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【第一編】【第一編】【第一編】【第一編】    監査の概要監査の概要監査の概要監査の概要    

１ 監査の種類 

地方自治法第 252 条の 37 第 1項の規定による包括外部監査 

 

２ 選定した特定の事件 

① 人件費及び関係諸費の事務 

② 消費税申告の事務 

③ 政務調査費（県政調査研究費交付金を含む。本報告書において以下同じ）の事務 

 

３ 監査対象機関等 

① 人件費及び関係諸費の事務 

県経営戦略局人事活性化チーム、その他の関係課・関係機関・関係団体 

② 消費税申告の事務 

県の特別会計（地方公営企業会計を含む）、財政援助団体等（県出資割合 25 パーセント以上） 

③ 政務調査費の事務 

県議会事務局、政務調査費の交付対象となった長野県議会における会派及びこれらに関連す

る機関等。ただし、合理的に実施可能な会派のみを対象とする。 

 

４ 監査対象年度 

① 人件費及び関係諸費の事務 

平成 14 年度（平成 14 年 4 月 1日から平成 15 年 3 月 31 日まで） 

ただし、必要な範囲で過年度にさかのぼり、平成 15 年度を含める。 

② 消費税申告の事務 

平成 14 年度（平成 14 年 4 月 1日から平成 15 年 3 月 31 日まで） 

ただし、必要な範囲で過年度にさかのぼり、平成 15 年度を含める。 

③ 政務調査費の事務 

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） 

   

５ 選定理由 

① 人件費及び関係諸費の事務 

長野県の人件費の負担は、平成 14 年度で 291,695 百万円であり、歳出総額の 27.1 パーセント

を占めている。そこで、給料、諸手当、退職手当の事務について監査を実施するとともに、関係諸

費として、職員の執務に身近で関係の深い収支について監査を実施することとした。 

② 消費税申告の事務 

消費税法上、地方公共団体や公益法人等については一般の法人と比べ種々の特例が認めら

れており、その処理が複雑な仕組みとなっているが、その適用に誤りがある場合には、納税額に影
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響する可能性がある。そこで、消費税申告等の事務について監査を実施することとした。 

③ 政務調査費の事務 

平成 14 年度の長野県の政務調査費は 221 百万円あり、政務調査費を 終的に支出するのは

県議会の会派であるが、県の意思決定機関である議会関係者による適正な使用に対する県民の

期待が高まっている。政務調査費の交付に関する条例のうち証拠書類等の保存等について改正

がなされるなど、制度的な改善は進んでいる。そこで、実際の個々の会派における政務調査費の

支出手続、使途、証拠書類の管理、帳簿の設置等について適正が確保されているかについて監

査を実施することとした。 

 

６ 監査の着眼点 

① 人件費及び関係諸費の事務 

１ 給料及び諸手当等についての事務が適正に行われているか。 

２ 退職手当についての事務が適正に行われているか。 

3 関係諸費の収入・支出の事務が適正に行われているか。 

② 消費税申告の事務 

１ 消費税の申告、届出等の事務が適正に行われているか。 

２ 繰入金、補助金等の特定収入に関する事務が適正に行われているか。 

③ 政務調査費の事務 

１ 政務調査費の使途基準に従った支出が行われているかなど、政務調査費の事務が適正に

行われているか。 

２ 収支報告書の作成、領収書等の証拠書類及び帳簿の作成が適切か。 

３ その他、政務調査費の事務の適正を確保するための制度となっているか。 

 

7 包括外部監査人及び補助者 

① 包括外部監査人 

廣田 達人  公認会計士 

② 包括外部監査人補助者 

池田 昭義  公認会計士 

大橋みどり  税理士となる資格を有する者 

加藤 秀樹  慶應義塾大学総合政策学部客員教授 

中田ちず子  公認会計士・税理士 

橋本 鏡子  税理士 

 

8 利害関係 

包括外部監査人及び補助者は、いずれも包括外部監査の対象とした事件について地方自治

法第 252 条の 29 の規定により記載すべき利害関係を有していない。 
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【第二編】【第二編】【第二編】【第二編】    人件費及び関係諸費の事務人件費及び関係諸費の事務人件費及び関係諸費の事務人件費及び関係諸費の事務    

第 1 章 監査結果（監査対象の概要） 

1-1 人件費の概要 

 

1-1-3 県の人件費の推移 

 

人件費の推移は以下のとおり、平成 14 年度の人件費は 291,695 百万円であり、給料表の減額改定

等によって、前年比で 2,251 百万円減少しているが、歳出総額に占める人件費率は 27.1 パーセントと

依然高い割合を示している1。 

 

（表） 人件費・人件費率の推移 (単位：百万円) 

年度 平成５年度 平成６年度 平成７年度 平成８年度 平成９年度 

人件費 273,462 278,525 281,092 289,443 292,442 

歳出総額 1,159,941 1,173,815 1,210,759 1,233,527 1,168,762 

人件費率 23.6% 23.7% 23.2% 23.5% 25.0% 

 

年度 平成１０年度 平成１１年度 平成１２年度 平成１３年度 平成１４年度 

人件費 293,571 292,356 293,250 293,946 291,695 

歳出総額 1,207,055 1,213,783 1,188,843 1,157,772 1,077,809 

人件費率 24.3% 24.1% 24.7% 25.4% 27.1% 
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1 一般会計・特別会計の報酬、給料、職員手当等、共済費及び企業局・病院の給料、手当等、報酬、法定

福利費の合計額であり、地方財政状況調査（決算統計）の人件費とは異なる。 
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1-1-4 職員給与費と職員数の推移 

 

職員給与費の推移を給料と職員手当及び期末勤勉手当に区分すると次のとおり、給料は微増して

いるが、職員手当及び期末・勤勉手当が減少傾向にあるため、給与費合計では減少傾向にある。 

 

（表） 職員給与費の推移 （単位：百万円） 

年度 平成１０年度 平成１１年度 平成１２年度 平成１３年度 平成１４年度 

給料 135,921 137,578 138,392 139,290 139,299 

職員手当 27,334 26,778 26,660 27,075 25,033 

期末･ 

勤勉手当 
64,225 61,574 59,814 59,550 57,524 

給与費合計 227,481 225,931 224,867 225,916 221,857 

※１ 一般会計、特別会計（企業局、病院を含む）の合計額である（特別職を除く）。 

２ 職員手当には退職手当は含まれていない。 

 

職員数は長野県行政改革大綱（平成 10 年 12 月）に基づき定数管理の適正化が推進され、過去 5

年間減少傾向にあるが、1人当たりの給与費はそれとは反対に増加傾向にあり、平成14年度に初めて

減少に転じている。1 人当たり給与費の増加については、採用抑制及び年齢構成のアンバランスによ

る職員の平均年齢の上昇が、ベース・アップとは別に一つの大きな要因になっていると思われる。 

 

（表） 職員数と 1 人当たりの給与費と職員数の推移 (単位：円・人) 

年度 平成１０年度 平成１１年度 平成１２年度 平成１３年度 平成１４年度 

職員数 30,621 30,319 29,971 29,716 29,585 

1 人当たりの

給与費 
7,428,946 7,451,812 7,502,823 7,602,531 7,498,986 

※１ 一般会計、特別会計、企業局、病院の合計額である（特別職を除く）。 

２ 職員手当には退職手当は含まれていない。 
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1-1-9 県の人件費抑制に対する取組 

 

財政再建団体への転落も想定される危機的な財政状況の中、真に必要な分野に大胆に財源配分

しながら、基金の取崩しに頼ることのない持続可能な財政構造を構築するため、県は「財政改革推進

プログラム」（平成 15 年 2 月）を策定し、定員管理の適正化と人件費の大幅な削減（目標 249.8 億円）

に取り組んでいる。 

① 職員数の削減（目標額 34.4 億円） 

② 職員給与等の減額（目標額 215.4 億円） 

平成 15 年 4 月 1日から平成 18 年 3 月 31 日までの間、次のとおり減額特例を行なっている。 

 

（表） 職員の給料等減額割合 

知事 給料 △30％ 

副知事 給料 △20％ 

出納長 給料 △20％ 

議長 報酬 △20％ 

副議長 報酬 △15％ 

議員 報酬 △10％ 

一般の職員 給料 △5％～△10％ 

一般の職員 給料の特別調整額 

（管理職手当） 

△10％ 

（注 1） 特別職は平成 15 年 1 月から、給料の特別調整額は平成 14 年 4 月から実施している。また、

特別職についてはこれより低い率での給与減額を平成 14 年 1月から実施している。 

（注２） 一般職員の給料は平成 14 年の人事委員会勧告の 2 パーセント減額を含めると、７～12 パー

セントの減額となる。 

 

 

1-2～1-7 県の給与制度の概要他（省略） 

1-8 退職手当について 

1-8-1 退職手当制度の概要 

 

退職の種類としては、普通退職、定年退職、勧奨退職、免職、失職、死亡の各種類があるが、平成

14 年度の退職手当の支給状況は次のとおりである。 

 

（表） 平成 14 年度退職手当の支給状況 （単位：人・千円） 

  知事部局 教育委員会 警察本部 企業局 合計 

  人数 金額 人数 金額 人数 金額 人数 金額 人数 金額 

普通退職 211 135,029 1,634 394,223 43 43,677 1 148 1,889 573,077 
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長期勤続後 1 12,630 18 246,889  0  0  0  0 19 259,519 

整理退職等 178 5,546,767 400 12,438,281 61 1,787,519 8 241,081 647 20,013,648 

特別職 2 32,132 1 7,912  0  0  0  0 3 40,044 

合計 392 5,726,558 2,053 13,087,307 104 1,831,196 9 241,229 2,558 20,886,290 

 

1-8-8 将来発生する退職手当額の推計及び財源確保について 

 

① 退職手当額の推計 

県が将来において負担することとなる退職手当額を推計すると次のとおりである。 

 

（表） 退職手当額の推計 （単位：人・百万円） 

年度 
知事部

局 
  教育   警察   合計   

  人数 支給金額 人数 支給金額 人数 支給金額 人数 支給金額 

15 212 6,475 309 8,035 66 2,824 587 17,334 

16 183 5,432 315 7,925 76 2,976 574 16,333 

17 161 4,779 234 5,887 61 1,735 456 12,401 

18 226 6,707 281 7,043 71 2,019 578 15,769 

19 298 8,844 360 9,137 124 3,526 782 21,507 

20 283 8,398 405 10,353 110 3,128 798 21,879 

21 264 7,834 407 10,188 118 3,356 789 21,378 

22 267 7,922 403 10,151 142 4,038 812 22,111 

23 244 7,238 451 11,419 123 3,498 818 22,155 

24 249 7,388 504 12,604 138 3,924 891 23,916 

25 238 7,062 569 14,041 126 3,583 933 24,686 

26 211 6,261 614 15,167 126 3,583 951 25,011 

27 260 7,713 673 16,396 126 3,583 1,059 27,692 

28 224 6,646 708 17,118 128 3,639 1,060 27,403 

29 197 5,843 725 17,731 91 2,588 1,013 26,162 

30 235 6,972 721 17,491 96 2,730 1,052 27,193 

31 275 8,157 747 18,155 90 2,559 1,112 28,871 

32 293 8,691 739 18,314 89 2,531 1,121 29,536 

33 317 9,403 742 18,569 110 3,128 1,169 31,100 

34 299 8,869 719 17,867 75 2,132 1,093 28,868 

35 307 9,110 667 16,314 76 2,160 1,050 27,584 

36 275 8,159 684 16,634 69 1,962 1,028 26,755 
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37 295 8,752 630 15,074 66 1,877 991 25,703 

38 291 8,633 558 13,360 62 1,763 911 23,756 

39 286 8,485 596 14,389 69 1,962 951 24,836 

40 304 9,016 572 13,590 55 1,564 931 24,170 

合計 6,694 198,789 14,333 352,952 2,483 72,368 23,510 624,109 

 

※ 算出方法 

(1)人数：現時点での定年退職予定者数 

(2)支給金額：５条定年退職者一人当りの平均支給額（直近３年間：H12～H14 年度）に人数を乗じた

金額 

 

上記のように、退職手当は平成 33 年度に支給のピークを迎え、平成 15 年度の 1.8 倍の約 311 億円と

なる。 

  ② 退職手当額の財源確保の現状 

このように、将来に大きな負担が確実に発生する見込みがあると考えると、義務的経費である退職手

当を支給するための財源が適正かつ計画的に確保されていることが必要である。 

財源確保の手法としては、退職手当財源確保のための基金の設定が一般的である。県においては、

かかる基金の設定は行われておらず、退職手当についてはその全額を単年度の予算措置に委ねてい

る。 

その理由は、現在の厳しい県の財政においては、平成18年度までの４年度間において、1,141億円

余の財源不足が見込まれており、基金設定の余裕がないためである。義務的な経費である退職手当

が単年度の県の財政収支に及ぼす影響が、年々増加していく状況を考えるとその財源確保の必要性

はより高いものとなる。 

 

第 2 章 監査結果（主に是正改善に係る事項） 

2-1 退職給与引当金の計上を適正にすべきもの（企業局、衛生部） 

 

地方公営企業会計における退職給与引当金は、職員に対する「条件付債務」として、毎事業年度末

日における要支給額の全額を計上し、各地方公営企業会計の経営成績及び財政状態を真実かつ明

瞭に表示しなければならない（地方公営企業法第 20 条第 1項、第 2 項）2。 

                                                   
2 地方公営企業法第 20条は、「地方公営企業においては、その経営成績を明らかにするため、すべての費

用及び収益を、その発生の事実に基いて計上し、かつ、その発生した年度に正しく割り当てなければならな

い。 

２  地方公営企業においては、その財政状態を明らかにするため、すべての資産、資本及び負債の増減

及び異動を、その発生の事実に基き、かつ、適当な区分及び配列の基準並びに一定の評価基準に従つて、

整理しなければならない」としている。 
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しかし、「長野県職員退職手当条例」3に基づく要支給額と平成 15 年 3 月 31 日現在の各地方公営

企業会計の貸借対照表（これは、決算書類の一つである）の退職給与引当金の計上額は次のとおりで

あり、観光施設会計を除き、各会計とも多額の引当計上不足となっている。 

 

会  計 職員数(人) 要支給額(円) 

① 

B/S 計上額(円) 

② 

引当過不足額(円) 

②－① 

電気事業会計 65 661,739,000 38,205,871 ▲623,533,129 

ガス事業会計 71 799,359,000 417,104,821 ▲382,254,179 

水道事業会計 69 780,930,000 432,158,538 ▲348,771,462 

観光施設事業会計 7 82,615,000 117,564,888 34,949,888 

病院事業会計 1,048 5,836,370,605 0 ▲5,836,370,605 

合  計 1,260 8,161,013,605 1,005,034,118 ▲7,155,979,487 

 

具体的な各地方公営企業会計における当該引当金の計上基準としては、前事業年度末日に在職

していた全職員がその日に退職したと仮定した際に支払われるべき退職給与金の額を、当該事業年

度末日に在職している職員がその日に全員退職したと仮定した際に支払われるべき退職給与金の額

から差し引いた額を基準額とすべきである4。過去の引当不足額については、激変緩和措置を講じ、今

後 10 年間に解消するよう追加計上するなど、計画的な措置も許容されるものと考える。 

 

2-2 財政援助団体等における県庁 OB 職員の役員退職手当の廃止について（省略） 

2-3 超過勤務手当（平成 14 年度、年額 4,743 百万円）の支給について 

 

職員の超過勤務手当（平成 14 年度、年額 4,743 百万円）の支給について監査を実施したところ、個

別・具体の指摘事項はないが、以下のとおり、改善を検討すべき事項がある。 

 

2-3-1 超過勤務手当とは 

 

平成14年度の超過勤務手当5は、下記のとおり、11,825人の職員に対して、4,743,220千円（一人当

り 401 千円）が支給されている。 

 

（表） 平成 14 年度 超過勤務手当の支給状況 

                                                   
3 昭和 28 年 12 月 17 日条例 67 号。 
4 なお、平成14年度の長野県包括外部監査報告書 4頁においても、要支給額と引当金残高の差額を不足

額とし、「適切な期間損益計算を行うため、また、負債を網羅的に計上し各事業の財政状態を適切に表示

するために、上記不足額について退職給与引当金の追加設定が必要」としている。 
5 勤務 1 時間当たりの給与額に 100 分の 125 から 100 分の 150 までの範囲内で人事委員会規則の定める

割合を乗じた額を支給している（給与条例第 28 条に基づいて）。 
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部局 
超過勤務手当 

(円) 

支給対象者数 

（人） 

1 人当たり

（円） 

知事部局合計 2,407,346,949 6,430 374,393 

危機管理室 22,467,275 41 547,982 

企画局 60,336,293 102 591,532 

政策秘書室  28,330,001 34 833,235 

総務部 464,704,600 1,675 277,436 

社会部 185,682,135 655 283,484 

衛生部 793,068,578 1,673 474,040 

生活環境部 67,423,446 96 702,328 

商工部 85,011,715 181 469,678 

農政部 156,906,702 710 220,995 

林務部 60,325,594 101 597,283 

土木部 445,639,319 1,057 421,608 

住宅部 25,613,499 69 371,210 

会計局 9,828,348 28 351,012 

 地方労働委員会 2,009,444 8 251,181 

選挙管理委員会 2,543,839 2 非開示 

監査委員事務局 2,354,463 13 181,113 

人事委員会事務局 5,777,281 10 577,728 

議会事務局 26,707,994 32 834,625 

企業局 53,572,725 179 299,289 

教育委員会 359,906,929 1,801 199,837 

警察 1,885,010,060 3,358 561,349 

合計 4,743,220,240 11,825 401,118 

 

超過勤務手当の合計約 47 億円のうち、県警察本部の金額が 18 億円超と突出しており、1 人当たり

の金額では選挙管理委員会が突出して大きく、１人当り百万円を超えている（支給対象者数が 2 人で

あるため具体の金額の記載は差し控える）。次いで、議会事務局、政策秘書室の順であり、いずれも

800 千円を超えている。 

次に、過去 5 年間の超過勤務手当の推移は次のとおりである。 

 

（表） 過去 5 年間の超過勤務手当の推移 

部局 平成 10 年度 平成 11 年度 平成 12 年度 

 人数 金額(千円) 人数 金額(千円) 人数 金額(千円) 

知事部局 6,680 2,671,453 6,542 2,605,453 6,476 2,459,379 
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選挙管理委員会 2 非開示 2 非開示 2 非開示 

監査委員事務局 13 6,831 13 2,265 13 1,454 

人事委員会事務局 13 3,413 12 4,020 10 3,103 

議会事務局 35 11,304 36 11,911 35 17,346 

企業局 235 71,769 225 77,081 208 88,382 

教育委員会 1,886 591,971 1,853 516,297 1,843 478,789 

警察 3,342 2,056,679 3,345 1,950,934 3,291 1,972,400 

合計 12,206 5,417,079 12,028 5,170,744 11,878 5,024,096 

1 人当たり平均（円） － 443,805 － 429,892 － 422,975 

 

部局 平成 13 年度 平成 14 年度 

 人数 金額(千円) 人数 金額(千円) 

知事部局 6,388 2,674,084 6,430 2,407,346 

選挙管理委員会 2 非開示 2 非開示 

監査委員事務局 13 1,931 13 2,354 

人事委員会事務局 11 7,644 10 5,777 

議会事務局 34 28,812 32 26,707 

企業局 193 80,571 179 53,572 

教育委員会 1,815 452,382 1,801 359,906 

警察 3,289 1,897,245 3,358 1,885,010 

合計 11,745 5,145,255 11,825 4,743,220 

1 人当たり平均（円）  438,080  401,118 

 

選挙管理委員会は、上記の全ての年度で、１人当り百万円を超えており、多量の超過勤務が常態

化している。 

超過勤務手当の推移

4 ,400 ,000

4 ,600 ,000

4 ,800 ,000

5 ,000 ,000

5 ,200 ,000

5 ,400 ,000

5 ,600 ,000
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平成 10 年度から減少傾向にあり、一旦、平成 13 年度で増加するが、平成 14 年度において再び減

少している。これは、職員個々の総労働時間の短縮、健康保持及び公務能率の向上を図るために、超

過勤務の縮減に全庁的に取り組んできた結果である。 

 

2-3-3 超過勤務手当の支給について検討すべきこと 

 

県と県職員労働組合とが締結した基本確認書には、「所属長は、業務に支障をきたすことが予想さ

れ、かつ、業務上必要欠くことのできない場合で、長野県職員労働組合分会長との協議により定める

業務に限り、時間外又は休日勤務を命ずることができる。」と規定されている。この基本確認書に基づ

き、所属長は係員の申請に基づいて超過勤務の必要性等を考慮し、やむを得ないと認めるときにこれ

を決裁し、勤務終了後、当該係員は時間外勤務の内容、成果及び終了時間について報告を行い、係

長がその確認を行うこととしている。 

この点、当監査人が監査の実施の過程で伝え聞いたこととして、「能力のない者、段取りの悪い者が

結果として多額の残業手当を得ている」といった不満の声や、「残業の必要性の検討がなされていな

い」といった疑問の声を聞いた。もっともこうした事例が具体的に監査の過程において発見されたわけ

ではなく、また、こうした意見が、全庁の一般的な意見であるとは限らない。 

超過勤務手当の支給は、一般的には、その必要性を客観的に評価することが難しい場合が多く、管

理を緩めれば自然的膨張を許す性質のものであると考える（民間企業でも同様である）。したがって、

職員本人が職員一般の能力に照らして、超過勤務の必要性があるかどうかについて十分に吟味して

いるかどうか、さらに、上司もまたその勤務内容や必要性について十分に吟味しているかどうか、両方

の視点から超過勤務の必要性が検討されなければならない。 

上記のような検討が十分になされず、超過勤務の必要性がないにもかかわらず職場に居残るなど、

超過勤務の実態を備えていない職員の超過勤務が、例え極一部においてであれ発生すれば、超過勤

務手当の支給そのものに問題があることに留まらず、適正な勤務を行っている職員との間に不公平感

が生まれ、職場の士気の低下を招き、公務能率の向上を阻害する恐れがある。 

以上のことは、定時時間内の勤務記録の管理の状況とも無関係ではない。現在、一般行政職員に

は「出勤簿」がなく、登庁時間については上司が目視により確認するのみで、退庁の記録もない（このこ

とは、教員の出勤管理も同様である）。このような管理方法は、他の地方公共団体や民間企業におい

ても多く見られる管理方法ではあるが、勤務時間に対する職員の意識（緊張感）を低下させるリスクを

含んでいると考える。 

必要な超過勤務に対しては適切な手当てが支給されなければならないが、不要の超過勤務に対し

ては徹底してこれを防止し、発生した超過勤務に対しては、事後においてもある程度の客観的な検証

が可能となるよう、超過勤務の手続、さらには、定時時間内の勤務記録の管理を含めて、改善の検討

を続けることが必要である。 

 

2-4 農林業改良普及手当（平成 14 年度､144 百万円）について検討すべきこと 

 

農林業改良普及手当について監査を実施したところ、個別・具体の指摘事項はないが、同手当
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144,561 千円（平成 14 年度。農業 117,577 千円、林業 26,983 千円）のあり方及び配置数についてそ

の適正性を検討すべきである。 

 

2-4-1 農林業改良普及手当とは何か 

 

農林業改良普及手当は、農林業の指導・普及事業のために配置された専門技術員、改良普及員、

林業専門技術員及び林業改良指導員（以下、「農林業普及員等」という。）に対して県が支給している

手当である6。その財源として、農林業における指導・普及事業には国の補助事業として交付金が措置

されている7。農林業改良普及手当として下記の職員を対象として、その給与月額に支給率を乗じた額

が支給されている。 

 

（表） 支給対象職員と支給率 

支給対象職員（農林業普及員等） 支給率 

専門技術員 ・ 試験研究機関等と密接な連絡を保ち、専門の事項に

ついて調査研究を行うとともに下記の事務に従事する

職員を指導する事務又は病害虫防除所の発生予察事

業及び防除に関する事務を職務とする職員。 

林業専門技術員 
100 分の８ 

改良普及員 ・ 直接農業者等に接し、農業経営若しくは農村生活の

改善又は林業に関する科学的技術及び知識を普及指

導する事務を職務とする職員。 林業改良指導員 

100 分の 12 

 

支給率は農業改良助長法等に規定する支給率の上限と同率となっている。また、農林業普及員等

は、資格試験8に合格した者その他政令で定める資格を有する者でなければ任用することができず、専

門性への配慮から、農業普及員等については農業改良普及センター間の異動が主となっている。他

方、林業普及員等については他の部署（行政部門）への人事異動も行われている。 

 

2-4-2 農林業改良普及手当の支給実績 

 

平成 14 年度における農林業改良普及手当の支給実績は次のとおり、合計 315 人に対して 144 百

万円が支給されており、1人当たり年 458,926 円となる。総額としても一人当たりの金額としても少なくな

い金額である。財源については、国庫等の負担が 54 百万円（約 37.8 パーセント）あり、県の負担は残

額の約 90 百万円である。 

 

                                                   
6 農業改良助長法第 14 条の 5、地方自治法第 204 条第 2 項、給与条例第 40 条の２。 
7 農業改良助長法第 13 条、森林法 193 条。 
8 農林水産省省令の定めによる専門技術員資格試験、林業専門技術員資格試験と県が条例で定める改

良普及員資格試験、林業改良指導員資格試験。 
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2-4-4 農林業改良普及手当支給の妥当性 

 

農林業改良普及手当の創設の歴史的な経緯は、①科学的な技術及び知識、教育的な指導能力を

必要とすること、②巡回指導を主とする不規則かつ強度の勤務を伴うことといった農林業の改良普及

事業に係る職務の特殊性に鑑みて、昭和 38 年に農業改良普及手当（農業改良普及職員を対象）が、

昭和 39 年度に農林業改良普及手当（農林業の改良普及職員を対象）がそれぞれ措置された、という

ものである（なお、 近、国においては見直しの取組がある9）。平成14年度の1人当たりの平均支給額

は 458,926 円であり、この他に超過勤務手当、出張旅費は一般職員と同様に別途支給されている。 

ここで、「職務の特殊性」という手当支給の根拠に立ち返り、特殊勤務手当と比較した場合、農林業

改良普及手当はかなり高額な手当であるといえる。確かに、農林業改良普及手当は農業改良助長法

等の特別の法律に規定により支給されているものであるが、農林業を取り巻く環境や担い手の在り方

が大きく変化する中で、改良普及事業制度創設時と同じ仕組みにより支給が継続されていることにつ

いては、再検証を要する状態といえる。すなわち、作業の困難性を明らかにし、特殊勤務手当との均衡

を図った上で、手当の支給の妥当性について、根本から検討すべきである。 

 

2-4-5 普及員等の配置数の妥当性 

 

農業の改良普及事業は、戦後の食糧増産の必要性から農林水産省と地方公共団体が協同して行

ってきたものである。農業を取り巻く環境が激変し、食糧自給率の低下、農家の高齢化や農業の担い

手の減少等取り組むべき課題は多様化しており、当監査人として、改良普及行政の必要性や普及活

動の有効性10を直ちに否定するものではない。しかし、指導対象農家数等の減少傾向は続いている一

方、取り組むべき課題は多様化しているが、315 人（平成 14 年度）という配置数が妥当かどうかを検証

する必要があると考える。その際には、農業改良普及行政をめぐる環境変化を踏まえた上で、農業協

同組合の指導員などの配置といった民間の活用等も視野に入れ、適正な人員数の配置について検討

すべきである。 

 

2-5 教員の勤務時間の管理について検討すべきこと 

 

                                                   
9 内閣府に設置されている経済財政諮問会議において、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針

2003」（平成 15 年 6 月 26 日）の中で、国庫補助負担金等整理合理化基本方針として、協同農業普及事業

については、農業改良普及センターの必置規制の廃止とともに普及手当支給の上限規定を廃止し、あわせ

て、普及事業の重点化・効率化、普及職員の資質向上等により組織のスリム化を進め、これに沿った交付金

の縮減を行うこと、また、林業普及指導事業についても、協同農業普及事業に準じた見直しを行うことをとり

まとめた。これを受け、農林水産省においては今通常国会（平成 16 年１月）において農業改良助長法の改

正を予定していることころである。 
10 農業改良普及センターにおいて実施している「普及活動」を広い視野から適切に評価し、次年度の普及

活動に反映していくため、外部有識者が主体となった外部評価を上伊那、木曽、北安曇の普及センターに

おいて実施した（平成 14 年度）。報告書によれば、「限られた人員で多様な事業に対応している」、「人の心

に残る活動である」、「地域に密着している」など総合的には高い評価を得ているが、「本当に密度の濃い活

動ができているのか疑問を感じる」という評価もあった。 
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教員の勤務時間の管理の状況について監査を実施したところ、個別・具体の指摘事項はないが、そ

の適正を確保し、かつ県民に対する説明責任を果たすことができるように、下記のとおり、管理体制の

見直しを検討すべきである。 

 

2-5-1 教員の勤務時間 

 

教育職員の勤務時間については、平成１４年度から学校週５日制が完全実施されたことにより、特別

の形態によって勤務する必要のある教員以外の教員については、土曜日及び日曜日は週休日（勤務

時間を割り振らない日をいう。）とされており、週休日の指定は必要がなくなった。そこで、現在は、一般

職の職員と同様、勤務時間は1週間につき40時間とし、月曜日から金曜日までの５日間において、１日

につき勤務時間が８時間となるように校長が割り振っている。また、週休日に勤務を要する場合には、

その都度週休日の振替を行うこととしている。 

教員の勤務時間は長野県立学校職員服務規程に規定されているが、一般職の職員11のように具体

的な勤務時間に関する規程がない。そこで、１日８時間の勤務時間の割振りについては、学校運営に

応じて学校長が定めている12。 

 

2-5-2 教員の勤務時間の管理 

 

当該県立高校における勤務時間及び出勤管理の状況は次のとおりである。 

平成 14 年度からの学校週 5 日制の完全実施に伴い、土曜日及び日曜日は週休日となっている。 

① 勤務時間 

全日制  午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分まで 

定時制  午後 12 時 45 分から午後 9 時 30 分まで 

② 出勤管理の方法 

出勤簿はなく、勤務開始時刻までに出勤するという教員個人のモラルと、教頭の目視により出勤を

確認しているのみである。 

しかし、出勤簿がないため、帳簿において、出勤の事実はもちろんのこと、出勤時刻、退勤時刻とも

把握することはできず、全ての教員が所定の 8 時間勤務を行っているかどうかについて、第三者によっ

て確認をすることはできない。また、年間の勤務日数を確認する必要が生じた場合には、年間勤務日

数から休暇日数を差し引いて間接的に算出することしかできず、勤務記録の管理という観点から問題

がある。 

 

                                                   
11 長野県職員服務規程（昭和 40 年 11 月 22 日 訓令第 16 号）第 21 条は、一般職の職員の勤務時間は

午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分と規定している。 
12 「学校職員の勤務時間等に関する規定の運用等について」の廃止について（通知）（教育長、県立高等

学校長、県立盲・ろう・養護学校長宛て、平成14 年 7 月 11日・14 教高第171号・14 教特第146 号）により、

知事部局の「完全週休 2 日制の実施に伴う勤務時間等の整備について」（平成 4 年 7 月 27 日 4 人第 98

号）に準じて取り扱われている。 
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2-5-3 教員の勤務時間の実態について 

 

教員の場合、職員室における執務時間は比較的少なく、上司の目の届かない場所での勤務時間が

長い。これは、教育職であること、あるいは研究職であることの帰結でもある。しかし、現行の出勤管理

では勤務時間の実態を把握することは不可能であり、また、教員のモラルに全面的に依存することは

善の方策とは考え難い（長野県では教員に限らず一般行政職においても出勤簿がなく、職員個人

の自主的な管理と直属の上司による目視により出退勤を確認している）。教員の勤務時間について点

検・検証が可能な、内部牽制機能が働く管理体制の構築を検討すべきである。 

 

2-6 教員の職務専念義務免除研修（主に、いわゆる「自宅研修」）について検討すべきこ

と（年額 478 百万円） 

 

教員の職務専念義務免除研修（主に、いわゆる「自宅研修」）について監査を実施したところ、特段

の指摘事項はないが、一部に改善を検討すべき事項がある。 

 

2-6-1 いわゆる「自宅研修」の概要 

 

教育公務員特例法第 20 条第 2 項に基づく職務専念義務を免除されて行う研修（以下、「職専免研

修」という。）のうち、研修場所が自宅であるものが、いわゆる「自宅研修」のことである。 

 

2-6-2 自宅研修の実態 

 

長野県高等学校の自宅研修の平成 14 年度実績は次のとおりである。研修日数は延べ 14,189 日、

職員 1 人当たり年間 3 日の自宅研修を行っている。これを人件費換算すると、自宅研修に係る人件費

は 478 百万円と推定することができる。 

教員が自宅研修に係る手続きは、まず、事前に日時、場所及び連絡先、目的、内容について申請

を行い、校長の承認を受けた上で実施し、研修後は速やかに研修報告書を提出するというものである。

研修内容は教員の職務内容と密接に関係し、真に教員の指導力向上につながるものであることが必

要であり、このため、承認権者である校長は、研修内容を十分に把握するとともに、学校運営に対する

支障の有無等について諸般の事情を配慮してその当否を判断した上で、承認を与えなければならな

い。 

実地に監査を実施した県立高等学校（以下、「当該県立高校」という。）では自宅研修は「承認研修」

と呼ばれ、平成 14 年度の承認研修申請書及び同報告書の通査による監査を実施したが、手続きにつ

いては特段に指摘すべき事項は発見されなかった。 

しかし、同報告書のうち研修内容については、副教材の写しを添付するなど、詳細な報告もある一

方で、簡略な記載が多く、3 日間の研修を一行で記載している例が見受けられた。例えば、「ほぼ予定

通り完了する」、「○○の考え方」、「○○の応用」などの記載である。 
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当該県立高校においても事前の研修計画、事後の研修報告はなされているが、報告文の記載があ

まりに簡略であり、研修内容が第三者からは不明確なものが散見された。文部科学省の通知によれば、

「④事前の研修計画書、後の報告書の提出等により内容の把握につとめる」とされているのであるが、

県立学校において、上記のような簡略な記載が一般的に行なわれているとすれば、校長等によるチェ

ック機能が十分といえるのかどうか疑問が生じるし、県民による説明要求（情報公開請求による場合な

ども想定すべきである）に適切に対応することができないという問題がある。 

 

2-6-3 自宅研修の成果向上のために検討すべきこと 

 

文部科学省の通知によれば、「③自宅の場合、保護者や地域住民等の誤解のないよう〔中略〕、自

宅で研修を行う必要性の有無等についても判断すること。」としており、これはすなわち、「自宅で研修

する必要性」が審査（校長等によって）されなければならないということである。安易に、「学校に出勤す

る必要がないから自宅で研修する」、ということを肯定してはいけないのであり、あえて自宅で研修する

積極的な必要性があるかどうかが審査されなければならない（これに関して、文部科学省では、都道府

県教育委員会へ次の内容を通知し、「自宅研修」名目の休暇は認めないという強い姿勢を示してい

る）。 

 

2-7 学校で実施されているいわゆる「業者テスト」に係る金銭の授受について検討すべき

こと（教員の監督料 26 百万円など手数料 39 百万円） 

 

学校で実施されているいわゆる「業者テスト」について監査を実施したところ、個別・具体の指摘事項

はないが、業者テストの実施に係る金銭の授受（教員が受け取る監督料 26 百万円など、業者からの手

数料 39 百万円）について、その方法の改善を検討すべき部分がある。 

 

2-7-1 「業者テスト」の開催状況 

 

長野県立の高等学校では、進学対策としての予備校等の各種民間企業による進学模擬試験（以下、

「業者テスト」という。）を、学校を会場として開催している場合が多い。平成 14 年度の開催状況は次の

とおりである。 

 

全日制本校 89 校中 78 校 

延べ回           1,033 回 

受験者数人       128,014 人 

受験料の総額    331,380 千円 

 

監査の結果、注目すべきこととして、実質的に業者から学校側が受け取る手数料として、生徒から徴

収した受験料と、業者への送金額（業者テストのパンフレットに記載された業者指定額×受験者数）と
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の間に差額が発生しており、その差額が手数料として学校側に残る仕組みが存在することである。また、

これらの収支は、すべて学校の公金としては扱われていない。平成 14 年度の場合、その差額の総額

は 39,128 千円である。 

この手数料のうち、教員に対して監督料として 26,130 千円が支払われている13。業者テストは、全日

制普通科のある高校では、 多 39 回、1 校当たり平均 15 回が開催されており、大学進学指導に必須

のものであり、もはや学校による進路指導の一環となっている。 

また、業者による学校施設の使用については、使用許可の手続きはなされておらず、これに関する

使用料の徴収も行なわれていない。 

業者テスト実施校 78 校中、出納簿によりその収支を管理しているのは 50 校であり、同じ学校でも学

年によって管理方法が異なる場合もある。出納簿のない学校は、実施回数、受験料総額の少ない学

校に多いが、中には受験料総額が 100 万円を超えているにもかかわらず、出納簿がない学校もある

（長野南高等学校、篠ノ井高等学校、上田東高等学校、小諸商業高等学校、岩村田高等学校、小海

高等学校、木曽高等学校、以上 7 校）。 

出納簿を設置していない学校においては、早急に出納簿による組織的な管理をすべきであるが、県

教育委員会が統一的な管理基準と管理簿の雛型を示すべきである。 

 

2-7-4 公金の収支として検討すべきこと 

 

業者テストは、生徒や保護者の希望に基づき、教員の指導のもと実施されており、前述の開催状況

を見ても、進路指導の一環として、もはやその実態は学校の事業の一部を構成していると認められる。

しかし、業者テストの実施は正式には県立学校の事業と位置付けられていないため、形式と実態がか

い離し、実施事業の主体が業者なのかあるいは学校なのか、その位置付けが不明確な状態が長年に

わたって継続している。上記の①から③の問題はすべてここに起因しており、これらを解決するために、

県が進学模擬試験を県立学校の事務として位置付け、業者へ委託することにより実施する方法を検討

する必要がある。 

生徒の進路指導は高等学校における重要な教育施策の一つであり、業者テストについて県の事業

として実施し、その収支については公金として取り扱うことを検討されたい。 

 

2-8 学校で受け入れている教育実習に係る謝金（5 百万円）について検討すべきこと 

 

県立学校が大学から受け入れている教育実習について監査を実施したところ、個別・具体の指摘事

項はないが、これを学校の所管事務として受け入れ、大学からの謝金等（5 百万円）は公金として取り

扱うことを検討すべきである。 

 

                                                   
13 試験監督を行った教員へ支給されている監督料（総額 26,130千円）は所得税法上の給与所得として、給

与支払者に源泉徴収義務が発生するが、業者テストの事業主体が県（学校）なのか、あるいは業者なのか

が不明確であるためか、源泉徴収が行われていない状況にある。 
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2-8-1 教育実習生の受け入れと管理 

 

平成14年度における教育実習受入校、実習生数、大学からの謝金等の額及び使途の状況は下記

のとおりである。 

 

① 教育実習を受入れた県立学校の数   85校（107校中） 

② 実習生の数   合計 527 名 

③ 謝金等の額   総額 5,414,810円（一人当たり平均額 10,275円） 

              なお、謝礼を出さない大学もある。 

④ 主な使途 

・教育実習生の教材費、参考資料購入費。 

・教育実習生の激励会費・反省会費の補助。 

・指導教科への支出。 

・事務費。 

なお、謝金の受け入れのない学校または謝金の少ない学校では、通常の授業

で使用する範囲内については公費で措置している。 

 

過去 3 年間について調査を行った結果は次のとおりである。 

平成 12 年、平成 13 年について、謝金等の詳細が不明となっている学校がある（中野西高等学校、

長野吉田高等学校、長野西高等学校、上田高等学校、小諸高等学校、諏訪二葉高等学校、木曽高

等学校の 7 校）。また、「出納簿（入金簿を含む）によって管理している」という回答があった学校は 85

校中 29 校に留まっている。 

 

2-8-3 教育実習生の受け入れについて検討すべきこと 

 

① 教育実習生の受け入れ態勢について検討すべきこと 

当監査人は、教育実習そのものの受け入れを肯定的に評価したうえで、教育実習生の指導業務を

教員の本務にすることができないかを検討すべきであると考える。さらに、現在の教育実習の効果を損

なうことないことを前提に、他方で、会計の明瞭性を確保する方策を検討すべきである。 

② 大学からの謝金等の収支について検討すべきこと 

大学からの謝金等の管理は、学校によってその形態が異なり、一部には、事後の検証が不可能で

不明瞭な状態となっている。教育実習の指導業務が決して軽微なものではないことを鑑み、正当な労

働の対価として教員に報いるためにも、公金として県が一括収入し、教育実習に伴う諸費用について

は予算として正式に措置し、教育実習の指導について手当として指導教員に支給すべきものと考え

る。 

なお、付言しておくが、謝金は県（学校）において発生している事務の財源であるから、問題回避の

ために安易に謝金の受け入れを辞退することは避けるべきである。 
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2-9 県立高等学校授業料の徴収について検討すべきこと 

 

県立高等学校の授業料未納は、長引く不況を反映して全国的に増加傾向にあり、滞納整理等の督

促業務は学校事務において大きな問題となっている。そこで、県立高等学校授業料の収納状況につ

いて監査を行った。個別・具体の指摘事項はないが、運用方法について以下で述べるとおり改善を要

する部分がある。 

 

2-9-1 県立高等学校の授業料 

 

平成14年度の県立高等学校の授業料は全日制課程で年額111,600円（月額9,300円）14であるが、

その授業料の徴収、減免等の詳細は、長野県授業料等徴収条例及び関係規則により規定されてい

る。 

 

2-9-2 決算報告（「授業料滞納繰越金 ゼロ」と教員による「立替」の可能性 

 

平成 14 年度の長野県の決算報告によれば、高等学校授業料の収入未済額はゼロである。 

ところが、日本高等学校教職員組合中央執行委員会が全国高等学校の授業料担当職員を対象に

行ったアンケートの結果15によれば、長野県の回答者が、授業料滞納者への対応について「県教委は

「滞納繰越はやむなし」と表向きはしているが、年度末に多額の滞納があった場合は校長、事務長を県

庁に登庁させ、きびしく「指導」するため立て替えての納入があると聞く。」、「在校生が 3 年に進級する

ときに授業料を 5 月末日までに納入してもらえず、やむをえず個人で立替をした(32,400 円)。」と回答し

ている（ただし、このアンケートの内容について当監査人が県教育委員会に対して行なった照会に対し、

県教育委員会の回答は、アンケートの回答者が答えているような事実はないこと、「授業料の滞納によ

る表記の指導はしておらず、過去にも同様の指導をした経過はないこと」、また、「アンケート結果の回

答については、個人が特定できないため、真実かどうかの確認ができず、信憑性がない」としている）。 

さらに、監査の実施の過程で、「県内においても滞納者が著しく多い学校が多数あり、各校の担当者

は滞納整理に苦慮している。一校で年間数十人が滞納を継続しているが、決算上は県下 0 円という疑

問がある。」という声を聞いた。これらが事実だとすれば、教員の個人的な授業料の立替により、授業料

の滞納について正規の財務事務の手続が行われていないことになる。 

長引く不況を反映し、保護者の経済状況の悪化により、授業料徴収に苦慮している団体が全国に

多数ある中で、県内にある 89 の全ての県立高等学校において授業料の滞納が全くないということは常

                                                   
14 定時制課程 15 単位以下履修 年額 19,200 円（月額 1,600 円）、同課程 16 単位以上履修 30,000 円

（月額 2,500 円）、同課程 単位制による課程 1 単位 1,500 円、通信制課程 1 単位 100 円。 
15 「『小泉不況』下の高校生の修学保障に関するアンケート調査」の結果について（2002年 3月 26日 日本

高等学校教職員組合中央執行委員会）。北海道、秋田、福島、茨城、群馬、埼玉、新潟、富山、長野、岐

阜、静岡、愛知、滋賀、兵庫、和歌山、山口、高知、京都市、神戸市の公立 82 校(道県立 72 校、市立 10

校；全日制 74、定時制 13、通信制 2、専攻科 2)の回答による。 
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識的に考えにくいことでもある。県教育委員会は速やかに授業料の滞納及び立替の事実について調

査を行い、立替の事実があるならば直ちにこれを中止し、県の例規に則った事務手続を行い、授業料

の滞納状況を明らかにしつつ対応策を講ずべきである。 

 

2-10 退職時特別昇給（いわゆる「名誉昇給」）の廃止に向けた検討をすべきこと（人件費

４億円超） 

 

退職時特別昇給は、報道機関等において「名誉昇給」などとして批判的に取り上げられており、多く

の地方公共団体で見直しが進んでいる。そこで長野県の状況について当監査人において実施したと

ころ、個別・具体の指摘事項はないが、制度そのものについて、次のとおり、廃止に向けた検討をすべ

きである。 

 

2-10-1 退職時特別昇給とは 

 

長野県の退職時特別昇給は、以下のとおり、国に準ずる①、県独自の②-1及び②-2の三つの内容

から構成されている。 

 

（表） 退職時特別昇給の概要 

種 類 対象者 根 拠 考え方 

① 退職時 1号俸 

（国準拠） 

（定数外特昇） 

勤続 20 年以上の

退職者 

給与規則第 28条

第 1項第 3 号 

国に準じて措置すること

により、民間企業との均衡を

図る。 

② 退職時１号俸又

は 2 号俸 

（県独自） 

（定数外特昇） 

死亡者、傷病退

職者、勤続 10 年以

上の勧奨退職者、

自己都合退職者

（定期昇給日の前

日に退職する者に

限る。）等。退職事

由、勤続年数及び

年齢により１号俸又

は 2 号俸 

給与規則第 29条 職員間の均衡を図るとと

もに円滑な人事を行うため、

勧奨を受けて退職する場合

の優遇措置として設けられ

たもの。 

③ 退職日 6 月前

の 1号俸 

（県独自） 

（定数内特昇） 

勤続10 年以上か

つ年齢 50 歳以上の

定年・勧奨退職者 

給与規則第 27条

第 1項第 2 号 

定数内特別昇給として、

任命権者が勤務成績の評

定に基づいて実施。「退職

日 6 月前」はすべての職員

に公平に訪れるタイミングで



 25 

ある。 

 

退職時特別昇給には、それぞれの導入時において事情や理由がある。しかしながら、給与規則第

27 条の規定を読む限り、いわゆる「名誉昇給」といわれる退職時昇給について、これを第 1 号「勤務成

績が特に優秀であるという理由によって表彰を受けた場合」に準じて規定されているところの、第 2 号

「勤務成績を判定するのに足りると認められる事実に基づいて、勤務成績が特に優秀であることが証明

された場合」という規定に該当するものとして、勤続 10 年以上かつ年齢 50 歳以上の定年・勧奨退職者

を対象に、該当者の大多数に対して「退職日 6 月前」に1号俸の特別昇給を行うことは、自然な条文の

解釈としては大いに違和感がある。同規則第 29 条の「人事委員会と協議して定める基準」のうち公務

死亡や公務傷病による退職と並んで、勤続年数 31 年以上の定年退職者への特別昇給が規定されて

いることも同様である。 

 

2-10-2 退職時特別昇給による退職手当の増加額 

 

退職手当の金額は、特別昇給後の給与に基づいて計算されるため、特別昇給によって、退職手当

の金額も増加することとなる。その影響額は次のとおりであり、①国に準ずるもの、②県独自のものの合

計額は推定 425,740 千円である。 

 

(表) 平成 14 年度 退職時特別昇給の影響額 （単位：千円） 

  
①国に準ずる 

措置 
②県独自措置 計 

知事部局 

（病院を含む） 
44,073 82,222 126,295 

企業局 1,756 3,511 5,267 

教育委員会 87,512 159,228 246,740 

警察本部 17,600 29,838 47,438 

合  計 150,941 274,799 425,740 

 

2-10-3 退職時特別昇給について検討すべきこと 

官民の給与に逆格差が生じているとさえ一部に言われる今日において、退職時特別昇給の廃止や

国に準じた調整率の引下げが他団体では行われており、長野県においても、退職手当の加算調整率

については、国の措置に準じて平成 16 年 1 月 1 日から見直し（加算割合 10 パーセントから 4 パーセ

ントへ、平成16年12月31日までは7パーセントの経過措置がとられる。）が行われてきたところである。 

退職時特別昇給についての県における検討は次のとおりである。 
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退職時特昇についての検討内容及び今後の方向性 

① 国に準ずるもの 

○勤続 20 年以上退職者に対する特別昇給（給与規則第 28 条第 1項第 3 号） 

国の動向に留意しつつ検討してまいりたい。 

② 県独自のもの 

ア 死亡者・傷病退職者、勤続 10 年以上の勧奨退職者等に対する特別昇給（給与規則第 29 条） 

イ 退職日 6 月前の１号俸の特別昇給（給与規則 第 27 条第 1項第 2 号） 

「廃止」について職員団体に事前協議を行い、現在交渉中である。 

（アの公務死亡及び公務傷病により退職する場合を除く。） 

 

これに対して、当監査人は、現在の退職時特別昇給が存在している理由は、過去の経緯16と、国や

他の地方公共団体との均衡（均衡の原則）のみであり、勤続年数によって大半の職員を該当させる現

在の運用は、他の地方公共団体における事例や慣行などに照らして、違法若しくは不当とまではいえ

ないものの、経営上の評価としては不合理であると考える（公務死亡及び公務傷病により退職する場

合を除く）。 

過去の経緯については、給与制度を協議した当事者間の信義や信頼は尊重されなければならない

ことは言うまでもない。しかし、未曾有の長期の不況が続き、民間企業における給与慣行が劇的に変化

しているなかで、県が当初の予想と異なる見直しに迫られることは、組織の常として想定されていたもの

であるともいえるし、強い民主的手続きや説明責任が求められる今日においては、住民不在の（直接ま

たは間接の住民意思の反映のない）「経緯」が給与制度のあり方をいかほどに拘束するのか、また、い

かほどに尊重する義務があるのか、その解釈には幅があるものと思われる。 

また、他の地方公共団体との均衡についても、平時と異なり、変動・変革の時代には、一時的に異な

る給与制度が並走することもあり得るのであり、自主性を重んじる今日の地方自治の理解は、たとえ給

与制度といえども、それを妨げるものではないと思われる（もっとも、 近では、国や他の地方公共団体

においても見直しが急速に広がっている17）。他方、経営上の観点から見ても、こうした勤続年数に偏重

                                                   
16 県の現行の給与制度のもとでは、勤続 20 年以上の定年退職者については、退職時に 2 号俸の特別昇

給と退職手当の加算調整措置がなされており、これらは定年制の導入や民間企業の退職金との均衡を図る

ために行われてきたという経緯がある 
17 埼玉県、神奈川県、山梨県など、県独自の特別昇給についての見直しを実施し、国に準ずる特別昇給

のみに縮小している団体も増加している。特に、香川県では厳しい財政状況を踏まえて、国に準ずる特別

昇給も含め退職時の特別昇給を全廃している。また、東京都でも退職時に勤続年数 15 年以上は 2 号給、

15 年未満は1号給の昇給を行う「名誉昇給制度」を、平成15 年11月に今年度限りで廃止することを発表し

た（東京都の「名誉昇給制度」は都独自のものであり、国に準ずる特別昇給というものはなく、来年度より全

廃する予定である。2003 年 11 月 18 日、日本経済新聞夕刊より）。 

名誉昇給制度は、勤務成績が良好な職員や功績があった職員の給与を退職時に引き上げ、退職手当を

増額する制度であるが、勤続年数以外に具体的に基準がないため、「退職手当のかさ上げ」や「お手盛り」

との社会的批判が高まっている。不況が長引き、官民の給与に逆格差が生じているとさえ一部に言われる

今日において、住民の理解を得られるものではないとの判断から廃止に踏み切ったという。 

また、国においても人事院が勤続 20年以上で成績が特に良好だった国家公務員の俸給を1号昇給させ
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した退職手当の増額が、職員の勤務意欲の向上、県民サービスの向上に結びつくとは考えにくい。 

そこで、今後の方策であるが、前述のとおり退職時特別昇給の影響額は平成 14 年度において 4 億

円を超えるものであり、全廃した場合の影響額は大きい。しかし、当監査人の意見としては、単純な全

廃でなくとも、「勤務成績の特に良好な職員」を厳正かつ適正に評価したうえで、「特に必要と認められ

る場合」に特別昇給を適用することはむしろ望ましいと考える。もちろん、人事の評価は、客観的な基

準を定めることが難しく、主観の伴う極めて困難な作業ではあるが、職員という限られた人的資源を活

性化するためには、避けられない作用である。 

他方、玉虫色の結論になっては元も子もないので、まずは全廃を原則とし、その後、節減された財源

を特に成績良好な退職職員に再配分する方法を順次創設するのも一つ良策であると考える。 

 

第 3 章 監査意見（組織及び運営の合理化のための提言） 

 

本報告書・第二編では、「県の人件費及び関係諸費」について、財務の観点から実施した監査の結

果を報告するものであるが、以下では、その過程で検討した県の組織及び運営の合理化のための若

干の意見を述べる。 

 

3-1 事務職（事務吏員）と技術職（技術吏員）との昇任、昇格格差について（省略） 

3-2 業務関連公的資格取得者に対する評価、手当について検討すべきこと 

 

現在の県の給与制度では、業務に関連する公的資格を取得しても、そのことが直ちに何らかの「手

当」につながることはない。資格取得が目的となることは好ましくないが、職員が公的資格取得のため

に自己研鑚に励むことは重要なことと思われる。 

この点、県担当者の見解は次のとおりである。 

第一に、「職員の給与は、職務を遂行するための能力の評価及び個々の職員の業績（勤務実績）の評

価によって決定されるべきである。職務を行ううえで有益な資格取得は、能力評価の一つの要素として

考慮されるべきものであり、そのような評価制度の仕組みが必要と考える。」 

第二に、「資格取得に手当を直結することは、そのために資格取得を優先するあまり職務がおろそかに

なるおそれ（資格取得の勉強時間を確保するため、またそのために比較的残業の少ない職場への異

動を希望すること、そのような職場の職員が資格取得に当たっては有利になるということ）もある。」 

第三に、「職種によって、それに関する資格の種類、数も異なり、職種間における機会の公平性を確保

することは困難である。」 

                                                                                                                                                             
る「退職時特別昇給」を同院職員についてその適用を廃止したという。国家公務員も退職時特別昇給につ

いては省庁によっては退職者のほぼ全員について運用されており、運用が不適切であると批判されていた。 

同院は平成15年 5月に、制度を適切に運用するよう各省庁に対し通知している。特別昇給制度を維持する

理由として、「国に準じる」という説明がなされる場合が多いが、これからは説得力に欠けるものとなる可能性

もある。 
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以上を踏まえて、当監査人としては、第一の見解については、意見の一致するところであり、今後の

検討を期待したい。第二の見解については、そのような事態が個々に発生する可能性は否定できない

が、運用面において十分に留意すれば、それが直ちに全体としての仕組みを断念しなければならない

ほどの障害とは思われない。第三の見解についても、評価制度全体として公平が保たれていれば問題

はなく、また、制度創設に際しての民主的なプロセスを尊重することによって、解決することもできると考

える。 

以上、第二及び第三の問題点には慎重を期するとして、働きがいのある給与制度の仕組みづくりの

一環として、事務に有益な資格に対する評価、手当てのあり方について将来において検討すべきであ

る。 

 

3-3 教員を指導する指導主事について検討すべきこと 

 

地方教育行政には、教員を指導する、いわば「先生の先生」ともいうべき指導主事という職員が配置

されている。平成14年度の県の指導主事は、220人の職員が配置されており、人件費総額は 2,166百

万円と巨額であることも踏まえて、教員の質向上が叫ばれる今日における指導主事の成果向上は急務

である。 

 

3-3-1 指導主事とは何か 

 

指導主事の主な職務は、地教行法第 19 条第 3 項「学校における教育課程、学習指導その他学校

教育に関する専門的事項の指導に関する事務」と規定されており、学校の設置、教育財産の管理、学

校や教育機関の職員の任免やその他の人事等の職務とは一線を画している。 

また、指導主事は、学校教育に関する専門的事項の指導に当たるために、地教行法第19 条第 4 項

で「指導主事は、教育に関し識見を有し、かつ、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に

関する専門的事項について教養と経験があるものでなければならない。」として、学校教育に関する経

験とそれに裏づけられた実践的教養のある職員を採用することとされ、「指導主事は、大学以外の公立

学校（中略）の教員をもって充てることができる。」と規定している。 

平成14 年度は教育委員会事務局に 65 名、県下 6 教育事務所に 93 名、総合教育センター他に 62

名、合計 220 名の指導主事が配置されており、平均年齢は 47.7 歳、在職期間は 2 年から 3 年であり、

その全員について教員を充てている。 

 

3-3-3 学校訪問による指導実績（平成 14 年度） 

 

小・中学校等に対する学校訪問による指導は、県内６つの教育事務所に配置された指導主事により

行われており、51 名の指導主事が年間 2,425 日（1 人当たり 48 日）の訪問指導を行っており、教科等

別では、人権教育が 257 日、特別活動（道徳、学級活動、児童会・生徒会活動、クラブ活動・部活動、



 29 

学校行事）が 240 日となっている18。 

 

3-3-4 指導主事制度の活性化について検討すべきこと 

 

指導主事制度は教育現場において実際的な指導を行うという、学習指導力の向上に直結した重要

な役割を担っており、他方で、指導主事の人数、人件費ともに県は多大な人的資源を投入しており、そ

の指導の成果向上が期待される。 

監査の実施の過程において、指導主事の成果について質疑を行ったが、県教育委員会の回答を

要すれば、「指導主事による指導は大変よろこばれており、増員を求める現場の声もある」ということで

ある。この回答を聞く限りにおいては、指導主事の成果は十分であるようにも思われる。 

しかし、当監査人の知見からは、必ずしも楽観的にみることはできない部分もある。例えば、当監査

人は、実地の監査のみならず、県民意見募集、職員意見募集など、さまざまな形で県の行政に対する

さまざまな関係者の意見を取得したが、なかには、「学校訪問や教科指導が旧態依然としたもので、権

威的である」、「指導主事は、校長や教頭などの管理職になるためのコース（通過点）と位置付けられ、

本来の目的が軽んじられる傾向もある」、「指導主事の採用には試験もないし、採用の明確な基準もな

く不明瞭である」などといった批判が寄せられた。 

以上の批判的な見解の中には、だいぶ過去の体験談も含まれており、 近では指導主事制度の運

用（指導の方法など）も相当程度に改善されているようである。しかし、指導主事は、教員の質向上に

おいて重要な役割を果たしているので、その成果に対するチェック（評価）体制を設け、定期的にチェ

ックを行うべきである。まずは所管課において検討すべきことであるが、当監査人としては、次の 2 点の

検討を提案する。 

① 指導内容アンケートの実施 

指導の量・質を検証するためのアンケートの実施と、その結果を指導主事へフィードバックする仕組

みを設けること。その際、指導を受けた教員が自由に意見を述べられるような環境を整えることが重要

である。 

② 現職教員以外の配置 

県には指導主事の選考について特に明文の基準はないが、小・中学校を担当する指導主事には小

学校教諭免許及び中学校教諭免許19を有し、教育に関する職に概ね 20 年以上従事している者が配

置されており、全ての指導主事について教員を充てている。しかし、地教行法は「指導主事は、大学以

外の公立学校（中略）の教員をもって充てることができる。」（傍点当監査人）と規定しており、法律は教

員以外の任用を妨げるものではない。 

そこで、教員以外の者を指導主事として配置した場合のメリットはないか、教員という身内のみの指

導によるデメリットはないかについて検討することも有益であると考える。 

たとえば、退職した教員のうち、現職時代に特別に評判の高かったＯＢ教員（PTA や児童等におい

て特に退職を惜しまれた「名物教師」など）を指導主事として再任用する方法もある（本人の希望によっ

                                                   
18 この他に高等学校への訪問指導は県教育委員会教学指導課の指導主事が行っている。 
19 高等学校の指導主事は高等学校教諭免許を有する者。 
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ては、非常勤でも良いと考える。なお、この場合、人件費という観点からは、低コストで協力を得ることが

できるかもしれない）。 

外部監査人は教育行政の専門家ではなが、指導主事制度の運用方法の観点から、改善を期待す

る。 

 

3-4 教員・校長による指導要録の作成・管理について 

 

指導要録（児童等の学習及び健康の状況を記録した書類）の管理は、人件費の財務監査に直接結

びつくものではないが、教員の成果の一部であり、その質的な重要性（例えば、情報公開条例に基づ

く開示請求なども多く、児童・保護者等の関心も高い）に鑑み、一定の監査を実施した。その結果、以

下のとおり重大な問題は認められなかったが、管理記録簿等を設置することによりシステムとして記載

漏れ、作成漏れを防ぐべきである。 

 

3-4-3 指導要録の管理体制について検討すべきこと 

 

指導要録は学級担任が学年末に作成し、校長に提出すべきものであるが、内容はもちろんのこと、

提出時期の厳守（すなわち適時に作成されること）も重要である。 

しかし、当監査人の実施の過程で伝え聞いたところによれば、指導要録が法定公簿であるにもかか

わらず、長野県では、その記載漏れ、作成漏れ等の事例が過去に多数あったという。中には、「各高等

学校には指導要録を全く書かずに何年でも放置する教員が必ず数人いる」、「指導要録の作成をせず

放置した教員が死亡し、その副担任が大変苦労した事例がある」、「他校に異動しても書かずにいる強

者もいる」、などといった非常に不安を感じさせる声も聞かれた。 

以上から、事故防止の観点から、指導要録の重要性に鑑み、適時適正の作成を確実にするために、

各年度及び事後においてその提出日を確認できる指導要録管理簿を備えるなど、組織的な管理をす

ることは当然として、県教育委員会においても、その統一を図り、定期的に実地検査をするなど、指導

要録の完全な作成・保存を確保するための県教育委員会内部及び各校内部での牽制作用を設ける

必要がある。 

 

【第三編】【第三編】【第三編】【第三編】    消費税申告の事務消費税申告の事務消費税申告の事務消費税申告の事務    

以下で述べる県の消費税申告の事務に関する監査報告は、地方公共団体における消費税の

特例の制度の理解を前提に記述されている。当監査人としては、極力、丁寧な説明と平易な記

述を心掛けたが、制度そのもの説明をここで詳細に行なうことには限界がある。分かり易く比較的

入手が容易な解説書としては、税務署が無償で提供している『国・地方公共団体や公共・公益法

人等と消費税』（平成 15 年 4 月）があるので、参考にされたい。 
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第 1 章 監査結果（監査対象の概要） 

1-1 消費税の概要および地方公共団体等に対する特例 

 

1-1-2 地方公共団体等に対する消費税の特例 

 

地方公共団体においても、民間企業と同様に消費税の納税義務があるが、消費税法は国または地

方公共団体と公益法人等20に対して特例を設けている。主なものとして、①事業単位の特例、②資産

の譲渡等の時期の特例、③仕入控除税額の計算の特例、④申告・納付期限の特例、⑤帳簿の記載

事項及び保存、以上の 5 つを挙げることができる。当監査人は、このうち、県の収入及び支出に与える

影響の大きい③仕入控除税額の計算の特例を中心に監査を実施した。 

 

1-1-3 地方公共団体・公益法人等の消費税仕入税額控除の特例の仕組み 

 

消費税の納付税額は、その課税期間中の課税売上に係る消費税額からその課税期間中の課税仕

入等に係る消費税額（仕入控除税額）を控除して算出する。この消費税の基本的仕組みは、地方公共

団体等の場合も同様である。しかし、仕入控除税額の計算について以下の特例が認められている。 

まず、地方公共団体の場合、一般会計に係る業務として行われる事業については、課税標準額に

対する消費税額と仕入控除税額等の控除税額の合計額とは同額とみなされ、納税申告の義務もない

21。したがって、実質的に消費税の納付又は還付税額が発生するのは、地方公共団体の特別会計の

みとなる。 

次に、特別会計については、一般会計のような特例は設けられてはいないが、他方で、一般の事業

者（民間企業）とも異なり、補助金、交付金等の対価性のない収入を「特定収入」とし、これによって賄

われる課税仕入れ等の消費税額（「特定収入に係る課税仕入れ等の消費税額」）を仕入控除税額から

控除するという特例が設けられている。この特例は公益法人等にも適用される。 

以下、地方公共団体の特別会計と公益法人等における仕入税額控除の特例について、その概要

を確認しておく。 

地方公共団体の特別会計と公益法人等については、補助金、負担金等の対価性のない収入を「特

定収入」とし、これによって賄われる課税仕入れ等の消費税額（「特定収入に係る課税仕入れ等の消

費税額」）を仕入控除税額から控除するという特例が設けられている。本則課税方式による場合で、か

つ課税売上割合が 95パーセント以上の場合について具体的な調整方法を確認すると、次の 2 つの合

計額が、特定収入に係る課税仕入れ等の消費税額となる。 

                                                   
20 財団法人、社団法人、社会福祉法人等の消費税法別表第三に掲げる法人及び人格のない社団等。 
21 消費税法第60条第6項及び第7項。この規定は、国と地方公共団体の一般会計のみを対象としており、

その他の公共法人等には適用されない。また、国と地方公共団体の一般会計においては、控除税額の合

計額が課税標準に対する消費税額を上回る場合であっても、その消費税の還付を受けることはできない。 
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①課税仕入れ等に係る特定収入の額の 105 分の 4 相当額と 

②（調整前の仕入控除税額 － ①の金額）×調整割合 

 

ここでの「調整割合」とは、当該課税期間における資産の譲渡等の対価の額の合計額に当該課税期

間における課税仕入れ等に係る特定収入以外の特定収入の合計額を加算した金額のうちに当該課

税仕入れ等に係る特定収入以外の特定収入の合計額の占める割合をいう22。 

以上が特定収入に係る課税仕入れ等の消費税額を仕入控除税額から控除する原則的な方法であ

るが、地方公共団体の特別会計においては、この計算に替えて、「消費税法基本通達 16-2-2」に定め

る方法によって、補助金等の不課税収入について、特定収入（課税仕入れに充当されたもの）と特定

収入以外の収入（課税仕入れ以外に充当されたもの）に区分し、区分された特定収入に係る消費税相

当額を特定収入に係る課税仕入れ等の消費税額として仕入控除税額から控除する方法の適用が認

められている。 

同通達に沿った処理が国の通知である「地方公共団体の特別会計が控除する仕入に係る消費税

額の計算における具体的な使途の特定方法等について」（自治企－第 7 号、自治導第 9 号）において

も要請されており、同通知にしたがって、「消費税法基本通達16-2-2」を適用して特定収入に係る課税

仕入れ等の消費税額を計算する方法を採用することが、地方公共団体の消費税実務においては、一

定の慣行となっている。 

「消費税法基本通達 16-2-2」は次のとおりである。 

（１） 「法令又は交付要綱等により補助金等の使途が明らかにされている場合」について。 

「法令又は交付要綱等〔中略〕23に基づく補助金等24で当該法令又は交付要綱等において使途が明ら

かにされているもの」は、「当該法令又は交付要綱等で明らかにされているところにより使途を特定す

る」。 

（２） 「国又は地方公共団体が合理的な方法により補助金等の使途を明らかにした文書において使途

を特定する場合」については、上記（１）により使途が特定されない補助金等については、次に掲げる

区分に応じて使途を特定することができる。 

イ  「法令又は交付要綱等がある補助金等で当該法令又は交付要綱等においてその使途の細部は

不明であるが、その使途の大要が判明するもの」は、「国25又は地方公共団体の長26が令第 75 条第 1

項第 6 号ロに規定する文書においてその使途の大要の範囲内で合理的計算に基づき細部の使途を

                                                   
22 消費税法施行令第 75 条第 4 項第 1 号ロ。 
23 消費税法施行令 75 条第 1 項項第 6 号イに規定する法令又は交付要綱等をいう（以下 16-2-2 において

同じ）。基本通達によれば、「この場合の交付要綱等には、補助金等を交付する者が作成した補助金等交

付要綱、補助金等交付決定書のほか、これらの附属書類である補助金等の積算内訳書、実績報告書を含

む」とされている。 
24 補助金、負担金、他会計からの繰入金その他これらに類するものをいう（以下 16-2-2 において同じ）とさ

れている。 
25 特別会計の所管大臣（以下 16-2-2 において同じ）とされている。 
26 地方公営企業法第 7条の適用がある公営企業にあっては管理者（以下16-2-2において同じ）とされてい

る。 
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特定する。」 

ロ  「イにより使途が特定できない場合で、補助金等の使途が予算書若しくは予算関係書類又は決

算書若しくは決算関係書類で明らかなもの」は、「国又は地方公共団体の長がこれらの書類で明らか

にされるところにより、令第 75 条第 1項第 6 号ロに規定する文書においてその使途を特定する。」 

ハ  「「法令又は交付要綱等」又は「予算書、予算関係書類、決算書、決算関係書類」において、借

入金等の返済費又は償還費のための補助金等とされているもの」は、「当該補助金等の額に、当該借

入金等に係る事業が行われた課税期間における支出27のうちの課税仕入れ等の支出の額とその他の

支出の額の割合を乗じて、課税仕入れ等の支出に対応する額とその他の支出に対応する額とにあん

分する方法によりその使途を特定し、これらの計算過程を令第 75条第1項第 6号ロに規定する文書に

おいて明らかにする28。」 

二  「イからハまでによっては使途が特定できない補助金等」は、「当該補助金等の額に、当該課

税期間における支出29のうちの課税仕入れ等の支出の額とその他の支出の額の割合を乗じて、課税

仕入れ等の支出に対応する額とその他の支出に対応する額とにあん分する方法によりその使途を特

定する。」30 

 

通達の内容について、「消費税法基本通達 16-2-2」の(1)は、消費税法施行令第 75 条第 1 項第 6

号イ の規定を確認したに過ぎないといえる。他方、(2)については、消費税法施行令第 75 条第 1項第

6 号ロ の規定を具体的化するもので、「イ」は、「法令又は交付要綱等」において使途の細部は不明で

あるものの、その大要が判明するものについて述べているので、実質的には、(1)に準じるものといえる。

次に、「ロ」については、補助金等の使途を「予算書若しくは予算関係書類又は決算書若しくは決算関

係書類」で明らかにする方法を定めている。「ハ」は、借入金(企業債)の返済費のための補助金等につ

いて、「イ」と「ロ」の方法を補足しているものといえる。 後に、「ニ」については、実質的に「イ」から「ハ」

において特定できなかったものについて、あん分計算によって使途を特定する方法を示している。 

 

1-2 監査の対象となる県の事業者（特別会計、外郭団体等） 

 

監査の対象とした事業者（平成 14 年度） 

                                                                                                                                                             
27 （１）又はイ若しくはロにより使途が特定された補助金等の使途としての支出及び借入金等の返済費又は

償還費を除くとされている。 
28 なお、地方公営企業法第 20 条《計理の方法》（すなわち、発生主義に基づく企業会計）の適用がある公

営企業については、同法施行令第 9 条第 3 項《会計の原則》の損益的取引、資本的取引の区分ごとにこの

計算を行うとされている。 
29 （１）又はイ若しくはロにより使途が特定された補助金等の使途としての支出及び借入金等の返済費又は

償還費のうちハにおいて処理済みの部分を除くとされている。 
30 この場合、これらの計算過程を消費税法施行令第 75 条第 1 項第 6 号ロに規定する文書において明らか

にし、また、このあん分計算において、借入金等の返済費又は償還費でハにおいて処理済みの部分以外

の部分に使途が特定されていることとなった補助金等の部分については、更にハの方法で当該借入金等に

係る事業が行われた課税期間にさかのぼって使途を特定する（なお、地方公営企業法第 20 条の適用があ

る公営企業については、同法施行令第 9条第 3項の損益的取引、資本的取引の区分ごとにこの計算を行う

ものとする）とされている。 
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区分 名称 課税 

注（１） 

免税 

注（2） 

委託 

注（3） 

Ⅰ 特別会計（地方公営企業会計を除く）  

1 長野県公債費特別会計  ○  

2 長野県印刷事業費特別会計 ◎   

3 長野県市町村振興資金貸付金特別会計  ○  

4 長野県母子寡婦福祉資金貸付金特別会計  ○  

5 長野県心身障害者扶養共済事業費特別会計  ○  

6 
長野県小規模企業者等設備導入資金特別会

計 

 ○  

7 長野県農業改良資金特別会計  ○  

8 長野県漁業改善資金特別会計  ○  

9 長野県県営林経営費特別会計  ○  

10 長野県林業改善資金特別会計  ○  

11 長野県流域下水道事業費特別会計 ○   

Ⅱ 地方公営企業会計  

1 長野県電気事業会計 ○   

2 長野県ガス事業会計 ○   

3 長野県水道事業会計 ○   

4 長野県観光施設事業会計 ○   

5 長野県病院事業会計 ○   

Ⅲ 長野県からの出資比率５０％以上の団体  

1 長野県土地開発公社 ◎  ○ 

2 松本空港ターミナルビル株式会社 ○   

3 しなの鉄道株式会社 ○   

4 財団法人長野県国際交流推進協会  ○ ○ 

5 社団法人長野県私立幼稚園協会  ○  

6 財団法人長野県勤労者福祉事業団 ○  ○ 

7 財団法人長野県隣保会館  ○  

8 財団法人長野県長寿社会開発センター ◎  ○ 

9 財団法人長野県文化振興事業団 ○  ○ 

10 社団法人長野県観光協会 ○  ○ 

11 財団法人長野県中小企業振興公社 ○  ○ 

12 財団法人長野県農業開発公社 ○   

13 社団法人長野県林業公社 ○  ○ 

14 社団法人長野県林業コンサルタント協会 ○  ○ 
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15 財団法人県林業用苗木安定基金協会  ○  

16 長野県道路公社 ○  ○ 

17 財団法人長野県公園公社 ○  ○ 

18 財団法人長野県下水道公社 ○  ○ 

19 財団法人長野県建設技術センター ○  ○ 

20 長野県住宅供給公社 ○  ○ 

21 長野県学生寮  ○  

22 長野県観光事業株式会社 ○   

23 財団法人県暴力追放県民センター  ○ ○ 

Ⅳ 長野県からの出資比率２５％以上５０％未満の団体  

1 社団法人長野県私立短期大学協会  ○  

2 社団法人長野県私学振興協会  ○  

3 財団法人長野県国民年金福祉協会 ○   

4 財団法人長野県建設技能振興基金  ○  

5 株式会社長野協同データセンター ○   

6 財団法人長野県生活衛生営業指導センター  ○  

7 財団法人長野県廃棄物処理事業団 ○   

8 財団法人長野県テクノ財団 ○   

9 財団法人木曽地域地場産業振興センター ○   

10 財団法人飯伊地域地場産業振興センター ◎   

11 社団法人長野県原種センター ○   

12 社団法人長野県畜産物価安定基金協会  ○  

13 長野県漁業信用基金協会  ○  

14 財団法人長野県緑の基金  ○  

15 財団法人長野県建築住宅センター ◎  ○ 

16 社団法人長野県高圧ガス保安公社 ○  ○ 

17 社団法人長野県地域開発公団 ○   

注（1）平成 14 年度課税事業者  ○本則課税 ◎簡易課税 

注（2）平成 14 年度免税事業者 

注（3）長野県と委託契約を結んでいる団体 

 

以上の事業者のうち、上記（表1）・注（１）平成14年度課税事業者である事業者に関して、簡易課税

制度を選択している事業者については消費税の計算、申告、届出等の事務が適切に行われているか、

また、本則課税を選択した事業者については、消費税の計算、申告、届出等の事務が適切に行われ

ているか、繰入金・補助金等の特定収入に関する事務が適切に行われているか等に着目して監査を

行った。注（１）のうち簡易課税制度を選択している事業者については、これに加えて、平成 15 年度税

制改正に伴う、簡易課税の適用上限切り下げにより今後簡易課税が適用できなくなるであろう事業者
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を抽出して、本則課税適用の場合の消費税事務執行上の注意点を監査意見として掲げた。 

注（2）平成 14 年度免税事業者に関しては、平成 15 年度税制改正に伴う免税点切り下げにより、今

後課税事業者となるであろう事業者を抽出して、課税事業者となった場合の消費税事務執行上の注

意点を監査意見として掲げた。 

注（3）に関しては、県からの委託料を補助金に変更したと仮定した場合、消費税の節減可能性につ

いて検討した。 

 

第 2 章 監査結果（主に是正改善に係る事項）の概要 

2-1 平成 14 年度監査手続の概要（省略） 

2-2  是正改善を要する事例 

 

2-2-1 長野県病院事業会計（平成 14 年度の過少申告額 2,091,705 円） 

 

2-2-1-1 是正改善事項による影響額 

 

内容の概要と平成 14 年度納付額の増加(減少)に関しては以下の表のとおりである。 

番

号 

本報告書

（要約版） 

第三編 

番号 

内容の概要 14 年度納

付額の増加

(減少) (円) 

① 2-2-1-2 使途不明の負担金に対する使途の特定計算誤り 

② 2-2-1-3 一括比例配分方式による特定収入に係る仕入税額控除の計算

誤り 

③ 2-2-1-4 消費税計算適用事業単位の誤り 

 

 

2,145,815 

④ 2-2-1-5 企業債償還に充てられた負担金等の使途の特定誤り （54,110） 

 合計  2,091,705 

(注)上記 2-2-1-2～2-2-1-4 による消費税納付額の増減額は、相互に影響しあうため、独立して増減

額を求めることは困難である。そこで、2-2-1-2～2-2-1-4 による消費税納付額の増減額をまとめて計

算した。 

消費税納付増減差額 2,091,705 円（純増額）について修正申告を行うよう指導を行い、これを受けて、

病院事業会計においては修正申告を速やかに行う予定である。 

なお、この是正改善事項はすべて過年度においても同様に生じており、過去 2 年度について是正

改善事項による影響額を試算したところ、平成 13 年度は消費税納付額過少であり、修正申告が必要

であるが、平成 12 年度は消費税納付額過大であることが判明した。平成 11 年度以前についても同様

の是正改善事項により、消費税納付額が過大となっている可能性がある。 

平成 13 年度以前の過去の年度についてはすでに更正の請求期間を経過しているため、更正の請
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求は行えない31。しかし、納付すべき税額を減少させる更正であるので、過去 5年間分については税務

調査を受けて職権更正を受けられる可能性がある32。嘆願を行う等により、職権更正を受けられるよう努

力をすべきである。 

 

2-2-1-2 使途不明の負担金に対する使途の特定における課税支出割合の計算誤り 

 

病院事業会計においては、原則的方法に替えて、継続して「消費税法基本通達 16－2－2(1)及び

(2)」を適用して計算していることから、同通達の適用が適切に行われているか検討した。 

地方公共団体の補助金等(負担金を含む。)の使途の特定において、「消費税法基本通達 16－2－

2(1)」及び「消費税法基本通達 16－2－2(2)のイ～ハ」を適用して使途を特定してもなお使途が不明な

ものを、「使途不明の負担金」として把握し、「消費税法基本通達 16－2－2(2)ニ」を適用して、「使途不

明の負担金」の額に課税支出割合を用いて特定収入(課税仕入れに充当分)と特定収入以外の収入

(課税仕入れ以外に充当分)に按分することとなる。 

課税支出割合は当該課税期間における課税仕入れ及び課税仕入れ以外のすべての支出33のうち

の課税仕入れ等の支出の額として求められる。 

病院事業会計においては、課税支出割合の分母又は分子となる課税仕入れの金額及び課税仕入

れ以外の金額の集計に誤りが認められ、その結果、本来あるべき課税支出割合との間に差異が生じた。

それが負担金のうち特定収入として計算される額に影響し、ひいては消費税納付に影響を及ぼしたも

のである。 

 

2-2-1-3 一括比例配分方式による特定収入に係る仕入税額控除の計算誤り 

 

病院事業会計の主たる収入である医業収益は非課税収入であるため、病院事業会計は課税売上

割合が 95 パーセント未満となり、仕入税額控除の計算においては継続して一括比例配分方式を選択

している。 

一括比例配分方式を選択している場合の特定収入に係る仕入税額控除の計算は（課税仕入れの

みに使途が特定された特定収入×4/105×課税売上割合）で計算されるが、病院事業会計では（課税

仕入税額×課税売上割合×特定収入割合）で計算しており、誤った結果となっている。 

 

2-2-1-4 事業体全体として消費税計算を行っていない 

 

病院事業会計においては、7 つの病院および施設（以下、「病院等」という。）をそれぞれ独立した会

計単位として消費税計算を行い、その合計額をもって病院事業会計全体の消費税額としているが、消

費税計算は事業体全体で計算されるべきである（包括外部監査報告書・第三編 1-1-4①参照）。病院

                                                   
31 国税通則法第 23 条。 
32 国税通則法第 70 条第 2 項 1 号。 
33 消費税法基本通達 16－2－2（１）又は(2)イ若しくはロにより使途が特定された補助金等の使途としての

支出及び借入金等の返済費又は償還費のうち同通達(2)ハにおいて処理済みの部分を除くとされている。 
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事業会計全体で計算した課税売上割合や課税仕入割合が個々の病院等の割合とは異なるため、病

院事業会計全体として消費税計算を行った場合と個々の病院等で計算した消費税額の合計額とは一

致しない。 

 

2-2-1-5 企業債償還に充てられた繰入金、負担金等の使途の特定について 

 

消費税法基本通達 16-2-2(2)ハは、借入金（企業債）の償還費のために充てられた補助金等（負担

金を含む。）について、当該借入金（企業債）等に係る事業が行われた課税期間における支出34のうち

の課税仕入れ等の支出の額とその他の支出の額の割合(課税仕入割合)を乗じて、課税仕入れ等の支

出に対応する額(特定収入)とその他の支出に対応する額(特定収入以外の収入)とにあん分することに

よりその使途を特定する方法について述べたものである。つまり、企業債償還に充てられた補助金等

については、単に企業債の償還に充てられたとするのではなく、その企業債発行による収入が課税仕

入れに充当されたか、課税仕入れ以外の支出に充当されたかによって特定収入と特定収入以外の収

入に区分することになる。したがって、発行年度ごとに企業債収入が課税仕入れに充当されたか、課

税仕入れ以外の支出に充当されたかを判断しなければならないことになる。 

発行年度が昭和 63 年度以前の企業債については、消費税法施行日以前であり、課税という概念が

なく、昭和 63 年度以前発行の企業債の償還に充てられた補助金等は、すべて特定収入以外の特定

収入と考えられる。病院事業会計においても、昭和 63 年以前発行の企業債の償還に充てられた負担

金について特定収入以外の特定収入と処理している。 

他方、発行年度が平成元年度以後の企業債については、発行年度ごとに課税仕入割合を計算する

ことによって、企業債収入が課税仕入れに充当されたものか、課税仕入れ以外の支出に充当されたか

を計算し、企業債償還に充てられた負担金のうち、前者に対応する分は特定収入、後者に対応する分

は特定収入以外の収入とするべきである。 

しかし、病院事業会計においては、発行年度が平成元年度以後の企業債償還に充てられた負担金

全額を特定収入としている。したがって、特定収入となる額は現在の計算より 大 40,582,891 円少なく

なり、特定収入に係る課税仕入れ等の消費税額も少なくなる。その結果、消費税減少可能額は、 大

54,110 円となる。 

 

2-2-2 長野県流域下水道事業費特別会計（平成 14 年度の節減可能額 6,028,833 円） 

 

2-2-2-1 是正改善事項による影響額 

 

消費税納付額の減少可能額 6,028,833 円について更正の請求をするよう指導を行った。これを受け

て、下水道事業においては更正の請求を速やかに行う予定である。 

                                                   
34 消費税法基本通達 16-2-2(1)又は(2)イ若しくはロにより使途が特定された補助金等の使途としての支出

及び借入金等の返済費又は償還費を除くとされている。 
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更正の請求は、法定申告期限から 1 年以内に限り行なうことができるとされているため35、平成 14 年

度の下水道事業の申告については、平成 16 年 9 月まで行なうことが可能である。 

平成 13 年度以前の過去の年度については、すでに更正の請求期間を経過したため、更正の請求

を行なうことはできない。しかし、平成13年度以前についても、平成14年度と同様の事情による是正改

善事項であり、かつ納付すべき税額を減少させる更正であるので、過去 5 年間分については税務調査

を受けて職権更正を受けられる可能性がある36。嘆願を行う等により、職権更正を受けられるよう努力を

すべきである。 

 

2-2-2-2 企業債償還に充てられた繰入金、負担金等の使途の特定について 

 

本報告書（要約版）・第三編「2-2-1-5 企業債償還に充てられた繰入金、負担金等の使途の特定に

ついて」において、病院事業会計に対して指摘した事項と同様の誤りが、長野県流域下水道事業費特

別会計においても検出された。 

平成元年度以後発行された企業債の償還に充てられた負担金等については、発行年度における

企業債収入が課税仕入れに充てられるか、課税仕入れ以外の支出に充てられるかによって、前者を

特定収入、後者を特定収入以外の収入としなければならない。しかし、下水道事業においては、発行

年度が平成元年度以後の企業債償還に充てられた負担金全額について、企業債収入が課税仕入れ

以外の支出に充てられたものも含めて、特定収入としていた。課税仕入れ以外の支出に充てられた企

業債の償還に充てられた負担金分については、特定収入とならないのであるから、特定収入額は、現

在の計算より 大 126,605,510 円少なくなり、特定収入に係る課税仕入れ等の消費税額も少なくなる。

その結果、消費税納付減少可能額が 大 6,028,833 円となる。 

 

2-2-3 社団法人長野県原種センター（消費税納付額への影響はない。） 

 

社団法人長野県原種センター（以下、「原種センター」という。」に関する是正改善事項は手続に関

するものであり、金額的影響はない。内容は以下のとおりである。 

 

2-2-3-1 特別会計の一部について課否判定を行っておらず、消費税計算に反映していない 

 

原種センターの内部にはいくつかの特別会計区分が設けられているが、その一部の区分について

課否判定を行っておらず、消費税計算に反映していない。今年度は課税売上がないため金額的影響

はなかった。 

 

2-2-3-2 不課税収入が特定収入に該当するか否かの判断を行っていない 

 

                                                   
35 国税通則法第 23 条。 
36 国税通則法第 70 条第 2 項 1 号。 
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社団法人においては、特定収入に係る仕入税額控除の特例を適用する事とされているため、補助

金等収入が特定収入に該当するかの判断をおこなわなければならないが、原種センターでは行われ

ていなかった。 

原種センターにおいては、特定収入割合が 5 パーセント以下であるとして、特定収入に係る仕入税

額控除の特例を適用していないため、特定収入に係る仕入税額控除の計算に影響はなかった。今年

度は結果として補助金収入等は概ね人件費に充当されていたため、特定収入となるものはなかったが、

補助金収入等が特定収入に該当すれば、特定収入割合が 5 パーセント超となり、特例計算を行わな

ければならなかった。 

 

2-2-4 長野県道路公社（平成 14 年度の過少申告額 1,367,809 円） 

 

2-2-4-1 課税売上の計上漏れ 

 

受託事業収入（課税売上）28,724,000 円について消費税計算上考慮していない。これによる消費税

納付額の増加額は 1,367,809 円である。これに関して、修正申告を行うよう指導した。これを受けて、長

野県道路公社においては修正申告を速やかに行う予定である。 

 

2-2-5 財団法人長野県テクノ財団（平成 14 年度の節減可能額 1,071,400 円） 

 

2-2-5-1 特定収入における調整割合の計算誤り 

 

財団法人長野県テクノ財団（以下、「テクノ財団」という。）は、課税売上割合が 95 パーセント未満で

あり、原則課税方式を適用し、一括比例配分方式を選択している事業者である。また、特定収入割合

が 5 パーセント超であるため、調整割合による調整が必要となるが、この算出の仕方に誤りが見られ

た。 

テクノ財団における調整割合の分子は、補助金収入等合計 185,970,500 円が該当するが、これを考

慮せず 0（ゼロ）とし、調整割合を 0（ゼロ）パーセントと計算していた。 

 

2-2-5-2 調整割合を積算させる特定収入の集計誤り 

 

調整割合によって特定収入に係る仕入控除税額を求める原則的計算方法の計算式は本報告書

（要約版）・第三編1-1-3において示されており、この計算式のうち「① 課税仕入れ等に係る特定収入

の額の 105 分の 4 相当額」において、テクノ財団では、「課税仕入れ等に係る特定収入の額」について

誤った金額を使用して計算している。 

以上、本報告書（要約版）・第三編 2-2-5-1 と本報告書（要約版）・第三編 2-2-5-2 の 2 点より

1,071,400 円の過大納付になっているため、更正の請求を行うよう指導を行った。これを受けて、テクノ

財団においては更正の請求を速やかに行う予定である。 
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2-2-6 社団法人長野県高圧ガス保安公社（平成 14 年度の節減可能額 92,800 円） 

 

2-2-6-1 非課税売上の集計誤り 

 

社団法人長野県高圧ガス保安公社（以下、「高圧ガス保安公社」という。）は、課税売上割合が 95 パ

ーセント以上で、特定収入割合が 5 パーセント超の事業者である。利息収入、有価証券売却収入の金

額の入力誤りによる非課税売上の集計誤りが見られた。これによって調整割合が本来 6.2012…パーセ

ントであるところ、6.2529…パーセントとなっている。 

 

2-2-6-2 仕入控除税額の計算誤り 

 

平成14年度は課税売上割合が 95パーセント以上であるため、仕入控除税額は全額控除となるにも

かかわらず、課税売上割合が 95 パーセント未満にのみ選択される個別対応方式によって計算を行っ

ていた。 

以上の点を勘案して消費税の再計算を行った結果、92,800 円の過大納付となっているため、更正

の請求を行うよう指導を行い、これを受けて高圧ガス保安公社においては速やかに更正の請求を行っ

た。 

 

2-3 是正改善を要しない事例（省略） 

 

第 3 章 監査意見（組織及び運営の合理化のための提言） 

3-1 財政援助団体等への委託料に係る消費税について検討すべきこと（平成 14 年度の

節減可能額 大約 91 百万円） 

 

県の財政援助団体等は、県行政を補完する立場から公益的事業を実施するために、その設立目的

や事業内容を踏まえ、県と委託契約を締結して事業を実施している。他方、県は毎年そのための多額

の委託料を支出している37。その支出には多額の消費税が含まれており、県の業務の遂行の仕方（以

下で述べる委託方式か補助方式か）によっては、納付する消費税の金額が大幅に減少する可能性も

ある。このような観点から以下で若干の意見をする。 

 

3-1-1 委託方式と補助方式 

 

財政援助団体等と県との間で締結されている委託契約に基づく業務は、消費税の課税取引となるこ

                                                   
37 平成 14 年度の財政援助団体等への委託料総額は 13,102 百万円（当初予算額）である。（「県出資等外

郭団体の総点検」より。） 
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とから、県は、その委託料に消費税を加算し各団体等に支払っている。 

この点、国または地方公共団体、公共・公益法人等の特例の一つとして、国、地方公共団体等によ

り設立された法人が、国・地方公共団体から補助金等(補助金、交付金、負担金等)として受入れ、かつ、

交付要綱等において、その使途が、課税仕入れのための支出として特定された場合には、この補助金

等によって賄われた課税仕入れに含まれる税額を控除して仕入控除税額を計算することになっている

（難解な仕組みであるため、報告書本文において簡単な数値例を示した）38。 

この特例を適用し、委託契約に基づく委託料（委託方式）を、県が課税収入である委託料ではなく

課税対象外収入である補助金（補助方式）として支出した場合、消費税（地方消費税を含む）の節減

効果をもたらす可能性がある。 

 

3-1-5 委託方式から補助方式に変更した場合の消費税の減少 

 

長野県の財政援助団体の委託事業について、委託方式から補助方式へと変更した場合、納付消

費税額が減少する可能性のある金額は、 大で 91,640 千円と推算することができる。 

 

(表 5) 平成 14 年度 県との委託契約における委託料と納付消費税削減可能額 

  委託料  

納付消費税 

削減可能額 

職員数 

（注）  

 

団体名 

（円） 

うち人件費 

(円） (円） （人） 

うち 

県派遣

職員 

1 長野県土地開発公社 112,263,900 集計なし － 49 1 

2 
(財)長野県国際交流 

推進協会 15,531,991 12,341,496 617,074 8 3 

3 
(財)長野県勤労者 

福祉事業団 381,828,859 225,672,081 11,283,604 30 5 

4 
(財)長野県長寿社会 

開発センター 59,144,000 32,543,000 1,627,150 24 6 

5 
(財)長野県文化振興 

事業団 2,018,226,184 787,075,243 39,353,762 168 74 

6 (財)長野県観光協会 63,652,257 32,592,815 1,629,640 42 4 

7 
(財)長野県中小企業 

振興公社 132,884,431 116,777,079 5,838,853 65 28 

                                                   
38 消費税法 60 条第 4 項、同施行令第 75 条第 1 項第六号、基本通達 16-2-1、16-2-2。 

消費税法では、委託料とすれば、すべて消費税の課税取引とし、補助金等として交付した場合にしか当該

特例の適用がないとの取り扱いになっている。 
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8 (社)長野県林業公社 171,300,133 78,732,496 3,936,624 13 2 

9 
(社)長野県林業 

コンサルタント協会 549,840,000 集計なし － 55 4 

10 長野県道路公社 28,724,000 集計なし － 37 26 

11 (財)長野県公園公社 664,589,000 118,988,001 5,949,400 26 10 

12 (財)長野県下水道公社 2,727,208,000 361,398,724 18,069,936 43 21 

13 
(財)長野県建設技術 

センター 428,946,190 集計なし － 54 5 

14 長野県住宅供給公社 938,995,961 64,858,489 3,242,924 59 1 

15 
(財)暴力追放県民 

センター 1,449,000 集計なし － 3 0 

16 
(財)長野県建築住宅 

センター 2,911,650 1,826,500 91,325 13 4 

17 
(社 )長野県高圧ガス保

安公社 33,379,500 集計なし － 2 2 

 合計 8,330,875,056 1,832,805,924 91,640,292 691 196 

（注） 職員数は常勤役員、県派遣職員、プロパー職員、嘱託職員、臨時職員の合計人数である。 

 

委託方式から補助方式への変更は、団体の自主性が確保されるのみならず、結果として消費税の

節減効果をもたらす場合がある。財政援助団体に対する委託業務のうち、少なくとも、その実態が補助

であると判断できる業務については補助方式への変更を検討すべきである。 

 

3-1-6 「公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」の適用と消費税 

 

財政援助団体に委託している業務に係る消費税は、前述の委託方式から補助方式への業務遂行

形式の変更のみならず、以下で述べるように、職員の派遣という方式によっても、同じ効果が発生する

場合がある。 

すなわち、平成 14 年 4 月 1 日に施行された「公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関

する法律」（以下、「公益法人派遣法」という。）第 6 条によって、県は、一定の場合には、派遣職員の給

与を直接に支給することができることとされた。これによる場合には、県は、人件費の部分については、

委託方式によることなく、人的支援をすることができ、結果、消費税の負担も発生しない。  

本条の規定は、派遣職員の給与の支給について、第 1 項において、原則的に公益法人の負担とす

る一方で、第 2 項において、下記の要件を満たす場合は県による支給を認めている。 
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一 派遣職員が派遣先団体において従事する業務が地方公共団体の委託を受けて行う業務、地方公

共団体と共同して行う業務若しくは地方公共団体の事務若しくは事業を補完し若しくは支援すると認

められる業務であること。 

二 その実施により地方公共団体の事務若しくは事業の効率的若しくは効果的な実施が図られると認

められるものである場合又はこれらの業務が派遣先団体の主たる業務である場合。 

 

県が財政援助団体等に委託している業務について同条第 2 項を適用すれば、派遣職員の人件費

を県が直接支給することができるため、委託料のうち派遣職員の人件費相当額が減少する。この結果、

県の支出額は、委託料に課税される消費税のうち派遣職員の人件費の 5 パーセント相当額が減少す

ることとなる。上記の表において明らかなとおり、財政援助団体の中には派遣職員が多い団体もあり、

その人件費の委託料に占める割合も少なくない。 

現在、長野県では、同条第 2 項の規定を受ける職員はいないという。しかし、県が直接人件費を負

担することは消費税節減の観点からは有利な方法であることも考慮の一部に含めて、公益法人等との

間で委託業務の関係がある団体において、公益法人派遣法第 6条第 2項の適用について検討すべき

である。 

 

3-2 中小事業者に対する特例措置（免税、簡易課税）の改正に関して検討すべきこと 

 

3-2-1 事業者免税点制度の概要とその改正点 

 

課税対象となる取引を国内で行った事業者は、消費税の納税義務者となるが、小規模事業者の納

税義務負担に配慮する等の観点から、基準期間39の課税売上高が 3,000 万円以下の事業者について

は、消費税法上、納税義務が免除される。平成 15 年度税制改正によって、平成 16 年度40課税期間よ

りこの免税点が 3,000 万円から 1,000 万円と変更されたため、従来免税事業者であった事業者に納税

義務が生じる可能性がある。 

今後の消費税申告事務の適正かつ合理的な執行に資することを目的として、平成16年度の基準期

間である平成 14 年度において、当該年度の課税売上高が 1,000 万円を超えるか否かを調査し、従来

免税事業者であった事業者が、平成 16 年度において納税事業者になるか否かの検討を行ったところ、

長野県県営林経営費特別会計、財団法人長野県国際交流推進協会以上 2事業者が課税事業者とな

ることが判明した。この 2 事業者はいずれも本報告書（要約版）・第三編 3-2-2 で説明する簡易課税制

度の選択が可能である。 

本則課税制度か簡易課税制度かの選択を誤ると、一方の制度を選択すれば還付されるはずの消費

税が還付されないこととなったり、または、消費税を過大に納付するような事態ともなりかねない。選択

には十分注意が必要である。 

また、選択可能な期間は以下述べるように平成 15 年度末（平成 16 年 3 月 31 日）までに限られ、そ

                                                   
39 法人についてはその事業年度の前々事業年度。 
40 平成 16 年 4 月 1 日から平成 17 年 3 月 31 日の間に始まる事業年度。 
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れまでに簡易課税制度を選択する手続をしない場合には、以後は本則課税制度のみ適用されること

になる。選択手続の期限についても留意されたい。 

平成16年度事業計画において、設備投資等多額の課税仕入を計上することが予定されている場合

には、本則課税を適用すれば、課税標準税額（課税売上税額）に対して多額の課税仕入税額となるた

め、消費税の還付を受けられる可能性が高い。また支出に占める不課税（課税対象外）支出、非課税

支出の割合が高い場合には、課税売上高の割合に応じて仕入税額が控除できる簡易課税が有利とな

る可能性が高い。簡易課税制度の選択は適用事業年度の前年度期末日つまり平成 15 年度期末日ま

でに、「簡易課税制度選択の届出書」を税務署に提出する必要があるため41、平成16年度の事業計画

（収益構造）を考慮した上で、本則課税制度か簡易課税制度の選択をすべきである。 

 

3-2-2 中小事業者の仕入れに係る税額控除の特例（簡易課税制度）の概要とその改正による影

響 

 

簡易課税制度とは、実際の課税仕入高とは関係なく、課税売上高に税率を乗じて計算した消費税

に対して、事業の種類に応じたみなし仕入率を乗じて仕入に係る消費税を計算し、これを差し引きする

ことによって消費税額を計算する制度である42。この制度は、基準期間における課税売上高が 2 億円

以下で、適用を受ける事業年度の前年度期末日までに「簡易課税制度選択届出書」を所轄の税務署

へ提出することによって適用となる。この適用上限である 2 億円は、免税点の引き下げ同様、平成 15

年度税制改正によって、平成 16 年度課税期間より、5,000 万円に引き下げられることとなった。つまり

平成16 年度の基準期間である平成14 年度の課税売上高が 5,000 万円を超える事業者は、簡易課税

制度を選択できなくなる。 

平成 14 年度において簡易課税制度を選択しているすべての事業者について、当該年度の課税売

上高が 5,000万円を超えるか否かを調査することによって、平成16年度も簡易課税制度の適用を受け

ることができるか否かについて検討したところ、簡易課税制度は選択できず、本則課税制度のみの適

用となる事業者は、長野県土地開発公社、財団法人長野県長寿社会開発センタ－、財団法人飯伊地

域地場産業振興センタ－、財団法人長野県建築住宅センタ－以上 4 事業者であることが判明した。 

本則課税制度の適用において、簡易課税制度と大きく異なる点は、第一に、特定収入に係る仕入

れ税額控除の特例が適用される事となるため、特定収入の有無を判断しなければならない点である。

特定収入割合を計算し、特定収入割合が 5 パーセント超である場合、仕入税額控除の調整を行わな

ければならない。第二に、収入だけでなく、支出の課否判定も行わなければならないため、款項目節の

区分ごとにコンピュ－タで税区分の設定を行ったり、若しくは手作業によって課税、非課税、不課税（課

税対象外）の区別を行う必要がある。第三に、本則課税においては、課税仕入税額を課税売上税額か

ら差し引くための要件として、原則として、課税仕入れ等の事実を記録した帳簿と請求書等を保存しな

ければならない43。このように本則課税は簡易課税制度と比べ複雑な手続が必要とされるので、上記事

                                                   
41 消費税法第 37 条第 1 項。 
42 消費税法第 37 条第 1 項。 
43 消費税法第 30 条第 7 項。 
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業者は、本則課税適用に際して十分注意しなければならない。 

 

【第四編】【第四編】【第四編】【第四編】    政務調査費（旧・県政調査研究費交付金を含む。）の事務政務調査費（旧・県政調査研究費交付金を含む。）の事務政務調査費（旧・県政調査研究費交付金を含む。）の事務政務調査費（旧・県政調査研究費交付金を含む。）の事務    

第 1 章 監査結果（政務調査費の概要） 

1-1 政務調査費とは何か 

 

政務調査費とは、一般的には、地方公共団体の議員が行なう調査研究活動に必要な経費として、

議会の会派や議員に対して支給される交付金のことである。政務調査費は、古くは地方公共団体が要

綱を定めて交付するのが一般的であったが44、平成 12 年法律第 89 号による改正法（改正地方自治法。

平成 13 年 4 月 1日施行）によって、現在は法律上の制度として存在している。地方自治法は、地方公

共団体は条例を定めて「政務調査費」を会派又は議員に対して交付することができると規定している

45。 

 

1-2 長野県政務調査費の交付に関する条例 

 

上記の法改正を受けて、県では、従来から同様の趣旨で交付していた「県政調査研究費交付金」に

替えて、平成 13 年 2 月、「政務調査費の交付に関する条例」（以下、「政務調査費条例」という。）を制

定し、これに基づいて政務調査費が交付されることとなった。政務調査費条例では、会派（所属議員が

1 人の場合を含む。）に対し、月額 31 万円に会派の所属議員の数を乗じた額を、毎月 10 日に当該月

分を支給することを定めている（金額については、平成 15 年 5 月 1日から平成 18 年 3 月 31 日までの

間は、景気の低迷や厳しい県の財政状況等を勘案して、月額 29 万円に減額している）。 

 

1-3 長野県政務調査費条例の趣旨 

 

政務調査費制度の趣旨について、県では次のように説明しているが、一般的な理解であるといえる

46。 

 

県議会議員は、県民の負託に応えるため、地方行政等に関する諸制度、県政及び国政の動向等

                                                   
44 地方自治法 232 条の 2 を根拠とする公益上必要ある場合の補助として。 
45 条文は次のとおりである。「普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研

究に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対し、政務調査費を交付する

ことができる。この場合において、当該政務調査費の交付の対象、額及び交付の方法は、条例で定めなけ

ればならない」（地方自治法第 100 条第 13 項）、「政務調査費の交付を受けた会派又は議員は、条例の定

めるところにより、当該政務調査費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとする」（同条第 14

項）。 
46 県議会のホームページを参照（ http://www.pref.nagano.jp/gikai/gisoumu/syusi.htm ）。 
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に対する広範かつ専門的な知識を必要とし、これらに対する不断の調査研究活動が要請されていま

す。  

このため、議会においては、思想信条あるいは政治的立場を同じくする議会内の「会派」を中心に

政策研究等の活動が行われており、議会の「委員会」活動とは別に、「会派」が独自に、県政に関する

懸案事項等について現地調査を行うなど、活発な調査研究活動が展開されております。  

会派ごとに活動することは、議員一人ひとりが活動するよりも効率的であり、かつ、会派間のほどよい

緊張関係により議会活動が活発化するメリットがあり、政務調査費は、こういった、「会派」が行う県政に

関する調査研究活動に必要な経費の一部を賄うために、交付されるものであります。 

 

 

1-4 政務調査費条例等に基づく政務調査費に関する手続等 

 

県の政務調査費に関する手続、使途基準等は、政務調査費条例及び政務調査費の交付に関する

条例施行規程（平成 13 年 3 月 29 日長野県議会告示第１号）（以下、「政務調査費条例施行規程」と

いう。）により規定されている。 

他の多くの地方公共団体と異なり、長野県に特徴的なこととして、平成 15 年 5 月 1 日からは、政務

調査費のより一層の透明性を確保し、議会の情報公開を推進するため、議長に提出する収支報告書

に、すべての領収書を含む証拠書類の写しを添付することが新たに規定され、実施されている（平成

15 年 3 月 24 日長野県条例第 42 号）。 

この点において、長野県の政務調査費条例は、他の地方公共団体に先駆けた先駆的な条例である

といえる。 

以下、条例等に基づいて、政務調査費の手続等を概説する。 

 

① 政務調査費の交付対象 

政務調査費は、会派（所属議員が 1 人の場合を含む。以下同じ。）に対して交付する（条例第 2

条）。 

② 政務調査費の額等 

政務調査費の額は、月額 31 万円に会派の所属議員の数を乗じて得た金額とする（条例第 3 条

第 1項）。 

ただし、条例附則第 2 項（政務調査費の額の特例）において、「平成 15 年 5 月 1 日から平成 18

年 3 月 31 日までの間に交付する政務調査費の額は、第 3 条第１項の規定にかかわらず、月額 29

万円に会派の所属議員の数を乗じて得た額とする。」とされている。 

なお、「前項の所属議員の数は、月の初日における所属議員の数による」（条例第 3 条第 2 項）。 

③ 会派の届出 

会派は、政務調査費の交付を受けようとするときは、政務調査費経理責任者を定めるとともに、

長野県議会の議長（以下「議長」という。）が定める会派結成届を議長に提出しなければならない

（条例第 4 条第 1項）。 
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会派は、前項の会派結成届の内容に異動が生じたときは、議長が定める会派異動届を議長に

提出しなければならない（同条第 2 項）。 

会派が解散したときは、その代表者であった者は、議長が定める会派解散届を議長に提出しな

ければならない（同条第 3 項）。 

④ 会派の通知 

議長は、前条の規定により、会派結成届、会派異動届又は会派解散届が提出されたときは、速

やかに知事に通知しなければならない（条例第 5 条）。 

⑤ 政務調査費の交付 

知事は、毎月 10 日に、当該月分の政務調査費を交付するものとする（条例第 6 条）。 

⑥ 政務調査費の使途 

会派は、政務調査費を議長が定める使途基準に従い使用しなければならない（条例第 7 条）。 

条例第 7 条の使途基準は、別表のとおりとされている（規程第 3 条）。 

 

（表） （別表） （第 3 条関係） 

項目 内容 

調査研究費 会派が行う県の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委

託に要する経費 

研修費 会派が行う研修会、講演会等の実施に必要な経費並びに他団体が開催

する研修会、講演会等への所属議員及び会派の雇用する職員の参加に要

する経費 

会議費 会派における各種会議に要する経費 

資料作成費 会派が議会審議に必要な資料を作成するために要する経費 

資料購入費 会派が行う調査研究のために必要な図書・資料等の購入に要する経費 

広報費 会派が行う議会活動及び県政に関する政策等の広報活動に要する経費 

事務費 会派が行う調査研究にかかる事務遂行に必要な経費 

人件費 会派が行う調査研究を補助する職員を雇用する経費 

 

⑦ 収支報告書等 

会派は、議長が定める収支報告書（その年度において交付を受けた政務調査費に係る収入及び支

出の報告書をいう。以下同じ。）に地方自治法第 100 条第 13 項に規定する調査研究に関する収入又

は支出であることを証する領収書その他の書類の写し（次項及び第 12 条において「証拠書類の写し」

という。）を添えて、その年度の末日から 30 日以内に議長に提出しなければならない（条例第 8 条）。 

⑧ 収支報告書の写しの送付 

議長は、前条の規定により収支報告書が提出されたときは、その写しを知事に送付するものとする

（条例第 9 条）。 

⑨ 議長の調査 

議長は、政務調査費の適正な執行を確保するため、第 8条の規定により収支報告書が提出されたと
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きは、必要に応じ調査を行うものとする（条例第 10 条）。 

⑩ 知事による返還の命令 

知事は、会派がその年度において交付を受けた政務調査費の総額から、当該会派がその年度にお

いて行った政務調査費による支出（第 7 条に規定する使途基準に従って行った支出をいう。）の総額を

控除して残余がある場合、当該残余の額に相当する額の政務調査費の返還を命ずることができる（条

例第 11 条）。 

⑪ 収支報告書等の保存及び閲覧 

議長は第 8 条の規定により提出された収支報告書及び証拠書類の写しを、提出すべき期間の末日

から 5 年を経過する日まで保存しなければならない。（条例第 12 条第 1 項）、何人も、議長に対し、前

項の規定により保存されている収支報告書及び証拠書類の写しの閲覧を請求することができる（同条

第 2 項）。 

議長は、前項の規定による請求があった場合において、証拠書類の写しに長野県情報公開条例

（平成 12 年長野県条例第 37 号）第 7 条第 2 号又は第 3 号に規定する情報その他議長が定める情報

が記録されているときは、当該記録されている部分を除き、請求者の閲覧に供するものとする（同条第

3 項）。 

会派の政務調査費経理責任者は、政務調査費による支出について、会計帳簿を調整し、その内訳

を明確にするとともに、証拠書類等を整理保管し、これらの書類を当該政務調査費の収支報告書を提

出すべき期間の末日から 5 年を経過する日まで保存しなければならない（規程第 5 条）。 

条例第12条第2項の規定による収支報告書（同項の証拠書類の写しを含む。以下同じ。）の閲覧は、

当該収支報告書を提出すべき期間の末日から 30 日を経過した日の翌日から閲覧することができる（規

程第 6 条）。 

 

1-5 政務調査費の各会派別の支出実績 

1-5-1 会派等の変遷（省略） 

1-5-2 政務調査費の交付実績 

 

監査を実施した平成 13 年度の、県政会県議団（以下、「県政会」という。）、県民クラブ、社会県民連

合県議団（以下、「社会県民連合」という。）及び日本共産党長野県議会議員団（以下、「日本共産党」

という。）の 4 会派に対して交付した政務調査費47の実績は次のとおりである。 

なお、平成 11 年度、平成 12 年度、平成 14 年度については、「包括外部監査報告書」を参照。 

 

（表）政務調査費の交付実績 （上段：交付額、下段：支出額） （単位：千円） 

 県政会 県民クラブ 社会県民連

合 

日本共産党 合計 

平成 13 年度 153,140 29,760 26,040 18,600 227,540 

                                                   
47 平成 11 年度、平成 12 年度は県政調査研究費交付金として交付。 
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157,758 29,760 26,040 19,890 233,478 

 

平成14 年 9 月、それまでの 4 会派が会派解散・再編等に伴い下記の 16 会派となり、約 222 百万円

が交付されている。平成 11 年度から平成 13 年度においては全ての会派の支出が交付額を上回って

いたが、平成 14 年度では 4 会派において残余が発生し、これを県へ返還している。 

 

第 2 章 監査結果（主に是正改善に係る事項） 

2-1 県政会県議団 

 

2-1-1 結論 

 

平成 13 年度の県政会における政務調査費の支出の中には、一部、不適切な支出が行われた可能

性があるので、知事は、県政会に対して、同会派における支出が政務調査費条例第 7 条に規定する

使途基準に従っているか否かについての調査を行ない、使途基準に従っていない支出があれば、こ

れを政務調査費の支出から除外し、その上で、平成 13 年度の県政会の政務調査費に残余があると認

められる場合には、同条例第 11 条に基づいて、当該政務調査費の返還を命令すべきである。 

 

2-2-2 理由及び監査の実施状況 

 

当監査人は、実地の監査において、県政会の政務調査費の支出に関する領収証等の証拠書類、

及び政務調査費の収支を管理する出納簿等を閲覧し、不適切な使用の可能性のある事案について、

その内容を当監査人の調書に記録した。 

しかし、実地監査において、証拠書類を複写することを拒否されたため、十分な監査証拠を完成さ

せることができなかった。また、代替の方策として、当監査人が調書に記録した内容について、会派の

当時の代表者に対し、当監査人が不適切の疑いをもつ支出に関する事実の認識若しくは確認、当監

査人の解釈に対する意見などを求めたが、当時の代表者は、会派は既に解散し消滅した団体であり、

現在は、旧県政会の諸事務を総理していない、との回答を得た。 

すなわち、当監査人は、監査結果の決定については、複写を要望したものの拒否され、これにより監

査証拠を完成させることができず、かつ、監査対象である会派による内容確認を行なったが、その確認

を得ることもできなかったということになる。 

以上から、不適切の疑いのある個別・具体の支出の内容を監査結果の中に記載し、包括外部監査

人としての評価を行なうためには、必要な監査手続に一部制約があると考えられるため、そのような内

容を含む監査結果を決定することは差し控えざるをえない。他方で、今回の監査結果としては、政務調

査費条例に基づいて会派に対して政務調査費の返還を命令する権限を有する知事に対し、その内容

を伝え、かつ、上記で述べた措置を要求することが、当監査人に与えられた権限48の中で可能な 大

                                                   
48 当監査人が、会派に対する政務調査費の監査を実施する権限は、基本的には、県が財政的援助を与え
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の監査であると考えた（知事に対し返還命令権の発動の検討を要請するというのが監査結果である）。

以上が、監査結果決定の理由及び監査の実施状況の概要である。 

 

2-2 県民クラブ 

 

2-2-1 結論 

 

監査対象から除外する。 

 

2-2-2 監査対象除外の理由及び監査の状況 

 

県民クラブに対する監査は、半日をかけて会派における政務調査費の使用状況や制度に対する会

派の問題意識などについて聴取し、有意義な実地監査を行なうことができた。しかし、個別・具体の支

出についての監査結果を決定するうえでの詰めの段階において二月定例議会の時期となり、当監査

人としては、追加で二時間程度の実地監査の機会を得たい旨と、議員が多忙の場合には事務局員の

みの対応でも差し支えない旨を伝えたが、会派としては、議員が説明責任を果たしたいので事務局員

による説明は御遠慮させて頂きたきたいという回答があり、議会開催期間中の対応は不可とされた（も

っとも、3 月 29 日以降の対応は可とされたが、監査結果の提出期限まで残り三日しかなく、監査日程と

しては現実的に採用し得ないものであると考えた）。 

以上から、監査日程を確保することが困難であるので、県民クラブについては、今年度の監査対象

からは除外することとした（なお、監査対象除外は、以上の理由によるものであり、会派の非協力があっ

たものではないことを付言しておく）。 

 

2-3 日本共産党長野県議会議員団 

 

平成 13 年度の政務調査費について、証拠書類等を通査した結果、手続上の不適切若しくは改善・

工夫を要するものとして、次の 4 点を指摘する。その他については、特段の問題は発見されなかった。 

 

2-3-1 高速道路料金を実費で精算すべきこと 

 

                                                                                                                                                             
ている相手方に対する監査権限に関する規定に基づいている（地方自治法第 252 条の 37 第 4 項、及び長

野県外部監査契約に基づく監査に関する条例（平成 11 年条例第 28 号）第 2 条第 1 号）。県の議会、長そ

の他の執行機関又は職員は、外部監査の適正かつ円滑な遂行に協力する努力義務があるが（地方自治法

第 252 条の 33 第 1 項）、議会の「会派」は、確かに議会の構成員である議員によって構成される団体である

とはいえ、形式的には、県のいかなる機関でもない外部者であるため、こうした法定の協力努力義務はない。

また、県政会は、すでに解散した会派である。以上から、県の外部者に対する強制的調査権限を有しない

包括外部監査人としては、上記で述べた監査結果が、当監査人において法的に可能な 大の成果である

と考えている。 
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長野県本庁から遠距離の地域を地元とする議員 A は、県庁の往来に際して高速道路を使用してお

り、その料金の支払に充てるため、「ハイウェイカード」を購入し、平成 13 年度に 20 万円を政務調査費

から支出している。 

しかし、高速道路の使用に際しては、使用の都度、使用明細を入手することが容易であることから、

政務調査費でこれを支出する場合には、実費額にて精算すべきである。 

次に、過大支出の可能性について、議員Aの旅費の発生状況を推算したところ、政務調査費から支

出すべき高速料金は、ハイウェイカード購入額の 20 万円を明らかに超過することが判明したため、結

果において、政務調査費の過大支出はないと認められ、当該支出そのものには問題はないと考える。 

他方、政務調査費の精算に際しては、現金の支出（本件でいえばハイウェイカードの購入）のみにと

らわれず、むしろ、財・サービスの消費実績（高速道路の使用、若しくはそれにともなうハイウェイカード

の使用）に基づくべきであり、概算や推算によらず、合理的に可能な場合は、実費での精算を心掛ける

べきである。 

現在、会派内における高速料金の精算は、実費で精算することになっている。 

なお、ハイウェイカードを購入する方法の場合、割引制度（例えば、5万円のハイウェイカードは、5万

8 千円分の使用が可能である）の利用によるメリットがあった。 

 

2-3-2 現地事務局員の人件費支出に係る書類の整備について 

 

日本共産党では、県内の一定地域に「現地事務局員」を配置して庶務的事務等を担当させ、この人

件費に政務調査費が充てられている（一人当り月額 60,000円の定額支給。約３人。議員の親族は含ま

れていない）。 

そこで当監査人は、この支出が定額支給であることから、人件費の過払いがないか調査した。その

結果、全員について、毎週、勤務状況の報告書（「〇〇県議事務所の活動報告書」などの文書件名が

付されている）がファクスによって県庁の日本共産党議員控室に送付されており、報告書を通査した結

果、その記載内容からは、月額 60,000円以上の勤務実績が継続的になされていることが明白であった

ので、労務の対価として過大な支出はないものと合理的に推認できた（会派の説明によれば、実際の

労務の量に対して、月額 6 万円は著しく少額であり、無理をお願いしている状況であるという）。 

他方で、この報告書の現状の記載内容は純粋な業務報告であるが、報告者の記名がない事例が一

般的となっている。政務調査費による人件費の支出の根拠となるものであるから、当該現地事務局員

の記名による業務報告若しくは対価の請求の形式を具備する必要がある。 

 

2-3-3 領収証の添付を徹底すべきこと（是正済み） 

 

下記の研修会への参加経費として下記の事例①90,000 円及び事例②7,000 円の二件が政務調査

費から支出されているが、証拠書類綴りには、研修会の開催案内などが添付されているものの、研修

会主催者が通常発行する領収証の添付が全部ない、若しくは一部不足している。主催者が公的団体

である場合においても、合理的に可能な限り領収証を取得すべきであり、不可能な場合には、研修会
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等に参加した議員の自著による精算書を添付して政務調査費の証拠書類とすべきである。 

なお、実地監査の後、日本共産党では、下記の取得のなかった領収証については、二件とも相手

方よりとりよせ、領収証は完備したという報告を受けている。 

 

（事例①） 

日  時 ： 平成 14 年 2 月 3 日（日）13 時から 18 時まで 

       平成 14 年 2 月 4 日（月）9 時から夕刻まで 

場  所 ： 平成 14 年 2 月 3 日（日）は下諏訪町内のホテル 

       平成 14 年 2 月 4.日（月）は下諏訪町内の公共施設 

費  用 ： 宿泊代 １人 8,000 円 

       分担金 １人 10,000 円 

参加人数 ： ５人 

費用合計 ： 90,000 円 

領収証の添付がないもの ： 全部 

 

（事例②） 

日  時 ： 平成 13 年 8 月 25 日（土）から 

       平成 13 年 8 月 26 日（日）まで 

場  所 ： 長野市内の公共施設 

費  用 ： １人 3,500 円 

参加人数 ： 6 人 

費用合計 ： 21,000 円 

領収証の添付がないもの ： ２人、合計 7,000 円 

 

2-3-4 現金出納簿の調製に工夫を要するもの（是正済み） 

 

日本共産党では、政務調査費の収支報告書と、諸々の証拠書類との関係を明確にする（数字をつ

なぐ）ための帳簿として、現金出納簿が調製されている。その記載内容は、個々の支出について、政務

調査費の支出が認められる科目番号が付されるなど、当時の担当者の創意工夫のあとが見られ、適正

な内容の記帳がなされており、以上の限りにおいては、当時の政務調査費の帳簿組織としては諸会派

の中でも優れたものといえる。 

しかし、帳簿そのものが鉛筆で記帳されており、表紙がなく、帳簿の件名も付されていない。そこで、

当該帳簿の重要性に鑑み、帳簿には表紙を付け、「政務調査費現金出納簿」などの文書件名を定め、

文書の保管及び使用がより確実かつ効率的なものとなるよう工夫を要する。 

なお、実地監査の後、日本共産党では、即時に是正したとの報告を受けている。 
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2-4 社会県民連合県議団 

 

平成 13 年度の政務調査費について、証拠書類等を通査した結果、手続上の不適切若しくは改善・

工夫を要するものとして、次の 2 点を指摘する。その他については、特段の問題は発見されなかった。 

 

2-4-1 未使用残高の返還を要するもの（268 千円） 

 

社会県民連合県議団（以下、「社県連」という）は、平成 13 年1月に、「政策提案型議会を目指して」、

「社会県民連合県議団政策構想」を起草し、7 つの「政策委員会」を設置し、「各政策委員会の必要経

費については、当面の運営費として 50 万円を計上する」（内訳は、７政策委員会×50,000 円＝

350,000 円、その他事務雑費 150,000 円、合計 500,000 円）とした49。 

社県連では、この 50 万円について、平成 12 年度中に政務調査費（平成 12 年度当時は、「県政策

調査研究費交付金」）から支出し、さらに平成 13 年度には 100,000 円を政務調査費から支出し、政務

調査費の帳簿処理上、支出済みの処理をしている。しかし、実際には、会派の外部に支出されたのは、

以下で述べるとおり、平成13年度以降であり、平成12年度以降の各年度末において未使用の残額が

存在し、平成 15 年 4 月 20 日の会派解散の時点においては 268,822 円の残額が存在した。 

社県連では、この政策委員会の出納を、「政策委員会共通事項雑費 社県連県議団」という出納簿

によって収支を管理しており、監査の時点において、その帳簿及び残額 268,822 円の現金（紙幣及び

貨幣）が確認された。この出納簿の収支の概要は下記のとおりである。 

 

（表） 「政策委員会共通事項雑費 社県連県議団」の概要    （単位：円） 

 収入合計 支出合計 残額 

平成 12 年度 （政務調査費より）500,000 0 500,000 

平成 13 年度 （政務調査費より）100,000 

（その他の収入） 48,000 

（注）331,043 316,957 

平成 14 年度 0 39,126 277,831 

平成 15 年度 

（4 月 20 日まで） 

0 9,009 268,822 

（収入内訳は当監査人が補足） 

（注）このうち、48,000 円は、政務調査費以外のその他の収入を財源とするものであり、政務調査

費を財源とする金額は、283,043 円である。 

 

以上を要すると、社県連では、政策委員会をあたかも会派とは別の主体であるかのように位置付け、

政務調査費を、会派からその別の主体へと支出したものとして処理しているといえる。しかし、実際には、

政策委員会は、社県連という会派の内部組織であり、上記の収支は、本来、政務調査費の収支の一

                                                   
49 社会県民連合県議団『21：社会県民連合県議団政策構想』（平成 13 年 1 月）5 頁。 
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部として処理されるべきである。このように、会派の政務調査費の会計と、政策委員会の会計とが、別

の会計として処理される結果となった背景には、社県連において、政務調査費のうち、政策委員会の

活動に当てる財源と支出について、一種の「予算」として管理しようとしたことが考えられる。 

政務調査費は、制度上（平成 12 年度までは要綱、平成 13 年度以降は地方自治法及び条例）、繰

越処理を禁止する規定は存在しておらず、残額が存在し、その現金を保管していること自体がただち

に条例等に抵触するものではない。 

しかし、政務調査費の収支報告書において、平成 12 年度に 500,000 万円の支出、平成 13 年度に

100,000 円の支出として記載したことは誤りであり、正しくは、平成 13 年度に 283,043 円（331,043 円の

うち政務調査費を財源とする金額。上記（表）の（注）を参照）の支出、平成 14 年度に 39,126 円の支出、

平成 15 年度に 9,009 円の支出、そして平成 15 年 4 月 20 日の会派解散時点における残額 268,822

円とするのが正しい処理である。 

現在、会派は解散しているが、社県連の構成員であったものは、当時の政務調査費の収支報告書

を訂正して県議会に再提出すべきであり、さらに、政務調査費の残額 268,822 円を県に返還すべきで

ある。 

議長は、以上の内容を社県連の構成員であった者に通知すべきであり、それに基づいて残額を管

理している者が当該金員を返金しない場合は、知事は、残額のうち、平成 12 年度の政務調査費の未

使用残額、すなわち、残額 268,822 円のうち、平成 13 年度に政務調査費から措置した 148,000 円を

除いた 120,822 円については、任意の返還を求め、平成 13 年度の政務調査費から支出した 148,000

円については、政務調査費条例第 11 条に基づいて返還の命令をするべきである。 

なお、以上の政策委員会の収支及び残額について、監査における同席者の個人の意思としては、

残額についてはむしろ処理に困っており、監査の結果に基づいて返還したいと述べている。また、社

県連において、以上の政策委員会の収支を政務調査費の収支から除外する（政務調査費からの支出

として処理する）ことについて、全国都道府県議会議長会の使途基準50に「引当金」に関するものがな

かったため、県議会事務局に相談の上、政務調査費の支出としたことなどに照らして、当該残額を隠

蔽し、若しくはこれを流用しようとした意思及び事実は存在しないものと認める。 

 

2-4-2 帳票書類の作成方法について 

 

社県連では、旅費を政務調査費から支出するに際して、「旅費命令（依頼）概算請求票 精算票」を

起票している。監査の結果、この帳票の記載内容そのものに不適切なものは発見されなかったが、鉛

筆によって記載されたものが散見された。鉛筆書きの場合、長期の文書保存期間の中で、保存能力に

脆弱さがあるため、ボールペン等によって記載すべきである。 

 

2-5 懇談会費用の支出の違法性、妥当性、適切性等について 

 

                                                   
50 全国都道府県議会議長会『政務調査費の交付に関する条例（例）及び同規程（例）関係資料集』（平成

12 年 12 月）。 
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既に述べたとおり、県政会では、不適切な支出が行なわれた可能性があるので、以下では、各会派

における支出の判断と、知事の返還命令権の行使の参考に資するため、一般論として、いわゆる「懇

談会」の費用の支出の違法性、妥当性、適切性等の判断基準について若干の検討をする。 

懇談会という用語は、必ずしも一義的なものではないが、政務調査費についていえば、基本的には

会議費（政務調査費条例施行規程第 3 条及び同別表）に相当するといえる。 

他方、この会議費は、一般にいわれる「交際費」とは性質を異にすると考えられ、また、県の政務調

査費条例及び同施行規程には、使途としての交際費は明文規定がない。したがって、政務調査費の

会議費から交際費の支出をすることが認められるのかどうかという問題もある51。 

そこで、そもそも政務調査費から交際費を支出しうるのかについて検討する。「政務調査」という用語

の自然な解釈からすれば、漠然とした交際活動、例えば具体的な政務調査の目的のない状況の下で

行われる接待や接遇などに係る経費を政務調査費から支出することには問題があると考える。他方で、

政務調査という用語が法律上も、条例上も必ずしも画一的に解釈し得るものではなく、一定の不確定

要素を含んでいるともいえるから、一切の交際費を政務調査費の支出として認めず、これを直ちに違法

と解することも合理的ではないと考える。 

したがって、当監査人は、具体的な政務調査の目的の下で行われる一定の範囲内の交際であれば、

政務調査費の使途として認められ、かつ、科目としては会議費から支出する余地もあると考える。その

判断基準は、地方公共団体における懇談会の支出基準（地方自治法等の解釈に基づく基準）に準じ

て考えることが合理的である。 

 

2-5-1 懇談会費用の財務会計上の分類（内部懇談と対外折衝） 

 

まず、懇談会費用の内容の分析を行なう。 

懇談会の分類の仕方の一つとして、特に財務会計の観点からは、①会派と外部者との交流に係る

会議（対外的折衝を含む）と、②会派の構成員（事務局員を含めて）などの内部者のみによる会議とに

分けることができる。公金の支出として、一定の範囲の前者の支出が認められることは言うまでもないが、

後者については争いがあり、どのような飲食等であれば適法な支出として認められるのか、この点につ

いての明確な基準はないといえる。 

過去の裁判例において、①県の監査委員を東京事務所の職員が接待したことを違法とした事例52、

②監査委員と知事がしたフランス料理の昼食が裁量権の逸脱ではないとされた事例53、③監査委員の

昼食代、会食代を違法とした事例54、④部課長会の懇談会に長が祝金 3 万円を支出したことを違法と

した事例55などがある。 

さらに注目すべき裁判例として、⑤給与条例主義（地方自治法第 204 条第 3 項及び 204 条の 2、地

方公務員法第 24 条第 6 項及び同第 25 条第 1 項）によって、条例に基づかない職員に対する財産的

                                                   
51 「懇談会」は、「懇親会」とは異なり、後者は、より「交際」的な意味合いを帯びるものと考える。 
52 静岡地判平成 10.2.27 判例地方自治 181 号 15 頁。 
53 東京地判平成 10.6.19 判例地方自治 182 号 19 頁。 
54 松山地判平成 11.7.7 判例タイムズ 1046 号 137 頁。 
55 東京地判平成 14.6.21 判例集未登載。 
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給付は違法であるとし、一般によくいわれる「社会通念上儀礼の範囲内」の支出は認められるとする基

準は、「対外的折衝」から生ずる公金の支出に関する基準であって、職員のみによって費消される昼食

や残業食代にはあてはまらず、これを支出することは金額の多寡を問わず違法であるとした事例もある

56。 

以上の地方公共団体の執行機関における裁判例を参考にして、議会の会派に関する当監査人の

判断としては、議会の会派は、思想信条あるいは政治的立場を同じくする議員の集合体であり、会派

内の懇談会は、確かに表面的には「対外的折衝」とはえいないが、会派は、基本的には、議会の構成

員たる議員（一人の自然人）としての地位に基礎付けられていることから、会派内の懇談会は、純然な

「身内」の会議とも異なる要素があると考える。したがって、一定の範囲内の懇談会費用であれば、それ

が会派内の懇談会であるからといって、ただちに違法な公金支出となるものではないと考える。 

 

2-5-2 「社会通念上儀礼の範囲」とは（ 高裁判所の判断） 

 

次に、会派内の懇談会費用のうち、どのような範囲の懇談会経費であれば認められるのかについて

検討する。まず、より広範な裁量が認められるであろう地方公共団体の機関が行なう「対外的折衝」等

の場合を参照する。 

高裁判所は、次のとおり述べ、「社会通念上儀礼の範囲」であれば認められるとしている。 

 

「普通地方公共団体の長又はその他の執行機関が、当該普通地方公共団体の事務を遂行し対外

的折衝等を行う過程において、社会通念上儀礼の範囲にとどまる程度の接遇を行うことは、当該地方

公共団体も社会的実体を有するものとして活動している以上、右事務に随伴するものとして、許容され

るものというべきであるが、それが公的存在である普通地方公共団体により行われるものであることに思

いを致すと、対外的折衝等をする場合には、右接遇は当該普通地方公共団体の事務に当然伴うもの

とはいえず、これに要した費用を公金により支出することは許されないものというべきである。」57 

 

高裁判所の判決やその他の裁判例に照らして、具体の事案が「社会通念上儀礼の範囲」にある

か否かを判断する明確な基準は確立していると言うことはできない。上記において 高裁判所は、接

遇に至る経緯、接遇の費用に芸妓花代が含まれていること、二次会費用も含まれていることなどから、

宴会による接待そのものを目的とするものと認定し、社会通念上儀礼の範囲を逸脱したものと判断した

が、諸要素のどの点がどれだけ重視されたのかは明らかではなく、総合的な判断であったというほかな

い。 

他方、別の事例として、地方公共団体が中央官庁の係官を地元の料亭で酒食をともにして接遇した

事例で、二次会を含まず 11 名で 20 万余円を支出したことを、社会通念上儀礼の範囲を逸脱したもの

とまで断ずることはできないとした 高裁判決もある58。 

                                                   
56 奈良地判平成 13.8.8 判例タイムズ 1074 号 167 頁。 
57 高裁判平成元.9.5 判例時報 1337 号 43 頁。 
58 高裁判平成元.10.3 判例時報 1341 号 70 頁。 
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2-5-3 「社会通念上儀礼の範囲」とは（下級審の判断。「儀礼」と「相当」） 

 

以上の「社会通念上儀礼の範囲」については、個々の事例における下級審の判断も参考になる（い

うまでもなく、長野県の事例ではない）。 

 

① 宿泊付き懇親会 

 

長及び幹部職員と、町内会長・同副会長との懇親会を保養温泉旅館で宿泊つきで開催した場合に

ついて、地裁と高裁とで判断が分かれた事例がある。 

仙台地判平成 7.2.23（判例タイムズ 890 号116 頁）は、市が市民と行政上の意思疎通を図るのに、こ

のような場所で酒食をともにする必要性はいささかも見出しがたいとし、市の職務との関連性、必要性・

有用性及び場所・内容・費用等を総合考慮すれば、市の広報・広聴活動としての裁量の範囲を逸脱し

たものであるとし、当該支出を違法とした。さらに注目すべきこととして、本件支出が、「報償費」から支

出されていることをもって、費用の支出の根拠が薄弱なことが裏付けられるとしている（この点について

は、政務調査費の場合においても参考となると考える）。 

他方、仙台高判平成 8.3.25（判例時報 1585 号 17 頁）は、地裁よりも裁量の範囲を広く解している。

すなわち、当日の午後に３時間を費やして市係員から予算の概要、各部の重点施策の説明と、「環境

の美化」、「高齢者福祉」等のテーマの懇談が行なわれ、その後の懇談会の席上においても、市の担

当者と出席者との懇談のみならず、町内会長相互の意見交換もなされたことを踏まえ、市民との間で

広報・広聴活動を行なうことは、市民の意見を市政に反映させ、市政への理解と協力を求める上で必

要不可欠なものであるとした。 

そのうえで、問題が生じるのは、懇談会がその目的を離れ、又はそれを藉口して、徒な遊山、飲食・

接待に変容するような場合であるとし、「開催目的、開催に至る経緯、参加者、開催に要した費用、懇

親会の内容等を総合して、それが社会通念上相当な範囲を超える場合には市長に付与された裁量権

を逸脱するものとして、違法な公金の支出に該当する」とした。 

具体の懇談会の事案については、「胸襟を開いた寛いだ雰囲気」を考慮して、庁舎外で泊まりがけ

にするのも意味があること、費用額について、総額 101 万円、参加者一人当たり 14,900 円（懇親会分

約 3,500 円、宿泊代等約 11,000 円）等を総合的に勘案し、社会通念上相当な範囲を超えてはいない

とした。 

なお、この判決では、社会通念上の「儀礼」という語は用いられておらず、社会通念上「相当」という

語が用いられている。その理由は定かではないが、市と町内会との距離を勘案したものなのかもしれな

いが、他方で、事案の支出が「報償費」の科目で支出されていることから、報償費の支出対象行為とし

て、「儀礼」が考慮されるべき余地を狭く解しているのかもしれない（この点についても、政務調査費の

場合においても参考となると考える）。 

 

② コンパニオン付き懇談会 
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次に、市の幹部職員が議員を招いて定例議会終了後の懇談会を、市から離れた観光地のホテルで

開催した場合の支出について違法性が判断された事例がある。津地判平成 10.9.10（判例タイムズ

1016 号 127 頁）は、原則論として、執行機関が普段から十分な意思の疎通を図る目的で、議員を招い

て意見交換を行ない、その際に率直な話し合いをするために儀礼的な接遇を行なうことも職務の遂行

に関連する行為として許されるとした。 

 他方で、「会の目的、内容、場所、行程、参加者の顔ぶれ、開催に要した費用等に照らし、当該懇談

会が社会通念上儀礼の範囲を逸脱し、当該接遇が地方公共団体の職務遂行に伴うものと認められな

い場合には、懇談会に要した費用を公金から支出することは許されない」とし、職務の遂行に伴うものと

認められる場合であっても、費目ごとに検討し、当該職務の目的・効果との均衡を著しく欠く支出がある

場合には、その支出は違法となるとした59。 

 この事件では、次の状況から、客観的に見て、市幹部及び議員らによる宴会・遊興それ自体を目的と

するものとみられてもやむをえないとし、職務遂行に伴う支出とは認められず、懇談会に関する支出は

全体として違法であるとした。すなわち、助役の謝辞の後、ただちに飲食に移り、コンパニオン 8 名が同

席し、多量の酒を飲みながら、具体的な議題も定めずに各自が自由に話をしたもので意見交換会の実

質を伴っているとはいえず、伊勢神宮参拝という、明らかに職務外行事が組み込まれており、観光地の

ホテルという会場設定、一人当たりの金額も、借り上げバス料金を除外しても、平均 28 千円余り、宿泊

者は一人当たり 42千円余り、それらの中には、コンパニオン代一人当たり 3千円弱が含まれているなど

の状況である。 

 

2-5-4 「社会通念上儀礼の範囲」の解釈に関する小括 

 

以上の「社会通念上儀礼の範囲」という基準に対して、より厳格な解釈をする学識経験者の見解もあ

る。田中治教授（大阪府立大学）は、公金を財源とする交際費の支出については、地方公共団体の存

立目的に適合すべきことが求められるとし、交際の相手方についても、「行政決定の民主性の担保、公

正な行政の確保等の見地から一定の場合においてその相手方に上位機関の職員を含めることには相

当の制約がある」とし、情実に左右される密室的な宴会の場で、あるいはこれを契機として重要な行政

決定がなされることは、行政決定の民主性、行政の公正性等を損なうとし、抽象的な社会的必要性で

はなく、事務遂行上の具体的必要性を出発点とすべきとされる60。 

誠に傾聴に値する指摘であり、特に、政務の「調査費」という点からすれば、その使途基準の解釈に

おいては参考になる。ただし、政務調査費における「政務」の特性をより考慮すれば、この見解を政務

調査費に適用することはやや窮屈であるともいえ、違法性の問題ではなく、適切性の問題として参考に

すべきであると考える。 

 

                                                   
59 なお、本件では、市長らの賠償責任と、参加した市議会議員らの不当利得返還義務とを、同時に併存的

に認めて請求を認容している。また、誘致企業との懇談会に出席した職員の不当利得を肯定した事例とし

て、金沢地判平成 13.5.17 判例地方自治 227 頁 37 号がある。 
60 田中治・（判例研究）日本財政法学会編『地方財政の諸問題』（学陽書房、昭和 60 年）186 頁。 
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2-5-5 金額基準 

 

以上から、懇談会費用の支出基準は、「社会通念上儀礼の範囲」という視点から、総合的に判断す

るほかないのであるが、他方で、出発点となる何らかの具体的な基準を用意しなければ、政務調査費

の支出の事務に支障を生じかねない。 

この点、平成 12 年 4 月より国家公務員倫理法が施行されたが、地方公共団体の公金支出における

「社会通念上儀礼の範囲」の判断基準として、その後の裁判例の中には同法の影響が見られる事例が

あり、参考になる。福岡地判平成13.3.22（判例地方自治217号14頁）は、国家公務員倫理法が、5000

円を超える贈与等を受けた場合に報告義務を課している国家公務員倫理規程（国家公務員倫理法に

基づく政令である）を根拠に、5000 円を超える場合には、国民の公務に対する信頼への疑義が生じか

ねないとして、5000 円を超える部分の食糧費支出を違法とした（ただし、この事例は、相手方の氏名・

身分・地位等が不明で会議内容等も具体的でない状況における判断である）。 

 

2-5-6 小括 

 

以上を踏まえ、政務調査費の懇談会費用への支出について、当監査人としての一応の見解を示し

ておく。 

第一に、違法性・妥当性の観点からは、政務調査費の使途基準でいう会議費とは、同一会派内の

懇談会であっても、一定の範囲のものは認められると考えること、また、一般にいう交際費（飲酒を伴う

など）に相当する支出であっても、一定の範囲のものは認められると考えること、他方で、社会通念上

儀礼の範囲を超える懇談会費用は、総合的判断によって違法となる場合があり、出発点としては、一

人当り 5000 円が目安になると考える。 

第二に、適切性・合理性（経営的判断）の観点からは、今日の社会情勢や県の財政状況に鑑みて、

同一会派内の会議において日常的に行なわれる会議の費用としては、一人当り 5000 円未満に収める

よう努力すべきであり（昼食代や茶菓代などに限定するなどして）、他方、日常的ではない飲酒を伴う特

別の懇談会の費用としては、政務調査費からの支出は望ましくない。また、対外的折衝の場合におい

ても、極力、会費制によることの可能性を探るなどし、飲酒を伴う特別の懇談会の費用については、政

務調査費からの支出を極力回避するよう努力すべきであると考える。 

 

第 3 章 監査意見（組織及び運営の合理化のための提言） 

 

政務調査費の監査の結果を踏まえて、県として検討すべきと思われる若干の意見を添える。 

 

3-1 会派が解散等により消滅した場合における証拠書類の保存 

 

会派が解散等により消滅した場合における証拠書類の保存について、現行制度は、会派が消滅し
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たときは、その代表者であった者が、収支報告書に証拠書類の写しを添えて、当該会派が消滅した日

の属する月の末日から 30 日以内に議長に提出しなければならないとされている（政務調査費条例第 8

条第 2 項）。しかし、証拠書類の現物については、その保存をどのようにすべきかについての規定はな

い。慣例から、旧会派の代表者であった者、若しくはその事務局員などが保存することになりそうである。

その方法それ自体に重大な問題があるとは思わないが、明確なルールが存在しないことには改善の余

地がある。 

この点、他の地方公共団体の中には、会派が解散した場合には、証拠書類の現物を地方公共団体

に提出する仕組みを設けている例もある。神奈川県大和市では、「保管期限日前に会派を解散した場

合又は会派に所属しない議員が議員でなくなった場合は、当該会派の経理責任者であった者又は会

派に所属しない議員であった者は、保管期限日前にある会計帳簿及び領収書等の証拠書類を速や

かに、議長を経由して市長に提出するものとする」（「大和市議会政務調査費の交付に関する条例施

行規則」第 7 条第 2 項）としている。 

同市のルールは、会派等が解散した場合における証拠書類の 終的な保存主体を長としているが、

政務調査費の性質から、これを議長とする方法もありえると考える。 

長野県の場合、現在の政務調査費条例においては、証拠書類の写しが議長に提出されていること

から、証拠書類に記載されている情報内容は県において管理しうる状態にある。しかし、証拠書類の現

物の管理について規定を整備する必要がある。 

また、平成 15 年の県の政務調査費条例の改正前の証拠書類については、現物はもちろんのこと、

その写しについても議長に提出することはない。会派等における保存については、「会派の政務調査

費経理責任者は、政務調査費による支出について、会計帳簿を調製し、その内訳を明確にするととも

に、証拠書類等を整理保管し、これらの書類を当該政務調査費の収支報告書を提出すべき期間の末

日から５年を経過する日まで保存しなければならない」（政務調査費条例施行規程第 5 条）としている

が、会派が消滅した場合に関する規定はないため、誰が実際に証拠書類の現物を整理保管し保存す

べきなのか不明確である。 

 したがって、平成 15 年条例改正前の政務調査費の証拠書類について、会派等が消滅した場合には、

例えば議長に提出することを明確にするなどのルール作りが必要である。 

 

3-2 年度末における未使用の政務調査費（返還・繰越・引当） 

 

3-2-1 繰越制度の創設 

 

各年度末において未使用の政務調査費がある場合について、現在の政務調査費条例においては、

会派等における返還義務については明文の規定はない。条例の解釈として、政務調査費は、その年

度の政務調査費活動の資金を交付するものであり、残額がある場合には、返還すべきものとされてい

るようである。 

また、議長の権限について、政務調査費条例は、収支報告書の調査権限（条例第 10 条）を規定す

るのみで、残余がある場合については規定を設けていない。 
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他方、知事の権限としては、残額の返還命令権限が明記されている。すなわち、「知事は、会派がそ

の年度において交付を受けた政務調査費の総額から、当該会派がその年度において行った政務調査

費による支出（第 7 条に規定する使途基準に従って行った支出をいう。）の総額を控除して残余がある

場合、当該残余の額に相当する額の政務調査費の返還を命ずることができる。」（条例第 11 条）として

いる。 

しかし、知事の返還命令権限は、あくまで権限を規定するのみであり、返還を命令しなければならな

い義務を規定するものではないし、また、どのような場合に返還命令をしなければならないのか、どのよ

うな場合には返還命令をしなくても良いのか、については何も規定がない。 

この点について、県の政務調査費条例の立案の参考になったと思われる全国都道府県議会議長会

の資料によれば、条例に、知事が「返還を命ずることができる」とする条例の文例について、「あくまでも

知事の返還命令の根拠を規定したものであり、残余が生じた場合には先ず会派又は議員から、自主

的に返還をするのが通常の形態と考えられる」61としている。 

長野県の条例も、こうした全国的な動向を踏まえて、全国都道府県議会議長会の資料を参考にして

立案されたものと思われる。しかし、政務調査費条例の内容について、今日では、各地方公共団体が

創意工夫をこらして独自の内容を設ける事例が増えており（長野県の政務調査費条例の証拠書類に

関する規定もその一つである）、また、住民の公金支出に対する監視の機運が高まるなかで、単に会

派や議員の良心に依存する仕組みではなく、残余の返還義務と返還命令の条件について、条例にお

いて明確にすることも検討に値するものと思われる。 

次に、条例の規定を明確にするとして、問題は、いかなる場合に返還を要することとするのかである。

上記のとおり、交付された政務調査費に残余がある場合は、会派等は残額を県に返還することが基本

とされている。これは、県の財務会計制度が、「会計年度独立の原則（単年度予算主義という場合もあ

る）」（歳入歳出の対応は年度ごとに区分して独立させるべき原則。地方自治法第 208 条第２項）によっ

ていることから、県の予算を財源とする政務調査費もそれに倣って運用しようとする自然な発想であると

考える。 

しかし、県の予算を財源とするからといって、会派等における費消も、単年度で収支を均衡させなけ

ればならない理由はなく、むしろ、今日では複数年度予算への関心や理解も広がっており62、政務調

査費条例において、年度末において繰越を認める規定を創設することも検討に値すると思われる。例

えば、一定期間の繰越を原則として自由とする方法、一定の事由によって繰越を認める方法（一定事

件の発生によって繰越を認める方法のみならず、翌年度での残額の支出に関する計画を提出するな

どの手続面で規律する方法もある。）などである。 

これにより、たまたま年度後半若しくは年度末に企画された政務調査活動について、財源を翌年度

                                                   
61 全国都道府県議会議長会『政務調査費の交付に関する条例（例）及び同規程（例）関係資料集』（平成

12 年 12 月）28-29 頁。 
62 例えば、地方独立行政法人法第 40条第 3項は、「地方独立行政法人は、毎事業年度、〔中略〕残余があ

るときは、設立団体の長の承認を受けて、その残余の額の全部又は一部を翌事業年度に係る認可中期計

画の〔中略〕剰余金の使途に充てることができる。」としている。地方独立行政法人制度は、国の独立行政法

人制度の地方版であるといえるが、国や地方公共団体の財務会計制度の今日的な流れとして、会計年度

独立の原則の例外となる制度に対する柔軟な立法姿勢がみられる。 
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に繰越しつつ継続的に活動することが可能となり、又は、巨額な費用を要する政務調査活動を実施し

ようとする場合に、複数年度にわたって、財源を用意するなどの方法も可能となり、柔軟かつ効果的な

政務調査活動に資するものと思われる。 

 

3-2-2 引当金制度の創設 

 

繰越制度に関連する問題として、政務調査費で支出している事務職員の人件費のうち、退職手当

の問題がある。事務職員の退職手当の一時支出に備えるため、現在は、引当支出として各年度に一

定額を支出する処理をしなければならない。しかし、実際に退職手当が支給されるまでの間は、現金の

残余が発生することになり、その事実は、収支報告等において明確に把握・管理することはできない。 

前記の繰越制度を創設すれば、将来の事務職員の退職手当の支給に備えて、一定額を繰り越すこ

とも可能となる。しかし、繰越制度とは別に、「引当金制度」を設け、退職手当に備える引当金として、各

年度に当該引当金の積み立てのための支出を当該年度の支出として認め、他方で、退職手当引当金

の金額等を収支報告書に記載するといった方法を可能にすることが、より適正かつ安定的であると思

われる。 

 

3-3 旅費 

 

政務調査費の支出の中には、多額の旅費が含まれている。公表されている収支報告書においては、

「調査研究費」という科目の中に含まれている場合が多いため、そうした状況はあまり明るみになってい

ないかもしれない。もちろん、政務調査活動に係る旅費を政務調査費から支出することには何も問題

はない。しかし、旅費の割合が高くなると、議員（若しくは事務所）の住所地によって、各議員に必要と

される旅費の金額に差異があるため、結果として、本来必要とされる政務調査費の金額にも差異が発

生し、その程度によっては、会派間若しくは議員間に不公平感が生じるおそれがある。 

会派による政務調査活動に際して、個々の議員が地元地域を対象に政務調査活動を行うことは多

いと思われるが、他方で、県庁所在地であり、県の様々な機能が集中する長野市等の都市や、また、

日本の首都である東京へ往来して政務調査活動をすることも多いと思われる。 

したがって、会派の構成員である議員の住所地がどこであるのかによって、各会派の政務調査活動

に必要な旅費の金額は異なる。会派の数が少なく、各会派の構成員である議員の人数が相当数に及

ぶ場合（平成 13 年度まではそれに近かった）には、会派内において、各構成員に必要な旅費の大小

を調整することができたかもしれない。しかし、近年、議員一人の会派が増加するなか、端的な事例とし

ては、長野市など交通の便利な地域を地元とする議員一人の会派と、交通に不便な地域を地元とする

議員一人の会派とでは、政務調査活動に必要な旅費の金額に大きな差異が発生する可能性がある。 

今後、県においては、必要に応じて、政務調査費のうち旅費の支出状況を調査し、若しくは各会派

の意見を聴取するなどし、政務調査費の支出に占める旅費の割合が相当に高い場合には、会派（若し

くは議員）の政務調査活動に対する県の財政的支援（政務調査費の交付）において、不公平感が発

生しないように、政務調査費制度の中に、一部実費精算の要素を取り入れるなどの改善が必要となる
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場合もあると思われる。 

 

3-4 現金出納簿 

  

会派は、議長が定める収支報告書に領収書その他の書類の写しを添えて議長に提出しなければな

らず（政務調査費条例第 8 条第 1項）、さらに、「会派の政務調査費経理責任者は、政務調査費による

支出について、会計帳簿を調製し、その内訳を明確にするとともに、証拠書類等を整理保管し、これら

の書類を当該政務調査費の収支報告書を提出すべき期間の末日から５年を経過する日まで保存しな

ければならない」（政務調査費条例施行規程第 5 条）（下線、当監査人）。  

政務調査費条例施行規程が定めている「会計帳簿」について、多くの会派では、「現金出納簿」を調

製している。現金出納簿は、民間企業を含めてあらゆる組織において、その会計を適切に管理するた

めの基本的な帳簿であるとされ、県の会派等においても、政務調査費の会計帳簿として必須である。 

現金出納簿の主な役割は、会計の担当者にとっては、個々の現金収支と日々の現金残高を管理し、

必要に応じて収支の状況を通覧することにある。他方、政務調査費の収支を外部から検証しようとする

者（政務調査費の調査をする議長やその補助機関、さらには公金の収支に関心を持つ県民等）にとっ

ては、年間の政務調査費を 終的に取りまとめた報告書である収支報告書と、その根拠となる証拠書

類との間をつなぐ、いわば「連結環」としての機能を有しており、検証の道具として必須である。しかし、

現行制度のもとでは、現金出納簿の作成については、何ら明文の規定はなく、適切な雛形も存在せず、

県への提出もなく、さらに公表の義務もない。 

平成 15 年の改正政務調査費条例によって、収支報告書に加え、証拠書類も原則として公開される

こととなったが（その点については、長野県は他の多くの地方公共団体よりも先進的である）、それに留

まらず、両者の連結環となる現金出納簿に関する明示的な作成の義務付け、雛形の提示、県への提

出、さらには公表の適否について、立法論的な見地から検討する必要があると思われる。 

なお、現金出納簿の雛形を策定するに際しては、基本的な記載事項として、収支の年月日、支出科

目、支出の相手方、支出の内容、支出金額の記載が必要である。さらには、現金出納簿における個々

の収支と、すでに公表されている収支報告書との関係が分かるようにすることが望ましい。すなわち、収

支報告書において列記される事業（例えば、「○○視察事業」、「○○調査研究事業」など）ごとに、支

出した政務調査費の金額を集計できるようにするため（過去の収支報告書の記載状況から、各会派は

すでにそのような集計をしていると思われる）、現金出納簿において、主要な事業については、個々の

支出の記録の箇所に、それがどの事業に係るものであるのかを明記する欄を設け（主要事業に連続番

号を付するなど）、他方、収支報告書において、各事業の具体的内容（調査研究の成果や政策提言の

内容など）とともに、それに要した経費の金額が対応表示されれば、見る者の理解に資すると思われ

る。 
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