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包括外部監査の結果及びこれに対して講じた措置

(財) 花の都ぎふ花と緑の推進センター
結果の内容

【ビジョンの明確化と採算性】
バラ園など観光施設としての機能を有
する施設とその他のエリアを区分し､ そ
の目的に応じ採算性などを検討していく
必要がある｡
具体的には､ 現在は公園全体を利用す

将来にわたっての公園のあり方を採
算性の観点等も踏まえて検討していま
すが､ 区域有料か施設有料かについて
は､ 公園計画策定時 (平成７年度) に
おいて検討されており､ 施設有料の方
法は､ 料金の複数回数の徴収が利用者

左記に対して講じた措置

○財政的援助団体等の財務に関する事務の執行について

平成20年度

岐阜県知事及び岐阜県教育委員会から通知のあった措置の概要は次のとおりである｡
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【花の都ぎふ推進基金】
財団が行う事業については､ 県民の負
担を最小限にするために､ 基金の使用を

【財団の今後の方向性(財団の必要性)】
県と可児市の運営費負担の割合を見直
し､ 公平に費用負担するよう努める必要
がある｡
｢花フェスタ｣ 等のイベントが無い場
合には､ 費用対効果の考えで維持管理に
関する支出を縮小する必要があると考え
られる｡
また､ 県と財団が密接な関係であるこ
とは指定管理者制度における公平性を害
する可能性がある｡ 今後､ 県と財団との
関係を整理し､ 自立性を確保すると共に､
指定管理者制度による民間業者の参入に
より財団存続の必要性が乏しくなった場
合には財団の廃止を検討する必要がある｡
さらに､ 現在の活動内容が､ 主として
県の施設の管理や県からの受託事業であ
る状態では公益性に乏しい状態であるた
め､ 税制上の優遇措置等がある公益財団
法人・公益社団法人に移行することは困
難であると考えられる｡ 従って､ 財団は､
現在の業務内容から､ 今後公益法人制度
改革により公益財団としての存続が困難
であることも考慮し､ 財団の必要性を検
討 (財団の廃止) するべきである｡

るサービスの対価として入り口で料金を
徴収しているが､ 今後はバラ園 (植物園)
や観光施設としての展望台 (タワー) な
どを都市公園部分 (無料) と分離し､ そ
れぞれ料金を都市公園部分は無料､ 観光
施設についてはそれぞれ料金を徴収する
方法に変更し､ 目的に応じ採算性をモニ
タリングするとともに､ それぞれの施設
の設置運営の継続性を検証する必要があ
る｡

花の都ぎふ推進基金は､ 県の ｢花の
都ぎふ｣ 運動の促進を目的とした基金
であり､ 基金を運用しその運用益によ

花フェスタ記念公園は県営公園であ
り､ 地元市町に対して費用負担を求め
ることは考えておりません｡
なお､ 費用対効果の面から､ 平成21
年度については､ 指定管理料について､
イベント・広報の費用を削減したほか､
維持管理費についても縮減を図り､ 平
成20年度に比し103,523千円の節減を
図りました｡
また､ 財団のあり方については､ 現
在､ 財団の主たる業務となっている公
園管理業務について､ 県において､ 財
団を指定管理者とする特定者指名方式
から､ 平成23年度以降は公募方式によ
る指定管理者制度の導入を念頭に検討
しており､ それと並行して､ 平成20年
度から県が取り組んでいる ｢外郭団体
に対する県関与の抜本的見直し｣ の中
で､ 当該財団についても今後のあり方
を検討しております｡

に実際以上の負担を感じさせることか
ら取りやめとなったものです｡ しかし､
現在は計画策定時には想定外であった
指定管理者制度が導入されており､ そ
れぞれの施設の目的に応じ採算性をモ
ニタリングし､ 施設の設置運営の是非
を検証していきます｡

優先させ補助金及び受託料の支給を停止
させるか､ または補助金及び受託料によ
り発生した過去の剰余金である基金相当
額を県に寄付 (返還) する必要がある｡
現在適用されている規程では基金の使
用目的に公園の維持管理費等が含まれて
いないため､ 今後基金を維持管理等に使
用､ または､ 実質的に過去の剰余金相当
額である基金を県へ寄付 (返還) するこ
とはできない｡ 従って､ 県は理事会に働
きかけることにより規程を変更させ､ 基
金相当額について整理し､ 資金を県民の
ために有効に活用する必要がある｡

り､ 地域及び県民の活性化に役立てて
まいりました｡
現在では､ ｢花の都ぎふ｣ 運動は､
県民への定着が図られつつあり､ 今後
は民間主導での活動が期待されること
から､ 基金造成等の際の岐阜県負担分
について､ 理事会の承認を得た後､ 県
に寄付することとしております｡

従来から年２回､ 直接聞き取りによ
【PR活動】
PR活動の効果の測定として､ PR活動 り来園者の満足度調査等のアンケート
によりどの程度周知されているかなどの を実施しており､ 平成21年も６月に実
効果の測定を行っていない｡ 公園の知名 施し､ 10月にも実施する予定です｡ 年
度普及のためのPRであるから本来､ 来 齢､ 性別､ 住所等の基本事項､ 施設管
場者に対するアンケートを実施し､ 如何 理運営に関する満足度､ 公園を知った
なる広報 (新聞､ テレビ､ ホームページ きっかけ､ 来園のきっかけ等について
など) により公園について知ったかなど 調査したところ､ ｢以前から知ってい
た｣ (41.4％)､ ｢家族､ 友人から聞い
の情報を収集する必要がある｡
現在実施しているアンケートの内容を た｣ (21.3％) という回答の他､ ｢新聞・
さらに充実かつ回数を増加させ､ PR活 テレビ・ラジオの記事・番組を見て｣
動の効果の測定を行い､ さらには来場者 (9.9％)､ ｢新聞広告を見て｣ (8.0％)
だけではなく､ 無作為に抽出した県民に という結果でした｡ 今後とも､ キャン
対して､ 公園の知名度､ 印象などのアン ペーン会場やPRブース等で､ 公園の
知名度､ 印象等のアンケートを実施し､
ケートを実施する必要がある｡
また､ 採算性の向上のため､ 冬季は現 公園の運営に役立ててまいります｡
コスト削減のためにゲートを閉鎖す
在常時開設している２つのゲートを１つ
にするなどのコストカットを行わなくて ることは､ 公園の風評の低下を招くこ
はならない｡ PR活動を通じ､ 来場者を とから実施しませんでしたが､ 試行と
拡大させるか､ 維持管理の規模を縮小さ して平成21年１月中に東ゲートを閉鎖
して､ その影響を調査したところ､ 来
せるかの判断が重要であるといえる｡
園者への特段の混乱は聞いておりませ
んが､ 一部出店業者から営業上のクレー
ムがありました｡ 今後とも採算性の観
点､ 風評問題､ 来園者の利便性等多方
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面から慎重に検討を重ねてまいります｡
現在､ 県で統一した指定管理者 (業
務) の評価方法 (評価の観点､ 評価項
目等) について検討中であります｡
これが決定しましたら､ 次回よりこ
れに沿って評価を行ってまいりたいと
考えております｡

【指定管理料の決定方法】
指定管理料の決定時に指定管理業務に
費やされる支出予定額を正確に吟味する
とともに､ ３年間の指定管理料を定額に
するのではなく､ 常時見直し､ 当初予算
と事業規模が乖離した場合には金額を改
定する必要がある｡

平成21年度において､ 公園施設の管
理についての検討を行い､ 管理水準に
ついて必要最小限の園地管理を実施す
ることで経費削減に努めたほか､ 公園
の利用促進を図るために実施していた
外部イベントの廃止､ 広報活動の縮小
等を行い事業規模の圧縮を図ることと
しました｡
この結果､ 平成21年度の指定管理料
について､ 平成20年度に比べ103,523
千円を減額しました｡

【指定管理者制度における事業評価】
事業評価は客観性を担保するために項
目ごとに数値化し､ 点数をつける方法が
客観性があり好ましいと考えられる｡ ま
た､ 財団は事業報告書を作成し､ その中
で事業計画と事業の実績等を比較してい
るが､ 単に結果の報告資料であり､ 事業
評価とはなっていない｡
今後､ 事業評価の正確性及び客観性､
検証可能性のため､ 街路公園課は事業評
価基準を作成し､ 各項目を５段階に評価
するなどの点数を用いるなどの方法を用
いるべきである｡
その他に県民に対して無作為アンケー
トを行い､ 来場経験の有無や評判､ 施設
の必要性などを５段階程度で評価し､ 各
種要望などのソフト面のニーズを把握し
経営に役立てる必要がある｡

【非常勤理事の出席状況】
理事の削減を図り､ 真に財団のことを
検討できる理事のみによる円滑な意思決
定が可能な役員組織にしていくべきであ
る｡

財団や花フェスタ記念公園の管理運
営において､ 広く意見を求めることが
必要であり､ そのために県内の各界・
各階層より選定した団体の代表者にお
願いしております｡
平成21年３月の役員改選時にも､ 前
述の方針により協議検討した上で､ 理

【理事の代理出席､ 書面表決】
欠席理事については代理出席または書
面表決を促し､ 少なくとも情報交換を交
わすようにすべきである｡

平成19年度においては､ 命令権者の
押印漏れが散見されたため､ 平成20年
度より命令簿を総務課へ提出する前に､
各個人及び上席者において再度命令印
の確認を行うよう徹底しています｡ 総
務課においても複数人によるチェック
を徹底して行っています｡

欠席理事については､ 出席について
回答がない場合も含め､ 前日までに書
面表決若しくは代理人の出席 (陪席)
の確認をとることとしております｡
当日になって緊急・急用等で欠席と
なる場合にあっても書面表決若しくは
代理人の出席 (陪席) で対応できるよ
う努め､ 情報交換ができるよう努めて
おります｡

事19人 (非常勤17人) に就任いただき､
財団や花フェスタ記念公園の管理運営
について意見をいただいております｡

【時間外勤務簿､ 休日勤務及び夜間勤務
命令簿の記載】
｢時間外勤務､ 休日勤務及び夜間勤務
命令簿｣ の命令権者の印､ 命令権者の検
印の押印漏れが散見された｡
上席者は時間外勤務､ 休日勤務及び夜
間勤務時間の正確性をチェックし､ チェッ
クが完了したことを証拠として残す意味
で ｢時間外勤務､ 休日勤務及び夜間勤務
命令簿｣ に承認印を必ず押印することが
必要である｡
こうした運用上の誤りを回避するため
には､ 次のような対策を講じるべきであ
る｡

チェック実施者を複数とし相互牽
制機能を働かせる
庶務担当者による月次チェックの
前に､ 各職員本人による確認を周知
徹底する

【県派遣職員の給料の処理】
県派遣職員の人件費も財団で負担すべ
きであり､ 必要とあらば同額だけ補助金
受取額を増額すべきである｡

県派遣職員に係る人件費等の経費負
担については､ ｢公益的法人等への一
般職の地方公務員の派遣等に関する法
律｣ 第６条第２項及び ｢岐阜県公益法
人等への職員の派遣等に関する条例｣
第４条第１項に基づき県が負担するこ
ととしております｡
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【花の都ぎふ推進基金助成事業の助成期
間を超過した補助】
補助金交付要綱によれば､ 補助金の助
成期間は連続２年以内とされているが､
過去の補助金交付先に連続２ヵ年超えで
補助金が交付されている類似性の高い団
体が存在しており､ 実質的には規定する
要件に合致していないものと判断される｡
財団がこの積極的な地域活動を今後も
支援するということであれば､ 要綱の要
件を改定することが必要である｡ または､
補助金交付の機会の公平性を考えるなら
ば､ 当団体に対する補助金の交付は取り
やめ当団体が属する市と地域住民による
自主財源で行っていく必要がある｡
【花の都ぎふ推進基金助成事業の支出明
細書の算出基礎が不明瞭】
実績報告の支出明細書の様式が統一さ
れておらず明瞭性に欠ける｡ 今後は様式
の統一が必要である｡ その際､ 物品の購
入単価と数量を明記し算出基礎を明確に
し､ 財団ごとに比較可能性を確保するこ
とが求められる｡ 財団はこのように作成
された書類をチェックする際､ 単価が不
当に高くないか､ 無駄な支出がされてい
ないか等調査することが必要である｡
【大垣 花華回廊事業の補助対象外経
費】
事務局費の領収書が添付されておらず､
その内容が明確でないにも係らず補助対
象経費として認められていた｡
このような経費は内容が不明瞭である
ので補助金交付団体に問い合わせて補助
対象経費として良いか検討すべきである｡
【花の都ぎふ推進基金助成事業の現場視
察】
当該事業の検査について､ 現場視察も

類似性の高い団体及び近傍地での施
工箇所ではあったが､ あくまで別団体
であり､ 同一箇所ではないことから助
成対象としたものです｡ 申請書等に実
施施工箇所を明確に記載するよう､ 平
成21年２月に要綱等の改正を実施し､
より的確に審査できるようにしました｡

平成21年２月に要綱等の改正を実施
し､ 申請書・実績報告書等の様式を全
て統一し､ 書面で確認できるようにし
ました｡

平成21年２月に要綱等の改正を実施
し､ 申請書・実績報告書等の様式を全
て統一し､ 事業に要した経費が明確に
把握できるようにすると共に､ 助成対
象経費を限定列挙して明確にしました｡

平成20年度助成事業については､ 助
成団体に対し抽出により現地確認を実
施しました｡ また､ 平成21年度におい

【花フェスタ記念公園イベント関連業務
委託】
14件のイベント実施委託が行われてい
るがその効果は芳しくなく､ その実施の
良否に関し適宜適切な検討が行われてい
ない｡
財団では各種のイベントを実施するこ
とで公園の周知や入場者数の増加を図っ
ているが､ 費用対効果が認められない｡
そのためまずイベントの開催に関し見直
しをした上で､ 今後イベントを開催する
にあたってはその中身や採算性を慎重に
吟味すべきである｡

【花フェスタ記念公園の公園管理運営委
託】
委託業務について､ 委託先は非常に限
定的であることに加え落札率も高水準で
推移しており､ 入札の実効性が確保され
ていない可能性がある｡ そのため指名業
者を再検討するなど､ 入札の実効性を確
保できるよう改善する必要がある｡

実施すべきではないか｡
何件かのサンプルを抽出し事業現場に
赴き徴収資料に虚偽の報告がないかの視
察を実施しその報告書をまとめるべきで
ある｡ また､ 補助金の交付趣旨に適合し
た事業が行われているかチェックをすべ
きである｡ 特に複数年にわたり補助金を
交付している先については現場視察を実
施し､ 徴収資料の内容の確認と補助金の
交付趣旨に適合した事業であるかのチェッ
クをすべきである｡

年間のイベント・広報の企画・実施
を同一業者に一括して委託することで
統一感を持ったイベント・広報をより
効果的かつタイムリーにPRできると
いうメリットがあります｡ ２年間同一
タレントをイメージキャラクターとす
ることで公園のイメージアップにもつ
ながりましたが､ 来園者ニーズに対し
より細やかな対応が反映しにくいこと
や所要額が高額でもあることから､ 平
成21年度は年間委託を廃止しました｡
今後とも､ 費用対効果面を検討しな
がら､ バラの公園に相応しい職員によ
る手作りイベント､ 地域に根ざしたイ
ベントを企画・運営します｡ また､ 地
元自治体､ 団体主催イベントや持込み

現在においても入札制度の趣旨を踏
まえ､ (財)花の都ぎふ花と緑の推進セ
ンター会計処理基準に基づき適正に入
札参加数を確保し､ 厳正に委託先を決
定していますが､ 公園管理業務の特殊
性から指名できる業者そのものが限ら
れることもあります｡
なお､ 地元経済振興の観点から近隣
の業者を優先しつつ､ 参加者の広域地
域での選定や参加者数を増やしていま
す｡

ても､ 実績報告のあった助成団体につ
いて現地確認を実施しており､ 今後も
引き続き抽出により現地確認を実施し
ます｡
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イベントを積極的に誘致します｡

【資産管理体制の整備】
保有する資産に関しまだ不明な点が存
在する｡
例えば西ゲート発券機は一部がレンタ
ル品であるにも拘らず自己所有資産用の
備品シールを誤って貼っていたり､ 茶室
の手提げ金庫は同種の現物が２つあるに
もかかわらずリスト上は１つとなってい
るなどである (１つは消耗品扱いとして
リスト計上されていない)｡ そのためま
ず財団として所有している資産を明らか
にして､ 適切な資産管理ができる体制を
整える必要がある｡

備品購入時に､ 10万円以上を固定資
産台帳に､ ２万円以上10万円未満を備
品台帳に各々記載するのが原則ですが､
一括した管理を行った方が便宜上漏れ
がないことから､ 備品台帳には固定資
産分も記載していました｡ 平成20年度
中に固定資産台帳・備品台帳を修正し､

備品管理については､ 備品異動があっ
た場合､ 備品登録・廃棄等の調書作成
台帳変更 シール貼付 (新規の場合)
の業務を行っています｡ また消耗品扱
い (２万円以下) で購入したものにつ
いては､ 備品シールを貼付していませ
ん｡
従って､ レンタル品については､ 自
己所有資産と区分して管理しています｡
なお､ 手提げ金庫については､ 備品と
して管理し､ 備品シールを貼付済です｡
さらに平成20年度中に財団固定資産・
備品調査を完了し､ 固定資産台帳・備
品台帳は修正済みです｡

公園でのイベント・広報を早期に､
【花フェスタ記念公園広報関連業務委
効果的にPRするため､ 年間のイベン
託】
広報活動に対しても多額の委託料が支 ト・広報業務を同一業者に一括して委
出されているが､ その効果は不明である｡ 託していました｡ ２年間同一タレント
そのため広報活動についても改めて見直 をイメージキャラクターに起用してテ
しをした上で､ 今後は効果のあるものだ レビCM､ 新聞広告等でPRをすること
で､ 公園をより強くPRすることがで
けに限定して行うべきである｡
き､ 来園者の増加につながりました｡
公園のイメージづくりが醸成できたこ
ともあり､ 平成21年度は年間委託を廃
止しました｡
今後は､ 地元新聞社､ 放送局等の報
道機関との連携をさらに強化し､ 定期
的な情報提供による広報の展開やホー
ムページを充実し､ リアルタイムの公
園情報を提供していくことに努めます｡

【固定資産と物品の区分】
固定資産と物品の区分が適切になされ
ていないものがある｡ 物品とは有形固定
資産以外の物と定めているため固定資産
として計上されている資産に関しては物
品として管理するのではなく固定資産と
して管理すべきである｡ しかし､ ミュー

【固定資産､ 物品の売却､ 除却､ 廃棄】

【固定資産､ 物品の現物照合】
平成19年度は､ 固定資産の現物との照
合が実施されていない｡
固定資産の現物との照合は毎年必ず実
施する必要がある｡
また､ 現状では照合に当たり現物の有
無のみを確かめており､ 陳腐化していな
いかなどの状態の確認や､ 遊休資産か否
かなどの使用状況の確認がなされていな
い｡ 使用状況の確認も併せて実施すべき
である｡
物品の現物との照合も平成19年度は実
施されておらず､ 毎年必ず実施する必要
があり､ その実施にあたっては物品の状
態や使用状況にも留意する必要がある｡

【固定資産､ 物品の台帳整備】
物品品目別一覧表に固定資産と物品が
混在している｡
物品品目別一覧表には固定資産として
計上されているものは含めずに作成して
管理する必要がある｡
また､ レンタル物品も物品品目一覧表
に混入してしまっているが､ レンタル物
品に関しては自己所有資産と区分して管
理する必要がある｡

【備品票】
備品票が貼付されていないものが散見
されるため､ 財団所有の資産については
備品票を貼付し適切に管理する必要があ
る｡

ジアム簡易ステージやノートパソコンな
どは固定資産として計上されている資産
であるにも拘らず､ 物品として管理され
てしまっている｡ そのため固定資産と物
品を適切の区分した上で管理を徹底する
よう改善する必要がある｡

平成18年度以前は財団本部がふれあ

平成18年度に現物実査を行いました
が､ 平成20年度は21年１月中旬より財
団固定資産・備品調査を行い始め､ こ
の調査を平成20年度中に完了しました｡
なお､ 調査時には使用状況も同時に確
認し､ 適正管理に努めています｡

備品購入時に､ 10万円以上を固定資
産台帳に､ ２万円以上10万円未満を備
品台帳に各々記載すべきですが､ 一括
した管理を行った方が便宜上漏れがな
いことから､ 備品台帳には固定資産分
も記載していました｡ 平成20年度中に
固定資産台帳・備品台帳を修正しまし
た｡ なお､ レンタル物品についても､
自己所有資産と区分して管理していま
す｡

屋外で使用する物品や移動が多い物
品については､ シールが剥がれている
場合が散見されたので､ 平成20年度中
に財団固定資産・備品調査を完了し､
再度シールを貼付しました｡

固定資産と物品の適切な区分を行って
います｡
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平成19年にプリンター２台を処分した
として物品不要決定調書で廃棄の決裁を
受けているが､ 当該資産は台帳上１台し
か所有してないこととなっている｡ 廃棄
の決裁段階においても台帳との整合性を
確かめて実態に即した処理をするよう修
正する必要がある｡
さらに､ 固定資産の売却､ 撤去､ 廃棄
に関する理事長への報告書が作成されて
いない｡ そのため今後は規定に従って適
切に実施する必要がある｡

い会館にあり､ 本部分と公園事務所分
でそれぞれ台帳整理を行っていました｡
平成18年度に財団本部が花フェスタ記
念公園内に移った際に生じた､ プリン
ター１台の不突合については､ 台帳の
統合整理時の記帳漏れと思われます｡
平成20年度中に台帳整理を完了し､ 適
正な管理に努めています｡ また､ 備品
廃棄時には､ 規定に従い理事長への報
告書を作成しています｡

左記に対して講じた措置

(財) 岐阜県建設研究センター
結果の内容

平成21年４月１日より各事業に係る
人員配置を基に人件費を配賦し､ 事業
収支を把握・管理できる管理表を作成
し適正な執行管理を行っています｡

平成19年度から平成21年度にかけて
県職員を22名から11名へ､ プロパー職
員を45名から37名へ削減するなど人件
費の削減を行いました｡
また､ 平成19年度の６部１センター
４事務所体制から平成20年度の４部１
センター１事務所１支所体制へ､ さら
に平成21年度からは岐阜事務所を本部
に統合するなど組織を再編し､ ４部１

【各事業区分における原価計算】
事業に係る人件費が各事業に配賦され
ていないため､ 事業ごとの適正な原価計
算が作成されていない｡ 本来､ 各事業の
適正な収支を把握するために､ 事業ごと
に人件費の工数等を集計し､ 実際に事業
に費やしたコストを集計記載する必要が
ある｡
財団の事業に係る支出金額の多くは人
件費が占めており､ 事業成果を正しく認
識するために､ 事業に係る重要経費であ
る人件費を適正に配賦 (直課) し､ 適正
な事業収支 (管理費控除前) を把握する
必要がある｡
【設計積算等事業の採算性】
人員が過剰であることは､ 作業効率を
悪化させる原因であるといえるため､ 業
務量に応じた適正な人員数に調整する必
要がある｡ また､ １時間あたりの人件費
単価についても標準単価に比べ高額であ
るため､ 人件費単価の引き下げ､ 人員の
入れ替えを実施する必要があるといえる｡

【財団の今後の方向性及びあり方】
財団は､ 県内の市町村からの役員の就
任または出捐金の一部出捐を依頼するこ
とにより､ 業務の効率化等が促進される
と考えられる｡ 委託元である各市町村に
対して財団への関与を依頼し､ 連携を図
ることにより､ 受託業務を効率化し赤字
を減少させ財政状態の健全化を図る必要
がある｡
財団は県との密接な関係を見直し､ 財
団として自立した団体として存続する必
要がある｡ 現在のように､ 県から財団人
員の１／３程度にあたる人員を派遣して
いる状態を解消するとともに､ 一部補助
金の受給で運営している事業 (データセ
ンター推進事業) 等についてはその事業
の必要性及び効率性を吟味し､ 必要があ
れば事業を県に移管し､ 財団は積算業務
を中心とした業務を行う県から自立した
団体となる必要がある｡

理事会の開催にあたっては理事､ 監
事との日程調整を十分に行い開催して
おります｡ (平成21年３月開催の理事
会は理事･監事19名中13名の出席)
また､ 公益法人制度改革に伴う役員
構成の見直しにより理事の人数の削減
を図っていきます｡

財団の業務は市町村の建設行政に係
る事務事業の補完・支援であることか
ら､ 市町村のニーズ・要望や市町村が
抱えている課題を汲み取るための意見
交換の場として運営委員会等の組織を
設置することを検討していきます｡
また､ 市町村が抱える課題の解決や
効率性､ 経済性を向上するため事業の
共同化や各種システムの共同開発・運
営を提案するなどし市町村との連携の
強化や財団の財政状況の健全化を図っ
ていきます｡
県派遣職員は平成19年度の22名から
平成21年度は11名へと削減しています｡
さらに､ データーセンター事業に係
る人件費補助金については平成21年度
から廃止されました｡
また､ 県から受託している各システ
ムの維持管理業務については､ 今後､
県と協議を行い県とセンターの役割分
担を明確にしていきます｡

支所体制とスリム化し､ 事業効率の向
上を図りました｡

【非常勤理事の出席状況】
理事会の意思決定に参加できない名目
的な理事の削減を図り､ 真に財団のこと
を検討できる理事のみによる円滑な意思
決定が可能な役員組織にしていくべきで
ある｡

【出勤簿と週休日・休日の振替え等の通
平成20年11月に適正な事務処理を行
知書､ 休日代休日指定簿との不整合】
うために具体的な例を挙げ､ 担当職員
書類作成の不備が発見されたので､ 今 の教育の実施及び全職員に周知徹底を
後ルールに則った処理が必要である｡
図りました｡
休日出勤のため､ 休日代休指定簿
により代休申請をしているが､ 出勤
簿上適切に反映されておらず誤った
記載となっていた｡
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土曜日､ 日曜日に出勤した時は､
週休日・休日の振替え等の通知書に
より代休申請をするルールであるが､
祭日に出勤した場合に使用する休日
代休指定簿により代休申請を行って
おり､ 誤った使用をしておりルール
に従った運用がなされていない｡
【時間外勤務､ 休日勤務及び夜間勤務命
令簿の承認印】
｢時間外勤務､ 休日勤務及び夜間勤務
命令簿｣ において､ 命令権者の印､ 命令
権者の検印の押印漏れが散見された｡
上席者は時間外勤務､ 休日勤務及び夜
間勤務時間の正確性をチェックし､ チェッ
クが完了したことを証拠として残す意味
で ｢時間外勤務､ 休日勤務及び夜間勤務
命令簿｣ に承認印を必ず押印することが
必要である｡ 運用上の誤りを回避するた
めには､ 以下のような対策を講じるべき
である｡
チェック実施者を複数とし相互牽
制機能を働かせる
庶務担当者による月次チェックの
前に､ 各職員本人による確認を周知
徹底する
【正味財産増減計算書上の退職給付費用
の計上】
正味財産増減計算書上､ 退職給付費用
は計上されるが､ 現状では一般会計 (受
託部門) の
経常費用①事業費に退職
給付費用の全額22,597千円が計上されて
いる｡
財団の決算書は一般会計 (受託部門)､
一般会計 (建設研究部門)､ GIS特別会
計の部門別に作成されている｡ 各部門の
経常費用は①事業費と②管理費からなる｡
退職給付費用の全額22,597千円は適正な
期間損益計算の観点及び適正な部門計算

平成20年11月からチェック実施者を
複数とし､ 確認・相互牽制ができる体
制としました｡
また､ 総務課への報告前に各職員が
内容確認するとともに､ 総務課におい
ても複数でチェックを行っています｡

平成21年度より一般会計(受託部門)
について事業費､ 管理費に按分し計上
するよう改善しました｡ その他部門に
ついては新公益法人化に向けた事業の
再編に合わせ検討していきます｡

【資産管理体制の整備】
現在保有している備品等に関し十分に
把握できていない点がある｡
例えば廃棄済みの処理がされているに
もかかわらず現物が存在するものや､ 台
帳上計上されているにもかかわらず現物
の所在が把握できていないものなどが散
見される｡ そのため､ センターで保有し
ている資産の実態を早急に把握し適切に
管理できる状態に整備する必要がある｡

【委託料】
指名競争入札の実効性が確保されてい
ない可能性が高い｡ そのため指名業者の
選定を見直すなど入札の実効性を確保で
きるような仕組みに改善する必要がある｡
また､ GISシステム関連の維持管理・
更新等システム関連業務の委託に関して
は､ 当初の委託先が著作権を保有してい
ることや開発元によるノウハウの優位性
等から一者随意契約の件数も多く金額も
多額に発生している｡ そのため一般競争
入札が原則であることに立ち返り､ 一者
随意契約により委託している事業の範囲
について再度見直す必要がある｡

【研修全体の開催費用の把握】
研修開催費用の全額を把握することが
必要である｡ 具体的には当財団と建設業
協会との間において､ 研修の覚書を交わ
し､ 研修開催の費用負担について明文化
すべきである｡

備品について平成20年11月に現物実
査作業を実施し､ 適正に備品票を貼付
し管理しています｡

平成20年11月に現在保有している資
産の確認作業 (現物実査等) を実施し
関係書類の整備を行い､ 適正な管理を
行っています｡

入札事務手続きは県に準じて適正に
実施しているところですが､ 平成21年
度から再度､ 指名業者の選定方法等に
ついて検討を行います｡
また､ 委託事業の事業範囲を分割し
て競争入札ができないかを検討してい
きます｡

平成20年11月より研修全体の経費に
ついて予算化・把握し､ 関係団体との
費用負担についても明文化しました｡

の観点から各部門の事業費､ 管理費に按
分し計上すべきである｡

【備品票】
貼付されていないものや､ 貼付されて
いても過去の備品番号や整理番号が付さ
れたままになっているものなどが混在し
ている｡ そのため備品票についてももれ
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なく貼付し適切に管理する必要がある｡
【固定資産､ 物品の台帳整備】
固定資産台帳に計上されている固定資
産が備品管理台帳にも記載されているな
ど重複している部分がある｡ そのため固
定資産と物品とを適切に区分した上で､
固定資産は固定資産台帳､ 物品は備品台
帳及び物品受払台帳に計上し適切に管理
する必要がある｡
また､ 県所有資産でセンターが管理し
ているにすぎないものなどは別に管理資
料を設けて管理する必要がある｡
さらに､ 過年度に廃棄済みのものは削
除して台帳整備すべきである｡
【固定資産､ 物品の現物照合】
固定資産は固定資産台帳と現物､ 物品
は備品台帳及び物品受払台帳と現物の整
合性を確かめるものとされているため､
これに従って実施するよう改善する必要
がある｡
資産の状態や使用状況の確認に関して
も適切に実施し記録する必要がある｡
また､ 実査の際に現物と整合させる備
品台帳には物品の細目に関する記載のな
いものが多く現物との照合が困難である
ため､ 現物との照合を容易に出来るよう
細目に関しても必要十分な記載をすべき
である｡ 同様に､ 保管場所に関しても必
要十分な記載をすべきである｡
加えて､ 整理番号も現物に貼付されて
いる備品票の管理番号と整合しないもの
があるため､ 正確な備品票の貼付や台帳
整備といった管理を適切に行う必要があ
る｡
【固定資産､ 物品の売却､ 除却､ 廃棄】
固定資産を廃棄する際は､ 必ず残存価
値に関する見積りを入手する必要がある｡
廃棄が適切であったか不明であるため､

平成20年11月に固定資産､ 備品につ
いて現物実査し､ 規程に基づき固定資
産台帳､ 備品台帳､ 物品受払台帳を整
備し適正に管理しています｡

平成20年11月に固定資産､ 備品につ
いて現物実査し､ 規程に基づき固定資
産台帳､ 備品台帳､ 物品受払台帳を整
備し適正に管理しています｡

平成20年11月より固定資産の破棄に
あたっては､ 必ず見積書を徴収して残
存価値を確認､ 検証しています｡
また､ 廃棄に係る事務手続きを適正

適切に書類整備等も実施する必要がある｡
買取り額の明細や業者名､ 業者の押印
等整ったフォームで見積りをとったうえ
で､ その金額の妥当性等の検証を行うよ
う改善する必要がある｡
さらに､ 固定資産の売却､ 撤去､ 廃棄
に関する理事長への報告書が一切作成さ
れていないため今後は規定に従って適切
に実施する必要がある｡

に行っています｡

平成20年11月に適正な事務処理を行
【ETCカードの利用】
ETCカード使用申請簿に押印もれや押 うために職員に周知徹底を図りました｡
また､ 平成20年11月に､ 県の規程に
印誤り､ 記載もれや記入誤りが散見され
たので､ 申請簿への押印や記入方法に関 適用できるようETCカード使用申請簿
し周知して適切に管理運用すべきである｡ を変更しました｡
また､ 県の ｢有料道路通行料の支給｣
の規程が改定され旅行命令者の承認があ
れば有料道路の利用が可能となっている
ため､ センターの申請簿もこの変更を反
映した様式に改定した上で取扱も変更す
る必要がある｡

結果の内容

20年度出展分については１月に事業
効果測定のための調査を実施しました｡
なお､ 21年度の出展分も直後の調査に
加え､ 出展後､ 半年経過した時点で調
査を実施することとしました｡

左記に対して講じた措置

(財) ソフトピアジャパン

【ソフトピアジャパン進出企業経営支援
事業】
財団は､ 首都圏等で開催された企業展
や製品展示会等へ出展した入居企業に対
して､ 出展後３ヶ月及び半年といった一
定期間経過した時点での商談件数を集計
し､ 事業に対する効果を測定する必要が
ある｡

民間ITベンダーで実施可能なシステ
【地域中小企業競争力向上支援事業】
IT経営相談支援事業は､ 具体的にはホー ム構築分野の支援は対象外とし､ 民間
ムページ作成やエクセルなどのアドバイ 企業では採算に合わないためケアが不
十分な､ 中小・零細企業を対象とし
スをコーディネーターが行うもので
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財団の研究開発機能の見直しで当該
事業は平成20年度をもって終了しまし
た｡
補助金の効果測定のため､ 共同研究
開発事業 (共同事業化支援) のフォロー
アップとして､ 補助金支給年度の翌年
から５年間の売り上げ推移および事業
化等の補助金支給効果の追跡調査､ 知
的財産の管理・技術移転等を継続する
とともに､ 有効性を高めるために関連
支援機関と連携して事業化に際して補
助事業者が抱える課題解決等のニーズ
に対応して支援を行うことします｡

たビジネスモデル構築､ 経営戦略策定
や業務フロー見直しといった ｢IT利活
用を目的としたコンサルティング｣ に
主体をおいて公共性の高い支援に重点
を置くこととしました｡

【共同研究開発事業】
財団では､ 補助金支給に対する効果の
測定が不十分である｡
今後､ 評価表の内容を吟味し､ 詳細な
評価結果を得ることにより､ 詳細なニー
ズ等を把握でき､ 補助金の有効性に寄与
するものと考えられる｡
財団は補助金の効果測定を充実させる
ともに､ 補助金の支給後､ 短期的にしか
効果の存続が認められない場合には､ 岐
阜県の財政状態も勘案し､ 補助金の支給
を縮小させるなど対策を検討する必要が
ある｡
財団の研究開発機能の見直しにより､
平成20年12月に当該室を廃止し他目的
(技術開発室)で有効利用されるように
するとともに､ プレゼンテーション､
研究者ミーティング､ 迷惑フィルター
の開発及び製品開発等の研究開発事業
を廃止しました｡
今後は､ 共同研究事業のフォローアッ
プとして､ 知的財産の管理､ 技術移転
等のみを継続して実施することとしま
した｡

あるが､ その内容は民間業者でも対応可
能な分野であり､ 県民の負担を強いてま
で､ 中小企業に対する ｢IT経営相談支援
事業｣ を実施する必要性は乏しいと考え
られる｡
財団は再度､ 現在実施している当該事
業内容を吟味し､ 公共性の高い事業に特
化し､ 民間企業で実施可能な支援事業は
民間業者へ移管することにより事業規模
を縮小する必要がある｡

【共同研究開発支援事業 (情報セキュリ
ティー研究開発支援事業) 】
ソフトピアセンタービルの一室を年間
2,077千円で賃借し､ プレゼンテーショ
ン (年間22回のみ)､ 研究者ミーティン
グ (年４回)､ 研究成果についての技術
相談指導・迷惑フィルターの開発及び開
発製品の倉庫のために使用しているのは
非効率であるといえる｡ プレゼンテーショ
ン回数の増加や常時展示会場として積極
的な展示を行うなど､ 施設の有効活用を
行うべきである｡
また､ プレゼンテーション等の実施時
における参加人数の集計等の事業評価を
行っていないため､ 今後は事業評価を適

平成21年度より市町村と共同で実施
するIT講座に関して､ 各市町村に対し
てノウハウ等の提供に留め､ 外部講師
の派遣､ テキスト支給を行った場合に
は､ 各市町村より費用を徴収すること
としました｡

正に行い､ 効果が希薄な場合は事業の縮
小または廃止の検討を行う必要がある｡

【地域情報化推進支援事業】
各市町村が自己の負担でIT講座を開催
するべきであり､ 講師への謝金やテキス
ト代金等については､ 各市町村が負担す
る必要があると考えられる｡
財団は各市町村に対してノウハウ等の
提供に留め､ 講師の派遣､ テキスト支給
を行った場合には､ 各市町村より費用を
徴収する必要がある｡

リースパソコンは必要台数を検討し､
７月の契約更新時に45台に削減しまし
た｡
所有のパソコン73台中老朽化した30
台については平成21年３月に廃棄処分
しました｡ 残りにつきましては財務会
計､ 人材育成事業など個別業務に使用
しており､ 今後更新に際して必要台数
を精査し､ 台数を絞り込みます｡
会計処理については､ 平成19年度ま
ではソフトピアLAN構築事業費とし
て予算計上しておりましたが､ 平成20
年度当初予算から､ 予算科目の見直し
を行い管理費の財産管理費として計上
しました｡

平成21年度においては､ 産業人材育
成事業に国費事業を積極的に導入して
県負担を削減しました｡ また､ 産業高

(情報産業課)
財団の方向性については､ 県の行財
政改革における議論等を踏まえつつ､
効率的な運営を行うための組織のあり
方について､ 引き続き検討を行ってい
きます｡

【ソフトピアLAN構築事業費支出】
パソコンは平成19年で71台をリースし
ており､ その他に財団が所有しているも
のが73台あり､ 合計で144台財団に常備
している｡ 平成19年度の職員数は56名
(日日雇用職員含む) であり､ 余剰のパ
ソコンについては予備または研修用とし
て保管している｡
財団の在籍人員及び研修状況から判断
すると､ 現在保有している台数は過剰の
傾向がある｡ 今後リプレースする場合に
は実際に使用する台数を正確に把握し､
支出を削減するよう努力する必要がある｡
また､ 当該事業は､ 財団の管理運営に
係る費用であるから､ 本来管理費として
会計処理するべきであるため､ 今後は管
理費として会計処理する必要がある｡

【財団の今後の方向性】
財団で実施している事業のうち､ 国庫
で財源が確保できる部分については継続
して県費の負担を軽減すると共に､ その
他の事業内容も再度見直し､ 財団の実施
している事業のうち民間で実施可能な事
業は民間へ委ね､ 財団の事業を見直すこ
とにより県費の負担 (運営補助金及び事
業補助金) を更に減少させる必要がある｡
今後財団は､ 更に事業内容を再度見直
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度化事業は入居審査業務を指定管理者
に移管し､ 入居支援事業等真に必要な
事業に絞り込みました｡ 事業規模を縮
小した結果､ 人員についても17人を削
減し､ スリムで効率的な組織に改組し
ました｡
今後は更に財団そのものの方向性に
ついて､ 県行財政改革推進本部の議論
をもとにさらに県と協議していきます｡
事業評価については､ 外部評価委員
の率直な評価､ 提言をいただいており
ますが､ さらに客観性､ 具体性を担保
するため､ 点数評価などの新評価方式
の導入について検討します｡

理事の任期が平成22年３月末である
ことから､ 改選期には現在の財団の規
模に見合った定数とするとともに､ 人
選を検討して地域に密着し機動性のあ
る構成とします｡

し､ 県が実施可能な事業については県へ､
民間で実施可能な事業は民間へ委ね事業
規模を縮小した上で､ 公共性､ 効率性の
観点から真に必要な事業に特化した効率
的な組織として存続していく必要がある
と考えられる｡
また､ 財団実施の事業に対する事業評
価は､ 各事業について個別に統一の形式
で点数等を用いた手法等は用いておらず､
客観性に乏しい評価方法であるといえる｡
客観性を確保した事業評価方法の確立と
共に､ 各事業の必要性について重要な意
思決定を行う岐阜県が十分にモニタリン
グすることが必要であるといえる｡
県及び財団は､ 財団の方向性について
検討し､ 今後の実施事業 (平成20年度か
らのコア事業 (①人材育成事業､ ②産業
高度化支援事業) 等) について､ 財団の
実施事業のうち民間で実施可能な業務に
ついては民間へ委ね､ 財団でのみ実施可
能な財団固有の業務の有無を確認して財
団の方向性を吟味し､ 効率的な組織運営
を行う必要がある｡
【非常勤理事の出席状況】
理事の削減を図り､ 真に財団のことを
検討できる理事のみによる円滑な意思決
定が可能な役員組織にしていくべきであ
る｡

欠席者については､ 代理出席や書面
表決を促すようにしました｡ また､ 平
成21年３月16日開催の理事会から欠席
者に対する情報提供を行いました｡

廃棄済みのものは､ 平成21年３月ま
でに台帳からは除却しました｡ なお､
一覧表への出力についても現物実査時
に作成しました｡

【理事の代理出席､ 書面表決】
欠席者について代理出席も書面表決も
していないときがある｡
欠席理事については代理出席または書
面表決を促し､ 少なくとも情報交換を交
わすようにすべきである｡
【固定資産､ 物品の台帳整備】
廃棄済みのものは台帳や一覧からは除
くべきである｡
【固定資産､ 物品の売却､ 除却､ 廃棄】

【リース資産の管理】
リース資産に関する台帳の整備として
は不十分である｡ また各リース資産に管
理ナンバーは付されておらず管理票の貼
付もなされていないことに加え､ 現物と
の照合も実施されていない｡
毎会計期間に１回以上は台帳と現物を
照合し記録して適切に管理する必要があ
る｡

処分決定通知書 (案) に日付の記載も
れが散見されるため､ 適宜記入する必要
がある｡
固定資産の売却､ 撤去､ 廃棄に関する
理事長への報告書が一切作成されていな
い｡ そのため今後は規定に従って適切に
実施する必要がある｡

平成21年３月までに台帳整備を行い
ました｡ また､ 現物実査を実施し､ そ
の際に管理票を貼附し､ リース資産の
管理を徹底しました｡

包括外部監査実施後の処分決定通知
書には日付を記載し､ 平成20年度除却
分については理事長に報告しました｡
平成21年度より処分決定通知書に日
付もれのないように決裁段階で照合す
ることとしました｡ また､ 固定資産の
処分にかかる報告書についても作成す
ることとしました｡

【理事の代理出席】
平成14年度の包括外部監査の指摘事項
として､ 欠席理事については代理出席を
促し､ 少なくとも情報交換を交わすよう
にすべきである､ との指摘があったにも
かかわらず､ 指摘事項が活かされていな
い｡ 引続き制度の活用を促す必要がある｡

【非常勤理事の出席状況】
理事の削減を図り､ 真に財団のことを
検討できる理事のみによる円滑な意思決
定が可能な役員組織にしていくべきであ
る｡

結果の内容

監事について､ 事前に日程調整を行
い､ 理事会へ出席してもらうよう改善
しました｡

理事本人が出席できない場合は､ 他
の理事以外の代理人にも表決を委任で
きるよう､ 平成21年４月に寄附行為を
変更し､ 欠席理事については､ 代理出
席を促すようにしました｡

財団の理事数の削減については､ 今
後､ 検討していきます｡

左記に対して講じた措置

(財) 岐阜県健康長寿財団

【監事の出席状況】
理事会において､ 監事が２名とも欠席
し､ 監事が不在の中で理事会が開催され
ている場合があるので､ 理事会が適正に

外
号
報
公
県
阜
岐
平成21年９月９日
( 11 )

【会費の未収入金額】
未納者に対する請求､ 様子見期間､ 除
名等の適用は､ 予め一定のルールを定め
これに基づいて行うことによって公平を
図るべきである｡
財団所有の土地の有効活用について
は､ 補助金制度と併せて､ 今後検討し
ていきます｡

平成21年４月に財団法人岐阜県健康
長寿財団会員規程の一部を改正し､ 除
名等の期間を具体的に定め､ 会員間の
公平を図りました｡

行われていることを対外的に明確にする
ため､ 監事の出席について今後留意する
必要がある｡

【土地の所有】
財団は所有する２区画土地､ 合計886.
59㎡を県又は他の適切な団体に寄付又は
譲渡することにより土地の有効活用の機
会を増やすとともに､ 今後は必要な補助
金をそのまま受ける方向で働きかけるべ
きである｡

県の関与 (職員派遣､ 財政支援) に
ついて全廃する方向で､ 各事業ごとに
廃止又は他団体への移管等の今後の方
針を検討中です｡

岐阜県温泉協会の事務の辞退及び事
務所の移転については､ 岐阜県の担当
課と協議します｡

【財団の方向性】
財団が単独で団体をこれ以上維持して
いくのは困難であると考えられる｡
行政の効率化のためには､ 県は財団へ
の職員派遣､ 補助事業及び委託事業の廃
止を検討し､ 併せて財団の存廃について
も検討すべきである｡

交付要綱において､ 今年度分から助
成対象経費と対象外経費を明確にしま
す｡

【岐阜県温泉協会の事務代行 職務内容
の見直し】
岐阜県温泉協会の事務については､ 現
在の財団の事業目的とは何ら関連がない
ことから､ 公益性の高い当財団としては
対外的に誤解を生じさせないためにも､
事務の辞退及び事務所の移転について速
やかに県の担当課と協議すべきである｡

【会員が自己負担していたレクリエーショ
ン関連経費】
実績報告書のチェックにあたっては､
対象外経費に該当するものが含まれてい
ないか否か､ また自己負担等の収入によ
る団体の経費負担の減少が生じていない
か否かについて十分留意すべきである｡

【大量の往復はがきによる総会等の出欠
確認】
友の会において､ 総会と全体研修の出
欠確認のために会員全員に対して往復は
がきによる通知を行っていたが､ 参加率
は例年低水準であり､ この実施方法は非
効率であるといえる｡
事前に行われる研修の際における案内
配布や､ 役員による案内配布､ 会員間の
連絡網等による周知など､ より効率的な
方法を採用すべきである｡
また､ 会員間の通信費についても､ 効
率的な方法を指導し､ その場合に限り対
象経費と認めるようにすべきである｡

地域友の会を健康法普及の核として
育成していくため､ 今後とも必要最小
限の育成支援を行っていきます｡ また､
自立を促す必要があるので､ 組織運営
等については､ 指導をしています｡

総会等の出欠確認については､ 案内
配布､ 会員間の連絡網等に切り替える
よう指導するとともに､ 効率的な方法
が履行されているかどうかを､ 厳密に
チェックしています｡

さらに､ 当該事業実績書や関連証憑を
チェックする当財団担当者の側でも､ こ
れらの点に留意して厳正にチェックすべ
きである｡

【財団職員の従事にかかるコスト】
各地域友の会で行われる総会 (平成19
年度実績合計12回)､ 役員会 (同96回)､
研修会 (同76回) の全てについて､ 指導・
育成のため､ ２名の財団職員を中心に最
低１名は現場に立会っていた｡ 自主団体
の活動に対する関与のあり方としては､
過剰なものといわざるを得ない｡
このままの事業継続は､ 地域で自主的
に健康づくりの活動を実践するリーダー
を養成して活動を各地域で広げてもらう
という当初の事業目的に適っていない｡
従って､ 友の会の持続的な自立を促進
するためにも､ 中期的な事業計画を策定
し､ 友の会の自立に必要な指導と並行し
て財団職員の関与を減らしていくべきで
ある｡ そのうえで友の会の活動が後退す
るようであれば､ その段階で当該助成金
の見直しを検討すべきである｡
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関連証憑のチェックを行うよう改善
【青年期における肥満者減少調査研究事
業助成金 実績報告書の関連証憑のチェッ しました｡
ク】
対象経費について､ 関連証憑をチェッ
クしていなかった｡ 定額助成であっても､
それを上回る経費が助成対象として適正
に支出されていたことを確かめるため､
関連証憑のチェックを行う必要がある｡

人件費の計上区分については､ 今後､
県と協議します｡

平成20年度補助金の精算より､ 対象
経費の減少があった場合には､ 補助金
以外の財源を最大限あてることを指導
し､ そのように処理されていることを
確認しました｡

関連証憑のチェックを行うよう改善
【結核予防普及啓発活動助成金 実績報
しました｡
告書の関連証憑のチェック】
対象経費について､ 関連証憑をチェッ
クしていなかった｡ 定額助成であっても､
それを上回る経費が助成対象として適正
に支出されていたことを確かめるため､
関連証憑のチェックを行う必要がある｡
【県補助金収入 (公衆衛生向上対策事業
費補助金収入 (事業費分))
県補助金
の精算方法】
県は､ 財団の事業の効率的執行等によ
る対象経費の減少はすべて補助金の精算
において反映させることが必要であると
考えられる｡
従って､ 県は､ 補助金以外の充当財源
については､ 少なくとも予算額と同額を
確保し､ 補助金減少金額は対象事業費の
減少金額と同額またはそれ以上になるよ
うにすべきである｡
【収支計算書の表示 人件費の表示区
分】
主要人件費が､ 管理費に計上されてい
る｡
事業費に従事人件費が含まれないと､
以下のような問題が生じると考えられる｡
事業費が本来その事業実施に必要
となるコストよりも少なく表示され
るため､ ｢コストに見合った収入が
得られている｣ あるいは ｢県補助金
のかからない事業である｣ といった

誤った評価が導かれてしまう
参加者負担料や施設使用料の単価
の妥当性の検討の元となる基礎デー
タが歪められ､ 受益者負担の考え方
に則した適切な料金設定が困難とな
る
管理費が相対的に多く表示される
ため､ 総支出額に対する管理費の割
合が高くなり､ 実態以上に管理業務
に無駄が多いという評価がなされて
しまう
従って､ 各事業費に主に従事する課の
人件費を合理的な方法で管理費から区分
し､ 各事業費に計上することが､ 事業の
実施・継続に係る意思決定や料金改定を
適切に行う上で必要である｡

【ラジオ番組放送事業】
ラジオ番組放送事業については､ 平
ラジオ番組放送事業は､ 成果の測定が 成20年度を以て終了しました｡
難しく､ 実際にも番組へのハガキ投稿数
ぐらいしか情報収集されていない｡
今後もラジオ放送事業を継続するか否
かを再検討し､ 継続する場合はその放送
による効果を何らかの方法により測定し､
目的を達成する上で当事業が他の方法よ
りも優れていることを明確に示す必要が
ある｡

【岐阜県健康福祉祭開催事業】
県健康福祉祭のイベントにかかる各
県健康福祉祭のイベントに係る各スポー スポーツ団体等への運営費の支払いに
ツ団体等への運営費用の支払いについて､ ついては､ 平成21年度から､ 委託費勘
負担金勘定が使用されているものがある｡ 定を使用しています｡
本来は委託費勘定が適切であり､ その他
のイベントについても委託費勘定を使用
すべきである｡

【固定資産､ 物品の証憑書類の日付の記
厳格に書類をチェックするように関
載漏れ】
係職員に周知徹底しました｡
見積書､ 納品書及び請求書の各証憑書
類に日付の記載がないものが散見された｡
見積時点､ 検査時点及び請求時点を外
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【設備導入事業 決算書の入手】
債権管理上は､ 設備資金貸付先及び設
備貸与先から毎期決算書を入手するのが
原則であるが､ 決算書を入手していない
ため債務者の財務内容が把握できず､ そ
の内容によっては債権区分が変わるかも
知れない設備貸与先が３件あった｡ 確実
に決算書を入手するように努める必要が
ある｡

が第２ファンドの清算を終了し､ 平成29
年３月までに完済できない場合には､ 返
済不足額は実施要領に基づき償還の免除
を受けることになる｡ つまり償還免除に
至った場合には県民の税金によって投入
した投資原資の一部が返還されないこと
になる｡
県は､ 財団への貸付金が回収されない
可能性があることを包括外部監査人の監
査結果報告書のみならず､ 様々な方法に
より開示することによって､ 県民に対す
る説明責任を十分に果たしていく必要が
ある｡

平成21年６月に全国的な標準である
｢設備導入資金債権管理規程集｣ に準
じた債権管理規程に改めました｡
平成21年３月末の債権分類に際して､
債務者区分を行い､ これを記録して債
権分類を行いました｡

平成21年２月以降提出の決算書に関
して､ 未提出の企業に､ 督促を行い､
入手に努めています｡ 平成21年４月末
に未提出の企業は､ 債権区分が変わる
ことがないように､ 未提出分として区
分しました｡

阜県産業経済振興センターの平成20年
度事業報告書の中で､ これまで以上に
詳細に報告しました｡
なお､ 同報告書は､ 平成21年６月25
日開催の同財団理事会で承認を受け､
平成21年７月17日に同財団のホームペー
ジにおいて公開しました｡
また､ 併せて､ 県のホームページに
おいても､ 平成21年７月23日､ 同様に
公開しました｡

部証憑により明らかにするために､ 必ず
業者に対し日付の記載を求めるべきであ
る｡

左記に対して講じた措置

【設備導入事業 債務者の形式区分の基
準】
債権管理のルールとして全国的な標準
である ｢設備導入資金債権管理規程集｣
が示されており､ 債権の分類方法を ｢管
理規程｣ の内容に合わせるか､ あるいは
これに準じて同等の厳しい内容に見直す
べきである｡ 又現在は債務者区分が行わ
れておらず直接債権分類が行われている
が､ 債務者区分を行った上で債権分類を
行うべきである｡

平成21年３月の決算に係る債権分類
に関して､ 個別企業の実態に応じて企
業ごとに評価しました｡
同様に平成21年３月の決算に係る債
権分類に際して､ 債務者区分を踏まえ

【貸出資産】
下呂市に貸出している音畳システム一
式は､ 本来の使用目的を失った時点で県
に返還し他の健康機器と一括して県が所
有・管理するのが妥当であり､ 財団とし
ては､ 速やかに県への返還手続及び下呂
市との使用貸借契約の解除について協議
を行なうべきである｡
(財) 岐阜県産業経済振興センター

固定資産台帳について､ 表計算ソフ
トのチェックを行いました｡

結果の内容

監査を受けてから､ 平成21年３月と
６月開催の理事会で､ 開催予定日を何
日かこちらで設定し出席いただける理
事の多い日で開催日を決定しています｡
また､ 公益法人の認定時に評議員会を
新たに設置する義務があるため､ その
検討の際に理事会についても理事の人
数・メンバー等を検討します｡

【設備導入事業 債権区分の正確性】
２つの会社を同一人物が経営している
場合には､ 債権分類は個別企業の実態に
応じて評価すべきである｡
慎重な債権区分の検討により､ 適正な

【固定資産台帳】
固定資産台帳は､ 表計算ソフトにより
作成されているが､ 一部必要な箇所に適
切な算式が入れられていないため償却計
算結果が誤っており､ 出力した台帳を手
書きで修正している｡ これでは､ 表計算
ソフトを利用している意味が失われるた
め､ 早急に台帳のメンテナンスをする必
要がある｡

【非常勤理事の出席状況】
非常勤理事の出席率が低く､ 毎回欠席
している非常勤理事が目立つ｡
理事には精力的に出席を求めていくべ
きである｡
また､ 真に財団のことを検討できる理
事だけに人数を絞るべきであり､ 今後の
公益法人の認定のなかで理事の人数を検
討すべきである｡

平成20年度に清算した投資事業組合
(第１ファンド) 及び現在も運用中の
投資事業有限責任組合 (第２ファンド)
の実績及び現状について､ 財団法人岐

今後､ 下呂市との使用貸借契約の解
除を行い､ 県への返還手続きを行いま
す｡

【地域ベンチャーキャピタル支援事業
損失処理】
県からの借入金残高は平成19年度末時
点で1,213,173千円であるが､ センター
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【設備導入事業 違約金の徴収】
現実に違約金は､ 原契約または契約条
件緩和後の約定支払いが遅れた場合に徴
収し､ 長期未収の発生している一部の企
業については､ 当センター未収貸与料債
権管理要綱第12条に定める充当順序によ
り､ 全額支払いを受けるまでは違約金よ
り元金､ 利息を優先して充当し､ その後
に違約金を請求することになっているも
のの､ 違約金計算の請求･徴収がなされ
ていない｡
このため､ 長期未収債権について収入
の都度違約金の計算を行い､ 請求･徴収
すべきである｡

債権管理にこれまで以上に努める必要が
ある｡

平成20年度末に円滑化貸倒引当金と
重複する貸倒引当金61,070千円を正味
財産に繰り入れました｡
平成20年度決算に際して､ 新規に繰
り入れる貸倒引当金については､ 自主
財源の貸倒引当金と円滑化貸倒引当金
が重複しないように再計算して繰り入
れしました｡

監査を受けてから､ 長期未収債権の
違約金について､ 再計算を行い､ 収入
の都度管理を行うように改めました｡
債権管理要綱第12条に定める充当順
序により､ 元金､ 利息の支払いが完了
した後､ 違約金を請求することとしま
す｡

慎重に決定しました｡

TAKUMI工房の３つの県関係ギャ
ラリー (デザインギャラリー､ 県民ギャ

【貸倒引当金の重複】
財団は､ 平成20年３月31日の貸借対照
表 (設備導入特別会計) に自主財源によ
り貸倒引当金92,404千円が計上されてい
る｡ また､ 貸倒引当金とは別に､ 円滑化
貸倒引当金167,991千円が計上されてい
る｡
この円滑化貸倒引当金は平成15年度以
後に発生した債権が信用保険制度によっ
て一切カバーされないために県から経過
的に交付される補助金と同額を計上して
いるものであるが､ 平成15年度以後に発
生した債権の貸し倒れに備える引当金で
ある点で､ 自主的に計上している貸倒引
当金のうち61,070千円部分と重複する結
果となっている｡
平成19年度に関しては該当する貸倒引
当金残高61,070千円が円滑化貸倒引当金
残高167,991千円を下回っているため､ 6
1,070千円を取り崩すべきである｡
【デザインセンター ｢TAKUMI工房｣ 】
デザイン情報の発信拠点としての ｢T

AKUMI工房｣ 運営事業の一環として実
施している ｢ギャラリー運営事業｣ につ
いては､ 新しいデザイン文化の創出や地
場産業の振興､ JR岐阜駅周辺の賑わい
づくりに一定の寄与度は認められるもの
の､ 費用対効果､ 経済的合理性の観点か
ら､ 実施方法について再検討する必要が
ある｡

ラリー､ アートスタジオ) の中で､ 県
民の文化意識の啓発を主な目的に国内
外の優れたデザインを紹介してきた
｢デザインギャラリー｣ を､ 平成20年
度末に廃止しました｡
また､ 県民参加の観点から残した
｢県民ギャラリー｣ ｢アートスタジオ｣
についても､ 平成21年度より極力一体
的に運用する体制とし､ 費用対効果の
観点から効率化を図りました｡

助成継続の妥当性については県と事
前協議を行いその必要性について確認
を行っていましたが､ 今後､ 類似事業
申請分の交付決定の際には､ その旨を
明記します｡
なお､ 商店街競争力強化推進助成事
業は､ 平成19年度で終了しました｡

平成21年度案件からは､ 検討結果を
【ひだ・みのじまん振興基金助成金 特
明記し､ 決裁を行っています｡
認事業の認定の妥当性の検討】
当該助成金の１団体当たりの助成額の
上限は通常200万円であるが､ 平成19年
度の対象団体には特認事業に該当するも
のとして500万円の交付を受けているも
のが１件あった｡
認定の公平性の確保や､ 通常の上限額
の2.5倍もの金額の助成を決定するもの
であることも考慮すると､ 別途その認定
の妥当性の検討が交付決定にあたり必要
であると考えられる｡
特認事業として申請している案件につ
いて認定の妥当性を検討したと思われる
ような特段の記載はなされていなかった
ので､ 今後はかかる検討の結果を明記し
て決裁を行うべきである｡

【商店街競争力強化推進助成金 助成継
続の妥当性の検討】
交付要綱上､ 複数年の助成を受けるた
めには､ ｢初回の成果が良好と認められ
るもので､ 財団が県に事前協議し､ 特に
商店街競争力強化に資するものとして適
当と認める｣ 必要があると定められてお
り､ その認定の公平性の確保のため､ 初
回の成果の評価､ 県との事前協議の記録､
継続の妥当性の検討が交付決定にあたり
必要であると考えられる｡
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18年度の助成金交付決定通知にかかる
決裁を閲覧したところ､ 初回の成果の評
価を実施し県と事前協議して継続の妥当
性を検討したと思われるような記載はな
されていなかった｡ 今後はかかる検討の
結果を明記して決裁を行うべきである｡
【出勤簿の運用】
出張したがその前後に出社した場合に､
出社したことを示す印を出勤簿に押す職
員と押さない職員がおり､ 運用が一定し
ていない｡
財団としての運用規程を明文で定めて
いないことから､ 運用規程を定め､ 出勤
簿の運用を一定させたうえで､ 出社した
ことの証跡として､ 押印するよう定める
べきである｡
【随意契約額の予定価格に対する比率】
随意契約全体に関して､ 予定価格と契
約金額が近似または一致している場合が
多い｡
予定価格をそのまま契約金額とするの
は不合理であり､ 可能な限り予定価格よ
りも低い価格で交渉を進め契約を結ぶ努
力を行うべきである｡

財団 ｢就業規程｣ においては特に出
勤簿について定められておらず､ 出勤
簿の適正な運用を図るため ｢出勤簿の
取り扱いについて (戦略企画本部通知)｣
を作成するとともに､ 職員に対して周
知徹底を行いました｡

適正な予定価格の設定になるよう精
査し､ 予定価格より低い価格で契約で
きるよう努力します｡

見積書､ 納品書及び請求書に日付の
記載をするように業者へ依頼しました｡

審査会調書への押印をするとともに､
【契約事務手続】
契約審査会調書を閲覧した結果､ 審査 委託業務契約書についても契約金額に
会調書に出席審査委員１名の押印がなさ 応じて､ 収入印紙を添付しました｡
れていない事例が１件あった｡
審査会調書への押印は､ 出席の事実及
び承認の意思を表すものであるため､ 必
ず行う必要がある｡
また､ 委託業務契約書を閲覧した結果､
印紙の添付漏れが１件あった｡
【固定資産､ 物品の証憑書類の日付の記
載漏れ】
見積書､ 納品書及び請求書の各証憑書
類に日付の記載がないものが散見された｡

日付が無いものについては､ 財団の収
受印が押されていたが､ 見積時点､ 検査
時点及び請求時点を外部証憑により明ら
かにするために､ 必ず業者に対し日付の
記載を求めるべきである｡

【パソコンの処分】
パソコン等の大量処分が行われている
が､ その処分業者の決定に際し､ データ
消去費用の考慮が十分になされていない｡
見積書を入手した時点でデータ消去費用
が明示されていない理由を業者に問い合
わせ確認した上で決定すべきである｡

【不要物品】
産業経済研究センターとの組織統合に
よる引継ぎ資産やリースアップ資産の一
部について価額の見積りが困難なため､
固定資産台帳や消耗什器備品管理台帳に
登録せず､ 不要物品として管理台帳を作
成しこれにより管理されている物品があ
る｡ 一方で､ 引継ぎ資産の一部の中には､
消耗什器備品台帳に評価額ゼロで登録さ
れているものもあり､ 処理が不統一となっ
ている｡ 償却計算等には影響しないもの
の､ 現物管理上可能な限り処理を統一す
べきである｡

固定資産と消耗什器備品の管理ナン
バーは分けて管理するように整理しま
した｡

今後は､ 見積書の内訳を精査し､ デー
タ消去費用についても確認することと
しました｡

顧問会計士と検討した結果､ 今後は
固定資産台帳及び消耗什器備品台帳に
基づいて不要品処分品管理台帳を作成
することとし､ 現物管理の方法を統一
します｡

固定資産､ 物品の起案書に日付等の
【物品購入起案書の決裁日付等の記載漏
記載をするように再度周知徹底しまし
れ】
物品購入起案書に決裁日付､ 施行日付 た｡
及び保存期間が記載されていない事例が
散見された｡ 調書管理を適切に行うため､
これらの記載を必ず行う必要がある｡

【備品票】
日頃の現物管理や､ 年一回の現物実査
が効率的に実施されるためには､ 少なく
とも固定資産と消耗什器備品で同じ管理
ナンバーを使用しないようにすべきであ
る｡

【理事の出席状況】
理事の削減を図り､ 真に財団のことを
検討できる理事のみによる円滑な意思決
定が可能な役員組織にしていくべきであ
る｡

結果の内容

財団の事業拠点ではそれぞれ独自の
業務を実施していることから内部事情
が異なりますので､ 完全な集約化は困
難と考えますが､ 各事業拠点の実情や
財団の今後の方向等を勘案して検討し
ていきます｡

平成20年12月１日に施行された､ 新
公益法人制度に係る法律により､ 平成
25年11月30日までに新法人 (公益財団)
へ移行する予定をしております｡ この
ため､ 移行申請時までに理事の見直し
をしていきます｡

左記に対して講じた措置

平成20年度決算より､ 減価償却費に
ついては､ 経常費用の事業費または管
理費の区分としました｡

【総務・経理部門の集約】
財団は事業拠点が４箇所に分かれてお
り､ 総務経理担当者もそれぞれの拠点で
１〜３人程度が業務を行っているため､
現在の人員は過剰と思われる｡
複数の財団が統合した目的の一つに経
費の削減が意図されていることから､ そ
の効果を高めるため総務・経理部門の集
約に早期に着手すべきである｡

財団と企業との委託契約では､ 企業
の責務による契約不履行の場合におい
て､ 企業が委託金を受け取っていると

【正味財産増減計算書における減価償却
費の記載区分】
平成19年度の正味財産増減計算書にお
いて､ 減価償却費が経常外費用の区分に
記載されているが､ 経常費用の事業費ま
たは管理費の区分に記載するのが適当で
あるため､ 翌期以降記載区分を変更する
必要がある｡
なお､ 事業費か管理費のいずれに記載
するかは､ その固定資産の使用状況によ
り判断する｡ すなわち､ 特定の事業のた
めに直接使用するものについては事業費
の区分に記載し､ 各種事業を管理するた
め経常的に使用するものについては管理
費の区分に記載するのが適当である｡

【経済産業省受託事業の企業との契約内
容】
財団は企業と契約を交わすに当たり､

報
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契約不履行の場合には支出した研究資金
のほか､ 機械装置の価値減少部分につい
ても損害賠償請求ができるよう契約内容
を見直すべきである｡

きは､ それを財団へ返還しなければな
らないことを定めております｡
契約不履行により管理法人である財
団に損害が発生したとき (取得した機
械装置等の価値減少等) も､ 企業がこ
の損害を賠償しなければならないよう
契約条項に定めました｡

従前の収支計算書は､ 支出額を事業

｢産学官共同研究助成金交付審査要
領｣ による審査基準の事業化評価項目
のうち ｢製品化の見通しがあるか｣ を
｢事業化計画が明確であるか｣ に改正
し､ 平成21年度助成対象からこの項目
を厳格に審査して､ 実用化の確度の高
いテーマを選定するようにしました｡

審査会委員の構成員を定める ｢産学
【産学官共同研究助成事業 助成対象の
官共同研究助成金交付審査要領｣ を改
認定の公平性】
助成対象の認定にあたっては､ 公平性 正し､ 平成21年度の審査会委員から県
を保つため､ 助成申請団体の直接の関係 研究開発課職員を除外しました｡
者や､ 同団体の影響を大きく受ける関係
にある者は関与しないこととすべきもの
と考えられる｡
しかし､ 当該助成金認定審査会の審査
委員 (５名) の中には､ 県研究開発課の
課長が含まれているため､ 県の収入確保
あるいは傘下の試験研究機関の事業実績
の確保を考慮に入れた判断を行うことに
より､ 助成対象の認定の公平性が害され
る可能性がある｡
従って､ このようなケースにおいては､
県研究開発課関係者を上記審査会の委員
にしないことを明確に規定すべきである｡

人件費の表示区分】

【産学官共同研究助成事業の採算性】
助成対象の選定をこれまで以上に厳格
にし､ 実用化・製品化の確度が十分に高
いと考えられるテーマに絞って助成を行
う｡ 或いは､ ｢共同研究に要する研究経
費 (人件費を除く) の３分の２以内｣ と
している助成割合を引き下げ､ 例えば
｢２分の１以内｣ や ｢３分の１以内｣ と
することで､ 応募してくる企業自身が負
担するリスクをこれまでより高めに設定
し､ 企業に従来以上の本気さを求めてい
くなど､ 成果があがる体制を整えていく
必要がある｡
【収支計算書
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主要人件費が管理費に計上されている｡
事業費に従事人件費が含まれないと､
以下のような問題が生じると考えられる｡
事業費が本来その事業実施に必要
となるコストよりも少なく表示され
るため､ 県補助金以外でその充当財
源となる収入 (参加者負担金､ 民間
等からの助成金､ 受託収入など) と
の見合いで ｢コストに見合った収入
が得られている｣ あるいは ｢県補助
金のかからない事業である｣ といっ
た誤った評価が導かれてしまう
参加者負担料の単価の妥当性の検
討の元となる基礎データが歪められ､
受益者負担の考え方に則した適切な
料金設定が困難となる
管理費が相対的に多く表示される
ため､ 総支出額に対する管理費の割
合が高くなり､ 実態以上に管理業務
に無駄が多いという評価がなされて
しまう
従って､ 各事業費に主に従事する課の
人件費を合理的な方法で管理費から区分
し､ 各事業費に計上することが､ 上記の
ような問題点を克服し､ 事業の実施・継
続に係る意思決定や料金改定を適切に行
う上で､ 望ましいものと考えられる｡
【一回目の入札が不落の場合の予定価格
の変更】
ドイツで行われた産業見本市への出展
に係る委託業務について､ 一回目の指名
競争入札結果が予定価格を上回っため不
落となり､ 予定価格変更のうえ日を改め
て行われた二回目の入札で落札されてい
る｡
経緯を見ると､ 二回目も不落となるの
を避けるために根拠なく予定価格を増加
変更させているとしか言えない｡ もし､
予定価格の増加変更に合理的根拠がある

費支出と管理費支出に区分して計上し
ており､ 事業に従事する職員の人件費
も管理費支出に計上してきました｡
平成20年４月11日に新たな公益法人
会計基準の運用指針が定められたこと
により､ 平成21年度収支予算からこの
運用指針に沿った会計基準を適用する
とともに､ 表示区分は実態に即したも
のへ見直し､ 事業に従事する職員の人
件費は事業費に計上しました｡

設計金額の算定においては､ 海外で
の展示実績がなく､ 国内展示における
例等を参考としたため積算が不十分で
あったこと等から不落となりました｡
このため､ 業務内容を再度精査したと
ころ必要業務の計上漏れ等があったの
で仕様と予定価格を変更して再度の入
札を実施したものです｡
今後は､ 設計の際には業務内容を十
分に精査する等して､ この様なことの
無いように努めます｡
また､ 契約審査会においても､ 業務

【出前実験講座事業 予約の受付方法】
遠隔地の学校等を優先し､ 近隣の学校
等に対してはできるだけ来館を促してい
く必要がある｡
当講座の趣旨である ｢遠隔地等のため
来館が困難な者にも科学実験を体験する
機会を提供する｣ ためには､ いわゆる早
い者順ではなく､ 複数の予約申込者の中
から当センターが衡平を勘案しつつ選考
できる制度が必要であると感じられる｡
そのためには､ 例えば３か月を超える先
の予約は仮予約とし､ 複数の学校等から
の仮予約を受け付け､ 残り３か月となっ
た時点で当センターが地理的状況や昨年
までの実績等を勘案して出前先を決定・
通知し本予約とする等の工夫をすべきで
ある｡

【固定資産､ 物品の現物照合】
現物実査が実施されているものの､ そ
の結果報告資料が作成されていない｡
現物とリストが全て一致していたとし
ても必ず結果資料を作成し役席者の承認
を得たうえ当該資料を保存する必要があ
る｡
また､ 消耗什器備品においても事務局
が全体の現物管理状況を把握しておく必
要があるので､ 少なくとも全件一致か否
か､ 不一致があるならその物件名と原因
の報告を要求するべきである｡
その他､ 当年度に実施された現物実査
の結果､ 管理シールの貼付漏れが２件あっ
た旨のメモがあったので､ 必ず､ 購入時
台帳登録とともに現物へのシール添付が
なされる必要がある｡

ならば､ その旨を変更仕様書で明示する
べきであるし､ また､ 当該変更を審査し
ているはずの契約審査会は､ 不明瞭な変
更を牽制するべきである｡

当講座は､ 学校行事に組み込まれて
いる場合がほとんどですが､ 通常学校
では､ 行事日程を年度開始前に決定し
ており､ 当講座への予約は､ 前年度末
又は､ 年度当初に集中します｡
予約が重複することもあり､ その場
合は地理的状況や昨年までの実績等を
勘案し､ 優先順位を決定しているとこ
ろです｡
遠隔地校等への周知は今後も継続的
に行って参ります｡

固定資産及び物品の現物との照合
(現物実査) は､ 会計処理規程の規定
により毎会計年度に実施していますが､
現物と台帳とに差異が無かったために
経理責任者への報告がされていません
でした｡ 今後は､ 差異の無い場合でも
現物実査の結果を経理責任者へ報告し､
承認を得たうえで適正に保存すること
とします｡ なお､ 平成20年度の現物実
査結果については､ 経理責任者へ報告､
承認を得て保存しております｡
また､ 備品管理シールについては､
貼付済みであることを確認しました｡
今後は､ 什器備品購入の際には台帳登
録と管理シール貼付を速やかに行いま
す｡

内容を十分聴取してより厳格な審査に
努めます｡
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【サイエンスショー､ スペシャルワーク
ショップ 平日の人員配置体制 (サイエ
ンスワールド) 】
サイエンスショー及びスペシャルワー
クショップとも､ 平日は実演のない日が
相当程度生じるのであるから柔軟な人員
配置体制を採り人件費を節減する余地が
あるものと考えられる｡ よって､ サイエ
ンスショーの平日利用のない日は､ ワー
クショップ関係業務や館の整理整頓等の
業務に振り向けるなどして効率的な人員

【コンテナ回数 (出前実験講座回数)
(サイエンスワールド) 】
平成17年度から実績が目標を大きく乖
離しているにもかかわらず､ それ以前の
目標水準とあまり変わらない目標水準が
維持されている｡ 出前実験講座のニーズ
の高まりは十分に認識しているのである
から､ これに応じてそれなりの目標水準
を設定するべきである｡

【入館者数 目標値の設定 (サイエンス
ワールド) 】
今後の創意工夫をある程度織込んだ､
やや高めの目標数値を掲げるべきである｡
また､ 年次目標を設定するに当たって
はセンター独自の中長期目標を定め､ こ
れを各年次にブレイクダウンする形で各
年次の目標数値を設定することが望まし
い｡

【出前実験講座事業 受講者の負担】
効率的な運営の観点からは参加人数が
多いほど一人当たりの負担額が少なくな
るようにすれば､ 依頼者側はできるだけ
多くの参加者を集めようとするため当セ
ンターの運営効率も高まると考えられる｡
これらを参考に合理的な料金体系を決定
すべきである｡

サイエンスショーの実演のない日に
おいては､ 同関係者をワークショップ
の材料準備やプログラムの入替等に関
する業務､ 科学図書館収蔵書籍・資料
等の整理の業務に当たらせています｡
また､ スペシャルワークショップは､
２名 (職員､ 嘱託及び日日雇用等) で
対応しており､ 利用のない日は､ ワー
ク開発・予備実験､ ワーク準備等の業
務に当たらせています｡
今後も､ 柔軟な人員配置により､ よ

当センターの行事計画､ ワークの予
約状況､ 職員体制､ 実績趨勢等を総合
的に勘案してより適切な目標数値を設
定していきます｡

入館者の年次目標は､ 過去の実績を
もとに当該年度の運営体制や事業計画
及び施設の状況等を踏まえて策定して
おります｡ 今後も､ 適正な目標数値の
設定に努めます｡
なお､ 中長期目標については､ 県と
の管理運営協定における業務の指定期
間等を踏まえて今後検討します｡

出前実験講座の実施は､ 当館への来
館者増のためのPRの役割も担ってい
ることを念頭に､ 受講料の積算に当たっ
ては､ 合理的かつ理解の得られる額と
なるよう類似館の状況を参考にするな
ど､ その実施の適否を含めて検討しま
す｡

【長期に亘る同一業者への委託 (サイエ
ンスワールド) 】
同一業者による長期間の受託は､ 業務
遂行が効率的になる一方でサービスの低
下を招く恐れがあるため､ 指名業者の入
れ替えを増やす等､ 競争入札の実効性確
保のための措置を講ずるべきである｡

【後援会の財団への統合等の検討 (サイ
エンスワールド) 】
後援会の目的はセンターひいては財団
の目的にかなうものであることから､ 後
援会を財団が統合して直接運営すること
に特に問題はなく､ むしろその方が会費
収入の拡大や経費の効率化も図りやすい
と考えられる｡
また､ 後援会による運営の形態を継続
するとしても､ 業務の性質としては､ 県
派遣職員でないとできないものとは考え
られず､ 経済的な事業実施のためには他
の職員の方が適切である｡ さらに､ 派遣
法や県派遣条例との関係でも､ 給与の支
給を受けることのできる地方公共団体関
連業務と認めることが困難である当該業
務に従事することは適切でないと考えら
れる｡
従って､ 以下の事項について検討すべき
である｡
後援会の財団への統合
後援会が運営する場合､ 財団から
の人的支援の廃止
財団からの人的支援が必要な場合､
財団は対価を後援会より収受する
少なくとも県派遣職員には関与さ
せないこととする

配置を図るべきである｡

業務の特殊性等の理由により随意契
約をしていた業務もありましたが､ 平
成20年度から当該案件は全て指名競争
入札を実施しています｡ 今後も､ 指名
業者は公平性・競争性の確保が図られ
るよう選定していきます｡

後援会は､ 科学技術の振興・普及に
関心を持つ団体及び個人の集まりで､
先端科学技術体験センターの事業に協
力するために必要な事業を行うことを
目的とした応援組織であることから､
財団へ統合することは適当でないと考
えます｡
また､ 財団から後援会へ人的支援を
し､ その対価を収受することについて
は､ 制度上問題があり出来ないと考え
ます｡
このため､ 後援会の運営方途につい
ては､ 県派遣職員の関与の見直しを含
め､ 後援会と協議のうえ検討していき
ます｡

り一層効率的な運営を図っていきます｡

国際バイオ研究所は､ 県有施設に行
【国際バイオ研究所 負担金の精算】
庁舎管理費負担金の積算資料について､ 政財産の使用許可を受けて入居してい
精算に当たり県保健環境研究所の決算額 る団体であり､ 使用許可に当たって管
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を入手することなく､ 予算要求額を根拠
とした金額を円単位にしたのみの金額で
支出されていた｡ これにより､ あるべき
負担金額より660,738円多く負担してい
たと考えられる｡
超過負担金額については､ 県に対し返
還ないし翌年度における精算時に控除す
ることを請求すべきである｡ また､ 今後
の庁舎管理費負担金の精算に当たっては､
決算時にこうした作業漏れが生じないよ
う､ 当初より精算方法を相互に確認する
必要があることに留意すべきである｡

理費は､ ｢原則として､ その使用量､
使用面積等に応じ､ 実費又は実費相当
分を使用者が負担する｣ こととされて
います｡
管理費の算定については､ 当研究所
は100％県補助により運営されており､
県全体の事務の効率化の観点から､ 建
物全体にかかる経費の当該年度の当初
予算額を面積案分して徴収することと
されております｡
今後の庁舎管理費負担金の精算につ
いては､ 県に確認していきます｡

岐阜県音楽療法士の認定事業を平成
23年度 (受講生の研修期間平成21年度
〜23年度) をもって終了することとし
ました｡ また､ 研究事業や研究所体制
等については､ 今後県と財団とで協議
をしながら見直しを行っていきます｡

相互牽制機能を働かせるため､ 担
当者の他に総務係長を新たにチェッ
ク実施者とし､ 複数チェック体制と
しました｡
月次チェック前に､ 本人による確
認を行うこととしました｡

【音楽療法研究所 事業の継続】
岐阜県音楽療法士の資格は岐阜県を主
として通用している資格であること等か
ら､ 岐阜県の厳しい財政状況の中で事業
を継続すべきか否かを再検討すべきであ
る｡

現在事例報告数の集計・分析等を行っ
ており､ 平成21年度中に報告書を作成
する予定です｡
また､ これらの報告書は､ 音楽療法
の活動及び普及啓発に活用していきま

【役員の出勤簿の運用 (国際バイオ研究
所) 】
今年度の役職員の出勤簿と出張命令簿
を閲覧したところ､ 研究所長の出勤簿と
出張命令簿において､ 不整合が見受けら
れた｡
当該ケースは担当者チェック上の見落
としによるものと推測されるが､ こうし
た運用誤りのリスクを軽減するため､ 以
下のような対策を講じるべきである｡
チェック実施者を複数とし相互牽
制機能を働かせる
庶務担当者による月次チェックの
前に､ 各役職員本人よる確認を周知
徹底する

【音楽療法研究所 実績数値の集計】
年度ごとの事例報告の数が未集計であ
るなど､ 第三者に対する事例の定量的な
説明ができる体制になっていなかった｡
実績である事例の集計が不十分な状態で

【音楽療法研究所 専門研究講座の参加
料】
専門研究事業のうち､ 専門研究講座や
トレーニング講座は研究所職員のほか､
岐阜県音楽療法士等にも無料で参加を認
めている｡ しかし､ これらの講座は専門
性が高く､ 一次的には参加者の専門的能
力の向上に資するに留まる｡ 受益者負担
の観点から相応の参加料を徴収するべき
である｡

【音楽療法研究所 認定前研修講座の参
加料】
音楽療法研究所が行う認定前研修講座
は､ 民間が行う類似の学習講座料金と比
べ非常に安い価格設定となっている｡
研修事業費支出以外に間接費である管
理費支出が多額に発生していることを考
慮すると､ 受講料価格は割安であると言
わざるを得ない｡ 受講料の価格設定につ
いて再検討すべきである｡

は､ 個別的な事例で効果を示すことはで
きても､ どれだけ多くの人々に効果が上
がっているのかを示すことができないた
め､ 個別事例が偶然ではなく必然である
ことを社会一般に認知させることは難し
い状況である｡ 地味な作業ではあるが､
実証データの蓄積に加え､ その統計も月
次ベースか少なくとも年次ベースで行い､
その結果をもとに音楽療法の有効性アピー
ルに役立てていくべきである｡

専門研究講座については､ 講座内容
を精査し､ 認定後研修講座への組み入
れや外部への業務移管など､ 講座の実
施方法及び有料化する場合の負担額等
について検討していきます｡

認定前講座 (３年間) の受講料につ
いては､ 講座受講生募集時に３年間分
の負担額を公表しているため､ 中途の
値上げは受講生の理解が得られ難いと
考えられます｡ また､ 岐阜県音楽療法
士の認定事業は平成23年度 (受講生の
募集は平成20年度末に終了) で終了す
ることから､ 受講料 (参加料) の改定
は行いません｡

す｡

結果の内容

理事会の開催については､ 予め各理
事の日程調整を行い､ 出席可能な日を
理事会開催日として決めています｡

左記に対して講じた措置

(財) 岐阜県教育文化財団

【非常勤理事の出席状況】
理事会においては本来出席して意見を
述べることに意味があるため､ できるだ
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欠席理事については､ 事前に､ 書面
による表決ができるよう連絡を密に対
応しています｡

け書面表決という手段ではなく､ 実際に
出席してもらうようにすべきである｡
【欠席理事の対応】
理事会に欠席した２名の理事は､ 書面
表決や表決委任といった意思表示のため
の代替手段があるにもかかわらず､ 意思
表示を行うことなく単純に欠席している｡
何らかの事情があったとしても､ 通常な
ら書面表決はできるはずである｡ 財団運
営のため積極的な参加を促すべきである｡
通常理事会開催日は､ 監事の出席で
きる日で日程調整を行った上開催して
います｡

両事業のあり方や実施方法について
は検討しています｡ なお､ 継続にあたっ
ては､ 関係機関の積極的な事業への関
与や協賛金等の自主財源の獲得に努め
ています｡

現在も補完的な役割を果たす事業を
行っていますが､ 事業を絞り込んだう
えで､ 平成21年度から人づくり文化課
直営事業として引き続き行っていきま
す｡

【監事の欠席】
通常理事会では､ 監事が２名とも欠席
し監事不在で決議が行われている｡ 議事
運営の適正を担保するため､ 財団は監事
に対して責任を十分に果たすよう注意す
る必要がある｡
【生涯学習センター】
地域密着型の生涯学習は､ 各地域の事
情等に精通している市町村が十分に推進
できるのであれば､ 各市町村が本来行う
べき事業である｡ しかし､ 必ずしも十分
に推進できるとはいえない市町村がある
現状を踏まえて､ 県は補完的に広域的な
人材の育成､ 先導的な事例の支援､ 広域
的な情報の提供を果たしていくべきであ
る｡
【二事業の目的・手法の重複等】
｢ぎふ・リスト音楽院マスターコース｣
及び ｢ぎふ・プラハ音楽院セミナー事業｣
は､ 目的・手法がほとんど同じであり､
重複した事業のように見える｡
県税の活用の有効性・効率性の観点か
ら､ ｢ぎふ・プラハ音楽院セミナー事業｣
の必要性について再検討すべきである｡
仮に継続するのであれば､ 協賛金や受験
料といった自主財源を獲得し､ 県税の投
入をできる限り縮小するよう努力すべき

【岐阜県県政資料館 県政資料の展示】
コストを負担してまで現在の場所で常
設展示館を運営し続けるよりは､ むしろ
機会をとらえて人の多く集まる場所等で
展示コーナーを設けるといった方法を採
用するほうが､ 閲覧者数が多くコスト負
担も少ないのではないかと思われる｡
県は費用対効果の観点から常設展示の
必要性について再検討すべきである｡

【岐阜県歴史資料館 行政文書の保存】
今後は順次デジタル情報のまま保存す
ることができるはずである｡ 岐阜県は経
費節減の観点から行政文書の保存のあり
方について再検討すべきである｡

【岐阜県歴史資料館 目標設定】
同館は入館者数による明確な目標設定
を行っておらず､ 入館者実績の増減につ
いての原因分析も十分とはいえない状況
であった｡ どちらもより良いサービス提
供を行っていくために重要であることか
ら､ 今後も展示施設の運営を続けるので
あれば､ 毎年度入館者数の目標を明確に
設定し､ 入館者実績の増減についての原
因分析を行うべきである｡

岐阜県県政資料館は平成21年３月末
日をもって廃止しました｡

岐阜県県政資料館は平成21年３月末
日をもって廃止しました｡

今後の課題と認識していますが､ 以
下の理由から､ 当面､ 電子決裁を行っ
た文書であっても紙で保存することと
しています｡
電子決裁による文書を保存する
場合であっても､ そのままデータ
を保存すればよいというわけでは
なく､ 文書を検索､ 閲覧を行うシ
ステムの構築が必要であり､ 多額
の経費が必要である｡
電子媒体による保存は､ その耐
久性等に疑問がある｡
デジタルデータの改ざんが行わ
れないよう､ 充分なセキュリティ
対策を行う必要がある｡

歴史資料館は､ 平成21年度から機能
を縮小し､ 展示業務は行わず､ 資料の
保存整理と閲覧業務を中心として運営
を行うこととしました｡

である｡

コミュニティルー

【岐阜県県政資料館
ム､ 企画展示室】
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【県政資料館の今後の方向性】
県政資料館は､ 費用対効果面及び利用
者の公平性の面からも問題点があると考
える｡
従って､ 岐阜県は､ 当資料館について
閉館を含めた抜本的な見直しを検討すべ
きである｡
超過助成となっていた２団体につい
ては､ 返還手続きが終了しました｡
また､ チェック体制を確立し対処し
ています｡

岐阜県県政資料館は平成21年３月末
日をもって廃止しました｡

コミュニティルーム､ 企画展示室の必
要性を再検討すべきである｡

【伝統文化後継者育成事業における超過
助成】
超過助成となっているものが２団体あっ
た｡
今後は実績報告書において助成限度額
や助成対象経費を明示させる様式にする
など､ チェックしやすい体制に改善すべ
きである｡
対象外経費については､ 要綱で明確
に定め､ 申請者に対してより適切な指
導を行っています｡

助成対象となる日当については､ 基
準を設けていますが､ 要綱等で明確化
し､ 申請者に周知します｡

【県民文化振興事業における助成対象経
費】
実績報告書及び関連証憑のチェックに
あたっては､ 助成金の精算金額の正確性
の検討のみならず､ 対象経費として報告
されているものの中に対象外経費が含ま
れていないかという観点でその妥当性を
厳正に検討すべきである｡
助成対象及び助成対象外の内容を要綱
に明記し対象団体に認知させるのが適切
であると考えられる｡ よって､ 内規では
なく要綱に飲食費の対象・対象外の内容
を一括して明記すべきである｡
【県民文化振興事業における団体内部の
準備会議等にかかる日当】
本番前の段階における内部での会議は
団体の自主活動そのものであり､ 実質的
に助成対象とするのは適切でないものと
考えられる｡
助成対象経費となる日当については､

準備会議等を含まずイベント本番におけ
る日当を対象とすることを要綱で明確に
定めるべきである｡

助成額の上限額を設定しました｡

今年度開催される審査会時に､ 申請
【助成金認定審査会での議事録】
当該助成金認定審査会の審査委員 (５ 団体の関係者が一時退席した事実や発
名) の中には､ 助成対象団体の代表者が 言者名を議事録に明確に記録していき
含まれている｡ この代表者は､ 当該団体 ます｡
に対する助成の審議の場においては一時
退席していたとのことであったが､ 当該
審査会の議事録を閲覧したところ､ その
記録は残されておらず､ 各発言の発言者
名も明示されていなかった｡ そのため､
助成対象の認定の公平性が確保されてい
たか客観的に判断できなかった｡
従って､ このようなケースにおいては､
審査会の議事録において､ 申請団体の関
係者が上記審査会の場を一時退席した事
実や各発言の発言者名を明確に記録すべ
きである｡

【文化振興特別事業助成の助成額】
文化振興特別事業助成の助成額につい
て､ 要綱上 ｢理事長が別に定める額｣ と
定めてあるのみであり､ 上限額は一切定
められていない｡
一定の上限額を定めるべきである｡

【収支計算書 一般会計の人件費の表示
人件費の計上区分については､ 今後
区分】
検討します｡
一般会計において､ 主要人件費が管理
費に計上されている｡
事業費に従事人件費が含まれないと､
以下のような問題が生じると考えられる｡
事業費が本来その事業実施に必要
となるコストよりも少なく表示され
るため､ 県補助金以外でその充当財
源となる収入 (参加者負担金､ 民間
等からの助成金､ 受託収入など) と
の見合いで ｢コストに見合った収入
が得られている｣ あるいは ｢県補助
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金のかからない事業である｣ といっ
た誤った評価が導かれてしまう
参加者負担料や施設使用料の単価
の妥当性の検討の元となる基礎デー
タが歪められ､ 受益者負担の考え方
に則した適切な料金設定が困難とな
る
管理費が相対的に多く表示される
ため､ 総支出額に対する管理費の割
合が高くなり､ 実態以上に管理業務
に無駄が多いという評価がなされて
しまう
従って､ 各事業費に主に従事する課の
人件費を合理的な方法で管理費から区分
し､ 各事業費に計上することが､ 上記の
ような問題点を克服し､ 事業の実施・継
続に係る意思決定や料金改定を適切に行
う上で必要である｡
【特別会計の収入の表示区分】
収支計算書上 ｢県補助金収入｣ 4,869
千円の中に､ 教育普及事業に対する国庫
補助金収入1,011千円 (補助率１／２)
が含めて表示されている｡
当該補助金は､ 県がいったん受入れて
いるわけでもなく､ 財団が国に直接交付
申請して受けているものである｡
よって､ 収支計算書上､ ｢国庫補助金
収入｣ として独立掲記すべきであり､ 今
後は適切な表示に留意すべきである｡
【職員の時間外勤務手当の算定誤りによ
る支給超過】
平成19年度の時間外勤務手当の算定資
料について､ 時間外勤務手当の算定単価
に､ 給与月額とその地域手当に加えて､
扶養手当に対する地域手当が対象者には
含まれており､ 支給超過が生じていた｡
その要因としては､ 上席者のチェック
機能が実質的には働いていなかったこと

平成20年度３月補正予算において､
国庫補助金収入を歳入科目に追加し､
国庫補助金収入を独立掲記しました｡

平成20年度において､ 対象者から､
超過支給分を徴収し返納させました｡
また､ 時間外手当の支給に当たり､ 担
当､ 担当課長､ 事務局長がチェックす
る体制を確立しました｡

が考えられる｡
上席者が実質的にチェック機能を果た
せるよう､ 以下にような改善措置を講じ
るべきである｡
異動に伴う算定誤りのリスクを軽
減するため､ 人件費算定に係る基本
的事項について､ 財団としてのチェッ
ク項目を確立する
上席者､ 担当者ともに､ 主要な関
連規程やその改定事項について､ そ
の都度理解の共有を図るようにする

【委託業務単位】
平成21年度から､ 業務委託契約につ
岐阜県美術展の会場設営等に関する委 いては､ 一括して指名競争入札で実施
託について､ ｢会場構成・作品展示業務｣ しました｡
と ｢作品搬出入・輸送業務｣ とに分割さ
れている｡
業務単位分割により予定価格が100万
円以下となり､ 契約方法が随意契約で足
りる結果となっている｡
一連の作業として同一業者に委託する
のが作業効率や委託コストの面で優れて
いるはずであるし､ 自然である｡
業務を区別する合理性は認められない
ので､ 今後は両業務を一括し本来なされ
るべき指名競争入札による契約方法に変
更すべきである｡

【指名競争入札時の事務手続】
入札執行一覧表への転記については
入札書から入札執行一覧表への転記ミ 複数チェックを行い､ ミスの生じるこ
スが１件あった｡
とのないようにしました｡
入札執行一覧表は､ 全ての指名業者の
入札結果が転記され比較・決定が行われ
る重要な書類であるので､ 転記ミスは絶
対ないようにする必要がある｡

【固定資産､ 物品の現物実査】
平成20年度に規程を整備し､ 結果報
固定資産については､ 現物実査が実施 告書を作成しました｡
されているものの､ その結果報告資料が
作成されていない｡ 現物とリストが全て
一致していたとしても必ず結果資料を作
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成し､ 役席者の承認を得たうえ当該資料
を保存する必要がある｡
(社) 岐阜県森林公社
結果の内容
【長期収支計画の公表】
公社は､ 長期収支計画について県民に
対して全くディスクローズ (公表) して
いない｡
借入金額 (未払利息等を含む｡ 以下同
じ) は平成19年度末の公庫・県・金融機
関合計で360億円を超えるほど多額であ
る｡ 現在の長期収支計画では借入金が木
材の伐採収入等により全額返済できるこ
ととなっているが､ 長期の計画であり社
会情勢や経済状況については不確実なた
め､ 将来的に岐阜県からの借入の債権放
棄､ または公庫や金融機関からの借入金
に対して岐阜県が返済を肩代わりする可
能性も否定できず､ 県民に対して負担を
強いる可能性がある｡
公社及び県は､ 県民に対して説明責任
を果たす必要がある｡
現在､ 公社では毎年最新の時価評価に
基づき長期収支計画を更新しているが､
公社での内部資料を更新しているに過ぎ
ず､ 長期収支計画そのもの及び長期収支
計画の更新内容について全く公表してい
ない｡ ホームページ等で公表し､ 広く県
民の意見を反映させる仕組みを構築する
必要がある｡
【県及び公社の方針】
分収造林事業に対する県及び公社の方
針が､ 環境を保全するための公益性を重
視した事業なのか､ 採算を考慮した投資
事業なのか説明およびPRが不十分な状
況である｡

左記に対して講じた措置
(治山課)
県と公社による､ 長期収支の公表に
向けた内部検討会を開催し､ 最新の試
算結果を反映させた､ 県民にわかりや
すい資料 ｢岐阜県森林公社分収造林事
業の長期収支見込みと経営改善につい
て｣ を作成しました｡
当資料を森林公社のホームページで
公表し､ 広く県民の意見を反映させる
仕組みとして､ メール等で意見募集を
行っています｡
最新の算定因子により試算した長期
収支試算結果を基に資料 ｢岐阜県森林
公社分収造林事業の長期収支見込みと
経営改善について｣ を作成し､ 当資料
をホームページで公表しました｡ また､
メール等で県民の方からの意見を募集
しています｡

(治山課)
県としては､ 健全で豊かな森林づく
りを推進するうえで､ 公益性を重視し
つつ､ 環境的､ 経済的にも持続可能な
森林づくりの施策を推進しているとこ
ろです｡

公益性を重視した事業であれば､ 広く
一般県民に対して環境保全及び災害防止
効果などをPRし､ 多額の負担を県民に
強いる可能性が生じることに対して理解
を求める必要がある｡ また､ 投資事業で
あればより現実的なリスクを特定して計
画を作成し投資に対する回収予定額を正
確に測定する必要がある｡
森林公社の問題は､ 全国的な課題であ
り､ 国 (林野庁) が公社支援のための対
策 (補助金､ 交付金) を講じていること
から､ 国の支援を受けながら経営改善を
図ることが有利であるといえるため､ 公
社を存続させ､ 県と公社とが連携し､ 次
のような経営改善策を進めていく必要が
あると考えられる｡
累積債務軽減のための経営改善計
画を策定し､ 毎年､ 実行・評価・検
証を行う｡
所有者との間の契約変更 (分収率
の見直し) を集中的に進める｡
食害等のため今後の成長によって
も十分な価格での売却が見込めない
森林について､ 契約解除､ 繰上げ償
還等によってコスト削減を図る｡
収入間伐を積極的に行う｡
他の類似団体との管理部門の統合
等を検討する｡
分収林の新規事業は行わない｡
分収林を調査・評価し､ 今後の管
理の継続・契約解除等を検討・決定
する｡
公社が有している森林管理機能を
活用し､ 社会貢献の検討を行う｡
なお､ 上記のほか､ 森林公社の経営改
善の課題を抱える他県とも連携して､ 分
収林制度が抱える問題の抜本的な解決に
向け､ 国に対して提言をしていく必要が
ある｡

分収造林事業についても､ 県の施策
｢岐阜県森林づくり基本計画｣ に沿っ
た森林づくりを推進し､ 今後とも､ 森
林づくりの環境保全効果､ 災害防止効
果等の公益的機能について県民に理解
が得られるように､ 経営改善策と併せ
て公社と連携して推進します｡
また､ ｢岐阜県森林公社分収造林事
業の長期収支見込みと経営改善につい
て｣ を森林公社が公表中であり､ 今後
も様々な機会に分収造林事業に関して
県民に理解が得られるような活動を積
極的に展開するよう公社を指導します｡
今後も､ 公社経営の改善のために､
他の都府県と連携を図り､ 国に対して
公社支援に対する提言活動を積極的に
推進します｡

平成19年３月岐阜県から ｢経営
改善プラン｣ の提案を受け､ 平成
19年度 ｢経営改善プラン｣ を策定
し平成20年度から実施し､ 評価・
検証を行っています｡
現在､ 所有者との間の分収造林
契約において､ 非皆伐施業への転
換のための長伐期化とする契約期
間延長への契約変更事務を進めて
いるところであり､ 今後､ 長期収
支試算や全国の動向を勘案しつつ､
分収率変更にも理解を求めていき
ます｡
食害を受けている契約地の保育
事業実施については､ 林地を調査
し､ 施業目的に応じない食害等の
区域を除いて実施していて､ 契約
地一体が無立木地となっている訳
ではなく､ 契約解除を必要とする
までには至っていないのが現状で
す｡
間伐材の販売による中間収入の
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【白山林道事業 利用料収入の配分割
合】
配分割合について､ 岐阜県森林公社と
石川県林業公社では過去から協議により
算定因子を模索してきた｡ しかし､ 現在
の方法では､ 整備費や管理費の金額が算
定因子に算入されており､ 経営努力によ
り整備費や管理費を削減すればするほど､
配分割合が悪化し利用料収入の配分が減
少してしまう｡ 今後､ 石川県林業公社と
再度協議し､ 経営努力が反映される方法
へ変更するよう交渉し､ 結果については
ホームページなどで公表する必要がある｡

県及び公社は今後の方針について基本
施策で方向性を示し､ 県民の理解を得ら
れるよう努力する必要がある｡

配分割合については､ 経営努力を早
期に反映するための仕組みとして､ 毎
年見直す (従来は５年以上固定であっ
た｡) こととしました｡ なお､ 平成21
年度の配分率については､37.08％ (改
定前36.37％) と改善しました｡
この結果については､ ホームページ
で公表します｡

確保､ 資源の有効活用のためにも
収入間伐を積極的に実施します｡
木曽三川水源造成公社との経営
管理部門については､ 概ね統一を
図りました｡ 今後､ 事務事業部門
の統合を検討し､ 共通事務に対す
る事務の効率的な処理を実施して
いきます｡
平成14年度以降新規分収造林契
約は凍結しており､ 平成17年度か
らは植栽をしていません｡
分収造林契約地について成立本
数､ 樹高､ 直径､ 施業歴等を調査
したカルテを作成し適正管理に努
めることとしています｡
公社造林地だけでなく周辺地域
と一体となった管理に向けた取組
を検討します｡
また､ 他府県公社との連携や情報交
換､ 県や国に対して支援策を求める等､
経営改善に努めるとともに県民の理解
を得られるように努めます｡

一般の県民を対象としたアンケート
【白山林道事業 利用促進のための活
を実施し､ その結果を参考に効果的な
動】
利用を促進するためにPR活動を行う PRを推進します｡

【岐阜県から公社へ支出する補助金】
本来公社自身の経営努力により獲得し
た収支余剰金を財源として県借入金の返
済を行うことができる可能性があるにも
かかわらず､ 県が補助金を支給すること
により実質的に公社の県借入金の債務免
除を行っている状況であるといえる｡ 公
社が経営努力を行わなくても､ 結果とし
て､ 公社の県借入金を県民の負担で債務
免除してしまう仕組みは問題である｡ 県
は補助金の補助対象事業及び補助率を見
直し､ 簡単に債務免除してしまうのでは
なく､ 緊急を要する道路補修等の著しく

【白山林道事業 事業計画の正確性】
公社は白山スーパー林道経営改善計画
を見直し､ 実現可能な指標に基づいて将
来計画を作成する必要がある｡

必要がある｡
PRを行うにあたり知名度､ 利用頻度
などの事前調査を行っていない｡ 効果的
なPRが不十分な状況であるといえる｡
本来であれば､ 無作為に抽出した一般人
に対して､ 白山スーパー林道の利用実態､
認知度､ 評判などをアンケートし､ その
結果に応じてPR方法を検討していく必
要がある｡
白山スーパー林道は観光施設であるか
ら､ 公社は無作為抽出のアンケートを入
手し不特定多数の関心を調査する必要が
ある｡
またホームページでもPRを集中的に
行う必要がある｡ 検索で白山スーパー林
道が抽出されることやバナーなどでPR
すべきである｡ また看板などを多く設置
し利用者を増加させる必要がある｡

(治山課)
県は､ 当林道が､ 観光道路､ また石
川県との経済交流街道として､ 公共性
の高い道路であることから利用者の安
全性の確保のために補助事業を実施し
ているので､ 今後とも､ 補助事業の主
旨に沿った適切な補助事業の執行に努
めます｡
また､ 利用者の安全かつ快適な交通
を確保することによって､ より多くの
方のご利用をいただき､ 岐阜・石川両
県の観光､ 経済交流に貢献でき､ 公社
の経営改善に資するような有料道路運

東海北陸自動車道の全線開通効果や
PR活動効果による利用台数実績の推
移､ アンケート調査結果等を精査し､
計画の見直しを行います｡ また､ 今後
も東海北陸自動車道の全線開通効果を
生かし､ PR活動の充実等により､ 計
画台数を達成するよう努力します｡

なお､ 利用者増加に繋がるホームペー
ジの活用や利用者サービス向上に繋が
る看板等の設置については､ 費用対効
果を考慮しつつ予算の範囲内で積極的
に推進します｡
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営について､ 公社を引続き指導監督し
ます｡

効率的な運営､ また地域の活性化に
貢献できる運営体制を検討するととも
に､ 今後は民間企業のノウハウ等 (民
間企業のPR手法・民間企業を参画さ
せたPR手法) を参考として､ 安全か
つ効率的な運営に努めます｡

公益性 (安全性) に影響を与えるものを
除き､ 公社の経営努力で県借入金を回収
できるよう再度検討する必要がある｡

【白山林道事業の民間企業の活用 (また
は売却等) 】
白山林道事業は､ 効率性にすぐれた民
間企業への委託や売却も視野に入れ､ 民
間企業のノウハウを十分に活用すること
を検討していく必要がある｡
理事会招集の際は､ 理事に対し本人
出席が不可能な場合は､ 代理出席また
は書面表決を促しています｡

利用者拡大のためのPR活動を実施
し､ 利用料収入の増収を図ります｡
また､ 道路の管理体制の見直し等に
よる経費削減を検討します｡

【理事の代理出席､ 書面表決】
平成20年５月の理事会について､ 代理
出席も書面表決もしていない欠席者が２
人いる｡
欠席理事については代理出席または書
面表決を促し､ 少なくとも情報交換を交
わすようにすべきである｡

平成21年度から､ 相見積の実施､ 指
名競争入札の導入を検討しています｡
今後は利用間伐事業については民間
事業者を含めた指名競争入札に取り組
み､ また､ 森林整備合理化計画の施業
受託者から見積書を徴して契約額や契

木曽三川水源造成公社事務局長と岐
【出勤簿の記載】
専務理事の出勤状況を調査するため専 阜県森林公社専務理事の兼務職である
務理事の出勤簿を閲覧したところ､ 本人 森林公社専務理事は､ 両公社の共有出
による押印がなされておらず､ 白紙となっ 勤簿により一元管理としました｡
ていた｡
専務理事は森林公社と同じフロアーの
隣接する(社)木曽三川水源造成公社の事
務局長も兼務しており､ 当該公社の出勤
簿には自ら押印をしていた｡ しかし､ 専
務理事は(社)岐阜県森林公社の専務理事
として森林公社の出勤簿にも自らの押印
が必要である｡
【保育保護事業費支出 相見積の実施】
指名競争入札を実施し､ 森林組合だけ
ではなく民間業者による施業または森林
組合と民間業者との共同による施業に移
行することが､ 現状ではすぐにはできな
いということであれば､ その前段階とし

【資産管理体制の整備】
公社ではこれまでに取得した資産に関
し不明な点が多く所有している資産に関
する認識が不十分であるため､ 過去の固
定資産台帳や取得の証憑からリストを作
成し現物と突合することで実態把握を進
めている段階である｡
しかし､ 所有資産が明らかでないこと
は大変重要な問題であり､ どういった資
産をどのような状態で有しているかを把
握する事は適切な資産管理をするための
前提条件である｡ そのため､ まず実態把

【委託料 白山林道事業】
今後は規程の見直しを含め､ 委託先の
選定やその単価､ 工数の見直しを行い､
経費削減に努める必要がある｡

【入札】
指名競争入札の実施状況について､ 白
山林道春季除雪事業に関しては､ 白山林
道開通から30年以上継続して同じ業者が
落札していた｡ 落札率は､ 95％以上と高
落札率で推移している｡
また他の事業に関しても落札率は高く､
落札業者も複数年連続して落札していた｡
これらを勘案すると現状の入札方法で
は､ 入札の実効性が確保されていない可
能性が高い｡ そのため指名業者の選定に
あたり､ 地元業者に限定せずに入札を実
行するなど､ 入札の実効性が確保される
ような仕組みを整える必要がある｡

て森林組合以外の他の民間業者からの相
見積を取るべきといえる｡
森林組合以外の業者からの相見積は現
在行われていない｡ 請負費を削減するた
めに､ 他の民間業者から相見積を取り､
森林組合との請負価額の決定において参
考資料とすべきである｡

資産の実態を確認しましたので､ 今
後も適正な管理を実施します｡

委託先の選定､ 単価､ 工数の見直し
を行い経費削減に努めて実施していま
す｡

平成21年度の事業について､ 地域外
業者も含めた12者で入札を実施しまし
た｡

約先を決定する契約制度を導入する方
針です｡
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握を早急に完了させ､ 公社として所有し
ている資産の実態を明らかにする必要が
ある｡
【固定資産､ 物品 資産計上】
蓮如茶屋公衆トイレ発電機は､ 固定資
産として計上すべきことが要求される｡
しかし現状では ｢白山スーパー林道維持
補修事業費｣ として一括費用計上されて
しまっているため､ 一括費用処理すべき
ではなく固定資産台帳に資産計上し償却
処理して行く必要がある｡

固定資産台帳に資産計上し､ 償却処
理を行います｡

固定資産台帳､ 備品台帳を整備しま
した｡

備品票を作成し貼付しました｡

【固定資産､ 物品 台帳整備】
取得の記録だけでなく管理ナンバーの
付与や現物照合､ 処分の記録等の処理も
継続して行って行く必要がある｡
また､ 固定資産台帳に計上し管理する
ことが要求されるにも拘らず費用で落と
した上で備品管理台帳に計上されている
ものがある｡ そのため､ 当該する物品に
ついては固定資産管理台帳に資産計上し
減価償却を行って行く必要がある｡

現物照合を行ったうえで､ 台帳と貼
付票に基づいて現物実査表を作成しま
した｡

【備品票】
備品票の様式が定まっていないことに
加え､ 貼付されているものとされていな
いものが混在しており､ 規程に従った適
切な管理がなされていない｡ そのため規
定上の必要事項を具備した備品票の様式
を定めた上で各資産に貼付し､ 適切な管
理ができるよう改善する必要がある｡

【固定資産､ 物品 現物照合】
公社では未だ所有資産の把握が不十分
であり､ 固定資産の現物との照合は実施
途上にあるため､ 現物照合が適切に実施
できる環境を整備する必要がある｡
また､ 現状では照合に当たり現物の状
態は確かめているが遊休資産か否かなど
の使用状況の確認がなされておらず､ こ

【固定資産､ 物品 購入】
固定資産の購入にあたり､ 必要な添付
書類の添付漏れ､ 記載漏れ､ 記載誤りが
認められる｡
必要書類の不備については決裁が適切
になされているか否かに関し疑義を抱か
せるため､ 規程を周知徹底して改善する
必要がある｡
また､ 平成19年８月に外付けHDDが
２回に分け個々の取得を10万円未満とし
たうえで相見積りなしで取得されている｡
２回に分けて取得された資産については､
１回で取得するならば10万円を超過する
場合もあるため､ 相見積りをとる必要が
ある｡
なお､ 固定資産や物品の取得にあたり
適切な決裁を受けている案件についても､
当該決裁書が決裁書綴りと固定資産管理
台帳に分かれて保管されており一元管理
がなされていない｡ そのため決裁書に関
しても決裁書綴りに綴るなどルールを定
め管理を適切に行うべきである｡

固定資産や備品の処分について規程
を遵守し適正に処理します｡

固定資産の購入については規程等を
遵守し適正に実施します｡ また､ 購入
に係る決裁書は一元的に管理します｡

れでは不要な資産の早期処分等が適切に
実施できないため､ 使用状況の確認も併
せて実施すべきである｡
物品に関しては､ 払い出しと転記のチェッ
クは行われているが､ 現物との照合の証
跡が一定でないため適切に実施されてい
るか不明である｡ そのため物品の現物と
の照合についても､ 照合の証跡や記録に
関し一定のルールを定め､ 規程に従って
適切に実施する必要がある｡

【固定資産､ 物品 売却､ 除却､ 廃棄】
公社では､ 固定資産や物品の売却､ 廃
棄にあたり､ 10万円以上のもののみ決裁
を受けており10万円未満のものは決裁を
受けていない｡ しかし規程によれば固定
資産や物品の売却､ 廃棄にあたっては金
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額の多寡に拘らず事務決裁規程の定める
ところにより決裁を受けるものとされて
いる｡ そのため10万円未満のものに関し
ても適宜､ 適切な決裁権者の決裁を受け
る必要がある｡
また､ 平成19年３月に売却の決裁を受
けている車両や､ 同月に廃棄の決裁を受
けているPC等44点など決裁を受けてい
る事案に関しても､ 所定の添付資料 ｢随
意契約説明書別紙４｣ が付されていない
など書類不備が認められるため改善する
必要がある｡
さらに規程で求められている固定資産
の売却､ 撤去､ 廃棄に関する理事長への
報告書が一切作成されていない｡
そのため今後は規程に従って適切に実
施する必要がある｡
【固定資産､ 物品 リース資産】
公社では保有するリース資産について､
リース資産台帳上管理ナンバーは付され
ておらず管理票の貼付もなされていない｡
また現物との照合も実施されていない｡
リース資産についても管理責任を負う以
上､ 管理ナンバーを付した上で毎会計期
間に１回以上は台帳と現物を照合しその
実在性や状態を確かめて適切に管理する
必要がある｡

現物照合を行ったうえで､ リース資
産管理台帳を作成し管理票を貼付しま
した｡

結果の内容

メンタルトレーニングと体力トレー
ニングの利用件数の集計について､ 設
備等利用度の指標として､ 団体・個人
を問わず､ 利用人数の集計をとること
としました｡

左記に対して講じた措置

(財) 岐阜県イベント・スポーツ振興事業団

【利用件数集計方法】
メンタルトレーニングと体力トレーニ
ングの利用件数については､ 団体受付の
場合その団体を１件として集計している｡
利用統計上は団体・個人に係わらず利用
人数を積上げる方法で集計を行い設備等
の利用度の指標として活用すべきである｡

【表決委任】
表決委任を届け出た理事が一人あった
が､ 委ねる理事の氏名が空欄となってい
た｡ これでは白紙委任と同じであり､ ど
の理事の考えを信頼して表決委任を行っ
たかが対外的に説明できない｡ 財団は､
今後表決委任を受け付けるに当たって委
任する理事の相手が特定されているか確
認してから受け付けるように留意する必
要がある｡

【理事会 本人の参加】
直近２回の出席を求める理事会は､ い
ずれも本人の出席だけでは定足数に到っ
ておらず､ 書面表決等を加えて定足数を
満たしている状況である｡ また､ 毎回欠
席する理事はほぼ決まっている｡ 円滑な
意思決定や経済性の観点から､ 真に必要
な理事に絞っていくべきである｡

表決委任を届け出た理事がいる場合､
委任する理事が特定されているか確認
してから受け付けるよう留意し､ 適正
な表決手続が行われるよう確認を徹底
することとしました｡

任期満了に伴う役員改選を機に､ 理
事会への出席状況などを勘案し､ 数名
の理事及び監事につき見直しを行いま
した｡ (平成21年４月１日〜)
また､ 理事会開催に当たっては､ で
きる限り本人に出席していただけるよ
う日程調整を行うことにより､ 財団に
おける理事会の実効性の確保に努めて
います｡

【現金払いによる利用料の管理】
現在使用している領収書には連番が印
字されておらず､ 財団の担当者が事務処
理上の都合で番号を付しているに過ぎな
い｡
県は､ 例えば連番付の領収書を用意し
財団に使用させる等の方法を講ずること
によって､ 出納管理の透明性をより高め
ていくべきである｡

指導記録は可能な限り記録・保存に
努め､ かつ､ 職員のみならず､ 広く県

出納管理の透明性を確保するため､
平成21年１月４日から､ あらかじめ通
番を付した領収書を利用することとし
ました｡

平成21年度より県OB職員について
【OB職員の処遇】
県を退職して団体に就職する県のOB の職位の見直しを行い､ 主幹以下のO
は､ 県時代の役職にとらわれることなく､ B職員の職位を主査とするなど､ 実際
財団で行う業務と実力に応じた役職とす に果たしている役割に準じた職位に変
更しました｡
べきである｡
また､ 併せて指揮命令系統の整備を
図りました｡

【名誉顧問・スーパーバイザー設置事業
指導記録】
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【優秀指導者配置事業 実績の蓄積】
各選手に対する指導の効果をより高め､
良い成績に結びつく確実性を少しでも高
めるためには､ 指導を受けた各選手に対
して､ 毎回 ｢何を学んだか｣ ・ ｢自分の
問題点は何か｣ ・ ｢今後何に取り組むか｣
といった受講レポートを提出させるべき
である｡ また､ 財団は提出されたこれら
のレポートを多く蓄積することにより､
問題点の克服方法等を共有でき､ 選手層
全体のレベルアップにつなげることがで
きるはずである｡

【指導者養成派遣事業 研修報告書】
公費により研修を受ける者にとってそ
の結果報告は義務と考えるべきであり､
また本人にとっても結果報告書の作成を
通じて研修内容をふりかえる良い機会と
なるはずである｡ さらには研修に参加し
なかった者にも､ その報告書の閲覧を通
じて知識・ノウハウを取得する機会が得
られることから､ 財団は研修結果報告書
の確実な提出を求めていくべきである｡

武道フェスティバル事業が効率的か
つ経費節減が図られるよう対象となる
経費について再検討し､ ｢スポーツイ
ベント事業負担金交付要綱｣ を一部改
正しました｡ (平成20年11月21日)
平成21年度の負担金の交付決定にあ
たっては､ 当該要綱に従い､ 負担金交
付決定に係る事務処理を適正に行い､
担当者と上席者がダブルチェックを行
うなど､ 審査機能の強化を図りました｡

優秀指導者から指導を受けた各選手
に対して､ 意見・感想・効果等を記録
した ｢受講レポート｣ の提出を求める
こととしました｡ レポートを蓄積しな
がら､ 優秀指導者と連携を図ることに
より､ 問題点の克服方法等の共有､ 選
手層全体のレベルアップを図ります｡

全ての研修参加者に対して､ ｢研修
結果報告書｣ の確実な提出を義務付け
ることとしました｡ 当該報告書を職員
及び県内指導者が自由に閲覧可能な状
態とすることにより､ 広く知識・ノウ
ハウの蓄積・共有に努めます｡

指導内容は対価の支払いを伴う高価な 民が閲覧できるよう､ ホームページ
ノウハウであることから､ 可能な限り記 ｢スポーツ王国ぎふ｣ に掲載していき
ます｡
録・保存に努めるべきである｡
また､ ノウハウの共有という意味では､
一時的なものにしないためにも閲覧しや
すい形での記録・保存を図るべきである｡

【 ｢武道フェスティバルin岐阜｣ 負担金
対象経費】
交付要綱に定められている対象経費に
該当しない性質の経費が申請されている
にもかかわらず､ 交付決定がなされてし
まっている事例が見受けられた｡
当該負担金事務担当者及び上席者のチェッ
ク機能が実質的に働いていなかったと考
えられる｡ 交付決定に当たっては､ 収支
予算書における対象経費と申請額のチェッ

【スポーツ教室参加料収入 参加者負担
金の適正化】
テニス､ 水泳､ アクアビクスなど各種
目の教室を開催しているが､ これにかか
る参加者負担金は､ 単価が種目にかかわ
らず１回当たり700円と､ 民間企業が行っ
ている同種の教室に比し非常に安価な水
準にあると考えられる｡
当該事業の総コストは参加料収入を大
幅に上回っているといえるので､ 必要な
コストを勘案し､ 適切な受益者負担を求
めるよう検討すべきである｡

【 ｢武道フェスティバルin岐阜｣ 負担金
関連証憑のチェック】
実績報告書に記載されている対象経費
について､ 担当者は領収証などの関連証
憑をチェックしていなかった｡
不適切な実績報告の牽制のため､ 関連
証憑のチェックを行う必要がある｡

不足分については､ 昨年度追給済み
ですが､ 関連規程の改定事項等につい
て遺漏のないよう周知・徹底を行いま
した｡
今後も､ 内部牽制・内部管理の一層
の強化､ 給与事務に携わる職員の資質
の向上並びに給与事務に対する実務能
力の向上に努めます｡

スポーツ教室は､ 生涯スポーツの普
及振興のために大きな役割を果たして
おり､ 総合的な視点から現行の料金設
定を維持しています｡
平成20年度のスポーツ教室の参加率
は51％であり､ 参加者数の少ない教室
の統廃合により､ 参加率を高めるとと
もにコスト削減を図りました｡
その結果､ 平成21年５月開催の前期
コースにおいて､ 参加率66％と改善が
みられました｡ 今後とも魅力あるスポー
ツ教室を企画し､ より一層の参加者の
増加及びコスト削減に努めます｡

｢武道フェスティバルin岐阜｣ 負担
金の対象となる経費について､ 交付基
準を明確にするため､ 各申請団体に対
し通知を行いました｡ (平成20年12月1
9日)
また､ 負担金の実績報告において､
関連証憑として領収書の添付を必須と
し､ 事業報告の内容の確認を行いまし
た｡

クを徹底すべきである｡

【職員の超過勤務手当の算定誤りによる
支給不足】
平成19年度の４月から11月分の地域手
当の調整率が当年度適用率である２％で
はなく前年度適用率である１％で算定さ
れていた｡ これによる超過勤務手当の不
足額は31千円であった｡
その要因としては､ 上席者のチェック
機能が実質的には働いていないことが考
えられる｡
上席者が実質的にチェック機能を果た
せるよう､ 以下のような改善措置を講じ
るべきである｡
異動に伴う算定誤りのリスクを軽
減するため､ 人件費算定に係る基本
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的事項について､ 財団としてのチェッ
ク項目を確立する
上席者､ 担当者ともに､ 主要な関
連規程やその改定事項について､ そ
の都度理解の共有を図るようにする｡
【職員の出勤簿の運用】
専門職職員の出勤簿において､ 勤務表
兼出張伺い自家用車承認書旅行命令書で
は ｢公休日｣ となっているが､ 出勤簿上
は ｢出張｣ となっており､ また事務所に
出勤したことを示す本人の押印もなされ
ているケースが見受けられた｡
運用誤りのリスクを軽減するため､ 以
下のような対策を講じるべきである｡
チェック実施者を複数とし相互牽
制機能を働かせる
庶務担当者による月次チェックの
前に､ 各職員本人よる確認を周知徹
底する｡
【収支計算書 人件費の表示区分】
主要人件費が管理費支出に計上されて
いるが､ 実際には各事業費に計上されて
いる事業に関与する職員が多数おり､ そ
れらの職員は事業費支出で計上されてい
る各事業に主に従事している｡
事業費支出に従事人件費が含まれない
と､ 以下のような問題が生じると考えら
れる｡
事業費支出が本来その事業実施に
必要となるコストよりも少なく表示
されるため､ ｢コストに見合った収
入が得られている｣ あるいは ｢県補
助金のかからない事業である｣ といっ
た誤った評価が導かれてしまう
参加者負担料や施設使用料の単価
の妥当性の検討の元となる基礎デー
タが歪められ､ 受益者負担の考え方
に則した適切な料金設定が困難とな

全職員に対し､ 勤務表兼出張伺い自
家用車承認書旅行命令書及び出勤簿の
記載・押印について､ 出勤・出張時に
遺漏なく処理するよう指導を行いまし
た｡ また､ 庶務担当者によるチェック
のほか､ 複数職員がチェックを行うな
ど､ 相互牽制機能を強化しました｡

県の予算編成上､ 事業費には人件費
を含めていませんが､ 事業費支出を適
正に把握するため､ 平成20年度決算を
基に､ 各職員がどの事業にどのくらい
の割合で従事しているかを積算し､ 人
件費決算額を按分して各事業費に加算
することにしました｡
これを参考に､ 各事業の実施・継続
に係る意思決定等に活かしていきます｡

る
管理費支出が相対的に多く表示さ
れるため､ 総支出額に対する管理費
支出の割合が高くなり､ 実態以上に
管理業務に無駄が多いという評価が
なされてしまう
従って､ 各事業費に主に従事する課の
人件費を合理的な方法で管理費支出から
区分し､ 各事業費に計上することが､ 上
記のような問題点を克服し､ 事業の実施・
継続に係る意思決定や料金改定を適切に
行う上で必要である｡

【長期に亘る同一業者への委託】
平成元年から継続して同一業者が落札
している業務もあり､ 指名競争入札の実
効性が失われている可能性がある｡ 指名
業者の入れ替えを増やす等､ 競争入札の
実効性確保のための措置を講ずる必要が
ある｡

指名競争入札の実効性を確保するた
め､ 仕様書の内容の見直しや指名業者
数を増やすなどの見直しを行いました｡
その結果､ 平成21年度の業務委託契約
において､ 前年度と比較して落札率が
下がったものがありましたので､ 今後
も競争入札の実効性確保に努めます｡

【物品購入起案書の決裁日付等の記載漏
れ】
起案書に決裁日付､ 施行日付及び保存
期間が記載されていない事例が散見され
た｡ 調書管理を適切に行うため､ これら
の記載を必ず行う必要がある｡

国際交流員に対し､ 帰国時に無断で
物品を処分しないよう指導しました｡
その後も折を見て指導し､ 繰り返し確
認するようにしています｡ また､ 各担
当へ備品一覧表を配布し､ 適正な物品
管理に努めています｡

起案書には､ その都度､ 決裁日付､
施行日付及び保存期間を記載するよう
周知しました｡ また､ 文書施行時には
複数の者がチェックし､ 記載漏れがな
いよう調書管理を徹底しています｡

【契約事務手続】
割り印の押印前に､ 上席者が契約書
委託業務契約書において､ 印紙税18,0 に貼付する印紙額の再チェックを行い､
00円の過払いが１件あった｡
再発防止に努めています｡
単純な手続きミスであり､ 割り印の押
印前に契約書が上席者によってチェック
されれば防げるはずである｡

【不用決定手続き漏れ】
物品処分等調書について､ 不用決定手
続を経ていないのに既に廃棄されている
消耗什器備品が数件あった｡ 特に､ 国際
交流員に貸与していた全自動洗濯機・冷
蔵庫については､ 帰国時に無断で処分さ
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れており､ 今後このような事が起きない
よう事前に交流員に説明しておく必要が
ある｡
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