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第第第第 1111 部部部部    企業局の経営する事業の管理について企業局の経営する事業の管理について企業局の経営する事業の管理について企業局の経営する事業の管理について    
 

第 1 外部監査の概要 
1．監査の種類 
  地方自治法第 252 条の 37 第 1 項および第 2項に基づく包括外部監査 
2．選定した特定の事件（監査のテーマ） 
(1)外部監査対象 

企業局の経営する事業の管理について 
(2)監査対象年度 

平成 13 年度（平成 13 年 4 月 1 日から平成 14 年 3 月 31 日まで） 
ただし、必要な範囲で過年度に遡及する。   

3．特定の事件を選定した理由 
 地方公営企業法第 3条において、「地方公営企業は、常に企業の経済性を発揮すると
ともに、その本来の目的である公共の福祉を増進するように運営されなければならな
い。」と定められており、公営企業は経営の効率化・能率化を図りつつ、安全で安定し
た安価なサービスを提供することを求められている。今回、長野県企業局で運営され
ている 4 事業について、財務事務が関係諸法令に準拠して適正に遂行されているか、
また、上記の公営企業の経営原則に従って運営されているかどうかを検討する必要が
あると判断し、このテーマを選定した。   

4．外部監査の方法 
(1)監査の要点 
①各事業の採算性 
②企業債の償還可能性 
③会計処理の適正性 
(2)主な監査手続 
①会計帳簿等を調査し、長野県企業局の会計処理方法が法令及び規則等に準拠して
いるかどうか検証した。 
②各事業別の採算性を把握し、債務償還可能性の検討を行った。 
③各事業の現地機関の現金及び物品の実査並びに財産管理、契約、出納等に関する
事務処理について、担当者への質問、関係書類との照合等を実施した。 

④各種工事に関して、入札関係書類、契約書等の関係書類を調査し、工事に関する
財務事務の執行が法令及び規則等に準拠して実施されているかどうか検討した。 

⑤外部業者との委託契約書等の閲覧、質問、関係書類との照合等を行った。 
⑥各事業の現地機関の視察を行った。 

5．監査の実施期間 
  平成 14 年 6 月 24 日から平成 15 年 3 月 7 日まで 
6．監査補助者 
公認会計士   ７名 
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第2 外部監査の結果及びこれに添えて提出する意見 
 
Ⅰ 各事業共通の事項 
1．監査の結果 
(1)引当金の計上方法 
①退職給与引当金 

現在の引当方法は、公営企業で多く採用されている方法ではあるが、企業会計で
一般に採用されている発生主義に基づく決算で計上される金額に比べ、企業局合計
で 1,460 百万円の引当不足の状態にあると認められる。 

②修繕引当金 
主として費用計上額を平準化する目的で引き当てられているが、明確な引当基準
が必要である。 

2．外部監査の結果に添えて提出する意見 
(1)退職金および特別昇給 
①退職勧奨扱いの割増支給に関する書類整備 

勧奨の事実を明確にする書類の保存が望まれる。 
②定年退職者の特別昇給 

殆どの定年退職者に対し、規則 27 条による特別昇給（退職 6 ヶ月前）と、規則
28 条による特別昇給（退職時）が、実施されており、「勤務成績が特に良好な職員」
に該当する明確な基準が示されていない。運用の基準を明確化する必要があると考
えられる。 
 

Ⅱ 電気事業 
1．監査の結果 
(1)建設準備金勘定 
①籠川建設準備金 465 百万円については、内容を再検討し資産性が無いと認められる
部分の金額について除却処理が必要である。 
②新規地点調査費 256 百万円については、今後の発電所建設計画を再検討し、建設の
見込が無いものは除却処理が必要である。 
 

2．包括外部監査の結果に添えて提出する意見 
(1)工事関係の入札について 

現在県が推進している入札制度の改善によってより入札の競争性が高められるこ
とが期待される。 

(2)固定資産の有効活用 
保養所「飯綱山の家」については、今後の利用計画や電気事業での保有の意義など
の再検討が必要と考えられる。 

(3)固定資産への付保について 
原価織込の必要性といった外部要因に左右されない付保の方針を維持していくこ
とが必要になると考えられる。 
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(4)電気事業の展望について 
将来的な状況を考えると、発電所を新規に建設せず原価の低減を図ることで企業債
の返済・利息の支払ができ利益も確保できる平成 22 年 3 月 31 日までに何らかの対
策を考える必要があると思われる。対策の方法の一つとして事業自体の売却も検討
すべき課題であるが、その場合に問題となるのは企業債の一括償還が必要となるた
め企業債残高に見合う価額で売却できる売却先があるかどうかという点と、電気事
業に携わっている職員の処遇であると考えられる。 
 

Ⅲ 水道事業 
1．監査の結果 
(1)固定資産の管理について 
①現物管理手法の改善 
②定期的な固定資産実査が必要 
③所管部署の相違している物品 
④固定資産明細書と貸借対照表の資本剰余金の差異 
(2)貯蔵品の期末における実地棚卸について 

薬品等の少額貯蔵品についても定期的な実地棚卸を行い、物品管理状況を把握すべ
きである。 

(3)長期未精算の建設仮勘定について 
損失処理または本勘定への計上処理が必要と認められる長期未精算の建設仮勘定
がある。 

(4)企業債未払利息について 
企業債に係る支払利息は現金主義により計上されており、平成 13 年度末で 41 百万
円の未払利息を計上する必要がある。 
 

2．包括外部監査の結果に添えて提出する意見 
(1)水道用水事業と上水道事業との金銭貸借に係る会計処理について 

資金の効率化を目的として、両事業間で金銭貸借が行なわれているが、両事業間で
の利息に係る会計処理が適正に為されていない。両事業は一つの会計単位ではある
が、両者のサービス需要者は異なることから、合算した財務諸表に影響は与えない
としても、両事業の会計処理如何によっては需要者間の不公平を生じる結果ともな
るため、両事業間の取引においても適時に合理的な会計処理が行われる必要がある。 

(2)上水道事業の企業債の償還可能性について 
上水道事業の事業規模に大きな変化がないにも拘らず、同事業の企業債残高は増加
の一途をたどる形となっており、長期的観点に立った場合の企業債の償還可能性が
問題となる。 
平成 14 年 12 月現在の新規中期計画（案）によれば、企業債残高は平成 19 年をピ
ークとして、それ以降は減少の方向に転ずることとなる。新規計画によって減少し
た投資案件の中に、必要最低限の投資が含まれていないか再度検討することが重要
である。仮に、必要最低限の投資のみに新規投資を限定したとしても企業債残高の
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増加傾向が続くようであれば、既に検討されている経営の合理化による経費節減措
置だけでなく、料金体系の見直しも必要となる。 

(3)経営形態の見直しについて 
平成 14 年 4 月に施行された改正水道法において水道事業の第三者への業務委託が
制度化され、浄水場の運転管理や水質管理等の高い技術力を要する業務を他の水道
事業者又は当該業務を実施できる経理的・技術的基礎を有する者に委託できること
となったため、水道事業の経営形態自体の見直しを含め検討がされている。今回の
法改正の趣旨は、従来の市町村単位の小規模水道事業体が技術的・財政的基盤及び
安全な水を安定して供給する体制が十分とは言えない状況に鑑み、大きな事業体に
技術的業務を包括的に委託することを可能とさせることによって、安全な水供給体
制の確保を図ることにあると考えられる。 
したがって、経営形態の見直しにあたっては、この改正法の趣旨を充分考慮し、水
道事業の効率性向上と料金の地域間格差の是正も視野に入れ、広域化の推進も含め、
より良い経営形態のあり方を検討する必要があると思われる。 
【広域化について】 
以下の理由から水道の広域化は、経済性の発揮と公共の福祉の増進という地方公営
企業の基本的な経営原則の実現に寄与すると考えられる。 
ⅰ)スケールメリットの効果及び重複投資の回避による投資削減効果、並びに経営の
合理化、人件費の削減等のコスト削減が期待できるため、長期的には全体として安
価なサービスの提供が期待できる。また、大規模工事が可能となるため先行投資が
容易となり、専門技術者の確保、管理施設の充実など、事業基盤の強化が可能とな
ること（効率的経営）。 

ⅱ)給水サービスの質及び水道料金の平準化が図られることから地域格差がなくなり、
また、水源を広範に求め地域全体で水を運用することができるため、市町村間の需
要の調整を図ることができ、水源を持たない市町村を含め安定したサービスの供給
が可能となること（公共の福祉の増進）。 
 

Ⅳ ガス事業 
1．監査の結果 
(1)固定資産の会計処理（総係費の配賦について）  

総係費は、現状年度中の完成工事のみに配賦しているが、年度末での建設仮勘定に
も配賦する必要がある。 

(2)固定資産の現物管理 
現物へのシール貼付等の方法により現物管理を行なうとともに、定期的に実地棚卸
を行い現物の有無を確認すべきである。 

(3)工事関係の入札について 
平成 13 年度における入札の状況をみると、落札率及び一位不動入札の割合はとも
にかなり高い水準となっており、前年度の外部監査における指摘と同様の傾向にあ
る。 
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(4)委託業務の入札について 
予定価格の算定のために、落札業者から見積を取っている事例があった。入札の競
争性が損なわれないよう、たとえば見積業者は入札に参加させないなどの方策が必
要であったと考えられる。 
入札に関しては、現在県が推進している入札制度の改善によってより競争性が高め
られることが期待される。 

(5)企業債未払利息について 
企業債に係る支払利息は現金主義により計上されており、平成 13年度末で 10 百万
円の未払利息を計上する必要がある。 
 

2．包括外部監査の結果に添えて提出する意見 
(1)ガス事業の展望について 
①次の 4つのケースを想定してシミュレーションを行った。 
(ⅰ) 現状のまま企業局でガス事業を行う場合 
 （ケース 1）毎年の設備投資 10 億円、年間利益（※1）12 億円、割引率 3％ 
      平成 38 年（企業債償還期限）までの DCF －5,957 百万円 
（ケース 2）毎年の設備投資 7 億円、年間利益（※1）14 億円、割引率 3％ 
     平成 38 年（企業債償還期限）までの DCF  3,010 百万円 
       ※1：減価償却前支払利息控除前利益   
(ⅱ) 経営形態を見直す場合 
 （ケース 1）毎年の設備投資 10 億円、年間利益（※2）12 億円、割引率 3％ 
          平成 38 年（企業債償還期限）までの DCF －1,824 百万円 
 （ケース 2）毎年の設備投資 8 億円、年間利益（※2）15 億円、割引率 3％ 
            平成 38 年（企業債償還期限）までの DCF   4,585 百万円 

※2：減価償却費、支払利息、法人税、法人住民税、事業税、固定資
産税、道路占用料負担前の利益 

②企業価値の評価は様々な手法があり、また将来の環境変化の予測にも依存するため、
上記の評価が必ずしも常にあてはまるわけではない。 
実際、他の公営ガス事業の民間譲渡の際には、時価純資産を考慮した価額決定が行
われたとの報道もある。 
しかし、上記の結果では、これまでの利益や必要設備投資額では、民間譲渡は難し
い上、企業局で事業を継続する場合にも新たに多額の企業債を発行する必要が生ず
る。従って、今後よりいっそうの経費圧縮と設備投資の効率化が求められることに
なる。 
事業価値が低い場合には、民間譲渡すると、譲渡価額で企業債の残高をまかなえず
一般会計に負担が生ずる可能性がある。従って、将来民間に譲渡することを検討す
るのであれば、当該時点で一般会計の負担をできうる限り軽くするためにも、事業
価値を高めるための努力が必要である。 
当面、設備投資を抑えながら現在の企業局でのガス事業を継続し、企業債残高が減
り一般会計の負担が少なくなる時点で、事業売却を検討するのが望ましい。 
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なお、企業局では、平成 15 年 2 月に経営健全化推進計画を策定し公表しており、
設備投資の見直しや経費の削減などにより企業債残高を削減し、事業価値を高める
取り組みが既に始まっている。 

 
Ⅴ 観光施設事業 
1．監査の結果 
(1)保健休養地事業 
①独立採算原則が達成されているかどうか 
入札保証金の免除について、審査した証跡を明らかにすることが必要である。 

②会計処理の適正性について 
ⅰ)売上原価見返勘定の会計処理 
売上原価見返勘定は、計画原価と実際投資原価の差額(不足)を経理処理する勘
定科目であり、計画原価に対して今後支出が予定される又は備えるための金額と
なっている。 同一地区の開発開始から終結までの間、損益計算においては分譲
事業の売上原価は、計画原価に基づいて認識計上され、計画原価と実際発生原価
との差額は、「売上原価見返勘定」として処理され、この勘定に集計されている
計画値と実績値の差額は、開発地区の分譲が終結するまで精算されていない。し
たがって、外部環境の変化に伴う開発原価の変動、投資計画額の見直し等があり
実際の投資原価が計画値に対し減少する場合、過年度の分譲事業利益が過小に計
上され、事業終結年度は過大に計上される結果となる。 
平成 13 年度末における売上原価見返勘定は総額で 682 百万円であり、負債計上
されている。この内訳は、富士見高原保健休養地 122 百万円、開田高原保健休養
地 461 百万円及び飯綱高原保健休養地 97 百万円である。富士見高原保健休養地
は昭和 60 年度、開田高原保健休養地は平成 12 年度をもって終結しているため、
開発終結年度において売上原価見返勘定の残高は精算されるべきであった。 

ⅱ)観光用地開発仮勘定について 
観光用地開発仮勘定は、分譲地の開発に当たって投資された金額を分譲地が販
売されるまで経理処理しておく勘定科目であり、未販売分譲地の開発原価相当額
を示している。 
斑尾高原飯山地区及び妙高地区の分譲予定価額相当額 132 百万円に対し観光用
地開発仮勘定残高は 646 百万円となっているが、この超過額は、過年度販売地の
売上原価等として処理すべきものである。したがって、過年度の分譲事業利益が
差額相当額過大に計上されたこととなる。 
開発計画策定時とそれ以後において計画策定の基礎となる状況が大きく変化し、
分譲予定価額が開発投資額を下回ることとなった場合には、開発投資額の分譲予
定価額超過額は分譲地の販売によって回収することが困難となるため資産計上
金額を、処分見込価額まで切下げるべきであった。 
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(2)観光施設貸付事業 
長野県観光事業株式会社に対する施設の賃貸料は、観光施設事業の収益的支出見込
み額の積上げ計算により算出しているが、事業開始当初の賃貸料及び近年の同社の
業績悪化を考慮すると、実際は同社の負担能力に応じて調整しているものとみるこ
とができる。 
修繕引当金繰入額を除く実際の発生経費が平成 12 年度 158 百万円、平成 13 年度
145 百万円であり採算の取れる料金設定となっていない。 
運営を株式会社に委託することは民間の経営手法を活用し、効率性の高い経営を行
うためであるが、料金設定と経営助成を混同することは事業の存在意義の検討を先
送りすることとなる。 
 

(3)有料道路事業 
①独立採算制について 

平成 11 年度において、観光施設事業会計と有料道路事業会計が統合されている
が、それぞれの事業は独立採算で行われている事業であり、結果として各事業別の
採算を解りにくいものにしている。事業別に特別会計を設け、それぞれ独立採算と
して経営されてきたものを、有料道路事業の損失を埋める目的で統合したものであ
り、適正な処理とは認められない。 

②観光施設事業と有料道路事業の会計区分の明確化及び精算処理 
平成 13 年度末現在 2,785 百万円（収支差額 5,147 百万円－平成 12,13 年度補助
金合計 2,362 百万円）が観光施設事業から有料道路事業へ立替の状態となっている。
また、平成 14 年度以降も有料道路事業に係る補助金を分割して受け入れることが
予定されている。 
有料道路事業は平成 13 年度で終了し、観光施設事業も終了に向かっている状況
にあり、統合された観光施設会計内における両事業の財政状態及び収支の状況を事
業別に明確にし、それぞれの事業終結における企業局特別会計と県一般会計との精
算状況が明確となるような処理が必要である。特に今後受け入れる補助金が目的外
に使用されると誤認されないよう留意する必要がある。 
 

2．包括外部監査の結果に添えて提出する意見 
(1)保健休養地事業 
①分譲価額決定のための土地鑑定評価について 

分譲価額決定のため、3 地点における鑑定評価を行っているが、利用されている
のは 2地点であり、残りの 1地点は不要である。 

②観光用地開発仮勘定に含まれる資産の整理 
適正な会計処理を行うべき資産が、観光用地仮勘定に残存している。 

③社団法人長野県地域開発公団 
社団法人長野県地域開発公団は、長野県が策定する開発計画に基づく事業を実施
すること目的としているが、平成 14年度をもって県が保健休養地の開発･分譲事業
を終結すると、長野県の開発計画に基づかない旧軽井沢マンション建設販売事業、
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富士見高原再開発事業等が公団の主要事業となる。このような事業の実施は、公益
法人として問題がある。 

 
(2)観光施設貸付事業 

長野県観光事業㈱が運営している戸倉上山田ヘルスセンター（白鳥園）の事業は、
来客数の減少により赤字の状態が続いているため平成 14 年度をもって終了し、平成
15 年 8 月まで日帰り演芸浴場部門のみを戸倉町に貸与することが予定されている。
その後の利用については検討段階であるが、施設の後利用についていくつかの課題
を検討する必要がある。 
 

(3)有料道路事業 
霧ケ峰有料道路は、無料開放後土木部の管理となっているが、この路線の維持管理
には多額の費用が必要となることが予想されている。 
また、有料道路として運営されることで利用が抑制される効果は、環境負荷を低減
していた一面もある。無料開放後の環境負荷については、対策費用の処理も含めて
引き続き慎重に検討する必要があると考えられる。 
無料開放にあたって、管理費を徴収する道路とする方法や、環境対策費用を徴収す
る方法、又これらの方法を一部の区間のみに導入する方法の検討が十分に為された
か否か疑問が残る。県としては、今後維持管理費用及び環境対策費用等をどう負担
していくかの方法を含め様々な観点から再検討を行い、この道路の利用、維持・管
理について見直していく必要があると思われる。 
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第第第第 2222 部部部部    長野県道路公社の財務事務の執行について長野県道路公社の財務事務の執行について長野県道路公社の財務事務の執行について長野県道路公社の財務事務の執行について    
 
第 1 外部監査の概要 
1．監査の種類 
  地方自治法第 252 条の 37 第 1 項および第 2項に基づく包括外部監査 
2．選定した特定の事件（監査のテーマ） 
(1)外部監査対象 

長野県道路公社の財務事務の執行について 
(2)監査対象年度 

平成 13 年度（平成 13 年 4 月 1 日から平成 14 年 3 月 31 日まで） 
ただし、必要な範囲で過年度に遡及する。   

3．特定の事件を選定した理由 
道路公社（以下、「公社」という。）は多額の借入金を使って有料道路事業を行う法
人である。公社は、その通行等について料金を徴収することができる有料道路の新設、
改築、維持、修繕等の管理を総合的かつ能率的に行うことにより、地域の幹線道路の
整備を促進して交通の円滑化を図り、もって住民の福祉の増進と産業経済の発展に寄
与することをその使命としている。 
公社は、長野県（以下、「県」という。）からの出資金と、県の債務保証による借入
金を原資としてその事業を行っており、その償還負担額は大きい。 
従って、長野県道路公社の事業の遂行状況は、長野県の財政に与える影響が少なくな
いため、その収支構造を明らかにして、経営の効率性や債務の償還の確実性を検証す
ることが必要である。このような状況に鑑み、このテーマを選択した。   

4．外部監査の方法 
(1)監査の要点 
①有料道路の採算性 
②債務の償還可能性 
③会計処理の適正性 

(2)主な監査手続 
①会計帳簿等を調査し、公社の会計処理方法が法令及び規則等に準拠しているかど
うか検証した。 

②公社本社及び管理事務所の現金及び物品の実査並びに財産管理、契約、出納に関
する事務処理について、担当者への質問、関係書類との照合等を実施した。 

③現在進行中の道路工事に関して、入札関係書類、契約書等の関係書類を調査し、
工事に関する財務事務の執行が法令及び規則等に準拠して実施されているかどう
か検討した。また、現場を視察した。 

④県との委託契約書等の閲覧、質問、関係書類との照合等を行った。 
⑤企業会計ベースの決算書を試作し、公社の財政状況を把握した。これにより、債
務償還可能性の検討を行った。 

5．監査の実施期間 
  平成 14 年 6 月 24 日から平成 15 年 3 月 7 日まで 
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6．監査補助者 
公認会計士       2 名 
コンサルタント     1 名 

 
第 2 監査の結果 
1．会計処理について 
(1)受託業務にかかる会計処理について 

公社では新和田トンネル有料道路延伸事業に伴い、県からその一部の施工について
委託を受けている。 
公社は受託事業を工事請負業務（債権債務として処理）と工事事務業務（損益とし
て処理）とに区分し、工事が次年度に繰り越される場合は、決算整理で債権と債務、
収益と費用をそれぞれ予算額に一致させる処理を行っている。 
しかし、会計処理上、工事請負業務と工事事務業務を区分し、また年度末におい予
算額に一致させるための処理も不要である。 
この他、年度末までに竣工した工事については、竣工時に相殺処理すべきである。 

(2)茅野有料道路無料化に伴う会計処理 
茅野有料道路は、平成 14 年 4 月 1 日から無料開放されたが、これに係る一部の会
計処理について起票を行わず決算書上だけ処理しているものや起票が一部省略され
ているものが見られた。 
このように、適正な手続によらず、財務会計上の数値が変更され決算書が作成さ

れうる状況にあり、内部統制上重大な問題がある。会計処理を適切に行うとともに、
起票によらないで財務会計上の残高を変更する場合は、その例外的な処理について
社内での適切な承認を得ることが必要である。 

(3)未払金の計上漏れについて 
志賀中野有料道路管理事務所において、平成 13 年 12 月に発生した交通事故につ

き、往査日（平成 14 年 7 月 23 日）現在未払いとなっていた。 
修理完了後は速やかに請求書を入手し、支払を行うことが必要である。 

(4)退職手当引当金について 
｢公社会計規程実施細則｣によると、在職する役員及び職員が自己の事由により退

職するものと仮定した場合における要支給額を退職手当引当金として計上すること
が規定されている。 
しかし､公社は、｢長野県道路公社職員退職手当支給規程｣に基づき、職員が｢業務

上の災害により死亡したとき｣等に適用される増額分を引き当てているため、退職手
当引当金が 15,485 千円だけ過大計上されている。 
 

2．契約書の保存について 
長野県道路公社文書規程では、｢財産の取得及び処分に関する文書等は永年保存｣、

また｢財産の管理に関する文書等は 10 年保存｣することとされている。しかし、公社
は保存期限の過ぎた文書まで保管していることが判明した。公社は文書規程の趣旨
を理解し、適切な文書保存を行うことが必要である。 
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3．工事契約について 
(1)発注方式 

公社は、原則として、入札・契約手続について、県の基準を採用している。 
平成 13 年度に実施された工事のうち、5億円を超える大型工事（1件）は、本来は
公募型指名競争入札とすべき契約であったが、従来型指名競争入札によっている。こ
れについて公社は、工事の特殊性を主張しているが、例外的な取扱を行ったことに
ついて社内的な決裁等は行われていない。このような場合は、理由を明記した上で、
社内的な決裁を経ることが必要である。 

(2)予定価格について 
公社は、入札予定価格の決定においては、「適正な価格による公共工事の発注につ
いて」（昭和 55 年建設省公発第 537 号建設事務次官から各地方建設局長あて）に基
づき、合理的な理由のない限り設計金額を予定価格としている。しかし、積算価額
がある特定の工事について、特段明確な理由もないまま予定価格が 50 千円だけこれ
より低い金額とされていた。積算価額と異なる予定価格を設定するのは、合理的な
根拠に基づく場合に限るべきである。 

(3)部分払い請求書 
平成 13 年度の工事が年度中に終了しない場合で、年度末までの出来形について部
分払い請求がなされた案件を調査したところ、請負工事の工期に係る契約変更が未了
のまま、部分払い請求がなされていたものが散見された。それらについては、3月末まで
に変更契約を締結し、変更後の工期を明らかにした上で、部分払い請求に応じるこ
とが必要である。 

(4)下請負人通知書 
下請負契約の請負代金が、建設一式以外の工事にあっては、3,000 万円以上となる
ときは、施工体制台帳を作成し、工事現場に備え置くとともに、発注者に指定様式で
下請負人通知書を提出しなければならないことになっている。 
上記通知書が必要な工事のうち、着工日に下請負人通知書が入手されているが、工
事事務所に置かれている施工体制台帳上記載されている内容と異なっているものが
1件あった。また、その他の工事については下請負人通知書が未入手であった。 
公社の説明によれば、通知書を取らない場合においても、工事を丸投げしていない
ことの確認は、施工体制台帳により確認されているとのことである。 
しかし、施工体制台帳作成工事は、必ず下請負人通知書も提出することが要求され
ており、また、標記金額以下の工事であっても報告を求めることができるとされて
いる。公社は、これらの報告を適時に求めることにより、一括下請け等が行われて
いないことを確認することが必要である。 

 
4．固定資産の管理について 

道路以外の固定資産について台帳の通査及び耐用年数表に基づく減価償却を検証
し、関係台帳と現物との照合を行った。また、道路以外の固定資産の処分基準につ
いて調査した。 
台帳と現物の照合の結果、管理番号につきシール等が貼られていないため、特定で
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きない物品が存在した。これについては、予め連番を付したシール等を貼り、管理
を行う等、全管理事務所で統一した備品管理を行うことが必要である。 
また、管理事務所が固定資産を購入し、台帳上も管理事務所の所有となっているが、
現物は管理事務所にはなく、当初より本社で使用及び保管しているものも見られた。
これについては、固定資産管理台帳上、本社の資産区分を設け、本社が使用する固
定資産をそこで記録管理し、それらに係る減価償却費は、本社経費として把握し、
損益計算書上｢一般管理費｣に含めて計上することが必要である。 
さらに、道路資産以外の有形固定資産（除車両）については、現在は処分の基準が
ないが、それを整備し除却を行うことが必要である。 

 
第 3 包括外部監査の結果に添えて提出する意見 
1．料金徴収 
(1)委託契約 
①契約形態 

契約は継続的に随意契約によっているが、他の業者への委託可能性の調査を行い、
経済性等に優れた契約方法を検討するべきである。 

②委託料に対する検査 
委託契約金額は、積算を基礎として年度当初に決定され、精算は不要とされてい
る。公社は、委託金額の使途等については、委託先に一任しており、委託業務に関
する毎年の支出実績や支出の内容について調査をしたことがない。 
公社は、契約により提供されるサービスが県の方針及び関連法規に準拠しており、
費用対効果に見合ったものであることについて、県民に対して説明責任を果たさな
ければならない。少なくとも、年度毎の実績の提出を求め、定期的に支出内容につ
いて調査することが望ましい。 

③料金徴収体制 
公社は、料金徴収員の配置、勤務等の基本方針を作成せず、委託先にこれを一任
している。公社は、料金徴収員の労務管理及び通行者の利便性等の観点から、料金
徴収業務に従事する徴収員の勤務時間、班編成等について基本方針を示し、実際に
それに準拠して運用が行われているかどうか、実態を把握しておくことが望ましい。 

④委託料の積算について 
公社は、委託料の積算において、人件費については、県の行政職給料表を準用し
ているが、実際には、料金徴収所従業員の基本給の格付けも、過去からの経緯等に
より多様となっており、また、深夜手当や責任者・主任手当の取扱いにも差異があ
る。 
公社は料金徴収業務の人件費及び経費等の積算上、一定の基準を設定することが
望ましい。 

⑤志賀中野の自動機の更新可能性について 
志賀中野料金徴収所では、料金徴収業務が自動機化されている。公社は現在使用
中の自動機が耐用年数満了となる平成 17 年度において有人機に切り替える場合と
自動機のまま継続する場合との経費比較を行い、その結果、平成 17 年度から有人
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機に切り替える方が約 75,954 千円のメリットがあるとしている。この仮定におい
て、自動機の場合は、8名体制で計算しているが、実際には、積算基準によると 7.12
名体制となる。 
これを考慮し、4つのケースの支出額の現在価値を比較したところ、平成 17 年よ
り有人機に切替るのと自動機 7.12 名体制とでは、あまり差異がないことが判明し
た。現状の人員体制を 8 名体制から 7.12 名体制への変更の可能性を検討するとと
もに、最新の更新及びオーバーホール費用の見積りに基づき、平成 17 年から有人
化するかどうかについて適切な判断をすることが望ましい。 

(2)公社の収受額のチェック体制について 
公社の料金収受額及び通行台数のチェック体制について、以下の問題点があった。 
本社では、料金収受機の台数記録と緊急車両等の台数を合わせた通行台数とトラフ
ィックカウンターの記録が合理的な誤差以内に収まっていることを確認しているが、
前者については料金所において記録する様式が統一されておらず、また本社にそれ
に関する資料を提出していない料金徴収所もある。 
公社は料金徴収対象外の緊急車両等の記録様式を統一し、また、料金徴収の事後検
証のために料金収入日報の添付資料として同記録を本社へ報告するよう徹底を図る
ことが望ましい。 

 
2.工事関係 
(1)合併施工に伴う問題点 
①工事事務費の按分 

受託分の工事事務費について調査したところ、一定期間のみ一部の本社職員の人
件費を一般管理費から受託事務費に振替える処理がされていた。また、工事と関係
のない一般管理用務に係る旅費が同様に受託事務費に振替えられる処理がされて
いた。このように受託工事については、平成 13 年度協定の本体工事の約半分が明
許繰越されているにもかかわらず、協定額全額の 2％相当の事務費が平成 13 年度
中に何らかの実費の名目で支出した形で処理されていた。自社の経費と受託部分の
経費の間で予算の関係等により、恣意的な処理がなされやすい。これについては適正な
会計処理を行うことが必要である。 

②道路資産の計上額 
完成後、公社の貸借対照表に計上される道路資産は、新和田トンネル有料道路の
サービス提供能力の一部しか表さないことになる。また、舗装部分はすべて公社の
工事であり、結果的に全線の管理を実施することになるため、他の路線に比べて維
持管理費の道路資産の残高に対する割合が高くなる。このように、公社の財務諸表
だけでは、新和田トンネル有料道路全体の情報は表せないため、公社は、本道路全
体に係る情報、例えば資産全体の規模、県との本道路に関する役割分担等について、
注記等の形で開示していくことが望ましい。 
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(2)近接工事の調整について 
当該地域に業者が少なく、やむを得ず重複して業者を選定する必要がある場合、入
札時において、先行工区の落札者は、後行工区の入札には、参加できないようにす
る方式を通称「一抜け方式」といっている。 
トンネルを挟んで１Km 以上離れているような複数の工事の場合は、通常は一抜け
方式は採用されないが、平成 13 年度の工事のうち、年度末まで時間的な余裕もなか
ったため、標準工期での完成を目指して、一抜け方式を採用した工事があった。し
かし、結果的に、複数の業者の工事の調整に時間を要し、当初竣工予定であった平
成 13 年度末においては、出来形率 20～30％であり、約 7ヶ月もの工期の遅れが発生
した。 
このことは、当初期待した一抜け方式の効果がもたらされなかったことを示すとと
もに、契約時における公社側の各業者の工程表の検証及び調整が適切になされたの
かどうかについても疑わしい。この遅延は、結果的に全体の工事の遅れなどに繋が
る可能性があり、当初の計画どおりの供用による効用が享受されないという機会費
用が発生する可能性がある。公社は、工事に係る進捗管理をより徹底することが望
ましい。 
 

3.その他の事項 
(1)パソコンの購入について 

公社は、平成 10 年 2 月から平成 13 年 2 月の 3か年間に 28 台のパソコンを購入し
ているが、いずれも随意契約によっている。今後は、リース契約等の可能性も含め、
更新計画を立て、経済的な購入を検討することが望ましい。 

(2)臨時職員給与の現金払い 
公社の管理事務所では臨時職員を雇用しているが、その給与は、公社本社が各管理
事務所の臨時職員の給与請求金額に基づき、同金額を管理事務所の職員へ一括して
振込み、管理事務所が各臨時職員に現金で支払っている。現金払いとなっている臨
時職員の給与の支払いは、管理上の観点から個人別口座振替とすることが望ましい。 

(3)徴収員会議に係る会議費 
各料金徴収所は、春、夏の年各 2 回徴収員会議を開催している。平成 13 年度の徴
収員会議費は、総額 1,198,381 円で、１人当たり 3,395 円の支出となっている。徴
収員会議は、いわば公社の職員と徴収員との業務に関する内部的な伝達・連絡調整
会議であり、飲食を行ってまで会議を開催する必然性に乏しいものといえる。徴収
員会議は、松本トンネル料金徴収所における会議と同様に実質的な会議とし、飲食
を伴う会議の開催は見直すことが望ましい。 

(4)交際費について 
平成 13 年度において、8 管理事務所及び 1 工事事務所のうち 5 事務所では地元対
策としてお中元、お歳暮の時期に自治会等に対しビール券の配布を行っており、そ
の額は、平成 13 年度は合計 110,100 円となっている。 
これについては、諏訪工事事務所のように取り止める事務所も出てきている。また、
公社では、平成 14 年 7 月 25 日の管理事務所長会議において、各管理事務所長から
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この廃止について意向確認を行っている。公社は、不要不急の交際費の支出を廃止
することが望ましい。 

(5)県互助会事業主負担について 
公社の従業員は、県職員と同様、県職員互助会（以下、「互助会」という。）に加入
しているが、公社は、（本人掛金：事業主負担＝100：66）となるように負担を行っ
ている。この掛け金及び事業主負担のうち 80％は長期経理（退会給付金、永年会員
祝金等の事業）に充当される。 
退職給付金を例にとると、退職時には、従業員には退職手当支給規程に従って退職
手当が支払われるが、互助会からも退会給付金が支払われる。退会給付金は、本人
によるそれまでの積立額の返還という性質のほか、事業主による上乗せ額を含む。 
地方公共団体においては、財政的悪化により、全国的に互助会事業への補助を削減
する動きが見られる。また、県本体でも厳しい財政事情から職員給与の削減が検討
されていることから、県の 100％出資によって設立された公社においても同様に財政
的な節減を検討することが必要であると思われる。公社は、その一環として、従業
員の福利厚生への補助の範囲についても再検討が望ましい。 
 

4．現地事務所におけるその他の管理上の問題点 
(1)切手、通行券等資産の管理状況について 

郵便切手、通行券等の残高管理に不十分な点が見られた。また、塩化カルシウム（凍
結防止剤）についても、県からの受託分に係る受入があるが、その量の妥当性につ
いては、検証されていない。これについても合理的に県の負担を見積り、応分の負
担を求めることが望まれる。 

(2)事故の顛末報告について 
各管理事務所で平成 13 年度に発生した物損事故の処理状況を閲覧したところ、原
状回復状況の記録については統一されておらず、また、損害額が補填された場合の
公社の請求権放棄を約した書面の様式も決められておらず、他社の様式を流用して
いる例が見られた。 
県の様式等を参考に公社の様式を設定することが望ましい。 

(3)パトロール関係 
委託先によるパトロール業務が取り決めどおりに実施されていないものが散見さ
れた。 
これらについては、適正に実施されるよう管理を強化することが望ましい。 

 
5．債務の償還可能性について 
(1)企業会計方式の財務諸表 

企業会計方式の貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書を作成した結
果、現状のキャシュフローは黒字であるが、将来的には不採算路線の影響によりか
なり厳しいといえる。また、新和田トンネル延伸工事の竣工に伴う維持管理費が増
加することが予想され、また、借入金の償還負担が高い水準で継続することを考慮
すると、一定の時点において、債務の返済不能に陥ることが予測される。 
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(2)今後の課題 
茅野有料道路の事例は、予め設定された償還期間に拘らず、住民及び利用者等の便
益を考慮した意思決定がなされた点において参考にすべきケースということができ
る。 
一方、霧が峰有料道路については、当初目指された受益者負担の仕組みが機能せず、
結果的に、一般会計の負担が発生した。しかし、無料開放後の通行量から、かなり
の社会的便益をもたらしたと推定される例である。各有料道路の今後のあり方につ
いても、これらの事例は参考となる。 
①公社の財政状態 

(1)で記述したように、債務償還可能性が疑わしく、平成 13年度実績の通行量が
続く場合、公社解散時に 30 億円の残債が、また、五輪大橋の拡張工事を実施した
場合は、92 億円の残債が発生することが予想されている。この返済資金は、県の
一般会計が負担することになると思われるため、五輪大橋第Ⅱ期工事の着工につい
ては、このような債務の償還可能性を十分勘案した上での慎重な決断が望まれる。 

②社会的便益の考慮 
・平成 6～8年に開設された道路は、当初計画通行量を大きく下回っており、この要
因の一つとしては、現在用いられている便益分析だけでは、必ずしも実情に合わな
いことが推定される。今後の建設に当たっては、路線毎の地域経済等を考慮した費
用便益分析等及び住民の意見等を考慮し、採択する評価基準を明確にすることが望
まれる。 
・既存の路線のうち、採算性の悪い道路については、有料道路事業として継続して
いくのと、早期無料開放を行った場合とのいずれが社会的便益に貢献するのか見極
めることが必要である。 
・新和田トンネル、三才山トンネルのように、採算性のある路線について、現行制
度では、通常以上に道路の維持管理費がかかる場合は、「管理有料制」が国交省大
臣の許可を経て認められるが、受益者による一部負担が適切であると判断される路
線については、このような制度の採用も検討することが望ましい。 

③公社の経営の合理化 
県の道路行政が目標とするのは、安全且つ効率的な道路サービスの提供を基本と
しながら、利用者負担が適切な路線については有料道路制度の維持、それ以外の路
線については、無料開放することにより住民の福祉の向上及び地域経済の活性化等
公共の福祉を向上させることと思われる。 
公社が存続するとすれば、道路サービスの安全且つ効率的な提供において積極的
に貢献することが必要である。その場合は、委託業者の選定及び監督、利用者満足
度など社会的便益の向上、経費の節減等これまで述べたような経営努力が必要であ
る。そして県との協働により、早期に無料開放したほうが良い路線については無料
開放を、受益者負担が適切な路線については有料制の維持というように、柔軟な対
応をしていくことが望まれる。 

以 上 
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今回のテーマにおける指摘等の件数は次の通りであった。

企業局

監査の結果 添えて提出する意見 合　　計

各事業共通の事項

引当金の計上方法 2

退職金及び特別昇給 2

電気事業

建設準備金勘定 2

工事関係の入札について 1

固定資産の有効活用 1

固定資産への付保について 1

電気事業の展望について 1

水道事業

固定資産の管理について 5

貯蔵品の期末における実地棚卸について 1

長期未精算の建設仮勘定について 1

企業債未払利息について 1

水道用水事業と上水道事業との会計処理について 1

上水道事業の企業債の償還可能性について 1

経営形態の見直しについて 1

ガス事業

固定資産の会計処理 1

固定資産の現物管理 1

工事関係の入札について 1

委託業務の入札について 1

企業債未払利息について 1

ガス事業の展望について 1

観光施設事業

保健休養地事業 3 3

観光施設貸付事業 1 1

有料道路事業 2 1

合計 23 15 38

長野県道路公社

監査の結果 添えて提出する意見 合　　計

会計処理について 10

契約書の整備について 1

工事契約について 5

固定資産の管理について 3

料金徴収 6

工事関係 3

その他の事項 5

現地事務所におけるその他の管理上の問題点 10

債務の償還可能性について 5

合計 19 29 48

項　　　　　　　　　目

項　　　　　　　　　目

 

 
 


