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第３回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 議事録

・日 時 令和２年２月２５日（火）９：３０～１０：００

・場 所 道庁２階総合政策部会議室

・出席者 浦本副知事、船橋総務部次長兼行政改革局長、佐藤総務部人事局長、古岡総務部財政

局長、村井総務部法務・法人局長、久保田出納局次長、北村総合政策部政策局長、藤

田弁護士

＜議事録＞

○北村政策局長

それでは定刻になりましたので、ただ今から、第３回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の会議を開催いたします。

会議の開催に当たりまして、浦本副知事から冒頭のご挨拶をお願いいたします。

○浦本副知事

今日、こうしてまた皆様にお集まりいただきましてありがとうございます。そして、藤田弁護

士におかれましても、お忙しい中こうしてお越しいただきましてありがとうございます。本日も

このチームにおいて、専門的な立場からご意見をいただければと思います。

キタデミー賞問題に関するこの検討チーム会議も今日で３回目となります。この事案の公表後、

鈴木知事からは、ご自身の認識として、適切な対応とならなかった危機管理意識の不足、それか

ら契約書を交わさないままイベントを実施するなどの不適切な会計処理、そして組織としての情

報共有の遅れ、これら３点を問題として挙げておりまして、こうした事態を大変重く受け止め、

真摯に反省しなければならないという発言もされております。その上で、道が事務局を担ってお

ります実行委員会の調査、そして事業の進捗管理の徹底や、チェック機能の強化などの改善策、

これを早急に取りまとめるということで、このメンバーで検討を進めてきたところであります。

事実の確認それから問題点の整理、改善策の検討、こういった議論をこれまで進めてきたとこ

ろでありますけれども、こうした結果を踏まえまして、本日改めて、改善策について議論をし、

改善策の原案を取りまとめたいと考えております。

今後につきましては、検討チームで取りまとめた原案を、知事、関係部署で改めて確認の上、

道としての改善策案としまして、道議会にご報告させていただき、ご理解いただけるよう説明を

尽くしてまいりたいと考えております。その上で、道庁挙げて改善策を実行し、道民の皆様の信

頼回復に努め、取り組んでいかなければならないと考えてございますので、本日改めてよろしく

お願い申し上げます。

○北村政策局長

それではこれまでの議事の内容について、少し振り返りをしたいと思います。まず、前回の会

議におきましては、前々回の議事内容と、並行して行っておりました実行委員会の調査につきま

して説明を行い、各メンバーが問題点、そしてそれを踏まえて整理した改善策の内容を、検討チ

ームが確認した事実関係をもとに、意見交換を行ってまいりました。

主な意見としては、問題点につきましては、規約や事務局体制などの実行委員会の仕組み、ま

た担当職員の意識、そして問題を相談できる職場環境づくりの必要性といったことが挙げられま

した。また、今回のイベント固有の問題といたしましては、短い準備期間、そして150年事業キ

ックオフイベントとして、なんとしても成功しなければならないといった担当者の重圧などが各

メンバーから挙げられたところでございます。

改善策につきましては、実行委員会の規約などを事前チェックする仕組みの導入ですとか、あ

るいは道庁組織運営の改善といった中長期にわたるような取組まで、様々なご意見をいただいた

ところでございます。最後に、第３回に向けましては、事実確認が求められた事項について確認
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いたしますとともに、これまでの議論を精査した上で、改めて問題点、改善点について検討チー

ムとしてのまとめを行っていくことといたしました。

さらに、当時の関係者を対象といたしました事実確認を行ってまいりましたけども、前回の会

議以降、チームのメンバーと情報共有をさせていただいております。それでは、今までの私の振

り返りの中で追加すべきことがあればご発言をいただきたいのですがよろしいでしょうか。それ

では、お手元にお配りしておりますが、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

た改善策の原案について、政策局の大野参事から説明させていただきたいと思います。

○大野政策局参事

政策局の大野です。私のほうから原案について説明させていただきます。お手元に、原案の資

料がお配りされていると思いますので、そちらをご覧いただければと思います。

１ページをご覧ください。問題の概要についてでありますが、この問題は、道が事務局を担っ

た実行委員会において、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りまして、そ

の大きな要因は職員が行った不適切な事務と、実行委員会の専門性が活用されず、事務局へのチ

ェック機能も働かなかったことにある。その背景には短い期間での準備が余儀なくされ、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、適切な対応ができなかった情報の共有の遅延も大きく影響している、とまとめさせてい

ただいております。

道としては、この問題を真摯に受け止め、有効な再発防止に向けて、改善策に基づいて取組を

進めていく考え、という形で見解をまとめさせていただいております。

続きまして、５ページをご覧ください。事案の推移について、第１回、第２回で議論したこと

とあわせて、その後の追加事項も含めてまとめさせていただいております。

最初に「(２)準備段階」、下から９行目ですけども、平成29年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。同

じ５ページの下から３行目ですが、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。

６ページ「(３)実行委員会による事業検討段階」で、上から５行目のところに、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、としております。その後、「(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、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、キタデミー賞の特別イベントと位

置づ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ＰＲなどでの活用に

ついて検討を始めた。その２行下、制作運営会社から２月16日に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

示をした、とまとめております。

７ページ。５月11日、事務局では、実行委員会予算のうち、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
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至り、５月29日、担当副知事に今後の進め方の報告を行い、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まして、６月18日、知事に報告を行い

ました。知事からは、引き続き、顧問弁護士の助言を踏まえ、適切な対応をとるよう指示を受け

たところであります。

その後、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ましたが、双方

の主張の隔たりが大きく、当事者間による解決の道が見通せなくなったことから、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ところです。その

後12月４日、制作運営会社から札幌簡易裁判所に民事調停を申し立てられ、道としては、債権債

務の存否やその額について、調停委員会のもとで話し合うことが妥当であるとの顧問弁護士の助

言等を踏まえ、調停の当事者となることが適当であると判断し、これに応じたところです。その

後、９回の協議を重ね、本年１月20日、調停案に係る議案が可決された場合において、調停案を

受け入れることを確認したところでございます。

続きまして、11ページ。第１回、第２回の検討チームの開催概要がこの前にあるのですが、「(３)

関係者への事実確認及び情報共有」をまとめさせていただいております。順番に説明をさせてい

ただきます。

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、

予算が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、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ましたが、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年事業の特別なイベント

であることから、成功し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、約4,800万

円の見積額の提示を受けた際に、予算を超える可能性を認識し、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ましたが、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、イベントをやり遂げ

るということを第一に考えたということでございます。

平成30年２月に見積もりの提示を受けましたが、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、報告等を行ってこなかった。また、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出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。人員が増員されたのですが、部下の恒常的な時間外勤務

が続き、管理職員が対応したこと、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の認識がなかったとい

う確認を行っております。

続きまして、次のページ、12ページをご覧ください。問題点ということで、まとめさせていた

だいております。まず、イベントの準備段階におきましては、スケジュールの遅延や実行委員会

の運営に対しての形骸化の懸念がありましたが、事業の再検討や実施体制の見直しを行わなかっ

たことが挙げられております。

実行委員会による事業の検討段階におきましては、道としてイベントの特殊性や短い準備期間

での業務の輻輳が予見されていたにもかかわらず、危機意識を持ってイベントの進捗状況などの

情報共有が図られなかったことが挙げられております。

また、事務局においては、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、最終的な確認をとらないままでいたこと、予算

を超過する可能性について上司である総合政策部長に報告を行わなかったこと、さらに予算管理
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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に収まるとの甘い見通しで、

イベントをやり遂げることを第一に考えたことを挙げております。

イベント実施後においては、事務局においてはこの事業を任されたことを重く受け止め、自分

たちで対処しようと考え、道及び実行委員会の委員に問題の報告を行わなかったこと、また、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ことなどが挙げられております。

また、下から３行のところですけど、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などがあり、これは事務局長の裁量に委ねられた取扱いでありましたが、財

務規則に準じていない手続でありました。

改善策13ページをご覧下さい。この問題を反省し、再発防止につなげていくため、実行委員会

等による事業運営の改善と道庁の組織運営の改善という２つの観点で整理をさせていただいてい

ます。まず、実行委員会等による事業運営の改善につきましては、その透明性の確保を図るため、

設立に当たって、その妥当性や各委員の役割などを公表することとする。また、事務の適正化に

向けては、規程の事前チェックや事務局長の裁量事務の明確化、実行委員会等の業務への内部統

制の適用を行う。また、「（２）道庁組織運営の改善」では、問題点の庁内共有を図ることや、

幹部職員を対象としたリスク管理研修など職員の意識改革、さらには、次のページになりますが、

問題事案の対応体制の整備に取り組むという内容でまとめさせていただいております。私の方か

ら説明は以上です。

○北村政策局長

ただ今事務局の方から説明申し上げました原案について、何かご質問、ご意見ありましたらご

発言願いたいですが。それでは船橋次長から。

○船橋総務部次長

今、改善策を見ましたけど、この問題を契機にして、各部局においては事業の立案をするとき

に、本当に実現できるかという可能性を見極めることが重要なのだろうなと。それから、事業立

案後の進捗管理も非常に重要になってくると。それから、実行委員会設立時に、そもそも実行委

員会方式をとることの妥当性とか、実施に向けた体制というのをきちんと整備するなどして、所

管課だけでなくて、部内できちんと管理していくということも重要ではないかと考えています。

○北村政策局長

ただ今頂いたご意見については、改善策の中で、実行委員会による事業運営の改善、透明性を

確保するという項目の中で取り上げたいと考えております。その中で整理させていただきたいと

思っています。それでは人事局長。

○佐藤人事局長

様々な段階で、見積額の提示を受けた段階などでも、予算額を超える可能性を認識していたと

か、上司に報告できるタイミングが色々あったり、我々研修の中でもリスクマネジメントの手引

などで、悪い情報こそ早めに上げるということを言っているところなのですけども、そういった

ことがなかなか徹底されていなかった部分があるかと思います。そういう悪い情報こそ、まずは

報告するという危機管理意識を、再度徹底する必要があろうかという気がいたしました。また、

上司だけではなくて部下の職員とも、職場全体で風通しを良くしながら情報共有して、色々な危

機的状況に対応できる、そういう環境づくりも大事なのかなと思います。

○北村政策局長

改善策の中で、職員の意識改革等の項目の中で、管理職研修、あるいは全職員を対象とした階

層別の研修という項目を挙げていますが、この中で、例えば今おっしゃったようなリスクマネジ

メントに関する内容だとか、あるいは今回問題が起きて、こういった改善策をまとめたものにつ

いても取り上げていただくという形でよろしいでしょうか。では、古岡財政局長。
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○古岡財政局長

このたびの事案の原因の一つの中で、実行委員会の形骸化ということが実質的にあったのでは

ないかということになっているのだろうなと思っています。これを踏まえて改善策の中でも、先

ほどもありましたけども、実施可能かどうかといったスタート時点の議論も含めて、実行委員会

の透明性の確保といった観点、それから段階でのチェックというお話もありましたけども、規程、

規約の関係、これを事前にチェックをする、複数の目で確認をしていくといったようなことなど

が改善策の中に盛り込まれておりますので、今後、今回の事案を踏まえまして、しっかり道とし

て取り組んでいく必要があるのだろうと考えています。

○北村政策局長

今、規程、財務だとか会計ルールといった規程の事前チェックについては、法制サイド、また、

出納局サイドにもご協力いただいて、きちっとチェックする体制を整えていきたいと考えており

ますので、よろしいですね、出納局次長。

○久保田出納局次長

はい。

○北村政策局長

では村井局長。

○村井法務・法人局長

まず、実行委員会と規約に関してですけれども、実行委員会方式というのはそれなりのメリッ

トを持って行われてきたわけで、結局、企業、団体などの知識や経験などを持ち寄って生かして

いくと。そういうメリットを生かす一方で、行政が関わる取組でもございますので、大きく逸脱

しないような環境というものをつくっていかなければならないということだと思います。私ども

は法制担当のセクションですので、各課が担当されます実行委員会の規約などにつきましては必

要に応じて相談を受けていこうと思っています。あと、改善策に関して、適切に遂行するという

ことのほかに、牽制をきちんと働かせるということが大事だろうと思っています。適切な遂行と

必要な牽制を十分に働かせるためには、職員への意識付けや研修というのが有効であろうと思っ

ていまして、幹部職員はもちろんのこと、事務事業を具体的に実施する職員一人一人に、しっか

り事務執行の適正化というのを意識してもらわなければいけないと思っています。結局、今回の

ように管理職員が一般職が担うような事務まで担当することになって、上司に相談もできないま

まで、結果的に不適切な事務が発生しまったということですから、再発防止のためには業務量に

見合った弾力的な人員の配置ですとか、相談しやすい職場づくりといったようなインフラ的なも

のをはじめ、研修や職員の自覚を促すための方策というものを様々なかたちで組み合わせて、繰

り返し実施をするという必要があるかなと考えています。以上です。

○北村政策局長

チェックする際にも、基準のようなかたちが必要だと思いますので、会計ルール等については、

財務規則を参考にした会計ルールをつくって、それを導入していくという方向で進めたいと思い

ますし、内部牽制が必要だというところについては、実行委員会の運営の進捗管理を所管する部

がきちんと把握しておくということで進めたいと考えてございます。では久保田次長。

○久保田出納局次長

私の立場でいけば、財務や会計ルールの関係なのですけども、これまでの会議の中でもお話し

ていますので、改めて詳しくは言いませんが、今回の改善策の中に、財務会計ルールをマニュア

ル化するということで、この部分というのが、今、村井局長が言われたとおり、色々なケースが

ある中で、どういうふうにマニュアル化していくのかというところが、適正化を確保しながら、

かつ弾力的にできるような、そこの部分が非常にどうやってやっていくのが良いのかというとこ

ろが、かなり工夫が必要なのかという気がしますので、関係者で十分協議しながらやっていく必

要があるのではないかと思います。それから、会計ルールについては道の財務規則を参考にする
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ということになっておりますので、道の財務規則というのは道職員であれば大体基本的な部分と

いうのは職員はおさえておりますので、それをルールに導入するというのは非常に合理的であり

ますし、外部の方から見ても公平性を確保できることではないかと思います。そういうルールの

中で、それを内部統制の中でチェックして、確認して、それが最終的には公表されるというステ

ップを踏むというやり方でいくというのは、具体の中身というのはこれからになりますが、そう

いうステップを踏むというのは非常に良いのかなと思いますので、そこについては出納局の方で

も十分相談に乗って取り組んでいきたいと思います。以上です。

○北村政策局長

藤田弁護士お願いします。

○藤田弁護士

従来から申し上げてますけれども、本件は非常に準備期間が短い中で始まった事業であって、

道の皆さんもおそらく、どういうイベントにしていくのかということについて具体的なイメージ

といいますか、中身がない中で始まっていると。最初から非常に無理がかかっていたという印象

を持って受け止めています。それから、実施に向かう準備段階、実行委員会による事業検討段階

で、制作運営会社の方から結構な金額の見積書が提示されていたにも関わらず、それを真摯に受

け止めて全体で検討する、特に実行委員会で検討するということがないまま進められていって、

イベントの実施に突入してしまったということで、実行委員会がほとんど形骸化していて機能し

ていなかった等、色々な問題があったと思います。今回の改善策の原案につきましては、従前の

議論を十分に反映していると思いますし、今後の対策についても妥当ではないかなと思っており

ます。以上です。

○北村政策局長

副知事の方から。

○浦本副知事

今、それぞれチームの皆さんからご意見をいただきましたし、これまでの経過の中で、今回、

一定の報告を原案ということでまとめさせていただいたところでありまして、今日それぞれから

いただいたご意見につきましても、本当にこれまでの経過に沿ったかたちで整理をしていただい

ていると、お話をいただいたということを改めて確認できましたので、今回のまとめの方向性と

しては、こういう形でよろしいのかなと思っております。今、藤田弁護士から総括していただい

たように、そもそも実行委員会方式でやると決めたにも関わらず、その実行委員会の良さが出な

かったというか、ほぼ形骸化したような形の中で事業が進められたという一つの問題があったの

かなと思いますし、それに携わった職員が、これは、道が実質的に事務局をやっておりましたの

で、道の本来の業務の進め方であれば、実際に今回携わった人たちにおいても、ここまでの不適

切な事務の処理にはならなかった可能性もあるかなとも思います。ただ、それにしても、今回の

実行委員会方式の中で、認められていたわけではなくて、形骸化した状態の中でありましたので、

本来の道職員としてやるべきことをやっていれば、場合によっては違う結果もあったのかなとも

思いますので、まさに改善策の方向性としては、実行委員会方式はメリットがありますので、こ

れをうまく働くようなかたちを、道としても本務的に実行委員会を担う以上、考えていかなけれ

ばならないということと併せて、道の本来業務の中で徹底されるべきものがちょっとおろそかに

なっていた部分があるということで、その２つの方向性で、今回、改善策を整理をいたしました

ので、これを今後徹底していくということが必要なのではないかなと思います。これまでのご議

論に感謝を申し上げたいと思います。

○北村政策局長

このチームの原案としては、今、ご説明しましたが、方向性としてはご了解いただいたという

ことでよろしいでしょうか。それではこれをチームの原案としてまとめた上で、庁内で決定して

道の案として道議会の方に報告をさせていただきたいと。そういう手続きで予定しているという
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ことでご了解願いたいと思います。それでは最後に。

○浦本副知事

ただ今お話しいたしましたけれども、今回、３回の検討チームを開催させていただきまして、

何とか改善策の方向性を取りまとめることができました。この間、それぞれの皆さんからもそれ

ぞれ貴重なご意見、ご提案をいただきましたし、藤田弁護士からもご助言をいただきましたこと、

改めて感謝を申し上げたいと思います。

今回の不祥事、これは全ての道職員にとりまして、自分自身にも起きうる事態と捉えなければ

ならないだろうと思います。そういう意味で、今回、限られた時間ではありましたけれども、こ

の検討チームで洗い出した問題点、これを真摯に受け止めて反省し、これからの業務にそれぞれ

の職員が生かしていくということがぜひとも必要ではないかと思います。また、加えて、道とい

う組織におきましても、これまでの道の仕事の進め方を改めて見直すということも必要でありま

す。鈴木知事の下で何とか信頼を回復していかなければならないという意味でも今回の結果をき

っちりと実施していくということが必要であると思います。今回お集まりいただきました関係の

皆様は、それぞれ課題、そして改善策の方向性を検討していただく立場で今回はお集まりいただ

いているわけでありますけども、今後はこれらの改善策を自らそれぞれの部署においてリードし

ていただく立場でもありますので、ぜひとも、今後、こういったことが起きないよう、道庁組織

の運営改善にも、しっかりと取り組んでいただければと思います。藤田先生におかれましても、

今後とも引き続き、ご理解、そしてご協力をよろしくお願いしたいと思います。先ほども言いま

したが、まとめて終わりということではなく、この改善方策をしっかりと実行していくというこ

とが、今後こういう事態を起こさないために、ぜひとも必要でありますので、今後とも道庁組織、

生まれ変わる方向でやっていきたいと思いますのでよろしくお願いしたいと思います。以上で終

わります。


