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平成２８年第３回 運営点検会議 議事録 

 

日時：平成２８年１２月２１日（水）１０：００～１２：１５ 

場所：日本スポーツ振興センター本部事務所Ｂ棟１階 プロジェクトルーム 

出席：柏木委員長、小林委員、佐野委員、芝委員、髙橋委員、中屋委員（五十音順） 

   大東理事長、今里理事、池田理事、髙谷理事、矢神理事、小林監事、大橋監事 等 

欠席：三屋委員 

 

１ 会計検査院の平成２７年度決算検査報告について 

 

【今里理事】   （資料について説明） 

【佐野委員】   １点目として、これらの指摘は独立行政法人の自己点検評価の中では指摘されてい

ない事柄なのでしょうか。２点目に、国立競技場壁画移設工事の件については、結

局ほとんどが事務的なミスによるとのことですが、先方の作業量が減ったことに対

して請負代金の差額を請求し、回収することはできなかったのでしょうか。３点目

に、賃貸借契約の件について、もし組織的に決まっていたらそれなりの書類があっ

たとのことですが、部署的にどこが任意で行って、契約そのものの存在があるのか

ないのか。その点について教えてください。 

【今里理事】   １点目につきましては、案件によって異なっております。国立競技場壁画移設工事

の件につきましては、この指摘を受けるまで、内部での普段のチェックの中では見

つかりませんでした。賃貸借契約の件につきましては、この会計検査院の指摘を受

けたのが平成２８年１１月ですが、平成２８年２月に会計検査院が実地検査に来ら

れたところに端を発しております。平成２７年１２月に、通常業務の中で、事務所

を貸している環境がどのようになっているのかを確認するように指示をしたとこ

ろ、契約書を結んでいないのに事実上貸してしまっていることが内部的に判明し、

平成２８年４月からしっかりとした契約を結び直すため、公益財団法人ラグビーワ

ールドカップ組織委員会と協議をしていたところ、結び直しをする前に会計検査院

の実地検査によって指摘を受けたという事例でございます。 

【岸財務部長】  ２点目につきましては、施工業者にお話をさせていただきました。この工事は平成

２６年度のものであり、今から２年ほど前ではございますが、壁画の数量が１３点

あります。実際に切断する上では担当部署が施工業者と協議の上、それぞれの壁画

の切断数量が変更になったという経緯があり、実際の切断に当たっては施工業者の

作業量が増えている結果となったことから、施工業者に差額分の費用を請求するこ

とは困難であるという判断に至ったという経緯がございます。 

【柏木委員長】  これは、数量の拾い出しのミスということでしょうか。 

【岸財務部長】  数量の拾い出しについては、設計会社に委託して積算していただきましたが、その

後、移設工事の契約までに有識者の方に集まっていただき、保存に有効な壁画の切

断方法等について検討いただいた結果、当初の切断方法から変更になった経緯がご

ざいます。また、工事契約後はその都度、担当部署と施工業者との間で切断方法の
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調整を行いながら工事を進めてきており、当初の図面からそれぞれの壁画の切断数

量が変わってきておりました。そのような点も含めて改めて検証しますと、トータ

ル的な作業量から見ると、その分が施工業者にとって余分な工費を受け取ったとい

う結論にはならなかったという確認をしております。 

【佐野委員】   結論として、面積は変わったけれども割高感はなかったため、双方で相談をして合

意したと理解してよろしいですか。 

【岸財務部長】  合意したということではなく、施工業者に請求するには至らなかったということで

ございます。 

【柏木委員長】  契約には、数量が変更になったらそれに応じて契約金額も変更するというシステム

を規定しているものもありますが、数量が変わっても契約金額が変動しない、確定

金額の請負ではなかったのですか。 

【岸財務部長】  金額は入札で決めております。その後、実際に工事を進めていく中で数量に変更が

生じておりましたが、これについて契約変更の手続きはとっておりませんでした。

全ての工事が終了した段階での数量確認を改めて行ったところ、施工業者の作業量

が減っていたとの結論には至らなかったものであります。 

【柏木委員長】  要するに、当初の契約時に数量の積算ミスはあったけれども実際に工事が行われた

結果、最終的な工事量と金額が当初のものから変わらないので、施工業者には請求

しなかったということですか。 

【岸財務部長】  その通りです。 

【柏木委員長】  契約を見て、そのとおり行っていないような気がしています。 

【佐野委員】   イメージとして、例えば不動産であれば、面積が変わったら㎡単価でかけ算します

よね。 

【柏木委員長】  そうです。 

【佐野委員】   会計検査院が面積の差異を見つけて再度積算したら、契約金額が過大ではないかと

いう指摘に結びついたということは、作業量によって算出されている契約なのだな

と思いました。もしそうだとすれば、面積が変われば契約金額が変わるという気も

しますし、それを放棄して請求しなかったのであれば、一般の企業会社としてはも

ったいないなという気もいたします。会計検査院が見つけるということはそれなり

の積算根拠があったのだと思いますので、放棄するのは不思議な気がいたしました。 

【大東理事長】  私も調べたのですが、会計検査院から指摘されるまでわかりませんでした。チェッ

クをしていなかったというのが実際のところです。 

【佐野委員】   これは逆に、作業量が多くなると施工業者から請求されてしまうのですか。 

【大東理事長】  そうなるのではないでしょうか。 

【柏木委員長】  あまり日本ではそのような契約は行われていないですね。イギリスでは「BQ 方式」

と言って、工事の作業量を Quantity Surveyor が Survey して証明し、最終的に実

際の工事がどれだけであったかという点から調整するという方式があります。確定

金額の請負であれば、積算も含めて、数量の拾い出しのミスなのかなという気がい

たします。 

【大東理事長】  当初から設計は変更されていたのですが、それが積算に反映されませんでした。 
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【今里理事】   契約の詳細につきましては、資料を準備して、後ほどか次回に説明をさせていただ

きたいと思います。 

         ３点目のご質問につきましては、当時の書類が全く残っておりませんので、当時の

担当職員への聴き取りなどを行って、このようなことが起きた事実関係を確認した

ところでございます。それによれば、当時の担当部署は管理部総務課、現在の総務

部総務課という部署で、この部署は仮本部事務所の管理について所掌している部署

でございます。そして、仮本部事務所の一部を無償で使用させるにあたっては、当

時の理事長と担当課で協議をしたという事実であったようであります。ただし、こ

の点については公式の書類が残っておりませんので、決裁も取られていなければ、

役員会にも付議されておりません。役員会に付議すべき事項は昨年の２月にルール

化しており、その中に、不動産の貸付については審議事項として記載しておりまし

た。その手続が取られていなかったということで、この点については内部の手続上

不当であったということであります。ただし、通常の業務の打ち合わせの中で理事

長との打ち合わせはしているので、担当部署の独断で行ったという訳ではないとい

うのが実際のところです。 

【佐野委員】   内部統制上のプロセスから考えると、協議をされたという事実が稟議書に残ってい

なかったということですか。 

【今里理事】   はい。 

【佐野委員】   役員会に付議すべき事項は昨年決まっていて、それ以前は文書化されていなかった

ので、あいまいであったということでしょうか。 

【今里理事】   事実上会議室を無償で使わせている段階では、役員会に付議すべき事項が決定する

前の段階であり、あいまいでした。ただし、平成２７年の５月に契約を結んでいる

時点では、平成２７年２月に「役員会に付議すべき事項」を役員会決定により文書

化しておりましたので、無償で貸しつけるという点については役員会に付議すべき

であったということになります。 

【髙橋委員】   国立競技場壁画移設工事の件のようなチェックの漏れやミスは他の会社でもあり、

再発防止のため関係職員に周知することは大事なのですが、国立競技場に関しては

ものすごい量の契約が存在していて、その契約も色々な過程の中で変化して、確認

しなければならないということがあると思います。その時に、現場の人たちがチェ

ックする時間と人数が十分に手当てされていたのでしょうか。膨大な事務を処理し

ようとすると、何かを省略したり効率化したりすることに意識が働きますので、業

者の言うことをそのまま聞いてしまうというようにもなりがちです。ですから、職

員に確認を十分に行うための場や時間を与えてあげないと、いくらチェックの強化

と言っても現場では処理しきれません。現場が限界を超えているなら、何かしらの

手を打つ必要があるのではないかという気がしました。 

         賃貸借契約の件については、内部決裁も行われていなかったということですか。 

【今里理事】   はい。 

【髙橋委員】   意思決定の手続上の課題としてお伺いしたいのですが、JSC の役員会は、付議をし

て審議をする機関であって、決議機関ではありませんでしたよね。 
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【今里理事】   決議機関とは違います。 

【髙橋委員】   その点が本当にそれで良いのかなと疑問に思います。内部決裁という意思決定は、

それはそれで必要だとは思うのですが、役員会は決議機関ではないのかなと私は思

います。会社法では取締役会は決議機関になります。ですから、もしそれに相当す

るものが役員会であるとすると、審議だけではなくて本来は決議機関で、案件によ

っては決議機関を通ったものが内部決裁を受けるという形になると思いますので、

これから色々な形でマネジメントをされていくと思うのですが、役員会は審議する

のではなくて決議をするという方が望ましいのではないのかなと思います。意思決

定のプロセスとして、JSC の決議機関は何なのか、検討していただくと良いと思い

ます。 

【今里理事】   ありがとうございます。１点目のお話につきましては、新国立競技場の色々な契約

につきましても当時指摘をされたところでございます。本件は国立競技場の話であ

りますけれども、新国立競技場の時と同じようにスタッフの数が不足していたこと

が考えられます。また、国立競技場には今後の大きな仕事として、来年度に国立代々

木競技場の耐震改修工事を控えております。この工事は私どもとしてはかなり大規

模な工事になりますので、契約等の手続について、しっかりとした体制で臨みたい

と思います。 

         ２点目のお話につきましては、理事長と理事の権限について、独立行政法人通則法

に定められている事柄がございます。それを受けて、日本スポーツ振興センター法

という個別法があるのですが、これらの法律によると、理事長がこの法人を総理す

るという形になっており、理事の役割は、理事長を補佐してセンターの業務を掌理

するということになっております。これらからすると、私どもの今までの理解では、

理事の合議体が決定機関にはなり得ないのではないかという考え方で行ってきた

のですが、法律との関係や他法人の実態・運用の例を調べ、ご指摘いただいたこと

を反映できるのかを検討していきたいと思います。 

【髙橋委員】   私は JAXA の評価委員をしているのですが、JAXA には色々なプロジェクトがあり、

意思決定に当たっての関所があります。その関所を通らないと次のステージに行け

ないことになっており、同じ独立行政法人でも自ら意思決定のルールを決め、組織

として行っています。JSC では JSC のやり方を模索すれば良いのですが、参考とし

ていただくと良いと思います。 

 

 

２ ＪＳＣの内部統制システムにおける課題と取組の方向性 

 

【今里理事】   （資料１について説明） 

【柏木委員長】  個々の具体な点については、次の議題で触れていきたいと思います。 

 

 

３ 各内部統制の基本的要素における取組状況 
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（１）情報と伝達 

 

【今里理事】   （資料２について説明） 

【小林委員】   資料２の１ページ目に基本方針があり、そこに「積極的な情報開示」とありますが、

特に、スポーツはオリンピックの開催を控えており、オリンピックの開催前には文

化的な事業へのウエイトも高くなってきます。IOC 自体も、競技スポーツだけでは

なく、文化を含めた幅広い内容で展開しておりますので、JSC が積極的に開示する

情報の中身についても、施設の運営やそこで行われるイベント等の情報に限らず、

幅広いスポーツの普及に向けて、どのように国内外へ情報を出していくのかという

姿勢が必要になっていきます。そのような意識を JSC には求められますし、すべき

だと思います。そうした時に、資料２の３ページにある「ホームページを通じた外

部への情報提供」の柱の中に、例えば「施設の性能」や「ハイパフォーマンスセン

ターで行われている事柄の国際的な優位性」を加えるなど、幅広くスポーツを普及

するという視点で国内・外に積極的に情報を出していく姿勢を強調していただきた

いなと思います。また、記者レクを広報室で行っているとのことですが、記者レク

に来る記者の方は、おそらくスポーツ担当の記者だけだと思います。 

【大東理事長】  必ずしもスポーツ担当の方だけとは限りません。社会部の方などもいらっしゃいま

す。 

【小林委員】   それでは、そのような方々を含めたメッセージの出し方をより積極的に考えていた

だくとありがたいなと思います。このようなことを行うと、社会からのレスポンス

があります。それをどのように内部伝達し、より質の高いものにしていくのかとい

うことも、外部伝達の役目になるのではないかと思います。 

【今里理事】   唯一のスポーツに関する独立行政法人として、私たちが何を直接行っているのかと

いうことに限らず、広い視点に立って、スポーツの振興のためにすべき情報発信に

ついても取り組んでいく必要があるということでご指摘をいただいたと思ってお

ります。この点につきまして、独立行政法人ではございませんが、日本体育協会や

JOC、スポーツ庁についても同じように情報発信機能がございますので、そのよう

なところとの重複を避けつつも、ご指摘いただいた点について今後考えてまいりた

いと思います。また、レスポンスの受け止め方につきましても、フィードバックを

して行っていくことが必要だと考えておりますので、双方向に意識しながら進めて

まいりたいと思います。 

【佐野委員】   資料２のページごとに質問はあるのですが、情報伝達については非常にきめ細かく

整備されているのではないかと思いました。 

２ページ目の内部伝達の中にある「役員ミーティング」の主な参加者について、監

事や監査室長は入っているのでしょうか。役員という言葉の中に監事を含めておら

れるのかどうかがわかりませんでした。 

【今里理事】   役員の中に監事が含まれております。 

【佐野委員】   部長等会議や担当役員との定例ミーティングに記載のある「役員」という表現にも

監事は含まれているのでしょうか。 
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【今里理事】   監事の場合、担当役員との定例ミーティングについては監査室とのミーティングに

なります。 

【伊藤室長】   月に２回から３回の頻度で、適宜ミーティングを実施しております。 

【今里理事】   部長等会議についても監事に参加いただいております。 

【佐野委員】   役員ミーティングの中に監査室長も入っていると良いなという気がいたしました。 

次に、役員ミーティングよりも部長等会議の開催頻度が少ないというのは、イント

ラネット上で伝達が十分になされているから良いのだというお考えなのでしょう

か。一般的にボトムアップをする場合には、役員ミーティングよりも部長等会議や

部内ミーティングの開催頻度が多いという気がしますので、開催回数によってそれ

ぞれの会議がどのように利用されているのか、それにしても逆転現象が起きている

のかなという感想を持ちました。 

それと、イントラネットの活用についても非常に良いと思うのですが、リンク集機

能について、パスワードなどを付けてアクセス権の制限をされているのかが気にな

りました。役員会の資料や議事録などもありましたので、管理されていると良いな

と思いました。 

次に、資料２の４ページ目にある「新国立競技場・広報情報連絡会」について、対

外発信の「ワンボイス」化は非常に良いのですが、情報を集約してどの情報をどう

発信するかということについての権限はどの部署が持っていて、合同開催による責

任者は誰なのかが気になりました。 

【今里理事】   まず、部長等会議の頻度につきましては、資料２の２ページの表の下に※印があり

ますように、参加者が非常に多く、２０人以上になります。その中に、所長という

者がおりますが、これは登山研修所の所長でございまして、登山研修所は富山県の

立山町にございます。ですので、全体が集まるフォーマルな会議として部長等会議

を開くと、毎週立山町から来るというのは現実的には難しいため、この形の会議と

してはこのような頻度となっており、これを受けた流れとして部内ミーティングが

あるということになります。また、担当役員との定例ミーティングや、各部署の部

長が集まるような委員会もございますので、そのような中で個別の情報共有を行っ

ているところでございます。 

         リンク集機能につきましては、そもそも、イントラネットにログインをする時点で

パスワードが必要になりますので、職員以外の者がログインできないという意味で

のアクセス権の制限はございますが、リンク集の閲覧を役職によって制限するとい

うことはしておりません。後ほどご説明する ICT への対応の中で、情報共有におけ

る機密性等の格付けについてしっかりと行い、それによってどこまでアクセスでき

るのかということは同時に行わなければなりませんので、そのような面からは若干

の検討が必要になりますが、現在のところ、リンク集機能に載せているものは職員

であれば全員が見ても差し支えないものを載せております。 

         新国立競技場・広報情報連絡会につきましては、事務局は新国立競技場設置本部に

なります。 

【腰塚広報室長】 取り扱う情報が新国立競技場に関するものであるということと、外部とのコミュニ
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ケーションを行うという点から、新国立競技場担当理事と広報担当理事に出席いた

だいております。 

【佐野委員】   責任の最終主体は担当の理事になるということでしょうか。 

【今里理事】   はい。それぞれの担当の理事になります。 

【中屋委員】   小林委員からもお話がありましたように、文化的なものについては、五輪に向けて

の文化プログラムということで取り組まれているので、我々もそこに関わっている

ところであります。また、どのような形でメディアが JSC をカバーしていくのかと

いう点は、各社に JSC の担当者がいるのが普通だと思います。今、弊社の過去１ヵ

月の記事を検索しましたところ、弊社の場合は運動部の特定の記者が JSC をカバー

しておりました。もう少し裾野が広がって、新聞でいうところの色々な面に展開で

きる記者たちがカバーするという点については、JSC だけの問題ではなくて、私た

ちメディア側の体制についても問題の１つかなと思う次第です。 

         質問といたしまして、まず１点目に、資料２の２ページ目にございます内部伝達に

ついて、組織風土改革に向けた取組とありますが、現時点において、目指すところ

のどの程度まで来ていて、どの程度やらなければならないと評価されているのでし

ょうか。２点目に、イントラネットの活用について、掲示板機能の中に重要情報と

ありますが、場合によってはメール等で送り届けて、必ず読ませると言った取組は

されているのでしょうか。３点目に、日本メディアはカバーされていると思うので

すが、海外メディアに向けた発信や記者会見は実施しているのでしょうか。あるい

は今後やらなければならないと考えていらっしゃるのでしょうか。以上３点につい

て教えてください。 

【大東理事長】  １点目については、実際のところ、車座ミーティングなどを通じて６割から７割は

進んでおります。来年に向けて、職員からの意見や提案について検討する新しい体

制も作っているところでございますので、６割から７割程度まで来ていると思って

おります。 

【今里理事】   １点目の補足をいたしますと、車座ミーティングで出た意見や課題をどう改善して

いくかということを検討するプロジェクトチームを作りまして、それが機能して実

施していく体制を整えたところでございます。 

         ２点目につきましては、必ず読んでほしいことはメールを活用しております。例え

ば、会計検査院の今回の指摘については、掲示板に載せて終わりではなく、メール

を使って周知しております。 

【腰塚広報室長】 ３点目につきましては、現在、JSC は運動部と社会部が混在した文部科学省記者ク

ラブと、運動部を中心とした東京運動記者クラブ、新国立競技場の場合は内閣記者

クラブにも情報を発信しており、そのクラブに所属している海外メディアの方には

情報が伝わるようになっております。それ以外にも、AP 通信や AFP 通信など、個別

にエントリーしてくださっている記者の方については、個別にリリースをメールで

配信できるようにしております。ただし、海外メディアのみを集めた記者会見につ

いては実施に至っておりません。現在はメディアブリーフィング等において、多数

の海外メディアの日本支局の方に来ていただいているという状況でございます。こ
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の点については、今後の検討の課題であると認識しております。 

【中屋委員】   海外のメディアについても広報室が窓口になるのでしょうか。 

【腰塚広報室長】 はい。英語を話せる職員も配置しております。 

【芝委員】    資料２の２ページにある内部伝達のところで、このような資料には表しにくいとこ

ろがであるとは思うのですが、日々のやりとりの中で、悪い情報をいかに早く上げ

ていくか、あるいは、そのような情報を素早く収集できるような仕組み作りについ

て、ご留意いただくと良いと思います。 

 

（２）ＩＣＴへの対応 

 

【今里理事】   （資料３について説明） 

【髙橋委員】   情報セキュリティはものすごく大事だと思います。１番確かな方法は、インターネ

ットとつながる部分と機器を物理的に分断し、外部からの脅威にさらされないとい

うことなのですが、JSC ではそのようなところまでなさっているのでしょうか。 

【今里理事】   JSC には外部とつながるシステムがいくつかあるのですが、中でもとりわけ重要な

のが、災害共済給付のシステムと toto のシステムでございます。災害共済給付の

システムには個人の児童生徒等の情報が非常に多く含まれており、扱っている件数

としては独立行政法人の中でもトップクラスです。そのため、日本年金機構の情報

漏えい問題が起きた直後に遮断をして、災害共済給付業務は専用の PC でそれぞれ

の事務処理を行い、イントラネットは別の PC で閲覧するという仕組みで行ってお

ります。 

【髙橋委員】   マイナンバーもそうですが、プライオリティが高いものは明らかに遮断をした方が

確実だと思います。今のお話を聞いて安心しました。物理的にハード面から対策を

講じていくことが重要だと思います。 

【今里理事】   マイナンバーにつきましても、社内 LAN とは異なる専用ネットワークを用いて、専

用の PC を設置しております。また、ICT ではございませんが、物理的にも鍵がかか

る部屋を作り、そこにその PC を設置して、給与や謝金に係る事務処理を行ってお

ります。 

【芝委員】    私実は、昨年の日本年金機構の情報漏えい事案の調査に携わったのですが、当該事

案ではものすごく執拗な攻撃がなされ、何段階にも分けて攻撃された結果、標的型

メールを開いてしまう人が出てしまいました。何が重要かと言いますと、どれだけ

構えても完全に侵入を防ぐことは不可能であるため、防御は破られるという前提に

立って、破られた時に早期発見をするということです。相手の主たる目的は内部の

情報を盗ることですので、必ず内部から外向けに情報発信が行われます。それをウ

ォッチしていて、おかしな情報が出ているということを早めに察知して抑えるとい

うことが大事です。先ほどのお話の中で、重要な情報は隔離されているということ

でしたが、それでもいくつかのデータはあると思います。そのような情報は盗られ

るリスクがあるということで、いかに早く察知して、察知した段階で早めに被害を

抑えられるかが重要だと思います。リスクの周知や訓練などは繰り返し、繰り返し
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行うことが重要です。 

報道によると、ロンドンオリンピックの際は、億単位のサイバー攻撃があったそう

です。リオデジャネイロオリンピックの時にどうだったかは存じませんが、おそら

く、東京オリンピックの時には桁違いの攻撃が行われると思いますし、JSC も当然

狙われると思います。狙われるという前提で、いかに早く察知して遮断するかとい

うことが重要だと思います。既に対策をされているということですが、必ず狙われ

ますので、常に高い意識を持っていただくということでお願いしたいと思います。 

【中屋委員】   訓練を繰り返し行うことが大事だと思います。弊社でも、役員や管理職の限られた

人間の中で同じような訓練を実施しましたが、３割が引っかかっておりました。メ

ールを開いてみたくなるような件名や内容で実施したのですが、引っかかることに

よって意識が高まるということもあります。 

         それと、全体を守るファイヤウォールの厚さや高さには限界があります。ですので、

先ほどもございましたが、破られるという前提に立ち、早く気付くことです。早く

気付くためには、若干費用がかかると思いますが、必要に応じて、外部に２４時間

３６５日体制で監視される体制を構築するということも検討材料になると思いま

す。 

【今里理事】   外部からの監視体制につきましては、今後関係機関と連携してそのような体制を構

築していくという方向で進めております。 

 

（３）モニタリング 

 

【伊藤監査室長】 （資料４－１～４－４について説明） 

【佐野委員】   監事監査と内部監査の役割について、結局のところ、どのように整理されたのでし

ょうか。資料４－２と４－３では具体的に読み取ることができませんでした。 

【伊藤監査室長】 監事には、理事長の意思決定を含めたガバナンスについてチェックしていただき、

監査室は業務そのものの内容に焦点を当てて監査を行うということで分担をして

おります。 

【佐野委員】   資料４－２には、業務監査として給与監査があり、給与が適正に支給されているか

を確認するとのことですが、給与は国家公務員の給与に準じていますよね。 

【伊藤監査室長】 準じております。 

【佐野委員】   それでは、どのような視点から監事がガバナンス体制を監査するのでしょうか。 

         また、質問をまとめて申し上げますと、まず１点目に、資料４－２の２ページの「４

会計監査の内容」の（５）契約監査について、契約監査にはお金が絡むので会計監

査としているのだと思うのですが、契約プロセスの問題とすれば、法的な視点も含

めて業務監査として行なった方が良いのではないかという気がいたしました。２点

目に、参考資料１の監事監査計画にある「１ 監査の基本方針」のなお書きで、「監

査計画を実施する期間は、平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日までと

し、」と書いてあるのですが、監査計画の対象期間がこの期間になるのではないで

しょうか。３点目に、資料４－３の「３ 平成２８年度監査の重点項目」の中に「会



10 
 

計経理に関する監査」とありますが、ここは、契約関係のプロセスであり、会計経

理に関する監査ではなく業務監査にしておくべきではないかという気がしており

ます。４点目に、監査結果全般に対して、フォローアップが重要だと思いますので、

充実したものをお願いしたいと思っております。 

【伊藤監査室長】 まず、給与監査につきましては、独立行政法人としての給与水準が正しいかどうか

という点を、ほぼ同じ規模の独立行政法人の給与水準と比較して監査しております。 

【佐野委員】   JSC の給与が国家公務員の給与に準じているのであれば、他の独立行政法人も同じ

ように準じているはずですので、何を監査するのでしょうか。 

【伊藤監査室長】 JSC には４００名弱の役員・正規職員がおりますので、同じ規模の独立行政法人の

給与体系を調べた上で比較し、給与の多寡について監査をしております。 

【佐野委員】   多寡を検討できる余地があるのでしょうか。 

【伊藤監査室長】 後は、業務の内容です。それぞれが JSC で行っている業務の役割に基づいた監査を

実施しております。 

【佐野委員】   それは、その人が何号俸に該当するのかを確認するということでしょうか。 

【伊藤監査室長】 それもございます。 

【佐野委員】   わかりました。 

【伊藤監査室長】 次に、契約監査につきましては、監事に適宜回付される文書がございます。その段

階で、適正に決裁が行われているのか、内容に疑義がないかどうかを確認し、疑問

点は担当部署に質問することで適正性を高めているところでございます。 

【佐野委員】   それは、文書監査の一環でもあるのでしょうか。 

【伊藤監査室長】 そうでございます。 

         参考資料１の監事監査計画にある「１ 監査の基本方針」のなお書きにつきまして

は、ご指摘のとおりだと思いますので、次年度以降、変更させていただきたいと思

います。 

         フォローアップにつきましては、指摘に対して改善が適切に行われて実施されてい

るのかというところを含めて、しっかりと行なってまいりたいと考えております。 

【大橋監事】   非常勤監事の大橋と申します。いくつか補足させていただきます。 

まず、参考資料１の監事監査計画にある「１ 監査の基本方針」のなお書きにつき

まして補足いたします。監事監査計画を策定した平成２８年４月１日現在では、非

常勤の監事２名という体制で実施しておりました。そのため、監査の実施時期を３

ページに定め、そこにそれぞれの期間を記載しており、それらを実施する期間とし

て監査計画を実施する期間を記載したという経緯がございます。現在は常勤の監事

がおりますので、実施期間を記載することは整合性があるか確認しなければなりま

せんが、当時はそのような経緯で実施しておりました。 

次に、契約監査につきましては、契約監視委員会という委員会を定期的に開いてお

り、主に契約の競争性を確保しているかどうかという点について確認しております。

また、契約に関する内部統制上の細かい部分については監査室にモニタリングをし

ていただいて、その監査結果を利用しております。 

フォローアップにつきましては、監事監査としましても昨年度分については随時行
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っており、結果につきましては役員会等で報告させていただくような体制を取らせ

ていただいております。 

【木村監査室主幹】監査室主幹の木村と申します。給与監査について１点補足させていただきます。平

成２５年１２月の閣議決定（独立行政法人改革等に関する基本的な方針）によりま

すと、独立行政法人の給与水準については、法人の事務・事業の特性等を踏まえ国

家公務員より高い水準を設定することも可能であるとされております。また、監事

監査項目として給与監査を掲げている理由としましては、平成１９年、２２年、２

５年の独立行政法人に関する閣議決定において、監事が役職員の給与水準について

毎年度監査することが求められているところでございます。したがって、必ず行わ

なければならないものとされておりますので、監事監査計画に記載し、毎年度実施

させていただいております。 

【大橋監事】   給与監査につきましては、今年度は号俸に基づいて適切に算出されているのかとい

うところまで監査を実施しております。 

【芝委員】    既にご存知かと思いますが、民間の上場企業には昨年からコーポレートガバナンス

コードが適用され、コーポレートガバナンスを強化するために色々なことが規定さ

れております。その中の大きな柱の１つとして、社外取締役や社外監査役をより充

実させて活躍させ、経営層への牽制を効かせることで業績を上げるという点があり

ます。JSC における監事は、民間企業でいう所の監査役と同じ権限や職責を持って

いるように思いますが、私の非常勤監査役としての経験に基づきますと、実際には

企業の内部の事情がよくわからないために職責を果たすことがなかなか難しいで

す。そこで何が重要かと申しますと、いかに内部の情報を入手するかということが

非常に大切です。民間企業の場合、常勤監査役は内部出身の方であることが多いた

め、内部の事情をよく知っていたりネットワークを持っていますので、そのような

方が収集した情報を社外監査役と共有すれば機能します。独立行政法人の場合は違

う部分もあると思いますが、いずれにしても、JSC には常勤と非常勤の監事が１名

ずついらっしゃいますので、会議等に出席するのみならず、インフォーマルな部分

も含め、いかにして内部の情報を的確に収集して共有するかが大事だと思います。

その点については監査室がサポートするようですが、相当しっかりとサポートをし

ないと形式的な情報しか集まらないと思います。ガバナンスをしっかりとさせる、

あるいは内部統制を機能させるという意味から言うと、監事に適宜適切な情報を提

供していかないと機能しないということが往々にしてあります。現在 JSC において

この点がうまくいっているのかはわからないのですが、常に留意していただくと良

いと思います。 

【柏木委員長】  これは、監査役の方の意識の問題でもありますね。アメリカでは、社外取締役が１

年間に２００時間を情報収集に使うと言われています。日本では、某大学教授が一

時７社の社外取締役をしておりましたが、大学教授をしながら７社に対してそれぞ

れ２００時間を費やすことはできません。 

【佐野委員】   監査役の資質とは別に、役員の方に監事の重要性を認識していただくということも

大切にしていただければと思います。 
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４ 前回のご意見に対する対応状況（中間報告） 

 

【今里理事】   （資料５－１～５－２について説明） 

 

         （特に意見なし） 

 

 

【今里理事】   次回の会議は３月を目処に実施を予定しております。その際、本日ご指摘いただい

た国立競技場壁画移設工事に係る契約に関する事項についても説明させていただ

きます。日程につきましては、改めて事務局からご連絡し、調整させていただきま

す。 

以上 


