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包括外部監査結果に対する措置の公表
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平成22年１月29日

監査箇所名

青森県信用保
証協会補助金

監査項目

平成18年度分

青森県信用
保証協会

同

同

同

青森県監査委員

監査結果
[県信用保証協会の改革と
経営努力について]
県信用保証協会に対する
県の積極的支援策は､ 緊急
避難的なものに留まるべき

泉
元
相
三

山
木
川
橋

正

篤

哲

三

光

子

章

適正保証の推進､
経営支援・再生支援
体制の強化､ 期中管
理の徹底､ 求償権管
理の徹底と回収の強

措置の内容

一

(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18年度､ 平成19年度及び平成20年度の包括外部監査の結果に基づき､ 青森県知
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(毎週月･水･金曜日発行)

号外第３号

報
県
森
青
金曜日
(  ) 平成22年１月29日

商工政策課

小規模事業経
営支援事業費
補助金

[補助金の算定方法につい
て]
人件費補助でないにもか
かわらず､ 事業活動と無関
係に指導員の数に応じて補
助金を交付する仕組みとなっ
ているものなど､ 算定方法
の妥当性に疑問が残る｡
県は､ 実際のニーズに基
づいて適切な算定基準で補
助金を算定する仕組みを整
えることが必要であると考

[事業費補助金の透明性に
ついて]
経営安定特別相談事業費
について､ 補助対象となる
活動記録等が残されておら
ず､ 透明性の観点から問題
と思われた｡
補助金の使途等について
明確な記録を残し､ 透明性
を確保する必要がある｡

[人件費負担−設置基準に
ついて]
経営指導員､ 専門経営指
導員､ 補助員､ 記帳専任職
員､ 事務局長については国
の設置基準をベースに商工
会等に人員が設置されてい
るが､ 定数と実数は乖離し
ている｡
県及び商工会等としては､
人員の配置が設置基準に準
拠しているかどうかの検討
に加え､ 設置基準そのもの
の妥当性の検討も必要であ
る｡

であり､ 基本的には適切な
ガバナンスと内部統制組織
の下､ 地方公共団体と民間
との適切な責任分担の下で､
自主自立の経営を志向する
べきと考える｡ 平成19年10
月から導入が予定されると
いわれる金融機関との責任
共有制度の趣旨に沿う形で､
県信用保証協会の社会的存
在意義をさらに高めるため
にも､ これまで以上に自主
自立を目標に掲げた経営努
力を期待する｡

平成19年度から商
工会に対する補助金
を商工会連合会に対
して一括交付してお
り､ 商工会連合会で
は､ 講習会等開催費､
金融指導事務費につ
いて､ 商工会に設置
された指導員の数に
よる補助ではなく､
実際の事業内容や各
商工会からのニーズ

経営安定特別相談
事業費については､
実績報告の際に､ 事
業内容のほか､ 補助
金の使途が明白とな
るよう様式を改めた｡

平成18年事業所統
計の結果を踏まえ､
商工会議所等の補助
対象職員の設置定数
見直しを行い､ 平成
21年４月10日に策定
した補助金交付要綱
から採用している｡
これに伴い､ 経営指
導員の定数が４名減
となった｡

化により､ 経営基盤
の強化を図り､ 自主
自立の経営を目指す｡
(平成21年度 ｢年度
経営計画｣ 及び ｢中
期事業計画｣ )

(  )
号外第３号

報
県
森
青
金曜日
平成22年１月29日

中小企業高度
化資金貸付金

青森県商工会
連合会活動運
営費補助金

[補助対象経費の範囲につ
いて]
商工会活動事業について､
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｡

[商工会等の財務内容につ
いて]
各商工会の決算を閲覧し
たところ､ 本来積立金もし
くは準備金で計上すべきも
のを引当金 (負債) として
計上しているものがあった｡
また､ 固定財産勘定の残高
が (固定資産−固定負債)
の残高と一致しないものが
あった｡

える｡

商工会活動事業に
ついては､ 平成21年
度から補助対象外と
した｡

平成19年度から､
２ヶ年で全商工会議
所・商工会を対象に
業務監査を実施し､
会計処理において､
明らかに科目の異なっ
ているものや残高不
一致については､ 適
正に処理するよう指
導した｡

などを踏まえ､ 補助
金の範囲内で傾斜配
分による補助を行っ
ている｡

金額の確定してい
ない違約金を収入未
済として調定するこ
とは適切でなく､ 元
金及び利子が完済さ
れた段階で違約金を
調定し､ 通知するも
のであるが､ 計算時
点を決めて違約金額
の発生額を算定する
ことは可能であるこ
とから､ 年度末時点
等において違約金額

[滞留債権の処理について]
平 成 20 年 度 は ､
昭和30年代から50年代に 422,000 円 を 回 収 す
発生した債権についてこれ るとともに､ 回収不
まで何の対応もしていない 能 と 判 断 し た 債 権
ことが問題ではあるが､ 今 31,415,354 円 に つ い
後､ 回収不能と見込まれる て不納欠損処分を実
債権については､ 早期に不 施した｡
納欠損処理をすべきである｡
残りの収入未済債
権については､ 引き
続き一層の回収に努
めるとともに､ 回収
不能と見込まれる債
権については､ 不納
欠損処分の手続を進
めていくこととした｡
[違約金の算定ルールにつ
いて]
県では､ 違約金を､ 元本
を全額回収する時点で計算
することとしているため､
現状では貸付金の償還を怠っ
ている貸付先について､ 違
約金を計上してはいない｡
これらの違約金を収入未
済として認識しないことは､
県として実質的に債権放棄
を行っていることと同じで
ある｡ 県としてこのような

工業振興課

むつ小川原工
業基地企業立
地促進費補助
金

[百石住宅団地造成事業に
係る無利子貸付金の回収可

[補助金適正化法第22条
(同じく青森県補助金等の
交付に関する規則第19条)
違反が疑われる事案につい
て]
当該補助事業の補助対象
用地を財産処分承認前に売
却した件は､ 補助金適正化
法第17条第１項及び第３項
の規定に基づき既往に溯っ
て交付決定が取り消され､
補助金返還命令を出すべき
事案であると考える｡
また､ 現補助金交付要綱
に処分制限の期間を定めて
いないことから､ 県は永久
的に全ての補助対象用地を
管理していくことが必要と
なる｡ しかし､ これは実務
的に困難であることから､
将来的には､ 相当期間経済
的効果をもたらしたと認め
られる場合等は､ 一定期間
後に処分制限が緩和できる
よう当該取扱の見直しにつ
いて国と協議或いは働きか
けを行っていく必要がある
と考えられる｡

[貸付金の有効性の検証に
ついて]
商工政策課の貸付金全般
にわたりいえることである
が､ 融資の実行による有効
性の検証が十分に実施され
ていない｡ 本県の雇用創出
や産業振興にどの程度有効
であったのか､ 長期的には
産業連関表を用いて分析す
るなど､ 結果をある程度数
値化し､ 効果を評価する事
が望ましい｡

判断を行うのであれば､ そ
の根拠を明確に示し､ 例外
規定を適用して然るべき手
続を経ることが必要と考え
る｡

おいらせ町の百石
住宅用地の分譲促進

国及び財団法人電
源地域振興センター
と協議を進め､ 本件
については､ 一定の
期間むつ小川原開発
地区の地域振興に貢
献しており､ 本補助
金の交付目的に反し
ていないことから､
県の補助金規則に定
める財産処分の承認
は必要ないこととし
た｡

融資制度利用によ
る雇用創出について
は､ これまでも実績
を把握しており､ 融
資制度の利用状況､
特に資金メニューご
との利用状況から､
融資制度の効果測定
を行っている｡
また､ 県内中小企
業者と県内金融機関
の融資担当者へのア
ンケート調査に基づ
く新たな評価システ
ム (リレバン・レポー
ト 08) を導入した｡

を計算し把握するこ
ととした｡

青森県特別保
証融資制度貸
付金

青森県新産業
都市建設事業

号外第３号

報
県
森
青
金曜日
(  ) 平成22年１月29日

経営支援課

団貸付金・金
矢工業団地立
地円滑化資金
貸付金

青森県中小企
業経営診断助
言事業及び調
査事業業務委
託費

能性]
現在の計画では､ 平成20
年度には､ 県はおいらせ町
から貸付金全額の償還を受
ける予定である｡ 現在県が
行っている無利子貸付につ
いても､ 年間20,000千円以
上の機会費用が発生してい
ると想定されることから､
できるだけ早期に償還を受
けることが必要である｡
従って､ 県は償還を確実
にするためにもおいらせ町
に対して積極的に販売促進
策を採るよう指導すること
が必要である｡ 県としては､
おいらせ町に本住宅団地の
販売計画及び財務改善計画
(最新のもの) を提出させ､
引き続き指導を強化してい
く必要がある｡
金矢工業団地の価
格競争力を高めるた
め ､ 5,000 ㎡ 以 上 取
得した場合は県及び
町が30％ずつ助成す
ることとした｡ これ
により､ 分譲価格
13,047円／㎡は､ 助
成額を差し引いた実
質 的 な 価 格 が 5,218
円／㎡となった｡

と債務解消について､
平成21年度以降の販
売計画及び財務改善
計画を提出させ協議
した｡
県及び新産業都市
建設事業団では､ 従
来からおいらせ町に
対し､ 値下げを含め
総合的な対応を検討
するよう指導・助言
してきたところであ
り､ 今後も積極的に
販売促進に努めるよ
う指導していく｡

事業の実施に当たっ
ては､ 企業調査を外
部専門家 (中小企業
診断士) に依頼する
など職員の負担軽減
を図り､ 総務部長通

[金矢工業団地造成事業に
係る貸付金の回収可能性に
ついて]
企業誘致は地方公共団体
間競争となっており､ 県は
全国的にも遜色のない優遇
制度を整備しているとして
いるが､ 本州最北端という
地理的なハンディをカバー
するためにはさらに魅力あ
る優遇制度を用意する必要
があるといえよう｡ とりわ
け価格については､ 近隣工
業団地の分譲価格とも十分
に競争的な水準に設定する
必要がある｡ 金矢工業団地
の公表分譲価格13,047円は
高めといえる｡ 県は､ 現時
点では現状の分譲価格を維
持する姿勢を崩していない
が､ 負の遺産を際限なく引
きずることは得策ではない｡
実現可能な販売計画を策定
し､ その達成に向けて努力
を行うべきである｡
[兼務内容の妥当性につい
て]
兼務職員は社団法人青森
県中小企業診断協会から報
酬を受けていないので､ 実
質的には協会職員としての

新産業創造
課

財団法人21
あおもり産
業総合支援
センター

設備貸与事業
会計

熟成シーズ活
用産学官共同
研究事業委託
費

[設備購入価格の合理性]
本制度の利用申込者は､
ディーラーから入手した設
備購入の見積書を添付する
こととなっている｡ 見積書
に記載された価格が合理的
なものかどうかを財団法人
全国中小企業設備貸与機関
協会のデータベース等を利
用して調査することとして
いる｡ しかし､ 今回対象と
した平成17年度貸付案件９
件すべての設備購入決裁時
の添付資料には､ 貸与協会
において購入した実績がな
いと記載されていた｡ デー

[委託費の実績報告と物品
管理]
委託費の額は､ 実施要綱
では１件当たり１年度につ
き2,000万円を限度とする
ということになっているが､
募集要綱では１件1,000万
程度､ 研究課題の募集のお
知らせでは､ １件500万程
度となっていた｡ 実施要綱
どおりの募集広告や募集要
綱を公表する必要がある｡

役務の提供の対価を公費で
支払っていることとなる｡
それにも拘らず課員がどの
程度協会の業務に従事して
いるか等の時間管理は行わ
れていない｡ 事務局が県の
受託事業を実施することは､
｢県職員の兼務は所属長が
公務に支障のない範囲で承
認・許可すること｣ とする
総務部長通知の趣旨に抵触
するおそれがある｡ 特に､
マニュアルは完成度も高く､
その企画・作成につき調査
のための出張も延べ12回行
われるなど相当の労力が費
やされているのではないか
と想像される｡ 従って､ 総
務部長名通知の趣旨に従い､
兼務内容が公務に支障が出
ない範囲に収まっているの
かどうか実態を調査し､ 見
直す必要があるものと考え
られる｡

平成17年度以降の
購入設備について､
名称､ 型式・規格､
価格､ 製造業者及び
ディーラー等に係る
データベース化を実
施した｡

今後､ 同様のケー
スがないよう､ 課員
に対し､ 再発防止に
ついての周知徹底を
図った｡

知の趣旨に則った見
直しを実施したこと
により､ 平成20年度
は職員１人の年間の
従事時間が延べ10日
分となり､ 職員の負
担として６日 (６社)
分軽減され､ 兼務内
容が公務に支障が出
ない範囲に収まって
いることを確認した｡

(  )
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県
森
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タベースに記録されていな
いとすれば他の方法によっ
て価格の合理性を検討する
ことが必要であったものと
いえる｡ センター自ら過去
からの実績をデータベース
化しておくことも検討すべ
きである｡ ちなみに平成17
年度中にも同じ型番の製品
を購入した他の事例があっ
たが､ それとは１割以上の
価格の乖離があった｡
以上のことから､ 見積価
格の合理性の検討はより実
効的な方法で行う必要があ
る｡
[債権回収マニュアルの徹
底と効率性]
債権回収業務は協会の発
行した債権管理マニュアル
に準拠しておこなわれてい
るが､ 具体的にいつまでに
何をするとか､ どれくらい
の頻度で何をするとかといっ
た､ 業務の手続書とはなっ
ていない｡
業務方法書でも債権回収
に関することは何ら定めら
れていない｡ 債務者が､ 行
方不明あるいは明らかに返
済資金のない状態になって
いる場合に､ どう対応する
のかという方針がないため､
貸倒償却処理が先送りされ､
延滞債権は放置され､ 結果
として回収担当者は､ あて
のない訪問､ 請求を繰り返
し､ 無駄な労力を費やして
いる｡
請求によって回収が見込
める先､ 返済計画を立て直
すことにより事業の再建が
図れる先に労力を集中すべ
きであり､ 回収の見込めな
い債権については､ 貸倒償
却処理を進めるべきである｡
[保険金請求について]
中小企業金融公庫の機械
類信用保証制度に基づく保
険金については､ 公庫の審
査により､ 適切に債権管理
を行っていなければ請求が

回収が困難な先は
貸倒償却処理を進め
ており､ 平成18年度
は 105,903 千 円 ( 設
備貸与事業65,705千
円､ 機械類貸与事業
40,198千円) ､ 平成
19年度は72,103千円
(設備貸与事業70,580
千円､ 機械類貸与事
業1,523千円) ､ 平
成 20 年 度 は 119,822
千円 (設備貸与事業
71,338千円､ 機械類
貸与事業48,484千円)
の貸倒償却処理を実
施した｡

平成20年12月18日
付けで ｢設備貸与・
機械類貸与・設備資
金貸付事業に係る未
収債権管理規程｣ を
改正し､ 同規程に

機械類貸与事
業会計

[損害保険の付保について]
工作機械等の場合は､ 火
災保険に加入しているが､
車両の場合､ 車両保険が付
保されていない｡ 資産保全
の観点からは､ 損害の発生
する可能性の高いものへの
危険負担として保険を活用
すべきである｡ また､ 業務
方法書でも火災保険と限定
はしていないことからも､
割賦・リースの対象物の属
性に応じ､ 発生リスクが高
いと判断される損害に備え
て､ 損害保険の加入を求め
る必要がある｡

当該調査の実施形
態の見直しを含め調
査の必要性を検討し
たところ､ 県の商工
政策の企画立案等に
おいて､ 国で実施し
ている中小企業景況
調査等を有効活用で
きると判断されたた
め､ 平成20年度をもっ
て当該調査を終了し
た｡

平成20年度に貸与
設備 (車両) に係る
車両保険の加入状況
について､ 状況確認
を行うとともに､ 保
険加入の指導を実施
した｡

棄却されることもあるため､
｢機械類信用保険の
センターは延滞が発生した 請求等に係る管理基
場合､ 適時に公庫に対して 準｣ を新たに定めた｡
保険金を請求しなければな
らないが､ センターは請求
権の行使に係るデータベー
スを整備していない｡
保険金が入金となった後､
すぐに返還されるような場
合は請求しないようにとい
う指導があるとのことであ
る｡ 従って､ どのような時
期に請求をすべきかについ
て､ 慎重に検討が必要であ
るが､ その点についての判
断基準が明確ではない｡
以上のことから､ センター
は､ 保険金を適時に請求で
きる仕組みを構築するとと
もに､ 保険金を請求する時
期について判断基準を内部
的にルール化・マニュアル
化する必要がある｡

情報提供事業
会計

[委託契約の成果物につい
て]
() ｢県内中小企業景況
動向調査報告書｣ (発行部
数200部)
センターは､ 県内各地域
の商工会が取りまとめた景
況調査を集計して調査報告
書を作成している｡ これに
係る主な発生経費は各商工
会に調査票を郵送するため
の通信費､ 完成した報告書
を郵送するための通信費､

号外第３号

報
県
森
青
金曜日
(  ) 平成22年１月29日

各商工会のデータを集計・
入力するための人件費であ
る｡
センターから商工会､ 商
工会から希望者に郵送する
コストを考えれば､ 既にセ
ンターのホームページで公
開しているように､ 各商工
会のホームページで公開ま
たはリンクする方法に変更
することを検討することが
望ましい｡
そもそも当該調査の対象
者は誰を想定しているのか
が明確ではない｡ 景況調査､
モデル賃金調査ともに､ 県
民にも有用な情報ではある
が､ 主として県が分析・検
証し､ 今後の商工政策を企
画立案する上で必要なデー
タであると思われる｡ そう
だとすれば､ 県の補助事業
ではなく委託事業として位
置付けることが適切ではな
いかと思われる｡ 今後は､
利用者として誰を想定する
のかを明確にした上で､ 実
施形態を見直すことが必要
と思われる｡
[委託契約の成果物につい
て]
() 情報誌 ｢産業あおも
り｣ (発行部数3,200部)
及び ｢メールマガジン｣
(発信件数1,500部)
いずれも内容は充実して
いるものとの印象を受けた
が､ 反面これらの情報提供
がどの程度利用されている
のかについて疑問が生じた｡
一般的に会社には商工会､
青色申告会､ 会計事務所､
業界団体などから様々な情
報関連誌が提供されている｡
例えば他県では例があるが､
年会費を有償にした場合､
｢産業あおもり｣ を定期購
読する事業主がどれだけい
るであろうか｡ 情報提供事
業はその事業効果が把握し
づらく､ ややもすれば情報
を発信すること自体が目的
となってしまう｡ 発信した

｢産業あおもり｣
は､ 制度､ 事業の紹
介､ 当センターの活
動事例を通じて県内
中小企業者の新たな
事業展開を支援する
ための重要な媒体と
認識しており､ 引き
続き継続していくこ
ととした｡
平 成 20 年 度 か ら
｢産業あおもり｣ に
ついては､ 印刷媒体
からＷｅｂ媒体によ
る情報配信に変更し､
大幅に経費を削減し
た｡ また､ メールマ
ガジンについても引
き続き見やすい画面
作りや内容の充実に
努め､ 事業を継続す
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｡ 法人内の内部取
引により生じた債権債務は､
外部報告目的の計算書類に
おいては相殺表示するべき
である｡

基金の運用益の減
少から､ 近年では情
報化支援活動に従事
する職員の人件費以
外の経費は捻出でき
ていないが､ 中小企
業が抱える様々な課
題を解決するうえで､
情報・ＩＴ関係のツー
ルの活用は極めて重
要なものとなってい
る｡
当センターでは､
当該事業の趣旨に則
り中小企業の情報・
ＩＴの活用を促進す
るため､ 平成20年度
においてＩＴ経営実
践セミナーの開催や
ＩＴ経営診断の実施
を通じて､ 中小企業
における情報・ＩＴ

平成19年度決算よ
り､ 法人内の内部取
引により生じた債権
債務は､ 外部報告目
的の計算書類におい
て相殺表示すること
とした｡

情報が事業者の目に留まる
ものかどうか､ 真に経営上
有効なものかどうか､ 経営
革新等のアクションを起こ
すために効果的に使われて
いるかどうかといった観点
から分析調査した上で､ 事
業の存廃やメニューの変更
を検討していく必要がある
と考える｡

[事業の今後の方向性]
本事業会計では､ 基金の
運用益を事業費に充当して
きたが､ 運用益は減少して
いる｡ 事業内容自体も既に
役割を終えた感があり､ 平
成12年度を最後に事業は行
われていない｡
基金の原資は県及び国か
らのものである｡ 関連資料
を閲覧したところ事業の終
期や資金の引揚げに関する
文書が存在しないと思われ
る｡ センターからの事業報
告は毎年度県に対して行わ
れており､ 事実上事業が行
われていないことを県は認
識しているはずである｡ 県
は事業の方向性について速
やかに決定することが必要
と考えられる｡

(  )

監査項目

監査箇所名

監査結果

ソフトウェア購入
経費令達時に､ 各学
校から提出された購
入希望ソフトウェア
の見積額や前年度実
績等を各校へ情報提
供し､ 調達情報の共
有化を図った｡

措置の内容

を活用した経営への
取り組みを支援して
きたところであり､
今後とも増加が見込
まれるこれらの相談
に対して､ 積極的に
対応していくことが
必要である｡
当面､ 運用益を人
件費以外の経費には
充当できないとして
も､ 引き続き基金を
活用しながら､ 県内
中小企業の情報化支
援に取り組んでいく
ものであり､ 運用益
の増加を待って事業
の拡充を図りたい｡

学校施設課

学習指導用ソフトウエア
の県の一括購入等の検討に
ついて
学習指導用ソフトウエア
の購入は､ 高校ごとに数社
から見積書を徴収し､ 単価
を決定して行っている｡ パ
ソコン要望一覧を通査した
ところ､ 各校に共通したソ
フトが散見された｡ 五所川
原高校は一太郎のソフトウ
エアライセンスを購入して
いるが､ その購入単価は定
価の8,400円である｡ ソフ
トウエアは､ 量販店やネッ
ト販売などで少なくとも定
価未満での購入がもはや一
般的であり､ 県財政の厳し
い中､ 少しでも廉価での購
入を高校は心掛けるべきで
ある｡
また､ 取引先の㈱Ｂは青
森西高校に対しては見積書
において購入単価6,825円
を提示して契約を締結して
いる一方で､ 大畑高校に対
しては7,833円の見積もり
単価を提示しており､ 別業
者の㈱Ｍが7,280円で契約

平成19年度分

学習指導用
ソフトウエ
ア整備事業

○
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を締結していた｡ 送料を考
慮したとしても､ 相見積に
よる適正な価格競争が行わ
れているのか疑念が生じる
事案である｡
このような実証例が発見
されたことからも､ 学習指
導用ソフトウエアに関して
県による一括購入・一般競
争入札の実施や調達情報の
共有化を図り､ 調達価格に
一層のコスト削減を反映さ
せる余地は充分にあると考
える｡

平成21年２月27日
付け文書により､ 修
学奨励金の貸与を受
けた者のうち､ 平成
21年３月の卒業に伴
い返還債務の免除と
なる者が在籍する学
校の学校長に対し､
当該生徒が卒業した
ことを証する書類と
ともに､ 就業証明書
を提出するよう依頼
した｡
今後も同様に､ 卒
業に伴う返還債務の
免除決定の前に就業
状況の確認を実施す
ることとし､ 事務処
理に万全を期するこ
ととした｡
県立学校課
【現学校教育
課】

高等学校の 県立学校課
[貸与後の確認事務につい
定時制及び 【現教職員課】 て]
通信制課程
貸与申請の際には就業証
修学奨励金
明書を求めているが､ 年度
貸与事業
途中での審査はないため､
退職しても通知しなければ
年度末まで支給され続けて
しまう｡ 不正受給が判明す
れば､ 退職の時点まで遡っ
て返還の金額を算定される
が､ 仮に卒業年度において､
年度当初に就業証明を提出
して貸与が承認されれば､
その年度の途中で退職して
も､ ３月までの貸与額を返
還することなく卒業できて
しまうことになる｡ より厳
密に適正な支給事務を行う
ためには､ 年度末の就業状
況も確認するといった対応
も検討すべきである｡
ネットワー
ク教材利用
環境提供事
業

[事業の継続に関する検討
について]
本事業のコストは５年契
約リースで総額41,164千円
である｡ 一方､ 利用は芳し
くない状況であり､ 平成18
年度の資料代等は現状を改
善するための担当者会議に
係るものであった｡ 厳しい
県の財政を踏まえ､ 費用対
効果を念頭に､ 今後利用を
促進するのか止めるのか十
分検討することが望まれる｡

本事業は情報教育
における生徒実習を
支援する事業であり､
全ての県立高校・高
等部を有する特別支
援学校を対象とした
教科 ｢情報｣ の学習
教材を､ 情報通信ネッ
トワーク環境下で提
供している｡ 指導に
あたる教員に対して
は､ 周知と理解を深
めさせるため､ 関係
する研修講座や研究
大会・会議等の場で
事業説明と教材の解
説､ 授業での活用を
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健康診断事
業

スポーツ健康
課

[心電図検診委託料につい
て (八戸工業高校) ]
生徒の心電図検査の実施
機関は社団法人青森県医師
会である｡ 検査料金は他校
の検査委託料と比較して３
割程度高い契約単価になっ
ている｡ この根拠は平成９
年12月１日付けの通知とし
ているが､ 経済環境の変化
が激しい中で､ 10年前の契
約単価により､ これまで継
続して契約してきたことに
驚きを覚えると同時に､ 他
校において財団法人青森県
総合健診センターや地元の
公立病院と契約締結してコ
スト削減を図っていること
の情報が入らない閉鎖的な
環境は改革する必要がある｡
[財団法人青森県総合検診
センターとの契約書締結に
ついて (三沢高校) ]
教職員等の健康診断費用
については､ 県立高校はす
べて財団法人青森県総合健
診センターと随意契約を締
結している｡ この契約につ
いては教育庁が一括して締
結し､ 各学校に定期健康診
断費の単価を通知しており､
それに基づき予算令達して
いる｡
しかし､ 本校においては
改めて学校長と同財団法人
が単価契約を締結している｡

踏まえた教材体験等
の機会を与えるなど､
利用の促進に努めて
いる｡
現在､ システム等
の更新を機会に新た
な実習システムの研
究に取り組んでおり､
その研究成果の運用
により本事業の代替
とする予定である｡
このことから､ 本事
業は､ リース契約満
了の平成22年７月に
て終了する予定であ
る｡
平成21年４月８日
付け ｢定期健康診断
費の支払事務の取扱
いについて｣ を通知
し､ 心電図検査等に
おいて随意契約でき
る場合の要件や支払
事務の取扱いについ
て周知し注意喚起を
図った｡

平成21年４月８日
付け ｢定期健康診断
費の支払事務の取扱
いについて｣ を通知
し､ 教職員等の健康
診断において県教育
委員会で行った契約
内容や､ 学校では契
約事務を行う必要が
ないことを周知し注
意喚起を図った｡

体育施設運
営管理事業

スポーツ科
学センター
運営事業費

スポーツ健康
課

[スポーツ科学センターの
利用低迷について]
スポーツ科学センターは､

[指定管理者の決算報告書
の比較可能性について]
スポルト青い森グループ､
豊産管理㈱､ (財) 弘前市
体育協会を指定管理者とし
て選定しているが､ 決算報
告書の様式が３者３様で作
成されていた｡
３者はそれぞれの経理規
程を持っていると推測され､
事業内容も異なることから
完全に同一の様式で提出を
求めることには無理がある
が､ 様式を統一化すること
が必要不可欠である部分に
ついては､ 収支計算書の企
業間比較を行うためや､ 将
来の指定管理料計算の有用
な情報とするために､ 設置
者として指導することが望
ましいと考える｡

[心電図検査､ 尿検査の委
託費について (五戸高校) ]
健康診断費用は (財) 青
森県総合健診センターとの
契約単価が目安にされてお
り､ 本校の尿検査委託費は
同財団法人との契約単価よ
り安くなっているが､ 心電
図検査は逆に高い契約単価
となっている｡ 受託者側か
ら考えると､ 検診費用につ
いては生徒数や学校の地理
的条件でコストが変わって
くると思われることから､
県内一律に単価を固定する
ことは難しいと考える｡ 従っ
て､ 各学校で公正かつ透明
な手続きで契約を行う方法
が最も実態に即していると
解される｡

平成19年度に使用
料の改正を行い利用
者の利便性の向上を

管理の実態を把握
するために必要な部
分について､ 各指定
管理者に対し指導し､
様式を統一化した｡

平成21年４月８日
付け ｢定期健康診断
費の支払事務の取扱
いについて｣ を通知
し､ 心電図検査等に
おいて随意契約でき
る場合の要件や支払
事務の取扱いについ
て周知し注意喚起を
図った｡

このような契約書を学校が
締結している事例は本校だ
けであった｡ 二重契約にな
る恐れがあること､ 学校事
務の効率化に反することか
ら､ 不要な財務事務である
と考える｡

スポーツ健康
課

(  )
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全国でも有数のスポーツ科
学の施設であるとのことで
あるが､ その利用状況は芳
しくない｡
現状ではいわば宝の持ち
腐れの状況にある｡ 今後の
利用促進策を早急に考え､
改善していく必要がある｡
これからも県の補助を受け
続ける中で､ それでも利用
が少ないならば､ 今後は施
設の存続自体についても検
討すべきである｡
平成20年８月に設
置された事業等検討
委員会において､ 事
業存続に向けた検討
を行った結果､ 青森
県学校保健会に対し
て支援する学校保健
関係団体・企業等
(支援団体) を募集
し､ 支援金を募るこ
ととした｡
また､ 支援団体の
募集に当たり､ 支援
団体の特典､ 審査会
の運営等について定
めた ｢青森県学校保
健会支援団体募集要
項｣ ｢青森県学校保
健会支援団体審査会
運営要領｣ を平成21
年３月３日に制定し
た｡

図るとともに､ 指導
現場から要望が多かっ
た ｢測定結果を踏ま
えたトレーニング指
導｣ を平成21年度か
ら導入することとし
た｡

スポーツ健康
課

[事業予算の財源確保につ
いて]
学校保健会の財政基盤は
脆弱であり､ 郡市学校保健
会や歯科医師会等の協力に
より何とか事業を継続して
いるのが実情と判断される｡
学校保健に関する事業活動
を県レベルで総括し､ かつ
国との連絡拠点として必要
な事業活動であることから､
存続の危機にある状況を回
避されなければならないと
考える｡ よって､ 団体の公
益法人化や事業の他団体へ
の委託､ ホームページや会
報､ 年報への広告を有料で
募る等事業存続に向けた十
分な検討が必要である｡

延滞者の状況につ
いて､ 延滞者管理簿
一覧表及び延滞者個
別管理簿を作成し､
事務局内で定期的に
点検を行うとともに､
延滞債権の回収に係
る統一的な事務手続
をマニュアルとして
整備を図った｡
また､ 長期延滞者
については､ 個別訪
問による督促強化を
図り､ 早期の回収を
図ることとした｡

青森県学校
保健会運営
事業

大学奨学金 県立学校課
[延滞債権の管理について
貸与事業
【現教職員課】 ( (財) 青森県育英奨学
会) ]
現在､ 回収が延滞されて
いる奨学金については､ 徴
収簿､ 連絡状況ファイル､
未納通知・連絡書綴り等で
一定の管理は行われている
が､ 下記の点で問題がある｡
・延滞者の状況 (返還状況､
延滞理由､ 支払能力､ 督促
等の記録) が一元管理され
ておらず､ 状況把握が不十
分である｡
・回収マニュアルが整備さ
れておらず､ 本人または保
証人に対する督促について

担当者の判断により行われ
ており､ 属人的な回収手続
きとなっている｡ また､ 適
正手続き実施に係る内部監
査は行われていない｡
・個別訪問､ 強制執行は行
われておらず､ 正当な理由
がない悪質な延滞者に対し
ての回収体制が不十分であ
る｡
改善すべき事項として下
記の検討が必要である｡
 延滞者の個人別管理
延滞者の状況把握を適時
に行い､ 回収の徹底を図る
ためには､ 回収状況､ 支払
能力､ 電話連絡等の内容､
督促の発送状況等を一覧で
きる個人別のファイルの作
成が必要である｡
 回収マニュアルなどの
整備
延滞者の状況に応じた対
応についての回収手続きの
ルールを回収マニュアルと
して整備し､ 担当者による
判断によらず統一的な手続
きを実施し､ 延滞債権の早
期回収を実現する｡
 個別訪問､ 督促の強化
長期延滞者に対しては､
個別訪問等により状況を把
握し､ 支払能力があるにも
かかわらず､ 督促に応じな
い者 (保証人含む) に対し
ては､ 法令に基づく支払督
促・強制執行などの法的対
応も含めて､ 状況に応じた
対応をとり､ 早期に回収す
ることが必要である｡

高校奨学金 県立学校課
[余裕資金の有効活用と運
貸与事業
【現教職員課】 用方針の規定 ( (財) 青森
県育英奨学会) ]
余剰額 (該当年度に貸出
事業に充当されなかった金
額) については､ 翌年度の
奨学資金に充当することと
されているため､ 短期的に
返還を要するものではない
ことから､ 貸出事業に充当
するまでの間の運用方法が
本法人運営上の課題となる｡
本法人の余剰資金運用方

平成21年４月１日､
財団法人青森県育英
奨学会資金運用及び
管理規定を制定し､
資金運用に万全を期
することとした｡
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針 (安全性か収益性かの選
択考慮) ､ 運用方法 (預金､
債権等運用商品の選択) ､
運用先金融機関の選定方法
(格付､ 支店等の有無等に
よる選択判断基準) ､ 運用
権限の範囲と報告体制に関
するルール (理事会決裁､
事務局長決裁等) を制定す
る必要がある｡
また､ 月別の資金収支の
状況を勘案すると､ 月別の
必要資金残高はある程度確
度を持って予測できると判
断できることから､ 年度末
の残余額を運用するだけで
なく､ 年度中における有効
的な資金運用策を検討する
ことも課題として考えられ
る｡
なお､ これに関連して､
本格的な返還の始まる平成
21年度を念頭に置き､ 月別
資金収支計画表の作成も望
まれる｡
[切手の購入・管理等につ
いて ( (財) 青森県育英奨
学会) ]
切手の残枚数を年度別に
見ると増加傾向にあり､ 種
別によっては年間の使用実
績を大幅に上回る残数を抱
えているものも存在する｡
また､ 平成18年度におい
ては､ 平成19年３月30日
(年度末最終営業日) にま
とめて購入しているが､ 翌
年度当初の払出を含めた状
況を見ると､ 前年度当初の
使用状況と比べて使用枚数
は増加傾向にあるものの､
年度末に購入を行わなくて
も十分足りる残数を有して
いたと判断され､ かつ､ 種
別によっては年間使用実績
を大幅に上回る枚数を購入
していることがわかる｡
このような年度予算消化
的な購入行為､ 必要数を大
幅に上回る枚数を購入する
行為の経済的不合理性を回
避し､ また､ 現物管理の手
間を軽減する観点から､ 後

使用見込みを上回
る切手の購入は行わ
ず､ 適時､ 必要数に
応じて切手を購入し
た｡ 今後も､ 同様に
事務処理に万全を期
することとした｡

歳入事務

内部統制

県立学校課
【現学校施設
課】

[授業料の未収債権の存在
について (教育庁) ]
県立学校課から､ 県立高
等学校では授業料の未収債
権はないとの説明を受けて
いたが､ 監査の結果､ 実際
は私費会計から授業料への
立替払い等が行われていた
高校があることが確認され
た｡ 表面的に授業料の未納
がないとする学校の会計処
理は､ 未納がある実態を社
会に対して隠蔽するもので
あり､ 即刻改めるべきもの
である｡ 高等学校において
は授業料等の未回収金額の
増加に頭を悩ませている状
況にあり､ 回収不能に関す
る対応策を相談する先は県
立学校課である｡ 県立学校
課の指導力が問われている｡
未収の発生は認めないとい
う態度でいては､ 高校側と
しては不正な手続きによっ
て事実を隠蔽するインセン
ティブを持つのは当たり前
である｡ 未収金の発生は好
ましくはないが致し方ない
ものである､ という前提に
立って､ 学校と協調して回
収や進級に関する対応に当
たる必要があると考える｡

県立学校の財務事
務の執行に対し､ 管
理職に職務権限と責
任に関する意識啓発
を図り､ 内部牽制機
能の確保を促すため､
校長､ 教頭､ 事務長
等を対象に内部統制
等に関する研修会を
実施したほか､ 教育
庁内に県立学校財務
事務適正化指導チー
ムを設置し､ 全県立
学校を訪問しての点
検・指導を実施した｡
また､ 授業料等の
口座振替日を､ 毎月

平成20年４月17日
に行われた県立学校
事務長会において､
私費の会計処理を適
正に行うよう､ 周知
徹底した｡
また､ 各学校にお
いて未収授業料にか
かる債権管理を適切
に行うために､ 授業
料徴収マニュアルを
作成し､ 各県立高等
学校へ配布した｡

納郵 便の活用や ハスラ ー
(自動計測器) の導入の検
討が望まれる｡

青森県立大間
高等学校

[過疎校における内部統制
の強化について]
口座引落を行ったにもか
かわらず引落ができず､ 現
金収納になった金額は4,771
千円であり､ 全体の約20％
が口座引落不能になってい
ることが明らかになった｡
現金収納が増加している現
状においては､ 歳入事務リ
スクが高まっていることが
指摘できよう｡ また､ 口座
引落に比較して事務コスト
もアップしていることも確
かである｡
コスト削減を目的とした
人員削減も叫ばれる今日に
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授業料

青森県立弘前
実業高等学校

おいて､ 事務リスクを軽減
するためには､ 内部統制組
織を強化する方法が現実的
である｡ 特に､ 本校のよう
に授業料減免率が高く､ ま
た口座引落不能率が高い過
疎の町における学校事務の
内部統制の強化は､ 喫緊の
課題であると考えるもので
ある｡ 本校の場合には事務
長を含めて事務員は３名の
みである｡ その中での内部
統制強化のためには､ 定期
的な休暇取得や公務分掌の
定期的変更､ システムへの
アクセス制限といった方法
の他にも､ 教員からの監視
や内部統制運用委員会から
の監視､ 教頭や校長の意識
の醸成・改革といったこと
も必要かつ効果的だと考え
る｡
[授業料の私費による立替
について]
生徒の授業料及び私費の
未収金について､ 学校によ
る立替入金がある｡ 県教委
に対して徴収未済額がある
ことが報告されないことと
なった結果については､ 学
校として十分反省しなけれ
ばならない｡ また､ 学校事
務の適正性と信頼性が損な
われたことについては､ 県
教委の指導の下で､ 再発防
止策の検討が必要不可欠で
ある｡
この未収金立替の原資は
私費会計以外の学校独自の
資金によるものであり､ 内
訳の預り金の中には後援会
から部活動の灯油購入に充
当するよう拠出された金銭
が含まれている｡ 精算状況
に鑑みると､ 預り金という
よりは寄付金である｡ 寄付
金であれば県への報告が必
要であるが報告は行われて
いない｡
また､ 平成11年頃､ 本校
に高体連実行委員の事務局
が設置されたが､ 高体連か
ら拠出された金銭の残金238

26日に変更し､ 振替
不能の減少を図ると
ともに現金徴収の機
会を極力減らすこと
とした｡

平成20年４月17日
に行われた県立学校
事務長会において､
私費の会計処理を適
正に行うよう､ 周知
徹底した｡
また､ 各学校にお
いて未収授業料にか
かる債権管理を適切
に行うために､ 授業
料徴収マニュアルを
作成し､ 各県立高等
学校へ配布した｡

農産物売払
収入

三本木農業高
校

千円がそのままになってい
ることが後日発覚した｡ 過
去のことではあるが統制上
問題があったといわざるを
得ない｡ また､ 本件につい
ても県への報告は行われて
いない｡
その他10円コピーの代金
や自転車ステッカーの代金
が当該会計で処理されてい
る｡ 私費会計として取り扱
わない場合には県の歳入と
する必要がある｡ また､ 実
費相当の授受であれば生徒
会費や学級費同様に､ 私費
会計として管理することも
検討すべきである｡

[ＰＴＡを通じた農産物売
払収入の処理]
イ) ＰＴＡからの名義借取
引
取引の実態に鑑み､ ＰＴ
Ａを介在させるのではなく､
本校が消費者へ直接に売払
を行い､ このような不自然
な状態を解消することを検
討すべきと思われる｡
ロ) 歳入額の調整可能性
年度末の売払分を翌年度
に繰り越すことが可能にな
るなどの対策を講じる可能
性が懸念され､ 現行の単年
度予算統制が不十分になる
余地が生じうる｡
このような事態を防止す
る観点から､ ＰＴＡを介在
させる必要性・合理性につ
いて再検討を行うべきであ
る｡
ハ) 資金管理口座から県へ
の入金額の網羅性
資金管理用の預金通帳は､
農産物の売り払い代金の受
入れおよび県への入金のた
めだけに使用している｡ 理
論的には預金通帳入金額と
県への歳入額が整合し､ 残
高は契約で定められた１か
月分を除き､ 原則として生
じないはずであるが､ 月別
の入金額と歳入計上額には
かなり乖離が生じている｡
これは､ 高校からＰＴＡ

財務制度上､ 生徒
の販売実習を行う際
に生徒が現金を直接
取り扱うことができ
ないなどの課題があ
るため､ ＰＴＡ団体
等との契約による取
引が必要となる｡
ＰＴＡ団体等との
契約による取引につ
いて､
・現金の滞留期間を
少なくするため､ 県
への支払日を見直す
・領収書等と通帳､
印章などの管理者を
別とする｡
・ＰＴＡ団体等の通
帳は､ 無利子特約を
適用する｡
・売買収支が一致し
ているかなど､ 定期
的に確認する｡
など､ 内部統制を強
化し透明性を確保す
ることについて､ 農
業・水産高校の担当
者と相互に確認し､
徹底することとした｡
また､ 上記取扱い
について､ 平成21年
４月22日に開催され
た農水高等学校長・
事務長合同会議にお
いて､ 関係学校長に
対し周知した｡
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農産物売払
収入

名久井農業高
校

へ販売した額とＰＴＡから
各消費者へ販売した額に差
額があるということであり､
ＰＴＡの販売額とは異なる
調定額にしたがって本校
(県) への歳入としている
か､ あるいは結果的にＰＴ
Ａ (またはＰＴＡ名義の通
帳) に利益が生じているこ
とを意味している｡
そもそも､ 各消費者から
ＰＴＡが販売により集金し
た現金が当該資金管理口座
へ適時に入金されていない
おそれもあり､ 相当の金額
は､ 本来であれば平成18年
度までに県の歳入にすべき
ものが含まれているのでは
ないかと懸念される｡
本件に関しては､ 実態と
して本校がすべて管理・経
理処理しており､ いわば県
費と私費が表裏一体の関係
となっているため､ 通常の
私費会計と同視するのは妥
当ではない｡
私費であることを理由と
することなく､ 本校におい
て当該取引について本来調
定すべき金額にて調定がな
されているか､ 預金通帳に
残っている１百万円を超え
る預金は県の歳入とすべき
ものではないのかどうか､
県教委が責任ある対応をす
ることを強く希望する｡
ニ) 事務処理負担
名目上ＰＴＡを介在させ
る行為は､ 本校が直接に売
払をした場合の事務処理の
負担が大きいため､ その負
担を回避することを意図し
たものである｡
高校が直接売り払いする
場合の現行ルールが過重な
事務負担を強いる結果になっ
ていないか､ 改めて検証す
る必要があると思われる｡
[後援会を通じた農産物売
払収入の処理]
本校の農作物売払取引に
ついて､ 次のような問題点
がある｡

財務制度上､ 生徒
の販売実習を行う際
に生徒が現金を直接
取り扱うことができ
ないなどの課題があ

授業料

青森県立野辺
地高等学校

[授業料の私費による立替
処理について]
18年度の授業料のうち､
２件46,800円について､ 実
際には収納していないにも
かかわらず､ 私費会計であ
る学年費から立替払をおこ

イ) 後援会からの名義借取
引
取引の実態に鑑み､ 後援
会を介在させるのではなく､
本校が消費者へ直接に売払
を行い､ このような不自然
な状態を解消することを検
討すべきと思われる｡
ロ) 歳入額の調整可能性
年度末の売払分を翌年度
に繰り越すことが可能にな
るなどの対策を講じる可能
性が懸念され､ 現行の単年
度予算統制が不十分になる
余地が生じうる｡
このような事態を防止す
る観点から､ 後援会を介在
させる必要性・合理性につ
いて再検討を行うべきであ
る｡
ただし､ 本校の場合､ 三
本木農業高校とは異なり､
後援会の資金管理口座への
入金額と県への歳入金額は
ハ) に記載した金利分を除
いてすべて整合していた｡
ハ) 預金利息の帰属
後援会名義で作成した集
金用の預金通帳において､
集金から県への支払いまで
の間に生じた利息相当85円
が残高となっている｡ 名義
上は後援会に帰属すること
となるが､ 当該預金口座は
後援会の決算書には反映さ
れておらず､ 県の歳入でも
後援会会計でも会計処理さ
れずに宙に浮いたものになっ
ているが､ 実質的には県に
帰属するものであると思わ
れる｡
現状では低金利であり問
題にならない水準ではある
ものの､ 今後この残高をど
のように取り扱うか検討が
必要である｡

平成20年４月17日
に行われた県立学校
事務長会において､
私費の会計処理を適
正に行うよう､ 周知
徹底した｡
また､ 各学校にお

るため､ ＰＴＡ団体
等との契約による取
引が必要となる｡
ＰＴＡ団体等との
契約による取引につ
いて､
・現金の滞留期間を
少なくするため､ 県
への支払日を見直す
・領収書等と通帳､
印章などの管理者を
別とする｡
・ＰＴＡ団体等の通
帳は､ 無利子特約を
適用する｡
・売買収支が一致し
ているかなど､ 定期
的に確認する｡
など､ 内部統制を強
化し透明性を確保す
ることについて､ 農
業・水産高校の担当
者と相互に確認し､
徹底することとした｡
また､ 上記取扱い
について､ 平成21年
４月22日に開催され
た農水高等学校長・
事務長合同会議にお
いて､ 関係学校長に
対し周知した｡
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青森県立八戸
工業高等学校

平成20年４月17日
に行われた県立学校
事務長会において､
私費の会計処理を適
正に行うよう､ 周知
徹底した｡
また､ 各学校にお
いて未収授業料にか
かる債権管理を適切
に行うために､ 授業
料徴収マニュアルを
作成し､ 各県立高等
学校へ配布した｡

いて未収授業料にか
かる債権管理を適切
に行うために､ 授業
料徴収マニュアルを
作成し､ 各県立高等
学校へ配布した｡

[授業料の私費による立替
入金処理について (全日
制) ]
授業料のうち､ １件35,000
円について､ 修学旅行費用
として既に預かっている分
を未納授業料の徴収に充当
した｡ その理由は､ 進級決
定会議実施までに授業料を
完納しないと進級を決定で
きないため､ 生徒に配慮し
て行ったことであるが､ 他
の会計から資金を立替える
ことは適正ではない｡

平成20年４月17日
に行われた県立学校
事務長会において､
私費の会計処理を適
正に行うよう､ 周知
徹底した｡
また､ 各学校にお
いて未収授業料にか

なっていた｡ この理由は､
授業料を完納しないと進級
ができないため､ 教育的見
地から､ 生徒に配慮して行っ
たとのことである｡ しかし､
滞納者は授業料の免除規定
を満たしているわけではな
く支払期限は支払いに足る
資力がないとされたもので
はない｡ また､ 本来授業料
の支払いは１月が期限となっ
ており､ ３月末まで２ヶ月
間の納付期間が残されてい
た｡ したがって､ 適切に納
付した他の生徒とのバラン
スを考慮した場合､ 他の生
徒も拠出している学年費か
ら立て替えて支払うことは
妥当とはいえないと思料さ
れる｡ なお､ 当該立替分は
４月10日に徴収が完了して
いることから､ 上記のよう
な立替行為を行わなくとも
県の出納閉鎖期間に十分間
に合っており､ 該当する生
徒は１年生､ ２年生各１名
でいずれも卒業年度生では
ないことから､ このような
配慮の必要性・合理性には
疑問が残る｡

[授業料等長期未納者の私
費による立替入金処理につ
いて (定時制) ]
本校は大規模校であり生
徒数が多いことから､ 他校
にも増して､ 生徒の授業料
等未納は日常的に数多く発
生している｡ しかしながら

○

監査箇所名

監査項目

[事務費に係る費用集計に
ついて]
印刷製本費と消耗品費に
ついては､ それぞれ審査書
類その他のコピー代及びコ
ピー用紙であり､ すべて一
部あたりのページ数､ 両面
印刷の有無などに基づき､
一枚単位で積み上げ集計し
ており､ 相応の事務手数を
要しているものと思われる｡
国庫補助事業であり､ 補助
金の実績報告が必要である
ことからこのように厳密な
集計作業を行っていること
は十分理解でき､ 法令・規
則違反ではないため､ 合規
性の視点からの問題はない
が､ 費用対効果 (費用を集
計するために要する人件費
等とのバランス) の観点か
ら､ 補助金交付元に相談す
るなどの方法により簡素化
を図ることができないか検
討することも一考に値する
ものと思われる｡

監査結果

年度末現在では県費部分の
未納額は０円であると報告
していたが､ 18年度分授業
料の納入において､ 納入義
務者でない者が納入してい
た｡ また､ 領収証書が正し
く処理されていなかった｡

平成20年度から財
団法人電源地域振興
センターへの再補助
方式としたため､ 委
託費として計上はし
ていない｡
センターの人件費
については､ 審査に
かかった人件費の実
績により補助金の一
部として支払うこと
となった｡

平成20年度から財
団法人電源地域振興
センターへの再補助
方式としたため､ 事
務費に印刷製本費の
計上はしていない｡

措置の内容

かる債権管理を適切
に行うために､ 授業
料徴収マニュアルを
作成し､ 各県立高等
学校へ配布した｡

平成20年度分

原子力立地
対策課

原子力発電施
設等周辺地域
企業立地支援
事業

[財団法人電源地域振興セ
ンターへの委託費について]
委託費のほとんどを占め
る人件費の積算について､
日数を94日 (平成19年度上
期分) で積算しており､ そ
の根拠は審査書類件数が94
件であるためとしている｡
しかし､ 必要書類は新規申
請と継続申請で異なってお
り､ いずれも一日１件とし
て積算することが妥当かど
うかは検討の余地があると

号外第３号

報
県
森
青
金曜日
( ) 平成22年１月29日

原子力関連試
験研究機関等
立地対策事業

[排出放射性物質影響調査
基金の運用・処分実績報告
書の記載誤りについて]
毎年､ 事業年度終了時に
県に提出する ｢排出放射性
物質影響調査基金の運用・
処分実績報告書｣ における
基金運用方法の記載に誤り
が発見された｡ 正しくは定
期預金と記載すべき項目を
利付国債と記載している箇
所が２箇所発見されたもの
である｡ 県からの補助金に
より造成した基金の現在の
状況を､ 正確に検査確認で
きていないことは､ 県の財
務事務としての問題である｡
また､ 国の交付金事業であ
ることから所管省庁や会計
検査院の検査対象事業であ
るため､ 指摘を受けた場合
には県民の信頼感をも低下
させることとなる｡ 行うべ
き検査確認事務は実態の把
握とともに､ 正確に行うべ
きである｡

[本事業の雇用創出効果に
ついて]
本事業は､ 電気料の補助
を通じて企業立地を促し､
産業振興､ 雇用促進を図る
ものである｡ 直近３年間の
状況は件数､ 交付額ともに
年々増加傾向にあり､ 対象
地域内における一定の雇用
創出効果が生じたと考えら
れる｡
このような効果は広く知
られるよう､ アナウンス手
段を充実するよう期待する｡

必要に応じ､ 現場
において関係書類の
確認を行うなど検査
確認事務の充実を図
ることとした｡

記載誤りについて
は､ 平成21年２月19
日付けで財団法人環
境科学技術研究所か
ら排出放射性物質影
響調査基金の運用・
処分実績報告書の訂
正に係る文書が提出
された｡ また､ 基金
の運用・実績報告書
の内容について､ 現
場で定期預金などの
証拠書類を確認し正
確に検査確認を行う
こととした｡

平成20年度より､
ラジオ､ メルマガ､
市町村広報誌等､ 様々
な広報媒体を通じた
積極的な広報に努め
ている｡

思われる｡

[研究委託費の成果物の内
容について]
調査費の金額的妥当性を
確かめるために､ 各調査報
告書を閲覧・確認したが､
どれも100頁から150頁の報
告書 (但し､ 中には100頁
未満のものもある) であり､
１冊あたりの金額的にはか
なり高額であるという印象

を受けた｡ 例えば､ No.２
放出放射能環境分布調査に
ついては調査費だけで１冊
の報告書に75,367千円も要
し､ 成果物の対価は232,000
千円である｡
県の担当者は年に何度も
現場に赴いているのである
から､ 財団法人環境科学技
術研究所の担当研究員・職
員に質問し､ 研究内容と経
費の関連性を念頭に会計帳
簿ないしは会計証拠書・証
憑などの調査を行い､ 会計
処理上の問題が発生してい
ないかを調べることによっ
て､ 調査項目の経済性や効
率性を判断することも､ 検
査確認事務においては必要
な手続きだと考える｡

[調査研究の検討委員会へ
の県担当者の出席について]
委託研究事業は､ 県が要
求して実施しているはずの
調査研究であるが､ 県の事
業へのかかわり方が､ 非常
に希薄に感じられる｡
検討委員会には県の誰が
傍聴に行くのか職務分担上
決まっているわけではなく､
日程の都合で欠席になるこ
ともあるのが現状である｡
後で検討委員会の議事録を
読むだけで事足りているの
であれば､ 公務として委員
会に出席する積極的な必要
性はなく､ 検討委員会のメ
ンバーあるいはオブザーバー
として､ 県からも県職員を
必ず出席させるという仕組
みに切り替える方が良いと
考える｡ それによって､ 検
討委員会の運営には県も主
体的に関わることになり､
研究主体である財団法人環
境科学技術研究所と財政的
援助を行う県が研究内容や
研究成果の情報を共有する
ことにより､ 本事業による
調査研究成果が､ 県にとっ
ても明確になり､ ひいては
国家の科学技術の振興に貢
献することになるものと考

研究テーマ別に担
当者を定め､ 可能な
限りオブザーバーと
して検討委員会に出
席することとした｡

( )
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原子力安全
対策課

海洋放射能影
響調査事業

える｡

報告書の部数につ
いて､ 平成20年度の
業務委託契約締結時
(平成20年４月１日)
に必要部数を精査し､
30部に削減した｡

試験研究棟の維持
管理費は､ 平成21年
度の委託契約から間
接経費 (一般管理費)
で措置することとし
た｡

[委託業務に係る成果品に
ついて]
仕様書において報告書の
部数を100部としているが､
実際に計画通りに配布して
いるわけではなく､ 相当数
の残部を有している｡ 報告
書を拝見したところ､ 内容
的に高度な専門分野であり､
利用者も限られることから､
配布先で利用しているかど
うかも含めて､ 利用状況と
配布の必要性に関して聞き
取り調査を行い､ 今後は部
数を削減する余地が十分に
あると考える｡

平成19年度当該補
助金に係る確定調査
の際に､ 既に指摘・

[試験研究棟の維持管理費
に係る委託費について]
財団法人日本海洋科学振
興財団側は､ 試験研究棟に
係る経費は県からの受託調
査に必要なものであること
から､ 全て委託費として県
に請求できるものとの見解
であるが､ これらの経費は
施設の維持費としての性格
が強いと判断される｡
この試験研究棟は､ 数年
前に県の補助金によって財
団自身が建設したものであっ
て､ 財団の所有物であるか
ら､ 施設の維持費を委託料
に含めるのは不適切である｡
仮に､ このような公益法人
所有の施設の運営費を県が
支出することが認められる
ならば､ 委託料よりもむし
ろ施設維持のための補助金
として交付するのが正当で
ある｡ また､ その場合であっ
ても､ 玄関マットリース､
除雪機リース料等の経費に
ついては､ 試験研究に直接
要する支出か否かという視
点で判断すると､ 補助対象
となるかどうかは非常に疑
問である｡

[補助金で設置した調査機
器の競争入札について]
本事業の補助金で設置し

モニタリング
等広報事業

[年間契約の分割発注事務
について]
県は､ 契約１件あたりの
予定価格が10万円以内とい
う理由により､ 複数業者か
らの見積書を入手していな
い｡ しかしながら､ このリー
フレットは毎月一定数発行
されるものと予算上は積算
されており､ この場合には
実態上からも年間契約と判
断すべきである｡ 年額は10
万円以上の契約になるため､
規則上からは複数業者から
の見積りを取らなければな
らないことになる (青森県
財務規則第148条) ｡
この点について､ 年間契
約として再度複数業者から
見積書を入手したところ､

た機器は､ 特殊な機械､ 特
殊な作業ということは十分
理解できるが､ できるだけ
多くの業者の見積もりを取
る努力をすべきと思われる｡
19年度の業者選定と契約金
額は､ 不当に高額ではない
とは言え､ 次のような疑念
は残る｡
このブイの設置について
は､ 当初の見積価格より補
助金が減額になったため､
財団法人日本海洋科学振興
財団の持ち出しが極力少な
くなるよう､ 業者に値引き
を要請し､ 結果､ 補助金額
に見合う金額に収束したと
いうことも考えられる｡ 競
争入札によった場合､ 補助
金の金額に近似するという
ことは考えにくいが､ 一者
随意契約では､ 本当の価格
競争の結果でないため､ そ
の金額が真に適正な金額だっ
たのかが不透明になってし
まう｡ このことからも､ 競
争入札あるいは複数業者の
見積り合わせにより､ 予定
価格の計算過程の透明性確
保と契約価格の競争性確保
が可能となるよう､ 補助金
交付要綱にルールを明記す
る必要があると考える｡

平成21年度作成の
リーフレットの印刷
及び作成については､
複数業者から見積書
を徴取し年間契約を
締結した｡

指導済みである｡ 今
後とも委託業務に係
る調達について､ 透
明性・競争性が確保
されるよう財団法人
日本海洋科学振興財
団に対し指導を継続
して行うこととする｡
また､ 今後､ 補助事
業の実施に関し契約
する場合には､ 原則
として競争入札とす
る旨､ 要綱に明記す
ることとした｡
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緊急事態応急
対策拠点維持
管理事業

最低価格は378千円 (税込)
であった｡ この結果からは､
現状の契約方法により151
千円の県費が無駄な支出で
あったことが計算された｡
また業者は､ 県から毎月
のモニタリング測定結果の
報告を受け､ リーフレット
の印刷及び作成を行ってい
るが､ その版下は､ 本事業
開始当初から今現在に至る
まで業者が継続して保管し
ている｡ この事実からは､
これまで他の業者と価格面
での比較を行うことなく事
務が行われ､ 県は長期間に
わたって当業者との固定的
な取引関係にあって､ 双方
承諾済みの言い値による随
意契約であることが外見上
から明白である｡
競争入札を前提に､ 実態
を重視した発注手続きが行
われなければ､ 不当な支出
となることの好例である｡
[印刷部数の管理について]
県は､ 送付時及び送付後
の受払管理と残部管理を全
く行っていないため､ 本当
の意味での必要部数かどう
かは客観的に全く不明であ
る｡ このような配布物は県
民他にとって有用なもので
あるという前提に立って作
成することは当然であるが､
県は事業実績の把握と今後
の予算編成にあたっては､
作りっぱなしではなく配布
先での残部状況をその都度
把握しなければならない｡
更には､ それを次年度予算
に活かし､ 必要十分な数量
を見積もった上で､ 最適数
の印刷部数を発注すべきで
ある｡
[六ヶ所オフサイトセンター
の施設管理事務の委託につ
いて]
財団法人原子力安全技術
センターは､ 施設管理に関
する事務業務をＳ社という
民間会社へ委託している｡

平成21年５月に配
布している関係機関
に対し､ 必要部数に
ついて照会し得た回
答を参考に､ 原子力
環境だよりモニタニ
ングつうしんあおも
り第73号から作成部
数を調整した｡

オフサイトセンター
の維持管理に当たっ
ては､ 常日頃から随
意契約は例外的に認
められるものである
ことを､ 補助事業者
へ指導しているとこ

防災活動資機
材等整備事業

[防護服等の大量の不良・
不動在庫について]
平成20年４月１日現在で
の防災資機材の配備先は25
ヶ所・配備総個数は11,053
個に及ぶが､ そのうちの
4,522個については､ 経済
的耐用年数既経過あるいは
劣化等により既に使用不可

この施設の管理維持に関す
る事務事業についても人件
費に相当する交付金が交付
されないため､ 現状では運
営主体が施設の各設備に関
連するメンテナンスの起案・
発注を行う人員を配置でき
ず､ 維持管理時期の計画検
討業務なども一体として､
事務委託している状況であ
るとの説明を受けた｡ この
ことは､ 総務部の ｢人件費｣
という名目では補助金は交
付されないが､ 総務業務の
｢外部委託｣ という形であ
れば､ 国庫補助金を受ける
ことが可能であることを意
味している｡ 補助金行政の
中では､ 同じ業務内容でも
費目を変えれば､ 補助金対
象となるという歪んだ構造
を示しており､ 外部委託す
ることによって国からの交
付金を引き出すテクニック
と言えなくはない｡
この委託先については､
平成19年度までは１社の随
意契約であり､ 平成19年度
まで毎年度6,678千円と全
く同額で契約していた｡ こ
のような事務作業は､ アウ
トソーシングを事業とする
会社であれば通常遂行でき
る業務であり､ 随意契約と
する理由は全く見当たらな
い｡ この随意契約の内容に
関しても､ 財団法人原子力
安全技術センターと業者と
の言い値による高額契約と
推認され､ 国及び県は補助
金交付先の委託契約に競争
性を持たせるよう､ 運営主
体を指導しなければならな
い｡

原子力防災活動資
機材について､ ｢青
森県原子力防災資機
材管理運用要綱｣
(平成20年12月９日
制定) を定め､ 関係
機関に対して適正な
管理を行うよう通知
するとともに､ 平成

ろである｡
財団法人原子力安
全技術センター (防
災技術センター) の
六ケ所オフサイトセ
ンターの施設管理事
務委託業務について
は､ 平成20年度から
一般競争入札により
執行している｡
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ター

防災活動資機
材等整備事業

能なもの (県が認める数量
は1,088個) ､ あるいは法
令上の耐用年数は定められ
ていないとは言うものの､
平成２年から12年にかけて
整備された資機材の一部
(県が把握している数量は
3,434個) は経済的耐用年
数を大幅に経過し､ 機能的
陳腐化と劣化が懸念される
ものであることがわかった｡
このような大量の不良・
不動在庫が存在している事
実は､ 余分な管理コストを
県民が負担し続けてきただ
けに留まらずに､ 国から与
えられた目的を県が誠実に
履行してこなかったことの
証左でもある｡ 今後は､ こ
の事実を重く受け止め､ 十
分な再発防止策を講じると
ともに､ 経済実態に重点を
置いた適時適正な廃棄処分
と､ 機能上の経年変化に対
応した着実なる整備更新を
進める必要があるものと考
える｡
[配備先での実地棚卸・整
備状況について]
原子力センターにおいて
は､ 年度末の在庫数量の把
握はするものの､ 防災訓練
時等に使用した数量等の把
握はしておらず､ 日常的な
防災資機材数量の管理は全
く行っていない｡ 現地で実
地棚卸しを行ったところ､
あるべき所に資機材等が収
納・整理されてはおらず､
防災訓練に使用したと思わ
れる防護服等が無造作に置
かれるなど､ 整備状況は必
ずしも良好であるとは言え
ない状態であった｡
配備先においては､ 年度
末の在庫把握だけでなく､
使用時には数量を継続的に
記録し､ 在庫数量の適時把
握を行うべきである｡ そう
でなければ､ 期中に紛失・
盗難等があっても全くわか
らず､ 原因究明が後手に回
ることが確実である｡ また､

21年３月11〜12日に
は､ 明らかに使用で
きないと認められる
防護マスク・防護マ
スク用フィルターを
処分した｡
原子力防災活動資
機材については､ 今
後とも同要綱等によ
り適正な管理に努め
ていく｡

原子力防災活動資
機材について､ ｢青
森県原子力防災資機
材管理運用要綱｣
(平成20年12月９日
制定) を定め､ 原子
力センターをはじめ
関係機関に対して適
正な管理を行うよう
通知した｡

原子力安全
対策課

防災活動資機
材等整備事業

耐用年数経過による廃棄等
の作業をスムーズに進める
ために配備年度を明示して
整理する工夫も必要である｡
県ではプラスチック収納箱
に１人分の装備 (防護服・
防護マスク・手袋等) を入
れて必要人数分を保管して
おくことを進めているが､
緊急時にすぐに使用できる
状態でなければ当該事業の
目的を真に果たしていると
は言えず､ 配備先に対して
管理上の指導を徹底する必
要がある｡

[保守点検業務の一者随意
契約について]
当事業では､ 放射線管理､
環境放射線モニタリング等
で使用するサーベイメータ・
電子式積算線量計等の保守
点検業務を委託しているが､
平成19年度まで一者随意契
約で行われていた｡ 業務を
遂行できる業者が複数ある
にもかかわらず､ 地理的な
優位性だけを理由としてい
るが､ 一者随意契約として
いる理由としては説得力が
なく､ 内容的に全く了承す
ることはできない不十分な
内容である｡
このサーベイメータの保
守契約は､ 原子力安全対策
課管理分 (各役所・消防署・
警察署等分) と原子力セン
ター管理分とで､ 別々に契
約している｡ この保守点検
契約の設計書の積算におい
て､ 原子力安全対策課は業
者単価 (定価) を採用して､
設計書を作成しているが､
原子力センターでは､ 業者
見積単価に0.9掛けして設
計書を作成しており､ 原子
力安全対策課よりも安く保
守点検契約を結んでいた｡
別契約とすることにより高
額な契約金額となっている
事例である｡ 原子力安全対
策課においては､ 原子力セ
ンターの積算内容を知るこ
とができる立場にありなが

放射線測定器保守
点検業務については､
原子力センターと連
携を密にし､ 平成20
年度実施分から､ 一
部を除き指名競争入
札を実施している｡
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原子力セン
ター

環境放射線等
モニタリング
事業

原子力センタ
ー維持管理事
業 (国庫交付
金分)

納付書の支払額欄
の記載については､
源泉所得税徴収前の
支給総額を記載する
こととした｡

ら､ 全くコスト削減する意
識を持たずに漫然と定価で
の契約を続けてきたことの
証左でもある｡
[源泉所得税の納付書の記
載誤りについて]
委員に対する報償費につ
いて､ 国に源泉所得税を納
付する際の､ ｢報酬・料金
等の所得税額徴収高計算書｣
の記載について誤りがあっ
た｡ 原子力センターの作成
した納付書には､ 支払額欄
の金額を源泉税徴収後の手
取額で記載しているが､ 徴
収前の支給総額で記載する
のが正しい事務処理である｡
安易に随意契約と
することなく､ 常に
競争入札の検討を行
い､ 可能な限り競争
入札を実施すること
とし､ 一部競争入札
を実施した｡

平成20年度の入札
に当たっては､ 稼働
時間による契約 (い
わゆる単価契約) と
することを明示した

[随意契約について]
県の事務手続上は､ メー
カーから県内唯一の代理店
であることの証明をもらう
ことなどにより､ 一者随意
契約を締結している｡ 業務
の特殊性のためやむを得な
いことではあるが､ 結果的
に競争原理の働く余地は皆
無に等しく､ 業者から入手
した値引後の見積書がその
まま契約額となっている状
況である｡ このことについ
て､ 放射線監視等交付金交
付規則第９条において ｢交
付金事業の実施に関し契約
をする場合においては､ 交
付金事業の運営上競争入札
によることが著しく困難又
は不適当である場合を除き､
競争入札によるべき｣ こと
とされている｡ 従って､ 原
則は競争入札であることか
ら､ 県はこれまで聖域とさ
れてきた特殊な事業分野の
委託についても､ 安易に随
意契約とすることなく､ 競
争入札するための検討を行
わなければならない｡
[除排雪作業委託契約につ
いて]
第一に､ 入札業者の指名
を毎年同じ８社に限定して
いることについて､ 競争環

原子力発電所
に係る環境放
射線監視体制
整備事業

[備品シールの貼付もれに
ついて]
平成19年度購入備品の管
理状況を視察したところ､
１点 (サイドデスク) につ
いて､ 標識 (備品管理用の
シール) の貼付がなされて
いなかった｡ このことは単
に県の財務規則違反である
ということだけではなく､
備品出納票その他の物品管
理台帳と備品現物を有機的
に結合し､ 適切な管理を図
る上で､ 標識の貼付が不可
欠であるという制度趣旨を
十分認識すべきである｡ ま
た､ 本事業は国庫交付金に
よるものであり､ 交付金規
則第15条において､ 目的外
使用､ 譲り渡し､ 交換､ 貸
付､ 担保提供については文
部科学大臣の承認を受ける

境の確保の観点からは県側
にも工夫が必要だと考える｡
第二に､ 結果として３年連
続して同一業者が同一金額
で落札した事実認識の問題
である｡ このことについて
は､ 除排雪作業業務委託契
約書には､ 委託業務の変更
等に関して､ 委託者及び受
託者が協議して定める旨の
抽象的な記載しかないため､
受注したことのない業者に
とっては､ 積雪量が増加し
た場合に金額の増額が可能
かどうか､ 可能であっても
どれくらいの増額となるか
が判らない｡ つまり､ 標準
的な積雪量を前提として一
度落札すれば､ 積雪状況の
変化によって双方の話し合
いによって契約金額が変更
できることが大きな問題で
ある｡ また､ どの程度の積
雪量で契約額の増減がなさ
れるかが契約上明確にしな
ければ､ 事実上の一者随意
契約による契約となり､ 残
予算見合いでの次年度繰越
も可能となる環境が醸成さ
れている恐れすらあるよう
に思われる｡

指摘のあった備品
には､ 備品シールを
貼付した (平成20年
11月５日) ｡ また､
今後は､ 備品シール
などの貼付もれがな
いよう事業担当課と
総務など複数の職員
で確認することとし
た｡

うえで執行した｡
なお､ 入札業者の
指名にあっては事務
所近隣で可能な業者
全てを選定すること
とした｡
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需用費の監査

必要があると規定されてい
る｡ その趣旨や規定からも､
備品シールの貼付は確実に
行われなければならない極
めて基礎的な事務である｡
[消耗品の購入について]
原子力センターでは主に
分析用機器の部品などを中
心として､ 使用期間が１年
未満であるため､ ２万円以
上の物品であっても消耗品
として会計処理しているケー
スが散見された｡ これらの
ケースでは､ 物品購入調書
の摘要欄に消耗品とする理
由を記載する事務が行われ
ている｡ このような財務事
務は誤りではないが､ 第三
者への証拠力としては十分
ではない｡ 本センターの業
務は昔も今も､ これからも
分析業務・測定業務であり､
これらの業務において使用
される機器・備品・消耗品
の経済的耐用年数や使用可
能年数は､ 経験則として自
らデータを有していること
が求められるし､ 持ってい
て当然であった｡ 今後は､
そのようなデータを有する
ことで､ 原則とは異なる例
外的な財務事務を､ 第三者
に対して経済実態を反映し
た正当な財務事務であるこ
とを証明し､ 書面上におい
ても説明できることになる
と解される｡
[試料買上料について]
原子力センターでは､ 環
境放射線等モニタリングに
必要な農産物や水産物を農
家や漁業協同組合から購入
する必要があり､ 購入先や
購入時期は､ 経年の比較可
能性を確保する必要から､
ほぼ特定されている｡ これ
らの情報は分析課内で作成
した ｢分析課マニュアル｣
に集約されており､ その中
に試料名､ 採取時期､ 採取
量､ 事前準備､ 準備物品､
採取方法､ 購入先､ 購入単

環境試料の前処理
や分析・測定に使用
する比較的高額な消
耗品について､ 使用
可能年数の把握のた
め､ 平成21年２月18
日に７種類の物品に
ついて管理簿を作成
し､ 四半期に１回の
頻度で在庫量と新規
購入量を記録するこ
ととした｡ データを
蓄積し､ それぞれの
物品の使用可能年数
について評価する｡

農産物や海産物の
購入に係る見積書の
徴収については､ 平
成21年度から､ 継続
的単価により購入す
る牛乳､ 米及び野菜
に係る見積書の徴収
を省略することとし
た｡

原子力立地
対策課

原子力発電施
設等安全対策
等研修事業費

価､ 注意事項､ 連絡先が記
載されている｡ つまり､ 購
入先や購入単価は当初から
定められており､ 変更とな
るケースは稀である｡ ただ
し､ 水産物については漁獲
できるか否かが判らず､ 単
価も時価であることが多く､
結局は言い値で購入する結
果となっている｡ このよう
な場合であっても､ 原子力
センターは購入先から見積
書の提出を受ける事務を極
めて形式的に行っているが､
それは双方にとって無駄な
事務手続きである｡ 金額的
にマニュアルと異なる場合
や時価による購入の場合を
除き､ このような少額で継
続的単価による取引につい
てまで､ 見積書を要求する
ことは酷であり､ 非効率的
である｡ 更には､ このマニュ
アルには､ 原子力センター
側で見積書や請求書を作成
し､ 日付も記入した上で､
先方に押印のみをお願いす
る事務が課内ルールとして
記載されている｡ 本来先方
が作成すべき請求書等の作
成や日付の記入は､ 行政と
して行き過ぎた財務事務で
あり､ 独立した第三者との
取引を疑わせることにもな
りかねない｡ 事務手続きに
ついては一定の線引きを行っ
て､ 公正な手続きが行われ
る必要があると考える｡

[随意契約について]
委託業者の選定はコンペ
形式で行われている｡ 委託
先は概ね３年周期で業者を
変更している｡ コンペは３
年毎に開催されており､ 一
旦委託業者が選定されると､
大きな問題や研修内容の著
しい変更がない限りは､ ３
年間継続して受託すること
が県と業者双方の暗黙の了
解とされている｡ 委託契約
書上は１年契約で自動更新
の条項はなく､ ２年目と３
年目は随意契約をしている｡

平成21年度より､
毎年委託業者の選定
をコンペ形式で実施
することとした｡
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[事業実績報告書の集計誤
りについて]
国と県との委託契約に基
づき､ 県は事業終了後に実
績報告書を国に提出してい
る｡ この実績報告書では県
職員の給与負担分の一部
(児童手当相当額240千円
他) が計上漏れとなってお
り､ 国に対して実績を過少
に報告していた｡ 原因は､
国への実績報告書の作成段
階における事務誤りによる
単純な計上漏れであった｡
なお､ 県の決算では児童手
当相当額は適切に計上され
ており､ 代わりに当該給与
負担分以外の支出項目を過
少に計上することで､ 事業
総額につき県の決算と国へ
の実績報告書の数値が一致
するように調整が行われて
いる｡

[報告書の作成について]
研修終了後に報告書を作
成しており､ 製作部数は663
部であった｡ 作成及び発送
にかかわるコストはそれぞ
れ印刷費930千円､ 発送費
70千円である｡ ＡＥ便りや
原子力ポケットブックのよ
うな一般県民向けの理解促
進のための広報紙や時事関
連資料は紙ベースで逐一参
加者などに配布するのが有
効だと考えるが､ 利用者が
限られる報告書的なものは
必要な部数だけ作成・配布
し､ 一般の閲覧はホームペー
ジにより対応するのが合理
的と考える｡

平成20年度事業か
ら､ 節別集計表の作
成にあたっては､ 事
業担当者と総務担当

平成20年度事業か
ら､ 節別集計表の作
成にあたっては､ 事
業担当者と総務担当
者が事業毎､ 科目毎
に数字のすり合わせ
を細部にわたって行
うなど連携を密にす
ることとした｡

平成20年度から報
告書冊子の作成を止
め､ 代わりに報告書
の電子データを県の
ホームページで公開
している｡

青森県財務規則によると､
当該委託契約は金額的に指
名競争入札 (コンペ) の対
象であり､ ルール上は毎年
コンペを開催して業者を選
定しなければならない｡

[国への実績報告書と県の
事業別データとの齟齬につ
いて]
国と県との委託契約に基

[実績報告書の提出期限に
ついて]
国と県との委託契約書第
11条において､ 国は ｢報告
書を受理したときは､ 受理
した日から10日以内の日又
は委託業務実施年度の３月
31日のいずれか早い日まで
に､ 完了した委託業務が契
約の内容に適合するもので
あるかどうかを検査し､ 委
託業務の完了を確認しなけ
ればならない｣ と定めてい
る｡ 平成19年度の実績報告
書は､ 国からの要請もあり
４月２日に提出しているが､
国の検査義務を含めて契約
書に違反している｡ そもそ
も事業年度末までに県が実
績報告を提出したことを受
けて国が検査することは物
理的に無理がある｡ 他の委
託契約書では４月10日を実
績報告書の提出期限とする
などして対応しており､ 実

づき､ 県は事業終了後に実
績報告書を国に提出してい
る｡ この実績報告書の様式
は県の決算書の様式とは形
式が異なっている｡ そのた
め､ 決算書を作成するに当
たっては､ 県の決算書に適
合するように実績報告書の
数字を再集計している｡ し
かし､ 国への実績報告書は
課内の事業担当者が作成す
るが､ 県の節別統計集計表
は総務担当者が作成してい
るため､ 集計において齟齬
がみられた｡ 具体的には､
県職員人件費負担は､ 国へ
の実績報告書では8,038千
円であるのに対し､ 県の決
算上は8,283千円である｡
また､ 欧州調査の費用弁償
856千円が節別統計集計表
上は意見交換会の費用弁償
に計上されていた｡ 国への
実績報告は実態を反映した
正確な数値であると県が主
張するのであれば､ 県はそ
れと同じ内容で節別統計集
計表も作成するべきである｡

平成20年度委託事
業については契約書
に違反しないよう平
成21年３月31日付で
業務完了報告書を提
出した｡

者が事業毎､ 科目毎
に数字のすり合わせ
を細部にわたって行
うなど連携を密にす
ることとした｡
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態を反映させた契約書の文
言とする必要がある｡

平成19年度の委託
契約の際に違約金の
条項を設けていなかっ
たラジオ放送の委託
契約書については､
平成20年度の委託契
約から違約金条項を
設け､ 適正に契約を
締結した｡

平成20年度事業か
ら､ 節別集計表の作
成にあたっては､ 事
業担当者と総務担当
者が事業毎､ 科目毎
に数字のすり合わせ
を細部にわたって行
うなど連携を密にす
ることとした｡

原子力発電広
報・安全対策
費

[契約保証金に関する契約
書条項について]
青森県財務規則第154条
の２によれば､ 委託契約の
際に契約保証金を過去の実
績により免除する場合には､
契約書本体で契約解除にか
かわる違約金の条項を設け
る必要がある｡ 委託契約書
を閲覧したところ､ 当該違
約金条項のないものが１件
存在したことから､ 今後は
十分注意されたい｡

平成20年度当初予
算以降､ 職員勉強会
は県単事業としては
要求せず､ ｢広報事
業費｣ の事業の一環
として､ 市町村職員
を対象とした視察研
修を行っている｡

[同一部局内での役割分担
について]
そもそも事業の内容を熟
知していない総務担当者が
国へ提出した実績報告書か
ら数字を抽出して節別集計
表を作成することには無理
があるように思われる｡ 担
当課は国との関係で報告を
すれば終わりというのでは
なく､ 同時に県民に対する
報告 (決算) まで責任を負
うべきである｡ 総務担当者
は事業担当者作成の数値を
検査する作業を中心とした
ほうが､ ダブルチェックの
効果が生まれると考える｡

原子燃料サイ
クル施設安全
対策費

[不必要な事業の予算化に
ついて]
平成19年度当初予算の積
算資料によると､ ｢職員勉
強会事業｣ として129千円
の予算があるが､ 実際には
事業は実施されていない｡
この点について､ 当初の計
画を変更して､ 他事業に組
み込んで効率的実施したと
いうのであれば理解できる
が､ 職員勉強会は平成18年
度も他の事業に含めて実施
しており､ 前年度も事業実
績がないとのことであった｡
前年度において､ 他の事
業とあわせて実施して効率
化が図られた事業内容を､
再び事業化して予算を獲得

原子力メンテ
ナンス参画サ
ポート事業

[契約形態について]
青森県中小企業団体中央
会との委託契約書を閲覧し
たところ､ ３月26日に委託
料を4,548千円に減額し､
変更契約を締結している｡
通常､ このような日額をベー
スにした委託契約であれば､
契約書作成に当たって､ 契
約金額を日数単位にする方
法とするか､ 委託業務に要
した実支出額が契約金額に
満たない場合には､ 実際の
支出額をもって委託料とす
る内容とするべきであった
が､ そのような形態となっ
ていなかったことから､ 委
託先の了解を得て緊急的に
契約書の見直しが行われた
のである｡ そもそも､ 変更
後の契約金額は､ 委託先が
作成した経費見込み表をベー
スに変更されており､ 予算
の積算やコーディネーター
の活動状況の見込み違いに
ついて､ 甘さが認められる
だけではなく､ 契約書の締
結に当たっては､ 条項の内
容を実態に照らして慎重に
見極めるべきである｡

平成21年度からは､
契約締結前に見積を
徴取し､ これまでの
実績に基づく経費積
算により予定価格を
決定し､ 見積額が予
定価格の範囲内であ
ることを確認のうえ､
その見積額をもって
契約している｡
また､ 本契約にお
いては､ 委託業務の
実施に要した実支出
額がこの額に満たな
かった場合は当該支
出額をもって委託料

平成20年度の契約
書から､ 実施に要す
る経費の積算額をもっ
て契約の上限額を決
定し､ 実支出額が契
約金額に満たない場
合には､ 実際の支出
額をもって委託料と
する旨の実態に即し
た契約条項に改めた｡

するための積算根拠に用い
るのは不適切な事務であり､
事業実施の状況を踏まえて､
次年度の適正かつ効率的な
事業予算を設計すべきであ
る｡

[予算積算と事業費確定に
ついて]
変更契約締結時の経費見
込み表及び請求書の内訳で､
実際の支出額に10％の一般
管理費を乗せて請求がなさ
れているのは､ 当初の委託
料積算のための資料を委託
先に見せているためである｡
これは委託料積算のための
内部文書であり､ アルバイ
ト賃金のような消費税のか
からない支出にまで消費税
を見込んでいるのは､ その
ためである｡ おそらく､ こ
の契約が随意契約であり､

号外第３号

報
県
森
青
金曜日
( ) 平成22年１月29日

原子力発電所
等モニタリン
グ計画策定事
業

平成20年度の契約
については､ 実際に
業務に要した日数等
が積算書と大幅に乖
離していないことを
確認した｡

しかも契約形態が適切でな とすることとした｡
かったために､ 事業者側の
支出実績をベースに委託費
そのものが置き換えられた
特殊要因があったものと推
測されるが､ 一般管理費分
は受託者に保証された利益
相当分と考えられ､ 一般的
に､ 委託先に予算上の一般
管理費率を提示し､ それど
おりの請求行為が行われる
のは､ 極めて例外的なもの
である｡
また､ コーディネーター
の訪問履歴書を監査したと
ころ､ 企業や事業者に混じっ
て､ 原子力関連の任意団体
への訪問に対しても事業費
として認められていた｡ こ
の団体は､ 関連団体ではあ
るが､ 事業者とメンテナン
ス業者をコーディネートす
るための用務であることに
ついて､ 例えば業者の紹介
といった具体的な内容が欲
しいと感じたところである｡
もっとも､ 本事業そのも
のの有用性は､ 県内中小企
業者対策や地域振興の観点
から､ 大変重要なものと理
解される｡ よって､ 活動実
績が低調に終わった原因を
分析して､ 今後の事業展開
に役立てる必要があるし､
そのためにも､ 委託先と発
注者側との適度な緊張関係
は必要だと考える｡
[委託料の積算について]
財団法人日本分析センター
に対する委託料については
随意契約とし､ 予定価格の
積算すらも実施していない
が､ 県は､ 契約額の内容を
把握するために財団法人日
本分析センターより委託料
の積算表を徴収している｡
予定価格の積算等を実施
しない特殊な契約であるこ
とから､ たとえば日数積み
上げの人件費については､
実際に要した日数を先方に
照会し､ 大幅な乖離 (予定
よりも大幅に下回るような)

財団法人む
つ小川原地
域・産業振
興財団

が生じていないことを確認
することや､ 次回の契約の
際に当該日数を参考に金額
交渉するなどの対応により
一層適正な金額になるよう
に努めることも考えられる
のではないかと思われる｡
プロジェクト
支援事業検討
委員会の活動
状況

財団法人むつ小川原地域・
産業振興財団は､ プロジェ
クト採択の透明性の確保と
外部への説明責任並びに事
業のより円滑かつ効果的な
展開を図るため､ 支援のあ
り方や事業採択などについ
て､ 総合的かつ専門的な見
地から意見・助言を仰ぐこ
とを目的に､ 平成17年10月
に ｢むつ小川原地域・産業
振興プロジェクト支援事業
検討委員会｣ を立ち上げた｡
具体的な手続きとしては､
各団体からの事業実施要望
は一覧表として事務局が作
成し､ その一覧表に各委員
と理事長のコメントを付し
て○△×判定される｡
採択結果から見ると､ こ
の一覧表にあるコメント内
容や○△×評価結果がスト
レートに反映された結果で
はないことが明らかであり､
委員会を立ち上げた透明性
確保と説明責任履行の目的
に対して､ 必ずしも現状で
は十分な状況にはないこと
がわかった｡ 折角立ち上げ
た委員会であり､ 助成希望
者に対する公平・公正な採
択根拠を示すことが出来る
よう､ 委員の意見を会議の
議事録に残すことや配布者
数を増やすこと､ 経済・金
融・産業・起業・雇用等の
視点に立った全県的な地域
振興のために有用な民間人
の､ より多くの登用につい
て､ 今後は十分な検討が必
要であると感じられた｡

平成21年度採択事
業から委員とのヒア
リングや検討会を踏
まえた採択理由や不
採択理由等の経緯を
整理しておくことと
した｡
なお､ 平成21年３
月には､ 新たに､ 財
団法人21あおもり産
業総合支援センター
の職員に検討委員会
委員を委嘱し､ その
豊富なノウハウを検
討委員会の場に活か
してもらうこととし
た｡

財務諸表項目
の監査

[定期預金の流動固定分類
平成20年度の決算
について]
において､ 特定資産
財団法人むつ小川原地域・ の有価証券積立資産
産業振興財団は､ 平成20年 という科目名称を付
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３月期の定期預金を特定目
的のために保有していると
認識してその他固定資産と
して計上しているが､ その
場合には､ 適切な名称を付
して特定目的預金として計
上する必要がある｡ そうで
ない場合､ 形式的には単な
る定期預金は会計上､ ワン
イヤールールに従うことと
なり､ 当該定期預金は満期
が決算日より一年以内であ
るため､ 正しくは流動資産
に計上しなければならない
こととなる｡
[金融機関からの融資に関
する理事会の承認決議につ
いて]
当初の覚書によって借入
金額 (50億円) 及び金利
(年４％) は決められてい
るものの､ 毎年財団法人む
つ小川原地域・産業振興財
団が50億円もの資金融資を
受けるに際し､ 借入先の決
定､ 担保等の決定に関して
の理事会議事録が未作成で
あり､ 意思決定プロセスの
透明性が欠如している｡ 理
事長が理事会にて口頭で説
明しているとのことである
が､ 理事会決議のない多額
の銀行借入契約が独立した
第三者間の取引として成立
していることに関しては､
法人のガバナンスの観点か
ら問題が認められ､ 当初ス
キームの関係者､ すなわち
県､ 電事連､ 地元金融機関
２行の間に､ むつ財団の取
引に対する慣れ､ 馴れ合い
体質が垣間見られる｡
一般的に､ このように多
額の金融機関からの借入行
為は､ 当然理事会決議によ
り承認されなければならな
いし､ 仮に当初の事業スキー
ムどおりだからといって､
省略可能な意思決定手続き
ではありえない｡ 今後は､
理事会承認を得て議事録と
して記録する必要があり､
透明性の高い法人運営の観

して計上した｡

平成21年３月開催
の平成20年度第３回
理事会において､ 平
成21年度借入金につ
いて議案として諮り､
可決され､ 議事録へ
記載した｡
また､ 借入金につ
いては今後も同様に
理事会に諮ることと
した｡

有価証券に関
する運用管理
体制と運用実
績

[有価証券運用取引の経済
的妥当性について]
財団法人むつ小川原地域・
産業振興財団が平成17年度
以降 も平成16年 度まで の
｢安全性を重視して､ 積極
的売買は行わない｣ という
運用姿勢を貫いていれば､
概算で257,092千円の運用
利益 (３年間合計) が得ら
れ､ かつ平成30年までは安
定的に２％超の運用益を確
保できるはずであった｡ 国
債買換時期の是非について
は運用の素人が軽々に判断
できるものではなく､ 当時
において現在まで続く低金
利を予想するのは困難であっ
たことは理解できる｡ しか
し､ 結果的に３年間の有価
証券運用損益をマイナスに
してまで行った当該取引の
経済的妥当性と経済的合理
性については大いに疑問で
あり､ 証券会社のアドバイ
スのみでなく有識者に助言
を求めるなど､ より慎重な
検討・判断が必要であった
と考える｡ 当然､ 組織内部
でのルールの欠如と報告体
制の未整備､ 報告手続きの
甘さが根底にあったとも考
える｡
プロジェクト支援事業等
の助成事業は､ 基本的に浄
財である寄付金の運用益に
よって行うものであり､ こ
のような運用損失の発生は
当初スキームの想定外の経
済事象である｡ 財団の事業
は過去の運用益により正常
に行えてはいるが､ このよ
うな多額の運用損失の発生
については､ 法人運営の継
続性に直結することからも､
役職員の十分な反省と再発
防止策の策定を求めるもの
である｡

平成21年３月開催
の平成20年度第３回

平成21年５月に､
金融機関関係者で構
成される ｢資産運用
委員会｣ を設置し､
今後の資産運用に活
かしていくこととし
た｡

点からも必要不可欠と考え
る｡

[有価証券の運用決定手続
の妥当性について]
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財団法人むつ小川原地域・
産業振興財団では､ 大手証
券会社１社からのアドバイ
スにより､ 内規 ｢資金運用
の基本方針｣ に従って理事
長と事務局長が協議し､ 国
債の買換時期・買換金額等
を随時判断して決定してき
た｡ つまり､ 運用の素人と
も言える県庁派遣職員と県
庁ＯＢ (前任理事長からは
公募により選ばれた民間人)
のみが､ 多額の資金運用の
意思決定を行ってきたので
ある｡ 100億円もの資金を
有する財団法人むつ小川原
地域・産業振興財団にとっ
て資金運用は経営上の最重
要事項であり､ 上述したよ
うな重要な有価証券運用に
ついては､ 寄附行為上の資
産管理者は理事長ではある
が､ 財団の最高意思決定機
関は理事会であることから､
資金運用の決裁手続として､
理事長が理事会に付議し､
具体的な運用手続きや取引
の是非について承認を得る
ことが必要な手続であった
と考える｡ 適時に理事会を
開催するのが不可能であれ
ば､ 次善の策として､ 理事
会において年度当初に運用
計画の承認を得ておき､ 金
利情勢の変化等により計画
が実行不可能な場合は理事
長に一任し､ 後日理事会に
報告させるという手続を最
低限取るべきである｡
[有価証券関連項目の正味
財産増減計算書の記載の妥
当性]
平成19年度の正味財産増
減計算書には投資有価証券
購入額として2,318,170千円
が計上されている｡ しかし､
監査人が集計した実際の購
入額は4,818,170千円である｡
この差額理由は､ 債券の買
換え取引2,500,000千円につ
いて､ その事実が正味財産
増減計算書に記載されてい
ないことによるものである｡

理事会において､ 平
成21年度資金運用方
針について議案とし
て諮り､ 可決された｡
また､ 資金運用方
針については今後も
同様に理事会に諮る
こととした｡

平成20年度から新
会計基準に移行した
ことにより､ 今後は
正味財産増減計算書
には指摘の科目記載
がなくなる｡ また会
計ソフトを導入し､
併せて会計事務所か
ら指導・点検を受け
ることとした｡

[内規 ｢資金運用の基本方
針｣ の改正について]
財団法人むつ小川原地域・
産業振興財団は､ 平成19年
度当初から､ 平成19年４月
９日作成の内規 ｢資金運用
の基本方針｣ に基づき資金
運用を行ってきた｡ この内
規については､ 平成19年11
月20日に事務局長の起案に
より､ 運用対象として国債
の他に地方債も運用対象に
加えることを内容とした改
正があり､ ｢資金運用の基
本方針｣ が改正され､ 後日
地方債が取得されている｡
地方債を運用対象とする
内容自体に問題はないが､
今まで規定されていない運
用実績のない商品への運用
変更であり､ ｢資金運用の
基本方針｣ の改正にあたっ
ては､ 本来であれば理事会
に諮るべき事案であったと
考える｡ また､ わずか２名
の県庁派遣職員が､ 資金運
用の専門知識もない状態で
収益性を求めることは､ 実
態上リスクが大きすぎると
も思われることから､ 安全
性重視の運用方針を今後も
継続するよう希望する｡

平成21年５月21日
に金融機関関係者等
で構成される ｢資金
運用委員会｣ を設置
した｡
また､ 平成21年３
月25日開催の平成20
年度第３回理事会で

平成21年３月開催
の平成20年度第３回
理事会において､ 平
成21年度資金運用方
針について議案とし
て諮り､ 可決された｡
また､ 資金運用方
針については今後も
同様に理事会に諮る
こととした｡

結論として､ 投資有価証券
購入額と投資有価証券償還
額とを､ それぞれ2,500,000
千円ずつ増加させた数値が
適正妥当な決算数値である｡
また､ 投資有価証券評価
差額に32,085千円が計上さ
れているが､ 保有債券を償
却原価法で会計処理してい
る場合には､ 投資有価証券
評価差額という勘定科目は
不適切である｡

[資金運用管理規程につい
て]
現在､ 財団法人むつ小川
原地域・産業振興財団の資
金運用体制については､ 公
社等点検評価委員会の提言
により平成20年３月に資金
運用管理規程が制定され､
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財団法人むつ
小川原産業活
性化センター
への助成事業

毎事業年度の資金運用方針
は理事会が定め､ 必要に応
じ有識者からなる資金運用
委員会を設けることが規定
されている｡ 資金運用委員
会については委員構成・運
用方法等の具体的事項は検
討中であるとのことである
が､ 資金規模に比して運用
管理体制が不十分である現
状は早急に改善する必要が
あり､ 資金運用委員会の早
期設置が望まれるところで
ある｡
また､ 現在の資金運用管
理規程は､ 運用対象を基本
財産・特定資産・運用資産
を一括して､ 預金及び有価
証券 (国債及び地方債) と
する旨定められているが､
通常､ 資産種類毎に基本方
針 (元本返還の確実性等) ・
許容リスク・流動性・目標
利回り等は異なるものであ
ることから､ 各々区分して
定める必要がある｡ また､
地方債を運用対象としてい
ることから､ 法人として取
得可能な信用格付のレベル
や信用格付低下時の措置等
についても規定しておくこ
とが望ましい｡
[実績報告書の記載につい
て]
実績報告書においては､
財団法人むつ小川原地域・
産業振興財団からの助成額
に対し､ 財団法人むつ小川
原産業活性化センターの支
出の総額を報告している｡
しかし､ 支出のうちには経
済産業省から受託した事業
に係る経費も含まれており､
その事業に要した経費を実
績報告書上で区分せずに報
告することは不適切である｡
したがって､ 財団法人むつ
小川原産業活性化センター
から当該受託事業に係る経
費を除いた額による実績報
告を求め､ 助成額に対して
実績額が適切かどうか判断
すべきである｡

承認された平成21年
度借入金及び資金運
用方針において､ 基
本財産､ 借入金､ そ
の他資金それぞれに
ついての運用につい
て規定した｡

平成20年度から､
助成対象外事業であ
る経済産業省の受託
事業については､ 実
績報告書から除いて
報告するように指導
した｡ また､ 実績報
告書の様式について
は､ 平成21年度事業
から収入欄を新たに
加え自主財源等につ
いて区分して報告す
るよう改めた｡

[引当預金支出の取扱いに
ついて]
助成対象経費のうちに､
特定預金支出が含まれてい
る｡ このうち､ 事業推進引
当預金支出 (繰入) は､ 退
職金や減価償却など事業の
実施に伴い将来発生する費
用に備えるものとは異なり､
将来実施する事業のための
いわば利益積立金である｡
この経理処理を実施するか
どうかは財団法人が独自に
判断すべき経営上の事項で
あり､ 経理規程に準拠する
ことを条件に､ 引当金を有
すること自体は特に問題は
ない｡ ただし､ 事業推進引
当預金支出についても､ 実
績報告書の経費に含まれて
報告がなされているが､ あ
くまでも事業を実施した際
に助成の対象とすべきであ
り､ 引当預金支出の段階で
助成の対象となる経費に含
めるべきではない｡

精算すべきとされ
た金額は､ 繰越金と
して平成18年度以降
の事業費として消化
されたり､ 事業推進
引当預金として財団
法人むつ小川原産業
活性化センターの預
金に積み立てられて
おり､ 事業推進引当
預金については､ 今
後10年間かけて､ 適
正水準 (１年分の管

事業推進引当預金
支出については､ 助
成対象としないこと
とした｡

このように不適切な執行
状況を容認している要因の
一つに､ 実績報告書の記入
様式が支出総額を記載する
ことになっていることもあ
ると考えられる｡ したがっ
て､ 財団法人むつ小川原地
域・産業振興財団の業務方
法書の改定も視野に入れ､
自主財源､ 他の助成金や受
託事業については区分して
報告するように様式を改め
るようにすべきである｡

[助成額と経費実額につい
て]
過去３年間の収支につい
て､ 助成金の対象となるべ
き金額を算出した｡ 算出方
法は､ 支出額から事業推進
引当預金支出額及び退職引
当預金取崩で補てんされる
退職金額を控除し､ さらに
経済産業省委託事業及び財
団法人電源地域振興センター
から助成される旅費の助成
金を控除した｡
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六ヶ所村まち
づくり協議会
への助成事業

これと､ むつ財団からの
助成金50,400千円を比較し
たところ､ 平成17年度にお
ける算出額が助成金額を下
回る結果 (△4,086千円)
となった｡ すなわち､ 助成
額よりも実際には少ない経
費で事業を実施したという
こととなり､ 精算すべき金
額となるのではないかと判
断される｡
今後は､ 職員が直
接財団法人むつ小川
原産業活性化センター
に出向き､ 支払証拠
書類等をチェックす
るなどして履行確認
行為の徹底に努めて
いくこととした｡

理費と事業費分) ま
で事業費として消化
することとした｡
平成20年度から､
助成金の対象となる
べき金額の算定にあ
たっては､ 他団体か
らの助成金は事業実
績から除くこととし
た｡ 今後とも助成額
と実績額の精査に努
めていく｡

平成20年度から､
領収書等証拠書類の
添付をより徹底する
よう指導するととも
に､ 職員が直接六ヶ
所村に出向き､ 履行
確認行為の徹底に努
めていくこととした｡

[事業の履行確認について]
財団法人むつ小川原産業
活性化センターへの助成に
ついては､ 相手先が財団法
人であるということもあり､
実績報告書の提出を受ける
のみであり､ 包括外部監査
実施時点においては特段の
確認行為を行っていない｡
県が行った立入検査にお
いても不適切な財務事務が
厳しく指摘されている状況
を勘案すると､ 助成金を拠
出する財団としても､ 帳簿
の確認等､ 助成が妥当かど
うかを判断するために一定
の確認行為を実施すべきで
ある｡
[事業の実在性の確認につ
いて]
六ヶ所村まちづくり協議
会への助成については､ 実
績報告書の提出を受けて､
事業報告書等との金額突合
等が行われているものの､
事業の実在性を担保する領
収書等の証憑書類の徴収を
徹底していない｡ 平成19年
度に実施されたまちづくり
事業47件のうち､ 実に26件
について､ 実績報告書に領
収書等が添付されていなかっ
た｡
領収書等の添付がないも
のの中には､ その実在性・
金額の妥当性を検証する必
要があったと考えられるも
のもあり､ 今後は領収書等
の証憑書類の徴収を徹底し､
事業の実在性・金額の妥当

財団法人むつ
小川原地域・
産業振興財団
が直接実施し
た一般助成事
業

[まちづくり事業の助成の
妥当性について]
実際の助成対象事業の中
には､ 事業の妥当性・経済
性・効率性等について疑問
を抱かざるをえないものも
あった｡

平成21年６月以降､
テレビ・ラジオなど
のマスコミを通じて､
平成22年度事業の募
集ＰＲを実施すると
ともに､ 県内７カ所
での募集説明会の開
催や産学官の連携に
取り組む県内大学を
巡回するなどして､
より広範囲の方々か
ら事業応募があるよ
う精力的な広報活動
に取り組んでいる｡

平成21年４月27日
の事業確認検査時に､
六ヶ所村まちづくり
協議会に対し､ 平成
21年度以降の事業実
施にあたっては､ 事
業の妥当性・経済性・
効率性等についての
検証を強化するよう
指示した｡
進学塾通塾のため
の学費支援事業につ
いては､ 平成20年度
から助成対象として
いない｡
また､ ｢電気のふ
るさと新じまん市｣
出展販売事業につい
ては､ 今後､ 六ヶ所
村の職員で六ヶ所村
まちづくり協議会の
事務に携わる場合は､
職専免の手続を行う
よう指示した｡

性について確認する必要が
ある｡

[ (全般) 県内団体への継
続的な助成実績について]
平成元年度から19年度ま
での全県団体に対する助成
実績の一覧表を入手したと
ころ､ 事業名は年度によっ
て変わることはあっても､
最近年度に至るまで､ 同じ
団体に対して継続的に助成
してきたことがわかった｡
これまで助成を受けたこれ
らの団体が､ 現在どのよう
に事業活動を行い､ 助成金
の効果が認識されているか
どうかについて､ 改めて検
証することは､ 今後の助成
事業の成否を占うために有
用なことだと考える｡ 民間
人理事長を迎え入れた頃か
ら､ このような継続的な助
成は少なくなっており､ 好
ましい傾向にあると見受け
られるところである｡
今後は､ このような団体
に過度に集中・依存するこ
となく､ 裾野も含めた全県
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的な産業振興施策の掘り起
こしを行い､ 行政施策の方
向性や達成目標を明確化し
た上で､ このような民間の
力を最大限発揮して本県の
産業振興に結びつける必要
があると考える｡
[ (No.45) 階上早生蕎麦
で健康で仲良く楽しコミュ
ニティづくり事業]
助成金算定ルール上は､
総事業費の５分の４ (８割)
以内とされていることから､
本事業の場合は1,224千円
×80％＝979千円が上限で
あり､ ルール上の問題はな
い｡ ただし､ 例えばそば打
ち収入が仮に50万円であり､
20万円以上剰余金が生じた
としても問題がないことと
なり､ 不合理な結果となる
こともありうる｡ この原因
としては､ 収入を伴う事業
について､ 収入総額の把握
が十分でないことや､ その
収入に係る直接的な事業費
とそうでない事業費が混在
したまま実績報告をさせる
ことも一因と思われる｡
事業から直接生じる収入
(会費等ではなく対価性の
収入の額) があったとして
も､ 財団助成金やその他の
収入では事業費に足りない
金額のみを記載すれば､ 表
面的には収支均衡となり､
財団としては助成額が適正
水準かどうかの判断が困難
になってしまう恐れがある｡
したがって､ 事業に伴う
収入も含めて記載する様式
とする､ さらには事業内容
が多岐にわたる場合には､
それぞれの収入とそれに直
接付随する経費が把握しや
すい様式に改めることで､
最終的に助成すべき適正金
額を判断しやすい実績報告
書になるものと考える｡ 様
式を工夫し､ 対価収入があ
る場合にそれを把握しやす
くすることにより､ 適切な
助成額が決定できるのでは

平成21年度事業か
ら交付申請書及び実
績報告書の様式を変
更し､ 事業に伴う収
入も把握するように
した｡

[ (No.46) あおもり白神
ツーリズム推進プロジェク
ト事業]
交付決定時の事業計画上
は､ ホームページ作成やリー
フレット１万部作成の予定
が計画されていたが､ 実績
はゼロであった｡ 実績報告
と計画を比較するとワーク
ショップ講師の報償費が計
画よりも高すぎて (50万円
の予定が80万円) ､ 予算が
なくなったことが窺われる｡
一般に､ 実績報告書の様
式を見ると､ 事業費等の実
績と負担区分のみを報告す
れば足りるものとなってお
り､ 計画との詳細な対比は
求められていない｡
実績報告書を見る限り､
上記事業が実施されなかっ
たことによる影響はなかっ
たようであるが､ 計画に対
して実績がどうであったか､
それが事業成果に影響する
ものではないかどうかの報
告を求めるのが本来であり､
実績報告書の様式に改訂の
余地があると考える｡

平成21年度事業か
ら､ 必要に応じて､
支払いの事実関係が
容易に確認できるよ
う請求書と領収書を
セットで整理するよ
う事業主体を指導す
ることとした｡

平成21年度事業か
ら実績報告書の様式
を変更し､ 計画と実
績の関係が把握でき
るようにした｡

ないかと思われる｡

[ (No.41) 八戸地域にお
けるシーフードシティ推進
事業]
事業費2,128千円の大半
は､ 株式会社Ｄの主任研究
員個人に支払われている｡
その内訳は､ 簡易実証実験
500千円､ 講師料1,470千円
である｡
これに関する証拠書類を
閲覧したところ､ 前者につ
いて ｢通信販売実証実験企
画・管理費として｣ 500千
円の領収書 (株式会社Ｄ研
究所主任研究員何某として､
研究員個人が受領) があっ
たものの､ 請求書や請求明
細等は添付されておらず､
支出の妥当性の確認方法に
ついて改善の余地があると
考えられる｡
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[ (No.43) 地域活性化貢
献マップ製作活用可能性調
査事業]
本事業に関する実績報告
書を見ると､ 事業効果につ
いて､ 携帯電話によるアク
セス記録が残ることについ
て､ 店側の関心が高かった
旨の記載がなされているが､
事業を実施したことによる
具体的な経済効果に言及さ
れておらず､ 目的に対して
事業効果の記載が十分では
ないと思われる｡ また､ マッ
プに商店が具体的に紹介さ
れることから､ 掲載店舗よ
り広告料や負担金などの徴
収があるのではないかと思
われ､ その点を事業者に確
認したところ､ 今回につい
ては店舗からの合意が得ら
れず､ 徴収できなかったと
のことであった｡
収入が見込まれる場合に
は計画段階でその可能性を
明記させるとともに､ 事業
の収支形式により実績報告
させるような改訂の余地が
あると思われる｡
[審査の公平性・透明性の
確保について]
財団法人むつ小川原地域・
産業振興財団は､ 平成19年
度から助成事業の上限額
2,000千円を撤廃し､ 支援
事業の選択と助成の集中化
を進めた結果､ 効果の薄い
イベント事業や今まで長期
にわたり支援してきた事業
について相当数の支援継続
を見送った｡ その中で､ 何
故 (No.60) 第７回青森県
和船競漕大会､ (No.67)
2007年青森県菓子工業組合
40周年記念菓子祭りの事業
が特に採択されたかは､ 今
となっては現理事長の説明
を伺っても釈然としないも
のが残る｡ 今後は､ 財団が
支援事業の選択と助成集中
を進めるにあたって､ 不採
択事業が増加していくこと

平成21年度事業か
ら交付申請書及び実
績報告書の様式を変
更し､ 事業に伴う収
入も把握するように
した｡

平成21年度事業か
ら採択理由や不採択
理由等の経緯を整理
しておくこととした｡
なお､ 平成21年３月
には､ 新たに財団法
人21あおもり産業総
合支援センターの職
員に検討委員会委員
を委嘱し､ その豊富
なノウハウを検討委
員会の場に活かして
もらうこととした｡

原子燃料サイ
クル事業推進
特別対策事業

[取り交わし書類の誤りに
ついて]
中心商店街街路灯整備事
業 (青森市) について､
｢平成19年度原子燃料サイ
クル事業推進特別対策事業
変更交付申請書｣ を ｢〜変
更承認申請書｣ と間違って
記載して作成していた｡ 誤っ
て作成したのは青森市であ
るが､ 財団法人むつ小川原
地域・産業振興財団として
も確実にチェックした上で
受領し､ 交付手続事務を執
行すべきである｡

事務局長名の事務
連絡で､ 事務手続に
関するルールの遵守
について市町村担当
者に周知を行ったが､
その後も継続して事
務連絡等できめ細や
かな指導を行うこと
とした｡

平成21年２月17日
に市町村の当該事務
の担当者を集めて開
催した事業説明会に
おいて､ 制度､ 運用､
手続等について詳細
に説明し理解を深め
た｡
事業説明会以降の
事務執行については､
再発防止のために従
来に増してきめ細や
かなチェックと指導
を行っている｡

が予想され､ 支援事業審査
が公平かつ透明性をもって
行われるのでなければ､ 事
業者 (県民) の納得・理解
は得られまい｡ 審査の公正
性・透明性を高めるには､
審査基準を明確化すること､
審査過程の記録を漏れなく
文書で残すこと､ 民間公募
委員を検討委員に加えるな
どの措置が必要だと思料す
る｡

[報告期限の不遵守につい
て]
中心商店街街路灯整備事
業 (青森市) について､ 助
成先の青森市では､ 実施主
体の青森市浪岡商工会に対
して平成20年３月17日に代
金支払が完了しているため､
交付要綱上の定めによれば､
その１ヶ月内 (４月17日ま
で) に実績報告を上げなけ
ればならないはずであるが､
実際には報告書の日付は４
月30日であった｡ 報告期限
を守らなかったのは青森市
であるが､ 財団法人むつ小
川原地域・産業振興財団と
しても､ 期限を守らせるよ
う指導すべきである｡
また､ 立佞武多製作事業
(五所川原市) について､
実施主体である特定非営利
活動法人プロジェクト五所
川原倶楽部は､ 事業が平成
20年３月31日に終了してい
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るにもかかわらず､ 助成対
象先である五所川原市に通
知したのが､ ４月10日になっ
ている｡ 市との契約上､ 事
業主体は完成後５日以内に
市に報告しなければらなら
ないため､ 事務手続に遅れ
があったことになる｡ 契約
は遵守するよう､ 財団とし
ても指導すべきである｡
いずれも､ 交付対象となっ
た市町村の怠慢な事務手続
きに起因するルール違反で
ある｡ 報告期限を定めてい
るのは､ 円滑な事務執行を
行うためであることから､
市町村のルール違反は財団
の事務執行の遅延や品質低
下をもたらすのは明らかで
ある｡ 財団は市町村に対し
て､ 事務手続きに関するルー
ルの遵守について､ これま
で以上に指導力を強化する
べきである｡
[事業実績報告書に示させ
るべきデータについて]
農道舗装整備工事 (板柳
町) について､ 平成16年度
から平成19年度までの事業
実績報告書を閲覧したとこ
ろ､ 毎年､ 町の農道舗装工
事を実施しているにも関わ
らず､ 舗装率が相対的に低
下しているという一見矛盾
した推移を示していた｡ こ
の比率の推移について､ 財
団法人むつ小川原地域・産
業振興財団を通じて町の担
当者へ質問したところ､ 年
度毎ないしは担当者毎に算
定方法が異なるため､ 連年
で統一した計算を行っては
いないと回答があった｡
監査人が計算した結果､
助成の実績として､ 舗装率
が向上している事実が確認
された｡ 実績報告書は､ 助
成事業の有効性が明確にな
るように作成させるべきで
ある｡ また､ このような事
業実績をデータとして有し､
県に報告することが､ 財団
の責務である｡

事務局長名で市町
村担当者に事務連絡
を行い､ 事業実績報
告書の作成に当たっ
ては､ 助成事業の有
効性が明確となるデー
タを示したものとな
るよう指導した｡

[ (全般) 事業資金の使途
について]
本事業の基本的な趣旨は､
全県にわたる産業振興であ
り､ 地域活性化のはずであ
る｡ しかし､ 実際の使途は､
各市町村の施設整備であり､
既存施設の修繕工事がほと
んどである｡ 既存施設の修
繕については､ その建設時
から修繕が必要になること
が見込まれるため､ 建設時
からその後の修繕計画を立
てて､ 実現可能な財源措置
により各市町村が責任を持っ
て実行していくべきであり､
それら修繕費は､ 本来的に
は各市町村の自主財源で確
保すべきものであって､ そ
の財源を本事業に求めるべ
きではないと考える｡ 何故
なら､ 本事業は､ 未来永劫
続くものとは確約されてい
ないからである｡ しかし実
際には､ 本事業の助成金は､
そういった目的から外れた､
一般財源の穴埋め的な使わ
れ方がされているように感
じられる｡
各市町村の財政状態が厳
しいのは明白であり､ 修繕

[交付申請ルールの遵守に
ついて]
交付申請書を調査した結
果､ ルールを逸脱する事務
手続が発見された (つがる
市の野菜集出荷貯蔵施設整
備事業) ｡ この事例は ｢財
むつ第115号 (平成20年１
月９日) ｣ によって､ 追加
実施承認済みの事業である
が､ 申請期間の４月１日〜
４月30日までに補助金の申
請書を財団法人むつ小川原
地域・産業振興財団理事長
に提出しなければならない
とするルールに違反してい
る｡
基本的事項を徹底させる
とともに､ このような不備
が適時に検出される統制の
仕組みを構築すべきである｡

平成21年２月17日
に市町村の事務担当
者を集めて開催した
事業説明会において､
当該事業は､ 対象市
町村が主体的発想の
もとに行う①施設整
備・企業導入事業､
②基幹産業育成事業､
③創意工夫事業､ ④
既存施設更新事業に
要する経費について
助成することにより､
市町村における地域
特性を活かした地域
活性化事業の一層の
充実を図るものであ
るという制度の趣旨
について確認したと
ころであり､ 今後と
も趣旨の理解に努め
ていくこととした｡

平成21年４月14日
に施行した ｢原子燃
料サイクル事業推進
特別対策事業助成金
交付要綱｣ 第６条第
１項ただし書きに申
請時期の特例を設け
たほか､ 事務連絡に
より基本的事項遵守
の徹底に努めている｡
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事業にも地域への一定の経
済効果があることは認める
が､ 将来的になくなる可能
性もある本事業に過度に依
存する状況は､ 財政運営上､
好ましいとは思えない｡ ま
た､ 本事業で新規の施設整
備をするにしても､ 将来の
維持管理コストの財源につ
いては､ 別途考慮すべき性
質であり､ 黒石市のような
過去の失敗事例を教訓にす
るよう､ 注意喚起をする必
要があるのではないであろ
うか｡
また､ 本補助金は､ 住民
の雇用の安定・促進の観点
から企業導入事業への充当
も可能であり､ 昨今の雇用
不安に対する解決策の一手
法として積極的に活用され
ることも期待したい｡
[特対事業に対する県の関
わりについて]
特対事業の実施要領に規
定する助成対象が広いため､
余程のことがない限り産業
振興の目的外使用として否
定されることはなく､ 基本
的に市町村の思惑通りに計
画が承認されるという実態
がある｡ 本事業の場合には
規則上､ その対象事業の承
認プロセスには県が関わり､
県知事の承認が必要とされ
ている｡ 折角助成先の選定
に県が関わっているのに､
この寄付金を全県にわたる
産業振興のために有効利用
しようという強い意思が見
えてこない｡ また､ 財団法
人むつ小川原地域・産業振
興財団が産業振興施策に関
する県の判断に介入するこ
ともない｡ 本事業の効果は､
市町村の公共工事の一般財
源を補填しているのがほと
んどであるように見受けら
れる｡
各市町村の財政難という
こともあるが､ 各市町村で
一律支給､ 満額支給という
制度がそれを助長している

第４クール (平成
21年度〜25年度) の
事業計画の承認に当
たり､ 県担当課も事
業ヒヤリングに同席
し､ 適宜助言を行っ
た｡ 今後も市町村に
おける当該事業に係
る地域振興の効果に
ついて現地確認等の
フォローアップを継
続することとした｡

エネルギー
開発振興課

開発計画推進
費

[現地確認と助成金額の確
定について]
助成事業の交付決定は､
書面審査によっており､ 現
地確認を必須の事務手続き
とはしていない｡ 他方､ 事
業完了後の現地への確認調
査は全件行っている｡ しか
し､ すべての現地確認をし
ていると､ 担当者の人員が
少ないことからチェックの
時期が遅れ､ 助成金の額の
決定が書面審査など形式的
にならざるを得ない｡ 実際､
現地確認を行ってはいるが､
すでに助成金が交付されて
から行った場合も散見され
た｡
現状のわずか２名の人員
体制では､ ｢必要に応じて｣
現地確認することが望まし
い｡ その現地確認に行く判
断の基準となるのは､ 金額
的重要性と性質的重要性で
ある｡ そもそも助成金の交
付先は地方公共団体であり､
民間と比較して事務レベル
は高いと考えるのが常識で
ある｡ また､ 検査確認事務
についても､ 書面審査につ
いてマニュアル化､ ルーティ
ン化することで問題の発見
精度を高めることが可能で
ある｡

むつ小川原開発推
進協議会は､ 同開発
の総合的な推進を図
るために様々な事項
について協議をして

実績報告に係る添
付書類の適正化と効
率的な審査を確保す
ることを目的に､ 平
成21年５月25日付で
事務局長名の事務連
絡を行った｡
また､ 現地確認に
ついては､ 事業の周
辺環境等の把握とと
もに､ 担当者からの
聴き取りも踏まえて
事業効果を確認する
手段として有用であ
る｡ 併せて､ 当該事
業による事業である
ことを住民に周知す
る手立てがどのよう
にとられているかと
いう点についても確
認し､ 場合によって
は改善を指示する機
会ともなっており､
今後ともできるだけ
多くの現地確認に努
めていくこととした｡

のではないかと思われる｡
まずは県自身が中心となっ
て､ 県全体の産業振興のグ
ランドデザインを描き､ そ
の上で市町村の５年間の地
域振興計画を立てることと
して､ 各市町村に競争させ
た上で公正な評価を実施し､
良い計画には手厚く助成し､
不十分な計画には減額する
といった､ 市町村の創意工
夫を促す仕組みの構築が望
まれるのではないだろうか｡

[むつ小川原開発推進協議
会の議事について]
借入金に依存しない体質
への転換を目的として､ 土
地の分譲代金が入金される
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[新むつ小川原株式会社の
経営状況について]
新むつ小川原株式会社設
立に当たって､ むつ小川原
開発関係五者協議会により
金融機関に対して､ 中期事
業計画書を提出している｡
既に８年間を経過している
が､ 計画達成率は8.5％と
著しく低いものである｡ 最
終目標に対する達成率は､
実に３％に過ぎない｡ また､
新むつ小川原株式会社の全
体的な未分譲率は63.3％､
未 分 譲 面 積 は 2,524ha と 高
い状況にあり､ 今後12年間
の中で､ 優先分譲分だけで
も 989.5ha を 分 譲 し な け れ
ばならない壮大な将来目標
を民間金融機関に対して約
束していることについて､

度に､ 株主である県は､ 資
本の払い戻しにより配当を
受け取ってきた｡ このスキー
ムにおいては､ 県の出資比
率は11.6％であったが､ 日
政投所有株式の自己株式化
により議決権比率は15％に
上昇しているのである｡
このような自己株式比率
の高さについては､ 会社法
上の法的な問題はないとは
いえ､ 資本充実の要請の観
点からは好ましいことでは
ない｡ この自己株式を消却
すれば､ 県の出資比率も増
加することになることには､
今後十分な留意が必要であ
る｡
むつ小川原推進協議会は､
会社の設置する経営諮問会
議以上に､ 経営情報を得る
意味で極めて重要な会議体
であり､ むつ小川原開発の
命運を握るものである｡ こ
のような会議の議事内容に
ついては､ 県の未来を左右
するものであり､ 公社管理
の観点からは､ 所管課のみ
が管理するだけでは不十分
である｡ 情報公開の理念に
基づき､ できる限りの対応
を期待したいものである｡
新むつ小川原株式
会社の経営活動に対
しては､ これまでも
経営状況を逐次把握
し､ 経営リスクの予
兆を速やかに発見す
る努力をしてきてい
るが､ 今後も引き続
き､ 継続していくこ
ととした｡

おり､ 中にはプロジェ
クトや企業の誘致に
関する内容のように
情報公開になじまな
い事項もあるが､ 議
事内容に応じて対応
していくこととした｡

県は現実を直視し､ 今後の
分譲戦略を真剣に具体化し
なければならない｡ そうで
なければ､ 新むつ小川原株
式会社は第二のむつ小川原
開発株式会社となりかねず､
再び県民負担による第三セ
クター会社の救済に繋がる
恐れがある｡ 株主負担は県
民負担であることを､ 県は
強く認識する必要がある｡
平成19年６月20日開催の
定時株主総会において､ 同
社の資本金は76,600千円と
なり､ 会社法上､ 監査法人
による外部監査を受ける義
務がなくなったため､ 平成
20年度から大手監査法人と
の外部監査契約を解除して
いる｡ 728億円もの未成不
動産を抱える同社に財務状
況や会計処理の適正性・継
続性について､ 監査報告書
の情報提供機能に加えて､
財務諸表の信頼性が保証さ
れて初めて､ 株主の合理的
判断に資するものだと考え
られるため､ 外部監査人に
よる品質保証機能は今後益々
重要視されると思われる｡
県は､ そのような状況下で､
今後の県土・県民の命運を
同社に託していることは忘
れてはならないし､ 大株主
の権利並びに義務として､
同社の経営活動に対して積
極的に監視の目を光らせる
必要があるものと考える｡

[新むつ小川原株式会社の
将来の経営リスクについて]
分譲価格の妥当性
購入を手控える状況が今
後も続く場合には､ 分譲価
格の引き下げを検討せざる
を得ないリスクが存在する｡
地方財政健全化法による
販売用不動産の会計処理
今後､ 出資比率にかかわ
らず全ての第三セクターに
対象が広がった場合には､
低価法の適用如何で新むつ
小川原株式会社の財政状態
が悪化し､ 県の将来負担比

株主として､ 新む
つ小川原株式会社の
経営活動を含めた監
視強化にこれまで同
様努めていくととも
に､ 関係機関と必要
に応じて協議するこ
ととした｡

号外第３号

報
県
森
青
金曜日
( ) 平成22年１月29日

率等の健全化判断比率にも
悪影響が及ぶおそれがある｡
減損会計の継続適用
今後も減損の兆候を認識
し､ 減損損失の認識と測定
が行われた場合には､ 追加
損失が財務諸表上に計上さ
れるリスクがある｡ 今後は
監査法人の判断を拠り所と
することはできなくなるこ
とから､ 株主としての監視
強化が必要であるし､ 目が
行き届かないリスクは十分
あると考える｡
資金繰り悪化時の銀行借
入不能リスク
分譲不振､ 賃貸契約も不
調となると運営費も捻出で
きない状況もあり得なくは
ない｡ その場合には､ 銀行
借入はできないため､ 企業
の継続性に疑義が生じるこ
とになる｡
日政投民営化による株主
構成の変化
日政投民営化により､ 残っ
た ｢官｣ は青森県だけであ
る｡ 官民一体となった企業
経営と再生は､ 本県の主導
にならざるを得ない局面も
到来するおそれがある｡
賃貸型利用の増加による
出資金回収の遅延
リースの場合､ 県側とし
ては出資金の回収が遅れる
ことから､ 直接的なメリッ
トはない｡ 産業振興と投資
回収という二律背反する問
題でもあり､ この利害調整
が円滑に進まなくなるリス
クが存在する｡
特別土地保有税の時限措
置解除
新むつ小川原株式会社が
取得した六ヶ所村の土地に
係る特別土地保有税につい
て､ 六ヶ所村より3,628,892
千円の徴収猶予を受けてい
る｡ 仮に､ この徴収猶予制
度がなくなった場合には､
多額の納税負担が新むつ会
社に生じるため､ 同社の存
続に疑義が生じるリスクが
ある｡

新エネ・省エ
ネ対策推進費

[共同開催事業の事業費負
担の明文化について]
省エネルギー月間記念大
会の決算書を入手したとこ
ろ､ 青森県電気活用協議会
が講師料20千円を負担して
いた｡ また､ 昼食代 (31千
円) ､ 会場費関係 (278千
円) も同協議会が支払って
いた｡ 主催である県と協議
会との間では､ 適正に費用
負担が行われていると判断
されたが､ 負担の調整が操
作的に行われることを防止
する意味で､ それぞれの負
担金額や負担内容を明記し
た合意書を作成し､ 双方で
保管しておくことが望まれ
る｡

これまで以上に部
局間の連携を密にし､
可能な限り配当換え
を前提とした予算編
成に努めることとし
た｡

平成20年度から､
同大会開催にあたり､
双方の開催経費負担
の役割を明記した文
書を取り交わすこと
とした｡

青森県の人件費補助の事
業終了
単年度黒字決算を計上し
ている同社に対して､ 未来
永劫補助を継続することは
あり得ない｡ 自立した企業
として､ 行政からの補助は
サンセット方式で見直され
るべきであろう｡

新むつ小川原
開発基本計画
推進事業

[事業間での部局を超えた
予算流用について]
本事業の節別統計集計表
上の実績額は､ むつ小川原
開発シンポジウムの開催費
として5,652千円であるが､
正確には2,967千円がシン
ポジウムに関する実際の支
出額である｡ その他は､ 予
算上は計画には無かったD
VD制作費1,953千円が支出
され､ 別の事業の事業費か
ら3,040千円を流用するこ
とによりDVDが制作され
ている｡
シンポジウム開催は､ 県
商工労働部工業振興課が東
京と名古屋で開催した青森
県への企業誘致のためのシ
ンポジウムと共同で実施し
ており､ 工業振興課に２つ
の事業から4,000千円を配
当替えして､ むつ小川原開
発地域への企業誘致のＰＲ
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自然環境監視
調査実施マニ
ュアル作成費

[事業費の流用]
自然環境監視調査実施マ
ニュアル作成業務委託料
4,000千円が予算計上され
ているが､ 実際に支払った
作成委託料は960千円であ
り､ 予算未消化となった金
額で､ ｢２. 新むつ小川原
開発基本計画推進事業｣ に
おいてDVDの製作業務を
委託して､ DVD制作費の
予算不足を補てんする形に
なっている｡
このような頻繁かつ規律
の無い予算流用は､ 実態を
歪めるだけの好ましくない
実務である｡

を行っている｡
また､ ｢３.自然環境監
視調査実施マニュアル作成
費｣ では､ 自然環境監視調
査実施マニュアル作成業務
委託料4,000千円が予算計
上されているが､ 実際に支
払った作成委託料は960千
円であり､ 予算未消化となっ
た金額で､ 上記DVDの製
作業務を委託して､ DVD
制作費の予算不足を補てん
する形になっている｡
このような頻繁かつ規律
の無い､ しかも部局を超え
た予算流用は､ 実態を歪め
るだけの好ましくない実務
である｡

むつ小川原ボ
ーダレスエネ
ルギーフロン
ティア構想推
進事業

[委託先の選定について]
指名競争入札によっては
いるものの､ その入札状況
結果を見ると､ 指名業者５
社のうち実際の入札に参加
したのは１社のみであり､
他の４社は参加を辞退して
いる｡ この点について､ 委
託業務内容や入札方法が原
因となり､ 参加業者を限定
してしまう結果になったの
ではないかという疑念が残
る｡
例えば､ 広告業務と運営
業務を分割して入札事務を
行うとか､ あるいは一般企
業の夏休み時期を考慮した

予算流用について
は､ 予算の補正手続
等を行った上で､ 事
業を進めていくこと
とする｡

業者を選定するに
あたっては､ 事前に
受託の可能性を確認
するほか､ 余裕を持っ
た募集期間とするな
ど､ 可能な限り指名
した業者に参加して
もらえる環境を整え
ることとした｡

環境・エネル
ギー産業フロ
ンティア形成
推進事業

[実績報告書の記載誤りに
ついて]
実績報告書上の補助事業
に要した経費の金額をその
証憑資料と突合したところ､
１社について旅費の金額が
誤っていた｡ 補助金の金額
は限度額一杯の1,500千円
だったため､ 過大交付とは
ならなかったが､ 実績報告
書の検査確認事務は確実に
行う必要がある｡

[補助金の消費税分の返還
について]
補助対象事業費とした旅
費について､ 税込で申請し
ているにもかかわらず､ そ
の消費税等の金額を明示し
ていない事例が発見された｡
監査人の計算結果では､ 県
は26千円の返還を要求しな
ければならないものと判断
された｡
担当者が検査確認を行っ
た際に､ 旅費に含まれる消
費税を見落としたことが原
因であるが､ 今後は十分に
留意する必要がある｡

平成21年３月６日
に開催した水素燃料
電池オープンセミナー
において､ 当該補助
事業案件のショート
プレゼンを行い､ 選
定委員会の有識者だ
けでなく､ 他の有識
者､ 業界関係者らと
意見交換を行い､ 事
業化に向けた技術的
課題・経済的課題を

補助金交付額につ
いて変更がないこと
から､ 本案件につい
ては特段の措置を講
じないこととするが､
今後同様の案件に際
しては細心の注意を
払い､ 検査確認事務
を行うとともに､ 複
数人による精細なチェッ
クを行うこととする｡
なお､ 実績報告書の
記載誤りについては､
訂正した｡

補助金交付要綱に
より､ 補助金額は補
助 対 象 経 費 の 1/2 と
なっているが､ 本件
に係る消費税分を勘
案しても､ 総経費が
補助対象経費の上限
額を上回っており､
補助金額に異動は生
じないことから返還
の必要がないもので
ある｡
平成20年度からは､
検査確認の際､ 旅費
に含まれる消費税に
ついて留意し､ 適正
に処理することとし
た｡

入札 スケジュー ルとす る
(本件は８月６日に通知し
て､ ８月20日に入札) など､
日程に余裕を持ち､ できる
だけ幅広く業者に参加して
もらえる環境を整えること
が望まれる｡

[調査結果の成果評価につ
いて]
県は､ 補助事業の調査結
果報告書を受領しているも
のの､ その報告書の評価を
主体的に行っている訳では
ない｡ 県としては､ 技術的
な検証よりも､ その事業化
に際し障害となっている社
会的経済的要因を解決する
ようフォローしていくこと
を重視しているとのことで
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環境・エネル
ギー産業振興
事業

あった｡ 確かに､ 一般の県
職員が報告書の内容を技術
的科学的観点から評価する
のは難しいと考えられるが､
テーマの選定委員会にその
成果を評価させるような仕
組みを設けた方が､ 将来の
事業化を促進させることや､
事業の選択と集中を加速さ
せるためには望ましいと考
える｡
[環境・エネルギー技術開
発費補助金の不正受給事案
について]
監査の結果､ 補助対象事
業費とは認められない不適
正な人件費に対して補助金
が交付されていたことが監
査期間中に明らかとなった｡
この過大交付額については､
実績額を修正の上､ 補助金
充当額を再計算して､ 補助
金適正化法及び補助金交付
要綱の規定に基づき､ 返還
請求すべきである｡
直接人件費の集計につい
ては､ その性質上､ 他の補
助事業経費のように領収書
等の外部の第三者による証
拠書類がなく､ 本人の申告
によるものとなるため､ 出
勤簿との突合､ 賃金台帳と
の突合､ 集計計算間違いが
ないか､ 従事時間として交
付要綱上適切妥当かどうか
等､ 慎重かつ徹底して確認
し､ 適正と判断した上で交
付決定しなければならない｡
[補助対象となる直接人件
費の範囲について]
社会通念上､ 経理業務や
総務業務は収益を生まず､
研究成果を直接もたらすこ
とを目的とはしない､ 企業
全般の管理業務の分野であ
ることが常識である｡ たと
え研究を主に担う研究員で
あっても､ 直接研究に携わ
らない時間 (アイドルタイ
ムなど) もあり､ そのよう
な間接時間については､ 補
助対象とする交付実務はあ

整理した｡

補助事業者に､ 技
術開発への従事時間
数を再精査し､ 過大
に算出していた直接
人件費の補助対象経
費を修正した上で実
績報告書を再提出さ
せ､ 当該報告に基づ
き補助金額の再確定
及び過大交付額の返
還請求を行い､ 業者
から46,322円の返還
を受けた｡
直接人件費の慎重
かつ徹底した確認に
ついて､ 今後の補助
金検査に当たっての
要留意事項として整
理しているところで
ある｡

補助事業者に､ 技
術開発への従事時間
数を再精査し､ 過大
に算出していた直接
人件費の補助対象経
費を修正した上で実
績報告書を再提出さ
せ､ 当該報告に基づ
き補助金額の再確定
及び過大交付額の返
還請求を行い､ 業者
から46,322円の返還
を受けた｡
直接人件費の慎重

エネルギー産
業振興戦略推
進事業

[新エネルギー事業への期
待について]
②地域未利用エネルギー活
用推進事業
近年､ 地中熱利用システ
ムは､ 技術面､ 研究面等を
含め徐々に環境整備されつ
つあり､ 本県での事業モデ
ルとして､ 一戸建住宅での
地中熱利用冷暖房システム､
ハウス農業への地中熱利用
暖房システム､ 熱交換器の
設置による温泉源泉の有効
利用､ 青森市下湯地区での
バイ ナリーサイ クル発 電
(地熱発電の一種) 事業が
挙げられている｡ 県ではこ
れらの事業モデルの実現・
県内普及に向けて今後も積

[あおもりエコタウンプラ
ン推進事業への期待につい
て]
今後の県の役割として､
コーディネート機能や情報
発信を積極的に行うことに
よって､ この先進的取組を
支援して資源循環型社会を
形成し､ また企業と連携し
て新たなリサイクル産業を
創出することで地域経済の
活性化を図っていくことが
期待される｡

ると思うが､ 経理担当者の
稼働時間を直接研究時間と
容認する実務は､ それ程多
くはないであろう｡
管理業務日報の作成・集
計処理あるいは外注先等へ
の支払業務も補助対象経費
として県が認めるのであれ
ば､ 間接業務時間を業務実
績時間として報告してきて
いない助成先との公平性を
保つ意味でも､ 手引上もそ
れを明記すべきであるし､
他の事業者に対して交付実
績報告を改めて求める必要
性も生じると考える｡

平成21年度から､
地熱エネルギーの利
用推進及び電気自動
車・プラグインハイ
ブリッド車等の導入
普及に向けて､ 以下
の事業に着手してい
る｡
・住宅用地中熱利用
システム普及促進事
業
・温泉熱利用可能性
調査事業
・ＥＶ・ＰＨＶタウ
ン構想推進事業
・ＥＶ・ＰＨＶ導入
による低炭素地域モ
デル構築事業

平成20年度に引き
続き､ 青森県環境リ
サイクル産業高度化
事業を実施し､ 環境
リサイクル産業の集
積や事業の高度化を
図るための活動を行
う専門家を配置する
環境リサイクル産業
コーディネート事業､
及び八戸臨海部で展
開されているゼロエ
ミッションシステム
の県内外の情報発信
を行うゼロエミッショ
ンシステム情報発信
事業を実施している｡

かつ徹底した確認に
ついて､ 今後の補助
金検査に当たっての
要留意事項として整
理しているところで
ある｡
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東青地域県
民局地域農
林水産部

あおもり型バ
イオマス・チ
ャレンジ支援
事業

極的な役割を果たすことが
期待される｡
③運輸部門省エネルギー対
策詳細調査
県では平成20年８月に､
知事を会長とし､ 電気事業
者､ 協力ユーザー企業､ 大
学・研究所・市町村等で組
織する ｢青森県電気自動車
等導入普及推進協議会｣ を
設立し､ 同年10月には経済
産業省に ｢青森県EV・pHV
タウン提案書｣ を提出した｡
これによると平成25年には
県公用車100台､ 市町村・
協力ユーザー企業300台の
導入を目指す取組となって
いる｡
本県が全国有数の積雪寒
冷地であることや自動車依
存率が高いこと等を踏まえ
た北国型電気自動車等の普
及促進を目指して､ 他県に
先駆けて､ 積極的な役割を
県が果たすことが期待され
る｡
[財産管理台帳の未作成に
ついて (事業№３関連) ]
本事業の交付要綱第４
によると､ 補助金で設置し
た50万円以上の資産は､ 財
産管理台帳を作成しなけれ
ばならないとなっているが､
県としては､ 特に当該書類
の作成を確認していなかっ
た｡ そこで､ 監査人が事業
主体に確認を取ったところ､
作成の必要な２件の資産の
うち､ １件しか作成されて
いないことが判明した｡ ま
た､ その作成されている１
件の資産についても､ 県費
負担の金額と自己資金負担
の金額について､ ３分の１
と３分の２の割合で按分し
て記載すべきところ､ 全額
県費負担として記載してし
まっていた｡ 事業主体の方
で､ 記載方法を誤って解釈
していたとのことであった｡
そもそも､ 本事業におい
て､ 県と事業主体との間に
地域県民局や市町村を置い

事業主体に出向き､
財産管理台帳の作成
状況を確認するとと
もに､ 未作成分につ
いて作成方法等を指
導し､ 整備させた｡
十分な検査確認に
ついては､ ｢補助事
業の進め方 (平成19
年３月) ｣ にも明記
している事項であり､
今後この内容が徹底
されるよう市町村及
び地域県民局地域農
林水産部に対する指
導を強化することと
した｡

中南地域県
民局地域農
林水産部
三八地域県
民局地域農
林水産部

工業総合研
究センター

あおもり型バ
イオマス・チ
ャレンジ支援
事業

[バイオマスタウン構想の
未公表について (事業№２､
№４関連) ]
当該補助事業の実施手順
にあるバイオマスタウン構
想がいまだ作成されておら
ず､ 県にも提出されていな
い｡ 県では平成20年度末に
は提出するように要請して
いるが､ 当該事業は平成19
年度で終了していることか
ら､ 田舎館村に猶予を与え
すぎていると考える｡ 従っ
て､ 県は村に対して､ この
策定の確実性に関する判断
の根拠を具体的に示すよう
指導する必要がある｡ 示す
ことが出来ない場合には､
既に交付した1,065千円の
取り扱いについて､ 改めて
協議が必要である｡
なお同様に､ 監査日時点
でNo.４事業に関連する田
子町についても､ バイオマ
スタウン構想は未公表であっ
た｡ しかし､ 状況確認した
ところ､ 現在､ 東北農政局
と折衝中であり､ その原案
を閲覧することができた｡
従って､ 田子町については
進行中であるとの心証が得
られた｡

事業毎に区別可能
な委託料､ 使用料等
については､ 事業別
の支出実態に即した
金額の集計を行うこ
ととし､ 事業毎に区
別できない需用費等
の共通経費について

田子町については
平成21年３月31日付
け､ 田舎館村につい
ては､ 平成21年７月
31日付けでそれぞれ
バイオマスタウン構
想が公表された｡

たのは､ その方が､ 事業主
体に近いところで事細かな
指導が可能になるという効
果が期待されていたからで
ある｡ ところが､ 事業主体
が管理書類の記載方法を誤っ
て理解していただけでなく､
その訂正もされないまま､
放置されていたのは､ 東青
地域県民局及び青森市の指
導及び検査確認事務の不十
分性が原因であるといえる｡

ダイレクトバ
イオマスガス
型燃料電池開
発事業

[事業間の予算流用につい
て]
総務担当者は､ 年間を通
して事業別の支出実態をほ
とんど把握していないこと
から､ 事業別金額の集計を
行うにあたって､ 細節・節
別予算額の金額を実績額に
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操作的にあてはめ､ 最後に
生じた経理表上の節別金額
との差額を､ いずれかの事
業の金額に埋め込むことで､
作業を終了しているのが実
態である｡
これに対して､ 事業を行
う担当課では､ 実際の事業
担当者が経済実態に適合し
た証拠書類を保管しており､
外部監査人に対しての概要
説明は事業担当者が行う｡
国庫事業の場合には､ 国へ
の実績報告も同様である｡
事業担当者はそれなりの金
額的な根拠と計数データを
有していることから､ 結局
は同一事業の歳出データの
不一致・不整合が明らかと
なる｡ つまりは､ 一つの事
業について二つの実績デー
タ (国庫補助金事業では三
つ) が同一部局内で集計さ
れている｡
[研究実績の内部評価につ
いて]
本事業の達成度の評価は
Ｂが３名､ Ｃが３名であっ
た｡ 本件のように同数の場
合は所長が最終的な評価を
決することとされている｡
所長の評価はＣ評価なので､
本研究の達成度としては所
長の評価をそのまま反映し
てＣ評価とするのが一般的
だと思うが､ 最終的な評価
を決する際の所長の評価は
何故かＢとなり､ 内部評価
委員会としての総合評価は
Ｂとなった｡ なお､ 研究担
当者である部長自身による
研究の達成度に対する自己
評価はＢ評価である｡
当該評価結果は本庁の財
政課にも回覧されるなど､
次年度予算の編成のための
資料とされ､ 工業総合研究
センターのみならず､ 県の
重点施策決定などの点でも
重要な意味を持つとの説明
を受けたが､ 評価結果に至
る過程の透明性と公正性の
確保については､ 今後は十

は､ それぞれの事業
に適宜振り分けるこ
ととした｡
また､ 事業実績額
の確定にあたっては､
事業担当者の証拠書
類等との突合を行う
こととした｡

透明性､ 公平性確
保の点から､ 評価を
変える場合等には､
その経緯､ 理由等を
記録することとした｡

アルギン酸を
用いた燃料電
池用電解質膜
開発事業

分な考慮が必要であると考
える｡

[経理報告書の記載誤りに
ついて]
経理報告書の記載様式に
よると､ 消費税相当額の経
理区分欄には､ 消費税課税
対象外取引の５％の金額を
記載し､ それを加算した金
額で委託費を確定すること
と規定されている｡ しかし
ながら､ 工業総合研究セン
ターでは､ 独立行政法人理
化学研究所への委託費214
千円 (消費税込) について
も更に５％を計算した結果､
誤って､ 予算額に記載され
た消費税相当額15千円と同
額を決算額としており､ 結
果として､ 決算額は実績額
よりも過大計上となってい
た｡
本事案の場合､ 監査人が
計算した本欄の消費税相当
額は4.7千円であり､ 正し
い決算額は2,005千円とな
るが､ 結局は委託費の上限
である2,000千円を超えて
いるため､ 幸いにして､ 研
究委託費の過大受領という
結果にはならなかった｡ し
かし､ これは過大請求に繋
がりかねない致命的な集計
誤りと記載誤りである｡ こ
のような国庫事業の場合に
は､ 事務の誤りは不正会計
の疑念を生じせしめ､ 県行
政への信頼を失墜させるこ
とになるため､ 特に注意し
て実績報告書を作成する必
要がある｡

本案件については､
独立行政法人科学技
術振興機構に対し､
修正した報告書を提
出した｡
また､ 同様の事例
が起こらないよう､
所属内で本案件につ
いて周知徹底を図っ
た｡
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