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監査項目

監査結果

ら下記の点で問題がある｡
・回収済みの明細は削除さ
れるため回収実績集計に
利用できない
・延滞債権の集計が手作業
となり非効率である
・滞納者の情報が手書台帳､
表計算ソフトなどバラバ
ラで一元管理されておら
ず状況把握が適時に行え
ない
これらの問題を改善する
ため､ 表計算ソフトの改善
や管理への全面適用､ また
は､ 債権管理システムの導
入を検討すべきである｡
今後は､ 高校の奨学金の
貸与者も年々増加し､ また
回収業務も本格化が見込ま
れ､ 管理すべき貸与者が増
加することから､ 現状の人
員で債権管理を適切に､ か
つ効率的に行うためにも情
報処理システムの活用が望
まれる｡

サクラマススモル
ト魚の標識方法につ
いて検討した結果､
経費及びマンパワー
の観点から､ 現時点
で実施可能な方法は

措置の内容

務処理が可能となる
よう､ 平成20年度に
おいて高校奨学金貸
与システムを導入し
た｡
一方､ 大学奨学金
についてもシステム
の導入に向け検討し
てきたが､ システム
の導入に際しては相
応の経費が見込まれ
るため､ その財源の
確保が困難であるこ
と｡ また､ 大学奨学
金の貸与者数及び返
還者数は高校奨学金
より少ないことに加
え､ 採用者数も近年､
募集定員を割る状況
が続くなど減少傾向
にあるため､ 貸与者
数及び返還者数は､
今後も更に減少が続
くものと見込まれる
ことなどから､ 表計
算ソフトによる延滞
金の自動計算処理や､
滞納情報の一括管理
などにより､ 延滞金
の集計作業の効率化
や通知文書への自動
転記による事務処理
の精度向上・省力化
を図るなど､ 従来か
ら使用している表計
算ソフトの内容を改
善するとともに､ 債
権管理業務への適用
範囲を拡大すること
により､ 適正かつ効
率的な業務処理が行
われるよう改めた｡
平成23年度分

水産振興課

さけ・ます資
源増大対策調
査事業費

調査サンプルの設定につ
いて
標識魚が少ないために､
標識魚水揚げ状況調査では
標識魚が捕獲されることが
少ない｡ 正確な調査結果を
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水産振興課

監査項目

県産あゆ資源
造成事業費

平成24年度分
監査箇所名

得るためには標識魚を増や
すのか､ または河川別の調
査結果を十分に得られない
ことから標識魚を取り止め
ることが望ましい｡

当該事業により､
健苗性の高いあゆ種
苗の生産と供給方法
が確立され､ ｢里づ
くり推進事業｣ によ
り､ 資源量増大と遊
漁者数増加を目的に
種苗の大量放流が行
われてきた｡
この取組により､
県内内水面漁協が購
入するアユは全て県
産となり､ アユの生
産体制が確立された
ことから､ 今後､ 県
の経費負担を終了し､
地元自治体や漁協等
が種苗生産経費を負
担していくこととなっ
たことから､ 県では､
課題等の検討に対す
る情報提供等の支援
を行うこととしてい
る｡

肪鰭カットまたはリ
ボンタグ標識であっ
た｡ 脂鰭標識はこれ
までどおり全放流魚
に対し施標するが､
リボンタグについて
は200〜2,000尾と数
が少ないことが指摘
されたところである｡
リボンタグは手間が
かかり､ ３河川同様
に標識魚を増やすの
は難しいため､ 26年
度からは老部川に絞
り､ リボンタグ標識
魚 を 5,000 尾 と し ､
より一層正確な調査
結果を得ることとし
た｡

措置の内容

事業費全額に対する県費
投入の是非について
当該事業により構築され
たあゆ種苗の生産体制には､
明確な受益者がいることか
ら事業費の応分の負担を求
めるべきである｡
あゆ資源造成事業はアユ
の増殖に資するものであり
事業の必要性は十分有して
おり一定の県費投入は認め
られる｡ しかし､ 明確な受
益者がいるため全額県費投
入の必要はなく受益者に応
分の負担を求めるべきであ
る｡
あゆ種苗の生産体制は､
県が負担する標識放流及び
大量放流の一部によるあゆ
稚魚販売収入を含めて独立
採算が取れる見込みである
ことから､ 鰺ケ沢町に収支
の改善を求め､ 県の負担を
減らしていく必要がある｡
また､ 赤石水産漁協も受益
者となることから､ 赤石水
産漁協も一定の経費負担ま
たは役務負担を負うことが
望ましい｡

監査結果

あすなろ医
療療育セン
ター

精神保健福
祉センター

青森県道路
公社

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

施設にかかる
コストの計算
について

秋田県精神保健福祉セン
つくしが丘病院又
ター及び岩手県精神保健福 は他の相談機関等と
祉センターとのコスト比較 の併設・統合につい
法定業務に加えて精神科 て､ 平成26年７月15
デイ・ケア､ 精神科クリニッ 日に精神保健福祉セ
クを実施していることによ ンターやつくしが丘
り､ 人件費や需用費が増加 病院も参加し検討を
している｡ 秋田県・岩手県 行った結果､ 現状で
と異なり単独施設であるが は複数施設を同一の
ために､ 総務 (庶務) 業務 建物に移設すること
にもコストをかけている｡
は物理的に困難なこ
総務 (庶務) 業務にかか と､ 病院を中立的立
る人件費を圧縮し､ より効 場で審査する機関で
率的な施設運営を行うため ある精神保健福祉セ
には､ 将来的に隣接するつ ンターと病院を統合
くしが丘病院や他の相談機 することは組織運営
関等との併設あるいは事務 上､ 避けるべきと考
部門の統合も視野に入れて えられること等の課
検討していくことが望まし 題があることから､
い｡
併設等を行うことは
困難であり､ 将来大
規模な組織の見直し
又は関連施設の改築
等が見込まれる場合
には､ 当該時期に併
設等の可能性につい
て具体的に検討を行
うこととした｡

はまなす医療療育センター
平成26年４月１日
とのコスト比較
に施設機能を医療・
県は､ あすなろ医療療育 療育を提供する施設
センターへの繰入金 (県支 から､ 診療所併設の
出額) を減らすためにも､
福祉型施設へ転換し､
規模の縮小に応じた職員の 職員の配置を見直し､
配置や非常勤職員等の有効 非常勤職員の有効活
活用を図る必要がある｡
用を図ることでサー
ビスの質も確保しつ
つ､ 効率的な運営体
制とした｡

無料休憩所は､ 施
設の老朽化による維
持補修が必要である
一方施設の稼働状況
は低いものとなって
いることから､ 平成
26年６月17日に解体
工事を完了し､ 駐車
場として利用してい
る｡

みちのく有料道路の無料
休憩所について
無料休憩所の稼働は低い
ものであり､ 施設管理につ
いても行き届いているとは
いえず､ 積極的な活用方法
の検討も困難な状態である｡
施設の管理については､
稼働状況に拘わらず､ 掃除
や設備の改修､ 見回りによ
る確認業務などが発生する
ため､ 現在の状況では閉鎖
することも検討しなければ
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フェリー埠
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公益財団法
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フェリー埠
頭公社

資産の管理に
ついて

金銭管理の方法のマニュ
アル化について
金銭管理の方法について
は､ 財務規程に金銭出納に
ついての定めがあるが､ 原
則的な考え方を示したもの
で､ 日常業務の具体的な進
め方までを規定したもので
はない｡
金銭管理は特に透明性が
求められる業務であり､ 透
明性確保の前提として､ マ
ニュアル等による可視化が
必要である｡ 現状において
は､ 金銭出納の方法につい
ての業務マニュアルが作成
されていないが､ マニュア
ル化が必要である｡
平成26年４月16日
からの新造船 (8,820
ｔ) 就航に伴い､ 第
４バースを利用する
こととなり､ 平成26
年４月以降は､ 全バー
スが利用されている｡
各バースごとに水
深､ 係留施設の諸元
が異なるため船舶の
サイズ (長さ､ 深さ)
によって利用が制限
される状況であるが､
今後も船社に活用を
求めるとともに船舶
更新情報の収集に努
め､ 的確な係留施設
の改良工事を実施し
ながらバース利用の
平準化を図っていく
こととした｡

金銭管理の透明性
確保のため､ 平成26
年３月31日に日常業
務の具体的な進め方
などを規定した､ 現
金及び預入資金取扱
マニュアルを作成し､
業務の流れの可視化
を図った｡

ならない｡ 閉鎖しない場合
は､ 遅くても上北道路・上
北天間林道路・天間林道路
と連絡するまでに新たな利
用方法を検討しておく必要
がある｡

事業にかかる
事務の執行に
ついて

バースの利用方法の平準
化について
現在は､ 第２・第３バー
スに利用が集中しており､
施設の有効活用の観点から
みると特定のバースに利用
が集中することは望ましく
なく､ 施設の利用状況が極
力平準化されるよう､ 積極
的に対応を図っていくこと
が望ましい｡
第４バースは県が管理す
る施設であり､ 賃貸料を県
に支払って借り受けている｡
多額の賃貸料を支払ってい
る施設が有効に利用されな
いのは大きな不効率であり､
その有効活用を図る必要が
ある｡

公社では設立当初
から､ 修繕費用の原
資は施設利用者であ
るフェリー会社から
徴収する桟橋等賃貸
料であるが､ 平成21

出資団体の事
務に対する県
の関与につい
て

修繕引当預金の取り扱い
について
修繕引当預金の原資は､
フェリー会社から収受する
桟橋等賃貸料であるが､ 青
森港フェリー埠頭に関して

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

平成26年度までの修繕引
当金と災害復旧引当金の取
り扱いについて
フェリー埠頭公社とフェ
リー会社３社は､ 桟橋等賃
貸借契約に関する覚書を交
換しており､ 同覚書では､
災害復旧引当金及び修繕引
当金の一部は契約期間中繰
り延べするとしている｡

は､ 平成21年度から平成25
年度までの賃貸借期間にお
いては､ 桟橋等賃貸料に修
繕引当預金充当分を含めて
いない｡ 現状における修繕
への対応は過去の積み立て
分で行っており､ 問題は生
じていないが､ 現在の状態
が続けば､ 将来的には修繕
引当預金が枯渇する可能性
もある｡
修繕引当預金の原資を誰
が負担していくのかについ
ても､ フェリー埠頭公社､
県及びフェリー会社間で考
え方を整理しておく必要が
ある｡

公社では平成21年
度から平成25年度ま
での５か年の措置と
して､ 減額してきた
繰り延べ額について
は､ 船社と協議した
結果､ 原油価格の高
騰による燃料費増加
が続くなど､ 現在の
船社の厳しい経営状

年度から25年度にお
いては､ 原油高騰の
影響等を勘案した船
社経営支援を目的と
して修繕引当金相当
額を繰り延べし､ そ
の期間の修繕は､ そ
れまで積み立てした
修繕引当金を充当し
実施してきたところ
である｡
平成26年度桟橋等
賃貸借契約更新にお
いては､ 必要な施設
の改修・修繕・維持
費用など必要な修繕
を計上したところで
あり､ 今後も当該費
用についてはフェリー
会社負担とした｡
公益財団法人への
移行に伴い修繕引当
金積立残額を管理運
営特定資産として管
理しており､ 平成28
年度より導入予定で
あるアセットマネジ
メント手法を導入し
たフェリー施設の維
持管理計画策定に基
づき所要の資金を特
定費用準備資金とし
て桟橋等賃貸料から
積立てを行い大規模
改修､ 更新の費用に
充当することとして
いる｡
(※アセットマネジ
メント手法：予防保
全的な修繕維持管理
に努め､ 支出の平準
化､ 最小化を図るこ
と｡ )
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資産の管理に
ついて

人件費及び人
員構成につい
て

新たな観光戦略
(平成26年３月26日
策定) や連盟の中期
経営計画 (平成26年
３月25日策定) の策
定の過程で県と協議
し検討を進めた｡
アスパムの位置付
けについて､ 中期経
営計画では､ 観光物
産・産業振興におけ
る拠点施設として公
益の役割発揮を果た
し､ 収益事業につい
ては観光振興事業等
の連盟の公益を支え
る役割の強化を目指
すこととした｡

況を勘案するとやむ
を得ないと判断し､
繰り延べ額は船社負
担としないこととし
た｡

アスパムの位置づけにつ
いて
今後のアスパムに求めら
れる機能や役割を確認し､
施設コンセプトの統一性や
県施設の有効活用､ あるい
は観光連盟の他事業との相
乗効果や収益貢献などの観
点から､ アスパムの性格や
位置づけを明確にしていく
ことが望まれる｡

新たな観光戦略
(平成26年３月26日
策定) や連盟の中期
経営計画 (平成26年
３月25日策定) の策
定の過程で県と協議
し検討を進めた｡
県の観光戦略では
県域の観光振興団体
としての役割を､
｢各地域における観
光地域づくりの取組
支援｣ ､ ｢観光情報
を収集し､ 観光客や
旅行会社へ提供｣ ､
｢地域の観光団体や
観光事業者､ 市町村
など実際の担い手と
なる関係団体との連
携を図り､ 県域のプ
ロモーション活動の
中核を担う｣､ ｢県
民のおもてなしや気
運醸成への取組｣ と
して挙げている｡

将来の復旧工事の在り方
や､ 将来の修繕引当預金の
原資の負担の在り方を整理
する前提として､ 平成21年
度から平成25年度までの修
繕引当預金及び災害復旧引
当預金の原資の取り扱いに
ついても考え方を整理して
おく必要がある｡

観光連盟の専門性につい
て
現在､ 観光連盟は派遣職
員の受入に際して特に前職
での観光関連の経験や専門
性は求めていないが､ 民間
企業からの受入に際しては
観光連盟に不足する経験や
専門性を有する職員の派遣
を依頼することも考えられ
る｡ また､ プロパー職員を
民間の観光関連の企業に派
遣し､ 必要な専門性を身に
着けさせるというような取
組も必要となってくると考
える｡
そのためには､ 青森県の
観光振興に対して､ 今後､
観光連盟がどう貢献してい
くか､ そのためにどのよう
な専門性やスキルをもった
組織になる必要があるか､
現在の体制では何が不足し
ているのか､ 今後どの分野
を強化していかなければな

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

らないかなどについて分析
することが必要になる｡ 将
来のあるべき観光連盟のス
キルセットと現在の観光連
盟のスキルセットを整理し､
そのギャップを認識するよ
うなことから取り掛かるこ
とを提案したい｡

人件費及び人
員構成につい
て

観光連盟の職員数につい
新たな観光戦略
て
(平成26年３月26日
県からふるさと雇用再生 策定) や連盟の中期
特別対策事業や緊急雇用創 経営計画 (平成26年
出対策事業によって､ 臨時 ３月25日策定) の策
職員が増えているが､ 必ず 定の過程で県と協議
しも継続的な雇用になると し検討を進めた｡
は限らない｡
中期経営計画での
県の財政支出も今後ます 事業と平成28年７〜
ます厳しくなることが予想 ９月に開催が決定し
される中で､ 観光連盟にとっ たデスティネーショ
て必要な事業とそれに対応 ンキャンペーン等へ
する職員数について明確な の対応を踏まえ､ 県
方針を持っておくことが望 派遣職員の引き揚げ
ましい｡
に対応していくため､
引き続きノウハウ吸
収やスキルアップな
どに自立化に向けて
取り組むとともに､
収支をにらみながら
事業量を踏まえた必
要な職員数を確保し
ていく方向性とした｡

連盟の中期経営計
画では､ それら役割
を踏まえた､ 観光情
報提供事業や教育旅
行誘致事業､ プロモー
ション事業などを進
めることとしており､
県へのプロパー職員
の研修派遣や観光振
興事業を実務で担当
させるなど､ 役割と
されている事業を担
う連盟職員の専門ス
キルの向上､ 育成の
強化に取り組むこと
とした｡

事業にかかる
事務の執行に
ついて

平成26年３月まで
に､ 平成25年度の事
業費をベースに検討
し､ 人件費を含めた
各事業の費用集計に
ついての仕組みの構
築を進めた｡ 県受託
事業や補助事業等の
実績報告とあわせ､
検討内容を基に県と
協議し､ 事業の企画
内容等の見直しなど､
今後の事業運営に活

事業ごとのコスト把握に
ついて
各事業ごとの費用対効果
を評価するには､ 事業目的
を達成するために費やした
正確な事業費の把握が不可
欠である｡ 今後､ 県の受託
事業や補助事業など､ 可能
なレベルから人件費を含む
各事業の費用集計の仕組み
の構築について取り組むこ
とが期待される｡ また､ 派
遣職 員分の事業 別コス ト
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観光連盟の経
営管理につい
て

(特に県派遣職員分) につ
いても別途把握しておくこ
とが望ましい｡
県としても､ 補助事業や
委託事業の正確な事業費に
ついて報告を受ける必要が
ある｡ 補助や委託の実績と
ともに費用についても評価
し､ 次の補助事業や委託事
業の企画提案に活用してい
くべきである｡

監査項目

監査結果

観光連盟の経営課題への
対応について
現在の観光連盟は､ 県か
らの派遣職員を減らすとと
もに自主財源の確保や経費
削減などに取り組んでいる
ところであるが､ 現在の取
組をさらに拡充あるいは深
化させる必要がある｡
また､ 県との役割分担の
中で観光連盟の独自性も重
要となるため､ 民間ならで
はの機動性や柔軟性､ 創造
性などを十分に発揮できる
ような事務・事業実施の仕
組みや経営管理の体制を構
築していくことも求められ
る｡
これから､ 観光連盟独自
で主体的な事業展開による
実績を積み上げることによっ
て､ 民間事業者等とのネッ
トワークもより裾野が広が
り､ 強化されていく｡ それ
が観光連盟の在価値を高め､
将来の民間事業者等の費用
負担にもつながっていくも
のと期待される｡

監査箇所名

環境美化推進
事業費

平成25年度分

環境政策課

事業単位の適正な予算執
行について
本事業の決算額には､ 他
事業等の報償費が含まれて
いる｡
決算は予算の執行状況を
明らかにし､ 目的の達成状
況とともに説明される必要

用していくこととし
た｡

措置の内容

新たな観光戦略
(平成26年３月26日
策定) や連盟の中期
経営計画 (平成26年
３月25日策定) の策
定の過程で県と協議
し検討を進めた｡
中期経営計画では
引き続き自主財源の
確保や経費削減､ 県
派遣職員の削減など
により一層取り組み､
民間ならではの経営
管理の構築をめざす
こととした｡
また､ より一層市
町村や民間とのネッ
トワークの強化を図
り､ 連盟としての役
割発揮を強化してい
くこととした｡

予算執行に当たっ
ては､ 関係書類に細
事業名を必ず記載す
ることとした｡ 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
等を行うことで適正

環境政策課

各環境管理
事務所

各環境管理
事務所

浄化槽適正管
理推進事業費

環境美化推進
事業費

浄化槽法定検査 (７条)
申込書の様式について
環境管理事務所では､ 旧
様式の申込書を使用する場
合､ ７条検査の実施時期を
修正しているが､ 一部､ そ
の修正を行っていない申込
書が見受けられた｡
旧様式の申込書を使用す
る場合には､ 必要な修正を
行ってから使用する必要が
ある｡

他の小学生対象事業との
連携､ 調整について
小学生を対象とする事業
が他にもあり､ 多面的に学
習の機会を提供する趣旨は
理解できるが､ いずれも小
学生を対象とするものであ
る｡ 各事業について定期的
に効果を確認し､ その必要
性を検討するとともに､ よ
り効率的､ 効果的な実施に
向けて相互に連携､ 調整す
る必要がある｡

があるが､ 本事業の決算額
は予算の執行状況を正確に
表していない｡ 事業の成果
と経費を費用対効果の観点
から評価し､ 次年度以降の
事業の見直しや予算編成に
資するための正確な情報が
提供されているとはいえな
い｡ 事業単位で適正に予算
を執行する必要がある｡

７条検査は､ 浄化
槽設置届出時に検査
申込書を添付書類と
しており､ 原則､ 届
出のあった全ての浄
化槽について検査を
実施しており､ 当該
検査は､ 使用開始３
ヶ月から８ヶ月の間
に行うため､ 年度を
跨ぐことにより見か

各環境管理事務所
では､ 新様式に切り
替えて配付している｡
また､ 未修正の旧様
式申込書が添付され
た場合は､ 各環境管
理事務所において該
当箇所の修正を徹底
するとともに､ 浄化
槽工事業者に対して､
今後､ 旧様式を使用
しないこと又は必要
な修正を行ってから
使用すること及び変
更点について設置者
に説明することを指
導していく｡

市町村及び一部事
務組合からの要望を
踏まえつつ､ 企画段
階から他の事業との
連携､ 調整を図りな
がら､ より効率的､
効果的に実施するこ
ととした｡

な予算執行とする｡

浄化槽適正管
理推進事業費

７条検査の実施状況につ
いて
平成23年度の７条検査実
施率は､ 全国平均を下回り､
47都道府県中40番目の数値
となっている｡
平成23年度の受検率の低
下が一時的なものなのか不
明確であるが､ 受検率の低
下が続かないよう留意する
必要がある｡
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各環境管理
事務所

各環境管理
事務所

浄化槽適正管
理推進事業費

11条検査の受検状況につ
いて
平成23年度の青森県の11
条検査実施率は47都道府県
中16番目の高さであるが､
合併処理浄化槽の実施率が
比較的に高率となっている
ことから､ 単独処理浄化槽
の実施率が低いことが分か
る｡
青森県では単独処理浄化
槽の使用割合が比較的に高
く､ 合併処理浄化槽への転
換を促進していくとともに､
単独処理浄化槽の11条検査
の実施率を高めていく施策
も望まれる｡
合併処理浄化槽の11条検
査の実施についても､ 比較
的に高率であるとはいえ､
今後も実施率を高めるため
の対応が望まれる｡
浄化槽の台帳は､
既に電子データ化し
ているが､ 現行のシ
ステムは､ 法定検査
の受検状況の入力が
できない｡
当該システムの見
直しにはコストがか
かるため､ 平成26年
度から全環境管理事
務所で電子データを
出力した紙台帳への
手書きによる受検結
果の記載を開始した｡

合併処理浄化槽へ
の転換を促進するた
め､ 市町村が実施す
る浄化槽設置整備事
業を対象に､ 合併処
理浄化槽の設置と単
独処理浄化槽の撤去
に要する費用に対し
て助成を行うととも
に県ＨＰで転換につ
いての啓発を行って
いる｡ また､ 11条検
査の受検率向上のた
め､ ラジオによる広
報､ リーフレットの
作成・配布､ 市町村
の広報誌や県ＨＰで
の検査義務の周知等
を行っている｡
今後も転換の促進
を図るため､ より一
層､ 各種啓発に努め
ていく｡

け上の受検率が変動
するものである｡ な
お､ 平成23年度の受
検率低下は一時的な
ものであり､ 平成24
年度の受検率は全国
平均を上回る91.8％
に上昇した｡

浄化槽適正管
理推進事業費

浄化槽台帳について
環境管理事務所の浄化槽
台帳を確認したところ､ 法
定検査の受検状況が記載さ
れていないなどの問題が見
受けられた｡
現状においては､ 環境管
理事務所が作成している浄
化槽管理台帳については､
個々の浄化槽について､ 法
定検査の受検状況を把握す
ることが難しく､ 受検状況
の網羅性を把握することも
難しい｡
浄化槽管理台帳について
は､ 電子データ化を検討す
ることのほか､ 法定検査を
行っている社団法人青森県
浄化槽検査センターに作成
を委託することも一つの方
法であり､ 同センターとと

環境政策課
(現：環境
保全課)

環境政策課
(現：環境
保全課)

環境政策課

浄化槽普及促
進事業費

浄化槽普及促
進事業費

一般廃棄物リ
サイクル推進
事業費

浄化槽の整備状況の現状
把握について
環境省は､ 各都道府県お
よび各政令市に対して､ 浄
化槽台帳の整備を促してい
るが､ 県の単独処理浄化槽
の設置実態の把握が進んで
いるのかは不明確であった｡
県が実態を把握していな
い単独処理浄化槽は少なか
らず存在している可能性は
あると考えられ､ 浄化槽台
帳のより一層の整備に努め
る必要がある｡

単独処理浄化槽から合併
処理浄化槽への転換につい
て
単独処理浄化槽の使用者
から排出される生活雑排水
は処理されずにそのまま垂
れ流されるため､ し尿のみ
を処理する単独処理浄化槽
から､ し尿と生活雑排水を
併せて処理する合併処理浄
化槽への転換をより促進す
ることは喫緊の課題である｡
県は､ 合併処理浄化槽へ
の転換を促進するための施
策として､ 市町村が実施す
る転換施策に対して財政的
な支援を行っているが､ 県
が現在行っている施策の有
効性､ 効果について十分に
検討し､ 必要に応じて施策
の見直しを行う必要がある｡

市町村及び一部事
務組合を対象とした
セミナーを開催し､

平成21〜22年度に
おいて､ 県の浄化槽
台帳と (一社) 青森
県浄化槽検査センター
の浄化槽台帳及び市
町村下水道等接続者
データとの照合作業
を実施し､ 浄化槽台
帳の整備を行ってい
る｡
また､ 毎月検査セ
ンターから報告のあ
る法定検査実施結果
の情報と浄化槽台帳
との突合や汚水苦情
対応における現場確
認等の機会をとらえ
て随時､ 台帳の精度
向上を図っている｡
今後も機会を捉えて
情報収集に努め､ よ
り一層､ 台帳の精度
向上を図っていく｡

合併処理浄化槽へ
の転換を促進するた
め､ 市町村が実施す
る浄化槽設置整備事
業を対象に､ 合併処
理浄化槽の設置と単
独処理浄化槽の撤去
に要する費用に対し
て助成を行うととも
に県ＨＰで転換につ
いての啓発を行って
いる｡
その結果､ 平成24
年度は14基､ 平成25
年度は11基の単独処
理浄化槽が助成を利
用して合併処理浄化
槽へ転換され､ 徐々
に転換が進んでおり､
有効性､ 効果が認め
られることから､ 今
後も､ 当該施策を継
続していく｡

もに浄化槽管理台帳のあり
方を見直す必要がある｡

一般廃棄物会計基準適用
と財務データ活用の促進に
ついて
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各環境管理
事務所

産業廃棄物適
正処理推進事
業費

不法投棄防止
対策事業費

不法投棄の現状について
青森県の不法投棄事案の
発生状況は､ 他都道府県と
比較しても低いと言い切れ
ない｡
既に判明している不法投
棄事案への対応はもちろん
のこと､ 新たな不法投棄の
発生を防ぐよう､ これまで
以上に施策を展開していく
必要がある｡

不適正処理の現状につい
て
青森県の不適正処理事案
の発生状況は､ 他都道府県
と比較しても低いと言い切
れない｡
既に判明している不適正
処理事案への対応はもちろ
んのこと､ 新たな不適正処
理の発生を防ぐよう､ これ
まで以上に施策を展開して
いく必要がある｡

一般廃棄物会計基準の適
用は市町村に義務づけられ
ているものではないため､
今後は､ 一般廃棄物会計基
準に基づく財務書類の作成
が継続的に行われること､
そして､ 財務データが環境
施策の検討や住民への説明
に活用されていくことが重
要となる｡
県は市町村の財務書類の
作成状況や財務データを取
りまとめるとともに､ 分析
や施策検討､ 公表など､ 財
務データの活用事例を含め
て市町村に情報提供し､ 一
般廃棄物会計基準の適用と
活用に関する啓発を図って
いくことが望ましい｡

不法投棄未然防止
を強化するため､ 今
年度新たに､ 不適正
処理の多い業種を対
象に､ 個々の事業者
へ排出事業者説明会
の案内文を発送した｡
また､ 事業者や民
間団体をあおもり循
環型社会推進協議会
(循環型社会の形成
に向け､ 県民､ 事業

排出事業者説明会
について､ 不法投棄
未然防止を強化する
ため､ 今年度新たに､
不適正処理の多い業
種を対象に､ 個々の
事業者へ案内文を発
送した｡
また､ 事業者や民
間団体をあおもり循
環型社会推進協議会
(循環型社会の形成
に向け､ 県民､ 事業
者､ 民間団体及び行
政が共同して取り組
む機運づくりを推進
するために設置) へ
新たに勧誘すること
で､ 会員の裾野を広
げ､ 不適正処理を防
止することとした｡

一般廃棄物会計基準
の適用と活用に関す
る情報提供等を行っ
た｡
今後とも､ 市町村
において一般廃棄物
会計基準に基づく財
務書類の作成が継続
的に行われ､ 効果的
な活用が図られるよ
う情報提供等に努め
ることとした｡
環境政策課
(現：環境
保全課)

各環境管理
事務所

不法投棄防止
対策事業費

実績報告について
交付要綱では､ ｢事業費
明細書｣ 及び ｢収支精算書｣
の提出を求めているが､ こ
れらは補助金に対する収支
を示すもので､ 協議会の決
算数値そのものを示すもの
ではない｡ 補助対象事業の
確実な遂行を担保するため
には､ 県が補助金を交付す
る団体の決算状況等を適時
に把握しておくことが望ま
しい｡
直近の決算状況の大きな
変動などについてはできる
限り情報を入手するよう留
意する必要がある｡

平成26年５月８日
に立入検査票の様式
を修正し､ ＪＥＳＣ
Ｏへの登録状況につ
いて､ ｢現在登録中｣
の場合はその送付状
況などをより詳細な
部分まで確認するこ
ととするなど見直し
を行った｡
また､ ＪＥＳＣＯ
へ登録した者のリス
トは環境保全課を通
じて､ ＪＥＳＣＯか
ら定期的に情報提供
を受けており､ これ
を活用して登録の完
了を確認することと
した｡

平成25年度におい
ては､ 総会前に決算
書 (案) を提出いた
だき､ 補助対象事業
遂行に問題がないこ
とを確認した｡
平成26年度から､
交付要綱を６月10日
に改正し､ 補助対象
事業の実施団体等が
事業遂行に問題がな
いことを確認するた
め､ 収支決算が確認
できる資料の添付を
必須とした｡

者､ 民間団体及び行
政が共同して取り組
む機運づくりを推進
するために設置) へ
新たに勧誘すること
で､ 会員の裾野を広
げ､ 不適正処理を防
止することとした｡

ＰＣＢ廃棄物
適正処理推進
費

ポリ塩化ビフェニエル廃
棄物保管事業者等立入検査・
指導について
立入検査の際には日本環
境安全事業株式会社 (ＪＥ
ＳＣＯ) への登録の有無を
確認しており､ 環境管理事
務所の指導票を確認したと
ころ､ ＪＥＳＣＯへの登録
について､ ｢現在登録中｣
と記されているものが散見
された｡
ＪＥＳＣＯへの登録は必
須事項であることを踏まえ
ると､ 登録されたかどうか
を次回の立入時に確認する
のではなく､ 登録が完了次
第､ 保管事業者等から速や
かにその旨の報告を受ける
仕組みに改める必要がある
と考える｡
また､ 確認した指導票は
｢現在登録中｣ と記されて
いるのみで､ 立入検査を受
けて登録書の送付が行われ
たのか､ 立入検査前に既に
登録書の送付が行われてい
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各環境管理
事務所

環境政策課

各環境管理
事務所

環境政策課

環境保全基金
積立金

自動車リサイ
クル法推進事
業費

立入検査等の実施につい
て
県は､ 第一種特定製品整
備者､ 第一種特定製品廃棄
等実施者､ 第一種フロン類
引渡受託者､ 第一種フロン
類回収業者の事務所・事業
所､ フロン類の回収業務を
行う場所に対して立入検査
を行うことができるが､ 現
状では実施していない｡
今後､ 効果的な立入検査
や任意実地調査の実施など､
フロン類回収率の向上等に
向けた追加的な取組につい
て検討する必要がある｡

基金の処分について
平成24年度における県の
環境保全基金の取り扱いに
ついては､ 環境保全基金に
おける運用益金 (利息相当
分) を単に基金に積み増し
ているという状況であり､
環境保全基金条例第５条に
定められた事業を実施する
ために活用されていない｡
環境保全基金条例に定め
る設置目的と合致する事業
を検討し､ 該当事業がない
場合には､ 環境保全基金の
減額を行うなど県財政全体
の視点から必要な措置を講
じるべきである｡

登録業者に関する情報の
収集について
過年度の代表者変更につ
いて登録更新時に判明した
ケースが見られたことから､
県は申請業者に対して適時
の変更申請をより強く周知
するとともに､ 登録業者の
最新情報を得るように努め､
公表されている業者登録簿
の情報が最新となるよう､
より留意することが望まし
い｡

平成26年度から､
フロン類回収率の向
上等に最も効果的で
あると思われる､ 登
録を受けた第一種フ
ロン類回収業者に対
する立入検査を実施
することとした｡

基金の充当事業は､
事業規模､ 重要度､
緊急度とともに､ 他
の財源の状況を総合
的に勘案しつつ､ 財
政担当部局と協議し
た上で決定している｡
平成26年度当初予
算においては､ 基金
の目的と合致する３
事業に充当したとこ
ろであり､ 今後も財
政担当部局と協議の
上､ 基金の活用につ
いて検討していくこ
ととしている｡

申請業者に対して
届出義務を周知する
とともに､ 立入検査
等の際に登録内容の
変更の有無を確認す
るなど､ 登録業者の
情報が最新となるよ
うに努めることとし
た｡

たのかを把握することはで
きない状態となっており､
事務の見直しが必要である｡

特定フロン処
理推進事業費

環境副読本配布の効果に
ついて

北東北三県で協議
の上､ 平成26年度作

北東北三県環
境副読本共同

環境政策課

環境政策課

環境政策課

環境マネジメ
ントシステム

地球温暖化防
止行動推進事
業費

北東北三県環
境副読本共同
作成事業費

作成事業費

事業単位の適正な予算執
行について

目標達成に向けて､ より
効果的なＰＤＣＡサイクル
について
ＰＤＣＡサイクルの基本
的な流れはあると考えられ
るが､ 各事業が排出量削減
目標にどの程度寄与したか
について定量的に整理され､
集計されていない｡
すべての事業について排
出削減量を推計することは
難しいが､ 直接､ 削減目標
に寄与するもの､ あるいは
間接的ではあるが県民や事
業者等の取組効果を定量的
に推計できる事業について
は､ 削減量の見込みと実績
を整理し､ 集計することが
考えられる｡ その際､ でき
るだけ県以外の事業者等の
取組による削減効果も幅広
く対象とすることが望まし
い｡
それによって､ 県全体の
排出量の分析に､ 計画によ
る施策の効果を加味するこ
とができる｡

他の小学生対象事業との
連携､ 調整について
小学生を対象とする事業
が他にもあり､ 多面的に学
習の機会を提供する趣旨は
理解できるが､ いずれも小
学生を対象とするものであ
る｡ 各事業について定期的
に効果を確認し､ その必要
性を検討するとともに､ よ
り効率的､ 効果的な実施に
向けて相互に連携､ 調整す
る必要がある｡

環境副読本の現状の活用
状況を十分に把握するとと
もに､ 活用されていない場
合､ その理由を分析し､ 必
要に応じて環境副読本の内
容や環境副読本配布という
手法自体について見直しを
行っていくことが求められ
る｡

予算執行に当たっ
ては､ 関係書類に細

青森県地球温暖化
対策推進計画にある､
直接､ 目標値に寄与
する事業､ あるいは
間接的ではあるが定
量的に効果を推計で
きる事業については､
その実績等を整理､
集計することとし､
より効果的なＰＤＣ
Ａサイクルの実施に
努めることとした｡

本事業については､
北東北三県で協議の
上､ 実施しているも
のであるが､ 学校か
らの要望を踏まえつ
つ､ 企画段階から他
の事業との連携､ 調
整を図りながら､ よ
り効率的､ 効果的に
実施することとした｡

成版 (平成27年度配
布) から､ 児童への
副読本配布から各学
校への加除式教材の
配置とし､ 学校現場
からの意見を取り入
れ､ 授業でより活用
される内容とした｡
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環境政策課

環境政策課

環境政策課

環境マネジメ
ントシステム
推進事業費

推進事業費

事業単位の適正な予算執
行について
本事業の決算額には､ 他
事業等の委託料が含まれて
いる｡
決算は予算の執行状況を
明らかにし､ 目的の達成状
況とともに説明される必要
があるが､ 本事業の決算額
は予算の執行状況を正確に
表していない｡ 事業の成果
と経費を費用対効果の観点
から評価し､ 次年度以降の
事業の見直しや予算編成に
資するための正確な情報が
提供されているとはいえな
い｡ 事業単位で適正に予算
を執行する必要がある｡

他事業との具体的な取組
の重複について
環境経営セミナーは､ 他
事業の取組実績としても挙
げられている｡
一つのイベントで複数事
業の目的を達成できるので
あれば効率的であるが､ 逆
にそれぞれの事業の目的が
類似し､ 別事業として区別
する必要がない可能性もあ
る｡
改めてそれぞれの事業の
目的を明確にし､ 必要に応
じて事業の単位や内容を整
理する必要がある｡

本事業の決算額には､ 他
事業等の委託料と使用料及
び賃借料が含まれている｡
決算は予算の執行状況を
明らかにし､ 目的の達成状
況とともに説明される必要
があるが､ 本事業の決算額
は予算の執行状況を正確に
表していない｡ 事業の成果
と経費を費用対効果の観点
から評価し､ 次年度以降の
事業の見直しや予算編成に
資するための正確な情報が
提供されているとはいえな
い｡ 事業単位で適正に予算
を執行する必要がある｡

溶解証明書に段ボー

予算執行に当たっ
ては､ 関係書類に細
事業名を必ず記載す
ることとした｡ 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
等を行うことで適正
な予算執行とする｡

事業名を必ず記載す
ることとした｡ 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
等を行うことで適正
な予算執行とする｡

庁内ゼロエミ
推進事業費

溶解証明書の形式につい

環境経営セミナー
は平成25年度で終了
したものであるが､
事業の実施にあたっ
ては､ 今後とも､ 各
事業の目的を明確に
しつつ､ 効率的かつ
効果的な事業の執行
に努めていく｡

庁内ゼロエミ

環境政策課

環境政策課

青森県循環型
社会形成推進
事業費

青森県循環型
社会形成推進
事業費

推進事業費

目標達成に向けて､ より
効果的なＰＤＣＡサイクル
について
ＰＤＣＡサイクルの基本
的な流れはあると考えられ
るが､ 各事業が目標値にど
の程度寄与したかについて
定量的に整理し､ 集計され
ていない｡
すべての事業について目
標値への寄与を定量的に推
計することは難しいが､ 直
接､ 目標値に寄与するもの､
あるいは間接的ではあるが
県民や事業者等の取組効果
を定量的に推計できる事業
については､ 目標値に係る
定量的な見込みと実績を整
理し､ 集計することが考え
られる｡
それによって､ 県全体の
実績値の分析に､ 計画によ
る施策の効果を加味するこ
とができる｡

事業単位の適正な予算執
行について
本事業の決算額には､ 他
事業等の旅費と需用費が含
まれている｡
決算は予算の執行状況を
明らかにし､ 目的の達成状
況とともに説明される必要
があるが､ 本事業の決算額
は予算の執行状況を正確に
表していない｡ 事業の成果
と経費を費用対効果の観点
から評価し､ 次年度以降の
事業の見直しや予算編成に
資するための正確な情報が
提供されているとはいえな
い｡ 事業単位で適正に予算
を執行する必要がある｡

て
県庁からの積込は段ボー
ル箱数でカウントされてい
るが､ 最終的な溶解証明書
は全体の重量で記載されて
いる｡ 溶解証明書は機密文
書の入った段ボール箱がす
べて確実に溶解されたこと
を確認できるような形式と
することが望ましい｡

第２次青森県循環
型社会形成推進計画
にある､ 直接､ 目標
値に寄与する事業､
あるいは間接的では
あるが定量的に効果
を推計できる事業に
ついては､ その実績
等を整理､ 集計する
こととし､ より効果
的なＰＤＣＡサイク
ルの実施に努めるこ
ととした｡

予算執行に当たっ
ては､ 関係書類に細
事業名を必ず記載す
ることとした｡ 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
等を行うことで適正
な予算執行とする｡

ルの箱数を記載させ
ることとし､ 厳密に
確認することとした｡
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環境政策課

環境政策課

環境政策課

環境政策課

環境活動推進
事業費

青森県循環型
社会形成推進
事業費

事業単位の適正な予算執
行について
本事業の決算額には､ 他
事業等の報償費が含まれて
いる｡
決算は予算の執行状況を
明らかにし､ 目的の達成状
況とともに説明される必要
があるが､ 本事業の決算額
は予算の執行状況を正確に
表していない｡ 事業の成果
と経費を費用対効果の観点
から評価し､ 次年度以降の
事業の見直しや予算編成に
資するための正確な情報が
提供されているとはいえな
い｡ 事業単位で適正に予算
を執行する必要がある｡

認定リサイクル製品の拡
充について
これまで認定されたリサ
イクル製品の品目をみると
土木製品がほとんどである
が､ 幅広い品目で多くの認
定リサイクル製品が揃って
いる状況が望ましい｡
県は引き続き認定制度や
認定製品利用に関する周知
や啓発に取り組むとともに､
リサイクル製品の製造者に
対する追加的なインセンティ
ブについても検討を行って
いく必要がある｡

これまで実施して
きた先進事例等の検
討を踏まえ､ 具体の
取組に結びつくよう､
環境金融を推進する
にあたっての課題に
ついて実務的側面か
らも検討を行うこと
とした｡

認定制度や認定製
品利用に関する普及
啓発などを行いなが
ら､ 認定リサイクル
製品の拡大に努める
こととした｡

あおもり低炭
素社会推進事
業費

環境金融の推進について
県は地元５金融機関と協
定を結び､ 環境金融検討会
や環境経営セミナーの開催
などを行ってきているが､
金融機関による具体的な環
境金融の取組に結びついて
いない｡
県は重点プロジェクトと
して､ より効果的な事業と
なるように内容を見直す必
要がある｡

環境経営セミナー
は平成25年度で終了
したものであるが､
事業の実施にあたっ
ては､ 今後とも､ 各
事業の目的を明確に

予算執行に当たっ
ては､ 関係書類に細
事業名を必ず記載す
ることとした｡ 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
等を行うことで適正
な予算執行とする｡

あおもり低炭
素社会推進事
業費

他事業との具体的な取組
の重複について
環境経営セミナーは､ 他
事業の取組実績としても挙
げられている｡
一つのイベントで複数事

環境政策課

環境政策課

環境保健セ
ンター

環境保健セン
ター費

地域の人財に
よる環境教育
推進事業

地域の人財に
よる環境教育
推進事業

環境監視測定調査におけ
る委託について
環境保健センターは､ 測
定分析に関する技能を保持
し十分な経験を有すること
が不可欠であるが､ 現在の
環境保健センターには､ 測
定分析を十分に経験する機
会が与えられているとは認
識できない｡
大気汚染防止対策や水質
汚濁防止対策の各環境監視

他事業との具体的な取組
の重複について
環境経営セミナーは､ 他
事業の取組実績としても挙
げられている｡
一つのイベントで複数事
業の目的を達成できるので
あれば効率的であるが､ 逆
にそれぞれの事業の目的が
類似し､ 別事業として区別
する必要がない可能性もあ
る｡
改めてそれぞれの事業の
目的を明確にし､ 必要に応
じて事業の単位や内容を整
理する必要がある｡

他の小学生対象事業との
連携､ 調整について
小学生を対象とする事業
が他にもあり､ 多面的に学
習の機会を提供する趣旨は
理解できるが､ いずれも小
学生を対象とするものであ
る｡ 各事業について定期的
に効果を確認し､ その必要
性を検討するとともに､ よ
り効率的､ 効果的な実施に
向けて相互に連携､ 調整す
る必要がある｡

業の目的を達成できるので
あれば効率的であるが､ 逆
にそれぞれの事業の目的が
類似し､ 別事業として区別
する必要がない可能性もあ
る｡
改めてそれぞれの事業の
目的を明確にし､ 必要に応
じて事業の単位や内容を整
理する必要がある｡

県としては､ 新た
な環境行政の課題や
危機管理に対応する
ため､ 環境保健セン
ターが専門的な知識
及び技術を習得・維
持・継承していくこ
とは必要不可欠であ
るとの認識から､ マ
ニュアル整備､ 職員
の経験の蓄積､ 職員
研修の充実､ 精度管

環境経営セミナー
は平成25年度で終了
したものであるが､
事業の実施にあたっ
ては､ 今後とも､ 各
事業の目的を明確に
しつつ､ 効率的かつ
効果的な事業の執行
に努めていく｡

事業の目的､ 事業
効果を整理・検討し､
企画段階から他の事
業との連携､ 調整を
図りながら､ より効
率的､ 効果的に実施
することとした｡

しつつ､ 効率的かつ
効果的な事業の執行
に努めていく｡
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各環境管理
事務所

各環境管理
事務所

水質監視・調
査費

水質監視・調
査費

排出基準適用工場・事業
場への立入検査の目標数に
ついて
排水基準適用工場・事業
場数については､ 立入の都
度､ 測定分析を実施してい
るということではあるもの
の､ 排水基準適用工場・事
業場の目標数と実績数の比
較による管理が正確性に欠
けるという結果となり､ ま
た情報開示という点からも
情報利用者の誤導につなが
るものである｡
県は､ その年度の立入目
標工場・事業場数をその年
度に立入可能な工場・事業
場の数に近づける努力をし､
それでも目標に達しない理
由は､ 別途説明できるよう
にすべきである｡

水質汚濁に係る苦
情対応時並びに浄化
槽設置届､ ばい煙発
生 (関係) 施設設置
届及びＰＲＴＲの届
出書が提出された際
の事業内容等から水
質汚濁防止法に係る
特定施設を有してい
るかを事業者に確認
する機会などを捉え､
届出がされていない

立入目標である排
水基準適用工場・事
業場の数と四半期報
告等による立入実績
数の乖離は､ 立入目
標数はその時点の国
への報告値である前々
年度末の数値を採用
しており､ その後の
施設の廃止・休止等
により立入実施年度
の事業場数と差が生
じたことによるもの
である｡
このため､ 平成26
年度からは当該年度
の目標数値を直近の
前年度末の数値とす
るとともに､ 報告書
様式に､ 当該年度内
に新たな廃止・休止
施設があって立入出
来なかった場合等の
理由の記載欄を設け､
目標に達しない場合
の理由が分かるよう
にした｡

測定調査項目については､
理調査への参加等を
環境保健センターにどのよ 実施しているもので
うにノウハウを残すかを十 ある｡
分に検討した上で､ センター
また､ 分析の外部
が行うのか委託によるのか 委託の場合であって
を検討することを要望する｡ もクロスチェック分
析等の精度管理を通
じて委託分析に関わっ
ているところである｡
今後もより一層の
分析技術の向上､ ノ
ウハウの蓄積に努め
ていく｡

立入検査の対象となる特
定事業場等について
立入検査の対象となる事
業場の選定は､ 特定事業場
を記載した届出台帳から選
定されている｡
届出がされていない事業
場であっても､ 事業内容等
から特定施設を有している
と思われる場合には､ 法定
の立入検査は実施できなく
とも任意による調査または

自然保護課

自然保護課

自然保護課

県民の森の維

県民の森の維
持管理等に要
する経費 (管
理運営費)

県民の森の維
持管理等に要
する経費 (管
理運営費)

指定管理者の選定につい

備品の管理の徹底
備品は､ 県と指定管理者
との間で締結される基本協
定書の別表である ｢備品一
覧｣ によって､ 指定管理者
が管理している｡ 現場にお
いては､ 備品の管理状況は
名札を付けて適切に管理を
行っているが､ 以下の問題
点も見受けられた｡
１) 今後､ ｢備品一覧｣ に､
一連番号に加え備品整理
簿に関連する番号を加え
るなど､ 備品シールの番
号と一致する番号で整理
する必要がある｡
２) 備品に貼付されている
シールの多くが､ 劣化に
よって文字が消えていた
ため､ 適宜張り替える必
要がある｡ また､ 年に１
度程度は備品の確認を行
うことが必要である｡
３) 県の備品とその他の備
品の区別が不明確なもの
があった｡ この備品につ
いては､ その後県の備品
ではないことが判明した
が､ 日頃より両者の区分
を明確にするよう心がけ
る必要がある｡

自主事業の計上について
指定管理者は､ 年度ごと
に事業実績報告書を県に提
出しているが､ その中には
年間の収支の状況に関する
報告も含まれている｡ ここ
で､ 指定管理者は､ 事業計
画に基づいて実施した各種
事業に要した経費を計上し
ているが､ その他自主事業
に関する経費を計上してい
ない｡
施設を活用した事業であ
ることには変わりがないの
で､ 収支の状況に加えるこ
とが必要である｡

普及啓発目的の指導等を実
施し､ 立入検査の忌避を防
止することが望ましい｡

指定管理者の選定

平成26年度からの
基本協定書に添付し
ている備品一覧には
一連番号を記載した｡
備品の状況につい
ては､ 平成26年５月
22日に点検し不明瞭
なシールを貼り替え
した｡
今後も中間指導時
などに定期的に備品
の状況を確認する｡
備品とそれ以外の
物品については､ 配
置場所を明確にする
ことで区分すること
にした｡

平成26年４月22日
に平成25年度におけ
る自主事業の経費に
ついて確認した｡

事業場のより一層の
把握に努めていくこ
ととした｡
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自然保護課

自然保護課

自然保護課

狩猟取締指導
費

県民の森の維
持管理等に要
する経費 (管
理運営費)

県民の森の維
持管理等に要
する経費 (管
理運営費)

持管理等に要
する経費 (管
理運営費)

利用者の把握方法につい
て
利用者数の把握の仕方は､
梵珠山の来山者数の一定割
合が､ センターを利用する
と推定した上で計算してい
る｡ さらに､ 来山者数は､
入山口等でカウントするの
ではなく､ 駐車場での自動
車台数等で推測している｡
センターの有効性を確認す
るためには､ 利用者数の把
握の仕方は工夫が必要であ
る｡
また､ 仮定が一定程度正
確であることを確認するた
めにも､ 期間限定で利用者
数を実際にカウントしてみ
ることは必要である｡

競争性の確保に向けた取
組
自然ふれあいセンターは､
現在まで２回の指定管理者
の選定を行っているが､ ２
期目については応募者が１
者のみであり競争性は低下
している｡ これは､ 他の者
が１期目の経験を考慮して
応募を控えたためと思われ
るが､ 今後も競争性を確保
するための工夫が必要であ
る｡
具体的には､ 選定におい
て当該施設における過去の
経験をどの程度評価するか
などの点について明示する
などが考えられる｡

て
現在指定管理者の選定は､
５名の選定委員で行われて
いるが､ そのうち外部有識
者が２名で､ その他３名は
内部職員で構成されている｡
しかしながら､ 選定の透
明性､ 公平性を確保するた
め､ 本来外部有識者は過半
数とすることが必要である｡

平成26年４月１日
から来館者について
は､ 実数をカウント
することとした｡

当センターの指定
管理業務には自然体
験メニューの提供や
登山道の保守点検と
いった専門性が高い
業務も含まれるため､
応募者が限定されざ
るを得ない面がある
が､ 今後の募集にあっ
てもホームページや
広報媒体の活用によ
り､ 多数の応募者が
得られるように努め
ていく｡

の際､ 選定委員会委
員に占める外部有識
者を過半数以上とす
ることとし､ 平成25
年度から実施した｡

当該業務を県の委
託事業として実施す
ることに関する妥当
性について検討した

講師研修委託について
狩猟者講習会講師研修会
での研修参加者は､ 青森県
猟友会の各支部に所属する

自然保護課

自然保護課

白神山地ビジ
ターセンター
の管理運営に
要する経費
(管理運営費)

白神山地ビジ
ターセンター
の管理運営に
要する経費
(管理運営費)

備品の管理の徹底
備品は､ 県と指定管理者
との間で締結される基本協
定書の別表である ｢備品一
覧｣ によって､ 指定管理者

自主事業の計上について
指定管理者は､ 年度ごと
に事業実績報告書を県に提
出しているが､ その中には
年間の収支の状況に関する
報告も含まれている｡ ここ
で､ 指定管理者は､ 事業計
画に基づいて実施した各種
事業に要した経費を計上し
ているが､ その他自主事業
に関する経費を計上してい
ない｡
施設を活用した事業であ
ることには変わりがないの
で､ 収支の状況に加えるこ
とが必要である｡

会員である｡ つまり､ 委託
先の会員の研修のための業
務の委託であり､ 講師研修
を県の事業とすることは疑
義が生じる｡ また､ 狩猟免
許更新のための講習会には､
講師研修に参加した会員が
講師になることが想定され
るが､ その際には講師謝金
が県から講師に支払われて
おり､ 本来であれば､ 講師
の資質の向上は講師謝金の
中に含まれる必要がある｡
以上より､ 本講師研修委
託は廃止を含め見直す必要
がある｡

備品シール番号を
併記した一覧表を作
成し､ 管理すること
とした｡ なお､ 同表
については､ 次回基

平成26年９月26日
に平成25年度におけ
る自主事業の経費に
ついて確認した｡

ところ､
① 講師の資質が向
上し､ 質の高い講
習会が実施される
ことによる受益者
は､ 講習会実施主
体である県である｡
② 質の高い講習を
維持するためには､
講師を､ 当該研修
を受講した意欲が
ある者から選抜す
ることが効果的で
ある｡
等の理由から､ 当該
委託業務は県の事業
として実施すること
が妥当であると考え
る｡
なお､ 今年度の当
該委託事業において
は､ 講師講習の実施
要領の ｢研修目的｣
の条項に ｢狩猟免許
更新のための講習に
おいて､ 受講者に対
してより高度で専門
的な知識の伝達を行
うこと｣ との表記を
加え､ 研修目的の明
確化を図った｡
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自然保護課

自然保護課

自然保護課

白神山地ビジ
ターセンター
の管理運営に
要する経費
(管理運営費)

白神山地ビジ
ターセンター
の管理運営に
要する経費
(管理運営費)

利用者数増加に向けた努
力について
利用者数は開設当時と比
べると長期的には減少傾向
にある｡ 当該施設は規模も
大きく維持費も少額ではな
いことから､ 県としては施
設の有効性を維持するため
には､ どの程度の入場者を
目標とするかについて再度
検討し､ その目標に向かっ
ての努力が必要と思われる｡
利用者増加に向けての課
題としては､ １) 展示ホー
ルの内容の陳腐化を防ぐた
めに更新をどのタイミング
で行うか､ ２) 子供向け企
画を如何に充実させるか､
３) 多言語化に関する企画
を充実させることによる外
国人の利用者を如何に獲得
するかなどが考えられる｡

指定管理者の選定につい
て
現在指定管理者の選定は､
５名の選定委員で行われて
いるが､ そのうち外部有識
者が２名で､ その他３名は
内部職員で構成されている｡
しかしながら､ 選定の透
明性､ 公平性を確保するた
め､ 本来外部有識者は過半
数とすることが必要である｡

平成26年４月４日､
指定管理者である深
浦町から､ 予算書等
の資料を入手し､ 施
設の維持管理費用等
について明確に把握
した｡

白神山地ビジター
センターの利用者数
は､ 天候や暗門の滝
遊歩道等の稼働状況
等に左右されるが､
短期的には前年度以
上の利用を､ 中長期
的には７万人以上の
利用を目標としてい
る｡
目標達成に向けて､
白神山地ビジターセ
ンターを起点とした
散策ルートやプログ
ラムづくり､ 子供向
けプログラムを展開
する新たなフィール
ドの開発､ 学校等に
対する出前講座の積
極展開をより一層図っ
て行く｡

指定管理者の選定
の際､ 選定委員会委
員に占める外部有識
者を過半数以上とす
ることとし､ 平成26
年６月９日の次期
(平成27〜29年度)
の指定管理者に係る
審査委員会において､
委員５名のうち３名
を外部有識者とした｡

が管理している｡ 現場にお 本協定締結時 (平成
いては､ 備品の管理状況は 27年３月) から反映
名札を付けて適切に管理を する｡
行っているが､ 以下の問題
点も見受けられた｡
１) 今後､ ｢備品一覧｣ に､
一連番号に加え備品整理
簿に関連する番号を加え
るなど､ 備品シールの番
号と一致する番号で整理
する必要がある｡

十二湖エコ・
ミュージアム
センター

収支計算書の入手につい
て
過去の設立経緯及び指定
管理料がゼロという現状に
より､ 県では施設の収支計
算書を入手していない｡ 施
設そのものは県有施設でも

自然保護課

自然保護課

十二湖エコ・
ミュージアム
センター

非公募による選定につい
て
公募で選定された施設に
おいては､ 青森県のホーム
ページにおいて選定結果の
概要が掲載されている一方､
非公募で選定された施設に
おいては､ 選定過程が公表
されていない｡
非公募で選定された施設
においても､ 非公募とした
理由及び指定管理者の選定
理由を公表することが必要
である｡

平成26年3月20日
に深浦町備品との明
確化､ 使えない備品
の廃棄を実施した｡
備品シール番号を
併記した一覧表を作
成し､ 管理すること
とした｡ なお､ 同表
については､ 次回基
本協定締結時 (平成
27年３月) から反映
する｡

非公募で選定され
た施設については､
非公募とした理由及
び指定管理者の選定
理由をホームページ
で公表することとし､
平成26年９月１日に
公表した｡

あることから､ 本来は施設
のどの程度の維持管理費用
が発生しているかについて
把握する必要がある｡
県としては､ 毎年度入手
する事業報告書に加え､ 収
支報告書を入手する必要が
ある｡

十二湖エコ・
ミュージアム
センター

備品の管理の徹底
備品は､ 県と指定管理者
との間で締結される基本協
定書の別表である ｢備品一
覧｣ によって､ 指定管理者
が管理している｡ 現場にお
いては､ 備品の管理状況は
名札を付けて適切に管理を
行っているが､ 以下の問題
点も見受けられた｡
１) 備品自体は適切に管理
されているが､ 備品によっ
ては深浦町と県の備品が
混在しているものがあっ
た｡
２) 一部の備品を確認した
が､ 中には既に使用でき
ない備品もあった｡ また､
スライド映写機のように､
明らかに陳腐化している
ものも多かった｡ 県とし
ては､ 指定管理者である
深浦町と共同で備品の棚
卸を行い､ 既に使用不可
のものについては､ 廃棄
の処理を行う必要がある｡
３) 今後､ ｢備品一覧｣ に､
一連番号に加え備品整理
簿に関連する番号を加え
るなど､ 備品シールの番
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県境再生対
策室
(現：環境
保全課)

県境再生対
策室
(現：環境
保全課)

県境再生対
策室
(現：環境
保全課)

汚染拡散防止
対策事業費

環境再生対策
事業費

廃棄物処理委託の設計単
価について
運搬費用の一般管理費に
ついては人件費と燃料費の
合計に30％を乗じた額とし
ている｡ 30％という比率に
ついては､ 事業開始時点で
調査した民間企業の実績を
基礎としており､ 同様の調
査は契約ごとに行われてい
ない｡
随意契約においては､ 当
該相手先の過去の実績をも
考慮に入れることを検討す
べきである｡ 特に､ 廃棄物
処理委託は平成15年度の事
業開始から長期間にわたり
一者随意契約が継続してい
ることから､ 経済環境の変
化も踏まえて柔軟な見直し
を行い､ 県として予算執行
の説明責任を果たせるよう
にすることが必要である｡

公募委員の継続について
公募により選定された委
員のうち１名は､ 平成19年
度から継続して応募し､ 選
定されている｡ 公募委員が
固定化することは､ 広く県
民の意見を徴するという公
募の趣旨を没却することに
つながり､ また一般県民か
ら公募制度の透明性・信頼
性に疑念を持たれるおそれ
もある｡
その結果､ 県民の能動的
な環境施策への活動を阻害
する要因ともなるので県の
然るべき対応が望まれる｡

号と一致する番号で整理
する必要がある｡

汚染拡散防止
対策事業費

事業の実施体制について
不法投棄現場は青森・岩
手県境にまたがっているが､
特措法に基づく特定支障除
去等事業は両県がそれぞれ
に実施している｡ しかし一
つの現場を県境で区分する
ことに実質的な意義がどれ
ほどあるか疑問なしとしな
い｡

平成26年４月から
任期となる協議会委
員に係る公募にあたっ
ては､ 公募委員の固
定化を避けるために､
本協議会の公募委員
経験のある者は除く
ことを応募資格とし
た｡
その結果､ 現在の
協議会公募委員は､
すべて新任者となっ
た｡

平成25年12月に県
境不法投棄現場から
の廃棄物等の撤去が
完了したことから､
今後､ 当該委託業務
を実施する予定はな
いものの､ 本事案に
限らず､ 長期間にわ
たり一者随意契約が
継続する委託につい
ては､ 柔軟に管理費
の見直しを行うこと
とした｡

地元市町村や学識
経験者等で構成され
る両県合同検討委員
会において原状回復
手法を検討した結果､
両県での不法投棄形
態に違いがあること
等により事業内容が
異なることが想定さ
れたため､ 平成15年

県境再生対
策室
(現：環境
保全課)

県境再生対
策室
(現：環境
保全課)

県境再生対
策室
(現：環境
保全課)

周辺対策推進
事業費

周辺対策推進
事業費

周辺対策推進
事業費

情報発信について
普及啓発のための ｢環境
学習用ビデオ｣ の貸出の実
績を記録する台帳を閲覧し
たところ､ 平成20年度から

地域の振興について
環境再生計画に地域振興
の観点から民間企業の提案
を生かしていくためには､
民間企業の誘致・投資環境
整備といった仕組みづくり
を検討する余地がある｡

環境学習の実施状況につ
いて
年度により参加者数の変
動が大きくなっている｡
環境再生対策事業の中の
情報発信と組み合わせて県
内全域に対象を拡大し､ 遠
方の学校には出前講座を強
化する､ 教職員に対する啓
発にも注力するといった方
策を検討し､ 積極的な方針
を立てて環境学習の充実を
図る必要がある｡

廃棄物撤去の完了後も跡
地の有効活用等､ 両県の協
同が必要となる｡ 協同が有
効に行えるような仕組みづ
くりについて､ 積極的な検
討が望まれる｡

普及啓発のための
｢環境学習用ビデオ｣
の貸出実績は､ 平成
26年度からすべて貸
出台帳に記載するこ

地域の振興につい
ては､ 立地条件や地
域ニーズを踏まえつ
つ､ 民間企業の誘致・
投資環境整備といっ
た仕組みづくり等に
ついて､ 協議会の意
見を聴きながら長期
的な視野に立って検
討していくこととし
た｡

廃棄物撤去完了後
は､ 県内全域で環境
学習を実施してもら
えるように､ ウェブ
アーカイブに子ども
向けのページや教育
関係者向けのページ
(環境学習用テキス
トの掲載やＤＶＤの
貸出等) を盛り込ん
だ｡
また､ 県事業とし
て実施してきた出前
講座は終了したが､
今後は､ 要望に応じ
て出前講座を実施す
ることとし､ ウェブ
アーカイブ内で出前
講座の案内を行うこ
ととした｡

度に両県それぞれで
事業を行うこととさ
れたものである｡
廃棄物等撤去完了
後の跡地については､
青森県側は県有地で
あるが､ 岩手県側は
原因者の所有地を差
し押さえ､ 競売によ
り費用回収すること
としており､ 全く異
なる状況ではあるが､
今後も密に連絡を取
り合い両県の協同を
模索していく｡
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県境再生対
策室
(現：環境
保全課)

風評被害対策
給付金

限度額の見直しについて
当該給付金は設定以来一
度も支出された実績がない｡
平成25年度に廃棄物の撤去
が終了し､ 実施計画の重点
が水質浄化に移っていくも
とで､ 新たに風評被害が発
生する可能性がどの程度あ
るかについては見方が分か
れるところである｡
当該債務負担行為の必要
性､ 必要だとすれば限度額
をいくらとすべきか､ 継続
的に見直しを行っていくこ
とが必要と考える｡

24年度までの貸出実績は17
件で､ うち24年度は０件で
あった｡ 所管課によると､
当該貸出台帳に記録されて
いる以外にも貸出や提供が
あるとのことである｡ 貸出
台帳には貸出実績を網羅的
に記載し､ 情報発信の充実
に役立てていくことが望ま
れる｡
また､ 本事案の経験を貴
重な財産として次の世代に
引き継ぎ､ 国内外で活用す
ることをうたう以上は､ 県
ホームページのみならず関
係機関のホームページにリ
ンクを貼るなど､ より多く
の人々の目に止まるような
積極的なＰＲが必要である｡
平成25年度で廃棄
物の撤去が完了した
が､ 風評被害救済制
度の存続を求める地
元の要望を受け検討
した結果､ 平成34年
度まで同額の債務負
担行為も含めて当該
給付金制度が必要で
あると判断した｡
債務負担行為額に
ついては､ 毎年度の
予算編成時に継続的
に検討していく｡

ととした｡
また､ 幅広くＰＲ
するため､ 関係市町
村のホームページに
ウェブアーカイブの
リンクを貼ったとこ
ろであり､ 今後も積
極的にＰＲしていく｡

平成27年１月16日

(
)

青発
森行
市所
青長・
島発
一行
丁人
森目
一
番
一
県号
(
)

青印
森刷
市
第所
東二・
販
奥問
屋売
印町人
三
刷丁
株目
一
式番
会七
七
社号

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
四
十
四
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

金曜日

青

森

県

報

号外第１号

( )

