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作業地域
木曽郡上松町、木曽郡南木曽町、木曽郡木曽町、木曽郡王滝村、木曽郡大桑村
建設政策課

公告
次のとおり一般競争入札に付します。
令和３年９月６日
長野県佐久建設事務所長
１

中

田

英

郎

入札に付する事項
(1) 調達をする物品等及び数量
塩化ナトリウム

2,000 トン（予定数量）

(2) 物品等の特質
仕様書によります。
(3) 納入期日
契約締結日から令和４年３月31日までの間で別に定める日
(4) 納入場所
長野県佐久建設事務所管内
(5) 入札方法
 １トン当たりの単価により行います。なお、落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の 10 に
相当する額を加算した金額（当該加算した金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額）をもって落札価
格としますので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110分の 100
に相当する金額を入札書に記載してください。
２

入札に参加する者に必要な資格
次のいずれにも該当する者であることとします。
(1
) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号。以下「政令」という。
）第167条の４第１項又は財務規則（昭和42年長野県規則第２号。
以下「規則」という。）第120条第１項の規定により入札に参加することができないとされた者でないこと。
(2) 長野県の調達する製造の請負、物件の買入れその他の契約（建設工事の請負並びに建設工事に係る測量、調査、設計及び工事
監理の委託並びに森林整備業務の請負及び委託を除く。）に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格（平成
30長野県告示第588号）の物件の買入れの等級がＡに区分されている者であること。

(3) 長野県会計局長から物品購入等入札参加資格者に係る入札参加停止措置要領（平成23年３月25日付け 22管第285号）に基づく入
札参加停止を受けている期間中の者でないこと。
(4) 長野県暴力団排除条例（平成23年長野県条例第21号）第２条第２号に規定する暴力団員又は同条例第６条第１項に規定する暴
力団関係者でないこと。
(5) 調達をする物品等に関し、安定的、適切かつ迅速な供給体制が整備されている者であること。
３

一般競争入札又は指名競争入札に参加する者の資格の申請
 この入札に参加を希望する者で２の (2) に該当しないものは、次のとおり一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な
資格を申請することができます。なお、入札の時までに２の (2) に該当していなければ、入札に参加することはできません。
(1) 申請書の入手先
次のアドレスからダウンロードすることができるほか、(3) の場所で入手することができます。
https://www.pref.nagano.lg.jp/kensa/kensei/nyusatsu/bukken/documents/20192020sankashikaku_yoshiki.html
(2) 申請を行う時期
随時受け付けます。
(3) 問い合わせ先
長野市大字南長野字幅下692－２
長野県会計局契約・検査課用品調達係
電話

４

026（235）7079

入札説明書及び仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所並びに問い合わせ先
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佐久市臼田2015
長野県佐久建設事務所
電話
５

総務課

0267（82）8270

仕様についての問い合わせ先
長野県佐久建設事務所
電話

６

維持管理課

0267（82）8273

入札手続等
(1) 契約手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨
(2) 入札書の受領期限及び提出場所（郵送による場合も含みます。
）
ア

受領期限

令和３年10月18日（月） 午後５時

イ

提出場所

佐久市臼田2015（郵便番号

384－0301）

長野県佐久建設事務所
(3) 開札の日時及び場所
ア

日時

令和３年10月22日（金） 午前10時30分

イ

場所

長野県佐久建設事務所

第1会議室

(4) 入札者に要求される事項
 この入札に参加を希望する者は、入札申込書を令和３年10月18日（月）午後５時までに持参又は郵送により (2) の提出場所に
提出してください。
(5) 入札保証金
 政令第167条の７第１項に規定する入札保証金を、別に定める期限までに納付してください。ただし、規則第126条第２項各号
に掲げる担保を提供した場合又は規則第127条各号に該当する場合は、納付する必要はありません。
(6) 契約保証金
 政令第167条の 16第１項に規定する契約保証金を、別に定める期限までに納付してください。ただし、規則第126条第２項各号
に掲げる担保を提供した場合又は規則第143条各号に該当する場合は、納付する必要はありません。
(7) 入札の無効
入札説明書11 の各号に該当する入札書は、無効とします。
(8) 契約書作成の要否
必要とします。
(9) 落札者の決定方法
予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者として決定します。
７

その他
詳細は、入札説明書及び仕様書によります。

８

Summary
(1) Nature and quantity of products to be procured:
Sodium Chloride, 2,000 t (planned quantity)
(2) Delivery date:
Designated date between the contract date and March 31, 2022
(3) Delivery locations：
Locations under the jurisdiction of Nagano Prefectural Saku Construction Office
(4) Contact for inquiries regarding the tender description and specifications, or contract conditions:
Nagano Prefectural Saku Construction Office, General Affairs Division
2015 Usuda, Saku City, Nagano Prefecture 384-0301 Japan
Tel: +81-267-82-8270 (Japanese only)
(5) Submission deadline (including mail-in submission):
Date and time: Monday, October 18, 2021, 5:00 p.m. (JST)
Location: Nagano Prefectural Saku Construction Office
2015 Usuda, Saku City, Nagano Prefecture 384-0301 Japan
(6) Bid opening:
Date and time: Friday, October 22, 2021, 10:30 a.m. (JST)
Location: Nagano Prefectural Saku Construction Office, 3rd Floor, Conference Room 1
道路管理課
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公告
次のとおり一般競争入札に付します。
令和３年９月６日
長野県長野建設事務所長
１

吉

川

達

也

入札に付する事項
(1) 調達をする物品等及び数量
塩化カルシウム（粒状）800 トン（予定数量）
(2) 物品等の特質
仕様書によります。
(3) 納入期日
契約締結日から令和４年３月31日までの間で別に定める日
(4) 納入場所
長野県長野建設事務所管内
(5) 入札方法
 １トン当たりの単価により行います。なお、落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の 10 に
相当する額を加算した金額（当該加算した金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額）をもって落札価
格としますので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110分の 100
に相当する金額を入札書に記載してください。

２

入札に参加する者に必要な資格
次のいずれにも該当する者であることとします。
(1
) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号。以下「政令」という。
）第167条の４第１項又は財務規則（昭和42年長野県規則第２号。
以下「規則」という。）第120条第１項の規定により入札に参加することができないとされた者でないこと。

(2) 長野県の調達する製造の請負、物件の買入れその他の契約（建設工事の請負並びに建設工事に係る測量、調査、設計及び工事
監理の委託並びに森林整備業務の請負及び委託を除く。）に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格（平成
30年長野県告示第588号）の物件の買入れの等級がＡに区分されている者であること。
(3) 長野県会計局長から物品購入等入札参加資格者に係る入札参加停止措置要領（平成23年３月25日付け 22管第285号）に基づく入
札参加停止を受けている期間中の者でないこと。
(4
) 長野県暴力団排除条例（平成23年長野県条例第21号）第２条第２号に規定する暴力団員又は同条例第６条第１項に規定する暴
力団関係者でないこと。
(5) 調達をする物品等に関し、安定的、適切かつ迅速な供給体制が整備されている者であること。
３

一般競争入札又は指名競争入札に参加する者の資格の申請
 この入札に参加を希望する者で２の (2) に該当しないものは、次のとおり一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な
資格を申請することができます。なお、入札の時までに２の (2) に該当していなければ、入札に参加することはできません。
(1) 申請書の入手先
次のアドレスからダウンロードすることができるほか、(3) の場所で入手することができます。
https://www.pref.nagano.lg.jp/kensa/kensei/nyusatsu/bukken/documents/20192020sankashikaku_yoshiki.html
(2) 申請を行う時期
随時受け付けます。
(3) 問い合わせ先
長野市大字南長野字幅下692－２
長野県会計局契約・検査課用品調達係
電話

４

026（235）7079

入札説明書及び仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所並びに問い合わせ先
長野市大字南長野南県町686－１
長野県長野建設事務所
電話

５

総務課

026（234）9537

仕様についての問い合わせ先
長野県長野建設事務所
電話

６

維持管理課

026（234）9541

入札手続等
(1) 契約手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨
(2) 入札書の受領期限及び提出場所（郵送による場合も含みます。
）
ア

受領期限

令和３年10月18日（月） 午後５時
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380－0836）

長野県長野建設事務所
(3) 開札の日時及び場所
ア

日時

令和３年10月26日（火） 午前10時

イ

場所

長野県長野合同庁舎

5階

504号会議室

(4) 入札者に要求される事項
 この入札に参加を希望する者は、入札申込書を令和３年10月18日（月）午後５時までに持参又は郵送により (2) の提出場所に
提出してください。
(5) 入札保証金
 政令第167条の７第１項に規定する入札保証金を、別に定める期限までに納付してください。ただし、規則第126条第２項各号
に掲げる担保を提供した場合又は規則第127条各号に該当する場合は、納付する必要はありません。
(6) 契約保証金
 政令第167条の 16第１項に規定する契約保証金を、別に定める期限までに納付してください。ただし、規則第126条第２項各号
に掲げる担保を提供した場合又は規則第143条各号に該当する場合は、納付する必要はありません。
(7) 入札の無効
入札説明書11 の各号に該当する入札書は、無効とします。
(8) 契約書作成の要否
必要とします。
(9) 落札者の決定方法
予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者として決定します。
７

その他
詳細は、入札説明書及び仕様書によります。

８

Summary
(1) Nature and quantity of products to be procured:
Calcium Chloride (granular) 800 t (planned quantity)
(2) Delivery date:
Designated date between the contract date and March 31, 2022
(3) Delivery locations:
Locations under the jurisdiction of Nagano Prefectural Nagano Construction Office
(4) Contact for inquiries regarding the tender description and specifications, or contract conditions:
Nagano Prefectural Nagano Construction Office, General Affairs Division
686-1 Minamiagatamachi, Minaminagano, Nagano City, Nagano Prefecture 380-0836 Japan
Tel: +81-26-234-9537 (Japanese only)
(5) Submission deadline (including mail-in submission):
Date and time: Monday, October 18, 2021, 5:00 p.m. (JST)
Location: Nagano Prefectural Nagano Construction Office
686-1 Minamiagatamachi, Minaminagano, Nagano City, Nagano Prefecture 380-0836 Japan
(6) Bid opening:
Date and time: Tuesday, October 26, 2021, 10:00 a.m. (JST)
Location: Nagano Regional Office, 5th Floor, Conference Room 504
道路管理課

公告
次のとおり一般競争入札に付します。
令和３年９月６日
長野県長野建設事務所長
１

入札に付する事項
(1) 調達をする物品等及び数量
塩化ナトリウム

2,200 トン（予定数量）

(2) 物品等の特質
仕様書によります。

吉

川

達

也

令和３年
（2021 年）
９月６日
（月）

長

野

県

報

第 235 号

7

(3) 納入期日
契約締結日から令和４年３月31日までの間で別に定める日
(4) 納入場所
長野県長野建設事務所管内
(5) 入札方法
 １トン当たりの単価により行います。なお、落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の 10 に
相当する額を加算した金額（当該加算した金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額）をもって落札価
格としますので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110分の 100
に相当する金額を入札書に記載してください。
２

入札に参加する者に必要な資格
次のいずれにも該当する者であることとします。
(1
) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号。以下「政令」という。
）第167条の４第１項又は財務規則（昭和42年長野県規則第２号。
以下「規則」という。）第120条第１項の規定により入札に参加することができないとされた者でないこと。
(2) 長野県の調達する製造の請負、物件の買入れその他の契約（建設工事の請負並びに建設工事に係る測量、調査、設計及び工事
監理の委託並びに森林整備業務の請負及び委託を除く。）に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格（平成
30年長野県告示第588号）の物件の買入れの等級がＡに区分されている者であること。

(3) 長野県会計局長から物品購入等入札参加資格者に係る入札参加停止措置要領（平成23年３月25日付け 22管第285号）に基づく入
札参加停止を受けている期間中の者でないこと。
(4) 長野県暴力団排除条例（平成23年長野県条例第21号）第２条第２号に規定する暴力団員又は同条例第６条第１項に規定する暴
力団関係者でないこと。
(5) 調達をする物品等に関し、安定的、適切かつ迅速な供給体制が整備されている者であること。
３

一般競争入札又は指名競争入札に参加する者の資格の申請
 この入札に参加を希望する者で２の (2) に該当しないものは、次のとおり一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な
資格を申請することができます。なお、入札の時までに２の (2) に該当していなければ、入札に参加することはできません。
(1) 申請書の入手先
次のアドレスからダウンロードすることができるほか、(3) の場所で入手することができます。
https://www.pref.nagano.lg.jp/kensa/kensei/nyusatsu/bukken/documents/20192020sankashikaku_yoshiki.html
(2) 申請を行う時期
随時受け付けます。
(3) 問い合わせ先
長野市大字南長野字幅下692－２
長野県会計局契約・検査課用品調達係
電話

４

026（235）7079

入札説明書及び仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所並びに問い合わせ先
長野市大字南長野南県町686－１
長野県長野建設事務所
電話

５

総務課

026（234）9537

仕様についての問い合わせ先
長野県長野建設事務所
電話

６

維持管理課

026（234）9541

入札手続等
(1) 契約手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨
(2) 入札書の受領期限及び提出場所（郵送による場合も含みます。
）
ア

受領期限

令和３年10月18日（月） 午後５時

イ

提出場所

長野市大字南長野南県町686－１（郵便番号

380－0836）

長野県長野建設事務所
(3) 開札の日時及び場所
ア

日時

令和３年10月26日（火） 午前11時

イ

場所

長野県長野合同庁舎

５階

504号会議室

(4) 入札者に要求される事項
 この入札に参加を希望する者は、入札申込書を令和３年10月18日（月）午後５時までに持参又は郵送により (2) の提出場所に
提出してください。
(5) 入札保証金
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 政令第167条の７第１項に規定する入札保証金を、別に定める期限までに納付してください。ただし、規則第126条第２項各号
に掲げる担保を提供した場合又は規則第127条各号に該当する場合は、納付する必要はありません。
(6) 契約保証金
 政令第167条の 16第１項に規定する契約保証金を、別に定める期限までに納付してください。ただし、規則第126条第２項各号
に掲げる担保を提供した場合又は規則第143条各号に該当する場合は、納付する必要はありません。
(7) 入札の無効
入札説明書11 の各号に該当する入札書は、無効とします。
(8) 契約書作成の要否
必要とします。
(9) 落札者の決定方法
予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者として決定します。
７

その他
詳細は、入札説明書及び仕様書によります。

８

Summary
(1) Nature and quantity of products to be procured:
Sodium Chloride, 2,200 t (planned quantity)
(2) Delivery date:
Designated date between the contract date and March 31, 2022
(3) Delivery locations:
Locations under the jurisdiction of Nagano Prefectural Nagano Construction Office
(4) Contact for inquiries regarding the tender description and specifications, or contract conditions:
Nagano Prefectural Nagano Construction Office, General Affairs Division
686-1 Minamiagatamachi, Minaminagano, Nagano City, Nagano Prefecture 380-0836 Japan
Tel: +81-26-234-9537 (Japanese only)
(5) Submission deadline (including mail-in submission):
Date and time: Monday, October 18, 2021, 5:00 p.m. (JST)
Location: Nagano Prefectural Nagano Construction Office
686-1 Minamiagatamachi, Minaminagano, Nagano City, Nagano Prefecture 380-0836 Japan
(6) Bid opening:
Date and time: Tuesday, October 26, 2021, 11:00 a.m. (JST)
Location: Nagano Regional Office, 5th Floor, Conference Room 504
道路管理課
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公告
地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 199 条第 14 項の規定により、監査対象団体及び長野県知事から、令和２年度財
政援助団体等の監査結果の報告に添えて提出した意見に対して、次のとおり対応する方針である旨の通知がありました。
令和３年９月６日

監査対象団体名

監査の結果（意見）

公益社団法人長野県林業公

団体等に対する意見

社

１

内部統制の充実

長野県監査委員

田

口

敏

子

同

西

沢

利

雄

同

青

木

孝

子

同

本

郷

一

彦

対応方針

１ 平成25年５月制定の「内部統制に関する基

 地方自治体においては、地方自治法の改正

本方針」に基づく内部統制体制により、森林

に伴い内部統制制度が令和２年４月から導入

整備事業を推進しています。

されました。

 特に、財務会計業務については、林業公社

 県出資等外郭団体は、自立した経営基盤の

会計基準、公社会計処理規程及び長野県財務

下で効果的かつ効率的なサービスを県と連携

規則等の関係法令に基づき、適正かつ効率的

しながら提供するという公益的役割を担って

な予算執行に努めます。

います。

 また、監事には、以前から公認会計士を選

 このため、組織の体制として財務会計処理

任し、平成25年から定款により公認会計士を

が担当者任せになっていないかなど、業務執

選任しています。

行状況を再点検のうえチェック体制を強化す

 なお、監事は理事長及び会計監査人と定期

るとともに、内部統制に関する規定やマニュ

的に意見交換を行っております。

アルの整備、職員に対する研修会の開催など
内部統制の取組を推進してください。
 また、団体運営において重要な職責を担う
監事（監査役）は、財政援助が多額であるこ
とを踏まえ、公認会計士等の業務運営や会計
制度などに一定の知見を有する者を外部から
選任するなど、監査体制の強化、充実に努め
てください。
所管課（森林づくり推進課）に対する意見
１ 県と公社の連結損益試算の公表と県民への

１ 林業公社では経営改革プランを策定し、経

説明

営改革に取組んでいます。長期収支について

 長野県林業公社（以下「公社」という。
）は、

は令和３年度に公社において公表される試算

平成29年度までに全ての分収林について契約

結果により、県との連結損益の試算結果等の

団地ごとに施業地カルテを作成し、これを基

説明に努めます。

に施業方針を見直した上で、今後の管理・伐
採を含む長期事業計画を策定するとともに、
長期収支予測試算の見直しを行いました。
 また、県は公社に対し、直接、貸付を行う
ほか、金融機関からの借入に対し全額損失補
償を行っており、令和元年度末現在の貸付残
高は 229 億余円、損失補償額は 72億余円と
なっています。この借入金は、公社が見直し
た長期収支予測試算では、全ての立木の販売
が完了する最終事業年度（令和58年度 (2076
年度 )）に約116億円（平成29年度公表値）が
累積債務として残り、県が回収不能になるこ
とが見込まれます。
 長期収支予測は、木材価格や生産材積の変
動による影響が大きい面もありますが、当該
累積債務は非常に多額であることから、県民
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に広く理解を得ていく必要があります。
 公社の長期収支予測試算の公表は平成24・
29年度に行われていますが、県と公社の連結
損益試算の公表は平成24年度以来行われてい
ません。
 今後は公社の長期収支予測試算公表に併
せ、県と公社の連結損益試算を公表し、正確
かつ分かりやすい説明をするよう努めてくだ
さい。
一般財団法人長野県林業用
苗木安定基金協会

１

内部統制の充実

１ 職務執行状況を常に見直し、チェック体制

 地方自治体においては、地方自治法の改正

の強化に努めてまいります。

に伴い内部統制制度が令和２年４月から導入

 また、当協会は基金の運用益により運営が

されました。

なされている団体であり、運営規模が少額で

 県出資等外郭団体は、自立した経営基盤の

あることなどから、外部登用による会計監査

下で効果的かつ効率的なサービスを県と連携

人の設置をしておりません。

しながら提供するという公益的役割を担って

 その中で、当協会としては、現在において

います。

も会計事務を監査していただいている税理士

 このため、組織の体制として財務会計処理

事務所の指導を仰ぎながら監査体制の充実強

が担当者任せになっていないかなど、業務執

化を図っているため、引き続き健全な団体運

行状況を再点検のうえチェック体制を強化す

営を進めてまいります。

るとともに、内部統制に関する規定やマニュ
アルの整備、職員に対する研修会の開催など
内部統制の取組を推進してください。
 また、団体運営において重要な職責を担う
監事（監査役）は、財政援助が多額であるこ
とを踏まえ、公認会計士等の業務運営や会計
制度などに一定の知見を有する者を外部から
選任するなど、監査体制の強化、充実に努め
てください。
公益財団法人長野県暴力追
放県民センター

１

内部統制の充実

１ 当法人の財務会計処理は、会計処理規程で

 地方自治体においては、地方自治法の改正

出納員である事務職員が処理をし、会計事務

に伴い内部統制制度が令和２年４月から導入

を統括する事務局長までの決済と規定してお

されました。

りますが、担当者任せとすることのないよう

 県出資等外郭団体は、自立した経営基盤の

に専務理事までの決裁を受けております。今

下で効果的かつ効率的なサービスを県と連携

後もチェック体制の強化を図るため、少額

しながら提供するという公益的役割を担って

の処理であっても専務理事までの決裁としま

います。

す。

 このため、組織の体制として財務会計処理

 会計処理方法等に質疑がある場合は当法人

が担当者任せになっていないかなど、業務執

を所管する当県警本部に確認し、決算時には

行状況を再点検のうえチェック体制を強化す

委嘱している公認会計士のチェックを受けて

るとともに、内部統制に関する規定やマニュ

おりますので、さらなる連携強化を図りたい

アルの整備、職員に対する研修会の開催など

と思います。

内部統制の取組を推進してください。

 また、会計処理規程等を初めとした内部統

 また、団体運営において重要な職責を担う

制に関する規程に関しても、再度点検し、整

監事（監査役）は、財政援助が多額であるこ

備、見直しの必要性について検討してまいり

とを踏まえ、公認会計士等の業務運営や会計

ます。

制度などに一定の知見を有する者を外部から

 当法人の監査につきましては、業務運営及

選任するなど、監査体制の強化、充実に努め

び会計制度に精通した金融機関の支店長等を

てください。

勤めた異なる協会の役員２名を選任して監査
を受けておりますが、監査自体が形骸化して
いかないように留意し、今後も財務報告等の
信頼性の確保に努めてまいります。

令和３年
（2021 年）
９月６日
（月）
公益財団法人南信州・飯田

１

長

野
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報

予算変更ルールの検討

産業センター

第 235 号
１ 補正予算及び予算流用の決裁区分を当セン

 当法人の定款では、予算を変更する場合は

ター会計規程に定めることが、令和３年３月

理事会の承認を受けなければならないと規定

15日開催の理事会で承認されました。

されていますが、予算を変更するための具体

 今後、規程に従い、予算の適切な執行管理

的手続きを定める規定がありません。

に努めてまいります。

 予算の適切な執行を図るためのルールにつ
いて検討してください。
２

内部統制の充実

２ 当センターは、平成31年１月に「産業振興

 地方自治体においては、地方自治法の改正

と人材育成の拠点“エス・バード”」に事務

に伴い内部統制制度が令和２年４月から導入

所機能を移転し、以前にもまして国・県・信

されました。

州大学等と連携し、地域産業の振興や人材育

 県出資等外郭団体は、自立した経営基盤の

成に取り組んでいます。

下で効果的かつ効率的なサービスを県と連携

 また、当センターの工業技術試験研究所で

しながら提供するという公益的役割を担って

は、航空機関連の環境試験機器の整備を進め

います。

るとともに、今後国内唯一の環境試験の拠点

 このため、組織の体制として財務会計処理

として試験体制を確立し、国際的・公的に認

が担当者任せになっていないかなど、業務執

められる試験結果を出すことが可能になる認

行状況を再点検のうえチェック体制を強化す

定試験所化（IS017025試験所認定取得）を目

るとともに、内部統制に関する規定やマニュ

指しています。

アルの整備、職員に対する研修会の開催など

 上記のような課題に取り組んでいくため、

内部統制の取組を推進してください。

また、内部統制の充実を目的に、従来は飯田

 また、団体運営において重要な職責を担う

市工業課長が兼務していた事務局長の職を、

監事（監査役）は、財政援助が多額であるこ

令和３年４月より専任職員とし、財務会計を

とを踏まえ、公認会計士等の業務運営や会計

はじめとした業務全般の管理体制強化を図っ

制度などに一定の知見を有する者を外部から

ています。

選任するなど、監査体制の強化、充実に努め

 監事については、財務管理体制の強化を目

てください。

的に、平成28年度から地元金融団の代表を選
任しています。また、平成29年度からは、従
来２名体制であった監事を１名増員し、飯田
市監査委員の実績のある税理士を選任し体制
の強化、充実に努めています。

一般財団法人塩尻・木曽地
域地場産業振興センター

１

内部統制の充実

１ 当センターの正規職員は４名と限られてい

 地方自治体においては、地方自治法の改正

ますが、財務会計処理が担当者任せにならな

に伴い内部統制制度が令和２年４月から導入

いよう、３名の職員の決裁を得るなどして、

されました。

業務執行状況に相互牽制を取り入れるよう

 県出資等外郭団体は、自立した経営基盤の

に、
「令和２年度財政援助団体等監査」以降、

下で効果的かつ効率的なサービスを県と連携

変更しました。

しながら提供するという公益的役割を担って

 また、令和３年５月に当センター担当の会

います。

計事務所と相談し、今後、会計の研修会を行

 このため、組織の体制として財務会計処理

う予定です。

が担当者任せになっていないかなど、業務執

 監事について、現在は財務等の知見を有す

行状況を再点検のうえチェック体制を強化す

る者として、株式会社長野銀行塩尻支店支店

るとともに、内部統制に関する規定やマニュ

長に依頼しています。なお、株式会社長野銀

アルの整備、職員に対する研修会の開催など

行塩尻支店におかれては、人事異動により監

内部統制の取組を推進してください。

事（支店長）は変わることはあっても、決算

 また、団体運営において重要な職責を担う

書等を継続して提出することで、財務状況も

監事（監査役）は、財政援助が多額であるこ

把握いただいており、必要な場合において相

とを踏まえ、公認会計士等の業務運営や会計

談し助言をいただくなど、密に連絡をとって

制度などに一定の知見を有する者を外部から

います。

選任するなど、監査体制の強化、充実に努め

 業務運営については、経営指導等専門的見

てください。

地だけではなく、業務全般について指導及び
助言いただける塩尻商工会議所専務理事に依
頼しています。
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 また、決算書作成時並びに予算執行におい
て懐疑的なことがある場合においては、その
都度税理士に相談するなど、それぞれ必要な
事業について、その専門の方に相談し対応し
ています。

株式会社長野協同データセ

１

ンター

内部統制の充実

１ 内部統制への取組みとして、その目的とリ

 地方自治体においては、地方自治法の改正

スク管理の観点から、既存の内部統制（社内

に伴い内部統制制度が令和２年４月から導入

ルール）の評価・見直しを行います。

されました。

 また、公認会計士を講師とした社内研修会

 県出資等外郭団体は、自立した経営基盤の

を開催し、「自らも業務遂行を通じて、内部

下で効果的かつ効率的なサービスを県と連携

統制の整備や運用に関わっており、責任を持

しながら提供するという公益的役割を担って

ちしっかりと運用する」という従業員の意識

います。

改革を図ります。

 このため、組織の体制として財務会計処理

 なお、当社では月次で監査役による会計監

が担当者任せになっていないかなど、業務執

査 ･ 業務監査を実施していますが、その際必

行状況を再点検のうえチェック体制を強化す

要に応じて顧問税理士とも連携できる体制を

るとともに、内部統制に関する規定やマニュ

とっております。当社内部統制の重要な構成

アルの整備、職員に対する研修会の開催など

要素となっているため、引き続き監査機能の

内部統制の取組を推進してください。

充実に努めてまいります。

 また、団体運営において重要な職責を担う
監事（監査役）は、財政援助が多額であるこ
とを踏まえ、公認会計士等の業務運営や会計
制度などに一定の知見を有する者を外部から
選任するなど、監査体制の強化、充実に努め
てください。
長野県土地開発公社

１

内部統制の充実

１ 当公社では、支出事務等の財務会計処理は、

 地方自治体においては、地方自治法の改正

総務省が定めた「土地開発公社経理基準要綱」

に伴い内部統制制度が令和２年４月から導入

及び公社財務規程に則り、予算執行者と公社

されました。

出納員による牽制体制の下で、平成26年度以

 県出資等外郭団体は、自立した経営基盤の

降、毎月、現金及び会計関係諸表との照合を

下で効果的かつ効率的なサービスを県と連携

行う「月次監査」を職員全員で実施すること

しながら提供するという公益的役割を担って

により、適正な会計処理に努めております。

います。

 今後も、
県の「内部統制基本方針」を参考に、

 このため、組織の体制として財務会計処理

事務処理の一層の適正化、コンプライアンス

が担当者任せになっていないかなど、業務執

の遵守等に取り組んでまいります。

行状況を再点検のうえチェック体制を強化す

 監査体制につきましては、当公社の監事

るとともに、内部統制に関する規定やマニュ

は、公有地の拡大に関する法律第16条第１項

アルの整備、職員に対する研修会の開催など

に「設立団体の長が任命する」と規定されて

内部統制の取組を推進してください。

おり、知事が任命した県会計管理者及び県財

 また、団体運営において重要な職責を担う

政課長が就任しております。また、会計事務

監事（監査役）は、財政援助が多額であるこ

を適正に執行するため、公認会計士と年間を

とを踏まえ、公認会計士等の業務運営や会計

通じた委嘱契約を締結し、決算調整等の会計

制度などに一定の知見を有する者を外部から

指導を受けるなど、体制の充実を図っており

選任するなど、監査体制の強化、充実に努め

ます。

てください。

 引き続き、現在実施している公社の運営体
制により、会計事務の適正化に努めてまいり
ます。

監査委員事務局
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９月６日
（月）
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公告
次のとおり落札者を決定しました。
令和３年９月６日
長野県諏訪湖流域下水道事務所長
１

傳

田

克

己

落札に係る調達産品等の種類及び数量
諏訪湖流域下水道豊田終末処理場で使用する電気
契約電力

２

3,100kW

予定使用電力量

19,179,200kWh

契約に関する事務を担当する所の名称及び所在地
(1) 名

称

長野県諏訪湖流域下水道事務所

(2) 所在地

諏訪市大字豊田字湖畔1866－１

３

落札者を決定した日
令和３年８月５日

４

落札者の名称及び所在地
(1) 名

称

(2) 所在地
５

バンプーパワートレーディング合同会社
東京都千代田区霞が関３－２－５霞が関ビルディング 33階

落札金額
279,536,840円

６

契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

７

入札公告を行った日
令和３年６月24日
生活排水課

公告
次のとおり落札者を決定しました。
令和３年９月６日
長野県千曲川流域下水道事務所長
１

峯

村

和

落札に係る調達産品等の種類及び数量
千曲川流域下水道下流処理区終末処理場で使用する電気
契約電力  1,500kW

２

予定使用電力量

8,526,028kWh

契約に関する事務を担当する所の名称及び所在地
(1) 名

称

(2) 所在地
３

長野県千曲川流域下水道事務所
長野市真島町川合1060－１

落札者を決定した日
令和３年８月５日

４

落札者の名称及び所在地
(1) 名

称

(2) 所在地
５

バンプーパワートレーディング合同会社
東京都千代田区霞が関３－２－５霞が関ビルディング 33階

落札金額
136,928,003円

６

契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

７

入札公告を行った日
令和３年６月24日
生活排水課

夫
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公告
次のとおり落札者を決定しました。
令和３年９月６日
長野県千曲川流域下水道事務所長
１

峯

村

和

夫

落札に係る調達産品等の種類及び数量
千曲川流域下水道上流処理区終末処理場で使用する電気
契約電力

２

1,950kW

予定使用電力量

13,129,019kWh

契約に関する事務を担当する所の名称及び所在地
(1) 名

称

(2) 所在地
３

長野県千曲川流域下水道事務所
長野市真島町川合1060－１

落札者を決定した日
令和３年８月５日

４

落札者の名称及び所在地
(1) 名

称

(2) 所在地
５

バンプーパワートレーディング合同会社
東京都千代田区霞が関３－２－５霞が関ビルディング 33階

落札金額
  211,429,716円

６

契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

７

入札公告を行った日
令和３年６月24日
生活排水課

公告
次のとおり落札者を決定しました。
令和３年９月６日
長野県犀川安曇野流域下水道事務所長
１

鈴

木

落札に係る調達産品等の種類及び数量
犀川安曇野流域下水道安曇野終末処理場で使用する電気
契約電力

２

640kW

予定使用電力量

3,494,000kWh

契約に関する事務を担当する所の名称及び所在地
(1) 名

称

(2) 所在地
３

長野県犀川安曇野流域下水道事務所
安曇野市豊科田沢6709

落札者を決定した日
令和３年７月29日

４

落札者の名称及び所在地
(1) 名

称

(2) 所在地
５

バンプーパワートレーディング合同会社
東京都千代田区霞が関３－２－５霞が関ビルディング 33階

落札金額
55,613,998円

６

契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

７

入札公告を行った日
令和３年６月17日
生活排水課
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