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監査項目

平成26年２月14日

平成19年度分
監査箇所名

公益財団法 大学奨励金貸
人青森県育 与事業
英奨学会
(教職員課)

同

同

同

青森県監査委員

監査結果
貸倒引当金の不計上につ
いて
現在､ 延滞債権に対して
貸倒引当金が計上されてい
ない｡ 新公益法人会計基準
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奨学金事業におい
て､ 過去の実績に基
づいた貸倒引当金の
計上基準を定め､ 平
成24年度から､ 貸倒

措置の内容

吉

(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19年度､ 平成23年度及び平成24年度の包括外部監査の結果に基づき､ 青森県知
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監査項目

今後の契約の在り方

監査結果

有償で実施するべ

措置の内容

では､ 債権については ｢取 引当金の計上を行っ
得価額から貸倒引当金を控 た｡
除した金額をもって貸借対
照表価額とする｣ とされた
ため､ 今後は債権､ 特に延
滞債権に対しては､ 適正な
貸倒引当金を計上する必要
がある｡
貸与資金の財源は県補助
金であり､ 県民負担や公平
性の観点から確実に回収さ
れなければならないが､ 最
終的に自己破産等の法的事
実が発生し回収不能となれ
ば､ 不納欠損処理 (貸倒損
失処理) しなければならな
い｡ また､ それが確定して
いなくとも､ 経済的に回収
不能となる可能性が高い場
合には､ 回収不能額を合理
的に見積もり､ 会計処理上､
貸倒引当金として計上する
ことが必要である｡ 回収不
能額の算定は､ 一般的には､
債権金額に貸倒実績率を乗
じて算定するか､ または個
別に見積ることにより行う｡
現在は､ 過去に不納欠損処
理の計上は行われておらず､
貸倒実績率は算定できない
が､ 滞留率 (１−回収率) ､
免除､ 猶予等の状況､ 延滞
期間等を踏まえた比率を検
討し算定すべきと考える｡
また､ ２年超など長期延滞
債権については個別に回収
可能性を評価するなど､ 個
別に貸倒引当金を設定すべ
きである｡
また､ 寄付者及び補助者
から受け入れた財産の受託
責任を明確にするためにも､
貸倒引当金の計上基準を定
め､ 債権評価を適切に行い､
財産の状態について実態を
反映した適切な財務報告を
行う必要がある｡

監査箇所名

｢あおもり北

平成23年度分

総合販売戦

(  )
号外第５号

報
県
森
青
金曜日
平成26年２月14日

略課

総合販売戦
略課

彩館｣ 東京店
に関する事業

みちのく夢プ
ラザ (福岡の
アンテナショ
ップ) に関す
る事業

契約上､ 青森県物産振興
協会は､ 青森県産品の販売､
店舗イベントの開催､ 青森
県産品に係る営業活動の実
施､ 青森県産品に係る顧客
の評価等の把握及び商品性
向上のための指導・助言等
並びにその他店舗運営につ
いて有益な業務の実施を無
償で行うことになっており､
その代わり､ 店舗運営に係
る収入や通常経費は青森県
物産振興協会に帰属すると
している｡ 本来であれば店
舗運営に係る収入で賄うの
は､ 青森県産品の販売及び
店舗イベントの開催につい
てでありその他については､
青森県が有償で委託すべき
性質のものとも考えられる｡
一方､ 家賃は店舗収入で賄
い､ 収支の状況によっては､
県が補助金等で補てんする
のが適正な形と考える｡
アンテナショップ本来の
業務については､ 有償でも
実施させる必要がある｡ 特
に､ 青森県物産協会は今後
組織再編され､ アンテナショッ
プの運営は採算が重視され
る会社へと移行される予定
となっている｡ 青森県とし
ては､ そのような状況にな
った場合にも､ 収入の増加
は見込めないがアンテナショッ
プの目的として重要な業務
を着実に実施させる必要が
あると考える｡ そのために､
委託業務の内容を精査した
上で､ 無償で実施させる業
務と有償で実施させる業務
の区分を行うことが望まれ
る｡
その上で､ 青森県として
は委託業務に関する適当な
委託料を検討する必要があ
る｡
｢管理運営業務委託｣ に
おける実績報告書の提出
実績報告書の提出を義務
付けていないが､ 委託事業
が着実に達成されたかを確
認する意味においても実績

き業務として､ 平成
24年11月に ｢あおも
り北彩館マーケティ
ング支援業務委託｣
により､ 県産品の消
費者調査 (試食アン
ケート調査) を行っ
た｡
今後も必要に応じ
て､ あおもり北彩館
と協議していく｡

アンテナショップ
運営業務については､
平成25年４月１日付
けで変更契約し､ 平
成25年度から､ 業務
終了後に､ 事業実績

総合販売戦
略課

みちのく夢プ
ラザ (福岡の
アンテナショ
ップ) に関す
る事業

現在の業務実施体制につ
いて
北東北三県福岡合同事務
所運営協議会は､ みちのく
夢プラザの管理運営につい
ては､ 自ら経費を支出する
他､ 主に人件費についてみ
ちのく夢プラザアンテナシ
ョップ運営協議会に委託し
ている｡ みちのく夢プラザ
アンテナショップ運営協議
会は､ 実際には自ら業務を
実施するわけではなく､ そ
のまま業務委託している｡
みちのく夢プラザアンテナ
ショップ運営協議会を通し
て､ 委託する理由は､ 岩手
だけではなく青森県と秋田
県の物産振興に関する外郭
団体の店の運営の一部を担
わせようとするためと思わ
れる｡
現状のような体制となっ
たのには相応の理由はある
が､ 体制が複雑になってい
ることは確かである｡ また､
北東北三県福岡事務所運営
協議会とみちのく夢プラザ
アンテナショップ運営協議
会との契約書によると､
｢委託業務の全部又は一部
を (再) 委託し､ 又は請け
負わせてはならない｡ ｣ と
されている｡ これは､ 北東
北三県福岡事務所運営協議
会の書面によって承認を得
た場合には､ この限りでは
ないとされているが､ 全て
の業務をそのまま再委託す
ることは問題と考える｡
北東北三県福岡合同事務
所運営協議会とみちのく夢
プラザアンテナショップ運

報告書を提出させることが
望ましい｡ また､ そのため
に､ 契約書にも事業実績報
告書の提出に関する項目を
加える必要があると考える｡
今後､ 事業の成果に関す
る情報を十分把握すること
が必要であり､ それを含め
て事業計画を策定すべきで
ある｡

アンテナショップ
運営業務については､
平成25年４月１日付
けで変更契約し､ 平
成25年度から再委託
を廃止し､ 北東北三
県福岡合同事務所運
営協議会から岩手県
産株式会社への直接
業務委託とした｡

報告書を提出させる
こととした｡
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総合販売戦
略課

jengo ( 大 阪
のアンテナシ
ョップ) の事
業について

営協議会の２つの協議会が
ある意味を再整理する必要
がある｡ その上で､ どちら
かに業務を集約するか今後
も２つの協議会を活用する
のであれば業務分担を明確
にする必要がある｡ また､
今後も２つの協議会を活用
するのであれば､ 大阪のア
ンテナショップの体制の違
いを明確にする必要がある｡

監査結果

措置の内容

平成25年１月に､
｢北東北三県大阪ア
ンテナショップ｣ 物
産振興事業連絡会に
おいて､ 当面､ 大阪
のアンテナショップ
の運営を継続するこ
ととし､ 業務運営の
改善については､ 平
成24年度から､ 店舗
売上の増加に向けて､
店舗の商品棚を更新
し､ 取り扱い商品数
を増やしたほか､ 出
張販売を積極的に実
施している｡

監査項目

心電計及びボディ
ソニックリラクゼー
ション機器について､
平成25年７月11日に
廃棄に係る決裁を得
て､ 同年７月18日に
廃棄した｡

今後の運営について
現在､ jengoは店舗にお
ける販売業務については厳
しい採算状況となっており､
今後何らかの対応が望まれ
るところである｡ 平成24年
度については､ 委託先の水
道光熱費の負担を３分の１
から５分の１へ引き下げて
対応することとしているが､
平成25年度以降について､
店舗の運営も含めて未定と
なっている｡ 今後の業務運
営改善に向けた努力が必要
と考える｡

監査箇所名
資産の管理に
ついて

未稼働の重要物品につい
て
心電計及びボディソニッ
クリラクゼーション機器は
使用されずに保管されてい
る状態である｡ 今後も使用
しないのであれば､ 滅失手
続を経て廃棄することが望
まれる｡

平成24年度分

精神保健福
祉センター

施設にかかる
コストの計算
について

精神保健福
祉センター

平成19年度から平
成24年度までの精神
科デイ・ケア業務の
採算性について検証
を行ったところ､ 業
務費用 (人件費を含
む｡ ) が診療報酬収
入を下回った年度が
３回､ 上回った年度
が３回で､ 収支差額

精神科デイ・ケア業務に
かかる事務の執行について
精神保健福祉センターに
おいて精神科デイ・ケア業
務を実施していくには､ 精
神科デイ・ケア業務に係る
費用 (追加費用) と獲得で
きる診療報酬収入 (追加収
入) を対比して採算が取れ
ているのかを検証して､ 診

県立美術館

県立美術館

資産の管理に
ついて

資産の管理に
ついて

帳票と現物の照合につい
て
｢美術工芸品について､
(中略) 重要物品増減及び
現在高報告書提出時に現物
との照合を行っていない所
属がある｣ との平成22年度
特定行政監査結果に対し､
｢重要物品である美術工芸
品については､ 今後､ 年１
回その所在について確認を
行うこととする｡ ｣ との措
置状況が公表されている｡
平成23年度において､ 帳票
と現物の照合を行い､ 重要
物品に該当する美術資料の
全部について存在を確認し､
その事跡として ｢Ｈ23重要
物品確認リスト｣ を作成し
ていた｡
照合作業にあたって､ 梱
包状態の物品の内容の実在
性をどのように確かめたか､

遊休資産 (リース契約)
について
平成19年11月から平成24
年10月までの５年間のリー
ス契約で ｢ユビキタスシス
テム｣ を導入しているが､
平成22年度以降は利用され
ていない｡ 中途解約が実質
的に不可能な契約であるた
め､ 契約期間終了までリー
ス料が支出され､ 結果的に
22年度以降のリース料が無
駄に支出された状況である｡
今後は同様の事案が発生
しないよう､ 事前に費用対
効果や契約方式の検討を十
分に行うことが必要である｡

療報酬収入をより多く獲得
するとともに､ 人件費や需
用費を削減することによっ
て採算性を高めることが重
要である｡

重要物品である美
術品は､ 毎年度定期
的に作品画像データ
ベース等を活用して
所在確認している｡
また､ 梱包状態の
作品については､ 年
４回の常設展等の展
示替の機会を活用し
て､ データベースに
記録しながら内容確
認を行うよう手続き
を明確にした｡

今後､ ＩＴ機器等
を活用した情報提供
を行う場合は､ コス
トが低いソフト開発
によることを基本と
し､ 新たなＩＴ機器
等を導入する場合で
あっても､ 費用対効
果や契約方式等につ
いて､ 事前に十分検
討した上で判断する
こととした｡

も少額となっている
ことから､ 業務費用
と診療報酬は､ 均衡
が取れた状態にあっ
たことを確認した｡
今後も､ 診療報酬
収入を多く獲得する
よう努めるとともに､
処遇の質が低下しな
いよう配慮しつつ､
支出の抑制に努めて
いく｡
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県立美術館

県立美術館

県立美術館

管理票について
作品に直接管理票を貼付
することは作品の保全上適
当ではないとして管理票が
付されていない｡ 物品情報
を作品の外箱に記すなど代
替的な方法を試みていると
のことだが､ 作品以外の重
要物品には､ 帳票と現物の
確認を効果的・効率的に実
施するために､ 管理票を活
用する必要がある｡

平成25年３月に策
定した ｢青森県立美
術館5ヶ年運営計画
( H24-H28 ) ｣ に お
いて､ 新たな運営シ
ステムによる機能強
化や計画的な施設整
備等を実施すること
とし､ バランスシー
トや行政コスト計算
書等を活用しながら､
運営の効率化や経営
の合理化を図ること
とした｡

美術品については､
作品の特性に応じて
識票に替えて作品画
像データベース等に
より管理している｡
また､ 美術品以外
の重要物品について
は､ 一部新たに備品
の識票を貼付し､ 識
票貼付が困難な物品
については写真撮影
をするなど､ 現物確
認が的確に行えるよ
うにした｡

また展示中の物品について
はどのようなタイミングで
照合したかといった点を美
術館のノウハウとして蓄積
するために､ マニュアル化
しておくことが望まれる｡

施設にかかる
コストの計算
について

行政コストの年次比較に
ついて
平成19年度以降増加傾向
にある行政コストを抑制し
つつ､ 収入の増加を図って
いくことが効率的な運営を
支えると考えられる｡ 大ま
かには利用者の増加・利用
料収入の増加を図ること､
事業費・管理運営経費を節
減すること､ 設備の延命化
を図ることがあげられる｡
また､ 県が作成している
バランスシートと行政コス
ト計算書について､ 活用を
図ることが望まれる｡

平成25年３月に策
定した ｢青森県立美
術館5ヶ年運営計画
( H24-H28 ) ｣ に お
いて､ 美術館の個性
を顕在化し魅力向上
を図るほか､ 効率的､
効果的な運営体制の
構築を図るためＰＤ
ＣＡサイクルを確立
することとした｡ 当
該計画に基づき､ 入
館者増とコスト削減
に取り組む｡
なお､ 平成25年度

資産の管理に
ついて

施設にかかる
コストの計算
について

他県の施設とのコスト比
較
島根県・福井県との比較
を行ったところ､ ３館の中
では青森県の行政コストが
最大で､ 利用者負担率が最
小となっている｡ 入館者を
もっと増やすこと､ 行政コ
ストの削減に努めることに
より､ 利用者負担率を上昇
させる余地はあると考える｡
現状では､ 観光事業との
相乗効果が十分に生かされ
ているとは言い難く､ 三内
丸山遺跡との一体的な集客

県立美術館

県立美術館

図書館

支出手続につ
いて

指定管理者制
度について

情報公開につ
いて

青森県総合社会教育セン
ターと県立図書館に共通し
て発生する経費について
総合社会教育センターと
県立図書館に共通して発生
する費用は両施設で按分し

美術館運営改革プランに
ついて
｢美術館運営改革プラン｣
を包括する形で平成24年度
中に策定する5か年計画
(平成24年度〜平成28年度)
の間は､ 県が美術館を直接
管理運営するとしながら､
指定管理者制度の導入につ
いては､ 管理手法の一選択
肢として検討していくとの
ことである｡
５か年計画を遂行する中
で､ 指定管理者制度の導入
によって新たな事業展開を
含めてサービス向上が期待
できる部分､ 経費の効率化
が期待できる部分を明らか
にしつつ､ 制度の導入を継
続的に検討することが望ま
れる｡

年報の発行について
情報発信の一つとして年
報を発行しているが､ 平成
21年度以降未発行となって
いる｡ 年報作成のため毎年
度予算を確保しているもの
の､ ほかの広報経費に支出
している｡
毎年度適時に発行する体
制を整備すべきであり､ 内
容及び発行時期についても
標準化することが望まれる｡

も目に見える成果を上げて
いないが､ アイデア次第で
集客の余地は多く残されて
いるとも考えられる｡

総合社会教育セン
ターと県立図書館に
共通して発生する費
用については､ 県立
図書館相当分を按分
して管理し､ 要覧

平成25年３月に策
定した ｢青森県立美
術館5ヶ年運営計画
( H24-H28 ) ｣ に お
いて､ 経営の合理化
や財務体質の強化等
に取り組み､ 効率的､
効果的に運営する総
合的なマネジメント
システムを構築する
とともに､ 指定管理
者制度も含めた最適
な管理運営方策の検
討を継続することと
した｡

年報については､
毎年第２四半期を目
途に発行することと
し､ 平成24年度分の
年報については平成
25年８月に発行した｡
なお､ 平成21〜23
年度の年報について
は平成25年３月まで
に発行し､ ホームペ
ージで公表した｡

には､ 三内丸山遺跡
の復元住居等を活用
し､ シンポジウムや
読み聞かせ会等のイ
ベントを実施するな
どして､ 三内丸山遺
跡との連携を深める
とともに､ 県外でワ
ークショップを開催
するなどして､ 情報
発信を図り､ 入館者
の増に努めている｡
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図書館

図書館

図書館

支出手続につ
いて

｢古文書マイクロフィル
ムデジタル化業務委託｣ の
事務について
指名競争入札において､
結果的に１者が入札に参加
しており､ その者と契約を
締結している｡ 今後､ 同様
の業務を行う場合の参考と
するためにも､ 入札辞退者
へ辞退理由を確認するなど
１者のみの参加となった理
由を確認しておく必要があ
る｡
また､ 指名業者への通知
から入札までの期間が妥当
であったかについても再度
検証する必要がある｡
利用者１人あたり
の行政コストの引き
下げについては､ こ
れまで同様に図書館
全体経費の節減に継
続的に取り組んでい
くこととした｡

入札辞退者へ確認
した結果､ 辞退の主
な理由は､ 専門的で､
特殊な機械を用いて
行う業務であったた
め､ とのことであっ
た｡
当業務は平成22・
23年度の事業であり､
県財務規則に則り処
理したものであるが､
これらの点を踏まえ､
監査結果については
今後の業務の参考と
していきたい｡

(平成25年度版) に
記載し､ 公表するこ
ととした｡

施設にかかる
コストの計算
について

行政コストの年次比較に
ついて
利用者１人あたりの行政
コストは､ ここ数年減少傾
向にある｡ これは年間利用
者数が増加していることに
起因しており､ 今後も利用
者１人あたりの行政コスト
を引き下げる努力を継続し
ていくことが望まれる｡

ていたが､ 平成24年度以降
総合社会教育センターに指
定管理者制度が導入された
結果､ 従来両施設で按分し
ていた費用について平成24
年度においては県立図書館
では予算計上していない｡
予算上､ 両施設に共通し
て発生する費用について県
立図書館で予算計上しない
ことは問題ないが､ 管理会
計上､ 県立図書館はこれら
の経費も含めて管理するこ
とが望ましい｡

施設にかかる
コストの計算
について

都道府県立図書館
において指定管理料
に人件費を含むのは､
岩手県立図書館のみ
であるが､ 指定管理
料のうち人件費相当
額が明確でないこと
から､ 比較は困難で
あった｡ なお､ 施設
維持管理業務に指定

他県の図書館とのコスト
比較
今後､ 他の指定管理者導
入自治体における図書館の
人件費 (指定管理者人件費
を含む) と青森県立図書館
の人件費を比較する必要が
ある｡ 図書館の運営の在り
方については県が決定する
ことであるが､ 人件費も含

図書館

図書館

梵珠少年自
然の家

梵珠少年自

施設にかかる

資産の管理に
ついて

施設運営の在
り方について

施設運営の在
り方について

行政コストの年次比較に

非構造部材等の管理
耐震対策として､ 平成９
年度に本館・食堂､ 平成20
年度に体育館の耐震工事を
行っている｡ 一方､ 非構造
部材の被害の可能性につい
ては実態の把握が難しい状
況にある｡ 今後も学校施設
に準じて定期的な点検が必
要と思われる｡

ボランティア制度の実効
性を高める方策の検討
ボランティア制度を導入
したことは大変評価ができ
る点である｡ ボランティア
が今後も有効なものとなる
ために課題等に随時対応す
ることが望まれる｡ また､
ボランティア制度による効
果 (サービス向上と結果と
しての経費節減) について
は定期的に確認する必要が
ある｡

図書館の管理運営の在り
方についての継続検討
今後も県が直接管理運営
しながら､ ボランティアを
導入することによってサー
ビス向上を図るとしており､
現状において指定管理者制
度は導入しない方針をとっ
ており､ 県の方針について
は特に問題ないと考えるが､
ボランティアを導入したこ
とによるサービスの向上効
果については定期的に確認
する必要がある｡

めて経費の節減については
今後も努力が必要である｡

８月の利用促進及

従前より､ 毎月第
一週に施設設備の安
全点検を行っていた
が､ 平成25年６月に
非構造部材点検チェ
ックリストを新たに
作成し､ それに基づ
き､ 非構造部材につ
いても点検を行うこ
ととした｡

ボランティア活動
の充実を図るため､
研修や意見交換を実
施するとともに､ 一
般利用者からボラン
ティアに関する意見
を徴し､ ボランティ
ア制度による効果に
ついて､ 定期的に検
証することとした｡

ボランティアとの
意見交換会を実施し､
また､ 一般利用者等
からボランティア活
動に関する意見を徴
し､ サービスの向上
効果について､ 定期
的に検証することと
した｡

管理者制度を導入し
ている都道府県立図
書館の行政コストと
の比較を行うことと
した｡
また､ 利用者１人
あたりの行政コスト
の引き下げについて
は､ これまで同様に
図書館全体経費の節
減に継続的に取り組
んでいくこととした｡
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然の家

梵珠少年自
然の家

梵珠少年自
然の家

梵珠少年自
然の家

施設運営の在
り方について

施設運営の在
り方について

コスト計算に
ついて

８月の利用の促進につい
て
部活での利用の促進や主
催事業の実施などを検討し､
８月の利用者を増やす工夫
が必要である｡

少年自然の家の管理運営
の在り方についての継続検
討
公の施設の管理の在り方
については､ サービスと費
用の関係で見なければなら
ないため､ 指定管理者制度
の導入が必ずしも万能薬と
いうわけではないが､ 少な
くとも経費節減という課題
に対しては､ 取り得る選択
肢の一つである｡ 指定管理
者制度の導入あるいは一部
導入も含め､ 管理運営の在
り方については今後も継続
的な検討が必要である｡

ついて
施設の有効性を判断する
ためには､ 行政コスト計算
書､ バランスシート以外の
指標も加味した多面的な分
析が必要となるが､ 今後も
施設の有効性を高めるため
工夫が必要である｡

積雪期における自
然体験事業の開発を
行い､ チューブそり
コースやスノーシュ
ー等を活用し､ 申込
不要で冬の自然に親
しむことのできる事
業を行うこととした｡

部活動に加え､ 幼
稚園や保育園､ 子育
てサークル等に向け
た利用例やモデルプ
ランを記載したチラ
シを作成し､ 配布す
るとともに直接出向
いて説明することに
より､ 利用促進に努
めることとした｡
また､ 家族単位で
キャンプ場・炊事場
を利用できる事業の
開発を行い､ ８月の
一定期間､ キャンプ
を実施することとし
た｡

管理運営の在り方
については､ 指定管
理者制度の導入も含
め､ 自然体験活動や
集団宿泊訓練等を通
して､ 心身ともに健
全な少年を育成する
という少年自然の家
の役割を踏まえ､ 引
き続き検討すること
とした｡

び11月から４月の主
催事業の見直しを行
うことで､ 利用者の
増加を図り､ 今後も
利用者１人当たりの
行政コストの引き下
げなど､ 施設の有効
性向上に努めること
とした｡

施設運営の在
り方について

主催事業の実施時期につ
いて
利用者が少ない11月から
４月頃までの利用をいかに
増やすかが今後の課題であ
る｡ この時期は小学校の各
種イベントも多いことから､
これらに配慮しつつ積極的
に主催事業を行うことが望

青森県道路
公社

青森県道路
公社

青森県道路
公社
(道路課)

資産の管理に
ついて

適切な管理体制について
現状の体制については､
・課長及び管理事務所長
等の一定の役職に兼任
が多くみられる
・経理課長が10年以上異
動していない
の問題があると考えられる
点もある｡
現在､ 高コスト体質から
脱却すべく一般管理費等を
削減しており､ 人員増によ
る管理の重層化が困難であ
るのは理解できるが､ 責任
が特定個人に集中しすぎて
は組織的な牽制が機能しに
くくなる恐れがある｡ また､
異動がないことは､ 組織運
営面及び業務環境面でも問
題がある｡
現在のところ平成41年度
まで存続することを前提と
した組織を考える必要があ
り､ そのことを考慮して､
交代・後任の人材育成・登
用を考えなければならない｡

みちのく有料道路
の橋梁耐震補強工事
は､ 県の補助金を活
用し､ 平成25年度で
完了予定であり､ ま
た､ トンネルについ
ては平成25年度から
一部補修工事を実施
している｡
なお､ 各有料道路
の施設の補修におい
て､ 今後も県と協議
をし､ 県の補助金を
活用できるものはこ
れを優先し､ 公社単
独費と併せ､ 適切な
施設の管理に努めて
いくこととしている｡

内部牽制について
は､ 決裁権者と押印
管理者を異にし､ ま
た､ 監事による経理
に関する例月監査を
実施していること等
により､ 内部牽制を
図っている｡
今後は､ 担当業務
のローテーションや
人材育成・登用など､
将来的な組織のあり
方について継続的に
検討していくことと
した｡

ましい｡

事業にかかる
事務の執行に
ついて

安全性向上策について
今後も設備の老朽化は一
層進み､ 維持補修にかかる
費用が今まで以上に発生す
る可能性が高いと考えられ､
債務の早期返済と道路の維
持管理業務がトレードオフ
になる可能性も捨てきれな
い｡
重大事故に繋がる可能性
がある橋梁やトンネル､ 落
石などの対策にかかる工事
については､ 今後も県との
協議により適切に対応する
ことが望まれる｡

県では､ 公社が道
路の機能向上のため
の工事を実施するた
めに､ 補助金を公社
に交付し､ すでに橋
梁の耐震補強工事等

出資団体の事
務に対する県
の関与につい
て

みちのく有料道路の借入
金等の返済可能性について
みちのく有料道路の借入
金等を全額返済するには､
料金徴収期間が終了する平
成41年度まで毎年6.5億円
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公益財団法
人青森県フ
ェリー埠頭
公社

公益財団法
人青森県フ
ェリー埠頭
公社

公益財団法
人青森県フ
ェリー埠頭

余裕金の運用について
フェリー埠頭公社は余裕
金を定期預金で運用してい
るが､ 運用のタイミング等
については見直す余地があ
る｡
現在は超短期の定期預金
も商品化されるなど多様化
しており､ このような商品
の利用可能性も検討する必
要がある｡ あるいは､ 寄附
行為で認められている国債
や地方債の運用も検討する
価値はあると考える｡
現在の定期預金への預け
入れのタイミングや預入額
については､ よりきめ細か
い配慮が必要と考える｡

契約工事の工期延
長による契約保証の
保証期間延長の確認
については､ 契約変
更締結時に ｢保証期
間確認｣ 欄を設ける
とともに､ 平成24年
11月以降関係職員全
員に周知徹底を図っ
た｡

を実施済みであり､
平成25年度にはトン
ネル天井板撤去工事
を実施したところで
ある｡
また､ 上北自動車
道の開通に合わせて､
インターチェンジへ
のアクセス道路の整
備等を実施している｡

資産の管理に
ついて

青森港フェリー埠頭 第
２・第３バース可動橋油圧
配管工事について
工期延長に伴う契約保証
の延長が行われておらず､
無保証となっている期間が
あった｡ 工期を延長した場
合は契約保証期間の延長も
行うことが原則であるため､
今後､ 同様の事例が生じた
場合には､ 対応に注意する
必要がある｡

青森港フェリータ
ーミナル解体工事に
ついて､ 低入札調査

以上の金額を返済し続ける
必要がある｡
道路公社が借入金等の返
済を優先させ､ 工事等を抑
制するということを予防す
るためにも､ 県が､ 道路の
管理運営上､ 安全性に直結
するものについては､ 必要
な措置を講じることを要望
する｡
県においても､ 上北道路・
上北天間林道路・天間林道
路の開通に合わせ､ みちの
く有料道路の利用促進を考
慮した､ 施設の誘致・建設､
または周辺アクセスの整備
などは積極的に行ってもら
いたい｡

会計処理及び
経理処理につ
いて

青森港フェリーターミナ
ル解体工事について
12者が応札して､ うち10

余裕金については､
きめ細やかな効率的
運用を図るため､ 平
成25年２月より､ 短
期間の定期預金での
運用を行うこととし
た｡

会計処理及び
経理処理につ
いて

公社

公益財団法
人青森県フ
ェリー埠頭
公社

公益財団法
人青森県フ
ェリー埠頭
公社

公益財団法
人青森県フ
ェリー埠頭
公社

出資団体の事
務に対する県
の関与につい
て

人件費及び人
員構成につい
て

会計処理及び
経理処理につ
いて

災害復旧引当預金の取り
扱いについて
公益財団法人への移行を
目指して作業を進めている
が､ 新公益法人制度では､

理事会の出席状況につい
て
１事業年度における理事
会の開催回数は３回程度で
あり､ また､ 理事が全員出
席しているケースは見受け
られなかった｡
フェリー埠頭公社は ｢公
益財団法人｣ への移行を目
指して作業を進めているが､
新制度移行後の理事会の在
り方については十分留意す
る必要がある｡

入札制度の明確化につい
て
フェリー埠頭公社の財務
規程では､ 契約は､ 原則と
して青森県財務規則の契約
の例に準じて行うと定めて
いるが､ 青森県の契約実務
と完全に一致させることま
では想定していない｡ 青森
県の契約実務と完全に一致
させていないのであれば､
フェリー埠頭公社としての
契約のルールを規則等で具
体化させておく必要がある｡

者が最低制限価格未満で失
格となり､ 2番目に高い価
格で入札した業者が落札し
ている｡ 入札参加者の応札
額が近似している状況から
みて､ 工事品質に大きな違
いが生じることはなかった
可能性も考えられる｡
低価格での応札による工
事品質の低下の可能性を懸
念するのであれば､ 最低制
限価格制度よりも低入札価
格調査制度を採用していた
ほうがメリットがあったの
ではないかと考える｡
最低制限価格制度の意義
とメリットを再考し､ 入札
制度の在り方も見直しを行
う必要がある｡

公社の所有する施
設については､ 災害
発生時の対応として､
従前の災害復旧引当
預金に代わる管理運

平成25年４月１日
の公益財団法人移行
後は､ 理事会､ 評議
員会ともに代理人な
どは認められず本人
出席が必要となるこ
とから､ 出席できる
時期等に十分留意し
日程調整を行うこと
とした｡

契約に係る県の契
約実務と取扱を異に
する場合には､ 青森
県フェリー埠頭公社
入札指名審査会にお
いて､ その妥当性を
判断するとともに､
議事録に明記するこ
ととし､ 公社指名審
査要領の改正を行っ
た｡

を行うためには､ 建
築工事に係る高度な
専門性が必要であり､
公社の体制に鑑み､
十分な調査を行えな
い懸念があったため､
最低制限価格を設定
し､ 発注したもので
あるが､ 当該建築工
事のように､ 公社の
体制に鑑み､ 県の運
用と取扱を異にせざ
るを得ない場合につ
いて､ 入札制度の見
直し (公社指名審査
要領の改正) を行っ
た｡
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資産の管理に
ついて

出資団体の事
務に対する県
の関与につい
て

現金等の管理について
手持ちの現金を極力少な
くするよう努めるとともに､
預金通帳・印鑑の管理を含
め､ より一層慎重で､ かつ
牽制の利いた管理について
検討することが望まれる｡

フェリー埠頭公社のキャ
ッシュ・フローの状況につ
いて
青森港フェリー埠頭及び
八戸港フェリー埠頭とも､
桟橋等賃貸料は定額となっ
ており､ 損益計算書上では
安定的に利益が出ているが､
最近のキャッシュ・フロー
は必ずしも安定しておらず､
このような状況は今後も続
く可能性があるため､ 今後
より一層､ 経費の削減や自
主財源の獲得に努めていく
必要がある｡

固定資産管理台帳
に基づき固定資産の
写真撮影を行い台帳
に写真を添付し一体
的な管理を行うこと
とした｡

手持現金は釣銭等
日常業務の必要最小
限度額としているほ
か､ 通帳と印鑑はそ
れぞれの管理者の監
督のもと､ 別々に管
理することとした｡

平成25年４月１日
の公益財団法人移行
を踏まえ､ 月次損益､
業務推進状況､ それ
らの課題等の的確な
把握に努めるととも
に､ 引き続き､ 経費
節減のほか､ 余裕金
のきめ細かな運用等
により自主財源の獲
得に努めることとし
た｡

営特定資産 (約12億
円) を設け対応する
こととした｡
なお､ 資金不足の
場合には､ 借入によ
り対応することとな
る｡

資産の管理に
ついて

固定資産の管理について
定期的な棚卸を網羅的か
つ効率的に行い､ 遊休資産
の把握や資産の有効利用を
図る前提として､ 個々の資
産に管理票を貼付するなど､
従来よりも緻密な固定資産
管理を行うことが望ましい｡

災害復旧引当預金のような
将来の特定の活動に要する
資金を積み立てることが出
来る条件の一つとして､ そ
の資金を使う活動の内容及
び時期が具体的であること
という条件があり､ 災害復
旧引当預金は認められない
ことになる｡
災害が発生した場合の対
応方法については､ 平常時
から考え方を整理しておく
ことが望ましく､ フェリー
埠頭公社及び県はそのよう
に対応を図る必要がある｡

資産の管理に
ついて

アスパムの修繕費
用については､ １件
100万円程度までは
観光連盟が負担し､

修繕費の負担について
アスパムは開館後26年を
経過し､ 今後､ 修繕や設備
の更新に係る費用が増えて

公益社団法
人青森県観
光連盟

公益社団法
人青森県観
光連盟

公益社団法
人青森県観
光連盟

事業にかかる
事務の執行に
ついて

人件費及び人
員構成につい
て

会計処理及び
経理処理につ
いて

事業の目的､ 単位につい
て
観光連盟は多くの事業を
実施しているが､ その中に
は､ 目的が不明確な場合や
類似の事業が複数行われて
いる場合がある｡
改めて各事業の目的を確
認した上で､ 必要な場合､
事業の単位や取組内容につ

賞与引当金の計上につい
て
現在､ 賞与引当金が計上
されていないため､ その計
上が課題となっている｡ 公
益法人会計基準に則り､ 適
切に処理することが求めら
れる｡

委託契約の経済性につい
て
県の補助事業､ 受託事業
では随意契約､ 特に一者随
契が多くなっている｡ 個別
に見ると一定の合理性のあ
る事情は認められるが､ 価
格の競争性が行われない契
約が中心となっているのは
事実である｡
観光物産館管理運営事業
と駐車場管理等運営事業で
も３割程度が一者随契であ
る｡ また､ 指名競争入札が
行われている契約も毎年入
札参加者が類似し､ 結果的
に同一業者が落札している
状況が長期に続いている｡
今後､ 委託契約の競争性､
透明性のより一層の向上を
図り､ 経済性を追求した事
務手続きとしていくことが
望まれる｡

くることも予想される｡ 観
光連盟の中長期的な経営見
通しを立てるためにも､ ア
スパムの今後の修繕計画と
その費用負担ルールについ
て､ 県と観光連盟で改めて
確認しておくことが必要で
ある｡

平成25年度事業を
整理・見直し､ 平成
26年度当初予算に向
けた取組等を県に要
請した｡

公益法人移行を契
機として､ 賞与引当
金を平成24年度会計
に予算計上した｡

随意契約を行う際
には､ 原則として２
者以上からの見積書
を徴することとし､
１者随契を行う際は
合理性の判断を慎重
に行うとともに､ そ
の理由を明記するこ
ととした｡
また､ 指名競争入
札については､ 当連
盟の会計事務が青森
県財務規則により処
理することになって
いることから､ 業種
区分､ 契約金額及び
県の等級名簿により
適正に処理を行って
いるが､ 執行管理に
おいても新たに担当
者を定め確認を徹底
することとした｡

それを超えるような
場合は県負担として
いたが､ 県との建物
(無償) 賃貸借契約
書では明記されてい
ないため､ 100万円
以上の修繕を県負担
とする覚書を取り交
わした｡
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出資団体の事
務に対する県
の関与につい
て

青森県観光連盟運営費補
助金について
本補助金は､ 民間主導に
よる観光推進業務の自立的
な体制への移行に向けて観
光連盟が行う観光振興に係
る事業の運営に要する経費
について交付することとさ
れている｡ 実際には､ 特定
の事業実施を目的としたも
のではなく､ 常勤理事､ 文
化観光推進員の人件費を中
心として補助されているも
のである｡
県によると､ 過去の経緯
を踏まえた経過措置とのこ
とであるが､ 補助金の目的
や補助により促進される成
果､ あるいは補助対象など
が明確とは言えない｡ 運営
費や管理費は､ 本来観光連
盟の自主財源や受託事業に
かかる間接経費分などで賄
うべき性格のものである｡
県は､ 目的や対象を明確
にして補助金を交付すべき
であり､ このような形で運
営費を補助することは避け
る必要がある｡

いて見直していくことが望
ましい｡

出資団体の事
務に対する県
の関与につい
て

震災復興支援誘客促進事
業について
本事業は､ 東日本大震災
の影響で打撃を受けている
県内観光産業の復興に向け
て緊急的な対策を講じるた
め県から委託されたもので
ある｡
県から観光連盟への委託
仕様書では､ 助成等の対象
となる宿泊施設を観光連盟
の会員又はその構成員の施
設としている｡ 観光連盟の
会員やその構成員によって
県内の宿泊施設を網羅でき
ていないとすれば､ 公平性
の観点から対象施設を限定
することは慎重に行う必要
がある｡
県から観光連盟を通じて
間接補助を行う際には､ 公

平成25年度の補助
金交付要綱において､
補助対象事業を具体
的に列挙するなど､
補助金の目的・対象
を明確にした｡

今後は､ 県から観
光連盟を通じて間接
補助事業を行う際に､
公平性や公益性の観
点にも十分留意して
行うこととした｡ な
お､ 当該事業は､ 震
災対応の緊急的な事
業で､ 速やかな実施
が必要であったため､
助成対象施設を観光
連盟の会員又はその
構成員の施設とした
ものである｡
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出資団体の事
務に対する県
の関与につい
て

県補助金・委託料の100
％間接補助・再委託につい
て
青森県観光事業振興費補
助金及び東北新幹線全線開
業１周年情報発信事業費補
助金は全額が委託料として
支出されている｡ コンベン
ション誘致促進事業補助金
のうち､ コンベンション開
催費補助及び戦略的コンベ
ンション誘致拡大事業の補
助は､ すべて助成金として
支出されている｡ また､ 青
森県観光情報ネットワーク
システム事業では､ 委託料
の100％が再委託されてい
る｡
県は､ 補助金や委託料が
実質的にそのまま観光連盟
から他に支出されるような
場合､ 県が直接支出する場
合と比較して､ 観光連盟を
介在させる必要性や利点､
観光連盟でしかできない事
情など､ 合理的な理由を記
録しておくことが必要であ
る｡ 合理的な説明ができな
い100％再委託等は避ける
べきである｡

県では､ 負担金は
共同で事業を行う場
合の一構成員として
の支出､ 補助金は観
光連盟の事業への支
援としての支出､ と
いう考え方に基づい
て運用している｡
なお､ 平成25年度
の支出負担行為にお
いて､ 負担金の根拠
や内訳明細等の文書
を添付することとし
た｡

県では､ 観光連盟
への補助・委託する
場合には､ 観光連盟
を介在させる必要性
や利点､ 観光連盟で
しかできない事情な
ど､ 合理的な理由を
起案に記載すること
とした｡

平性や公益性の観点にも十
分留意して行うことが求め
られる｡

出資団体の事
務に対する県
の関与につい
て

負担金の根拠文書の保管､
及び補助金との区別につい
て
観光連盟への負担金は､
それぞれまとまった財政支
出であり､ その妥当性を十
分説明する必要があるとと
もに､ 事後的に財政支出に
よる効果を検証し､ 後年度
の企画や予算編成に活かす
ためにも､ 金額の根拠や内
訳明細等の文書を整理し､
添付しておくことが望まし
い｡
また､ 財源との関係で金
額の根拠となる証拠書類を
確認する補助金が望ましい
とのことで､ 大型観光キャ
ンペーン事業推進事業費が

補助金と負担金に分けて県
から観光連盟に支出されて
いる｡
負担金と補助金は､ 性質
の異なる支出であり､ 事務
手続や必要な文書にも違い
が出てくる｡ 状況によって
負担金と補助金が恣意的に
選択されるようなことがな
いように､ 負担金として財
政支出をする場合のルール
を明確にして運用すること
が必要である｡
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