
水道局の内部統制について

内部統制の４つの目的

⑴ 業務の効率的かつ効果的な遂行

⑵ 財務報告等の信頼性の確保

⑶ 業務に関わる法令等の遵守

⑷ 資産の保全



日常業務と内部統制

① 日常業務に潜む「不適切な事態」を把握する。

内部統制は、業務に
組み込まれ、日々の業
務の中で組織的かつ
自律的に遂行されてい
るプロセスのことです。

特別な負担が発生す
るわけではありません。

※ 「財務に関する事務」については、市長部局に準じて引き続き実施します。

② 把握した「不適切な事態」を分析・評価し、対応策を整
備する。

④ 対応策が着実に実施されているか随時確認する。

③ 整備した対応策を組織内に浸透させ、実施させる。

不備があ
れば随時
是正



昨年度までの取組

① 各課長等（内部統制員）を中心に内部統制を実施

② 各課等において「業務監察会議」を設置し、会議での議論を

経てリスクを管理

③ 重大事故発生時は「統括リスク管理会議」を開催、必要に応

じて「タスクフォース」を設置し、原因分析・対応策検討を

実施



今年度からの取組（主な変更点）

① ６月１日付けで基本方針を策定（済）

② 各部長を「部門内部統制責任者」とした責任体制を明確化

③ 総務部長を「部門内部統制総括責任者」とし、情報提供、

助言、指導その他の支援、内部統制の独立的評価を実施

④ 各部門に共通する業務について「共通業務内部統制責任者」

を設置

⑤ 「統括リスク管理会議」、「タスクフォース」を内部統制体

制から分離（「業務監察会議」は各課等の任意設置とする）
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内部統制の推進体制



内部統制の推進体制
前ページのとおり、水道局長をトップとする「内部統制体制」を構築し、内部統制に取り組みます。

各部長（部門責任者）が、市長部局における所属長のように、リーダーシップを発揮し、自ら先導

してマネジメントを行い、各職場では各課長等を内部統制員に充てています。

課長代理以下の職員は内部統制体制図には含まれておりませんが、内部統制は関係する全ての

職員で取り組むものですので、内部統制に関係のない職員は存在しません。

内部統制は、組織マネジメント（業務運営）の一環として、全ての部下職員が日々業務を遂行する中で主

体的に取り組むべきものです。すでに管理職員としてやっているべきことを、改めてしっかりと認識し、日々の部下

職員の指導監督に取り組んでいってください。

また、皆さん自身の日々の言動が、部下職員の判断や行動様式を大きく左右するということを、常に意識し、

実践するよう心がけてください。



部門責任者（各部長）の役割

① 統制環境の整備

→命令・指示が内部統制員を通じて着実に実行される仕組みの構築

② リスクの把握・評価の妥当性及び対応策の有効性の審査

→内部統制員のリスクの評価を審査し、必要に応じ是正・改善を指示

③ 対応策の運用の確認

→対応策が着実に実施されているか確認し、必要に応じ是正・改善を指示

④ 内部統制の評価

→内部統制員の内部統制の評価内容を審査し、必要に応じ是正・改善を指示

市長部局にお
ける所属長の
イメージ



内部統制員（各課長等）の役割
① 統制環境の整備

→命令・指示が組織内に行き渡り着実に実行される仕組みの構築

② リスクの把握・評価と対応

→標準例等の活用によりリスクを把握・分析・評価し、対応策を整備

③ 整備した対応策の運用

→整備した対応策を実施し、不備があれば随時是正

④ 各階層における統制活動のモニタリング

→対応策が着実に実施されているか随時確認

⑤ 内部統制の整備及び運用の評価

→①～④の一連のプロセスの有効性の評価を行う



部門総括責任者（総務部長）の役割

① 部門責任者による内部統制の支援

→必要情報・ツールの提供、研修、環境整備その他の支援

② 部門責任者による内部統制のモニタリング

→随時、部門責任者による内部統制の整備及び運用状況を調査

③ 不適切な事態に係る内部統制の独立的評価等

→不適切な事態が生じた都度、当該業務に係る内部統制の整備及び運用の独立

的評価を行い、事例及び評価結果を各部門と共有

④ 内部統制評価報告書の作成・公表

→部門責任者による内部統制の整備及び運用の自己評価等を報告書にして公表

市長部局における
総務局長のイメージ



共通業務責任者の役割

共通業務の
合規性・統一
性を確保

共通業務責任者：共通業務の総合調整・統括管理を所管する部長

共通業務に関し、部門総括責任者と連携して、
部門責任者に対し、必要な情報提供・助言・指
導・その他の支援を実施
（例） マニュアル策定・改定、不適切な事態の発生回避に向け

た情報提供・研修の実施など

共通業務責任者は

共通業務：複数の課（事業所）において共通して行われる業務
文書、服務、契約、
管財など（詳細は
次ページ）



共通業務責任者一覧 

 

共通業務責任者 共   通   業   務 

総 務 部 長 課等における公文書の作成及び管理に関する業務 

課等における保有個人情報の保護に関する業務 

課等の所属員の服務に関する業務 

課等における予算執行に関する業務 

課等における債権の回収に関する業務 

課等における公金等及び物品の管理に関する業務 

課等における工事の請負、物品の売買その他の契約の締結及び履行に関する業務 

（工事の施行に関する業務を除く。） 

課等における不動産の管理並びに取得、処分及び借入れに関する業務 

企画担当部長 課等における情報通信技術を利用した業務改革に関する業務 

課等における情報通信技術に係る調達の適正化に関する業務 

課等における情報通信技術を利用した保有情報の安全管理に関する業務 

工 務 部 長 課等における工事の施行に関する業務 

 



内部統制の整備のための支援体制
部門責任者

部門総括責任者

共通業務責任者

日々の業務において、
標準例を踏まえた内部統
制の評価と整備を行い、
対応策の運用を確認
（例）
・マニュアルやチェッ
クリスト等の策定
・情報提供、研修その
他必要な措置の実施等

不適切な事態の
発生を回避

・局内で発生した「不適
切な事態（ヒヤリ・ハッ
ト含む）」、監査委員監
査・局内監査の意見等を
踏まえ、不適切な事態の
発生を回避するための
標準例を作成
・事例等に応じて随時更
新する

・局内で発生した「不適
切な事態（ヒヤリ・ハッ
ト含む）」、監査委員監
査・局内監査の意見等を
踏まえマニュアル等を
策定・改定
・業務の特性、過誤の傾
向を踏まえ不適正な事態
の発生回避に向けた情
報提供、研修、その他
必要な措置の実施

提供

提供

連携

連携連携



「不適切な事態」を把握した場合の事務の流れ

共通業務責任者責任者、副責任者 部門責任者 部門総括責任者

（重大不備があった場合）

報告

不適切な事態

の把握

内部統制の自己

評価及び整備

.独立的評価

内部統制の評価及び

整備の内容（共通業務

の場合は意見を併せ

て）を報告（必要に応じて）

改善指導

（共通業務）

内部統制の評価及

び整備の内容を報

告・意見

（必要に応じて）

不適切な事態の発

生の回避に向けた情

報の提供、研修その

他必要な措置を実施

（定期的な事務の流れへ）



定期的な事務の流れ

（四半期ごとに）

（年度末に）

責任者、副責任者 部門責任者 部門総括責任者 共通業務責任者

（必要に応じて）

改善指導

内部統制の自己評価

独立的評価・改善指

導内容にかかる報告

書作成

自己評価の結果を踏

まえ独立的評価

（四半期ごとに）

評価結果・改善指導

内容等を取りまとめ報

告

報告

報告書

報告書公表

（四半期ごとに）

報告

部門責任者に

対する改善指導

内容を通知

（「不適切な事態」を把握した場合の事務の流れより）



基本方針の策定

規程の整備

部門総括責任者による「不適切な事
態」の集約・分析

部門総括責任者による標準例の作成・提
供

部門総括責任者による「不適切な事態」等
の責任者等への定期報告

部門責任者による自己評価・責任者等へ
の報告

部門総括責任者による独立的評価・
報告書作成・公表

第３四半期 第４四半期

令和３年度

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 第１四半期

令和４年度以降

第２四半期

(第１四半期)(第２四半期) (第３四半期) (第４四半期)

(随時実施)

(随時実施)

(第１四半期) (第２四半期) (第３四半期)

令和３年度内部統制事務スケジュール


