
ステーク監査委員会
この文書では，ステーク監査委員会の目的，組織，
義務，および報告責任の概要を説明します。

注:この文書の中の「ステーク会長」，「ステーク監査
員」，および「ステーク書記」は，地方部および伝道部
における同じ責任に置き換えることができます。「ステ
ーク監査委員会」は，地方部および伝道部の監査委員会
に置き換えることができます。「書記」という言葉は，
書記と，財政記録の作成を手伝う割り当てを受けている
書記補佐を指します。「ユニットの指導者」という言葉
は，ビショップ，支部会長，ステーク会長，または地方
部会長を指します。「ステーク」という言葉は，地方部
も指します。「ワード」 という言葉は，支部も指しま
す。

1．目的
ステーク会長は，教会のすべての基金が教会の財政に
関する指示に従って適切に取り扱われ，会計報告され
るようにします（「総合手引き—末日聖徒イエス・キリ
スト教会における奉仕」, 34.6, ChurchofJesusChrist.org 
参照）。また，ステーク会長は，ユニットの指導者と書
記が財務に関する彼らの義務について確実に学べるよう
に，また彼らが教会の財政方針と手続きに確実に従うよ
うにします（「総合手引き」34.2.1参照）。ステーク会
長は，これらの責任を果たすに当たって助けを得るた
め，ステーク監査委員会を組織します。ステーク監査委
員会は，ステークにおける財務面のリスク，特に教会基
金の不正使用のリスクを特定し，評価し，対処します。
ステーク監査委員会は，ユニットの指導者と書記が教会
の財政方針と手続きに確実に従うようにします。

大管長会は，神聖な基金を守り，それが適切に使用され
るようにし，また神権指導者と書記を強めるために，地
域監査委員会を設置しました。ステーク監査委員会は自

らの義務を学び，実行し，評議会として機能することに
より，これらの同じ目的を達成するうえで重要な役割を
果たします。

M・ラッセル・バラード会長は，教会における委員会と評
議会の重要性について次のように述べています。「万物
を組織された神は， 委員会や評議会という制度を霊感
によって与えてくださいました。この制度を正しく理解
し，適切に活用するなら，個々の指導者は重荷が軽くな
り，人々との協力を通じてより多くの人に効果的な影響
を与えられるようになります。」（「評議会に助言を求め
る」『聖徒の道』1994年7月号，27）

ステーク監査委員会を真に効果的なものとするには，そ
の構成員が協力し合わなければなりません。委員長や委
員は，すべての作業を単独で行おうとするべきではあり
ません。単独で実行すると，ステーク監査委員会が一致
してともに評議して働くときに得られる恩恵，力，および
祝福を受けられなくなります。

2．組織
ステーク会長は，委員長を務める顧問の一人と，そのほ
か財務に関する事項を理解しているかまたは訓練を受
けることのできるステークの二人の会員で構成されるス
テーク監査委員会を組織します。これらの兄弟または姉
妹は有効な神殿推薦状を持っていなければなりません。
委員長は，通常，小切手や支払い承認書に署名したり，
ステークの財政記録の作成に関与したりするべきではあ
りません。委員会の委員は，ステーク監査員になるべき
ではなく，またステークやワードの財政記録の作成に携
わるべきではありません。（「総合手引き」34.9.1参照）

3．義務
ステーク監査委員会には，4つの主要な義務があります：

1. 財政監査の手順を管理する。

2. ステーク監査員を訓練する。
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3. その他のステーク財務訓練を監督する。

4. ともに評議して，ステーク内の財務リスクを特定し，
評価し，対処する。

3.1　財政監査の手順を管理する
ステーク監査委員会は，以下によって財政監査の手順を
管理します。

1. 入念，正確かつ時宜にかなった監査を行うため，ス
テーク監査員を適切に備える。ステーク監査員は，
教会の財政方針と手続き，監査の各質問の意図，ま
た監査する各ユニットにおいて特定されたすべての
リスクに対処する方法を確実に理解するために定期
的な訓練を受けます。（本文書後半の「3.2　ステー
ク監査員を訓練する」を参照）

2. 実施される監査の質を監督する。ステーク監査委
員会は，完了した各監査について，入念さと正確性
を確認し，すべての財務リスクが報告されているか
判断します。必要な場合，監査委員会は監査の是正
を要求すべきです。

3. 是正措置の質を監督する。ステーク監査委員会は，
各是正措置を検討し，監査指摘事項の根本的な原
因を排除することの有効性を含め，監査指摘事項を
解決する有効性を評価します。監査委員会は，必要
に応じて，是正措置を修正するためにワードおよび
ステーク指導者と協力します。

毎年2回の監査期間があります。年末監査は1月15日以
降に実施し，3月15日までに提出する必要があります。こ
れは前年の7月1日から12月31日までの財務処理を対象
としたものです。中間監査は7月15日以降に実施し，9月
15日までに提出する必要があります。これはその年の1
月1日から6月30日までの財務処理を対象としたるもの
です。

監査は，オンラインの「地元ユニット財政監査システム」
（LUFAS）， またはLUFASから印刷したフォームのいずれ
かを使用して行います。

監査委員会の義務を果たすには，一般に各監査期間に
3回のステーク監査委員会集会と，各委員会の各委員に
よる個々の作業が必要となります。移動が困難であるか，
交通費が高くなる場合，地域および地元の指導者は，ビ
デオ会議や電話会議で複数回これらの集会を開催して
もよいでしょう。電話，インターネット，あるいはその他
のコミュニケーションのためのリソースが十分でない場
合，ほかの対応が必要な場合もあるでしょう。すべての

ステーク監査委員会集会において，守秘義務を強調すべ
きです。

最初の集会―監査の計画
入念な監査報告書を期限どおりに提出する準備として，
ステーク監査委員会は，監査を開始する少なくとも1－2
週間前（1月15日および7月15日以前）に監査計画集会を
開催します。この集会には，ステーク監査委員会，ステー
ク監査員，ステーク書記，および財政担当ステーク書記
補佐が参加します。

この集会におけるアジェンダの項目に以下を含めるとよ
いでしょう。

• 監査員に割り当てを与える。

• 監査員を訓練する。

• 監査の質問と付随する指示事項を確認する。
LUFASの訓練用監査ツールを使用して監査の質問
を効果的に確認する。

• 変更やアップグレードがないかLUFASのリリースノー
トを確認する。

• 現在の監査においてさらなる考慮を要すると思われ
るリスクや弱点を評価するために，以前の監査結果
を検討する。

• 繰り返し報告される監査指摘事項を検討し，また以
前の是正措置が効果的であったことを確認するため
に，この監査期間に必要と思われる追加の検証につ
いて話し合う。

• これまで監査指摘事項が報告されていないユニット
を評価する。監査が入念に行われている場合，長い
期間にわたって監査指摘事項がないということは考
えにくい。

• ビショップリックの顧問や書記が新しく召されたな
ど，指導者に変更があった場合は監査員に知らせる。
指導者に変更があった場合，より徹底した財務処理
の検証を行うよう，監査員を促すとよい。

• 監査員が検証を実行する方法に影響を与える可能
性のあるステークの方針または以前のステーク監
査委員会の決定について話し合う。

2回目の集会―監査の検討
ステーク監査委員会は，監査報告書へのユニット指導者
の署名後，かつステーク監査委員長の署名前に，監査検
討集会を開催します。この集会は，年末監査に対しては
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3月上旬，また中間監査に対しては9月上旬に開催します。
年末監査に対しては2月末までに，また中間監査に対し
ては8月末までに監査を完了すると，ステーク監査委員
会で15日間かけて監査を検討することができます。

監査検討集会には，ステーク監査委員会，ステーク監査
員，ステーク書記，および財政担当ステーク書記補佐が
参加します。この集会の目的は，監査結果を検討し，各
監査指摘事項について話し合うことです。ステーク監査
委員会は，各是正措置の有効性を判断し，必要であれば
是正措置に対する改善を提案します。監査委員長または
割り当てを受けた委員会の委員は，是正措置が不十分
あるいは問題の根本原因の是正にならない場合，是正
計画の見直しをユニット指導者に求めるべきです。これ
は，リスクを特定し，対処するという委員会の義務の重
要な部分です。

監査指摘事項および是正措置を検討する際，ステーク
監査委員会の委員は，ともに評議して，どのような財務
訓練が必要か，だれが追加の訓練を受けるとよいか，だ
れが訓練を実施できる最適任者かを見極めます。

LUFASの監査検討ツールを使用してすべての監査を効
果的に検討することができる場合，この集会の開催は必
要ないかもしれません。

ステーク監査委員長が監査報告書に署名すると，委員長
および委員会の委員がユニットによって計画された是正
措置を検討して承認したこと，また是正措置が確実に完
了して報告されるよう委員長がフォローアップを行うこ
とを認めたことになります。

3回目の集会―監査の終了と評価
ステーク監査委員会は，年末監査に対しては4月に， 
また中間監査に対しては10月に，監査終了および 
評価集会を開催します。この集会の目的は，監査の 
質を評価し，改善し，また財務リスクを評価し，対 
処することです。この集会に出席するのは，ステー 
ク監査委員会の委員長と委員のみです。これは，ス 
テークにおける監査の手順および財務リスクのあ 
らゆる側面について率直に話し合う時間です。 

（本文書後半の「3.4ともに評議してステークの財務リスク
を特定し，評価し，対処する」を参照）

この集会におけるアジェンダの項目に以下を含めるとよ
いでしょう。

• 監査検討集会で与えられた割り当てについて検討お
よびフォローアップする。

• 是正措置が適切に完了しているかを確認する。

• 監査指摘事項を解決するのに是正措置が効果的で
ないと思われる場合，別の解決策について話し合い，
割り当てを行う。

• 監査の質を検討して，ステーク監査員，ユニット指
導者，または書記のために必要と思われる追加の訓
練を決める。

• 人材，割り当て，または手順に関して，次の監査期間
に向けて行うべきあらゆる変更について話し合い，
文書化する。

• リスク，特に教会基金の不正使用に関するリスクに
ついて評価し，そのリスクを軽減する方法を決定す
る。

ステーク監査委員長は，監査指摘事項が解決されたこ
とを確認後，LUFAS上で解決済みの印を付けます。

3.2　ステーク監査員を訓練する
ステーク監査委員会は，すべてのステーク監査員を定期
的に訓練し，彼らが以下のことを確実に理解するように
します。

1. 監査の目的および手順。

2. 教会における財政方針および手続き。

3. ステーク監査員としての役割，およびすべての監査
を愛の精神と聖霊の導きの下で行うという責任。

4. 監査の各質問で言及されているリスク。

5. 「地元ユニット財政監査システム」（LUFAS）の利用方法。

以下は訓練のテーマとして考えられるものです。

• 教会財政監査の目的。

• 監査中に御霊を認識し，従う方法。

• 監査の各質問の背後にある原則が，どのように教会
の基金および指導者を保護するか。

• 監査の実施中，以下の事柄が重要である理由：

 ◦ 監査の各質問を書かれているとおりに尋ねる
こと。

 ◦ すべての指示を注意深く読み，それに従うこと。

 ◦ 「方針と手順の確認」の項にあるすべての補足質
問を声に出して読むこと。

補足質問は，一部の監査の質問に続く指示事項
に含まれている場合があります。補足質問は，
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監査員が監査中に対処すべき特定のリスクを見
つけるのに役立ちます。

質問の言い換えや指示の軽視は誤った回答に
つながり，監査の有効性が低下する可能性があ
ります。

「財政と監査」および「物質的に必要なものの提供と自
立の確立」「総合手引き」34および22〔英文〕。

• 質の高い監査を行う方法，および一般的に監査の質
が高いと指摘事項が出てくる理由。

• 監査指摘事項はどのように以下を学ぶ機会を提供
するか。監査指摘事項が恐れるものではなく歓迎す
べきものである理由。監査は改善を支援しながら，
ユニットの指導者と書記をどのように強めるか。

• 効果的な是正措置の要素。

訓練のためにLUFASの訓練用監査ツールを使用する方法。

ステーク監査委員会は，ステーク監査員の訓練を主導し
ます。また監査委員会は監査員に個人的な学習を奨励
します。ChurchofJesusChrist.orgのヘルプセンターには，
教会の財政および監査に関する多くの記事が掲載され
ています。LUFAS上で訓練用監査を行うことは，自己訓
練に良い方法です。

3.3　その他のステーク財政訓練を監督する
ステーク会長は，ワードとステークの指導者と書記が財
務に関する彼らの義務について確実に学べるように，ま
た彼らが教会の財政方針と手続きに確実に従うようにし
ます（「総合手引き」34.2.1参照）。

この責任においてステーク会長を支援するため，ステー
ク監査委員会は，前回のステーク財政訓練の効果性に
ついて評価し，さらなる訓練の必要性を決定するために，
監査の結果，ステーク監査員の所見，および委員会の委
員自身の所見を利用します。ステーク監査委員会は，財
政訓練の内容，訓練の時期，説明を受けるべき人，また
説明を実施するのに最も適した人について，ステーク会
長会に推薦します。例えば，ビショップに対する財政訓
練は，ステーク会長会の一員が行うのが最も効果的でし
ょう。

財政訓練はステーク会長の指示の下で以下の人が行い
ます。

• ステーク会長会の一員。

• ステーク書記。

• 地域監査員補佐。

• ステーク会長により割り当てられたその他の適任者。

3.4　ともに評議してステークの財務リスクを
特定し，評価し，対処する
ステーク監査委員会の委員は，ステークにおける財
務上の慣行，および教会の財政手続きと方針に関す
る理解を増すことによって，効果的にともに評議する
備えをします。個人の準備として，「総合手引き」や
ChurchofJesusChrist.orgのヘルプセンターにある 
「記録作成」ページの「財政と財政監査」の項を研究す
ることができます。また個人の準備としては，完了した
監査を入念に検討し，「地元ユニット財政監査システム」
（LUFAS）に掲載されている過去の監査情報を分析する
ことを含めてもよいでしょう。

ステーク監査委員会が集う目的は，よく祈ってステーク
における財政面のリスクを特定し，話し合うこと，また，
ともに評議して，これらのリスクに効果的に対処するた
めの霊感による解決策を見いだすことです。リスクアセ
スメントは，どのような問題が起こり得るか，またそれら
の問題がどれくらい起こりそうかを判断するプロセスで
す。何らかの問題がすでに起こっている可能性も含みま
す。

多くの場合，教会財政のリスクアセスメントは以下の質
問事項によって始めます。

どんな問題が起こり得るでしょうか。

なぜその問題が起きるでしょうか。

それを防ぐためにできることは何でしょうか。

ステーク監査委員会は，財政面のリスクに関して少なく
とも以下の兆候を考慮する必要があります。

• 指導者が意図的または意図せず，個人的な利益のた
めに基金を不正使用するように誘惑される可能性の
ある状況，または不正使用を告発される可能性のあ
る状況に自らを置いている証拠。考えられる証拠と
しては以下が挙げられます。

 ◦ ユニット指導者やその妻，あるいはその他の指
導者やその配偶者への支払いの件数が多い。
監査がオンラインで実施されると，これらの支
払処理は「処理項目の注釈」を使用して強調表
示されます。

 ◦ 裏付け書類のない支払いの件数が多い。



 ◦ 献金の処理および入金の際，二人で行うという
原則に従っていない。

 ◦ 入金が遅い。

• ステーク会長が定期的かつ効果的にビショップと 
「ユニット財政報告書」の確認を行っていない。

• ユニット指導者または書記が毎月「ユニット財政報
告書」を入念に確認していない。

• 通常でない断食献金の支払いや多額の断食献金支
援がある。

• 監査指摘事項の数が多い。

• 繰り返し報告される監査指摘事項がある。

• これまで監査指摘事項がない。

• ユニット指導者が監査指摘事項やその解決方法を
理解していない。

• 教会の基金や財政記録が安全に管理されていな 
い。

ステーク監査委員会は，ステークの会員や神権指導者
への経済的圧力，指導者の知識と経験のレベル，地域の
文化，銀行の場所，教会の基金や建物の物理的なセキュ
リティなど，その他のリスクの兆候を考慮に入れること
もあります。

財政面のリスクを低減するには，以下の方法が考えられ
ます。

• さらに入念，正確，かつ時宜にかなって行うことに
より，監査の全体的な質を高める。

• 監査員が気づいた財政問題とその問題が起きた原
因に関する全容をステーク監査委員会に明らかに
できるよう支援する。

• 再発を防止し，根本的な問題に対応するための是正
措置をユニット指導者が策定する支援を行う。

• 教会の適切な福祉の原則を教え，その原則が確実
に守られるようにする（「物質的に必要なものの提
供と自立の確立」）。

監査の質問は，考慮すべき主要なリスクの多くを特定し
ます。したがって，監査結果と報告書は，ステーク監査
委員会にとってリスク情報を得る良いリソースです。

4．報告責任
ステーク監査委員会は，ステーク会長へ直接報告しま 
す。ステーク監査委員長は，委員会の活動について定 
期的に報告します。報告には以下を含めるとよいでし 
ょう。

• 監査報告書の提出状況，監査の所見，監査の指摘事
項の概要，監査の指摘事項の解決策などの監査結
果。

• 教会基金の不適切な支出を含む，特定された財政
面のリスク。

• 訓練，モニタリング，監査，およびその他の手段によ
るリスクへの対処状況。

• 進行中の訓練または行う必要のある訓練。

• ステーク監査委員会およびステーク監査員に必要
な人材。

マリオン・G・ロムニー管長は次のように教えています。
「指導者の皆さん， 戻って報告することは， 忠実な賢
い管理人が行う最後の詰めです。」（「福祉事業：救い主
のプログラム」 『聖徒の道』1981年4月号，177）

5．まとめ
ステーク監査委員会が完全に組織されて機能すること
は，教会基金の適切な取り扱いと管理ならびに聖徒の
祝福に不可欠です。ステークおよびワードの監査の目的
は，「総合手引き」に，次のようにはっきりと述べられて
います。「監査員は，什分の一とそのほかの献金が正し
く記録されていること，教会基金が適切に用いられ，会
計報告され，保護されていること，財政記録が完全かつ
正確であることを確認します。」（34.9.3）ステーク監査
委員会の委員は，適切に自分の責任を果たすときに，教
会の神聖な基金を保護し，それらを扱う人々を強めるこ
とができるでしょう。
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