
 

 

 

別紙標準様式（第７条関係）   会 議 録  

会 議 の 名 称 平成 30年度第１回枚方市包括外部監査人選定審査会 

開 催 日 時 平成 31年１月 23日(水） 
午前 10時 00分から 

午前 12時 00分まで 

開 催 場 所 市役所別館４階 第２集会室 

出 席 者 

加藤会長、三成副会長、佐井委員、田中委員、谷本委員 

【事務局】山下コンプライアンス推進課長、中村課長代理、松

本主任、村本係員 

欠 席 者 ― 

案  件  名 
１ 平成31年度包括外部監査人の候補者の選定について 

２ その他 

提出された資料等の 

名 称 

案件１関係 

資料１ 報告書（包括外部監査関係部署会議） 

資料１（１）平成 30年度包括外部監査人の評価手順について 

資料１（２）平成 30年度包括外部監査人評価表 

資料１（３）平成 30年度包括外部監査執務経過 

資料１（４）平成 30年度包括外部監査執務日数等の集計表 

資料１（参考資料）平成 30年度包括外部監査人評価表集計表 

（別途送付済み） 

・平成 30年度包括外部監査結果報告書 

・平成 30年度包括外部監査結果報告書概要版 

決   定   事   項 

 

□平成 30年度包括外部監査人において包括外部監査は適正に

行われたと判断した。 

□平成 31年度包括外部監査人の候補者として、現包括外部監査

人の里見優氏を選定し、答申する。 
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会議の公開、非公開の別 

及 び 非 公 開 の 理 由 

非公開 

 実施機関、国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体及

び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は

協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見

の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれ、不当に市

民の間に混乱を生じさせ、又は特定の者に不当に利益を与え、

若しくは不利益を及ぼすと認められる情報（枚方市情報公開条

例第５条第６号）を含む内容について審査を行う会議のため。 

会議録の公表、非公表の

別及び非公表の理由 
平成 31年度包括外部監査契約の締結について議決後に公表 

傍 聴 者 の 数 ― 

所 管 部 署 

（ 事 務 局 ） 
総務部 コンプライアンス推進課 

審議内容 

 

○会 長：ただいまから平成３０年度第１回の枚方市包括外部監査人選定審査会を開催

させていただきます。よろしくお願いいたします。では、事務局から資料の

確認をお願いいたします。 

○事務局：本日の資料は、次第と資料１として包括外部監査関係諸会議の報告書となっ

ております。後ほど、概要を説明させていただきます。また、平成３０年度

包括外部監査結果報告書（以下「報告書」という。）と平成３０年度包括外部

監査結果報告書概要版（以下「概要版」という。）は、年末にお送りしました。

資料の確認は以上になります。 

○事務局：審議に先立ちまして、平成３１年度包括外部監査人の候補者の選定について、

本市から審査会に対しまして諮問をさせていただきたいと思います。よろし

くお願いいたします。 

○会 長：承知しました。市からの諮問書をいただきまして、本審査会として平成３１

年度包括外部監査人の候補者の選定について、案件１として審議を行いたい

と思います。なお、包括外部監査契約については地方自治法第２５２条の３

６、第４項の規定により、３年まで同一の者と契約することができるという

ことになっております。現在の包括外部監査人の里見優さんは今年度が２年

目となりますので、平成３１年度においても里見さんと契約を締結すること

に法的な支障がないことを確認しておきます。 

それでは、審議の進め方について、事務局から説明をお願いいたします。 

○事務局：評価方法につきましては、昨年度と同様の形でお願いしたいと考えておりま
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す。まず、資料１の報告書をご覧ください。この報告書は、契約の更新に当

たりまして、包括外部監査が今年度適正に行われたかどうか、市内部の関係

部署で評価を行った結果を取りまとめたものです。報告書の内容について説

明をさせていただいた後に、審議をお願いしたいと思います。まず、説明を

させていただきます。 

○会 長：よろしくお願いいたします。 

○事務局：それでは、まず資料１の１ページをご覧ください。こちらは昨年度と同様で

す。構成員は、外部監査の所管部長として総務部長、行政改革の観点から総

合政策部長及び監査委員事務局長としています。評価の手順としては、事前

に構成員がそれぞれ評価を行い、会議に持ち寄って審議を行い、会議として

包括外部監査人の評価を決定するという流れとなっています。 

資料１の後ろから３枚目に評価表をつけています。資料１の中に、挙げた項

目に沿ってチェックをして、問題が認められた項目があれば、理由を述べて

意見交換を行うという形で進めました。その評価結果については、資料１の

表側４枚目になります。そこに集計表という形で結果を掲載しています。な

お、今回は構成員の総合政策部長が当日欠席していましたが、会議後に意見

を聴取しました。 

次に、資料の２ページの７、平成３０年度包括外部監査人の評価結果という

ところをご覧ください。会議における評価は適となりました。監査が適正に

行われたとの評価に至った理由については、その下の各評価項目に対する意

見等としてまとめています。 

まず、今回の監査テーマですが、人口減少への対応を図るために、魅力的な

まちづくりを目指して行う施策をまとめた本市のまち・ひと・しごと創生総

合戦略の基本目標の１つである「産業の活性化と人々の交流・賑わいの創出

によりまちの魅力を高める」を取り上げ、そのための事業に焦点を当てたも

のとなっています。本市の行財政課題を意識され、その実現に役立てたいと

いう監査人の思いがうかがえるとの評価がされました。 

次に、②の監査結果報告の内容についてですが、今回も多岐にわたり、詳細

に点検・確認・分析が行われました。しかしながら、例えば事業の評価指標

のあり方といった非常に大局的な指摘から、文書の記載間違いといった日常

業務に対する指摘が、同列・同等に列挙されているところも見られ、指摘事

項として記載するレベルの整理が望まれるという指摘を受けています。また、

昨年度と同様に、内部の定期監査と重複する点も多く見られましたが、その

点については外部の専門家から改めて指摘を受けることの意味はあるという

意見が出ていました。 

今回は、監査人から参考意見として述べられた監査の意見が、指摘７６項目

中の５７項目に上っています。それに対し、是正・改善を求める結果は１９

項目で、意見の割合が高くなっていました。監査人は当初から改善提案型の

監査を意識されていましたので、監査の中で気づかれて意見をいただいたも

の、細かいものについても、本市としては、参考意見として活用していく必
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要があると考えています。指摘を受けた事項は監査対象部署だけの問題では

なく、市全体において確認すべき事項が本年度も多く見られます。市全体の

業務改善につながる取組を進める必要があることは認識しています。今年度

から具体的な取組を進めていきます。 

３ページの上から４行目の指摘「事実及び実態を正しく認識されていなかっ

たと感じているところもあり」という意見については、昨年度も同様の意見

が挙げられていました。監査対象課の説明不足などの問題も大きいと考えて

います。このあたりの認識のずれを埋めるために、今年度は中間報告の時点

で監査人から該当部署の担当部長レベルへの説明会を実施し、認識のずれを

確認するための取組を始めました。今後も有用な指摘をいただくために、引

き続き監査人と該当部署の認識のずれをできるだけ早い段階で埋めるための

方法を検討したいと考えています。 

その下の③、報告書の構成などについては特に問題はないとの評価がされま

した。ただ、今回の報告書の図表については大半がどこかから引用されたも

ので、監査人が独自に工夫されたものは見られなかったとの評価となってい

ます。 

④の監査方法については、報告書からは読み取れませんので、包括外部監査

人の実際の補助を担当した監査委員事務局にヒアリングを行いました。まず、

補助者の確保と支援体制については、補助者の公認会計士９名、公認会計士

合格者の１名、事務スタッフ１名は全員監査人と同じ仰星監査法人に所属し

ており、十分な支援体制がとられていたものと認められます。 

次に、包括外部監査人と補助者の執務日数の妥当性については、資料１（４）

をご覧ください。執務時間は監査人が２１６時間、補助者が９９７.５時間、

全体では１２１３.５時間、日数換算で約１７３日となっており、これまでと

比較しても執務日数が十分であったと判断できるとされました。執務時間の

内訳は、公認会計士の合格者と事務スタッフの方の執務時間の合計が、全体

の４割近くとなっています。１日当たりの執務単価を乗じますと１,８８７万

円の経費がかかったこととなり、契約額の上限である８９０万円の２倍を超

えている状況となっています。契約額の上限額は、市の過去の実績を踏まえ

て監査人側から提案書の中で提示されたものですが、平成２９年度において、

枚方市の契約額は中核市５４市中、低いほうから３番目でした。市ごとに執

務単価が違うということはあるものの、中核市の平均額約１,２００万円と比

較してかなり低い額となっています。この点については、以前から本審査会

からもご意見を頂戴しているところであり、更新時の市側の課題として認識

しています。 

監査日程については、資料１（３）をご覧ください。５月末から始まった監

査テーマの選定作業から対象部署へのヒアリング、現場視察、対象部署への

事実確認、中間報告書の策定、結果報告書の提出まで計画的に臨んでいただ

いた結果、予定どおり昨年の１２月２６日に報告書を受理いたしました。今

年度は、大阪北部地震等の影響はありましたが、監査人から対象部署へのヒ
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アリングや協議などを問題なく行っていただき、特に監査日程に不備はなか

ったものと評価できるとされました。 

所管課とのヒアリングが十分に行われたかということについては、計２６回

の聞き取りから報告書がまとめられており、十分なヒアリングがなされたと

評価できると聞いています。 

報告書のご説明は以上です。よろしくお願いいたします。 

○会 長：それでは、事務局のご説明を踏まえて、平成３１年度包括外部監査人の候補

者の選定について審議を行ってまいりたいと思います。 

まず、市内部の関係部署会議において、現包括外部監査人の評価を適、すな

わち適正とされており、市としては現包括外部監査人である里見さんを、平

成３１年度の包括外部監査契約の相手方とすることについて支障がないとい

う判断をされています。更新をする場合の審査については、市内部の評価を

踏まえて、監査人として独立した第三者的な視点、あるいは公認会計士とい

う職業的専門家としての技量といった、市の内部評価とは異なる視点からの

評価を行い、総合的な判断につなげていくことになると考えます。 

それでは、平成３０年度包括外部監査結果報告書の評価等について、皆様の

ご意見をお伺いしたいと思います。いかがでしょうか。 

○Ａ委員：報告書の評価の前に、先ほどのご説明の内容で、調査結果と現場との事実・

実態が正しく認識されず、ずれが見られたというお話があったのですが、現

場と、包括外部監査人の方々との認識の差は、どのように出てきたのか、ご

説明いただけますでしょうか。昨年度同じような指摘が報告書であったとい

うお話がありましたが、私は欠席しておりましたのでよろしくお願いします。 

○事務局：例えば業務評価の指標の設定について、原課として、設定した趣旨などにつ

いて説明をしたけれど、監査人との認識が合わず、市としてコントロールで

きるレベルを超えた指摘を受けた等と聞いています。 

○Ｂ委員：それは、現状認識の違いですか。 

○事務局：どのような趣旨でその指標を設定したのか、うまく伝わらなかったところが

あったと聞いています。 

○Ａ委員：ありがとうございます。 

○事務局：補助金の支払い方法について、包括外部監査人から質問を受けたのですが、

市が地方自治法に基づいた支払い方法の説明を適切にせず、最後までかみ合

わなかったものが見受けられました。それは市の認識が不十分だったので間

違った説明をしてしまったこともあったと理解しています。 

○副会長：間違った説明だったことは、今は、市は認識しておられるということですね。 

○事務局：はい。 

○副会長：その監査人とお話しされて、初めてその問題に気づかれたということですか。 

○事務局：そうです。そこまで意識せずに対応していたので、法的にどうですかと言わ

れたときに、説明できず、やりとりの中でそういうことだったのかと気づく

こともあったということです。 

○Ｂ委員：事実認定を間違えたまま監査報告が出ているという意味ではないですよね。 
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○事務局：そうではないです。 

○Ａ委員：ありがとうございます。 

○会 長：その点につきましては、私が思うのは報告書の２ページの②、監査結果の結

果報告の内容についての３つ目で、「監査意見、参考意見として述べるものが

７６項目中５７項目となっており」のところです。その中の３段目、２行目

から、「包括外部監査人が当初から改善提案型の監査を意識されており、監査

の中で気づいた点については細かいものであっても意見として述べること

で、改善に向けた取り組みを行うよう」というところがあるのですが、やは

り監査人にはこういうところがあると思うので、何か問題を見つけてやろう

というような意識で見ていれば、そういった誤解は生じ得ると思います。で

すから、監査の性格上やむを得ない部分だと思います。もしこれを防ぐので

あれば、監査を受ける側も監査はそのようなものと意識し、事前にどのよう

な説明を求められるのか、そして、それに対してどのように説明をするのか、

準備を心がけておくことが求められると思います。ただ、日数としては３０

日という極めて限られた日数ですので、十分なコミュニケーションがとれず

に起こってしまうことはあり得ると思います。その点は、監査人もそのよう

な誤解をしやすいという姿勢で臨んでいただき、双方が十分にコミュニケー

ションをとれるように心がけることが望まれると思います。その点では、３

ページのところの３つ目で、先ほどもご報告がありましたが、「包括外部監査

の指摘をより有効に活用するための取組として、最終の結果報告書が出され

る前に」「包括外部監査人と監査対象部長の認識のずれがないかを確認する場

を設けられたが」の後のような事態は、一方的に包括外部監査人から説明す

るだけで、その場での認識のずれを埋めていくためのやりとりを行うことが

できなかったということですが、来年度はこういったものではなく、双方の

コミュニケーションになるように心がけていただくことが必要だと思いま

す。 

○Ｂ委員：先程の認識の違いのまま書かれているというのは具体的に何ページですか。 

○事務局：例えば意見の２６です。はじめに書類を見られたときに誤解が生じ、入り口

で少し認識のずれが生じました。 

○Ｂ委員：それがここにあらわれているということですね。わかりました。 

○会 長：つまり、監査人の作成された報告書を見て、市民の誤解を招くようなことは

ないということですね。 

○事務局：はい。 

○Ｃ委員：私は定期監査の部分とすごく重なっていると思いました。先ほど原課が誤っ

た説明をしてしまったというご意見がありましたが、定期監査の後に、きち

んと確認していれば、ここまで細かいことは出なかったと思います。 

○事務局：定期監査では、ここまで細かい指摘はしないでおこうというものもあるよう

です。 

○Ｃ委員：定期監査のときに、細かい指摘をしたら、行った措置が現場から戻ってくる

はずなので、これは監査人のやる仕事なのかと思いました。あと、この概要
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版の報告書の総括は、各部署に縦割りに細かい指摘を言いっ放しにして総括

になっていません。枚方市はどのようなところを改善したらよいのかまとめ

てほしかったです。 

○会 長：同じように感じました。 

○Ｃ委員：各部署に細かい意見を述べるのはよいのですが、全体としてどうなのかがわ

かりづらいです。監査の幅を広げ過ぎてしまい、細かいところがいろいろと

行き届いていないです。外部に委託するにしても委託しっ放しで、その後補

助金も出しっ放しで、出し方にしてもいろいろと行き届いていないという結

論になるのかと思えば、そういうものは全然ありません。 

○会 長：率直に申し上げますと、張り切り過ぎて収拾がつかなくなったという印象で

す。その点では、予算的にも日数的にもこの包括外部監査人制度の限界を感

じます。大手監査法人であれば、おそらくもっと格好のよい結論を出してく

るのでしょうが、それはお仕着せということもあります。ですがこれが例え

ば税理士でしたら、最後のまとめはきれいにできたかもしれませんが、ここ

までのことはできなかったかもしれない。そういったいい点も悪い点も両方

あるので、この部分はもうやむを得ないかと。基本的に、この報告書は内部

の人にはとても役に立つものですよね。これを見て、改善を心がけることに

は役に立つと思いますので、その点では、適で判断できると思います。ただ、

「最後に」の部分がまとめになっていないとは私も思いました。 

○Ｃ委員：資料１（４）を見ても、実労部隊として働いているのは、公認会計士試験合

格者の方と、その他の資格のない方ですよね。だから、大局的な指摘という

よりは、帳票や書類といった日常業務レベルの指摘という感じはします。 

○Ｂ委員：ただ、そういった細かい指摘は市の定期監査でやっておかなくてはいけませ

んね。 

○会 長：その点は監査委員の方とか、あるいは内部監査の方との事前の打ち合わせな

どはきちんとされているわけですよね。包括外部監査人として、事前にそう

いうことは義務づけられていると思うのですが、そこはきちんとされて、監

査委員の方たちも了解の上でということですよね。 

○事務局：そうです。 

○Ｂ委員：私は枚方市民ですが、このテーマは、今まであまり取り上げていなかったテ

ーマなので、いろいろ勉強になりました。指摘がいろいろあるのは積極性の

あらわれだと評価したいです。ただ、委託先がアルファベットで書いてある

ことにはストレスを感じました。理由は何かあるのですか。 

○Ｃ委員：委託先は公表されていますよね。 

○Ｂ委員：公表されています。公表しなくてはいけないようなものをアルファベットに

されたのは、市から何かご指示があったからなのでしょうか。どのような経

緯でこのような表記になったのですか。 

○事務局：監査人側が公表しないと決められました。市側から頼んだことではありませ

ん。 

○Ｂ委員：そうですか。てっきり市がご指導されたのかと思いました。でも、例えば報
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告書９２ページのとおり、公表できないことまで公表すべきだとおっしゃる

方が、自分の監査報告では既に公表されていることまでアルファベット表記

にするというのは、辻褄が合わないですよね。 

○会 長：理屈で考えますと、名前を公表しないことで正直な情報が得られると考えら

れたのかもしれません。監査人として情報を得たいのだが、名前を出すとそ

の業者が正直な情報を提供してくれない可能性があると。情報を入手しやす

いようにするためには、名前を公表せず、市民に誤解を与えないようにする。

特に、改善提案型の批判的になる監査では、名前を出すと市にも迷惑がかか

るかもしれないという配慮があったのではないかと推測します。ただ、公表

しないのがよいのかといった問題もあろうかと考えます。 

○Ｂ委員：委託契約の相手方は、当然公表されているので、公表しない理由がわかりま

せん。 

○Ｃ委員：他の観光拠点事業委託に関しても、ここに書いてある以上、ほんとうは、監

査人は色々なことを調べてわかっていて言いたいのだけど、あえて。 

〇Ｂ委員：自己規制された。 

○Ｃ委員：私は書かないのであれば書かずに出せばよいと思います。中途半端に出すか

ら、何かあるのかと疑われてしまう。 

○Ｂ委員：だから余計に市のご指導で公表しなかったのだと思ってしまいました。 

○Ｃ委員：当然監査人の方は、何かもっと違う事実を知っていてと、思ってしまいませ

んか。 

○Ａ委員：そんな感じがします。これは障害者の関係施設で、例えば農作物をつくるの

は施設に勤めている障害者の方がされているので、料金が発生していない。

そのような話が結構細かく書いてあります。それが読み手にとってはどのよ

うに判断してよいのかわかりにくいです。法律や取り扱い方を私たち一般の

市民は知らないので、ここに料金の発生がしないことが正しいのか、それと

も働いてくださった方には支払うべきなのか。そのような基本的なところが

明記されないまま、報告書でもどっちつかずの書き方なので、どのように判

断したらよいのかと。見方によっては自治体のほうで、もう少しここをきち

んとしてくださいというような意見に見えますよね。グレーの部分があって、

法律的にはこのままで通るが、これをこのままにしておいてはいけないので

はないですかというニュアンスなのでしょうか。障害者施設と観光の事業の

ところには、そのような見方が色濃くあらわれているような気がしました。 

○Ｃ委員：あとは、３市の合同企業就職説明会です。他の業者がいるのにどうしてここ

と毎年随意契約を行っているのかというようなことが書いてあり、再委託が

どうだとか、書いているのですが、途中でおさめてしまっているので、何な

のかと思いました。 

○Ｂ委員：この監査の視点や監査の要点について、例えば報告書３８ページには、外郭

団体等について、平成２５年度の包括外部監査の措置状況等と書いてあるの

で期待していたのですが、どの部分なのか理解できなかったので、残念でし

た。 
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○事務局：初めは指摘として挙がっていたのですが、ヒアリングの中でどうしても認識

のずれが埋められなかったところは、触れるだけにするとされたところがあ

りました。 

○Ｃ委員：触れるだけにされると、なおさらもやもや感がありました。 

○事務局：補足ですが、総括部分については、昨年度も同様のご指摘をいただき、監査

人に伝えていました。昨年度は、この「最後に」という総括もありませんで

した。本年度いただいたご指摘は、また監査人に伝えたいと考えています。 

○会 長：業者名が明らかに公表されているなら書いていただきたいということですね。

ただ、何となく事情を察することはできますが。お客さんか、お客さんの関

係者か、将来のお客さんの可能性があるか、そういうところに、名前を出し

て指摘するのは難しいですよね。特に、中堅どころの監査法人ですので。 

○Ｂ委員：税金を使っているので、そこと絡んだところはみんな自分の名前を出される

のは覚悟の上だと理解しておりましたが。 

○会 長：そのような姿勢で、包括外部監査人としては報告書を書いていただくという

のは言っていただきたいと。 

○Ｃ委員：市の人となかなか認識が合わなかったという話の中で、補助者が市の人と調

整か何かをしたというようにおっしゃっていましたが、補助者ではそれは無

理でしょう。市側の意見とこちら側の意見の調整をするなら責任者が来ない

といけないのでは。 

○事務局：来られていて押さえてはいらっしゃると思うのですが。 

○Ｃ委員：いや、ごめんなさい。監査人の方はたくさん調べてくれたので。やっぱり外

郭団体もそうですし、あと補助金などの絡みでは、やはり少し問題だと思っ

たけれど、深掘りするのは遠慮されたのかといううがった見方をこちらはし

てしまいます。 

○Ｂ委員：書いてあるのに、じゃあどこに書いてあるのと。 

○Ａ委員：もうちょっと突っ込んでいただきたいと。例えば、５９、６０、６１、６２

に書いてあるふるさと納税のところは、大きな業者で全国的に展開されてい

るので、これこそアルファベットにする必要はないと思います。 

○Ｂ委員：大小関係ないと思います。 

○Ａ委員：小さな随意契約みたいにしている地元に根差した事業だと問題もあると思う

のですが、全国展開しているところはいかがでしょう。あと、この事業の概

要に関しても詳しく調べていただいているのですが、これ、同じ尺度で取り

まとめて年間委託料がこれだけかかっているというところまで踏み込んでい

ただけると、この３者がこのような形になっているんだなというのがわかり

やすくなると思います。基準が全部違うままで、三者三様で書かれていると、

この３つが他市の状況と比べてみて妥当であるのか比較しにくいです。 

○Ｃ委員：アルファベットは、読みにくいです。でも、これ、市民は知っているでしょ

う。ホームページをみれば、ふるさとチョイスか、さとふるか何かだとわか

ると思います。 

○会 長：どこか１カ所、伏せたいところがあり、それだけアルファベットにするのは
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おかしいので、全部アルファベットにしたということもあるかもしれないで

すね。でも市民が明らかに知っている状況であれば、そこはそういった姿勢

ではなく、実名を挙げていただきたいです。仮に批判するとしても。 

○Ｃ委員：何か、気を遣っているのでしょうか。 

○Ａ委員：もしかすると、３社のうち１社だけ地元に根差した業者があったかもしれな

いですね。 

○Ｂ委員：それはふるさとの分ですか。あらゆるところにアルファベットが出てきてい

ましたね。 

○会 長：でも、実名を出してもらったほうが、先々としては枚方市と契約をすると包

括外部監査人に指摘される可能性もあると認識し、きちんと仕事をしてもら

えるかもしれません。 

〇Ｂ委員：秘密にする理由は何もない。 

○Ｃ委員：名前を伏せると、逆に疑ってしまうと思いませんか。 

○会 長：その点でしょうか、資料１（参考資料）で、構成員Ａが、「報告書の構成など

について」で、専門用語について解説、注釈が付されているかで、「付されて

いない」と評価してあるのは、そのようにアルファベットの名前で挙げてい

て、そのアルファベットはどこなのかが書いていないということを指摘され

たのかと。 

○Ｃ委員：一生懸命、いろんなことを調べたけれど報告書を書く時間が足りずまとめき

れなかったのでしょうか。 

○Ｂ委員：でも、枚方の産業の現状と書いていて、施策満足度は施策の全部について出

ていたり、産業だけについてのコメントがあるのかと思えばなかったり、少

し捉え方がわかりにくいところがあったと思います。 

○会 長：張り切って手を広げ過ぎてしまい、手に負えなくなった印象です。 

○Ｃ委員：だから、指摘にとどまっています。ただ、例えばですが、先ほどの市とのコ

ミュニケーションがもうひとつというところで、例えば概要版の２３ページ

の意見の４１の、真ん中より少し下ですが、補助金の交付申請に必要な予算

資料を、不整合と認められる点があるまま受領している、とすごい問題が書

かれています。補助金の交付事務でこのような不手際があったと書かれたら、

市としては放っておけませんよね。 

○事務局：そうですね。 

○Ｃ委員：ここまで書かれているのを市民が読んだら、補助金や随意契約が不正に行わ

れていると思われてしまいますよね。 

○Ｂ委員：おかしいというようなことは指摘ですか、意見ですか。 

○Ｃ委員：意見ですが、市としてもこの観光協会としても嫌でしょう。概要版２１ペー

ジの意見３４もそうですが、随意契約理由にそぐわないとか、そこまで個別

具体的に書かれたら、書かれっ放しでは済まないでしょう。 

○事務局：済まないと思います。 

○Ｂ委員：意見についても、後々調べるのですか。 

○事務局：調べます。 
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〇Ｂ委員：結果だけではなく。 

○Ｃ委員：事実を把握して調べ切っても、報告書を書くときには「こういう部分が見受

けられた」のように、もう少し包括的というか、全体的な書き方をしたほう

がよいと思います。具体的な補助金の交付先まで名前を出して色々な問題を

書くと、枚方市の方はこれに対してどうお答えするのかと思いました。 

○副会長：報告書１４９ページの不整合と指摘されている案件につきましては、市とし

ては、ＮＰＯが幾ら多く予算を出してきても、市は想定している予算しか出

さないから、関係がないというスタンスですよね。 

○Ｃ委員：事務が不明瞭であることから、適切に改善の指導を行うべきであるとか、実

績ベースである内容を確認し、証跡を残す方法をとる等、確認を徹底するこ

とが必要であると、やはり書いてあります。 

○副会長：予算として人件費とか色々な必要経費を計上するときは結構多めに見積もる

こともありますし、実際に予算を執行するときは、かなりずれも出てくるの

で、これを不整合というのでしょうか。ずれがあるのは当たり前ではないか

と思います。 

○事務局：外郭団体の資料と市の資料は、ベースというか単価の出し方が違うというと

ころを指摘されているのだと思います。 

○Ｃ委員：それは、違うのは当たり前ではありませんか。書き方がね。 

〇副会長：結果的には、枠の中で内訳額を融通して、予算の枠内で執行したということ

で、その書類がそろっていればよいのではないでしょうか。 

○Ｃ委員：これはやっぱり市と監査人との調整不足だったのではないですか。 

○事務局：そうかなと思います。資料の不整合というよりは、市の積算方法と相手方の

積算方法の違いを不整合と見られたと。 

○副会長：ここを見たら、それが不整合と言えるかどうか疑問を抱くのですが、この概

要の意見だけを見ると、不整合と書いているから、先ほどおっしゃったよう

に、不正があったと見てしまいますよね。 

○Ｃ委員：不整合のままにしているのが問題でありと書いてありますが、でも普通は団

体が出すものと、市が出すものは、結構ずれていますよね。市は市の積算に

基づいて補助金を出して、その範囲内でやりなさいということですよね。 

○副会長：予算の書き方というのは、全体の大きな枠の中におさまっておればよいもの

ですので、あまり現実味がないと思います。 

○Ｃ委員：資料に不整合と言われたら。 

〇副会長：この協会が出している資料が改ざんされていると思いますよね。 

○Ｃ委員：やはり時間の制約はあるものの、もう少し市とのやりとりが必要だと思いま

す。 

〇事務局：やりとりし切れていなかったのでしょうね。 

○Ｃ委員：だから、定期監査でも監査委員事務局の意見と原課の意見の食い違いを防ぐ

ために、すごくまめにヒアリングをして調整しますよね。書類だけ見ていて

は言えないことってあるじゃないですか。私はこの監査法人をよく知りませ

んが、今まで公的な監査の経験はあるのでしょうか。 
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○会 長：はい。 

○Ｃ委員：では、市のこういうことはわかっているのですね。これを見ると枚方市の補

助金等の手続はずさんだという印象を受けてしまったのです。実際はそこま

でひどくなかったのか。 

○事務局：昨年も問題になっていましたが、監査法人から言われたらそうなのかなと職

員側が思ってしまうことがあります。 

○副会長：だから、現場がすごく窮屈になっていく。 

○事務局：そういうところもあり、指摘を受けたときに、本年度は中間報告の段階で議

論が進むようにと試してみたのですが、やはり監査法人の公認会計士の方か

ら指摘されたら、市が間違っているのかと思ってしまい、そこでディスカッ

ションがとまり、公認会計士側で現況を十分把握できないまま結論が出てし

まっているのかと思われます。 

○Ｃ委員：でも指摘されたことに関しては、必ず対応しないといけないのですよね。 

○事務局：結果についてはそうです。 

○会 長：改めるか、あるいは正しいことを証明するか。 

○副会長：弁明はできるわけですよね。 

○事務局：これはもう確定していますが。 

○Ｃ委員：確定して、それから市民に公表されるのでしょう。 

○Ｂ委員：だから、もし違えばあくまで市の意見としてはこれでいいというようなもの

をずっと、後々出していくということですよね。 

○事務局：そうですね。見解の相違があるという形で終わります。 

○会 長：ただ、不整合という言葉が使ってあるのはちょっと。 

○Ｃ委員：すごく熱心に、真面目にやっておられることは認めますが、いろいろとやり

過ぎて、結局まとめ切れていないし、落としどころを見きわめないまま報告

書を書いてしまったような印象を受けます。 

○会 長：改善提案型の監査だからだと思います。手広くしてしまったので、十分なコ

ミュニケーションがとれずにそういった形になってしまったと。改善提案型

の監査であれば、もっと焦点を絞っていただいたほうが、正確な提案になる

と思います。 

○Ｃ委員：それなのに、すべきであるや、問題であるといった言葉で語尾をきつく断定

しています。 

○Ｂ委員：結果を言っているような感じですね。 

○会 長：多分、そのような形でないと市民から包括外部監査人として認めてもらえな

いと心配されているところがあると思います。改善提案型もよいし、言い切

り型もよいのですが、あまりに広げ過ぎてしまったため不十分な形で言い切

ってしまっています。もっと焦点を絞っていただければと思います。 

○Ｃ委員：そうですね。よいテーマを選定していただいたのですが、このテーマでやる

と、補助金に関することや外郭団体に関すること等、今まで個別的だったテ

ーマが全部入り込んできてしまっています。でも、真面目に熱心にやってお

られることは確かだと思います。 
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○Ａ委員：政策を考える市にとってはどこを強化していかなければいけないとか、十分

に施策をしているが、特定の業者に偏っているとか、そのようなところがよ

く見えてきたのではないかと思います。私は大学に勤めておりますので、市

と大学との連携や交流事業のところが気になります。資料では、小学生、中

学生に大学を見てもらう事業を総合政策部がしています。おそらく、教育委

員会でもそのような大学訪問をしています。大阪府の教育委員会も枚方市の

教育委員会もされていたと思いますので、その事業は、どこが中心になって

統括されているのか、別々にされているのか、そういったところが気になり

ます。場合によっては他部署と統合し、もう少し強化されてもよいと思いま

す。ひと・まち・しごとで市のシティプロモーションの推進、定住化をして

いくなら、子どもたちが地元の大学に行き、その後に地元から通えるところ

に就職していく循環をつくっていくことが大事だと思いますので、それであ

れば子どもたちが大学や地元の企業を訪問し、枚方市の発見につながるよう

な事業を行われると、この事業も活発化するのではないかと思います。子ど

もたちが、親がどのようなところで働いているのかを見ることは、とてもよ

い取り組みと思いますので、これから強化していただければよいと思います。 

○会 長：それで、やはり報告書３５ページにある監査要点がすごく手広いため、これ

を監査人の実日数の３０日でできるのかなと思いました。改善提案型はよい

のですが、監査要点を絞り、市民に誤解を与えないように心がけていただき

たいと思います。 

○Ｂ委員：ふるさと納税の件ですが、市民税による市の一般財源でいろいろ事業をされ

ることになると思いますが、ふるさと納税として納めたら、一般財源で査定

されたものにプラスして使い道を選択できるのですか。例えば、使途として

総合文化芸術センター整備を選び、私が１０万円寄附したとします。一般財

源で今年度１００万円の予算がついているものに、さらにプラスでこの１０

万円がいくのか。他市へのふるさと納税だとわかりますが、自分の市だと一

緒ではないのか、返戻品をもらえるかもらえないかはおいておき、使い道が

指定できるのは市にとってどのようなメリットがあるのか、もっと打ち出し

ていただければと思います。使途に合った特定の事業を推進したい人にとっ

てメリットがあれば、もっと納税も増えると思います。だから、一般財源の

中に組み入れられ、同じであれば、市民税でやればいいですよね。使い道で

選んだあとにどうなるのかわかっていないのですが。 

○事務局：基本的には基金に積んでいくことになります。 

○Ｂ委員：使途別に積むのですか。 

○事務局：それぞれの基金に積むことになります。 

○Ｂ委員：基金に入れていっても、例えば整備事業の予算を１００として、そのうち基

金から幾ら使う、一般財源から幾ら使うという査定になるなら、基金が少な

かったら一般財源が増えるだけですよね。 

○事務局：そうです。 

○Ｂ委員：それでは何の意味もないのではないですか。総額が増えなくては、寄附をす
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る市民にとってはプラスにならないので。単に財源を基金で使いましたとい

う言いわけみたいなものですよね。それならば、返礼品を目当てでやるかと

いうことと理解してよいですか。この使い道と書いてあるので、ここに書い

てある市の施策全般を選んだ場合でしたら一般財源と一緒というのはわかり

ます。ほかの使途を選んだ場合であれば、何らかの査定が終わった後でも総

額が増える形でプラスされないと市民にとっては自分の意思が反映されたと

言いにくいと。反対にプラスされると言えるのだったら、それをもっとＰＲ

されたらよいのにと思ったのです。そうではないなら、今のままで結構です。 

○事務局：そのように、担当課に伝えておきます。 

○Ｃ委員：今のふるさと納税ですが、枚方市は市民にも返礼品を渡すのですよね。市に

よれば市民には返礼品を渡さないところも多いですよね。あと、今年度はふ

るさと納税額が減っているとお聞きしているのですが、中にはＮＰＯ活動を

支援して、自分たちがそのＮＰＯに対して会費ではなく寄附をすることで税

金課税上の特典があるみたいな、抜け道で使っている方も多いでしょう。そ

れはすごく問題だと思いました。自分たちのそういった活動のために、会費

として５万円払うのではなく、そこの団体に５万円入れてくださいというこ

とにすれば、その５万円に対して税金は戻ってくる。返礼品ももらえて。だ

から、今の話とは関係ないのですがその辺りも考えたほうがよいのではない

かと思います。 

○Ｂ委員：この監査対象の年は、特定の個人が多額の寄附をされたと書いていましたね。 

〇Ｃ委員：特定の団体とか。今年度は、枚方市は返礼品の種類を随分減らしたのでしょ

う。だからすごくふるさと納税が少なくなったと聞きました。 

○事務局：返礼品は結構充実していると思います。 

○Ｃ委員：もちろん率は低く、総務省か何かに従って低くしたけれど、枚方のふるさと

納税は、ほかの市と違ってレストランとか、飲食店での食事券とか、ある意

味では金券みたいなものが、すごく多いでしょう。 

○事務局：サービスを受けられるといったものが結構あります。 

○Ｃ委員：これはどうなのでしょうか。レストランとかの食事券などは金券と同じです

よね。 

○Ｂ委員：財源の基金に位置づけられようと、一般財源であろうと一緒ということなの

で、自分の意思が反映されたというのでしょうか、その観点からご検討いた

だければと思います。 

○会 長：税金が全部そのような形で入ってくると、市がコントロールできなくなって

しまいますよね。 

○Ｂ委員：だから、一体自分の市のふるさと納税って何なのかと思います。一般財源の

市民税でよいのではないかとずっと思っていたので、頭の切りかえができる

ような情報があれば教えていただきたいです。 

○Ａ委員：ただ、レストラン等を利用するために、他市の方が来てくれると、食事だけ

でなく、買い物もしてくれるので、地元にお金を落としてくれるというメリ

ットがあるとは思っています。 
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〇会 長：他市の方であれば。 

○事務局：監査人のフォローというわけではないのですが、話が戻りますが、監査人と

市のコミュニケーションという点では他市と比べて枚方市の職員はすごく真

面目に聞いてくれて、協力もしてくれるが、監査人の認識のずれに対する説

明、反論という部分が弱いと感じたとのことでした。また、今年度は地震の

対応で本市はかなり混乱しており、こちらがなかなかヒアリングの日程を合

わせられなかったということもありました。 

○Ｃ委員：枚方市の職員はおとなしいです。 

○事務局：監査人もおっしゃっていました。言われたことを素直に真摯に聞いてもらえ

るが、そこで終わってしまうと。 

○Ｃ委員：あと、地震はいつでしたか。 

○事務局：６月です。 

○Ｂ委員：そして台風大雨の被害も。 

〇事務局：７月と９月にありました。 

○事務局：そこで人がとられ、例年と違う状況でした。 

○Ｃ委員：確かに、これを見ると９月と１０月が一番資料準備やヒアリングの作業が集

中していますね。 

○事務局：だから日程が合わなかったというのは、正直ありました。 

○Ｃ委員：そうですね。時間がないとコミュニケーションも図りづらいですし。 

○Ｂ委員：大変だったと思います。避難所従事もありましたし。 

○Ｃ委員：災害時は日程を少し後ろにずらすことはできないのですか。例えば報告書の

提出を１２月の２６日ではなく、１月にするとか。 

○事務局：３月の議会で来年度契約の議決が必要ですので、できれば１２月ぐらいに監

査を終えておかなくてはなりません。本年度の震災時も業務継続計画ではな

く、日常業務を継続するよう指示が出ましたので。 

○Ｃ委員：１カ月以上飛んでますね。 

○会 長：そもそも調べようと思ったのが手広過ぎたので、なおさら大変だったでしょ

うね。結局最後の報告書も、資料１（４）で見ると１,８８７万円かかってい

ます。予算はいくらでしたか。 

○事務局：８９０万円です。 

○会 長：不足分はご本人の持ち出しですよね。 

○事務局：そうです。 

○会 長：というところから見ても、やはり予算に見合った監査が望ましいと思います。

結果的に倍以上かかっていますので。この会議でいつも指摘していますが、

これが当たり前になると、例えば個人の税理士などが監査人を引き受けよう

と思ったときに、前の監査人よりも見劣るものしかできないということにな

ってしまいます。適については、私たちは特に問題ないと思います。ただ、

焦点を絞ってより効果的な監査にしていただきたいと思います。それ以外に

ご意見はありますか。 

〇Ｃ委員：焦点を絞ることが大切です。できる範囲でしていただきたいと。先ほども話
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していたのですが、監査人も一生懸命やってくれているということは確かな

ので、一応昨年度は予定外の災害の発生で日程が詰まっている中で広範囲に

やっていただいたので、そのことは一言言ったほうがよいのではないでしょ

うか。 

○会 長：やはりできるからといってしていただいてしまうと、今後監査人に名乗りを

上げる人を非常に狭めてしまいますね。 

○Ｃ委員：できる範囲でお願いすると。 

○会 長：時間的にも予算的にも。 

○Ｃ委員：倍になるとよくないかと。倍ぐらいになれば、市が正当な報酬を払わなかっ

たように思われたら、市だって迷惑な話ではないですか。 

○会 長：大阪府は包括外部監査人に公認会計士が手を挙げないそうです。予算が少な

く割に合わないので、弁護士ばっかりということになってしまうと。総務省

の資料を見ると、やはり、全体的に包括外部監査人の予算は少ないです。そ

れこそ、内部の方が包括外部監査にそれほどお金をかける必要があるかと言

っているかもしれません。でも今回は、ほんとうに張り切っていただきまし

たので、来年は先ほど申し上げたようなことを考慮していただきたいと。 

そのほか、特によろしいでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○会 長：委員の皆様からは様々な視点でご意見をいただきました。これ以外に特にご

意見がなければ、本審査会としては平成３０年度の包括外部監査は適正に行

われたと判断し、平成３１年度包括外部監査人の候補者として、里見優さん

を選定するという結論にしたいと考えますが、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○会 長：それでは、本審査会としてはそのように答申させていただきます。 

答申に添付する本審査会の報告書については事務局で取りまとめていただ

き、私のほうで確認させていただくという形でよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○会 長：ありがとうございます。それでは、そのようにさせていただきます。答申書

の写しは、後日事務局の方から各委員に送付していただきます。よろしくお

願いします。また、今回の会議録は、審議内容に里見さんの信用にかかわる

情報は特になかったと思いますので、契約締結後に公表という取り扱いでよ

ろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○会 長：それでは、そのように事務局の方、よろしくお願いいたします。 

案件１につきましては以上です。 

案件２、その他について、何かありますでしょうか。 

○事務局：今後のスケジュールですが、平成３１年度包括外部監査契約の締結につきま

しては、１月３１日に監査委員の意見聴取を行い、枚方市議会３月定例月議

会に議案を提出し、予算の議決後に契約を締結することとなります。こちら

の来年度の審査会は、平成３２年度の新たな候補者を選定していただくとい
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う必要がございますので、本年９月の中旬頃から来年の１月中旬頃までの間

に複数回の会議の開催をお願いすることとなります。どうぞよろしくお願い

いたします。具体的な日程につきましては、その頃が近づきましたら調整さ

せていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

案件２につきましては、以上です。 

○会 長：今のご説明に関して、何かご質問等はありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○会 長：それでは、本日の案件は全て終了いたしました。したがって、閉会とさせて

いただきます。委員の皆様、お疲れさまでした。どうもありがとうございま

した。 

―― 了 ―― 

 

 


