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監査項目

平成21年度分
監査箇所名

個人県民税

同
同
同

収入簿について
収入額は電算データによ
り管理されているが､ それ
とは別に手書きの収入簿が
存在する｡ 電算化によるメ

監査結果

青森県監査委員

条の38第６項の規定により､ 措置の内容を公表する｡

○

東青地域県
民局県税部
中南地域県
民局県税部
三八地域県

泉
元
工
岡

山
木
藤
元

兼

篤

哲

人

光

子

章

調定収入簿の様式
を電子化した｡

措置の内容

行

事から措置を講じた旨の通知があったので､ 地方自治法 (昭和22年法律第67号) 第252

平成21年度､ 平成22年度及び平成23年度の包括外部監査の結果に基づき､ 青森県知

包括外部監査結果に対する措置の公表

査
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○

民局県税部
西北地域県
民局県税部
上北地域県
民局県税部
下北地域県
民局県税部
税務課

情報システ
ム課

法人二税

管理体制の見直し
県全体でのＩＴ投資がもっ
と効率よくできるような管
理体制に改めるべきである｡
県全体としてのＩＴガバナ
ンスは個々のＩＴ投資や効
果を管理するだけでは不十
分で､ 組織全体での費用対
効果については､ 経営戦略
とＩＴ戦略との整合性をもっ
て､ ＩＴ投資額を決定し､
組織のあり方や人員・体制､
リスクに関連する事項を総
合的に検討してかかるべき
である｡

電子申告に関連して
電子申告のシステムと法
人二税を管理する電算シス
テムの自動連携が可能にな
れば､ 入力作業の時間が節
約されるばかりではなく､
入力ミスの防止も可能にな
る｡ 出来るだけ早急に､ デ
ータの共有により電子申告
のシステムと法人二税の電
算システムを統合し､ 業務
の一層の効率化を図るべき
である｡

措置の内容

庁内の情報システ
ムについては､ これ
まで庁内に情報シス
テム投資委員会を設
置し､ 個々のシステ
ムの評価と投資判断
を実施してシステム
の最適化を図ってき
たが､ 各情報システ
ムのサーバの統合な
ど､ 全体的な視点か
らの最適化への取組
に重点を移すことと
した｡

法人電子申告デー
タ連携システムを導
入し､ 税務オンライ
ンシステムの端末か
らの申告書入力を不
要とした｡

工業振興課 むつ小川原工
( 現 ： 産 業 業基地企業立
立地推進課) 地促進基金

監査箇所名

リットを生かすことが肝要
である｡

税務電算シス
テムのコスト
と現状

監査結果

むつ小川原工業基
地企業立地促進基金
については､ 積極的
な 誘 致 PR 活 動 や 各
種プロジェクトによ
る企業立地の促進を
図ることとし､ 平成
30年度までの基金処
分計画を策定した｡

平成22年度分
監査項目

基金取崩しについて
当初計画どおりの企業立
地が進まず､ 結果として､
基金創設から現在まで県が
対応すべきものは無かった
ことになる｡
現在は基金そのものの存
在意義を疑わざるを得ない
状態にある｡ 青森県のため
に､ 同地域の将来を見据え
た計画に基づく補助制度と

(  )
号外第２号

報
県
森
青
月曜日
平成25年１月21日

観光企画課

病院局

病院局

購入取得美術品の現品管
理について
美術品の現品の確認照合
の方法､ 現品の保管場所の
整理方法等を検討し管理規
定を定めるなどして､ その
所在の確認が適切にされる
ようにすべきである｡

医療機器整備委員
会での決定事項と実
際の購入内容が相違
する場合は､ その理
由を記した文書によ
り委員会に報告する
こととした｡

所蔵作品の題名､
作者名､ 作品の状態､
作品の写真等を登録
する美術品データベ
ースシステムを作成
した｡
また､ 長期間確認
されなかった作品に
ついてはその所在を
確認することとし､
重要物品である美術
資料については､ 毎
年､ 現物確認を行い､
その他の美術品につ
いては展示の都度確
認することとした｡

基金の有り方を見直してい
ただきたい｡

平成11年度
契約その他の
予算執行事務

医療機器整備委員会の決
定と実際の購入手続きまで
のプロセスについて
医療機器整備委員会で検
討した際の購入機種や購入
予定価格と相違するもの､
及び実際の購入が委員会で
の決定の次年度で行われて
いる医療機器があったが､
その乖離についての書面が
作成されていない｡ 医療機
器整備委員会での決定から
実際の購入整備までのプロ
セスは透明性を確保するべ
く書面にて保存することが
望ましい｡

美術資料取得
等基金

平成15年度
現品管理の不
備について

平成23年度に固定
資産実査を行い､ ラ
ベル未貼付の備品に
はラベルを貼付し､
現存しない備品や使
用見込みのない備品
については固定資産
台帳から除外する処
理をした｡
固定資産の実査に
ついては､ 年１回､
使用部署と協力して
行うこととした｡
過去の指摘事項に関して
の改善状況について
いまだラベル貼付のない
備品や使用見込みのない備
品､ そして存在が確認でき
ない備品が多数ある｡
特に除却に関しては､ 機
器を更新した際に同時に廃
棄された機器の処理を失念
していると思われるケース
があり､ 現行の手続では､
適時な処理を失念するとそ
の未処理の状態を回復させ
る仕組みがないため､ 帳簿
に記載があるが実際には該
当する資産が存在しないと
いう架空資産が計上される｡

○

固定資産台帳に記載され
ていない備品について
放射線科のガンマ線源校
正器は､ いつどこから入手
したのか不明とのことであ
る｡ 早急に原因を究明し､
適切な受入処理を行うべき
である｡

措置の内容

現品の受入経緯等
について確認したと
ころ､ 他の病院から
メーカーを通じて無
償譲渡されたことが
判明したため､ 残存
価格 (耐用年数経過
のため､ 販売価格か
ら減価償却限度額を
差し引いた価格) で､
受贈財産として受入
処理を平成24年３月
31日付で行った｡

適正な残高の把握及び適
正な会計処理事務の遂行の
ためにも､ 年に１度の固定
資産実査を実施するなどの
措置を取る必要がある｡

監査結果

平成24年度におけ
る駅弁販売会におい
ては､ 売り切れ時間
帯の縮小のための取
組として､ ①前回販
売の動向を見極めた
駅弁の仕入れに努め
ること､ ②消費期限
が長い (24時間対応
のもの：通常は12時
間) 駅弁を閉店時間
までに確実に商品を
置くことにより､ 閉
店前の完売を回避す
ることとした｡

病院局

監査項目

平成22年度事業の事業効
果について
駅弁のＪＲ駅構内での販
売については､ 販売スペー
スが限られていることはそ
れ自体が問題ではないと考
える｡ その結果､ 作る弁当
の数が限られてしまうこと
にある｡
新青森駅は青森の新しい
顔であり､ ここでの対応は
県による販売姿勢そのもの
を象徴していると捉えられ
兼ねないことはもっと認識
しなければならない｡ 限ら
れた販売スペースにおいて
売れ残りが生じないように
事業者が作る弁当の数が保
守的になることも理解でき
るが､ ｢作る側の理屈｣ を
考慮しすぎると今現在の顧
客のみならず将来の顧客を
も逃してしまう｡ 平成22年
度における本事業が無駄に
ならないような対策を講じ
る必要がある｡

事業で開発された
商品等については､

平成15年度
現品管理の不
備について

監査箇所名

県内における
県産品統一キャ
ンペーン事業
費

事業成果の把握について
平成22年度の事業の取組

平成23年度分

総合販売戦
略課

商品アイデン
ティティ確立

総合販売戦
略課
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総合販売戦
略課

商品アイデン
ティティ確立
支援事業費

支援事業費

複数事業で連携して委託
する場合の留意点について
首都圏消費者の評価と県
内消費者の評価の委託先は
別々の会社であり､ 前者は
本事業の委託として契約し
ているが､ 後者については
｢消費者起点県産品資源発
掘ビジネスモデル創出事業
費｣ における委託の一環で
実施している｡ また､ 首都
圏消費者評価に係る委託先
との契約金額は924千円で
あるが､ 本事業の予算750
千円と､ ｢あおもり食産業
首都圏販路確立事業費｣ の
予算174千円を併せて使用
している｡
｢消費者起点県産品資源
発掘ビジネスモデル創出事
業費｣ と ｢あおもり食産業
首都圏販路確立事業費｣ は､
共に商品発掘や販路拡大を
目的としてマーケティング
リサーチや消費者評価の実
施を含んでおり､ 本事業と
連携することについて違和
感はない｡ 同様の委託を別々

実績としては､ 予算段階で
計画した項目について概ね
実施されているが､ それに
比べると事業成果の把握が
弱いのではないかと思われ
る｡
本事業の目的は商品のア
イデンティティを確立し､
買ってもらえる商品づくり
であるため､ テイスティン
グやクリニックを受けた商
品がどの程度､ 店頭に並び､
実際にどの程度売れたのか
について把握することが重
要である｡ 県としては事業
費を負担して商品づくり等
の支援をした立場にあり､
その成果情報は当然入手し､
次の施策や事業に生かして
ゆくべきである｡
今後､ 事業の成果に関す
る情報を十分把握すること
が必要であり､ それを含め
て事業計画を策定すべきで
ある｡

その後の販売状況等
について聞き取り調
査を進め､ リストを
整理しており､ 今後
の事業等へ生かして
いくこととした｡

複数の事業が連携
する場合は､ 事業間
の関連性に留意し､
計画当初から事業の
趣旨に沿った目的や
内容が明確になるよ
う仕様書を策定し､
委託先の管理に十分
留意することとした｡

総合販売戦
略課

総合販売戦
略課

商品アイデン
ティティ確立
支援事業費

事業単位の経費管理の改
善について
各事業は個々に目的をも
って設定されているもので
ある限り､ その成果ととも
に､ 費やされた経費につい
ては事業単位で算出して評
価する必要がある｡
また､ 年度途中において
も事業ごとの予算の執行状
況を適時に把握できれば､
目的の達成に向けた柔軟か
つ機動的な対応がより一層
可能になると思われる｡
したがって､ 事業の実態
を正確に示す決算額や年度
途中の執行額の把握は重要
であり､ 事業単位で適切か
つ効率的な経費管理が行わ
れるように､ これまでの仕
組みを見直すことが望まし
い｡

ア 平成24年度から
実施している県産
品販路分析・開拓
推進事業において
販路開拓に係るア
ドバイス業務をコ
ンサルティング会
社に委託しており､
そのアドバイスを
参考に県産品への
関心の高さ・取引
可能性の高さを優
先しアプローチ頻

予算執行に当たっ
ては､ 関係書類に細
事業名を必ず記載す
ることとした｡

に重複して行うよりも経済
的である｡
しかし一方で各事業がそ
れぞれ独立した目的を持ち､
立ち上げられていることも
事実である｡ あくまで本事
業の目的を達成するために
必要な事項を委託内容とし
て明確にすることが重要で
ある｡
今後､ 複数の事業が連携
して委託を行う場合､ それ
ぞれの事業に係る委託の目
的や内容が曖昧にならない
ように仕様書の策定や委託
先の管理において､ 十分留
意する必要がある｡

あおもり食産
業首都圏販路
確立事業費

営業活動の仕組みについ
て
ア. アプローチ先の色分
け
イ. 営業活動のＰＤＣＡ
ウ. 営業手法の効果分析
と活用
エ. 専門性の向上
オ. 営業目標､ 戦略の明
確化
ア. 限定された人員で幅広
い青森県産品の販路拡大
というミッションを効果
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的に遂行するにはアプロ
ーチ先の色分けがポイン
トとなる｡ 既存及び今後
のアプローチ先全体を一
覧化し､ 県の方針や交渉
状況を踏まえて､ 優先順
位付け､ あるいはランク
付けを行う｡ アプローチ
の頻度や方法はその色分
けを踏まえて効果的に行
うことが考えられる｡
イ. 営業における方針､ 実
施､ 報告・分析､ フィー
ドバックといういわゆる
ＰＤＣＡサイクルは従来
から行われているが､ さ
らに工夫の余地はある｡
たとえば､ 東京からの営
業報告の書式で営業計画
の進捗状況がわかるよう
にする､ 東京から総合販
売戦略課への依頼事項や
東京からの指示とその対
応状況についての記録を
残す､ また､ 営業会議を
単なる情報共有だけでな
く､ 計画に対して実績を
分析し､ 次の方針を定め､
承認する場としての機能
を向上させることなどで
ある｡
ウ. 本事業では､ サンプル
提供や産地訪問､ フェア
開催などが行われている｡
また､ 総合販売戦略に係
る他の事業でも､ 同様に
多様な手法を用いて販路
開拓や商品づくりを支援
している｡ 既存の営業手
法の効果等について分析
するとともに､ 情報ネッ
トワーク等を利用した新
たな営業手法なども積極
的に取り入れ､ 営業手法
をより効果的に使い分け
ていくことが求められる｡
エ. 営業活動には､ 青森県
の農林水産物及びその加
工品を含む幅広い産物や
商品に関する最新の知識
とともに､ 生産､ 収穫か
ら加工､ 物流､ 販売に至
る各プロセスに関する専
門的､ 技術的な知識が必

度を決めることと
した｡
イ 取引先との打合
せ結果は ｢業務日
報｣ として東京と
青森のパソコン上
で速やかに情報共
有することとし､
定例の会議では､
事業の進捗・予定
についても打合せ
を行い､ 現状確認
や今後の方向性に
ついてスタッフ全
員により確認する
こととした｡
ウ 事業実施にあた
りコンサルティン
グ会社のアドバイ
スを受けながら取
引先へのアプロー
チを行うこととし
た｡
エ 平成24年度は東
京・青森双方のス
タッフの知識を迅
速に高めるため､
年度早々に産地調
査を集中的に実施
し､ 情報収集に努
めることとした｡
オ 定量的な目標設
定について検討す
るため､ 産地側に
対しての販売額を
確認することに努
めることとした｡
総合販売戦
略課

総合販売戦
略課

あおもり食産
業首都圏販路
確立事業費

補助金の対象団体や交付
金額の見直しについて

事業単位の経費管理の改
善について
各事業は個々に目的をも
って設定されているもので
ある限り､ その成果ととも
に､ 費やされた経費につい
ては事業単位で算出して評
価する必要がある｡ また､
年度途中においても事業ご
との予算の執行状況を適時
に把握できれば､ 目的の達
成に向けた柔軟かつ機動的
な対応がより一層可能にな
ると思われる｡
したがって､ 事業の実態
を正確に示す決算額や年度
途中の執行額の把握は重要
であり､ 事業単位で適切か
つ効率的な経費管理が行わ
れるように､ これまでの仕
組みを見直すことが望まし
い｡

当該事業を継承す
る ｢あおもり産品消

予算執行に当たっ
ては､ 関係書類に細
事業名を必ず記載す
ることとした｡

要になる｡ 今まで以上に､
職員の知識習得の機会を
拡大するとともに､ 組織
的な役割分担やバックア
ップにより､ 全体として
専門性の向上を図ってい
くことが考えられる｡
オ. 県の場合､ 民間企業の
販売額のように達成すべ
き目標を定量的に設定し
づらい面があることは確
かであるが､ できるだけ
営業活動の直接的な成果
を測定できる定量的な指
標と目標値を設定するこ
とが望ましい｡ 目標が明
確になれば､ その達成の
ための戦略や手段も検討
しやすくなる｡ その目標
を達成するためには､ ど
ういう県産品に重点をお
き､ どういう相手先をタ
ーゲットとして､ どうア
プローチするのかなどに
ついて方針を定め､ 予算
や人的資源をより効果的
に配置していくことが必
要である｡

県産農水畜産
物消費宣伝躍
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総合販売戦
略課

総合販売戦
略課

青森県産品販
売拡大ステッ
プアップ事業
費

進事業費

事業単位の経費管理の改
善について
各事業は個々に目的をも
って設定されているもので

県の関与の仕方に係る留
意点について
これまでの取組において
特に問題が見られたという
ことではないが､ 今後､ さ
らに販路開拓等について展
開する場合､ 県としての関
与の仕方について､ 次のよ
うな点に留意することが必
要であると考える｡
ア. 民間主導､ イ. 公平性､
ウ. 有効性､ エ. 戦略性､
オ. 成果情報の入手､ 共有

平成22年度の対象団体の
選考過程や実績報告などの
手続きをみた限りでは､ 特
に大きな問題はみられなか
ったが､ 補助金申請に係る
競争の仕組みがうまく機能
しているかなどについては
疑問が残る｡
平成18年度以降の補助金
交付の状況をみると､ 各団
体の補助金額に事業計画の
企画力や斬新性の評価結果
が反映されているとは言え
ない状況である｡ 実態は６
団体に限定して一定割合が
継続して交付される性格の
補助金となっている｡
総合販売戦略を実質的に
推進していくには､ 本事業
のように関係団体の取組を
含めて総合的に進める必要
があり､ 関係団体の宣伝活
動を支援する本事業の趣旨
自体は一定の合理性が認め
られる｡ ただし､ 交付先や
金額等が硬直的になってい
る面が見られるため､ 仮に
平成24年度以降も類似の補
助金事業が継続する場合､
従来の補助金の交付金額と
各団体の実績､ 事業効果を
分析し､ 補助金額と対象事
業の妥当性を改めて確認す
ることなどに留意して進め
ることが望ましい｡

予算執行に当たっ
ては､ 関係書類に細
事業名を必ず記載す
ることとした｡

県では､ 従前から
民間主導､ 公平性､
有効性､ 戦略性､ 成
果情報の入手・共有
について､ 意識しな
がら事業を進めてき
たところであり､ 今
後とも留意していく｡

費宣伝活動促進事業｣
において､
① 事業対象を農畜
水産物に加え､ そ
の加工品まで拡大
② 事業を選考する
事業推進委員会の
機能強化 (１回目
で事業内容に対す
るアドバイスを実
施､ ２回目でブラ
ッシュアップした
計画への更なるア
ドバイスを実施)
③ 実績報告書に事
業内容毎の事業効
果を記入させ､ 効
果を検証
などを実施するこ
ととした｡

青森県産品販
売拡大ステッ
プアップ事業
費

総合販売戦
略課
三八地域県
民局地域連
携部

三八地域農商
工ネットワー
ク形成事業費

ある限り､ その成果ととも
に､ 費やされた経費につい
ては事業単位で算出して評
価する必要がある｡
また､ 年度途中において
も事業ごとの予算の執行状
況を適時に把握できれば､
目的の達成に向けた柔軟か
つ機動的な対応がより一層
可能になると思われる｡
したがって､ 事業の実態
を正確に示す決算額や年度
途中の執行額の把握は重要
であり､ 事業単位で適切か
つ効率的な経費管理が行わ
れるように､ これまでの仕
組みを見直すことが望まし
い｡

事業目標の明確化と適切
な事業計画､ 予算の設定に
ついて
平成22年度の４つの細事
業の予算の執行率は41.1％
である｡ 決算額には､ 予算
算定時に想定されていない
共通的な経費も含まれてお
り､ 事業に直接関わる経費
に限ると予算の執行率はさ
らに低くなるものと推定さ
れる｡ また､ 事業に直接関
わる経費のうち､ 中止とな
った地域資源活用フェアに
係る委託料548千円 (４細
事業全体決算額の22.7％)
は具体的な実績につながっ
ていない｡
予算の執行率は高ければ
良いというものではない｡
効率的な取組によって予算
よりも少ない経費で事業目
的を達成できるのであれば､
むしろ望ましい｡ また､ 予
算の編成時期とその執行時
期にはタイムラグがあるた
め､ 実際の取組内容が当初
計画から変わってくること
は十分考えられることであ
る｡ ただし､ 果たして事業
目的は達成できたのかとい
う疑問は残る｡ 第三者から
みて､ その疑問を解消でき
ないのは､ 事業目的を達成
するために設定された目標

当該事業は平成22
年度で終了したが､
新規事業の立案に当
たっては､ 事業の到
達目標を明確に設定
し､ 適切な事業計画
の策定と最小限の経
費の見積を行うこと
とした｡
また､ 事業の目標
や計画の達成に向け
て､ 引き続き本庁と
地域県民局の連携に
取り組んでいく｡
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総合販売戦
略課
西北地域県
民局地域連
携部

食産業クラス
ター形成推進
事業費

が必ずしも明確ではないか
らだと思われる｡ もう少し
具体的に､ 本事業による到
達目標を設定すべきである｡
一方､ 仮に今回の取組で
も事業目的を達成できたと
する場合､ そもそも当初の
事業計画や予算の設定が適
切ではなかった可能性もあ
る｡ 予算の４割程度の執行
で済むのであれば､ 当初の
計画や予算が過大であった
ことになる｡ 平成22年度予
算では､ 前年度途中までの
状況を踏まえた見直しの跡
がほとんど見られない｡
事業目標を十分に踏まえ
た適切な事業計画の策定と､
最小限の経費の見積､ そし
て継続事業の場合は前年度
までの状況を踏まえた柔軟
な予算の見直しが必要であ
る｡
今後同様の事業において
は､ 適切な計画や予算の設
定に向けて､ 地域県民局と
総合販売戦略課の連携をよ
り一層強化する必要があり､
目標や計画の達成に関する
責任の所在が曖昧にならな
いように十分留意すること
が求められる｡
事業成果に係る情報の継
続的な収集と活用について
事業の実績については､
概ね計画に沿って事業が実
施されたことが伺える｡
事業をきっかけとした取
組や取引､ 販売などの成果
があると思われるが､ 県と
しては必ずしも具体的な情
報を幅広く収集できている
わけではない｡ また､ 事業
目的に掲げられている地域
の産学官金のネットワーク
の強化や､ 首都圏と連携し
た地域特産品の商品力向上
など､ 県のその後の事業の
中で継続的に情報を収集す
る仕組みは整備されていな
い｡ 事業実施がその後どの
ような成果につながってい
くのかについて､ 幅広く継

当該事業は平成23
年度で終了したが､
管内市町や民間団体
において､ 食のブラ
ンド化等新たな付加
価値の創出に向けた
取組が開始されてい
ることなどを踏まえ､
当地域の地域づくり
の総合的検討を行う
西北五活性化協議会
等を活用して､ 地元
優良食材の情報発信
や､ 食材活用､ 食関
連産業のネットワー
ク化等に関する情報
収集に努めていくこ
ととした｡

総合販売戦
略課
上北地域県
民局地域連
携部

エネルギッシ
ュ食の上北結
集事業費

続的にフォローすることが
必要である｡
地域のネットワークにつ
いて情報を収集することが
重要である｡ それによって､
本当の意味での本事業の成
果を評価することが可能と
なる｡ 今後の県の関与の仕
方についての検討材料とな
り､ 次の事業にも活かすこ
とができる｡ また､ 事業に
よってできたネットワーク
や蓄積された情報､ ノウハ
ウを県庁内で共有し､ 活用
できるようにする意味でも
事業後の成果情報の収集が
必要となる｡
継続事業では後年度事業
の取組として､ また､ 事業
終了後も別の関連事業や事
業外の取組としてフォロー
するなど､ 継続的な情報収
集の仕組みを検討すること
が望ましい｡ 事業の担当者
が交代する場合も事業成果
のフォローについて継続的
に取り組めるように留意し
て引継を行うことなどが考
えられる｡

事業目標の明確化と適切
な事業計画､ 予算の設定に
ついて
平成22年度の４つの細事
業の予算の執行率は58.3％
である｡ 予算・決算の全額
が負担金である ｢おいらせ
発！エネルギッシュ野菜活
用推進事業費｣ を除くと､
予算執行率は37.6％である｡
予算の執行率は高ければ
良いというものではない｡
効率的な取組によって予算
よりも少ない経費で事業目
的を達成できるのであれば､
むしろ望ましい｡ また､ 予
算の編成時期とその執行時
期にはタイムラグがあるた
め､ 実際の取組内容が当初
計画から変わってくること
は十分考えられることであ
る｡
ただし､ 果たして事業目
的は達成できたのかという

当該事業は平成22
年度で終了したが､
新規事業の立案に当
たっては､ 事業の到
達目標を明確に設定
し､ 適切な事業計画
の策定と最小限の経
費の見積を行うこと
とした｡
また､ 事業の目標
や計画の達成に向け
て､ 引き続き本庁と
地域県民局の連携に
取り組んでいく｡
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総合販売戦
略課

消費者起点県
産品資源発掘
ビジネスモデ
ル創出事業費
(ふるさと雇
用)

疑問は残る｡ それは､ 事業
目的を達成するために設定
された目標が必ずしも明確
ではないからだと思われる｡
目標が明確になれば事業計
画 (手段) を変更しても達
成できたかどうか判断でき
る｡ もう少し具体的に本事
業による到達目標を設定し
ておくべきである｡
一方､ 仮に今回の取組で
も事業目的を達成できたと
する場合､ そもそも当初の
事業計画や予算の設定が適
切ではなかった可能性もあ
る｡ ｢おいらせ発！エネル
ギッシュ野菜活用推進事業
費｣ を除くと､ 予算の４割
程度の執行で済むのであれ
ば､ 当初の計画や予算が過
大であったことになる｡
事業目標を十分に踏まえ
た適切な事業計画の策定と､
最小限の経費の見積､ そし
て継続事業の場合は前年度
までの状況を踏まえた柔軟
な予算の見直しが必要であ
る｡
今後同様の事業において
は､ 適切な計画や予算の設
定に向けて､ 地域県民局と
総合販売戦略課の連携をよ
り一層強化する必要があり､
目標や計画の達成に関する
責任の所在が曖昧にならな
いように十分留意すること
が重要となる｡
独自の目的､ 目標に基づ
く事業単位の設定について
本事業は､ 実質的には､
他事業の目的を達成するた
めに必要な業務の一部を担
っている形である｡ 本事業
の地域特産品ブランド化や
ビジネスモデル創出などの
事業目的は幅広い概念であ
り､ 他事業の目的や取組も
それに含まれるとも言える
が､ やはり本事業独自の目
的や目標が曖昧となってい
ることは否めない｡
単独では目標の達成度や
成果を評価しづらい｡ 成果

平成24年７月２日
に事業実施主体を調
査し､ 活動実績及び
連携事業との関連性
等を把握した｡
今後同様の事業を
行う場合､ 計画当初
から目的や目標を明
確に設定するよう十
分に留意することと
した｡

総合販売戦
略課
東青地域県
民局地域連
携部

総合販売戦
略課

地域ブランド
商品の芽発掘
・販路開拓事
業費 (ふるさ
と雇用)

適切な実施報告について
本委託事業の成果品とし
て､ 委託先から提出されて
いる実施報告書は､ 仕様書
に沿って項目立てがなされ
ているが､ それぞれ１〜２
ページずつで計13ページで
ある｡ 内容も具体的ではな
く､ ３名がフルタイムで１
年間執務した結果の報告と
しては必ずしも十分とは言
えない｡
月次の実施計画報告書か
らは委託先でいろいろな活
動がなされていたことがう
かがえるため､ 県はこれら
の活動実績や成果を記載さ
せて報告させる必要がある｡
また､ 地域ブランド商品の
芽発掘､ 販路開拓という､
雇用創出以外の事業目的を
踏まえ､ 県としても委託料
に見合う成果を確実に入手
する必要がある｡

平成24年度から業
務委託契約書に事業
実績報告書の提出に
関する項目を加え､
業務終了後に提出さ
せることとした｡

平成22年度事業に
対する意見を踏まえ､
委託先への指導の結
果､ 平成23年度事業
については､ 平成24
年４月10日に活動実
績や成果が具体的に
記載された実績報告
書及び詳細な調査結
果等が提出された｡

に対する経費負担も明確と
は言えないため､ 費用対効
果の観点から評価すること
が難しい｡ 連携しているそ
れぞれの事業にとっても本
事業の予算で賄っている部
分があるため､ 事業を評価
する際には同様の課題が生
じることになる｡
ふるさと雇用再生特別基
金を活用するための事業と
してやむを得ない側面があ
ることは理解できるが､ 本
来は､ 目的や目標を明確に
設定し､ その達成に必要な
取組のセットを事業単位と
すべきである｡

｢あおもり北
彩館｣ 東京店
に関する事業

｢管理運営業務委託｣ に
おける実績報告書の提出
業務の実績については､
定期的に ｢営業日報｣ が提
出されている｡ 一方､ 年度
全体に関する実績の報告は
ない｡ ｢営業日報｣ を集計
したものが年度の事業結果
ということもできるが､ 業
務委託契約書を締結した以
上､ 本来は委託内容 (青森
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総合販売戦
略課

ｊｅｎｇｏ
｢管理運営業務委託｣ に
(大阪のアン おける実績報告書の提出
テナショップ)
実績報告書の提出を義務
の事業につい 付けていないが､ 委託事業
て
が着実に達成されたかを確
認する意味においても実績
報告書を提出させることが
望ましい｡ また､ そのため
に､ 契約書にも事業実績報
告書の提出に関する項目を
加える必要があると考える｡

県産品の販売､ 店舗イベン
トの開催など) に関する年
度全体の実績について事業
実績報告書を提出させる必
要があると考える｡ また､
そのために､ 契約書にも事
業実績報告書の提出に関す
る項目を加える必要がある
と考える｡

総合販売戦
略課

産地直売施設
機能強化推進
事業費 (ふる
さと雇用)

継続雇用について
ふるさと雇用再生特別基
金事業においては､ 事業終
了後の継続雇用は義務では
ないが､ 継続雇用が望まし
いことは明らかである｡ ま
た､ 仕様書においても ｢継
続的な雇用機会の創出を図
るための事業であるため､
雇用期間終了後において､
引き続き雇用すること又は
委託事業の経験を活かして
安定した雇用に繋がるよう
に配慮すること｣ と明記し
ている｡
青森県としては､ 事業終
了後にどの程度継続雇用さ
れているかについては､ 事
業効果を判断する材料とす
る意味においても十分に確
認する必要がある｡

総合販売戦
略課

産地直売施設
機能強化推進
事業費 (ふる
さと雇用)

事業の目的とふるさと雇
用について
本事業が目的を達したか
否かについては､ 事業終了
後も青森県物産振興協会に
よって産地直売施設におけ
る本事業及び雇用が継続し
ているかどうかで事後的に
判断できると考える｡ また､
ふるさと雇用再生特別基金

平成24年４月１日
付けで契約書を変更
し､ 平成24年度分か
ら委託事業が着実に
達成されたことを確
認できる実績報告書
を提出させることと
した｡

雇用状況一覧を提
出させ､ 継続雇用の
状況を確認した｡

青森県物産振興協
会が､ 事業終了後も
半数以上のサポータ
ーを雇用継続してい
ること､ また､ 統一
的な情報発信を行う
ため､ コーディネー
ター３名のうち２名
を正規雇用したこと
を確認した｡

総合販売戦
略課

総合販売戦
略課

産直・給食コ
ーディネート
支援事業費
(ふるさと雇
用)

本事業の目的
青森県は､ ３つの団体に
対して､ 当該団体が新規に
雇用する推進員及び企画調

実績報告について
本事業の委託契約書によ
ると､ 受託事業者は事業実
施の成果として､ ｢雇用状
況実績報告書｣ 及び ｢経費
精算書｣ の提出を義務付け
ている｡ これらは､ 雇用機
会の創出を測る資料として
は有用と考えるが､ 学校給
食における県産食材の利用
率が向上のために何をした
かについては､ これらの成
果物では測ることができな
い｡ これらの目的が達成さ
れたかどうかについては､
コーディネーターによる生
産計画や出荷計画の作成状
況やサポーターによる業務
補助の実績をまとめた報告
書を提出させ､ それを確認
する方法以外はないものと
思われる｡
本事業は､ 平成23年度ま
での事業であるが､ 青森県
としては今後事業の総括と
して､ ３年間の事業の実績
を報告させる必要がある｡

提出された成果品
を確認した結果､ 契
約書及び仕様書に基
づき適正に実施され

受託事業者に３年
間の事業の実績を提
出するよう依頼し､
平成24年４月末まで
にすべての受託事業
者から報告書が提出
された｡

事業の目的は､ 地域におけ
また､ 今後も定期
る継続的な雇用機会の創出 的に継続雇用の状況
を図ることであり､ 事業実 等を確認していくこ
施の要件として ｢今後の地 ととした｡
域の発展及び地域における
継続的な雇用が期待される
事業であること｣ が求めら
れている｡
事業終了後に青森県物産
振興協会がサポーターを継
続して雇用していない又は
少ない場合には､ 民間主導
による産地直売施設の情報
発信の定着という目的が達
成されていないとも解釈さ
れるので､ 青森県としては､
事業目的が達成されている
かどうかを判断する意味に
おいても事業終了後の状況
について十分フォローを行
う必要がある｡

青森県産品情
報受発信等推
進員配置事業
費 (ふるさと
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総合販売戦
略課

総合販売戦
略課

青森県産品情
報受発信等推
進員配置事業
費 (ふるさと
雇用)

雇用)

全国農業協同組合連合会
青森県本部 (ＪＡ全農あ
おもり) との関係について
本事業の目的を達成する
ため最も適した委託先は､
ＪＡであると考える｡ 青森
県全体での販売力を結集す
るという意味でも､ 今後Ｊ
Ａ全農あおもりとの関係の
強化に努める必要がある｡

整員が県産品情報受発信等 たことを確認した｡
の業務を実施するよう委託
している｡ これらの業務は､
３つの団体の本来業務と重
複するか又はその延長線に
ある部分が多い｡
当事業は､ 新たな事業の
委託というよりも団体の運
営費補助 (人件費補助) と
みることもできる｡ 一方､
ふるさと雇用再生特別基金
事業は､ 既存の事業ではな
く青森県が企画した ｢新た
な事業｣ であることが要求
される｡ この点､ 本事業は
基金事業の対象から外れる
と解釈される恐れもある｡
本事業はスキームが不明確
なのである｡
青森県としては､ 契約書
で提出が要求される成果物
を確実に提出させたうえで､
それらが団体の既存事業の
延長線にあるものではなく､
新規事業の成果物であるこ
とを明確にしておく必要が
ある｡

雇用状況一覧を提
出させ､ 継続雇用の
状況を確認した｡

当該事業は平成23
年度で終了したが､
県ではこれまでもＪ
Ａ全農あおもりとの
関係の強化に努めて
きたところであり､
今後､ 同様の事業を
実施する場合に留意
していく｡

青森県産品情
報受発信等推
進員配置事業
費 (ふるさと
雇用)

継続雇用について
ふるさと雇用再生特別基
金事業においては､ 事業終
了後の継続雇用は義務では
ないが､ 継続雇用が望まし
いことは明らかである｡ ま
た､ 仕様書においても ｢継
続的な雇用機会の創出を図
るための事業であるため､
雇用期間終了後において､
引き続き雇用すること又は
委託事業の経験を活かして
安定した雇用に繋がるよう
に配慮すること｣ と明記し
ている｡

食の安全・
安心推進課

食の安全・
安心推進課

安全・安心で
日本一健康な
土づくり農業
推進事業費

低コスト施肥転換実証ほ
実績報告書の記載もれにつ
いて
｢青森県安全･安心で日
本一健康な土づくり農業推
進事業 低コスト施肥転換
実証ほ設置要領｣ において､
実証区と対照区の土壌診断
結果を記載すべきこととな
っているが､ 中南地域県民
局から提出された水稲の実
績報告書には対照区の土壌
診断結果が記載されていな
かった｡
中南地域県民局の水稲に
ついては､ 施肥方法､ 作物
の生育状況の比較において
重要な要素である土壌診断
結果が不明である以上､ 実
証区と対照区との正確な比
較は困難と思われるが､ 総
合評価は ｢Ｂ：対照区と同
等｣ とされていた｡
実績報告書には､ 対照区
の土壌診断結果を記載でき
なかった理由､ 及びその記
載がなくても総合評価が可
能と判断した根拠を明記す
べきである｡

当該事業は平成22
年度で終了したが､
今後､ 同様な事業を
実施する場合､ 収支
がマイナスにならな
いように計画の練り
直し等の対応を行う
ほか､ 計画と実績の
乖離があった場合に
は､ 実績報告書にそ
の要因等を明確に記
載させることとした｡

当該事業は平成22
年度で終了したが､
今後､ 同様の実証ほ
等を設置する場合は､
事業実施の説明時に
同様なミスがないよ
う指示を徹底すると
ともに､ 実証ほ設置
中における状況確認
と実績報告書に係る
検査を複数人数で行
うなど､ チェック体
制を強化することと
した｡

青森県としては､ 事業終
了後にどの程度継続雇用さ
れているかについては､ 事
業効果を判断する材料とす
る意味においても十分に確
認する必要がある｡

安全・安心で
日本一健康な
土づくり農業
推進事業費

稲わらの広域流通活動主
体への補助について
この事業は計画段階です
でに収支がマイナスである｡
事業者が赤字覚悟でこの事
業を実施したいとの意向で
あったため支出を決定した
とのことであるが､ 補助金
を活用しても収支がマイナ
スということは経済合理性
がない｡ 事前に計画の練り
直しを求める等の対応が必
要であったと考えられる｡
実績を見ると､ 計画段階
よりもさらに収支のマイナ
スが拡大している｡
計画と実績の乖離につい
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食の安全・
安心推進課

食の安全・
安心推進課

安全・安心で
日本一健康な
土づくり農業
推進事業費

低コスト施肥転換実証ほ
実績報告書の提出時期につ
いて
｢青森県安全･安心で日
本一健康な土づくり農業推
進事業 低コスト施肥転換
実証ほ設置要領｣ において､
地域農林水産部長は､ 実績
報告書を当該年度の12月末
日までに食の安全・安心推
進課長へ報告することとな
っている｡ しかし､ にんに
くについてだけは秋に植え
付け､ 春から夏に収穫する
作物であるため当該年度の
12月末日までには結果が出
ない｡
県の主要作物であるにん
にくについて､ 栽培時期と
実績報告書の提出期限が最
初から整合していないのは
望ましくなく､ 栽培時期に
対応した提出期限を定めて
おくべきである｡
平成24年３月に､
県内野菜ソムリエ参
加者の過去のホーム
ページを確認しＰＲ
活動の状況を把握し
たほか､ 平成24年度
開催予定の野菜ソム
リエに係るイベント
時に情報交換の場を
設け､ 積極的にＰＲ
活動を行うよう依頼
することとした｡

当該事業は平成22
年度で終了したが､
栽培時期と実績報告
書の提出時期との整
合については､ 今後､
同様の事業を実施す
る場合､ 不都合が生
じないよう設置要領
を制定することとし
た｡
なお､ にんにくの
実績報告書は平成23
年12月８日に提出さ
れ､ 指導に活用でき
るよう､ 追加の成績
書を作成し､ 平成24
年３月に関係機関等
へ配布した｡

ては､ 事業者に対しその要
因を詳細に分析したうえで
実績報告書への正確な記載
を行うよう求め､ 次の機会
に役立てていく必要がある｡

日本一健康な
土づくり農産
物情報発信事
業費

野菜ソムリエの活動状況
について
消費者への情報発信とし
て､ 園地招待会が十和田市
で開催された｡ 招待された
野菜ソムリエは県内から９
名､ 県外 (首都圏) から３
名であった｡ 県外からの３
名は調理師２名､ 栄養士１
名であり､ その後ＰＲイベ
ントにも参加し､ 試食やレ
シピ配布､ 自身のブログで
園地招待会やＰＲイベント
の紹介等の活動を行った｡
一方県内の９名 (うち１名
はあおもり野菜ソムリエの
会事務局幹事) については
出席者名簿上保有資格が記
入されておらず､ また園地
招待会後の具体的な活動は
把握されていない｡
この点について､ 首都圏
へのＰＲに注力したため県

食の安全・
安心推進課

日本一健康な
土づくり農産
物情報発信事
業費

内野菜ソムリエの活動につ
いては把握していないとの
認識である｡ しかし県内野
菜ソムリエゆえに首都圏消
費者へのＰＲが不可能とは
言い切れない｡ 逆に､ 首都
圏へのＰＲには首都圏の野
菜ソムリエを起用するとい
う方針であれば､ 最初から
園地招待会に県内ソムリエ
を首都圏ソムリエの３倍も
の人数で招待する必要はな
かったのではないかとも言
える｡
事業の有効性の観点から､
県内野菜ソムリエによる消
費者へのＰＲ活動の状況を
把握することが必要である｡

補助金の交付決定の取消
について
Ａ事業者から､ 販売する
農産品の箱に健康な土づく
りに関する取組みを表示し
て､ 消費者への情報発信活
動を行うとして､ それに係
る経費の一部について日本
一健康な土づくり農産物情
報発信事業補助金の交付申
請があり､ 交付を決定した｡
ところがその箱に一部､ 県
内市場から購入した農産品
が混入されて販売されたと
の情報が県広報広聴課から
食の安全・安心推進課へ回
付され､ 確認調査の結果､
交付決定した内容と異なる
ため､ 青森県補助金等の交
付に関する規則第15条に基
づき交付決定を取り消した｡
今回は広報広聴課への情
報提供をきっかけに問題発
見に至ったが､ 発見されな
ければ補助金の不正受給に
つながる事案であった｡ ま
た､ 県の推進する ｢日本一
健康な土づくり｣ に対する
消費者の信頼を損なう恐れ
もあった｡
このような､ 一般に事業
者が補助事業の趣旨に添わ
ない行為をとりうる可能性
については､ 部内のみなら
ず県庁全体で認識の共通化

庁内での情報共有
により､ 事業実施主
体に対して交付決定
を取消し､ 不正を未
然に防ぐことができ
たものと理解してい
る｡
当該事業は平成22
年度で終了したが､
今後も同様な事業を
実施する場合は､ 補
助事業の目的を認識
させ､ 補助事業の趣
旨に添わない行為が
あった場合は､ 交付
決定の取消を含む措
置を講じることを指
導するなど､ 事前の
対策を強化していく｡

号外第２号

報
県
森
青
月曜日
( ) 平成25年１月21日

農産園芸課

農産園芸課

農産園芸課

あおもりの新
たな水田農業
モデル実証事
業費補助

飼料用米について
飼料用米の作付面積は大
幅に増加している｡ これに
ついて飼料用米が国の水田
利活用向上事業の対象とし
て10ha当たり80千円が交付
されたことが大きく影響し
ている｡ 農家の所得は当該
交付金の如何によるという
状況である｡
国の財政が危機的状況に
陥っている以上､ 今後も同
水準での交付が継続される
か不透明と言わねばならな
い｡ 交付金が減額されても
農家の所得が確保できるこ
とを目指して､ 需要拡大及
び低コスト化のための取組
みを早期に開始することが
不可欠である｡

を図り､ 予防の仕組みを整
えることが必要である｡

あおもりの新
たな水田農業
モデル実証事
業費補助

米粉用米について
平成24年度から新
米粉用米についても飼料 たに ｢新規需要米の
用米と同様､ 国の水田利活 生産・流通支援事業｣
用向上事業の対象として10 を実施するなど､ 米
ha当たり80千円が交付され 粉用米の生産拡大に
ている｡ それにも関わらず 向けて､ 生産者と消
飼料用米ほどには作付面積 費者の協働による米
が伸びていない｡
粉用米の利用拡大を
今後､ 米粉用米において 図るため､ 農業団体
も主食用米と同様に産地間 による米粉の消費拡
競争となる可能性も否定で 大運動､ 消費者大会
きない｡ そこで県が米粉用 ・産業祭り等での米
米において主要産地の地位 粉製品のＰＲ活動の
を占めるためには､ 迅速か 実施､ 消費拡大フォ
つ積極的な方策が望まれる｡ ーラムの開催､ 実需
者との意見交換など､
需要開拓の取組を進
めることとした｡

平成24年から新た
に ｢新規需要米の生
産・流通支援事業｣
を実施するなど､ 今
後､ 国の交付金の水
準が見直された場合
でも､ 自立した水田
農業経営により農家
所得が確保できる飼
料用米の生産に取り
組むため､ 団地化､
専用品種の導入や直
播栽培､ 効率的な防
除体制等を組み合わ
せた超省力栽培の実
証､ 生産・流通体制
の整備を進めること
とした｡

マーケティン
グ重視型 ｢冬
の農業｣ チャ
レンジ事業費
補助

当該事業は平成23
年度で終了したが､
今後､ マーケティン
グを重視した同様の
公募事業を実施する
際には､ 消費者の嗜
好に詳しい人材や売
れる仕組みを助言で
きる人材 (百貨店や
量販店のバイヤーな
ど) にも委員委嘱す

公募事業の選定委員につ
いて
公募事業の選定委員は外
部５名と担当課の課長であ
る｡ 外部の選定委員には､
県内外の農業事情や農業者
等の取組みに精通し､ 取組
者に対し助言指導できる方
に委嘱しているとのことで
ある｡
県内の農業事情を大局的

畜産課
(人事課)

産業動物獣医
師修学資金給
付事業負担金

公務員獣医師の継続的な
確保について
修学資金受給者が実際に
県の公務員獣医師となると
いう成果が得られている｡
ただ､ 今後も継続的に公務
員獣医師を確保していくた
めには次のような課題があ
ると考えられる｡
社団法人中央畜産会の修
学資金事業を活用して同会
と県とで経費を折半する方
法は､ 他県でも同様の仕組
みがあり県独自のものでは
ない｡ したがって､ 学生に
とっては､ 他県と比較して
県の利点とはなりにくい｡
また､ 社団法人中央畜産
会の修学資金はもともと農
林水産省に由来する資金で
あることから､ 県の農林水
産系の部局に就職すること
が要請される｡ しかし公務
員獣医師を必要とする部局
は農林水産部門だけでなく､
公衆衛生部門等にもある｡
現状では農林水産部で採用
された獣医師が他の部へ異
動することは基本的にない
とのことであるが､ 獣医師
が多様な職務に従事できる
ようになれば､ 県が学生に
とって魅力ある職場になり
うるとともに､ 県公務員の
人材活用にもつながる｡ 修
学資金の受給者は受給期間
の1.5倍の期間､ 農林水産
部に勤務することが条件と
なっているが､ これを経過
した後は柔軟な人事異動が
望まれる｡

に把握しうる人材に見受け
られるが､ 他県の状況や流
通・消費動向に詳しい委員
がいない｡ また､ 社団法人
青森県物産振興協会から２
名の委員委嘱が必要かどう
かの疑問も残る｡
マーケティング重視をう
たう以上､ 消費者の嗜好に
詳しい人材や売れる仕組み
を助言できる人材に委嘱す
ることが望まれる｡

県では ｢青森県獣
医師確保プラン｣ を
策定し､ 獣医師職員
について､ 健康福祉
部と農林水産部との
間の部間異動や人事
交流の活性化を図る
ことで､ 職員がより
意欲を持てる分野で
活躍できるよう配慮
し､ 他分野での経験
を活かした幅広い知
識と視野を持った職
員の育成を図ってい
くこととした｡

ることとした｡
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りんご果樹
課

りんご果樹
課

おいしい果物
産地振興推進
事業費

おいしい果物
産地振興整備
事業費

地区推進活動の関係経費
について
検討会や調査における支
出内容の中には､ 研修会開
催時における昼食代や飲み
物代などの経費も含まれて
いる｡ これらについては､
補助金の要綱で定める補助

事業の効果について
特産果樹の収穫量及び生
産量は伸び悩んでいる｡ 生
産拡大を目的とした事業で
ある以上､ 本事業の成果は
限定的と言わざるを得ない｡
本事業は､ りんご農家が
りんご以外の果樹を生産す
ることによって､ りんごの
作況や価格変動の影響を和
らげる意図もある｡ しかし､
現状では､ 県の補助がなけ
ればこのリスクヘッジ的な
役割も成り立つものではな
く､ 事業本来の目的は達成
されていない｡
したがって､ 県の特産果
樹振興策は､ 産品の高利益
率化 (高品質化､ 高付加価
値化､ 低コスト化を目的と
した設備投資など) に絞っ
た支援とする必要がある｡
また､ 特産果樹の振興事
業については､ 生産量の拡
大を目標に掲げることも誤
りであると考えられる｡ 最
終的には量的拡大を目指す
にしても､ まずは特産果樹
(のある品目) を少量でも
高利益率の産品として確立
しなければ､ 多くの農家が
生産に参画しないことは自
明である｡ 生産量の拡大は
その次のステップで掲げら
れる目標である｡
県では､ これらの対応策
として､ 平成23年３月に策
定された ｢青森県果樹農業
振興計画｣ (目標年度平成
32年度) において品種構成
目標を掲げ､ また生産体制
や販売方法など改善にも取
り組んでいくこととしてい
る｡ 平成23年度以降確実に
実行されたい｡

当該事業の組替え
後の事業 (特産果樹
産地育成・ブランド
確立事業費) におい
て､ 農家の所得向上
を図るため､ 売れ筋
品種への転換や高品
質生産に向けた雨よ
けハウス､ 防風網及
び簡易選果機等の導
入を支援していくこ
ととした｡

当該事業における､
研修会開催経費の補
助などのソフト面の
支援事業は､ 組替え
後の事業 (特産果樹
産地育成・ブランド
確立事業費) では廃
止し､ 今後は､ 特産

林政課

農林水産政
策課

寒冷地型植物
工場技術開発
普及促進事業
費

県産スギ需要
拡大緊急対策
事業費

情報の集約化・共有化と
活用
植物工場に関しては､ 農
業担当部門もしくは商工担
当部門のどちらか一方だけ
で事業を進めるのではなく､

県産スギ需要拡大ＰＲ委
託業務の効果について
県産材エコポイントの申
請件数は､ 計画を大きく下
回った｡ これは本事業にお
けるＰＲ効果､ すなわちテ
レビ・ラジオ・新聞を通じ
た宣伝効果がほとんどなか
ったということでもある｡
県産材エコポイントへの
参加促進を周知する方法と
して､ あるいは､ 県産スギ
の需要拡大を訴える方法と
して､ 不特定多数向けのメ
ディアを利用することはそ
もそも効果を期待し得ない
のではないかと考えられる｡
住宅購入者の人々に直接
向き合う工務店や大工など
に利用促進を訴えることを
重点的に実施した方が効率
的かつ効果的である｡
さらに､ 住宅建築に使用
する木材に県産材を用いる
かどうかを住宅購入者に提
案する工務店や大工などの
施工業者にメリットがほと
んどないというのは制度上
の瑕疵と言わざるを得ない｡
制度的効果を向上させるた
めにも､ 最も県産材の需要
を左右する工務店や大工な
ど施工業者のメリットは考
慮する必要がある｡

対象経費としては確かに認
められるものであるが､ 特
産果樹の生産量等が伸び悩
んでいる現状に鑑みると､
この補助金がどうやって特
産果樹の生産拡大に結び付
くのか不明瞭である｡
なお､ 平成23年度の特産
果樹にかかる生産振興事業
では本事業のようなソフト
面の支援事業は廃止されて
いる｡

植物工場の事業化
に向けた取組として､
平成24〜25年度の事
業において､ 商工部
門では､ 導入実現性
の高い技術の検討

平成24年度からは､
住宅情報誌への重点
的な広報に加え､ 住
宅購入者に直接向き
合う工務店や大工な
どに関係資料を直接
送付することとした｡
また､ 大工・工務
店への訪問活動の際
に､ 大工・工務店が
交換商品提供者とな
るメリットがあるこ
とを説明することと
した｡

果樹の導入促進や､
より安全・安心な果
実の生産拡大を図る
ため､ 苗木購入や雨
よけハウス導入など
のハード面の支援事
業のみを実施してい
くこととした｡
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森
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農林水産政
策課

農山漁村ウー
マン・プレジ
デント育成事
業費

補助金交付のタイミング
育成補助金の交付先の決
定にあたっては､ 応募者の
プレゼンテーションなど､
様々な審査業務が行われて
いるが､ これらを前倒しに
して交付決定日を早め､ 事
業完了日までの期間をより
長くすることが望ましいと
考える｡
補助事業の実施にあたっ
ては､ 農林水産資源を活用
する取組であることが要件
の一つとして定められてい
るが､ 農林水産資源を活用
する以上､ 季節性を考慮す
る必要性は高いと考える｡
使途をみると､ どの事業
者も機械施設整備費に充当
する割合が高くなっている｡
補助対象経費に含めている
以上､ 機械施設整備費に充
当すること自体は問題では
ないが､ 補助対象となる期

それぞれの部門がそれぞれ
の役割や強みを活かして事
業を行うことにも意義があ
ると考える｡ ただし､ その
ためには､ それぞれの部門
の役割が明確になっている
ことと､ 情報の共有化や集
約化､ そして問題意識の共
有化が適宜図られているこ
とが重要である｡
青森県では､ 産業技術セ
ンターが設置するあおもり
型植物工場コンソーシアム
に参画して､ 情報の共有化
に努めている｡ ここで重要
なのは､ 得られた情報を､
農業担当部門と商工担当部
門が共有するだけではなく､
その情報を植物工場の実用
化に向けて役立てることで
ある｡ 現状においては､ コ
ンソーシアムの活動は平成
24年３月31日までとされて
おり､ その後の対応は今後
決定していくとされている｡
平成24年４月１日以降につ
いても､ その点を踏まえて
対応を図っていく必要があ
る｡
当該事業は平成23
年度で終了したが､
後継事業である ｢農
山漁村の元気な女性
活動促進事業｣ では､
一層の審査業務等の
前倒しに努め､ 平成
24年８月31日に交付
決定した｡

(植物工場関連産業
支援事業) ､ また農
業部門では参入意欲
の高い農業者等への
実践研修 (寒冷地型
植物工場モデル総合
実証事業) を行うこ
ととし､ 明確に役割
分担するとともに､
情報や問題意識の共
有化を図って対応す
ることとした｡
また､ 平成24年度
からは､ 地域産業課
が主催する ｢植物工
場関連産業推進研究
会｣ に､ 23年度で終
了した ｢あおもり型
植物工場コンソーシ
アム｣ の会員も統合
する形で組織化した
ほか､ 農林水産部関
係各課も参加して植
物工場に関する課題
や問題意識を共有化
し､ 平成25年度以降
の植物工場に関する
事業展開の検討を行
っていくこととした｡
農林水産政
策課

あおもり食
品産業振興
チーム

農山漁村ウー
マン・プレジ
デント育成事
業費

成果の把握
育成補助金について県は､
補助金交付先の状況の把握
を定期的に行うことが望ま
しい｡ このことは､ 補助金
を交付した成果を把握する
という意味でも重要である
が､ 情報の収集という意味
でも重要である｡
様々な情報を収集して分
析を行い､ その結果を今後
に活用できるような仕組み
を整えておくことも県の役
割の一つと考える｡

平成22年度に実施
した ｢食産業連携共
同プロジェクト｣ に
ついては､ 平成23年
７月に加えて､ 平成
24年２月に追跡調査
を実施した｡
今後も､ 成果と課
題を詳細に把握する
ため､ 年２回の追跡
調査を実施すること
とした｡

補助事業者の起業
活動の実態について､
平成24年５月に調査
を実施した｡
また､ 後継事業で
ある ｢農山漁村の元
気な女性活動促進事
業｣ では､ 活動実態
の報告を事業実施要
領に定め､ 事業完了
後３年間報告させる
こととした｡

間が短いと､ 事業活動に対
する経費よりも設備購入資
金に充当する割合が高くな
ってしまう可能性も考えら
れる｡
今後も､ 交付決定日は可
能な限り前倒しにして､ 補
助金の交付対象となる期間
をより長くすることが望ま
しい｡

あおもり食産
業連携強化促
進事業費

食産業連携共同プロジェ
クト実践活動の成果の把握
について
本事業は､ 県が最終試作
品を買い上げることが目的
ではなく､ 県が最終試作品
を買い上げる方法により､
一定の資金を負担すること
で､ 事業者が新たな事業に
挑戦することへのハードル
を下げることに意義がある｡
ただし､ 当該事業の成果
は､ 事業者が新製品の販売
を実現させて､ 事業を拡大
することができたかどうか
である｡ 新製品の販売とそ
の成功はあくまでも事業者
の責任ではあるが､ 県も事
業者のサポートを行った以
上､ その結果を確認してお
く必要がある｡ 製品化が実
現したものは､ その後の売
上の状況まで確認しておく
ことが望ましく､ また､ 製
品化を断念したものに対し
ても､ どのような課題があ
ったのかを把握しておくこ
とが望ましい｡

( )
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新産業創造
課 (地域産
業課へ業務
移管)

新産業創造
課 (地域産
業課へ業務
移管)

農商工連携基
礎調査支援事
業費 (農商工
連携促進事業
費)

あおもり農商工連携基礎
調査事業費補助金について
基礎調査補助金は､ 平成
21年度は６件､ 平成22年度
は７件の補助を行っている｡
平成21年度の６件について
は､ １件がファンド事業へ
発展し､ ２件が事業化へ発
展している｡ 事業化へ発展
した２件の内１件は雇用創
出につながっている｡ 平成
22年度の７件については､
４件が事業化へ発展してい
る｡ このような助成事業者
の追跡調査は今後も継続す
る必要がある｡
平成21年度からスタート
した基礎調査補助金を中心
とする農商工連携事業基礎
調査支援事業は､ 平成23年
度から､ 地域ぐるみ型農商
工連携推進事業費補助金を
中心とする地域ぐるみ型農
商工連携支援事業へと展開
している｡
補助金の交付対象の見直
しは行われているが､ 基礎
調査補助金と地域ぐるみ補
助金は継続性が認められる
ものである｡ 基礎調査補助
金の交付の成果の把握は引
き続き行っていく必要があ
り､ その結果を地域ぐるみ
補助金の運用に活かしてい
く工夫が求められる｡

県が行った事業の成果を
明確にするためにも､ 各事
業者が具体的にどのような
対応を図ったかについては､
定期的に追跡調査を実施す
ることが望ましい｡

農商工連携等
販路拡大支援
事業費 (農商
工連携促進事
業費)

販路拡大業務に対する今
後の県の対応について
プロモーションの結果､
７団体の計７つの商品につ
いて､ 販路の拡大が顕著に
図られたことは当事業の具
体的な成果といえるが､ さ
らに重要なことは､ プロモー
ションの結果の確認を今後
の県の施策にどのように活
かすかということである｡

平成21〜22年度に
実施した農商工連携
基礎調査支援事業の
助成事業者の追跡調
査を継続することと
し､ また､ 平成23年
度から実施している
地域ぐるみ型農商工
連携支援事業におい
ても追跡調査を行う
こととした｡

実績報告書に示さ
れている新商品等の
販路拡大を図る上で
の課題については､
県庁内の農商工連携
に関係する各課で構
成する農商工連携推
進会議で周知を図り
情報共有したほか､
県内６カ所で開催し
ているＡＢＣ (アグ

新産業創造
課 (地域産
業課へ業務
移管)

新産業創造
課 (地域産
業課へ業務
移管)

植物工場立地
促進事業費

ニーズ対応型
食品加工業振
興事業費

情報の集約化・共有化と
活用
植物工場に関しては､ 農
林水産政策課は農業従事者

コーディネートに対する
今後の県の対応について
商品開発について成果が
上がるかは重要であるが､
同様に､ 業務報告書に示さ
れている課題を今後の県の
施策にどのように活かすか
ということも重要である｡
業務報告書にはプロジェ
クト立ち上げに至る経過及
びプロジェクトの現段階の
進捗から見られる商品開発
のポイントについての記述
がなされている｡ これらの
ポイントは､ 事業者が留意
するべきものではあるが､
県としても県内事業者の企
画力の向上を図るのであれ
ば､ 可能な範囲でのサポー
トをする余地はある｡
県がサポートする場合に
は､ どこまで関与するかと
いう課題が生じるが､ 中途
半端な対応に終わらせてし
まうことは不効率・不経済
と考える｡ 少なくとも業務
報告書の指摘を受けて､ 県
がとり得る対応を検討して
いくことは必要である｡

実績報告書に示されてい
る新商品等の販路拡大を図
る上での課題は､ 生産者が
解決するべきものではある
が､ 県としても販路拡大を
推進するのであれば､ 可能
な範囲でサポートをする余
地はある｡ 県がサポートす
る場合には､ どこまで関与
するかという課題が生じる
が､ 県として､ 販路拡大を
図るという方向性を示して
いる以上､ 中途半端な対応
に終わらせてしまうことは
不効率・不経済である｡ 少
なくとも実績報告書の指摘
を受けて､ 県がとり得る対
応を検討していくことは必
要である｡

植物工場の事業化
に向けた取組として､
平成24〜25年度の事
業において､ 商工部

商品開発プロジェ
クトの立ち上げ後の
サポートについて､
コーディネート業務
委託先に対し､ 委託
業務終了後も現状把
握と支援を実施する
ように依頼し､ 商品
化に向けたアフター
フォローの体制を整
えた｡

リビジネスチャレン
ジ) 相談会において
も､ 情報提供し､ 事
業者のサポートに活
用することとした｡
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新産業創造
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業課へ業務
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農商工連携支
援基金助成事
業費

基金事業利用者掘り起し
のための具体的な対応
多額の次年度繰越金の発
生は､ 基金への貸付者であ
る独立行政法人中小企業基
盤整備機構の資金引き上げ
につながる可能性もあり､
農商工連携の創出・促進を
図るという県の政策の成果
を上げるためには､ 基金事
業利用者の掘り起しが重要
となる｡
今後は､ 基金事業利用者
の掘り起こしと､ 利用予定
者への事前の計画指導を具
体的にどのように進めてい
くかという点が重要である｡
基金は創設２年目で､ まだ
日は浅いが､ 生じている課
題に対しては迅速に対応を
図っていくことが望ましい｡

の立場から､ 新産業創造課
は ｢産業｣ との位置付けか
ら､ それぞれ植物工場のあ
り方を検討していくことに
も意義があると考える｡ た
だし､ この場合に重要なの
は､ 新産業創造課と農林水
産政策課のあいだで､ 情報
だけではなく植物工場に関
する課題や問題意識も共有
化し､ 両課の検討のもと､
県の今後の施策を決めてい
く必要がある｡

ファンド運営主体
である独立行政法人
青森県産業技術セン
ターと密接に連携し､
公募については､ 報
道機関への公募開始
の掲載依頼や関係機
関や金融機関､ 関係
する県の会議・イベ
ントでの公募パンフ
レットの配布による
周知を継続するとと
もに､ 平成24年度は
新たに県の広報番組
やメルマガなどを活
用し､ 利用者の掘り
起こしを図ることと
した｡
また､ 産業技術セ
ンターでは､ 農商工
連携の取組みを担当
する部門を新設した

門では､ 導入実現性
の高い技術の検討
(植物工場関連産業
支援事業) ､ また農
業部門では参入意欲
の高い農業者等への
実践研修 (寒冷地型
植物工場モデル総合
実証事業) を行うこ
ととし､ 明確に役割
分担するとともに､
情報や問題意識の共
有化を図って対応す
ることとした｡
また､ 平成24年度
からは､ 地域産業課
が主催する ｢植物工
場関連産業推進研究
会｣ に､ 23年度で終
了した ｢あおもり型
植物工場コンソーシ
アム｣ の会員も統合
する形で組織化した
ほか､ 農林水産部関
係各課も参加して植
物工場に関する課題
や問題意識を共有化
し､ 平成25年度以降
の植物工場に関する
事業展開の検討を行
っていくこととした｡
新産業創造
課 (地域産
業課へ業務
移管)

商工政策課

農商工連携支
援基金助成事
業費

農商工連携型
中小企業組合
設立支援事業
費補助

経営革新助成事業の成果
について
経営革新助成事業の本当
の成果は､ 事業者が事業化
したものが軌道に乗り､ 事
業者の業績に寄与すること
にある｡ 基金の成果を総括
するための目標としては､
長期目標を掲げることにも
意義はあるが､ 基金の終了
年度にこのような対応を図
るだけでは､ その成果を今
後の施策に十分に活かすこ
とができない可能性もある｡
中小企業者等や農林漁業者
の現状は定期的に把握し､
活かせる情報はその後の施
策に取り込んでいくことが
望ましい｡

平成23年度の後継
事業からは､ 設立組
合の一般消費者等へ
の情報発信の場とす
る ｢組合ブランド発
信フェア｣ と､ ｢食｣
産業型組合の創業促
進を図るための ｢組
合設立フォーラム｣
を別に開催しており､
青森県中小企業団体
中央会に対しては､
｢食｣ 産業型組合の
設立の更なる機運醸
成につながる内容で
の実施を依頼した｡

年度における実績
報告を取りまとめる
際に､ 各助成事業者
に対する取組成果や
現状を聞き取りし､
現状把握に努めてお
り､ 今後も継続する
こととした｡
また､ 産業技術セ
ンターでは､ 農商工
連携の取組みを担当
する部門を新設し､
事業化への課題解決
に対するフォローア
ップを行うこととし
たほか､ 県庁内の農
商工連携に関係する
各課で構成する農商
工連携推進会議でも
情報提供し､ 各課の
取組に反映させるこ
ととした｡

ほか､ ファンド事業
の取組実施者毎に担
当を割り当て､ 事前
の計画指導や商品開
発の技術相談に対応
することとした｡

農商工連携フォーラムに
対する補助の必要性
平成22年度のフォーラム
は物販イベントの性格が濃
く､ ｢農商工連携型中小企
業組合｣ の設立機運を高め
るという目的との関連性が
明確ではなく､ 組合設立の
促進につながる試みといえ
るのかについては疑問であ
る｡
フォーラムは､ イベント
としては一定の成功を収め
ているようであるが､ この
来場者をどのようにして組
合設立の促進に結び付けよ
うとしていたのか､ その後
の展開への対応も不明確と
なっている｡ 通常の物販イ
ベントとの違いがみられな
い以上､ 他の物販イベント
で組合の存在をＰＲする方
法でも代替が可能ではなか
ったかと考える｡

商工政策課

総合販売戦
略課 (社団
法人青森県
物産振興協
会)

農商工連携型
中小企業組合
設立支援事業
費補助

農商工連携フォーラムの
コスト
青森県中小企業団体中央
会は､ 支出項目レベルまで
予算どおりに支出していた｡
予算額どおりに支出してい
ることで､ 支出削減のため
の努力をしているのかにつ
いては疑問の残るところで
ある｡
県としては､ 今後も補助
を継続するのであれば､ 支
出額の経済性や効率性によ
り留意するよう､ 指導して
いくことが望ましい｡

青森県中小企業団
体中央会には経費の
縮減や効率的な執行
等､ コスト削減を再
認識させ､ 県との連
携をより密に事業執
行をすることとした｡

今後も同様の趣旨でフォ
ーラムの開催を続ける意向
であるのならば､ かつ､ 県
として補助を続ける必然性
があるとするのであれば､
青森県中小企業団体中央会
に対して､ 組合の設立機運
の高まりに結び付くような､
新たな工夫を求めていくこ
とが望まれる｡

社団法人青森
県物産振興協
会について

県､ 公益法人及び
株式会社では､ 平成
24年４月１日付けで
三者協定を締結し､
県産品の販売促進活
動において連携を強
化していくこととし
た｡
また､ 県と公益法
人の役割分担につい
ては､ 平成24年４月
24日に､ 三者による
県産品販売活動連携
協定に基づく打合せ
を行い､ 県は､ 総合
販売戦略の推進､ 県
産品情報の総合発信､
マーケティング活動
の支援など､ 県産品
振興に係る総合的な
施策の推進を担い､
公益法人は､ 事業者
育成や､ 物産展開催
による県産品情報発
信など､ 産直・加工
グループの支援など
を担うこととした｡
)

(

と､ 公益法人そのものの存
在意義が問われることにな
る｡
一方､ 株式会社はアンテ
ナショップの運営等を行う
としているが､ 株式会社で
ある以上採算を重視して業
務を行う必要があるが､ 県
としてはアンテナショップ
の意義も達成しなければな
らない｡ 如何に採算と公益
的な部分を両立させるかが
重要となる｡ この点につい
ては､ 県アンテナショップ
の業務委託のあり方にも影
響を与えることになる｡

)
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今後の役割と県との関係
社団法人青森県物産協会
は､ 部門を公益と収益に区
分した上で公益部門は公益
社団法人に収益部門は株式
会社に再編する方針となっ
ている｡ しかしながら､ も
ともと行財政改革の一環と
して､ 物産振興団体や生産
団体の力を結集した販売シ
ステムを構築する目的で､
２つの団体が統合された経
緯を踏まえると､ 再編によっ
て再び分割するということ
は､ ２つの団体を統合した
目的である ｢結集力｣ が弱
まるのではないかという懸
念が生じる｡ そのような状
況を避けるためにも､ 再編
が実現した場合には県と公
益法人さらには株式会社と
の密な連携が必要となる｡
公益法人は､ 県 (総合販
売戦略課) との業務の重複
等を避けるためにも､ 業務
分担の明確化が必要となる｡
業務分担が不明確のままだ
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