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第 1 章 監査の概要 

はじめに 

 

平成 30 年７月に発生した松山市の怒和島での土石流等における豪雨災害でお亡くなり

になられた方々に謹んでお悔やみ申し上げますとともに、被災された方々に心よりお見舞

いを申し上げます。 

農林水産事業関連の職員の方々も、現場復旧作業等の中、本包括外部監査の実施期間と

重複もあり、ご負担をおかけしましたが、可能な限りのご対応をいただきました。この場

を借りて謝意を表します。 

包括外部監査人 近藤 壮 

 

1.   監査の種類 

地方自治法第 252 条の 37 第１項に基づく包括外部監査 

 

2.   選定した特定の事件（監査のテーマ）の名称 

地域経済及び地域産業の活性化に係る事業の事務の執行及び運営管理について 

 

3.   選定した理由 

総務省が公表した平成 29 年 10 月 1 日のわが国の総人口は 1 億 2670 万人であり、うち

生産年齢人口（15～64 歳）は 7,596 万 2 千人で、前年に比べ 60 万人の減少，割合は 60.0％

で平成 4 年（69.8％）以降、低下を続けている。 

 

一方、「松山市の人口動態」によると、松山市では平成 29 年 12 月 31 日現在の推計人

口が 512,479 人となり、この 1 年間で 1,005 人の減少になった。この人口減少を要因別に

みると、自然動態（出生者数－死亡者数）は 1,200 人の減少、社会動態（転入者等数－転

出者等数）は 195 人の増加となった。 

 

さらに、この社会動態を年齢階層３区分（年少人口、生産年齢人口、老年人口）でみる

と、年少人口（0～14 歳）は転入者 2,137 人、転出者 2,070 人で転入超過、老年人口（65 歳

以上）は転入者 837 人、転出者 583 人で転入超過であるが、生産年齢人口（15～64 歳）は

転入者 12,172 人、転出者 12,871 人で転出超過となっている。 

 

この点、松山市は平成 28 年 1 月に「松山創生人口 100 年ビジョン先駆け戦略」を策定

し、以降 2 回の改訂を加えつつ、人口減少問題に対して中長期的な視点に立った取組みを

実行している。この中で実施された調査結果によると、若年層の定着もしくは U ターン

には、就職支援やそれに伴う環境の整備が最も関心が高いことから、上記の先駆け戦略で

は基本目標の積極戦略の一つに「魅力ある仕事と職場をつくる（地域経済活性化）」を、
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補完戦略に「暮らしと経済を守る（くらしと経済まちづくり）」を掲げている。 

 

ここで、松山市の歳出合計の平成 28 年度決算額は 1,840 億円、平成 27 年度は 1,846 億

円、平成 26 年度は 1,798 億円であり、平成 25 年度は 1,711 億円と増加傾向であるが、産

業や経済の活性化につながる事業に係る農林水産業費・商工費・土木費の平成 28 年度決

算額は 32 億・45 億・188 億円、平成 27 年度は 29 億・63 億・178 億円、平成 26 年度は 35

億・61 億・187 億円、平成 25 年度は 28 億・47 億・182 億円とほぼ横ばい傾向であり、産

業の発展に資する事業費の比率は「松山創生人口 100 年ビジョン先駆け戦略」の策定前後

であまり変わらないか、過去数年では減少傾向であるようにも見受けられる。平成 29 年

度 3 月補正予算も農林水産業費・土木費の構成比は対前年で減少しており、松山市が上記

戦略目標を達成するには効率的で効果的な事業への配分と経済的な事務執行が欠かせな

いものと言える。 

 

以上より、地域経済及び地域産業の活性化に係る事業の事務の執行及び運営管理につ

いて包括外部監査人として検討を加えることは今後の松山市の行政運営において有意義

であると判断し、本年度の特定の事件として選定する。 

なお、平成 28 年度包括外部監査の対象となった観光振興に関する事業の所管部課は監

査実施の意義が乏しいため平成 30 年度では監査対象から除外する。 

 

4.   包括外部監査の対象期間 

平成 29 年度（自平成 29 年４月１日 至平成 30 年３月 31 日） 

但し、必要に応じて過年度及び平成 30 年度の一部についても対象とする。 

 

5.   監査の着眼点 

① 事務の執行及び事業の管理は法令規則に沿って適切に行われているか。 

② 事務の執行及び事業の管理は公正かつ透明性をもって行われているか。 

③ 事務の執行及び事業に必要なコストの管理は適切に実施されているか。 

④ 事務の執行及び事業の管理はコストに見合う市民サービスの向上につながってい

るか。 

⑤ 事務の執行及び事業の管理に係る将来負担は適切に把握され、市政の意思決定にお

ける判断材料とされているか。 

⑥ 各事業について適切な役割と目標が設定され、その役割と目標の達成が松山市の掲

げる計画・指針等の目的と合致しているか。 

⑦ 関連団体における事務執行及び業務の運営は適切に行われ、効率性・経済性・有効

性の観点から適切か。 
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6.   監査対象部署 

産業経済部 

地域経済課 

産業経済部（農林水産担当） 

農林水産課・農林土木課・市場管理課 

 

7.   実施した監査手続 

 地域経済及び地域産業の活性化に関する事業について、その概要を責任者及び担当者へ

質問し、事務の執行等の関係法令及びその準拠性の検討、関係書類の閲覧、資料の分析、

その他外部監査人が必要と判断した手続を実施した。 

 具体的には次の通りである。 

① 事業費等に係る関係書類の閲覧 

起案書、補助金交付決定通知書、補助金交付申請書（算出調書など添付書類

あり）、補助金交付要綱、負担金交付要綱、支出負担行為伺書、補助金概算払

承認通知書、補助金概算払申請書、支出命令書、請求書、事業実績報告書、決

算関係書類、事業報告書、精算書、契約書などを必要に応じて閲覧した。 

② 根拠法令等の確認 

事業費等の支出の根拠になる法令等を確かめた。 

③ 事業目的、事業内容及び事業成果の検証 

その事業の目的を調べ、事業内容と目的が合致しているか検討するととも

に、具体的事業成果を検証した。 

④ 担当者への質問やヒアリング 

監査の開始にあたり、産業経済部のそれぞれの課の担当者から事業内容の説

明を受け、事業に関する書類を閲覧した結果生じた質問事項について回答を得

た。 

⑤ 現場視察 

所管している関連施設及び不動産の一部について、実際にその場所に赴き、

利用状況等を確かめた。 

⑥ 備品等棚卸 

現場視察の際に、当該部署で使用している備品等について、必要に応じてそ

の管理台帳等を基に棚卸を行った。 

⑦ 現金預金等実査 

現場視察の際に、当該部署にある手提げ金庫及び耐火金庫の中にある現金・

預金通帳・領収証等を実査した。 
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8.   補助者の選任 

 

組織的な監査を実施するため、補助者として次の者を選任した 

 公 認 会 計 士 
公 認 会 計 士 
公 認 会 計 士 

山 邊 彰 三 
塚 本 秀 和 
武 智 弘 泰 

 

9.   包括外部監査の実施期間 

自 平成 30 年 4 月 25 日 至 平成 31 年 2 月 28 日 

 

10.  利害関係 

包括外部監査の対象となった事件につき、私は、地方自治法第 252 条の 29 の規定によ

り記載すべき利害関係はない。 

 

 金額及び比率の表示単位未満は四捨五入している。 

 報告書の表中の合計が、端数処理の関係で合致しない場合がある。 

 文中の【指摘】とは、事務手続等において関係法令・規則等に準拠していないと

判断したものであり、改善を求めるものである。  

 文中の【意見】とは、有効性や効率性、経済性の観点から事務手続等についての

見直しを検討することが望ましいと考えられるものである。 

 文中の【提言】とは、事務手続等に対する指摘や意見とするものでないが、大き

なテーマとなるビジョンや計画など将来に向けた提案に類するものである。 


