



務

局

平成23年12月14日

監査項目

平成20年度分
監査箇所名

同
同
同

事業実施状況報告書の記
載内容について
交付規則上､ 市は県に対
して､ 青森県電源立地地域
対策交付金交付要綱に基づ

監査結果

青森県監査委員

条の38第６項の規定により､ 措置の内容を公表する｡

○

原子力立地
対策課

電源立地地域
対策費補助
(設備設置・
購入事業)

泉
元
工
岡

山
木
藤
元

兼

篤

哲

人

光

子

章

今後の同様の事態
の再発防止のため､
各担当者に対し注意
喚起を行った｡ また､
記載内容について担
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原子力立地給
付金事業

割引拒否者・不能者に関
することについて
経済的理由から所在不明
となっている需要家のみな
らず､ 原子力施設に対する
思想・心情的理由から､ 電
気料金割引を長期間拒否し
ている需要家等も数多く存
在している｡ その住民等が､
心情の変化により過去の受
取拒否分についても遡って
受取りを希望した場合には､
現行実務上､ 不交付とする
に当たって口頭での意思確

補助金に含まれる消費税
の還付について
｢電源立地地域対策交付
金規則｣ 第21条において､
交付金事業者は交付金に係
る消費税等の仕入税額控除
税額が確定した場合には､
主務大臣に報告するととも
に､ 条件に適合した場合に
は消費税等の返還を行うこ
ととされている｡ 本県の補
助金交付要綱には該当する
条項が無く､ 交付事業者へ
の交付金交付決定通知書第
６に記載があるのみである
ため､ 返還の必要がない場
合には ｢別記様式 仕入税
額報告書｣ の提出を受けて
いないことが明らかとなっ
た｡ 平成19年度の返還の必
要性はないことは確認でき
たが､ 交付金規則に定めら
れた規定は間接交付者とし
て交付要綱に明記するべき
である｡

き交付前執行を行った場合
には､ 年度中でも四半期ご
とに事業の実施状況を報告
しなければならない｡ 監査
の結果､ 第２四半期報告書
では事業進捗率が35.05％
となっていたが､ 第３四半
期のそれは０％と記載され
ていた｡ この記載は明らか
に整合性を欠くものであり､
原子力立地対策課のチェッ
ク体制が不十分であったと
考える｡

平成23年４月１日
に交付要綱の改正を
行い､ 住民からの交
付申請に対して拒否
できる旨の規定を整
備した｡

平成22年９月13日
に交付要綱の改正を
行い､ 消費税等の仕
入控除税額が確定し
た場合の知事への報
告及び交付金返還の
規定を整備した｡

当者の確認の他､ 複
数者による再確認を
行うこととした｡
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原子力安全
対策課

モニタリング
等広報事業

認を拠り所とせざるを得な
い状況にある｡
住民は法の下に平等であ
り､ その理念に従って交付
事務が行われているが､ 過
去の意思決定の証拠となる
文書として残しておかなけ
れば､ 住民の権利意識の高
まりとともに､ 交付する自
治体側の対応に不都合が生
じると考える｡ もし県が今
後も過去の交付不能情報を
保有し続けないのであれば､
住民からの交付申請に対し
て拒否できる旨の条項を補
助金交付要綱に定める必要
があると考える｡
国庫交付金の事業窓口へ
の事業実績報告書の操作に
ついて
本事業の財源はエネルギ
ー総合対策局が窓口となっ
て受け取る国庫交付金であ
る｡ 実施部局である当課は､
エネルギー総合対策局に事
業実績を報告しているが､
その実績報告書の事業費内
訳と決算統計節別集計表の
内訳金額が不一致となって
いる (なお､ 事業費合計は
一致している) ｡
原因は主として､ 令達先
が決算統計節別集計表上で
旅費､ 使用料及び賃借料を
架空計上したことによるも
のであり､ 明らかな事業間
の流用である｡ ルールとし
て節間の事業費流用には所
定の決裁行為があるべきで
あるが､ 本事業については
令達先で決裁を受けた形跡
はない｡
当課では､ 財政課への提
出時に､ 令達元 (エネルギー
総合対策局) の決裁は慣行
として受けていないとのこ
とである｡ 予算の令達先が
令達元に対して､ 支出実績
について決裁行為を経るこ
となく､ 個人的に操作して
報告する実態は､ 組織管理
上の不適正事項である｡ こ
の事例では､ いわば､ 令達

実績報告書及び決
算統計節別集計表の
内訳について､ 事業
毎の執行実態と突合
し､ 反映したものと
した｡
また､ 当初予算に
過不足が生ずること
となった際には､ 予
算の補正等を行うこ
とで適切な予算執行
とした｡

原子力セン
ター

緊急時連絡網
整備事業

実績数値の集計・記入の
正確性について
本事業の実績費実績が､
節別統計集計表には正確に
集計・記入されていない｡
意図的な数値の操作があ
るために､ 緊急時連絡網整
備事業の全体金額も､ 予算
額と実績金額が２つずつの
数字を持ち､ 矛盾が生じて
いる｡ こうした二重帳簿の
ような不適切な財務事務は､
速やかな改善が必要である｡

決算統計節別集計
表の節別の内訳につ
いて事業毎の執行実
態と突合し､ 反映し
たものとした｡
また､ 当初予算に
過不足が生ずること
となった際には､ 予
算の補正等を行うこ
とで適切な予算執行
とした｡

決算統計節別集計
表の節別の内訳につ
いて事業毎の執行実
態と突合し､ 反映し
たものとした｡
また､ 当初予算に
過不足が生ずること
となった際には､ 予
算の補正等を行うこ
とで適切な予算執行
とした｡

元・令達先・財政課の三者
間での三重帳簿状態となっ
ている｡ 部局間の文書であっ
ても､ 令達先は令達元に対
して､ 責任感を持って正確
な数値を報告するべきであ
り､ 通常の決裁行為と同様
に､ 公文書として決裁を受
けるべきである｡

環境放射線等
モニタリング
事業

事業間の事業費流用につ
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
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
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環境放射線テ
レメーターシ
ステム等運用
事業

事業別実績数値の不正確
性について

事業別の事業費実績の不
正確性について
以下の支出科目に関して､
正しい実績数値が節別統計
集計表に記入されていない
ことがわかった｡
① 委託料
実際の委託料の支払金
額は91,684千円であるに
もかかわらず､ 93,014千
円が実績として決算統計
節別集計表に計上されて
いる｡ このような会計実
務が県では一般的に行わ
れているが､ 好ましい会
計実務ではない｡ 実績金
額はあくまで実際の支払
額である91,684千円とし
て報告する必要がある｡
原子力センターが数字
を意図的に調整する理由
は､ 他の事業から金額を
付け替えることで予算の
余剰をなくすことによっ
て､ 今後の予算が削減さ
れることを阻止できると
考えるためである｡
② 役務費
テレメータ回線使用料
11,712千円が正確な支払
金額であるが､ 11,795千
円を実績として計上して
いる｡ これは17年度の実
績数値であり､ 19年度の
当初予算金額でもある｡
役務費はこの他に火災保
険料53千円が予算として
計上されている｡ しかし､
火災保険料は実際には15
千円しか支払っておらず､
現在､ 表示盤には火災保
険は掛けていない｡ つま
り､ その合計額である
11,727千円が正しい実績
数値であるが､ 操作的に
当初予算どおりの11,848
千円を実績数値としてい
る｡

つ) が同一部局内で集計さ
れている｡

クロスチェッ
ク実施事業

決算統計節別集計
表の節別の内訳につ
いて事業毎の執行実
態と突合し､ 反映し
たものとした｡
また､ 当初予算に
過不足が生ずること
となった際には､ 予
算の補正等を行うこ
とで適切な予算執行
とした｡

決算統計節別集計
表の節別の内訳につ

原子力センタ
ー維持管理事
業 (国庫交付
金分)

環境放射線等
技術者研修事
業

他事業間の同一節間の予
算流用について
当事業の旅費予算額は899
千円､ 決算統計節別集計表
上の旅費も899千円であり､
一見予算額通りに執行がさ
れているように見える｡ し
かしながら､ 監査人が実際
に月別に集計すると､ 決算
統計節別集計表の額を超過
する結果となった｡
ここで重要なことは､ 個
別事業において旅費予算を
超過してしまった事実があ
ることだけではなく､ その
事実が､ 他の事業との予算
流用によって､ 適切に決算
統計節別集計表に表現され
ることなく隠蔽されたこと
にある｡ 原子力センターに
おける支出のほとんどが国
庫支出金でカバーされるた
めか､ この事業にかかる旅
費の実績は事業別に厳密に
は行われておらず､ 国庫か
ら交付される放射線監視等
交付金にかかる付帯雑費と
してしか整理していない｡

決算統計節別集計表の委
託料合計金額について
決算統計節別集計表の金
額は20,091千円であるが､
委託料調から当該事業に係
る委託費を集計した結果は
16,719千円である｡ この過
大計上分は､ 他事業からの
流用である｡

旅費は予算も実績も251
千円になっているが､ これ
は予算金額であり､ 正確な
実績額は第１回検討会 (六
ヶ所) ２千円､ 第２回検討
会 (千葉) 180千円､ 第２
回検討会 (青森) ５千円
(５人) の合計189千円で
あった｡ しかし､ この実績
は決算統計節別集計表には
反映されておらず､ 実績数
値が実態に対して62千円の
過少表示となっている｡

決算統計節別集計
表の節別の内訳につ
いて事業毎の執行実
態と突合し､ 反映し
たものとした｡
また､ 当初予算に
過不足が生ずること
となった際には､ 予
算の補正等を行うこ
とで適切な予算執行
とした｡

決算統計節別集計
表の節別の内訳につ
いて事業毎の執行実
態と突合し､ 反映し
たものとした｡
また､ 当初予算に
過不足が生ずること
となった際には､ 予
算の補正等を行うこ
とで適切な予算執行
とした｡

いて事業毎の執行実
態と突合し､ 反映し
たものとした｡
また､ 当初予算に
過不足が生ずること
となった際には､ 予
算の補正等を行うこ
とで適切な予算執行
とした｡
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原子力安全
対策課

原子力防災計
画修正等事業

県予算は､ 事業ごとに立
案していることを考えると､
実績集計も事業ごとに厳密
に行うべきであり､ 安易に
事業間で流用することは妥
当ではない｡
決算統計節別集計表の不
実記載について
平成17年度から平成19年
度においては､ 事業として
支出実績が全くないので､
決算額は､ ０円となるはず
である｡ しかし､ 決算統計
節別集計表上では､ 平成17
年度365千円､ 平成18年度
537千円､ 平成19年度374千
円という金額が不正に記載
されている｡ 担当者の話で
は､ 他の事業で使用した金
額をここに記載してしまっ
ているとのことであった｡
また､ 監査の際に提出を受
けた事業概要の説明資料上
も､ この374千円の誤った
決算額とともに､ ｢県原子
力防災計画の修正等につい
て検討を実施した｡ ｣ との
記載もあった｡
決算や実績の報告が正確
に行われていないのは､ 非
常に問題である｡ 特に､ 本
事業のように不測の事態に
備えて予算を計上している
場合においては､ 支出が全
くない場合には､ ０円とい
う正しい記載がなされない
と､ その余った予算を他の
事業に流用するなど､ 決算
や予算獲得の調整弁に利用
されるおそれがあるので､
現状のような事務手続きは､
今後改める必要がある｡
計画修正の要否の検討に
ついて
関係市町村との打ち合わ
せは､ かしこまって行って
はいないものの､ 防災訓練
や他の会合などの場で､ 適
宜､ 情報交換や話し合いを
行い､ 計画の修正の要否に
ついては､ その際に検討し
ているとのことであった｡

決算書類について､
事業の執行実態を正
確に反映したものと
した｡
また､ 当初予算に
過不足が生ずること
となった際には､ 予
算の補正等を行うこ
とで適切な予算執行
とした｡

関係機関等から意
見があった場合も含
め､ その都度修正す
べきか否かを判断す
ることとし､ その結
果は課内決裁の手続
きを行い､ 記録とし
て残すこととした｡

エネルギー
開発振興課

むつ小川原
原燃興産株
式会社

むつ小川原企
業対策費事業

決算統計節別集計表上の
計上額について
(旅費)
決算統計節別集計表の旅
費の決算額は987千円であっ
たが､ これは､ 予算の金額
と全く同額である｡ しかし､
予算積算どおりに会議は行
われていないため､ 決算額
が予算どおりになるはずは
ない｡
(使用料及び賃借料)
使用料のうち17千円は､
｢むつ小川原総合交通対策
連絡協議会サイクル対策調
整連絡会議｣ のための会場
使用料なので､ 決算統計節
別集計表上､ 本事業で計上
すべきものではなく､ 地域
振興対策事業で計上すべき
だった｡

本法人は就業の場
の確保と県民所得の
向上等地域振興に資
する目的で設立され
た経緯があることか
ら､ 平成20年12月か
ら地元雇用状況､ 平

今後､ 事業実績の
正確な把握に努め､
適切な予算執行がな
されるよう万全を期
することとした｡ (当
該事業は､ 平成20年
度で廃止した｡ ) ｡

その結果､ 平成19年度にお
いては､ その計画修正の必
要性がなかったということ
で､ 原子力部会の委員を集
めて会議を行わなかったの
が実情である｡ 結局､ 現状
では､ 計画変更の要否につ
いての判断がどのようにな
されたのかについて､ 確認
できる資料は全くない｡
明らかに計画修正の必要
がないのであれば､ いちい
ち委員を集めて会議を開催
し､ 関係市町村に出向いて
打ち合わせを行う必要はな
いと思うが､ 事務手続きと
しては､ 毎年､ 計画修正の
必要性について､ 防災会議
の各委員や関係市町村の担
当者から文書やメールによ
り意見を伺って､ 修正の必
要があるか否かの検討を行
い､ その検討プロセスは記
録に残しておくべきである｡

むつ小川原原
燃興産 (株)

出資の評価・意義の積極
的な公表について
本法人の場合には県の出
資比率が25％のため､ 県の
公社等に関する監視対象で
もあり､ 監査委員の監査対
象法人でもある｡ つまり､
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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

県の管理コストも相当かかっ
ていることから､ 投資の回
収を中心として､ 出資の効
果を説明する必要があると
考える｡ 実際､ 社員の多く
は本県出身者であり雇用確
保に貢献していること､ 取
引関係はなくとも県が株主
にいることで､ 下請け業者
に本県企業が入っている実
態もあるということである
ことから､ 投資に見合う県
内経済への貢献が果たされ
ていることを､ もっと積極
的に周知することが､ 県に
とっても必要であると思わ
れる｡
審査委員会による事業採
択について
県は､ バイオマスの専門
家を中心にアドバイザリー
ボード (構想策定支援とし
て６名､ 事業化支援として
６名) を設置し､ そのメン
バーの中から､ チャレンジ
支援事業に関する審査委員
５名 (構想策定支援３名､
事業化支援２名) を選任し､
事業採択について農林水産
部長に進言することとした｡
この審査委員会は平成19年
６月27日に開催されたが､
出席者は構想策定支援の３
名のみであり､ この３名の
採点により､ 最終的に採択
が決定された｡
出来るだけ幅広い視点か
ら､ 事業化までを見込んだ
採択が行われなければ､ 補
助事業が無駄になると考え
る｡ 特に､ 事業化を目的と
すれば､ 事業化支援の専門
家の中でも県の試験研究機
関の意見は貴重なものだと
考えるが､ 今回の欠席者に
は県工業総合研究センター
の職員も含まれる｡ 仮に､
他のアドバイザリーボード
メンバーや研究センター職
員の代理出席という形も可
能であれば､ わずか３名と
はならなかったと思うし､
それが不可能であれば､ 少

成22年７月から県内
企業との取引状況に
ついて､ ホームペー
ジに掲載することと
した｡

｢あおもりバイオ
マス・アドバイザリ
ーボード｣ 及びあお
もり型バイオマスチャ
レンジ支援事業審査
委員は､ 当該個人に
委任しているもので
あるため､ 代理人の
出席は不可能であっ
た｡
しかし､ 事業内容
の審査は､ より広い
見地から行われるべ
きであるため､ 事業
の審査会や外部委員
から意見聴取する会
議を行う場合は､ 可
能な限り全審査委員
の出席が可能な日程
調整を図るよう対応
した｡
なお､ ｢あおもり
型バイオマス・チャ
レンジ支援事業｣ は
平成19年度で廃止と
なっている｡

○

監査項目

監査結果

地方税法上､ 個人
県民税の課税の権限
は､ 市町村に専属し
ており､ 市町村に対
し､ 引き続き､ 三税
協力の推進など､ 必
要な助言を行った｡

措置の内容

し多めに委員を選任し､ そ
の中から日程の都合がつく
委員に出席依頼を行うよう
にできれば､ 県が当初の目
標として設定した５名の専
門家の意見と採点結果を反
映した結論として､ 更に公
正・公平な事業採択ができ
たものと考える｡

監査箇所名

個人県民税

納税義務者の捕捉
県の個人県民税の納税義
務者の捕捉の努力は不十分
である｡ 納税義務者の捕捉
について､ 県は積極的に取
り組み､ 市町村に対しては
主導的立場に立って指導・
支援を行い､ 課税の公平の
実現に向け努力する必要が
ある｡

平成21年度分

市町村振興
課
税務課

個人事業税

個人事業税の課税
については､ 国・地
方が連携して､ 所得
税データを受信､ 活
用するシステムを平
成23年１月から導入
し､ その結果､ 原則
として､ 各税務署に
出向いた調査を廃止
し､ 閲覧・転記作業
がなくなったほか､
税額計算を電算シス
テムで行い､ 計算・
端末入力作業の効率
化が図られた｡

中南地域県
民局県税部

事業税の算定について
税務署での確定申告書の
データ閲覧・処理票転記後
の事業税の算定は全て手作
業で行われており､ 相当の
労力が投入されており､ 今
後の改善が望まれる｡

｢不申告法人に係
る法人県民税・事業
税の事務処理要領｣
(平成23年３月31日
付け総務部長通達)
により､ 除却処理の
統一的な基準等に関
する事務処理要領を
定めた｡

法人二税

不申告法人の除却処理の
規定について
法人を除却するという判
断は､ 均等割の課税あるい
は課税の公平性にも関係す
るものであり､ 極めて重要
なものである｡ ｢除却処理｣
に関連する内部統制を強化
し､ 業務の可視化､ 業務の
標準化により､ ミスの防止
や課税の公平性の確保に資
することが望まれる｡ また､

税務課
東青地域県
民局県税部
中南地域県
民局県税部
三八地域県
民局県税部
西北地域県
民局県税部
上北地域県
民局県税部
下北地域県
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民局県税部

税務課
三八地域県
民局県税部

税務課
下北地域県
民局県税部

法人二税

法人二税

業務の文書化は､ 担当者が
変わった場合でも､ 業務の
品質を一定水準に保つこと
にも有用である｡

｢不申告法人に係
る法人県民税・事業
税の事務処理要領｣
(平成23年３月31日
付け総務部長通達)
により､ 破産手続を
開始した法人を含め､
不申告法人に係る除
却に際し､ 実態調査
の実施方法等の統一
的な事務処理要領を
定めた｡

｢不申告法人に係
る法人県民税・事業
税の事務処理要領｣
(平成23年３月31日
付け総務部長通達)
により､ 除却処理の
統一的な基準を定め
た｡

不申告法人の除却処理を
する際の判断について 破
産手続開始登記について
｢破産手続開始登記｣ さ
れたことにより除却処理さ
れている法人が見受けられ
る｡ 除却することで､ 最低
でも法人県民税均等割の賦
課徴収の権利を放棄するこ
とにつながる｡ 破産手続を
開始した法人は､ すぐに除
却処理するのではなく､ 破
産手続終結の決定を以て除
却処理するのが原則である
と思われる｡ もしくは､ ｢破
産手続開始登記｣ の事実を
確認したら､ 遅滞なく調査
を行い､ 会社としての実体
を確認し､ その結果を受け
て初めて実体がなければ除
却するというのが規定に基
づく処理であるといえる｡

｢不申告法人に係
る法人県民税・事業
税の事務処理要領｣
(平成23年３月31日
付け総務部長通達)
により､ 除却決裁後
の速やかな事務処理
について定めた｡

不申告法人の除却処理を
する際の判断について 除
却判断の不統一について
不申告の回数が１回で､
電話による最初の調査から
約１ヶ月で除却処理されて
いる事例がある一方で､ ５
年､ ６年と不申告を続けて
いる会社に対し､ 平成20年
度中に一度も実態調査が行
われていない会社も存在し
ている｡ 最低限の判断の基
準を作成し､ それに基づい
て業務を運用すべきであり､
県全体としての基準あるい
は指針を作成することが望
まれる｡

不申告法人の除却をする
際の事務手続きについて
不申告法人の現地調査を
平成19年度中の１月や２月
に行い､ 調査表上それ以降
の記載がないにも係わらず､
除却の決裁が平成20年度の
４月､ ８月になされている

税務課
東青地域県
民局県税部
中南地域県
民局県税部
三八地域県
民局県税部
西北地域県
民局県税部
上北地域県
民局県税部
下北地域県
民局県税部

税務課

法人二税

休業処理に関連して
登記上の法人格は存在す
るものの､ 実体としての企
業活動がなく､ また清算手
続を行う資金がない法人に
関して休業届の提出により､
実質的に均等割の納付を免
除している場合があるが､
地方税法や条例に基づく処
理ではないため､ その手続
が周知されておらず､ 課税
の公正性に若干の疑問を持
たざるを得ない｡ 現実的に
必要な対応とも考えられる
が､ そうであればその手続
の指針や要綱を作成し､ 周
知しなければ結果としての
公正が確保されないものと
思われる｡

平成23年６月29日
に記載要領を一部改
正し､ 一覧性のある
表を付すとともに､
消費税の取扱いにつ
いても明記した｡

｢不申告法人に係
る法人県民税・事業
税の事務処理要領｣
(平成23年３月31日
付け総務部長通達)
により､ 法人から休
業の届出があった場
合の統一的な事務処
理について定めた｡

例があった｡ 本来であれば
平成19年度中に除却処理が
なされるべきであったもの
と推察され､ 平成19年度の
数字が多すぎるため平成20
年度に回したとも受け取ら
れかねない｡ 除却の決裁は
遅滞なく行うべきである｡

法人二税

医療法人に関連して
イ. ｢記載要領｣ のわかり
やすさについて
県の ｢医療法人等に係
る法人事業税申告書添付
書類の記載要領｣ は､ 文
字の羅列による説明で､
非常に分かりづらい｡ 決
算事務を行う側の立場に
たち､ 文字情報だけでは
なく一覧性のある表を付
し､ 明瞭性のある理解し
やすい ｢記載要領｣ 又は
｢記載の手引｣ に改訂す
る事が望ましい｡
ロ. 消費税に関連して
県の ｢医療法人等に係
る法人事業税申告書添付
書類の記載要領｣ の中の
収入科目の説明で消費税
(地方消費税を含む｡ 以
下同じ｡ ) に関する言及
が一切ない｡ 消費税の理
論的背景を考えると､ ｢そ
の他の収入金額について｣
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税務課
東青地域県
民局県税部
中南地域県
民局県税部
三八地域県
民局県税部
西北地域県
民局県税部
上北地域県
民局県税部
下北地域県
民局県税部

税務電算シス
テムのコスト
と現状

監査項目

県債管理基金

総論

平成22年度分
監査箇所名
会計管理課
財政課
市町村振興
課
県民生活文
化課
環境政策課
健康福祉政
策課
医療薬務課
高齢福祉保
健課
こどもみら
い課
障害福祉課
工業振興課
労政・能力
開発課
構造政策課
林政課
農村整備課
観光企画課
原子力立地
対策課

財政課

及び ｢益金に計上した消
費税の額についての注意｣
を ｢記載要領｣ に記載す
ることを検討することが
望ましい｡
古い基本ソフトの使用中
止
事務処理効率及びセキュ
リティなどの問題点から､
できる限り最新のソフトウェ
アが稼動できるパソコンに
切り替えていくべきである｡

監査結果

平成17年度に情報
システム課で配布し
たパソコンについて
は､ リース期間満了
により最新のものに
更新した｡

措置の内容

運用先､ 運用商品
について ｢歳計現金
及び基金の運用手順｣
に基づき､ 長期運用

基金の運用手続について
出納局から､ ｢青
基金は確実かつ効率的に 森県公金管理方針｣
運用 (基金に属する現金は､ 及び ｢歳計現金及び
最も確実かつ有利な方法で 基金の運用手順｣ に
保管) しなければならない 基づく手続を怠りな
が､ 県の基金運用方針は､
く実施するよう､ 基
｢最も手間がかからず過去 金所管部局長に通知
の慣行どおりの｣ 方法で行っ した｡
ているにすぎない｡ 複数の
また､ 当該通知に
金融機関をリスク評価した よって､ 今後は基金
上で､ リターンを比較する の運用の都度､ これ
という資金運用の基本とも らの手続の実施経緯
いうべきプロセスを踏む必 を､ 基金所管部局長
要がある｡
から出納局への通知
文書に明記させるこ
ととした｡

金融商品選択手順の標準
化について
運用先､ 運用商品決定に
関する客観的・具体的手順

健康福祉政
策課

医療薬務課

災害救助基金

医療施設耐震
化臨時特例基
金

定期預金の預入期間につ
いて
厚生労働省からの交付金
の受入後､ 事務処理の遅延
により運用の開始が遅れた

備蓄物資の評価について
これまでの評価損の計上
が不定期である｡
評価替えが基金の残高に
大きな影響をあたえること
を考えると､ 今後棚卸マニ
ュアル等を作成し､ 定期的
に評価損を計上する必要が
ある｡

備蓄物資の保管数量につ
いて
備蓄物資の必要な保管数
量の根拠がはっきりしない｡
今後棚卸マニュアル等を作
成し､ 適正な数量を算定す
るなどの対策が必要である｡

備蓄物資の保管について
物資の現況確認を定期的
に行い､ 使用できない物資
は破棄するなどの管理をす
る必要がある｡

基金残高の確保について
本県の基金残高は法令で
定められた最少金額に167
千円満たない状況である｡
法令で定める最少額を満た
さないことについてのやむ
を得ない事情の説明もない
ため､ 法令で定めた最少額
を満たす予算措置をするべ
きであった｡

等の整備を行い､ より有利
な運用を検討する必要があ
る｡

事務の進捗状況を
管理するため､ 各職
員から年間業務スケ
ジュールを提出させ､
これをグループマネ

東日本大震災によ
り､ 備蓄物資のほと
んどを活用したこと
から､ 改めて備蓄量
等を含めた備蓄物資
に係る基準を定め､
定期的な評価額の実
施を行うこととした｡

東日本大震災によ
り､ 備蓄物資のほと
んどを活用したこと
から､ 改めて備蓄量
等を含めた備蓄物資
に係る基準を定め､
適正な数量を確保す
ることとした｡

東日本大震災によ
り､ 備蓄物資のほと
んどを活用したこと
から､ 改めて備蓄量
等を含めた備蓄物資
に係る基準を定め､
定期的な現況確認を
行うこととした｡

平成23年度当初予
算措置において､ 最
少額を満たすよう予
算措置した｡

が可能な部分につい
ては債券による運用
も検討する中で､ 金
融機関等からの情報
収集を行い､ 金利面
で有利な運用先､ 金
融商品によることと
し､ 新たに1年超の
運用も実施した｡
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高齢福祉保
険課

介護職員処遇
改善等臨時特
例基金

介護基盤緊急
整備等臨時特
例基金

地域福祉基金

預入期間が同一の定期預
預入する期間が１
金の運用について
か月以上となる基金
預入期間が同一であるに については､ 別段預
も関わらず小口にしてしまっ 金とはせず､ 全て大
たために､ 低利率になった 口定期預金等 (金融
定期預金がある｡
機関・預入金額によ
預入期間が同一の定期預 り､ 譲渡性預金・大
金の場合は､ 積極的に別証 口定期預金・スーパ
書で管理しなければならな ー定期預金など) に
い場合を除き､ 有利な利率 預入した｡ また､ 預
で運用すべきである｡
入期間が同一となる
場合は､ 同一の証書
で管理し､ 有利な利
率で運用することと
した｡

取崩目的の拡大解釈につ
いて
この基金の処分は､ 高齢
者の健康や福祉の増進に関
する事業を行う民間の団体
に対する補助等に要する経
費の財源に充てる場合に限
られているが､ 21年度の基
金取崩額の一部を利用して
いる健康啓発等事業は､ 広
い年代の方が参加する事業
で､ 基金の取崩目的を拡大
解釈しているといえる｡ 基
金の処分については､ 条例
を改正しない限り安易な拡
大解釈は慎むべきものと考
える｡

ため､ 資金運用の機会損失
が生じている｡

基金の目的に合致
するよう財源充当す
る事業の精査を図っ
た｡

ージャーがチェック
することとし､ 事務
処理遅延が生じない
ような管理体制を構
築した｡

予算残額を基金の
処分目的に合致しな
い他の費目で充当し
ないよう留意し､ 決
算統計節別集計表に
ついても､ 十分精査
して調製することと
した｡ 共通経費につ
いては､ 課内各事業
の支出額と予算額等
の按分等により､ 適
切な金額を積算する
こととした｡

基金の流用について
予算総額 (＝基金取崩額)
と決算統計節別集計表を一
致させるため､ 最初に賃金
や委託費などの直接費を集
計した後､ 予算残額を他の
費目で充当するという恣意
的操作により､ 集計された
金額の中には基金の処分目
的に合致しない支出が含ま
れることとなる｡ 部で発生
する共通経費の配賦につい
て､ 県は早急に一定のルー
ルを作成した上で､ これを

こどもみら
い課

障害福祉課

子育て支援対
策臨時特例基
金

障害者自立支
援対策臨時特
例基金

周知徹底する必要がある｡

基金の概算取崩しについ
て
基金取崩が全て概算で行
われているため､ 事業ごと
の基金取崩額と執行金額の
間に余剰と不足が発生して
おり､ 通算の余剰金が基金
に戻され､ 新たに運用開始
するまで運用利息を得られ
ないことになる｡
事業ごとの差額を最小化
するため､ 事業所要額に対
する取崩額の算定を厳密に
行う必要がある｡

基金の取崩しに当
たっては､ 各事業の
執行に当たり不足す
ることの無いよう取
崩しを行っていると
ころであるが､ 基金
事業全体での執行状
況及び各事業の執行
見込額の精査により､
取崩額と執行額との
乖離を少なくするよ
う改善を図った｡
その結果､ 平成21
年度末の未収金：
632,595 千 円 に 対 し
て､ 平成22年度末の

基金の取崩に当た
っては､ 当初予算編
成時に確認した各事
業の所要額を上限と
した上で､ 事業担当
課等に所要額を再確
認するなど､ 事業所
要額に対する取崩額
を厳密に管理するこ
ととした｡
なお､ 県及び市町
村事業については､
所要額が予算編成後
の状況変化により予
算額を上回る場合は､
補正予算編成に係る
対応状況等を確認し
た上で追加取崩を行
うこととした｡

預入期間が同一の定期預
預入する期間が１
金の運用について
か月以上となる基金
預入期間が同一であるに については､ 別段預
も関わらず小口にしてしまっ 金とはせず､ 全て大
たために､ 低利率になった 口定期預金等 (金融
定期預金がある｡
機関・預入金額によ
預入期間が同一の定期預 り､ 譲渡性預金・大
金の場合は､ 積極的に別証 口定期預金・スーパ
書で管理しなければならな ー定期預金など) に
い場合を除き､ 有利な利率 預入した｡ また､ 預
で運用すべきである｡
入期間が同一となる
場合は､ 同一の証書
で管理し､ 有利な利
率で運用することと
した｡

年度内の概算取崩しにつ
いて
基金の執行予定額を基金
の事業ごとに管理してそれ
ぞれの事業ごとに概算取崩
しを行ったため､ 概算取崩
額と執行額との間に多額の
差異が生じ､ 繰戻金 (未収
金) が発生し､ これにより
運用収益の逸失利息が生じ
ている｡
今後は､ 執行予定額を基
金全体でも把握し､ 概算取
崩額との間に多額の差異が
生じないように運用するべ
きである｡

号外第91号

報
県
森
青
水曜日
(  ) 平成23年12月14日

労政・能力
開発課

緊急雇用創出
事業臨時特例
基金

ふるさと雇用
再生特別基金

別段預金について
別段預金が多用されてい
るが､ ２カ月間から１カ月
間の定期預金運用が可能で
あり､ 結果として運用の機
会を失わせたことになる｡
現状の別段預金の多用を見
直し､ 定期預金の運用をす
るべきである｡

基金の内の未収債権につ
いて
事業実施額が計画を下回
ることで取崩し超過額が発
生しており､ 基金に戻し､
新たな運用に組み入れるま
で運用利息を得られないこ
とになる｡
管理方法を見直し､ 基金
取崩し額と事業費確定額の
差額を最小化することが必
要である｡

別段預金について
別段預金が多用されてい
るが､ ２カ月間から１カ月
間の定期預金運用が可能で
あり､ 結果として運用の機
会を失わせたことになる｡
現状の別段預金の多用を見
直し､ 定期預金の運用をす
るべきである｡

基金の取崩につい
ては､ 年度当初の事
業計画額を基に四半

基金の運用は全て
定期預金での運用と
し､ 別段預金での運
用は､ 年度末に満期
となる定期預金を次
年度当初すぐに取り
崩す必要がある場合
にのみ行うこととし
ているが､ その場合
にも年度当初速やか
に取り崩すこととし
た｡

基金の取崩につい
ては､ 年度当初の事
業計画額を基に四半
期毎に取崩計画を立
て､ 事業の追加等に
より補正で事業計画
額が変更になる場合
には､ 取崩計画もそ
の都度見直し､ 基金
取崩額と年度末の事
業費確定額の差額が
最小となるよう努め
るとともに､ 差額の
最小化を図るため､
年度末の補正時期に
合わせて各事業の精
算見込額調査を行い､
調査によって生じた
不用額については､
定期預金による運用
を図ることとした｡

基金の運用は全て
定期預金での運用と
し､ 別段預金での運
用は､ 年度末に満期
となる定期預金を次
年度当初すぐに取り
崩す必要がある場合
にのみ行うこととし
ているが､ その場合
にも年度当初速やか
に取り崩すこととし
た｡

未収金：46,094千円
となった｡

基金の内の未収債権につ
いて
事業実施額が計画を下回

観光企画課

教職員課

高等学校授業
料減免事業等
臨時特例基金

美術資料取得
等基金

補助金交付要綱の作成お
よび支払業務の失念につい
て
文部科学省からの交付金
の交付決定後､ 業務の失念
により実際の受入が遅れた
ため､ 資金運用の機会損失
が生じている｡

企画展実行委員会との開
催経費負担に関する契約に
ついて
｢企画展実行委員会に要
する経費の負担に関する協
定書｣ には､ 企画展事業完
了後の収支決算額にかかる
具体的な ｢剰余金の処分に
関する事項｣ がなく､ 収支
決算額の不足額の補てんを
どこまでするのか､ 及び剰
余金の全額を県へ返戻がさ
れるのか不明確である｡

ることで取崩し超過額が発
生しており､ 基金に戻し､
新たな運用に組み入れるま
で運用利息を得られないこ
とになる｡
管理方法を見直し､ 基金
取崩し額と事業費確定額の
差額を最小化することが必
要である｡

国からの交付金が
県の基金に積立され
ていないことが判明
した後､ 直ちに積立
手続を行ったところ
であり､ その後の基
金管理にあたっては､
基金の積立､ 取崩､
利息積立の事務をそ
の都度法令等に則し､
遅滞なく行うことと
した｡
なお､ 各種交付金
・基金など新たな制
度が創設される場合
には､ 必要な手続に
ついて複数の職員が
確認することとし､
遺漏のない事務処理
を行うこととした｡

平成23年度に発足
した企画展実行委員
会から ｢企画展実行
委員会に要する経費
の負担に関する協定
書｣ において ｢剰余
金の処分に関する事
項｣ について収支決
算額の不足額の全額
補填及び剰余金の県
への全額返戻の旨を
記載することとした｡

期毎に取崩計画を立
て､ 事業の追加等に
より補正で事業計画
額が変更になる場合
には､ 取崩計画もそ
の都度見直し､ 基金
取崩額と年度末の事
業費確定額の差額が
最小となるよう努め
るとともに､ 差額の
最小化を図るため､
年度末の補正時期に
合わせて各事業の精
算見込額調査を行い､
調査によって生じた
不用額については､
定期預金による運用
を図ることとした｡
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市町村振興
課

工業振興課

財務指導課
(全庁的対
応)

発電用施設等
所在市町村等
企業導入促進
基金

物品の管理について
物品の管理について､ 適
正な処理が行われていない｡

基金の運用について
別段預金での運用､ 大口
定期預金の短期の預入によ
る運用は､ 基金条例の最も
有利な方法により保管しな
ければならないということ
に当てはまらない｡ 有利な
方法による運用に改善が必
要である｡

貸付を受ける市町村等の
要件について
資金の貸付けは条例に規
定する要件を備えていなけ
ればならず､ 具体的基準を
青森県市町村振興基金運用
方針において定め､ これを
満たさない市町村には原則
として貸付けを行わないも
のとしているが､ 基準を下
回った市町村にも貸付を行
っている｡
例外の安易な適用は運用
指針の形骸化に繋がりかね
ないことから､ 場当たり的
な対応をせずに､ 慎重な検
討を行い運用指針の改正を
含めた対応を望む｡

年度途中での新規
貸付金の見込額を精
査し､ 別段預金の額
を減らした上で､ 大
口定期預金の額を増
やし､ 運用期間の延
長 (６ヶ月→１年)
を行った｡

｢地方公共団体の
財政の健全化に関す
る法律｣ の全面施行
に伴い､ 平成22年度
地方債同意等基準
(平成22年総務省告
示第133号) 第三の
一の２ (2) に基づ
き､ 財政健全化計画
策定市町村について､
計画内容に問題があ
る又は実施が着実に
行われていない市町
村には原則として資
金の貸付けを行わな
いこととして､ 平成
23年３月16日付けで
青森県市町村振興基
金運用方針の一部改
正を行った｡

市町村振興基
金

物品管理につ
いて

物品管理の適正な
処理のため､ 次の対
応を行った｡
・ ｢財務事務の適正
執行の確保について｣
(平成23年４月６日
付け青財指第11号)
の文書の発出により､
各所属において備品
標識のちょう付等に
ついて確認するとと
もに､ 重要物品の現
物照合に係る事務手
続について自己検査
することとした｡
・ ｢出納局からのお
知らせ (平成23年６
月) ｣ の文書の発出
により､ 包括外部監
査結果の指摘内容及
び物品管理に係る財
務規則等の根拠法令

中南地域県
民局地域農
林水産部

環境保健セ
ンター

三八地域県
民局地域整
備部

平成12年度
共同防除組織
等果樹産地体
制強化緊急対
策事業費補助
金について

平成13年度
物品管理につ
いて

平成13年度
物品管理につ
いて

備品シールの貼付につい
て
重要物品以外の幾つかの
物品にシールが貼付されて
いなかった｡ 定期的にシー
ルの貼付状況を観察し､ 剥
がれていたら再度貼付する
などの措置が必要である｡

備品出納票と備品シール
との日付の相違及び備品出
納票の押印漏れ
重要物品のうち､ 高速液
体クロマトグラフに貼付し
ているシールの受入日が間
違っているので､ 修正すべ
きである｡ また､ 同備品出
納票には使用職員の受領印
が漏れていた｡ 正しく押印
すべきである｡

補助金交付対象資産の確
認方法について
県は補助金の負担者とし
て､ 事業者から直接の確認
はしなくても､ 市町村から
の書面報告は受けるべきと
思われる｡

指摘の対象となっ
た物品については､
シールを貼付した｡
なお､ 指摘を受け
た後は､ 随時､ 貼付
状況を観察し適正に
処理していくことと
した｡

指摘の対象となっ
た物品については､
シールの受入日を修
正するとともに､ 備
品出納票には使用職
員の受領印を押印し
た｡

耐用年数期間中に
財産処分が行われて
いないかを確認する
ため､ 耐用年数が残
っている施設・機械
等をリスト化し､ 市
町村に対して対象リ
ストの利用状況を書
面で報告するよう指
示を行った｡

について周知を図っ
た｡

物品貸付調書への押印漏
れについて
凍結防止剤散布装置の返
納を受けた際､ 受入調書上
の供用員の押印が漏れてい
た｡ 上長は決裁文書中の押
印を含めた内容等を正確に
把握の上､ 決裁をする必要
がある｡

物品貸付調書へ押
印し是正済｡ 平成23
年度には､ 様式改正
により返却に伴う供
用員の押印は不要と
なったが､ 現在､ 貸
付に当たっては､ 物
品と調書内容との間
で誤りがないよう､
担当者以外に､ 課長､
副課長が内容を正確
に把握し､ 部長決裁
を受けている｡ また､
返却に当たっては､
担当者が物品と貸付
調書を付き合わせた
後､ 課長､ 副課長が
物品と調書との内容
を確認することとし
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県立図書館

文化財保護
課

た｡

指摘事項への対応内容の
図書の収蔵につい
公表について
ては､ ３年程度ごと
指摘事項にあるような事 に状況調査を実施し
態が回避されている旨を確 ており､ 平成23年２
認､ 図書の収蔵能力の観点 月時点であと約８年
では緊急性がなくなったと で収蔵能力を超える
の結論を得ているからといっ と試算された｡ この
て､ 新たな収蔵計画の具体 ため､ 書棚の増設や
的な策定は未だ行われてお 配置方法などの見直
らず､ 新書庫収蔵計画等の しを行いながら､ 引
公表などによって指摘に対 続き収蔵スペースの
する対応を明確にしていな 確保に努めるととも
いのは十分な対応とはいえ に､ 収蔵計画策定等
ない｡ 指摘への対応の継続 の検討を進め､ 書庫
的な公開も､ 又､ 重要であ の状況等をホームペ
ると認識すべきである｡
ージで継続的に公表
することとした｡

備品シールを貼付
し是正済｡

平成14年度
青森県立図書
館における図
書の収蔵能力
について

備品の管理につい
ては､ 財務規則等に
より行っているが､
県立図書館の取組と
して､ 点検手順を作
成し､ 毎年度､ 何時､
誰が､ 何をチェック
して､ それを確認を
したのは誰かという
ことを記録すること
とし､ より適切な備
品管理を行うことと
した｡

物品へのシール貼付につ
いて
災害用トイレが倉庫内に
保管されていたが､ シール
が貼付されていなかった｡

平成14年度
青森県立図書
館の備品の管
理について

備品の管理方法の検討に
ついて
備品管理の方法について､
何時､ 誰が､ 何をチェック
して､ それを確認したのは
誰かということが記録され
ているものはなかった｡
担当者の執務記録簿の作
成や年度点検計画策定など
によって指摘事項に対し､
適切に対処すべきである｡

県立美術館が行っ
た平成21年度縄文時
遊館清掃作業業務委
託に係る入札につい
て､ 不適正な事務処
理が行われたことが
判明したことから､
県立美術館では入札
執行時に財務規則上
の適正な人員である
３名体制で行うこと
など､ 財務規則の遵
守や競争原理が働く
よう改善することと

平成14年度
三内丸山遺跡
委託費の指名
競争入札につ
いて

入札手続における自由競
争原理の実効性について
問題となっている入札手
続が真の意味での適正性を
確保していたか否かという
観点で､ 数値上の一致及び
入札書の状況から､ 適正か
つ公正な入札が行われたか
について強い疑念が残る｡
また､ 類似する他の委託
業務を検証すると､ 結果と
して高い落札率を繰り返し
たことは改善に向けた努力
が不十分であったといわざ

平成14年度
三内丸山遺跡
の物品の管理
状況について

物品の廃棄基準について
寄贈された物品などでそ
の役目を終わったと思われ
る物などについて､ 保管さ
れている状況は好ましくな
く､ 廃棄の基準などを設定
して適正な保管に努めるべ
きである｡

重要物品の管理状況につ
いて
新たに設置した展示ケー
ス１台の記載漏れがあった｡
また物品ごとに貼付される
票の脱落している物品も認
められた｡

るを得ない｡
青森県としても疑念を持
たれない入札手続を厳重か
つ慎重に実施することはも
ちろんのこと､ 行政の効率
化や適正化に向けた不断の
努力が必要である｡

寄贈物品等の保管
状況について､ 当該
物品が雑然と置かれ
好ましくない状況に
あることから､ 整理
整頓した後､ 保管さ
れている物品を明ら
かにした｡

新たに設置した展
示ケースの現在高報
告書への記載漏れ及
び備品供用票の貼付
漏れについては記載
漏れのあった分は追
加した内容で現在高
報告書を修正すると
ともに､ 備品シール
を貼付した｡
また､ 今後はこの
ようなことのないよ
う､ 重要物品の現物
と重要物品一覧表を
複数職員によりチェ
ックし確認していく
体制をとることとし
た｡

した｡
平成22年度から縄
文時遊館を管理する
こととなった文化財
保護課では､ 同年度
の各種委託業務に係
る入札手続について
は､ 財務規則に基づ
き適正に処理を行っ
ており､ 引き続き財
務事務の適正執行に
努めていくこととし
た｡
また､ 平成23年３
月29日付けで各所属
長等に対して出納局
長通知を発出し､ 所
属職員に対して､ 必
要な立会者の確保も
含めた契約の締結方
法及び事務手続の適
正確保についての指
導を徹底するなど､
契約事務の適正執行
の確保に万全を期す
ることとした｡
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病院局

棚卸表の単価誤りについ
て
平成21年度末の薬品棚卸
表のうち､ 物流在庫分の適
用単価は実際の購入金額で
ある平成21年度下期の購入
単価を適用するべきである
のに､ 平成22年度上期の購
入単価を適用していた｡

なお､ 当該物品の
保管に係る取扱いに
ついては､ 三内丸山
遺跡の普及啓発等に
係る貴重な資料も含
まれていることから､
今後の利活用等用途
を勘案し､ 定期的に
廃棄するかどうかを
判断しながら適正に
管理していくことと
した｡
平成15年度
棚卸資産の評
価方法と払出
方法について

棚卸資産廃棄損の表示に
ついて
｢棚卸資産廃棄損｣ とし
て表示すべきものについて､
財務規程を変えないまでも
例えば備考欄に ｢棚卸資産
廃棄損｣ の金額を表示する
等の方法があるのではない
かと考える｡

固定資産の取得の
都度､ 手書きで追加
していた ｢固定資産
分類表｣ の細分類に
ついて､ 平成22年度
末において､ 実態に
あわせて分類区分を
整理し､ 改訂した｡

単価誤り分の差額
は払出の調整により
是正した｡
購入単価の変更が
あった際に､ 区分し
て適用できるよう棚
卸資産評価システム
を改修した｡

平成15年度
棚卸差額分析
の重要性につ
いて

固定資産分類表について
固定資産分類表は､ 担当
者が手書きで追加している
のみで改訂手続が行われて
いない｡ 固定資産分類表は､
病院の固定資産を種類別に
分類する上で重要な判断基
準であるので､ 適切な改訂
手続きを経た上で実態に即
した分類表とすべきである｡

平成22年度末にお
いて､ ｢青森県立つ
くしが丘病院固定資
産取扱要領｣ を策定
した｡

平成22年度決算書
収益費用明細書 (た
な卸資産減耗費) の
備考欄に ｢うち廃棄
損○○円｣ と表示し
た｡

平成15年度
現品の管理
(固定資産)
について

固定資産取扱要領につい
て
包括外部監査の指摘を受
け､ 当時の伺い書には ｢固
定資産取扱要領 (仮称) ｣
の作成を検討するとの記載
があったが､ 検討した事実
は確認できず､ 未だ要領は
作成されていない｡ 病院は
数多くの固定資産を適正に

平成15年度
固定資産台帳
について

固定資産台帳について
平成22年３月31日に取得
した①医療情報システム一
式､ ②栄養管理システムの
オーダリングシステム接続
機器等整備一式､ ③日立臨
床検査システムのオーダリ
ングシステム接続機器等整
備一式の３点が固定資産台
帳に税込みで記載されてい
た｡ 税抜価格に修正すべき
である｡

処理科目の誤りについて
フードスライサーやガス
自動炊飯器､ ガスレンジな
どは器械備品処理が妥当と
思われるが､ 建物付属設備
に計上されている｡ 貸借対
照表上の科目は､ 予算で判
断すべきものではなく､ 当
該資産が有する性質及び機
能等を勘案して判断すべき
である｡

旧病院解体に伴う除却処
理について
一部の資産について旧病
棟の解体に伴う除却処理が
未済である｡ それらは存在
しない物品であり､ 仮に存
在していたとしても旧病棟
の取壊しにより使用不可能
な状況にあるため､ 除却処
理すべきものである｡

該当する３点の固
定資産台帳について､
帳簿価格を税抜価格
に修正した｡

固定資産取得時の
設備又は器械備品の
区分については､ 資
産の性質及び機能に
着目して判断するよ
う徹底し､ 適切に処
理することとした｡

平成22年度末にお
いて､ 固定資産処分
手続を経て､ 使用不
能等の状況にある固
定資産の除却処理を
行った｡

処理する必要があるため､
業務の品質確保のためにも
事務マニュアルが必要であ
る｡

平成15年度
非常勤職員の
賃金台帳につ
いて

賃金台帳の記載事項につ
いて
非常勤職員の賃金台帳の
記載内容を確認したところ､
生年月日の記載がない者が
１名､ 生年月日に誤りがあ
った者が６名分あった｡

平成22年度分の賃
金台帳において､ 指
摘された生年月日の
記載がないもの､ 生
年月日に誤りがあっ
たものについて修正
した｡
また､ 平成22年度
のすべての非常勤職
員の賃金台帳につい
ても､ 再度､ 氏名､
住所､ 生年月日､ 賃
金支給額など記載事
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項のチェックを行い､
誤りのないことを確
認した｡
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