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「「「「神戸市経理適正化外部検証委員会報告神戸市経理適正化外部検証委員会報告神戸市経理適正化外部検証委員会報告神戸市経理適正化外部検証委員会報告」」」」「「「「神戸市経理適正化外部検証委員会報告神戸市経理適正化外部検証委員会報告神戸市経理適正化外部検証委員会報告神戸市経理適正化外部検証委員会報告」」」」
からからからから見見見見るるるる当市当市当市当市のののの内部統制内部統制内部統制内部統制からからからから見見見見るるるる当市当市当市当市のののの内部統制内部統制内部統制内部統制
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� 会社法会社法会社法会社法におけるにおけるにおけるにおける内部統制内部統制内部統制内部統制システムシステムシステムシステム整備整備整備整備のののの概要概要概要概要
①①①① 内容内容内容内容とととと整備主体整備主体整備主体整備主体

「「「「会社会社会社会社のののの業務業務業務業務のののの適正適正適正適正をををを確保確保確保確保するためのするためのするためのするための体制体制体制体制」」」」をををを取締役会決議取締役会決議取締役会決議取締役会決議

②②②② 整備方法整備方法整備方法整備方法
基本方針決定基本方針決定基本方針決定基本方針決定→→→→具体的体制具体的体制具体的体制具体的体制のののの構築構築構築構築・・・・運用運用運用運用

③③③③ 開示開示開示開示
事業報告書事業報告書事業報告書事業報告書にににに記載記載記載記載

④④④④ 監査監査監査監査
� 内部統制内部統制内部統制内部統制システムシステムシステムシステムのののの整備義務整備義務整備義務整備義務

違反違反違反違反によりによりによりにより役員役員役員役員のののの損害賠償義務発生損害賠償義務発生損害賠償義務発生損害賠償義務発生
①①①① 「「「「大和銀行株主代表訴訟事件判決大和銀行株主代表訴訟事件判決大和銀行株主代表訴訟事件判決大和銀行株主代表訴訟事件判決」」」」
②②②② 「「「「神戸製鋼株主代表訴訟事件裁判所所見神戸製鋼株主代表訴訟事件裁判所所見神戸製鋼株主代表訴訟事件裁判所所見神戸製鋼株主代表訴訟事件裁判所所見」」」」

� 内部統制内部統制内部統制内部統制システムシステムシステムシステムのののの整備整備整備整備のののの効果効果効果効果
①①①① 損害損害損害損害のののの回避回避回避回避
②②②② 企業価値向上企業価値向上企業価値向上企業価値向上

⑴⑴⑴⑴ 株式会社株式会社株式会社株式会社におけるにおけるにおけるにおける内部統制内部統制内部統制内部統制システムシステムシステムシステム

第２回 神戸市経理適正化推進本部会議



4

①①①①「「「「大和銀行株主代表訴訟事件判決大和銀行株主代表訴訟事件判決大和銀行株主代表訴訟事件判決大和銀行株主代表訴訟事件判決」」」」

（大阪地方裁判所判決平成12年4月24日判例タイムス1047号86頁

大和銀行大和銀行大和銀行大和銀行ニューヨークニューヨークニューヨークニューヨーク支店支店支店支店のののの行員行員行員行員がががが1984年年年年からからからから1995年年年年までのまでのまでのまでの１１１１１１１１年間年間年間年間にわたっにわたっにわたっにわたっ

てててて無断無断無断無断でででで簿外取引簿外取引簿外取引簿外取引をををを行行行行いいいい，，，，総額約総額約総額約総額約１１１１１１１１億億億億ドルドルドルドルのののの損害損害損害損害をををを銀行銀行銀行銀行にににに与与与与えたえたえたえた事件事件事件事件であるであるであるである。。。。

当該行員当該行員当該行員当該行員はははは，，，，頭取頭取頭取頭取にこのにこのにこのにこの事実事実事実事実をををを伝伝伝伝えたがえたがえたがえたが，，，，経営陣経営陣経営陣経営陣はははは，，，，約約約約２２２２かかかか月間月間月間月間，，，，米国当局米国当局米国当局米国当局にににに報報報報

告告告告しなかったことからしなかったことからしなかったことからしなかったことから，，，，大和銀行大和銀行大和銀行大和銀行はははは，，，，約約約約１１１１１１１１億億億億ドルドルドルドルのののの損害損害損害損害がががが発生発生発生発生したことをしたことをしたことをしたことを米国当米国当米国当米国当

局局局局にににに隠匿隠匿隠匿隠匿していたなどとしてしていたなどとしてしていたなどとしてしていたなどとして米国米国米国米国においてにおいてにおいてにおいて刑事訴追刑事訴追刑事訴追刑事訴追をををを受受受受けけけけ，，，，有罪有罪有罪有罪のののの答弁答弁答弁答弁をををを行行行行いいいい，，，，3

億億億億4000万万万万ドルドルドルドルのののの罰金罰金罰金罰金をををを支払支払支払支払ったったったった。。。。そこでそこでそこでそこで，，，，株主株主株主株主がががが当時当時当時当時のののの取締役取締役取締役取締役・・・・監査役監査役監査役監査役にににに対対対対しししし，，，，約約約約

14億億億億5000万万万万ドルドルドルドルのののの損害賠償損害賠償損害賠償損害賠償をををを求求求求めるめるめるめる株主代表訴訟株主代表訴訟株主代表訴訟株主代表訴訟をををを提起提起提起提起したしたしたした。。。。

裁判所裁判所裁判所裁判所はははは，，，，判決文判決文判決文判決文のののの中中中中でででで，「，「，「，「健全健全健全健全なななな会社経営会社経営会社経営会社経営をををを行行行行うためにはうためにはうためにはうためには，，，，目的目的目的目的とするとするとするとする事業事業事業事業

のののの種類種類種類種類，，，，性質等性質等性質等性質等にににに応応応応じてじてじてじて生生生生ずるずるずるずる各種各種各種各種ののののリスクリスクリスクリスク…のののの状況状況状況状況をををを正確正確正確正確にににに把握把握把握把握しししし，，，，適切適切適切適切にににに制制制制

御御御御することすることすることすること，，，，すなわちすなわちすなわちすなわちリスクリスクリスクリスク管理管理管理管理がががが欠欠欠欠かせずかせずかせずかせず，，，，会社会社会社会社がががが営営営営むむむむ事業事業事業事業のののの規模規模規模規模，，，，特性等特性等特性等特性等にににに

応応応応じたじたじたじたリスクリスクリスクリスクのののの管理体制管理体制管理体制管理体制（（（（いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる内部統制内部統制内部統制内部統制システムシステムシステムシステム））））をををを整備整備整備整備することをすることをすることをすることを要要要要するするするする。」。」。」。」

とととと述述述述べてべてべてべて，，，，当時当時当時当時のののの取締役取締役取締役取締役・・・・監査役監査役監査役監査役のののの責任責任責任責任をををを認認認認めめめめ，，，，総額総額総額総額7億億億億7500万万万万ドルドルドルドル（（（（約約約約830億円億円億円億円））））

をををを会社会社会社会社にににに支払支払支払支払うよううよううよううよう命命命命じたじたじたじた。。。。
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②②②②「「「「神戸製鋼株主代表訴訟事件神戸製鋼株主代表訴訟事件神戸製鋼株主代表訴訟事件神戸製鋼株主代表訴訟事件におけるにおけるにおけるにおける訴訟訴訟訴訟訴訟のののの早期終結早期終結早期終結早期終結にににに向向向向けてのけてのけてのけての
裁判所裁判所裁判所裁判所のののの所見所見所見所見」」」」
（神戸地方裁判所平成14年4月5日和解成立『旬刊商事法務』1626号（2002年）52頁）

神戸製鋼所神戸製鋼所神戸製鋼所神戸製鋼所がががが裏金裏金裏金裏金をををを作作作作ってってってって総会屋総会屋総会屋総会屋にににに利益供与利益供与利益供与利益供与をしていたとしてをしていたとしてをしていたとしてをしていたとして摘発摘発摘発摘発されたされたされたされた

事件事件事件事件についてについてについてについて，，，，当時当時当時当時のののの役員役員役員役員のののの損害賠償責任損害賠償責任損害賠償責任損害賠償責任がががが追及追及追及追及されたされたされたされた訴訟訴訟訴訟訴訟であるであるであるである。。。。

裁判所裁判所裁判所裁判所はははは，「，「，「，「取締役取締役取締役取締役はははは，，，，商法上固商法上固商法上固商法上固くくくく禁禁禁禁じられているじられているじられているじられている利益供与利益供与利益供与利益供与のごときのごときのごときのごとき違法違法違法違法

行為行為行為行為はもとよりはもとよりはもとよりはもとより大会社大会社大会社大会社におけるにおけるにおけるにおける厳格厳格厳格厳格なななな企業会計規則企業会計規則企業会計規則企業会計規則をないがしろにするをないがしろにするをないがしろにするをないがしろにする裏金裏金裏金裏金

捻出行為等捻出行為等捻出行為等捻出行為等がががが社内社内社内社内でででで行行行行われないようわれないようわれないようわれないよう内部統制内部統制内部統制内部統制システムシステムシステムシステムをををを構築構築構築構築すべきすべきすべきすべき法律上法律上法律上法律上のののの

義務義務義務義務があるがあるがあるがあるというべきであるというべきであるというべきであるというべきである。」。」。」。」とのとのとのとの所見所見所見所見をををを出出出出しししし，，，，早期早期早期早期のののの和解成立和解成立和解成立和解成立をををを促促促促したしたしたした

結果結果結果結果，，，，最終的最終的最終的最終的にににに当時当時当時当時のののの役員役員役員役員がががが会社会社会社会社にににに対対対対しししし和解金和解金和解金和解金をををを支払支払支払支払うことうことうことうこと，，，，コンプライアコンプライアコンプライアコンプライア

ンスンスンスンス委員会委員会委員会委員会をををを立立立立ちちちち上上上上げることげることげることげること等等等等をををを内容内容内容内容とするとするとするとする和解和解和解和解がががが成立成立成立成立したしたしたした。。。。
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地方自治体地方自治体地方自治体地方自治体においてもにおいてもにおいてもにおいても，，，，内部統制内部統制内部統制内部統制システムシステムシステムシステム

整備整備整備整備のののの必要性必要性必要性必要性はははは同同同同じじじじ

� 業務業務業務業務のののの適正化適正化適正化適正化のののの確保確保確保確保をををを自律的自律的自律的自律的にににに行行行行うううう必要性必要性必要性必要性はははは，，，，

どのどのどのどの組織組織組織組織でもでもでもでも同同同同じじじじ

� 企業企業企業企業のようにのようにのようにのように内部統制内部統制内部統制内部統制システムシステムシステムシステムのののの不整備不整備不整備不整備からからからから直直直直

ちにちにちにちに倒産倒産倒産倒産することはなくてもすることはなくてもすることはなくてもすることはなくても，，，，長期的長期的長期的長期的にはにはにはには，，，，組組組組

織織織織をををを腐敗腐敗腐敗腐敗・・・・劣化劣化劣化劣化させるさせるさせるさせる
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⑵⑵⑵⑵ 地方自治体地方自治体地方自治体地方自治体におけるにおけるにおけるにおける内部統制内部統制内部統制内部統制システムシステムシステムシステム

出典：総務省「地方公共団体における内部統制のあり方に関する研究会報告書（概要）」
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⑵⑵⑵⑵ 地方自治体地方自治体地方自治体地方自治体におけるにおけるにおけるにおける内部統制内部統制内部統制内部統制システムシステムシステムシステム

出典：総務省「地方公共団体に
おける内部統制のあり方に関す
る研究会報告書（概要）」

９
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⑵⑵⑵⑵ 地方自治体地方自治体地方自治体地方自治体におけるにおけるにおけるにおける内部統制内部統制内部統制内部統制システムシステムシステムシステム

出典：総務省「地方公共団体における内部統制のあり方に関する研究会報告書（概要）」
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「「「「住民住民住民住民からからからから信頼信頼信頼信頼されるされるされるされる地方公共団体地方公共団体地方公共団体地方公共団体のののの実現実現実現実現」」」」がなされずがなされずがなされずがなされず不祥事不祥事不祥事不祥事がががが続続続続けばけばけばけば，，，，
住民住民住民住民のののの納税意識納税意識納税意識納税意識がががが減退減退減退減退しししし，，，，公務員公務員公務員公務員にににに対対対対するするするする不信感不信感不信感不信感がががが増大増大増大増大しししし，，，，当該地方公共当該地方公共当該地方公共当該地方公共
団体団体団体団体のののの存在意義自体存在意義自体存在意義自体存在意義自体にににに対対対対するするするする疑義疑義疑義疑義までまでまでまで生生生生じかねないじかねないじかねないじかねない。。。。

地方公共団体地方公共団体地方公共団体地方公共団体がががが内部統制内部統制内部統制内部統制のののの整備整備整備整備・・・・運用運用運用運用をををを行行行行うことによるうことによるうことによるうことによる効果効果効果効果のののの補充補充補充補充

→→→→ 本来本来本来本来のののの業務業務業務業務にににに専念専念専念専念

組織組織組織組織のののの疲弊疲弊疲弊疲弊のののの防止防止防止防止

①①①①不祥事対応不祥事対応不祥事対応不祥事対応のののの記者会見記者会見記者会見記者会見やややや事後事後事後事後
調査調査調査調査からからからから解放解放解放解放されるされるされるされる

→→→→ 業務業務業務業務のののの効率化効率化効率化効率化

遵法意識劣化遵法意識劣化遵法意識劣化遵法意識劣化（（（（ルールルールルールルール軽視軽視軽視軽視））））のののの防止防止防止防止

②②②②守守守守れないれないれないれないルールルールルールルール，，，，不合理不合理不合理不合理・・・・不必不必不必不必
要要要要ななななルールルールルールルールのののの改善改善改善改善ができるができるができるができる

→→→→ 無責任体制無責任体制無責任体制無責任体制のののの排除排除排除排除

やるやるやるやる気気気気のあるのあるのあるのある職員職員職員職員のののの育成育成育成育成

→→→→ 本来本来本来本来のののの地方行政地方行政地方行政地方行政のためののためののためののための資産活用資産活用資産活用資産活用

→→→→ 無駄無駄無駄無駄なななな支出支出支出支出のののの防止防止防止防止

④④④④資産資産資産資産をををを有効活用有効活用有効活用有効活用することができすることができすることができすることができ
るるるる

→→→→ 有能有能有能有能なななな職員職員職員職員のののの確保確保確保確保・・・・育成育成育成育成⑤⑤⑤⑤首長首長首長首長のののの能力能力能力能力をををを最大限活最大限活最大限活最大限活かせるかせるかせるかせる

③③③③「「「「組織組織組織組織でででで決決決決めましためましためましためました」」」」というというというという責任責任責任責任のののの所所所所
在在在在をををを不明確不明確不明確不明確にするにするにするにする無責任無責任無責任無責任なななな業務姿勢業務姿勢業務姿勢業務姿勢をををを
駆逐駆逐駆逐駆逐できるできるできるできる
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⑴⑴⑴⑴ 職員職員職員職員のののの意識意識意識意識にかかるにかかるにかかるにかかる課題課題課題課題からからからから見見見見えるえるえるえる問題点問題点問題点問題点

①①①① 新新新新たなたなたなたな事務処理事務処理事務処理事務処理のののの開始後開始後開始後開始後においてもにおいてもにおいてもにおいても，，，，納品検査納品検査納品検査納品検査をしていないをしていないをしていないをしていない
にもかかわらずにもかかわらずにもかかわらずにもかかわらず，，，，書類上書類上書類上書類上はははは納品検査納品検査納品検査納品検査をしたかのようなをしたかのようなをしたかのようなをしたかのような体裁体裁体裁体裁をををを整整整整
えてえてえてえて支出審査支出審査支出審査支出審査をををを通過通過通過通過したしたしたした事例事例事例事例のののの散見散見散見散見

→→→→ ルールルールルールルールをををを形骸化形骸化形骸化形骸化してきたしてきたしてきたしてきた組織風土組織風土組織風土組織風土

②②②② 着服着服着服着服やややや私的流用私的流用私的流用私的流用といったといったといったといった不正行為不正行為不正行為不正行為さえさえさえさえ防止防止防止防止できればできればできればできれば，，，，新新新新たなたなたなたな
事務処理事務処理事務処理事務処理にににに多少違反多少違反多少違反多少違反してもしてもしてもしても構構構構わないというわないというわないというわないという意識意識意識意識をををを有有有有するするするする職員職員職員職員
のののの存在存在存在存在

→→→→ 公金支出公金支出公金支出公金支出にににに対対対対するするするする職員職員職員職員のののの間違間違間違間違ったったったった意識意識意識意識

③③③③ 新新新新たなたなたなたな事務処理事務処理事務処理事務処理をををを単単単単なるなるなるなる事務手続事務手続事務手続事務手続のののの変更程度変更程度変更程度変更程度にしかにしかにしかにしか認識認識認識認識しししし
ないないないない職員職員職員職員のののの存在存在存在存在

→→→→ 内部統制内部統制内部統制内部統制システムシステムシステムシステムのののの一環一環一環一環としてのとしてのとしてのとしての認識認識認識認識のののの欠如欠如欠如欠如
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⑵⑵⑵⑵ モニタリングモニタリングモニタリングモニタリングにににに係係係係るるるる課題課題課題課題からからからから見見見見えるえるえるえる問題点問題点問題点問題点

①①①① 新新新新たなたなたなたな事務処理事務処理事務処理事務処理におけるにおけるにおけるにおける，，，，第三者第三者第三者第三者によるによるによるによる事後事後事後事後チェックチェックチェックチェックをををを可能可能可能可能とするとするとするとする仕仕仕仕

組組組組みのみのみのみの不存在不存在不存在不存在・・・・所管課所管課所管課所管課によるによるによるによる専決調達専決調達専決調達専決調達にににに対対対対するするするする牽制等牽制等牽制等牽制等のののの仕組仕組仕組仕組みのみのみのみの不十不十不十不十

分分分分ささささ・・・・抽出検査抽出検査抽出検査抽出検査のののの未実施未実施未実施未実施

→→→→ 日常的内部牽制機能日常的内部牽制機能日常的内部牽制機能日常的内部牽制機能のののの不十分不十分不十分不十分ささささ

②②②② 事後的事後的事後的事後的なななな対応対応対応対応にににに終始終始終始終始するするするする内部監察部門内部監察部門内部監察部門内部監察部門，，，，内部統制内部統制内部統制内部統制をををを中軸中軸中軸中軸とするとするとするとするガバガバガバガバ

ナンスナンスナンスナンスのののの意識意識意識意識がないままにがないままにがないままにがないままに導入導入導入導入されたされたされたされた内部通報制度内部通報制度内部通報制度内部通報制度やややや外部通報制度外部通報制度外部通報制度外部通報制度，，，，

行財政局監察室行財政局監察室行財政局監察室行財政局監察室によるによるによるによる内部監査内部監査内部監査内部監査・・・・会計室会計室会計室会計室によるによるによるによる会計事務監査会計事務監査会計事務監査会計事務監査・・・・監査委監査委監査委監査委

員員員員によるによるによるによる監査監査監査監査・・・・包括外部監査人包括外部監査人包括外部監査人包括外部監査人によるによるによるによる監査監査監査監査のののの役割分担役割分担役割分担役割分担のののの曖昧曖昧曖昧曖昧ささささ

→→→→ 内部監察内部監察内部監察内部監察そのそのそのその他他他他のののの制度制度制度制度のののの機能不全機能不全機能不全機能不全

13
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⑴⑴⑴⑴ 基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方方方方
…………内部統制内部統制内部統制内部統制システムシステムシステムシステム全般全般全般全般にににに関連関連関連関連

� 市長市長市長市長のののの強強強強いいいいリーダーシップリーダーシップリーダーシップリーダーシップのもとにのもとにのもとにのもとに組織組織組織組織としとしとしとし
てのてのてのての再発防止策再発防止策再発防止策再発防止策のののの推進推進推進推進

� 課題課題課題課題にににに掲掲掲掲げられたげられたげられたげられた職員職員職員職員のののの意識改革意識改革意識改革意識改革

� 課題課題課題課題にににに掲掲掲掲げられたげられたげられたげられた効果的効果的効果的効果的なななな再発防止策再発防止策再発防止策再発防止策のののの策策策策
定定定定～～～～新新新新たなたなたなたな事務処理事務処理事務処理事務処理をををを支支支支えるえるえるえる仕組仕組仕組仕組みづくりみづくりみづくりみづくり～～～～

� 不適正経理不適正経理不適正経理不適正経理をををを根絶根絶根絶根絶するためのするためのするためのするための制度的担保制度的担保制度的担保制度的担保とととと
してのしてのしてのしての市民市民市民市民へのへのへのへの説明責任説明責任説明責任説明責任

第２回 神戸市経理適正化推進本部会議



15

⑵⑵⑵⑵ 速速速速やかにやかにやかにやかに対処対処対処対処すべきすべきすべきすべき改善策改善策改善策改善策

→→→→ 「「「「神戸市経理適正化外部検証委員会報告書神戸市経理適正化外部検証委員会報告書神戸市経理適正化外部検証委員会報告書神戸市経理適正化外部検証委員会報告書のののの27272727項目項目項目項目
（（（（再発防止再発防止再発防止再発防止にににに向向向向けてけてけてけて速速速速やかにやかにやかにやかに対処対処対処対処すべきすべきすべきすべき改善策改善策改善策改善策にににに関関関関するするするする
提案提案提案提案））））のののの提言提言提言提言へのへのへのへの対応対応対応対応（（（（所管課所管課所管課所管課，，，，対応方針対応方針対応方針対応方針，，，，スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール
等等等等）」（）」（）」（）」（以下以下以下以下「「「「提言提言提言提言へのへのへのへの対応表対応表対応表対応表」」」」というというというという））））

� 組織組織組織組織としてのとしてのとしてのとしての推進推進推進推進にににに係係係係るるるる提案提案提案提案

� 職員職員職員職員のののの意識改革意識改革意識改革意識改革にににに係係係係るるるる提案提案提案提案

� 効果的効果的効果的効果的なななな再発防止策再発防止策再発防止策再発防止策のののの策定策定策定策定～～～～新新新新たなたなたなたな事務事務事務事務

処理処理処理処理をををを支支支支えるえるえるえる仕組仕組仕組仕組みづくりみづくりみづくりみづくり～～～～にににに係係係係るるるる提案提案提案提案

� 市民市民市民市民へのへのへのへの説明責任説明責任説明責任説明責任にににに係係係係るるるる提案提案提案提案
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⑶⑶⑶⑶ 再発防止再発防止再発防止再発防止にににに向向向向けたけたけたけた
中長期的中長期的中長期的中長期的なななな取組取組取組取組みについてのみについてのみについてのみについての提案提案提案提案
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⑴⑴⑴⑴ 本報告本報告本報告本報告におけるにおけるにおけるにおける提言提言提言提言をををを実施実施実施実施することすることすることすること自体自体自体自体がががが内部内部内部内部
統制統制統制統制システムシステムシステムシステム整備整備整備整備のののの一環一環一環一環

⑵⑵⑵⑵ 速速速速やかにやかにやかにやかに対処対処対処対処すべきすべきすべきすべき改善策改善策改善策改善策のののの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況

＜＜＜＜提言提言提言提言へのへのへのへの対応表記載事項対応表記載事項対応表記載事項対応表記載事項のののの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞

� 神戸市経理適正化推進本部神戸市経理適正化推進本部神戸市経理適正化推進本部神戸市経理適正化推進本部，，，，神戸市経理神戸市経理神戸市経理神戸市経理

適正化委員会適正化委員会適正化委員会適正化委員会のののの設置設置設置設置

� 神戸市職員神戸市職員神戸市職員神戸市職員コンプライアンスコンプライアンスコンプライアンスコンプライアンス共有理念策定共有理念策定共有理念策定共有理念策定

� そのそのそのその他他他他

⑶⑶⑶⑶ 中長期的中長期的中長期的中長期的なななな取組取組取組取組みのみのみのみの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況
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根根根根はははは同同同同じじじじ

「「「「特異特異特異特異なななな者者者者がしたがしたがしたがした犯罪犯罪犯罪犯罪，，，，自分自分自分自分にはにはにはには関係関係関係関係がないがないがないがない」」」」

「「「「私生活上私生活上私生活上私生活上のののの問題問題問題問題，，，，職務上職務上職務上職務上のののの不祥事不祥事不祥事不祥事とはとはとはとは違違違違うううう」」」」

とととと言言言言えるかえるかえるかえるか？？？？

神戸市神戸市神戸市神戸市のののの職員全体職員全体職員全体職員全体にににに対対対対するするするする信頼信頼信頼信頼をををを大大大大きくきくきくきく損損損損なうなうなうなう

公金公金公金公金にににに手手手手をををを出出出出すすすす危険性危険性危険性危険性
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２

４

３

トップの内部統制システムの
位置付けならびにその整備
の必要性・有用性について
の十分な認識と強いリー
ダーシップによる整備の推進

１

ⅲ

内部統制は，最終的には
職員の意識の問題に帰着
する

ⅰ

ⅱ
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２

当面当面当面当面はははは，，，，内部統制内部統制内部統制内部統制システムシステムシステムシステムのののの中中中中でもでもでもでも，，，，コンプラコンプラコンプラコンプラ
イアンスイアンスイアンスイアンス体制体制体制体制ないしないしないしないしコンプライアンスリスクコンプライアンスリスクコンプライアンスリスクコンプライアンスリスク管管管管
理体制確立理体制確立理体制確立理体制確立がががが重要重要重要重要
→→→→法律法律法律法律によるによるによるによる行政行政行政行政がががが基本基本基本基本！！！！

コンプライアンスリスクコンプライアンスリスクコンプライアンスリスクコンプライアンスリスクのののの洗洗洗洗いいいい出出出出しししし，，，，対応策検討対応策検討対応策検討対応策検討
段階段階段階段階からのからのからのからの全職員全職員全職員全職員のののの関与関与関与関与
→→→→教育効果教育効果教育効果教育効果！！！！

性悪説性悪説性悪説性悪説にににに立立立立ったったったった制度設計制度設計制度設計制度設計（（（（ムシムシムシムシ型違反型違反型違反型違反へのへのへのへの対応対応対応対応））））
→→→→ムシムシムシムシはははは必必必必ずいるずいるずいるずいる！！！！
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２

４

３

トップの内部統制システムの
位置付けならびにその整備
の必要性・有用性について
の十分な認識と強いリー
ダーシップによる整備の推進

１

ⅲ

内部統制は，最終的には
職員の意識の問題に帰着
する

ⅰ

ⅱ
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ⅰ
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２

４

３

トップの内部統制システムの
位置付けならびにその整備
の必要性・有用性について
の十分な認識と強いリー
ダーシップによる整備の推進

１

ⅲ

内部統制は，最終的には
職員の意識の問題に帰着
する

ⅰ

ⅱ
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内部統制内部統制内部統制内部統制システムシステムシステムシステムのののの
整備整備整備整備（（（（構築構築構築構築・・・・運用運用運用運用））））はははは，，，，
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講講講講 師師師師

弁護士弁護士弁護士弁護士 上上上上 谷谷谷谷 佳佳佳佳 宏宏宏宏

弁護士法人 東町法律事務所
【神戸事務所】

〒650-0034 神戸市中央区京町80番 クリエイト神戸9階
TEL：(078)392-3100  FAX：(078)392-3113

Mail: info@higashimachi.jp URL:http://www.higashimachi.jp/

ごごごご静聴静聴静聴静聴ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。
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