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第１部 社団法人信州・長野県観光協会の財務事務の執行について 
 
第一 監査の概要 
Ⅰ 監査の種類 

地方自治法第 252 条の 37 第 1 項に基づく特定の事件に関する監査 
Ⅱ 選定した特定の事件 

社団法人信州・長野県観光協会の財務事務の執行について 
Ⅲ 特定の事件を外部監査として選定した理由 

 長野県は毎年 1 億人近い観光客が訪れ、年 3,500 億円から 4,500 億円強の観光消費が行

われている。県としても観光振興を県政の重要な柱の一つとして位置づけており、また県

民が自ら参加する機会も多く、県民の関心が高いものと考えられることから、本年度の包

括外部監査のテーマとして選定した。 
Ⅳ 監査の着眼点 

①  社団法人信州・長野県観光協会の財務事務の執行に係る法規準拠性等及び合理性 
②  県関係部局と社団法人信州・長野県観光協会との連携の妥当性  

Ⅴ 主な監査手続 

① 過去３年間（平成 13 年度から平成 15 年度まで）の事業報告書及び会計資料を分析・

検討した。 

② 契約に係る事務事業の状況を分析・検討した。 

③ 担当部局、関連団体からヒアリングを行った。 
Ⅵ 監査を実施した期間 

 平成 16 年９月 27 日から平成 17 年３月 17 日まで 
Ⅶ 監査の対象とした期間 

平成 15 年度（但し、必要な範囲で過年度に遡及した） 
Ⅷ 包括外部監査人の事務を補助したもの 

公認会計士 ４名 

弁護士   １名 
Ⅸ 利害関係 

 なし 
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第二 ３事業に共通する事項 
Ⅰ 月次決算について 

平成 15 年度を対象に月次試算表を調査したところ、平成 16 年 2 月度、同 3 月度の試

算表を出力したものが保存されていない（施設事業）事例や、試算表はあるが承認の履

歴がない（観光振興事業、宿舎事業）事例があったため、経理規程の運用を遵守し、承

認の履歴を残す必要がある。 
Ⅱ 金融機関残高と帳簿残高との突合について 

平成 15 年度の毎月の預金残高証明書を調査したが、突合した履歴が残されていなかっ

た。経理規程に従った手続を行うべきである。 

Ⅲ ゴルフ会員権について 

ゴルフ会員権は統合前の名称のままで名義変更されていないため、早急に名義変更を

すべきである。 
これらはすべてここ数年全く利用されていないとのことなので、保有するに足る合理

性がないならば、早急に処分すべきでないか、検討が望まれる（意見）。 
Ⅳ 有価証券等について 

観光協会の勘定内訳と金融機関等からの残高証明書との数量の突合、含み損の有無を

検討したが、問題はなかった。 
 
第三 観光振興事業 
Ⅰ 委託料に係る随意契約の状況について 

１ 平成 15 年度に観光振興事業において締結された委託契約（随意契約、件数 11 件、

合計 30,890 千円）のうち、１件 7,875 千円について、県財務規則第 150 条で定められ

ている検査完了調書の作成が行われていないかったため、今後は県財務規則を遵守す

ることが必要である。 

２ 平成 15 年度に観光振興事業において締結された委託契約（随意契約、件数 11 件、

合計 30,890 千円）のうち、５件 9,349 千円について、県財務規則第 136 条の 2第 2項

で定められている随意契約適用条項の記載にあたり、不適切な条項が記載されている

ものがあったため、今後は県財務規則を遵守することが必要である。 
Ⅱ 観光事業振興助成補助金の執行状況の報告について 

１ ｢観光事業振興助成補助金｣の各事業は当初計画と実績を比較すると大きく異なって

おり、県は年度末で一括して変更計画を承認している。年度末に一括して変更するこ

とは｢観光事業振興助成補助金交付要綱｣第３「補助事業の内容を変更しようとすると

きは、速やかに知事の承認を受けること。」に反しているため、今後は「観光事業振興

助成補助金交付要綱」を遵守することが必要である。 
２ 「観光事業振興助成補助金（86,058 千円）」のうち、スキー王国イベントにおける芸

能人に対する謝金（3 件、205 千円）について、報償費として報告されている取引（2
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件、100 千円）と、その他役務として報告されている取引（1件、105 千円）があった。

全ての取引が報償費として報告されるべきであり、今後は「観光事業振興助成補助金

交付要綱」を遵守することが必要である。 
Ⅲ 補助金から負担金等への変更について（意見） 

観光協会が民間（出身者）主導の観光プロモーションを行うためには、観光協会に弾

力的な運用、すなわち補助金の総額の枠内で補助対象事業及び補助額の区分を超えて業

務執行することを認めることが必要となる。補助金から負担金や包括補助金に改めるこ

とを検討することが望ましい。 

Ⅳ 観光振興事業の実施計画の策定について（意見） 

観光振興は民間（出身者）主導で行うとして、組織改正を伴う県職員の配置が平成 15

年度に行われたため、業務が当初予定した通りに実施されていない。 

当初の計画に織り込まれていない事業を実施することは望ましいことでないため、観

光協会は、事業実施計画において中期実施計画に沿って事業内容を明確にし必要額を正

確に積算するように努めることが望まれる。 

なお、現在の中期実施計画である信州観光振興ビジョンは収益事業を行うことを前提

に策定されているが、その後収益事業を行わないこととされたため正式に改訂する必要

がある。 

さらに、平成 15 年度において観光振興事業は、県からの補助金の他市町村等の負担金

及び施設事業から職員の人件費の補填額（48,980 千円）により賄われている。必要な資

金は観光振興事業内で完結するべきであり、県の適正な財源措置額がいくらであるのか、

及び特定の業務執行の受益者たる市町村等からの負担金をいくら徴収するべきであるの

かを見極めていく必要がある。 
Ⅴ 観光振興事業の実施内容の評価について（意見） 

観光振興事業について、県が基本計画により方向性を示し観光協会が推進していくとい

う考え方は、民間的発想などを取り込むことで事業の活性化をもたらす期待がある。この

点について、県は財源措置を行っていることから、観光協会の業務が適正に実施されてい

るか評価する必要があるが、実施内容を実質的に評価していない。このことは、県は年度

末で一括して変更計画を承認していることからも明らかである。 

観光振興事業は観光協会が作成した事業実施計画を評価基準とするためには、観光協

会が策定した事業実施計画を県が事前に承認し、事後的に県が計画と実績を比較して評

価するといった体制・仕組みを構築して、県と観光協会の役割を明確に区分することが

必要である。観光協会は、計画時・実績報告時に県に十分に説明することを前提として

事業実施計画に従い主体的に実施して実績及び成果に対して責任を持つことが求められ

る。そして、県は観光協会の業務の実施に必要な協力をするが、役割を超えて関与しな

いことが求められる。 

なお、実施内容の評価にあたり、外部の観光事業に係わる有識者からなる評価委員会
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を設置して、計画及び実績を評価しその評価結果を踏まえて県が承認することも考えら

れる。県が直接評価することは、県の関与が増大して民間的な発想・アイデアや実施方

法が阻害することも想定されるためである。 

 

第四 施設事業 
Ⅰ 割賦金台帳と決算書との整合性について 

平成 15 年度末の決算書の長期未収金と、当該未収金の内訳に該当する「市町村別未償

還観光施設及び未償還額」の合計額、観光協会が保有している手書きの割賦金台帳が合致

しているか、平成 15 年度末物件別未償還額が 1億円超の 10 物件について突合したが、問

題はなかった。 

Ⅱ 延滞債権の有無について 

手書きの割賦金台帳を通査し、延滞債権の有無を調査したが、問題はなかった。 

Ⅲ 貸出金利の決定について（意見） 

平成 15 年度の施設事業の貸付金利息は、年 2.5％である。この利息で獲得した資金は、

①施設事業から観光振興事業への資金融通（平成 15 年度で 48,980 千円発生）②宿舎事業

への繰出（平成 15 年度で残高 345,000 千円）という形で他の２事業に付け替えられてい

るが、「いつ/どのような根拠で」2.5%との意思決定を行ったか、書面が残されていない。

利率は合理的に決定されたものであることを示すために、利率決定の履歴を書面で残して

おくことが望まれる。 

Ⅳ 観光協会のコントロールの徹底について（意見） 

１ 事前評価の不十分性      
施設事業で市町村からの申請を受けた場合、現時点での「観光施設事業計画書」のみで

は、計画段階での観光振興効果がどの程度期待されているかが不明確である。観光協会は

施設事業を実施するにあたり、金額面での効果が想定し難くとも、例えば観光客の増加見

込等、できるだけ詳細かつ具体的に言及したものにより計画を事前評価する必要がある。 

２ 施設引渡後の実績評価 
観光協会は、完成後の施設の計画と実績の対比を行っておらず、実績自体作成していな

い施設や実績を観光協会に提出していないところが散見された。また実績が入手されてい

る先でも原因分析等は書面で行われておらず、投資結果としての観光振興効果の有効性が

検討されていない。少なくとも、建造施設の利用期間中は計画段階の観光振興効果が現れ

ているか、資料の提出・分析等を要求することが望まれる。 
Ⅴ 事業見直しの検討について（意見） 

施設事業は、投資先の事前及び事後の評価が十分に行われているとは言い難く観光振

興という効果をあげているかが不明瞭となっている。それに加え、当該施設事業は開始

当初とは経営環境が著しく変化し、今後市町村側の利用ニーズの増加は想定し難く、国

の方針でも民間企業に任せられる部分は民間へ移行させることになっており、継続して
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いく合理的根拠を再考することが望まれる。なお、施設事業を廃止してしまうと、観光

協会での必要資金が確保されない可能性が生ずるため、財源確保を視野に入れた検討が

望まれる。 

Ⅵ その他検討を要する事項について（意見） 

１ 入札業務 
落札率の低い３件を除くと、平均落札額は 95.35%となっている。県では入札制度の改

善を実施し、平成 15 年度の平均落札率は全都道府県の中で も低い 75.6%と言われてお

り、県同様、入札の公平性、競争性をより一層確保することについて検討することが望ま

しい。 

２ 遊休土地 
施設事業では「用地事業仮勘定」「商品」にて、土地を保有している（簿価合計 114,714

千円）が、平成以前から保有し続けており利活用されているといい難い。 

販売可能性のある資産については早急に売却について、販売困難なものについても、何

らかの処分ができないかについて検討が望まれる。なお、時価が簿価の 50％を割り込ん

でいる物件（２件、影響額 100,137 千円）については、評価損の計上を行う必要がないか、

検討が望まれる。 

３ 用地事業引当金  
 「用地事業引当金（平成 15 年度末で 110,797 千円）」は引当金要件を満たしていないた

め、早急に取崩しが望まれる。 

 
第五 国民宿舎事業 
Ⅰ 委託料に係る随意契約の状況について 

１ 平成 15 年度に宿舎事業において締結された委託契約（随意契約、件数 12 件、合計 5,492

千円）のうち１件 3,360 千円について、県財務規則第 150 条で求められている監督職員

の立会が実施されていないため、今後は県財務規則を遵守することが必要である。 

２ 平成 15 年度に宿舎事業において締結された委託契約（随意契約、件数 12 件、合計 5,492

千円）のうち３件・計 826 千円について、契約の自動更新が行われていた。これは、観光

協会経理規程第 78 条で準用する県財務規則及び県財務規則で準用する地方自治法第 234

条の 3に反していたため、今後は規程を遵守することが必要である。 

３ 平成 15 年度に宿舎事業において締結された委託契約（随意契約、件数 12 件、合計 5,492

千円）のうち２件・計 301 千円について、県財務規則第 136 条の 2第 2項で定められてい

る随意契約の相手先選定理由の明記が行われていないため、今後相手先選定理由及び適用

条項を明記することが必要である。  

Ⅱ 固定資産管理について（意見） 

固定資産には現物と台帳に同じ番号をつけ、定期的に突合をするといった作業は実施

されていないが、年に一回程度、現物と帳簿上の数量を突合し、差異の有無・ある場合
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の原因分析・対応等をとれないか、検討が望まれる。 
Ⅲ 事業見直しの検討について（意見） 

民間企業に任せられる部分は民間へ移行させることを前提とした方針が国から打ち出

されており、地方自治体にも同様の措置が要請されていること、ここ数年、長野県およ

び観光協会でも類似観光施設の廃止が相次いでいることを鑑みると、高原荘の当初目的

は達成されている可能性がある。 

また、高原荘の損益実績、財政状態等を考えると、改修工事等を行っても投資回収に

至らない可能性が高いことから、廃止もしくは地元市町村への譲渡等の検討が望まれる。 

Ⅳ 別荘地管理事業および温泉管理事業の事業見直しの検討について（意見） 

別荘地管理事業、温泉管理事業いずれも民間や地元市町村による業務実施が可能と考

えられ、観光協会が行うべき必要性が乏しいことから、それぞれ民間企業や地元市町村

への事業譲渡が可能か検討が望まれる。 
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第２部 芸術文化振興事業に係る公の施設の管理について 
 
第一 監査の概要 
Ⅰ 監査の種類 

地方自治法第 252 条の 37 第１項に基づく包括外部監査 

Ⅱ 選定した特定の事件 

芸術文化振興事業に係る公の施設の管理について 

Ⅲ 特定の事件の選定理由 

長野県は、優れた美術、音楽、演劇等の鑑賞機会の充実、国内外での文化交流、地域文

化の担い手の育成など芸術文化活動を振興する責務を負っている。また、芸術文化は第１

部で取り上げた観光事業を支えるインフラ的な役割をも果たすものである。県は、このよ

うな芸術文化の普及と発展を図るために公の施設を整備し事業活動を行っている。 
公の施設の管理運営については、県の出資団体である財団法人長野県文化振興事業団に

委託してきたが、芸術文化施設の管理運営方法については、「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」の施行に伴い県職員の派遣に一定の制限が課され、また指

定管理者制度が導入されることとなったこと等の状況変化に伴い見直しが迫られている。

一方、県の厳しい財政状況等から現在、県外郭団体の見直しが進められており、その中に

おいても、公の施設の管理運営のあり方について議論がなされている。 
このような施設の管理運営方法の見直しは、施設の一層の有効活用と効率的な運営を目

指したものであり、この成否については県民の関心が高いものと考えられることから、本

年度の包括外部監査のテーマとして選定した。 
Ⅳ 監査の着眼点 

芸術文化振興事業に係る公の施設の管理における法規準拠性等及び適切性 
Ⅴ 主な監査手続 

１ 県の保有する公の施設を視察した。 
２ 施設の管理運営のための固定資産、美術品等の管理状況を検討した。 
３ 公の施設の事業の運営、財務事務について質問し、関係書類を閲覧、検討を行った。 
４ それぞれの施設の改革方針を確認し、将来的な課題についてヒアリングを行った。 
Ⅵ 監査実施期間 

平成 16 年９月 27 日～平成 17 年３月 17 日 

Ⅶ 監査の対象とした期間 

平成 15 年度（必要な範囲で過年度に遡及する） 

Ⅷ 包括外部監査人の事務を補助した者 

公認会計士 ６名    弁護士   １名    
Ⅸ 利害関係 

 なし 
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第二 文化振興事業団や各施設に共通する事項 
Ⅰ 委託料について 

１ 高い落札率（各文化会館、各創造館、信濃美術館、歴史館）（意見） 
各文化会館、各創造館、信濃美術館、歴史館とも落札率 100％または 100％に近い落

札率で入札がなされたことがある。またそれらが数年間続いた事実もある。 

指名競争入札におけるこのような落札率は異常であり、著しく不合理な入札を防止

するための内部管理体制を強化するとともに、契約における競争性を働かせる努力が

必要と思われる。 

２ 一般競争入札の実施について（文化振興事業団）（意見） 
事業団では県のような公報の方法がないため実務上難しいとの理由で一般競争入札

を実施していない。しかし事業団のホームページの利用や、可能であれば県への入札

業務の委託、国の外郭団体が運営する低コストの電子入札システムの利用などを検討

し、入札の公平性、競争性をより一層確保するため一般競争入札を行うことを検討す

ることが望ましい。 
３ 随意契約の見直し（県民文化会館、松本文化会館、伊那文化会館）（意見） 

平成 14 年度まで１者指名による随意契約が多く見られた。１者指名を継続すること

は、経済性、透明性の観点から極力排除していくことが望ましい。また、過去から継

続していることのみを理由として 1 者指名としているケースもあり、他の業者への委

託が不可能かどうか定期的に検討していくことも必要であると考える。 

４ プラネタリウム制作について（伊那文化会館）（意見） 
プラネタリウム制作を委託しているが、そのコスト負担が大きなものとなっている。

教育施設としての意義を踏まえて、委託の効果を評価していくことが必要であると考

えられる。また、利用者増加に向け、委託時における入場者目標の設定とそれに向け

た対応などを明確にすべきと考える。 
５ 入札手続に関して（松本文化会館）（意見） 

指名競争入札にあたり設計図書を事前に閲覧させているが、その際に閲覧簿を作成

しており閲覧した指名業者はそこに署名していくことになっている。当該閲覧簿を見

ると他の指名業者がすべて明らかになってしまい、談合が行われるリスクがないとは

いえない。したがって指名業者が閲覧に来たかどうかは別の方法で管理し、指名業者

がわかってしまうような方法は避けるのが望ましい。 
６ 再委託業務の内容に関する検証（飯田創造館）（意見） 

清掃業務の委託先から勤務実績の報告などがされていないため、事後的に委託内容

の履行状況について検証を行うことができない。委託業者から勤務実績報告を受ける

ことは第三者へ履行状況に関する説明、勤務実績に基づく委託内容の見直しに有用と

考えるため、委託業者より勤務実績報告を受けることが必要である。 
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７ 指名競争入札によるべきところを随意契約していたもの（信濃美術館）（意見） 
警備業務については、「その契約の性質又は目的が競争入札に適さないものを締結する

とき」を理由に長年にわたり随意契約としていた。警備業務は競争入札に適さない契約

とは言えない。今後は当該規程の趣旨を鑑みて、契約の性質又は目的が競争入札に適さ

ないものについてだけ随意契約とすべきである。 
８ 随意契約から指名競争入札を検討するのが望ましいもの（信濃美術館）（意見） 

昇降機械設備保守点検業務については、すでに県庁や長野県立歴史館においては随意

契約から指名競争入札方式に変更しているが、そのような変更の検討がなされていない。

コスト削減を図るため指名競争入札を検討すべきである。 
９ 委託業務の分割（信濃美術館）（意見） 

４つの業務を同一会社に委託しているが各委託業務が 100 万円未満のため競争入札に

はなっていない。しかしそれら業務は類似しており合計すると 100 万円以上となる。コス

ト削減の観点から各委託業務を見直し一括できるものについては契約をまとめて指名競

争入札を検討すべきである。 

10 随意契約について（歴史館）（意見） 
修繕費或いは物品購入費うち金額 400 千円以上の取引から６件を抽出し予定価格と契

約価額を比較したところ、落札率 100％の案件が６件中５件見られた。 

これは参考見積価格をそのまま予定価格としたことにより落札価格が予定価格と同額

となったためである。今後、予定価格の算定に当たっては、施工実績のある業者一者の

参考見積りのみに頼ることなく、市場調査の範囲を広げるなど、改善する必要がある。 

 
Ⅱ 固定資産管理について 

１ 固定資産の現物実査の未実施（各文化会館、信濃美術館、歴史館）（意見） 
現物実査が実施されていないため受託財産の全てが存在するのか不明である。備品に

管理番号を付したラベル等を貼付し、 新の「受託財産台帳（備品）」により早急に実施

すべきである。また、県は委託契約により当然あるものと考えているが、県民財産の管

理責任者として、事業団に資産の管理を指導すべきである。 
２ 受託財産の管理（県民文化会館）（意見） 

県から委託された備品について、 新の「受託財産台帳（備品）」には記載がなされてい

なかった。受託財産の管理に支障をきたすことから、保管場所に正確かつ網羅的な管理

台帳を備え置くための業務処理手続を検討すべきである。

３ 受託財産の管理（松本文化会館）（意見） 
新規受託財産 3件について、備品管理票の備え置きがなく、「受託財産台帳（備品）」に

も記載がなされていない。受託財産の管理に支障をきたすことから保管場所に正確かつ網

羅的な管理台帳を備え置くための業務処理手続を検討すべきである。 

４ 修繕計画について（各文化会館、信濃美術館、歴史館）（意見） 
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県には全文化会館の修繕・改良の長期計画を策定した文書の備え置きがない。長期的

な修繕計画を策定・公開し県民の理解を得る必要がある。 
５ 遊休資産の管理について（伊那文化会館）（意見） 

伊那文化会館では使用不能な受託資産があるにもかかわらず除却処理を行っていない。

遊休資産や使用不能な資産に関して委託者である県に対して報告をすべきであり、その

処理に関して随時検討を行うことが望ましい。 
６ 飯田創造館の美術品について（飯田創造館）（意見） 

芸術教室の講師から寄贈された美術品があり、美術品台帳として記録されている。こ

の中で所有者が明確化されておらず、県及び事業団において簿外となっているものがあ

る。また、寄贈時の手続きが定められていないため、受領を証明する資料が無いものが

ある。 
作品を寄贈された時には、それが寄付の受け入れをすべき評価金額があるものか確か

めた上で、作品の所有者を明確化し、台帳や作品にもそれを明示すべきであると考えら

れる。また寄贈作品の受け入れ方法の検討が必要である。 
７ 信濃美術館の美術品について（信濃美術館）（意見） 

（１） 美術品台帳間の不整合 
県が作成した備品管理票と信濃美術館が作成した所蔵総目録の間で美術品取得基金で

取得した美術品の備品管理票が一般会計への振替未了という理由のため作成されていな

かった等の理由により、備品管理台帳と所蔵総目録との間で不一致が見られた。購入し

た美術品を基金という財産の一要素としてとらえ備品として扱っていなかったことに起

因するが、実質的には県が保有している美術品となんら変わりないため、一般会計に振

り替えられていないものでも備品管理票を作成することが必要と思われる。 
（２） 美術品のたな卸に係る不備 
美術品のたな卸しを実施したが、美術品と寄託品は同時に実施されておらず、またそ

の結果も明確に残されていない。今後のたな卸を実施する際には、館内にあるすべての

美術品を対象にたな卸計画に基づいてたな卸しを実施するとともに、たな卸し結果の証

跡も明確に残す必要があると思われる。 
（３） 入出庫台帳 
美術品を他館に貸出・出品する際の美術品の入出庫について、現時点では受払記録簿

が作成されておらず、寄託財産目録が更新されていない。美術品を他館に貸出する場合

や寄託作品の受払にあたっては入出庫台帳を作成する必要があると思われる。 
（４） 所有者が不明な美術品 
比田井天来の作品である｢池上｣について、所蔵総目録に記載がなく県の備品管理票も

存在しないことが判明した。早急に作品の所有者を調査するとともに、今後、このよう

なことが発生しないように美術品の取り扱いや受入は所定の手続を遵守する必要がある

と思われる。また登録漏れを防ぐためにも定期的なたな卸をすることが望ましい。 
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（５） 寄託作品の付保について 
美術館が管理している美術品については保険を掛けていない。リスク管理の観点から

は、所有品、寄託品に関わらずすべての美術品に付保をすることが望ましいが、予算の

制約がある場合には、どの範囲で優先的に付保を行っていくのか検討する必要がある。 
（６） パソコンの無断持ち込み 
学芸員が正式な手続なく私物のパソコンを持ち込んで作業に利用している。美術品や

個人情報等に関わる機密漏洩等につながるリスクがあるため、業務上必要なパソコンに

ついては、県に対して購入の予算申請をするか、或いは美術館内部での正式な手続を経

て個人のパソコンを持ち込むなどの対処が必要と思われる。 
８ 受託財産目録の整理（歴史館）（意見） 

寄贈品や寄託品の整理が終らないことから、リストが作成されていない。受託作品の

受払表を作成して受託財産目録が更新する必要があると思われる。 
 

Ⅲ 利用者増加対策について 

１ アンケート調査の利用について（各文化会館）（意見） 
アンケートは各館の自主事業実施時に行うことが多く、各館単独での利用に留まって

いる。事業団では、今までアンケートの利用に関する方針は無く、得られたアンケート

結果をすべての会館で共有化することも無かった。また利用者だけでなく、地域住民の

声を把握する方法に欠けていた部分もある。 
今後は、利用者ニーズを的確に把握する方法を検討すべきである。 

２ 創造館の利用者増加対策について（創造館）（意見） 
現在部屋別の利用状況の把握は行っているが、利用状況に関する詳細な分析を実施し

ていない。また、隣接する公園などの施設との連携した事業の実施は無く、事業団が管

理受託している美術館・歴史館等との連携は企画展の際に一部の展示品をレンタルする

など、限定されたものとなっている。 
利用者増加には、利用時間帯ごとの利用率、利用者層等を把握し、さらに利用を促す

施策を行う余地があると考えられる。またホームページ上で空き状況を告知し、メール

での申し込みを受け付けることも有効かと考える。さらに美術館で実施している収蔵品

の巡回展を組み入れる等の各会館との連携をはかることが展示スペースの閑散期におけ

る利用率の向上につながると考えられる。 
３ 信濃美術館の利用者増加対策について（意見） 

（１） 小中学生の利用者拡大（信濃美術館） 
小中学生の利用者の割合が低く、県も小中学生の無料化についての検討を進めている。ま

た平日の来館者増加を図るため、県内外の小中学校を対象に積極的にＰＲをして社会科

見学等のコースに含め来館数を増やす方策をとる必要があると思われる。 
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（２） 利用料金の設定根拠と改善策（信濃美術館） 
平成 15 年度に料金を改定しているが、単純に観覧料が高い他県の 11 会館を特色ある

常設展を開催している会館として、その平均で算出している。料金の設定にあたっては

運営コストを試算するとともに、県内外の他館の料金を参考にしながら利用者にどこま

で運営コスト負担させるかを検討すべきであると思われる。 

（３） 善光寺の観光客の取り込み（信濃美術館） 
善光寺に隣接する好位置にありながら、善光寺に訪れた人数と美術館に来館した人数

を比較すると、来館者は善光寺来訪者の僅か 1.5～5％程度にとどまっている。 

旅行会社への働きかけ等により善光寺観光のパックに組込む、善光寺や駐車場の目立

つところに看板を立てる等の取り組みが必要と思われる。 

（４） 特別展（企画展・共催展）の来館者 
本館の特別展は年に 4 回開催される事業であり、それが成功するかどうかで年間の来

館者数に影響を与えており、潜在的顧客の興味を引き付ける特別展を開催することが期

待される。 
（５） アンケート結果の利用 
アンケート結果が十分に活用されていない状況にある。アンケート結果にどのように

対応していくのかについて検討し結論を出していくことが望ましいと思える。 
４ 歴史館の利用者増加対策について 

（１） 隣接する施設との提携強化の必要性（歴史館） 
パンフレットにお互いの施設を紹介する、割引券等を発行する隣接施設との提携強化

が利用者増加につながると思われる。今後も共同で企画したイベントを開催するなどよ

り一層の提携強化が望まれる。 
（２） 利用料金の見直し（歴史館） 
現時点では、平日と休日で県外の高校生以下の料金が異なっている。利用者増加させ

るため平日の県外の高校生以下料金についても無料化を検討する必要があると思える。 
（３） 企画展の工夫（歴史館） 
企画展は年に２回開催される事業であり、それが成功するかどうかで年間の来館者数

に影響を与える。魅力のある企画展を開催することが期待される。 
（４） アンケート結果の利用（歴史館） 
毎月、アンケートを回収し、その意見を分析して改善にあてているが、アンケート回

答の大半が子どもに対するアンケートであり、保護者などの大人の意見が吸い上げられ

ていない。大人の意見も反映できるようにアンケート回収の方法を工夫或いは改善する

必要があると思われる。 
 

Ⅳ 使用料について 

１ 使用料の決定方法について（文化会館）（意見） 
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使用料の決定は全国公立文化会館の平均単価を基準に決定している。参考とした文化

会館は、開館日、稼働率等に差がある上、1席当たりの基準単価に相当なばらつきがある

ことから、単純平均でなく、参考とした文化会館につき個々に特殊性を分析する必要が

あると考える。 

また、行政サービスに対する受益者負担のあり方を考える上でも、現状把握が必要で

ある。会館毎の行政サービス提供にかかったすべての費用を発生主義により計算し、そ

こから県が文化振興事業として負担すべきと考える費用（例えば減価償却費等の固定費）

を除いた額のうちいくらが使用料によって回収されたかを見ることによって、各会館の

損益を把握することが望ましい。 

２ 使用料の減免について（文化会館）（意見） 
各会館の年間の使用料の把握は実際歳入額ベースであるが、使用料減免額を集計すれば

各会館の潜在的な使用料獲得能力が把握でき、今後の管理活動（収支比率分析他）に役

立つと考えられる。 

またサイトウ・キネン・フェスティバル松本に対し、共催負担金の 80 百万円を歳出計上

し、さらに松本文化会館の使用料全額減免をしているが、使用料減免額は公開されてい

ないため県の貢献度総額が県民に説明されていないことになる。これについてもパンフ

レット、ホームページ等による開示が考えられる。 

３ 使用料の決定方法について（佐久創造館） 
  佐久創造館の利用者１人あたりの県支出負担額は 400 円前後であるのに対して、利用

者１人あたりの県の収入額は 50 円前後である。 
本事業が地域性の強い事業であることを考慮すると、県の負担割合が高すぎる場合には、

当該施設を利用しない住民との間で公平を欠くことになり、現在の受益者負担割合は低

すぎると考えられる。 
今後は正確な行政サービスに係るコストを算定し、そのうち利用者がどれだけ負担す

べきかどうか利用料の改定の可能性も含めて検討していくことが必要である。 
 

Ⅴ 今後の行政改革実施のための課題 

１ 文化会館の課題（意見） 
県と事業団の業務内容の区分が不明確なため、会館関係事業で指定管理者制度が導入

されても、事業団以外の参入が難しい。県と事業団の間の委託契約の内容を整理し民間

との公平を確保する必要がある。 
今後、指定管理者制度導入に向け、次のような点について、早急に検討が必要である。 

・ 会館の管理運営業務のみを指定管理者に任せるか 

・ 指定管理者に従来の自主企画事業・共催事業も含めて任せるか 

・ 指定管理者に使用料収入または自主企画・共催収入を帰属させるか否か 

・ 使用料収入を帰属させた場合の使用料減免（特にサイトウ・キネン・フェスティ
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バル松本）の取り扱い 

２ 創造館の課題（意見） 
県では地域性の強い事業であるため地元市町村に移管する方針が固められ協議が開始

されている。平成 18 年９月までに移管が完了しない場合は、指定管理者制度への移行手

続を採る必要が生じるため、県が既に決定された方針に従い速やかに地元市町村への移

管交渉を進めることが望まれる。 

一方で、地元市町村への移管或いは指定管理者制度の導入等に拘らず、現時点におい

て県が創造館自体の利用価値を高める施策を実施することは必要と考えられる。時間帯

別利用度、利用者の年齢層、使用方法などの統計データを分析し、利用率向上のための

施策を早急に検討すべきである。また、両創造館は、県営公園の敷地の中にあるため、

公園の利用方法を含めた検討が望まれる。 
３ 信濃美術館の課題（意見） 

美術館については、行政改革の方針に従い指定管理者制度を導入することが決定され

ている。今後、具体的に美術館が指定管理者制度を導入するに当たって検討すべきと思

われる課題としては（１）から（５）が考えられる。 
（１） 指定管理者の選定方法 
指定管理者制度の趣旨からして公募は原則であり、参入意欲のある民間事業者があれ

ば、その中から企画立案能力、効率性等を勘案して受託先を決定することにより、県か

らの委託費の縮減やサービス向上を図る必要がある。 
（２） 職員の処遇 
学芸員２名を残し、残りの県派遣職員は県に引き揚げる方針であるが、承継される２

名の処遇をどのようにするかという点と県に戻る人員の有効活用が今後の課題となる。 
（３） 利用料金制度 
管理受託業者は、地方公共団体からの委託料による収入が原則であったが、条例によ

り利用料金制度を採用した場合には、指定管理者は利用料金収入及び地方公共団体から

の負担金等の収益をもって管理経費に充当することができるようになった。 
すなわち、従来の管理委託制度の場合よりも低いコストで良好なサービスが確保でき

るのであれば、指定管理者が公の施設の管理を行うことによって適正な利潤を上げるこ

とが想定されている。受託業者のインセンティブを向上させるためにも、利用料金制度

の導入が望ましいと考えられる。 
（４） 委託料或いは負担金の積算について 
利用料金制度を採用する場合、美術館の場合は利用料金だけで運営経費は賄えないた

め県の負担金が必要となる、また利用料金制度をとらない場合にも適正な委託料水準の

見積もりが必要となる。 
（５） 自主事業 
現在、コンサート事業等の自主事業が行われている。今後、指定管理者制度を導入す
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る場合は、自主事業も含めて委託することが可能となるが、県の芸術文化振興政策に沿

った自主事業の実施を確保していく方策、その負担をどのようにするかの検討が必要と

なる。 
４ 歴史館の課題（意見） 

歴史館については、県の直営化が決定しているが、直営化に伴う課題として（１）と

（２）が考えられる。 
（１） 歴史館運営の弾力性 
歴史館が単なる展示機能だけではなく、民間では担い手が想定しがたい考古資料調査

や公文書館的な機能を有しており、実質的には県の派遣職員がこれらに従事している実

態があること、別組織に委託した場合は委託料に係る消費税の負担が発生すること等を

考慮して、直営化が決定されたものと思われる。しかし、直営化後は、歴史館の休日や

営業時間の問題一つにしても、県の規定に拘束されることになり、歴史館の弾力的な運

用が損なわれることが危惧される。このような直営化に伴う弊害を回避し、弾力的な運

営を確保することにより、利用者へのサービス水準を保つ必要があるものと思われる。 
（２） 人材の有効利用方策 
歴史館及び埋蔵文化財センターにおいて考古調査に専従する一部の専門教員について

は、学校現場に立つことができず、ローテーションやキャリア・アップの機会が限られ

てきた。 
これらの専門教員が今後、従来どおり派遣職員の身分において発掘調査に従事できる

機会は少なくなることが見込まれる。これらの人員を上述の職場以外にも人事異動させ

有効活用していくのか、或いは埋蔵文化財センターも直営化し、ここで県職員として発

掘調査に従事させるのか等についても検討することが望ましい。 
 

第三 長野県、文化振興事業団、各施設に特有の事項 
 
１ 変更登記について（文化振興事業団）（結果） 

事業団では、資産の総額の登記が設立当初の基本財産額のままとなっており、毎事業

年度の変更登記がなされていない。今後は決算確定後遅滞なく登記を行う必要がある。 
２ 職員宿舎の賃借料（長野県）（意見） 

使用人に貸与した住宅等の賃借料が通常支払うべき賃借料より低廉な場合、当該差額

については所得税の課税対象となる。低廉か否かの判定は、家屋や土地の固定資産税の

課税標準額を基準に行うこととなるが、固定資産税が非課税で評価がなされておらず、

課税標準額が不明であるため、当該判定はすぐには行えない状況である。 
固定資産税の課税標準額相当額の算出方法等について、税務当局に照会しながら検討

していく必要があると思われる。 
３ 県の委託費（文化振興事業団）（意見） 
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県から事業団に支払われる委託費の算定に際しては、事業団の人件費分がすべて含まれ

ている。しかし、事業団の自主事業分に関する人件費まで県が委託費を支払う必要がある

のかどうか契約書上不明確である。将来の適正な指定管理者制度導入のためその旨を契約

書上で明確に定めることが必要である。 
また県が契約で自主事業も含めて事業団に委託しているとしても、文化事業は事業団だ

けが担うものではない。県民や諸団体が同様の事業を提供する場合もあり得る。事業団が

自主事業を行う場合のみ人件費相当分を含めて県側が負担するのは公平を欠くため、今後

は当該負担の見直しについても検討が必要である。 
４ 「まつもと市民芸術館」との関係について（松本文化会館）（意見） 

松本市に同じ機能を備える「まつもと市民芸術館」が並存することによる利用客の分

散に伴い、松本文化会館の利用率が減少することが予想される。 
両館の役割分担と連携のあり方を早急に検討する必要があるが、万一、松本文化会館

の今後の維持管理費に県財政が耐えられず、且つ両会館の棲み分けができないという事

態となれば、行政単位を超えていずれかひとつの会館により音楽・演劇等の鑑賞機会を

提供していくことも一つの選択肢として検討すべきと考えられる。 
５ 図録の管理について（信濃美術館）（意見） 

図録月別受払表を作成して図録の管理を実施しているが、11 月 20 日に実施したたな卸

の冊数と図録月別受払表の冊数との間で差が発生していた。 
今後は正確な受払表を作成し継続的に図録を管理するとともに、定期的にたな卸を正

確に実施することで正確な図録の在庫量を把握し、発生した差異は分析をする必要があ

る。 
６ 文書伺いについて（信濃美術館）（意見） 

美術館においては、業者に対する見積り依頼等対外的に出す文書の承認の場合を除いて、

重要な契約締結承認を求める場合も含め番号が採られていない。また保管において収入支

出を伴わない伺いについては保管場所が決まっていない。このように採番帳にも番号が記

載されず、また物理的にも一つのファイルに綴じられていないため、どのような意思決定

が組織内で行なわれたのか網羅的に一覧できない状態となっている。組織としての意思決

定の記録を明確にするためにも簡易文書以外には番号を付し記録することが望ましい。 
７ 資金管理について（歴史館）（結果） 

使用料について、現金出納簿及び税外収入整理簿に登記をしていない。財務規定に従

って、会計外現金出納簿を登記しているとしているが、これは、委託契約で定める調定

決議書で兼ねているとしている。 
調定決議書は、日々の調定額を登記するものであり、現金の出納を記録するものでは

ない。毎日徴収された使用料は必ず 低 1 日は、歴史館で保管されることから、規定ど

おり現金出納簿を登記することは必要なことと思われる。使用料に係る現金出納簿を省

略することが許されるのであれば、その旨委託契約上で明記する必要がある。 
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８ 固定資産管理について（歴史館）（結果） 
管理費｢需用費｣の予算科目を使用して、パッケージエアコン（477 千円）が購入され情

報処理室に設置されているが、備品或いは資産台帳いずれにも登録されていなかった。 

事業団としては、予算科目に拘らず、資産を購入した場合は、県に報告等して、県か

ら事業のために貸与を受けている資産台帳或いは備品台帳に速やかに登録されるように

する必要がある。 
９ 講堂（ホール）の利用促進（歴史館）（意見） 

１Ｆにある講堂は平日を含めた年間の利用日数にすると会館日数の 1/３にあたる 100

日程度の利用にとどまっている。現状においても関連団体との共催事業での活用を図っ

てはいるが、今後も入館者を増加させる努力を行うとともに併せてホールの利用率を高

めることが望ましいと思われる。また、歴史館の運営に支障のない範囲で利用を希望す

る県民に対して講堂を開放することも併せて検討することが望ましい。 

10 歴史館事業の意義について（歴史館）（意見） 

事業量によって必要人数も当然異なるが、単純に比較した限りでは、近隣の県より小

人数で事業を実施していることが伺われる。考古資料部門や文献資料部門の役割を県民

に PR して理解を得ることが望ましいと思える。 
11 埋蔵文化財センターとの連携強化の必要性（歴史館）（意見） 

基本的に、歴史館と埋蔵文化財センターとの間では、埋蔵文化財センターは遺跡の発

掘を行い埋蔵物の調査を行い、歴史館は埋蔵物の公開普及を行うという役割分担がなさ

れている。このように歴史館の所管の事業のうち、埋蔵物に係るものに関しては、埋蔵

文化財センターと密接な関係を有する。 
（１）埋蔵物の収集 

歴史館で保存されている埋蔵物は、殆ど埋蔵文化財センターから歴史館に移管され

たものである。これまでは、埋蔵文化財センター、歴史館いずれも事業団が県から事

業を委託されていたので、正式な保管換えの手続は省略されてきた。しかし、平成 17

年度から歴史館が県直営となるため、これらの保管の名義変更及び引渡し手続も正式

に行うことが必要である。 

（２）収蔵品の引渡し 
2 年前の移管時には、埋蔵物が一挙に持ち込まれたため、収蔵品について個別に検収

行為を行うことが難しかった。現時点でも、写真、図面関係については、移管された

状態のまま手付かずの状態である。今後は、保管責任を明確にする上でも、引渡時の

検収手続を正式に行う必要がある。 

また、この引渡しを効率的に行う上で、歴史館と埋蔵文化財センターとの間で合意

に至った分類方法等に従ってデータと現物の移管を行う手続を決めておく必要がある。 

一方、埋蔵物文化センターでは、埋蔵品のデータベース化を進めているが、これに

当たってもこのような歴史館との連携を念頭に置く必要がある。 
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12 収蔵品の整理について（歴史館）（意見） 
歴史館の埋蔵品の収蔵スペースはすでに限界に近づいており、資料の増加を考えると

施設の拡充、どのような資料を歴史館のいずれの場所に受け入れていくか一定の方針を

立てることが必要と思われる。 
また文献史料部門の収蔵史資料については行政文書の約半分を除いてデータベース化

が進んでいない。これらのデータベース化については、速やかな整備が望まれる。 
さらに埋蔵品の現在の収納状況及び今後整理に必要な作業量により適正な人員配置を

確保し、整理計画を速やかに策定する必要がある。  
13 人権啓発センターとの関係（歴史館）（意見） 

歴史館の直営化を契機に経費の負担割合を見直すかどうか現在は決まっていないため

早急に検討する必要があると思われる。 
また現状では学校、団体客の受付業務は歴史館の方で併せて行っているが、今後は全

ての受付業務の一本化し効率的な人材配置を検討する必要があると思われる。また歴史

館のパンフレットに人権啓発センターの名前を入れるなど相互ＰＲを図ることを検討す

る必要があると思われる。 
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