてやるということが非常に重要かと思っています。例えば過去

の監査調書を見て、それをただ追従するような形で監査を進めている人は伸びていき

ません。一つ一つの監査手続について、なぜこのタイミングでこの手続をやっている

のかというのをきちんと考えて、分かった上で手続を進めている方は、やはり伸びて

いくのが速いと思っています。ですので、そういう若い方に対して私が指導する際に

心がけているのは、なぜ、今これをやっているのかという問いに対して、きちんと答

えられるようにするということが重要かなと思っているところです。 

 

【梶田連携室長】 ありがとうございました。続きまして、酒井さん、よろしくお願

いいたします。 

 

【酒井監事】 私のほうは、先ほど申し上げましたように、監査にあたるときには監

査補助職員と監事とであたっております。監査室の職員は機構の中で一定の経験、専
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門知識を有したプロパー職員を回してもらっているということで、そこでいわれてお

りますように経験がない、素養がない職員はまず来ないようにということでお願いを

しております。 

 ただ、来た職員もそれぞれ自分の専門については非常に詳しいのですが、例えばダ

ムの人はダムは詳しいけれども水路はということがありますので、私どものほうに来

て、いろいろな経験をするということを通して、もっとトータル的な視点からものを

見ていただけるということになっています。 

 また、監事のほうですが、監事については独法の場合は主務大臣からの任命という

ことで、今まで直接そこの仕事に関与している人ではない人がほとんど来るはずです。

ということですから、先ほど資料でお話ししましたように、監事の場合については、

まず最低限の知識を学んでもらおうということで、機構に関わる業務理解ですとか、

監事の知識、まずそういったことを最低限知ってもらおうということをやります。そ

ういったことを学んだ上でやっていくということになります。 

 プロパーとプロパーではない職員の組合せというのは非常に良いことでございまし

て、プロパーの人はどうしても自分のことは知っているけれども外を知らないという

ことで、監事の場合は市民目線が非常に大事で、なおかつ今までと同じことではなく、

違う新たな視点からものを見るということで、説明責任がちゃんとできているかどう

かというようなことの発掘にも非常に役立っていると思っています。特に私ども監事

監査をしているときに、いろいろ現場に行って、彼らは非常に真面目に仕事をしてい

ますが、その中でいろいろ良い工夫をしているという事例があります。現在、そうい

う事例を拾い上げて、それを推奨事例にするということを心がけているところでござ

います。以上です。 

 

【梶田連携室長】 ありがとうございました。最後に、小川さん、よろしくお願いい

たします。 

 

【小川事務局長】 私からは簡潔に。監査の仕事というのは大変な仕事です。新人で

もそうですが、まずテクニカルなことはともかくも、第一に倫理観です。倫理観をき

っちり持てない人間は監査をすべきではありません。それが一つです。もう一点、特

に幹部のほうですが、幹部については孤独に耐えられる力があるかどうかです。監査
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というのは孤独な仕事です。ほかの山から執行部隊を見るわけです。その孤独に耐え

られる力があるかどうかです。倫理観とその孤独に耐えられる力、この二つだと思っ

ています。 

 

【梶田連携室長】 どうもありがとうございました。 

 続きまして 2 問目の質問に移らせていただきます。お二方からいただいている質問

を併せて御質問させていただきます。総務省齋藤さん、水資源機構酒井さん、大阪市

小川さんへの御質問でございます。 

 「特殊な専門的分野についての監査人材、能力開発についてということですが、会

計検査院は、土木、建築、建設、電気などの専門分野での研修なども行っていますが、

その他の機関では、建設、電気、病院、医療、福祉など、IT以外の専門的分野につい

ての監査人材の養成や能力開発のためにはどのように対処していますか。それとも、

前半基調講演の蟹江先生の仰るように、アウトソーシングを採り入れていますか。」

という質問と、あとはそのアウトソーシング関係で「監査のアウトソーシングで予算

をどう充当していますか。あるいは、予算をかけない方策はありますか。」という御

質問です。予算の話はお話しいただけない部分もあるかと思いますが、お答えいただ

ける範囲でよろしくお願いいたします。 

 まず、齋藤さん、お願いできますでしょうか。 

 

【齋藤人材育成室長】 行政評価局では、先ほど会計検査院から御説明があったよう

な、まとまった教育訓練のようなものは、正直、実施しておりません。調査テーマが

様々であるということがありますので、実際にはそれぞれの調査を企画するのが本省

なのですが、そこで学識経験者であったり有識者であったり、あるいは業界団体とい

ったところからいろいろ情報を仕入れて、自ら勉強をして、それをもって出先の職員

に教え込んでいくと、そういうようなやり方をとっております。したがって、アウト

ソーシングは基本的にはやっておりません。 

 実例として、実は私も行政評価局で航空行政に関する行政評価・監視、これを調査

の計画から勧告まで班長として担当いたしました。その後、バリアフリーに関する行

政評価・監視、これも調査の企画から勧告まで自分で担当いたしました。その両方に

ついて何をしたかというと、航空行政については基本的に航空管制や空港の維持管理、
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こういった様々な分野が関わっています。特に航空管制は横文字の世界ですから、そ

ういったものも国土交通省の航空局からもちろんいろいろヒアリングはするんですが、

それ以外に航空評論家や実際にパイロットの人の話、あるいはキャビンアテンダント、

昔でいうスチュワーデスさんですが、そういった方などからもお話を聞いて、とにか

く様々な情報を仕入れて調査計画を立てたという経験がありますので、現在もそうい

った手法でやっております。以上です。 

 

【梶田連携室長】 ありがとうございます。続きまして、酒井さん、よろしくお願い

いたします。 

 

【酒井監事】 職員の人材育成につきましては、人事部が研修プログラムを作ってや

っています。また、最近はそれぞれの専門分野だけではなく、専門をまたいだ研修、

職員が少ないものですから、いざというときに最低限のことはできるということでの

研修もしています。ただし、電気ですとか機械、そういったものについては特殊な資

格が要るということがありますので、これについては資格を取得するために外部の研

修や試験などを受けてもらい、取得者には費用も援助しますし、時間もアシストする

といったことをやっています。専門が多いものですからアウトソーシングには至って

おりません。以上です。 

 

【梶田連携室長】 ありがとうございます。続きまして、小川さん、よろしくお願い

いたします。 

 

【小川事務局長】 大阪市は組織が大きいものですから、橋を造ったり、建物があっ

たりもしますので、電気、建設等の仕事の監査があります。工事監査、技術監査です。

実は、私どもの監査の中に技術課というのがありまして、そこには技術職員で監査の

部員を持っています。そこでカバーをしております。一点目がそれです。 

 それからアウトソーシングですが、アウトソーシングはしています。これは予算を

どう取るかということなのですが、いままでの正規職員を減らして、その分の金額相

当をアウトソーシングのコストとして予算を取ったということでやっておりますけれ

ども、これを私は安直にはお薦めしません。アウトソーシングを使えるだけの能力が
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こちら側にあればやってもよろしい。そうではないとアウトソーシング先に良いよう

に使われます。ですから、ここは十分に御注意いただいたほうがいいと思います。山

﨑さんには申し訳ないのですが、公認会計士を使うのではなく、公認会計士に使われ

てしまうときがありますから、そこは十分にお気を付けていただいたほうが良いと思

っています。 

 

【梶田連携室長】 小川さん、ありがとうございました。 

 続きまして、3 問目の質問に入らせていただきます。総務省の齋藤さんへの御質問で

ございます。 

 「テレワークで研修を行うときに留意すべき点は何ですか。研修の効果はどのよう

に測定するのでしょうか。」という質問でございます。よろしくお願いいたします。 

 

【齋藤人材育成室長】 テレワークなのですが、先ほど偉そうに行政評価局ではウェ

ブ研修をやっているぞとか、ウェブ会議をやっていると申し上げましたが、これは

Skype を使っているのですが、職員にはプロがいないものですから、システムの機能

や操作にあまり習熟していないので、実際に音声が聞き取りにくいとか、ハウリング

を起こす、資料が見にくいといったストレスをウェブ会議の参加者に与えています。

一部ですが、私も過去はそのくちでして、「ウェブ会議・ウェブ研修＝苦行・修行」

といったイメージで捉える職員すらいました。 

 ちょうど今日も私の担当するセクションはウェブで研修をやっていてくれているは

ずなのですが、そういう状況があったものですから、どうしたかといいますと、これ

が先ほどの御質問への御回答になるのですが、ウェブ研修なりウェブ会議を成功させ

るコツのまず一つは、会議・研修をやる側の主催者、それから受ける側の両方につい

てマニュアルをちゃんと作ることです。Skype ではマニュアルを作っていますがそれ

は使えません。自分たちの会議・研修に合わせた形で、きちんと操作しながら、自分

たちでまずマニュアルを作ることです。これは先月作りまして、今、それを全国にば

らまきまして勉強しろと言っています。ただ勉強しても使えません。 

 その次にやるべきことは、とにかく実践をすることです。実践を通じて徹底的に慣

れることです。習うより慣れろです。まさにそれを通じてやっていまして、ちょうど

昨日職員研修がありまして、そのときに私はオペレーターをやりまして、外部講師の
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先生を前にしてカメラをいろいろ操作したり、音声の調整をしたりという手伝いをし

ていたのですが、点数を付けるとすると 90 点ぐらいになったのではないかというぐら

い過去やった中で一番よくできています。そうするとだんだん欲が出てきまして、某

予備校の中継などそういうのを見ながら……、要するに、ウェブ研修なりウェブ会議

というのは、情報がこういう場でやるものと比べて空気感が全く伝わりません。ハウ

リングを一回起こしたら、そのウェブ研修に対する職員のアレルギーはがっと広がり

ます。したがって一番気を付けるべきは音声です。とにかくハウリングを起こさない

ことです。それからマイクがここにあって紙をペラペラめくると紙の音もマイクが拾

ってしまいますので、そういう音というのは参加者にとっては非常に苦痛になります。

これが恐らく苦行と呼ばれるものの原因なんだろうと思いますので、とにかく音声に

は神経質なぐらいに気を付けて中継なり会議を行っています。 

 そういうことで、働き方改革をしつこく総務省もお願いをしているわけですが、そ

の中でウェブ会議、ウェブ中継、サテライトオフィスでのいろいろな通信等もありま

すが、一言で申しますと意外と難しいので、いろいろ試行錯誤をしながらやっていた

だけたらということを私の経験談も含めてお話しさせていただきました。 

 それから効果ですが、ウェブ会議としての効果という意味では、今、アンケートを

取ったりしていますので、そういうところから会議そのものへの効果というのは把握

できていくのですが、中身に関してはこういう研修と同じように、その成果としては

成果物、我々でいえば調査計画なり調査結果、勧告の中で反映する形となっていきま

すので、効果の測定はなかなか難しいかなと思っております。以上です。 

 

【梶田連携室長】 どうもありがとうございました。 

 続きまして、4 問目の質問ですが、公認会計士協会の山﨑さんに対する御質問でござ

います。 

 「貴協会は外部監査人として地方公共団体、独立行政法人等において幅広く御活躍

されております。組織の外側からという視点で監事監査・内部監査等の品質向上、人

材育成について注意する点や御教示いただける点がありましたら。」という質問です。

山﨑さん、よろしくお願いいたします。 

 

【山﨑副委員長】 組織の外側という観点からいくと、見ていて思うのは、特に独法
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や国大といった機関、自治体もそうなんだと思いますが、やはりローテーションで短

期的に人がどんどん代わっていくという中で、組織に監査のスキルが蓄積されていか

ずに、すごく習熟された方が抜けてしまうとまたゼロに戻ってしまうというきらいが

あるのではないかと思っています。ですので、私どもから一つ御提案するのは、マニ

ュアルなり、引継資料でもいいと思いますが、そういったものをきちんと残して、通

常の監査のプロセスにおいても、なぜこういう事象を見たときにこのように判断した

のかというのを、後から人から見られるという意識できちんと作っていくと、こうい

うことが重要ではないかと思います。 

  

【梶田連携室長】 どうもありがとうございました。 

 次の質問ですが、会計検査院の宮内さんに対する御質問でございます。講演資料で

いうと 25 ページになると思います。 

 「上のスライドで貴院は主として安中研修所における参加型研修のようですが、育

児・介護等で合宿が困難な職員についてはビデオ研修を行っていると御紹介をいただ

いております。工事検査以外の研修はビデオ研修の方が効率的だと思われますが、参

加型の研修をメインとしている理由があれば御教示ください」という質問です。宮内

さん、よろしくお願いいたします。 

 

【宮内総括審議官】 先ほどテレワークの形での研修の御説明もございましたが、私

どもはテレワークとまではいっておりませんが、ビデオでの研修もやっております。

その方が効率的かといわれますと、合宿のための移動時間等が不要になるという意味

での効率性はあり得ると思いますが、とはいえ、先ほど総務省の方からお話がありま

したように、「その場感」のある、なしというのは研修の効果にとって非常に大きな

違いだと思っております。そして技術的な問題点、これはテレワークに限らず、ビデ

オ研修であっても同じだと考えております。合宿の形で集団的に研修することによっ

て「その場感」を味わうこと、質問があればその場でやり取りができるということ、

そして研修を受ける他の研修生間とのやり取りができる、それが複数の組織にまたが

るものを対象とした研修であれば、日頃接することのできない人たちと同じような課

題なり問題意識なりを共有し、場合によっては解決策も得られるということで、単純

にビデオ研修といいますか、「その場」から切り離された研修が効率的であるとは言

－ 49 －



50 
 

えないというふうに考えております。 

【梶田連携室長】 どうもありがとうございました。 

 続きましての質問は、大阪市の小川さんへの御質問です。 

 「地方自治法の一部を改正する法律改正について」ということで、「新たに設置さ

れることとなった監査専門委員とはどのような人材を想定されているか、小川さんの

お考えがあれば御教示願いたい」という御質問でございます。よろしくお願いいたし

ます。 

 

【小川事務局長】 質問をいただいた方の監査委員の構成がどうなっているか分かり

ませんが、監査専門委員はその言葉のとおり、今の監査委員ではエリアとしてカバー

するのが難しいというところを考えていただければ良いと思います。例えば、もし今

の監査委員の中に弁護士さんがいない、ところが住民監査請求が出てくる、なかなか

対応しにくいといったときに、弁護士さんを監査専門委員として短期的に雇用すると

いうことは一つのやり方かと思います。それから、再三出ておりますが、ICTも大事

なところです。どうしても突っ込みたい、そしてアウトソーシングするけれども、そ

れをきっちりと見れる人材を逆に監査専門委員として短期的に採るということもあり

得るかと思います。 

 

【梶田連携室長】 どうもありがとうございました。 

 続きましての質問も、大阪市の小川さん宛てでございます。 

 「枠組みに基づく監査の導入について」ということで、「当初は IPPF などの枠組

みに基づかない監査だったと思いますが、上層部をどのように説得して枠組みを導入

したのでしょうか。また、外部から来られた方主導では、なかなか幹部を回せないと

思いますが、どのような苦労があったのでしょうか。」という御質問でございます。

よろしくお願いいたします。 

 

【小川事務局長】 特に苦労はなかったということです。まず一つには、私自身は大

阪市に 5 年前に入りました。それは橋下市長のときでした。公募です。私は公募に手

を挙げて入ったんです。少し長くなりますが、なぜその公募に手を挙げたかといいま
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すと、実は、その前に独法の監事をやっておりました。私はそこの非常勤監事でした

が、そこの独法の監事監査の水準が極めて低かったのです。そこの独法の職員も監査

への理解がありませんでした。これはひどいと思い、改善しようとしましたが、監事

というのは二階に上げられて梯子を外されたようなもので、隔靴掻痒です。ストレス

を感じていたところに、大阪市が事務局長を公募するという話がありました。そこで

「事務局だったら、監査業務に関与して徹底的に改善できるのでは？」と考え、局長

になりました。 

 当時、橋下前市長は監査を非常に重要視しておりました。したがって入ってからは

私の方で、先ほど言いましたが、監査には 40 人弱しかいませんでしたから、市長に

100 人にすべしと言いに行きまして、さすがにそれは却下されましたが、市長からは

「監査部門の強化には、極力協力します。」と言われましたので、「じゃあ、もう監

査実務フレームワークだ」と、先ほど山﨑さんから少しお話がありましたが、属人的

な監査ではなく組織としての監査をする、そのためには当たり前のことですがマニュ

アルをしっかり揃える、きちんと実務フレームワークを作るということをやってきま

した。 

 ただ、苦労した点は何かといいますと、昔からいた監査のスタッフから最初は抵抗

があったということです。しかし、皆さん元来頭は良いわけですからよく話せば分か

ります。より良い監査にしよう、それを継続的にしようという話をすれば、優秀な職

員はすぐについてきてくれました。最初はちょっと大変ですけれども、どうかやって

みてください。必ずできます。 

 

【梶田連携室長】 どうもありがとうございました。 

 続きまして、水資源機構の酒井さんへの御質問でございます。 

 「ワーキングシートやマニュアル化について資料でいろいろ言及があったかと思い

ますが、これらはどのようなもので、作成時や更新時の取組で参考になるものがあれ

ばご教示ください。」ということですが、いかがでしょうか。酒井さん、よろしくお

願いいたします。 

 

【酒井監事】 先ほど来、引継ですとかそういうときに、視点が代わってしまうとせ

っかく揃ったものが振り出しに戻ってしまうという話がありました。ワーキングシー
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トの話でいくと、私どもはいろいろな監査をしていますが、それはどういう視点でや

るんだと、何をやるんだということで整理しております。これについては毎年ブラッ

シュアップしていって、皆さんが言われているように、より良いものにしていこうと

いうことで、今やっております。 

 もう一つのチェックリストの話ですが、今年度からリスク管理ということで各事業

所等に試行導入しているところを見に行っています。ただ、リスク管理によるシート

でどこをチェックすればいいのかというようなことが抽象的で難しいので、どういう

項目でどういうふうにあたればいいかということをみんなで議論をした結果、こうい

う点でやればいいのではないかということでのチェックリストを作りました。今、当

座はそれであたっております。これでまたもう少し違うものが必要だとすれば、それ

をブラッシュアップしていこうということです。チェックリストやワーキングシート

といったものについては、それぞれの監査がいかにうまくできるか、どういう視点で

やれば良いかということで作っています。詳細が必要であれば、私どもの方の事務局

に相談していただければと考えます。以上です。 

 

【梶田連携室長】 どうもありがとうございました。 

 皆様からの御質問をかけ足で御紹介をさせていただいたところです。まだ、全ての

質問にお答えできていない状況なのですが、恐縮ですが、時間も参りましたので、簡

単に私の方からまとめということに移らせていただきたいと思います。 

 昨今の行政の複雑化・多様化により、検査・監査・評価に幅広い専門的能力が必要

とされる一方、人的資源には制約がありまして、その中で検査等の品質をどう確保し

ていくかが大きな問題となっております。 

 この問題を乗り越えていくために現在行っている取組を各パネリストの皆様から御

紹介いただきました。様々なお話がございましたが、外部人材の活用と内部人材の育

成の二つのお話としてまとめたいと思います。 

 まず一点目ですが、蟹江先生の基調講演にもございましたが、人的資源の制約下で

の検査等の品質確保のために、外部人材の確保で適切な人材構成を実現することが重

要になってきております。採用した外部人材の活用に関しては、会計検査院では任期

付で採用した外部人材の方に内部の職員と一緒になって検査に参画してもらったり、

使える内部人材の能力育成といったキーワードもございましたが、外部人材の方には
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その専門的知見を発揮してもらうということだけではなく、お客様扱いをせずに、内

部人材との関わりを積極的に深めて、そのレベルアップにも貢献してもらうことが重

要だということかと思います。 

 そして二点目の内部人材の育成についてですが、これは日々の指導、OJT による部

分と研修による Off-JTの部分があるかと思います。前者の内部人材に対する指導につ

いては、パネリストの皆様からは経験に基づきまして検査等の尺度、物差しを身に付

ける必要性、それから基本的な心構えや一般人の目線というものの大切さ、それから

制度としてチューター制度による指導等、様々なポイントを御紹介いただきましたが、

ここでは対象職員の状況に応じたきめ細かい目配りが鍵になってくるように思います。

また、後者の Off-JT 研修を実施する場合には、その効果を高めるために、従来型の研

修から一工夫していくことが必要ではないかと感じました。研修といいますと、一般

的には業務多忙の中、参加することが大変であるとか、一回受講しただけでは身に付

かないとか、そういったことが言われております。この参加の困難さに対し、総務省

から御紹介がありましたウェブ会議システムを活用した研修、そして会計士協会でも e

ラーニング研修を行っているということですが、そういったものの御紹介がありまし

た。 

 そして、知識の定着という点からの取組としては、公認会計士協会さんの継続的専

門研修制度、それから公会計協議会での指定研修の御紹介、それから会計検査院の IT

検査スキルアップ研修といったもののように、受け身の座学研修を脱して、研修生の

主体的取組を必要とする研修の御紹介もありました。このような一工夫が研修効果、

ひいては内部人材の能力向上につながるのではないかと思っております。 

 そして最後に、これらの人材育成に係る今後の方向性として、リスクを抑え実効性

のある検査・監査・評価を実施するためには、内部統制、業務コントロール・プロセ

スに対する評価能力もより高めていく必要があるという蟹江先生の基調講演での御示

唆は、大変重要であるのではないかと感じた次第でございます。 

 以上、拙い司会で誠に恐縮ではございましたが、熱心に御回答いただきましたパネ

リストの皆様、そして全国からお集まりいただきました会場の皆様に感謝を申し上げ

まして、パネルディスカッションを終わらせていただきます。 

 それでは、総合司会の方にマイクを渡したいと思います。どうもありがとうござい

ました。（拍手） 
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【総合司会】 皆様、本日はお忙しい中、また、猛暑の中、お集まりいただきまして

誠にありがとうございました。本会議に御参加いただきました皆様に心から御礼申し

上げます。 

 これをもちまして、第 29 回公会計監査機関意見交換会議を閉会いたします。ありが

とうございました。（拍手） 
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  質疑応答（紙上回答）  

 

 当日、会場の方々から多数の御質問をいただきましたが、時間の都合で全ての質問を議論す 

ることはできませんでした。 

 そこで、このような質問のうち、今回のテーマに合うもの、より深く掘り下げるようなもの 

について、各パネリストに回答していただきましたので、御紹介します。 
 なお、当日の御発言と同様、この回答は各パネリスト個人の見解・意見であり、所属する各 

団体等の見解・意見を述べたものではありません。 

 

問１ ［外部人材の評価］  

 基調講演で、専門家の利用について講演されました。その流れは、公会計分野でも必

要な方向と思われますが、一方で、専門家の業務の遂行が目的に適い、一定のレベルを

確保していることを、専門家を利用する側が評価することが不可欠ではないかと思いま

す。その方策として、参考になるものがあれば御教示ください。  

（宮内  和洋  会計検査院 事務総長官房 総括審議官に対する質問） 

（山﨑  聡一郎 日本公認会計士協会 公会計委員会副委員長に対する質問） 

（小川  英明  大阪市 行政委員会事務局長 兼 総務局理事に対する質問) 

＜回答（宮内総括審議官）＞  

会計検査院は専門的知識経験を有する民間等の外部人材を常勤職員（任期付職員、特

定任期付職員）として採用していますが、まず、採用の際に人事担当部署だけでなく、

採用後に配置を予定している検査課の課長などが直接面接を行って、その者が当該検査

課において必要としている知識・能力や意欲等を持っているかを判定しています。そし

て、採用後は、原則として、プロパーの職員と同様に人事評価制度の対象者として、そ

の能力の発揮状況や業績を評価しています。また、任期を更新する場合には、その期間

内の業務の遂行状況と当人の意向を踏まえて、判断しています。  

 また、こうした仕組みにより、外部人材の業務の遂行が目的に適い、一定のレベルを

確保しているかどうかを適切に評価するためには、検査に当たっての目標を当該人材と

共有することや、評価する側のプロパー職員の資質向上が必要と考えられます。  

 会計検査院では、検査上の目標の共有のためには、外部人材がいわゆる「お客様」と

ならないよう、外部人材の専門的知見を必要とする検査課に机を置き、プロパー職員と

ともに検査の計画を立て、議論し、一緒に実地検査に行くなどプロパー職員と日々の行

動を共にすることを通じて認識を共有すること、また、プロパー職員の資質向上のため

には、研修に加えて、これまでに採用した外部人材との業務を通じて知識の共有・蓄積

を図ることや人事交流等によるプロパー職員の外部派遣の機会を生かしていくことなど
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を行っています。  

 

＜回答（山﨑副委員長）＞  

専門家の定義付けによって回答が変わる可能性はありますが、少なくとも、公会計の

専門家というのが制度として資格化されていない現状においては、何か客観的な指標で

レベルを測定するのは困難です。そうなると、その専門家の持つこれまでの業務経験や

業務実績は一つの参考にはなると思います。なお、日本公認会計士協会では、公会計協

議会を通じて、公会計領域の研修の提供を行っており、一定の研修を受講した会員を公

表していますので、これも参考になると思います。  

 

＜回答（小川事務局長）＞  

 大阪市においては、公認会計士、弁護士、 ICT 専門家等の外部専門人材を任期付職員
として採用しています。彼らの専門性を、どのように財務監査や行政監査に生かせるか

が、課題となりますが、それには、採用者側自身が、行政経営や公監査の専門家でなけ

ればなりません。外部人材の専門性を、公監査におけるどの分野で、どのように反映さ

せることができるか否かは、偏に採用者側自身の行政経営への見識の深さや公監査専門

性の高低に依拠しています。  

 

問２ ［外部人材の活用］  

プロパー職員の業務遂行水準の向上・専門的知識の習得のため、どのように外部人材の専門

スキルを有効活用されているでしょうか。 

（宮内  和洋   会計検査院 事務総長官房 総括審議官に対する質問） 

（齋藤  壽男  総務省 行政評価局 企画課人材育成室長に対する質問） 

（酒井 晃   独立行政法人水資源機構 監事に対する質問） 

（小川  英明  大阪市 行政委員会事務局長 兼 総務局理事に対する質問） 

＜回答（宮内総括審議官）＞  

会計検査院では、IT 監査専門家、公認会計士等を任期付職員等として採用して、それぞれの
外部人材の専門的知見を必要とする課で検査に従事させることで他の課員と知識の共有を図る

とともに、それ以外の課からの助言要望にも対応させ（講演資料 37 ページ下及び 38 ページ上）、

また、職員向け研修の講師も担当させることで、プロパー職員の専門的知識の習得等に貢献し

てもらっています。 

 また、検査院の職員を人事交流により他の公的機関や監査法人に派遣し、派遣先で専門家の指導

を受けながら業務に従事することも、派遣先の外部人材の専門スキルを活用して専門的知識を習得

することに役立っています。 
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＜回答（齋藤人材育成室長）＞  

 行政評価局では、調査の内容に応じて、公認会計士等の外部人材を任期付き採用職員として

任用し、調査の実施やプロパー職員に対する助言等を行っています。 

 

＜回答（酒井監事）＞  

 外部研修会等へ参加するなどしています。 

 

＜回答（小川事務局長）＞  

 本市の外部人材の登用形態は、公認会計士、弁護士、 ICT 専門家等の専門家の任期付採
用と監査業務の効率性向上の視点からの外部委託です。 

 任期付職員については、プロパー職員と監査チームを組むことを通じて OJT によるスキル移
転効果を狙い、また専門家の視点から監査フレームワークの見直しやプロパー職員に対する専

門研修を実施させています。その代表例が、外部人材である ICT 監査担当課長の主導で“ICT
監査道場”というものを月一回程度開催し、プロパー職員のシステム監査知識と監査実務能力

の向上を図っています。 

 また、外部委託では、現在２つの監査法人に公的施設の指定管理に関する監査業務を委託し、

プロパー職員による監査実施と比して数的効率性は向上しています。外部委託契約には研修実

施が盛り込まれ、各法人が年２回程度専門研修を実施しています。 

 

問３ ［外部人材活用のための留意点］  

 外部人材に対して配置や役割分担上の特別な配慮等をされている場合、それらを具体的に御

教示ください。 

（宮内  和洋   会計検査院 事務総長官房 総括審議官に対する質問） 

（齋藤  壽男  総務省 行政評価局 企画課人材育成室長に対する質問） 

（酒井 晃   独立行政法人水資源機構 監事に対する質問） 

（小川  英明  大阪市 行政委員会事務局長 兼 総務局理事に対する質問） 

＜回答（宮内総括審議官）＞  

 会計検査院では、特別な配慮というより、いわゆる「お客様」とならないよう、外部から任

期付きで採用した IT 監査専門家、公認会計士等は、単なるアドバイザーではなく、実際の検
査に主体的立場で参画できるように、それぞれの外部人材の専門的知見を必要とする課に机を

置き、プロパー職員と一緒に実地検査に行くなど、専門的知見を必要とする案件の担当者の一

人となっています。一方、その専門知識を活かして、職員の助言要望にも対応してもらってい

ます。 
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＜回答（齋藤人材育成室長）＞  

 行政評価局では、調査の内容に応じて、公認会計士等の外部人材を任期付き採用職員として

任用しておりますが、特別な配慮は特にしていません。 

 

＜回答（酒井監事）＞  

現状では、外部人材の採用を行っていません。 

 

＜回答（小川事務局長）＞  

 問１でお答えしたように、外部人材の専門性を、どのように財務監査や行政監査に生か

せるかが、監査部門経営の課題です。ともすれば、専門性を発揮すべき領域の業務ではない

通常監査業務に外部人材が従事させられたり、外部人材とプロパー職員の役割分担が不明確に

なり、相互の情報交換が不十分になる場合があります。そうなると、外部人材の専門性も生か

せず、プロパー職員の監査専門性の向上にも、寄与しないこととなります。 

 そのため、大阪市では、事務局長である小役自身が、外部人材の専門性を最大限発揮できる

ような業務配分を行うように、監査部長に指示しています。  

 また、業務の標準化等監査部全体に影響する企画業務などにも、外部人材を積極的に関与さ

せ、彼らの専門性が生かせる配慮をしています。 

 

問４ ［監査法人への一部監査業務委託について］  

監査法人への一部監査業務委託は具体的に何を委託しているのでしょうか。また、包

括外部監査との関係はどうでしょうか。  

（小川  英明  大阪市 行政委員会事務局長 兼 総務局理事に対する質問）  

＜回答＞  

 大阪市では、平成 24 年度から監査業務の効率化の一環として、監査法人に監査業務を

委託しています。年度により異なりますが、出資団体監査、財政援助団体監査、指定管

理者監査のような、公認会計士の専門性を発揮しやすいと考えられる領域の監査を委託

していますが、監査法人は会計処理における合規性検証を得手とする一方、３E の観点
への接近力は、押しなべて弱く、今後の大きな課題となっています。  

 地方自治法が求める包括外部監査は、外部の視点が期待されているという点で、監査

法人への監査業務委託と同様の狙いを持っています。  

 従来、監査委員事務局とは異なる首長所属が窓口となり、包括外部監査人を選定し、

包括外部監査を進めていました。しかし、監査業務への知見が乏しい所属が包括外部監

査業務を担っていたためもあり、包括外部監査自体、表面的な問題の指摘に留まり、再

発防止への視点が欠く結果となっていました。更に、是正措置についてもフォローアッ

プがなされず、包括外部監査が形骸化するリスクがありました。そのため、2 年前に、監
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査委員事務局に包括外部監査事務を移管し、包括外部監査人への専門的事務支援を行う

等、包括外部監査の実効性向上に取り組んでいます。  

 

問５ ［専門性のアウトソーシングの際の留意点］  

 内部に欠けている専門性を求めるために、外部専門家を採用、あるいは、契約によっ

て活用する場合が有ると思いますが、その場合「ずぶの素人」が専門家を選定すること

になり、特別のスキルが必要と思います。そのスキルは、内部で保有しなければなりま

せんが、どのようにしてその能力を開発されているのでしょうか。  

（齋藤  壽男  総務省 行政評価局 企画課人材育成室長に対する質問） 

（山﨑  聡一郎 日本公認会計士協会 公会計委員会副委員長に対する質問） 

（酒井 晃   独立行政法人水資源機構 監事に対する質問） 

（小川  英明  大阪市 行政委員会事務局長 兼 総務局理事に対する質問） 

＜回答（齋藤人材育成室長）＞  

 行政評価局調査の実施に際しては、様々な有識者の意見を聞きますが、その際には、

特定の考えに偏らず、常に広い視野と公平な視点で意見を聞くよう指導しています。  

 

＜回答（山﨑副委員長）＞  

 ここでは選定される側の立場から回答します。選定のシーンでのスキルということで

は、例えば、契約による活用を想定した場合には、業者選定の際に、単純な価格による

入札ではなく、企画提案力も評価に入れ、業務経験や業務実績を踏まえて選定するとい

うのは一つの方策と考えられます。  

 

＜回答（酒井監事）＞  

 これまで、外部専門家の活用事例はありませんが、弁護士等の知識を必要とすること

が想定されます。その場合には、顧問弁護士の活用を考えています。  

 

＜回答（小川事務局長）＞  

 本市の場合は、代表監査委員と小役が、共に民間企業役員経験者でもあり、業務上弁

護士や公認会計士との接点を多く有していました。その経験等に基づき、外部人材の専

門性、経験及び実績を評価するわけですが、専門資格自体以外に重視すべき点は、職業

的倫理観に裏打ちされた見識の高さ、視野の広さ、思考の柔軟性、関係業務の知見、論

理的思考、責任感の強さ及び課題解決能力といった点と言えます。  

 一般的に、監査専門性を欠く行政職員にとり外部専門家の専門性、経験及び実績を適

正に評価することは容易ではないため、監査業務に精通する行政職員を監査部局幹部と

して育成するか、あるいは民間大企業における取締役等の経験者を、代表監査委員や監
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査委員事務局幹部として採用することにより、外部専門家の活用を図ることも一法です。 

問６ ［人材育成の課題等］  

 専門人材の育成に取り組まれている中でお持ちの課題を、その対応も含めて御教示ください

（例えば、監査業務への適性が著しく低い人材への対応など）。 

 また、教育、研修後の専門人材の最終的なイメージとロールモデルを御教示ください。 

（宮内  和洋   会計検査院 事務総長官房 総括審議官に対する質問） 

（齋藤  壽男  総務省 行政評価局 企画課人材育成室長に対する質問） 

（酒井 晃   独立行政法人水資源機構 監事に対する質問） 

（小川  英明  大阪市 行政委員会事務局長 兼 総務局理事に対する質問） 

＜回答（宮内総括審議官）＞  

 社会経済の複雑化とそれに伴う行財政の変化等に対応するための検査能力の（一層の）向上

が必要と考えており、そのために、プレゼンテーションで御紹介したように、各種の研修や

OJTを通じた検査ノウハウの育成、伝承等により対応を図っているところです。それぞれの職
員には特性がありますので、実際の現場では、知識等があり指摘事項の発掘を得意とする者、

論理構成、意見集約など取りまとめを得意とする者、データ集計を得意とする者など各人がそ

の特徴を発揮してチームとして検査の効果を上げるよう努めています。 

 それぞれの役職で求められるロールモデルは異なると思われますが、調査官としては、担当

案件の取りまとめの方向性の判断、進捗管理、意見集約等を的確に行い、案件をまとめるに際

して主導的な役割を果たす人材を想定しています。 

 なお、調査官に昇任するには、原則としてプレゼンテーション中の階層別研修の中の「会計

検査技術研修（本科）」を受講して効果測定（試験）に合格しなければならないというハード

ルを設けて、適性を判断しています。 

 

＜回答（齋藤人材育成室長）＞  

 行政評価局では、先輩職員がこれまで培ってきた調査のノウハウ等を後輩にいかにして伝え

ていくかが最大の課題となっています。 

 その改善方策の一つとして、研修を企画・実施する人材育成室のスタッフにベテランの OB
を配置し講師の役も担ってもらったり、知見のある地方の幹部職員を講師に招いたりしていま

す。また、調査を担当した現役職員から調査に当たって苦労した点や工夫した点などを他の職

員に話してもらう機会ももち、情報の共有を図っています。 

 

＜回答（酒井監事）＞  

 機構業務に必要な専門知識、経験を有した職員が従事しています。 

 加えて、会計検査院による指摘事例、外部研修会等を通じてレベルアップを図っています。 
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また、職員を監査補助者に任命し、監査を経験させることも有効と考えています。 

＜回答（小川事務局長）＞  

 監査専門人材の育成には、第一に庁内公募で監査業務への意欲と倫理観を有する職員を確保

することです。第二に、彼らを、監査業務を通じて監査専門人材へと育成することです。意欲

と倫理観を含めた適性も、その監査業務を通じて見極めてゆくこととなります。いくら優秀で

も倫理観を欠く、あるいは組織的協調性を欠く等の人材は、監査部局から異動させることとな

ります。専門人材のモデルとしては、高い監査専門性を維持しながら、住民の視点から都市経

営に役立つ指摘や意見をアウトプットできる人材と考えています。 

 より具体的には、自律的で、リーダーシップを発揮してしっかり工程管理を行い、予備調査

から監査報告書に至るまでをきっちりとまとめ上げ、突発的事象にも柔軟に対応でき、かつ監

査調書を適切に残し説明責任を十分果たすことができるような人材を、最終的なイメージとし

ています。 

 そのために、スライドで御紹介したような人材育成プログラムに取組んでいるところです。 

 

問７ ［監査結果の評価及び監査担当者の人事評価］  

 個々の検査・監査に対する業績評価はどのような基準・方法・体制で実施されているのでし

ょうか。また、その結果はどのように個々人の人事評価に反映しているのでしょうか。 

（宮内  和洋  会計検査院 事務総長官房 総括審議官に対する質問） 

（齋藤  壽男  総務省 行政評価局 企画課人材育成室長に対する質問） 

（山﨑  聡一郎 日本公認会計士協会 公会計委員会副委員長に対する質問） 

（酒井 晃   独立行政法人水資源機構 監事に対する質問） 

（小川  英明  大阪市 行政委員会事務局長 兼 総務局理事に対する質問） 

＜回答（宮内総括審議官）＞  

 それぞれの検査や検査結果は、その内容はもちろん、社会的背景、検査対象機関との関係、

人的あるいは時間的制約など様々な環境、状況の下で実施されているものであり、会計検査院

では、個々の検査に対する業績評価を、統一的な基準等により取りまとめることはしていませ

んが、従来にない観点・着眼点による指摘や新たな検査手法による指摘など工夫したものにつ

いては、院内で高く評価されており、研修の題材などに活用されています。一方、個々人の人

事評価では、同一の検査事項に複数の職員が関与する中で、やはり、その貢献度や発揮した能

力・局面には違いがある中で、それぞれの職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力と

挙げた業績を、直接の評価者である当該検査課の課長が予め設定した目標等に基づき評価して

います。なお、評価に際しては、検査の結果だけでなく、検査及びその他の業務の業務遂行に

おけるプロセスも勘案して、総合的に評価しています。 
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＜回答（齋藤人材育成室長）＞  

 当局業務の業績評価の指標として、行政評価については、勧告に対する改善措置がどの程度

図られたか等を数値化して効果を測定、また、行政相談については、当局のあっせんによって

どの程度苦情が解決したかなどを数値化して効果を測定しています。 

 なお、人事評価に関しては、個々の職員が、こうした業績評価の指標を参考に適宜目標を設

定するなどしています。 

 

＜回答（山﨑副委員長）＞  

 業績評価や人事評価は、各公認会計士が所属する監査事務所において行われるものであり、

協会としては、直接業績評価・人事評価を行うことはありません。 

 各監査事務所における評価方法は各種各様であり、一概にいうことはできませんが、例えば、

私が所属する監査事務所では、知識経験の習熟度等のハードスキル、コミュニケーション能力

や論理的思考等のソフトスキル、調書作成等の作業効率等の一定の評価基準について、監査先

ごとに評価し（1 人の職員が何名もの上司から評価されるイメージ）、それらを総合的に判定

し、人事評価に反映します。キャリアプラン等に対するアドバイザー（同じ部署内の先輩会計

士が多い）の全職員への配置、評価結果について面談その他の形での本人へのフィードバック、

360 度評価等により多角的に人事評価に反映されます。 

 

＜回答（酒井監事）＞  

 監事は、業績評価、人事評価に直接関与はしていません。 

 被監査組織の業績評価、人事評価については、監事監査報告書の説明や概ね四半期ごとの理

事長との意見交換により、適切に行われていると考えています。 

 

＜回答（小川事務局長）＞  

 本来、個々の監査等の結果評価を、厳密な評価の基準や方法等に基づいて定期的に実施し、

その結果を関与した個々の職員の業績査定、人事評価に反映すべきところですが、本市では現

在未実施です。 

 しかし、近い将来、その評価を実施する場合には、2 つの視点が必要です。一つは、最終生

産物である監査報告の内容です。準拠性の指摘に留まらず、３E への展開、更には監査対象部
門の機能発揮水準の高低と機能自体の有用性の評価まで踏み込める監査報告が理想と考えてい

ます。他の 1点は、工程管理です。仮に、高い水準の監査報告が完成したと言っても、その完
成まで時間と資源を過消したのでは、評価に値しません。当初の工程に沿って、良い内容の監

査報告を完成できたのか否かが、評価されるわけです。 
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問８ ［監査担当者のスキル向上のための資金援助について］  

 会計検査院、独法、地方自治体の専門分野のスキル向上（高度な情報処理試験の受験

等）に対する自己学習に要する費用に対する組織からの資金援助や、その後の資格取得

手当等はどのように対応しているのでしょうか。まったく個人の努力に任せているので

しょうか。  

（宮内  和洋  会計検査院 事務総長官房 総括審議官に対する質問） 

（酒井 晃   独立行政法人水資源機構 監事に対する質問） 

（小川  英明  大阪市 行政委員会事務局長 兼 総務局理事に対する質問） 

＜回答（宮内総括審議官）＞  

 会計検査院では、簿記・財務諸表、 IT 等に係るスキルアップのため、組織として職員
を対象とした研修を行っているほか、組織の費用負担により、会計専門職大学院、内部

監査士認定講習会、簿記・財務諸表研修（簿記 1 級）等の外部機関が主催する研修等へ

職員を派遣するなどして、職員のスキル向上に対する支援を行っています。  

 各種手当支払制度は他の国家公務員と同じものとなっており、資格取得者に対する手

当の支払は行っておりません。  

 いずれにせよ、このように職員のスキル向上のために組織として費用負担、機会の提

供を行っていますが、実際に各人がスキル向上を実現するためには、各人の意欲、努力

が何より重要であることは言うまでもありません。  

 

＜回答（酒井監事）＞  

 監査室職員だけでなく、機構職員の専門的知識、資格取得を組織として推進しており、

外部研修への派遣や資格取得者に対しての支援を行っています。  

 

＜回答（小川事務局長）＞  

 大阪市においては、職員の自己学習による各種資格取得に対する財政的支援は行って

いませんが、夜間に大学院等に通う場合には、時間外労働がないように配慮しています。

業務上必要な研修への参加に当たっては、参加費等必要な経費を支出しております。  
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問９［大阪市における庁内公募と有資格者の登用］  

今年、全国の都道府県、政令市、中核市に監査委員事務局の組織についてのアンケー

ト調査を行った結果によると、大阪市は「簿記や IT などの専門資格を持つ職員の監査事
務局における割合」が全国でトップでした。そこで 3 点質問がございます。  

① 庁内の公募で、専門的資格の有無を考慮されて選考されているのでしょうか。  

② 事務局において資格取得に向けた支援（例えば、受験料の補助など）をされて  

いるのでしょうか。  

③ 資格を持っている職員は、監査の現場で活躍されているのでしょうか。  

具体例があれば御教示ください。  

（小川  英明  大阪市 行政委員会事務局長 兼 総務局理事に対する質問） 

＜回答＞  

①   現状では、残念ながら、監査委員事務局以外には監査専門資格を有する職員はい
ませんので、意欲、論理的思考、倫理観の高低等を基準に選考しています。  

②   職員の自己学習による各種資格取得に対する財政的支援は行っておりませんが、
何よりも、監査専門家を目指す職員自身の価値向上に有用な資格取得や大学院への

進学を奨励しています。  

③   例えば、ICT 監査は「応用情報技術者」を取得した職員が中心となり監査を行っ
ています。他にも、地方監査技能士資格取得者も増加しつつあるため、彼らは、そ

の専門性を活用して監査の品質向上に貢献してもらっています。  

 

問１０［組織間の人材交流］  

 専門性の確保の視点から、組織間の人的流動性の必要性について、見解を御教示くだ

さい。  

（宮内  和洋   会計検査院 事務総長官房 総括審議官に対する質問） 

（齋藤  壽男  総務省 行政評価局 企画課人材育成室長に対する質問） 

＜回答（宮内総括審議官）＞  

一定期間を限った、いわば短期的な人的流動性については、会計検査院では、国・地

方公共団体、監査法人等との人事交流に取り組んでおり、職員がこれら派遣先で専門家、

実務家等の指導を受けながら業務に従事することなどにより、当該組織の専門的・実務

的知識等を習得することができ、有益であると考えます。加えて、技術に関する検査の

支援として、他府省からの出向者を技術参事官として登用したり、 IT 監査の専門家及び
公認会計士を採用したりしており、これらの取組により、本院の検査能力等の向上を図

っております。  

一方、完全に他の組織に転籍する、いわば長期的な人的流動性については、我が国の

社会ないし労働市場全体の状況とも関係するところであって、会計検査院においても、
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従来、必ずしも日常的には行われていません。また、将来、人的流動があまりにも頻繁

かつ大規模になった場合は、検査を担当する専門機関として、その独立性や専門性への

疑念が全く生じないとはいえないかもしれません。いずれにせよ、現在はそのような状

況にはなく、一部の動きにとどまりますが、例えば、公認会計士として勤務していた者

が（任期付きでない）正規職員として検査院に採用されたり、検査院の職員だった者が

他の機関に移ったりすることもあります。  

 

＜回答（齋藤人材育成室長）＞  

 組織間の人的交流は、調査に携わる職員の物事のとらえ方・考え方について新たな発

見の契機となる場合もあるので有用であると考えています。  

 

 

問１１［大阪市の ICT 監査研修］  

講演資料 86 ページ下「研修等の重点テーマ」に関して、①ICT 監査道場の詳細（講師、対
象者、通常の研修との違い）、②重点テーマに設定した内容については、前年実績踏襲でなく

メリハリをつけて実施するのか、について御教示ください。  

（小川  英明  大阪市 行政委員会事務局長 兼 総務局理事に対する質問） 

＜回答＞  

 講師は、システム監査経験が豊富で、公認情報システム監査人等の専門資格も有する任期付

の外部人材である ICT 監査担当課長が務めています。現在、道場生は 10 人前後で、監査部へ

の新任者及びシステム監査志向者が中心で、かつ非常勤の識見委員（弁護士）も含まれてます。 

① 道場は月１回程度開催され、一方通行の講義ではなく、最新のシステム関係情報について

ディスカッション、外部講師による講演と意見交換、民間のデータセンターへの見学等、い

わば大学の“ゼミ”に似た内容で、実務家養成に力点を置いています。 

② 基本的に、重点テーマ設定においては、前年実績踏襲は決して行いません。年度毎のリス

ク分析結果によって設定しますが、リスクアプローチの結果、同様のテーマが継続する可能

性はあります。 
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問１２［（将来に向けた）現在の課題］  

 ①  各機関において、現在、質（深さ）又は量（人員）の点で不足していると考える

専門分野とその対策についてお考えをお聞かせください。  

 ②  検査・監査・評価の対象機関の内部監査組織において、専門性と人材育成上の課

題と感じていることがあればお聞かせください。  

（宮内  和洋   会計検査院 事務総長官房 総括審議官に対する質問） 

（齋藤  壽男  総務省 行政評価局 企画課人材育成室長に対する質問） 

（山﨑  聡一郎 日本公認会計士協会 公会計委員会副委員長に対する質問） 

＜回答（宮内総括審議官）＞  

① 会計検査では、多角的な検査に対応するために多くの専門分野の能力が必要となり

ます。そして、その時々における内外の環境の変化に応じ、職員には様々な分野の検

査能力が必要となるため、現在の研修では、講演資料 23 ページ下記載の 3 分野を始め、

様々な分野の研修を実施しております。とりわけ、検査能力向上を意図した各階層別

研修のほぼ全てにおいて、 IT に関する研修を実施しており、情報技術（ IT）検査スキ
ルアップ研修を含めた各研修に加え、 IT に関する外部人材を任期付職員として採用す
るなどして、この分野の検査能力向上に力を入れています。皆様も日々感じられてい

るところかと思いますが、検査、監査等はそこに投入できるリソースが大きければ大

きいだけ、それに応じた深さ、広さの検査、監査等が行えるところであり、どれだけ

あれば十分か、どれだけでは不足かとは言い難いところですが、個人的には、将来の

AI の発展が検査、監査等にどのような影響を与えるのか興味深いと思っています。  

② 検査対象機関の内部監査組織においては、担当者の異動サイクルが短いことにより、

専門性を高めることが困難な場合があること、また、専門性の不足も一因ではないか

と思いますが、経済性・効率性・有効性といった３Ｅ監査まで実施できておらず、手

続面についての監査にとどまっていることもあることといった課題があると感じてお

ります。  

 

＜回答（齋藤人材育成室長）＞  

① ICT に関する知識が乏しいため、研修の実施（最近の例ではブロックチェーンをテ
ーマに実施）や、研修担当が各種展示会・講演会等に参加し、その内容を職員にフィ

ードバックし、関心をもってもらう等の対応を行っています。  

② 豊富な実務経験を有する再任用職員の知見の活用が課題の一つです。行政評価局で

は、再任用職員を支援要員として調査部門に配置したり、研修担当として、研修の企

画にとどまらず、研修講師として職員の育成指導に当たらせています。  
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＜回答（山﨑副委員長）＞  

① 公認会計士制度は企業会計とともに発展してきており、公会計と関わる公認会計士

は全体の規模の中では必ずしも多くはありません。特に、企業会計にない公会計固有

の領域について、一層の研さんが必要と認識しており、これへの対応として、日本公

認会計士協会としては、公会計協議会を発足させ、必要な知識・技術の研修の実施や

情報のアクセシビリティを高め、会員の支援を行っています。  

② 対象機関においては、一定期間でのローテーションを前提とした場合、個人に専門

性を蓄積させるのは限界があります。そこで、属人的な監査にならないよう、実施事

項、実施結果、判断の過程や判断基準をきちんと文書に残し、マニュアル化を図るこ

とが肝要と考えます。その際、実施事項であれば、なぜその手続が必要なのか、それ

をやらないとどういうことが起きるのか、いつ、どのくらいの量をやればいいのか、

といった意義や背景にも言及するとともに、きちんと時代の移り変わりに応じて改訂

していくことが必要と考えます。  

 

問１３ ［専門性のアウトソーシング］  

 他の国家資格・国際資格のように、本邦独自の公的部門監査専門資格は必要でしょうか。 

（宮内  和洋   会計検査院 事務総長官房 総括審議官に対する質問） 

（齋藤  壽男  総務省 行政評価局 企画課人材育成室長に対する質問） 

（山﨑  聡一郎 日本公認会計士協会 公会計委員会副委員長に対する質問） 

（酒井 晃   独立行政法人水資源機構 監事に対する質問） 

（小川  英明  大阪市 行政委員会事務局長 兼 総務局理事に対する質問） 

＜回答（宮内総括審議官）＞  

 公的部門監査専門資格の設定に関する本件御質問の趣旨は、公的部門という特有の部門で必

要とされる特有の監査能力を維持向上させるために必要な取組を問うものと理解します。 

 公的部門の監査には、行政全般についての幅広い知識と公会計制度等に対する深い理解が前

提となり、また、公的部門特有のリスク等を踏まえた監査を効果的に実施する必要があること

から、その実施に際して、公的部門監査特有の資質が必要になるのは御指摘のとおりです。 

 一方、公的部門に対する監査は、財務書類の表示の適正性の監査だけにとどまらず、合規性、

経済性、効率性、有効性その他の観点に及ぶものであり、幅広い能力が要求されます。また、

公的部門間でも、国・地方・独法等では業務や会計等に係るそもそもの制度が異なっており、

必要とされる能力は極めて多様です。このように、幅広く、かつ、多種多様な能力を、一律の

ペーパー試験などで測定することは非常に難しいと思われ、資格の有無でこの能力を測れるか

という点については若干困難な部分もあると思われます。 

 ただ、公的部門監査特有の監査能力を維持向上させることの必要性については当方も同様の

認識を持っており、会計検査院では、例えば講演資料 39 ページ上のように、従前より、本院職
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員向けの研修はもとより、各府省、地方公共団体、政府出資法人等の内部監査担当者等に対し

ても、知識と技法を習得するための講習会を開催することなどによってきめ細かい対応を行う

ことで、公的部門監査の水準向上を図っています。 

 会計検査院としては、今後とも、こうした講習会の充実等を通じて、公的部門の監査の水準

向上に尽力していきたいと考えています。 

 

＜回答（齋藤人材育成室長）＞  

 日本評価学会が認定する「評価士」という民間資格があり、当局職員にも資格取得を勧めて

います。 

 

＜回答（山﨑副委員長）＞  

 公的部門監査専門資格について、監査の目的、監査対象（会計監査 or業務監査）・監査意見
の保証水準及び、監査人に求められる独立性・専門性・適格性を踏まえ、慎重に検討すべきで

あると考えております。 

 なお、協会として、地方自治体をはじめとする公的部門の業務に携わる会員を支援する施策

として、先ほど御説明致しましたとおり、公会計協議会を設置し、分野別研修カリキュラムを

提供することを通じ、多種多様な行財政ニーズに対応できる人材を育成する取組みを進めてお

ります。 

 

＜回答（酒井監事）＞  

 内部統制や一般的な監査の知識を向上させるための資格は有効と考えられますが、実際の監

査においては、各独法の業務内容、範囲が複雑多岐にわたっていて、資格付与のための統一的

基準を設けることが難しいと考えます。 

 

＜回答（小川事務局長）＞  

 公的部門の監査には主に３つの要素が必要と考えています。 

 １つ目は、住民の福祉増進といった行政目的とこれに沿った法体系、システム構築、官庁会

計並びに行政慣行など、行政特有の事象に関する知識と経験です。 

 ２つ目は、いわゆる決算審査に加え、財務監査、行政監査等の、いわゆる業務監査の充実で

すが、そのためには、リスク分析、内部統制評価、監査調書と監査報告書の作成等、監査にお

ける専門的実務への精通が求められます。 

 ３つ目は、行政組織経営への視点として、民間企業における組織経営の知見と経験などに関

するものです。 

 公監査の向上には、これらが必要条件となりますが、我が国で一般的な監査関連資格（公認

会計士、公認内部監査人、公認情報システム監査人等）は、公監査を担うにはそれぞれ一長一

短があります。 
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 他方、イギリスでは公監査の専門資格として勅許公共財務会計士というものがありますが、

我が国においてもこれを参考に、公会計・監査の専門人材を育成すべく「地方会計監査技能士」

といった民間資格化の動きがあります。 

 人口減少と高齢化という時代にあって、行政組織の効率性向上が待ったなしとなり、行政組

織監視機能としての公監査の重要性が高まっています。そのため、公監査の質的向上もまた、

国民が期待するところであり、公監査に必要な上述の要素をすべてカバーする専門資格が本邦

においても必要な時期に至ったと考えます。 
 

問１４［公会計監査の専門職化について］  

監査専門職制の方向性については大変共感します。現在、そのような制度へ移行して

いる動きがあれば御紹介ください。例えば、資格、協会設置など。  

（小川  英明  大阪市 行政委員会事務局長 兼 総務局理事に対する質問） 

＜回答＞  

 現在のところ、一般社団法人 英国勅許公共財務会計協会日本支部（支部長  石原俊

彦 関西学院大学大学院経営戦略研究科 教授）が定めている地方監査会計技能士の制

度があります。それ以外は、総務省が「全国的な共同組織」と称して、主として小規模

自治体における監査部局支援組織を検討中と仄聞していますが、その組織が監査専門職

資格認定業務まで視野に入れているか否かは、不詳です。  

 

問１５［工事監査の着眼点等］  

 工事の監査は、案件を抽出したうえで書面監査を行うこととなりますが、各組織の内部監査

において、同様のレベルアップを図ろうとする場合、特に重要視すべき事項、着眼点や短期に

習得できるノウハウ等を御教示ください。 

（宮内  和洋   会計検査院 事務総長官房 総括審議官に対する質問） 

＜回答＞  

 工事の検査における書面検査のうち、設計に着眼した検査については、これまで検査した同

種、同規模の構造物と比較して、コンクリートの寸法、鉄筋の配置等が大きく異なっていない

か、また、積算についても同様に、単位（㎡、㎥）当たりの材料単価等が大きく異なっていな

いかなどが検査の入口となることがあります。 

 このように、1 件の工事に絞って見るのではなく、横並びで同じ構造物を複数検査して検討

することも重要です。 

 工事の施工に着眼した検査の場合、意図的な不良については、完成後に目に見えない部分、

例えば、地中であるとか、コンクリートにより覆われる部分などで不適切な施工がなされるこ

とが多いことから、施工中の工事写真をよく見て、写真がないとか、ある方向からの写真ばか

りであるなど不自然な点がないか確認することが有用です。また、仮にそのような事態があっ
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ても、施工側は何かと言い訳をしてくるのが通常ですので、そのような言い訳を鵜呑みにせず、

客観的な証拠を探究することが必要です。さらに、施工については、工事の目的物の出来形を

現地に赴いて直接確認することが重要です。 

 また、設計に着眼した検査においても、設計が現地の地形等を十分反映していて安全性を確

保しているか、現地の地形等に基づく経済的な設計となっているかなどを確認する必要性があ

ることからも、書面検査のみならず現地を確認することが重要であり、会計検査院が実地検査

を行う大きな理由の一つです。御質問では書面監査について言及されていますが、検査技能を

向上させるためには、（書面だけではなく）自分の目で現場を確認することも重要と考えます。 

 また、工事の設計、積算、施工に関するミスには傾向的に見受けられる事態があることから、

検査報告、監査報告等における過去の指摘事例（失敗例）をよく検証することにより、レベル

アップが期待できると思われます。 

 そして、検査技能を向上させるために、自分で分からないことを把握したら、身近にいる詳

しい先輩に質問することが実際的でもあり有益であると考えます。受け身ではなく、先輩に質

問できる環境や関係（コミュニケーション能力）を構築することは重要で、検査院の場合でも、

実地検査の後に、先輩調査官を質問攻めにしている若手職員もいます。組織によっては、監査

部門に技術系職員が十分配置されていないケースもあると思いますが、監査部門の人でなくて

も、その道に詳しい技術系の職員に話を聞ける環境を組織としても、各個人としても構築する

ことが重要と考えます。 

 

問１６［大阪市の ICT 監査］  

大阪市の仰っている ICT を利用した監査について御教示ください（分析等における
ICT の活用状況）。  

（小川  英明  大阪市 行政委員会事務局長 兼 総務局理事に対する質問） 

＜回答＞  

 平成 28 年度に実施した総合福祉システム監査において、アクセス管理状況に関し、試験的に

データ分析ソフト（商品名：Active Data For Excel）を使用しました。現在、他の監査への展

開を検討しているところです。 

 

問１７［監査職員の業務分担］  

 監査室職員 4 名は、監事監査と内部監査で業務分担をされているのでしょうか。  

（酒井 晃   独立行政法人水資源機構 監事に対する質問） 

＜回答＞  

 小組織のため業務分担は、特に設けてなく、監事監査、内部監査ともに監査室職員全

員で対応しています。  

 

－ 70 －



71

問１８［監事監査部門と内部監査部門の関わり方］  

 2 つの監査は独立して行われますが、一方で重複する部分も多いと思われます。監事監査部

門は内部監査部門とどう関わり、どのように協力を求めていくべきでしょうか。 

（酒井 晃   独立行政法人水資源機構 監事に対する質問） 

＜回答＞  

 監事監査は監事、内部監査は理事長の指揮のもとに行われており、定期的な監事・理事長の

意見交換によって、連携が行われています。また、監査室職員は、両監査に関わっているため、

実際の監査実施においても緊密な連携がとれています。 
 

問１９［大阪市監査担当者の在任期間］  

内部人材は希望した人を選抜されるそうですが、どれくらいの期間、監査を担当する

のでしょうか（異動頻度（期間）の目安）。 

（小川  英明  大阪市 行政委員会事務局長 兼 総務局理事に対する質問） 

＜回答＞  

 本市では監査専門人材の充実強化の一環として、監査委員事務局勤務希望者を庁内公

募や FA 制度を通じて選考し、その後彼らを監査専門職として徹底的に育成する方針で
す。従って、本人の異動希望や監査人としての適性を欠く場合等以外、他所属への異動

は、基本的に想定されていません。  

 

問２０［国や県(府 )からの補助金を市が事業主体として実施している事業についての市

の監査］  

 国や県(府 )からの補助金を市が事業主体として実施している事業の監査については、

特に制度が複雑なため、事業に精通していないとうわべの指摘が主となり、有効性の観

点は難しく、会計士や弁護士等の活用も限定的と思われます。監査専門職員で固めてい

くとしたときに、どのように人材の確保や育成を行ってきているのでしょうか。  

（小川  英明  大阪市 行政委員会事務局長 兼 総務局理事に対する質問） 

＜回答＞  

 国や県の補助金についても、最終的な事業実施主体は市であることから、監査実施前

に十分な調査を行った上で、監査を実施する観点からは、他の監査と大きく変わるもの

ではないと考えます。  

 監査とは、監査対象部門の説明責任を解除する意味があり、その点からは、監査人は、

相手の説明を聴くことから始まるという監査の原点を理解する必要があります。また、

そもそも複雑すぎて高い識見を有する監査委員でも理解不能な事業があるとしたら（個

人的にはあり得ないと考えますが）、その事業自体が国民への説明責任を無視した事業
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であり、直ちに廃止、中止すべきものとなるでしょう。  

 

問２１［共同監査］  

 イメージしていらっしゃる共同監査について御教示ください。  

（小川  英明  大阪市 行政委員会事務局長 兼 総務局理事に対する質問） 

＜回答＞  

 現状の中小自治体における監査事務局は、数年で職員が異動することから監査専門性

の確保の点からも、また絶対的な人数という点からも、監査の独立性確保の観点からも、

住民の期待に応え得る監査機能とは言い難いと思います。この現状を変えてゆく手法と

して、監査事務局の共同設置が考えられます。共同設置に取り組んでいる小規模自治体

もありますが、理想的には、都道府県単位で 100 名～200 名規模の「XX 県監査委員監査

本部」を設立し、そこが傘下の各自治体監査を行うことが、独立性確保と監査専門性向

上の点からは、必要とされることでしょう。 

 異なった自治体同士の共同監査については、例えば、府と市が共同で出資、補助して

いる監査対象に対して、府と市が共同して監査を実施するなど、限りある監査資源を有

効に活用しながら、監査対象と監査人の双方にメリットが生じる内容である必要がある

と考えています。  
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