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27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28年３月24日
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監査委員事務局

平成27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（処理状況）の内容】
指 摘 事 項
処 理 状 況

分 類
収入事務 １ 調定の時期が適切でないもの
２件
(1) 収入に関する事務において、前年度及び
年度当初に定期的に行われる調定事務のチェックリ
前々年度の監査で指導したにもかかわら
ストを作成し、複数の職員により進捗管理を行い、チ
ず、定められた期日までの処理がなされて ェック体制を整備したところ改善が見られました。し
いなかった。
かしながら、所全体に周知が徹底されておらず、同様
の案件が発生してしまいました。
・北部事務所の継続分の行政財産使用料
改めて、以下のとおり所全体で改善に努めています。
（360円）について、本来ならば４月30日
までに徴収すべきところ、６月９日に調定 (1) 課長・係長会議で、指摘事項を周知し、さらに全
を行い、納期を６月27日としていた（平成
職員へ伝達しました。
26年度において指導事項）。
(2) 年間スケジュール表とチェックリストを再度整備
・本所の継続分の道路占用料（9,565,189
し所内に掲示するとともに、担当者のほかに係員・
円）及び河川占用料（5,561,283円）につ
係長を加えた複数職員が準備から調定決議までの作
いて、本来ならば４月30日までに徴収すべ
業状況を４月10日までに確認します。
きところ、４月30日（河川）、５月１日
ここ何年か同様の事案について指導されているこ
（道路）に調定を行い、納期を５月23日と
とに鑑み、管理監督者及び職員一人ひとりが、不適
していた（平成25年度において指導事
切な処理を見逃さないよう審査を行ってまいります。
項）。

機関名
佐久建
設事務
所

２ その他収入に関する事務処理が適切でないもの
(1) 本所の道路占用及び河川占用について、
再発防止として以下のとおり改善を図りました。
佐久建
平成24年度及び25年度において処理すべき
設事務
許可事務を、平成26年度になって行ったた (1) 申請書を受理した際には係長の確認を受けた上で、 所
め、徴収すべき占用料350,000円程度が徴
共有サーバー上の処理簿に記入するとともに、協議
収できなかった。
事項や補正を求めた経過等を逐次記入し、課内で進
捗状況を共有することとしました。
(2) 未処理申請書の保管場所を定め、係長が週１回受
付や処理の状況を確認することとし、進捗管理を徹
底してまいります。

補助金
事務
２件

１ その他補助金に関する事務処理が適切でないもの
(1) 農業経営基盤強化資金利子助成事業補助
過交付金額のうち、時効により返還請求権が消滅し
金において、農業者が借入金を繰上償還し ていない82,185円については、平成27年３月31日に収
た後も、十分な確認をしないまま利子助成 納しました。
金を交付していた（いわゆる「過交
また、今回の問題を受け、次の再発防止策に取り組
付」）。過交付した補助金のうち、４件
み、事務の適正執行を図っています。
348,466円については、消滅時効により回
収不能となった。
(1) 農業者から申請の都度、市町村へ助成額の算出に
・上伊那地方事務所農政課
必要な償還年次表等を提出させること。
（３件319,936円、過交付期間 平成16～
25年度）
(2) 助成を行っているすべての農業者について、県に
おいて管理台帳の再整備を行い、市町村の台帳整備
についても徹底すること。
(3) 融資元の日本政策金融公庫から、年２回の助成時
期に合わせて、全案件の融資情報の提供を受け、県
と市町村で共有すること。
(4) 新たに作成した独自のチェックリストを活用する
とともに、複数の職員により申請内容を精査するこ
と。
(5) 市町村担当者へ利子助成制度を事務執行上の留意
事項について徹底するとともに、チェックリストを
配布し、チェック体制を強化すること。

上伊那
地方事
務所農
政課

農業経営基盤強化資金利子助成事業補助
金において、農業者が借入金を繰上償還し
た後も、十分な確認をしないまま利子助成
金を交付していた（いわゆる「過交
付」）。過交付した補助金のうち、４件
348,466円については、消滅時効により回
収不能となった。
・松本地方事務所農政課
（１件 28,530円、過交付期間 平成20～
26年度）

松本地方事務所農政課における過交付金の総額は
201,484円です。このうち、消滅時効により回収不能と
なった28,530円を除く、172,954円については、平成27
年8月31日に収納しました。
なお、今回のような不適切な事例が二度と発生しない
よう、以下のとおり再発防止策を講じます。

松本地
方事務
所農政
課

(1) 市町村に対し、平成27年10月21日付け27松地農第
396号で「農業経営基盤強化資金利子助成金の交付
事務の適正な執行について」を通知し、当該助成金
の適正・適切な事務処理を徹底しました。
(2) 書類の審査に当たっては、平成27年度下半期利子
助成金交付事務から、要綱に定める書類以外に、市
町村が農業者から提出を求めた償還年次表及び支払
通帳の写しと、県が年２回の助成時期に合わせ日本
政策金融公庫から入手する融資残高に基づいて、利
子助成額の確認を行うこととしました。
(3) 地方事務所及び市町村で平成28年１月末を目途に
管理台帳の再整備を行い、利子助成対象残高の情報
共有を図るとともに、適正な事務処理を徹底するた
めの農業制度資金担当者会議を開催します。
(4) 11月25日の所課長会議において、過交付における
是正措置と再発防止の徹底について説明し、各所課
への注意喚起を図りました。

(2)

造林関係補助事業において、平成19年度
林務部では、「大北森林組合補助金不正受給等検証委 北安曇
から25年度までの長期間にわたり、財務関 員会」の報告を踏まえ「林務部コンプライアンス推進行 地方事
係法令を逸脱した不適正な補助金交付事務 動計画」を策定し、「二度とこのような事案を起こさな 務所林
が行われていた。
い」との強い決意の下、再発防止に取り組んでいます。 務課
この行動計画に基づく北安曇地方事務所林務課の取組の
概要は次のとおりです。
１ 職員の資質向上とコンプライアンス意識の改革
(1) 職員一人ひとりの業務に向う姿勢の学び直し
・規範意識醸成を図るための職場内研修会の実施
他
(2) 職員間のコミュニケーションを活性化し、県民起
点で議論する組織づくり
・職場内検討会を月に１回以上開催し係横断的な
課題に対し連携他
２ 組織として不祥事を防止するための仕組みづくり
(1) 再発防止に向けた体制の整備
・コンプライアンス推進会議を設置し、行動計画
に基づく取組みの進捗管理、効果検証を実施
(2) 検査におけるけん制体制の強化
・事業担当と検査担当の区分け
３ 造林補助事業での不適正申請を許さない仕組みの
構築
(1) 補助申請者による自己チェックの強化と書類調査
の厳格化
・森林ＧＩＳを活用した施業履歴データの整備な
ど、重複申請を防止するための施工地管理の実施
(2) 現地調査の形骸化防止・けん制体制強化
・現地調査箇所の抽出の無作為抽出を徹底
・現地調査の原則２人体制での実施
(3) 現地調査が困難な年度末申請の見直し
・積雪により現地調査が困難な第６回申請を原則
廃止
また、毎月の取組み状況を「コンプライアンス推進本
部」に報告し、その内容はホームページにて県民の皆様
に公表されます。年度末には、取組状況の検証を行い、
その結果により計画を見直すなどＰＤＣＡサイクルによ
り充実を図ることとしています。

平成27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
収入事務 １ 使用料の算定を誤っていたもの
６件
駐車場に係る行政財産目的外使用許可に
平成27年度から適正に算定し徴収しています。
おいて、使用料の額は土地の評価額に100
再発防止のため、最新の要領及び通知を確認のうえ、
分の6.48を乗じて算定すべきところ、100 算定額の計算を係長がダブルチェックを行う体制としま
分の６を乗じて算定したため、354円の徴 した。
収不足が生じた。

２ 調定の時期が適切でないもの
(1) 行政財産目的外使用許可に伴う管理経費
については、原則として毎月調定のうえ徴
収すべきところ、松本旭町庁舎の使用許可
に係る平成26年４月分から27年３月分まで
の管理経費合計3,846,708円を年度末に一
括調定し、徴収していた。

(2)

機関名
障がい
者支援
課

毎月調定ないし四半期調定への変更について、それに こど
伴う事務処理の負担増につき受託者や、子メータ―記録 も・家
を行っている再委託受託者に対し説明をし、具体的方策 庭課
について協議を行ってきています。
また、これまで年度末の一括調定・請求を続けてきた
経過から、各使用団体に対しても毎月調定ないし四半期
調定への変更に伴う必要な予算措置についても、理解を
求めてきています。
こうした中で、順次調定間隔の改善を図っており、平
成28年１月使用分から、毎月ごとの調定に改善しまし
た。
（平成27年度は10月と28年１月以降毎月調定実施。）

行政財産目的外使用許可の土地、建物
平成27年度は、４月７日に行政財産目的外使用許可 北信地
（８件）について、使用許可が継続の場合 （継続分）の土地・建物使用料８件の調定を行い、４月 方事務
の次年度以降の使用料は４月30日までに徴 30日までにすべての徴収を完了しました。
所建築
収すべきところ、５月中に行っていた。
また、例年４月は建築関係業務の繁忙期でもあるた 課
め、その他の業務に不適切な事務処理が起こらないよ
う、処理期限を記載したチェックリストを作成し、それ
を課内で共有することで期限内の事務処理を行えるよう
にしました。

３ その他収入に関する事務処理が適切でないもの
(1) 道路占用料について、督促状を発付すべ
今後は財務会計システムから定期的（月１回月末）に 諏訪建
き滞納者に対して発付していなかった。
調定状況一覧を出力し、収入未済の状況を係長及び係員 設事務
が複数でチェックする体制を整え、適切に事務処理を行 所
ってまいります。
なお、平成27年度については、該当者に督促状を発付
しております。
(2)

過徴収額の返金を平成28年１月６日に完了しました。 木曽建
道路占用料の延滞金を徴するに当たり、
また、改善策として、根拠規定を明示するとともに、 設事務
納付期限の翌日から納付の日までの日数に
応じ年14.5パーセントの割合を乗じて得た 独自に作成したチェックリストにより、複数の職員によ 所
額とすべきところ、年114.5パーセントを る確実な確認を実施し、収入事務処理の適正を図ってま
いります。
乗じて得た金額を徴していた。
（１件、過徴収額 1,000円）

(3)

今年度は、施行通知が到着次第、該当市町村の事務担 木曽建
急傾斜地崩壊対策事業について、市町村
から工事公告前に負担金を徴収すべきとこ 当者に速やかに連絡し、円滑な納入について調整を行っ 設事務
所
ています。
ろ、年度末までその徴収を怠っていた。
また、改善策として、独自にチェックリストを作成
し、工事公告前に負担金が納入されているか、複数の職
員による確認を徹底してまいります。

契約事務 １ 予定価格の設定に関する事務処理が適切でないもの
９件
(1) 書道室黒板等修繕工事において、本来で
書道室上下式黒板の塗替え・ガタツキ補修と既存書道 丸子修
あれば、別途需用費で購入すべき生徒椅子 机の補強に併せて整備した椅子の更新を、書道室の一連 学館高
を、黒板の修繕に併せて工事請負費で発注 の改修として工事請負費で発注しました。
等学校
したため、生徒椅子の購入についても諸経
指導を受け、直ちに支出訂正処理を行い、２月９日付
費（一般管理費、現場管理費）がかかり、 けで全額を需用費に訂正しました。
割高になっていた。
今後は、需用費で購入すべきものは、工事に含めるこ
となく別途需用費で購入するとともに、財務規則に基づ
いた適正な節区分での支出となるよう、事務長以下職員
間で相互に確認を行い、経験のない事案については、事
前に東信会計センターに確認し、適正な事務処理を行う
よう努めてまいります。
(2)

万郡第二職員宿舎室内改修工事の予定価
部材の積算誤りがないよう、設計委託業者の成果品に 木曽地
格算定において、一部の部材を誤って積算 ついて部材価格のチェックを徹底し、適正な予定価格の 方事務
していたため、取引の実例価格に基づく予 算定を行いました。
所地域
定価格となっていなかった。
更に、複数の職員によるチェックを実施し、再発防止 政策課
の徹底を図りました。

２ 入札参加要件の設定又は請負人等の選定に関する事務処理が適切でないもの
(1) 橋梁修繕の設計業務委託の発注に際し、
「財務規則等チェックリスト」を作成し、事業実施に 自然保
長野県建設工事請負人等選定委員会による 当たって必要な事務処理を担当者が確認した経過を残す 護課
審議を行っていなかった。
こととしました。
併せて、起案・回議時に財務規則等チェックリストを
・自然公園施設等整備事業 松本市上高地 添付することで担当者以外の者も確認し、財務規則等に
契約額 334,800円
基づく適正な事務処理が行われるよう努めてまいりま
【工事等監査】 す。
(2)

職員宿舎改修工事の実施設計業務委託の
担当職員の事務の失念が原因であったことから、再発 茅野警
発注に際し、長野県警察建設工事請負人等 防止策として昨年11月末に開催された警察本部による中 察署
選定委員会（所委員会）の審議を行ってい 南信ブロック会計業務研修会（工事事務処理実戦塾）を
なかった。
受講し、基礎知識の習得に努めました。
また、本年１月より工事契約を行う際は、工事契約
・玉川職員宿舎Ａ屋根外壁等改修工事実施 チェックリストを作成することとし、複数の職員による
設計業務
確認を確実に実施し、再発防止の徹底を図っています。
契約額 600,480円

３ 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
(1) ひとり親家庭就業支援講習会委託事業に
監査委員事務局からの指導を受け、（「不調」の場合 こど
おいて、複数の業者から見積書を徴取すべ の取扱いについて）課内で再確認を行いました。平成27 も・家
きところ、１者の見積りにより業者を決定 年度においては、会計課指導のもと、複数業者から見積 庭課
していた。
書徴取を行い、適切に対応しているほか、見積経過書の
記載方法等を見直し、発生防止に努めています。
見積もり参加者が少数にとどまるのは、委託仕様内容
にも原因があるものと認識し、平成28年度から改善して
まいります。
４ その他契約に関する事務処理が適切でないもの
増額変更時にも免除申請書を提出するように平成26年
(1) 委託の増額変更契約に係る契約保証金に
ついて、免除申請書の提出がなかったにも 12月から事務処理を改善しています。
なお、平成27年度から契約を締結するものについて
かかわらず免除していた。
は、会計局において平成27年３月に施行された「建設工
・当初契約時には、契約保証金免除申請書 事等に係る契約保証金取扱要領」に基づき適正に事務処
の提出があり、これにより過去２年間の実 理を行っています。
績を確認し免除したが、増額変更時には、
免除申請書の提出がなかったにもかかわら
ず免除していた。
平成26年度復旧治山火山地域委託 増額変
更契約
当初契約額：
973,080円
変更後契約額：1,101,600円
契約保証金の額： 12,852円

長野地
方事務
所林務
課

建設工事に係る契約保証金について、本
事務室職員一同長野県財務規則を再認識し、契約の際 明科高
来ならば徴収すべきところ、これを免除し は事務担当者と事務長がダブルチェックできるチェック 等学校
ていた。
リストを作成し、契約保証金の納付免除に該当しない相
手方から徴収もれのないようチェック体制を整備しまし
・契約人に、過去２年間に国又は地方公共 た。
団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約
なお、今後このような事態を招かないよう関係法令、
を２回以上にわたって履行した実績がな
財務規則等を遵守し適正な事務処理を行ってまいりま
かったにもかかわらず、財務規則第143条 す。
第３号の規定により契約保証金を免除して
いた。
保健室冷房設置事業
契約額：
1,674,000円
契約保証金の額：167,400円

(2) 地下オイルタンク改修工事（1,026,000
円）は、当初、本館地下オイルタンクにつ
いて、法令に基づく改修を行うものであっ
たが、契約後に、当該タンクは法令に違反
していないことが判明し、緊急の改修が不
要となったため、急きょ、工事名、工事場
所等の変更契約を行い、本来、別契約で行
うべき法令に基づく改修が必要な他のオイ
ルタンクの改修工事を行っていた。

本案件については、計画時に設置状況及び法令の確認 林業総
が不十分であったことに起因するものです。
合セン
今後においては、計画段階における設計図書及び官公 ター
庁届等による施設設備内容の詳細な確認及び法令等に基
づく検討を確実に行い、会計処理に疑義のある場合は、
主管課及び会計センター等への指導助言を仰ぎ適切に処
理します。

(3)

生徒通用門の修繕について、見積書を徴
事務室内で修繕に関連する財務規則を再確認し、再発 大町北
取し、契約方法により修繕を行うべきとこ 防止のため起案から支出までをチェックリストにより職 高等学
ろ、同日付けで既存生徒通用門撤去
員相互及び事務長の確認を徹底し、慎重に審査を行い適 校
（50,760円）と生徒通用門改修（298,080 正に事務処理を行うよう努めてまいります。
円）に分けて、請求方法により修繕を行っ
ていた。

(4)

大町警察署トイレ改修工事において、予
原因について、チェック体制の不足が認められたこと 大町警
定価格をよく確認しなかったため、予定価 から、警察本部より昨年12月に発出された通達の「建設 察署
格を超えた金額で契約していた。
工事に係る適正な事務処理の徹底について」により、職
員に教養を行い、相互に確実なチェックを行うこととし
ました。
具体的には、入札、見積合わせの際に、複数の目によ
るチェックを厳格に行い、結果の確認においても、予定
価格を一見して確認及び比較できるよう、入札経過書又
は見積結果書の備考欄に予定価格を記載することとした
再発防止に努めています。

支出事務 １ 職員手当支給の返納又は追給を要するもの
13件
教育業務連絡指導手当について、出勤日
過払いの手当については返納手続きを行い平成27年９ 伊那養
でない日を支給の対象としたため、３件
月28日に納入済です。
護学校
300円の過払いとなった。
決裁回議の職員数を増やしチェック体制を強化すると
ともに、教職員に制度及び教育業務連絡指導手当整理簿
の記載方法の周知徹底を図り、再発防止に努めていま
す。

２ 旅費の返納又は追給を要するもの
(1) 職員に対する旅費について、重複して支
給していたため、13件17,500円の過払いと
なった。
過払いとなった旅費については、返納手続きを行い12
職員に対する旅費について、重複して支
給していたため、１件3,180円の過払いと 月３日に返納されました。
再発防止策として、職員に対し適正な事務処理の周知
なった。
徹底を図るとともに、旅行命令の重複起案及び決裁を防
止するため、本人のパソコンに旅行命令の処理状況を記
録することと、庶務担当者のパソコンで精算状況を記録
することによるダブルチェックの体制としました。

上伊那
地方事
務所商
工観光
課

職員に対する旅費について、重複して支
旅費の過払いについては、７月16日付で全て納入され 須坂園
給していたため、２件2,400円の過払いと ました。
芸高等
なった。
再発防止策として以下の対応を実施しました。
学校
・管理職員（学校長・教頭・事務長）および事務
担当者による精算時チェックを強化しました（管
理職は「旅費処理状況チェック表」により確認）。
・早期の旅費の精算について、職員会で繰り返し
周知を行いました。
・旅費申請・精算等の入力手続きを含め、内部事
務システムの研修会を実施しました。（９月29
日、30日）
・内部事務システムのデータ出力システムを使用
し、月末時点の旅費の精算状況を確認しています。
・旅行命令の回議の際に事務室にも回るよう回議
ルートを変更しました。
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。
職員に対する旅費について、重複して支
過払いとなった旅費については、８月11日に返納手続 上田高
給していたため、５件7,360円の過払いと きを行い、８月17日までにすべて納入されました。
等学校
なった。
再発防止策として次の対策を講じました。
１

旅行命令の入力にあたっては、システムの提出
物処理状況一覧を確認する等重複入力しないよう
全職員に周知徹底しました。

２

旅行命令の審査では、教頭と事務長が各々旅行
命令の整理簿を作成し、二重にチェックしていま
す。
今後も上記の取組を行い、再発防止に努めて参り
ます。
職員に対する旅費について、重複して支
過払いとなった旅費については、平成27年８月５日に 箕輪進
給していたため、３件3,450円の過払いと 返納手続を行い、９月１日までに全て納入されました。 修高等
なった。
再発防止策として、以下の対策を講じました。
学校
・職員に対して、適正な事務処理・早期の旅費精
算について周知徹底を図りました。
・旅行命令整理簿を作成しチェックするとともに、
内部事務総合システム旅費支払データと照合し、
月末時点の旅費の精算状況を確認しています。
今後も上記の取組を行い、再発防止に努めて参りま
す。
過払いとなった旅費については、平成27年５月28日に 高遠高
職員に対する旅費について、重複して支
等学校
給していたため、２件1,110円の過払いと 返納手続を行い、６月２日に全て納入されました。
再発防止策として、職員に対して適正な事務処理につ
なった。
いて周知徹底を図るとともに、内部事務システムの旅費
支払データを活用し、事務長と予算担当者で毎月末確認
しています。
また、教頭が「出張日、行先」をリストにして旅行命
令の確認を行っています。
今後も同様の取組を行い、再発防止に努めてまいりま
す。

(2)

職員に対する旅費に関して、住居から勤
過年度返納処理に係る起案及び調定を平成27年12月２ 上田建
務地への通勤経路と重複する経路につい
日に行い、同日、納入通知書を該当職員に発出。12月４ 設事務
て、通勤手当相殺の調整を行わずに支給し 日に返納となりました。
所
ていたため、１件270円の過払いとなっ
（再発防止策）
た。
１ 承認者の理解に資するよう、旅行命令及び精算
請求時に、通勤手当との相殺調整に係る、より詳
細な情報（重複区間、距離等）を明細情報の備考
欄に記載するよう、各職員に指示しました。
２

内部事務システムから各職員の通勤届を印刷の
上、関係各承認者に配布した。承認時に当該通勤
届で認定経路を確認することにより、重複区間の
有無を必ず把握の上、承認を行うよう、各承認者
に指示しました。

３

特に、年度末に同様事案が発生するおそれがあ
ることから、同時期の請求及び承認には、より慎
重を期すよう、各職員に指示しました。

３ 工事請負費の執行が適切でないもの
(1) 地すべり対策事業の地下水排除工として
行っている横ボーリング工事に関して、地
方事務所農地整備課の一部工事において、
施工箇所周辺の地下水位等の観測が行われ
ておらず、工事の効果が判定できない状態
となっていた。

指導を受け、県内で実施している５地方事務所農地整 農地整
備課の事業実施地区について現状を確認するとともに、 備課
平成27年12月15日開催の地方事務所農地整備課長会議に
おいて、地下水位等の観測を踏まえた工事の効果判定の
必要性を徹底し、さらに、平成28年２月下旬に現地機関
あて文書にて周知・徹底を図ります。
今後も定期的に、工事の効果が判定できる状況である
補足説明
ことを執行状況により確認しながら適正な事業執行に努
地下水排除工は地下水位を低下させるこ めてまいります。
とにより地すべり土塊の滑動を抑制するも
ので、現場ごとに地すべり解析を行い目標
とする水位低下量を定め、工事による水位
低下量をその都度確認しながら、次の工事
の方針（工事の要・不要の判断や、どの位
置を施工するかなど）を決定していく。
【工事等監査】

(2)

参加希望型競争入札で発注された工事の
下請負契約が、発注者への下請負人通知書
のみで行われており、公告で定めた下請負
協議書による協議がなされていなかった。
【工事等監査】

指導を受け、平成27年６月の課長係長会議において、
参加希望型競争入札公告を再確認し、参加希望型競争入
札で発注した工事の下請契約については、受注者は下請
負協議による協議を発注者と行う必要があることを徹底
しました。また、平成27年11月に課の職員全体会議を開
催し改めて周知・徹底を図りました。
平成27年度は、参加希望型競争入札で発注した工事に
ついて受注者が下請負に出す場合は、下請負協議書によ
る協議を行っていることを確認しています。

下伊那
地方事
務所農
地整備
課

４ 委託費の執行が適切でないもの
今年度の当該事業の実施に当たっては、委託事業の執 国際課
(1) 変更契約をせずに、委託契約額を超える
行状況等を事務担当者の他複数人で確認する体制を整え
額を追加で支出していた。
るとともに、事務処理手順を踏まえたチェックリストに
・バイリンガル日本語指導者育成講座業務 よるチェックを行い、算定誤り等のないよう事務処理を
行うこととしました。
委託
契約額：
459,086円
支出額：当初 459,086円
追加
743円
合計 459,829円

５ 事前審査に関する事務処理が適切でないもの
(1) 補助金について、財務規則第64条の規定
補助金事務に不慣れな職員であっても、適正な執行が 次世代
による出納機関の事前審査を受けていなか できるよう執行状況管理表を作成するとともに、管理表 サポー
った。
の活用により職員相互によるダブルチェックを実施して ト課
まいります。
・地域少子化対策強化補助事業補助金
交付決定額 10,008,000円（交付決定
時）
(2)

工事請負費について、財務規則第65条の
変更契約の際、財務規則第65条の規定による出納機関 産業立
規定による出納機関の事前審査を受けてい の事前審査を受けなければならないという認識が担当職 地・経
なかった。
員になかったため、今回の事案が発生してしまいまし 営支援
た。
課
・上田リサーチパーク食品工場除却工事
今後は事前審査に係るチェックリストを作成し、事務
当初契約 51,732,000円（事前審査済） 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
増額変更契約 3,346,920円（契約変更時 で確認を行える体制を整備し、今後再発防止に努めてま
事前審査未了）
いります。

６ 給付完了検査に関する事務処理が適切でないもの
(1) 100万円以上の備品購入の給付完了検査
支出事務にあたっては、『支出審査事務の手引き（平 諏訪建
で、検査調書を作成していなかった。
成26年4月 長野県会計局会計課）』を参照するよう、あ 設事務
らためて関係職員に周知してまいります。
所
また、担当職員以外の職員が同手引きによりチェック
することとしてまいります。
７ その他支出に関する事務処理が適切でないもの
(1) 青年の家・少年自然の家施設の管理運営
現基本協定書（平成27年３月25日締結）では、各期の
に関する指定管理の基本協定書において、 終了前に請求できる規定を設けました。
指定管理料は四半期ごとに分けて、各期の
終了後10日以内に請求し、県はこれを支払
うことになっていたが、各期首に支払って
いた（総額：111,086千円）。（４所）

補助金
事務
１件

文化
財・生
涯学習
課

(2)

青年の家・少年自然の家施設の管理運営
修繕費及び余剰金の確認は、事業年度終了後２か月以 文化
に関する指定管理において、基本協定書で 内に提出される事業報告書により行っていましたが、指 財・生
定めている修繕費の精算の確認と、剰余金 導を受け平成26年度に係る修繕費及び余剰金について確 涯学習
についての確認がなされていなかった。
認手続きを行いました。
課
（４所）
なお、平成27年度分から、修繕費の精算を年度内に行
うよう改めてまいります。

(3)

医療ガス設備定期保守点検業務に係る委
託料（486,000円）について、支払日に関
する約定がない場合には、相手方が支払請
求した日から15日以内の日に支払わなけれ
ばならないところ、19日後に支払ってい
た。

(4)

今後は、事業計画段階及び詳細設計段階など適正な段 佐久建
橋梁工事において、橋梁添架物の添架位
置を橋台完成後に変更したことにより、橋 階で事業担当課等と設計協議を十分に行なうよう、あら 設事務
所
台の構造を見直すための再設計及び再工事 ためて関係職員に徹底させてまいります。
また、所の設計審査会に諮るなど、さらにチェック体
が必要となり、これらにかかる経費（設
計：993,600円、工事：2,862,000円）が生 制を整え、再発防止に努めてまいります。
じていた。
【工事等監査】

請求書の提出を受けた場合は、速やかに事務処理する
ことを徹底するとともに、職員間の相互チェック体制を
整え、人事異動があった場合は引継を徹底し、今後この
ようなことがないよう、適正な事務処理に努めてまいり
ます。

総合リ
ハビリ
テー
ション
セン
ター

１ その他補助金に関する事務処理が適切でないもの
補助事業等執行管理表を整備するとともに、手続きチ 国際課
(1) 在ブラジル長野県人会運営費補助金につ
いて、交付決定時に行うべき支出負担行為 ェックリストを作成して事業の進捗状況の管理と係長に
よる確認を行い、ミス防止に努めています。
を補助金請求時に行っていた。

平成27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
検 討 事 項
措 置 状 況
財産管理 １ その他財産管理に関する事務処理が適切でないもの
事務
給食等調理業務委託に伴う厨房施設の貸
給食等調理業務を外部委託する際には、受託者との間
１件
付け
で厨房施設の貸付契約を締結してきましたが、委託契約
総合リハビリテーションセンターでは、 書の中で行政財産の使用等の規定を設けることにより事
給食等調理業務を外部に委託する際、受託 務の簡素化にもつながることから、行政財産使用等の規
者との間で地方自治法第238条の４第２項 定を含め、業務委託契約の変更について検討してまいり
第４号に基づく行政財産の貸付けにより厨 ます。
房施設の貸付契約を締結しています。
しかしながら、給食等調理業務委託にお
ける厨房の使用のように、県の本来業務の
委託において受託者が委託業務の遂行のた
めに行政財産を使用するような場合に行政
財産の貸付け制度を適用することは、制度
の趣旨にそぐわないものと考えられるた
め、ことさら貸付契約を締結するのではな
く、業務委託契約の中で受託者の行政財産
の使用や使用上の注意義務、原状回復義
務、賠償責任等の規定を設けておけば足り
るものと考えます。
ついては、貸付契約の要否を検討し、所
要の措置を講じるようにしてください。

機関名
総合リ
ハビリ
テー
ション
セン
ター

平成27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】
部局等
県民文化 １
部

監査委員の意見
意見に対する方針
機関名
税外収入未済額の解消
税外収入の未済額については、平成26年度に引き続き こど
児童扶養手当過払返納金において、収入 「意見」としていただいており、縮減に向けた努力が強 も・家
未済額の縮減に引き続き努力を要します。 く求められているものと認識しています。
庭課
過払返納金の発生原因の主なものは公的年金受給（遡
及決定）であり、市町村窓口や保健福祉事務所において
年金給付状況を適切に把握することが重要であるため、
定期支払期（４月、８月、12月）や現況届提出時（８
月）の確認（老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出時に本人への確認など）を徹底
するとともに、児童扶養手当の広報パンフレットに手当
受給者の変更届出義務を明示するなど、今後も関係機関
が連携して発生予防に努めてまいります。
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。

健康福祉 ２
部

「修学資金貸付金未収金回収マニュアル」に沿った督 医療推
税外収入未済額の解消
看護職員修学資金貸付金において、収入 促等を行い、滞納整理を計画的に実施し、未収金の縮減 進課
に努めます。特に、長期滞納者に対しては分納指導等、
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 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
効果的な方策を実施してください。
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。

健康福祉 ３
部

税外収入未済額の解消
心身障害者扶養共済加入者掛金におい
て、収入未済額の縮減に引き続き努力を要
します。
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。

建設部

税外収入未済額の解消
県営住宅明渡請求により契約解除となった者に係る損 建築住
県営住宅明渡請求により契約解除された 害賠償金の収入未済額縮減については、年度当初に定め 宅課
者の損害賠償金において、収入未済額の縮 る徴収対策の中で滞納繰越分滞納整理強化期間を設定
減に引き続き努力を要します。
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。
県営住宅明渡し等請求訴訟の知事専決処分事項追加を
踏まえ損害賠償金の新規発生の抑制を図るとともに、支
払督促の実施や訴訟により退去した者への給与差押等の
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。
徴収に携わる者の資質向上を目的とした研修会を引き
続き開催し、徴収事務担当者のスキルアップを図りま
す。
また、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。
以上の取組を通じて、収入未済額の縮減に一層努めて
まいります。

４

教育委員 ５
会

税外収入未済額の解消
高等学校等奨学金貸付金、高等学校等遠
距離通学費貸付金において、収入未済額は
年々増加しており、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。
地域改善対策高等学校等進学奨励金貸付
金、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
減に引き続き努力を要します。

「長野県心身障害者扶養共済掛金督促等取扱要領」に 障がい
基づき、保健福祉事務所と連携した、早期の電話や訪問 者支援
による督促等の実施により、長期滞納の防止に努めてま 課
いります。
また、長期滞納者に対しては、制度の継続加入意思の
確認を行い、それぞれの経済状況等に応じた納付計画書
を提出させ着実な納付を促し、未収金の解消に努めてま
いります。
定期的な催告書の通知、継続的な電話、個別訪問の実
施、納付計画書に基づく分納の履行などにより、引き続
き債権回収に努めてまいります。

高等学校等奨学金等貸付金の返還に係る収入未済額の 高校教
解消に向けては、借受人への文書等による催告を行うこ 育課
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、昨年度に
引き続き今年度においても債権回収事業者に未収金回収
業務を委託しており、現在も債権回収事業者と協力をし
ながら、借受人及び連帯保証人に対して電話及び文書に
よる催告を行うなどして未収金の回収に努めております
が、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、地域改善対策高等学校等進学奨励金貸付金につ
いては、納入通知書等を送付する際に返還免除制度の周
知を図ることにより、債権本体の縮減も引き続き進めて
まいります。

総務部

６

旅費の重複支給防止のためのシステム改
正
旅費の重複支給については、今年度の監
査結果において６機関で重複支給が確認さ
れました。このような事例は毎年度散見さ
れているところです。
旅費の重複支給の根本原因は、本人が内
部事務システムを利用し旅行命令を重複し
て申請したことにありますが、この重複申
請をシステムの画面上で、即座に確認する
ことができないことも要因の一つと考えま
す。
特に、学校では、一日に同一経路を複数
回旅行することもありますので、重複申請
が適正である場合もあります。
そこで、旅費の重複支給を防止するため
に、本人が旅行申請をした場合に、システ
ムの画面上に「注意喚起」を行えるような
プログラムの追加を検討するよう望みま
す。

システムの画面上に「注意喚起」を行えるようなプロ 総務事
グラム追加を検討する意見をいただきましたが、現在運 務課
用している内部事務総合システムは、他の自治体等でも
使用している統一パッケージソフトであり、本県独自で
プログラムを追加することは困難です。
なお、現行の内部事務総合システムでは、各所属で
「旅費所属別申請・支出状況確認-旅費支払データ」を
いつでも出力して、旅費支給状況等の確認ができます。
今年度の監査結果における重複支給の事例は、こうし
た確認が行われていなかったことによるものと思われま
すので、当課発行の職員向け広報「内部事務通信」に、
旅費支給状況等の確認方法を掲載し、確認漏れがないよ
う周知徹底を図っていきます。

県民文化 ７
学校法人への補助事業の適正な執行の確
部
認のための現地調査の早期実施
私学・高等教育課では、学校法人の運営
する経費に対して、補助金を交付してお
り、その補助事業が適正に執行されている
かどうかの確認等のために現地調査を行っ
ています。
平成26年度における現地調査の実施状況
をみると、22学校法人に対して、年度末の
27年２月から３月にかけて行われており、
その結果の通知は、１件を除き５月以降に
行っていました。
交付した補助金が、保護者負担の軽減と
学校法人の健全な運営のために適正に執行
されているかどうかについての適時適切な
指導・助言は、当該年度内に行う必要があ
ると考えますので、現地調査の実施時期を
より早め、適正な補助事業の執行の確認等
を行うよう望みます。

平成27年度における現地調査は、平成27年９月から平 私学・
成28年２月の６か月間にかけて計画的に実施していま 高等教
す。調査結果については、調査終了後、順次学校法人に 育課
対して通知し、全ての通知を年度内に行うこととしてお
ります。
今後引き続き、早期からの計画的な現地調査の実施に
より、学校法人に対して適時適切な指導・助言を行うよ
う努めてまいります。

農政部

今回の事態を受け、次の再発防止策を講じ、適正、適 農村振
興課
切な事務処理を徹底します。

８

農業制度資金に係る利子助成事業の適正
な事務執行の徹底
日本政策金融公庫等が農業者に対して融
資している農業経営基盤強化資金について
は、農業者の経営改善を支援し、金利負担
を軽減するため、県及び市町村において利
子助成を行っています。
この利子助成において、農業者が借入金
を繰上償還した後も利子助成金を交付し、
過交付となっている事例がありました。
繰上償還された場合、県及び市町村は、
内容を確認した上で、台帳を修正し適切に
管理すべきですが、今回、次の４点を原因
として、その事務処理が行われていません
でした。
（1）農業者が、交付申請額の計算を市町
村等に任せている場合もあり、繰上償
還の事実が市町村に伝わらなかったこ
と。
（2）地方事務所及び市町村が、管理台帳
の更新を怠っていたため、誤った助成
額を算出したこと。
（3）金融機関が、県に対し繰上償還報告
を失念していたこと。
（4）金融機関から農村振興課に繰上償還

(1) 農業者から申請の都度、市町村へ助成額の算出に
必要な償還年次表等を提出させること。
(2) 助成を行っているすべての農業者について、県に
おいて管理台帳の再整備を行い、市町村の台帳整備
についても徹底すること。
(3) 融資元の日本政策金融公庫から、年２回の助成時
期に合わせて、全案件の融資情報の提供を受け、県
と市町村で共有すること。
また、これらの再発防止策を徹底するため、次の
取組を実施しました。
・５、６月に地方事務所、市町村及び金融機関を対
象に事務担当者研修会を開催し、周知、徹底を行い
ました。
・地方事務所及び市町村に対し、10月８日付けで再
発防止策を徹底する旨の文書を発出するとともに、
同日、地方事務所農政課長会議で再度徹底しました。
・コンプライアンス意識を徹底するため、10月に農
政部関係の現地機関の長及び本庁農政部職員を対象
に、それぞれコンプライアンス研修を開催しました。

報告があったにもかかわらず、地方事務
当管内では監査委員の意見で挙げられてる(1)及び(3) 佐久地
所への送付がなされなかったこと。
による２件の過払い事案がありましたが、今後左記のよ 方事務
このような事態は、それぞれの機関等に うな事案を発生させることのないよう、次の再発防止策 所農政
おいて、要綱や要領に基づき適正な事務処 に取り組み、適正・適切な事務処理の徹底を図ります。 課
理が行われていれば防止できたものと考え
・適正な申請額を確認するため、農業者から申請の
られます。今後、同様の事案を発生させる
都度、市町村へ助成額の算出に必要な償還年次表等
ことのないよう、関係する機関等と情報を
を提出させる。
共有するなど十分な連携を図り、有効な再
・助成を行っているすべての農業者について、県段
発防止策を策定し確実に実施してくださ
階で管理台帳の再整備を実施し、市町村における台
い。
帳整備も徹底する。
・助成を行っているすべての農業者について、県段
階で管理台帳の再整備を実施し、市町村における台
帳整備も徹底する。
・融資元の日本政策金融公庫から、年２回の助成時
期に合わせて、全案件の融資情報を提供してもらい、
県と市町村で共有する。

今回の問題を受け、以下４点の再発防止策に取り組む 上小地
こととしました。
方事務
所農政
(1) 農業者から申請の都度、市町村の算定額の算出に 課
必要な償還年次表等の確認資料の提出を求め、申請
額を確認する。
(2) 助成対象農業者について管理台帳の再整備を行い、
市町村の台帳との整合性を図る。
(3) 融資元の日本政策金融公庫から年２回の助成時期
に合わせ、全案件の融資情報を提供してもらい、そ
の情報を県と市町村で共有する。
(4) 補助金事務執行に係るチェックリストを作成し、
起案文書に添付することにより、担当職員及び複数
の職員が執行状況を確認するよう徹底する。
今後は市町村はじめ関係機関とより一層連携を密
にし、再発防止に努めてまいります。
今回の問題を受け、次の再発防止策に取り組み、事務 上伊那
地方事
の適正執行を図っています。
務所農
(1) 農業者から申請の都度、市町村へ助成額の算出に 政課
必要な償還年次表等を提出させること。
(2) 助成を行っているすべての農業者について、県に
おいて管理台帳の再整備を行い、市町村の台帳整備
についても徹底すること。
(3) 融資元の日本政策金融公庫から、年２回の助成時
期に合わせて、全案件の融資情報の提供を受け、県
と市町村で共有すること。
(4) 新たに作成した独自のチェックリストを活用する
とともに、複数の職員により申請内容を精査するこ
と。
(5) 市町村担当者へ利子助成制度と事務執行上の留意
事項について徹底するとともに、チェックリストを
配布し、チェック体制を強化すること。

今回のような不適切な事例が二度と発生しないよう、 松本地
以下のとおり再発防止対策を講じます。
方事務
所農政
(1) 市町村に対し、平成27年10月21日付け27松地農第 課
396号で｢農業経営基盤強化資金利子助成金の交付事
務の適正な執行について｣を通知し、当該助成金の
適正・適切な事務処理を徹底しました。
(2) 書類の審査に当たっては、平成27年度下半期利子
助成金交付事務から、要綱に定める書類以外に、市
町村が農業者から提出を求めた償還年次表及び支払
通帳の写しと、県が年２回の助成時期に合わせ日本
政策金融公庫から入手する融資残高に基づいて、利
子助成額の確認を行うこととしました。
(3) 地方事務所及び市町村で平成28年１月末を目途に、
管理台帳の再整備を行い、利子助成対象残高の情報
共有を図るとともに、適正な事務処理を徹底するた
めの農業制度資金担当者会議を開催します。
(4) 11月25日の所課長会議において、過交付における
是正措置と再発防止の徹底について説明し、各所課
への注意喚起を図りました。

今回の事態を受け、以下の再発防止策に取り組み、事 長野地
務の適正化を図っています。
方事務
所農政
(1) 農業者から申請の都度、市町村へ助成額の算出に 課
必要な償還年次表等の必要書類を提出させます。
(2) 助成を行っているすべての農業者について、農村
振興課・地方事務所において管理台帳を再整備し、
市町村に対しても台帳整備の徹底を求めます。
(3) 融資元の日本政策金融公庫から、年２回の助成時
期に合わせ、管内全案件の融資状況の提供を受け、
市町村との間で情報を共有します。

林務部

９

林務部の体制見直しと職員の意識改革、
補助事業の適正化
北安曇地方事務所林務課において、長期
間にわたって不適正な間伐等の補助金交付
事務が行われていたことが明らかになりま
した。
林務部では、二度とこのようなことを起
こさないという強い決意の下、再発防止に
向けた取組を推進することとしています。
再発防止策の推進体制として、「林務部
コンプライアンス推進本部」「コンプライ
アンス推進・フォローアップ委員会」を平
成27年８月７日に設置するとともに、10月
27日に行動計画を策定し、今後、各地方事
務所等にコンプライアンス推進会議が設置
されるところです。
この再発防止に向けた行動計画を着実に
推進するとともに、その結果を評価・検証
し、県民に対する信頼の回復を図るよう望
みます。

林務部では、全ての現地機関にコンプライアンス推進 森林政
会議を設置して、再発防止に向けた「林務部コンプライ 策課
アンス推進行動計画」の着実な推進に取り組んでいま
す。行動計画は、「二度と不祥事を起こさない人と組織
づくり」、「二度と不祥事が起きない事務事業の仕組み
の構築」、「二度と不祥事を起こさせないための森林組
合の指導監督」の三本柱で構成されており、現時点での
主な取組内容は次のとおりです。
１ 二度と不祥事を起こさない人と組織づくり
(1) 職員の資質向上とコンプライアンス意識の改革
・今回の事案について全職員が理解を深め、考える
ための車座集会（12月末までに全３回）・ワークシ
ョップ（１月末までに全10回）の実施、基本に立ち
返り学ぶための管理監督者研修・職場内研修の実施
(2) 組織として不祥事を防止するための仕組みづくり
・11月に林務部本庁各課室及び現地機関において、
コンプライアンス推進担当を設置
・災害以外の業務にも適用する応援要領の整備
２ 二度と不祥事が起きない事務事業の仕組みの構築
(1) 県民起点で現場実態を踏まえた計画づくりと予算
執行
・第２期アクションプラン前半（H23～H27）までの
取組等について、現地機関を訪問するなどの意見交
換を実施しており、年度内を目途に新たな目標値を
設定
(2) 造林補助事業での不適正申請を許さない仕組みの
構築
・造林補助事業の要領等に沿った運用の徹底のため、
補助要件等の解釈の具体例を現地機関と共有するワ
ーキングクループを11月に設置
・現地調査の形骸化防止に向けた抽出調査における
無作為抽出の徹底を11月に通知し、現地調査の２人
体制を試行
・現地調査が困難な年度末申請の見直し
(3) 不適正受給が判明した事業における再発防止
・造林補助事業以外で不適正が判明した事業におい
て、事業内容の再周知やチェックリストによる確認
の徹底など発生原因に応じた再発防止を徹底するた
め、担当者会議や意見交換会を実施
３

二度と不祥事を起こさせないための森林組合の指
導監督
(1) 森林組合の内部管理体制整備の促進
・森林組合役員を対象とした研修会を県森林組合連
合会と連携して11月に実施
・森林組合の内部管理体制の整備促進に向けて、長
野県森林組合連合会が検討している「ガイドライン」
の作成に参加し、支援
・隔年実施であった森林組合に対する常例検査の毎
年実施
上記以外の項目についても積極的かつ具体的に取り組
んでまいります。
また、行動計画を確実にフォローしていく体制づくり
の具体的な取組として、外部有識者で構成するコンプラ
イアンス推進・フォローアップ委員会を設置し、客観的
かつ専門的な立場から助言を得て、取組の実施状況の評
価・検証を行うとともに、その結果に応じて順次計画を
見直し、ＰＤＣＡサイクルにより取組の充実に努めてま
いります。

林務部では、全ての現地機関にコンプライアンス推進 信州の
会議を設置して、再発防止に向けた「林務部コンプライ 木活用
アンス推進行動計画」の着実な推進に取り組んでいま 課
す。行動計画は、「二度と不祥事を起こさない人と組織
づくり」、「二度と不祥事が起きない事務事業の仕組み
の構築」、「二度と不祥事を起こさせないための森林組
合の指導監督」の三本柱で構成されており、現時点での
主な取組内容は次のとおりです。
１

二度と不祥事を起こさない人と組織づくり

(1) 職員の資質向上とコンプライアンス意識の改革
・今回の事案について全職員が理解を深め、考える
ための車座集会・ワークショップ、基本に立ち返り
学ぶための管理監督者研修・職場内研修への参加
(2) 組織として不祥事を防止するための仕組みづくり
・11月にコンプライアンス推進担当を設置
２

二度と不祥事が起きない事務事業の仕組みの構築

(1) 県民起点で現場実態を踏まえた計画づくりと予算
執行
・第２期アクションプラン前半（H23～H27）までの
取組等について、現地機関を訪問するなどの意見交
換を実施しており、年度内を目途に新たな目標値を
設定
(2) 補助事業で不適正申請を許さない仕組みの構築
・不適正が判明した事業において、事業内容の再周
知やチェックリストによる確認など発生原因に応じ
た再発防止を徹底
３

二度と不祥事を起こさせないための森林組合の指
導監督

(1) 森林組合の内部管理体制整備の促進
・森林組合の内部管理体制の整備促進に向けて、長
野県森林組合連合会が作成する「ガイドライン」作
成に県として参加し支援
・隔年で行ってきた森林組合常例検査を毎年実施

林務部では、全ての現地機関にコンプライアンス推進 森林づ
会議を設置して、再発防止に向けた「林務部コンプライ くり推
アンス推進行動計画」の着実な推進に取り組んでいま 進課
す。行動計画は、「二度と不祥事を起こさない人と組織
づくり」、「二度と不祥事が起きない事務事業の仕組み
の構築」、「二度と不祥事を起こさせないための森林組
合の指導監督」の三本柱で構成されており、現時点での
主な取組内容は次のとおりです。
１ 二度と不祥事を起こさない人と組織づくり
(1) 職員の資質向上とコンプライアンス意識の改革
・今回の事案について全職員が理解を深め、考える
ための車座集会・ワークショップ、基本に立ち返り
学ぶための管理監督者研修・職場内研修への参加
(2) 組織として不祥事を防止するための仕組みづくり
・11月にコンプライアンス推進担当を設置
２ 二度と不祥事が起きない事務事業の仕組みの構築
(1) 県民起点で現場実態を踏まえた計画づくりと予算
執行
・第２期アクションプラン前半（H23～H27）までの
取組等について、現地機関を訪問するなどの意見交
換を実施しており、年度内を目途に新たな目標値を
設定
(2) 造林補助事業での不適正申請を許さない仕組みの
構築
・造林補助事業の要領等に沿った運用の徹底のため、
補助要件等の解釈の具体例を現地機関と共有するワ
ーキングクループを11月に設置（１月末までに３回
実施）
・現地調査の形骸化防止に向けた抽出調査における
無作為抽出の徹底を11月に通知し、現地調査の２人
体制を試行
・実態に即した予算執行に向けた予算編成・配分の
見直しを図るため、地域要望や年間執行見込みを早
期に把握
・現地調査が困難な年度末申請の見直し

林務部
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造林関係補助事業等の適正な執行
造林関係補助事業等補助金交付事務が、
適正に行われることは当然であります。
「大北森林組合補助金不正受給等検証委
員会」の報告に基づき、不適正な補助金交
付事務が行われた経緯や原因を十分精査
し、適正な補助金交付事務の執行に向けた
取組を推進してください。
なお、本補助金交付の事務処理につい
て、改善を要すると認められる点は次のと
おりです。検査野帳の様式変更に取り組ん
でいる長野地方事務所林務課の事例なども
参考に、具体的かつ積極的な取組を望みま
す。
（1）補助金申請の時期的偏在の是正
（2）施行地における施業等のデータの管
理等の体制の構築
（3）厳正かつ適正な現地調査の実施
・職員の法令遵守の徹底
・現地調査の厳正な実施
・検査野帳の記載方法の充実等

「林務部コンプライアンス推進行動計画」に基づき、 森林づ
適正な補助金交付事務の執行に向けた取組を推進中で くり推
す。
進課
(1) 補助金申請の時期的偏在の是正については、補助
金の年度末申請の集中傾向を解消し、平準化による
適正な交付事務を実施するため、事業体の意向を確
認したうえで、申請回数及び時期を検討中です。
(2) 施行地における施業等のデータの管理等の体制の
構築については、森林ＧＩＳと造林補助システムを
併用して申請データを蓄積・整備し、重複申請を排
除します。
(3) 厳正かつ適正な現地調査の実施については、以下
のとおり取り組みます。
・職員の法令遵守の徹底
ワークショップや職場内検討会、職場研修に参加
する中で職員一人ひとりの業務に向かう姿勢を学び
直し、日常業務を通じたコンプライアンス意識の向
上に取り組みます。
・現地調査の厳正な実施
原則２人体制で実施します。また、乱数表による
現場調査箇所の無作為抽出や、ＧＰＳ活用による位
置確認などにより厳正な実施に努めます。
・検査野帳の記載方法の充実等
記載事項を徹底します。なお、野帳の様式等につ
いて、より充実するよう造林事業担当者によるワー
キンググループにおいて改定作業を実施中です。

「林務部コンプライアンス推進行動計画」に基づき、
適正な補助金交付事務の執行に向けた取組を推進中で
す。
(1) 補助金申請の時期的偏在の是正については、補助
金の年度末申請の集中傾向を解消し、平準化による
適正な交付事務を実施するため、事業体の意向を確
認したうえで、申請回数及び時期を検討中です。
管内の多くの林業事業体は、主に春季から夏季に
国有林の森林整備を行い、秋季から冬季にかけて民
有林の森林整備を実施していることから、民有林の
造林事業補助金交付申請は例年５回（12月）と６回
（２月）に集中しています。このため、県を通じて
国有林等と情報を共有しながら、事業体に対して早
期に申請書類の提出を依頼します。
(2) 施行地における施業等のデータの管理等の体制の
構築については、森林ＧＩＳと造林補助システムを
併用して申請データを蓄積・整備し、重複申請を排
除します。
(3) 厳正かつ適正な現地調査の実施については、以下
のとおり取り組みます。
・職員の法令遵守の徹底
ワークショップや職場内検討会、職場研修に参加
する中で職員一人ひとりの業務に向かう姿勢を学び
直し、日常業務を通じたコンプライアンス意識の向
上に取り組みます。
・現地調査の厳正な実施
原則２人体制で実施します。なお、今年度は申請
件数全件の現地調査とＧＰＳ付カメラによる調査経
路、箇所の再現可能な調査方法により対応していま
す。
・検査野帳の記載方法の充実等
記載事項を徹底します。なお、野帳の様式等につ
いて、より充実するよう造林事業担当者によるワー
キンググループにおいて改定作業を実施中です。

佐久地
方事務
所林務
課

「林務部コンプライアンス推進行動計画」に基づき、
適正な補助金交付事務の執行に向けた取組を推進中で
す。
(1) 補助金申請の時期的偏在の是正については、補助
金の年度末申請の集中傾向を解消し、平準化による
適正な交付事務を実施するため、事業体の意向を確
認したうえで、申請回数及び時期を検討中です。
(2) 施行地における施業等のデータの管理等の体制の
構築については、森林ＧＩＳと造林補助システムを
併用して申請データを蓄積・整備し、重複申請を排
除します。
(3) 厳正かつ適正な現地調査の実施については、以下
のとおり取り組みます。
・職員の法令遵守の徹底
ワークショップや職場内検討会、職場研修に参加
する中で職員一人ひとりの業務に向かう姿勢を学び
直し、日常業務を通じたコンプライアンス意識の向
上に取り組みます。
・現地調査の厳正な実施
原則２人体制で実施します。また、乱数表による
現場調査箇所の無作為抽出や、ＧＰＳ活用による位
置確認などにより厳正な実施に努めます。
・検査野帳の記載方法の充実等
記載事項を徹底します。なお、野帳の様式等につ
いて、より充実するよう造林事業担当者によるワー
キンググループにおいて改定作業を実施中です。ま
た林務課コンプライアンス会議委員（林務課長、地
域政策課長、会計センター分室長）による検査野帳
等の確認を行います。

上小地
方事務
所林務
課

「林務部コンプライアンス推進行動計画」に基づき、
適正な補助金交付事務の執行に向けた取組を推進中で
す。
(1) 補助金申請の時期的偏在の是正については、補助
金の年度末申請の集中傾向を解消し、平準化による
適正な交付事務を実施するため、事業体の意向を確
認したうえで、申請回数及び時期を検討中です。
このため、林業事業体等に対してより計画的な事
業実施の指導を行うとともに、冬期にかかる現場等
に対しては、現地完了時点での事前調査や次年度申
請を促すことにより申請時期の集中、偏在化是正を
図ります。
(2) 施行地における施業等のデータの管理等の体制の
構築については、森林ＧＩＳと造林補助システムを
併用して申請データを蓄積・整備し、重複申請を排
除します。
(3) 厳正かつ適正な現地調査の実施については、以下
のとおり取り組みます。
・職員の法令遵守の徹底
ワークショップや職場内検討会、職場研修に参加
する中で職員一人ひとりの業務に向かう姿勢を学び
直し、日常業務を通じたコンプライアンス意識の向
上に取り組みます。
・現地調査の厳正な実施
原則２人体制で実施します。また、乱数表による
現場調査箇所の無作為抽出や、ＧＰＳ活用による位
置確認などにより厳正な実施に努めます。
・検査野帳の記載方法の充実等
記載事項を徹底します。なお、野帳の様式等につ
いて、より充実するよう造林事業担当者によるワー
キンググループにおいて改定作業を実施中です。
なお、調査の正確性、効率性を高めるため、「プ
ロット調査野帳」、「森林作業道出来形管理野帳」
「伐採率プロット調査結果集計表」を独自に作成し、
これらの活用と記録写真への転記等により調査野帳
の記載漏れ等を防ぎます。

諏訪地
方事務
所林務
課

「林務部コンプライアンス推進行動計画」に基づき、
適正な補助金交付事務の執行に向けた取組を推進中で
す。
(1) 補助金申請の時期的偏在の是正については、補助
金の年度末申請の集中傾向を解消し、平準化による
適正な交付事務を実施するため、事業体の意向を確
認したうえで、申請回数及び時期を検討中です。ま
た、早期申請を行うように事業体を指導します。
(2) 施行地における施業等のデータの管理等の体制の
構築については、森林ＧＩＳと造林補助システムを
併用して申請データを蓄積・整備し、重複申請を排
除します。
(3) 厳正かつ適正な現地調査の実施については、以下
のとおり取り組みます。
・職員の法令遵守の徹底
ワークショップや職場内検討会、職場研修に参加
する中で職員一人ひとりの業務に向かう姿勢を学び
直し、日常業務を通じたコンプライアンス意識の向
上に取り組みます。
・現地調査の厳正な実施
原則２人体制で実施します。また、他課職員によ
る現場調査箇所の無作為抽出や、ＧＰＳ活用による
位置確認などにより厳正な実施に努めます。
・検査野帳の記載方法の充実等
記載事項を徹底します。なお、野帳の様式等につ
いて、より充実するよう造林事業担当者によるワー
キンググループにおいて改定作業を実施中です。

上伊那
地方事
務所林
務課

「林務部コンプライアンス推進行動計画」に基づき、
適正な補助金交付事務の執行に向けた取組を推進中で
す。
(1) 補助金申請の時期的偏在の是正については、補助
金の年度末申請の集中傾向を解消し、平準化による
適正な交付事務を実施するため、事業体の意向を確
認したうえで、申請回数及び時期を検討中です。
間伐適期が秋以降であること、事業内容によって
は補助金申請の要件に１申請の面積が５ha以上であ
ることが必要であり、希望者を集める必要があるこ
と、また申請者である森林組合の業務の性質上、第
５回、第６回に申請が集中するのが実情であること
から、森林組合等と協議を行い、補助金申請の時期
的な平準化に努めてまいります。
(2) 施行地における施業等のデータの管理等の体制の
構築については、森林ＧＩＳと造林補助システムを
併用して申請データを蓄積・整備し、重複申請を排
除します。
(3) 厳正かつ適正な現地調査の実施については、以下
のとおり取り組みます。
・職員の法令遵守の徹底
ワークショップや職場内検討会、職場研修に参加
する中で職員一人ひとりの業務に向かう姿勢を学び
直し、日常業務を通じたコンプライアンス意識の向
上に取り組みます。
・現地調査の厳正な実施
原則２人体制で実施します。また、乱数表による
現場調査箇所の無作為抽出や、ＧＰＳ活用による位
置確認などにより厳正な実施に努めます。
・検査野帳の記載方法の充実等
記載事項を徹底します。なお、野帳の様式等につ
いて、より充実するよう造林事業担当者によるワー
キンググループにおいて改定作業を実施中です。

下伊那
地方事
務所林
務課

「林務部コンプライアンス推進行動計画」に基づき、
適正な補助金交付事務の執行に向けた取組を推進中で
す。
(1) 補助金申請の時期的偏在の是正については、補助
金の年度末申請の集中傾向を解消し、平準化による
適正な交付事務を実施するため、事業体の意向を確
認したうえで、申請回数及び時期を検討中です。
作業完了後に申請する事業（実績補助事業）であ
ることから、申請時期に偏りが生ずることは避けら
れないものの、平準化の指導を図っていきます。ま
た、積雪等により、現地調査が困難となる時期の申
請については、事前調査依頼により現地調査を実施
し対応します。
(2) 施行地における施業等のデータの管理等の体制の
構築については、森林ＧＩＳと造林補助システムを
併用して申請データを蓄積・整備し、重複申請を排
除します。
(3) 厳正かつ適正な現地調査の実施については、以下
のとおり取り組みます。
・職員の法令遵守の徹底
ワークショップや職場内検討会、職場研修に参加
する中で職員一人ひとりの業務に向かう姿勢を学び
直し、日常業務を通じたコンプライアンス意識の向
上に取り組みます。
・現地調査の厳正な実施
原則２人体制で実施します。また、乱数表による
現場調査箇所の無作為抽出や、ＧＰＳ活用による位
置確認などにより厳正な実施に努めます。採択要件
については、現地においても事業主体から再度説明
を求めるなど、確認を徹底します。また、現地調査
以外に、調査結果に関する書類について、事業担当
係以外の者による再チェックを励行します。

木曽地
方事務
所林務
課

・検査野帳の記載方法の充実等
記載事項を徹底します。なお、野帳の様式等につ
いて、より充実するよう造林事業担当者によるワー
キンググループにおいて改定作業を実施中です。

「林務部コンプライアンス推進行動計画」に基づき、 松本地
適正な補助金交付事務の執行に向けた取組を推進中で 方事務
す。
所林務
課
(1) 補助金申請の時期的偏在の是正については、補助
金の年度末申請の集中傾向を解消し、平準化による
適正な交付事務を実施するため、事業体の意向を確
認したうえで、申請回数及び時期を検討中です。
施業時期が限定される間伐などの施業以外につい
ては、完了後速やかに申請するよう林業事業体を指
導し、第５回第６回に集中しないよう対応します。
また、冬期の現地調査が困難な箇所については、第
６回申請を避け、第５回申請とすることや次年度の
第１回の申請とするように林業事業体を指導します。
(2) 施行地における施業等のデータの管理等の体制の
構築については、森林ＧＩＳと造林補助システムを
併用して申請データを蓄積・整備し、重複申請を排
除します。
(3) 厳正かつ適正な現地調査の実施については、以下
のとおり取り組みます。
・職員の法令遵守の徹底
ワークショップや職場内検討会、職場研修に参加
する中で職員一人ひとりの業務に向かう姿勢を学び
直し、日常業務を通じたコンプライアンス意識の向
上に取り組みます。
・現地調査の厳正な実施
原則２人体制で実施します。また、ＧＰＳ活用に
よる位置確認などにより厳正な実施に努めます。
なお、本年度については、申請全箇所の現地調査を
実施します。また、冬期の現地調査が困難な箇所に
ついては、調査内規の第５条のただし書きを活用し、
事前調査の書面要求をするよう林業事業体を指導し
ます。
・検査野帳の記載方法の充実等
記載事項を徹底します。なお、野帳の様式等につ
いて、より充実するよう造林事業担当者によるワー
キンググループにおいて改定作業を実施中です。
また、補助金交付申請時の「事前確認チェックリス
ト」及び交付確定時の「造林事業審査チェックリス
ト」によるダブルチェックを行い、補助金交付の適
正な処理を行います。

林務部では、「大北森林組合補助金不正受給等検証委
員会」の報告を踏まえ「林務部コンプライアンス推進行
動計画」を策定し、「二度とこのような事案を起こさな
い」との強い決意の下、再発防止の徹底を図りました。
この行動計画に基づいて、北安曇地方事務所林務課と
して、下記の項目を実施し、造林関係補助事業等の適正
な補助金交付事務の執行の徹底を図ることとしました。
(1) 補助金申請の時期的偏在の是正については、補助
金の年度末申請の集中傾向を解消し、平準化による
適正な交付事務を実施するため、事業体の意向を確
認したうえで、申請回数及び時期を検討中です。
(2) 施行地における施業等のデータの管理等の体制の
構築については、森林ＧＩＳと造林補助システムを
併用して申請データを蓄積・整備し、重複申請を排
除します。
(3) 厳正かつ適正な現地調査の実施については、以下
のとおり取り組みます。
・職員の法令遵守の徹底
ワークショップや職場内検討会、職場研修に参加
する中で職員一人ひとりの業務に向かう姿勢を学び
直し、日常業務を通じたコンプライアンス意識の向
上に取り組みます。
・現地調査の厳正な実施
原則２人体制で実施します。また、乱数表による
現場調査箇所の無作為抽出や、ＧＰＳ活用による位
置確認などにより厳正な実施に努めます。
・検査野帳の記載方法の充実等
記載事項を徹底します。なお、野帳の様式等につ
いて、より充実するよう造林事業担当者によるワー
キンググループにおいて改定作業を実施中です。
また、要領で規定された項目を各検査員が同じ水
準で行うことを徹底します。
(4) その他
財務関係法令及び事業実施要綱等に則った事務処
理となっているか補助金等審査チェックリストによ
り確認し、けん制体制を強化します。
また、当所における取組の着実な実行を推進する
「コンプライアンス推進担当」を設置するとともに
「北安曇地方事務所林務課コンプライアンス推進会
議」に報告し、進捗管理・効果検証を行い、徹底を
図ることとしました。

北安曇
地方事
務所林
務課

「林務部コンプライアンス推進行動計画」に基づき、 長野地
適正な補助金交付事務の執行に向けた取組を推進中で 方事務
す。
所林務
課
(1) 補助金申請の時期的偏在の是正については、補助
金の年度末申請の集中傾向を解消し、平準化による
適正な交付事務を実施するため、事業体の意向を確
認したうえで、申請回数及び時期を検討中です。
(2) 施行地における施業等のデータの管理等の体制の
構築については、森林ＧＩＳと造林補助システムを
併用して申請データを蓄積・整備し、重複申請を排
除します。
(3) 厳正かつ適正な現地調査の実施については、以下
のとおり取り組みます。
・職員の法令遵守の徹底
ワークショップや職場内検討会、職場研修に参加
する中で職員一人ひとりの業務に向かう姿勢を学び
直し、日常業務を通じたコンプライアンス意識の向
上に取り組みます。
・現地調査の厳正な実施
原則２人体制で実施します。また、乱数表による
現場調査箇所の無作為抽出や、ＧＰＳ活用による位
置確認などにより厳正な実施に努めます。
・検査野帳の記載方法の充実等
記載事項を徹底します。なお、野帳の様式等につ
いて、より充実するよう造林事業担当者によるワー
キンググループにおいて改定作業を実施中です。
(4) その他
長野地方事務所林務課では、監査委員の意見でも
言及されているように、申請書と検査復命が一つに
なっている様式を分けて使いやすくし、全箇所のチ
ェックリストを併せて用いることで、データの適正
な管理と円滑な現地調査の実施に効果をあげていま
す。
造林関係補助事業等補助金については制度の見直
しが図られている状況であり、今後とも適正な交付
事務の執行に努めてまいります。

「林務部コンプライアンス推進行動計画」に基づき、 北信地
適正な補助金交付事務の執行に向けた取組を推進中で 方事務
す。
所林務
課
(1) 補助金申請の時期的偏在の是正については、補助
金の年度末申請の集中傾向を解消し、平準化による
適正な交付事務を実施するため、事業体の意向を確
認したうえで、申請回数及び時期を検討中です。
当地域は、搬出間伐を中心に事業を実施している
ことから、事業実施期間が長期となりやすいこと、
また、豪雪地帯であり、雪解けから森林整備を開始
し、時期的制約を受けるものを除き、積雪までの間
に事業を完了する必要があることから、申請時期が
偏る傾向があります。このため、本年度から現場確
認が可能な箇所のみ補助対象とするよう、事業主体
と調整しています。
(2) 施行地における施業等のデータの管理等の体制の
構築については、森林ＧＩＳと造林補助システムを
併用して申請データを蓄積・整備し、重複申請を排
除します。
(3) 厳正かつ適正な現地調査の実施については、以下
のとおり取り組みます。
・職員の法令遵守の徹底
ワークショップや職場内検討会、職場研修に参加
する中で職員一人ひとりの業務に向かう姿勢を学び
直し、日常業務を通じたコンプライアンス意識の向
上に取り組みます。
・現地調査の厳正な実施
原則２人体制で実施します。また、乱数表による
現場調査箇所の無作為抽出や、ＧＰＳ活用による位
置確認などにより厳正な実施に努めます。
・検査野帳の記載方法の充実等
記載事項を徹底します。なお、野帳の様式等につ
いて、より充実するよう造林事業担当者によるワー
キンググループにおいて改定作業を実施中です。

林務部
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長野県県営林経営基金の計画的な活用
長野県県営林経営基金は、資金積立基金
条例に基づき、県営林の経営の合理化を図
ることを目的に設置され、その使途は県営
林の整備拡充に要する費用の財源に充てる
こととされています。
本基金は、昭和59年度までに県営林経営
費などに繰り出したことにより、残高が21
万余円となって以降、30年以上にわたり繰
り出した実績がありません。
昭和60年度以降平成18年度までに県有林
を処分した収入を積み立てたことにより、
18年度末残高は5,565万余円に増加し、そ
の後、毎年度の利息収入を加え、26年度末
の積立額は5,632万余円となっています。
この積立額は、既に県営林の管理に使用す
ることが可能な金額となっていると考えら
れますので、本基金の目的及び使途に従っ
て、計画的に活用するよう努めてくださ
い。

長野県県営林経営基金については、平成28年度に策定 森林づ
予定の第10次県営林管理経営計画（計画期間平成29年４ くり推
月～平成34年３月）の中で、県営林の整備等の費用の財 進課
源として事業計画に盛り込み、活用を図ってまいりま
す。

平成27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：トンネル照明施設について
監査委員の意見
急峻（しゅん）な山々に囲まれた長野県において
は、曲がりくねった危険な山道を走りやすい安全な
道路に改良する上で、トンネルは有効な手段であ
り、各地で建設されてきました。これらについて
は、その多くが昭和40年代の高度経済成長期以降に
建設されたもので、今後一斉に老朽化の時期に達す
ることから、計画的かつ効率的な修繕・更新が求め
られています。
道路の走行環境が気象条件や地形条件に影響され
るのに対し、トンネル内の走行環境は造り手により
創出されるものが多く、特に照明施設については、
運転者の視覚に直接関係する重要な装置であるとい
えます。
今回の調査により確認された照明施設の更新によ
る効果と、更新計画にあたり留意すべき点について
は以下のとおりです。

意見に対する方針

道路施設については、私たちの生活において欠く
ことのできない最も基幹となる社会インフラである
と同時に、近年多発する豪雨や地震などの自然災害
に対して避難体制や緊急輸送などを担う重要なもの
です。また、観光立県を目指す当県にあっては、来
訪者を受け入れる玄関口でもあり、旅の印象を左右
する観光要素のひとつであるともいえます。
長野県に多くの人々が集い、活力と若々しさに満
ちた健康長寿の県であり続けるためにも、その足元
を支える道路施設などの社会インフラが健全な状態
に保持されるよう、取組を重ねてください。
(1)
更新による効果について
トンネル照明の更新にあたっては、原則ＬＥＤ照明を
電気料金や電力使用量について、更新により大き 採用することとしており、引き続き電気料などの維持管
な節減効果がみられるとともに、維持管理における 理費の削減を行ってまいります。
労力の軽減や、利用者へのサービス向上についても
効果が期待できると思われることから、今後の照明
更新においても、引き続きＬＥＤなど高効率照明へ
の転換を進めてください。
(2)

設計手法について
照明施設の設計については、概ね基準に沿って検
討されていることが確認されましたが、野外輝度の
設定に関して、全て計算により決定しています。こ
の方法は、基準でも明示されている一般的なもの
で、一概にルールを逸脱しているとは言い切れませ
んが、現にトンネル坑口が完成していて現地におい
て輝度測定できる場合には、必要に応じ現地測定を
行うことも検討してください。

計算による方法についても実用上必要な精度を有する
ことが確認されておりますが、今後既存トンネル照明の
更新にあたっては、野外輝度の設定にあたり、現場の状
況を踏まえつつ、現地での測定も必要に応じて実施して
まいります。

(3)

更新計画について
トンネルの修繕については、照明施設も含めトン
ネル長寿命化修繕計画に基づき順次実施されていま
す。照明施設の更新については相応の費用を要する
ことから、引き続き本体の修繕に合わせ計画的な整
備に努めてください。
また、照明の健全度がランク２（早急に更新）に
該当する照明を有するトンネルについては、現在の
健全度が悪化しないよう適切な維持管理をするとと
もに、更新のための調査・設計を十分に蓄積し、緊
急的な工事にも速やかに対応できるよう準備してお
くことが有効であると考えます。
当該計画は５年ごとに見直すこととしており、次
の改訂は平成30年度となります。その際は、それま
での工事実績や技術情報等を踏まえ、より精度の高
い計画となるよう努めてください。

照明施設の更新については、本体の修繕の進捗を見な
がらＬＥＤ化を進めてまいります。
また、道路パトロールなどにより、適切な維持管理を
行うとともに、調査や修繕などの情報については、本体
の修繕状況の実績を基に蓄積を図り、今後の修繕計画の
策定に活かしてまいります。

機関名
建設政
策課

