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平成17年度

農産園芸課

野菜価格安定
対策事業費補
助

同

同

青森県監査委員

阿

元

泉

部

木

山

之保留

広

篤

哲

悦

子

章

措置の内容

内

監査結果

協会では､ 事務費
の削減や加入者の負
担増など交付準備金
の運用益に頼らない
運営方法を検討し､

森

社団法人青森県青果物価
格安定協会に対して､ 県の
交付準備金の運用益を事務
費に充当することは実質的
な運用経費の補助であり､

同

(昭和22年法律第67号) 第252条の38第６項の規定により､ 措置の内容を公表する｡



事及び青森県教育委員会委員長から措置を講じた旨の通知があったので､ 地方自治法

平成17年度､ 平成18年度及び平成19年度の包括外部監査の結果に基づき､ 青森県知
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号外第40号

報
県
森
青
水曜日
(  ) 平成21年５月27日

漁港漁場整
備課

漁港漁場機能
高度化事業費
補助金

主に次のような理由によ
り､ 県が管理している県内
33ヶ所の第１種漁港は､ 早
期に各所在地の市町村に管
理者を変更すべきである｡
① 第１種漁港は､ その利
用範囲が地元の漁業を主
とするものであるため､
県が管理する必要性に欠
ける｡
② 第１種漁港を県が管理
するか否かで､ 漁港の管
理運営コスト及び漁港機
能高度化などの設備整備
コストの両面で､ 各市町
村間に財政負担の差異が
生じており､ 公平性に欠
ける｡
③ 第１種漁港は､ 小さな
地区単位での地元密着型
の漁港といえるものであ
り､ 県が管理するよりは
各市町村で管理したほう
が効率的で効果的な管理
ができるはずであり､ 全
体でみてもコスト削減等
が期待できる｡
④ 受益者がかなり限定さ
れた漁港でありながら､
県が管理を継続し､ その
コストを負担し続けるの
は､ 事業の公共性といっ
た面から疑問がある｡
⑤ 昭和50年以前の当該市
町村の財政状態を基に協
議した結果が長い間継続
されてきたことを考える
と､ 現在の各市町村の財
政状態の悪化程度等と合
致していない｡

県としては承認を与えるべ
きではない｡ 県としては交
付準備金の繰入に充当し､
毎年の補助金額の負担を減
少させるべきである｡
協会としては事務費につ
いて積立金で対応すべきで
あり､ 収支マイナスの解消
は協会の経営努力の問題で
ある｡ 現在の定款は県の負
担を増やす内容となってお
り適当ではない｡

第１種漁港のうち､
県が管理している33
漁港については､ 順
次､ 漁港ごとに漁港
移管協議会を設置し､
地元市町村との協議
を行った上で移管の
覚書を締結し､ 国の
承認を得て地元市町
村に移管することと
した｡

事業加入者から資金
造成額に応じた一定
の割合で事務費負担
金を徴収することと
した｡
また､ 運用益のす
べてを交付準備金の
繰入に充当すること
とした｡

(  )
号外第40号

報
県
森
青
水曜日
平成21年５月27日

○
監査結果

平成18年度分
監査項目

措置の内容

監査箇所名
平成19年度決算か
ら､ 各種資産負債の
期末残高と原始証憑
との現物を照合した
際に､ 確認印を押す
こととした｡

青森県信用保
証協会補助金

県単特別保証融資
制度は､ 制度を大幅
に見直し､ 融資対象
の整理統合､ メニュー
の大括り化・簡素化
により使い勝手の向
上を図るとともに､
中小企業のニーズに
応じた制度として新
たに2つの資金制度
を創設､ さらには事
業再生に関連した制
度の拡充を行って平
成20年度より実施し
ている｡
また､ 制度の利用
促進に向けて､ 例年
行ってきた説明会や
研修会でのＰＲや商
工団体等の機関誌へ
の掲載等に加え､ 県
融資制度を希望する
中小企業者が金融機
関に融資を申し込む
際にスムーズに審査
に入ることができる
ように申込整理票を
作成するとともに､
公的金融施策を一元
的に取りまとめ､ ホー
ムページ等を活用し
て中小企業者等に情
報提供を行う等の取
組を行い､ 融資制度
の更なる周知徹底を
図っている｡

商工政策課

[制度融資の意義の見直し
と利用促進に向けて]
制度融資の利用率の著し
い低下等が見られる現状を
見ると､ 制度融資の意義そ
のものを見直す時期に来て
いると思われる｡ もっとメ
ニューを簡素化し､ 実際に
資金需要のあるものに整理
統合するとともに､ 制度融
資の対象として相応しい企
業を積極的に発掘し制度の
利用を促進していくことも
重要である｡

平成19年10月より
責任共有制度が導入
され､ 県信用保証協

[予備手続の確認印につい
て]
各種資産負債の期末残高
と原始証憑との現物を照合
した事実を第三者が検証で
きるように確認印を押すな
ど証跡を残し保存しておく
ことが望ましい｡

[民間金融機関とのリスク
分担について]
民間金融機関と比較して

小規模事業経
営支援事業費
補助金

青森県商工会
連合会活動運
営費補助金

[商工会連合会の決算書に
ついて]
財政調整引当金は利益留
保性の引当金であり､ 実態
は積立金である｡ 商工会連
合会には県の補助金が交付

[補助対象経費の範囲につ
いて]
小規模事業対策特別推進
事業について､ 交付要綱上
は補助対象経費に該当する
が､ 補助を行うことについ
ては妥当性に疑問が残るも
のがある｡

[補助対象事業費の範囲に
ついて]
本補助金に係る補助対象
経費については､ その範囲
について適正でないと考え
られるものが見られるため､
それらの見直しが必要であ
る｡

県信用保証協会すなわち公
的機関側のリスク負担が過
重になりすぎていると感じ
られる｡ 平成17年６月に､
中小企業政策審議会基本政
策部会により ｢信用補完制
度のあり方に関する取りま
とめ｣ が公表されており､
現在の100％保証ではなく､
金融機関に一部の責任を負
担させる制度 (部分保証制
度又は負担金方式) が提言
されている｡ 地方公共団体
の制度融資についても､ こ
の制度の導入が検討されて
おり､ 県としては､ このよ
うな動きを踏まえ､ 民間金
融機関と適切にリスクを分
担する方法について早急に
検討を進めることが望まれ
る｡

平成20年度は平成
19年度比で約33％補
助金を削減した｡ ま
た､ 当該補助金につ
いては毎年度削減傾
向にあり､ 平成16年

小規模事業対策特
別推進事業のうち､
常勤役員設置費につ
いては､ 事業区分と
して名称が残ってい
るものの､ 商工会連
合会が全額負担して
いることから､ 平成
20年度より､ 補助対
象経費項目から除外
した｡

車両購入費につい
て､ 指導用・広報用
別々の補助の対象と
していたものを､ 区
別なく補助対象とし
た｡
また､ 青年部・女
性部活動推進費の旅
費補助について､ 参
加人数の見直しを検
討し､ 一商工会議所
当たりの補助対象人
員を２名までとした｡

会による保証割合を
80％とし､ 残る20％
は金融機関がリスク
負担することとなっ
た｡ それに伴って､
県の制度融資の保証
料率を引き下げるな
どの見直しを実施し
た｡

号外第40号

報
県
森
青
水曜日
(  ) 平成21年５月27日

小規模企業者
等設備資金貸
付金

青森県中小企
業団体中央会
補助金

[実績報告書の様式につい
て]
平成17年度に国､ 県から
交付された補助金総額166,044
千円がどのように使われた
かを一覧性を持って明瞭か
つ容易に分かる文書がなかっ
た｡ これは県が交付要綱の
中でそのような文書を様式
の中の構成文書の一つとし
て求めていないことに起因
する｡ 実績報告書の様式を
考案する際には､ 個別の支
出明細の合計が最終的に補
助金額に結び付くような誰
が見ても分かりやすい一覧
性のあるフォームを加え､
その項目を個別に説明する
様式の体系にすべきである｡

されており､ 利益留保性引
当金を計上する余裕のある
団体である事実について県
は十分認識し､ 次年度以降
の補助金の削減を検討する
べきである｡
平成20年４月21日
に ｢平成20年度青森
県中小企業団体中央
会補助金交付要綱｣
を作成し､ 実績報告
書の様式を変更した｡
新しい実績報告書
は､ ｢補助金実績明
細｣ と ｢事業内容明
細｣ を統合し､ 個別
の支出明細の合計が
最終的に補助金額に
結び付くようにした｡

度比で､ 約51％まで
補助金の削減をして
いる｡

平成19年度は､ 回
収不能と見込まれた
債権について不納欠
損処分を行ったとこ
ろであり､ 今後も回
収に努めながら､ 回
収不能と見込まれる
債権については引き

[不納欠損処理について]
平成19年度に回収
本設備近代化資金の収入 不能と見込まれた債
未済額が60,575千円の多額 権について不納欠損
になっており､ 回収を促進 処分を行った｡
するべきである｡
この結果､ 平成18
監査の結果､ 会社倒産の 年度末収入未済残額
みならず代表者及び保証人 59,872千円に対して､
とも連絡すら取れない状況 平成19年度末収入未
になっている相手先が22先 済残額は47,752千円
にも上っており､ 債権の回 となっている｡
収に重大な懸念が内在して
残る収入未済額に
いることが明らかになった｡ ついては､ 今後も一
適切な事務手続を行った上 層の回収に努めると
で､ 回収不能と認められる ともに､ 回収不能と
債権については不納欠損処 見込まれる債権につ
理を行うべきである｡
いては引き続き不納
欠損処分の手続を進
めていくこととする｡
[債権管理事務の実効性]
未納状態が生じた時点で
適切な回収業務が行われな
かったなど過去の不十分な
事務執行の結果､ 多額の管
理コストが現在において生
じている状況は改善する必
要がある｡ 不納欠損処理す

工業振興課

環境・エネル
ギー関連技術
開発補助金

青森県発電用
施設等所在市
町村等企業導
入促進資金

[利用の低迷について]
平成17年度末の基金残高
は601,421千円となってい
る｡ 資金が有効に貸出され
ることなく､ 基金として眠っ
ている状況と言わざるを得
ない｡ 実際､ 新規の貸付は
平成14年度以降全くない状
況である｡ 基金の有効利用
の観点から他用途への転換
を含めた見直しが必要では
ないかと考える｡ 本基金を

[審査の実効性について]
審査時に研究開発の実施
可能性という観点から審査
を行うべきである｡ 本補助
金制度は､ 研究の成果や結
果に対する評価を基準に交
付するものではなく､ 研究
が満足にできなかったとし
ても､ 研究を行った事実に
より補助金が交付されてし
まう可能性がある｡ そのよ
うなことを未然防止するた
めに､ 研究の実施体制に関
する審査は的確に行う必要
がある｡

るためには､ 回収不能を確
定するためにかなりの事務
コストがかかることは確か
である｡ しかし､ それでも
なお､ 後世に上述のような
不良債権を残すことによる
事務管理コストと比較すれ
ば､ 安いものと判断する｡

低利融資制度につ
いて､ 企業の立地ニ
ーズ等を踏まえ､ 平
成20年度から､ 貸付
金に係る償還期間を
10年から15年に延長
する等条件の改善措
置を講じた｡
なお､ 平成19年度
と平成20年度には､
それぞれ１件ではあ
るが､ 新たな貸付を

補助金交付申請書
の添付書類である補
助事業計画書におい
て､ 技術開発事業の
社内管理体制や実施
体制等を説明する項
目を新たに設け､ 公
募申請者に記載させ
た｡ また､ 公募申請
案件への補助金交付
の妥当性を認定する
｢青森県環境・エネ
ルギー技術開発事業
計画認定委員会｣ で
は､ 審査基準として
｢実現可能性は高い
か｣ ｢開発体制は十
分か､ 将来の企業化
(事業化) は見込め
るか｣ という観点を
含めて審査を行った｡
また､ 大学との連携
状況の確認､ 連携先
となり得る公設試験
研究機関の紹介を行
い､ 補助事業者にお
いて円滑に事業が実
施されるよう図った｡

続き不納欠損処分の
手続を進めていくこ
ととする｡
また､ 平成19年度
には債権分類や処理
方針を定めた ｢小規
模企業者等設備導入
資金特別会計に係る
貸付金の債権管理指
針｣ を策定するなど､
併せて債権管理事務
の強化を図った｡

(  )
号外第40号

報
県
森
青
水曜日
平成21年５月27日

新産業創造
課

財団法人21
あおもり産

熟成シーズ活
用産学官共同
研究事業委託
費

[人件費の計上について]
センターにおいては､ 決

[委託費の実績報告と物品
管理]
委託研究にかかる間接経
費については､ 先方と事前
に協議して､ 契約以前に間
接経費の免除の承認を取っ
ておくか､ あるいは､ 間接
経費を認めるのであれば､
契約書上に委託費には間接
経費が含まれる旨の記載を
しておくべきと考える｡ ま
た､ 本委託費で受託者側が
設備の購入をした場合､ そ
の所有権は県にあるという
契約になっているにもかか
わらず､ 県の物品台帳には
記載がない｡ 県としては､
その設備を把握し､ 受託者
側で無償使用していること
を管理していく必要がある
ので､ 台帳に記載するとと
もに､ 当該物品に県の所有
物であるシールを貼るなど､
今後の実在性をチェックが
できるような所定の事務を
実施する必要がある｡

他用途に使用することにつ
いては､ 国の承認が必要と
思われるが､ 同様の問題を
抱える他の地方公共団体と
も連携を図ることにより､
国に対して積極的に働きか
けていく必要があると思わ
れる｡
｢税制面での優遇｣ ､
｢補助金制度｣ ､ ｢低利融
資制度｣ の三位一体の優遇
措置に加え､ 人材､ 自然､
ソフト面等での優位性をア
ピールし､ 企業の立地促進
政策が求められる｡ また､
産業連関表を用いた分析結
果を県が市町村に提示する
などして､ 企業誘致の経済
効果を目に見える形で紹介
し､ 企業誘致に対する市町
村のインセンティブを刺激
し､ 企業立地促進につなげ
ることも方法の一つである
と考える｡

設備貸与事業
会計

行った｡
また､ 市町村にお
いても､ 企業立地の
重要性を認識してお
り､ 県の施策に連動
し補助制度の新設・
拡大を図るなど優遇
制度の充実を進めて
いる｡

本事業の受託者が
購入した設備につい
ては､ 備品供用票へ
記載し､ 備品シール
を貼付した｡ 今後も
県の所有物として適
切に管理を行ってい
くこととする｡
なお､ 当該事業は
既に終了しているが､
他事業における業務
委託等において同様
のケースがないよう､
業務委託前に相手方
と密に協議を行うと
ともに､ 契約後取決
めのない不測の事柄
が生じた際には､ 必
要に応じて変更契約
の処理を行うことと
した｡

平成19年度より内
部取引を行わないこ

業総合支援
センター

[債権管理のルール化及び
システム化 (機械類貸与､

[アンケート調査について]
前年に設備貸与が行われ
た案件については､ 割賦・
リース設備利用状況報告書
(アンケート票) を送付し､
その利用状況を報告させる
こととしている｡ この結果
は県を経由して､ 東北経済
産業局に報告される｡
但し､ 割賦・リース契約
書上には､ 利用者は利用状
況の報告義務はないが､ 契
約書上､ 割賦設備等を契約
の目的以外の目的に使用し
た場合は､ 期限前返済を行
うこととなっているため､
本来は､ １年に１回はこの
種の調査を実施すべきと考
えられる｡
回答からは､ 本来､ 民間
リース会社を利用できない
対象者が利用するべき制度
であるにも拘らず､ 単に
｢金利が安いから｣ 或いは
｢要件が緩和されたから｣
設備貸与制度を利用すると
いったように､ センターと
民間リース会社との役割分
担が利用者に必ずしも理解
されていない様子が伺われ
た｡ このような場合につい
てもセンターは制度の趣旨
を説明する等､ 指導を強化
することが必要と思われる｡

算時に各会計の収支尻をゼ
ロとするために､ 会計間の
人件費の付け替えが行われ
ている｡ このような振替の
結果､ 決算書上の各会計で
計上されている人件費は実
態を適切に表わさなくなっ
ているばかりか､ 会計間の
不要な取引の仕訳や資金の
授受による事務コストを発
生させている｡
以上は､ 新公益法人会計
基準でも認められるもので
はないため､ 次期以降この
ような取扱を改める必要が
ある｡

平成19年度末まで
にパソコンを利用し

｢資金貸付及び割
賦 (リース) 設備利
用状況報告書｣ は､
割賦販売契約及びリ
ース契約の ｢報告・
調査｣ の各条項に基
づいて､ 毎年度６月､
貸与残額のあるすべ
ての貸与先に依頼し
ているが､ 回収した
調査結果のフォロー
・アップが不十分と
なっていた｡
このため､ 平成19
年度からは､ これら
の調査結果を踏まえ
つつ､ 事後訪問 (事
後調査) の際､ 再度
利用状況等を確認し､
必要に応じて制度の
趣旨説明を行うなど､
適切な指導を行って
いる｡

ととした｡
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[貸倒引当金必要額の把握]
センターでは､ 貸倒引当
金の必要額の試算を行って
いるが､ 以下の点で不備が
あり､ 真実の値を把握でき
ていない｡
 債権を第Ⅰ分類から第

Ⅳ分類までに分類してい
るが､ その根拠が不明瞭
である｡
 延滞債権は､ 中小企業

金融公庫の保険でその損
失の50％が補填されるが､
それを理由に､ 各分類の
貸倒引当率から50％を控
除して計算している｡ し
たがって､ 50％以下の貸
倒引当率である第Ⅰ分類
(２％) と第Ⅱ分類 (20
％) については､ 貸倒引
当金を計上していない｡
正しくは､ 50％を控除し
た残高に分類債権ごとの
貸倒引当率を乗じなけれ
ばならない｡
 延滞が発生しても期日

未到来であれば正常債権
として扱っている｡
 債務者区分を行わずに

債権分類を行っている｡
売却設備に対して引当
金を計上していない｡

設備資金貸付事業共通) ]
正常分と延滞分を含めた
貸与先毎の総債権残高や､
割賦､ リース合計の総債権
残高もシステム上で集計さ
れていない｡ このような状
態であると､ 貸与先が倒産
するなど債権の回収ができ
なくなった場合に､ 総額で
いくらの損失が生じるのか
ということがすぐに把握で
きない恐れがあるため､ 債
権の管理体制として不十分
である｡ 債権管理を早急に
システム化することが望ま
しいが､ システムが導入さ
れるまでは､ 少なくとも表
計算ソフトにより､ 貸与先
毎の債権額及びリース設備
の額を集計しておく必要が
あると考える｡
平成18年度に ｢設
備貸与事業・機械類
貸与事業・設備資金
貸付事業に係る債権
管理規程｣ (平成19
年３月30日) を整備
し､ ｢債務者区分｣ ､
｢債権分類｣ 及び
｢貸倒引当金｣ の判
断基準並びに算定基
準等の明確化と決算
書類の徴求等につい
て規定し､ 貸倒引当
金の必要額を適切に
算定できるように整
備した｡
また､ 同管理規程
に基づき､ 平成18年
度末及び平成19年度
末における全債権に
ついて､ 貸倒引当金
の必要額を算定した｡
この結果､ 貸与事
業に係る貸倒引当金
(貸倒償却後) の必
要額は､ 平成18年度
末 622,847 千 円 ( 設
備 貸 与 事 業 422,020
千円､ 機械類貸与事
業 200,827 千 円 ) ､
平成19年度末662,034
千円 (設備貸与事業

た簡易な債権管理シ
ステム (設備貸与事
業､ 機械類貸与事業
及び設備資金貸付事
業) を構築し､ 各事
業ごと､ 貸与先ごと
及び個別債権ごとに
情報を管理し､ 債権
管理に努めている｡




理事会の承認を得
て貸与原資準備金の
取崩しを行い､ 貸倒
引当金への繰入れ処
理を行った｡

センターは､ 規程に準拠 406,444 千 円 ､ 機 械
した必要十分な査定を行っ 類 貸 与 事 業 255,590
た上で貸倒引当金の見積額 千円) と算定した｡
を算定し､ 実態を反映した
適正な債権評価を行うとと
もに､ 真実な会計処理をす
る必要がある｡
以上のようにセンターに
おける試算に不備があるた
め､ 独自に設備貸与事業に
おける貸倒引当金の要引当
額を試算した結果､ 必要額
は約522百万円と試算され､
引当金計上不足額は412百
万円と見積もられた｡
また､ リース資産につい
ても､ 事故が明確となった
物件については処分損失見
込額に対して引当金を計上
するべきである｡ 加えて､
事故の発生していないリー
ス物件についても処分損失
の発生率を実績により見積
もって引当金を計上するべ
きである｡ 試算の結果､ リー
ス資産処分損失引当金の必
要額は約45百万円と見積も
られた｡

[貸与原資金及び貸与原資
準備金の会計処理について]
設備貸与事業会計では､
貸与協会の経理処理例に従っ
て､ 自己資金を貸与原資と
して繰り入れる場合､ 以下
のような仕訳が行われてい
る｡
剰余金を貸与枠に組入：
貸与原資準備金繰入 (支出)
／貸与原資準備金 (正味財
産)
貸付実行：貸与原資準備
金 (正味財産) ／貸与原資
金 (正味財産)
貸 付償還：貸 与原資 金
(正味財産) ／貸与原資準
備金 (正味財産)
上記の会計処理は､ 正味
財産のうち､ 貸付原資とし
て拘束される額を備忘的に
記録するための会計処理と
推測されるが､ センターで
統一的な会計処理がなされ
ていないことから､ 現時点
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機械類貸与事
業会計

ではあまり意味を持ってい
ない｡
センターとしては､ 公益
法人会計基準等に準拠した
統一的な会計処理を行う必
要がある｡
なお､ センターとして､
この貸与原資準備金を貸倒
引当金に充当することも検
討しているとのことである
が､ 正味財産に帰属する利
益留保性の準備金と負債性
引当金とは全く性格が異な
る｡ 従って貸倒引当金に充
当する場合は､ 単に科目を
振り替えるだけではなく､
組織として正式な意思決定
を行うことが必要である｡
[事業計画書の審査につい
て]
割賦事業・リース事業い
ずれについても対象設備は､
｢生産技術及びその事業の
生産性の向上に著しく寄与
するもの｣ という要件が付
されている｡
この抽象的な要件がクリ
アされているかを実際に検
討する際には､ 設備投資助
成審査委員会に提出する設
備投資審査調書の中で３年
程度の簡略的な経営計画を
示す損益計算書を作成し､
付加価値の伸び率を計算し
ている｡
しかし､ この計算の実態
は､ 他の要素等で採択がほ
ぼ確実な相手先について､
経営者からヒアリングをし
て､ 条件を満たすような計
算結果が出るように算出さ
れたものである｡
これについてはセンター
自体が単なる数字合わせで
生産的作業ではないとの認
識を持っており､ 職員の労
力の無駄と考えている｡ ま
た､ 採択された後に､ この
経営成績の見込みを事後的
に検証することはない｡
しかし､ 付加価値の向上
率を見込むことは法律上要
求されており省略できない｡

平成18年度以降､
新たに債権回収に問
題の発生した先 (経
営計画策定期間が３
年間を超える場合及
び一過性の延滞先を
除いた､ 平成18年度
発生分２先及び平成
19年度発生分２先)
を対象として､ 付加
価値の向上率に係る
事後検証を行い､ 経
営計画の未達成要因
を確認した｡
また､ 平成20年度
以降についても､ 新
たに債権回収に問題
が発生した先につい
ては､ 事後検証し､
今後ともノウハウや
データの集積に努め
ることとしている｡

従って､ せめて債権回収に
問題の発生した相手先につ
いては､ 貸出時に作成した
この経営計画の見込みの中
で何が問題であったのか等
の事後的検証をするなどし
て､ 少しでもノウハウやデ
ータの集積に努めることが
必要である｡

[貸倒引当金必要額の把握]
センターでは､ 貸倒引当
金の必要額の試算を行って
いるが､ 以下の点で不備が
あり､ 真実の値を把握でき
ていない｡
 債権を第Ⅰ分類から第

Ⅳ分類までに分類してい
るが､ その根拠が不明瞭
である｡
 延滞債権は､ 中小企業

金融公庫の保険でその損
失の50％が補填されるが､
それを理由に各分類の貸
倒引当率から50％を控除
して計算している｡ した
がって50％以下の貸倒引
当率である第Ⅰ分類 (２
％) と第Ⅱ分類 (20％)
については､ 貸倒引当金
を計上していない｡ 正し
くは､ 50％を控除した残
高に分類債権ごとの貸倒
引当率を乗じなければな
らない｡
 延滞が発生しても期日

未到来であれば正常債権
として扱っている｡
 債務者区分を行わずに

債権分類を行っている｡
 売却設備に対して引当

金を計上していない｡
センターは､ 規程に準拠
した必要十分な査定を行っ
た上で貸倒引当金の見積額
を算定し､ 実態を反映した
適正な債権評価を行うとと
もに､ 真実な会計処理をす
る必要がある｡
以上のようにセンターに
おける試算に不備があるた
め､ 独自に機械類貸与事業
における貸倒引当金の要引
当額を試算した｡ その結果､

平成18年度に ｢設
備貸与事業・機械類
貸与事業・設備資金
貸付事業に係る債権
管理規程｣ (平成19
年３月30日) を整備
し､ ｢債務者区分｣ ､
｢債権分類｣ 及び
｢貸倒引当金｣ の判
断基準並びに算定基
準等の明確化と決算
書類の徴求等につい
て規定し､ 貸倒引当
金の必要額を適切に
算定できるように整
備した｡
また､ 同管理規程
に基づき､ 平成18年
度末及び平成19年度
末における全債権に
ついて､ 貸倒引当金
の必要額を算定した｡
この結果､ 貸与事
業に係る貸倒引当金
(貸倒償却後) の必
要額は､ 平成18年度
末 622,847 千 円 ( 設
備 貸 与 事 業 422,020
千円､ 機械類貸与事
業 200,827 千 円 ) ､
平成19年度末662,034
千円 (設備貸与事業
406,444 千 円 ､ 機 械
類 貸 与 事 業 255,590
千円) と算定した｡
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オーダーメー
ド型貸工場事
業会計

必要額は約237百万円と試
算され､ 引当金計上不足額
は187百万円と見積もられ
た｡
また､ リース資産勘定に
ついても事故が明確となっ
た物件については処分損失
見込額に対して引当金を計
上するべきである｡ 加えて､
事故の発生していないリー
ス物件についても処分損失
の発生率を実績により見積
もって引当金を計上するべ
きである (勘定科目は ｢リー
ス資産処分損失引当金｣ ) ｡
試算の結果､ リース資産処
分損失引当金の必要額 (＝
計上不足額) は約12百万円
と試算された｡
[青色申告の承認申請書の
提出遅延による欠損金の繰
越控除の機会喪失について]
青色申告の承認申請書の
提出遅延に伴い､ 平成13年
度・平成14年度は白色申告
法人となり､ 複式簿記等の
要件を満たしていたにもか
かわらず､ 青色申告法人の
税法上の特典である欠損金
の繰越控除 (平成13年度欠
損金額△67,912千円・平成
14年度欠損金△11,952千円)
の機会を逸した｡ この重大
な手続上の瑕疵により､ 納
税資金約24,000千円がセン
ターから失われたことにな
る｡ センターにおいては､
民間会社では厳しく責任を
問われるであろうこの重大
な手続上の瑕疵につき､ 所
管課への報告や責任の所在
を明らかにすることも当時
なされなかった｡ 公益法人
であるからといって許され
ることではなく､ 事業実施
にあたっては､ 善良な管理
者としての注意をもって行
い (善管注意義務) ､ 問題
があれば速やかに所管課へ
の報告がなされる体制を整
備すべきである｡
[前期損益修正損の内容及

万が一問題が発生
した場合に備え､ 平
成20年度より速やか
に所管課に報告する
体制を整備した｡

再発防止のため､

[人件費について]
人件費について､ 平成13
年度及び平成14年度につい
ては1.5人分 (総務課・設
備投資支援課３人分×ほぼ
50％分) を人件費計上して
いた｡ 平成15年度について
は2.5人分 (設備・投資育
成グループ２人分×100％
及び１人分×50％) を人件
費として計上していた｡ 平

び税務上の損金性について]
平成17年度決算における
前期損益修正損73,738千円
の内容は､ 平成13年度の税
務申告上73,738千円の割賦
設備の元金部分を誤って収
入計上したことによる過年
度決算の修正損である｡ 確
定決算書上このような多額
の前期損益修正損を計上す
ることについては､ 過去の
会計処理が適正でなかった
ことを起因として本年度の
期間損益を歪める不適切な
事象であり､ 発生原因の十
分な究明と改善措置が必要
であると考える｡ また､ 青
色申告承認申請書の提出の
遅延によって平成13年度は
白色申告事業者であったこ
とから繰越損失は切捨てら
れており､ その損益修正損
を平成17年度の税務申告に
おいて損金算入できるかど
うかについては､ 高い税務
リスクが存在するものと考
えられる｡ 仮に税務上の損
金性が否認された場合には､
約22,000千円の法人税等が
課せられることになる｡ さ
らに加算税等が課せられる
とすれば､ センターにとっ
て重大な資金流出を招く｡
センターの収益事業は公益
事業を実施するための財源
として経営上重要な事業で
あるため､ 本事業の運営に
当たっては会計処理の適正
性・継続性に加えて､ 法人
税法等の税務上の取扱いに
ついても十分な理解と慎重
な取扱いが必要である｡

平成20年度より事
業開始時に策定した
収支計画に基づき人
件費を支出すること
とした｡

申告書の作成は公認
会計士に依頼し､ 申
告書の確認は当セン
ター及び税理士であ
る当センターの幹事
がチェックすること
とした｡
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成16年度・平成17年度につ
いて２人分 (設備投資課１
人分×100％､ 設備投資課
課長１人分×50％及び総務
課課長１人分×50％) の人
件費を計上している｡ 平成
18 年 度 か ら は ､ 2.5 人 分
(設備投資課１人分×100％､
設備投資課課長１人分×100
％及び総務課課長１人分×
50％) の予定であると聞い
ている｡ 人件費金額は､ 平
成13年度11,644千円だった
ものが､ 平成17年度では
20,279千円にのぼり､ 当初
に比して大幅な増加傾向に
ある｡ 人件費配賦の基準に
ついて一貫性・継続性がみ
られないこと､ また､ 業務
量からすれば現在はオーダー
メイド型貸工場事業は償還
業務のみを行っており業務
量を反映した適正な配賦基
準に従っているとは到底考
えられない｡
事業に従事する実態を反
映しない人件費の計上は､
適正な事業収支把握を歪め
るばかりか､ オーダーメイ
ド型貸工場事業に関しては
収益事業であるため､ 恣意
的あるいは不適切な人件費
配賦は課税所得を不当に圧
縮することにつながり､ 税
務上も問題となりやすい点
である｡ 業務量を反映した
人件費の配賦基準について､
十分検討する必要がある｡
[みなし寄付金について]
平成17年度18,640千円を
一般会計区分である設備貸
与事業にみなし寄付してい
る｡ 法人税計算における平
成17年度の寄付金損金算入
限度額 (寄付金支出前の所
得金額×20／100) は､ 2,753
千円である｡ 節税の観点か
らこの限度額を目安にみな
し寄付金を行うことは許容
できるが､ これを超えるみ
なし寄付金は意味があると
は思われない｡ この結果､
オーダーメイド型貸工場事

平成19年度の決算
より､ 寄付金損金算
入限度額の範囲内で
みなし寄付金を計上
することとした｡

情報化基盤整
備事業会計

[人件費の内部取引]
本事業に従事する職員の
人件費相当額をビジネスサ
ポートセンター運営事業会
計が負担している｡ 同一法
人間における事業部間の資
金移動であるにもかかわら
ず､ 決算書ではこの負担額
を未収金として計上してい
る｡ このような実態を伴わ
ない費用の会計間の付替え
は適切でない上､ 法人全体
の決算書上でも未収入金と
いう勘定科目が計上された
ままになっているのは不適
切である｡

106,000 千 円 の う
ち､ 国庫対応分
(7,830千円) を除い
た98,170千円を取崩
しし､ 平成19年８月
に技術振興事業会計
に繰入れした｡
また､ 代位弁済引
当金 (39,433千円)
については､ 平成18
年度に全額取崩しし､
必要額 (11,166千円)
を繰入れした｡ なお､
代位弁済引当金の対
象先は､ 平成18年度
に代位弁済を履行
(損失が確定) した
１企業であり､ 損失
発生相当額に対応し
た適切な金額を計上
した｡

平成19年度より内
部取引を行わないこ
ととした｡

業の今期収支は△21,976千
円となっており､ 明らかに
適正な事業別収支を歪めて
いる｡

債務保証事業
会計

[債務保証基金と代位弁済
引当金]
債務保証事業会計には､
正味財産の部に債務保証基
金106,000千円､ 負債の部
に39,433千円の代位弁済引
当金が計上されている｡ こ
れらの基金の造成や代位弁
済引当金の計上については､
何ら取り決めや規定等の明
文はない｡ この事業は旧財
団法人青森テクノポリス開
発機構から継承されたが､
これらの科目も旧法人から
そのまま受け継いだものと
考えられる｡
実質的に事業を所管して
いる県によると､ 本事業の
主管省庁であった旧通商産
業省からの指導により当該
基金を他の基金と統合する
ことが禁じられており､ 設
定時の趣旨からして､ 本事
業終了後､ 当該基金は当然
のことながら､ その運用益
で形成された代位弁済引当
金についても出捐者に対し
て返還されなければならな
いとのことである｡
このようにセンターが実
質的に支配できない基金や
引当金の原資を､ センター
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創造的企業創
出支援事業会
計

[債権管理について]
当該事業のセンター担当
者は１人であるためか､ 情
報は間接的に地元ベンチャー
キャピタルから得られるも
のの､ 実質的な債権者とし
ての管理が不十分である様
子が伺われた｡ 財政状態の
最新情報は常に入手してお
くことは債権者として当然
であるし､ 債務者に不利な
現象が生じている場合は､
訪問等を行い､ その原因の
調査とともに将来の見通し
等の説明を受けておく必要
がある｡

の資産として計上すること
自体が適切であったのかど
うかについては疑問である
が､ それらに係る取り決め
等が上述のように明文化さ
れていないため､ 現時点で
は判断が難しい｡
いずれにしても､ 当該事
業の社会経済的な意義が薄
れてきている現段階で､ 出
捐者等の利害関係者と早急
に調整を行い､ 今後､ 基金
や引当金の原資をどのよう
に返還すべきかについて合
意を形成して明文化してお
くべきである｡
なお､ 代位弁済引当金は
計上基準が明確でなく､ 利
益留保として計上されてき
た経緯から､ 新公益法人会
計基準上認められるもので
はない｡ 従って､ 合理的に
見積られる損失発生額を超
える金額については､ 早急
に返還の手続を取り､ 預り
金等に振り替える等の措置
が必要である｡

ビジネスサポ
ートセンター
運営事業会計

[建物賃貸借契約書につい
て]
東京ビジネスサポートセ
ンターは､ 東京の住友生命
八重洲ビル５階の一角にあ
る｡ 当該建物の使用部分に
ついては､ 県が所有者との
間で賃貸借契約書を締結し､
その一部をセンターに無償

本制度の対象企業
３社について､ ベン
チャーキャピタルを
通じて経営状況の情
報を入手したほか､
対象企業を直接訪問
し､ 直近の決算書を
入手して経営状況の
確認を行った｡ 今後
も本制度の対象企業
については､ 毎年度
事後訪問を実施し､
直近の決算書を入手
の上､ 経営状況の確
認を行うこととした｡
県では､ センター
との使用貸借契約に
ついて､ 事業目的等
に照らし再検討した
結果､ 従前と同様に
無償貸与とすること
とし､ 契約書を再度
作成した｡

退職給与引当
金会計

で転貸している｡ 無償の理
由としては､ 本事業が県の
中小企業育成政策の一貫を
担う事業であるからとのこ
とである｡
今後は､ 当事業の収支も
考慮して無償貸与が適切か
どうかを見直し､ 変更契約
を結ぶか､ 契約を変更しな
い場合であっても条件を再
度確認して､ 契約書を再作
成することが必要と思われ
る｡

[勘定科目について]
利用料収入及び賛助会費
については､ 決算書上計上
されている額とビジネスサ
ポートセンターで記録して
いる収入明細とを突合する
ような確認手続がこれまで
採られていなかった｡ 収入
に係る証憑類や入金額を確
認の上､ 決算上適正な収益
を計上することが必要であ
る｡
また､ 賛助会費は全会員
に対して請求を行っている
が､ 支払われなかった場合
には督促も行わない｡ 事実
上寄付金的な存在となって
いる｡ センターとしては､
会費なのか寄付なのか､ こ
の位置付けを明確にするべ
きである｡ 会費と位置付け
るのであれば､ 会計上も期
間に応じて収益計上するこ
とが必要である｡ また､ 現
在のような事態を放置する
ことは､ 会員間の公平性を
損なうものであるから､ 一
定期間納付しなかった会員
は翌期には会員の地位を喪
失させるなどの取り決めを
明確化するべきである｡

利用料及び賛助会
費については､ 入金
伝票を起票している
総務課と収入明細を
記録しているビジネ
スサポートセンター
との間で入金の確認
手続を取ることとし
た｡
また､ 賛助会費は､
納入については任意
であることから､ 当
センターとしては寄
付金的なものとして
位置付けている｡
しかしながら､ 会
員間の公平性を確保
するため､ ｢青森県
ビジネスサポートセ
ンター賛助会員基準
及び賛助会費等に関
する規程｣ を改正し､
第５条において､
｢賛助会員は会費の
納入をもって各特典
を得られるものとし､
会費未納入のものに
あっては､ その資格
を喪失するものとす
る｡ ｣ と定めた｡

[決算報告書の表示につい
平成19年度決算報
て]
告書より､ 総括表に
決算報告書において ｢退 てセンターの内部取
職給与引当金収入｣ と ｢退 引分を相殺した｡
職給与積立繰入｣ の勘定科
目が11,483千円の同額で表
示されている｡ 合算した決
算報告書においては､ セン
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○
監査箇所名

平成19年度分
監査項目

教育政策課

校舎等建築 三八地域県民
事業 (特殊 局地域整備部
教育諸学校)

広報広聴活
動の推進事
業

措置の内容

ター内部取引は相殺して0
円表示するのが適正である｡

監査結果
建築住宅課では､
各地域県民局地域整
備部に対し､ ｢設計
変更に伴う契約変更
事務取扱要領｣ (昭
和60年５月27日付け
青監第336号) に基
づく適時・適切な指
示票の交付など､ 契
約事務の適正執行の
徹底を指示した｡

平成18年度入札時
の予定価格と落札価
格との間に大きく開
きがあったことから､
平成19年度予算の積
算に当たっては､ 前

[変更契約の指示について]
設計変更事務については
｢設計変更に伴う契約変更
事務取扱要領｣ (昭和60年
５月27日付け青監第336号)
によって取扱いが定められ
ており､ 同要領第4条には
｢設計変更は､ その必要が
生じた都度､ 〜内容を掌握
し､ 〜内容が予算の範囲内
であることを確認した上､
〜指示票により行う｣ と規
定され､ 指示票のない設計
変更工事の開始を認めてい
ない｡
確認した結果､ 監督員が､
毎週１回行われる関係者の
定期協議の打合せ議事録を
指示票に代わるものと判断
して､ 工期末近くにまとめ
て指示票を作成したことが
明らかとなった｡ また､ 本
工事のような金額的に大き
な工事については､ 学校施
設課の了承の下で内容変更
が行われているが､ 工事現
場レベルにおける内容変更
の事務手続きの件では､ ルー
ルに基づいていないことは
明白である｡ 工事期間中の
関係者との協議の過程で必
要となった変更工事等につ
いては､ 工事依頼元と執行
先との設計変更に関わる実
態認識を共有し､ ルールを
遵守した手続きにより､ 適
時に適正な事務が行われな
ければならないと考える｡
[予定価格の適正な算定に
ついて]
｢教育広報あおもりけん｣
の作成委託契約の入札にあ
たり､ 県が算定した予定価
格は実際の落札価格の２倍

緊急耐震対
策事業

校舎等建築
事業

学校施設課

学校施設課

[他事業費の同一節間の予
算流用について]
内容は､ ｢緊急耐震対策
事業｣ の [他事業費の同一
節間の予算流用について]
と同様である｡

[他事業費の同一節間の予
算流用について]
緊急耐震対策事業､ 校舎
等建設事業､ 用地造成事業､
大規模改修事業はそれぞれ
別事業であり別個に予算を
確保しているが､ 緊急耐震
対策で予算をオーバーした
場合には他事業の予算を使
うことで､ ４つの事業合算
で帳尻を合わせている｡ こ
のような事業間の予算流用
は､ 事業別予算を編成して
いることの意義や効果を薄
めることとなり､ 好ましい
ことではない｡
予算不足が生じた場合の
付替え財源を確保するため､
いずれかの事業の予算を多
く見込んで要求する行為が
今後発生しかねない｡ 現状
では､ 予算要求に見合った
予算執行が適切に行われて
いるとは言い難い状況にあ
り､ 予算を事業間で流用し
ていることについて改善が
必要である｡

以上の数字であった｡
幸いにも低価格入札者が
いたことで､ 他の広報誌も
製作できることになったと
も思えないことから､ 広報
誌別の予定価格と事業予算
とがリンクしていないこと
も想像できるところである｡
今後は実際の予定価格を
ベースにした事業費予算の
設定が求められるとともに､
この事業費実績は翌年度以
降の予算作成にあたって重
要な情報としなければなら
ないと考える｡

入札執行残額や多
額の不用額が生じた
場合で､ 工事の進行
中に生じる予算の過
不足に対応する必要
が生じた際には､ 関
係課と適宜､ 減額補
正､ 年度途中の追加
事項､ 及び変更事項
等への対応について

入札執行残額や多
額の不用額が生じた
場合で､ 工事の進行
中に生じる予算の過
不足に対応する必要
が生じた際には､ 関
係課と適宜､ 減額補
正､ 年度途中の追加
事項､ 及び変更事項
等への対応について
協議を行うこととし､
予算執行の透明性を
確保することとした｡

年度の事業費実績を
踏まえて､ 積算単価
の見直し・減額を行っ
た｡
今後も､ 入札・落
札額の推移からその
傾向を見定め､ さら
に予定価格の見直し
を図り､ 適正な予算
作成を進めていく｡
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用地造成整
備事業

大規模改修
事業

産業教育設
備整備事業

学校施設課

学校施設課

学校施設課

[パソコンの整備購入予算
及び管理について]
県では､ 生徒40名 (１ク
ラス) と教師１名との合わ
せて41台分を基本としてパ
ソコンの整備計画をたてて
いるが､ 各高校では計画通
りの台数を配備しているわ
けではなく､ 学校施設課で
も各校の正確なパソコン整
備台数を管理していない状
況にある｡
計画変更があるパソコン
整備については､ 金額及び
台数につき伺い書類等を各
高校から徴収して承認する
ようにし､ 学校施設課でも
正確なパソコン台数・リー
ス料単価等を把握・管理し
ていく必要がある｡

[他事業費の同一節間の予
算流用について]
内容は､ ｢緊急耐震対策
事業｣ の [他事業費の同一
節間の予算流用について]
と同様である｡

[他事業費の同一節間の予
算流用について]
内容は､ ｢緊急耐震対策
事業｣ の [他事業費の同一
節間の予算流用について]
と同様である｡

適切な執行管理が

各高校のコンピュ
ータ整備台数につい
て調査を実施し､ 各
高校の整備台数を学
校施設課において一
元管理することとし
た｡
また､ 今後整備す
る高校で､ 諸般の事
情により１学級当た
りの生徒数以上にコ
ンピュータを整備す
る場合は､ 各高校か
ら理由書等を聴取し､
内容の確認を行い承
認することとした｡

入札執行残額や多
額の不用額が生じた
場合で､ 工事の進行
中に生じる予算の過
不足に対応する必要
が生じた際には､ 関
係課と適宜､ 減額補
正､ 年度途中の追加
事項､ 及び変更事項
等への対応について
協議を行うこととし､
予算執行の透明性を
確保することとした｡

入札執行残額や多
額の不用額が生じた
場合で､ 工事の進行
中に生じる予算の過
不足に対応する必要
が生じた際には､ 関
係課と適宜､ 減額補
正､ 年度途中の追加
事項､ 及び変更事項
等への対応について
協議を行うこととし､
予算執行の透明性を
確保することとした｡

協議を行うこととし､
透明性のある予算執
行とすることとした｡

[事業別実績について (三

教育用コン
ピュータ整
備事業

理科教育等
設備整備

学校施設課

学校施設課

[学校教育設備整備費等補
助金の実績報告書の記載誤
りについて]
学校教育設備整備費等補
助金実績報告書 (理科教育
等設備整備費補助) につい
て､ 学校事業別内訳の基準
数量が平成18年度に改正に
なっているにもかかわらず､
旧基準等により誤った記載
をしているものが７校､ 記
載漏れしているもの１校が
あった｡ 高校では正確な基
準数量を記載するよう留意
し､ 県も高校に対して基準
の改正を周知徹底し､ 国へ
の提出前には基準数量等の
実績報告書の確認作業を行

[パソコンの整備購入予算
及び台数管理について]
県では､ 生徒40名 (１ク
ラス) と教師１名の合わせ
て41台分を基本としてパソ
コンの整備計画をたててい
るが､ 各高校では計画通り
の台数を配備しているわけ
ではなく､ 学校施設課でも
各校の正確なパソコン整備
台数を管理していない状況
にある｡
計画変更があるパソコン
整備については､ 金額及び
台数につき伺い書類を各高
校から徴収して承認するよ
うにし､ 学校施設課でも正
確なパソコン台数・リース
料単価等を把握・管理して
いく必要があろう｡

本木農業高校) ]
当初令達額と実際執行額
の差額は減額令達になって
いるが､ 他事業の減額令達
と合わせて行われていた｡
このため他事業の減額令達
額分だけ､ 本事業の実績額
が過少に集計されている｡
本来は､ 事業別に予算組み
され､ 事業別に決算報告さ
れるべきであるから､ この
場合も事業別に減額令達を
するのが望ましい執行事務
だと考える｡

平成19年度実績報
告書提出時に基準数
量等の確認を十分に
行った｡ 今後､ 基準
の改正等があった場
合には､ 速やかに周
知徹底を図ることと
した｡

各高校のコンピュ
ータ整備台数につい
て調査を実施し､ 各
高校の整備台数を学
校施設課において一
元管理することとし
た｡
また､ 今後整備す
る高校で､ 諸般の事
情により１学級当た
りの生徒数以上にコ
ンピュータを整備す
る場合は､ 各高校か
ら理由書等を徴取し､
内容の確認を行い承
認することとした｡

できるよう､ 今後は
各学校の執行状況を
把握し､ 適宜事業ご
とに減額令達等を行
うこととした｡
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学習指導用
ソフトウエ
ア整備事業

学校施設課

う必要がある｡
[理科設備台帳の未整備と
現物数量の不一致について
(三沢高校) ]
学校が提出する整備実績
報告書の基準数量の欄につ
いて､ 平成18年度から基準
数量が変更になっているに
もかかわらず､ 平成17年度
の数量で記載して提出され
ていた｡ 更に理科整備台帳
の数量記入の繰越作業が遅
れており､ 正確な記載を確
認できなかった｡ 加えて､
担当教諭の管理下にある顕
微鏡は台帳上の数量をかな
り上回る実数であることが
明らかとなった｡ 耐用年数
の如何にかかわらず､ 実数
が台帳上の数量に一致しな
ければ､ 台帳管理している
ことが無意味となるため､
速やかに実数把握を行い､
実効ある備品管理を行うべ
きである｡
[事業別の減額令達につい
て (三本木農業高校) ]
当初令達額と実際執行額
の差額は減額令達になって
いるが､ 他事業の減額令達
と合わせて行われていた｡
このため他事業の減額令達
額分だけ､ 本事業の実績額
が過少に集計されている｡
本来は､ 事業別に予算組み
され､ 事業別に決算報告さ
れるべきであるから､ この
場合も事業別に減額令達を
するのが望ましい執行事務
だと考える｡
[ソフトウエアライセンス
の購入本数の見直しについ
て (十和田西高校) ]
十和田西高校において､
駅すぱあと178千円 (50ラ
イセンス) を購入していた｡
50ライセンスの使用状況は､
情報処理室のパソコン43台
と残り７台は教師のパソコ
ンに使用しているとのこと
だった｡ 十和田西高校には､

三沢高校では､ 速
やかに現有数量と台
帳の突合確認を行い､
整備を行った｡
また､ 学校施設課
では､ 補助金の交付
要綱に沿った事務処
理を行うよう周知し
た｡

適切な執行管理が
できるよう､ 今後は
各学校の執行状況を
把握し､ 適宜事業ご
とに減額令達等を行
うこととした｡

学校施設課では､
学校に必要数量等を
確認した上で､ 必要
な予算を令達するこ
ととした｡
また､ 十和田西高
校では､ 平成20年度
のソフトウエアの更
新を観光実践室のパ
ソコン36台分のみの
更新とした｡

情報処理室の他に観光実践
室があり､ そのパソコン台
数は36台であるが､ 本来で
あればこれにインストール
すべきソフトであると考え
られる｡ 普通科の生徒も授
業で使用することがあると
のことだが､ 授業でのソフ
トの使用方法や使用頻度等
を考慮して本当に必要な数
のソフトウエアの更新を行
うべきであると考える｡

[所内文書の正確な記載お
よび内部管理について (十
和田西高校) ]
学校施設課に提出された
パソコンソフトに関する調
査票において､ 十和田西高
校では上記の駅すぱあとの
ソフトを私費会計で購入し
たとの記載があった｡ もと
もとは平成14年度に教育用
パソコンを整備したときに
あわせて購入したもので､
平成17年度に私費での購入
を検討したが購入しなかっ
たものを､ 担当者が私費で
購入したものと思い込み､
誤った記載をしたとのこと
であった｡ 調査票の内容に
ついては正確な記載が必要
であることは言うまでもな
いが､ そもそも調査票提出
時に､ 記載内容について学
校施設課から高校に対して
内容を確認すべきものであっ
たと考える｡ 所内文書の正
確性や内部管理に留意する
必要がある｡

各種調査を行う際
には､ 正確な記載を
するよう改めて周知
するとともに､ その
内容確認を徹底する
こととした｡

[パソコンソフトに関する
既存ソフトの状況
調査票の有効活用について] 等を把握し､ ソフト
ソフトウエアライセンス ウエアの整備を進め
の整備希望にあたっては､
ることとした｡
高校から学校施設課にパソ
コンソフトに関する調査票
が提出される｡ 調査票には
整備希望のソフト名・本数・
単価だけでなく､ 現在使用
しているソフトの設置場所・
本数等も記載する様式になっ
ている｡ 学校施設課では整
備希望のデータのみを使用
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[予算管理・統制について]
学校施設課では､ 予算令
達後高校が実際に何を買っ
たかの確認を行っていない｡
このような予算令達時だけ
のチェックでは､ 予算管理・
統制がきかず､ 予算要求の
際に高めの金額を要求して､
余剰差額を自由にあるいは
目的外に使用する行為が発
生する可能性がある｡ 当初
要求との変更が生じた場合
については､ 県に報告後､
余剰差額の減額令達または
他の物品購入申請をさせる
等､ 学校予算の管理・統制
を徹底する必要がある｡
誤解が生じないよ
う平成20年度の ｢青
森県教育施策の概要｣
から本事業の記載を
削除することとした｡

適切な執行管理が
できるよう､ 適宜減
額令達や計画変更の
報告書を徴収するこ
ととした｡

しているが､ 既存のソフト
の情報もデータ集積するこ
とにより､ 今後のソフト整
備計画あるいは購入単価等
の情報共有化に役立つと考
えられ､ 積極的に活用すべ
きであると考える｡

[特定目的のない事業費の
令達 (三本木農業高校､ 名
久井農業高校､他全校共通)]
本事業の需用費は､ 高等
学校管理費の需用費の一部
として令達され､ 高校側と
しては､ 灯油代等の一般的
な管理費として総額管理さ
れ､ その一部として支出し
ているだけであるため､ 特
段 ｢学習指導用ソフトウエ
ア整備事業｣ として､ 特定
の目的のために支出するこ
とを意識していない現状に
ある｡
このような高校側の予算
執行実態や金額的なことを
勘案すると､ 敢えて ｢青森
県教育施策の概要｣ に特記
するほどの事業とは思えな
いし､ それにより県民から
は情報化教育予算と誤解を
受ける可能性があると思わ
れる｡ したがって､ 本事業
費については予算積算上の
みの使い方に留め､ 学習指
導用ソフトウエア整備費と
して公表する必要性はない

校舎等建築 学校施設課
事業 (特殊
教育諸学校)

[事業の目的外支出につい
て]
八戸第二養護学校におい
て､ 三八地域県民局での執
行以外に校舎の増築に関連
しない工事について予算が
執行されており､ 事業別予
算に対する実績費の把握と
いう観点からは好ましいこ
とではない｡ また､ 学校施
設課から予算令達がない工
事を他の工事で余った令達
額を使用して行っている｡
一応､ 学校施設課からは口
頭で承認をもらっていると
のことであるが､ 文書の取
り交わしは必要と考える｡
このように余った予算につ
いて､ 事業の目的外支出や
令達の要求をしていない工
事の支出が､ 県民に知らさ
れることなく実施されるの
ならば､ 議会の承認手続き
や学校施設課内の承認手続
きが全く無意味になってし
まう｡ 他に必要な工事支出
があるならば､ 原則的には
補正予算を組むなどして執
行すべきであり､ 予算流用
した場合には課内の承認手
続きと工事実績の公表が必
要と考える｡

入札執行残額や多
額の不用額が生じた
場合で､ 工事の進行
中に生じる予算の過
不足に対応する必要
が生じた際には､ 関
係課と適宜､ 減額補
正､ 年度途中の追加
事項､ 及び変更事項
等への対応について
協議を行うこととし､
予算執行の透明性を
確保することとした｡

予算令達を伴う工
事の執行については､
令達先の学校との協
議及び内容確認を十
分に行うとともに､
関係課と適宜､ 減額
補正､ 年度途中の追
加事項､ 変更事項等
への対応について協
議を行うこととし､
予算執行の透明性を
確保することとした｡

と考える｡

[他事業の同一節間の予算
流用について]
八戸第二養護学校の校舎
増築工事予算が､ 実際には
一部八戸養護学校以外の養
護学校の工事に使われてい
た｡ 事業別決算上､ 実施し
た個々の工事内容・金額を
開示する必要がないことか
ら､ 他の事業費を流用して
いるのは事業別に予算を持
つ効果を無くするものであ
る｡ 補正予算や議会にかけ
ると迅速に対応できないと
いう主張や､ 学校現場で緊
急性を要する整備改修が生
じているのも事実であろう
から､ 不当・不合理な流用
ではないと思われるが､ 予
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理科教育等
設備整備
(特殊教育
諸学校)

学校施設課

算の使用実績については正
しく説明しなければならな
い｡ また､ 正しく議会に説
明して､ 必要な改修設備の
予算要求を行うことも重要
な県教委の仕事である｡ 執
行機関の責任の下で流用し
た予算については､ 流用の
背景や理由､ 金額等に関す
る説明方法を検討し､ 住民
の監視機能が働くことが理
念的である｡
[事業の計画性について]
八戸第二養護学校の平成
18年度の増築工事は､ 平成
14年頃からの要望・計画で
あり､ 平成16年度に設計を
終えていた工事であるが､
その後の生徒数の増加によ
り､ 平成19年度現在ですで
に定員一杯の状態である｡
特別教室を普通教室に転用
して使用していた従来の状
況を改善し､ 特別教室を復
元するという目的だったは
ずが､ すでに特別教室を普
通教室に転用している実態
が見受けられた｡
財源面での問題により､
工事が先送りされたことで
当初計画自体が実態と乖離
してしまったと思われるが､
校舎増築の計画に当たって
は､ 長期的な視野に立った
計画が求められるため､ 今
後の校舎等建築事業につい
ては､ 今回の工事について
の反省を生かして､ より綿
密な計画を立てるよう希望
する｡
[備品等の保管について
(八戸第二養護学校) ]
八戸第二養護学校での現
物実査の結果､ 教材室に置
いていないため現物を確認
できないものがあった｡ 使
用中とのことであったが､
授業が終わっても返却して
いないのは好ましいことで
はない｡ また､ 学校では定
期的な現物実査を行ってい
るとのことだったが､ 平成

児童生徒数の増減
見込み､ 教育を取り
巻く社会環境の変化
など､ 将来の予測が
難しい面はあるが､
事業実施に当たって
は実態と計画のかい
離がないよう実施段
階で事業内容を検討
し､ 長期的な視野に
立ち計画を策定する
こととした｡

八戸第二養護学校
では､ 保管場所を定
め､ 定期的な現物確
認を確実に行うこと
とした｡
また､ 学校施設課
では､ 平成20年４月
17日に行った県立学
校事務長会議におい
て､ 物品の適正な管
理について周知した｡

教育用コン
ピュータ整
備事業 (特
殊教育諸学
校)

学習指導用
ソフトウエ
ア整備事業
(特殊教育
諸学校)

学校施設課

[備品等の保管について
(八戸第二養護学校) ]
備品の保管状況を見ると､
リース資産もその他学校の
備品も区別なく､ パソコン
準備室の同じ引き出しにあ
り､ 引き出しには鍵もかかっ
ていない状況であった｡ 比
較的高価なこれら備品の管
理としては､ 保管場所を決
め､ 必要によっては鍵をか
けられるようにしておき､
セキュリティを高めると共
に､ 貸出票を作るなどして､
誰がいつ使用したのか､ い
つまで使用予定なのかが分
かるようにして､ 管理体制
を整える必要がある｡

誤解が生じないよ
う平成20年度の ｢青
森県教育施策の概要｣
から本事業の記載を
削除することとした｡

八戸第二養護学校
では､ 備品の保管場
所を定めるとともに､
パソコン準備室の出
入口を施錠し管理体
制を強化した｡ さら
に､ 貸出簿を作成し､
備品を持ち出す場合
には､ 貸出簿に記入
させることとし､ そ
の所在が把握できる
ように職員への周知
徹底を図った｡
また､ 学校施設課
では､ 平成20年４月
17日に行った県立学
校事務長会議におい
て､ 物品の適正な管
理について周知した｡

19年７月時点の確認業務は､
担当者が入院したために実
施していなかった｡ 行うべ
き業務は代替の担当者によ
り実施されなければならな
い｡
また､ 備品については保
管場所を定め､ 使い終わっ
たらそこに返却するように
する必要がある｡ 定期的な
現物確認が必要なのはもち
ろんであるが､ その際､ 担
当者以外の者が行うことに
よって､ より牽制が効くと
思われる｡

学校施設課

[事業費予算と管理費予算
の区分について]
本県の特殊教育諸学校に
おいて情報教育を推進する
重要性が高いと判断するな
ら､ ソフトウエアの購入が
安定的にできるよう一つの
事業として独立させ､ 学校
管理費予算とは区別すべき
である｡ あくまで学校管理
費の一部として学校の裁量
により必要に応じて購入す
ればよいとの考えなのであ
れば､ ｢学習指導用ソフト
ウエア整備事業｣ というよ
うな名称を付けることで誤
解が生じるため､ ｢青森県
教育施策の概要｣ に特記す
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学校施設課

[切手の管理換えについて
(下北教育事務所) ]
平成18年度に２回学校施
設課から切手の管理換えを
受けているが､ 年度末には
年間使用枚数を上回るほど
の在庫が残った｡ 結果的に
この管理換えの必要性を窺
い知るような事実は認めら
れず､ このような過大な切
手在庫の存在については､
教育事務所側の予算の適正
な執行の観点から疑問の残
るところである｡

[期成会の運営の方向性]
期成会について､ 本県の
場合は研修事業や情報交換
等の面で有用な活動になっ
ているとのことであったが､
県及び県内の市町村の財政
基盤の厳しい中で､ 期成会
活動の事務負担も含めた費
用対効果について十分に検
討し､ 全国的な動向を見守
りながら､ 本県期成会の今
後の方向性を定めていく必
要があると考える｡

[建物の投資回収期間]
譲渡代金の返済が完了し
ていない住宅の中で３件を
抽出し､ 受領している家賃
で建物の取得価額が何年で
回収できるかを計算した結
果､ 約80年､ 77年､ 55年と
極めて長期となり､ およそ
民間では考えられない投資
回収期間となった｡
限られた財源の中でこの
ような多額の支出がなされ
ていることについては､ 投
資コストに見合った収入の
確保が必要であり､ また利
用率の観点からは､ 老朽化
と個人の選択がより多様化
していることを踏まえ､ 職
員公舎の今後のあり方につ
いて､ 再考の余地がありう
るものと考える｡

事業完了日を ｢対

教育事務所では､
年間で使用する切手
の枚数の見込みをよ
り厳密に立てて､ 計
画的に購入を行うこ
ととした｡
また､ 学校施設課
では､ 管理換えを行
う場合､ 再度教育事
務所に確認した上で
管理換えを行うこと
とした｡

活動内容を要望活
動､ 研修事業に絞っ
た上で､ 負担金の算
定率の減を行い､ 存
続することとした｡

平成19年度に策定
した｢職員公舎集約・
共同利用計画｣に基
づき､ 廃止する公舎
の売却及び既存公舎
の有効利用を全庁利
用調整の下に総合的
かつ合理的に進める
こととしている｡
この取組によって､
収入の確保と利用率
の向上に努めていく
ものである｡

べきではないと思われる｡

学校施設課

[実績報告書の受領時期に

教職員住宅
借上事業

切手の受払､ 学校施設課
残高につい
て (下北教
育事務所)

文教施設整
備指導費

義務教育課

青森県中学

校文化連盟
支援事業

【現学校教育
課】

[負担金の金額及び契約内
容について]
中学校文化祭事業に係る
収支決算は､ 決算額が予算
額を大幅に下回っている｡
また､ 中文連が収受した学
校負担金 (生徒１人当たり
50円を各中学校より収受し
たもの) の総合文化祭事業
への充当額が大幅に減少し
ており､ 中文連の文化振興
事業費の収支計算書上50万
円もの次年度への繰越金が
生じている｡
当該繰越金については精
算するという契約内容になっ
ておらず､ また､ 契約上も
２百万円の定額負担の規定
となっている｡ したがって､
半額程度の負担という趣旨
を適切に反映させるために
は､ 契約上も上限額を明記
した上で負担割合を記載す

ついて]
負担金を交付した第５回
青森県中学校総合文化祭に
ついては､ ｢事業完了の日
から起算して30日を経過し
た日または平成19年４月10
日のいずれか早い期日｣ ま
でに実績報告書の提出を求
めている｡ 中文連の実績報
告書提出日は平成19年３月
20日であった｡ 文化祭の経
費等の支払いが完了し､ 事
業費が確定したのが平成19
年１月11日であることを考
えると､ 実績報告書提出日
は期限を過ぎていることと
なる｡ 中文連側は､ 中文連
の３月の総会で実績報告の
承認を得たため､ その日を
事業の完了日として期限内
に報告を行ったという認識
であった｡ ｢事業完了｣ の
定義が明確ではないため､
中文連側の裁量で報告時期
を決めることが可能な状態
になっている｡ ｢事業完了｣
の定義を明確にし､ 事業費
が確定して30日以内に報告
を行うよう中文連に求める
べきである｡

平成18年度の中学
校総合文化祭は､ 青
森市文化会館が改築
のため使用できず､
青森市文化ホールで
の開催となり､ 大会
規模を縮小して実施
したため青森県中学
校文化連盟の負担が
減少した｡ しかし､
平成19年度から通常
の開催規模となった
ため､ 総合文化祭開
催経費が約400万円
となり､ 青森県の負
担は２分の１程度と
なっている｡
平成20年度からは
実績報告の提出の際､
開催経費が減少した
場合は文化連盟と協
議の上負担金の額を
確定し､ 確定した金

象事業の事業費が確
定した日｣ とし､ 提
出期限を厳守するよ
う関係団体に対し通
知することとした｡
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学習状況調
査

義務教育課
【現学校教育
課】

[下北地域での事業実施の
必要性について (下北教育
事務所) ]
下北地域の地理的､ 歴史
的要因､ 風土等の影響によ
り､ 児童生徒の学習状況す
なわち教育環境が他地域と
比較して不利なことについ
ては､ 教育事務所管内別通
過率一覧表のデータが実証
しているところである｡
一般県民に開示はされて
いないが､ 県が把握してい
る学校別のデータにより､
市町村教育委員会､ 個別の
小中学校と連携し､ 下北地
域全体の児童生徒の学力向
上という目的に対して､ 重
点的な人的物的な資源の集
中と施策の推進が望まれる｡

[印刷経費の予算積算単価
の見直し]
学力調査の問題用紙等の
印刷について､ 予算積算上
の単価は43円となっている
が､ 実績は13円強での契約
になっており､ 5,526千円
の予算に対し､ 2,037千円
の実績になっている｡ 予算
積算上の単価に見直しの余
地があるものと思われ､ そ
れにより実態に合った事業
予算になるものと思われる｡

る方式に改めるとともに､
概算払いした負担金に残余
が生じた場合はその分を精
算させることができる仕組
みを採用すべきである｡ ま
た､ このような余剰金の発
生に関しては､ 中文連の作
成した収支差額ゼロの収支
決算書は事実を表していな
いことに起因するものであ
り､ 本来は県の検査確認事
務において発見されるべき
ものである｡

青森県教育委員会
では､ 平成18年度か
ら２年間にわたり､
下北地域を対象に､
｢学習サポート推進
事業｣ を実施し､ 確
かな学力の育成の一
環として､ 本県の児
童生徒の学習意欲の
喚起と学習習慣の育
成を目的に､ 放課後
等に教科の補充指導
や学習方法等の支援
・助言を行う学習サ
ポーターの活用に係
る調査研究を行い､
県下の各市町村が単
独で同様の取組がで
きるようにするため
の情報提供を行った
ところである｡
また､ 下北教育事
務所においては､
① 学習状況調査実
施報告書を基に､
下北管内の分析､

平成20年度当初予
算要求において､ 予
算積算上の単価を見
直した｡
今後も実績等を勘
案し､ 予算積算の見
直しを検討していく
こととする｡

額が交付金額を下回
る場合は返納させる
ものとする｡

小・中学校
連携教育推
進事業

義務教育課
【現学校教育
課】

[委託料の執行内容の確認
について]
実施要項上､ 各研究調査
校から各市町村教委を経由
して､ 収支精算書に係る帳
簿の写し及び支出に係る証
拠書類の写しを義務教育課
宛に提出することとされて
いる｡ 提出された証拠書類
について､ ｢品代｣ としか
記載されていない領収書の
コピーのみの提出を受け､
確認 している例 があっ た
(田名部中学校分) ｡ 事業
に関連して執行されている
ことを確認する趣旨から､
このような場合には納品書
や請求内訳などの明細を添

今後の指導に向け
た授業改善の指導
資料を作成し､ 各
学校に配布する｡
② 学校訪問におい
て､ 授業を参観し､
ねらいを達成する
ための学習活動､
児童生徒の実態
(つまずき等) に
対する指導につい
て指導・助言を行
う｡
③ 教育課程地区研
究集会において､
事例を基にした協
議会と参考事例､
参考資料等を活用
し､ 具体的に指導
・助言を行う｡
④ 学力向上拠点形
成事業の成果を､
教育課程地区研究
集会での話題提供､
研究推進校での公
開授業の実施､ 学
校訪問での周知等､
成果の普及を図る｡
など､ いろいろな場
面を通して､ 各市町
村教育委員会・各学
校と連携して､ 児童
生徒の確かな学力の
向上に向けて取り組
んだところである｡

平成19年度におい
ては､ 内訳などの明
細が分かる請求書及
び領収書の写しを添
付して提出するよう､
委託先に指示し､ 適
切な内容確認を実施
した｡
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義務教育課
【現学校教育
課】

付して提出するよう委託先
に指示し､ 適切な内容確認
を実施すべきである｡
生徒指導総
合連携推進
事業

[事業の実績報告について]
本事業は国庫事業であり､
県は､ 国と市町村との事務
連絡作業をしているに過ぎ
ないと言える｡ 実質的には､
児童少年の問題行動に関す
る各市町村の従来からの取
り組みへの補助金的な性格
と思われ､ 調査研究といっ
た視点やこれら活動の効果
的なやり方を全県的に波及
させていこうという観点に
乏しいと考えられる｡ 特定
の地域に限定して事業を委
託しているのだから､ それ
以外の地域にもどのような
活動がどのような効果をも
たらすのかを知りうるよう
な結果報告が求められるべ
きである｡

事業実施市町村に
対して､ 他地域にお
けるモデルとなるよ
うな事業の実施及び
詳細な結果報告を行
うよう徹底した｡

生徒指導必 義務教育課
携 (改訂版) 【現学校教育
の作成
課】

義務教育課
【現学校教育
課】

本事業においては､
相談記録用紙に相談
内容､ 対応等を記入
し､ 月ごとの件数や
相談相手､ 対象等を
まとめた｡
本事業の実施方法
等については､ 事業
継続のための主体や
方法論も含め､ 随時
検討しているところ
である｡

[事業別経費の集計につい
今後は､ 事業の実
て]
施内容を踏まえた適
経費のうち消耗品費や通 切な実績額の把握に
信運搬費は､ 他の事業に関 努めることとした｡
する共通経費の一部を計上
したものであり､ 本事業に
直接紐付けできるものでは
なかった｡ 事業費実績とし
て､ どれだけの経費がかかっ
たのかを表すため､ 正確な
決算額を集計する必要があ
る｡

24時間電話
相談事業

[事業の選択と集中につい
て]
本事業でもし解決実績が
なくとも､ いじめ問題が存
在する限り､ 行政の相談機
能の必要性が県民に理解さ
れ､ その存在と存続に関し
てコンセンサスが得られて
いれば､ 事業継続は必要不
可欠である｡ そのためにも､
県は相談事案１件ごとの具
体的な問題事案と回答､ 時
間帯別の相談件数､ 事業の
総コストなどのデータを詳
細に持ち､ 他の事業と比較
した場合における事業の重

小学校教育
課程地区研
究集会事業

義務教育課
【現学校教育
課】

[実績報告書の様式につい
て (教育庁) ]
県では実施報告書の様式
を指定しているが､ 東青教
育事務所については独自の
様式となっていた｡ 対象及
び参加人員を記載する部分
が参加対象者のみの記載と
なっており､ 参加人員の記
載はなかった｡ 別添資料で
参加人員の把握は可能であ
るから問題ないとしていた
が､ 教育事務所は実施報告
書の様式どおり､ 漏れなく
記載事項を記入し報告書を
作成する必要がある｡

今後は､ 事業に共
通する管理費等の負
担について､ 各事業
の予算額に応じて配
分することとし､ 実
施事業の適正な実績
把握をすることとし
た｡

平成20年度第１回
教育課長連絡協議会
において､ 県内６教
育事務所の教育課長
に対し､ 県が指定す
る報告書の様式に従っ
て報告書を作成する
ことを徹底した｡

点化の判断に資することが
期待される｡
事業の選択と集中の要請
の中で､ 本当に必要な事業
の選別に当たっては､ 適時
的確な判断が必要であり､
継続性が要求される教育事
業にあっては､ 例えば国庫
負担がなくなった場合でも
県単独事業としての存続を
可能ならしめるためにも､
継続的かつ詳細なデータの
収集が必要だと考える｡ 経
験的にはコスト削減の要請
に対しては､ ｢事業の民営
化｣ という選択もとらざる
を得ないこともありうるた
め､ 事業継続のための主体
や方法論についても予め模
索が必要である｡

[実施事業の適正な実績把
握について (教育庁) ]
本事業の平成18年度当初
予算総額は800千円となっ
ているが､ 実際に研修会を
行う教育事務所の令達額は
総額366千円であり､ 実績
額の半分以上の金額の差額
369千円は義務教育課の管
理費等の負担額となってい
る｡ 予算の積算根拠は全く
意味がない数字であるばか
りか､ 義務教育課の管理費
等を本事業予算の範囲内で
負担することにより､ 実施
事業の成果や効率性を判断
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中学校教育
課程地区研
究集会事業

義務教育課
【現学校教育
課】

する上でも妨げとなってい
る｡ 事業に共通する管理費
等の負担については合理的
基準を設け配分し､ 実施事
業の適性な実績把握をする
べきである｡

平成20年度第１回
教育課長連絡協議会
において､ 県内６教
育事務所の教育課長
に対し､ 県が指定す
る報告書の様式に従っ
て報告書を作成する
ことを徹底した｡

各教育事務所に対
して､ 事業予算の適
切な時期の執行及び
適正な実績把握につ
いて徹底した｡

[実績報告書の様式につい
て (教育庁) ]
内容は､ ｢小学校教育課
程地区研究集会事業｣ の
[実績報告書の様式につい
て (教育庁) ] と同様であ
る｡

平成20年度第１回
教育課長連絡協議会
において､ 県内６教
育事務所の教育課長
に対し､ 事業実施報
告書の期限内の提出
について徹底した｡

[西北教育事務所の需用費
について (教育庁) ]
西北教育事務所の本事業
に係る需用費の内容を確認
したところ､ 事業実施日後
にコピー用紙等事務用品が
大量購入されているなど､
当該事業に直接あるいは間
接にかかった経費のみでな
いことは明らかである｡ 他
事業などに係る需用費も当
該実施事業の令達額の中で
使用されているとのことで
あるが､ こうした実態内容
を把握・検討せずに前年度
実績ベースでの予算令達を
教育事務所に対して行うこ
とは､ 他の教育事務所との
公平性の観点からも見直さ
れるべきものである｡ 県は
教育事務所に対しても実施
事業にかかる適正な実績把
握を指導すべきである｡

[実績報告書の提出遅延に
ついて (教育庁) ]
教育事務所の主管事業に
ついては､ 義務教育課から
教育事務所長あて通知され
るが､ その通知の中で､ 事
業実施報告書を事業実施後
３週間以内に義務教育課長
に提出しなければならない
とされている｡ 中南教育事
務所管内の中学校教育課程
地区研究集会の実施報告書
は､ ３週間を過ぎての提出
となっていた｡ 実施報告書

[西北教育事務所の需用費
について (教育庁) ]
内容は､ ｢小学校教育課
程地区研究集会事業｣ の
[西北教育事務所の需用費
について (教育庁) ] と同
様である｡

[実施事業の適正な実績把
握について (教育庁) ]
本事業の平成18年度当初
予算総額は800千円となっ
ているが､ 実際に研修会を
行う教育事務所の令達額は
総額411千円であり､ 実績
額の半分近い金額の差額300
千円は義務教育課の管理費
等の負担額となっている｡
予算の積算根拠は全く意味
がない数字であるばかりか､
義務教育課の管理費等を本
事業予算の範囲内で負担す
ることにより､ 実施事業の
成果や効率性を判断する上
でも妨げとなっている｡ 事
業に共通する管理費等の負
担については合理的基準を
設け配分し､ 実施事業の適
性な実績把握をするべきで
あろう｡

平 成 20 年 ３ 月 に
｢職員等の旅費に関
する条例｣ が改正さ
れ､ 平成20年度から
通勤手当と重複する
部分の旅費は支給さ
れないこととなった｡

各教育事務所に対
して､ 事業予算の適
切な時期の執行及び
適正な実績把握につ
いて徹底した｡

今後は､ 事業に共
通する管理費等の負
担について､ 各事業
の予算額に応じて配
分することとし､ 実
施事業の適正な実績
把握をすることとし
た｡

の提出は遅延なく行い､ ま
た期限内の提出がなければ
県からも提出を要求すべき
であろう｡

[旅費の算定方法]
当研修会の旅費計算にお
いて､ 在勤公所に通勤して
いないが通勤手当を受け取
り､ さらに実際には出張し
ていない在勤公所から居住
地までの経路の旅費も受け
取る二重部分が生じている
事例があった｡
旅費条例上は問題ないも
のであるが､ 本県旅費条例
の趣旨は､ 在勤地内に居住
する者についてまで旅費を
個々に判断するのは煩雑で
あるとの判断によるもので
あると考えられる｡ 旅費の
実費支給原則を厳密に解釈
すれば､ 違和感のある取扱
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中堅教職員
指導実践力
向上研修事
業

初任者研修
事業

特殊教育内
地留学事業

義務教育課
【現学校教育
課】

[他事業との同一節間の予
算流用について]
研修を実施している各教
育事務所及び総合学校教育
センターに対する令達額は､
事業費実績のうち報償費､
旅費､ 需用費合計に満たな
い｡ このような付替処理は
事業別予算の効果を無意味
にする財務事務である｡ こ
のような事態が起こる理由
は､ 一つの事業区分内にお
ける ｢節｣ 間流用が認めら
れないため､ 特定事業の
｢節｣ に不足が生じた場合
に他事業の ｢節｣ を流用す
るためである｡ 予算不足が
生じた場合の付替財源を確
保するために､ いずれかの
事業の予算を多く見込んで
予算要求することが慣習化・
状態化しかねない｡ 事業別
予算に対する実績額の把握
に努める必要がある｡
各事業の予算につ
いて､ 入札執行残額
や多額の不用額が生
じた場合は､ 関係課
と適宜､ 減額補正対
応や年度途中の追加
事項､ 変更事項等へ
の対応について協議
を行い､ 予算執行の
透明性を確保するよ
う努めることとした｡

いとなっていることは否め
ず検討の余地があると考え
る｡

義務教育課
【現学校教育
課】

[他事業費との同一節間の
予算流用について]
研修を実施している各教
育事務所及び総合学校教育
センターに対しての令達額
は､ 事業費実績のうち報償
費､ 旅費､ 需用費合計に満
たない｡ これは義務教育課
における他の事業費を本事
業で負担していることによ
るものである｡

今後は､ 事業の実
施内容を踏まえた適
切な実績額の把握に
努めることとした｡

各事業の予算につ
いて､ 入札執行残額
や多額の不用額が生
じた場合は､ 関係課
と適宜､ 減額補正対
応や年度途中の追加
事項､ 変更事項等へ
の対応について協議
を行い､ 予算執行の
透明性を確保するよ
う努めることとした｡

義務教育課
【現学校教育
課】

[他の事業予算への流用に
ついて]
予算に対して決算額を集
計した決算統計節別集計表
には､ 本事業費として旅費
5,125千円が計上されてい
るが､ 実際にこの事業にか
かった旅費は､ 旅費請求
(精算) 書によると1,109
千円である｡ 差額4,016千
円が､ 本事業以外の旅費と
して使用されたことは明ら
かである｡ とすれば､ 会計

指導主事学
校訪問に要
する経費
(下北教育
事務所)

旅費の執行
について
(三八教育
事務所)

義務教育課
【現学校教育
課】

[指導主事以外の旅費の混
入について (下北教育事務
所) ]
指導主事以外の職にある
職員の旅費が本事業費 (小
学校費､ 中学校費) から支
出されていた｡ 指導主事以
外の職にある職員のセミナー
等の参加用務については非
常に重要なものもあり､ 支
出すること自体に問題があ
るとは思われないが､ これ
らを小学校費や中学校費で
支出することは目レベルで
の流用にあたり､ ルール違
反ではないが合理的とは思
えない｡ 必要な支出につい
て､ 予算の残っている他の
事業費から捻出することは､
事業別予算を策定している
ことから考えれば不適切な
ことである｡ セミナー等は
県庁所管課からの参加要請
があり､ 事実上参加が義務
化されているような状況も
あるように思われるが､ ま
ずは本当に参加が必要かど
うかについて､ これまで以
上に厳格に検討する必要が
あると考える｡

教育事務所職員の
旅費については､ 平
成19年度から支給方
法が改善され総務部
人事課において集中
処理されることになっ
た｡
また､ 旅費請求に
関しても本人がパソ
コン入力するよう簡
素化されたことに併
せて､ 総務課職員が

指導主事以外の職
にある職員のセミナー
等への参加について
は､ 職務上の必要性
を十分検討した上で､
旅費の支出は予算の
範囲内で最も合理的
な費目により執行す
ることとした｡

監査的視点からは､ この節
別集計表は全く事実を反映
していないため､ 誤った決
算報告である｡ このような
目的外への予算流用や実態
を反映しない決算書を作成
することに関し､ 今まで問
題意識がなかったことが､
極めて重要な問題と言わざ
るをえない｡

義務教育課
【現学校教育
課】

[旅費の精算タイミングに
ついて (三八教育事務所) ]
旅費についてはほとんど
が精算払いとなっており､
平成18年度の支給状況を見
ると､ 旅費の精算が大幅に
遅れている｡
旅費の予算超過が生じな
いよう全員分の書類が揃っ
てから支給する仕組みを採
用しており､ その仕組みは
問題ないと思われるが､ 教
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夢実現人づ
くりプラン

県立学校課
【現学校教育
課】

育事務所勤務職員は管内の
学校を訪問することが多く､
旅費の精算書を提出するた
めだけに教育事務所に戻る
ことが難しいという理由は
合理的ではない｡ 一定の期
限を設けて旅費の締め切り
を行う仕組みや､ 郵送やＦ
ＡＸによる提出 (または仮
提出) を認めるなどの方法
により､ 適正な事務処理を
確保しつつ､ 事務処理の遅
延を回避することも可能と
考える｡
平成20年４月17日
に県立学校事務長会
議を開催し､ 各県立
学校の事務長に対し､
県事業の実施に当たっ
ての付随収入に係る
支出については､ そ
の支出内容を示す領
収書の整理・保存を
適切に行うよう指導
した｡
また､ 今後､ 必要
に応じ､ 指導主事等
の学校訪問において､
令達事業に係る関係
資料に基づき､ その
実施状況について聴
取することとした｡

月末締めで勤務実績
表と照合し､ 請求も
れがないよう確認す
る体制を整備したこ
とにより､ 支払遅延
は解消された｡

本事業は平成19年
度で終了したが､ 平
成20年度から後継事
業として ｢ドリカム
人づくり推進事業｣
を立ち上げており､
推進校の選抜に当たっ
ては､ コンペティショ
ンの結果を基準とし
て､ 豊かな人間性プ
ランと確かな学力プ
ランごとに､ 採点結
果の上位から推進校

[徴収した参加料の会計に
ついて (三本木農業高校) ]
本事業で実施した３回の
環境市民交流会の参加者146
名の参加料合計43,800円に
対し､ 保管整理していた領
収書は10,321円分しかなかっ
た｡ 参加料はお茶代実費相
当分であり､ 収入は全額こ
の市民交流会のお茶代とし
て使い切っているため､ 県
の会計とは別に処理されて
いるとのことであるが､ 差
額の３万円余りを何に支出
したのか説明ができないと
いうのでは､ 参加者に対す
る説明責任を果たさないだ
けでなく､ 学校の会計事務
の適正性に対して疑念を抱
かせるものである｡ 県事業
を実施する際の付随収入に
係る支出については､ その
支出内容を示す領収書の整
理・保存を適切に行うべき
である｡
[特別査定について (教育
庁) ]
特別枠と称して推進校の
20校の枠内に入らなかった
７校に対し､ 特別査定が行
われている｡
特別枠の選定にあたり､
コンペの結果を採択の基準
として示している以上､ 基
本的にはその結果が尊重さ
れるべきものと考える｡ ま
た､ 現在特別枠に関しては､
採択する上で基準となる文

[事業間の経費の付け替え
について (三沢高校) ]
本事業の語学研修は１泊
２日で白河高原で実施され､
英語科の生徒を２名の教諭
と１ 名の外国語 指導助 手
(ＡＬＴ) が引率した｡ こ
のＡＬＴに対して日当及び
宿泊料14千円が支払われて
いるが､ この経費は別事業
(ＡＬＴ事業費) から支出
されていた｡ 令達予算は事
業別に組み立てられている
ため､ 支出についても事業
別に管理されるべきである

[事業経費の合目的性につ
いて (三本木農業高校) ]
当初の事業計画上所要経
費にはないが､ 平成19年２
月１日にデジタルカメラ用
GPS６台を購入している｡
また､ 切手も２月28日になっ
て20千円分購入している｡
真に必要な機材であれば､
当初計画の予算に組み込ん
でおいて､ 年間を通して事
業に生かせるようもっと早
い時期に購入すべきと考え
る｡ また､ 切手についても､
事業に関わった方々に資料
を送るために使用したとの
ことであったが､ どこに何
通送ったかの資料は残って
いなかったため詳細は不明
である｡
いずれも､ 事業に必要な
合理的あるいは効果的な支
出であるという説明に欠け
ると思われ､ 年度末付近に
なって､ 予算を消化するた
めの支出であるかのような
印象すらある｡ 事業として
予算が令達されたのであれ
ば､ 事業の趣旨に鑑み､ 適
正な計画を立案し､ 有効的
かつ効果的な予算執行をす
べきである｡

書等は存在しないが､ 何ら
かの基準を示す内規等を作
成するなどして､ 採択の理
由が第三者にも合理的に説
明できることが望ましい｡

今後､ ＡＬＴに係
る事業費は､ 一律に
ＡＬＴ事業費から支
出するのではなく､
ＡＬＴが参加した当
該事業費から支出す
ることとした｡

今後令達事業を実
施する場合には､ 事
業の趣旨に鑑み､ 適
正な計画を立案し､
予算執行に当たって
は合理的・効果的な
ものとなるよう適切
な時期に執行するこ
と等を県立学校に対
して周知した｡ また､
年度途中において事
業計画を変更する必
要が生じた場合は速
やかに担当者に連絡
し､ 必要に応じて事
業変更計画書を提出
させることとする｡

を決定することとし､
特別枠を設定しない
こととした｡
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[学校評議員の人数につい
て (教育庁) ]
学校評議員取扱要項には､
県立学校に置くことができ
る評議員は６人以内とし､
特に必要がある場合は６人
を超えておくことができる
という規定がある｡
田名部高校について､ 平
成17年､ 18年とも７人になっ
ていたが､ どのような特別
な必要があって１人多いの
か､ 理由に関する説明書類
はなく､ 特別の必要性を県
立学校課は把握していなかっ
た｡ 原則を超える場合には
その理由を求めて保管し､
第三者に要項上の例外の理
由を説明できることが必要
である｡

学校評議員 県立学校課
[評議員会開催年月日の記
配置事業
【現教職員課】 載誤りについて (青森東高
校) ]
報酬等支給仕訳書に記載
の開催年月日が平成18年３
月12日となっていたが､ 正
しくは平成19年３月12日で
ある｡ 開催年月日は旅費等
の支給の基礎となる重要な
情報であり､ 記載誤りがな
いよう､ 適切な事務の執行
が必要である｡

平成19年度から統
合庶務システムに移
行したことに伴い､
旅行手段､ 運賃､ 鉄
道路線名等を入力す
ることとなり､ 詳細
に確認できることと
なった｡
また､ 統合庶務シ
ステムによらない場

学校評議員の人数
について､ これまで
は６人を超える場合
であっても､ 特に理
由書を求めていなかっ
たが､ 平成20年度か
らは､ ６人を超える
配置要望がある場合､
理由書を提出させ､
内容を検討した上で､
配置することとする｡
なお､ 平成19年度
以前分については､
６人を超えていた理
由の報告書を求める
こととした｡

平成20年３月の予
算令達時に経理に遺
漏のないよう通知し
た｡
また､ 平成20年７
月の県立学校校長研
究協議会において､
財務事務の執行に当
たっては財務規則等
を遵守し適正な執行
を図るよう重ねて周
知し､ 事務処理に万
全を期することとし
た｡

し､ ＡＬＴ事業費は赴任旅
費､ 帰国旅費､ 研修旅費､
管内出張旅費等に限定され
ていることから､ その事業
費から本事業費を支出する
ことは好ましくないと考え
る｡

[旅費請求書の記載につい
て (弘前実業､ 青森工業) ]
学校評議員の旅費の明細
や日当を記載する旅費額欄
が未記入のものがあった｡
JRの運賃や青森市のバス
代はシステム上自動で計算
されるため､ 旅費額計算欄
を記入していないとのこと
であったが､ 金額一本のみ

[学校評議員会欠席時の取
扱い (百石高校) ]
本校の評議員会の欠席者
(延べ２人) は､ 同一人物
である｡ 都合により欠席に
なることは致し方ないこと
ではあるが､ 会議の趣旨を

[学校評議員会の運営につ
いて (三本木高校) ]
本校の評議員会は他校と
比較して欠席者が多い｡ 都
合により欠席になることは
致し方ないことではあるが､
会議の趣旨を勘案すると出
席者が多い方が望ましいこ
とは明白である｡ 要項の規
定上６名を上限とすること
が予算上の制約を理由とす
るならば､ 報酬を無償化し
て参加人数を増加させるこ
とも検討に値すると思われ
る｡ 数多くの地域住民や学
校関係者の意見を学校経営
に反映させることが教育の
品質を高めることになる､
という思想を一般住民に対
して啓蒙することが必要で
ある｡

[学校評議員会の構成等に
ついて (三沢高校) ]
本校の学校評議員の人数
はわずか３名で､ 会議開催
回数もわずか年２回であっ
た｡ 本事業が意図する地域
に開かれた学校を目指すに
当たって､ 住民に与えられ
た参加の機会はかなり少な
いと考えられる｡ 他校の評
議員会運営状況に関する情
報を得て比較検討すること
により､ 本校の評議員会開
催事業の活性化を図ること
にもなると考えることから､
県教委が運営状況に関する
情報を集約し､ 学校に提供
することを提案したい｡

の記載では､ 明細が定かで
ないこと及び第三者の検証
を容易にする意味でも省略
すべきではない｡

学校評議員の意義
等について､ 改めて
県立学校校長研究協
議会等の場で説明し､
学校評議員が出席可
能な日程調整の配慮
を依頼した｡

学校評議員の意義
等について､ 改めて
県立学校校長研究協
議会等の場で説明し､
学校評議員が出席可
能な日程調整の配慮
を依頼した｡

できる限り幅広い
分野から意見を求め
るという学校評議員
取扱要項の趣旨を踏
まえ､ ４人以上が望
ましいことを県立学
校校長研究協議会等
の場で周知した｡
また､ 他校の学校
評議員会開催状況に
関する情報を集約し､
各県立学校にその情
報を提供した｡

合は､ 旅行手段､ 運
賃､ 鉄道路線名など
を記載することから､
詳細に確認できるも
のである｡
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青森県高等
学校総合文
化祭開催費
負担

県立学校課
【現学校教育
課】

勘案すると全員が出席する
ことが大原則である｡ まず
は日程調整を確実に行うこ
と､ 欠席した場合には会議
録や議論の内容を伝えるこ
と､ 評議員の出席に対する
義務感を高める努力を行う
ことで､ 地域住民､ 保護者
との連携の下､ 開かれた学
校を目指して､ 今後の学校
評議員会の円滑かつ着実な
運営が可能になると考える｡
今後､ 実績報告書
の審査においては､
書類審査だけでなく､
必要に応じて現地調
査による審査をする
等､ 十分な確認・検
査を行うよう留意す
ることとし､ 平成19
年度においては現地
調査を実施した｡
なお､ 負担の妥当
性について検討し､
平成19年度以降も青
森県高等学校総合文
化祭事業自体では余
剰金が発生していな
いこと及び平成21年
度当初予算から青森
県高等学校文化連盟
補助金の削減を図っ
たことから､ 平成21
年度以降も青森県高
等学校総合文化祭開
催費については現状
どおり負担すること
とした｡

なお､ 学校評議員
が都合により欠席し
た場合には､ 会議録
や議論の内容を伝え
ることなどにより､
評議員の出席に対す
る義務感を高めるよ
う努めることとした｡

事業完了日を ｢対

[実績報告書のチェック業
務について]
負担に関する契約書第６
条２には ｢報告された実績
報告書を審査し､ 適当と認
めたときは負担金の額を確
定し､ 通知する｣ とされて
おり､ この負担金を交付す
るためには十分な審査業務､
すなわち､ 支出に関する請
求書､ 領収書､ 預金通帳と
のチェック､ 学校負担金の
確認業務が必要であったが､
そのような手続きは取られ
ておらず､ この収支決算書
を県立学校課担当者が十分
審査したとは認められなかっ
た｡
高文連の取り扱う金額の
大きさから考えて､ 今後は
このような大規模任意団体
に対する補助金・負担金に
ついては､ 実績報告書を原
始証憑とチェックして､ 会
計の透明性適正性と補助金
等交付の適切性を確認する
必要がある｡ また､ 余剰金
が発生している現状を鑑み
ると､ 負担の妥当性につい
ても検討が必要である｡ 活
動原資は生徒の私費会計か
らの負担であり､ 各校私費
会計は全般的に余剰が認め
られている｡ その余剰金の
使途について共通の理解が
得られるならば､ 当面は､
生徒負担を全体として変化
させることなく事業費の捻
出が可能と考えられる｡
[実績報告書の提出遅延に

青森県高等
学校文化連
盟補助

県立学校課
【現学校教育
課】

[実績報告書のチェック業
務について]
内容は､ ｢青森県高等学
校総合文化祭開催費負担｣
の [実績報告書のチェック
業務について] に記載した
内容と同内容である｡

ついて]
負担に関する契約書第６
条において､ ｢実績報告書
は事業完了の日から起算し
て30日経過日または平成19
年４月10日のいずれか早い
時期までに提出しなければ
ならない｣ と規定されてい
る｡ 18年度は､ 平成18年10
月27日から29日までが総合
文化祭の開催期日であり､
一般的に考えれば実績報告
書は10月29日から30日以内
に提出されなければならな
いと解釈される｡ しかし､
実績報告書の提出日は平成
19年４月２日で契約書に違
反していることとなり､ 同
７条において規定する契約
違反の際の負担金返還にも
該当する重要な手続きの遅
れが発見された｡ 任意団体
側の手続き遅れが第一義的
原因であるが､ 交付する側
の期限に対する意識が希薄
であることも一因と推測さ
れる｡ 契約条項については､
双方留意の上､ ルールに則っ
た事務手続きを行う必要が
ある｡ 事業完了とは各種の
支払いや決算の集計が終了
してはじめて完了と言える
という主張もあるが､ これ
を認めると実績報告書作成
者がその実績報告書を作成
した日が完了の日となり､
規定は実質有名無実化して
しまう｡ より明確に ｢文化
祭終了後､ ○か月以内｣ 等
の規定にすべきである｡

今後､ 実績報告書
の審査においては､
書類審査だけでなく､
必要に応じて現地調
査による審査をする
等､ 十分な確認・検
査を行うよう留意す
ることとし､ 平成19
年度においては現地
調査を実施した｡
また､ 負担の妥当
性について検討し､
平成21年度当初予算

象事業の事業費が確
定した日｣ とし､ 提
出期限を厳守するよ
う関係団体に対し通
知した｡

号外第40号

報
県
森
青
水曜日
( ) 平成21年５月27日

学校不適応
対策講座

総合学校教育
センター

から青森県高等学校
文化連盟補助金の削
減を図った｡

事業内容や開催日
が異なる事業への補
助については､ 実施
主体が同じであった
としても補助要綱を
別に作成し補助する
こととした｡
また､ 事業完了日
を ｢対象事業の事業
費が確定した日｣ と
し､ 提出期限を厳守
するよう関係団体に
対し通知した｡

事業内容や開催日
が異なる事業への補
助については､ 実施
主体が同じであった
としても補助要綱を
別に作成し補助する
こととした｡

[実績報告書の提出遅れに
ついて]
囲碁選手権大会について
は事業完了後30日以内に提
出が義務付けられている実
績報告書が期限内に提出さ
れておらず､ 両事業が完了
した後の提出となっている｡
この点も､ 補助金対象を
別個とすることで解消でき
る問題である｡

平成18年度の講師
謝金単価については､
平成17年度中の事前
の依頼交渉の段階で､
改訂前の単価でなけ
れば承諾を得られな
い講師があり､ ｢基

[補助対象事業の明確化に
ついて]
補助対象となった事業は､
高等学校文化活動派遣事業
と東北高校囲碁選手権大会
開催事業に要する経費の２
つである｡ これら２つの事
業内容は相互に関連する性
質のものではなく､ 実施主
体が高文連であることが共
通するだけで､ 事業内容や
開催日は全く異なるもので
あり､ 実績報告書は１枚で
提出されているが収支計算
書は別々に作成されている｡
別々の事業を合算して補
助を行うと､ 事業間で補助
金の不用額の流用が可能に
なり､ 事業ごとに本来実施
すべき補助の金額を上回る
ことも懸念される｡ したがっ
て､ 収支計算を別々に行っ
ている実情に鑑み､ それぞ
れの所要額を適切に見込ん
だ上で補助金の上限額を設
定することが､ 効果的かつ
経済的な公的補助のあり方
といえる｡

[開設講座の適正な実績把
握について]
総合学校教育センターで
は､ 各研修講座について正
確な実績金額を把握してい
ない｡ 講師謝金単価につい
て､ 平成18年度より大学教

高校生心の
アドバイザ
ー配置事業

県立学校課
【現学校教育
課】

[需用費の支出時期 (百石
高校) ]
平成18年度の需用費支出
額は計ったように予算額と
同額であり､ ３月中の支出
については19年度事業用の
ものとも考えられなくはな
い｡ 予算と実績は必ずしも
同額である必要はなく､ 18
年度事業が終了する間際に
購入する必要もない｡ 事業
実施のために必要なものは､
予算の範囲内で適時に購入
することを心がけるととも
に､ 年度末間際での予算消

[活動状況報告書等の記載
誤り (百石高校) ]
アドバイザーへの報酬支
払いの基礎となる勤務実績
簿の勤務時間数と､ 県立学
校課に提出した活動状況報
告書に記載された勤務時間
数に不一致が生じている｡
この他､ 勤務実績簿時間数
の記載誤りも発見された｡
双方のケースとも手続きの
単純な誤りだと思われるが､
今後は勤務実績の集計を適
正に行い､ このようなこと
が以後発生しないよう十分
な注意が必要である｡

授級で１時間当り単価13,000
円が7,300円に改訂されて
いるが､ 一部の継続講師に
対し､ 今までの協力を考慮
して旧単価での支払を行っ
ている｡ また､ 講座に必要
な用紙やテキストなどの購
入費用を予算の算定基礎に
入れているが､ 実際は在庫
があったため購入しなかっ
たことが確認された｡ 研修
講座を開催するにあたって
は､ 必要な演習用品等は事
前に在庫と必要数を確認し､
購入の必要性の有無を予算
に反映させる必要がある｡
また､ 講座の成果や効率性
を判断する上で､ 講座の正
確な実績金額を把握・管理
することが必要である｡

予算執行に当たっ
て合理的・効果的な
ものとなるよう適切
な時期に執行するよ
う県立学校に対し周
知した｡

本事業は平成19年
度をもって終了した
が､ 平成19年度分の
勤務実績簿と活動状
況報告書を県立学校
課において照合し､
誤りがないことを確
認した｡

準単価によりがたい
場合は､ 別途決定す
る｣ の定めに基づき､
旧単価により依頼の
上､ 支払をしたもの
である｡ なお､ 平成
19年度からの講師謝
金については､ すべ
て改訂単価により支
払っている｡
また､ 演習用品等
については､ 各年度
における受講状況に
より実際の必要数に
変動を生じるが､ 事
前に在庫と必要数を
確認の上で購入して
おり､ 今後､ 正確な
実績額を把握し､ 予
算に反映させるよう
検討する｡
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心理検査実
技講座

適応指導教
室運営事業

進学力ステ
ップアップ
支援事業

総合学校教育
センター

総合学校教育
センター

[開設講座の適正な実績把
握について]
本事業では家庭訪問の旅
費が見積もられているが､
訪問回数等の実績は管理し
ていないなど､ 学校教育セ
ンターでは本事業について
正確な実績金額を把握して
いない｡ 事業の成果や効率
性を判断する上で､ 事業の
正確な実績金額等を把握・
管理することが必要である｡

[開設講座の適正な実績把
握について]
総合学校教育センターで
は､ 各研修講座について正
確な実績金額を把握してい
ない｡ 講師謝金単価につい
て､ 平成18年度より大学助
教授級で１時間当り単価
10,000円が5,800円に改訂さ
れているが､ 一部の継続講
師に対し､ 今までの協力を
考慮して旧単価での支払を
行っている｡ また､ 講座に
必要な用紙の購入費用を予
算の算定基礎に入れている
が､ 実際は画用紙を使用し､
購入しなかったことが確認
された｡ 研修講座を開催す
るにあたっては､ 必要な演
習用品等は事前に確認し､
予算に反映させる必要があ
る｡ また､ 講座の成果や効
率性を判断する上で､ 講座
の正確な実績金額を把握・
管理することが必要である｡

化的な購入は極力避ける必
要があると考える｡

県立学校課
【現学校教育
課】

[事業の効率性について
(教育庁) ]
本事業は学校ごとの実施
になっているが､ 実施内容
を見ると似通った内容が多
くある｡ 先生向けの支援事
業なのであれば､ 各校ごと
ではなく､ 集合方式でセミ
ナーを実施する方が効率的
となる場合もありうる｡ ま
た､ 生徒も一緒に聞く講義
を実施している学校もあっ

平成18年度の講師
謝金単価については､
平成17年度中の事前
の依頼交渉の段階で､
改訂前の単価でなけ
れば承諾を得られな
い講師があり､ ｢基
準単価によりがたい
場合は､ 別途決定す
る｣ の定めに基づき､
旧単価により依頼の
上､ 支払をしたもの
である｡ なお､ 平成
19年度からの講師謝
金については､ 全て
改訂単価により支払っ
ている｡
また､ 演習用品等
については､ 事前に
講師に確認の上､ 購
入しており､ 今後､
正確な実績額を把握
し､ 予算に反映させ
ることとした｡
学校・家庭訪問の
回数については､ 適
応指導受け入れの際
の通知の発送収受簿
により実績を把握し､
実績金額を正確に把
握することとした｡

本事業は平成19年
度で終了したが､ 平
成20年度から後継事
業として ｢進学力パ
ワーアップ支援事業｣
を立ち上げており､
青森市を会場に集合
方式の生徒用セミナ
ーを開催し､ プログ
ラムの中に教科ごと
の教師用のワークショ
ップを組み入れ､ 事

夢実現チャ
レンジプラ
ン

仕事力養成
プログラム

県立学校課
【現学校教育
課】

県立学校課
【現学校教育
課】

[予算の節別金額の硬直性
について (教育庁) ]
仕事学び推進事業は､ 予
算が非常に硬直的である｡
希望する学校の計画を記し
た希望調書を審査するのだ
から､ 総額だけ決めて学校
の自主性に任せてよいと考
えられるし､ 不適切な支出
の心配があるのなら､ 令達
後の予算の執行状況を報告
させ検証すればよいと考え
られる｡
各学校へ令達した後の執
行状況を何も確認しないで
固定的な予算の決め方をし
ていたのでは､ 十分な効果
を発揮できないことにもな
りかねないし､ 横断的かつ
無意識に行われている事業
間の同一節の予算流用を加
速させることになり適切で
はないと考える｡

[事業の重点化と継続性]
本事業は､ 現在の本県に
とって最も喫緊の政策課題
に沿った実践的事業であり､
県民の理解度は高いと考え
られることから､ 今後も積
極的に事業展開を実施する
ことが望ましいと考える｡
事業の選択と重点化の理念
に従って､ 予算措置の継続
が必要だと思案する｡ また､
健康福祉部との事業連携が
益々強化されることも期待
されるところである｡

たが､ 講師を招いて生徒に
直接指導するのでは当初の
事業目的とずれているよう
にも思える｡ 学校ごとに重
点テーマやレベルの違いが
あるので､ 学校の主体性に
任せるのも一法かもしれな
いが､ 各校に一任するだけ
でなく､ 場合に応じて県立
学校課が各校の事情を調整
して､ 事業の目的に即した
効率的な実施策を主導して
いくことも必要と思われる｡

適時､ 予算令達先
の学校に執行状況や
事業計画の変更の有
無等を調査し､ 令達
予算について学校間
の過不足調整を行う
とともに､ 必要に応
じて予算補正を行い､
より学校の自主性を
重視した効果的な事
業の実施をすること
とした｡

本事業は平成19年
度で終了したが､ 平
成20年度から後継事
業として､ ｢医師を
志す高校生のための
メディカル・サポー
ト推進事業｣ と ｢進
学力パワーアップ推
進事業｣ を立ち上げ､
引き続き本県にとっ
て喫緊の政策課題で
ある医学部医学科へ
の入学者の増加及び
大学進学率の向上を
図ることとした｡

業の目的に即して効
率的に実施すること
とした｡
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特殊教育諸
学校就職促
進事業

県立学校課
【現学校教育
課】

インターンシップ
の報告書等について
は､ すべての学校で
印刷し､ 受け入れ先
企業へ持参又は郵送
するとともに､ 活動
した生徒本人へ配付
している｡ また､ 多
くの学校で他の学年
の生徒も閲覧できる
ように報告書を図書
館に置くなどの措置
をとっている｡
今後､ インターン
シップを実施する学
校においては､ 多く
の生徒が自由に閲覧
できるよう図書館に
報告書を置くことを
徹底した｡

適時､ 予算令達先
の学校に執行状況や
事業計画変更の有無
等を調査し､ 必要に
応じて令達予算につ
いて学校間の過不足
調整を行い､ 事業予
算の効果的かつ効率
的な執行をすること
とした｡

[事業の成果物の保管につ
いて (三本木農業高校) ]
インターンシップの各生
徒の活動報告書は､ 担当者
がいなかったため現物を確
認することができなかった｡
生徒が他の生徒のインター
ンシップの様子を知るため
自由に閲覧できるように､
担当教諭等のみの管理下に
置くのではなく､ 容易にア
クセス可能な整理が望まれ
る｡

令達事業を実施す
る各学校に対し､ 令
達予算の本来の目的
に沿って適切に執行
するとともに､ 正確

[予算外支出の負担につい
て (五戸高校) ]
事業費不足により､ 需用
費の一部を高等学校管理費
で負担している｡ 本事業は､
まさに地域に密着した教育
活動であり､ その内容も県
教委が開催した生徒発表会
において高く評価されたと
ころである｡ このような成
果に対して事業費予算上の
措置が講じられていないこ
とについては非常に残念で
あるし､ 高等学校管理費か
ら支出することなく､ 他校
の予算執行状況を勘案して
余剰額等を活用するなどに
より事業費予算の追加令達
を検討してもよい事例であっ
たと思うところである｡ 事
業の実施主体に何らかのイ
ンセンティブを与えること
で､ 事業予算の効果的かつ
効率的な執行及び有効な成
果の享受が可能になると考
える｡

[事業別実績値の集計と事
業評価について]
当初予算額から389千円
増額になっているが､ その
令達額変更の決裁承認記録

[事業実績の集計について]
事業に要した支出内容を
積み上げると､ 上記決算額
よりも30万円ほど上回るこ
とがわかった｡ 事業別実績
を把握することは今後更な
る有効な事業となるステッ
プでもある｡ 有意義な事業
として継続するのが妥当と
するならなおのこと､ 正確
な実績数値､ 事業の意義と
費用対効果を示す必要があ
る｡

高等学校の 県立学校課
[就業証明書の記載内容の
定時制及び 【現教職員課】 不備について]
通信制課程
就業証明書に本人の氏名
修学奨励金
のないものが１件発見され
貸与事業
た｡ 担当教諭が受領時に本
人のものと確認していると
いうことで､ 間違いはない
と思われるが､ 氏名のない
証明書の効力については疑
いのあるところであり､ 書
類上誰の就業証明書かわか
らず､ 形式的にも不備であ
る｡ 氏名のない証明書を基
に行われた審査自体が適正
に行われていたのかどうか
疑念が生じることになるた
め､ 今後の審査時には十分
留意すべきである｡

令達事業を実施す

今後は､ 事業の実
施内容を踏まえた適
切な実績額の把握に
努めることとした｡

平成20年度の就業
状況に係る提出書類
の確認において､ 学
校に対しては生徒の
提出時に記載事項の
確認を徹底するよう
注意喚起を図るとと
もに､ 担当課におい
ても提出された書類
の整合性を十分確認
し､ 事務処理に万全
を期することとした｡
なお､ 不備書類につ
いては､ 学校を通し
て本人提出書類であ
ることを確認した｡

がない｡ 事業別決算額を実 に事業別実績を把握
績額で表さないと､ 実際 するよう周知した｡
1,138千円を要した事業が
また､ 適時､ 予算
749千円で実施できたと誤 令達先の学校に執行
解され､ 事業の有効性や効 状況を調査し､ 令達
率性の評価が歪められてし 予算について学校間
まう｡ 現場では非常にニー の過不足調整を行う
ズの高い有意義な事業であっ とともに､ 必要に応
たとの説明を受けた｡ 正し じて予算補正を行う
い事業別決算額とともに事 など､ 適切な予算措
業評価を行うことによって､ 置を講ずることとし､
事業の有効性や効率性が評 令達額変更の決裁承
価されるものと考える｡
認記録の保存を徹底
することとした｡
決算事務に当たっ
ては､ 事業の実施内
容を踏まえた適切な
実績額の把握に努め
ることとした｡

県立学校課
【現学校教育
課】

[他事業費の同一節間の予

高校生によ
る青森県と
メーン州の
交流事業

県立学校課

語学指導を
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行う外国青
年招致事業

各種研究大
会開催費負
担金

【現学校教育
課】

県立学校課
【現学校教育
課】

算流用について (三八教育
事務所) ]
ＡＬＴの共済費について､
一部を臨時職員の共済費に
充当して使用している｡ 同
じ節の中での流用であるた
めルール違反ではないが､
予算統制が機能しない状態
である｡ 事業予算制度を採
用している以上､ 事業別の
実績把握が望まれる｡
市町村教育委員会
へ配置されるＡＬＴ
の状況を踏まえた上
で､ 各学校の訪問要
請の実態を把握し､
訪問予定の学校編成
を見直す等して､ Ａ
ＬＴの稼働時間の平
準化・効率化を図り､
適正配置した｡

る各教育事務所等に
対し､ 令達予算の本
来の目的に沿って適
切に執行するととも
に､ 正確に事業別実
績を把握するよう周
知した｡

事業完了日を ｢対
象事業の事業費が確
定した日｣ とし､ 提
出期限を厳守するよ
う関係団体に対し通
知した｡

[令達先でのＡＬＴ事業に
ついて (八戸商業高校､ 野
辺地高校他) ]
ＡＬＴの実質的な稼働時
間にムラがあるようであり､
県全体で､ 担当エリア､ 要
請校の数を再検討する必要
があるように感じられた｡
県としては､ 予算の許す限
りＡＬＴを増やしたい意向
があるようだが､ いたずら
にＡＬＴの人数を増やして､
授業に参加していないＡＬ
Ｔを増やしても､ 事業効果
は上がらないと思われる｡
[実績報告書の受領遅延に
ついて]
共催負担金を拠出した大
会については､ 共催負担金
取扱要領において ｢事業完
了後１ヶ月以内また平成19
年４月10日のいずれか早い
期日｣ までに実績報告書を
提出し､ 概算払いにて交付
した負担金の精算・確定を
求めている｡ しかし､ 負担
金を拠出した９大会のうち
７大会については､ 期限を
徒過しての提出となってお
り､ 取扱要領に準拠しない
事務手続となっている｡ 契
約に従い､ 適時の精算が求
められる｡ また､ 収支報告
書の作成をもって事業の完
了として取り扱う運用がな
されているように見受けら
れるが､ それでは４月10日
までに精算すればよいこと
になり､ 早期の確定精算が
できない｡ 今後は､ 契約書
上に事業完了の定義 (大会

各種研修等
負担金

10年経験者
会議出席者
旅費

県立学校課
【現学校教育
課】

[ＰＴＡ会計から支払われ
た教員の旅費について (百
石高校) ]
私費会計であるＰＴＡ会
計を閲覧したところ､ 校長
の旅費とは別に本事業の名
目で教員の旅費の支払いが
確認された｡ 本事業は管理
者である校長等が出席する
ための旅費を令達したもの
であり､ 10年研修の対象と
なる教員の旅費は対象外で
ある｡ おそらくは対象教員
の旅費をＰＴＡ会計から支
出したものと判断されるが､
県の旅費規程に基づく旅費
をＰＴＡ会計が負担する合
理的根拠は見当たらないと
考える｡ まずはＰＴＡ会計
の負担する支出内容を明文
化した規約を作成し､ それ
に準拠して会計事務が行わ
れる必要がある｡ 当然､ 旅
費等に関する規程は､ ＰＴ
Ａが規約等の中で定めるべ
きものであり､ 県の基準に
準拠する必要はないと考え
る｡

[ＡＬＴの日本語研修予算
について]
ＡＬＴの日本語研修予算
については､ 平成16年以来
毎年度予算計上しているが､
参加実績は毎年度ゼロであ
る｡ 県から参加を呼びかけ
るあるいは高校側から指導
助手の状況に応じて推薦さ
せるなどの方法により､ 外
国語指導に必要な日本語ス
キルの向上を図り､ 外国語
指導に役立つことにもなる
ことから､ 参加者確保のた
めの工夫の検討が望まれる
ところである｡

職員の旅費につい
ては､ 平成19年度か
ら支給手続が変更さ
れ､ 総務部人事課に

今後は事業の内容
や趣旨等を踏まえた
適正な旅行命令に努
めることとする｡
また､ 旅費に関す
る規程については､
現行のＰＴＡ旅費支
給規程に加え､ ｢旅
費支給基準｣ を新た
に整備し､ 事務処理
の適正化を図った｡

自治体国際化協会
が実施する日本語研
修の受講者について
は､ これまで受講の
希望者があった場合
に派遣していたが､
今後は平成20年度か
ら､ ＡＬＴの日本語
スキルの向上を図る
ため､ 学校教育課に
おいて､ ＡＬＴの中
から受講者を選定す
ることとし､ 平成20
年度は１名の派遣を
決定した｡

開催日より60日以内､ など)
を明確にしておくことも重
要と思われる｡

県立学校課
【現学校教育
課】

[旅費請求書の作成につい
て (五所川原高校) ]
会議の実施が４月12日で
あるが､ 旅費請求 (精算)
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学校体育実
技研修事業

健康診断事
業

スポーツ健康
課

スポーツ健康
課

[請求書日付と支払日につ
いて (浪岡高校) ]
健康診断の検査実施機関
からの請求書の日付から３
週間以上経過して受付がな
されている｡ 請求書の受付
事務は､ 支払日に直結する
ため､ 滞りのないよう注意
を払い行う必要がある｡

[他事業費の同一節間の予
算流用について]
冬季学校体育実技講習会
の予算が課の他事業に流用
されている｡ 同一節間の予
算流用は違法・不当ではな
いが､ 事業別予算を無意味
なものとすることから､ 望
ましいことではない｡

書の作成された日付けが５
月２日であった｡ 旅費の精
算は適時に請求・精算事務
を行うことが望ましいと考
える｡

浪岡高校では､ 担
当者間の連絡を密に
して､ 速やかに請求
月日等内容を確認し
た上で受理すること
とし､ 複数人による
チェック体制を整え
た｡
また､ スポーツ健
康課では､ 適正な財
務事務の執行につい
て､ 注意喚起を図っ
た｡

予算要求の際には､
実績額を踏まえた要
求額とするほか､ 年
度途中で予算の過不
足が生じる場合には､
関係課と適宜､ 補正
予算､ 変更事項等へ
の対応等について協
議を行うこととし､
予算執行の透明性を
確保することとした｡

おいて集中処理され
ることとなり､ 請求
・精算事務は本人が
パソコン入力するよ
う簡素化された｡
所属職員には､ 早
期の復命の励行を促
し､ より速やかな事
務処理を行うよう注
意を喚起した｡

平成20年度から､
年度途中に令達額の
執行状況の調査を行
い状況を把握するこ
ととした｡ 今後､ 予

[他事業費の同一節間の予
予算要求の際には､
算流用について (教育庁) ] 実績額を踏まえた要
本事業の予算が課の他事 求額とするほか､ 年
業に流用されている｡ 同一 度途中で予算の過不
節間の予算流用は違法・不 足が生じる場合には､
当ではないが､ 事業別予算 関係課と適宜､ 補正
を無意味なものとすること 予算､ 変更事項等へ
から､ 望ましいことではな の対応について協議
い｡
を行うこととし､ 予
算執行の透明性を確
保することとした｡
[他事業費の同一節間の予
算流用について (名久井農
業高校) ]
スポーツ健康課から役務
費として令達されているが､

健康教育推
進事業

スポーツ健康
課

[事業実績報告書の提出遅
延と検査確認について (教
育庁) ]
セミナー開催委託につい
て､ 実績報告は事業終了後
１ヶ月以内としているとこ
ろ､ ５ヶ月近く遅れて報告
を受けており､ 契約書に従っ

[尿検査の委託費について
(三沢高校) ]
生徒の尿検査委託料につ
いては､ 学校が契約を締結
することとなっており､ 本
校は学校薬剤師に随意契約
により委託している｡ 薬剤
師個人と締結するのであれ
ば､ 一者随意契約とするこ
とに根拠があるとは思われ
ない｡ 複数の見積を取った
上での随意契約とする慎重
さが必要であったと考える｡
最少の経費で事業を実施す
る観点から､ 今後は契約に
あたって競争環境を積極的
に構築する必要があると考
える｡

[尿検査の委託費について
(八戸工業高校) ]
生徒の尿検査委託料は八
戸市学校薬剤師会と公益法
人であることを理由として
随意契約により締結してい
る｡ 本団体は長い歴史と伝
統を誇る任意団体であり､
公益法人ではない｡ たとえ
公益法人だとしても無条件
に随意契約できるとは思え
ない｡ むしろ､ 他に契約を
する適切な事業者が存在し
ないとか､ 最も低額の単価
であることは明らかである
ことを理由にすることが現
実的な対応であると考える｡

他事業に流用されていた｡
本来は事業別に予算組みさ
れ､ 事業別に決算報告され
るべきである｡

今後､ 同様の事業
を実施する際には､
｢事業終了時｣ を
｢対象事業の事業費
が確定した日｣ とし
て事業終了時期を明
確にし､ 委託事業者
に対して速やかに報

三沢高校では､ 平
成20年度から尿検査
の実施可能な２者か
ら見積書を徴し､ 廉
価な方の業者と契約
を締結した｡
また､ スポーツ健
康課では､ 今後､ 県
内の検査料を調査し
た上で､ それぞれの
学校の状況に応じた､
適切な方法により相
手方を選定するよう
注意喚起を図った｡

八戸工業高校では､
今後随意契約とする
理由を ｢他に契約を
する適切な事業者が
存在しない｣ に改め
た｡
また､ スポーツ健
康課では､ 適正な財
務事務の執行につい
て､ 注意喚起を図っ
た｡

算の過不足が生じる
場合には､ 関係課と
適宜､ 補正予算､ 変
更事項等への対応に
ついて協議を行うこ
ととし､ 予算執行の
透明性を確保するこ
ととした｡
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養護教諭健
康教育研修
事業

中堅教職員
指導実践力
向上研修

スポーツ健康
課

スポーツ健康
課

[令達先における事業別実
績把握について]
養護教諭経験者研修と中
堅教職員指導実践力向上研
修は一部合わせて実施して
いるが､ 令達先である総合
学校教育センターにおいて
は､ それら２つの事業を分
けて把握し予算執行してい
るわけではなく､ 事業ごと
の実績額を把握していない｡
予算上事業が分かれている
のならば､ 事業ごとに実績
額を把握すべきである｡

[令達先における事業別実
績把握について]
養護教諭経験者研修と中
堅教職員指導実践力向上研
修は一部合わせて実施して
いるが､ 令達先である総合
学校教育センターにおいて
は､ それら２つの事業を分
けて把握し予算執行してい
るわけではなく､ 事業ごと
の実績額を把握していない｡
予算上事業が分かれている
のならば､ 事業ごとに実績
額を把握すべきである｡
一方で､ 同様の趣旨の事
業として合わせて実施する
のならば､ 最初から同一の
事業として予算措置すれば
良いのではないかとも考え
られる｡

て適時に報告を求めるべき
である｡
また､ 医師会へのセミナー
委託料の一部20千円が切手
代として使用されているが､
どのような用途で使用され
たのか問い合わせしていな
い｡
委託事業の検査確認にお
いて､ 委託先で合目的かつ
適切に執行されたかどうか
のチェックをしていないた
め､ 本事業の委託費が有効
かつ適正に使われたかの検
証ができていないばかりか､
費用対効果の検証もできて
いない状態にあるため､ 改
善が必要である｡

経費区分が異なる
ため同一事業として
予算措置できないこ
とから､ 令達先であ
る総合学校教育セン
ターに対して､ 各事
業毎の執行を義務付
けさせるとともに､
その執行状況を定期
的に報告させ､ 実績
額を把握することと
した｡

経費区分が異なる
ため同一事業として
予算措置できないこ
とから､ 令達先であ
る総合学校教育セン
ターに対して､ 各事
業ごとの執行を義務
付けさせるとともに､
その執行状況を定期
的に報告させ､ 実績
額を把握することと
した｡

告するよう指導する
とともに､ 課内のチェッ
ク体制を強化するこ
ととした｡
また､ 書類検査の
みならず､ 必要に応
じた現地調査による
検査確認を実施して
いくこととした｡
夜間定時制
高校夜食費
補助事業

県立学校給
食設備整備
事業

スポーツ健康
課

スポーツ健康
課

[夜食費未納者に対する補
助について (三沢高校) ]
夜食費は役務の提供を受
けた実費相当を徴収するこ
とから､ 未納となる原因は
生徒及び家庭側のみにある
訳であり､ 未納状態を放置
することは他の生徒に対し
ても悪影響を及ぼす結果と
なる｡ 従って､ 県費を財源
とした補助であっても､ 承
諾書をとって適法に交付を
差し止め､ 一部ではあって
も未納金と相殺するべきと
考えるものである｡

[夜食費補助の計算につい
て (八戸工業高校) ]
県費の補助は月単位の計
算になっていることから､
食事をしていない場合でも
食事代を徴収していること
に対して補助されているこ
とになり､ 補助の趣旨に合
致しない事象が発生してい
る｡ 食事代の計算は本来な
らば日割りで行うことが原
則である｡
そもそも､ このような事
務に関する規程が全く存在
しないことから､ まずは夜
食費徴収規程・事務取扱規
程を作成した上で､ それに
準拠した事務を適正かつ継
続的に行うよう要望したい｡

予算要求の際には､
実績額を踏まえた要
求額とするほか､ 年

三沢高校では､ 平
成19年度の夜食費未
納の補助対象者保護
者から承諾書をとり､
支給額を未納の一部
と相殺することとし
たほか､ 平成20年度
は未納者がないよう
保護者や生徒に電話､
通知等で密に連絡を
とりながら納入の督
促を実施し､ 必要に
応じて面談を行うこ
ととした｡
また､ スポーツ健
康課では､ 未収金に
ついては早い段階か
ら督促に努めるよう
学校に要請するとと
もに､ 給食費会計に
ついては適切な会計
処理をするよう指導
した｡

八戸工業高校では､
｢諸会費に関する規
程｣ を整備し､ 中途
退学等で食事をしな
い場合には､ 給食納
入業者に停止を依頼
して､ 規程に則り日
割計算を行い精算す
ることとした｡
また､ スポーツ健
康課では､ 補助事業
に該当する学校の実
態を調査し､ 適切な
会計処理が行えるよ
う指導していくこと
とした｡

一方で､ 同様の趣旨の事
業として合わせて実施する
のならば､ 最初から同一の
事業として予算措置すれば
良いのではないかとも考え
られる｡

[給食設備等整備事業への
予算の執行状況]
本事業の予算が課の他事
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地域スポー
ツフェステ
ィバル開催
費補助事業

各種体育・
スポーツ大
会開催費の
助成

スポーツコ
ミュニティ
推進事業

スポーツ健康
課

スポーツ健康
課

スポーツ健康
課

[スポコミ指導員の出勤簿
について]
スポコミ指導員の出張に
関する ｢復命書｣ と ｢出勤
簿｣ の勤務時間が不整合な
事例が複数発見されており､
出勤簿の操作が行われたも
のと推認される｡
報酬や旅費の支給の根拠
ともなる証拠書の操作であ
り､ 極めて不適切な事案で
ある｡

[事業実績報告書の提出遅
延について]
協定書上では､ 大会の実
績報告は事業終了後１ヶ月
以内としているところ､ 期
限内に提出しているものは
半分に留まっている｡
中学校体育大会について
は､ 概算払いにもかかわら
ず､ すべて大会終了後１ヶ
月を過ぎての報告となって
おり､ 協定書の違反が見ら
れることから改善が必要で
ある｡

[教育庁内の任意団体の金
銭保管について]
補助金交付先の任意団体
事務局はスポーツ健康課内
に設置されており､ 事務局
の預金通帳の印鑑はグルー
プリーダーが保管し､ 預金
通帳は担当者が保管してい
る｡
県出納課の指導により県
の金銭ではないとの理由か
ら､ 県の金庫は使用してい
ないが､ 紛失・盗難のリス
クが高いため､ 現体制を継
続する場合には､ 封筒など
で区分して金庫内に保管す
べきである｡

業に流用されている｡ 同一
節間の予算流用は違法・不
当ではないが､ 事業別予算
を無意味なものとすること
から､ 望ましいことではな
い｡

本事業は平成18年
度で終了済みである
が､ 後継事業である
｢広域スポーツセン
ター運営事業｣ にお
いて､ 同様の非常勤
職員を任用している
ため､ 次の対応をし
た｡
当該職員の勤務管
理は､ 平成19年度よ
り従前の紙の割振表

事業実施者から提
出される事業計画書
に､ 当該大会終了後
に実施される会議の
開催や事業精算など
の関連業務について
も記載を求め､ ｢事
業終了時期｣ を ｢対
象事業の事業費が確
定した日｣ として事
業終了時期を明確に
し､ 事業実施者に対
して速やかに報告す
るよう指導した｡

今後､ 同様のケー
スが発生した場合は､
課の公金保管用金庫
とは別に施錠できる
保管場所に各預金通
帳を保管することと
した｡

度途中で予算の過不
足が生じる場合には､
関係課と適宜､ 補正
予算､ 変更事項等へ
の対応について協議
を行うこととし､ 予
算執行の透明性を確
保することとした｡

[他事業費の同一節間の予
算流用について]
本事業の予算が課の他事
業に流用されている｡ 同一
節間の予算流用は違法・不
当ではないが､ 事業別予算
を無意味なものとすること
から､ 望ましいことではな
い｡

[復命書の作成と旅費請求
事務の遅延について]
出張した期間を大幅に経
過した日に復命書が提出さ
れ､ さらに１ヶ月以上経過
してから旅費請求書が提出
されている事例が数多く発
見された｡ 教育委員会職員
服務規程に基づき､ 速やか
に復命書を作成し､ 教育長
に提出しなければならない｡

本事業は平成18年

本事業は平成18年
度で終了済みである
が､ 後継事業である
｢広域スポーツセン
ター運営事業｣ を実
施していることから､
次の対応をした｡
予算要求の際には､
実績額を踏まえた要
求額とするほか､ 年
度途中で予算の過不
足が生じる場合には､
関係課と適宜､ 補正
予算､ 変更事項等へ
の対応等について協
議を行うこととし､
予算執行の透明性を
確保することとした｡

本事業は平成18年
度で終了済みである
が､ 後継事業である
｢広域スポーツセン
ター運営事業｣ にお
いて､ 同様の非常勤
職員を任用している
ため､ 次の対応をし
た｡
週３日出勤の非常
勤の専任指導員が､
時期を集中して市町
村訪問を行ったため
に､ その後の報告書
作成が遅れ､ 結果的
に復命書の提出に時
間を要したものであ
るが､ 業務の優先順
位には配慮しながら
も､ できる限り早期
に復命書を提出でき
るように職員に指導
するとともに､ グル
ープ内での確認を強
化することとした｡

(出勤簿) からオン
ラインの統合庶務シ
ステムに勤務管理の
方法が切り替わって
おり､ これを活用し
ながら厳正に勤務管
理を行っている｡

[返戻予算の操作誤り]

( )
号外第40号

報
県
森
青
水曜日
平成21年５月27日

スポーツ科
学センター
運営事業費

スポーツ選
手強化事業
費

節別決算書上の報酬額に
ついて､ 他事業の報酬から
差し引くべき返戻額を本事
業から控除しており､ 事業
別の実績が誤っている｡

スポーツ健康
課

[委託処理要領の条文誤り
について]
青森県スポーツ科学セン
ター運営等業務委託処理要
領の中で条文の誤りがあっ
た｡ 委託する業務の範囲を
規定する重要な条文である
ため､ 正しく作成すべきで
ある｡

度で終了済みである
が､ 後継事業である
｢広域スポーツセン
ター運営事業｣ を実
施していることから､
次の対応をした｡
決算書類作成の際
には､ 複数人体制で
チェックを行うこと
とし､ 正確な決算額
の算出に努めていく
こととした｡

これまで､ スポー
ツ科学センターを予
定どおり利用しなかっ
た競技団体から返納
される補助金が､ 実
績報告時まで当該競
技団体のもとに置か
れ､ 他の競技団体が

平成20年度の業務
委託を進めるに当た
り､ 所要の条文整理
を行った｡

[スポコミ指導員の旅費等]
本事業は平成18年
節別統計集計票に記載さ 度で終了済みである
れた旅費の実績額と､ 旅費 が､ 後継事業である
請求書等から集計した額が
｢広域スポーツセン
不一致であり､ 実績額が正 ター運営事業｣ を実
しく集計されておらず､ 事 施していることから､
業別実績の把握の観点から 次の対応をした｡
好ましくない財務事務であ
予算額を超えた旅
る｡
費の支出を伴ったた
め､ 他事業の予算か
ら流用したことによ
り､ 額の不一致が生
じたものであるが､
今後､ 年度途中で旅
費の増額等が必要と
なった場合は､ 関係
課と適宜､ 補正予算､
変更事項等への対応
等について協議を行
うこととし､ 予算執
行の透明性を確保す
ることとした｡

スポーツ健康
課

[事業の継続・補助水準等
の検討について]
スポーツ科学センターの
測定費用分の補助金が使用
されていない状況にあるな
ど補助金の返納額が大きい｡
目的に向けた選手強化策の
効果の測定を行って妥当な

スポーツイ
ベント開催
費補助金

全国スポー
ツ・レクリ
エーション
祭開催準備
事業

青森県学校
保健会運営
事業

スポーツ健康
課

スポーツ健康
課

スポーツ健康
課

[職務専念義務の免除につ
いて]
学校保健会の運営を援助
するために､ 11名もの職員
を１日１時間の免除を与え

[スポレク祭啓発物品の著
作権の明確化について]
スポレク祭の開催に向け
て県内外に広くＰＲするた
め､ ｢アップリート君｣ 等
を活用した啓発物品作成業
務を各広告会社等に委託し
ているが､ 請書には製作物
品の著作権等に関する記載
がなかった｡
マスコットを使用したデ
ザインに関する紛争は他県
でも耳にすることであり､
著作権は県が継承する旨を
契約書において明確に記述
しておく必要があると考え
る｡

[教育庁内の任意団体の金
銭保管について]
補助金交付先の任意団体
事務局はスポーツ健康課内
に設置されており､ 事務局
の預金通帳の印鑑はグルー
プリーダーが保管し､ 預金
通帳は担当者が保管してい
る｡
県出納課の指導により県
の金銭ではないとの理由か
ら､ 県の金庫は使用してい
ないが､ 紛失・盗難のリス
クが高いため､ 現体制を継
続する場合には､ 封筒など
で区分して金庫内に保管す
べきである｡

補助の水準を決定し､ 効果
的な補助を考えるべきであ
る｡

平成20年４月より
見直しを図り､ 公務
に支障がない範囲で､
１人あたり10分から
30分､ 職務に専念す

平成18年度の各広
告会社との契約時に
は､ 所有権が県実行
委員会に帰属する旨
の説明を口頭で行っ
ていたものであるが､
平成19年度の契約か
らは､ 仕様書の中に
著作権及び使用権が
県実行委員会に帰属
する旨の文言を盛り
込んでいる｡

今後､ 同様のケー
スが発生した場合は､
課の公金保管用金庫
とは別に施錠できる
保管場所に各預金通
帳を保管することと
した｡

活用できないという
問題を解消するため､
今後は県体育協会か
ら各競技団体へ測定
等に係る補助金を配
分する方式をやめ､
各競技団体からの要
請を受けて県体育協
会が選手に測定等を
行わせることとし､
効果的な活用を図っ
ていくこととした｡
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青森県立弘前
実業高等学校

ている｡ 事業費予算額300
万円弱の任意団体に対して､
実際に課人員43名中11名が
１日１時間もの時間を費や
して事務を行っているとは
到底考えられない｡ 団体を
支援する必要性は十分に理
解できるが､ 公務に支障の
無い範囲で行うのが規則の
趣旨であり､ 事務負担の平
準化を目的として最大限の
免除時間の承認をもらうこ
とは適切なことではない｡
今後は､ 実際の稼働時間を
基準に必要最小限の人数､
時間に絞り込む必要がある｡
[学校保健年報作成事業に
ついて]
学校保健年報については､
学校保健会の事業からはず
して希望者から有料で購入
してもらう取引形態になっ
ている｡ そのため事業予算
上はこの印刷費が計上され
ていない｡ この形態では､
印刷委託費も徴収した書籍
代も学校保健会の決算書に
含まれないこととなり､ 任
意団体の情報公開や内部統
制の観点から問題がある｡
決算報告書は適正とする
監事の監査報告はあるが､
本来ならばこの年報作成事
業に係る収支決算について
も監事監査の対象とすべき
であり､ 任意団体の金銭管
理の観点からも､ 本会計の
外で金銭の出入りがあるこ
と自体が適切ではないし､
現金の管理体制も不透明で
ある｡
[ (弘前実業高校) ]
ピアノについては､ 価額
が低いことから重要物品の
リストに掲載されていない｡
その現物実査を行った結果､
整理番号10-8,3.1のヤマハ
グランドピアノG3型につ
いて､ 現物に添付されてい
るべき備品シールがなかっ
た｡ また､ 10-8,3.2のアッ
プライトヤマハU2Hについ

る義務の免除により
学校保健会事務局の
職に就くこととした｡

会計の明確化を図
るため､ 学校保健年
報の収支予算書及び
収支決算書を作成し､
監事監査の対象に加
えた｡

弘前実業高校では､
速やかに指摘のあっ
たピアノ２台につい
て､ 備品シールを作
成し､ 貼付した｡
また､ 学校施設課
では､ 平成20年４月
17日に行った県立学
校事務長会議におい
て､ 物品の適正な管
理について周知した｡

青森県立弘前
実業高等学校

青森県立五所
川原高等学校

青森県立青森
工業高等学校

[ (弘前実業高校) ]
重要物品について現物の
実査を行ったところ､ 対象
として抽出した全てについ
て現物を確認できた｡ しか
し､ 昭和60年３月15日に
1,142千円で購入した土壌
消毒器はすでに古く､ 使用
できないものであり､ 廃棄
処分の手続きを行うべきも
のと判断される｡

[備品等のラベルについて
(五所川原高校) ]
平成12年12月12日に2,215
千円で取得したヤマハピア
ノについて､ 現物に貼付さ
れているべき管理用のシー
ルが貼られていなかった｡
ルールに従い速やかに貼付
し､ 資産管理の確実性を図
る必要がある｡

[ (青森工業高校) ]
備品の現物実査を行うた
めに備品出納票を査閲した
ところ､ 産業振興法のコー
ドのみが記載され､ 通常の
整理番号の記載がないなど､
統一的なルールで整理番号
が付番されていなかった｡
有効かつ効率的な資産管理
を行うためには､ 整理番号
を秩序整然と付番する必要
がある｡

青森工業高校では､
当該重要物品のうち
①計算機及び⑤計算
機は使用に耐えない
ため平成20年７月24
日までに処分の手続
を行った｡ その他の

弘前実業高校では､
平成20年９月３日ま
でに使用できなくなっ
た土壌消毒器の処分
の手続を行った｡
また､ 学校施設課
では､ 平成20年４月
17日に行った県立学
校事務長会議におい
て､ 物品の適正な管
理について周知した｡

五所川原高校では､
速やかに指摘のあっ
たピアノに備品シー
ルを作成し､ 貼付し
た｡
また､ 学校施設課
では､ 平成20年４月
17日に行った県立学
校事務長会議におい
て､ 物品の適正な管
理について周知した｡

青森工業高校では､
備品出納票に整理番
号を付番するととも
に備品には備品シー
ルを再貼付した｡
また､ 学校施設課
では､ 平成20年４月
17日に行った県立学
校事務長会議におい
て､ 物品の適正な管
理について周知した｡

て備品シールは添付されて
いたが､ 品名のみの記載で
整理番号等の記載がなかっ
た｡ 備品シールについても
必要な記載と添付を行い､
リストと現物の有機的結合
を図り､ もって効率的な資
産管理に資するよう努める
べきである｡

青森県立青森
工業高等学校

[ (青森工業高校) ]
下記に示した物品は､ 古
くなり使用できなくなって
おり､ 廃棄処分が妥当と判
断される｡
① 計算機 昭和56.1.20取
得
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支払処理

切手の管理

青森県立百石
高等学校

青森県立大間
高等学校

[切手の在庫数について
(大間高校) ]
切手の在庫数について､
120円切手が３枚不一致と
なっていた｡ 事務担当者が
使用したことを失念したと
いうことであったが､ 払い
出しする時には必ず受払簿
に記入するよう指導を徹底
していただきたい｡ 切手残
高については､ 金額ベース
で166千円であった｡ 学校

[誤った日付の請求書に対
する支払について (百石高
校) ]
証拠書綴りを通査したと
ころ､ 平成17年８月21日の
日付の請求書に対して18年
度に支払いが行われた事例
が発見された｡ おそらくは
請求書の日付誤りを発見で
きずに支払いがなされたも
のと推測されるが､ 支払事
務は確実に行う必要がある｡

今 年 度 末 現 在 高 3,000
千円
② 油圧実験装置 昭和48.
3.15取得
今 年 度 末 現 在 高 1,200
千円
③ 歯切り盤 昭和45.12.9
取得
今 年 度 末 現 在 高 2,150
千円
④ 万能工具研削盤 昭和
42.3.24取得
今 年 度 末 現 在 高 1,324
千円
⑤ 計算機 昭和60.12.9取
得
今 年 度 末 現 在 高 3,075
千円

大間高校では､ 切
手を払出しした日に
郵便切手出納簿の切
手の残枚数を確認す
ることとし､ また､
受払実績や今後の需
要を踏まえ､ 年度末
において適正数量の
残高にすることとし
た｡
なお､ 学校施設課
でも､ 平成20年４月

百石高校では､ 平
成18年８月11日起案
の物品購入に係るも
のについて､ 業者に
｢平成17年８月21日｣
の請求年月日が間違
いであることを確認
し､ ｢平成18年８月
21日｣ へと訂正した｡
今後複数の職員で確
認・審査を行い､ 適
正な支払事務に努め
ることとした｡
また､ 学校施設課
では､ 平成20年４月
17日に行った県立学
校事務長会議におい
て､ 適正な財務事務
の執行を行うよう周
知した｡

②油圧実験装置､ ③
歯切り盤及び④万能
工具研削盤は購入か
ら相当年数が経過し
ており修理部品が入
手できない状況であ
るが､ 調整等により
実習装置として十分
使用できることから､
故障し修理不能にな
るまで活用すること
とし､ 平成20年８月
20日までに調整等を
行った｡
また､ 学校施設課
では､ 平成20年４月
17日に行った県立学
校事務長会議におい
て､ 物品の適正な管
理について周知した｡

事業費予算
実績に関す
る課題

財団法人青森
県育英奨学会

教育庁全般
[事業単位の予算管理統制
(教育政策課) が十分ではない]
予算科目の節間の流用や､
異なる部署間の予算の移動
等は厳格に制限されており､
実施する場合には一定の手
続が必要であるが､ 同一部
署における事業間の流用は
特に制約がなく､ 事業を意
識せずに予算の執行が可能
である (流用とは認識して
おらず､ 共通的な経費や間
接的経費の割り当てとの認
識である) ｡

[切手の現物管理 (野辺地
高校) ]
切手の帳簿上の枚数が実
在数より少なかった (100
円切手２枚) ｡ 切手台帳の
受払締切後に払い出しの要
求があり､ 担当職員が個人
で所有する切手にて代用し
たためということであった｡
しかし､ 該当する払出日
付は11月16日､ 突合したの
は20日午後であり､ そのよ
うな理由があったにしても
時間が経過しすぎており､
妥当ではない｡ また､ 切手
のような金券類は､ 不正防
止の観点から金銭同様日々
実査の実施が望まれるが､
前日19日に実査を行ってい
たとすればこのような不一
致は起こりえないはずであ
る｡

規模から判断して多いと感
じるが､ 年度末に58千円分
を購入していることが原因
である｡ 受払実績や今後の
需要を踏まえ､ 年度末にお
いては適正数量の残高にす
ることが望ましい｡

平成20年６月25日
開催の (財) 青森県
育英奨学会理事会で
承認を受け､ 平成20
年７月16日に変更登
記を行った｡

今後､ 予算要求に
当たっては､ 実績額
を踏まえた要求額と
していくほか､ 当初
予算に過不足が生じ
ることとなった場合
には､ 関係課と適宜､
補正予算､ 変更事項
等への対応について
協議を行うこととし､
予算執行の透明性を
確保することとした｡

野辺地高校では､
切手の在庫管理を徹
底し､ 個人所有の切
手を代用することが
ないよう､ 受払いの
確認徹底や定期的な
帳簿と現物の突合等
適正な切手の管理に
取り組むこととした｡
また､ 学校施設課
では､ 平成20年４月
17日に行った県立学
校事務長会議におい
て､ 物品の適正な管
理について周知した｡

17日に行った臨時事
務長会議において､
物品の適正な管理に
ついて周知した｡

青森県立野辺
地高等学校

財団法人青
森県育英奨
学会の概要

[資産総額の変更の未登記
について]
公益法人には設立登記､
変更登記などの各種の登記
が義務づけられている｡ 民
法第34条の公益法人は､ 民
法第46条の２の規定に基づ
き､ 資産の総額に変更を生
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平成16年度から平
成18年度の各年度末
現在の未収寮費､ 未
収返還金の会計処理
の誤りについては､
収支計算書を是正し､
平成20年６月､ 青森
県育英奨学会理事会
に報告した｡
今後は､ 事務局内
での相互チェック体
制の強化を図り事務
処理に万全を期する
とともに､ 適正な会
計処理の習熟に努め
る｡
また､ 平成19年度
決算における年度間
の繰越収支差額は一
致している｡

じた時には変更の登記を行
わなければならないが､ 本
法人は設立時の250万円の
ままとなっている｡ ここに
いう資産の総額とは､ 積極
財産から消極財産を控除し
た純財産であるとされてお
り､ すみやかに変更登記を
行う必要がある｡
[公益法人会計基準への準
拠性について]
 繰越収支差額の不一致
について
本法人の過去３年間の決
算報告書を監査した結果､
各年度間の繰越収支差額が
不一致であることがわかっ
た｡ 原因は各年度末現在の
未収寮費､ 未収返還金の会
計処理誤りによるものであ
る｡
このことは､ 会計事務及
び計算書類作成事務が事務
担当者任せになっていて､
内部統制・牽制機能が働い
ていないことの証拠でもあ
る｡ 適正な会計処理につい
て習熟し､ 次年度以降の決
算報告書に誤りのないよう
指導を強化する必要がある｡

記載
状況

平成19年度決算か
ら､ 収支計算書に
｢計算書類に対する
注記｣ として注記事
項を記載した｡

該当の
有無

[公益法人会計基準への準
拠性について]
 計算書類の注記事項に
ついて
旧公益法人会計基準第８
の１において､ 計算書類に
は法人の以下の事項を注記
しなければならないが､ 本
法人の計算書類には注記事
項が記載されておらず､ 同
会計基準に準拠しないもの
となっている｡ 新公益法人
会計基準の財務諸表は外部
報告目的が強化され､ 更に
多くの注記事項の記載が求
められている｡ 本法人にお
いても､ 会計基準に準拠し
た財務諸表の作成が求めら
れる｡
項目

②重要な会計
方針を変更
した場合に､
その旨及び
変更による
影響額

①資産評価の
方法､ 固定
資産の減価
償却､ 引当
金の計上基
準､ 資金の
範囲等計算
書類の作成
に関する必
要な会計方
針

該当
なし

○

記載
なし

−

記載
なし

記載
なし

−

−

記載
なし

記載
なし

−

○

○

該当
なし
該当
なし

○

該当
なし
○

③基本財産の
増減額及び
その残高

④担保に供し
ている資産
⑤次期繰越収
支差額の内
容
⑥直接法によ
り減価償却
をした場合
の資産の取
得金額､ 減
価償却累計
額及び当期
末残高
⑦保証債務

⑧正味財産増
減計算書を
省略する場
合等の重要
な科目別増
減額
⑨その他公益
法人の収支
及び財産の
状況を明ら
かにするた
めに必要な
事項

[県職員の職務従事につい
て]
県職員が派遣される公益
法人等は､ 人事委員会規則
６-18第２条別表に定める
12法人に限定されている｡

平成20年４月より
見直しを図り､ 公務
に支障がない範囲で､
１人あたり10分から
30分､ 職務に専念す
る義務の免除により
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本法人はその12法人に含ま
れていないが､ 職専免の承
認を受けて本法人の職務に
従事している県立学校課の
職員４名は､ 法人の業務に
専ら従事させるために派遣
するものではないため､ 派
遣に該当しないという判断
であるとのことであった｡
監査人としても明らかに違
法状態にあるとは言えない
と判断したが､ もし４名も
の県職員が１日１時間必要
な業務であるならば､ 全体
として相当の業務量を公務
員がこなしている実態があ
ることから､ 法に抵触しな
いとはいえ､ 法の理念から
判断すると適切な義務の免
除とは思えない｡ 逆に､ 職
専免の時間は毎日１時間と
されているが､ 勤務時間に
占める従事時間が職務実態
に比して長すぎる可能性も
あることから､ 公務に支障
がない範囲で､ より稼働実
態に合った従事時間とする
必要があると考える｡
[監査を受ける体制・意識
について]
個人情報は法律により保
護されるべきものであるが､
監査を実施するために必要
な資料は監査人に対して提
出する義務がある｡ 一定額
以上の公益法人は公認会計
士等の外部監査を受けるこ
とが要請されていることは
周知のことであるが､ 本法
人は基準値に該当するにも
関わらず外部監査を受けて
いないため､ 監査対応につ
いては著しく不慣れである
ことが推認された｡ 当然､
外部監査人は守秘義務を負っ
ており､ その保管方法や利
用方法について意見交換を
した上で､ 監査実務に支障
が生じないよう協力が必要
である｡
また､ 前年度の退職給与
引当金の個人別残高も提出
を依頼したが､ ファイルを

(財) 青森県育英奨
学会事務局の職に就
くこととした｡

会計帳簿の保存に
当たっては､ 公益法
人会計基準の遵守の
徹底を図り､ 事務処
理に万全を期するこ
ととした｡
なお､ 今後同様の
監査が実施される場
合は､ 監査実務に支
障が生じないよう協
力することとする｡

青森県学生
寮運営事業

氏名 種別
個人 入寮
①
費

寮費

個人 入寮
②
費

財団法人青森
県育成奨学会

対象 未収金
年度
金額
平成
30
９年度
平成
30
11年度
平成
228
８年度
平成
300
９年度
平成
250
10年度
平成
300
11年度
平成
30
11年度
平成
30
10年度
平成
100
11年度
1,298

財団法人青森
県育英奨学会

２名合計

寮費

高校奨学金
貸与事業

更新したために提出できな
いとのことであった｡ 会計
帳簿の保存期間は､ 公益法
人会計基準において最低10
年間に法定されているため､
遵守されなければならない｡

(単位：千円)

[長期未収金について]
入寮費等について､ 多額の
未収金が存在している｡

摘要

総額1,138千円｡ 親が自己破
産し､ 本人はフリーターである｡
奨学金にも未収金がある｡ 連絡
はとれているが､ 回収は難しい｡

総額160千円｡ 本人は支払っ
たと主張しているが親が使い込
みをした､ とのことで､ 親の生
活が苦しく支払は難しい｡ 平成
17年度までは少しずつ入金して
きたが､ 最近は経済状況が悪く
支払えない｡

この２名に対しては､ こ
れまで以上に積極的に督促
事務作業を行うべきであり､
法的手段を講じることも視
野に入れて回収努力をしな
ければならない｡ 会計的に
は､ 貸倒懸念債権として貸
倒引当金の計上が必要であ
る｡

[貸付金の相手先別内訳の
保管]
平成18年度末日の貸付金
の相手先別内訳が一覧でき
る資料提出を求めたところ､
同日現在の帳簿・資料が保
存されていないため､ 提出
を受けることができなかっ

貸倒引当金の計上
基準を制定のうえ､
平成19年度決算に貸
倒引当金を計上し､
平成20年６月25日開
催の (財) 青森県育
英奨学会理事会の承
認を受けた｡
なお､ 自宅訪問等
により確認した生活
状況は非常に厳しい
ところであるが､ 少
しずつでも支払って
いく意思はあるので､
今後も督促事務を継
続して行うこととし
た｡

毎月末の残高に対
応する相手先別内訳
について､ データ及
び出力用紙をもって
保管することとし､
事務処理に万全を期
することとした｡
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歳入事務

学校施設課

た｡ 奨学金貸与事業を実施
する上で､ 債権管理台帳の
保存は必要不可欠であり､
会計帳簿として法定保存期
間も規定されている｡ 今後
は奨学金の返還開始に備え
て､ 専用ソフトの導入も検
討されているところである
が､ 導入までの期間におい
ては､ たとえば毎月末の残
高に対応する内訳データを
保存する､ 又は紙ベースで
出力して保存する方法など
により､ 財務数値残高の検
証可能な態勢の整備が強く
望まれる｡
[職員出勤簿について]
期限付臨時職員の給与は､
出勤簿に基づき､ 前月22日
から当月21日までの分の出
勤日数集計を行い､ 日額単
価を乗じて給与計算を実施
し､ 支給している｡ 高校奨
学金貸与事業に従事する職
員の出勤簿及び給与計算資
料を照合したところ､ 出勤
簿に押印がないにもかかわ
らず給与が支給されている
例が発見された (１名分､
平成18年５月16日及び７月
31日) ｡ 出勤事実はあるも
のの､ 押印がもれてしまっ
ているとのことであったが､
給与計算事務のチェック体
制が機能していないと思わ
れる｡ このような誤った財
務事務が発生しないよう､
給与計算事務の相互牽制手
続を徹底する必要がある｡
[不動産売却の進捗状況に
ついて]
教職員公舎の土地台帳評
価額は､ 学校施設課管理分
で657,508千円､ 県立学校
管理分は1,996,787千円であ
る｡ このような巨額の財産
の一部を遊休化させている
状態については､ 早期に解
消する必要があると考える｡
公舎廃止計画上は平成20年
度４公舎､ 平成21年度４公
舎の売却を予定しており､

事務局内のチェッ
ク体制を強化し､ 賃
金の支出伺に出勤簿
を添付して決裁を得
ることとし､ 事務処
理に万全を期するこ
ととした｡

未利用財産の売却
促進を図るため､ 知
事部局・教育委員会
・警察本部の土地建
物の一括売却並びに
売却窓口の一本化を
実施するとともに､
戸建て物件の需要開
拓と不動産取引に係
る専門業務への対応
として､ 一部業務の
民間委託を実施して
いる｡

県立学校課
【現学校教育
課】

[入学者選抜手数料の歳入
計上漏れについて]

[入学者選抜手数料の歳入
計上漏れについて (教育
庁) ]
入学者選抜手数料につい
て､ 平成18年度歳入の計上
漏れが発見された｡ 選抜手
数料は志願者数と比例して
計上される性質のものであ
り､ 歳入決算上､ 手数料収
入に計上されるべき概算金
額は簡単に求められる｡ 決
算数値があるべき金額と不
一致であれば､ 学校に報告
漏れの有無について調査依
頼を行うべきであるが､ 行
われていないために収入未
済が発見されたものである｡
県立学校課は県立高校の歳
入歳出の全般的な総括を行
うべき立場にあると考える｡
この点､ 授業料については
予め生徒数に応じた調定を
行うことで､ 収入未済を発
見するシステムができてい
る｡ 手数料についても授業
料に準じた収入未済を発見
するための手続きをルール
化・マニュアル化する必要
がある｡

入学事務において､
事務部で証紙の消印

平成20年度 (平成
19年度歳入) から､
学校教育課において､
適時､ 各県立学校ご
とに志願者数に応じ
た入学者選抜手数料
の額と歳入予算経理
表を照合し､ 不一致
の場合は､ 該当する
県立学校に報告漏れ
の調査依頼をするこ
とにより､ 入学者選
抜手数料の歳入計上
漏れを防止すること
とした｡

県の財政再建に貢献するべ
く､ これまで以上の積極的
な販売活動が必要だと考え
る｡
売却損失が生じる場合で
あっても､ 老朽化して入居
見込の無い教職員公舎を保
有し続けることのメリット
はほとんど無いことを十分
理解する必要がある｡ 県土
全般の地価が毎年下落し､
資産価値は年々減少してお
り､ 有効利用の観点からも､
行政改革により教職員総数
は今後減少することが予測
できる｡ よって､ 仮に落札
者が現れない場合には､ 再
度予定価格を計算し直して
でも､ できる限り早期に売
却することを念頭に置く必
要がある｡

青森県立百石
高等学校

( )
号外第40号

報
県
森
青
水曜日
平成21年５月27日

本高校は､ 平成19年３月
８日から３月12日までに受
理した後期選抜入学願書に
係る入学者選抜手数料につ
いて､ 証紙整理票の作成を
失念しており､ 月末に証紙
整理票の作成をする際にも
気づかず平成19年３月分証
紙報告を行ったため､ 入学
者選抜手数料59,400円 (出
願者数27名分×2,200円)
が計上漏れとなっていた｡
証紙は現金還付が直ちに
できるものではないが現金
等価物であり､ それが一担
当者の下に置かれ､ 誰にも
気づかれずにそのまま放置
され続けていたことは､ 学
校事務の適正性の欠如と内
部統制の脆弱性を示す非常
に問題の大きい事案である｡
今後の改善策として､ 事
務部で証紙の消印時に証紙
整理票を作成・確認し教務
部に書類を渡すようにすれ
ば､ 事務部と教務部との連
絡は１回で済み､ 書類授受
の失念等も発生しないよう
に思われる｡ 今後は､ 入試
事務に係る事務フローを見
直し､ 事務部と教務部との
連携をより綿密にして教育
庁への報告事務を適正化す
る必要がある｡
[証紙消印の訂正について]
後期選抜の入学願書の証
紙消印日につき訂正処理が
なされているものが散見さ
れた｡ 消印日は手数料収入
の計上基準日となる重要な
ものであるため､ 書類の受
付時に直ちに消印すべきで
あり､ 後日まとめて処理す
ることは日付間違いや恣意
性の介入を誘引することに
なり､ 事務処理の適正性と
内部統制の観点から望まし
くない｡ 日々の業務におい
て管理職等によるチェック
を行い､ 適正な事務手続が
行われるよう徹底する必要
がある｡

時に証紙整理票を作
成・確認し教務部に
書類を渡すよう改善
した｡ 今後は､ 入試
事務のみならず他の
財務事務においても､
事務部以外との連携
が必要な場合は､ 相
互に事務処理の共有
化を図り､ 学校事務
の適正化に努めるこ
ととした｡

事実発生日に直ち
に証紙消印を行うよ
う改善した｡ 今後は､
管理職を中心に相互
に事務処理状況の把
握に努め､ 正確性等
を確認しながら日々
における事務処理の
適正化を図ることと
し､ 平成19年度分に
ついては､ 前後期試
験とも確実に消印を
完了させた｡

青森県立大間
高等学校

青森県立五所
川原高等学校

[授業料の徴収印押印もれ
について]
定時制の授業料を徴収済
みにもかかわらず､ 徴収簿
に徴収印が押印されていな
いものが１件あった｡ 単純
な押印漏れであり､ 県への
報告は適切に行われている
が､ 事務処理は確実に行わ
れなければならない｡

[証紙消印の訂正について]
消印日付２月７日のもの
は全て､ 一度３月７日の印
が押印され､ 後日３の部分
のみ２の印が上から押し直
されている形跡があった｡
証紙消印の入力事務は適正
に行われていることから､
単純な押印誤りであると推
測はできたが､ 訂正方法に
ついては適切とは思えなかっ
た｡ 最も適切な訂正方法は､
一度押印した消印をバツ印
で消し､ 正しい消印を押印
した後､ 訂正事務手続の実
施者の押印と事務長の承認
印を押印する方法である｡
今後消印の押印誤りが発生
した場合には､ 最も適切な
方法で対応をお願いしたい｡

[公文書等の書類作成誤り
について]
授業料免除に関する監査
を行った結果､ 公文書等の
記載誤りが散見された｡
いずれも原因は前年度の
同内容の文書を基に作成し
た結果､ 生徒名等の情報は
更新しても､ 期間に関する
情報の更新を失念したもの
と考えられる｡ これらは軽
微な誤りとは言えず､ 文書
内容を直読すると前年度の
未収授業料に充当するよう
にも受け取られかねない｡
これを基にした保護者の同
意書の効力すら疑わしくな
ると考えられる｡ 今後は学
校事務にこのような誤りが
発生しないよう､ 十分な注
意が必要である｡

五所川原高校では､
速やかに授業料の関
係書類を確認した上､
徴収簿に押印した｡
また､ 学校施設課
では､ 平成20年４月
17日に行った県立学
校事務長会議におい
て､ 複数職員により
確認を行う等､ チェ

証紙消印を誤って
押印した場合は､ 一
度押印した消印をバ
ツ印で消し､ 正しい
消印を押印した後､
訂正事務手続の実施
者の押印と事務長の
承認印を押印するよ
うにした｡
また､ 再発防止の
ために消印前に再度
日付の確認を徹底し
た｡

大間高校では､ 指
摘された公文書の記
載誤りについて修正
を行うとともに､ 今
後､ 公文書等の記載
誤りを無くするため､
複数職員によるチェッ
ク体制とすることと
した｡
また､ 学校施設課
では､ 平成20年４月
17日に行った県立学
校事務長会議におい
て､ 複数職員により
確認を行う等､ チェ
ック体制の強化に努
めるよう周知した｡
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授業料減免
制度の概要

県立高等学
校の減免事
務

県立学校課
【現学校施設
課】

青森県立八戸
工業高等学校

[減免金額の集計誤り (教
育庁) ]
弘前中央高校から報告を
受けた減免金額について､
提出資料の県立学校別減免
区分別減免額一覧表に誤り
があることが発見された｡
原因は県立学校課事務担当
者による集計ミスであり､
生活保護世帯６人分の免除
金額 (691千円) が集計漏
れとなっていた｡ 授業料減
免金額については本県の行
政改革推進委員会委員から
も説明を求められているよ
うに､ 金額が大きく､ 県民
の関心が高いデータである｡
したがって､ 金額の集計誤
りには十分気をつける必要
があるとともに､ 集計結果
をチェックする仕組みが必
要不可欠だと考える｡

[授業料の現金収納管理]
授業料の領収証書原符の
領収年月日と口座振替未納
通知兼領収書 (本校独自の
領収書) の日付が合ってい
なかった｡
授業料その他費用の徴収
は､ 原則口座引き落としの
方法によっているが､ 一部
生徒及び引落不能の場合に
は事務室の窓口で現金によ
る徴収を行っている｡ 生徒
からの徴収時に本校独自の
領収書を発行・交付してい
る｡ 口座振替未納通知兼領
収書 (本校独自の領収書)
で現金を受領し金庫に保管､
２〜３日後に同様式で持参
した現金を合算し領収証書
原符を作成し払込みしたた
め､ 日付が異なっていた｡
平成19年度からは､
複数職員でチェック
し､ 国への減免実績
の報告前に再度確認
を行う体制とした｡
平成19年度の授業料
減免者の人数及び金
額については､ ４月
に学校に照会し､ 複
数職員でチェックを
行い､ ７月に文部科
学省へ減免実績を報
告する前に再度確認
を行った｡

八戸工業高校では､
授業料と私費の区別
を明確にし､ 授業料
については財務規則
で定められた領収証
書を使用することと
するとともに､ 領収
した現金の取扱いに
ついても､ 財務規則
に則り速やかに金融
機関に払込みするこ
ととした｡
また､ 校内におけ
る現金の取扱いにつ
いては､ 平成20年３
月21日付けで全ての
県立学校に対して､
通知により改めて注
意喚起を行った｡

ック体制の強化に努
めるよう周知した｡

青森県立百石
高等学校

百石高校では､
｢授業料免除決裁簿｣
の備考欄に､ 決裁後
における事務処理状
況を把握する欄を設
け､ 速やかな事務処

[授業料免除後の授業料銀
行引落とし額修正の遅延に
ついて]
授業料免除通知 (全額)
及び還付通知が出され､ 授
業料還付が行われたが､ 授

青森県立三沢
高等学校

[生活保護受給継続の確認
時期について]
高校では､ 年度当初のほ
か少なくとも１回以上､ 福
祉事務所に対して生活保護
受給世帯の受給継続を確認
する必要がある｡ これは年
度内に異動があれば､ 授業
料免除金額が変更になる可
能性があるためであるが､
翌年度の免除申請時期にな
れば生活保護受給証明書が

[生活保護受給継続の確認
時期について]
県教委作成の ｢授業料免
除に係る問答集 (平成16年
度改訂版) ｣ によれば､ 生
活保護受給世帯の受給継続
の確認については年度当初
の他少なくとも１回以上確
認し､ 確認の時期は当該免
除期間の確定のため３月１
日以降に行うこととされて
いる｡ 本校の生活保護受給
証明書は､ 平成19年２月19
日現在となっていた｡ 免除
期間の確定のためには､ こ
の県教委による問答集の記
載に従って３月１日以降に
行うことが望ましい｡

業料の銀行引落とし額の修
正処理が行われず､ 授業料
が銀行引落としになってし
まった事例があった｡ 後日､
当該事実が明らかになり授
業料は返金されたが､ 保護
者にしてみれば､ 経済的な
理由により免除申請してい
るわけで､ 誤引落としは甚
だ迷惑な行為であるばかり
か､ 学校に対する信頼性を
著しく損ねる誤った事務手
続きである｡ 授業料免除通
知後は､ 授業料引落とし額
の修正を速やかにかつ漏れ
なく確実に行う必要がある｡
また､ 生徒数､ 免除者数､
引落とし依頼件数を照合す
るなど､ 修正漏れが事前に
判明する仕組みを構築すべ
きである｡

三沢高校では､ 平
成18・19年度分につ
いて福祉事務所より
生活保護受給証明書
を発行してもらい､
確認を行った｡ 今後
は３月10日ころを目
途に福祉事務所に対
して､ 生活保護受給
世帯の確認をするこ
ととした｡
また､ 学校施設課

百石高校では､ 授
業料免除に伴う生活
保護受給世帯の確認
及び確定のため､
｢授業料免除に係る
問答集｣ に従い､ 当
初と３月中に証明書
による確認を行うこ
ととした｡
また､ 学校施設課
では､ 平成20年４月
22日に行われた青森
県公立学校事務長会
研究協議会において､
授業料免除の生活保
護受給世帯について､
３月にも受給継続の
確認をするよう周知
した｡

理を行うこととした｡
また､ 学校施設課
では､ 平成20年４月
17日に行った県立学
校事務長会議におい
て､ 複数職員による
確認等チェック体制
の強化に努めるよう
周知した｡

青森県立青森
東高等学校

[世帯構成員の確認につい
て]
｢青森県立高等学校授業
料及び受講料免除に係る審
査基準｣ によれば､ 世帯構
成員は生徒と生計を同一に
する者全員とし､ 同居して
いても別生計である場合や
別居していても同一生計で
ある場合は状況に応じて判
断すること､ 具体的には授
業料免除願､ 戸籍謄本､ 住
民票により確認するとある｡
別居していても同一生計で
ある場合もあるわけであり､
この確認は口頭で行ってい
るとのことであるが､ 後日
の状況把握を明瞭かつ容易
にするためにも､ 別居家族
がいる場合の生計の別につ
いて確認時に文章で残すこ
とが望ましい｡

入手できるとの理由から､
高校では生活保護受給世帯
の受給継続の確認を実施し
ていなかった｡ 免除対象者
が３年生の場合は翌年度に
は卒業してしまい､ 対象年
度中の異動については本人
から報告がない限りは判ら
ず､ 確認されないことにな
る｡ 県教委による問答集に
従って福祉事務所への生活
保護受給世帯の受給継続の
確認手続は省略せずに確実
に実施すべきである｡
三沢高校では､ 世
帯構成員の確認をし
た場合には､ その旨
文章で残すこととし
た｡
また､ 学校施設課
では､ 平成20年４月
22日に行われた青森
県公立学校事務長会
研究協議会において､
世帯構成員等の確認
した内容は文章で残
しておくよう周知し
た｡

では､ 平成20年４月
22日に行われた青森
県公立学校事務長会
研究協議会において､
授業料免除の生活保
護受給世帯について､
３月にも受給継続の
確認をするよう改め
て周知した｡

青森県立三本
木農業高等学
校

(

再発防止に向けてチェック
体制の構築が必要である｡

[授業料免除処理の誤りに
よる歳入計上漏れ及び内部
統制の運用状況]
教育長へ授業料免除申請
を行ったもののうち､ 免除
要件を満たさないとして通
知を受けたものについて､
学校が誤って免除手続を行
い､ 中途まで納付した授業
料を返金している事例があっ
た｡ 県教委からの通知文書
の記載様式が見誤りやすい
との高校側の主張は首肯し
うるものであり､ 県教委側
に記載方法の改善が求めら
れると考えられる｡ しかし
一方で､ 当該通知文書には
高校の教職員10名の押印が
なされており､ 決裁文書上
も事務担当から校長まで７
名もの決裁がなされている｡
このことは､ 高校側のチェッ
ク・決裁状況が形式化・形
骸化しており､ 内部統制の
運用状況が十分でないこと
をうかがわせるものである｡
高校側は､ 再発防止に向
けて､ 実効性のあるチェッ
ク体制を構築する必要があ
る｡ その際には､ 必要以上
の決裁者数の存在が事務負
担を増大させ不効率を生じ
させる可能性や､ 責任の分
散化によりかえってチェッ
クを形骸化させる可能性に
ついても十分に考慮するこ
とが望まれる｡

)

三本木農業高校で
は､ 校内における厳
正な審査及び十分な
チェック体制ができ
るよう関係職員に対
して注意喚起した｡
また､ 学校施設課
では､ 平成20年４月
17日に行った県立学
校事務長会議におい
て､ 複数の職員によ
り確認を行う等､ チェッ
ク体制の強化に努め
るよう周知した｡
なお､ ｢非該当｣
の通知の記載方法に
ついては､ 平成19年
４月から改善してい
る｡
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青森東高校では､
今後､ 複数の職員で
チェックを行い､ 再
発を防止することと
した｡
また､ 学校施設課
では､ 平成20年４月
17日に行った県立学
校事務長会議におい
て､ 複数の職員によ
り確認を行う等､ チェッ
ク体制の強化に努め
るよう周知した｡
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[減免金額の誤報告につい
て]
授業料等免除状況調査表
において､ 半額免除者１名
の免除金額を115,200円と
県に報告しているが､ 57,600
円の誤りである｡ このよう
な誤った報告の背景には､
県教委に報告するにあたっ
て高校内部のチェック体制
が機能しておらず､ 決裁手
続きが形骸化していること
をうかがわせるものである｡
また､ 報告を受ける側の県
教委についても同じことが
言える｡ 高校及び県教委は､
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