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｢はじめに｣

平成30年２月５日に開催された「北海道150年キックオフ特別イベント『キタデミー賞』」

の企画・実施等に係る不適切な事務執行（以下「キタデミー賞問題」という。）は、道民

の皆様の信頼を損なうこととなった。

道では、当時の関係者への聞き取りなどを行い、キタデミー賞問題の事実関係を確認・

整理した上で、問題点を洗い出すとともに、道として取り組むべき改善策を検討するため、

「キタデミー賞問題を契機とした道の事務の適正化に向けた検討チーム」（以下「検討チ

ーム」という。）を設置した。

この不適切な事務執行を、全ての道職員が自らも起こしかねない問題であると重く受け

止め真摯に反省し、全庁を挙げて道民の皆様からの信頼回復に取り組まなければならない。

１ 問題の概要

検討チームにより本事案の問題点を検討した結果は、次のとおりである。

キタデミー賞問題は、道が事務局を担った実行委員会において、イベント業務を委託し

た制作運営会社との間で詳細な内容や金額について明確な合意がなく準備が進められ、契

約書を交わさないまま、イベントを実施したという異常な事案であった。

その大きな要因は、職員が行った不適切な事務と、専門的な知識･ネットワークなどを

活かすため設立された実行委員会において、その専門性が活用されず、事務局へのチェッ

ク機能が働かなかったことなどにある。

不適切な事務の背景には、本来業務である150年事業の予算要求や企画調整に加え、こ

のイベント業務が追加となり、短い期間での準備を余儀なくされ、業務が輻輳する中、組

織として事業の実現に向けた課題等を十分に検討しなかった危機意識の不足が挙げられ

る。

また、事務局が予算超過の可能性を認識しても、速やかに道や実行委員会に報告しなか

ったため、組織として適切な対応ができなかった情報共有の遅延も大きく影響している。

道としてキタデミー賞問題を真摯に受け止めることは当然のこととして、有効な再発防

止に向けては、道が事務局を担う実行委員会等による事業運営の改善はもとより、庁内で

の情報共有の徹底、職員の意識改革など道庁組織運営の改善の取組を進めていくことが必

要である。
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■北海道150年キックオフ特別イベント「キタデミー賞」

開催日：平成30年２月５日（レッドカーペット／15時・開演／16時）

場 所：ニトリ文化ホール（札幌市）

参加者：約2,000名

主 催：北海道150年映像と音楽による特別イベント実行委員会

北海道新聞社(委員長)･北海道テレビ放送(副委員長)･北の映像ミュージアム

･北洋銀行･北海道銀行･JTB北海道・イオン北海道・北海道(事務局)

計８団体

内 容：アカデミー賞をイメージした授賞式形式で北海道の魅力を発信

出 演：樹木希林氏、北島三郎氏、山田洋次氏、吉永小百合氏、辻沙絵氏、板東元氏

ほか

司 会：羽鳥慎一氏、福井謙二氏、鈴井貴之氏、石沢綾子氏、森さやか氏
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２ 検討チームの設置と検討経過

(１)検討チームの設置

キタデミー賞問題の発生を踏まえ、道では、知事の指示を受け、道が事務局を担う実行

委員会等をはじめとする適正な事務執行の確保に向け、改善策等を検討するため、副知事

をトップとする検討チームを設置した。

［検討チーム構成員］

・副知事 ・道顧問弁護士

・総務部次長兼行政改革局長 ・総務部人事局長

・総務部財政局長 ・総務部法務・法人局長

・出納局次長 ・総合政策部政策局長

【参考】キタデミー賞問題公表後の知事記者会見[令和２年１月24日]

知事としてこの問題の原因について、どのように捉えていらして、その再発防

止に向けた対応というのは現状で十分と考えているのか

（知事）

事前に予算を上回る可能性を認識していながら、適切な対応とならなかったとい

う危機管理意識の不足。これがまずあると思いますし、また契約書の締結に至らな

いままイベントを実施するなどの不適切な会計処理。そしてさらには、こうした状

況について組織としての情報共有の遅れ。こういった問題があったと認識していま

して、こうした状況を招いたことを重く受け止め、真摯に反省しなければならない

と考えています。

今回の事案に関係した職員の処分については、今後、事実関係を踏まえて厳正に

対処していく考えであります。また、庁議を通じまして、幹部職員に再発防止の徹

底を指示したところであります。

道が事務局を担っている実行委員会については、他にもありますので、その調査

や、ただ今申し上げた不適切な対応を踏まえ、事業の進捗管理の徹底、チェック機

能の強化など改善策について早急に取りまとめるように指示したところであります

ので、しっかりと取り組んでいきたいと思っています。
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(２)検討の経過

検討チームでは、キタデミー賞問題に関する事実関係の整理と問題点の洗い出し、道が

事務局を担う実行委員会等に関する調査結果などを踏まえた改善策の検討を行った。

概要は次のとおりである。

①第１回会議(令和２年２月５日)

検討チームの目的、検討スケジュール、事実関係、問題点についての意見交換

②第２回会議(２月12日）

実行委員会等の調査結果の情報共有、問題点及び改善策の検討

③関係者への事実確認(２月５日～21日)及び情報共有、検討

キタデミー賞問題の関係者に事実確認

結果の共有、更なる問題点及び改善策の検討
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３ 事案の推移

記録、関係者への確認の結果をもとに、次のとおり事案の推移を取りまとめた。

(１)企画段階

平成29年１月27日、映画会社社長による知事への表敬を契機として、６月７日、知

事が映画会社会長と面談し、北海道150年事業の機運を盛り上げるイベントの実施に

ついて意見交換が行われた。面談後、イベントの企画について検討の指示が知事から

総合政策部北海道150年事業室(担当部局)にあった。

７月下旬以降、映画会社と担当部局による実務協議を開始した。

８月23日、北海道ゆかりの芸能人や映画作品などを活用したステージイベントの概

要のほか、実施日、会場、事業規模（事業規模：全体4,000万円、道負担額1,500万円）、

実行委員会形式での運営など、担当部局において、道としてのイベントの考え方を取

りまとめ、知事の了承を得た。

その後、映画会社から、イベントの実現を図る上で必要な経験等を有している企業

として制作運営会社を紹介された。

(２)準備段階

平成29年９月12日、道は、道議会に対して、イベントに係る補正予算案（道負担金

1,500万円（全体の事業規模4,000万円））を提案した。

９月下旬以降、担当部局から道内企業・団体に対して、イベントの概要や予算規模、

企画演出、業務委託候補者などについて説明し、実行委員会への参加の意向確認を行

った。また、イベントの実施日までの日程を踏まえ、担当部局では映画会社から紹介

を受けた制作運営会社と随意契約で進めることを検討し、企業・団体に対して当該制

作運営会社を含めた運営方法などについても説明を行った。

10月６日、補正予算案が道議会において議決された。

10月10日、制作運営会社及び企画演出担当者から、実行委員会への参加予定企業・

団体に対し、アカデミー賞をイメージした授賞式形式によるステージイベントの企画

内容が説明された。

10月10日以降、当該企画説明を踏まえ、担当部局は、実行委員会の事業計画及び予

算案の作成に向けて、参加予定企業・団体や映画会社、制作運営会社などの関係者と

協議が行われた。

10月下旬、映画会社から担当部局に対し、一地方のイベントに主体的には関わらな

いという社の方針から実行委員会には参加しないが、出演者のキャスティングなどイ

ベントの側面的な支援、協力を行うことが伝えられた。

11月上旬、実行委員会参加予定の新聞社及び放送会社のほか、映画会社、制作運営

会社、担当部局による協議が行われ、「キタデミー賞」という名称など、事業計画の

大枠が固められた。

11月中旬以降、担当部局に実行委員会参加予定の一部の企業・団体から、参加する

に当たって追加負担を請求しないことの確認を求められ、当該企業・団体との協議の

結果、この内容を規約に明記することとなった。
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(３)実行委員会による事業検討段階

平成29年11月30日、実行委員会の設立総会及び第１回総会が開催され、事業計画及

び事業予算3,432万4,000円（うち、制作運営会社の業務委託費（映像制作等）900万

円）等が承認されるとともに、制作運営会社など主な委託先について了承された。同

日、実行委員会事務局から制作運営会社に対して、その旨を伝達した。

12月５日、事務局は、制作運営会社から概算見積額4,870万8,000円の提示を受けた。

事務局としては、過大な積算であり、理由や内訳も不明であることから、予算の範囲

で収めるよう企画の変更や経費の精査を要請した。

12月25日、事務局は、協賛金が予想を下回る状況であり、実行委員会の予算が確保

できなくなる可能性について道総合政策部長に報告した。

12月28日、事務局は、新聞や専用サイトでイベントの告知と、観覧者の募集を開始

した。

平成30年１月15日、事務局から、制作運営会社を含む関係各社に執行見込額を照会

したが、制作運営会社からは報告がなかった。

１月29日、イベント関係者の最終打合せにおいて、当日の流れなどを共有するとと

もに、事務局からは、協賛金の確保状況等を踏まえて、当初予算（3,432万4,000円）

の減額の方針（減額後の額3,149万円）を伝えたが、関係者からは特段の疑義は提示

されなかった。

２月２日、事務局は、制作運営会社から当日の詳細な内容の報告を受けた。

２月５日、「キタデミー賞」が開催された。

(４)イベント実施後

平成30年２月16日、事務局は、制作運営会社から見積額6,458万4,000円の提示を受

けた。

事務局では、充実した内容のイベントが実施されたことから、制作運営会社に対し

応分の負担が必要であるとの認識に立ち、見積額の経費の詳細や根拠書類の提出を求

めて合理的な負担額の把握に努める一方で、支払いのための様々な方策の検討を行っ

た。

具体的には、協賛企業の発掘のほか、キタデミー賞が150年事業の特別イベントと

位置付けられていたことから、制作された映像の150年事業の記念式典や事前のＰＲ

などでの活用について検討を進めた。

そのため、２月19日以降、北海道150年事業実行委員会による映像の活用の可能性

について、事務局は制作運営会社に検討状況を連絡した。

制作運営会社から２月16日に提示された見積額の経費の詳細や根拠書類が提出され

ないなど、問題の解決が困難となったことから、４月17日、事務局として、道との協

議を進めるため、道総合政策部長に問題の概要等について報告を行った。

道総合政策部長は、この問題が起こった経緯や事実関係の整理、解決に向けた方向

性の検討について事務局に指示した。

４月25日、北海道150年事業実行委員会事務局においては、150年事業による映像の

活用に向けた検討を進め、見積書の提出を制作運営会社に依頼した。
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５月11日、事務局では、実行委員会の予算のうち、支払い可能な残額432万円を制

作運営会社の経費の一部として支払いを行った。

道総合政策部では、経緯や事実関係を踏まえ、解決に向けた方向性として、まずは

道としてイベントの対価を確定させることが必要であるとの判断に至り、５月29日、

担当副知事に今後の進め方について報告を行い、副知事から法的な対応なども検討す

るよう指示を受けた。

その後、道顧問弁護士への相談を経て、６月18日、知事に報告を行い、知事から、

引き続き顧問弁護士の助言を踏まえ、適切な対応を取るよう指示を受けた。

道として負担すべき対価について、制作運営会社との協議を重ねてきたが、双方の

主張の隔たりが大きく、当事者間による解決の道筋が見通せなくなった。このため、

公平な第三者の合理的な判断が期待される民事調停手続も選択肢の一つとして協議を

続けた。

11月16日、道は、制作運営会社からの支払請求の通知を受理した。

12月４日、道は、制作運営会社から、6,501万6,000円のうち残額金6,069万6,000円

の支払いを求める民事調停を札幌簡易裁判所に申し立てられた。

当事者間の協議では、道として負担すべき対価を確定することは困難であり、債権

債務の存否やその額について、調停委員会の仲介のもとで話し合うことが妥当である、

といった顧問弁護士の助言等を踏まえ、調停の当事者になることが適当であると判断

した。

民事調停手続は非公開であり、申立の事実や内容を明らかにすることは、申し立て

た者の事業運営上の地位などを不当に損なうおそれがあることから公表を控え、その

後、９回の協議を重ね、令和２年１月20日、道と制作運営会社が、調停案に係る議案

が可決された場合において調停案（解決金2,373万6,004円）を受け入れることを確認

した。
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４ 実行委員会等調査結果

道では、道が負担金を交付し、特定目的達成のために組織され、目的達成後解散する実

行委員会や協議会等（以下「実行委員会等」という。）を対象とした調査を実施した。

調査結果は次のとおりである。

[調査対象]

事業実施年度が平成27年度から令和元年度までの実行委員会等

[調査項目]

実行委員会等の数、事業概要、事業実施年度、道負担金の状況、事務局体制など

[調査結果]

調査対象に該当する実行委員会等は54団体であった。そのうち、道が事務局を担ってい

るのは17団体であった。

＜17団体の詳細＞

単年度の事業実施が14団体、複数年度にわたる事業実施が３団体であった。

単年度で解散する実行委員会等が多数を占め、平均して毎年度４団体程度が設置されて

いる状況であった。

道負担金の状況については、事業予算額に対する道の負担率が数％のものから100％の

ものまで、各実行委員会等の状況に応じた対応となっている。

うち負担率の低い２団体については、道立美術館と民間会社等による実行委員会であり、

どちらもその長を会社等が担うとともに、規約等に「余剰金又は欠損金が生じた場合には

会社等が措置すること」が規定されていた。

一方、それ以外の15団体は、知事・教育長や道職員が実行委員会等の長を担っており、

道の関わりも強いと考えられるが、規約等において、キタデミー賞実行委員会のように「欠

損の扱いについて道に協議する」旨の規定はなかった。

また、全ての実行委員会等において組織の設置に関する規約等が作成されていたが、事

務局規程や会計細則の整備、北海道財務規則や北海道文書管理規程の準用状況については、

統一的な取扱いとはなっていない。

実行委員会等の適切な事務の監査を行う監事については、その大半が道以外の委員から

選ばれており、道職員が監事を務める場合も、他部局に所属する委員が監事となっていた。

17団体のうち４団体は、令和元年度事業のため、監査が未了となっている。平成30年度

までの事業のうち１団体は調査時点では監査未了であったが、その後、適切に監査を終え、

13団体が当該監事により実施された監査においては、適切に業務が実施されたことが確認

されている。

道の追加負担が求められた事案や事業者とのトラブルなどが発生した事案は確認されな

かった。
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５ 検討チームによる検討内容

（１）第１回検討チーム会議

検討チームの目的やスケジュール、事実関係などを説明後、キタデミー賞問題について、

メンバー間で意見交換を行った。

[主な発言要旨]

○ 実行委員会の規約をつくる際に、関係部局に合議するというルールがないため、

所管課だけで判断しなければならなかったことにも問題があるのではないか。

○ 実行委員会の規約の作成などに関する統一的なルールが必要ではないか。

○ 経験ある職員でも、多忙で追い込まれ、こうした大きなミスをするに至っている。

業務の分散など何らかの仕組みで対応できたのではないか。

○ 今回、なぜ、こうしたミスが起きたのかという視点で改善策を検討することが必

要。個人の責任だけで済ますと、こうしたことがまた起きると考えられる。

○ 実行委員会の仕事は、実質、限られた職員で担当していたようだが、人手が足り

ていなかったという問題はなかったのか。

○ 問題が発生した場合、上司に相談するという基本的なことができなかったことが

一番の問題ではないか。その原因を踏まえた上で、業務の執行体制など改善策を検

討する必要がある。

○ なぜ、こういうことが起きてしまったのかということを正しく把握した上で、今

後の対応を考えていく必要がある。

○ 道から実行委員会に支出した負担金については、道のチェックが効かなくなるた

め、ルールを定めて適正に使用されているかをチェックすることが必要。今後、内

部統制の取組の中で、担当部が団体の執行をチェックするような仕組みをつくるべ

きではないか。

○ 実行委員会といっても、会合も１回しか開催されておらず、実質的には道の事務

局が中心になって進めており、実行委員会として機能していない。今回の問題につ

いても、実行委員会に相談した形跡はなく異常な事態。実行委員会を機能させるた

め、ルールをつくって周知していくなどしていかないと、また同じことが起きるリ

スクがある。

○ 実行委員会についてルールを定める場合、実行委員会にしたメリットがなくなら

ないように、バランスを考えることが必要。ルールをつくる一方で、契約事務が適

切に行われなかったことや、組織内で情報共有ができていなかったことへの有効な

対応策も考えなければ、再発防止にはつながらないと思われる。

○ 実行委員会方式を含め、日常の仕事の進め方に内在している課題があるのかもし

れない。また、これまでの慣例の延長でゆるんできたところもあるかもしれないの

で、新たな視点で、道庁として仕事の進め方をしっかり見直していくということを

発信していくことが必要。

上記の意見を踏まえ、次回の検討チーム会議においては、各メンバーが問題点と改善策
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を整理した内容や検討チームが確認した事実関係をもとに検討を進めることとした。

（２）第２回検討チーム会議

メンバー間で問題点、改善策について意見交換を行った。

[主な発言要旨]

（実行委員会の仕組みの問題）

○ 専門的な知見を有する者を集めたはずの実行委員会を活用できていない。

○ 最初から実行委員会が機能していなかったのではないか。専門的知見を活用する

こともなく、また一部の職員の負担が大きく推進体制に問題があったのではないか。

○ 実行委員会形式での事業は、事業実施に向けた課題の十分な検討や進捗管理の

徹底も重要ではないか。

○ 実行委員会の活用について、事前に法制（部局）なり財政（部局）なりと協議

するべきではないか。

○ 規約のチェックはできると思うが、実行委員会には様々な形があり、統一ルール

化には限界がある。

○ 欠損に関し、道のみが負担するとの規約15条は、過去の例では見当たらないので

はないか。

○ 実行委員会の支出に関するチェックは必要ではないか。

○ 随意契約に関する基準は、客観性の確保が必要ではないか。

○ 本事案では、ルールを踏み越えて業務を行っていることから、ルール化してもガ

バナンスがなければ効果がないのではないか。

（担当職員の意識の問題）

○ 必要な報告がなされていないことについては、研修で対応するしかないのではな

いか。

○ 事業をマネジメントする職員への研修は効果があるのではないか。

（組織の問題）

○ 問題を相談できる職場環境づくりが必要ではないか。

○ 職員間でしっかりとした情報伝達ができていなかった部分や忙しく正常な判断が

できなかったところもある。実行委員会形式だから問題なのではない。

（キタデミー賞固有の問題）

○ イベントの実施に当たり、失敗できないという重圧があったのではないか。

○ 実行委員会発足から事業実施までの時間が短く、事業実施について十分にイメー

ジできないまま、事業が進められていたのが問題ではないか。

○ 相手方の意思を確認しないまま、予算内で事業を実施できるという思い込みで進

めたのが問題ではないか。

○ 事業を相手方のペースで進めてしまったことが問題ではないか。

○ 実行委員会の事業計画に無理があったのではないか。実行委員会形式が問題であ
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ったと一般化せずに、改善策の検討には、この事案における問題点を整理すること

が必要ではないか。

さらに関係者への事実確認を行うなど、事実関係の精査や問題点の整理を進めることと

した。

（３）関係者への事実確認及び情報共有

キタデミー賞問題の関係者に事実確認を行い、検討チームにおいて情報共有した。確認

した事実は次のとおりである。

当時の知事、担当副知事にキタデミー賞問題の報告の有無等について確認したとこ

ろ、知事は平成30年６月18日、担当副知事は５月29日まで、事務局からこの問題につ

いての報告がなく、予算を超過しているという認識はなかった。

また、実行委員会設立時の総合政策部長は、実行委員会規約に追加した欠損の発生

が明らかになった場合の処理に係る規定について、実行委員会の委員就任の条件とし

て必要であると判断し了承したが、経費が増大する可能性は認識しておらず、退任す

る３月末まで本事案について報告を受けていなかった。

担当部局の管理職員は、知事と映画会社幹部との意見交換を契機としてスタートし

た企画であり、また、150年事業の特別イベントであることから、成功させなければ

ならないとの重圧を感じていた。

平成29年12月に制作運営会社から4,871万円の概算見積額の提示を受けた際、予算

を超える可能性は認識し、総合政策部長に報告する意思はあったが、経過や内容を整

理しない段階で報告できないと考え、報告を行わなかった。なお、この時点で、予算

内に収めるよう制作運営会社に伝えたが、明確な回答はなく、イベントの実施が迫り

業務に追われる中、予算内に収まるという見通しで、まずはイベントをやり遂げるこ

とを第一に考えた。

イベント実施後の平成30年２月に制作運営会社から6,458万円の見積額の提示を受

けた際には、150年事業に影響を与えたくないことから、なんとか自分でまとめよう

と考えた。また、これまで正確な情報を伝えてこなかったこともあり、総合政策部長

に報告しなかった。

さらに、制作運営会社が３月は忙しく、協議が進まずに時間が過ぎるなど、この問

題の解決方法が見いだせなかったことから、４月に新任の総合政策部長に報告を行っ

た。

そのほか、業務体制に関しては、150年事業の事業計画、予算の検討や関連事業の

準備など多忙であり、人員が増員されたが、部下（主査、主任等）の恒常的な時間外

勤務が続き、管理職員が対応していた。

なお、実行委員会の委員長、副委員長にもこの問題の報告の有無等について確認し

たところ、事務局から報告がなく、予算を超過しているという認識はなかった。

上記の関係者への事実確認の結果やメンバーの意見を踏まえ、検討チームにおいて、さ

らに問題点と改善策の検討を進めた。
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６ 問題点

（１）イベントの準備段階（～Ｈ29.11下旬）

[道]

映画会社から、実行委員会に参加しないとの意向が示され、また、実行委員会の参加予

定企業・団体から、参加に当たって追加負担を請求しないことの確認を求められるなど、

スケジュールの遅延や実行委員会の運営体制の形骸化の懸念があったが、事業の再検討や

実施体制の見直しなどを行わなかった。

（２）実行委員会による事業検討段階（Ｈ29.11.30～Ｈ30.２.４）

[道]

実行委員会設立後、事務局長の判断のもとイベントの準備が進められ、イベントの特殊

性や短い準備期間で業務の輻輳が予見されたにもかかわらず、危機意識を持ってイベント

の進捗状況などの情報共有を図らなかった。

[実行委員会事務局]

制作運営会社からの想定金額を大幅に超過する概算見積額の提示を受け、予算管理上の

責任を担う事務局では、その後の制作運営会社の説明を通じ、予算を超過する可能性の認

識を持ちながら、文書等により予算内に収めることを制作運営会社に対して明確に伝えず、

また、制作運営会社の最終的な確認を取らないままでいた。

事務局は、予算を超過する可能性について、経過や内容を整理しないと報告できないと

考え、この段階で上司である道総合政策部長に報告を行わなかった。

また、150年事業の特別イベントとして成功させなければならないと考え、実施日が迫

り業務に追われる中、予算管理の責任を有するにもかかわらず、実行委員会の支払い分と

しては予算内（9,000千円）に収まるとの甘い見通しで、まずはイベントをやり遂げるこ

とを第一に考えた。

（３）イベント実施後（Ｈ30.２.５～）

[道]

イベント終了後、予算超過の可能性についての疑問を持たず、事務局に対して予算執行

の状況等の確認を求めなかった。

[実行委員会事務局]

イベント終了後、制作運営会社から見積額の提示を受けたが、この事業を任されたこと

を重く受け止め、150年事業に影響を与えないよう、事務局内で対処しようと考え、速や

かに道及び実行委員会の委員にこの問題の報告を行わなかった。

事務局では、制作運営会社に対し応分の負担が必要であるとの認識に立ち、協賛企業の

発掘や制作された映像の150年事業の記念式典や事前のＰＲでの活用など、適切ではない

と受け取られかねない方策を含めて様々な観点から検討したことで時間を要し、報告がさ

らに遅れた。

その他にも、事務局長の判断で契約書を交わさずに請求書に基づき支払っている会計処

理があった。これは、事務局長の裁量に委ねられた取扱いではあったが、財務規則に準じ

ていない手続であった。
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７ 改善策

キタデミー賞問題を反省し、再発防止につなげていくため、検討チームにおいて、事実

関係、問題点の整理を踏まえて改善策を検討し、「実行委員会等(※)による事業運営の改

善」と「道庁組織運営の改善」の２つの観点で取りまとめた。

※道が事務局を担い、道の本務として事務分掌などに明確に位置づけて業務を行う実行委

員会等が対象

（１）実行委員会等による事業運営の改善

①実行委員会等の透明性の確保

実行委員会等の設立に当たって、実行委員会方式の妥当性、各委員の役割、事務局の

体制、事業実施までの期間、収支計画などを公表

②実行委員会等による事務の適正化

・規程（財務・会計ルールを含む）の事前チェック

実行委員会等の適切な事業執行を確保するため、規程の中で事前に確認する事項を見

える化し、マニュアル化して各部局に周知

特に法的なリスクが懸念される場合には、適時に法制部局に相談するよう各部局に周

知

さらに、各部代表課等で規程のチェックを行い、その決定前に必要に応じて法制や出

納部局と協議

・事務局長裁量事務の明確化

実行委員会等のメリットを活かしつつ、適切な予算執行を確保するため、実行委員会

等に道の財務規則を参考にした会計ルールを導入

・実行委員会等の業務への内部統制の適用

内部統制制度に「実行委員会等の業務」も対象とし、取組の実施状況を点検・評価・

公表

（２）道庁組織運営の改善

①問題点の庁内共有

「キタデミー賞問題を契機とした道の事務の適正化に向けた改善策」の周知、徹底

実行委員会等の事務の執行状況について、事務局を所管する部内で進捗管理

②職員の意識改革等

重要な政策判断を担う幹部職員を対象としたリスク管理研修や全職員を対象とした階

層別研修の実施

知事から全職員に対して、情報の報告や共有の徹底について訓示

風通しのよい職場づくりに向けた定期的な職場内ミーティングの推進
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③問題事案の対応体制の整備

この問題を契機として、より一層のコンプライアンス等の確保に向け、全庁的な視点

で対応が必要な問題事案についての対応機能を強化するため、内部統制制度を所掌する

総務部において、全庁的な対応を行う体制を整備


