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務
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平成28年１月27日

監査項目

平成25年度分
監査箇所名

環境活動推進
事業費

同

同

同

青森県監査委員

監査結果

項の規定により､ 措置の内容を公表する｡

○

環境政策課

本事業の認定の見直しに
ついて
他にも関連事業があるた
め､ 本事業が別途設定され
ている趣旨がわかりづらい｡

泉
元
夏
沼

山
木
堀
尾

浩

篤

哲

一

一

子

章

平成27年度当初予
算編成過程において
事業内容・単位を検
討した結果､ 本事業
における取組は少額

措置の内容

啓
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号外第６号

報
県
森
青
水曜日
(  ) 平成28年１月27日

環境政策課

環境政策課

自然保護課

公害苦情・紛
争処理事業費

地域の人財に
よる環境教育
推進事業

大人向け環境教育プログ
ラムツールの有効活用につ
いて
大人向け環境教育プログ
ラムツールは､ 活発に利用
されているとは言えず､ 利
用が全くなかったツールも
あった｡
県は本ツールについて県
のホームページやメルマガ
で情報提供しているほか､
環境経営セミナーの際に紹
介しているが､ さらに周知
し､ 活用を促す取組が必要
である｡ また､ 利用者や専
門家の意見などを踏まえて､
プログラムツールの必要性､
あるいは必要な場合のツー
ルの内容､ ツール貸出の体
制・方法などについても検
討していく必要がある｡

事業費が多額ではないこ
とから､ 必要な取組につい
ては目的を共有する他の事
業の中で実施することを含
め､ 本事業を見直す必要が
ある｡

苦情処理の件数の
正確性・客観性を確
保するとともに､ そ
の内容を把握し､ 説
明できるようにする
ため､ 報告内容の正
確な把握が難しかっ
た処理方法について､
必要に応じて市町村
等担当窓口に対して
説明を求めるよう平
成26年11月に取扱い
を改め､ 平成27年５
月末の公害苦情調査
結果報告時から実践
した｡

大人向け環境教育
プログラムツールに
ついてより活発に利
用されるよう､ これ
までのＨＰやメルマ
ガによる周知に加え､
もったいない・あお
もり県民運動推進大
会におけるパネル展
示や環境教育活動交
流会でのチラシ配布
による周知､ 市町村
担当課長会議での周
知等を行い､ 活用促
進に努めた｡
また､ 引き続き､
ツールの内容､ 貸出
の体制・方法などに
ついては､ 利用者ア
ンケートなどを参考
に随時必要な見直し
を行うこととした｡

予算ながらいずれも
必要な取組であり､
また､ その他の関連
事業とは事業目的及
び事業対象が異なる
ものであることから､
事業の目的を明確に
しつつ､ 効率的かつ
効果的な執行に努め
ることとした｡

費目の設定について
平成28年度当初予
白神山地ビジターセンター 算編成において､ 自

苦情処理件数の内容把握
と客観性確保について
公害紛争に至る前に､ 県､
市町村等の担当窓口で公害
に関する相談､ 苦情を受け
付け､ 処理を行っており､
平成24年度の総処理件数の
半数が弘前市となっている｡
苦情処理データは青森県
の環境施策の推進において
重要な指標の一つであり､
県は苦情処理件数データに
ついて一定の正確性や客観
性を確保するとともに､ そ
の内容について把握し､ 説
明ができるようにしておく
必要がある｡
県民の森の維
持管理等に要

(  )
号外第６号

報
県
森
青
水曜日
平成28年１月27日

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)

する経費 (管
理運営費)

行政コスト計算書の活用
利用者１人あたり
について
コストについては､
公の施設の設置を検討す 様々な要素があるも
る際には､ 施設の有効性を のの､ まずは､ 変動
判断した上で過剰な投資を 要素の大きい利用者
抑えるために､ 利用者1人 増に向けた対策等を
あたりのコストをどの水準 講じていくことで､
に設定するかが検討するこ 利用者１人当たりコ
とが望まれる｡ 既に設置済 ストをより低減させ
の施設においても､ 今後目 ていくこととし､ 平
標とすべき利用者１人あた 成27年度から３か年
りのコストを設定すること における指定管理者
は必要であると思われる｡
選定に当たって､ 利
県としては､ 白神山地ビ 用者の増加に向けた
ジターセンターにとって妥 取組が適切かどうか
当な利用者１人あたりのコ を主要な審査要件と
ストの水準を設定した上で､ して審査を行った｡
その目標に向かって､ 利用
選定された事業者
者増及びコスト削減に努め と協議を重ね､ 目標
ることが望まれる｡
とする利用者数を
70,000人 (H26年度：
56,959人) とするこ
ととし､ 結果として､
これまでの利用者１
人当たりコストを下
回ることを目標とし
た｡

と自然ふれあいセンターは
施設規模に違いはあるが､
県にとっての重要性に違い
がないのであれば自然ふれ
あいセンターも白神山地ビ
ジターセンター費と同様に､
他の支出から独立した費目
構成とすることも検討の余
地がある｡
なお､ 自然ふれあいセン
ター関係の費用以外にも､
自然保護課の事業概要と予
算・決算の支出項目との関
係が分かりにくいものもあ
る｡ 今後予算・決算の項目
全般について事業概要との
関係が明確になるように再
構築することも検討の余地
があるものと思われる｡

然ふれあいセンター
と白神山地ビジター
センターで費目構成
の違いがなくなるよ
うに見直しを行うこ
ととした｡
なお､ 予算・決算
の項目全般の再構築
については､ 財政担
当部局と検討の結果
現行どおりとするこ
ととなったが､ 今後､
新たな事業を構築す
る際には､ 可能な限
り関係が明確になる
ようにすることとし
た｡

十二湖エコ・
ミュージアム
センター

監査結果の趣旨を
踏まえ､ より安定的
な運営に資するため､
深浦町に平成28年４
月１日をもって施設
を無償譲渡すること

指定期間の変更
現在､ 指定管理者制度で
の指定期間は３年となって
いるが､ 指定管理者として
深浦町以外は考えにくい状
況にあるならば､ 指定期間

自然保護課

自然保護課

自然保護課

十二湖エコ・
ミュージアム

十二湖エコ・
ミュージアム
センター

十二湖エコ・
ミュージアム
センター

施設の運営の在り方につ
いて

施設の有効活用に向けた
取組について
近隣の施設から離れてい
ることや､ 展示内容の目新
しさが逓減しているなどの
理由によって､ 利用者数は
伸びていない｡
今後､ 展示内容の陳腐化
はますます進むことが予想
されるので､ 以下の事項を
含め何らかの対応が必要で
ある｡
１) 施設の在り方を検討し､
情報拠点施設としてのさら
なるステップアップを図る
ためには､ まず現状を分析
する必要がある｡ 利用者の
内容を分析することによっ
て今後の対処方針を検討す
ることが望ましい｡
２) 施設の有効性を高める
ためには､ 近隣のアオーネ
十二湖白神などとの連携を
今以上に図る必要がある｡
現在においても連携した普
及・啓発・指導事業を行っ
ているが､ 連携事業数や規
模の拡大などさらなる検討
が必要と考える｡

行政コスト情報の把握
施設の維持管理は指定管
理者である深浦町の予算で
運営されていることから､
施設のバランスシート及び
行政コスト計算書を作成し
ていない｡ ただし､ 維持管
理コストは発生しないとし
ても､ 施設設置のための初
期投資は行っており､ また
大規模修繕等は県の負担と
なっている｡
外部に公表しない管理デー
タとしても､ 施設のバラン
スシート及び行政コスト計
算書を作成することは意義
があるものと思われる｡

を５年間以上とするなど延
長して､ より安定的な運営
に資する必要がある｡

深浦町からの要望
を踏まえ､ 必要な修

監査結果の趣旨を
踏まえ､ 施設の有効
活用を図るため､ 深
浦町に平成28年４月
１日をもって施設を
無償譲渡することと
して事務手続を行っ
た｡

必要な修繕工事を
実施した上で､ 深浦
町に平成28年４月１
日をもって無償譲渡
することとして事務
手続を行ったことか
ら､ 県において施設
のバランスシート及
び行政コスト計算書
は作成しないことと
したが､ これらの必
要性について同町に
伝え対応を促した｡

として事務手続を行っ
た｡

号外第６号

報
県
森
青
水曜日
(  ) 平成28年１月27日

○

センター

平成26年度分

他の施設と比べ､ 県にとっ
ての施設を保有することの
積極的な意義は見出しにく
いのではないかと考えられ
る｡ 今後も施設の有効活用
に向けた取組策について有
効な方策が見い出せない場
合には､ 施設の運営の在り
方そのものについても検討
の余地がある｡
具体的には､ 県と深浦町
との協議の上､ 深浦町への
施設の譲渡等 (売却､ 無償
譲渡､ 貸付等) の検討を行
うことなどである｡

繕工事を実施した上
で､ 同町に平成28年
４月１日をもって無
償譲渡することとし
て事務手続を行った｡

監査項目

措置の内容

監査箇所名
青森県子ども
家庭支援セン
ター

事業経費の計画に対する
青森県男女共同参
実績について
画センター事業費及
県は指定管理者が行う経 び青森県子ども家庭
費の積算金額について､ 計 支援センター事業費
画と実績の乖離が大きいた の計画と実績の乖離
め､ 積算の見直しの実施や､ が大きい理由は､ 各
事業が計画どおり適切に実 事業費に計上すべき
施されているかについて指 消耗品等を､ 一般管
定管理業者の指導を徹底し 理費に計上していた
ていく必要がある｡
ことが原因であった
ため､ 平成27年２月
16日に､ 両センター
の指定管理者に対し､
事業費に計上すべき
消耗品費等について､
適正に計上するよう
指導した｡
また､ 平成27年６
月29日には､ 指定管
理者から､ 消耗品等
を適正に各事業費に
計上していることの
回答を得た｡

監査結果

こどもみら
い課､ 青少
年・男女共
同参画課

青森県子ども
家庭支援セン
ター

こどもみら
い課､ 青少
年・男女共
同参画課

平成27年２月16日
に､ 青少年・男女共
同参画課､ こどもみ
らい課及び指定管理
者の三者で今後の重
要書類の取扱いを協
議し､ 施設所管課で
ある青少年・男女共
同参画課に提出され

事業報告書の確認結果の
共有について
アピオあおもりは､ 二つ
の機能を有する施設であり､
アピオあおもりの指定管理
業務全体に係る所管課は､
環境生活部青少年・男女共
同参画課である｡ 事業報告
書は同課に提出され､ 確認

こどもみら
い課

こどもみら
い課

こどもみら
い課

里親支援機関
事業

児童相談所カ
ウンセリング
強化事業

青森県子ども
家庭支援セン
ター

専門里親認定研修におけ
る人数制限について
県では､ 平成23年12月に

児童相談所の支出区分に
ついて
当該報償金等の支出区分
は､ 弘前児童相談所及び八
戸児童相談所におけるもの
として予算の設定が行われ
ており､ また､ 国への報告
における単位としても弘前
児童相談所及び八戸児童相
談所という分類になってい
る｡
しかし､ 実際には､ 中央
児童相談所 (青森市) にお
いても支出があるため､ 正
しい支出区分は､ 中央児童
相談所､ 弘前児童相談所及
び八戸児童相談所の３区分
になる｡ 事業実績等をまと
めた資料は実際の支出区分
に応じたものとして作成す
ることが適切である｡

支出内容の確認について
事業費のうち､ 子ども総
合相談事業において､ ３月
にポスター・リーフレット
作成費72,000円 (税抜き)
が計上されていたため､ 振
替伝票を見たところ､ ポス
ター・リーフレット作成費
ではなく､ 平成25年度事業
実施報告書の印刷費75,600
円 (税込み) として計上さ
れていた｡
県は､ 支出内容の確認を
適切に行う必要がある｡

事務が行われており､ 当該
事務により記載もれや記載
誤りは修正されていたもの
の､ こどもみらい課に伝達
されていなかったことが､
後になって明らかとなった｡
今後においては､ 確認事
務の結果を事業に関連する
両方の課において共有し､
指定管理者の事業実績の内
容を計数値の面でも正しく
把握し､ 保管しておく必要
があると考える｡

平成23年12月に定
めた､ 専門里親の認
定研修受講者の推薦

事業実績をまとめ
た資料は､ 各児童相
談所に照会の上､ 実
際の支出区分に応じ
たものとして作成し
た｡

平成27年２月16日
の基本協定に基づく
実施検査において､
帳簿記載の誤りにつ
いて修正を行った｡
今後も支出内容の確
認を適切に行う必要
があるので､ アピオ
あおもりで作成する
月次明細表と振替伝
票の照合を定期的に
行うこととした｡

る基本協定や年度協
定に係る重要書類は､
同課からその写しを
こどもみらい課に送
付することにより､
業務実績の内容の共
有を図ることとした｡
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こどもみら
い課

こどもみら
い課

こどもみら
い課

あおもり出会
いサポート事
業

あおもり出会
いサポート事
業

あおもり出会
いサポート事
業

事業の成果について
人口減施策の中で､ 結婚
促進対策を本県の事業とし
て今後も継続的に推進して
いく以上は､ 成婚数を把握
する手法を検討するととも
に､ 先進自治体から情報収
集するなどして､ 事業の有
効性と費用対効果を高めて
いく必要があると考える｡

事業名の相違について
｢あおもり出会いサポー
ト事業｣ は､ 平成26年度か
ら ｢あおもり出会い・結婚
応援事業｣ として実施され
ている｡ しかし､ 平成26年
度の委託契約書・仕様書に
おける事業名の記載の一部
が ｢あおもり出会いサポー
ト事業｣ のままとなってお
り､ 整合していない｡ 従っ
て､ 委託契約書及び仕様書
において､ 事業名を整合さ
せる必要がある｡

再委託の承諾書について
県は､ 業務委託契約書の
規定に従い､ 再委託をする
業務については､ 書面によ
り承諾を行う必要がある｡

｢専門里親継続研修につい
て｣ の中で､ 他県の状況も
確認した上で､ 専門里親の
認定研修受講者の推薦は１
名とする方針を定めている｡
専門里親認定研修を受講
しようとする者が複数いた
場合でも､ 予算の範囲内で
柔軟に対応することが合理
的かつ合目的的であると考
えられる｡

平成27年度より､
委託契約書及び仕様
書の事業名について
は､ ｢あおもり出会
い・結婚応援事業｣
として整合させた｡

平成27年度から､
業務委託契約書の規
定に基づき､ 再委託
業務については事前
に書面で承認してい
る｡

は１名とするといっ
た方針を見直し､ 平
成28年度推薦分から
は､ 複数名の希望が
あった場合でも必要
に応じて対応してい
くこととし､ 希望者
数を把握するための
事前調査を実施した｡

平成27年度から､
会員登録の際に､ 成
婚数の把握の必要性
について説明を加え､
理解を求めたうえで
登録するなど､ 成婚
報告について徹底を
図った｡
また､ 今後の結婚
支援事業の有効性と
費用対効果を高めて
いくため､ 事業の受
託者が先進的な取組
を行っている他県の
状況を視察した結果
を､ 結婚支援事業に
ついて市町村や関係
団体が意見交換を行
う連絡協議会におい
て報告し､ 各団体の

こどもみら
い課

こどもみら
い課､ 総務
学事課

あおもり出会
いサポート事
業

わくわくあおもり子育て
プラン (事業編) における
指標について
本事業は､ 急速に進行す
る少子化対策の一環として､
結婚を希望する者の出会い
と結婚を支援することを目
的としている｡ 従って､
｢成婚数｣ を指標とするこ
とによって､ プランに掲げ
ている目標指標である ｢合
計特殊出生率の増加｣ につ
ながるものと考える｡
成婚数を把握しきれない
というのであれば､ 出会い
の場としての ｢イベント参
加者数｣ を代替指標とすべ
きであり､ 目標を達成する
ための手段にすぎない ｢イ
ベント情報提供回数｣ や
｢広報誌配布数｣ を指標と
することは不適当であると
考える｡

平成26年度で終了
した ｢わくわくあお
もり子育てプラン｣
の後継となる新たな
計画 ｢のびのびあお
もり子育てプラン｣
では､ 社会全体で結
婚を応援する気運の
醸成のための啓発活
動､ 結婚支援推進の
ための関係機関のネッ
トワーク形成を推進
することとし､ 指標
の設定はしないこと
とした｡

結婚支援事業に活用
していくこととした｡

認定こども園
推進事業費補
助金

認定こども園推進事業費
補助金の二重交付について
｢認定こども園推進事
業｣ ､ ｢私立幼稚園子育て
支援等推進事業｣ の両事業
を監査した結果､ 本事業の
補助対象とされた人件費の
一部は､ 事業の対象経費が
重複していることが明らか
となったため､ 交付済みの
補助金347万円の返還を要
請すべきである｡
県と市町村､ 県庁内の対
象課の間で十二分に原因を
更に究明し､ このような法
規等に準拠しない不適正事
務を反省し､ 組織上､ 地方
自治体間､ 事務手続き上に
おいて再発防止策を講じる
必要がある｡

補助金の二重交付
が確認された１市に
対して､ ｢認定こど
も園推進事業費補助
金｣ の過支給額347
万円の返還を要請し､
平成27年４月６日に
全額が県に返還され
た｡
今回､ 補助金の二
重交付が生じたのは､
関係課の間でそれぞ
れの事業の事前把握
ができていなかった
ことに原因がある｡
そのため､ 再発防
止策として､ 今後は
次年度予算編成時な
どの機会を捉えて､
関係課間で保育所等
に対する補助事業等
の実施の有無に関す
る情報を共有し､ 補
助対象が重なる事業
の実施予定がある場
合は､ 協議の上､ 事
業の一本化を図るこ
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こどもみら
い課､ 総務
学事課

こどもみら
い課

保育所緊急整
備事業

認定こども園
推進事業費補
助金

実績確認と会計処理の整
合性について
行政側では建物の完成実
績を確認して25年度補助金
として交付しているのに対
して､ 社会福祉法人側では
25年度では建物が完成した
会計処理をしていないケー
スや､ 行政側では建物の完
成実績を確認できていない
が､ 社会福祉法人側では25

認定こども園の保育所の
収支状況について
○学校法人の計算書類との
数値の乖離
本補助金は幼保連携型認
定こども園への移行促進を
目的とした事業であるが､
学校法人全体の財政的支援
を目的とするものではなく､
あくまでも保育福祉向上の
観点から､ 保育所部分のマ
イナス収支の補てんを行う
ことで､ 経費負担の軽減化
を図るのが狙いだと解され
る｡
実績確認手続きにおいて
は､ 県は部門別計算の正確
性に対する意識を強く持つ
必要があると考える｡ ｢全
体｣ を見なければ､ 個別部
門の計算の適正性は確認で
きるはずはないのである｡
県総務学事課は学校法人
全体に対する監督責任を有
していることから､ 補助金
の適正執行の観点､ 監査通
知事項の遵守の観点から､
是正措置を講ずる必要も生
じよう｡
○県内市町村事業との連携
県と市町村は今後､ 更に
連携を深め､ 交付申請のあっ
た市町村に対して事務的に
交付するだけではなく､ 県
の県土全般を対象とする指
導的役割を担い､ 県民福祉
の向上のために､ このよう
な基金事業を活用するメリッ
トを各市町村に訴えること
を期待したい｡

ととした｡
各学校法人に対し
て､ 本包括外部監査
において意見のあっ
た不適切な会計処理
の事例を示すととも
に､ その会計処理の
一層の適正化が図ら
れるよう注意喚起を
した｡
平成27年度から子
ども･子育て支援新
制度がスタートし､
幼児期の学校教育や
保育､ 地域の子育て
支援の量の拡充や質
の向上を進めていく
必要があることから､
各市町村に対して､
国の交付金等を活用
した事業の積極的な
実施を働きかけてい
くこととしている｡

保育所緊急整備事
業は平成26年度で終
了したが､ 平成26年
度分の補助金の確定
通知書から決算年度
を明記することとし､
県と社会福祉法人に
おいて会計処理年度
の整合性を図ること
としたほか､ 平成27
年10月２日には､ 保

こどもみら
い課

地域子育て支
援事業

各市町村の補助金申請に
関する確認事務について
県は､ 各市町村から本事
業の補助金申請の書類を入
手しているが､ その記載内
容の検証を行っていない｡
補助対象経費の確認のた
めに､ 決算書の添付と備考
欄での説明を求めているの
であるから､ 記載内容を統
一し､ 補助対象経費の根拠
資料として､ 県でもチェッ
クすべきである｡ また､ 平
成26年度からは､ 県も３分
の１を負担することになっ
たことから､ 補助対象経費
の範囲､ 支出内容､ 支出の

年度中に建物が完成した会
計処理をしているケースが
あった｡
会計処理と決算報告内容
の適正性確保は､ 言うまで
もなく､ 一義的には社会福
祉法人側の責任の下で行う
ものであるが､ 行政側の事
務処理にも遠因があると思
われる｡
より適時な事務処理を市
町村が行い､ 県に速やかに
実績報告を行い､ 県はなる
べく速やかに内部の起案決
裁処理を行って補助金の交
付事務を行う必要があると
考える｡ また､ 完成検査の
時点や補助金の交付決定の
時点で､ 例えば ｢本補助金
は25年度分であり､ 貴法人
においても25年度決算にお
いて適正に会計処理を行う
よう希望する｣ 旨の文書を
通知することで､ 当該事案
のような不整合性はかなり
回避できるのではないだろ
うか｡ いずれにしても､ 県
の会計処理と法人の会計処
理に認識の相違があるこの
ような事案については､ 行
政の指導監督権限の中で､
法人の会計処理に関する改
善事項となる可能性もある
ことから､ 県が行う社会福
祉法人の指導監査上も留意
することを希望する｡

平成26年度の実績
報告書等について､
補助対象経費の範囲
等の確認を実施し､
誤った記載等のあっ
たものについては指
導のうえ必要な修正
を行った｡ 加えて市
町村に対し､ 記載内
容の統一等を図るよ
う､ 平成27年８月７
日付けで文書により
指導した｡
なお､ 平成27年度
からは､ 市町村が策
定する ｢市町村子ど
も・子育て支援事業

育所を経営する社会
福祉法人に対し､ 県
補助金の交付年度と
法人の会計年度の整
合性をとるよう文書
により指導した｡

(  )
号外第６号

報
県
森
青
水曜日
平成28年１月27日

こどもみら
い課

こどもみら
い課

こどもみら
い課

本事業の実施状況 (費用
対効果) の分析について
県は､ 本事業の実施状況
とその効果に関して､ 評価
検討を加えていないが､ 各
市町村から実施報告は提出
されていることから分析は
可能であり､ 事業利用者の
意見や感想といった数値に
表れない定性情報も市町村
と連携して把握すべきであ
る｡ 事業がどのように役立っ
ているのかについての評価・
分析は､ 市町村が行ってい
る場合であっても､ 県は､
全県的な視点で情報を収集
し､ 事業を総括し､ 分析を
するべきであると考える｡
ましてや､ 平成26年度から
は､ 県の負担が３分の１発
生するため､ 従来のような
市町村任せの姿勢を改め､
事業の有効性を検証するこ
とが期待される｡

事業の目標設定値に対す
る取り組みについて
県は､ 目標値と実績値と
で乖離のある市町村､ ある
いは事業実施に至っていな
い市町村に対して､ 一層の
努力を促すと同時に､ 市町
村の改善策を共に考えてい
くことが必要ではないだろ
うか｡

費用対効果についても､ 必
要な説明を市町村に求める
べきである｡

平成27年度より施
行された子ども・子
育て支援新制度によ
り､ 市町村が策定す
る ｢子ども・子育て
支援事業計画｣ のな
かで事業目標が設定
され､ 目標に対する
達成度を市町村自ら
が評価することとなっ
た｡ 県においても､
目標の達成度を総合
的に検証し､ 次年度
以降の予算や事業実
施に反映させること
とした｡

平成27年度より施
行された子ども・子
育て支援新制度によ
り､ 県内全市町村に
おいて ｢子ども・子
育て支援事業計画｣
を策定し､ 地域のニー
ズ調査をした結果に
基づき提供体制を確
保することとされ､
各市町村の事業目標
が設定された｡
県は同計画に基づ
く達成度を評価し､
次年度以降の予算や
事業実施に反映させ
ることとした｡

計画｣ によりニーズ
量や提供体制の確保
状況が把握できるこ
ととなったので､ 同
事業計画に基づき､
費用対効果を勘案し
ながら補助金を執行
していくこととした｡

地域子育て支
援事業

地域子育て支
援事業

実績報告書等の確認につ
いて

平成26年度の実績
報告書等について､

病児・病後児
保育対策事業

こどもみら
い課

こどもみら
い課

病児・病後児
保育対策事業

病児・病後児
保育対策事業

事業実施施設の収支状況
の改善について
根本的な収支状況の改善
には安定的な財政支援が必
要と思われ､ 全国知事会か
らは国へ定額補助である基

事業目標の達成状況につ
いて
わ くわくプラ ン策定 時
(平成20年度) において､
病児・病後児保育事業の実
施市町村は５市町村であり､
最終年度の平成26年度には
13市町村を事業目標として
いた｡
当初計画になかった三沢
市､ 鰺ヶ沢町が事業実施し
ているものの､ 10市町村の
実施であり､ 目標達成には
至っていない｡
病児・病後児保育事業は､
子育てと就労の両立を図る
保護者の強力な味方である
が､ 比較的ニーズが高いと
思われる病児保育について
は､ 医師や看護師の確保が
難しいこと､ 病児の急変な
どのリスクが高いこと､ 病
児保育の施設基準を満たす
ことが難しいこと､ 実施施
設の費用面の負担もあり､
設置が進んでいない現状が
ある｡ 市町村レベルだけで
は解決できない課題も多く､
県としても事業実施の推進
に向けて積極的役割を果た
すことが望ましい｡

実施事業の対象経費が正
しいことを確認するための
歳入歳出決算 (見込) 書抄
本と提出書類との照合手続
きが不十分であったり､ 誤っ
た記載をしている市町村も
あった｡ 補助金精算書の誤っ
た記載については､ 国への
実績報告金額も誤ったこと
になる｡ いずれも補助金額
には影響しなかったものの､
補助金交付事務として実績
報告書等が適正妥当なもの
であるかについて､ 県は十
分な確認事務が必要である｡

平成27年度の国庫
補助基準額は､ 全国
知事会として要望し
た結果､ 基本単価が
改善された｡ 今後も
市町村から継続的に

平成27年度より､
従来の市町村が病児・
病後児保育実施施設
へ補助等を行うこと
に対する補助事業に
加え､ 県が直接実施
施設へ補助を行う
｢病児・病後児保育
促進支援事業｣ をモ
デル事業として実施
している｡ 当該モデ
ル事業の実施に伴い､
４市町の６施設にお
いて新たに病児・病
後児保育が開始され
たといった直接的な
効果が得られたほか､
モデル事業実施を通
じて得られたノウハ
ウ等を実施マニュア
ルとしてまとめるこ
ととしており､ これ
を市町村へ提供する
ことにより施設の普
及促進を図ることと
している｡

厳正な確認を実施し､
誤った記載等のあっ
たものについては指
導のうえ必要な修正
を行った｡ 加えて市
町村に対し､ 事業者
からの実績報告の確
認を適正に実施する
よう､ 平成27年８月
７日付けで文書によ
り指導した｡

号外第６号

報
県
森
青
水曜日
(  ) 平成28年１月27日

こどもみら
い課

こどもみら
い課

こどもみら
い課

延長保育促進
事業

休日保育事業

放課後児童健
全育成事業

実績報告書とその添付資
料について
県において､ 市町村から
提出された実績報告書及び
その添付資料を十分審査す
るようにすること､ 及び市
町村に対し､ 実績報告書及
びその添付資料作成に関す
る適切な指導を行うことが
必要である｡

平成26年度の実績
報告書等について､
厳正な確認を実施し､
誤った記載等のあっ
たものについては指
導のうえ必要な修正
を行った｡ 加えて市
町村に対し､ 補助金
関係書類の適正化を
図るよう､ 平成27年
８月７日付けで文書
により指導した｡

平成26年度の実績
報告書等について､
厳正な確認を実施し､
誤った記載等のあっ
たものについては指
導のうえ必要な修正
を行った｡ 加えて市
町村に対し､ 補助金
関係書類の適正化を
図るよう､ 平成27年
８月７日付けで文書
により指導した｡

情報を入手し､ 必要
に応じて国へ要望し
ていく｡

実績報告書とその添付資
料について
県において､ 市町村から
提出された実績報告書及び
その添付資料を十分審査す
るようにすること､ 及び市
町村に対し､ 実績報告書及
びその添付資料作成に関す
る適切な指導を行うことが
必要である｡

各市町村から提出
される実績報告にお
ける､ 各放課後児童
クラブでの対象経費
の実支出額や決算書

本分 (病児保育１か所あた
り年額240万円､ 病後児保
育１か所あたり200万円)
の引き上げなどの要望が出
されているが､ 県独自でも
運営施設の収支状況等につ
いて市町村より継続的に情
報を入手し､ 医師や看護師
などの人材確保が難しい地
方の実情に即した国への提
案に取り組むことも必要と
思われる｡
また､ 補助金の加算基準
に関して､ 八戸市は平成26
年度から事業実施自治体の
裁量で利用者数を50人毎の
加算基準にして､ 運営施設
の負担軽減を図り､ 子育て
支援の更なる充実を目指し
ており､ この取組は他の事
業実施市町村についても参
考となろう｡

実績報告書の検証につい
て
実績報告書の記載に不自
然な点がある場合や対象経
費と決算書支出済額が異な

こどもみら
い課

こどもみら
い課

こどもみら
い課

長期療養児療
育相談事業

妊娠・出産・
子育て情報機
能強化事業

放課後児童健
全育成事業

わくわくプランにおける
本事業の位置づけについて
わくわくプランの基本方
針１の施策目標指標である
乳児死亡率､ 合計特殊出生
率､ 里親等委託率のいずれ
とも､ 直接的な関係が薄い｡
プランにおける本事業の
位置づけはあいまいであり､
そのような事業をプランに
含めることはプラン全体の
性格をあいまいにしてしま
う恐れがある｡ 本事業をあ

事業効果の薄れた事業の
継続について
｢パパ・ママ・ナビあお
もり｣ の利用数・利用率と
も低下している一方で､ 事
業費 (当初予算額) は平成
22年度以降同額となってい
ることから､ 事業の効果は
明らかに逓減している｡
本事業をこのままの形で
継続することは､ 顧客満足
度､ 費用対効果､ 提供手段
の陳腐化から考えて､ 好ま
しくない｡ 利用促進のため
の課題検討と具体的な改善
施策を講じる必要がある｡

年間平均登録児童数の検
証について
各放課後児童クラブの児
童の出欠状況を確認できる
書類を実績報告書の添付書
類として追加し､ 年間平均
登録児童数と毎日の児童の
出欠人数が大幅に乖離する
場合や､ 全く出席していな
い児童がいる場合等には､
市町村担当者に対してヒア
リングを実施する等､ 年間
平均登録児童数の妥当性の
検証方法について検討すべ
きである｡

る場合には､ 市町村に問い
合わせを行い､ 必要に応じ
て実績報告書の再提出を求
める､ 対象経費の検証とし
て各放課後児童クラブの帳
簿書類や領収書等の証憑書
類も行うことが必要である｡

長期療養児療育相
談事業は平成26年度
で終了したが､ 同じ
く平成26年度で終了
した ｢わくわくあお
もり子育てプラン｣
の後継となる新たな
計画 ｢のびのびあお
もり子育てプラン｣
において､ 施策の目
標指標が前計画の３
項目から18項目に増
加し､ 当該事業に関

利用促進に向けて
課題を検討した結果
更なる周知が必要と
考えられたことから､
市町村を通じて､ 全
妊婦に対して妊娠届
時にチラシを配付す
ることとした｡ また､
スマートフォンにも
対応するよう改良を
加えたほか､ 提供す
る情報についても､
市町村事業の情報も
含め新しいものとな
るようにした｡

毎年実施している
｢放課後児童健全育
成事業の実施状況に
関する調査｣ の結果
を基に､ 年間平均登
録児童数の妥当性を
確認していくことと
した｡

類について､ 平成26
年度の事業実績報告
においては､ 必要な
修正等を行い､ 内容
が適正なものとなる
よう市町村を指導し
た｡
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こどもみら
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こどもみら
い課

特定不妊治療
費助成事業

不妊相談事業

事業の成果指標について
本事業の成果の指標は助
成件数とされている｡ 助成
件数は平成22年度以降増加
しているが､ 不妊治療の目
的から見て､ 妊娠の成立を
事業の指標とすべきと考え
られる｡
この点､ 所管課では､ 平
成25年度以前については妊
娠の有無を書類上把握でき
る仕組みになっていなかっ
たので､ 医師から提出され
る受診等証明書の様式を見
直し､ 平成26年度以降は妊
娠の有無という欄を設けて､
妊娠の成立を県として把握
できるように改めている｡
平成26年度以降についてデー
タを蓄積し､ 事業の成果指
標として役立てていくこと
が望まれる｡

委託料の積算根拠につい
て
委託先から報告された受
入額と支出額の乖離につい
て内容や理由を調査するか､
あるいは改めて見積書を徴
取することにより､ 委託料
の積算を実態に応じて正確
に行う必要がある｡ これに
より､ 今後の委託費の積算
において､ 少なくとも謝金
の部分について減額できる
可能性が高いと考える｡

えてプランに含める意味が
あるかどうか､ 検討が必要
と考えられる｡

平成27年度におけ
る委託料の積算につ
いては､ 委託先に対
して事業の実施見込
みを確認したうえで､
謝金については減額
するなど､ 実態に応
じた積算を行った｡

係する指標が設定さ
れたことから､ 終了
した事業の後継事業
である ｢小児慢性特
定疾病児童等自立支
援事業｣ を､ 新計画
における目標達成の
ための事業として位
置付けることとした｡

市町村へ現地調査
を行い､ 例えば給付
要件の確認状況など､
給付事務が適切に実
施されているか確認
を行った｡ 今後も定
期的に現地調査を実

新様式の使用を医
療機関へ再周知を図
り､ 妊娠成立の把握
を徹底した｡ また､
今後の事業の成果指
標とするため､ 件数
をシステムに入力し
蓄積するよう事務の
取扱いを改めた｡

ひとり親家庭
等医療費補助
事業

市町村が実施している医
療費の給付事務の確認につ
いて
ひとり親家庭等医療費助
成事業の実施主体は市町村
であり､ 一義的には各市町
村で資格証の交付状況や更

こどもみら
い課

こどもみら
い課

こどもみら
い課

ひとり親家庭
等日常生活支
援事業

自立支援医療
(育成医療)
給付事業

乳幼児はつら
つ育成事業費
補助

県の単価適用方法につい
て
子育て支援と生活支援の
区分や時間帯に関係なく一

わくわくプランにおける
本事業の位置づけについて
わくわくプランの基本方
針１の施策目標指標である
乳児死亡率､ 合計特殊出生
率､ 里親等委託率のいずれ
とも､ 直接的な関係が薄い｡
プランにおける本事業の
位置づけはあいまいであり､
そのような事業をプランに
含めることはプラン全体の
性格をあいまいにしてしま
う恐れがある｡ 本事業をあ
えてプランに含める意味が
あるかどうか､ 検討が必要
と考えられる｡

市町村が実施している医
療費の給付事務の確認につ
いて
乳幼児はつらつ育成事業
費補助の実施主体は市町村
であり､ 一義的には各市町
村で資格証の交付状況や更
新状況､ 台帳の整備状況､
医療費の給付状況が適切な
ものか検討すべきといえる｡
しかし､ 県の補助金は県が
定めた実施要領に基づいて
行う事業に要する経費に対
して交付するとなっている
以上は､ 県が定めた実施要
領に基づき市町村が事業を
適切に実施しているかを定
期的に確認することが必要
である｡

新状況､ 台帳の整備状況､
医療費の給付状況が適切な
ものか検討すべきといえる｡
しかし､ 県の補助金は県が
定めた実施要領に基づいて
行う事業に要する経費に対
して交付するとなっている
以上は､ 県が定めた実施要
領に基づき市町村が事業を
適切に実施しているかを定
期的に確認することが必要
である｡

事業の実施要綱を
見直し､ 派遣時間が
１時間未満の取扱い
について､ 30分未満

平成26年度で終了
した ｢わくわくあお
もり子育てプラン｣
の後継となる新たな
計画 ｢のびのびあお
もり子育てプラン｣
では､ 検討の結果､
本事業を関連事業と
して掲載しないこと
とした｡

市町村へ現地調査
を行い､ 例えば給付
要件の確認状況など､
給付事務が適切に実
施されているか確認
を行った｡ 今後も定
期的に立入調査を実
施することとする｡

施することとする｡
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ひとり親家庭
等日常生活支
援事業

律の単価740円を適用する
県の単価適用方法によれば､
国の補助金額を上回る場合
があり得ることになる｡ ま
た､ 支援員に支払う時間数
の集計は､ １時間未満の15
分や30分といった端数が生
じた場合､ すべて切り上げ
して１時間として計算して
派遣手当の支払いを行って
いる｡ このような取扱いに
より､ 国への基準額を上回
るケースは､ 一律740円の
低い単価を採用している青
森県ではないとは思うが､
場合によっては上回る状況
も想定される｡ 国とは異な
る適用単価､ 慣例的に行わ
れているこのような時間数
集計については､ 再検討の
上で､ 取扱要領等を定め､
適正な運用を図る必要があ
る｡
委託事業者に対する指導
監督について
委託先の県母連において
実地監査を行った結果､ 本
事業に関連して､ 下記の問
題点が認められた｡ 県は委
託者の事業内容について監
督する立場にあることから､
今後の事務において改善を
図るよう､ 指導することが
必要である｡
○資格確認について
青森県母子家庭・寡婦及
び父子家庭介護人派遣事業
実施要綱によれば､ 介護人
(家庭生活支援員) の選定
及び登録について､ 訪問介
護員 (ホームヘルパー) ３
級以上の資格を有する者を
選定し､ 母子・寡婦・父子
家庭介護人 (家庭生活支援
員) 名簿に登録し､ 内容に
変更があった場合は速やか
に登録内容の変更を行うこ
ととしている｡ この名簿を
確認したところ､ ヘルパー
資格取得の証明書を徴収し
ていない者が３人いた｡ そ
のうち２人は､ まだ事業を
行っていないが､ 残りの１

を切捨て､ 30分以上
は切り上げて１時間
とすることとしたほ
か､ 宿泊を伴う派遣
の場合は国の定める
基準により算定する
こととした｡

県母連に対し､ 今
後の資格確認につい
て改善を図るよう指
導した｡ なお､ ヘル
パー資格取得の証明
書を徴収していなかっ
た者への資格確認に
ついては､ 確認の対
象者が家庭生活支援
員名簿への登録の継
続を希望しないとの
ことだったので､ 登
録者名簿から削除す
ることとした｡
また､ 家庭生活支
援員への派遣手当の
源泉徴収税額につい
ては､ 県母連が青森
税務署に確認した結
果､ 源泉徴収税額表
(月額表) 乙欄で算
定するようにとの指
示であったことから､
確認結果に基づいた
算定を行っている｡
なお､ 県母連の確認
結果については､ 県
においても平成27年
10月１日に青森税務
署へ確認している｡

こどもみら
い課

こどもみら
い課

ひとり親家庭
等日常生活支
援事業

潜在的利用者へのＰＲに
ついて
本事業は､ 市町村の広報
誌､ 委託先である県母連の
ホームページ､ 母子家庭等
対象のちらしに掲載するな
どして周知しているが､ 利
用人数が増加していないの
を見ると､ 有効なＰＲがで
きていないことが実施上の
課題であると思われる｡ 県
母連で行う各種イベントで
も積極的に告知するなどし､
多くの潜在的な利用者に認
知してもらうための工夫が
必要である｡

母子自立支援員連
絡会議において､ 現
状の制度の問題点等
に関する支援員から
の提案や､ 利用者の
声の情報提供を求め
たところ､ 特に提案
等がなかったものだ
が､ 今後も機会を捉
えて確認していくこ
ととした｡ また､ 現
行制度の周知活動は
引き続き行うことと
し､ 市町村の戸籍担

各市町村に依頼し
て､ 当該事業を含む
ひとり親家庭が活用
できる支援策をまと
めたパンフレットを､
ひとり親家庭等医療
費助成の受給資格証
切替えのために市町
村の窓口に訪れる対
象者へ配布した｡ ま
た､ 県母連が実施し
た親子ふれあい講習
会や生活支援懇話会
といったイベントの
際に､ 事業の説明を
行い周知を図った｡

人については既に事業を実
施している者だった｡ 要綱
に従い､ 速やかに資格証明
書を徴収して､ 要件を具備
しているかを書面により確
認する必要がある｡
○派遣手当の源泉徴収税額
について
家庭生活支援員への派遣
手当は､ 支援事業終了の都
度支払われているが､ 派遣
手当から差引かれる源泉所
得税額を月ごと等に支払う
給与に適用する源泉徴収税
額表 (月額表) 乙欄で算定
していた｡ 税務的に正しい
方法は､ 源泉徴収税額表
(日額表) 乙欄の適用であ
るので､ 今後は適正な源泉
徴収税額を適用して算定し､
派遣手当から差し引いて支
払う必要がある｡

母子家庭自立
支援給付金事
業

利用促進策の検討につい
て
本事業は､ 国の定めた実
施要綱に沿って実施してお
り､ 県としての独自色が見
られない｡ 実際の利用者と
の相談や事務手続きは､ 各
地域県民局 (福祉事務所)
において､ 母子自立支援員
が対応しているが､ こども
みらい課でも､ 現場からの
情報を吸い上げて､ 現状の
制度の問題点や改善策を検
討すべきと思われる｡
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母子家庭等就
業・自立支援
センター事業

母子家庭等就
業・自立支援
センター事業

事業の対象者に対する案
内の送付について
母子自立支援策定プログ

精算資料等の確認､ 事業
内容の評価について
県母連からの精算資料は
正確な内容であると推定し､
その内容の確認事務を行わ
ずに委託料を支払っている｡
また､ 実施した事業の報告
を受けるのみで､ 実施事業
による効果の評価も行って
いない｡
県母連は事業の企画・実
施の能力もあり､ 県と関係
の深い公益財団法人である｡
３年に１度程度､ 県の指導
監査も受けているとは言え､
事業の経済性及び有効性を
更に高めるために､ また､
会計の真実性と正確性を確
認するため､ 事業委託者と
して､ 報告内容の実態把握､
最低限の原始証憑の確認､
及び事業内容の検証と評価
を行うべきと考える｡

県母連の人件費負担につ
いて
県母連は､ 僅かではある
が､ 本事業以外の公益事業
も行っているにもかかわら
ず､ 県母連からの精算資料
の金額には､ 県母連の人件
費の全額が､ 本事業の精算
額として計上されている｡
事業費に係る人件費のう
ち､ 管理費部分を除くとか､
合理的な基準に基づき事業
区分別に按分計算して､ 本
委託事業の対象とするべき
である｡

本事業は､ 日本全国の都
道府県で実施されているが､
例えば､ 自立支援教育訓練
給付費補助事業においては､
東京のような都市部と本県
の郡部とでは､ 状況がかな
り異なるのだから､ 交通費
支援や通信講座の利用促進
など､ 独自の対策を検討し
ても良いと思われる｡

母子自立支援
プログラム策
定事業

当窓口等で重点的に
リーフレットの配付
を行った｡

本事業以外の人件
費と区分するため､
事業区分別に案分計
算することとし､ 変
更後の基準により変
更契約を行った｡

平成26年度の事業
費精算に当たり､ 現
地確認し事業実施状
況及び支払関係の原
始証憑の内容確認を
実施した｡

リーフレットを各
市町村の福祉関係窓
口に加えて､ 戸籍担

こどもみら
い課

こどもみら

ひとり親家庭

ひとり親家庭
等在宅就業支
援事業

著作権及び物品等の帰属

委託先の事業実施状況の
監督体制について
３億円もの巨費を投入し
た県事業であることからは､
委託先の決算内容について
は､ 県としても十分な検査
確認を行うことが必要と考
えるが､ 時間的制約などの
理由から難しいのが実情で
ある｡ であるならば､ 改善
策として､ 県が設置した評
価委員会に決算報告書の分
析・評価機能を持たせ､ 委
託先に対して､ 改善提案内
容に関する指導性を強化す
ることを提案する｡
国の評価委員会が費用対
効果の視点に立って本事業
の見直しを求めたのと同様
に､ 県の評価委員会も本事
業の実態を深く知り得る立
場にある訳であり､ 委託先
を指導監督することができ
れば､ 県の委託先管理責任
を十分に果たすことに寄与
することになる｡

ラムについては､ 各県民局
において作成した事業の案
内に関するリーフレットを､
事業の対象者に対して､ 送
付することにより周知を図っ
てきた｡ しかし､ 平成25年
度は､ 東青地域県民局以外
の県民局に併置される福祉
事務所において､ 当該県民
局管内における児童扶養手
当受給対象者を把握するこ
とが困難になり､ このリー
フレットを送付することが
できなくなってしまった｡
この結果､ 平成24年度か
ら平成25年度にかけて､ 相
談受付者数が大幅に減少し
ており､ 東青地域県民局以
外の県民局管内において､
潜在的な助言・指導のニー
ズが存在したことは否定で
きない｡
事業の有効性を確保する
ため､ 適切な情報の共有と
事務分担の決定が望まれる｡

ひとり親家庭等在

ひとり親家庭等在
宅就業支援事業は平
成26年度で終了した
が､ 類似の事業の実
施に当たっては､ 契
約段階において､ 事
業実施状況の確認を
実施する旨を説明す
るとともに､ 定期的
に現地での確認を実
施していくこととし
た｡

当窓口でも配付する
など､ 環境の変化に
伴って新たに制度の
対象世帯となる方々
に情報が届くよう対
応した｡
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等在宅就業支
援事業

本県における本事業の必
要性と今後の方向性につい
て

について
委託先との業務委託契約
書第12条には､ ｢委託業務
により製作された資料等に
係る著作権及び購入した物
品等の所有権は､ 全て委託
者に帰属するものとする｡ ｣
と規定されているため､ 本
事業で委託者が設置・使用
したパソコンや回線等の物
品､ 制作したコンテンツ､
ＳＮＳ構築費用､ 管理シス
テム､ ホームページ等は､
事業終了後も県の所有物と
なる｡ 事業終了後の利活用
については､ 金額的重要性､
著作権の質的重要性を勘案
し､ 本県における事業の方
向性に合わせて､ 有効に活
用できるような対応策が必
要不可欠である｡ また､ 使
用したパソコン等について
は､ 委託先の共同運営会社
が自己資金で購入し､ 在宅
ワーク支援センターにリー
ス (賃貸) する取引形態に
なっているため､ 所有権は
民間企業にあることになる｡
この点に関しては､ 契約書
12条の内容が想定している
取引形態 (購入) と異なる
形で予算上の積算が行われ
ていることから､ 事業終了
後は民間企業から物品の寄
贈を受ける手続きになるも
のと考える｡ また､ 県の財
産となるこれらのパソコン
について､ 損害保険が付保
されておらず､ 財産管理上
の点で､ 必要な費用は予算
措置する必要があったと考
える｡ 県の財産を委託先が
使用貸借している取引形態
であるのが経済実態であり､
そもそも､ 予算積算上で想
定したリース契約を委託先
に必須とすることそのもの
が､ 実態と解離しており､
妥当ではなかったように考
える｡

宅就業支援事業は平
成26年度で終了した
が､ 類似の事業の実
施に当たっては､ 物
品等の取扱いについ
て実態に沿った事業
内容及び契約内容で
実施することとし､
契約前にも事業者に
確認を行うこととし
た｡

ひとり親家庭等在
宅就業支援事業は平
成26年度で終了した

こどもみら
い課

こどもみら

ママとパパの

ママとパパの
健やか生活習
慣サポート事
業

アンケート結果の集計状

事業実績の第三者的評価
について
妊婦の夫等に対する禁煙
補助事業については､ 事業
予算の設計上は平成24年度
500人､ 同25年度750人を見
込んでいたが､ 実績は24年
度57人82件､ 25年度127人
166件と低調な結果となっ
た｡ 県予算の特別枠での重
点事業であったことを踏ま
えて少し踏み込むと､ より
費用対効果の視点を持ち､
事業計画の達成を目標にし
た更なる努力が県にも必要
だったと考える｡
本事業はわくわくプラン
事業ではないためなのか､
事業の施策評価及び数値目
標に対する実績値が公表さ
れていない｡ 期間限定の重
点事業であることからして
も､ 県は施策事業評価を県
民に対して公表し､ その成
果及び改善点を明らかにす
る必要があると考える｡

本事業については軌道修
正が求められている｡ その
方向性を決定するにあたっ
ては､ 基本理念として､ 国
の基金事業だけに捕らわれ
ることなく､ 本県のひとり
親家庭等に関する特有の課
題を解決するための有効な
施策・事業でなければなら
ない｡
３億円を投入して在宅ワー
クに就業可能な100人の人
間を今後の施策にどのよう
に生かしていくか､ という
本事業の ｢成果の回収｣ ､
あるいは､ 応募したが参加
できなかった600人の就業
支援の必要はないのか､ と
いう ｢福祉の公平｣ ､ 国と
同様の ｢費用対効果｣ の視
点に立って､ 具体的で様々
な課題を県は認識する必要
があるし､ 本事業の有効性
を自己評価しなければなら
ない｡

ママとパパの健や

ママとパパの健や
か生活習慣サポート
事業は平成25年度で
終了したが､ 今後の
妊婦に対する禁煙施
策を展開していくに
当たっては､ 禁煙治
療についての経済的
支援があるにもかか
わらず､ 事業に協力
していただける県民
が少なかったという
県民の禁煙意識を踏
まえていくこととし､
また､ 事業結果につ
いては､ 今後妊婦の
禁煙について啓発し
ていく中で､ 事業結
果を紹介するなど活
用していくこととし
た｡

が､ 当該事業の評価
委員会を平成27年４
月及び９月に開催し
て､ 事業の達成度の
評価及び類似の事業
の実施の際に踏まえ
るべき課題について
提言を受けたところ
であり､ その内容を
今後同様の事業を実
施する際に生かして
いくこととした｡
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い課

こどもみら
い課

医療薬務課

小児救急医療
支援実施事業
運営費補助

ママとパパの
健やか生活習
慣サポート事
業

健やか生活習
慣サポート事
業

委託費の概算払いの方法
について
県は､ 平成25年４月に委
託契約額3,712千円の全額
を概算払いしたが､ 平成26
年４月25日付けの事業完了
報告書の提出を受けて､ 平
成26年５月16日に事業実績
を超える額2,791千円の返
還を受けた｡
イベント事業の開催時期
は８月から11月にかけて行
われていること､ 禁煙支援
事業の薬剤購入は､ 一般の
調剤薬局が自己資金で行い､
後日､ 県薬剤師会が調剤薬
局に振り込む取引になって
いることから､ 必ずしも年
度当初の全額概算払いが必
要不可欠だとは思われない｡
委託先の運転資金の補填と
見做されないよう､ 事業の
進捗状況を見極めながら､
中間払いで概算払いした方
が､ 同じ２回の事務執行で
あったとしても､ 県費の節
約につながると考える｡

況について
出産後のアンケートにつ
いては､ 出産に至らなかっ
た方もいたために薬剤師会
側で実施を躊躇していた経
緯があるとのことである｡
しかしながら､ 委託契約書
上の禁煙補助剤対象者の要
件には､ ｢アンケートに回
答できる人｣ と明記されて
いるため､ 禁煙補助剤の補
助要件として､ アンケート
への回答は必須のものと考
えられる｡ 数値の整合性を
確保し､ 契約条項に沿った
事業の実施を行うよう､ 県
は委託先に対する指導助言
が必要と考える｡
ママとパパの健や
か生活習慣サポート
事業は平成25年度で
終了したが､ 今後同
様の事業を実施する
場合は､ 業務実施ス
ケジュールに合った
適切な支払方法とす
る契約内容とし､ 県
費の節約を図ること
とした｡

か生活習慣サポート
事業は平成25年度で
終了したが､ 今後同
様の事業を実施する
場合は､ 委託先に対
する指導助言を徹底
し､ アンケートの回
収率を上げて数値の
整合性を確保するこ
ととした｡

平成26年度補助事
業の実績報告時に､
補助対象者に対して
提出書類の訂正を依
頼し､ 事業実績値を
記載した歳入歳出決
算 (見込) 書抄本を

実績報告書の検証につい
て
実績報告という行為の基
礎には､ 事業実績値を記載
することを求めるのが交付
主体の立場であると考えら
れることから､ 決算見込額

医療薬務課

医療薬務課

医療薬務課

小児救急電話
相談事業費

小児救急医療
対策協議会開
催費補助

継続的な事業の検証につ
いて
更なる効果的､ 効率的な
事業の執行のためにも､ 東
北地方に限らず､ 継続的に
他県の事業の実施状況を把
握し､ 比較検討し､ 分析す
ることが必要である｡

協議会の運営について
平成23年度から平成25年
度までの当初予算額と決算
額の推移をみると､ 当初予
算額と決算額との間で大幅
な乖離が継続的に生じてい
る｡ 平成25年度は､ 予算要
求の時点では平成25年10月
に県協議会の開催を予定し
ていたが､ 各委員の日程が
合わずに開催が見送られ､
津軽地域協議会が１回開催
されたのみであった｡
協議会の適切な運営のた
めにも､ 日程調整の仕方を
工夫し､ また､ 協議会の１
回あたり開催費が大きく変
動する要因は少ないと考え
られるため､ 予算の精度を
高めるように努めるべきで
ある｡

と実績額に差額が発生した
場合には､ 提出書類の訂正
を行うよう､ 指導する必要
がある｡

人工透析・産科医
療機関機能確保設備
整備事業は平成25年
度で終了しているが､
今後､ 設備の整備に
係る費用に補助金を
交付する際の交付要
綱策定時には､ 補助
目的が効果的に達成
されるよう､ 多角的
な観点から補助金の
基準額を設定するこ
ととした｡

平成25年度におけ
る他県の小児救急電
話相談事業の実施状
況 (実施主体､ 相談
件数等) を平成26年
10月に把握し､ 青森
県の状況と比較検討
し､ 分析した｡ 今後
も､ 継続的に他県の
事業の実施状況を把
握し､ 比較検討し､
分析するよう努める｡

既に平成26年度に
おいて､ 小児医療対
策協議会及び津軽地
域小児救急医療運営
協議会の開催に係る
日程調整に際して､
参加しやすい設定と
なるよう事前に委員
の意見を聴取した上
で開催しており､ 予
算内容に即した執行
内容となった｡ 協議
会の開催にあたって
は､ 今後とも､ 委員
の参加率を高めてい
く｡

提出させた｡ 今後も､
実績報告にあたって
は実際の決算を見据
えた実績報告書とな
るよう指導していく｡

人工透析・産
科医療機関機
能確保設備整
備費補助

補助基準額について
平成24年度の交付要綱に
よると､ 補助基準額は､ 人
工透析医療機関については
10,000千円､ 産科医療機関
については5,000千円と定
められているが､ 医療機関
の種類によって差を設ける
ことに関して合理性がある
かどうか確認できなかった｡
本事業は平成25年度で終
了とのことだが､ 設備の整
備に係る費用に補助金を交
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付する際の交付要綱策定時
には､ 多角的な観点から補
助金の基準額を設定するこ
とが望ましいと考えられる｡
地域周産期母
子医療センター
運営費補助

補助対象経費の確認事務
について
青森市民病院及び八戸市
民病院からの精算額明細書
には､ 研究研修費として､
それぞれ438千円､ 2,528千
円が記載され､ その精算明
細書に基づき補助金が交付
決定されていたため､ これ
らが､ 本事業の補助対象経
費になるのかを確認したと
ころ､ 県としては､ 対象経
費の詳細な内容に関する部
分までは､ 確認をしていな
いことから､ すぐに回答は
得られなかった｡
結果的に､ 従来から､ 研
究研修費には､ 学会等への
参加費や旅費､ 書籍等の購
入費が計上されているもの
として､ これを事業経費に
含め､ 補助金を交付してお
り､ 国への補助申請におい
ても､ 国から特に指摘を受
けていないので､ 問題とし
ていないとの回答があった
が､ そのような確認作業は､
補助金交付額の確定の際に
確認しておくべきことであ
る｡ 国庫補助金の事務を行
う県としては､ 最低限､ 各
病院にその支出内容を確認
し､ 補助金交付要綱上の補
助対象経費であることを確
認する必要があると考える｡

医療薬務課

医療薬務課､ 周産期医療シ
病院局
ステム運営事
業費

県における実績値の把握
について
医療薬務課では､ 県立中
央病院に対する負担金に関
連する事業で､ 事業の内訳
項目に対応して決算額が把
握されていない｡ また､ 中
央病院からの報告も受けて
いない｡ 中央病院でも､ 負
担金とそれに対応する決算
額の比較が行われていなかっ
た｡
事業全体として予算と決

平成26年度事業の
実績報告時に､ 各病
院の支出内容を点検
し､ 補助金交付要綱
上の補助対象経費で
あることを確認した｡
今後とも､ 事業の
実施にあたっては､
各事業の目的を明確
にしつつ､ 補助金交
付額の確定時に内容
を点検することによ
り､ 事業の適正な執
行に努める｡

中央病院において
は､ 医療薬務課に対
して､ 平成26年度か
ら､ 事業計画の他に
決算額についての報
告を行うこととした
ほか､ 次年度以降の
予算策定に生かすた
め､ 予算決算の比較
分析を行った｡
医療薬務課では､
平成26年度事業につ
いて中央病院から実

産科医確保支
援事業

医療薬務課､ 総合周産期母
病院局
子医療センター
ドクターカー
整備運営事業
費

県における実績額の把握
について
医療薬務課では､ ドクター
カーの出動回数は把握して
いるが､ 事業全体の決算額
については､ 中央病院から
の報告を受けておらず､ 把
握もされていなかった｡ ま
た､ 中央病院でも､ 予算と
決算の比較が行われていな
かった｡
中央病院における予算決
算の比較分析､ 及び､ 医療
薬務課において中央病院に
対し予算と決算の報告を求
めること､ さらに､ 将来の
予算策定に生かすことが必
要である｡

算の比較分析を行っていな
いと､ 事業内容の改廃を意
思決定するための情報不足
に陥るおそれがある｡ さら
に､ 中央病院全体の経営状
態を分析する際にも､ 個々
の事業における予算決算比
較がないことは問題ではな
いだろうか｡
以上より､ 中央病院にお
ける予算決算の比較分析､
及び､ 医療薬務課において
中央病院に対し予算と決算
の報告を求めること､ さら
に､ 将来の予算策定に生か
すことが必要である｡

平成26年度事業の
実績値については､
中央病院に報告を依
頼し､ 平成27年５月
に提出された内容を
確認の上､ 国に正確
な分娩件数を報告し
た｡
平成27年度は､ 産
科医確保支援事業開
始時に適時に事業計
画書及び実績値を報
告するよう通知した｡
また､ 他の医療機
関についても､ 提出
された書類に不足が
あった場合は速やか
に差し替えを依頼す

中央病院において
は､ 医療薬務課に対
して､ 平成26年度か
ら､ 事業計画の他に
決算額についての報
告を行うこととした
ほか､ 次年度以降の
予算策定に生かすた
め､ 予算決算の比較
分析を行った｡
医療薬務課では､
平成26年度事業につ
いて中央病院から実
績報告を受け､ 平成
28年度予算に反映さ
せることとした｡

績報告を受け､ 平成
28年度予算に反映さ
せることとした｡

医療薬務課

国への事業実績報告の誤
りについて
国への医療提供体制推進
事業費補助金の事業実績報
告に関して､ 中央病院の分
娩件数については実績件数
を県として確認することな
く､ 平成22年度と平成24年
度は予算上の分娩件数を報
告していた｡
中央病院以外の医療機関
については､ 青森県産科医
確保支援事業費補助金交付
要綱に基づき補助金交付が
なされ､ 産科医確保手当の
支給実績も月日別に報告す
ることになっている一方で､
中央病院に関しては､ 県の
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医療薬務課

産科医確保支
援事業

青森県産科医確保
支援事業は､ 平成26
年度より医療提供体
制推進事業費補助金
から地域医療介護総
合確保基金に移行し
ており､ 国の内示額
により上限額が設定
されることがなくなっ
たことから､ 上限額
に係る記載は削除し
た｡

補助金交付要綱に基づかず る等､ 確認手続を適
｢負担金｣ として支出して 正に行うこととした｡
いるため､ 支給実績等の情
報を担当者が入手せずに､
国への実績報告を行ってい
たことが原因となっている｡
更には､ 他の医療機関に
ついても､ 月日別の支給実
績件数と人別の支給実績件
数が一致しないものがあっ
た｡ また､ 県の補助金交付
要綱では､ 実績報告書に添
付する補助事業に係る歳入
歳出決算見込書の抄本には､
補助事業の決算見込額を備
考欄等に記入することになっ
ているが､ その記入がない
ものがあり､ 本事業の補助
金額が決算会計処理されて
いるか確認できないものも
あった｡
今後は､ 補助金額の誤り
が発生しないことを目的と
して､ 県は中央病院の実績
情報を確実に入手し､ また､
他の医療機関についても､
提出された書類の確認手続
を適正に行う必要がある｡
県補助金交付要綱に係る
補足資料について
平成25年度青森県産科医
確保支援事業費補助金交付
要綱には､ 補足資料があり､
基本的に平成25年７月25
日付で依頼した ｢平成25年
度産科医確保支援事業・所
要額調査票｣ で御回答いた
だいた件数が上限であり､
また交付申請書に記入する
際も上限額となります｡
(国の内示額が確定してい
るため) との記載がある｡
県では､ 補足資料の扱い
について､ 申請の総額が国
の内示額を上回った際は､
所要額見込調査の件数を上
限とする場合もあり得ると
いうことを､ 各医療機関に
予め周知するためであり､
国の内示額内に収まった場
合は､ 申請額どおりに交付
決定を行うこととしている
との説明であった｡

平成26年度から､
産科医確保支援事業
費補助金の申請の有
無にかかわらず､ 予
算要求前に県内各分
娩取扱機関に照会し
て分娩件数を把握し､
施策の立案に活用し
ている｡

そのような趣旨であれば､
補足文書通りに申請額を提
出している医療機関も実際
にあることから､ 公平性を
確保するため､ また､ 誤解
を招かぬために､ 補足文書
の記載も ｢上限額となりま
す｣ ではなく､ ｢上限額と
する場合もありえます｣ と
いう表現にすべきである｡
産科医確保支
援事業

県内の分娩件数の把握に
ついて
県内には､ 平成24年度で
は出産可能な医療機関が34
件あった｡ そのうち21件が
本事業の補助金申請を行っ
ている｡ 平成24年度の国へ
の実績報告において､ 産科
医等確保支援事業・所要額
調書 (分娩手当) の県内医
療機関の分娩取扱実績件数
を記載する欄には､ 本補助
金の申請がない医療機関に
ついては､ 見込分娩件数が
記載されている｡
産科医確保を喫緊の政策
課題として掲げる県として､
医療機関別の分娩件数等の
正確な情報を入手しておく
ことは､ 出産場所の現状把
握､ 早期の対策を立てるこ
と､ 重要施策の実現のため
に有用であると考える｡

平成26年度事業か
ら､ 病院局負担金の
決算額の算定にあたっ
ては､ 補助金交付要
綱に準じ､ 実績報告
に基づく実績値を用
いることとした｡

医療薬務課

医療薬務課､ 新生児医療担
病院局
当医確保支援
事業

負担金と補助金の公平性
について
八戸市民病院に対する補
助金は､ 県の定めた交付要
綱に従って交付されており､
計算式も同交付要綱に依拠
している｡
一方､ 中央病院に対する
負担金については､ 決算額
の算定において､ 当初予算
におけるNICU年間利用人
数が用いられている｡
同じ事業を実施している
にも関わらず､ 決算額の算
定方法が異なっているのは､
補助対象事業者間の公平性
の観点から問題があると思
われる｡ また､ 中央病院の
経営状態を分析する上でも､

号外第６号

報
県
森
青
水曜日
( ) 平成28年１月27日

他の事業者と比較可能性等
が担保されず､ 問題がある
のではないだろうか｡
以上より､ 負担金の算定
も､ 県の定めた補助金の交
付要綱と同様の算定方法に
従って行われるのが妥当で
あると思われる｡
NICUの増床・
機能強化

医療機器の計画的な整備
の必要性について
実際に医療機器を使用す
る医療現場の状況に応じて､
計画外の機器が必要になる
こともあると思われるので､
予算要求で計画した機器以
外を整備してはならないと
は考えていない｡ しかし､
平成25年度に実際に整備し
た機器をみると､ １千万円
以上の機器 (平成25年度予
算要求は３機器) は整備さ
れていない｡
このような状況から､ 整
備すべき機器の必要性や優
先性について十分に検討す
ることなく､ とりあえず金
額の大きな医療機器で予算
の枠を確保しているものと
判断される｡ 医療機器を整
備するにあたっては､ 計画
的に行うべきである｡

医療薬務課

医療薬務課､ 総合周産期母
病院局
子医療センター
ドクターヘリ
機器整備

購入備品の管理について
本事業は､ 総合周産期セ
ンター整備事業の一環とし
て､ ドクターヘリを使用す
る際に用いる患者搬送用の
ストレッチャーとトランス
ポーターを購入したもので
ある｡
２つの備品は､ 総合周産
期センター整備事業として
購入された備品であり､ 通
常は総合周産期センターが
所管するはずである｡ しか
し､ 現状では庁用備品とし
て分類し､ 経営企画室の所
管となっている｡
実際に備品を使う部署が
管理するという原則に照ら
し､ 当該備品を総合周産期
センターの所管として一貫
した管理を行うべきである｡

NICUの増床・機
能強化事業は平成25
年度で終了した｡
計画的に医療機器
の整備を進めていく
ため､ 今後､ NICU
等の医療機器整備事
業の実施にあたって
は､ 予算要求時に中
央病院に事業実施計
画書を提出させるな
どにより､ 整備すべ
き機器の必要性や優
先性について十分に
検討し､ 金額の妥当
性を確保することと
した｡

経営企画室の所管
としていた総合周産
期母子医療センター
整備事業で購入した
患者搬送用のストレッ
チャーとトランスポー
ターについて､ 平成
27年４月１日より総
合周産期センターの
所管として一貫した
管理を行うこととし
た｡ (備品シールを
貼って病院 (NICU)
の備品として管理)

周産期､ 障害
児医療情報共
有システム構
築・運営事業

システム導入の計画性と
有効性の検証について
大規模システムの導入の
場合は､ 多くの情報を共有
できることによって､ 医療
上最も有効性の高く､ 入力
の省力化による効率性の高
いシステムになることから､
当初導入が検討された県内
の主要な医療機関のネット
ワーク化を図ることが最も
望ましい姿だと考えられる｡
その実現に向けて､ 時間的
な制約や予算上の障害を克
服して､ 場当たり的な対応
ではなく､ できるだけ計画
的に行うべきである｡
更には､ 県は､ 新たに必
要とする施設がないか､ 導
入する際の利用面､ 費用面
等のハードルは何か､ シス
テムの導入施設から改善点
や注意点などの意見を集約
して効果を高める役割を担っ
ていく必要がある｡

周産期､ 障害児医
療情報共有システム
構築・運営事業は平
成25年度で終了した｡
なお､ 今回のシス
テム改修を含むシス
テム構築業務は､ 契
約者以外にはできる
者がいないため､ 複
数の見積書を徴する
ことができなかった
ものである｡
今後､ 随意契約に
よる場合には､ 予算
執行伺において随意
契約となる具体的で
明確な理由を明記す
ることとした｡ 今後
とも､ 財務規則に従
い適正な事務処理を
進めることとしてい
る｡

周産期､ 障害児医
療情報共有システム
構築・運営事業は平
成25年度で終了した｡
今後､ 類似の事業
の実施に当たっては､
導入検討段階におい
て､ 事業実施状況の
確認を実施する旨を
説明するとともに､
定期的にシステム導
入予定施設に対し確
認していくこととし
た｡

医療薬務課

医療薬務課､ 周産期､ 障害
病院局
児医療情報共
有システム構
築・運営事業

随意契約の手続と検証に
ついて
本システムの導入手続き
は､ 随意契約により行われ
ている｡ 随意契約による理
由は､ 中央病院が従来から
導入しているシステムに機
能追加するものであり､ シ
ステム構築した同社にしか
できないものだというが､
理由として非常に抽象的で
ある｡
随意契約となる理由は個
別的な事案であることから､
契約に関する規則に基づい
た随意契約であることを証
明するために､ より具体的
で明確な理由を明記してお
く必要がある｡
また､ 本件については､
青森県財務規則第百四十八
条のどの項目にも合致する
とは考えられない｡ たとえ
導入するシステムが決まっ
ていても､ 複数の見積書の
徴取を怠るべきではなかっ
たと考える｡
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医療薬務課

医療薬務課

総合周産期母
子医療センター
に対する研究
委託

総合周産期母
子医療センター
に対する研究
委託

購入備品等の予定価格に
ついて
周産期医療研究協議会に
おける物品の購入にかかる
契約行為には全く競争原理
が働いていないと言わざる
を得ない｡
周産期医療研究協議会の
ような県庁内の任意団体に
おける事務においても､ そ
の財源は公費であり､ 同協
議会には価格低減努力が求
められるものである｡ 県庁
内の任意団体については､
その存続期間が限定的であっ
ても､ 県はその事務を適正
に行うべく努める必要があ
る｡

基金事業終了直前の委託
研究費について
委託期間の年度の末日に
は､ 研究の成果物が出来上
がっているはずであり､ 同
日付にて物品等を購入して
もそれらを研究に供するこ
とはできないのは自明であ
る｡
本事業の場合､ ｢青森県
における周期医療の特徴・
改善策等に関する各種調査
研究を行うことにより､ 周
産期医療の一層の充実強化
を図ること｣ であったはず
であるが､ このような状況
では､ 本当に有意義な研究
が行われているのか甚だ疑
問である｡
県は､ そのような疑念を
持たれないよう事務手続に
も留意し､ 受託者 (この場
合は医師) にもわかりやす
いように事務のルールを示
さなければならない｡ 今回
のような研究委託の場合は､
例えば､ 最終年度､ あるい
は最終年度の最後の半年間
には備品等の購入はできな
いようにするといったルー
ルを最初から決めておき､
受託者に示しておくことも
一案である｡
総合周産期母子医
療センターに対する
研究委託事業は平成
25年度で終了した｡
今後､ 事業実施の
ために設立された周
産期医療研究協議会
が､ 物品の購入に係
る契約行為を行うこ
とはないが､ 今後､
任意団体が契約行為
を行う場合には､ 県
の規則等を参考に､
その事務を適正に行
うよう努めることと
した｡

総合周産期母子医
療センターに対する
研究委託事業は平成
25年度で終了した｡
今後､ 研究委託業
務を実施することが
あった場合には､ 受
託者に予め詳細な事
業実施計画等の作成
を依頼し､ 事業実施
計画と実績が大幅に
乖離することのない
よう受託者に指導す
ることとした｡

医療薬務課

医療薬務課

総合周産期母
子医療センター
に対する研究
委託

総合周産期母
子医療センター
に対する研究
委託

青森県周産期医療研究協
議会の事務について
協議会の事務局は医療薬
務課に設置され､ 分室が中
央病院に設置されている｡
しかし､ このような事務局
の設置の仕方では､ 本事業
の委託費を支払う部署と受
け取る部署が実質的に同じ
になってしまい､ 金銭の管
理上問題である｡
協議会は本来､ 県とは別

研究委託費の予算額との
差異について
当初予算額と決算額を比
較すると研究テーマによっ
ては､ 金額が大きく異なっ
ているものが見受けられる｡
また､ 平成25年10月に変更
された後の変更後予算額と
決算額を比較した場合でも､
その金額が大きく異なる研
究テーマがある｡ 確かに､
研究内容によっては当初想
定していない事態が起こり､
余計な支出が発生する場合
も考えられる｡ しかし､ 平
成25年度の予算変更は平成
25年10月に行っており､ 本
事業による委託研究は､ 平
成22年度から始まった４年
間の最後の半年間に差し掛
かった状況である｡ この時
点で研究に不測の事態が発
生することは考えにくい｡
このような状況から推察
すると､ 結果として予算額
自体は何ら意味のあるもの
ではなく､ それはすなわち､
何が本当に必要なのかまと
まっていない段階で予算執
行しているのが実態である
と判断せざるを得ない｡
研究委託においては､ 研
究目的を具体化し､ そのた
めに何が必要なのかを明確
にしてから､ 適当な受託者
を選定し､ 事務手続上のルー
ルを示して従わせるように
しなければ､ 本来の目的は
果たせないことに留意すべ
きである｡

総合周産期母子医
療センターに対する
研究委託事業は平成
25年度で終了した｡
なお､ 事業実施の
ために設立された周
産期医療研究協議会
が､ 経理事務を行う
ことはなく､ また､
協議会の経理事務は､
事務局分室 (中央病
院) が起案し､ 事務

総合周産期母子医
療センターに対する
研究委託事業は平成
25年度で終了した｡
今後､ 研究委託業
務を実施することが
あった場合には､ 研
究目的の具体化､ 事
業実施方法､ 事業の
進捗管理に留意する
こととした｡
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医療薬務課

医療薬務課

県南地域産科
医療体制強化
推進事業

補助対象経費の確認事務
について
本事業の委託業務につい
て､ 県は､ 八戸市民病院か
ら､ 最終的な委託先である
東北大学が作成した ｢実施
報告書｣ ｢精算書｣ を入手
しているが､ そこには経費
の明細の記載もなく､ 医療
薬務課では､ その内容の確
認事務が不十分であった｡
本事業の委託先での支出の
目的適合性は､ 検証しにく
いものであり､ 県は､ 今後､
本事業の補助対象経費の内
容の妥当性を確認すべきと
考える｡

総合周産期待機宿
泊施設整備事業は平
成26年度で終了した｡
今後､ 類似の事業
を実施する場合には､
事業計画段階からの
収支計画の精査､ 進
行管理､ 補助対象経
費の明確化等により､
補助金の適正執行に
努めることとした｡
なお､ 計画段階で
予期し得なかった事
案が発生した場合に
おいては､ 事業者と
運営に係る協議を行っ
ていくこととした｡

平成26年度補助事
業費確定時に､ 東北
大学が作成した ｢実
施報告書｣ ｢精算書｣
の他､ 精算書の経費
明細を入手し､ 内容
の確認事務を行った｡
平成27年度補助事業
については､ 補助対
象経費の内容の妥当
性を確認できるよう､
補助金交付要綱にお
いて実績報告時に経
費明細を記載するよ
う明記した｡

の任意団体である｡ たとえ､ 局 (県医療薬務課)
事務局としての運用規則が が審査し支払うとい
定められており､ 同一人物 うように内部での牽
が全ての事務を行わないよ 制機能が働いていた
うルール化されていても､
ものである｡
県における通常の事務のよ
今後とも､ 研究委
うにはならない可能性があ 託業務を実施するこ
る｡ そこで､ 組織上の内部 とがあった場合には､
統制の構築と適正な運用の 組織上の内部統制の
視点に立って､ 実行者と監 構築と適正な運用の
視者を分けた適切な管理の 視点に立って､ 実行
もとで事務を行うことが必 者と監視者を分けた
要である｡
適切な管理のもとで
事務を行うこととし
た｡

総合周産期待
機宿泊施設整
備事業

補助対象の民間事業者に
対する資金援助について
以下の点で､ 県の今後の
資金援助に一定の限度と事
務処理の改善を求めるもの
である｡
①補助率の変更
本事業の平成24年度にお
ける補助率は２分の１であ
り､ 平成25年度には補助率
が上がっている (３分の
２) ｡ 補助率を上げた理由
は､ 事業者の想定より収支
が悪化したことに伴う資金
援助のためである｡
補助事業とはいえ､ 一事
業者の行う事業に対し安易
に追加的な資金援助を行う
のは限定的であるべきであ
る｡ 基本的には､ 事業者の

医療薬務課

総合周産期待

経営努力により収支を改善
すべきと考える｡ このよう
な安易に追加的な資金援助
を行うことは､ 県民負担の
増加を容認し､ 事業者の経
営努力のインセンティブを
阻害する要因にもなる｡
②補助金交付要綱の同一年
度内の改正
当初交付要綱は､ 25年度
末に近い平成26年３月に改
正された｡ 改正理由は､
｢平成26年度から待機宿泊
施設の本運用に移行するに
あたり､ 試行的運用期間に
おける累積資金収支不足額
を解消するための補助を行っ
て､ 施設の経営基盤の安定
化を図るものである｡ ｣ と
されている｡ 累積資金収支
不足額の補填目的で交付要
綱を改正し､ 資金援助を行
う場合は､ その事案が真に
緊急を要するものに限定さ
れるべきである｡
③募集要項の内容を上回る
財政支援
選定後に補助率を上げる
こと､ 基盤整備分の補助を
行うことは､ 募集時の条件
には示されていない｡ 事業
者選定後に補助要件を変更
することは､ 公平性の観点
から不合理である｡
④短縮耐用年数による減価
償却費に対する財政支援
改正交付要綱に ｢減価償
却資産の耐用年数等に関す
る省令で定める耐用年数を
経過するまで､ 取り壊して
はならない｣ とされている
こと等を勘案すると､ ５年
を経済的耐用年数とするこ
とは適切ではなく､ 法定耐
用年数を採用することが適
当である｡
⑤その他
補助対象経費の明確化､
利息返済額の補助､ 精算書
の収入計上漏れについて､
それぞれ改善を求めるもの
である｡

事業者の事業報告書等と

平成26年度補助事
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総合周産期待
機宿泊施設整
備事業

機宿泊施設整
備事業

今後の待機宿泊施設運営
について
県の目的は､ 周産期医療
の更なる充実を図るため､
施設の安定的運営による利
用者の利便性向上にある｡
中央病院は､ 周産期医療の
｢最後の砦｣ とも言える施
設である｡ これらのことか
ら､ 原点に立ち返って､ 今
後の待機宿泊施設の運営に
あたっては､ 医療上の要請､
利用者の意識､ 要望や傾向
を踏まえながら､ 収益構造､
事業形態を見直すことを委
員会で協議し､ 費用対効果
に照らした事業継続の適否､
継続の場合の運営形態､ 運
営主体を決定しなければな
らない｡

の整合性確認について
事業完了実績報告書に添
付される補助金所要額精算
書及び精算額明細書の記載
誤りは､ 事業者の活動計算
書との整合性を確認すれば､
容易に発見できるものだと
考える｡
改正交付要綱第７の規定
では､ 事業者の活動計算書
の添付は求められてはいな
いが､ 事業者の事業報告書
等 (事業報告書､ 財産目録､
貸借対照表､ 活動計算書)
は､ ｢特定非営利活動法人
事業報告書等の公開に関す
る要領｣ に基づき､ 県のホー
ムページ上に公開されてお
り､ 容易に入手可能である｡
したがって､ 今後は､ 補
助金所要額精算書及び精算
額明細書と事業者の事業報
告書等との整合性について､
確認を行う必要がある｡

八戸市立市民病院
周産期センター増床
整備費補助事業に係
る消費税等仕入控除
税額返還手続は､ 平
成26年12月22日に完
了している (返還額
25,153円) ｡

総合周産期待機宿
泊施設整備事業は平
成26年度で終了した｡
現在､ 常設してい
る総合周産期等待機
宿泊施設運営委員会
において適切な運営
に係る協議を行って
いる｡
今後も､ 収益構造
及び事業形態の見直
し等については､ 同
委員会において検討・
協議していく｡

業については､ 平成
27年４月15日に､ 補
助金所要額精算書及
び精算額明細書と事
業者の事業報告書と
の整合性について確
認を行った｡
今後､ 補助事業の
実施に当たっては､
事業完了実績報告書
及び添付資料に記載
誤りのないよう､ 補
助事業者と連携しな
がら確認事務を行い､
効率的かつ効果的な
事業の執行に努めて
いく｡

八戸市立市民
病院周産期セ
ンター増床整
備費補助

消費税等仕入控除税額の
確定に伴う報告等の提出遅
延について
○交付要綱への準拠性違反
県は補助事業者に対し､
消費税等仕入控除税額の確
定に伴う報告等を求めてい
る｡ 報告された仕入控除税

額は補助金によって賄われ
ており､ 補助事業者は税務
申告によって実質負担がな
いために､ 県に返還する必
要がある｡
平成24年度分及び平成25
年度分の消費税等仕入控除
税額の確定に伴う報告が､
平成26年12月４日付けで県
へ提出され返還手続が開始
されたが､ 24年度分につき
１年以上､ 25年度分につい
ても約４ヶ月遅延している
ことになり､ 速やかな報告
を求める交付要綱に準拠し
た事務となっていない｡
○厚生労働省医政局長通知
への準拠性違反
県の交付要綱は､ 平成17
年９月20日付厚生労働省医
政局長通知
｢医療施設等
施設整備費補助金､ 医療施
設等設備整備費補助金等の
消費税及び地方消費税に係
る事務処理の適正化につい
て｣ の是正措置に沿ったも
のではあるが､ 実際の運用
状況においてはいまだ是正
措置の趣旨を全うしたとは
言えない状況が認められた｡
○県の基金会計への影響
平成24年度の要返還相当
額については､ 本来25年度
に返還されたならば25年度
の基金への戻入になるべき
ところ､ 26年度になってか
ら返還手続がとられた｡ 基
金事業であることからは､
八戸市から速やかに返還を
受けることで､ 基金をより
効率的に運用することが可
能であったと考える｡ 国の
財源を使った基金事業は会
計検査院の検査対象にもなっ
ており､ 報告の遅延は県の
交付要綱への準拠性違反に
とどまらない不当事項に該
当する｡
○改善策の必要性
報告書の徴収につき担当
者任せにせず､ 課内でのチェッ
ク体制､ すなわち内部統制
を整備し機能させる必要が
ある｡ この点に関して､ 解

消費税等仕入控除
税額の確定に伴う報
告及び返還手続の遅
延を防止するため､
補助金及び委託料の
執行管理表を作成し､
仕入控除の起案の際
には ｢補助金及び委
託料執行管理表｣ を
更新､ 添付すること
により､ 仕入控除に
係る事務手続が適正
に行われているかど
うかを課内全体で確
認することとした｡
また､ 消費税等仕
入控除税額の確定に
伴う報告､ 内部処理
の進捗状況等につい
ても一律の様式で管
理することとし､ 課
内でのチェック体制
を整備した｡
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未収金

釈の誤りを防止するために､
速やかとは具体的に何ヶ月
を指すか明らかにして､ 交
付要綱に明記しておく必要
がある｡
未収金の管理及び評価の
適正性について
①過年度未収金の金額的重
要性について
過年度未収金については､
最近は発生が減少している
というものの､ 総合周産期
センターに関する分は全体
に占める割合が多額になっ
ている｡ 長期間かつ多額の
長期未収金先の回収手続の
更なる強化により成果を上
げなければならない｡
②未収金管理の有効性､ 経
済性及び効率性
未収金取扱要領そのもの
が陳腐化不適応化している
部分もあることから､ 要領
の改定が必要であり､ その
際には費用対効果の視点を
織り込むことが合目的的で
ある｡ 最終段階処理として
の病院長権限により､ 少額
債権の切り捨て､ 超長期債
権の切り捨て､ 遠隔地の回
収手続きの簡素化､ 等の規
定を盛り込むことで､ 医事
課の事務処理の合理化､ 効
率化と､ 全体としての未収
金の回収促進が図られるも
のと考える｡
③貸倒引当金の計上予定額
の適正性
地方公営企業会計制度の
見直しにより､ 平成26年度
決算より貸倒引当金の計上
が義務化された｡ 病院局が
試算する金額の計算方法に
ついては､ アドバイザリー
契約した監査法人の助言を
受けて内部的にルール化し
たものであるが､ 次の点で
改善の余地があると考える｡
・ 現状では､ 債務者区分
の対象とする債権は過年度
未収金に限定されており､
現年度未収金は対象外であ
る｡ その中でも､ 経済状態

①②未収金対策の強
化について検討のう
え､ 平成27年４月１
日付けで未収金取扱
要領の改定を行い､
少額債権や長期債権､
遠隔地の居住者等へ
の対応について､ 費
用対効果の視点から
回収手続の簡素化等
の条項を盛り込み､
事務処理の合理化､
効率化を図ることで､
未収金の回収を促進
していくこととした｡
③経済破綻には至っ
ていないが債権の弁
済が滞っている債務
者に対する債権等の
うち､ 延滞理由が明
らかなものについて
は引当金繰入率を0
％から50％に変更し
た｡ また､ 貸倒懸念
債権のうち､ 既に死
亡した債務者､ 破産・
相続放棄が確定した
債務者については､
引当金繰入率を50％
から100％に変更し
た｡
病院局

棚卸資産

に重大な問題が生じていな
い債務者､ 経済破綻には至っ
ていないが債権の弁済が滞っ
ている債務者に対する債権
に対して､ 貸倒引当金の繰
入率は０％である｡ 内容的
に要注意先又は破綻懸念先
に該当する先に対して､ 引
当金を設定しない引当ルー
ルについては､ 今後の会計
実務において改善の余地が
あると考える｡
・ 貸倒懸念債権について
は､ 既に死亡した債務者､
破産・相続放棄の債務者が
含まれており､ 相続人から
の回収しか見込めない先に
ついて､ 引当率の50％は低
いように感じられる｡ 時間
の経過に従って回収率は低
下するのが経験則であり､
この貸倒リスクの上昇を､
引当率を上げることで会計
に反映させる必要があると
考える｡

棚卸資産の管理について
①在庫金額の不一致
委託先の在庫システムで
計上された税抜金額で決算
報告書に計上する方法が正
しい処理である｡ 今年度以
降の決算業務において､ 十
分注意されたい｡
②実地棚卸に基づく期末在
庫明細書の保存
決算数値の基となる決算
時点の期末棚卸明細表デー
タは､ 紙媒体でも電子媒体
でも､ バックアップデータ
として保存させなければな
らない｡ 中央病院の事業文
書規程上､ 決算関係文書の
保存期間は10年､ 実地たな
卸に係る文書の保存期間は
10年と規定されているため､
規程に準拠した保存が必要
である｡
③薬品等値引きの会計処理
中央病院の薬品購入手続
きは､ 年２回の見積り合せ
を行った結果､ 薬品単位で
最も安い単価を提示した業
者から購入している｡ 業者

①財務会計システム
を平成26年度から導
入したことにより､
期中消費税抜き処理
が可能となったため､
現在では薬品につい
て月ごとに消費税抜
きベースで突合がで
きている｡
②期末在庫明細書に
ついて､ 平成25年度
分まで遡って委託業
者に確認し､ 紙媒体
でデータを打ち出し､
保存することとした｡
③薬品の値引き交渉
の妥結時期を年度末
から上半期末に変更
し､ その後の新陳代
謝によって､ 期末に
おける在庫の単価を
値引き後の単価に即
したものとしたこと
などにより､ 値引き
額の棚卸資産額から
の減額は不要となっ
た｡
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固定資産システムの導入
について
平成26年度からは新たに
固定資産システムを導入し
ているとのことであったが､
平成15年度包括外部監査に
おける経理全般のシステム
化に関する要望意見に対す
る措置として､ 本来であれ
ば､ 少なくとも数年前から
固定資産システムを導入し､
効率的かつ正確な固定資産
の管理業務及び計算業務を
行っていて当然とも思われ
る｡
病院局全体としても､ 固
定資産の割合は金額的にも
重要性があり､ 導入したシ
ステムが､ 早期に､ 安定的
に運用されることが期待さ
れる｡

支払が過少となっ
たもの全てについて､
労働基準法第115条
第１項により遡及対
象となる２年間 (平
成25年１月から平成
26年２月) に遡及し､
平成27年２月20日に
追加支給を行った｡
再発防止策として､
新たに､ 複数の関係
者によりシステム管
理されている ｢病棟

新たな固定資産シ
ステムは､ 既存の全
ての固定資産のデー
タ化が終了した平成
26年４月１日より導
入しており､ 新規取
得分についてもリア
ルタイムで入力する
よう､ 平成26年11月
１日より運用改善を
図ったことから､ 現
在は安定的に運用さ
れている｡

ごとに年間購入金額を集計
し､ 年度末の２月及び３月
には､ 年間取引額に対して
値引きを受けている｡ 25年
度の値引き総額は55,711千
円であり､ この全額を薬品
費から控除して決算額とし
ている｡ この値引き額につ
いては､ 薬品単位の値引き
額を計算するのは困難であ
るため､ 薬品等の単価は据
え置いて､ 棚卸資産計上額
からの控除処理は行ってい
ない｡ 会計処理上これは正
しい処理ではなく､ 正しく
は､ 期末棚卸資産に係る値
引き額は､ 棚卸資産金額を
減額する必要がある｡

人件費

分娩件数の把握誤りによ
る診療手当の支払い誤りに
ついて
中央病院には､ １分娩当
たり１万円の分娩手当の３
分の１を国が補助する産科
医確保支援事業費が負担金
として交付されている｡
中央病院の分娩件数の実
績を確認したところ､ 双子
に関して７件の数え漏れが
あり､ この件数分について
は､ 産科医に対して診療手

病院局

人件費

宿日直手当の非課税の取
扱について
中央病院では､ 宿日直手
当１回につき4,000円を､
一律に源泉所得税の非課税
の取扱いとして会計処理し
ている｡
税法上または税実務上､
入院患者の病状の急変等に
対処するための当直勤務は､
宿日直料の非課税を定めた
所得税法基本通達281ただ
し書きの適用があり､ 非課
税となる｡ 税実務上におけ
る税務当局の判断は､ この
非課税の宿日直手当は限定
的に捉えており､ これ以外
の急患に対応する救急の宿
直は､ 通常勤務であり､ 宿
日直手当についても全額が
課税扱いとなるという解釈
がなされている｡ 他県の公
立病院等では､ この宿日直
手当が税務当局から源泉徴
収漏れを指摘されるケース
が相次いでいる｡ 中央病院
が､ 医師の勤務実態にかか
わらず､ 一律に宿日直手当
を非課税と処理していたと
するならば､ それは税務リ
スクを抱えていることと同
義である｡ 今後は､ 勤務実
態を把握し､ 取扱通達につ

当の支払いが過少となって
いることが判明した｡ この
誤りの他にも ｢青森県立病
院年報｣ で公表している分
娩件数と診療手当の支払回
数とは差異があったため､
調査を依頼したところ分娩
件数の過不足があることが
わかり､ 産科医への診療手
当の支払い誤り等の事実が
判明した｡
いずれも病棟及び総務課
の確認不足等の原因により､
産科医への診療手当につい
て､ 支払いが過少となった
ものが多数発生しており､
病院局職員給与規程に基づ
き支給すべきである｡ 今後
は､ 再発防止と適正な事務
執行を徹底する必要がある｡

当院は､ 重篤な患
者が多数入院してい
ることから､ そうし
た患者の万が一の夜
間の急変等に備えて
様々な種類の集中治
療室の部署にそれぞ
れ宿日直者を配置し
ており､ それら宿日
直者は､ 宿日直時間
帯は通常､ 入院患者
の病状の急変に備え
て､ 宿日直室 (ベッ
ド有) で睡眠・休息
待機することになっ
ているため､ 宿日直
勤務を通常勤務外の
業務と整理している｡
なお､ それでも宿日
直時間帯に発生する
可能性がある救急患
者等の急患対応等に
ついては､ 宿日直勤
務を中断して従事す
る通常勤務の業務と
整理し､ 別途､ 相応
の時間外勤務手当を
支給し､ その中で源
泉徴収として所得税
を支払っている｡ こ
うした当院の宿日直
の状況を元に､ 監査
人から出された意見

看護班業務日誌｣ か
ら分娩した患者名及
び担当医氏名を確認
した上で､ これまで
行われていなかった､
医事システム (診療
報酬請求ベース) の
分娩件数と突合し､
二重チェックを行う
体制に改善した｡
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周産期・障害児医療情報
共有システムの固定資産計
上
｢周産期､ 障害児医療情
報共有システム｣ は､ 病院
の会計処理上医業費用とし
て処理されており､ 固定資
産として計上されていない｡
固定資産計上するかどう
かは､ 予算策定時の支出科
目とは関係なく､ 当期以降
も事業活動に供する予定の
物品で､ かつ一定金額以上
のものについては原則とし
て固定資産計上し､ 減価償
却により費用を期間配分計
上するのが適正妥当な会計
処理である｡
原則的には､ ハードウェ
アとソフトウェアが一体で
ある場合､ 両者を合わせて
｢器械及び備品｣ 勘定 (有
形固定資産) で処理しなけ
ればならない｡ ただし､ ハー
ドとソフトを明確に区分す
ることが可能な場合､ ソフ
トウェアのバージョンアッ
プが頻繁に予定されている
場合などは､ 別個の固定資
産として会計処理する必要
がある｡ その場合には､ ハー
ドウェアを ｢器械及び備品｣
勘定で処理し､ ソフトウェ
アは ｢ソフトウェア｣ 勘定
(無形固定資産) にて処理
する必要がある｡
一方､ 青森県病院局財務

いて検討の上､ 課税・非課
税処理を判断する必要があ
るものと考える｡

平成27年度からシ
ステム開発の内容が
ソフトウェアのみの
場合は､ 資本的支出
の委託料で予算計上・
執行し､ 無形固定資
産のソフトウェアと
して耐用年数に応じ
て適切に減価償却す
ることとした｡

を踏まえて改めて検
討したが､ その結果､
あくまでも当院の宿
日直手当は､ 病院に
宿泊・待機し､ 入院
患者の病状の急変等
に対処するための宿
日直勤務に限定的に
支給しているもので
あり､ これまでどお
り､ 宿日直料の非課
税を定めた所得税法
基本通達281ただし
書きを適用し､ 非課
税の取扱いとするこ
ととした｡

障害福祉課

障害福祉課

日常生活用具
給付等事業

実績報告書の添付書類の
確認について
実績報告書の添付書類を

実績報告書の提出期限に
ついて
平成25年度の実績報告書
の提出状況を確認したとこ
ろ､ 次の通り提出日と収受
日について問題点が発見さ
れた｡
ア 提出期限を経過してい
るもの
イ 提出日から収受日まで
７日以上経過しているもの
ウ 収受日が提出日以前に
なっているもの
交付要綱に準拠して提出
期限を遵守するよう､ また
実際の提出日を記入するよ
う､ 県は市町村に対して徹
底すべきである｡ この点に
関し､ 提出期限の厳守や罰
則等補助金の交付に関して
見直しを行った場合､ その
結果については､ 交付要綱
の中で明記しておくことが
望ましい｡

平成27年４月14日
から５月15日にかけ
て､ 平成26年度実績

平成27年３月31日
に､ 市町村に対し期
限の遵守を徹底する
よう通知した結果､
平成26年度の実績報
告書の提出期限は遵
守された｡

規程には､ 無形固定資産と
してソフトウェア勘定が列
記されていない｡
中央病院の業務内容から
判断して､ 中央病院がソフ
トウェアを所有しない組織
であるはずがなく､ ソフト
ウェアは減価償却資産であ
ることから､ 一定金額以上
のソフトウェアは､ その他
の無形固定資産として会計
処理する必要がある｡ なお､
公営企業会計規則の改定に
よって､ 青森県病院局財務
規程は全部改正され､ 青森
県病院事業財務規程 (平成
26年３月28日青森県病院事
業管理規程第２号) として
公布されている｡ 本規程第
61条においては､ 無形固定
資産の部にソフトウェアが
独立科目とされていること
から､ 平成26年度より適正
な会計処理が行われること
が期待される｡

日常生活用具
給付等事業
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障害福祉課

障害福祉課

日常生活用具
給付等事業

実績報告書の添付書類間
の整合性について
対象経費の添付書類間の
金額的不整合について､ 歳
入歳出決算 (見込) 書抄本
に記載された金額が実施状
況調に記載された金額を上
回っていれば問題ないと判
断しているとのことであっ
た｡ しかし､ 実施状況調は
支援用具の細かい種目ごと
に件数と金額が障害者・障
害児別､ 公費・自費別に記
載された一覧表であり､ 歳
入歳出決算 (見込) 書抄本
は市町村の実績見込額を記
載するものであることから､
両者が一致しない合理性は
乏しい｡
県は､ 実施状況調の記載
額を用いて作成された補助
金精算書に基づいて､ 市町
村に対して補助金の交付確
定を行っている｡ 補助金の
交付確定事務において､ 補
助金精算書の正確性につい
て､ 添付書類間の整合性を
確認する必要があると考え
る｡

閲覧したところ､ 外ヶ浜町
において歳入歳出決算書
(見込書) を添付すべきと
ころ､ 歳入歳出予算書を添
付していた｡ また､ 六戸町
においては歳入歳出決算書
(見込書) の歳出欄に金額
単位の記載がなかった｡
県は､ 市町村から提出さ
れた文書につき十分にチェッ
クを行い､ 記入誤りや添付
誤りがあれば訂正を求める
ことが必要である｡

日常生活用具
給付等事業

交付要綱上の仕入控除税
額報告書に関する規定につ
いて
県は事業者に対し､ 平成
25年度青森県地域生活支援
事業費補助金交付要綱にお
いて､ 消費税等仕入控除税
額の確定に伴う報告等を求
めている｡
本事業については､ 市町

に関する市町村から
の書類を精査し､ 誤
りのあるものに関し
ては訂正し再提出さ
せた｡

平成27年４月14日
から５月15日にかけ
て､ 平成26年度実績
に関する市町村から
の書類を精査し､ 誤
りのあるものに関し
ては訂正し再提出さ
せた｡

平成27年度の補助
金交付要綱 (平成27
年３月18日制定) か
らは､ 消費税等仕入
控除税額の確定に伴
う報告等に関する部
分を削除した｡

障害福祉課

障害福祉課

日常生活用具
給付等事業

市町村が実施する給付事
務の検証について
県は､ 各市町村が国に提
出する実績報告書と､ 県に
提出する実績報告書の整合
性については確認している
とのことである｡ しかし給
付事務については市町村に
一任している｡ 市町村がそ
れぞれに作成している地域
生活支援事業費補助金交付
要綱についてその内容を確
認することや､ 実際の給付
事務が要綱に準拠して適切
に行われているか検証する
ことは行っていない｡
現状では､ 市町村の給付
事務に誤りがあった場合に､
県でそれを発見あるいは防
止できず､ その結果県費の
使途が不適切となってしま
いかねない｡ 毎年度全市町
村について給付事務の調査
をすることは現実的でない
にしても､ 何年かに一度循
環的に市町村へ赴いて検査
を行うことを検討すべきで
ある｡ これにより､ 市町村
での地域生活支援事業の実
態を把握することも可能と
なる｡

平成27年３月17日
に､ 市町村に対し期
限の遵守を徹底する
よう通知した結果､
平成26年度の実績報
告書の提出期限は遵
守された｡

全市町村に対し隔
年で監査を実施し､
事業が適正に行われ
ているかを検証する
こととした｡ なお､
平成27年度において
は､ 20市町村につい
て､ ６月16日から７
月31日にかけて監査
を実施した｡

村の一般会計における事業
であり､ 消費税法上の特例
により､ 申告義務はないこ
ととなり､ このような補助
金に関する仕入控除税額は
そもそも発生しないもので
ある｡ 従って､ 県の交付要
綱に規定する内容ではない
と考えられるため､ 今後の
交付要綱作成にあたっては､
削除する必要がある｡

補装具費支給
事業

実績報告書の提出遅延に
ついて
実績報告書の提出期限は
｢青森県身体障害児・者補
装具費負担金交付要綱｣ で
定められており､ 平成25年
度の市町村からの実績報告
書の提出状況を見ると遅延
しているものがあった｡
県は､ 負担金の交付に係
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森
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障害福祉課

補装具費支給
事業

る年度 (今回は平成25年度)
の３月に市町村からの交付
申請をもとに交付額を決定・
交付し､ ４月に提出された
報告の内容を審査して負担
額を確定する｡ 交付額と確
定額の間に生じた差異につ
き､ 交付額が超過した分は
市町村から県に平成25年度
予算へ返還し､ 不足した分
は県から市町村に平成26年
度予算から追加交付する｡
交付要綱に定める報告期限
が４月15日と早期であるた
め､ このような取扱いとし
ている｡ 従って､ 事務処理
が報告期限に間に合わない
場合は返還・追加交付によ
ることができる以上､ 報告
の遅延が生じないよう､ 県
は交付要綱に沿った期限に
報告を求めるべきである｡
実績報告書の添付書類の
確認について
実績報告書の添付書類を
閲覧した結果､ 添付誤りが
発見された｡
歳入歳出決算書 (決算見
込書) 抄本の代わりに直近
の予算書を添付する場合が
あり､ 決算書に代わるもの
として運用上認めているこ
と､ その場合は補正を確約
する旨を記載させているこ
との説明があった｡
しかし､ 予算書と決算書
とは全く性質の異なる文書
であり､ 予算書での代替を
容認することは恣意的な運
用と言わざるを得ず､ 交付
要綱の趣旨を没却する結果
となっている｡ 交付要綱は
補助金や負担金の交付事務
に際して最低限の内部統制
の意味がある｡ ゆえに交付
要綱の設定者自らが正当な
理由なく交付要綱によらな
い事務処理を行うこと､ し
かも緩める方向での運用と
することは､ 統制管理の点
から適切ではない｡ どうし
ても交付要綱によりがたい
状況があるならば､ 県の組

交付要綱によらな
い事務処理を改善す
るため､ 平成27年４
月３日から５月８日
にかけての平成26年
度の実績確認作業に
おいて､ 関係市町村
に対し決算書の提出
を指示した｡

障害福祉課

障害福祉課

補装具費支給
事業

市町村が実施する給付事
務の検証について

実績報告書の添付書類間
の整合性について
補装具給付事業の対象経
費について､ 市町村から提
出された負担金精算書 (第
６号様式) と歳入歳出決算
書 (決算見込書) 抄本を照
合したところ､ 不整合が見
られた｡
歳出には前年度の負担金
を入れている可能性があり､
歳入には市町村が自前で負
担している部分 (利用者の
負担軽減のため) を入れて
いる可能性があるとのこと
だが､ そのような原因で差
異が生じるのであれば､ 差
異の内容について説明を記
載する様式とし､ 正確を期
すべきである｡
負担金精算書上の対象経
費が歳入歳出決算書上の対
象経費より多額となってい
ることについては､ 単純ミ
スと思われるとのことだが､
市町村から提出された文書
につき十分にチェックを行
い､ 記入誤りや添付誤りが
あれば放置せず訂正を求め
ることが必要である｡
歳入歳出決算書上､ 自立
支援給付費総額を記載して
おり､ そのうちの補装具費
の金額が不明な状態であっ
たことについて､ 県から国
への報告及び市町村から国
への報告も節レベルでの記
載となっており問題はない
との認識であった｡ しかし
補装具費の対象経費に関す
る報告であるから､ 補装具
費の支出済額が不明なこと
は看過すべきでない｡ 補装
具費について正確に記載す
るよう､ 市町村に対し指導
する必要がある｡

全市町村に対し隔
年で監査を実施し､

平成27年４月３日
から５月８日にかけ
ての平成26年度の実
績確認作業において､
精算書と決算書を始
め提出書類間で整合
性をとるよう市町村
に対し指示し､ 金額
の不一致が見られる
市町村に対しては修
正を求めた｡

織として十分に調査・検討
を行った上で交付要綱を改
訂する方向での対応をとる
べきである｡

補装具費支給
事業
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補装具費支給
事業

県は､ 各市町村が国に提
出する実績報告書と､ 県に
提出する実績報告書の整合
性については確認している
とのことである｡ しかし支
給事務については市町村に
一任している｡ 市町村がそ
れぞれに作成している要綱
についてその内容を確認す
ることや､ 実際の支給事務
が要綱に準拠して適切に行
われているか検証すること
は行っていない｡
現状では､ 市町村の支給
事務に誤りがあった場合に､
県でそれを発見あるいは防
止できず､ その結果県費の
使途が不適切となってしま
いかねない｡ 毎年度全市町
村について支給事務の調査
をすることは現実的でない
にしても､ 何年かに一度循
環的に市町村へ赴いて検査
を行うことを検討すべきで
ある｡ これにより､ 市町村
での事業の実態を把握する
ことも可能となる｡
県の役割について
市町村からの報告につい
て多くの問題点が見られた
ことからすると､ 市町村が
実施する補装具費支給事務
とその報告事務について､
県は市町村に対して､ より
適時適切な指導を行うこと
が必要と考えられる｡ 特に
報告期限が翌年度の４月15
日となっていることからは､
限られた人員で事務を執行
している場合や人事異動直
後に当該事務を担当するこ
ととなったような場合に､
事務の誤りや遅延を招きや
すいと推測される｡ この点
で県が何らかの形で支援す
ること､ 例えばマニュアル
を作成・配布する､ 事前に
スケジュールを周知徹底す
る､ 事務の引継に関して留
意すべき事項を伝えるといっ
たような事項は検討に値す
るものと考える｡

事業が適正に行われ
ているかを検証する
こととした｡ なお､
平成27年度において
は､ 20市町村につい
て､ ６月16日から７
月31日にかけて監査
を実施した｡

書類の誤りを軽減
するため､ 書類作成
の上でポイントとな
る項目をまとめたチェッ
クリストを作成し､
平成27年３月17日に
市町村に対し配布し
た｡

障害福祉課

障害福祉課

障害福祉課

発達障害者総
合支援事業費

発達障害者支
援センター運
営事業

発達障害者支
援センター運
営事業

委託料精算書における収
支計算について
事業活動収支差額をゼロ
にするような配慮は､ 正確
な情報を捻じ曲げている｡
従って､ 県は正確に発生し
た金額を記載するように指
導しなければならないし､
かつ県自体も正確な発生コ

委託料精算書における収
支計算について
事業活動収支差額をゼロ
にするような配慮は､ 正確
な情報を捻じ曲げている｡
従って､ 県は正確に発生し
た金額を記載するように指
導しなければならないし､
かつ県自体も正確な発生コ
ストの把握に努める必要が
ある｡

備品の管理について
平成25年度青森県発達障
害者支援センター運営事業
委託契約書によると､ 本事
業の業務内容には､ 支援セ
ンターで使われる県所有備
品の維持管理も含まれてい
る｡ ほとんどの備品は一定
程度利用されているが､ 開
設以来９年が経過し､ 当初
からあった備品の中には既
に利用されなくなったもの
もあり､ 除却するかあるい
は更新するかの検討を要す
るものがある｡ また､ 支援
センターから県に対して故
障したパソコンの廃棄を要
請していたが､ そのままに
なっているものも見受けら
れた｡ なお､ そのパソコン
は現在でも支援センターに
保管されている｡ 契約上に
定められた県備品の維持管
理が､ 十分にできていない
状況が垣間見られた｡
委託業者と年度初めに契
約を更新する際､ あるいは
委託費の精算を行う際には､
事業団と県の間で備品の保
管状況についても､ 連絡事
項とする必要がある｡

平成27年３月31日
に､ 平成26年度実績
報告書の収支精算書
には､ 正確に発生し
た金額を記載するよ
う指導し､ 正確な発
生コストの把握に努
めた｡

平成27年３月31日
に､ 平成26年度実績
報告書の収支精算書
には､ 正確に発生し
た金額を記載するよ
う指導し､ 正確な発
生コストの把握に努
めた｡

平成27年３月23日
の平成27年度契約更
新時に備品の利用状
況について確認し､
不要となっているパ
ソコンについて廃棄
することとした｡ ま
た､ 平成27年度の契
約更新からは､ 一覧
表により備品の保管
状況について確認す
ることとしている｡

号外第６号

報
県
森
青
水曜日
( ) 平成28年１月27日

総務学事課

総務学事課

私立幼稚園特
別支援教育費
補助

目標指標の設定と評価に
ついて
わくわくプランの実施事
業になっているため､ その
行動計画において､ 施策の
目標指標と達成度・課題を
公表している｡ 設定した目
標指標は ｢補助対象園に対
する補助金交付園数の割合｣
であり､ 平成20年度の現状
値が100％､ 平成26年度の
目標値が100％であるのに
対し､ 平成25年度の実績値
が100％で､ 達成度・課題
は､ 評価５ (最高評価) と
なっている｡ この目標指標
であれば､ 補助金交付の事
務処理の漏れなどのミスが
ない限り100％になるのは
当然である｡
事業の目的が､ ｢障害児
を受け入れる私立幼稚園の
支援｣ であることを勘案す
ると､ 心身障害児を受け入
れている幼稚園の数とか､
心身障害児の在籍数といっ
た数値､ あるいは心身障害
児の全体数に対する一般の
幼稚園に在籍する園児の割
合といった目標指標の方が､
子育て支援施策の成果を測
る意味では適切だと考える｡

ストの把握に努める必要が
ある｡

私立幼稚園特
別支援教育費
補助

対象となる園児の在籍要
件について
本事業の対象になる園児
について､ 県では､ 心身障
害者である園児が､ 当該年
度の５月１日で在籍し､ か
つ､ ３月１日まで在籍して
いることを要件としている｡
しかし､ 県の交付要綱に
は､ ｢５月１日現在におい
て心身障害児が就園してい
る｣ との要件の記載はある
ものの､ ｢３月１日まで継
続して在籍すること｣ とい
う要件の記載が明示されて
いない｡ この取扱いについ
ては､ 交付申請及び実績報
告時において､ 幼稚園の側

特別支援教育を実
施する私立幼稚園数
や私立幼稚園に在園
する心身障害児数を
因数として本施策の
目標指標を設定する
ことは困難である｡
よって､ 平成27年
３月に策定された青
森県次世代育成支援
行動計画 ｢のびのび
あおもり子育てプラ
ン｣ (前期計画) に
おいては､ 当該事業
に係る ｢指標｣ ､
｢現状値｣ 及び ｢目
標事業量｣ は設定し
ないこととした｡

平成26年度の交付
要綱から､ 対象とな
る幼児を ｢当該年度
の５月１日現在にお
いて補助対象幼稚園
に就園し､ かつ､ 翌
年３月まで継続して
在園する心身障害児｣
と明記した｡
なお､ 特別支援教
育は､ 生活や学習上
の困難を改善又は克
服するため､ 必要な
指導及び支援を継続
的に行う必要がある
ことに鑑み､ 県では､
特別支援教育を継続
的に行う私立幼稚園
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委託料に係る消費税の取
扱いについて
委託料に係る消費税の取
扱いについて､ 平成24年３
月28日に厚生労働省職業安

実績報告書の審査につい
て
委託契約のうち､ 契約期
間が平成25年４月１日から
平成26年１月31日までの10
ヶ月のものが１件あった｡
しかし､ 当該委託契約の実
績報告書､ 経費精算書を確
認したところ､ 平成25年４
月１日から平成26年３月31
日までの12ヶ月の雇用契約､
経費の実績額に基づき作成
されていた｡ 学校法人によ
る作成誤りと県の確認漏れ
であった｡
この事案では､ 最終的に
県に対する委託料の返還は
生じなかったが､ 契約期間
と実績報告書の報告期間が
対応していないと､ 誤った
審査事務につながりかねな
い｡ そのため､ 実績報告書
の審査にあたっては､ 契約
期間と実績報告書の報告期
間を確認した上で､ 適切な
審査を行う必要がある｡

で判断に迷うと思われ､ 実
際に､ 県の予算未消化の一
つの原因となっていること
から､ この点は､ 交付要綱
に明記するなどして明瞭に
指示すべきであると考える｡
また､ 幼稚園側が受け入
れを拒絶した結果､ 退園し
たような事由を除いて､ 例
えば､ 在籍期間に応じて月
割額を補助するなど､ 県は､
要件的に柔軟に対応しても
良いのではないだろうか｡
幼稚園にとっては､ 経済的
な負担軽減に加えて､ 本事
業に前向きに取り組むこと
が可能となり､ それにより
サービスの質の向上が図ら
れ､ 心身障害児の家庭支援
や福祉向上に繋がるものと
思われる｡

委託料が超過支払
いとなっている受託
者に対しては､ 当該
超過支払い相当額の
返還を請求し､ 平成

本委託の実績報告
書については､ 関係
学校法人から実績報
告の再報告を求め､
再度､ 事業の内容等
を精査した｡

の体制を通年で整備・
実施するのに要する
経常的経費に対して
支援することとして
いる｡
このため､ 在籍期
間に応じて月割額を
補助することについ
ては､ 実施しないこ
ととした｡
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定局の地域雇用対策室長よ
り ｢雇用創出基金事業にお
ける消費税の取扱いについ
て｣ の通知が､ 各都道府県
の基金事業担当部局長宛て
に発信されている｡
この消費税の取扱いに関
して､ 監査の結果､ 以下の
事象が発見された｡
① 課税事業者について､
通勤手当に係る消費税相当
額が重複して計上され､ 過
大な委託料の支払いが行わ
れた｡
② 免税事業者であるにも
かかわらず課税事業者とし
て取扱い､ 加算する必要の
ない消費税が加算され､ 過
大な委託料の支払いが行わ
れた｡
今後の改善策として､ 通
勤手当の消費税の取扱いに
ついては､ 厚生労働省職業
安定局からの通知を県は十
分理解し､ 学校法人への周
知徹底を図ること､ 免税事
業者の確認についても､ 学
校法人から提出される ｢雇
用・就業機会の創出計画書｣
の記載だけでなく､ 消費税
の確定申告書等により免税
事業者に該当するか否かの
確認事務を県において行う
ことが必要である｡
事業の効果について
事業目的の一つとして､
本事業により未就職新卒生・
既卒生等への短期の就業機
会の創出を図り､ 幼児教育
現場における実際の就業を
通じて､ 実質的な職業能力
向上により将来の就職に結
びつける仕組みを作ること
が挙げられており､ 県とし
ては継続的な雇用の創出を
期待していたものといえる｡
委託契約終了後に情報収
集を行わなければ､ 事業の
目的の一つである継続的な
雇用の創出という効果につ
いて何ら検証することがで
きない｡ また､ 将来的に事
業を企画立案するに際して､

27年４月６日をもっ
て､ その収納が完了
した｡
今後､ 類似の事業
を行う場合は､ 受託
者である学校法人に
対し制度の内容の周
知徹底を図るととも
に､ 消費税の確定申
告書の写し等により
当該学校法人が免税
事業者又は課税事業
者のいずれに該当す
るかの確認を行うこ
ととする｡

本事業による被雇
用者の委託契約終了
後の就労状況等につ
いて､ アンケートを
実施し､ 情報を収集
していたことを確認
した｡
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年度途中に業務が完了す
る委託契約について
委託契約のうち､ 契約期
間が平成25年12月31日に終
了するもの､ 平成26年１月
31日に終了するものがそれ
ぞれ１件ずつあった｡ この
２つの委託契約について､
契約書には､ 業務完了した
ときは､ 完了した日から起
算して10日以内に実績報告
書､ 経費精算書を県に対し
て提出するものとされてい
るが､ この２件とも実績報
告書､ 経費精算書の提出は､
平成26年３月31日に契約期
間が終了する他の委託契約
と同様に平成26年４月上旬
に提出され､ 委託料の精算
払いも､ 他の委託契約と同
様に平成26年５月下旬に行
われていた｡
年度途中に業務が完了す
る委託契約についても､ 業
務完了後､ 契約書に定めら
れた日までに実績報告書､
経費精算書が提出されるよ
うにすべきであり､ また､
精算払いについても､ その
都度精算払いすることが望
ましい｡

学校法人の会計処
理については､ 当該
学校法人の責任にお
いて行うべきもので
あるが､ 補助金の適
正執行を確保する観
点から､ 各学校法人
に対して､ 本包括外
部監査において意見
のあった不適切な会
計処理の事例を示す
とともに､ その会計
処理の一層の適正化
を図るよう､ 平成27

当該事業は平成25
年度で終了したが､
今後､ 同種の事業を
実施する場合には､
事業の完了後､ 定め
られた時期に実績報
告書等を受託者から
提出させることとし､
また､ 委託料の支払
いについても､ 適切
な時期に行うことと
した｡

本事業の実態把握と効果の
検証を行うことで有用な情
報を入手できると考えられ
ることから､ 委託契約終了
後にヒアリングやアンケー
トという形で情報収集を行
うことが必要である｡

幼児教育緊急
環境整備費補
助金

学校法人の会計処理の誤
りについて
学校法人から提出された
事業実績報告書を基に､ 本
事業により取得した備品等
が各学校法人の平成25年度
決算報告書に計上されてい
ることを確認した結果､ 学
校法人Ａ幼稚園の貸借対照
表 ｢器具備品｣ 勘定に計上
されていなかった｡ 会計処
理を誤って ｢車両運搬具｣
勘定に計上していたことが
明らかとなった｡

号外第６号

報
県
森
青
水曜日
( ) 平成28年１月27日

総務学事課

私立学校経常
費補助

本県の補助金交付要綱上
は､ 補助対象備品等の内容
は明記されているが､ 補助
対象経費の会計処理は明記
されていない｡
県に期待される事務とし
ては､ 学校法人の会計処理
の適正化が図れるように交
付要綱等に会計処理をでき
るだけ明確に記載すること､
また､ 学校法人に対する助
言と指導を前向きに行うこ
とによって､ 学校法人の計
算書類の適正化を実現化し､
補助金の適正執行を担保す
ることである｡
経常費補助金配分積算資
料の検証について
共済長期給付掛金割につ
いて､ 標準給与年額の金額
を間違って記載して配分計
算を行ったため､ 本来より
88千円少ない130千円しか
受け取れない事案が発見さ
れた｡
幼稚園分だけでも108園
ある経常費補助金の積算資
料の作成・入力作業等は本
事業の担当者が１人だけで
行っており､ 上司の決裁承
認を得てはいるが､ 各数字
が正しいかまでの検証は行
われていない｡ 上記のよう
な処理の誤りを防止するた
めには､ 少なくとも作成・
入力担当者とは別の担当者
が金額の正確性の検証作業
を行い､ 財務事務の内部統
制機能を働かせる必要があ
る｡
補助金申請額積算基礎表
を県の方で事前に作成して､
各学校法人に対して間違い
がないか確認を依頼した上
で､ 学校法人は補助金交付
申請書を作成している｡ し
かし､ 誤りのあった数字部
分について､ 学校法人は容
易に金額が正しいかを検証
する書類等を持ち合わせて
おらず､ 事実上､ 県の作成
した補助金申請額積算基礎
表をそのまま追認する現状

年３月31日付けで文
書により注意喚起し
た｡

関係書類の検査・
確認に当たっては､
複数の職員によるチェッ
クを確実に行うなど､
事務の執行体制を改
めた｡
また､ 積算資料に
記載する数値は､ 学
校法人及び学校の運
営に必要な基礎情報
として当該学校法人
が保有し､ 自ら容易
に確認できるもので
あることを踏まえ､
県と学校法人による
数値の相互検証機能
の実効性を一層高め
るため､ 特に留意す
べき事項や確認方法
等を具体的に示し､
その確認が十分に行
えるよう､ 平成27年
７月24日付けで学校
法人に対して文書に
より注意喚起をした｡
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となっており､ 相互検証機
能は働いていない｡ 同様の
ことは､ 退職金財団負担金
割についても言える｡ 補助
金積算根拠については､ 県
でも学校法人でも容易に確
認できる配分基準を採用す
ることや配分の基礎数値に
ついて簡便的な算定方法を
採用するなど､ 相互検証機
能が有効に働く体制を整備
する必要がある｡

電子メール割の配分条件
について
県では､ 配分条件を具備
する旨の ｢電子メールによ
る文書の送受信体制報告書｣
を幼稚園に提出させている｡
報告書には配分条件の一つ
である､ 電子メールを適切
な管理体制のもと法人の定
める文書保存規程に基づき
保存する旨の内容があり､
文書保存規程が法人に整備
されていることが前提となっ
ている｡
幼稚園101園に電子メー
ル割による配分198千円の
補助金交付を受けている｡
この中には実際には文書保
存規程を作成・整備してい
ない幼稚園19園があること
が監査期間中に判明した｡
当初､ 電子メール割の配
分条件は､ 適切な管理体制
のもと ｢一定期間保存する
こと｣ となっていたが､ 平
成24年度に明確な表現とし
た方が良いとの検討が県庁
内でなされ､ ｢文書保存規
程に基づき保存すること｣
へと変更されたとのことで
ある｡ 配分条件を形式的に
厳格化しても実質的に遵守
されないのでは､ 交付要綱
として意味がない｡ 文書保
存規程が整備されていない
幼稚園は､ 補助金交付要綱
の配分条件を満たしておら
ず､ 本来であれば補助金の
返還を受けるべきものであ
ると考えるが､ ｢もともと､
この電子メール割の趣旨は

本補助金の交付目
的等を勘案し､ 電子
メール割の配分条件
のうち､ 本件に関す
る規定を ｢電子メー
ルの添付ファイルは
速やかに確認し､ 紙
媒体又は電磁的記録
として､ 適切な管理
体制のもと､ 保存す
ること｡ ｣ に平成27
年２月26日付けで改
めた｡
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学校法人の会計処
理については､ 当該
学校法人の責任にお
いて行うべきもので
あるが､ 補助金の適
正執行を確保する観
点から､ 各学校法人
に対して､ 本包括外
部監査において意見
のあった不適切な会
計処理の事例を示す
とともに､ その会計
処理の一層の適正化
を図るよう､ 平成27
年３月31日付けで文
書により通知した｡
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県の文書のペーパーレス化・
情報伝達の利便性を図るた
めに設けられたものであり､
文書保存規程がないからと
いって補助金の趣旨に反す
るものではない｣ との県側
の説明を受けた｡ そのよう
に県が考えるのであれば､
遵守されない形式的な配分
条件の文言は見直すべきで
ある｡ もしくは､ 今後は､
補助金交付の絶対条件であ
ることを学校法人に自覚さ
せて､ 文書保存規程の作成・
整備を徹底指導すべきであ
る｡
監査報告書添付免除対象
学校法人の会計指導につい
て
私立学校振興助成法に基
づき交付を受けている経常
的経費が1,000万円に満た
ない学校法人は､ 県知事の
許可を受けた上で計算書類
への公認会計士等の監査報
告書の添付が免除されてい
る｡ 県内にはこのような監
査報告書添付免除対象学校
法人が平成25年度で13法人
ある｡
県としては監査報告書添
付免除対象学校法人に対し
ては､ 公認会計士監査が実
施されていないのであるか
ら､ 自らの事務執行の適法
性確保､ 学校法人の財務内
容の適正性と透明性の確保､
内部統制の適正性確保のた
めに､ 計算書類の不備や会
計処理について指導と助言
をより一層､ 積極的に行う
必要がある｡
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