公告
地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第12項の規定により、長野県知事、長野県教育委員会及び長野県公安委
員会から、平成28年度定期監査の結果に関する報告に基づき、次のとおり措置を講じた旨通知がありました。
また、監査の結果に関する報告に添えて提出した意見に対する方針について通知がありました。
平成29年３月30日
長野県監査委員 田 口 敏 子
同
西 沢 利 雄
同
西 沢 昭 子
同
鈴 木
清

平成28年度定期監査報告（一般会計・特別会計）
【監査の結果（指摘事項）に関する報告に基づく措置の内容】
分類
指 摘 事 項
措 置 状 況
機関名
収入事 １ その他収入に関する事務処理が適切でないもの
務
(1) 河川占用料の徴収事務の未実施
３件
河川占用料について、毎年度、４月30日までに徴収すべきところ、長期にわたり架空地線等に関する徴収事
務を行っていなかったため、未徴収となっていた。
また、未徴収額の一部は時効成立により徴収不能となった。
未徴収額 ：2,243,846円
徴収可能額：1,249,461円
徴収不能額： 994,385円

今年度判明した河川占用料未徴収事案の最大の原因は、過去 佐久建
に統一された占用料の取扱いについての解釈が、一部に徹底さ 設事務
れていなかったことにあるため、以下の対策を講じます。
所
１

チェック体制について
チェックリストの作成や共有サーバに処理簿を格納するこ
となどにより、複数の者による組織的なチェック体制を構築
して進行管理し、調定漏れ、調定遅延等の防止に努めてまい
ります。また、本庁が行う河川占用許可事務等に係る事務調
査などの際に業務遂行上の課題や改善点などについて意見交
換を行い、本庁と連携して事務処理の改善に取り組んでまい
ります。
２ システムの再構築について
システム入力時のヒューマンエラーを極力排除すべく、現
在、本庁において河川占用許可台帳システムにエラーチェッ
ク機能を追加する改修作業を行っており、平成29年度から利
用できる見込みです。新機能を利用するにあたり、システム
研修会への出席及び所内における操作説明会を実施して、適
切に処理してまいります。
３ 事務処理体制について
担当者は河川占用料事務処理マニュアルの徹底や研修会へ
の参加により適切な事務処理に習熟するよう努めるととも
に、係長等も実質的なチェックを行えるよう制度のポイント
把握に努めます。
なお、未徴収額のうち徴収可能額については、11月30日に
813,650円収納済です。また、本庁で折衝している徴収可能
額が最多の１者については、徴収可能額が、303,467円で
3月31日を納期限としています。徴収可能額は平成28年度内
に全額徴収予定です。

未徴収額 ：2,310,963円
徴収可能額： 778,510円
徴収不能額：1,532,453円

今年度判明した河川占用料未徴収事案の最大の原因は、過去 上田建
に統一された占用料の取扱いについての解釈が、一部に徹底さ 設事務
所
れていなかったことにあるため、以下の対策を講じます。
１

チェック体制について
チェックリストの作成や共有サーバに処理簿を格納するこ
となどにより、複数の者による組織的なチェック体制を構築
して進行管理し、調定漏れ、調定遅延等の防止に努めてまい
ります。また、本庁が行う河川占用許可事務等に係る事務調
査などの際に業務遂行上の課題や改善点などについて意見交
換を行い、本庁と連携して事務処理の改善に取り組んでまい
ります。
２ システムの再構築について
システム入力時のヒューマンエラーを極力排除すべく、現
在、本庁において河川占用許可台帳システムにエラーチェッ
ク機能を追加する改修作業を行っており、平成29年度当初か
ら新機能が利用できる見込みです。
なお、新機能を利用するに当たり、システム研修会へ参加
するとともに課員が適切に操作できるよう課内における操作
研修会を実施します。
３ 事務処理体制について
担当者は河川占用料事務処理マニュアルの徹底や研修会へ
の参加により適切な事務処理に習熟するよう努めるととも
に、係長等も実質的なチェックを行えるよう制度のポイント
把握に努めます。
なお、未徴収額のうち徴収可能額については、本庁で折衝
している徴収可能額が最多の１者を除き、10月4日までに
592,228円収入済です。（この１者については、3月1日付け
で納付書を発付し、3月末日までに収入となる見込みで
す。）

未徴収額 ： 368,570円
徴収可能額： 246,800円
徴収不能額： 121,770円

今年度判明した河川占用料未徴収事案の最大の原因は、過去 諏訪建
に統一された占用料の取扱いについての解釈が、一部に徹底さ 設事務
れていなかったことにあるため、以下の対策を講じます。
所
１

チェック体制について
チェックリストの作成や共有サーバに処理簿を格納するこ
となどにより、複数の者による組織的なチェック体制を構築
して進行管理し、調定漏れ、調定遅延等の防止に努めてまい
ります。また、本庁が行う河川占用許可事務等に係る事務調
査などの際に業務遂行上の課題や改善点などについて意見交
換を行い、本庁と連携して事務処理の改善に取り組んでまい
ります。
２ システムの再構築について
システム入力時のヒューマンエラーを極力排除すべく、現
在、本庁において河川占用許可台帳システムにエラーチェッ
ク機能を追加する改修作業を行っており、平成29年度当初か
ら新機能が利用できる見込みで、新機能を利用するにあた
り、システム研修会への出席及び所内における操作説明会を
実施していきます。
３ 事務処理体制について
担当者は河川占用料事務処理マニュアルの徹底や研修会へ
の参加により適切な事務処理に習熟するよう努めるととも
に、係長等も実質的なチェックを行えるよう制度のポイント
把握に努めます。
なお、未徴収額のうち108,146円は平成28年11月30日に収
納済みです。
その他の徴収可能額については、本庁で折衝し、３月１日
付けで納付書を発付し、３月末日までに収入となる見込みで
す。

未徴収額 ： 318,121円
徴収可能額： 168,872円
徴収不能額： 149,249円

今年度判明した河川占用料未徴収事案の最大の原因は、過去 伊那建
に統一された占用料の取扱いについての解釈が、一部に徹底さ 設事務
所
れていなかったことにあるため、以下の対策を講じます。
１

チェック体制について
国許可案件にも対応できる河川占用料についてのチェック
表を作成し、国許可案件はチェック表と共に許可通知を供覧
させ、所内審査時から占用料の有無・占用料額の計算式を記
載するようにし、占用料の計算ミスや徴収漏れが無いように
するなど、全ての案件に対し、複数の者による組織的な
チェック体制の構築と共有サーバに格納されている処理簿に
よる進行管理により、調定漏れ、調定遅延等の防止に努めて
まいります。また、本庁が行う河川占用許可事務等に係る事
務調査などの際に業務遂行上の課題や改善点等について意見
交換を行い、本庁と連携して事務処理の改善に取り組んでま
いります。
２ システムの再構築について
システム入力時のヒューマンエラーを極力排除すべく、現
在、本庁において河川占用許可台帳システムにエラーチェッ
ク機能を追加する改修作業を行っており、平成29年度当初か
ら新機能が利用できる見込みです。担当者は、新機能を利用
するにあたり、システム研修会に出席し、機能を充分に理解
したうえで事務処理を行ってまいります。
３ 事務処理体制について
担当者は河川占用料事務処理マニュアルを理解し、研修会
への参加により適切な事務処理に習熟するよう努めると共
に、係長等も実質的なチェックを行えるよう制度のポイント
把握に努めてまいります。
なお、当所における未徴収額のうち徴収可能額について
は、12月２日までに168,872円全額収入済です。

未徴収額 ：1,300,849円
徴収可能額： 657,659円
徴収不能額： 643,190円

今年度判明した河川占用料未徴収事案の最大の原因は、過去 飯田建
に統一された占用料の取扱いについての解釈が、一部に徹底さ 設事務
れていなかったことにあるため、以下の対策を講じます。
所
１

チェック体制について
チェックリストの作成や共有サーバに処理簿を格納するこ
となどにより、複数の者による組織的なチェック体制を構築
して進行管理し、調定漏れ、調定遅延等の防止に努めてまい
ります。また、本庁が行う河川占用許可事務等に係る事務調
査などの際に業務遂行上の課題や改善点などについて意見交
換を行い、本庁と連携して事務処理の改善に取り組んでまい
ります。
２ システムの再構築について
システム入力時のヒューマンエラーを極力排除すべく、現
在、本庁において河川占用許可台帳システムにエラーチェッ
ク機能を追加する改修作業を行っており、来年度、導入され
るという連絡がありました。所としては新機能を利用するに
あたり、システム研修会が開催されれば必ず出席します。所
内においても操作説明会を実施します。
３ 事務処理体制について
担当者は河川占用料事務処理マニュアルの徹底や研修会へ
の参加により適切な事務処理に習熟するよう努めるととも
に、係長等も実質的なチェックを行えるよう制度のポイント
把握に努めます。
なお、未徴収額のうち徴収可能額については、本庁で折衝
している徴収可能額が最多の１者を除き、平成28年10月26日
までに61,025円を収入済です。最多の１者については、本庁
が折衝し、３月中に徴収することになりました。

未徴収額 ：26,389,125円
徴収可能額： 8,838,619円
徴収不能額：17,550,506円

今年度判明した河川占用料未徴収事案の最大の原因は、過去 松本建
に統一された占用料の取扱いについての解釈が、一部に徹底さ 設事務
所
れていなかったことにあるため、以下の対策を講じます。
１

チェック体制について
チェックリストの作成や共有サーバに処理簿を格納するこ
と等により、複数の者による組織的なチェック体制を構築し
て進行管理し、調定漏れ、調定遅延等の防止に努めてまいり
ます。また、本庁が行う河川占用許可事務等に係る事務調査
などの際に業務遂行上の課題や改善点などについて意見交換
を行い、本庁と連携して事務処理の改善に取り組んでまいり
ます。
２ システムの再構築について
システム入力時のヒューマンエラーを極力排除すべく、現
在、河川占用許可台帳システムにエラーチェック機能を追加
する改修作業を本庁において行っております。平成29年４月
から新機能が利用できる見込みであることから、システム研
修会への出席等により新機能の活用を図ってまいります。
３ 事務処理体制について
担当者は河川占用料事務処理マニュアルの徹底や研修会へ
の参加により適切な事務処理に習熟するよう努めるととも
に、課長等も実質的なチェックを行えるよう制度のポイント
把握に努めます。
なお、未徴収額のうち徴収可能額については、本庁で折衝
している徴収可能額が最多の１者を除き、11月30日までに
1,558,939円を徴収済です。（この１者については、３月中
に徴収が完了する見込みです。）

未徴収額 ： 1,243,795円
徴収可能額： 723,464円
徴収不能額： 520,331円

今年度判明した河川占用料未徴収事案の最大の原因は、過去 大町建
に統一された占用料の取扱いについての解釈が、一部に徹底さ 設事務
れていなかったことにあるため、以下の対策を講じます。
所
１

チェック体制について
チェックリストの作成や共有サーバに処理簿を格納するこ
となどにより、複数の者による組織的なチェック体制を構築
して進行管理し、調定漏れ、調定遅延等の防止に努めてまい
ります。また、本庁が行う河川占用許可事務等に係る事務調
査などの際に業務遂行上の課題や改善点などについて意見交
換を行い、本庁と連携して事務処理の改善に取り組んでまい
ります。
２ システムの再構築について
システム入力時のヒューマンエラーを極力排除すべく、現
在、本庁において河川占用許可台帳システムにエラーチェッ
ク機能を追加する改修作業を行っており、平成29年度当初か
ら新機能を利用するにあたり、システム研修会への出席及び
所内における操作説明会を実施します。
３ 事務処理体制について
担当者は河川占用料事務処理マニュアルの徹底や研修会へ
の参加により適切な事務処理に習熟するよう努めるととも
に、係長等も実質的なチェックを行えるよう制度のポイント
把握に努めます。
なお、未徴収額のうち徴収可能額については、本庁で折衝
している徴収可能額が最多の１者を除き、11月30日までに
308,197円を徴収済みです（この１者については、３月中に
徴収が完了する見込みです）。

未徴収額 ： 49,754円
徴収可能額：
9,780円
徴収不能額： 39,974円

今年度判明した河川占用料未徴収事案の最大の原因は、過去 千曲建
に統一された占用料の取扱いについての解釈が、一部に徹底さ 設事務
所
れていなかったことにあるため、以下の対策を講じます。
１

チェック体制について
チェックリストの作成、占用料の根拠となった法令・単価
表等の添付や共有サーバに処理簿を格納することなどによ
り、複数の者による組織的なチェック体制を構築して進行管
理し、調定漏れ、調定遅延等の防止に努めてまいります。ま
た、本庁が行う河川占用許可事務等に係る事務調査などの際
に業務遂行上の課題や改善点などについて意見交換を行い、
本庁と連携して事務処理の改善に取り組んでまいります。
２ システムの再構築について
システム入力時のヒューマンエラーを極力排除すべく、現
在、本庁において河川占用許可台帳システムにエラーチェッ
ク機能を追加する改修作業を行っており、新機能を利用する
にあたり、システム研修会への出席及び所内における操作説
明会を実施します。
３ 事務処理体制について
担当者は河川占用料事務処理マニュアルの徹底や研修会へ
の参加により適切な事務処理に習熟するよう努めるととも
に、課長等も実質的なチェックを行えるよう制度のポイント
把握に努めます。
なお、その後精査した結果、廃止届の提出があったことが
判明したことにより、未徴収額等は以下のとおりとなりまし
た。
未徴収額 ： 6,954円
徴収可能額：
0円
徴収不能額： 6,954円

未徴収額 ：
169,052円
徴収可能額：
168,782円
徴収不能額：
270円

今年度判明した河川占用料未徴収事案の最大の原因は、過去 須坂建
に統一された占用料の取扱いについての解釈が、一部に徹底さ 設事務
れていなかったことにあるため、以下の対策を講じます。
所
１

チェック体制について
チェックリストの作成や共有サーバに処理簿を格納するこ
となどにより、複数の者による組織的なチェック体制を構築
して進行管理し、調定漏れ、調定遅延等の防止に努めてまい
ります。また、本庁が行う河川占用許可事務等に係る事務調
査などの際に業務遂行上の課題や改善点などについて意見交
換を行い、本庁と連携して事務処理の改善に取り組んでまい
ります。
２ システムの再構築について
システム入力時のヒューマンエラーを極力排除すべく、現
在、本庁において河川占用許可台帳システムにエラーチェッ
ク機能を追加する改修作業を行っており、平成29年度当初か
ら新機能が利用できる見込みですので、システム研修会への
出席及び所内における操作説明会を実施してまいります。
３ 事務処理体制について
担当者は河川占用料事務処理マニュアルの徹底や研修会へ
の参加により適切な事務処理に習熟するよう努めるととも
に、係長等も実質的なチェックを行えるよう制度のポイント
把握に努めてまいります。
なお、未徴収額のうち137,237円は平成28年７月５日に収
入済みです。
本庁で徴収時期を折衝していた、その他の徴収可能額は協
議が整い、平成29年３月１日付けで納付書を送付しました。
平成29年３月31日までに、納付される見込みです。

未徴収額 ： 6,456,113円
徴収可能額： 2,921,808円
徴収不能額： 3,534,305円

今年度判明した河川占用料未徴収事案の最大の原因は、過去 長野建
に統一された占用料の取扱いについての解釈が、一部に徹底さ 設事務
所
れていなかったことにあるため、以下の対策を講じます。
１

チェック体制について
チェックリストの作成や共有サーバに処理簿を格納するこ
となどにより、複数の者による組織的なチェック体制を構築
して進行管理し、調定漏れ、調定遅延等の防止に努めてまい
ります。また、本庁が行う河川占用許可事務等に係る事務調
査などの際に業務遂行上の課題や改善点などについて意見交
換を行い、本庁と連携して事務処理の改善に取り組んでまい
ります。
２ システムの再構築について
システム入力時のヒューマンエラーを極力排除すべく、現
在、本庁において河川占用許可台帳システムにエラーチェッ
ク機能を追加する改修作業を行っており、平成29年度当初か
ら新機能が利用できる見込みです。新機能を利用するにあ
たっては、システム研修会へ出席し、機能を十分に理解した
うえで適切な事務処理を行ってまいります。
３ 事務処理体制について
担当者は河川占用料事務処理マニュアルの徹底や研修会へ
の参加により、適切な事務処理の習熟に努めるとともに、係
長等も実質的なチェックを行なえるよう制度のポイント把握
に努めます。
なお、未徴収額のうち徴収可能額については、本庁で折衝
している徴収可能額が最多の１者を除き、12月２日までに収
入済です。（この１者については、平成29年３月31日までに
納入してもらうことで協議が整っています。）
・12月２日までの収入額
２者
481,400円
・３月31日までに納入予定の額 １者 2,440,408円

未徴収額 ：10,484,071円
徴収可能額： 3,249,274円
徴収不能額： 7,234,797円

今年度判明した河川占用料未徴収事案の原因は、過去に統一 北信建
された占用料の取扱いについての解釈が、一部に徹底されてい 設事務
なかったこと及び国が河川占用を許可した事案の詳細な情報の 所
確認が不足していたことにあるため、以下の対策を講じます。
１

チェック体制について
チェックリストの作成や共有サーバに処理簿を格納するこ
となどにより、複数の者による組織的なチェック体制を構築
して進行管理し、調定漏れ、調定遅延等の防止に努めてまい
ります。また、本庁が行う河川占用許可事務等に係る事務調
査などの際に業務遂行上の課題や改善点などについて意見交
換を行い、本庁と連携して事務処理の改善に取り組んでまい
ります。
また、国が河川占用の許可を行い、河川占用料を県が徴収
することとなるものについては、国と情報を共有し合い、適
切な河川占用料の徴収事務ができるように努めます。
２ システムの再構築について
システム入力時のヒューマンエラーを極力排除すべく、現
在、本庁において河川占用許可台帳システムにエラーチェッ
ク機能を追加する改修作業を行っており、平成29年度当初か
ら新機能が利用できる見込みです。
担当者はシステム操作研修会に出席し操作方法の習熟に努
めるとともに、担当者以外の者もシステムの内容を把握し
て、データ入力時にミスが発生しないように努めます。
３ 事務処理体制について
担当者は河川占用料事務処理マニュアルの把握に努めると
ともに研修会への参加により適切な事務処理を習熟するよう
努めます。
また、係長等も実質的なチェックを行えるよう制度のポイ
ント把握に努めます。
なお、未徴収額のうち徴収可能額については、10件分の
2,801,801円が10月14日までに収入済です。現在の未徴収額
447,473円は、本庁で徴収時期を折衝していた徴収可能額が
最多の1者の占用料ですが、平成29年3月末までに納付するこ
とで協議が整いました。

(2) 道路占用料の徴収事務の未実施
道路占用料について、毎年度、４月30日までに徴収すべきところ、長期にわたり徴収事務を行っていなかっ
たため、未徴収となっていた。
また、未徴収額の一部は時効成立により徴収不能となった。
○地下埋設ガス管に係るもの
未徴収額 ：22,366,120円
徴収した額：11,756,911円
徴収不能額：10,609,209円

今回判明した未徴収事案の原因は、適切な事務処理を怠たる 佐久建
設事務
とともに、従前のデータを正しいと認識してチェックできな
所
かったことにあるため、以下の対策を講じます。
１

○電線共同溝に係るもの
未徴収額 ：122,236円
徴収可能額：122,236円
徴収不能額：
0円

チェック体制について
共有サーバ上に処理簿を作成し、協議事項や進捗状況を共
有することにより、複数の者による組織的なチェック体制を
構築して進行管理し、調定漏れ、調定遅延等の防止に努めて
まいります。
さらに、未処理の申請書等の保管場所を定め、週１回受付
や処理状況を確認することにより、進捗管理を徹底してまい
ります。
２ システムの再構築について
本庁において、道路占用台帳システムの改修作業を行って
おり、平成29年4月から運用開始です。制度改正等の際には
本庁において一括してデータを修正し、各事務所における修
正漏れが発生しない仕組みとなる見込みであります。新機能
を利用するにあたり、3月中旬に予定されているシステム研
修会への出席及び所内における操作説明会を実施し、適切に
処理してまいります。

３

○電線共同溝に係るもの
未徴収額 ： 67,632円
徴収可能額： 34,212円
徴収不能額： 33,420円

事務処理体制について
道路占用許可及び占用料の徴収に関する事務処理マニュア
ルについては、昨年度も見直しが行われましたが、更にわか
りやすいものとなるよう、本庁において内容の充実が図られ
平成29年4月から適用される予定です。マニュアルが作成さ
れましたら、勉強会や研修会へ参加して適切な事務処理を習
熟してまいります。
また、電線共同溝事業に関する長野県独自のマニュアルが
無かったため、現在、本庁において、「電線共同溝整備事務
処理手引（仮称）」の作成が進められており、この手引書に
は、一連の事務処理の流れや、事務処理毎の所管課（係）を
明示するなど改善が図られる見込みです。
これらの改善を踏まえ、所においても事務処理の改善に取
り組んでまいります。
なお、電線共同溝に係る未徴収額については、11月30日ま
でに全額徴収済です。
地下埋設ガス管に係る未徴収額については平成27年12月18
日までに徴収可能額全額を徴収したところです。

今回判明した未徴収事案の原因は、適切な事務処理を怠たる 伊那建
とともに、従前のデータを正しいと認識してチェックできな
設事務
かったことにあるため、以下の対策を講じます。
所
１

チェック体制について
昨年度から行っている建設部現地機関事務事業執行状況調
査に引き続き協力し、事務処理の状況を確認するとともに、
調査に併せて業務遂行上の課題や改善点などについて意見交
換を行い、本庁と現地機関が意識を共有しながら徴収漏れの
再発防止や事務処理の改善に取り組んでまいります。
特に、占用料の徴収について、所内審査時から占用料の有
無・占用料額の計算式を記載するようにし、占用料の計算ミ
スや徴収漏れが無いようにするなど、全ての案件に対し、複
数の者による組織的なチェック体制の構築を行ってまいりま
す。
また、担当者は毎年４月に開催される担当者会議の説明を
受け、調定遅延が発生しないよう、確実に調定処理と納入通
知書の発送が行われるよう、徹底してまいります。
２ システムの再構築について
現在、本庁において平成29年４月の運用開始に向け道路占
用台帳システムの改修作業を行っており、新たなシステムで
は、本庁でも現地機関の事務処理状況が随時確認できるよう
にするとともに、制度改正等の際には一括してデータを修正
し、修正漏れが発生しない仕組みが構築される見込みです。
担当者は、新機能を利用するにあたり、システム研修会に出
席し、機能を充分に理解したうえで事務処理を行ってまいり
ます。
３ 事務処理体制について
道路占用許可及び占用料の徴収に関する事務処理マニュア
ルについては、更にわかりやすものになるよう、本庁におい
て平成29年４月からの適用に向け見直し作業を行っていると
ころであり、現地機関からの意見も出すなど内容の充実に協
力してまいります。
また、電線共同溝事業に関する長野県独自のマニュアルが
無かったため、現在、本庁において「電線共同溝整備事務処
理手引（仮称）」の作成に取り組んでいます。この手引書に
は、一連の事務処理の流れや、事務処理毎の所管課（係）を
明示するなどの改善が図られる見込みです。
担当者は事務処理マニュアルや手引書を理解し、研修会へ
の参加により適切な事務処理に習熟するよう努めると共に、
係長等も実質的なチェックを行えるよう制度のポイント把握
に努めてまいります。
併せて、電線共同溝整備事業の実施状況、許可手続等の進
捗管理を、新たに道路管理課においても行うとともに、当所
においても、事務担当者と工事担当課が工事の計画段階から
占用手続きが完了するまで情報共有を図り、事務処理に遺漏
の無いように徹底してまいります。
なお、当所における未徴収額のうち徴収可能額について
は、６月28日までに34,212円全額収入済です。

○電線共同溝に係るもの
未徴収額 ： 234,541円
徴収可能額： 234,541円
徴収不能額：
0円

今回判明した未徴収事案の原因は、適切な事務処理を怠たる 飯田建
とともに、従前のデータを正しいと認識してチェックできな
設事務
かったことにあるため、以下の対策を講じます。
所
１

チェック体制について
新規申請に関しては、慎重な審査及びデータ入力を行い、
徹底した管理を行います。更新作業及び変更作業において
も、変更前後の内容の確認を徹底し、修正点があればその都
度修正を行います。
調定作業に関しては、遅延が発生しないよう、確実に調定
処理と納入通知書の発送を行います。
２ システムの再構築について
システム入力時のヒューマンエラーを極力排除すべく、現
在、本庁において道路占用台帳システムに一括データ修正機
能を追加する等の改修作業を行っています。導入時期につい
ては、来年度を予定していると連絡があり、所としては新機
能を利用するにあたり、システム研修会が開催されれば必ず
出席します。所内においても操作説明会を実施します。
３ 事務処理体制について
道路占用許可及び占用料の徴収に関する事務処理マニュア
ルについては、昨年度も本庁において見直しを行いました
が、更にわかりやすいものとなるよう、所からの意見も出す
など内容の充実に協力してまいります。また、所内用質疑応
答集を作成し、誰もが引き継げる体制や複数の職員がチェッ
クできる体制づくりに努めます。
電線共同溝整備事業に関しては、作業状況や作業内容につ
いて道路管理課及び所内整備課と適宜連絡をとり、書類及び
事業の流れに漏れが生じないようにします。
なお、電線共同溝事業に係る道路占用料未徴収額について
は、平成28年7月1日に徴収が完了しました。

○電線共同溝に係るもの
未徴収額 ： 141,568円
徴収可能額： 46,194円
徴収不能額： 95,374円

今回判明した未徴収事案の原因は、適切な事務処理を怠たる 松本建
設事務
とともに、従前のデータを正しいと認識してチェックできな
所
かったことにあるため、以下の対策を講じます。
１

チェック体制について
チェックリストの作成や共有サーバに処理簿を格納するこ
と等により、複数の者による組織的なチェック体制を構築し
て進行管理し、調定漏れ、調定遅延等の防止に努めてまいり
ます。
また、本庁が行う道路占用許可事務等に係る事務調査など
の際に業務遂行上の課題や改善点などについて意見交換を行
い、本庁と連携して事務処理の改善に取り組んでまいりま
す。
２ システムの再構築について
システム入力時のヒューマンエラーを極力排除すべく、現
在、道路占用台帳システムに一括データ修正機能を追加する
等の改修作業を本庁において行っております。平成29年４月
から新機能が利用できる見込みであることから、システム研
修会への出席等により新機能の活用を図ってまいります。
３ 事務処理体制について
担当者は道路占用許可及び占用料の徴収に関する事務処理
マニュアル、現在本庁において作成している「電線共同溝整
備事務処理手引」や研修会への参加により適切な事務処理に
習熟するよう努めるとともに、課長等も実質的なチェックを
行えるよう制度のポイント把握に努めます。
なお、未徴収額のうち徴収可能額46,194円については、10
月20日までに全て徴収済です。

○電線共同溝に係るもの
未徴収額 ： 75,338円
徴収可能額： 54,066円
徴収不能額： 21,272円

今回判明した未徴収事案の原因は、電線共同溝に係る適切な 北信建
事務処理を怠るとともに、従前のデータを正しいと認識して
設事務
チェックできなかったことにあるため、以下の対策を講じま
所
す。
１

チェック体制について
電線共同溝設置の際には、工事担当課と占用許可担当課の
事務処理分担を明確にし、常時両課において連絡を取り合
い、占用申請の手続きに係るフローに従い、各段階で適切な
事務処理ができるようチェック表を作成して確認してまいり
ます。
また、占用料の徴収については、担当者、担当者以外の係
員及び係長の３人で、数量・金額等を確認しチェック表を作
成して誤りがないよう努めてまいります。
２ システムの再構築について
道路管理課において改修を進めている道路台帳システムが
平成29年4月から運用開始となるので、担当者は3月中旬に実
施される操作研修に参加し、操作の習熟に努めるとともに、
担当者以外の者もシステムの内容を把握して、データ入力時
にミスが発生しないよう努めます。
３ 事務処理体制について
担当者は、道路管理課で見直し作業を行い、平成29年4月
から適用を予定しているマニュアルに沿って適正な事務処理
に努めるとともに、係長等も制度の把握に努めます。
また、道路管理課で作成している「電線共同溝整備事務処
理手引」（仮称）の内容を十分把握し適切な事務処理に努め
ます。
・電線共同溝に係る占用料の徴収事務が未実施だったものに
ついて、時効分を除く金額54,066円を平成28年3月31日に収
入済みです。

(3) 行政財産使用許可の未処理及び使用料
平成27年度分については、各申請団体から申請どおりの使用
徴収事務の遅延
がなされ、かつ適正な使用料が納入されていることを確認し、
使用を追認しました。
行政財産の目的外使用許可におい
また、平成28年度分については、平成28年7月に使用許可書
て、使用許可期間が平成27年３月31日 を交付しました。
までとなっていた合同庁舎内の全ての
今後、このような事務処理遅延が生じないよう、所コンプラ
入居団体（14団体）の事務室等使用許 イアンス委員会で再発防止策を検討し、行政財産の目的外使用
可申請について、使用許可の更新を
許可及び使用料徴収事務に関し、スケジュール表及び調定事務
行っていなかった。
チェックリストを作成し、担当者と係長がこれを共有し進捗管
使用料については、平成27年４月30 理を行っていくこととしました。また、職員が相談しやすい環
日までに徴収すべきところ、一年以上 境づくりや風通しのよい職場づくりを進めてまいります。
経過した平成28年５月に徴収してい
た。
また、平成28年度についても、使用
許可をすることなく、使用料を徴収し
ており、平成28年４月30日までに徴収
すべきところ、５月に徴収していた。

支出事
務
１件

北安曇
地方事
務所地
域政策
課

１ その他支出に関する事務処理が適切でないもの
財務会計システムが新会計システムへの移行期間であったた 財産活
所得税の納期限後納付による延滞税の
め、会計課の歳入歳出外現金への振替は手書きの納付書により 用課
発生
入金をするという手続きが必要でした。その際に、振替先の所
源泉徴収した所得税（66,655円：３ 属コードを誤り、会計課の歳入歳出外現金へ振替がされていな
件）について、源泉徴収した月の翌月 かったため、数か月気が付かず税務署への納付が遅れ、延滞金
（平成26年５月）10日までに税務署へ が発生しました。
職員相互によるチェックが徹底されていなかったことによる
納付すべきところ、平成27年２月に納
延滞金の発生であることから、支出伝票回議の際に担当者以外
付したため、延滞税1,200円が生じ
の職員が必ず確認を行い、再発防止の徹底を図っております。
た。
現在は、新財務会計システムに移行され源泉徴収した所得税
は会計課以外の所属へは振替えられることはありません。

補助金
事務
１件

１ その他補助金に関する事務処理が適切でないもの
補助金の過交付
「みんなで支える里山整備事業」補助金について、補助対象外の事業に対して交付決定したため、過交付と
なった。
平成26年度
交付決定額
過交付額

343,000円
343,000円

平成27年度
交付決定額
過交付額

1,919,800円
101,500円

今後、同様の事案が発生しないよう、職員へ周知徹底すると
ともに、事前確認チェックリストを活用して、採択基準を満た
しているか確実にチェックするとともに、補助要件の適合の確
認を担当職員だけでなく複数の職員により行う等、チェック体
制を強化しました。
また、平成28年11月10日付けで、管内町村、森林組合等の事
業主体へも当該補助事業の補助要件等を改めて通知しました。
なお、過交付となった補助金については、平成28年11月４日
に全額返還されました。

木曽地
方事務
所林務
課

今後、同様の事案が発生しないよう職員へ周知徹底するとと 松本地
もに、「林務部コンプライアンス推進行動計画」に基づき補助 方事務
事業等を適正に執行するため、以下の対策を講じています。
所林務
課
１ 補助事業者等に対し、平成28年９月27日付けで事業の補助
要件や採択基準を再度通知しました。
２ 平成28年４月から調査員及び副調査員2名による現地調査
を実施しています。また、平成28年８月からは書類調査も２
名体制で実施しています。
３ 補助事業の採択基準等を満たしているか現地調査前に確実
にチェックするため、平成28年８月から「補助金交付申請事
前確認チェックリスト」を拡充しました。
なお、過交付となった補助金については、平成29年２月13日
までに全額返還されました。

平成28年度定期監査報告（一般会計・特別会計）
【監査の結果（指導事項）に関する報告に基づく措置（処理状況）の内容】
分類
指 導 事 項
処 理 状 況
収入事 １ その他収入に関する事務処理が適切でないもの
務
(1) 道路占用料の徴収事務の遅延
再発防止を図るため、複数の者（担当者、副担当者及び係
３件
長）による組織的なチェック体制を構築するとともに、調定漏
道路占用料について、占用期間が翌 れ、調定遅延等の防止のチェックリストを作成し、課内で共有
年度以降にわたる場合、次年度以降の することで期限内の事務処理を行ってまいります。
占用料は、当該年度の４月30日までに
徴収すべきところ、一部の占用許可物
件 2,434,043円について、12月に徴収
していた。
(2) 督促状の発付遅延
生活保護費返還金の徴収事務におい
て、納期限までに納入されなかった場
合は、納期限後20日以内に督促状を発
すべきところ、これを行わず、まとめ
て行っていた。
平成27年４月～11月分 116件
督促状送付日 27.12.28
平成27年12月～平成28年３月分111件
督促状送付日 28. 5.20

機関名
諏訪建
設事務
所

平成28年度の生活保護費返還金の督促状の発付については、 伊那保
事務調査の前から職員間で問題意識があり、平成28年度から適 健福祉
正に処理できるよう関係職員に周知徹底することにより、納期 事務所
限後20日以内に行うなど、返還金徴収事務の適正実施に努めて
おります。
なお、今年度の実施状況は次のとおりです。
平成28年４月分
33件
督促状送付日 28.5.17
平成28年5月分
28件
督促状送付日 28.6.14
平成28年6月分
26件
督促状送付日 28.7.15
平成28年7月分
25件
督促状送付日 28.8.17
平成28年8月分
19件
督促状送付日 28.9.15
平成28年9月分
17件
督促状送付日 28.10.18
平成28年10月分
20件
督促状送付日 28.11.18
平成28年11月分
17件
督促状送付日 28.12.16

(3) 現金払込みの遅延
現金を直接収納した場合において、即日または特別の理由があるときは収納の日から５日以内に指定金融機
関へ払い込むべきところ、５日を超えて払い込んでいた。
保健所手数料（諸証明）
１件 1,200円
収納日 27.8.7 払込日 27.12.2

事務調査を受ける以前は、担当課の職員が収納した現金を総 諏訪保
務課の職員により金融機関に払い込んでいたため、収納した職 健福祉
員が払い込みを確認できる体制となっていませんでしたが、収 事務所
納した職員によるチェックができるよう、調定決議書を当日又
は翌日には担当課にも回覧するようにし、漏れなく払い込んだ
ことが確認できるようにしました。

雑入（抑留犬返還等費用）
１件 4,900円
収納日 27.9.4 払込日 27.9.14

抑留犬の返還は勤務時間外及び休日等にも行っており、指定 松本保
金融機関への即日の払込みは困難なため、抑留犬返還申請処理 健福祉
簿へ現金領収日と払込年月日欄を設け、期限内の払い込みを徹 事務所
底したうえで、事後調定時にチェックすることとしました。

契約事 1 契約書又は請書を作成していないもの
務
(1) 契約書及び検査調書の未作成
見積書及び納品書等の関係書類が提出された際は、総務課内
８件
において、チェックリストによるダブルチェックする体制を整
「手術用埋没材料の購入」（契約額 備し、必要な契約書や検査調書等を作成し、適正な事務処理を
1,129,492円）について、契約書を作 行ってまいります。
成すべきところ、売買契約書を作成し
ていなかった。
また、給付完了確認後に検査調書を
作成すべきところ、作成していなかっ
た。

総合リ
ハビリ
テー
ション
セン
ター

(2) 契約書の未作成

事務室職員一同で、長野県財務規則を再確認し、再発防止策 屋代高
として、財務規則に則った職員相互及び事務長のチェックを強 等学校
「防火戸改修工事」（契約額
化し、契約額100万円以上の契約の際は契約書を作成して適正
1,242,000円）について、契約書を作 に行うよう徹底しました。更に財務研修資料にある契約関係
成すべきところ、請負契約書を省略し チェック表を活用して、契約審査時に必要書類の整備状況につ
請書を徴していた。
いても確認しています。
今後も取組を続けて、再発防止に努めてまいります。

２ 契約書等の記載内容に不備があるもの
契約条件の不記載
契約書において、契約保証金を免除
する場合、契約人が契約を履行しない
ときは、納付させないこととした金額
に相当する金額を徴収する旨を契約の
条件とすべきところ、「県庁舎等通信
設備保全業務委託」（契約額
20,088,000円）及び「県庁舎等電気・
衛生設備管理業務委託」（契約額
32,400,000円）について、委託業務契
約書に契約条件を記載していなかっ
た。

事務調査後、平成28年度分の委託業務契約においても全て内 財産活
容を見直し、当該委託業務については、契約条件を追記して、 用課
契約変更を行いました。（平成28年８月）
今後は、財務規則に基づいた適正な契約事務が行われている
か、職員相互によるチェックを徹底し、再発防止に努めてまい
ります。

３ 随意契約の理由が適切でないもの
指導後、事務室内で財務規則を再度確認するとともに、会計 白馬高
競争入札の未実施及び出納員の事前審
課が作成している「支出審査事務の手引き」等も参考にしなが 等学校
査未了
ら、職員相互によるチェックを徹底して、適正な事務処理を行
需用費による「体育館照明器具取替 うよう努めています。
また、契約方法や事前審査等の様々な基準額が、節ごとに一
（修繕）」（契約額837,000円）につ
いて、予定価格が100万円を超えてい 目で確認できるような一覧表の作成を現在進めており、再発防
止に一層努めてまいります。
たことから、競争入札とすべきとこ
ろ、随意契約としていた。
また、出納員の事前審査を受けてい
なかった。

４ 入札手続及び見積書徴取に関する事務処理が適切でないもの
指名競争入札における入札手続の不備
指名競争入札の再度入札において、入札参加者が１者となっ 環境保
た場合には、新たに指名替えを行うべきところ担当職員が失念 全研究
「空調設備等保守点検業務委託」
し、今回の事案が発生しました。
所
（契約額1,339,200円）の指名競争入
事務調査後、当所で作成している入札進行マニュアルに当該
札の実施において、再度入札の時点で 事象があった場合の対処方法を記載して再発防止に努めていま
入札参加者が１者となったため、指名 す。
替えを行い改めて入札を行うべきとこ
また、今回の事案を教訓に、入札方法を基本すべて一般競争
ろ、１者で入札を継続し契約してい
入札に付すよう平成28年４月から改めております。
た。
５ その他契約に関する事務処理が適切でないもの
(1) 入札参加資格の誤認
平成28年10月に実施した課の職員全体会議において、「建設
業法等における技術者制度・技術者資格要件」等について周知
建設工事の契約において、入札参加 し、落札候補者の技術者資格の審査について再確認しました。
資格要件として「機械器具設置工事」
今後は、建設工事等の契約に際して技術者資格をはじめ、入
に係る技術者資格を求めていたとこ
札参加資格要件を適正に審査、確認してまいります。
ろ、落札候補者が提示した資格の審査
を十分に行わないまま契約を締結して
いた。
【工事等監査】
(2) 当初契約における必要工期の不足
「平成26年度防災・安全交付金（地
すべり対策）」（契約額4,903,200
円）について、標準的な工期として約
80日必要であり年度末の入札であるこ
とから、早期に繰越承認を得るか、債
務負担行為を設定するなどにより、適
切な工期を確保して契約すべきとこ
ろ、当初工期を４日で契約していた。
【工事等監査】

北信地
方事務
所農地
整備課

工事発注については、全体計画の中での位置付けや近隣工事 長野建
との関連などを考えた上で、標準的な工期を確保した適時の発 設事務
注を行うよう周知徹底しています。
所
急遽発注の必要が生じ、年度内に標準的な工期確保が困難な
工事の場合には、速やかに事業課と協議の上、繰越明許費や債
務負担行為の設定といった所要の手続を踏んだ上で発注を行う
よう徹底していきます。
所請負人等選定委員会においても、要件調書の審査に当たっ
ては、「工期」欄に標準工期が「約○日間」と明記されている
か確認するとともに、「繰越明許費」又は「債務負担行為」の
設定の有無を確認し、適切な工期が確保されているかを厳格に
審査していきます。

(3) 契約保証金の誤免除

当該工事は、被災道路を早急に復旧させる応急発注工事で、 長野建
財務規則所定の処理を怠ったものです。
設事務
「平成27年度県単道路橋梁維持（小
再発防止対策を以下のとおり実施していきます。
所
破修繕）、防災・安全交付金（修繕）
災害防除（国道）合併工事」（当初契 １ 平成28年11月24日の所内課長係長会議において、財務規則
約額24,721,200円）について、契約人
の遵守意識を周知徹底しました。
が過去２年間に国又は地方公共団体と ２ 応急的な発注工事の場合、短期間に現場を主体とした多く
種類及び規模を同じくする契約を２回
の業務を進めなければならず、手続的な処理を失念してしま
にわたって履行した実績がないことか
うおそれがあるため、発注後の進捗状況を、技術職の担当者
ら、契約保証金を納付させるべきとこ
及び係長と、事務職の担当者及び係長とが、連絡を密に行い
ろ、これを免除していた。
ながら絶えず把握し、財務規則上の手続に遺漏がないように
します。
【工事等監査】
契約保証金については、工事請負契約を適切な時期に締結
する中で、保証金免除の事務処理要領により、免除要件具備
の確認を徹底していきます。

支出事
務
11件

１ 旅費の返納又は追給を要するもの
旅費の重複支給
職員の旅費について、７件 42,250円を重複支給していた。
１件

17,400円

今後は、事前命令を徹底し、承認者の確認を確実に行うとと 文化政
もに、内部事務総合システムの旅費執行状況一覧を活用し、職 策課
員氏名と日付、出張先等から重複の有無を四半期ごとに確認
し、重複が発見された場合は速やかに返納の手続きをとること
としました。
なお、重複支給されていた旅費については、本人から平成28
年７月11日に返納されました。

１件

2,040円

旅費の過払いについては、平成28年8月26日に返納手続きを 特別支
行い、平成28年9月2日に納入されました。
援教育
今回の重複支給については、学校が重複して精算を特別支援 課
教育課に回議したことで生じました。
このため、学校の精算状況の確認を徹底するとともに、再発
防止策として、平成28年9月8日に学校に対して、旅行者本人が
旅行事前命令において旅行日及び用務の確認を徹底すること及
び所属担当者が重複支給の防止に向けた確認を徹底することを
文書により周知しました。
また、平成28年11月1日の事務長会議において、重複支給の
防止に向けた確認方法をテーマとして扱いました。
さらに、平成29年2月8日に学校に対して、重複支給防止につ
いて文書により周知しました。
今後も定期的に周知を図り、重複支給が発生しないように努
めてまいります。

１件

5,400円

過払いとなった旅費については、平成28年8月18日に返納手 松本保
続きを行い、平成28年8月30日に返納されました。
健福祉
再発防止策として、重複入力を防止するため、内部事務シス 事務所
テムにて入力済みかどうか迷う場合は、「提出物処理状況一
覧」で確認することを職員に対し周知徹底しました。
また、庶務担当者が内部事務システムの旅費支払データを
チェックし、重複支給がないか確認することとしました。
今後も、上記取組みを実施し、再発防止に努めてまいりま
す。

２件

3,360円

過払いとなった旅費については、返納手続きを行い、平成28 東信教
年6月6日までに返納されました。
育事務
再発防止策として、以下の対応を実施しました。
所
・速やかな旅費精算を行うよう所課長会等において繰り返し周
知を行いました。
・旅行命令時の留意事項等について職員研修を実施（平成28年
９月１日）しました。
・各課長及び事務担当者は、速やかな旅費精算が行われるよ
う、月間予定表等を確認し、精算状況を確認しています。
今後も、再発防止のため、上記の対策を引き続き実施してま
いります。

２件

14,050円

過払いとなった旅費については、平成28年６月３日に返納金 飯田高
処理の事務手続きを行い、平成28年６月13日までにすべて納入 等学校
されました。
再発防止策として「旅費支払点検マニュアル」を作成して旅
費二重払い防止のために実施する内容を明記し、これに基づき
次の対策を講じました。
１

旅行命令起票時に二重起票とならないよう必ず確認すると
ともに、すみやかな精算を行うよう、平成28年７月・10月の
職員会議で職員に周知徹底しました。また、平成29年２月・
３月・４月にも実施する予定です。
２ 旅行命令を教頭がリスト化し、旅費精算時に担当者がこれ
と照合することを励行することとし、旅行命令の二重起票の
有無の確認体制を強化しました。
３ 平成28年７月・10月・12月に、内部事務システムの旅費支
払データから職員別・出張日別ソート一覧表を作成し、必ず
プリントアウトして回議するとともに、事務長が旅費チェッ
クファイルを作成して確認し、旅費二重払いのチェック体制
を強化しました。また、平成29年３月・４月にも実施する予
定です。
今後も上記の取り組みを確実に継続して実施することと
し、再発防止に努めてまいります。

２ その他旅費支給に関する事務処理が適切でないもの
旅行日前の旅費精算
職員の旅費精算について、旅行日以降に精算請求すべきところ、旅行日前に請求（事後請求・確定精算請
求）を行い、支給していた。
事後請求

１件

確定精算請求

1,200円

４件

4,500円

３ 工事請負費の執行が適切でないもの
下請人変更に係る理由の未確認
「内訳書等の提出及び下請要件を付
する受注希望型競争入札」で発注した
工事では、公告で定めた下請要件にお
いて、下請人を変更する場合は理由が
必要であるところ、その理由を確認し
ないまま下請人の変更を認めていた。

事前命令を徹底し、承認者による旅行日等の確認を確実に行 こど
うとともに、内部事務総合システムの旅費執行状況一覧を活用 も・家
し、旅行日等に誤りがないか、四半期ごとに再確認することで 庭課
再発防止に努めてまいります。
同様の事例が二度と発生しないように、平成28年11月10日に 伊那養
行われた職員会議において、周知徹底を図りました。
護学校
校長・教頭・事務長等、チェック体制の強化等、再発防止に
ついて話し合いをしました。今後、適正な事務処理に努めてま
いります。

平成28年10月に実施した課の職員全体会議において、「内訳
書等の提出及び下請要件を付する受注希望型競争入札」で発注
した工事においては、元請人が下請人を変更する場合の理由、
手続き方法等について再確認しました。
今後は、施工協議書等により、その理由の妥当性について、
十分確認のうえ、適正な事務処理を行ってまいります。

北信地
方事務
所農地
整備課

【工事等監査】
４ 委託料の執行が適切でないもの
契約期間終了後の業務委託

再発防止策として、会計係内で契約期間が確認できるよう、 警察学
共有の予算整理簿に記載し、係内でチェックを行うよう改善を 校
単価契約による「警察学校刈草等収 図りました。更に警察本部より発出された警務部長通達「適正
集・運搬及び処分業務委託」におい
な会計事務処理の徹底について」(平成28年12月14日付け)によ
て、委託契約期間終了後のため、別途 る指示を受け、部下職員に対し契約に関する教養を行い、相互
契約すべきところ、当初の契約により チェックによる牽制機能を強化しました。
業務を委託していた。
また、本年度行った同種契約については、回収場所がグラン
（委託料 80,784円）
ドにあり天候に左右されるため、契約期間の終期を「平成28年
11月30日まで」を「平成29年１月31日まで」とする見直しを行
いました。

５ 事前審査に関する事務処理が適切でないもの
(1) 当初支出負担行為時における事前審査未了
需用費、委託料、公有財産購入費及び補助金について、財務規則第64条の規定による出納機関の事前審査を
受けていなかった。
本事案は財務規則に定められた事前審査を行わないまま支出 下伊那
地方事
負担行為がなされたものです。再発防止のため以下の措置を
務所林
行ってまいります。
務課
鳥獣被害防止総合支援事業（補助金） ○補助林道整備事業補助金
決裁状況の確認のため、独自の管理表を作成し係長・係員で
交付決定額
相互にチェックを行う体制としました。
3,500,000円
また、業務の集中に起因する事務処理ミスを防ぐため、事業
者に対し書類提出期限厳守の徹底を周知しました。
○鳥獣被害防止総合支援事業補助金
決裁状況の確認のため、独自の管理表を作成し係長・係員で
相互にチェックを行う体制としました。
また、業務の集中に起因する事務処理ミスを防ぐため、以下
の取組を行うこととしました。
・事業者に対し書類提出期限の厳守を周知。
・変更や確定の処理を円滑に行うため、事業期間中に事業者を
訪問し事業執行状況を確認。
・必要に応じて、事業者を訪問した上で書類作成支援を実施。
補助林道整備事業補助金
交付決定額
1,600,000円

平成27年度カラマツ採種園造成事業第
本事案は財務規則に定められた事前審査を行わないまま支出 長野地
１号（委託料）
負担行為がなされたものです。再発防止のため、平成28年９月 方事務
契約額
から、独自の管理表を係長・係員で相互にチェックを行い決裁 所林務
1,598,400円
状況を確認する体制としました。
課
今後、適正な事業執行に努めてまいります。
公衆浴場設備改善事業補助金
交付決定額
1,703,500円

予算執行に当たっては、事業担当課及び経理担当課におい
上田保
て、職員相互によるダブルチェックを徹底することとしまし
健福祉
た。
事務所
また、所内で事前審査が必要となるケースを再度確認するた
め、平成28年９月２日の所内会議において全職員に対し周知徹
底を図りました。
今後、財務規則等に基づき適正な事務処理に努めてまいりま
す。

平成27年度県単道路改築工事に係る用
用地課会（平成28年9月5日開催）の中で、課内職員に対し、 松本建
地取得（公有財産購入費）
事前審査について、再度、周知徹底を図りました。
設事務
契約額
繁忙期（年度末）に向け、課内注意文書（平成29年1月17日 所
32,864,160円
付）を回覧し、さらに周知徹底を図ってまいります。
補償額決定書決裁時に、「事前審査要」をゴム印で押印し、
【工事等監査】
注意を促すよう確認体制を徹底してまいります。

門扉取替修理（需用費）
契約額
1,317,600円

再発防止のため、警察部内用ポータルサイトに掲載中の「会 岡谷警
計事務の手引き」及び「間違いやすい事例集」を活用して、平 察署
成28年11月29日に会計事務担当者の研修を行いました。
また、会計事務手続きにあたっては決裁時における担当者以
交通信号機車両感知器取替修理（需用 外のダブルチェックを確実に行うよう徹底し、ミス防止を図っ
費）
ています。
契約額
1,944,000円

警察機動センターキュウビクル内の高
再発防止のため、警察部内用ポータルサイトに掲載中の「会 交通機
圧機器取替修繕（需用費）
計事務の手引き」及び「間違いやすい事例集」を活用して、平 動隊
契約額
成28年12月5日に会計事務担当者の研修を行いました。
1,512,000円
また、会計事務手続きにあたっては決裁時における担当者以
外のダブルチェックを確実に行うよう徹底し、ミス防止を図っ
ています。

(2) 支出負担行為の変更時における事前審査未了
委託料、工事請負費及び交付金について、財務規則第65条の規定による出納機関の事前審査を受けていな
かった。
空港内消防及び警備業務委託（委託
料）
当初契約額
31,892,400円（事前審査済）
変更契約額
32,981,040円（事前審査未了）

変更契約の際、財務規則第65条の規定による出納機関の事前 松本空
審査を受けなければならないことを担当職員が失念していたた 港管理
事務所
め、今回の事案が発生してしまいました。
平成28年６月以降は、事前審査等契約に係るチェック表を活
用し、事務担当者及び予算担当者並びに管理監督者等の複数の
職員で確認を行える体制を整備し、再発防止に努めています。

航空灯火、電源施設保守管理及び監視
業務委託（委託料）
当初契約額
26,244,000円（事前審査済）
変更契約額
27,108,000円（事前審査未了）
農村活性化支援事業交付金
交付決定額
54,063,000円（事前審査済）
変更交付決定額
39,441,000円（事前審査未了）

再発防止策として、執行状況を確認する執行管理表を作成
し、事務担当者と係長の複数職員で点検するよう改善しまし
た。
今後はより一層、国・県・市町村・事業実施主体間連携を密
にして、先を見通した事業進捗管理により、適切な事務処理を
行うよう努めてまいります。

佐久地
方事務
所農政
課

平成27年度県単道路橋梁維持（災害関
連）工事（工事請負費）
当初契約額
36,936,000円（事前審査済）
１回目変更契約額
40,381,200円（事前審査済）
２回目変更契約額
41,331,600円（事前審査済）
３回目変更契約額
41,558,400円（事前審査未了）

事前審査の回付漏れを防止するために、次のとおり対策を講 伊那建
じました。
設事務
所
・事前審査対象チェック用のゴム印を作成し、担当と係長がダ
ブルチェックを行うとともに、チェックの結果を見える化する
ようにしました。
・工事事務管理システムから出力される起工及び変更契約時の
起案文書に事前審査対象案件にはその旨を印字するようシステ
ムの改修を技術管理室に提案し、平成28年11月から出力される
ようになりました。

【工事等監査】
(3) 当初及び変更支出負担行為時における事前審査未了
工事請負費及び補助金について、財務規則第64条及び第65条の規定による出納機関の事前審査を受けていな
かった。
野生鳥獣総合管理対策事業（補助金）
本事案は財務規則に定められた事前審査を行わないまま支出
交付決定額
負担行為がなされたものです。再発防止のため以下の措置を
1,331,000円（事前審査未了）
行ってまいります。
変更交付決定額
決裁状況の確認のため、独自の管理表を作成し係長・係員で
1,416,500円（事前審査未了）
相互にチェックを行う体制としました。
また、業務の集中に起因する事務処理ミスを防ぐため、以下
鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業
の取組を行うこととしました。
（補助金）９件
・事業者に対し書類提出期限の厳守を周知。
（内訳）
・変更や確定の処理を円滑に行うため、事業期間中に事業者を
交付決定額
訪問し事業執行状況を確認。
22,683,000円（7件）
・必要に応じて、事業者を訪問した上で書類作成支援を実施。
（事前審査未了）
変更交付決定額
27,620,000円（9件）
（事前審査未了）
平成27年度県単道路橋梁維持（小破修
繕）、防災・安全交付金（修繕）災害
防除（国道）合併工事(工事請負費)
当初契約額
14,796,000円（事前審査未了）
変更契約額
24,721,200円（事前審査未了）
【工事等監査】

下伊那
地方事
務所林
務課

当該工事は、被災道路を早急に復旧させる応急発注工事で、 長野建
財務規則所定の処理を怠ったものです。再発防止対策を以下の 設事務
とおり実施していきます。
所
１

平成28年11月24日の所内課長係長会議において、財務規則
の遵守意識を周知徹底しました。
２ 応急的な発注工事の場合、短期間に現場を主体とした多く
の業務を進めなければならず、手続的な処理を失念してしま
うおそれがあるため、発注後の進捗状況を、技術職の担当者
及び係長と、事務職の担当者及び係長とが、連絡を密に行い
ながら絶えず把握し、財務規則上の手続に遺漏がないように
します。

６ その他支出に関する事務処理が適切でないもの
会計上、本来あるべき支出に戻すべく、電力会社へ料金の還
(1) 職員の立替え払い
付及び再請求を依頼しましたが対応しかねると回答されまし
た。
公共料金等自動口座振替払におい
地方事務所で検討を重ねた結果、本来公費により支出すべき
て、電気料金を指定口座から自動振替
により支出していたが、平成27年４月 ものであるため、担当職員へ立て替え分を支払うことにより間
及び５月の２か月分 616円について、 接的な公費からの支出とし、立て替え分の相殺を行いました。
再発防止策として、収受した請求書等を共有のキャビネット
前渡資金を指定口座へ入金する事務を
行わず、担当職員が自費により立て替 へ保管し複数の職員が週一回以上支払い状況の確認をすること
で適切な会計事務の徹底をしてまいります。
えて支払っていた。

諏訪地
方事務
所建築
課

庁舎等の修繕にあたっては、庁舎管理担当１人に修繕に関す 動物愛
る事務処理を任すことなく、必ず２人体制で行うなど、職員間 護セン
ター
の相互チェック体制を徹底することとしました。
需用費による庁舎等の修繕におい
また、所内で財務規則等を再度確認するため平成28年12月21
て、「センター冷暖房機修繕（７号室
外機）」（支出金額831,600円）及び 日の所内会議に併せて勉強会を実施しました。
今後、財務規則等に基づき適正な事務処理に努めてまいりま
「センター空調機７系統圧縮機修繕」
（支出金額999,000円）については、 す。
見積書を徴取し、随意契約等を実施す
べきところ、請求のあったとき支出負
担行為の整理をすることができる経費
として支出していた。

(2) 見積書等の未徴取

(3) 負担金の不十分な審査
長野県高等学校文化・芸術フェス
ティバル共催負担金（4,445,000円）
の交付決定において、同フェスティバ
ル実施細則に基づいて県負担対象経費
の審査を行うべきところ、十分な審査
を行わず、対象外経費を含めて交付決
定していた。
なお、実施報告においては、実施細
則に基づいて対象経費が計上されてい
た。
(4) 支出負担行為に係る関係書類の不備
需用費による職員宿舎の風呂釜修繕
（１件30万円未満の修繕：４件）にお
いて、契約の相手方が提出する納品書
等又は予算執行者が作成する伺い簿等
によって契約金額及び給付の内容を明
らかにすべきところ、この事務を行っ
ていなかった。
補助金
事務
１件

「県フェスティバル負担金対象経費のチェック表」を作成
教学指
し、申請時における確認事項や留意事項を明確にするととも
導課
に、長野県高等学校文化連盟事務局を通じ、県フェスティバル
の開催主体である各専門部に対し、その活用を図り負担金を申
請するよう徹底します。
また、事務室での対象経費審査を２人で行う体制としまし
た。
加えて、平成30年の2018信州総文祭開催に向け新設される専
門部もあることから、組織体制が固まる平成29年度に、長野県
高等学校文化連盟事務局と調整を図りながら実態に即すよう実
施細則を改正してまいります。

事務室職員一同で、緊急修繕に係る事務処理について、長野 明科高
県財務規則を再確認しました。
等学校
再発防止策として緊急修繕を始めとする財務事務処理につい
て、会計課作成の「支出審査事務の手引き」を参考に作成した
「契約関係チェック表」による職員相互及び事務長の確認を徹
底しました。
今後も同様の取組を行い、再発防止に努めてまいります。

１ その他補助金に関する事務処理が適切でないもの
補助金の過交付
過交付金20円については、平成28年10月28日に収納しまし
た。
農業経営基盤強化資金に係る平成27
また、不適切な事例が発生しないよう、以下の再発防止策に
年度下半期利子助成事業において、利 取り組みます。
子助成率の変更を確認しなかったた
め、助成金20円の過交付となった。
１ 県の管理台帳と市町村交付申請書との照合の際に見落とし
がないよう、必ず管理台帳を印刷し紙面による確認を行いま
す。
２ チェック体制の重層化のため副担当者を新設し、担当者、
副担当者及び係長で県の管理台帳と市町村交付申請書との照
合の強化を行います。
３ 今回の過交付が、償還期間中に利子助成率が変更となる案
件で発生したことから、県の管理台帳に利子助成額変更の旨
が記載されている案件については、変更となる年度での利子
助成額の確認を徹底します。

長野地
方事務
所農政
課

財産管 １ その他財産に関する事務処理が適切でないもの
理事務 (1) 普通財産の貸付事務の未実施
４件
普通財産管理において、電柱等に係る貸付事務を平成27年度まで行っていなかった。
平成28年７月、職員課が所管する全ての職員宿舎について敷 職員課
平成５年度に取得した職員宿舎土地
には、この時点で既に電柱等（本柱１ 地等の総点検を実施し、貸付承諾の内容に相違がないか確認し
本及び支線１本）が設置されていたに ました。
また、各財産管理者に対しては、平成28年７月26日付けで所
もかかわらず、貸付事務を行っていな
管する全ての職員宿舎の敷地等の確認を依頼するとともに適正
かった。
な貸付事務について周知しました。
定期監査での指摘を踏まえ、現在、この他に同様の事例がな 建築住
平成16年度に管理を開始した県有地
には、この時点で既に電柱等（本柱１ いか、過去に県が住宅用地として分譲した団地で、県有地及び 宅課
本及び支線１本）が設置されていたに 電柱等の所在を把握するための全数調査を実施しています。
その結果、平成29年１月末現在で新たに、27本の電柱が設置
もかかわらず、貸付事務を行っていな
されていることを確認し、貸付手続きを行うとともに、17,000
かった。
円を徴収しました。
なお、過去に分譲した団地数が277団地（区画数で18,000余
り）と相当数あり、そのうち、団地内道路、法面及び未分譲地
など県が管理すべき残地として把握している箇所が、調査着手
した61団地の一部の筆（231筆）に留まることから、引き続
き、全体像を把握するため、計画的な調査を継続して行い県有
地の適切な管理を行ってまいります。

平成12年度に取得した職員宿舎土地
平成27年9月に教職員住宅補修工事に伴い担当者が住宅周辺 東信教
には、この時点で既に電柱等（支線２ の環境確認を実施したところ、当所へ住宅が移管される前から 育事務
本）が設置されていたにもかかわら
設置されていた支線（当所への引継ぎなし）を発見し、設置業 所
ず、貸付事務を行っていなかった。
者等へ経緯を確認しましたが過去の経緯等は確認できませんで
した。
平成27年10月に貸付事務を行い適正な貸付料を徴収するとと
もに、全ての管理財産について、再度、複数で現場確認を行い
適正に処理されていることを確認しました。
(2) 行政財産使用許可簿の未整備

平成28年９月８日に県営林の管理等に関する規程に定める行
政財産使用許可簿を整備しました。
県営林内の電柱等の設置に係る行政
今後規程に基づき適正な事務処理を行うよう努めてまいりま
財産の使用許可について、使用許可権 す。
者として、県営林の管理等に関する規
程に定める様式により行政財産使用許
平成28年10月３日に県営林の管理等に関する規程に定める行
可簿を備え付けておくべきところ、こ
政財産使用許可簿を整備しました。
れを備え付けていなかった。
今後規程に基づき適正な事務処理を行うよう努めてまいりま
す。

上伊那
地方事
務所林
務課
長野地
方事務
所林務
課

(3) 備品の所在の未確認

確認できていなかった16点のうち、不用決定の手続きを行わ 財産活
ずに処分していた回転いす等５点について、備品原簿の整理を 用課
備品の管理において、所管している 行いました。
絵画等16点について、所在を確認して
また、美術品及び彫刻の11点については、平成29年１月末を
いなかった。
目途に全所属（学校、警察を含む）へ照会したところ、現在３
点の所在が確認できました。
他の８点については、関係法令に基づき台帳を整備し、適正
な事務処理に努めてまいります。

(4) 基金管理簿の未整備

「清水朝恵」特別支援学校学習環境整備基金について、基金 特別支
管理簿を平成28年7月29日に整備しました。今後は基金の異動 援教育
「清水朝恵」特別支援学校学習環境 がある度に、基金管理簿を整備してまいります。
課
整備基金について、財産管理者として
基金管理簿を備え付けておくべきとこ
ろ、これを備え付けていなかった。

平成28年度定期監査報告（企業特別会計）
【監査の結果（指導事項）に関する報告に基づく措置（処理状況）の内容】
分類
契約事
務
１件

指 導 事 項
処 理 状 況
１ その他契約に関する事務処理が適切でないもの
・落札候補者に対する注意喚起のため、入札公告の公告文に必
入札参加資格の誤認
要な技術者資格を明示します。
建設工事の契約において、入札参加 ・資格要件審査において技術者資格の誤認を防ぐため、工事に
資格要件として「電気通信工事」に係 必要な配置技術者資格確認表を工事事務担当者が作成し、クロ
る技術者資格を求めていたところ、落 スチェックにより確認を行います。
札候補者が提示した他の資格を当該資
格と誤認して契約を締結していた。
【工事等監査】

機関名
南信発
電管理
事務所

平成28年度定期監査報告（一般会計・特別会計）
【監査の結果（検討事項）に関する報告に基づく措置の内容】
分類
契約事
務

検 討 事 項
措 置 状 況
１ 大町合同庁舎の設備管理に係る契約の適正化について
大町合同庁舎の管理については、北
庁舎設備管理業務に関する委託契約の中で勤務時間外の暖房
安曇地方事務所地域政策課が担当し設 等空調運転については、契約外として別途対応してきました
備管理業務委託契約を行っています。 が、平成29年度から原契約書の中に勤務時間外の庁舎利用も見
同庁舎内の大町保健福祉事務所が勤 込んだ内容を明記し対応してまいります。
務時間外に暖房設備運転が必要となっ
た際、保健福祉事務所が地方事務所委
託業者と暖房設備運転の別途契約を行
い、運転実施及び支払いをしていまし
た。
庁舎管理及び設備管理業務は地方事
務所の業務であることから、勤務時間
外の庁舎利用も想定した契約内容につ
いて検討してください。

支出事
務

１ ホームページを活用したふるさと信州寄付金の募集等の適切な運用について
ふるさと信州寄付金について、サイ
現在、リニューアル後のホームページを有効活用し、寄付を 税務課
ト運営と寄付金管理業務を一体的に行 募集しています。
えるようホームページのリニューアル
ホームページのリニューアルと並行して進めていた寄付金受
を委託しました。平成27年度中に委託 付業務の外部委託準備のため、運用開始が遅れてしまいまし
業務が完了しましたが、県側の準備に た。今後同様の事案が生じないよう、業務の早期着手や進捗管
時間がかかり、平成28年10月末に一部 理の徹底等、適切な事務処理を行ってまいります。
を除き運用開始となりました。
また、より多くの寄付が集まるよう随時ホームページを更新
ホームページを活用した寄付金の募 し、魅力あるサイトの運営をしていきます。
集及びそれに付随する業務について、
適切な運用を検討してください。
２ スクールカウンセラーの予算の有効活用について
スクールカウンセラー事業は、児童 【心の支援課】
生徒の悩みに対して、適切かつ迅速に
スクールカウンセラーの配置時間は、小中学校、高校の状況
対応し安心して学習に取り組むことが に応じて当課で配分しています。配分は年度途中で全体の執行
できるよう、臨床心理士などの専門家 状況を確認しながら調整しているが、各学校では急な必要に備
を派遣するものです。
えて、相談時間を年度末まで確保していることもあり、年度途
本事業の執行に当たっては、心の支 中での学校間の過不足の調整等が難しいところがありました。
援課から教育事務所ごとに学校でス
平成28年度は、上半期の各教育事務所・学校の執行状況の確
クールカウンセラーを利用できる時間 認をもとに、11月以降各月の調査で、随時執行状況及び必要時
を配分し、各所では、その時間の範囲 間を確認しながら、時間不足となる学校がないよう、学校間で
内で、スクールカウンセラーを各校に の配分変更による過不足調整を行ってきました。
派遣しています。
来年度以降も、上半期調査をもとに各校の相談時間等を把握
派遣要請は年々増加しており、学校 したうえで、必要に応じて調整を行うなど、きめ細かく対応
によっては年度途中で配分された時間 し、当課、教育事務所、学校が連携して、相談時間が不足する
では不足し、追加の相談時間の確保や 学校がないよう配慮していきます。
年間の相談時間の調整に苦慮している
また、スクールカウンセラーの採用に当たっては、円滑な執
という状況も見受けられました。
行ができるよう、地域性なども考慮して人材の確保に努め、適
その一方、平成27年度決算では、不 正な配置を行っていきます。
用額は859万余円と多額であったの
で、これを有効活用する必要がありま
【東信教育事務所】
す。
スクールカウンセラーの配置と配置時間は、小中学校、高校
心の支援課、教育事務所、学校の３
の状況に応じて心の支援課が配分しています。
者が連携を密にし、執行状況や要望の
小中学校においては、拠点となる中学校に対し11月に追加の
把握といった面で、きめ細かく対応で
きる体制を整えることによって、現場 配置時間の希望調査を行い、12月に再配分を実施し、市町村教
の状況に応じた事業執行を図るよう検 育委員会にも再配分時間の有効活用について通知しました。
高等学校に対しては、上半期の執行状況調査と並行し学校訪
討してください。
また、複数の学校で要望があった場 問を実施し、下半期の執行見込みを確認の上、各高校の過不足
合にスクールカウンセラーが不足して の調整を11月から1月にかけて行い、1月の校長会、教頭会でも
いるため派遣することができないとい 再配分時間の有効活用を重ねて依頼しました。
さらに、スクールカウンセラーの支援要請に迅速に応えられ
うことがないよう、人数の確保も検討
るよう、次年度に向けてのスクールカウンセラーの人数、配置
してください。
を心の支援課に要望しています。
今後も、各学校と連携して執行状況や要望を早期に把握し、
相談時間が不足する場合は、心の支援課に依頼して時間の確保
に努めるとともに、きめ細かく対応できる体制を整えてまいり
ます。

機関名
北安曇
地方事
務所地
域政策
課

心の支
援課
教育事
務所

【南信教育事務所】
スクールカウンセラーの配置と配置時間は、小中学校、高等
学校の状況に応じて心の支援課が配分しています。
スクールカウンセラーの効果的利用、予算の有効活用につい
ては、年度当初の教育相談関係者連絡会議及び校長会、教頭
会、生徒指導連絡協議会等において、その都度依頼していま
す。
執行状況や要望の把握については、小中学校においては、拠
点となる中学校に対し11月に追加の配置時間の希望調査を行
い、12月に再配分を実施、高等学校に対しては、上半期の執行
状況調査と並行し、下半期の執行見込みを確認の上、各校の過
不足の調整を12月までに実施しました。また、各学校の執行状
況を確認し、心の支援課と相談しながら配置時間の調整を行
い、市町村教育委員会、各高等学校に予算の有効活用を通知し
ました。
また、スクールカウンセラーの支援要請に迅速に応えられる
よう、次年度に向けてのスクールカウンセラーの人数、配置を
心の支援課に要望しています。
今後も、各学校と連携して執行状況や要望を早期に把握し、
相談時間が不足する場合は、心の支援課に依頼して時間の確保
に努めるとともに、きめ細かく対応できる体制を整えてまいり
ます。
【中信教育事務所】
スクールカウンセラーの配置と配置時間は、小中学校、高校
の状況に応じて心の支援課が配分しています。
【平成28年度】
・小中学校、高等学校において、上半期の執行状況調査と並行
し、下半期の執行見込みを確認の上、拠点中学校及び高等学校
に対して11月に追加の配置時間の希望調査を行い、12月に再配
分を実施しました。
その後も追加配置時間の要請に迅速に対応できるよう各学校
の執行状況を把握し、心の支援課と連絡を密にしながら配置時
間の調整を行い、市町村教育委員会、県立学校に予算の有効活
用を通知しました。
また、その都度スクールカウンセラーの執行状況の報告と有
効活用について依頼しています。
・スクールカウンセラーの派遣要請に迅速に応えられるよう、
次年度に向けてのスクールカウンセラーの配置、配分時間を心
の支援課と連携を密にして対応していきます。
今後も、各学校と連携して執行状況や要望を早期に把握し、
相談時間が不足する場合は、時間の確保に努めるとともに、き
め細かく対応できる体制を整えてまいります。
【北信教育事務所】
スクールカウンセラーの配置と配置時間の配分は、小中学
校、高校の状況に応じて心の支援課が実施しています。
小中学校分については、拠点となる中学校に対し10月に上半
期の執行状況調査を行い、活用時間の多い拠点校に再配分を実
施しました。また、1月に配置時間の追加希望調査を行い、再
配分を実施しました。
高等学校分については、10月及び１月に、各校に配置時間の
希望調査を行い、各校の過不足調整を実施しました。
また、市町村教育委員会及び各高等学校に対して、予算の有
効活用について通知しました。
今後も、各学校と連携して執行状況や要望を早期に把握し、
相談時間が不足する場合は、心の支援課に依頼して時間の確保
に努めるなど、きめ細かく対応できる体制を整えてまいりま
す。
スクールカウンセラーの人員確保については、各校からの支
援要請に迅速に応えられるよう、引き続き心の支援課に要望し
てまいります。

補助金 １ 「地域発 元気づくり支援金」の予算の有効活用等について
事務
(1) 予算の有効活用
【地域振興課】
(1) 地方事務所において、事業ヒアリング時に事業の実現性や
「地域発 元気づくり支援金」につ
経費の積算内容を十分に確認するとともに、一次採択の残額
いては、予算額を上回る要望が寄せら
を本庁で集約し、二次募集を行う地方事務所に追加再配当す
れ、全ての要望に応えることができな
るなど、不用額の縮減に努めてまいります。
い一方で、決算では、結果的に多額の
また、不用額を活用した追加採択に向け、不用額の早期把
不用額が生じています。
握や追加採択の方法、事業実施期間の確保などについて、地
不用額の状況をみると、ここ数年、
方事務所とともに検討してまいります。
毎年のように７～８千万円もの予算が
不執行となっています。
(2) 事務手続については、これまでも提出書類等を見直し、申
不用額を縮減するためには、事業の
請者に過重な負担を掛けないよう配慮してきたところです。
中止や事業内容の変更等を含めた事業
今回の監査結果を踏まえ、地方事務所が実施する事業ヒアリ
の実施状況を適宜把握し、状況に応じ
ングにおいて意見等を聴取し、一層の事務負担の軽減につい
て変更交付決定をしておくことが重要
て、地方事務所とともに検討してまいります。
です。その上で、例えば、
・事情により不用となった額を追加募
【佐久地方事務所地域政策課】
集の原資に充てる
・予算の都合で採択とならなかった事 (1) 事業ヒアリング時に事業の実現性や経費の積算内容を十分
に確認するとともに、必要に応じ二次採択を実施するなど、
業の中から追加採択の候補をあらかじ
不用額の縮減に努めてまいります。
め選定しておき、不用額等を充てて追
また、地域振興課で検討している不用額を活用した追加採
加で採択する
択に向け、不用額の早期把握や追加採択の方法、事業実施期
・地方事務所間で不用額を融通し合う
間の確保などについても、調整しながら検討してまいりま
などの対応策が考えられます。
す。
また、不用額の活用によって新たに
事業を採択する可能性があることにつ
(2) 事務手続については、これまでも提出書類等を見直し、申
いて事業者の理解を得ることも含め
請者に過重な負担を掛けないよう配慮してまいりましたが、
て、日ごろから事業者との連絡を密に
事業ヒアリング時に申請団体等から幅広く意見等を聴取する
することが大切です。
など、地域振興課と調整しながら事務負担の軽減について検
なるべく多くの事業要望に応えるた
討してまいります。
め、不用額を縮減し、予算を効率的に
執行する取組を検討してください。
【上小地方事務所地域政策課】
(1) 事業ヒアリング時に事業の実現性や経費の積算内容を十分
に確認することにより、不用額の縮減に努めてまいります。
また、不用額を活用した追加採択に向け、不用額の早期把
握や追加採択の方法、事業実施機関の確保などについて、地
域振興課とも調整しながら検討してまいります。
(2) 事務手続については、申請者の要望に応じ助言等を行い、
負担の軽減に配慮してきたところです。今回の監査結果を踏
まえ、申請者の一層の事務負担の軽減が図られるよう検討し
ていくため、意見・要望等については、随時、地域振興課に
報告し、共に対応を検討してまいります。
【諏訪地方事務所地域政策課】
(1) 事業ヒアリング時に、事業の実現性や経費の積算内容を十
分に確認し、不用額の縮減に努めてまいります。
また、事業の執行に当たっては、適宜、助言などを行い、
事業が着実に履行されるよう進捗管理に努めてまいります。
(2) 事業ヒアリングにおいて事業者から意見等を聴取し、一層
の事務負担の軽減について検討してまいります。
【上伊那地方事務所地域政策課】
(1) 事業の執行に当たっては、事業が着実に履行されるよう、
適宜、助言などを行うとともに、事業内容の変更が生じた事
業等については状況に応じて変更交付決定を行ってまいりま
す。
なお、年度後半に全事業の進捗等を確認し、活用できる額
が生じている場合、同一事業内での活用又は他事業への追加
交付（追加採択）を検討してまいります。（H28実施済）
(2) 申請の相談の際やヒアリング時に、事業構築の視点や申請
書の記載方法の説明等を行っています。
今後、申請書類の作成に当たっては、申請者の状況に応じ
たきめ細やかな対応をしてまいります。
申請書の記載事項や添付書類について、意見等を踏まえ、
地域振興課や他所と検討してまいります。

地域振
興課
地方事
務所地
域政策
課

(2) 事務負担の軽減

支援金は、住民協働で、自主的か
つ主体的に取り組む地域の元気を生
み出すモデル的で発展性のある事業
に対し支援することを目的としてい
ます。
監査を行った中で、複数の団体か
ら、事務負担の軽減についての意見
をいただきました。
例えば、申請時においては、事業
計画書に「モデル的で発展性のある
事業である理由」や「できるだけ数
値化した事業効果」などを記載しま
すが、記載内容に一定程度の熟度が
求められること、また、事業実施中
においては、補助対象外の収入支出
についても詳細な記録を求められる
ことなど、事務負担が大きいという
意見がありました。
こうした意見は、公共的団体（Ｎ
ＰＯ法人、地域づくり団体など）に
多いように思われます。
県民の貴重な税金を充てて行う事
業ですから、公平・公正の確保のた
め一定の手続が必要なことはもちろ
んですが、事務の負担が、住民協働
による地域の元気を生み出すための
取組を阻害する要因とならないよう
配慮することも大切です。
ついては、支援金の事務手続に関
する意見や要望を、申請団体等から
幅広く聴取した上で、事務負担の軽
減について検討してください。

【下伊那地方事務所地域政策課】
(1) 当所においては、不用となった額を追加募集の原資に充て
る取組を従前から行っており、限られた予算を当地域内で活
用できるよう努めています。
事業者とは、事業ヒアリング時に事業の実現性や経費の積
算内容を十分に確認し、各事業における不用額の縮減を図る
とともに、より多くの事業を採択できるよう努めています。
(2) 事務手続については、地域振興課で作成している様式の
ほか、当所独自で事業名や補助率が自動で反映される様式を
提供し、入力項目の削減を図っています。
また、申請時には、提出前の事前相談やヒアリングの際に
記載方法の助言を行うとともに、採択後も、事業の進捗管
理、提出書類の記載方法の助言等を通じ、事務負担の軽減に
配慮しています。
【木曽地方事務所地域政策課】
(1) 事業ヒアリング時に事業の実現性や経費の積算内容を十分
に確認するとともに、一次採択の残額により二次募集を行う
など、不用額の縮減に努めてまいります。
また、不用額を活用した追加採択に向け、不用額の早期把
握や追加採択の方法、事業実施期間の確保などについて、地
域振興課とも調整しながら検討してまいります。
(2) 事務手続については、これまでも提出書類等を見直し、申
請者に過重な負担を掛けないよう配慮してきたところです。
今回、監査結果を踏まえ、事業ヒアリングにおいて意見等
を聴取し、一層の事務負担の軽減について、地域振興課とも
調整しながら検討してまいります。
【松本地方事務所地域政策課】
(1) 今年度から新たに募集期間中に事前相談会を開催し、でき
る限りきめ細やかな相談に応じることで、計画書提出の段階
で事業の熟度を高めるよう事務を進めています。
また、当所では２次募集を実施し、１次分の内示額と交付
決定額の差分（不用額）を募集枠に追加し有効活用に努めて
いるところです。
なお、28年度の状況は、１次募集で不採択となった31件
53,402千円のうち、２次募集に再応募したのは11件11,449千
円と、要望額では約２割にとどまっています。
(2) 事務手続に関する意見は、事業ヒアリング等の機会を捉
え、申請団体の意見等を聴取し、その意見を本庁へ伝えてい
きます。

【北安曇地方事務所地域政策課】
(1) 事業ヒアリング時に事業の実現性や経費の積算内容を十分
に確認することや事前の事業計画の相談にも積極的に関わる
ことで、事業計画の熟度を高め、不用額の縮減に努めてまい
ります。
また、毎年実施している中間検査の際に事業の進捗状況を
把握し、変更交付決定をするとともに、不用額の把握に努め
てまいります。不用額を活用した追加採択については、地域
振興課と調整しながら検討してまいります。
(2) 事務手続については、これまでも提出書類等を見直すな
ど、申請者に過重な負担を掛けないよう配慮されてきたとこ
ろです。
今回、監査結果を踏まえ、事業ヒアリングの際に意見等を
聴取し、一層の事務負担の軽減について、地域振興課とも調
整しながら検討してまいります。

【長野地方事務所地域政策課】
(1) 当所においては、２次募集実施時に、１次分の内示額と交
付決定額の差及び額の確定による差（不用額）を追加して、
予算を有効に活用できるよう努めているところです。
事業ヒアリング時に、事業の実現性や経費の積算内容を十
分に確認するとともに、事業実施段階において必要な助言を
行うなど、不用額の縮減に努めてまいります。
不用額を活用した追加採択については、地域振興課と調整
しながら検討してまいります。
(2) 事務手続については、これまでも提出書類等を見直すな
ど、申請者に過重な負担を掛けないよう配慮されてきたとこ
ろです。
事業ヒアリング時等に、申請団体から事務手続きに関する
意見や要望を聴取し、必要に応じて地域振興課につなぐほ
か、引き続き、提出書類の作成時に助言を行うなど、事務負
担の軽減が図られるよう努めてまいります。
【北信地方事務所地域政策課】
(1) 事業ヒアリング時に事業の実現性や経費の積算内容など計
画の熟度を十分に確認するとともに、事業の執行に当たって
は適宜、進捗状況を確認し、不用額の縮減に努めてまいりま
す。
(2) 事務手続については、これまでも提出書類等を見直し、申
請者に過重な負担をかけないよう配慮してきたところです。
今回、監査結果を踏まえ、事前の事業ヒアリングにおいて
事務手続きについても意見を聴取し、一層の事務負担の軽減
について、地域振興課とも調整しながら検討してまいりま
す。
２ 結核健康診断事業補助金交付要綱における軽微な変更の取扱いについて
結核健康診断事業補助金交付要綱に
当補助金における「交付額の増加を伴わない軽微な変更」の 保健・
おいては、「交付額の増額を伴わない 取扱いを20％未満の減額の場合とし、平成29年度の補助金から 疾病対
軽微な変更」については変更申請の手 適正に対応するよう平成28年８月30日付け事務連絡で各保健福 策課
続を要しないこととしています。
祉事務所に周知徹底しました。
伊那保健福祉事務所では、当初決定
額を約34％減とする減額について、軽
微な変更として変更申請を不要として
いました。これは、平成25年６月に当
時の健康長寿課の担当者に確認した際
の、「仮に半減する場合であっても軽
微な変更として処理してよい」旨の回
答に基づく対応です。
これらの場合について、文理解釈上
「軽微な変更」と認めるには無理があ
りますので、この取扱いの適否を検討
してください。
財産管
理事務

１ 阿智村伍和地区産業廃棄物処理施設用地の効率的な管理について
阿智村伍和地区産業廃棄物処理施設
業務の効率化を図る観点から、平成29年度からは、本用地に 資源循
用地の管理については、下伊那地方事 関する草刈り等の維持管理業務の委託事務について南信州地域 環推進
務所で専任の嘱託員を配置する一方、 振興局で実施します。
課
資源循環推進課で行政財産の使用許可
や草刈り等の維持管理業務の委託事務
を行っています。
この委託業務の完了等確認のために
同課職員が現地へ出張するなど、非効
率な業務が生じていることから、本用
地に係る対応を地方事務所に一元化す
るなど、業務の効率化について検討し
てください。

２ 部局の連携によるドローンの有効活用について
環境部は、廃棄物不適正処理防止策
廃棄物不適正処理防止策へのドローンの活用については、撮 資源循
としてヘリコプターによるスカイパト 影する箇所ごとに目視で操縦できる発着場所を確保すると同時 環推進
ロールを実施していますが、他県では に、当該場所については使用許可等の手続を行う必要があるこ 課
ドローンによる不法投棄監視を行って とや発着場所から目的地までドローンが飛行する土地の所有者
いる事例があります。
に対して了解を得る必要があります。また、原則立入を拒否し
ついては、平成27年度に建設部が導 ている事業者は、撮影を望まないことなどから、プライバシー
入したドローンは、建設部以外の利用 の保護等の法的な問題の検討も必要と思われ、他県（関東ブ
も可能となっていますので、有効活用 ロック圏）においても土地所有者の了解を得て飛行していま
について検討してください。
す。
したがって、上記の点を含め、今後、導入の可否については
他県の状況を注視しながら調査研究してまいります。

３ 県営林に係る行政財産使用許可簿の整備の徹底について
県営林における行政財産の使用許可
地方事務所に対し、平成28年11月25日付けで当該使用許可簿 森林づ
については、権限が地方事務所長に委 の整備を徹底するよう通知し、平成28年12月28日までに、全所 くり推
任され、使用許可簿は、県営林の管理 において当該許可簿が整備されていることを確認しました。
進課
等に関する規程第19条により、財務規
今後も会議、研修等で定期的に当該使用許可簿の整備につい
則の様式に代えて同規程に定める様式 て啓発してまいります。
により備え付けることとしています
が、複数の地方事務所において、当該
使用許可簿を備え付けていませんでし
た。
ついては、地方事務所における当該
使用許可簿の整備の徹底について検討
してください。

４ 「体験の森・森林科学館」の移管について
「体験の森・森林科学館」は、土地
今回検討事項となった「体験の森」は、国庫補助事業を活用
を王滝村から借り受けて県が建物を建 して整備したものであるため、処分制限期間が存在します。
設したものですが、同村に無償で管理
「森林科学館」は24年の処分制限期間を経過していますが、
「体験の森」全体の制限期間が経過するのは平成29年12月とな
委託しています。
隣接する村施設「森林学習体験館」 ります。
と一体のものとして利用されている実
今後、処分制限期間経過後の王滝村への譲渡も含め、当該施
情であることから、同村への移管を検 設の管理の在り方について関係機関とともに検討を進めてまい
討してください。
ります。

５ 大楢川見張小屋の存続について
大楢川見張小屋（白馬村北城地籍）
は、土砂災害等の発生時の現場事務所
兼宿泊施設として設置したものです
が、最近では（少なくとも５年以
上）、設置目的での使用実績はなく、
専ら設計書やボーリングコアなどの資
料の保管場所として使用しています。
施設を管理する姫川砂防事務所で
は、大規模災害の発生等の緊急事態に
備え、いつでも現場事務所として使用
することができる状態を維持するた
め、電気、ガス、上下水道の供給契約
を継続し、基本料金を支払い続けてい
ますが、本来の目的での使用実績が何
年もなく、今後使用する可能性もはっ
きりしない現状では、見張小屋として
維持する必要があるのか疑問です。
ついては、見張小屋としての存続及
び電気等の供給契約の継続について検
討してください。

木曽地
方事務
所林務
課

災害はいつ発生するか不明であり、結果的に最近数年間では 姫川砂
見張小屋としての使用実績がありませんでした。
防事務
しかし、昨年も管内のスキー場で、融雪に伴う鉄砲水が発生 所
し、被災状況を現地で確認する事例はありました。
幸いなことに大規模な災害に至らなかったため、現場事務所
として見張小屋を使用する必要は生じませんでしたが、過去に
おいては長時間現地で状況調査等を行う事態も発生しており、
緊急対応を速やかに行うためには、現場に近い見張小屋は必要
と考えます。
なお、維持管理費用については、電気、ガス、上下水道を使
用停止したため、8月以降の支出はありませんが、大規模災害
が発生した際は、必要期間利用を再開したいと考えています。

６ 土地の適正な管理・処分について
普通財産である土地について、「公
民館敷地」「駐車場敷地」として１年
間の貸付期間を毎年更新して、長期間
貸し付けているケースがありました。
職員住宅敷地として活用しない土地
について、境界確定等が困難な事例も
ありますが、相手方との交渉に努める
とともに、「長野県ファシリティマネ
ジメント基本方針」に沿い、適正な管
理・処分を検討してください。

教職員住宅として活用しない県有地については、長野県ファ 保健厚
シリティマネジメント基本方針に沿って、財産管理者により定 生課
期的な見回り管理等の適正な管理を行うとともに、入札等によ
る売却を行っているところです。
しかしながら、諸般の事情により売却困難な案件について
は、財産管理者・財産活用課とも連携しながら、引き続き相手
方と交渉していくとともに、売却までの間の有効活用を図って
まいります。

７ 土地及び建物の適正な借受料の設定について
土地及び建物の借受けについては、
借受料の適正化については、平成29年４月実施予定の財産事 財産活
「借受不動産に係る事務の取扱いにつ 務研修会（長野、松本２会場）において、「借受不動産に係る 用課
いて（昭和52年３月25日付51管第183 事務の取扱いについて（通知）」を改めて周知します。
号総務部長通知）」（以下「借受不動
なお、「今後新たに土地等を借り受ける場合の契約におい
産通知」という。）において、従前か て、契約書に借受料の改定に関する規定を盛り込むことができ
ら有償で借り受けているものについて るよう、借受不動産通知の改正を検討すること」については、
は、相手方と毎年度協議し、当該不動 「不動産の取得、管理及び処分に係る標準契約書式について
産又は近傍類似地の課税標準額など必 （通知）」（昭和45年３月26日付44管第245号）の土地（建物
要な事項を確認のうえ、翌年度から適 等）賃貸借契約の書式において、借主は賃貸借期間中、貸主に
正な借受料又は軽減された借受料に変 対し賃貸借料の算定に関して必要な事項を調査することができ
更するように通知しています。
ることや、その賃貸借料が不相当と認められる場合は、賃貸借
しかしながら、本年度の定期監査に 料の改定について協議することができることを条項に盛り込ん
おいて、課税標準額等から算出される でいます。このことから、既に借受料の改定については、相手
適正な借受料と乖離していると認めら 方との協議のうえ行うこととなっていますので、取扱いについ
れる契約が見受けられました。
て適正に事務処理が行われるよう、改めて、関係通知及び契約
ついては、借受料の適正化を図るた 書式を周知します。
め、改めて借受不動産通知を周知徹底
してください。
また、借受不動産通知を踏まえて、
貸主と値下げ交渉を行っているもの
の、応じてもらえない事例もありま
す。
複数年借り受ける不動産について
は、定期的に適正な借受料に変更でき
るようにすることが必要と考えます。
少なくとも、今後新たに土地等を借り
受ける場合の契約においては、契約書
に借受料の改定に関する規定を盛り込
むことができるよう、借受不動産通知
の改正についても検討してください。
その他

１ 市町村振興資金貸付金のあり方について
(1) 貸付制度のあり方
(1) 市町村振興資金貸付金は、低金利な民間（銀行等）資金
市町村
や、届出による他の地方債の柔軟な借入れ（平成28年度から 課
市町村振興資金貸付金の近年の貸付
県内全市町村が可）等により、市町村等からの借入れの要望
実績を見ると、対象事業の見直しを
が低調となっています。
行った平成21年度以降、実績のない年
このような状況から、一定の役割を終えたものとし、平成
が目立ち、実績があっても年１～３団
29年度は貸付予算額を縮小、平成30年度から新規貸付けを休
体程度で、貸付金額も24年度を除いて
止します。
予算額の半分にも満たないなど、ここ
数年低調に推移しています。
ついては、制度のあり方について検
討してください。
(2) 歳入歳出差引額の適正化

(2) 歳入歳出差引額（翌年度への繰越額）が貸付実績を上回る
状況が続いている要因は、貸付けの実績が低調なことによ
歳入歳出差引額（翌年度への繰越
り、予算額に対する執行残が発生していることにあります。
額）は、貸付実績を大きく上回る状況
平成29年度の貸付予算額の縮小、平成30年度からの休止に
が続いており、適正な額なのか疑問で
より、繰越額の適正化を図ってまいります。
す。
ついては、歳入歳出差引額の一般会
計への繰出し等による繰越額の適正化
を図るよう検討してください。

２ 農政部所管の特別会計に係る歳入歳出差引額の適正化について
(1) 農業改良資金特別会計
(1) 農業改良資金特別会計政府貸付金償還金については、
農村振
平成29年度において国への償還及び一般会計繰出しを前倒し 興課
農業者への貸付金の償還期間は最長
して行うよう予算建てを行います。
12年（うち据置期間 最長５年）であ
国へは、通常の約定償還（５月末、11月末）に合わせて繰
るのに対して、国からの借入金の償還
上償還を行うよう調整しており、事務手続きは概ね２ヶ月程
期間は21年（うち据置期間 10年）と
度の日数を要することから、本県では11月末の償還を予定し
なっています。
ています。
また、農業者には繰上償還を認めて
いるのに対して、国への返還は約定償 (2) 漁業改善資金特別会計については、担当課において行われ
還分のみとなっています。
る事業見直しの中で検討し、内部留保されている違約金を一
このため、多額の資金が特別会計内
括一般会計に繰出しすることを予定しています。
に滞留しています。無利息とはいえ、
資金の有効活用という観点からも、こ
のような現状は好ましいものではない
と考えられます。
ついては、他県において国への繰上
償還や県の一般会計への繰出しをした
事例もあるとのことですから、こうし
た先行事例も参考にしながら、歳入歳
出差引額の適正化について検討してく
ださい。
(2) 漁業改善資金特別会計
漁業改善資金特別会計の歳入歳出差
引額には、法令に基づきこれまでに漁
業者から徴収した違約金の留保分が含
まれていますが、留保の目的が明確に
定められているわけではありません。
ついては、歳入歳出差引額の適正化
について検討してください。

平成28年度定期監査報告
【監査の結果に添えて提出した意見に対する方針】
監査委員の意見
意見に対する方針
機関名
１ コンプライアンスの徹底と一層の推進についての意見
(1) コンプライアンスの推進にあたって
県民の信頼と期待に応えることができる組織づくりに向け、 人事課
次の取組を推進します。
大北森林組合等に対して長期間にわたり財
務関係法令を逸脱した補助金交付事務を行っ ① 県民起点の意識改革
ていたことが明らかになったことから、これ
県民の期待に応えていくためには、「県民から何を望まれ
ているか」を的確に把握して行動につなげること、目的意識
を契機として、県組織全体の法令遵守体制を
確立し、取組を確実に実行することにより、
やコスト意識を明確に持つこと、予算獲得に傾注することよ
りも成果を重視して取り組むことなど、常に「県民起点」の
職員の意識を高め、財務関係法令を逸脱する
行為がなされることのないよう徹底すること
意識を持って業務を遂行する姿勢が求められます。職員が行
政経営理念を共有し、コンプライアンスを「自分ごと」とし
を昨年度の定期監査結果報告で求めました。
これを受けて県では、本年を「コンプライ
て考える意識改革を進めます。
アンス元年」と位置付け、「意識改革」「組
織風土改革」「しごと改革」に組織をあげて ② 風通しのよい対話にあふれた組織づくり
様々な課題に適切かつ迅速に対応するためには、前例踏襲
取り組んでいます。法令等を形式的に遵守す
るにとどまらず、一歩進んでその背景にある
ではなく新しいことに対して意欲的に挑戦する組織風土への
変革と、風通しのよいオープンな職場づくりが必要です。
社会の要請や県民の期待にしっかりと応える
職員間、組織間の情報共有を図るとともに、所属内のみなら
ことをコンプライアンス推進の根底にすえ、
ず、本庁と現地機関の間においても、職員同士が異なる視点
時には従来からの制度や運用を見直すことも
視野に入れたこの取組を注目しています。
に基づく意見を率直に出し合い、自由闊達に議論する中で問
題解決策を模索することができるよう、対話を重視して取り
監査においても、その職務の中で本年度は
組みます。
特に行財政運営における３Ｅ、すなわち経済
性（Economy）、効率性（Efficiency）、有効
性（Effectiveness）の観点を重視して取り組 ③ しごと改革（業務の改善・効率化）、働き方改革
計画的、効率的な行政運営による最高品質の行政サービス
んでまいりました。本年度の定期監査結果報
の提供に向けて、これまでの制度、しごとの仕方などの根本
告においても、その成果として検討事項等を
的な見直しや改善に不断に取り組むとともに、ICTの積極的
盛り込んだところです。
な活用等による業務の効率化を進めます。
県ではコンプライアンス推進のキーワード
また、時短の取り組みによる時間外勤務縮減、テレワーク
を「自分事化」としています。各部局、各職
の活用などにより、職員の働き方の改革を推進します。
員においては、他機関に係るものも含めてこ
の監査結果を真摯に受け止め、県民のための
「意識改革」「組織風土改革」「しごと改
革」を一層推進するよう強く要望します。

(2) 法令遵守体制の確立と徹底
県組織全体の法令遵守体制を確立し、徹底
するよう昨年度の定期監査結果報告で求めた
後においても、長期間にわたるガス事業者や
電力会社などに対する道路占用料・河川占用
料の徴収漏れなどの不適切な事務処理が新た
に明らかになったことは誠に遺憾です。
その一方で、事案の発覚を受けて、組織を
あげて徹底的に調査を行い、その状況を積極
的に公表していることは、今後の再発防止の
取組や職員のコンプライアンス意識の向上に
つながるものであり評価できます。
引き続き法令遵守体制の確立に向けて、な
お一層の改善・改革を進め、徹底することに
より、不祥事の未然防止を図り、県民から信
頼される組織づくりに努めてください。

平成28年４月に発足した、各部局及び地方事務所のコンプラ 人事課
イアンス委員会において、不祥事防止対策を検討するなど多く
の議論を重ね、意識改革に取り組んできたところです。また、
部局長のコンプライアンスに対する考えを深めるため、コンプ
ライアンス推進参与の参加・助言のもと、研修を行うことよ
り、部局長自らが仕事の仕方や組織風土の課題や改善点を洗い
出す取組も行ってきました。
平成29年度においても、引き続き各部局にコンプライアンス
委員会を定着させ、グループディスカッションやワークショッ
プ方式により職員同士の対話・討議を実施することにより、コ
ンプライアンスを自分のこととして考える意識改革を進め、県
民の期待と信頼に応えられる組織づくりを推進します。

(3) 会計事務の適切な執行に向けた指導体制の強
化
今年度の監査では、指摘事項が５件、指導
事項が28件と、過去５年間でみてもほぼ横ば
いで推移している状況です。また、前年度と
同じような内容での指摘・指導事項が７項目
ありました。このようなことは会計事務の適
切な執行に関する職員の意識が不十分と言わ
ざるを得ません。
会計局では、会計事務の指導や検査、財務
会計事務専門研修などを行い、職員の会計事
務処理能力の向上に努めていますが、支出負
担行為における出納機関の事前審査を受けて
いなかったり、給付完了検査における検査調
書が未作成であるなど会計事務の不適切な事
例が毎年発生しています。
平成27年10月に新たに「補助金等会計審査
マニュアル」を作成し、補助金等事務の適切
かつ正確な執行に努めていますが、会計事務
に携わる職員の知識定着や、支出事務の最後
の砦としての出納員の更なる資質向上のた
め、より一層成果が上がるよう取り組んでく
ださい。
また、今年度は同一部局の複数の機関で同
じような不適切な事務処理が認められまし
た。各部局においても、このような事案が生
じないよう、組織として会計事務に対する意
識の啓発を図るとともに適切な執行に努めて
ください。

【会計局】
平成28年12月14日に開催した平成28年度会計制度検討会（会
計センター会計審査担当者の会議）において、平成28年度定期
監査報告で意見のあった会計事務の不適切な事例について、以
下の会議等の場を活用し、再発防止を徹底するよう指示しまし
た。
①

財務会計事務専門研修、財務会計事務研究会、新任会計事
務担当者研修等の各種研修会
② 出納員会議
③ 合同庁舎内の所課長会議等
④ 会計実地検査等
また、ＪＳＮに掲載する「会計実地検査項目別主な指導事
項」の特に重要な案件について、平成28年度会計実地検査結果
から、該当部局名を記載し、注意喚起を行うこととします。
【危機管理部】
監査委員からの報告を受け、部内の担当係長会議において平
成27年10月に策定された「補助金等会計審査マニュアル」を部
内に周知するとともに、引き続き職員を対象に意識啓発を図る
など適切な会計事務の執行が行われるよう努めます。
【企画振興部】
不適切な会計処理や事務処理ミスを防止するため、今年度の
監査で報告された指導事項等の発生原因と対応策を、現地機関
を含め部内で共有し、会計事務に対する意識の啓発を図るとと
もに適切な執行に努めてまいります。
また、会議などあらゆる機会を捉え、再発防止に向け周知徹
底してまいります。
【総務部】
平成28年11月17日に監査委員から定期監査の結果に関する報
告があったことを受け、同日付けで知事部局全機関に対し、総
務部長名により「平成28年度監査委員定期監査報告への対応に
ついて」として通知を発出し、他任命権者にも同内容について
周知しました。
また、平成28年11月18日の部局長会議において、総務部長か
ら監査結果の報告を行い、指摘事項等について「自分事化」し
て受け止めることや、複数年にわたり指導を受けている事例に
ついて、二度と同様の事例が発生しないよう取り組むことを要
請しました。
総務部では、平成28年11月24日のコンプライアンス委員会に
おいて定期監査報告内容を再度周知し、会計事務に対する意識
の啓発を推進していくこととしました。
今後も適切な事務処理に努めてまいります。
【県民文化部】
監査委員からの意見を受け、県民文化部の業績評価の組織目
標に掲げる「コンプライアンス意識を持って主体的に行動す
る」意識を常に持ち、適正な事務執行に取り組むよう、改めて
部内に徹底を図ったところです。
また、これまでの指摘、指導事項等について、同じ誤りのな
いよう「まちがえやすい事例集」等を参考に事業課における
チェックを徹底するとともに、予算執行課である主管課におい
て経理担当が再度、規則等を詳細に照らし合わせ、指導を行う
など、適切な事務執行に努めてまいります。
【健康福祉部】
健康福祉部では、複数の保健福祉事務所において現金払込み
の遅延が発生するなど、職員の意識の改善により解決する事案
が指導事項として報告されている状況です。
今後、同様の事案が発生しないよう現地機関を含め部内で問
題意識の共有を行い、適正な執行に努めてまいります。

会計局
各部局
主管課
警察本
部

【環境部】
平成28年度定期監査の結果を受け、平成28年12月26日環境部
コンプライアンス委員会において、報告内容の情報共有を図る
とともに、注意喚起しました。
更に、全職員が自らのこととして真摯に受け止めることがま
ず重要であることから、各課においても課内で情報共有するよ
う指示しました。
また、同委員会では、27年度から引き続いて指摘事項等と
なっている７項目について、主管課経理担当と事業課経理担当
の連携を密に、確認徹底していくことを確認しました。
今後についても、職員の意識を高め、県民から信頼される組
織づくりに努めてまいります。
【産業労働部】
補助金等事務の適正かつ正確な執行のため、事務に携わる職
員の知識向上を図る目的から、組織として財務会計事務専門研
修等の積極的な受講を働きかけます。
事前審査未了、職員旅費の重複支給、補助金の過交付、行政
財産使用料及び占有料の徴収事務遅延、契約保証金の免除ミ
ス、検査調書の未作成など毎年県内各機関で多く発生している
事務的な誤りに関しては、要注意事項として回議時に「支出審
査事務の手引」、「補助金等会計審査マニュアル」等に基づ
き、重点的に確認を行います。
【観光部】
監査委員からの意見を受け、財務会計事務専門研修の積極的
な受講や「補助金等会計審査マニュアル｣等の再確認を観光部
内に周知し、補助金事務の適切かつ正確な執行の徹底を図りま
した。
今後も会計事務の意識啓発を図り、適切な執行に努めてまい
ります。
【農政部】
平成28年12月13日開催の「農政部関係場（所・校）長、地事
課長会議」において、本年度監査での指導事項等を伝達すると
ともに、適正な会計事務処理を実施するよう周知徹底しまし
た。また、12月末に点検リストによる予算執行状況の部内一斉
点検を実施しました。
この他、平成28年8月23日及び8月25日に農政部職員を対象と
した「財務事務及び補助金等交付事務に係る職員研修会」を開
催し、財務事務及び補助金事務の適正な執行に取り組んでいま
す。
【林務部】
監査委員からの意見を受けて、平成28年11月29日付けで林務
部全所属長あて通知を発出し、指摘等を受けた課所のみなら
ず、その他の所属においても自らのこととして真摯に受け止め
再発防止を徹底するよう周知しました。
今後、職員の意識啓発を推進し、適正な会計事務に努めてま
いります。
【建設部】
定期監査結果については、例年、建設部現地機関に対し、指
摘・指導事項の内容を周知・徹底しているところですが、平成
28年度定期監査の結果を受け、建設部現地機関の長に対し、報
告された全ての指摘・指導事項等について、職員一人ひとりが
他人事とせず自らの課題（自分事）と捉えて、再発防止に向け
て取組むよう指示しました。
今後も建設事務所長等会議、建設事務所次長等会議などあら
ゆる機会を捉え、再発防止に向け周知徹底してまいります。
【教育委員会】
監査委員の意見を受け、直ちに局内に注意喚起を行うととも
に、「まちがえやすい事例集」をあわせて周知徹底しました。
今後も適正な会計事務に努めてまいります。

【警察本部】
警察本部においては、監査委員の意見を踏まえ、次の方策に
より全所属に周知徹底しました。
１

警察本部会計課長から全所属長に対する文書「定期監査の
結果に関する報告に係る監査委員の意見について」(平成28
年12月20日付け、事務連絡による通知、以下「会計課長通
知」という。)を発出し、意見の内容を周知するとともに、
対応のポイントについて徹底を図りました。
２ 警察署等出納員及び警察本部所属の経理責任者が一同に介
する県下会計課長等会議（平成29年１月18日開催）におい
て、警察本部長から適正な経理を徹底するよう訓示がなさ
れ、加えて警察本部会計課長からチェックを徹底し、同じ誤
りを繰り返さない対策を講じるよう出席者に指示を行いまし
た。
３ 警察部内用のポータルサイト上に「間違いやすい事例集」
を掲載し、本年度公表となった指導事項及び過去に繰り返さ
れた事務手続き上の失敗事例を原因と対策について挙げて、
再発防止の徹底を図りました。
２ 大北森林組合の補助金不適正受給に関する意見
(1) 債権の計画的かつ早期の回収等

林務部

１

債権の計画的な回収
１ 債権の計画的な回収
北安曇
県は、大北森林組合に対し平成28年２
大北森林組合に対しては、平成28年６月に県に提出された 地方事
月16日までに、８億7,359万余円の交付決定
事業経営計画及び補助金等返還計画を新たな発想による事業 務所林
を取り消し、返還請求（以下「債権額」と
展開や徹底した管理費の削減、増資等による経営基盤の安定 務課
いう。）しましたが、３月に1,000万円の返
等の観点から経営改善を抜本的に進め見直すよう指導してま
済があり、返済後の債権額は８億6,359万余
いりましたが、平成29年１月31日に新たな事業経営計画と返
円となりました。
還期限を50年間から今後33年間に短縮する内容の補助金等返
その後、平成28年９月12日には、国庫へ
還計画が県に提出されました。
組合分として７億491万余円（国への支払い
新たな計画においては、まず平成29年度から集中改革期間
の全体額は11億1,600万余円）を返還し、こ
と位置付ける４年間で赤字から脱却し、平成32年度までの間
れにあわせて組合への未請求分629万余円を
に確保する事業収益を、可能な限り補助金返還金等に充てる
新たに返還請求したことにより、債権額は
としています。また、平成33年度以降は事業収益の一部を設
８億6,988万余円となりました。
備投資資金として高性能林業機械を導入するとともに新たな
組合は、抜本的経営改善方針（平成28年
事業展開を図り、収益力を次第に向上させて補助金返還に充
７月27日策定）において、「事業経営計
て、今後平成61年度までの33年間で分割して納付するとして
画」及び「補助金等返還計画」を、平成29
います。
年１月までに県へ提出するとしています。
さらに、組合が元専務理事に対して行なった損害賠償請求
県としては、組合の返還額が多額に上る
等により賠償金が得られた場合は、補助金返還の追加財源と
ことから随時組合側と連絡をとり、実現可
して充てるほか、今後も抜本的経営改善方針に沿って組合の
能で県民の理解が得られるような早期の返
再生を進め、返還期間を１年でも短縮できるよう努力すると
還計画が策定されるよう取り組んでくださ
しております。
い。また、計画策定後は、債権の計画的な
提出された新たな計画については、現在、新たな事業展開
回収に努めてください。組合の経営の健全
の実現可能性や管理費削減措置の妥当性などの観点から、林
化のため、事業の経営状況等を随時把握
務部改革推進委員会のご意見も踏まえながら、その詳細につ
し、必要に応じて指導助言などを行ってく
いて精査しているところです。組合の経営状況等については
ださい。
今後も随時把握し、債権の計画的な債権回収のため、必要な
指導助言を行ってまいります。

２

加算金等付帯債権の取扱いの検討
本債権に係る金額は、債権額と付帯債権
額（延滞金、加算金）に分けて管理してい
ます。
付帯債権額のうち、延滞金は履行期限の
延長処分をした時点で確定していますが、
加算金は債権額が全て納入された後でなけ
れば確定しません。弁済金は債権額から充
当するため、延滞金や加算金は完済後請求
することになりますが、これら付帯債権額
の取扱いについて、十分検討を重ねた上
で、法令等に則り適切な対応を行うように
してください。

２

加算金等付帯債権の取扱いの検討
返還請求の補助金に係る加算金・延滞金等の付帯債権は、
補助金等交付規則に基づいて課すものであり、事業者は原則
として納付すべきものです。
県としては、上記１に述べたとおり、債権の計画的な回収
に取り組んでまいりますが、その上で、加算金についても、
法令に基づき適切に対応してまいります。

３

国庫補助金返還等への対応の着実な実行
県は、国に対して国庫補助金の返還を行
う中で、このうち組合に対して返還請求で
きないものについて以下のとおり対応する
こととしています。
ア 国と県との時効の対象範囲の相違によ
り組合へ補助金返還請求ができないもの
組合等や元専務に対して、民法上可能
な限り損害賠償請求を行う。
イ 不用萌芽除去と指導監督費
県職員の誤った指導により実施した事
業や、県が行う指導に対する補助であ
り、損害賠償請求ができないため、懲戒
処分対象職員の給与減額等に加え、旅費
その他の事務的経費の削減により平成29
年度までの２年間で対応する。
ウ 加算金
補助事業者に対する指導監督の不備に
より補助金適正化法に基づき県に対して
課せられたものであるため、県として
は、二度とこうした事案を起こさないと
いう強い決意で「しごと改革」を断行
し、加算金相当額以上の人件費を平成30
年度までに削減する。
また、これらの経費削減にとどまらず
更なる県費の削減及び収入確保のため、
全ての職員が自らの問題と捉え、県組織
全体として、業務の進め方やルールの見
直しを通じた人件費削減など徹底した
「しごと改革」を断行し、行政コストを
削減するとともに、職員の努力による収
入の確保に取り組み、その結果を公表す
るとしています。
県民はこのような取組を注視していま
すので、方針に則り確実に成果を上げる
ようにしてください。

(2) 県民への説明責任
大北森林組合が長期にわたり補助金を不正
に受給してきた事案は、その返還請求額も８
億円を超え多額であることから、県民の関心
は非常に高いものがあります。事案の概要、
県の対応状況、返還に向けた状況、損害賠償
への取組や加算金の取扱いなど、情報を県民
は求めていると考えられ、県としてはこれに
応えていかねばなりません。
現在は、林務部のホームページにおいて、
検証委員会の報告書、組合への補助金返還請
求の経過、職員懲戒処分、国庫補助金の返
還、再発防止などについての情報を掲載して
いますが、経過や対応状況など事案の全体像
や最新の状況に関しては、わかりやすさの点
において十分ではないと考えます。
概要や進捗状況などについて、ホームペー
ジ等を活用して、県民向けにわかりやすく丁
寧な情報提供を行い、説明責任を果たしてく
ださい。

【人事課、行政改革課】
国庫補助金返還に当たっては、可能な限り法令に基づく返還
請求や損害賠償請求を行うことに加え、懲戒処分対象者による
給与減額やしごと改革などによる効率的な事務執行に取組み、
県民サービスへの影響に配慮しつつ財政的負担の軽減を図って
まいりました。経費の削減については、庁内一斉棚卸しなどを
通じ、しごとの仕方の改革に取り組み、事務的経費の削減など
において一定の成果が出ているところです。
平成29年度においても引き続き経費の削減などに取り組んで
まいります。

人事課
行政改
革課
林務部

【林務部】
国庫補助金の返還に当たっては、これまで、国と県との時効
の対象範囲の相違により組合等へ補助金返還請求ができないも
のについては、組合等や元専務に対して民法上可能な限り損害
賠償請求を行うこととしております。
今後、さらに本事案全体に係る対応について、法的に複雑な
様々な論点に対して複数の専門家の視点で方向付けを行ってい
ただくため、弁護士等からなる委員会を設置し検討を加速さ
せ、関係法令に基づき適切に対応してまいります。

平成28年11月15日に、大北森林組合等補助金不適正受給事案 林務部
に対する県の対応の経過、事案の全体像について、説明を行い
ました。
また、その際の映像や、事案について県民向けにわかりやす
く解説した資料をホームページに掲載いたしました。今後も、
本事案に係る説明責任を果たすため、わかりやすく丁寧な情報
提供を心がけてまいります。

(3) 適切な担保

県では、大北森林組合の補助金返還債権の履行期限の延長処
分を行うに当たり、組合が無資力に近い状態にあることから、
林務部では、地方自治法施行令第171条の６ 財務規則第256条第１項ただし書きの規定に基づき、債権額に
第１項第１号の規定（債務者が無資力又はこ 見合う担保の提供を免除した上で、できる限りの担保として組
れに近い状態にあるとき）により、履行期限 合の所有する土地・建物を提供させております。
の延長を行い、財務規則第256条第１項の規定
平成29年１月31日には、組合から新たな「事業経営計画」及
により、土地・建物を担保として提供させま び「補助金等返還計画」が県に提出され、内容を精査している
した。
ところであり、県としては、補助金が着実に県に返還されるよ
しかしながら、担保として提供された不動 う、大北森林組合の資産・経営状況を常に把握するとともに、
産の担保価値は、平成27年度の組合の貸借対 提供されている担保が適正であるか、随時判断してまいりま
照表で2,500万円程度で、債権額の８億6,988 す。
万余円とは大きな乖離があります。財務規則
第256条第３項では、財産管理者は、担保が十
分でないと認めるときは増担保の提供等を求
めなければならないとしています。
このようなことから、大北森林組合の経営
状況を常に注視しながら、現在提供されてい
る担保が適正であるかどうか随時判断し、必
要な増担保の提供を受けるようにしてくださ
い。

(4) 林務部コンプライアンス推進行動計画の実践
林務部では、大北森林組合に対して長期間
にわたり財務関係法令を逸脱した補助金交付
事務を行い、県民の林務行政に対する信頼を
大きく裏切る結果となったことを深く反省
し、林務部職員が一丸となって取り組むべき
行動を示した「林務部コンプライアンス推進
行動計画」を、平成27年10月27日付けで策定
しました。
平成27年度は、「職員の資質向上とコンプ
ライアンス意識の向上」「組織として不適正
な行為を未然に防止するためのチェック体制
の構築や林務部の組織風土の改革」「事務事
業の適正化」「森林組合の内部管理体制整備
を促進するための指導監督の強化」につい
て、様々な研修を実施すると同時に制度や運
用の見直しを行うなど具体的な取組を実施し
ました。
取組に対する評価としては、林務部職員の
コンプライアンス意識改革に向けて、事案の
「自分事化」に取り組み、造林補助事業等の
制度運用や森林組合指導監督の見直しの方向
付けができたところですが、一方で「長野県
森林づくりアクションプラン」の平成28年度
以降の目標設定は、地域ごとの実行能力の把
握等に時間を要するなど、行動計画の当初ス
ケジュールから遅れている取組項目もみられ
ます。
こうした評価を踏まえて、平成28年度は
「林務行政の信頼回復に向けた林務部改革の
推進」「二度と不祥事が起きない事務事業の
仕組みの定着」「森林組合の内部管理体制の
整備促進」の３項目について具体的な取組事
項を決めて、現在重点的に取り組んでいると
ころです。
林務部においては、この取組結果について
も詳細な検証を加え、なお一層の組織風土改
革と適正な事業の推進に努めねばなりませ
ん。課題となる事項についてはどこにその原
因があったのか、どう改善し、どのように行
動すればいいのかなど十分な評価を行い、必
要に応じて行動計画を見直すとともに、確実
に実践していくことを求めます。

林務部
北安曇
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林務部コンプライアンス推進行動計画は、平成27年10月に策 林務部
定し、平成29年３月に２度目の点検・評価の時期を迎えます。
この間、コンプライアンス推進本部（本庁）やコンプライア
ンス推進会議（現地）の設置等を通じて、意識改革の取組を進
めるとともに、事務事業の適正化に向け、予算編成の見直し、
造林事業をはじめとした補助事業のチェック体制の強化、森林
組合に対する指導監督の強化等に取り組み、一定の改善がみら
れています。
これまでの見直しの論点は以下のとおりです。
ア

「県民起点」の意識改革
・これまでの取組を踏まえ、意識改革を継続させる仕組みづ
くりが必要ではないか。
・職員の気持ちの萎縮等が懸念される中で、森林・林業行政
の歴史や県民からの期待を職員が学び直し、森林・林業の将
来像を共有するような取組が必要ではないか。
イ 風通しのよい対話にあふれた組織づくり
・係会等を通じて、所属内でのコミュニケーションを活発化
する取組を進めているが、本庁・現地、所属の中で業務の進
捗や課題を共有する仕組みづくりが必要ではないか。
・対外的なコミュニケーションを活発にするため、対外的な
情報発信が必要であり、意識的に増加させるべきではない
か。
ウ しごと改革（業務の適正化、改善、効率化）
・不適正が判明した事務・事業だけでなく、部の事務・事業
全般の適正化・効率化を進める「しごと改革」の取組は、今
年度の取組状況を整理、評価したうえで継続し、業務のスク
ラップも含め、改善の文化を定着させるべきではないか。
・造林事業については、２人体制現地調査は効果が高いと評
価できる一方で、業務量の増大に対応する必要があり、一部
の外部委託化を含め、取組状況を踏まえた見直しを検討すべ
きではないか。
・造林検査や組合検査、鳥獣被害対策、災害対応等業務量が
増大している事務について、林務課全体で情報を共有するた
め、通常の担当業務等を超えて研修等を実施する必要がある
のではないか。
取組事項の進捗状況、本部会議での意見交換結果、現地職員
等との意見交換結果、職員意識調査の結果等を踏まえ、平成29
年４月までに行動計画を見直してまいります。

３ 大北森林組合以外の補助金不適正受給に関する意見
(1) 収入未済の解消と早期の返還請求
ひふみ林業は現在、県外を中心に事業活動を行っております
が、返還の意思を示すとともに、分割での納付を希望していま
ひふみ林業に返還請求している造林関係補 す。
助金が収入未済となっていますので、相手方
このため、決算資料等経営状況の分かる資料の提出や補助金
と協議を進め早期の回収に努めてください。 の返還計画策定のため必要な指導を継続して行っており、早期
また、市町村（大町市・池田町・松川村・ かつ計画的に補助金が返還されるよう、努めてまいります。
白馬村）に対する間接補助金で、未だ返還請
また、市町村に対する間接補助金については、関係する市町
求をしていないものがありますので、時効に 村と協議を進め、平成28年12月22日に返還請求を行ったところ
配慮しながら関係市町村と協議を進め、早期 です。引き続き関係市町村との協議等を行い、早期に返還され
に返還請求をしてください。
るよう努めてまいります。
(2) 加算金の取扱いの検討
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二重向地区森林整備協議会及び白馬切久保地区森林整備協議
会の加算金の取扱いにつきましては、法令等に則り、事案の発
生状況や補助金の交付決定の取消理由等を勘案しつつ、弁護士
の意見を伺いながら十分に検討を重ねたうえで、慎重に対応を
行ってまいります。

林務部

【税務課】
県税付帯債権の収入未済額の約97％を重加算金が占めてお
平成27年度の収入未済額のうち、県税に係 り、そのほとんどが国税に準拠した法人事業税の修正・決定に
るものを除いた税外収入未済額の総額は25億 伴うものです。
7,094万余円で、前年度に比べ8,763万余円
平成27年度の収入未済額増加の特殊事情としては、地方税法
（3.5％）の増加となっており、なお一層の税 違反の嫌疑（製造承認義務違反）による強制調査の結果、軽油
外収入未済額の縮減に努める必要がありま
引取税重加算金10,468,000円の決定処分があったためです。
す。
平成27年度未収金94,193,638円の処理状況（平成28年12月末
このうち、貸付金など継続性があり今後も 現在）については、完納（年度内完納見込みを含む）が
収入未済が発生する可能性のある債権の税外 9,907,025円、分納中及び差押（参加差押）財産の公売待ち等
収入未済額は 17億7,600万余円で、前年度に が75,689,740円、執行停止及び不納欠損済が8,596,873円と
比べ302万余円（0.2％）の増加となっていま なっています。
す。
県税付帯債権については、地方税法上の徴収金の一つであ
税外収入未済額は依然として多額であり、 り、その充当順位は本税に劣後するものと定められているた
中には年々増加の一途をたどる貸付金もあり め、その決定の時期や納税者の資力の状況によっては、滞納
ます。さらに、本年度新たに未収金となった （収入未済）となりやすいという側面はありますが、本税と同
ものがあり、これについても早期回収に向け 様、差押え等の滞納処分を一層強化するとともに、滞納者の納
た対策を講じていく必要があります。このた 付能力を見極め、調査・捜索等によっても滞納処分できる財産
め、引き続き平成26年３月に長野県税外収入 を発見できないときは、迅速に執行停止・不納欠損処理を行う
未収金縮減対策委員会が策定した「税外未収 ことにより、未収金の縮減に努めます。
金に係る債権回収・整理マニュアル」に基づ
き、本庁と現地機関が一体となり縮減に向け
た取組を積極的に進めるとともに、減少して 【こども・家庭課】
税外収入の未済額については、平成26年度に引き続き「意
いない未収金にあっては、それぞれの機関に
見」としていただいており、縮減に向けた努力が強く求められ
おいて、その取組のあり方の検証も含めて対
ているものと認識しています。
応策を講じてください。
児童扶養手当過払返納金の発生原因の主なものは公的年金受
また、民間債権回収事業者への未収金回収
給（遡及決定）であり、市町村窓口や保健福祉事務所において
等業務の委託の取組は、県営住宅使用料等に
おいて滞納額が前年度より減少するなど一定 年金給付状況を適切に把握することが重要であるため、定期支
の効果が認められることから、未実施の機関 払期（４月、８月、12月）や現況届提出時（８月）の確認（老
については導入を検討するとともに、既に導 齢年金は年齢のチェック、他の公的年金等については現況届提
入している機関はその拡充を図るなど、未収 出時に本人への確認など）を徹底するとともに、職員に対し、
金回収に向けた有効な対策を実施してくださ 債権化しやすい事例について注意喚起を行うことにより、引き
続き関係機関が連携して発生予防に努めてまいります。
い。
収入未済分については、滞納者の生活状況を把握した上で、
分割納付等の完済に向けた計画的な納付を促すなど、粘り強く
納付指導を行ってまいります。

収入未
済額の
ある機
関を所
管する
課

造林関係補助金について、県への返還額が
確定した佐久森林組合及び松本広域森林組合
に対して、平成28年９月12日に補助金の返還
請求を行い、それぞれ納入後、加算金につい
ても請求し既に納付されています。
しかしながら、平成27年度に返還を受けた
二重向地区森林整備協議会及び白馬切久保地
区森林整備協議会については、加算金を請求
しておらず、現段階ではこのように取り扱い
に相違がありますが、両協議会の加算金が確
定してから、７か月以上経過していますの
で、早期に取扱いを決定する必要がありま
す。
請求の取扱いにおいて、公平性・公正性を
欠くことのないよう、十分検討を重ねた上
で、法令等に則り適切な対応を行ってくださ
い。
４ 各部局に共通する意見
(1) 税外収入未済額の解消

北安曇
地方事
務所林
務課

＜収入未済のある主なもの＞
【税務課】
○県税付帯債権（延滞金等）
【こども・家庭課】
○児童福祉施設入所負担金
○児童扶養手当過払返納金
○母子父子寡婦福祉資金貸付金
【医療推進課】
○看護職員修学資金貸付金
【障がい者支援課】
○社会福祉施設入所者負担金
○心身障害者扶養共済加入者掛金
○総合リハビリテーションセンター 施設使
用料
【食品・生活衛生課】
○伊那保健福祉事務所 公衆浴場設備改善事
業補助金
【地域福祉課】
○保健福祉事務所 生活保護費
【資源循環推進課】
○不法投棄産業廃棄物撤去代執行費用弁済金
【産業立地・経営支援課】
○県有財産貸付特約付売買契約に係る契約解
除に伴う違約金
○不法占有に係る賃料相当額
○建物収去土地明渡等請求事件に係る執行費
用等
○高度化資金貸付金
○設備近代化資金貸付金
○コモンズ新産業創出事業助成金
【農村振興課】
○農業改良資金貸付金
○漁業改善資金貸付金
【農地整備課】
○松本地方事務所農地整備課 入札保証金
【信州の木活用課】
○林業・木材産業改善資金貸付金
○林業・木材産業改善資金貸付金違約金
【森林づくり推進課】
○北安曇地方事務所林務課 森林造成事業補
助金返還請求額
【建築住宅課】
○県営住宅使用料
○県営住宅敷地（駐車場）使用料
○県営住宅明渡請求に伴う損害賠償金
○地方事務所建築課 県営住宅一時使用料
【建設政策課】
○松本建設事務所 契約解除に伴う補償金
【河川課】
○上田建設事務所 河川占用料
【道路管理課】
○北信建設事務所 復旧工事原因者負担金
【高校教育課】
○高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨
励金貸付金
○地域改善対策高等学校等進学奨励金貸付金
○高等学校等奨学資金貸付金
○高等学校等遠距離通学費貸付金
○高等学校 高等学校授業料

【医療推進課】
「修学資金貸付金未収金回収マニュアル」に沿った督促等を
行い、滞納整理を計画的に実施し、未収金の縮減に努めます。
特に、長期滞納者に対しては分納指導等、きめ細やかな個別対
応を行います。
また、返還金の納入が計画どおりに行われない貸与者に対し
て個別指導を行い、新たな収入未済の発生防止に努めてまいり
ます。
【障がい者支援課】
定期的な催告書の通知、継続的な電話や戸別訪問の実施、納
付計画書に基づく分納による履行等により、引き続き債権回収
に努めてまいります。
特に、現年分の新規滞納者については、長期の滞納につなが
らないよう、電話や文書等により納入意識の向上に努めてまい
ります。
【食品・生活衛生課】
一括納付は困難なものの、分割による返済を誓約し履行延期
特約が行われていること、また、現状把握に努め、定期的な連
絡も保たれていることから、引き続き保健福祉事務所において
支払誓約どおりの返還を促し、収入未済額の縮減に努めてまい
ります。
【地域福祉課】
生活保護費返還金については、福祉事務所と連携し、以下の
対策を講じることにより、返還金発生の未然防止と早期納入指
導を図ってまいります。
１

被保護者世帯の収入の無申告、過少申告を未然に防止する
ため、保護開始時や定期的な訪問時に収入申告の必要性及び
申告義務の制度説明を繰り返し行い、周知を図ります。
２ 関係機関の協力を得て、課税調査、年金受給状況調査等を
実施し、被保護者の収入状況を把握します。
３ 不正受給の場合には、事前の本人の申し出により保護費を
支給する際に返還金を徴収することが可能となった（H26.7
～）ので、同制度を活用して未収金の回収を進めます。
４ 被保護者世帯に分納誓約を徹底させるとともに、計画的な
消費生活を行い、返還できるよう指導を行います。
また、催告通知や電話催告、戸別訪問を強化し、早期納入
を図ります。それでも、なお徴収ができないものについては
、債権の免除等を検討することとし、不納欠損処分を行える
条件に合致した場合にはその処分に取り組んでまいります。
５ 福祉事務所の債権管理担当者を対象に研修を実施し、債権
の適正管理や回収の推進に必要な知識・技術等、実務能力
の向上を図ります。

【資源循環推進課】
不法投棄産業廃棄物撤去代執行費用弁済金については、平成
12及び14年度に行われた不法投棄産業廃棄物の撤去に関連した
行政代執行経費に係るもので、原因者に対して不真正連帯債務
として全額求償しており、個別訪問、電話や文書による督促、
銀行預金や不動産等の資産調査を実施するなど未収金の解消に
努めています。
求償の相手方の死亡や法人の解散等により求償が困難になっ
てきておりますが、「捨て得は許さない」という観点から、原
因者責任を最後まで追及する姿勢で、引き続き粘り強く取り組
んでまいります。
また、民間債権回収事業者への委託については、行為者が限
られ、状況も把握できていること、及び今までの事務を通じて
一定の人的つながりができており、委託によりかえって事務が
停滞するおそれがあることから、現時点では職員による徴収が
有効と考えております。

【産業立地・経営支援課】
○高度化（設備近代化）資金貸付金
平成19年度から、独立行政法人中小企業基盤整備機構の「調
査・アドバイザリー業務」を活用することにより、債権回収会
社（サービサー）に延滞債権の調査を委託して、債務者の現況
調査や担保物件の評価等の債権調査を実施しています。更に、
平成20年度からは、一層迅速・効率的に未収金の処理を進める
ため、債権調査を実施した延滞債権について、県単独事業によ
り、当該サービサーに債権回収を委託しています。また、１件
当たりの滞納額が比較的少ない設備近代化資金貸付金について
は、職員による債権調査及び債権回収を進めているところで
す。
平成27年度は、連帯保証人からの回収に努め、両資金あわせ
て5,810,500円を回収しました。
今後も、債権回収を促進するとともに、債権調査等の結果、
回収が困難な延滞債権については、県議会の議決を経て債権放
棄を行うなど収入未済の縮減に努めてまいります。
○県有財産貸付特約付き売買契約解除に伴う違約金・不法占有
に係る賃料相当額・建物収去土地明渡等請求事件に係る執行費
用等
これまでも訪問等により督促等を行っておりますが、相手方
が支払に応じないため、強制執行による債権回収についても検
討します。しかしながら、すでに事業停止の状況であり、回収
が困難な延滞債権であると思われるため、引き続き調査の上、
県議会の議決等の手続を経て、不納欠損を行うなどの対応につ
いても検討してまいります。
○コモンズ新産業創出事業助成金
助成金返還対象者は、平成23年10月に破産手続廃止の決定が
確定しており、回収が困難な延滞債権であると思われるため、
引き続き調査の上、県議会の議決等の手続を経て、不納欠損を
行うなどの対応を検討してまいります。
【農村振興課】
滞納者や連帯保証人に対する電話、面談等による定期的な督
促及び滞納者の実情に応じた分割納入等の指導を行い、引き続
き償還を促してまいります。
また、長期未納の事案については「税外未収金に係る債権回
収・整理マニュアル」に基づき、費用対効果を見極め、法的措
置を検討するとともに、債務者や連帯保証人の状況により回収
不能と判断される場合は、債権放棄、不納欠損処理を検討して
まいります。
【農地整備課】
工事を一旦落札した請負業者が落札決定辞退届を提出したこ
とにより、支払義務が生じた入札保証金について未収金となっ
ています。
請負業者については平成24年５月に破産手続が開始されてお
り、破産管財人から破産債権について一部配当がされた後、平
成27年５月に破産手続廃止の決定がされ法人格が消滅していま
す。
平成27年８月５日に財務規則第251条の規定に基づき、滞納
繰越金の徴収停止を決定しており、税外収入未済額の解消は困
難であるため、今後は時効が成立する平成37年８月に、財務規
則第264条の規定に基づき、不納欠損処分に向けて手続きを進
めます。
【信州の木活用課】
地方事務所及び関係機関と連携して、滞納者に対する電話や
面談等による定期的な督促や分割納入等の指導を行い、引き続
き縮減に努めてまいります。
また、民間債権回収業者への業務委託の導入について、関係
機関や金融機関を介した償還事務を行っている現状を踏まえつ
つ検討するなど、さらに有効な対策を実施してまいります。

【森林づくり推進課】
森林造成事業補助金に係る税外収入未済額については、本件
債務者が返還の意思を示していること、また、分割での納付を
希望していることから、決算資料等債務者の経営状況の分かる
資料や補助金の返還計画を提出するよう、重ねて指導していま
す。
債務者は、現在、県外を中心に事業活動を行っております
が、早期かつ計画的な補助金返還がなされるよう、「税外未収
金に係る債権回収・整理マニュアル」に基づき、現地機関と連
携して対応してまいります。
また、本件では債務者が返還の意思を示していること、現在
も返還計画の作成等の協議を行っていることから、民間債権回
収事業者への未収金回収等業務委託は検討しておりません。

【建設政策課】
契約の解除に伴う補償金の返還については、法的手段により
回収を進めてきましたが、債務者に返済資力がなく収入未済の
解消には至っておりません。
また、債務者が死亡したことにより相続が発生しており、債
務者が特定されていないことから、相続手続の状況を注視しな
がら対応してまいります。
【道路管理課】
古牧橋復旧工事原因者負担金については、原因者の経済状況
が厳しく一括納付が困難なため、原因者から提出された納付計
画書に基づき分納により収入しています。
負担金の発生経緯等は当課でも把握しており、引き続き計画
に基づき確実に納付されるよう、北信建設事務所とともに状況
を確認してまいります。

【河川課】
生活困窮、経営不振等により納期限までに納付しない者に対
しては、河川法等に基づき、納期限から20日以内に督促状を発
付し、納付を促しています。
督促に応じない滞納者に対しては、文書や電話、訪問等によ
り催告を行い、未収金の解消を図るとともに、河川法等に基づ
き延滞金を徴収しています。
これらの取扱いについては「河川占用料徴収事務の適正化に
ついて（通知）」（平成25年1月18日付け24河第317号、同日付
け事務連絡及び平成27年１月15日付け26河第387号）を建設事
務所あて発出し周知しており、定期的に調定状況一覧を出力
し、収入未済の状況を複数職員によりチェックする体制を確保
するなどの対応を依頼しています。
また、取扱通知文書のＪＳＮ通知集への掲載、建設事務所担
当者会議での周知徹底、建設事務所での事務調査、定期的な状
況の把握及び収納取組強化月間（12月）における集中的な取組
等により、引き続き未収金の解消に努めてまいります。
特に未納状態が継続している滞納者に対しては、「税外未収
金に係る債権回収・整理マニュアル」に基づき対応を進めると
ともに、河川占用料が強制徴収可能な公債権であることから、
一定期限までに納付されない場合には財産調査及び滞納処分を
行う旨の予告文書により催告し、効果を上げています。
なお、河川占用料の収入未済額は、99％以上が一者の大口滞
納者によるものであり、現在毎月30万円を分納しているところ
ですが、経営状況を踏まえ、きめ細かにフォローすることによ
り、早期の未収金解消に努めてまいります。

【建築住宅課】
県営住宅使用料、県営住宅敷地（駐車場）使用料及び県営住
宅明渡請求により契約解除となった者に係る損害賠償金の収入
未済額縮減については、年度当初に定める徴収対策の中で滞納
繰越分滞納整理強化期間を設定し、地方事務所及び管理代行者
の住宅供給公社と連携しながら、集中的かつ効率的な滞納整理
を実施しています。
長期滞納者への建物明渡請求、支払督促の実施や給与差押等
の強制執行など、法的措置を事案に応じて適正に講じ、連帯保
証人からの徴収にも積極的に取り組みます。
地方事務所における県営住宅一時使用料の未収金の削減につ
いては、粘り強く債務者に催告を行うとともに、債権回収事業
者への収納委託を検討します。
所在不明など徴収不能案件を見極め、徴収停止や不納欠損処
理など適切な処置を講じてまいります。

【高校教育課】
高等学校等奨学金等貸付金の返還に係る収入未済額の解消に
向けては、借受人への文書等による催告を行うなど厳正に対応
することにより、今後も引き続き収入未済額の解消に努めてま
いります。
特に、高等学校等奨学金貸付金、高等学校等遠距離通学費貸
付金並びに高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸付
金に係る収入未済額については、平成26年度から継続して債権
回収業務を民間の債権回収事業者（サービサー）に委託し、体
制の強化を図っております。その債権回収事業者と協力しなが
ら借受人及び連帯保証人に対して電話及び文書による催告をよ
り多く行うなど厳正に対応することにより、債務者との接触を
図り未収金の回収に努めております。効果が上がっていること
から、今後委託する対象者の拡大等についても検討していく予
定としております。
また、新たな未収金の発生防止のため、口座振替による分割
払いを行い、返還者の利便性の向上と確実な納付を図っており
ます。更に、現在の取り扱い金融機関は八十二銀行と長野県信
連のみですが、平成29年４月から新たに全国のゆうちょ銀行で
の取り扱いを開始することにより県外金融機関からの引き落と
しも可能とする等、更なる利便性向上に努めてまいります。

(2) 物品購入における競争性の確保と経費節減努
力

【危機管理部】
危機管理部においては、災害対応など物品購入に際して緊急
性を要する場合もあり、全ての物品について一律に対応するこ
財務規則第136条の２では、10万円未満の物 とは困難ですが、共通的事務用品等については、一括購入や公
品購入については一者随契も可能になってい 募型見積合わせの積極的な活用など、今後も経費節減に向け取
ますが、複数業者からの見積徴取や単価契約 組みを進めていきます。
の導入など、様々な工夫を凝らして経費節減
に取り組んでいる機関がありました。その一 【企画振興部】
方で、多くの機関ではほとんどの物品を一者
物品の調達にあたっては、在庫や年間使用見込等を把握し、
随契により、特定業者から購入している状況 計画的にまとめて調達するなど、経費節減に努めてまいりま
が見受けられました。ルール違反ではないと す。
しても、経費節減に向けて意欲を持って取り
また、現地機関に対しては、計画的にまとめた上で公募型見
組んでほしいものです。
積合わせを行うなど、経済的に有利な調達となるよう取組を依
また、同様の物品を購入する際は、計画的 頼してまいります。
にまとめた上で10万円以上となった場合は、
公募型見積合わせにより調達することが望ま 【総務部】
しいところですが、短期間に複数回にわたり
物品購入については、単価契約物品や共通事務用品一括購入
10万円未満で購入している事例も散見されま にて購入することを基本とし、それ以外で予定価格が２万円以
した。
上となる物品については、公募型見積合わせにより調達をして
経費の節減努力については、「平成26年度 おります。
定期監査の結果に関する報告」においても、
２万円未満の物品については、計画的にまとめて調達するな
競争性を確保する工夫の必要性について意見 ど、積極的な取組に努めてまいります。
を述べていますが、現状では、それが反映さ
れていない結果となっています。
【県民文化部】
この際、購入する物品等は、県民の貴重な
県民文化部においては、短期間に複数回の一者随契という処
税金で賄われているということを、改めて認 理を確認した事例はありませんが、県民からの貴重な税金を財
識し、経済的に有利となる物品購入に向けた 源として事務執行していることを改めて認識し、経費節減に努
取組を積極的に推進してください。
めてまいります。

各部局
主管課
警察本
部

【健康福祉部】
当部では、平成27年度行政監査に係る意見への対応として、
ＡＥＤを調達する際、本庁各課の購入分をまとめて発注するこ
とにより、より安価で効率のよい方法となるよう、現在他部局
や調達担当課と仕組みづくりを検討しており、経費削減となる
よう意識を持って取り組んでいるところです。
こうした取組や、現在取り組まれている工夫を凝らした取組
を情報共有するなど、現地機関を含め経費削減に向けた意識向
上に努めてまいります。
【環境部】
厳しい県財政の状況や、県民の貴重な税金で賄われていると
いうことを念頭に、少しでも節約、節減できるよう、意見も踏
まえ物品購入事務にあたってまいります。
【産業労働部】
10万円未満の消耗品については、一括購入により調達を行う
よう取り組んでいるところです。
緊急に調達しなければならないものを除き、複数業者からの
見積徴取や公募型見積もり合わせの積極的な活用をするなど、
経費節減に向けた取り組みを図ります。
【観光部】
監査委員意見を受け、10万円未満の物品であっても業者間の
価格設定の差が大きいと見込まれる場合は複数業者から見積を
徴取する等、経費削減に取組むことを部内に周知しました。
【農政部】
物品の購入にあたっては、契約・検査課実施の一括購入を活
用し、計画的にまとめた購入となるよう取り組んでいるところ
です。
また、購入数量の算出にあたっては、必要最低限の購入量と
なるよう在庫や使用数量等の正確な把握を徹底し、引き続き経
費節減に向けて取り組んでまいります。
【林務部】
物品購入においては、経済的に有利に調達するため、契約・
検査課による一括購入や単価契約を積極的に活用するよう取り
組んでおります。
監査委員意見を受け、今後は、業者間の価格差が大きい物品
は、計画的にまとめた上で公募型見積合わせを行う等、更なる
経費削減に努めてまいります。
【建設部】
事務用品については、一括購入などにより計画的にまとめて
調達しているところであり、引き続きこうした取組により経費
節減に努めてまいります。
また、建設部各所属に対し、経済的に有利になる場合はまと
めて調達するなど経費節減向けた取組を推進するよう周知しま
した。
【教育委員会】
物品の購入にあたっては、契約・検査課実施の一括購入や単
価契約を活用するなどし、今後とも経費の節減に取り組んでま
いります。
【警察本部】
会計課長通知により、10万円未満の物品購入についても積極
的に公募型見積合わせを行うことに努め、１者随契とならない
ようにするとともに、経済的に有利となる物品購入に向けた取
組を行うよう全所属に徹底を図りました。

(3) 公務中の交通事故防止

【人事課】
人事課
公務中の交通事故の防止については、毎年４月に、職員に対
公務中の交通事故による損害賠償は、平成 し交通法規の遵守等を周知するとともに、所属の管理監督者に 警察本
27年度に開催された長野県議会定例会におい 対しても安全運転に関する職場研修の実施、出張前の安全運転 部
て専決処分報告等があったものが、57件、
の声掛けなどの具体的な取組を実施するよう周知徹底していま
1,510万余円となっており、前年度と比較し
す。
て、金額では299万余円減少しているものの、
また、各圏域においては、警察署職員に講師を依頼し交通安
件数では12件増加しており、人身事故も４件 全に関する研修会を開催するなど、職員の交通安全意識の向上
増加しています。また、損害賠償とは別に、 を図っているところです。
公用自動車の修理等の費用も必要になってい
公務中の加害による交通事故は県行政に対する信頼を損なう
ます。
恐れもあることから、職員に周知するとともに、職場における
公務中の交通事故は、県に財産的な損害を 安全運転に関する取組みを進めてまいります。
発生させ、県の業務運営にも支障を生じさせ
るばかりか、職員の生命・身体の安全にもか 【警察本部】
かわるものです。特に、県が加害者となる交
警察本部では、毎月、主な公用車の交通事故の発生状況を
通事故は、県行政に対する県民の信頼を損な 「監察通報」として全所属に対して発出し、交通事故防止に対
うことにもなりかねません。
する注意喚起を行っています。
公用自動車の運転に当たっては、職員一人
また、平成28年２月には、警察職員による交通事故、交通違
ひとりが安全運転に努め、事故防止に留意す 反抑止を図るため、総合対策を策定し、警察本部長通達「警察
るとともに、職場ごとに安全運転の取組方法 職員による交通事故、交通違反抑止のための新たな総合対策の
を工夫することにより法令遵守の徹底を図っ 実施について」を発出し、
てください。
○ 安全運転マインドの浸透
○ 職員の基本的運転技能の向上
○ 厳正な処分措置等
を基本的な３本柱として、対策を推進しています。
更に、会計課長通知により、交通事故に係る公用車の修理費
用、賠償金の支払など不要不急の県費支出の削減に努め、更な
る交通事故防止について徹底を図りました。

５ 部局ごとの意見
(1) 税外収入未済額の解消

４(1)に記載

県税付帯債権（延滞金等）において、収入
未済額の縮減に一層の努力を要します。
なお、縮減に向けて、より効果的な方策を
実施してください。
(2) 税外収入未済額の解消

税務課

４(1)に記載

児童扶養手当過払返納金において、収入未
済額の縮減に一層の努力を要します。
なお、縮減に向けて、より効果的な方策を
実施してください。
(3) 税外収入未済額の解消

４(1)に記載

高等学校等奨学金貸付金、高等学校等遠距
離通学費貸付金、地域改善対策高等学校等進
学奨励金貸付金並びに高等学校定時制課程及
び通信制課程修学奨励金貸付金において、収
入未済額の縮減に一層の努力を要します。
なお、債権回収業者への委託の拡充など、
より効果的な方策を継続的に実施してくださ
い。

健康福
祉部
医療推
進課

４(1)に記載

社会福祉施設入所者負担金において、収入
未済額の縮減に引き続き努力を要します。
なお、縮減に向けて、より効果的な方策を
実施してください。
(5) 税外収入未済額の解消

県民文
化部
こど
も・家
庭課

看護職員修学資金貸付金において、収入未
済額の縮減に一層の努力を要します。
なお、債権回収業者への委託など、より効
果的な方策を実施してください。
(4) 税外収入未済額の解消

総務部

健康福
祉部
障がい
者支援
課

４(1)に記載

教育委
員会
高校教
育課

(6) 借受料の見直し
１ 松本空港管理事務所では、管理事務所事
務室及びVIP室185.25㎡について、月額で事
務室等賃料を4,600円／㎡、管理費を3,100
円／㎡で借受けており、毎月1,540,533円、
年間18,486,396円を支出しています。空港
建設費等をベースに松本空港ターミナルビ
ル株式会社が設定している金額とはいえ、
高額な借受料です。借受不動産通知に基づ
き、相手方と毎年度協議し、適正な借受料
となるように見直しを行ってください。

２

３

空港ターミナルビルは、旅客が航空機に乗降するのに必要な
手続きや待合わせをする施設であるとともに、ハイジャック防
止等の保安対策や滑走路、航空灯火など大規模施設の維持管理
を行うにあたり重要な施設であり、県内に類似する施設はなく
借受料の比較はできない状況です。
県では、平成28年６月に「信州まつもと空港の発展・国際化
に向けた取組方針」を策定し、新たな国際線ターミナルビルの
開設を「空港の国際化」に向けた方策の一つとしています。
今後、松本空港管理事務所事務室等の借受料について、松本
空港ターミナルビル株式会社と協議するとともに、国際線ター
ミナルビルの開設が具体化していく中で、検討してまいりま
す。

企画振
興部

佐久建設事務所では、職員等が利用する
ための駐車場を民間から借り受けています
が、借受料は平成19年度に固定資産税課税
標準額を基に算出した金額を参考に、１
台2,500円～3,000円／月としています。
借受不動産通知に基づき、相手方と協議
し、適正な借受料となるよう見直しを行っ
てください。また、利用されていないス
ペースもあることから借り受ける必要性に
ついても精査してください。

公用車及び職員が通勤に使用する自動車の駐車用に借りてい
る民間駐車場の借受料については、「借受不動産通知」に基づ
く協議を貸主と行っていきます。
借受台数についても、必要台数を踏まえて協議していきま
す。

建設部

千曲警察署では寂蒔職員宿舎敷地
1,475.00㎡（約447坪）について、年間
2,129,594円の借受料（約1,443円／㎡）を
支払っています。この金額は平成２年４月
１日に契約締結し、近傍実例価格から比準
した価格により算定したもので住宅用地で
あるにもかかわらず、商業地を基準として
決定しています。相手方と借受料の協議を
する場合には、その土地が商業地であるか
住宅地であるかを確認したうえで、その類
似の土地の価格と比較するように改善して
ください。
また、借受不動産通知の改正を受け平成
24年度から単価交渉を行っていますが、現
行借受料は、住宅用地の固定資産税課税標
準額から算定する額とは乖離が見られるこ
とから、引き続き、適正な借受料となるよ
う交渉を継続してください。

【警察本部】
意見のとおり、千曲警察署の現行借受料と住宅用地の固定資
産税課税標準額とに乖離が見られることから、警察本部から千
曲警察署に対して、今後地権者と乖離をなくす交渉を継続して
行うよう指導しました。
また、警務部長通達により財産管理者宛に「適正な会計事務
処理の徹底について」（平成28年12月14日付け）を発出し、次
の２点について指示しました。

警察本
部

１

適正な借受料の設定
新たに土地を借り受ける時は、借受不動産通知に基づき、
適正な借受料の設定に努めること。
２ 借受料の変更協議
契約後の借受料は、借受不動産通知に基づき、毎年算定を
行い、算定額と借受料に乖離があった場合は、適正な借受料
となるよう地権者と協議を行うこと。

【千曲警察署】
委員監査における意見を受け、平成28年10月、住宅用地の固
定資産税課税標準額から算出した額(以下｢算定額｣という｡)及
び近傍実例価格を踏まえ、地主との面談による直接交渉を実施
しました。結果は、地権者の事情により不調に終わりました
が、現行借受料と算定額との乖離が解消されないことから､今
後も引き続き近隣の相場を勘案しながら､借受料を段階的に引
き下げるなどの交渉を粘り強く行っていきます。
また、新たに土地を借り受けようとするときは、警察本部か
ら発出された平成28年12月14日付け警務部長通達「適正な会計
事務処理の徹底について」及び借受不動産通知に基づき、借受
料決定の経過を明らかにするとともに適正な価格設定に努めま
す。更に算定額の変動とともに毎年借受料を見直し、適正な借
受料となるよう努めてまいります。

交通政
策課
松本空
港管理
事務所

佐久建
設事務
所

千曲警
察署

(7) 松本児童相談所の一時保護所の整備の推進
一時保護所は、緊急に保護が必要な子ども
を一時的に保護する施設でその重要性は増し
ている状況であることから、部屋の改修など
生活環境の整備を進めていく必要がありま
す。
松本児童相談所において、受け入れる子ど
もによっては個室が必要な場合があります
が、宿泊室数が足りないため他の児童福祉施
設へ一時保護委託しているという実態や、教
室が狭いためゆとりあるスペースでの学習が
できないという居住・学習環境の改善の必要
性が認められました。
緊急に必要となった場合に施設が利用でき
なければ、福祉の充実が図られているとは言
えないことから、現場の実態を随時把握し、
計画的に整備を進めてください。

(8) 生活保護費返還金等の未収金等縮減対策

【こども・家庭課】
平成28年５月に実施された松本児童相談所委員監査におい
て、一時保護されている児童の居住・学習環境の改善に係る指
摘を受け、松本児童相談所と情報共有を図り、９月補正予算に
おいて宿泊室及び教室の改修費を計上しました。
また、29年度当初予算案においては宿泊室で使用する暖房機
等の設備更新に係る経費を計上しました。
引き続き現場との情報共有を図り、一時保護所の居住・学習
環境改善に努めてまいります。

長野県看護職員修学資金貸付金は、看護職
員を養成する学校等で専門知識を習得し、県
内施設等において看護職員として従事しよう
とする者に貸与し、卒業後県内施設等に５年
間勤務する場合などには返還を免除します
が、条件を満たさない場合は返還することに
なっています。
返還対象か免除対象かの確認は、学校等か
ら県に提出される書類により行っており、退
学した場合には返還対象者に、卒業した場合
はその直後の進路の状況により返還対象者又
は免除対象者のいずれかに分類し、貸付金の
債権管理をしています。

こど
も・家
庭課
松本児
童相談
所

【松本児童相談所】
教室が狭いことによる保護児童への影響や、個室対応の現状
を、逐一こども・家庭課へ報告し、教室及び居室の環境改善を
求めました。
また、老朽化した建物や設備の修繕・更新や不審者の侵入を
防ぐためのフェンス設置など、保護児童の安全安心な環境を整
えるために必要な予算を要求しました。
今後も、保護児童の状態に合わせた居住・学習環境を整え一
時保護所の役割を果たしつつ、施設の現状を随時報告し、保護
児童の生活環境の改善に取組みます。

平成28年度の未収金対策においては、督促状の発付を納期限
後20日以内に実施したほか、滞納繰越金に対する履行催告の実
伊那保健福祉事務所の生活保護費返還金に 施、各債務者（相続人を含む）に対して訪問などの方法により
ついては、平成27年度末債権で1,451万余円、 個別に納付依頼をするなど、各職員がそれぞれの立場で未収金
税外未収金では1,264万余円となっており、合 回収に努めてまいりました。
計2,716万余円と全保健福祉事務所の中で、最
この結果、平成27年度未収金の回収が14万円余であったのに
も多額の返還額（未収額）が生じているた
対し、平成28年度は74万円余と昨年の５倍以上の金額を回収し
め、回収に向けた対応を推進する必要があり ております。
ます。
また、平成28年度は課税状況調査を組織的に一斉実施するな
しかしながら、納期限までに納入されな
ど、債権の発生抑止に向けた取組も行っております。
かった場合には、20日以内に督促状を発する
さらに、職員数も平成28年４月から係長１名を増員して２係
という、返還を求める上で必要な徴収事務を 体制にするなど体制づくりも順次進めています。
行わなかったことに加え、滞納者から返還を
今後とも未収金の縮減に向けて、組織的な対応に努めてまい
求めるために有効な個別訪問活動について
ります。
も、十分になされていなかったという状況は
誠に遺憾です。
伊那保健福祉事務所は平成28年８月現在
で、保護率が全保健福祉事務所の平均3.2パー
ミルに対して3.7パーミルと高く、また、ケー
スワーカーの一人当たり 担当世帯数は県平
均の約1.6倍の47.6世帯となっています。
所の実情を踏まえた上で、事務の改善を図
り、体制を見直すなど効率的な事務の執行に
努め、未収金等の縮減に向けて、職員が一丸
となり、組織的に対応するようにしてくださ
い。

(9) 看護師等修学資金貸付金の適切な債権管理

県民文
化部

健康福
祉部
伊那保
健福祉
事務所

従来から行っていた就業後５年目の貸与者に対する通知に加 健康福
え、平成28年度は新たに就業後３年目、４年目の貸与者の就業 祉部
状況の確認をし、適切な債権管理を行うよう努めます。
医療推
進課

卒業時に就業等により免除対象となった者
については、就業後５年目になった時点で県
から免除申請書の提出を求めていますが、そ
の間に離職し、要件を欠いていたとしても確
認できないため、適切な債権管理を行ってい
るといい難い状況です。
現在、貸付金の収入未済額が増加している
状況を踏まえて、毎年度就業状況を確認する
などにより、債権管理を行うように努めてく
ださい。

(10) 長野県森林づくりアクションプランの見直し

「長野県森林づくりアクションプラン」
は、平成23～32年度までの10年間で、特に重
点を置いて実施すべき施策等の実行計画であ
り、その中のひとつとして「計画的な間伐の
推進」を掲げ、地域資源の活用を向上させる
ために必要な民有林における間伐面積や搬出
材積の数値目標を設定しています。
従来、この間伐面積等の目標値は、森林簿
データから機械的に抽出した情報で設定して
いたことから、過重な計画による無理な予算
の執行が、補助金不適正受給をもたらした発
端でした。
こうしたことから、林務部では、現在、現
地機関等と協力し、地域の実情を考慮して、
間伐面積の目標値を設定していくとしていま
す。
設定された数値が実現可能なものかどうか
慎重に精査した上で、必要に応じてアクショ
ンプランを見直し、それぞれの地域において
適量で実効性のある森林整備事業を推進して
ください。

(11) 長野県森林づくり県民税の有効活用

県では、森林づくりの実施やその他の施策
に要する経費の財源を確保するために、条例
に基づき長野県森林づくり県民税を賦課徴収
しています。
平成26年度の個人、法人を合わせた税収額
は、６億6,640万余円で、そのうち６億3,567
万余円が事業に活用されています。
しかしながら、平成27年度では、税収額は
６億6,269万余円でしたが、活用額は４億
3,996万余円にとどまり、２億2,000万円程度
が活用されませんでした。
本税は、県土の保全、水源の涵養、地球温
暖化の防止等の多面にわたる機能を有する森
林から全ての県民が等しくその恵みを受けて
いること並びにこれらの機能を持続的に発揮
させるための森林資源の利用及び活用による
継続的な森林づくりが重要であることに鑑
み、県民から貴重な財源をいただいているも
のですので県民にとって有効な事業を積極的
かつ適正に推進するようにしてください。
また、県民税は平成29年度をもって課税期
間が満了しますが、その後について幅広な議
論による検討を要望します。

「長野県森林づくりアクションプラン」の目標設定の際には 林務部
林業事業体の能力など地域の実態の反映が不十分であったとの
反省を踏まえ、現在、後半（平成28年～32年）の目標につい
森林政
て、地域の実行能力の評価を行った上で、より実効性の高い目 策課
標となるよう見直しを行っています。
地域の目標設定に当たっては、間伐実績等の最新の統計資料
を活用して林業事業体等の実態を把握し地域の実行能力等を評
価し、現地機関とも連携を取りながら検討してまいります。

県では、森林の多面的な機能を持続的に発揮させ、健全な姿 林務部
で次の世代に引き継いでいくため、森林の恩恵を受けている県
民全体で森林づくりを支えていく新たな仕組みとして、平成20 森林政
年度から「長野県森林づくり県民税」（以下、「森林税」とい 策課
う。）を導入しました。
平成20年度から平成24年度までの５年間で約２万１千ヘク
タールの間伐支援、地域による施業集約化の進展、森林整備に
対する関心の高まり等の成果があったところです。また、平成
25年度からは、間伐材等の森林資源の利活用による継続的な森
林づくりにも取り組んでまいりました。
一方で、現在、未整備の里山の多くには所有規模が細かい森
林が残っており、一度に広範囲をまとめて整備することが困難
であるため、近年では間伐の実績が低下傾向となっていること
から、平成29年度の予算執行においては、森林税をこれまで以
上に有効に活用できるよう検討してまいります。
また、森林税は、平成29年度に第２期の最終年度を迎えるこ
とから、今後、整備が必要な里山の状況等をしっかりと分析
し、「みんなで支える森林づくり県民会議」や「長野県地方税
制研究会」などの意見を伺った上で、慎重かつ丁寧に検討を
行ってまいります。

(12) 森林整備地域活動支援交付金事業の適正な執

行
「森林整備地域活動支援交付金事業」は、
森林経営計画の作成促進や施業集約化の促進
等を図ることを目的に、市町村等が行う事業
に要する経費に対して交付するものです。
これらの事業は、交付金等を交付した当該
年度には、森林経営計画の策定や間伐が完了
することを求めておらず、翌年度又は森林経
営計画期間内までに実施することとされてい
ることが特徴です。
このように、間伐等の実施が翌年度以降に
なるため、交付金等を交付した事業で計画さ
れた間伐等が、実際に行われたかどうかにつ
いて把握していく必要がありましたが、従
来、十分に進捗管理を行わずに一部不適切な
事業の執行を行っていたことが会計検査院か
ら報告されました。そのため、平成28年度か
らは３種類の点検シート（Ａ交付申請、Ｂ実
績報告、Ｃ交付後要件）を用い、地方事務
所、市町村（事業主体）、林業事業体（交付
対象者）間で事業の進捗状況等を確認し合う
ように変更したとのことですので、事業が公
正かつ円滑に推進できるよう、本点検シート
を有効に活用し、複数の関係者間で情報を共
有しながら、進捗管理を確実に行い遺漏のな
いようにしてください。

(13) 河川・道路占用料の徴収漏れ等の再発防止

建設事務所では、河川・道路占用料の未徴
収事案が多数判明するとともに、長期にわた
り未徴収となっていた事例もあり、累計金額
はもとより時効により徴収不能となった金額
も多額に上っています。また、毎年度、調定
遅延等も発生しており誠に遺憾です。
こういった事案の再発を防止するために
は、建設事務所において随時調査を行うこと
はもとより、本庁においても定期的に事務の
執行状況調査を実施し継続的にチェックして
いくことが必要です。
また、使用しているシステムは必要な情報
を網羅しており利用しやすいものであるのか
検証し再構築を図ること、初任者が見ても誤
りが生じないわかりやすい事務処理マニュア
ルへ改訂すること、職員に対する研修が実践
的なものとなるよう強化することなど適正な
事務処理が確実に行える体制を確立してくだ
さい。
なお、徴収可能額については、相手方と折
衝を進め早期の収入に努めてください。

【森林政策課、地方事務所林務課】
平成28年度からは点検シートを活用し、半年ごと年２回の定
期報告により、地方事務所、市町村（事業主体）、林業事業体
（交付対象者）間で相互に交付後要件の進捗状況の確認を行っ
ており、結果については翌年度に集計を行うことで、交付後要
件の進捗管理の把握を進めているところです。
今後も適切に活用を進めるため、会議等を通じて関係者に周
知徹底を図っていくことにより、地方事務所、市町村（事業主
体）、林業事業体（交付対象者）が連携しながら事業内容や確
認すべき事項の把握を進め、交付金を交付した翌年度までに行
うこととされている間伐の実施等の確実な進捗管理を行うこと
で、適正な事業執行に努めてまいります。

林務部

【道路管理課】
１ 事務執行状況の継続的な確認について
平成27年度から行っている建設部現地機関事務事業執行状
況調査を平成29年度以降も引き続き実施し、現地機関の事務
処理の状況を確認するとともに、調査に併せて業務遂行上の
課題や改善点などについて意見交換を行い、現地機関と意識
を共有しながら徴収漏れの再発防止や事務処理の改善に取り
組んでまいります。
また、調定遅延が発生しないよう、４月当初に管理係長会
議を開催し、確実に調定処理と納入通知書の発送が行われる
よう、徹底してまいります。
２ システムの再構築について
現在、道路占用台帳システムの改修作業を行っており、新
たなシステムでは、本庁でも現地機関の事務処理状況が随時
確認できるようにするとともに、制度改正等の際には一括し
てデータを修正し、各事務所における修正漏れが発生しない
仕組みといたします。
また、データ入力時のミスを極力少なくすることができる
システム作りに努めてまいります。
３ 事務処理が確実に行える体制づくりについて
道路占用許可及び占用料の徴収に関する事務処理マニュア
ルについては、27年度も見直しを行いましたが、更にわかり
やすいものとなるよう、現地機関の意見も聞きながら内容の
充実を図ってまいります。
また、電線共同溝事業に関する長野県独自のマニュアルが
無かったため、現在、「電線共同溝整備事務処理手引（仮
称）」の作成に取り組んでいます。この手引書には、一連の
事務処理の流れや、事務処理毎の所管課（係）を明示するな
ど改善を図ってまいります。
併せて、電線共同溝整備事業の実施状況、許可手続等の進
捗管理を、道路管理課においても行うとともに、事業の流れ
を再度、担当課長（係長）会議等で周知し、事務処理に遺漏
の無いように徹底してまいります。
４ その他
電線共同溝事業に係る道路占用料未徴収額については、
平成28年11月末をもって徴収が完了いたしました。

建設部
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【河川課】
１ 事務執行状況の継続的な確認について
河川課で実施している河川占用許可事務等に係る事務調査
に加え、平成27年度から建設部として実施している建設部現
地機関事務事業執行状況調査を平成29年度以降も引き続き一
体的に実施し、現地機関の事務処理の状況を確認するととも
に、調査に併せて業務遂行上の課題や改善点などについて意
見交換を行い、現地機関と意識を共有しながら徴収漏れの再
発防止や事務処理の改善に取り組んでまいります。
また、調定遅延が発生しないよう、４月当初に担当係長会
議を開催し、確実に調定処理と納入通知書の発送が行われる
よう、徹底してまいります。
２ システムの再構築について
システム入力時のヒューマンエラーを極力排除すべく、現
在、河川占用許可台帳システムにエラーチェック機能を追加
する改修作業を行っており、平成29年度当初から新機能が利
用できる見込みです。
３ 事務処理が確実に行える体制づくりについて
平成27年度策定した河川占用料事務処理マニュアルについ
ては、平成28年度当初に計算例を追記するなどの改訂を行い
ましたが、初任者でも事務処理のポイントがわかりやすいも
のとなるよう更に見直し中です。
また、例年５月に実施している事務担当者会議における研
修内容も、マニュアルの解説にとどまらず、具体的な申請事
例を解説するなど、より実践的な内容となるよう工夫してま
いります。
４ 徴収可能額の早期の収入について
当課で折衝している徴収可能額が最多の１者については、
平成29年３月中に徴収可能額全額を納付いただけることで合
意しています。
この１者以外の徴収可能額については、平成28年12月末ま
でに各建設事務所において収入済です。
【建設事務所】
１ 事務執行状況の継続的な確認について
チェックリストの作成や共有サーバ上に処理簿を保存する
ことなどにより、協議事項や進捗状況を共有し、処理状況を
確認することとしました。
さらに、未処理の申請書等の保管場所を定め、週１回受付
や処理状況を確認することにより、進捗管理を徹底していま
す。
また、年度当初調定については、調定が必要な案件を所内
に掲示して処理状況を記入するなど、調定漏れの防止と更新
事務の処理状況の確認を行うとともに、更新事務の開始時期
を前倒しすることにより、算出根拠などを確実に確認できる
ための時間を確保することとしてまいります。
２ システムの再構築について
システムの再構築については、本庁においてそれぞれ再構
築を進めており、平成29年度から利用できる見込みです。
河川占用許可台帳システムについては、エラーチェック機
能が追加され、道路占用台帳システムでは、本庁でも事務処
理状況が随時確認できるとともに、制度改正等の際には一括
してデータが修正される仕組みとなる見込みです。
これらのシステムの再構築を踏まえ、適切に処理してまい
ります。
３ 事務処理が確実に行える体制づくりについて
事務処理マニュアルについては、河川占用料事務処理マ
ニュアルは、今年度当初に計算例が追記されるなどの改訂が
行われましたが、更にわかりやすいものとなるよう、現在、
本庁において見直しが進められています。また、道路占用許
可及び占用料の徴収に関する事務処理マニュアルについて
も、昨年度も見直しが行われていますが、更にわかりやすい
ものとなるよう、内容の充実が図られる見込みです。
また、電線共同溝事業に関する長野県独自のマニュアルが
無かったため、現在、本庁において、「電線共同溝整備事務
処理手引（仮称）」の作成が進められており、この手引書に
は、一連の事務処理の流れや、事務処理毎の所管課（係）を
明示するなど改善を図られる見込みです。
これらの改善を踏まえ、所においても事務処理の改善に取
り組んでまいります。

平成28年度定期監査報告
【監査の結果（重点監査）に添えて提出した意見に対する方針】
テーマ１：補助金に係る検査事務の状況について
監査委員の意見
補助金に係る検査事務は、それぞれの補助事業の
内容により、必要書類・検査内容は様々です。
しかしながら、検査事務は補助金の額の確定に不
可欠なものであり、検査内容・検査方法が不明瞭で
あれば、補助金の執行全体に対する疑惑につながり
かねません。今回の監査に関する具体的な意見は以
下のとおりですので、補助金所管部局においては、
個別の補助金ごと必要な対応をしてください。
補助金の執行に対する県民の眼は厳しいものがあ
ります。今回対象とならなかった補助金についても
必要な見直しを行い、県民からの誤解を招くことの
ないよう厳格な検査事務を実施してください。

意見に対する方針
【危機管理部】
○統一マニュアルの作成
危機管理部において、全地方事務所に対し交付・給付完了を
依頼している補助金はありませんが、必要に応じて検査基準等
の作成を検討します。
○現地調査の実施
現在危機管理部が所管する施設整備に関する補助金は「火山
避難施設整備支援事業補助金」のみですが、平成28年度におい
て当該補助金の執行はありませんでした。
今後、当該補助金を含め施設整備に関する補助金を実施する
際には、現地調査と写真確認の併用など形式的検査とならない
よう努めてまいります。
○添付書類の精査
補助事業に関する添付書類については実施主体に必要な書類
を作成させるとともに、実施主体においても補助事業の執行管
理を行うよう指導します。
○検査体制の整備
引き続き、補助事業については、担当並びに担当外職員が行
う複数職員による検査体制を維持し、適法性の確保やミスの防
止に努めます。

○統一マニュアルの作成
マニュアル等の基準により検査業務を実施した補
助金は55件でした。マニュアル等を作成していない
補助金は交付要領等に基づき各機関が必要事項を判
断し検査していると思われますが、検査する者によ
り検査内容・結果に差異が生じないよう、補助金ご
とに統一の検査基準を設けるべきと考えます。特に
全地方事務所で同じ補助金を交付しており、統一基
準がないため地方事務所に検査方法を任せているも
の（例：地域発元気づくり支援金、農業基盤整備促 【企画振興部】
進事業、等）については、所管課において検査マ ○統一マニュアルの作成
「地域発 元気づくり支援金」など、複数の執行機関で実施し
ニュアルの作成を検討してください。
ている補助金については、全県で統一基準による検査が行える
よう平成28年度内に所管課において検査基準等の作成を検討す
○現地調査の実施
現地調査の必要性は個々の補助金の状況により異 るとともに、引き続き適切な事務処理に努めてまいります。
なりますが、写真などにより確認できるものを除 ○現地調査の実施
き、原則として補助金の成果を現地で確認すること 事業の完了検査にあたっては、支出証拠書や写真などの書類
が望ましいと考えます。また、事業実施期間中にお 調査とともに、必要に応じて現地調査を実施しています。
いても現地で執行状況の確認をするなど、必要に応 また、事業実施期間中においても、必要に応じて現地で執行
じて現地調査を実施し、形式的な検査とならないよ 状況を確認するなど、適宜進捗管理に努めています。
○添付書類の精査
う検討してください。
補助金の完了検査にあたっては、事業が完了したことを確認
できる添付書類の提出を求めているところです。引き続き、実
○添付書類の精査
添付書類のうち「事業主体が実施した検査結果調 施主体に過度な負担とならないよう、適正な会計処理や添付書
書」等について、実施主体の会計基準に基づき作成 類の提出を求めてまいります。
しない事例がありました。実施主体の会計基準等は ○検査体制の整備
尊重すべきですが、補助事業に関する事務について 補助金の検査にあたっては、担当者及び担当者以外の係長等
は県の財務規則等に準じた会計処理を実施主体に求 による複数の職員で検査を行っているところであり、引き続き
めるなど、必要な書類の作成や明確な補助事業の執 適正な事務執行に努めてまいります。
行管理を実施主体が行うような方策を検討してくだ
さい。
【県民文化部】
また、現地調査未実施の補助金のうち写真が未添 ○統一マニュアルの作成
付の補助金も散見されました。補助金の成果が実在 今回の重点監査の対象となった補助事業については、県民文
しているかの確認は現地調査又は写真により実施す 化部においてはマニュアルの作成は行っていませんが、検査員
べきものと考えますので、必要に応じて補助金交付 により検査結果に差異が生じることのないよう、交付要綱等を
要領等の改正を行ってください。
基に検査を実施しているところです。
○検査体制の整備
補助金の検査を担当者以外の者が実施するなど、
複数の者による検査体制が全補助金で整っていまし
た。また、関係する他課の職員に検査を依頼するな
ど創意工夫がなされた補助金がありました。複数の
者で事務を執行することにより、適法性の確保だけ
ではなく、ミス防止や事務の遅延を防ぐこともでき
ますので、その体制を継続してください。

今後は、今回の重点監査対象とならなかった補助事業を含
め、統一的な検査基準となるマニュアルの作成を検討するとと
もに、複数の者で事務処理のチェックを行うなど、適切な事務
処理に努めてまいります。
○現地調査の実施
重点監査対象事業においては、現地調査を行い、完了を確認
しています。
○添付書類の精査
重点監査対象事業における添付書類については、実施主体に
必要な書類を作成させるとともに、実施主体としての執行管理
を行うよう指導しています。
○検査体制の整備
重点監査対象事業における検査体制については担当者以外の
係員による確認も行い、誤りのない事務処理に努めています。

機関名
補助金
所管部
局

【健康福祉部】
○統一マニュアルの作成
健康福祉部の補助金については、社会福祉施設や医療機関等
の施設・設備整備のようなハード事業に係るものや、各種団体
への運営費補助や研修会の受講支援等ソフト事業に係るものな
ど、様々な補助金があります。一部の補助金については、統一
の基準により検査を実施しているものもありますが、それ以外
の補助金についても平成27年10月に作成された「補助金等会計
審査マニュアル」等を参考に、補助金等の適切かつ正確な検査
実施に努めてまいります。
○現地調査の実施
個々の補助金により、写真などの確認によることで検査が完
了するものも多い中、特に大規模な施設改修工事等に係る補助
金については、竣工検査時に必要に応じて現地調査を実施して
います。
今後も、形式的な検査とならないよう、限られた人員体制を
考慮する中で対応してまいります。
○添付書類の精査
ご意見のようなケースについて、実施主体の過度な負担とな
らないよう配慮した上で、補助事業に関する事務の方法が県の
財務規則等に準じた会計処理となるよう引き続き求めてまいり
ます。
写真の添付について、施設・設備整備等のハード事業につい
ては、現地調査の実施又は事業完了が確認できる写真の添付を
求めており、適切な検査実施に努めております。また、研修会
開催補助等で、実施箇所が多いなど個別の現地調査が困難な場
合は、事業実施が客観的に確認できる書類の添付により、引き
続き検査を行ってまいります。
○検査体制の整備
当部においては、「補助金等会計審査マニュアル」に基づ
き、全補助金について履行確認調書等を作成し複数の職員によ
り検査を実施しています。
また、社会福祉法人等が行う社会福祉施設整備に対する補助
金については、現地調査取扱要領を作成し、社会福祉施設担当
課職員とともに、地方事務所建築課職員が検査を行い、より専
門的知見から適正な検査が実施できるよう努めているところで
す。

【環境部】
○統一マニュアルの作成
補助金検査業務は、対象の補助金交付要綱、実施要領に基づ
き本庁職員が検査を実施しているため、現在のところ統一的検
査マニュアルまでの必要が認められません。
なお、地方事務所執行の補助金が１事業あることから、必要
に応じて検査マニュアルの作成を検討します。
○現地調査の実施
環境部の補助金については、間接補助を除き全補助金につい
て現地調査を実施しております。引き続き、適正な執行を確認
するためにも現地調査を実施してまいります。
○添付書類の精査
完了検査時、当該事案が発生した場合は、検査結果調書に代
わる確認書類の提出を求め確認しています。
また、現地調査未実施箇所については、写真の添付により確
認を行っています。
○検査体制の整備
補助金の検査にあたっては、必ず担当者以外の者が検査を実
施しています。引き続き適正な執行を図るため、厳正な検査に
努めてまいります。

【産業労働部】
○統一マニュアルの作成
検査事務については、交付要綱・交付要領等を基に検査を実
施しているところですが、29年度対象の補助金から検査員によ
り差異が生じることのないよう、必要に応じて、補助金毎検査
マニュアルの作成を検討します。
○現地調査の実施
補助金の検査にあたっては、現地調査を行うことを原則と
し、現地調査が難しい場合には証拠書類の徴取、写真の添付な
どにより確認を行います。
○添付書類の精査
補助事業に関する添付書類については実施主体に必要な書類
を作成させるとともに、実施主体においても補助事業の執行管
理を行うよう指導します。
○検査体制の整備
現地調査にあたっては、形式的な検査とならないよう、担当
者及び係長等による複数での調査を実施することとします。

【観光部】
○統一マニュアルの作成
観光部では全地方事務所で交付し、地方事務所に給付完了を
依頼している補助金はありません。
○現地調査の実施
観光部が所管する施設・設備系補助金では、原則として現地
での確認を実施しています。今後も適正な執行に努めてまいり
ます。
○添付書類の精査
事業主体の会計基準に基づく｢事業主体が実施した検査結果
調書｣未作成の事例はありませんでしたが、今後も県の財務規
則に準じた会計処理を実施主体に求める等、補助事業の執行管
理を実施主体が行う方策を検討してまいります。なお、施設・
設備整備、物品購入を目的とする補助金で、写真の添付が交付
要領等に明記されていなかった補助金について、要領等の改正
を実施しました。
○検査体制の整備
現在の、複数者による検査体制を今後も継続していきます。

【農政部】
○統一マニュアルの作成
全地方事務所で交付している施設整備補助金については、平
成28年度内に検査基準等の作成を検討します。
○現地調査の実施
農政部所管の施設整備に対する補助金においては、原則とし
て全て現地調査を実施しています。引き続き補助金の適正な執
行を図るため、現地調査を実施します。
○添付書類の検査
当該事例のような事案が発生した場合は、関係機関と連携の
上、個別に内容を判断し、必要な対応をします。
また、農政部所管の施設整備に対する補助金については、実
績報告書に写真を添付するよう要領等で定めています。
○検査体制の整備
農政部においても、補助金の完了検査を担当者以外の者が実
施することのほか、施設整備に対する補助金については、必要
に応じて地方事務所建築課職員と連携して完了検査を実施して
いるところです。引き続き補助金の適正な執行を図るため、検
査体制の整備に努めてまいります。

【林務部】
林務部は今回の重点監査の対象ではありませんが、監査委員
意見を受け、適正な補助金執行のため次のとおり対応してまい
ります。
○統一マニュアルの作成
全地方事務所において交付している施設・設備整備補助金に
ついては、平成28年度中に、検査マニュアル等の作成を検討し
てまいります。
○現地調査の実施
施設・設備整備補助金については、現地調査又は写真確認に
より執行状況の確認をするとともに、必要に応じて事業実施期
間中においても現地調査を実施してまいります。
○添付書類の精査
事業主体に対して、事業完了が確認できる写真を含め必要な
資料を添付するよう求めていくとともに、施設・設備整備補助
金で要領等に写真の添付が定められていない場合は、要領等の
改正を検討してまいります。
○検査体制の整備
引き続き、担当者以外の者による補助金の検査や、担当者以
外の者を含めた複数の者による現地調査等を行い、適正な補助
金執行に努めてまいります。
【建設部】
○統一マニュアルの作成について
マニュアル等が整備されている補助金についてはその基準に
より検査を実施しておりますが、マニュアル等が整備されてい
ない一部の補助金については、マニュアル等の作成について平
成28年度中に検討してまいります。
○現地調査の実施
原則として、写真による確認又は現地確認により検査を実施
しています。また、写真の提出がある場合でも、必要に応じ現
場の調査・確認を行っています。
○添付書類の精査
検査のための添付書類として、「事業主体が実施した検査調
書」の提出を求めて検査事務を実施しています。
○検査体制の整備
検査職員については、既に事務担当者以外の者により検査を
実施しておりますが、現地調査の際、所管する現地機関の職員
に立会いを求めるなど、複数の者の業務の関与によりミス防止
に努めています。
【教育委員会】
○統一マニュアルの作成
教育委員会における施設整備補助金については、マニュアル
に基づき本庁で検査業務を実施しています。
○現地調査の実施
教育委員会所管の施設整備に対する補助金においては、原則
として現地調査を実施しております。引き続き適正な執行に向
けて取り組んでいきます。
○添付書類の精査
教育委員会における施設整備に対する補助金については、実
績報告書に事業が完了したことを示す写真の添付を要綱等で定
めています。
○検査体制の整備
教育委員会においても、補助金の完了検査を担当者以外の者
が実施するなど補助金の適正な執行に取り組んでいます。
【警察本部】
警察本部が行う補助金に係る検査については、対象団体に対
して、実績報告などの必要書類を通じ、関係者からの聴き取
り、成果物の確認などを現地で行うか、又は警察本部に招致し
て行うか、何れかの方法により厳格に実施しています。
補助金調査職員、件数、内容から判断して、統一マニュアル
を作成する必要性はありませんが、「長野県警察補助金交付要
綱」に基づき、適正に調査を行っています。
また、検査体制については、補助金事務を担当する警察本部
会計課予算係、事業主管課に加えて、第３者的立場として警察
本部会計課監査室が必ず加わり、複数者により検査を行ってい
ます。
今後とも、意見を踏まえて、より一層適正な検査事務を心掛
けていきます。

平成28年度定期監査報告
【監査の結果（重点監査）に添えて提出した意見に対する方針】
テーマ２：道路工事現場における情報提供について
監査委員の意見
標示施設による情報提供は、指針等に基づき現場
の実情に応じて適切に設置の判断がなされているこ
とから、今後も標示施設の設置によって道路利用者
等により丁寧でわかりやすい情報提供を行うように
努めてください。
また、標示施設以外では、現場の状況に応じて必
要な対応がとられていましたので引き続き適切に対
応するよう努めてください。
○標示施設の設置状況
工事標示板は全ての工事で設置していましたので
引き続きこの取組を進めてください。一方、工事情
報看板75件、工事説明看板89件が未設置となってい
ました。この理由として歩道がなく設置スペースが
ないなどの理由によるものが見られましたが、歩行
者（住民、通行者等）に丁寧でわかりやすく情報提
供することは、公共工事に関する理解と協力を得る
うえで重要な要素であると考えますので、歩行者の
利用が見込まれる道路の工事などでは周辺環境や通
行状況などを踏まえ、適切に設置するよう努めてく
ださい。
○標示施設の標示内容
標示施設の標示は指針等に基づき適切に行ってい
ました。ただし、工事標示板の工事種別では工事種
類を記載すべきところ、工事名を記載しているもの
が散見されました。丁寧でわかりやすく正確な情報
を提供するように努めてください。
○標示施設以外の情報提供
山間部で近くに地域住民のいない工事などを除
き、全ての工事でチラシ配布・回覧・地元説明など
により情報を提供していました。工事を円滑に進め
るために理解と協力を得ることも重要ですので、引
き続き取り組むようにしてください。

意見に対する方針
【生活排水課】
○標示施設の設置状況
工事情報看板、工事説明看板の設置については、「土木工事
現場必携（共８-70）」により実施しているところですが、ご
意見を踏まえ、毎年実施している建設部技術係長会議や受注者
向けに行っている技術者セミナー等において、適切な設置に努
めるよう指導してまいります。
○標示施設の標示内容
工事標示板の記載を適切に行うよう技術係長会議等において
指導してまいります。
○標示施設以外の情報提供
工事に係る情報提供（工事説明）は、引き続き取り組んでま
いります。
○交通誘導の手法、渋滞対策の状況、苦情の状況
現場内の交通管理等についても、引き続き適切に取り組んで
まいります。
○創意工夫の事例
ご意見のような先進事例、好事例については、現地機関に情
報提供してまいります。
【農地整備課】
○標示施設の設置状況
工事情報看板、工事説明看板の設置については、「土木工事
現場必携（共８-70）」により実施しているところですが、ご
意見を踏まえ、毎年実施している農地整備課長会議等におい
て、歩行者への丁寧な情報提供に努めるよう指導してまいりま
す。
○標示施設の標示内容
工事標示板の記載を適切に行うよう農地整備課長会議等にお
いて指導してまいります。
○標示施設以外の情報提供
工事に係る情報提供（工事説明）は、引き続き取り組むよう
指導してまいります。
○交通誘導の手法、渋滞対策の状況、苦情の状況
現場内の交通管理等についても、引き続き適切に取り組むよ
う指導してまいります。
○創意工夫の事例
ご意見のような情報提供の先進事例、好事例については、現
地機関に情報提供していまいります。

○交通誘導の手法、渋滞対策の状況、苦情の状況
交通状況や工事内容に応じ交通誘導員や信号など
により交通誘導を適切に行っていました。渋滞対策
として交通誘導員の増員や信号処理などの工夫もみ
られました。苦情への対応も適切に行われていまし
た。引き続き適切に対応するよう努めてください。 【森林政策課】
○標示施設の設置について
○創意工夫の事例
工事情報看板、工事説明看板の設置については、「土木工事
今後の予定、現在の進捗及び歩行者向けの迂回路 現場必携（共８-70）」により実施しているところですが、ご
の案内などの情報を提供している事例が見られまし 意見を踏まえ、毎年実施している治山担当者会議や林道担当者
た。また、インターネットによるリアルタイムの情 会議等において、適切な設置に努めるよう指導してまいりま
報提供も見られました。こうした情報は、道路利用 す。
者等がもっとも知りたいことでもありますので、取 ○標示施設の表示内容について
組が広がるよう県下関係事務所においても実施する 工事標示板の記載を適切に行うよう治山担当者会議や林道担
ことを望みます。
当者会議等において指導してまいります。
○標示施設以外の情報提供ついて
工事に係る情報提供（工事説明）は、引き続き取り組んでま
いります。
○交通誘導の手法等について
現場内の交通管理等についても、引き続き適切に取り組んで
まいります。
○創意工夫の事例について
ご意見のような先進事例、好事例については、現地機関に情
報提供していまいります。

機関名
工事監
査対象
機関の
主管課

【建設政策課】
○標示施設の設置について
工事情報看板、工事説明看板の設置については、「土木工事
現場必携（共８-70）」により実施しているところですが、ご
意見を踏まえ、毎年実施している建設部技術係長会議や受注者
向けに行っている技術者セミナーにおいて、適切な設置に努め
るよう指導してまいります。
○標示施設の表示内容について
工事標示板の記載を適切に行うよう技術係長会議等において
指導してまいります。
○標示施設以外の情報提供ついて
工事に係る情報提供（工事説明）は、引き続き取り組んでま
いります。
○交通誘導の手法等について
現場内の交通管理等についても、引き続き適切に取り組んで
まいります。
○創意工夫の事例について
ご意見のような先進事例、好事例については、現地機関に情
報提供していまいります。

【企業局】
○標示施設の設置状況
工事情報看板、工事説明看板の設置については、「土木工事
現場必携（共８-70）」により実施しているところですが、ご
意見を踏まえ、技術課長会議等において歩行者への丁寧な情報
提供に努めるよう周知してまいります。
また、周知が必要な工事の情報については、新たに本庁及び
現地機関のホームページにおいて情報提供を行ってまいります
○標示施設の表示内容
企業局においては、標示施設の記載を全て適切に行っていた
ところですが、引き続き丁寧で正確な情報提供に努めてまいり
ます。
○標示施設以外の情報提供
チラシ配布や住民説明会及び村広報誌掲載などにより情報提
供に努め、全て適切に行っていたところですが、引き続き適切
な情報提供に努めてまいります。
○交通誘導の手法、渋滞対策の状況、苦情の状況
交通誘導員や信号の設置により全て適切に行っていたところ
ですが、引き続き適切な対応に努めてまいります。
○創意工夫の事例
規制期間が長く交通への影響が大きいと考えられる場合に
は、ホームページによる情報提供を本庁及び現地機関において
行い、よりよい情報提供に努めてまいります。

監査委員事務局

