公告
地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の38第６項の規定により、長野県知事及び長野県教育委員会から、平成31年３月14日付
けで包括外部監査人山中崇氏から提出のあった平成30年度包括外部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
がありましたので、同項の規定により、これを公表します。
令和２年３月26日
長野県監査委員
田 口 敏 子
同
西 沢 利 雄
同
青 木 孝 子
同
宮 本 衡 司
１ 監査の対象となった事件名
公の施設（文教施設）の管理について
２

措置の内容等
事項

区分

監査の結果等（要旨）

措置等の内容

Ⅰ．文教施設の管理運営
【県立歴史館】
業務滞りの解消及
び専門職員等確保
の必要性

意見

県立歴史館が果たすべき３つの機能のうち、埋蔵文化財セン
ター的機能に関しては、館蔵木製品の保存処理、保存に係る
データ処理をできる限り早期に行う必要があること、記録保存
調査資料のうち写真は早急にデジタル化を行う必要があるこ
と、バッ クヤード探検について、希望校受入率が減少している
こと、巡回展の実施会場数の減少、また、公文書館機能に関連
する業務に関しては、歴史的行政資料のデジタル化を早急に行
う必要があること、移管された行政文書の薄冊確認、補修等を
行う必要があることなど、業務の滞りが認められる。歴史館の
職員配置は平成26年度に5名の人員減があった後、横ばいの状
況が続き、平成 29年度には2名の人員増となったものの、業務
の滞りの解消は進んでいない。歴史館に求められる役割を適時
に果たしていくために、専門人材の採用・育成を計画的に行っ
ていくとともに、専門性が必要とされない業務に関しては業務
委託などのアウトソーシングも検討し、業務の滞りを解消して
いく必要がある。

「埋蔵文化財センター的機能」は、現
在、収蔵庫を占めている土器等の遺物を順
次市町村に移管できるよう調整していま
す。これにより収蔵庫に余裕を作り、木製
品の保存処理等の作業を進めていけるよう
取り組んでまいります。
記録保存調査資料のデジタル化について
は、平成29年度から予算措置を行い進めて
おり、今後も計画的に継続して進めて参り
ます。
歴史館の職員配置については、平成29年
度に策定した文化財専門員の採用計画に基
づいて今後も採用を進めてまいります。
専門性が必要とされない業務は、アウト
ソーシングを検討してまいります。

【県立歴史館】
中期目標の総括及
び事業・運営状況
の周知

意見

中期目標及び中期ビジョンを基に、年度ごとに活動計画（目
標）を策定し事業評価（自己評価、協議会評価）を行ってお
り、各年度の評価結果及び次年度の計画についてはホームペー
ジに公開されているが、中期目標又は中期ビジョンはホーム
ページに公開されておらず、また、平成22年から平成 26 年度
を目標期間とする中期目標の終了時に当該目標期間を総括する
評価が行われていない。現段階では、平成29年度から31年度を
目標期間とする新たな中期ビジョンが策定されており、前中期
目標期間終了から３年を経過しているため、現時点で改めて前
中期目標期間の総括的な評価を行う意味はないが、現在の中期
ビジョンの終了時には総括的な 分析・評価を行い、その結果を
次の中期ビジョンの策定に活かしていくことが必要である。ま
た、各年度の評価は、事業結果の詳細を取りまとめた「年報」
に関連付けて整理されているため、この「年報」と併せ分かり
やすい形で公表し、歴史館の事業・運営状況を広く県民 に周知
することが必要である。

現在の中期ビジョンの終了時には、総括
的な分析・評価を行い、その結果をホーム
ページなどにより年報と併せて公表してま
いります。また、この結果を次の中期ビ
ジョンの策定に活かしていくよう取り組ん
でまいります。

Ⅱ．固定資産台帳の整備状況及び活用に関する意見
【固定資産台帳の
整備状況】
固定資産台帳の記
載項目における
「追加項目」の整
備について

意見

総務省「資産評価及び固定資産台帳整備の手引き」では固定
公共施設マネジメントに必要となる追加
資産台帳記載項目として①基本項目、②追加項目を定めてい
項目の整備を検討していきます。
る。追加項目については、公共施設マネジメント等に活用する
ための項目を追加項目としており、今後の固定資産台帳の活用
を考慮すると重要な情報になってくることが想定される。県も
総務省「資産評価及び固定資産台帳整備の手引き」に従った記
載項目を定め、固定資産台帳を作成している。しかし、現状で
は②追加項目は欄があるだけで情報の整備が未了の状況であ
る。固定資産台帳整備の目的のひとつとして「公共施設の維
持、更新に係る計画策定に活用」が掲げられており、今後情報
の充実を図り公共施設マネジメントに活用すべきである。ま
た、情報収集には各部署への情報請求やヒアリング等を伴う可
能性も想定され、一定程度の時間が必要となるため、情報収集
のスケジュールを策定し計画的に情報を整備することが必要で
あると考える。

【固定資産台帳の
整備状況】
固定資産台帳整備
の適時性について

意見

長野県では、総務省より示された「資産評価及び固定資産台
帳整備の手引き」に基づき、固定資産台帳の整備に着手し、平
成28年度末の固定資産台帳が平成30年３月に整備された。平成
29年度以降も年度終了後１年間をかけて当該年度の固定資産台
帳を整備する方針であるが、このような県の現状の年度末固定
資産台帳整備スケジュールでは、財務書類の補助簿としての固
定資産台帳は適時に作成されておらず、行政評価を適時に実施
することも予算編成に活用することもできていない。固定資産
台帳を今後活用し、資産の適切な管理やセグメント分析を適時
に行っていくためには、固定資産台帳の整備も適時に完了する
必要がある、そのため、固定資産台帳作成の体制整備や、固定
資産台帳作成の効率化を検討する必要がある。適時な固定資産
台帳の作成は固定資産台帳整備の目的の一つである行政評価や
予算編成に資することから、将来的には日々仕訳による固定資
産台帳登録の採用について検討することが望ましい。

日々仕訳の採用については、システムの
大規模改修が必要なことから引き続き検討
していきます。なお、令和元年から、支出
伝票起票時に固定資産情報を入力すること
で、期末の台帳整備の効率化を図っていま
す。

【固定資産台帳の
整備状況】
固定資産台帳の公
表について

意見

「統一的な基準による地方公会計マニュアル」において、他
平成29年度末時点の固定資産台帳を令和
団体との比較可能性を確保すること、民間事業者による
元年５月に県ホームページで公表しまし
PPP/PFI 事業への参入促進等の観点から、固定資産台帳につい た。今後も毎年度更新した固定資産台帳を
ては、公表を前提とすることとされているが、現在、県では、 公表していきます。
固定資産台帳の整備は完了しているものの、公表には至ってい
ない。これは、固定資産台帳上の全てのデータのうち、公表す
べき情報の検討に時間を要しているためである。このような理
由もあり、固定資産台帳を公表している自治体は少数で、ま
た、資産区分ごとの取得価額を公表するにとどまる自治体もあ
り、公表内容にばらつきがあるのが現状である。このような状
況ではあるものの、固定資産台帳を公表することで民間事業者
によるPPP/PFI に関する積極的な提案を促進することや、未利
用資産や売却可能な資産を明示することで民間事業者による買
収を促進することで、公有資産の有効利用を図ることができる
等の利点があることから、早期の公表に向けて、固定資産台帳
の公表の目的を明確化し、目的に応じた情報を公表するよう検
討することが望ましい。

【固定資産台帳の
整備状況】
固定資産台帳の情
報の活用について

意見

固定資産台帳作成の目的として、総務省「資産評価及び固定 令和元年度から、固定資産台帳の情報を
資産台帳整備の手引き」では、施設別・事業別等のセグメント 基に施設別のフルコストを算出し、公の施
別の財務情報を示すこと等により、個別の行政評価や予算編 設の使用料改定に活用する取組を試行しま
成、公共施設の老朽化対策等に係る資産管理等といった活用に した。
つなげることを掲げているものの、現在、県では、固定資産台
帳の情報を利用したこれらの分析は実施していない。固定資産
台帳を活用した事例として総務省より「財務書類等のその他の
活用事例」が例示されており、当該事例を参考に固定資産台帳
の活用を進めることが望ましい。

【固定資産台帳の
整備状況】
固定資産台帳と公
有財産台帳等の一
元化

意見

県の各施設では、公有財産台帳を作成し、それに基づき資産
管理をしており、現行制度における各種台帳については、その
目的や構造等において固定資産台帳と相違点も多いものの、将
来的には一体的な管理を行えることが効率的な資産管理という
観点からも望ましいため、既存の各種台帳から可能な限りデー
タを取得した上で、将来的な一元化を見据えた固定資産台帳と
して整備することを検討することが望ましい。また、有形固定
資産のうち物品（総排気量１ｌ以上の自動車を除く）及び無形
固定資産について、200 万円未満のものについては固定資産台
帳の登録対象外としている現在の県の基準では、保有している
資産のうちごく一部しか固定資産台帳に登録されず、固定資産
台帳の目的の一つである資産管理が十分に達成できるのか懸念
が生じる。公有財産台帳や備品台帳等と一元化することで結果
として固定資産台帳に登録される資産の範囲が広がり、固定資
産台帳の目的の一つである資産管理目的が達成できることから
も一元化を見据えた 固定資産台帳として整備することを検討す
ることが望ましい。

【固定資産台帳の
活用】「受益者負
担の適正化」観点
からの使用料等の
見直しについて

意見

公の施設の使用料等が運営コストを下回る場合、その不足分
令和元年度から、固定資産台帳の情報を
について県民全体からの公費（税金）で賄う形となり、公の施 基に施設別のフルコストを算出し、公の施
設を利用しない県民にもそのコストを負担してもらう結果と
設の使用料改定に活用する取組を試行しま
なっているため、公平性の観点からは、受益者には「応分の」 した。
使用料等の負担を求める「受益者負担の適正化」の観点に基づ
いた使用料等を設定することが望ましい。現行の県の公の施設
の使用料等については、近傍類似施設との比較により見直し及
び決定されているが、近傍類似施設との比較だけでは公平性を
確保しているとは言い難く、各施設の実際のフルコストを基礎
として受益者の応分の負担額＝使用料等を決定することが望ま
れる。使用料検討の過程において、フルコストを基礎とした、
あるべき受益者負担額をまずは把握し、検討過程における重要
な参考情報として活用していくことを検討すべきである。

固定資産台帳と公有財産台帳等の一元化
には、登録する情報の統一化作業やシステ
ムの大規模改修も必要なことから、他団体
の事例も参考にしながら引き続き検討して
いきます。

【固定資産台帳の
活用】「受益者負
担の適正化」観点
からの減免制度の
見直しについて

意見

今回対象とした公の施設では、いずれの施設においても、対
施設ごとの減免制度について、必要があ
象団体等について、「減免」が実施されているものの、施設ご れば見直しを検討していきます。
とに減免の考え方やその減免額（率）にバラツキが生じてい
る。また、条例により各施設に委ねられている部分も多く、減
免制度の存在及び減免額の見直しも定期的には行われていな
い。施設の使用料と減免制度は密接な関係にあり、「受益者負
担の適正化」を達成する上で、「減免制度」についても使用料
の見直しと一体的、かつ、定期的に見直されていくことが望ま
しい。見直しにおいて、「受益者負担の適正化」の趣旨を踏ま
えた、統一的かつ客観的な基準を設けることも有用である。

【固定資産台帳の
活用】
施設別「フルコス
ト」情報の活用と
開示について

意見

収支予算ベースの資料のみでは、各施設に要する間接的な人 施設ごとのフルコスト情報の公表につい
件費や減価償却費といったコストが見え難いという欠点があ ては、引き続き検討していきます。
る。各施設の「フルコスト」情報を把握することは、「受益者
負担の適正化」の観点から使用料等の見直しに資するほか、施
設の運営管理上有用であり、これを活用できるよう、積極的に
外部へ開示していくことが望ましい。

Ⅲ．ファシリティマネジメントに関する意見
【ファシリティマ
ネジメント】
ファシリティマネ
ジメントの取り組
みにおける総合的
な視野の必要性

意見

ファシリティマネジメントは、一般的に、「企業、団体等
県有財産の取得や処分等については、
が、組織活動のために施 設とその環境を総合的に企画、管理、 ファシリティマネジメント推進会議での協
活用する経営活動」として定義される。県では平成29年３月に 議などにより、経営的な視点をもって全庁
「長野県ファシリティマネジメント基本計画」を策定し、戦略 的・総合的に推進します。
的な取り組みが見られるが、取り組み領域は明確ではなく、全
庁的な組織経営に与える効果という面では目的の設定も不十分
である、ファシリティマネジメントの取り組みを、「総合的な
視野」という点で見直す必要がある。今後は、ファシリティマ
ネジメ ントの担当部局に全庁的な情報を集約するとともに、
ファシリティマネジメントの目的を、県に求められる行政サー
ビスの遂行 に資する取り組みとして再検討し、対象領域を、目
的に沿って再考して、「総合的な視野」から遂行することが望
ましい。

【ファシリティマ
ネジメント】
ファシリティマネ
ジメントの取組体
制及び人員配置の
見直し

意見

財産管理、営繕、予算等に関係する課の
連携を一層強化し、担当業務の見直しや予
算付けを戦略的に行う仕組みの構築を検討
します。

【ファシリティマ
ネジメント】
一元化情報データ
ベースの実践的運
用の重要性

県では、ファシリティマネジメントの推進体制として「ＦＭ
推進会議」、「プロジェクトチーム」、「ワーキンググルー
プ」を配置し、全庁的に取り組んでいるが、現状は、縦割り組
織の影響が大きく、ファシリティマネジメントの視点で組織横
断的な施策を立案し実行することは容易ではないと考えられ
る。ファシリティマネジメントの視点では、組織横断的な課題
抽出や対応策の立案をプロジェクトチームが行い、予算の決定
はファシリティマネジメントの担当部局が関与することが望ま
しい。また、一般的に、ファシリティマネジメントに取り組む
部門には、「管財・営繕の機能」、「財政の機能」、「企画・
行政の機能」、という3つの機能が必要である。現在県が推進し
ているファシリティマネジメントでは、特に「管財・営繕」に
重きを置いているが、今後は、「財政の機能」、「企画・行政
の機能」の考え方も 踏まえて、ファシリティマネジメントに取
り組む部門の位置づけを再考し、組織体制の整備や職員の配置
を見直すべきであり、その際には、財産活用課におけるマネジ
メント機能の向上や人材の登用、財産活用課と施設所管課の担
当業務の見直し、予算付けを戦略的に行える仕組みの構築に留
意することが望ましい。
意見
効果的なファシリティマネジメントの遂行には客観的な情報
として各種データの利用が必須であり、ＰＤＣＡを通した持続
的な改善を統括するうえでもデータの収集・蓄積・利用は基本
となる。県では既に「財産情報システム」の整備を進めてお
り、県有財産について、利用状況や保全に関する情報をデータ
ベース化として一元化及び共有化し、効率的な利用を目指して
いる。既にシステムは活用されてはいるものの活用方法や効果
は限定的である。 今後、可能な限り早期に、明確な運用方針を
策定するとともに、実際の活用を通してデータの蓄積・ 更新・
改善、データ項目の追加・検討などを繰り返し、参照する価値
が高いデータとして改良・更新していくことが望まれる。ま
た、一元化情報システムを戦略的なファシリティマネジメント
を展開する上での基盤として、実 際に運用し、効果的に庁内の
具体的な意思決定に活用していくためには、現状のファシリ
ティマネジメント推進における様々な取り組みとの連携を図る
などの工夫が必要である。

○R１予算において財産管理システムの点
検・改修データベースを改善し、点検結果
や修繕等の記録としてデータを蓄積・更
新・改善を行いながら、長寿命化対策など
に活用します。

【ファシリティマ
ネジメント】
施設管理者とファ
シリティマネジメ
ント担当部局にお
ける責任領域の再
考

【ファシリティマ
ネジメント】
ファシリティマネ
ジメントの遂行に
おける新技術の導
入の可能性

意見

指定管理者による業務の中心は施設の管理運営であり、特に
文化施設については、民間事業者のノウハウを生かして、利用
者のニーズに柔軟な発想で対応する質の高いサービス提供が求
められている。一方で、指定管理者の日常的な管理業務とし
て、日常管理・清掃、設備等を含めた法定点検、小規模な修繕
などの維持管理に係る業務も実施している。ファシリティマネ
ジメントの視点で施設の維持管理のあり方を考えた場合、各施
設の維持管理にも長期的な視野や品質面に関わる戦略を定期的
に織り込む工夫も必要と考えられ、ファシリティマネジメント
の担当部局が方向性を示してマネジメントをすることで、施設
の価値が向上し、より効果的で魅力的な行政サービスを持続す
ることに繋がると同時に、指定管理者側は本来の責任領域であ
る管理運営業務に集中することができ、より効果的な事業展開
が可能となり、官民両者にメリットをもたらすことに繋がると
も考えられる。このように、指定管理者等の施設管理者と県の
ファシリティマネジメント担当部局との責任分担を再考し、効
率的に行政サービスの品質を継続できる工夫を凝らす必要があ
る。
意見
ファシリティマネジメントの推進においては、ファシリティ
マネジメントの本質に立ち返り、施設の内部及び外部環境に対
する総合的なマネジメントの取り組みとして、RPA・AI 等の活
用など、新技術の導入を検討する視点を常に持ち、持続的かつ
効果的な行政サービスの提供を目指すことが重要である。

指定管理者が本来の業務に集中できるよ
うにするため、ファシリティマネジメント
担当部局は、効率的な施設管理に繋がる情
報の収集を進めます。

ファシリティマネジメントを推進するに
あたり、費用対効果を検証し、優れた先進
技術の導入を検討します。

監査委員事務局

