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第１部 下水道等事業について 

Ⅰ．外部監査の概要 

１．選定した特定の事件（テーマ） 
下水道事業等について 

 

２．事件を選定した理由 
下水道は汚水の排除による生活環境の改善、雨水の排除による浸水の防除及び河川等の

公共用水域の水質保全に資する公共施設である。 

長野県（以下、「県」という。）の汚水処理人口普及率は平成 8 年度で 52.1%（全国第 19

位）であったが、積極的に下水道普及政策を進めた結果、平成 16 年度においては 87.7％

（全国第 8 位）となっている。このように下水道の普及が進み、建設の時代から管理の時

代が訪れていると言われる現在において、主として下水道の維持管理にかかる業務が効果

的・効率的に行われているかを、外郭団体である財団法人長野県下水道公社を含めて検証

することが有効であると判断した。 

 

３．監査の対象機関 
生活環境部水環境課及び関連建設事務所並びに財団法人長野県下水道公社 
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Ⅱ．長野県の下水道事業の概要 

１．下水道の概要 
（１）下水道の役割 

下水道の役割は、汚水の排除による生活環境の改善、雨水の速やかな排除による浸水の

防除及び河川等公共用水域の水質保全等が主なものである。 

 

（２）下水道の種類 

下水道の種類は下図のとおりである。 

 
下水道の種類 

 

 

 

 

 

 

 

公共下水道（狭義）

公共下水道 特定環境保全公共下水道

法令上の下水道 流域下水道 特定公共下水道

都市下水路

下水道

コミュニティ・プラント

下水道類似施設 合併処理浄化槽

農業集落排水施設

 

２．長野県の下水道事業の概要 
（１）下水道施設に関する構想 

県では、公共下水道、農業集落排水、浄化槽等の汚水処理施設を効率的に整備するため

の構想エリアマップを策定している。現在では、3 回の見直しが行われ、エリアマップ 2005

を策定している。 

エリアマップ 2005 では、汚水処理事業の財政への負担を考慮し、施設の適正な役割分

担により、事業の効率化と財政の健全化を進める構想として策定されている。 

 
（２）組織の編成について 

本庁においては、平成 16 年 5 月 1 日より、下水道事業、農業集落排水事業、浄化槽整

備事業に関する施策を一元的に実施できるように、従来下水道課、農村整備課及び廃棄物

対策課にまたがっていた組織を水環境課生活排水対策室として再編成している。生活排水

対策室には、一元化された下水道について、庶務・経理的な業務を行う業務管理ユニット、

市町村・関係団体への指導・助言を行う生活排水ユニット、流域下水道に関する業務を行

う流域下水道ユニットが置かれている。 

現地機関としては、下水道事業に関する助言を行う管理計画課は建設事務所に属してお
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り、農業集落排水の助言を行う土地改良課、浄化槽の助言を行う生活環境課は地方事務所

に属しているため、生活排水に係る業務の一元化は実施されていない。 

 

３．流域下水道事業の執行体制 
流域下水道事業は、現在、諏訪湖流域、千曲川流域下流、千曲川流域上流、犀川安曇野

流域の 4 流域があるが、全流域について県の建設事務所及び財団法人長野県下水道公社、

日本下水道事業団で専門的な技術を要する施設の建設及び終末処理場の維持管理を委託し

て行っている。事業の執行体制の概要は次のとおりである。 

 
現在の流域下水道関連事業の組織執行体制 

  

 諏訪湖流域

流域名 業務内容 県以外の組織（業務委託先）

県庁 現地機関

下水道

建設業務 水環境課 諏訪建設事務所 日本下水道事業団

維持管理業務 水環境課 諏訪建設事務所 長野県下水道公社南信管理事務所

下流下水道

建設業務 水環境課 千曲川流域下水道建設事務所 日本下水道事業団

維持管理業務 水環境課 千曲川流域下水道建設事務所 長野県下水道公社千曲川下流管理事務所

上流下水道

建設業務 水環境課 千曲川流域下水道建設事務所 日本下水道事業団

維持管理業務 水環境課 千曲川流域下水道建設事務所 長野県下水道公社千曲川上流管理事務所

流域下水道

建設業務 水環境課 豊科建設事務所 日本下水道事業団

維持管理業務 水環境課 豊科建設事務所 長野県下水道公社中信管理事務所

県の組織

 

 千曲川流域

 

 
千曲川流域

 
犀川安曇野

 
 
 

４．財団法人長野県下水道公社の概要 
（１）財団法人長野県下水道公社の概要 

ア．設立許可日  平成 3 年 2 月 8 日 

イ．事業 

（ⅰ）下水道に関する普及啓発及び職員研修等の事業 

（ⅱ）下水道の調査、設計及び施工監理に関する事業 

（ⅲ）下水道の維持管理に関する事業 

（ⅳ）下水汚泥の処理等に関する事業 

（ⅴ）下水道排水設備工事責任技術者試験及び更新講習に関する事業 

（ⅵ）前号までに掲げるもののほか、目的を達成するため必要と認める事業 
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Ⅲ．監査の結果及び意見 

１．流域下水道事業費特別会計の収支の状況 
（１）維持管理費の予算と実績について 

流域下水道事業における維持管理費の多くは終末処理場の運転管理及び設備修繕によっ

て発生するものであるが、県はこの業務を 4 流域下水道の全てにおいて財団法人長野県下

水道公社（以下、「公社」という。）に委託している。 

この終末処理場の維持管理に係る業務委託契約は、公社が見積もった流域下水道ごとの

維持管理業務に必要な年間の経費予算について、県建設事務所及び生活排水対策室が査

定・調整を行った上年間発生見込額総額で締結し、翌年の 2 月補正予算時及び 3 月末の段

階で変更契約を締結し、公社における実際の維持管理業務発生費用で実費精算する形態を

採っている。 

この年度末の実費精算の過程において、県は実際発生経費が効率的な業務運営の基に発

生した妥当性を有するものであるかという観点からの検討を行う必要があるが、この点に

関し、現状では、公社からの日報による業務報告や口頭での報告等に基づき、効率的な維

持管理業務が行われているかどうかの実質的なチェックは行われているものの、実費精算

の前提となる実際発生経費の妥当性の検討という財務面からのチェックの過程については、

予算及び実績の差異に関する簡単なコメントが記された資料が残っているのみであり、年

度当初の予算査定の場合のような詳細な検討資料は残っていない。 

年度末には実費精算が行われることにより公社に会計上の利益が残らない契約形態とな

っているため、受益者負担金ないし税金が公社という一法人に蓄積されることが無いよう

にも見えるが、実際発生業務量に基づく再査定行為を前提としない委託料の実費精算とい

う仕組みは、一般的には実際の経費発生額が当初予算の範囲内であればそこまでの委託費

は保証されるという意味で、受託先にとって経費削減ないし効率性追求のインセンティブ

が働きにくく、良好な能率の下における業務遂行がなされない可能性があるという構造的

な特質を持っているものといえる。従って、県はこのような構造を持つ仕組みの中でも公

社が効率的な維持管理業務を行っていることを確認し、その確認の内容を外部に説明可能

な形で残すべきである。 

 
（２）公債費の負担について 

流域下水道の供用開始以後は、市町村から負担金を徴収し流域下水道事業費を賄うこと

となるが、現在のところ諏訪湖流域下水道を除き負担金により公債費（資本費。県債償還

額及び支払利息額）を回収する協定は結ばれておらず、純粋に維持管理費部分が回収対象

となっている。 

公営企業たる下水道事業にかかる経費はその建設費も含めて 終的にはサービスの受益
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者が負担することが原則であり、市町村が主体となって行う一般の公共下水道事業に関し

てはその建設費に対して県は補助金の交付等の助成は行っていないこととの整合を図る意

味からも、資本費の回収を検討すべきと思われる。すなわち、現状の負担関係では、結果

的に、流域下水道の関連市町村に対してのみ広く県民から徴収した税金が投入されること

となっているため、地域間の公平性確保の観点からも、公費で負担すべき資本費を除き、

関連市町村から負担金として徴収する方向で検討すべきである。 

 
（３）企業会計方式導入の必要性 

下水道事業の経営状況や財政状態等の下水道事業の経営内容を分かりやすい形で積極的

に情報開示していくためには現在の単式簿記に基づく官庁会計で得られる単年度の収支情

報のみでは不十分であり、企業会計方式である複式簿記を前提とした発生主義会計の導入

が望まれる。公営企業においては地方公営企業法を適用することにより発生主義会計の導

入が可能である。流域下水道事業は地方財政法上の公営企業のひとつとして位置づけられ

るものの、当該事業への地方公営企業法の適用は強制されていない（地方公営企業法第 2

条）ため県は流域下水道事業について同法の任意適用は行っていない。 

県の流域下水道事業においても企業会計方式を導入し、減価償却費を含めた維持管理費

用発生の状況や、資産及び負債といったストック情報を明示していくことが、今後の健全

経営及び適正な受益者負担を実現していくための基礎を提供することに繋がると考えられ

る。 

 

２．固定資産関係 
（１）未利用地の有効利用の検討の必要性 

建設計画の見直しの結果、新たに発生する未利用地をどのように利用するかについては、

具体的な検討はされていない。これは、処理水量予測の不可能性や、売却等の目的外利用

による補助金返還手続等が発生することによる。 

未利用地の有効利用については、様々な用途が考えられる。例えば、八戸市では、消化

ガス発電、太陽光発電機、風力発電機等の複数の分散型電源等を組み合わせて、電力供給

システムとして八戸市の公共性の高い施設への電力供給を行っている。これらの発電装置

を備える場所として未利用地を利用し、ひいては自給自足の下水道処理施設となることも

考えられる。 

「下水道ビジョン 2100」においては、近年の異常気象による集中豪雨の増加についても

言及されており、雨水流域下水道等により、広域的な浸水対策を推進するほか、関係者間

による情報ネットワークの整備を構築する等、流域を単位として関係者の連携のもとに効

率的な浸水対策を推進している。 

このような流域を単位としての整備を行うことも有効利用の一方法として検討していく
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ことが考えられる。 

 
（２）固定資産の管理状況について 

県の流域下水道における固定資産管理の状況は、公社へ貸付けている物品については、

公社に管理を委託し、建設事務所で使用されている物品については管理台帳を作成し、物

品管理のためのシールを貼付している。 

一方、設備については、「財産に対する台帳等の整理について」の通知において管理台帳

の備え付けが規定されているのもかかわらず、現状では台帳は作成されておらず、県費で

購入した県の財産である固定資産の把握がすみやかにできない状態にある。個々の設備の

完成図書については適切に保管されており、完成図書により取得時の状況は把握できるが、

県は規程に基づき、自らの財産である設備の維持管理を適切に行うため、管理システム等

により固定資産の管理台帳を早急に作成すべきである。 

 

３．流域下水道管理システム 
県流域下水道管理システム（以下、「管理システム」という。）とは、恒常的業務の効率

化による改善、迅速な処理による適正な維持管理の実現、膨大な情報の一元管理、県下 3

流域の業務仕様の統一、連携を達成するために構築されたシステムである。 

管理システムは、平成 8 年より導入を開始しており、契約も平成 8 年より 8 年間に渡り

3 流域でそれぞれ契約している。また契約は、各年度かつ各流域で分割されて締結がなさ

れているが、本来、投資総額 300 百万円程度が見込まれる契約については、県において一

括発注して、各流域が応分の負担をするべきであったと考えられる。また、投資総額の 50%

を負担している市町村職員の意思決定への参加が明らかでないため、市町村も含めた適正

な意思決定過程が必要であったと考えられる。 

現状の管理システム運用体制は、現地の建設事務所と公社の現地事務所が入力済みのデ

ータを活用している。利用されている情報は、接続率・水洗化率・幹線管渠情報・水質試

験情報であり、施設管理等その他の情報については、データ入力が未了である。 

現状の運用体制は、各流域の公社現地事務所と所管の県建設事務所での連携であるが、

将来は必要性に応じて、県や各流域間も連携させることも可能である。 

ただし、詳細の運用状況や将来の連携構想が明らかにされていないため、今後の構想を

明確にした運用体制の整備、及びデータ入力作業計画を立案して有効利用することが必要

である。 

 

４．その他流域下水道事業について 
（１）流域下水道に係る人件費について 

県では、予算時に特別会計の人件費を、流域下水道建設費に含まれている事務費の金額
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により決定している。本来、人件費については、実施している業務に基づき、一般会計で

負担すべきか、あるいは、特別会計で負担すべきかを決定すべきである。現在の方法では、

補助金の金額により、特別会計で負担する人件費の範囲を決定しているため、流域下水道

に係るコストが適切に把握できないこととなっている。すなわち現状では、受益者が負担

すべきコストの一部を県民全体で負担しているといえる。 

流域下水道にかかわるコストを適切に把握するため、及び、受益者と県の負担割合を適

切にするため、役職員の業務に基づき特別会計の負担とするか、一般会計の負担とするか

を決定すべきである。 

 
（２）退職給与 

県においては、企業会計方式が採用されておらず、退職金支払時にのみ会計処理が行わ

れる。従って、本来発生している将来の退職給与負担分が把握されていない。この退職金

負担額についても、平成 16 年度の費用として認識し、流域下水道に係るコストとして把

握すべきでありこのためにも企業会計方式を採用すべきである。 

 
（３）汚泥処理施設の維持 

汚泥処理については、県の方針として、県内で処理することを原則としている。しかし

次のような問題点がある。 

豊田終末処理場において、下水道汚泥の人工骨材化を必要とする一番の要因は温泉排水

に起因する砒素への対応である。諏訪湖流域下水道の汚泥については、昭和 54 年度供用

開始以来、諏訪圏域内処理を基本としているが、人工骨材の有効利用と人工骨材化のコス

トとの関係を検討して再度、この方針を見直すべき時期であると考える。 

溶融結晶化設備について維持管理 WT からの指摘がある。内容は、維持管理費が高額で

あり、民間処理業者の汚泥・焼却灰の受入の動向等を考慮し、再度、焼却灰の 終処分を

検討すべきというものと、汚泥脱水設備、汚泥焼却設備についての提案であり、これらに

ついては検討作業が行われているが、速やかに対応するべきと考えられる。 

 
（４）日本下水道事業団の管理諸費率の管理について 

県では、機械設備､電気設備の工事について、工事業者の選定、発注、契約、監督、検査、

県への引渡しについて日本下水道事業団（以下、「事業団」という。）へ委託している。工

事費については、実施設計を行った結果算定され、管理諸費（事務費）については、契約

金額ごとに算定される。 

事業団からの管理諸費率は県全体の金額単位で算定されるため、生活排水対策室では、

事業団の定める一定の管理諸費率よりも高い諸費の負担になっていないかという視点での

み確認している。今後は、各流域の実績比率を算定して不公平な諸費率になっていないか
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等を継続的に確認するようにすべきである。なお、確認の結果、流域ごとに異常な比率が

算定されたら、事業団へその理由を確認のうえ、適正な諸費率であるか否かを県より確認

することも必要と考える。 

 
（５）各流域別維持管理業務委託契約書に基づく業務報告書について 

流域下水道の維持管理業務の委託について県の建設事務所と公社との間で、委託契約書

が締結され、契約において報告が必要とされている。 

再委託業務状況報告書については、必要とされる書類が一部提出されていない。 

また、報告内容は、技術的な視点が必要となるため、管理監督を行うためには、技術的

視点からの内容監督が必要となる。しかし、県建設事務所職員では技術面からの内容の確

認が十分にはできない部分があり、業務報告書の全項目について確認できていない。この

ような状況において多くの時間を用いて作成した資料であっても有効活用がなされないと

作成した価値を失うことになる。よって活用方法を再度検討して、チェック項目・チェッ

クポイントを明らかにすること、異常が発生したときに、認識・発見できるような様式へ

改善すること、若しくは技術的項目も確認可能な職員を配置する等の改善を図ることが望

ましい。 

 

５．長野県下水道公社の事務の執行について 
（１）人件費について 

公社の本社（公社による呼称）の管理職員の職員給与等人件費について、特別会計で負

担している。公社では、本社部門において各管理事務所の業務を実施しているにも拘らず、

各管理事務所に相応の事務コストを負担させる按分基準を持っていないためである。 

管理職員は法人全体の管理業務に従事しているため、各管理事務所が人件費を負担すべ

き業務をどの程度実施しているのか容易に判断できない。このため、現在公社が採用して

いる方法は、各管理事務所に負担させるべき金額の算定に合理性を欠く処理である。 

特別会計における共通費の取扱いにおいては、本社管理部門の共通費に関して合理的な

按分基準を適用し、各管理事務所の計上とすることが必要である。 

 
（２）内部留保について 

公社には平成 16 年度末時点で 1,458 百万円（基本金 40 百万円を除く）の正味財産があ

る。 

本来、公益法人である公社は利益の獲得を主目的とする法人ではないため、正味財産を

留保する目的は、将来特定の支出が見込まれているものに対する資金留保や、社会経済情

勢の変化や法人に関する状況の変化等に対応し公益事業を適切、継続的に行うための留保

に限定されるべきと考えられる。現在の公社の状況から判断して正味財産として留保され
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ている内部留保は明らかに過大なものであり、今後公社の内部留保をどのように還元する

か検討を要する。 

制度上、公益法人は利益の獲得と分配を想定しないため、過大な内部留保が生じた場合

の還元方法が規定されていない。このため現在公社で留保されている正味財産の還元方法

について合理的な処理の方法が見当たらない。 

この解消策として、公社は今後の維持管理受託料の引き下げによる還元方法を検討して

いるが、この方法では過年度における内部留保の発生主体と今後予定している還元主体と

が整合しない面があるため、今後の解消策の実施に際し公社は関係自治体の利害調整を図

りながら解決できる方策を県と協議し検討していく必要がある。 

 
（３）固定資産について 

公社の本社として利用している県土木センターは、平成 9 年に持分割合を県町村事務組

合から購入したものである。県土木センターの管理は、区分所有者で構成される県土木セ

ンター管理組合が実施しているが、所有割合が均等でないにも拘らず、管理組合費の費用

負担は 4 団体が均等に拠出することとされている。 

所有する面積が異なれば維持管理に要する費用も異なってくると考えられることから、

異なる団体の拠出すべき費用を負担することがないように、規則を見直していくことが必

要であると考える。 

また、県土木センターを区分所有している県土地開発公社と県道路公社は、廃止の方向

性が示されており、廃止後、どのような形で同センターを利用していくのかを検討すべき

である。 

 
（４）委託契約に関して 

ア．１社見積りによる契約のリスク管理 

流域下水道維持管理業務における修繕費、委託費において 1 社見積りによる委託契約

が多数みられる。これは、下水道設備の特殊性によるものであるが、下水道設備を製作

した会社しか維持・修繕を実施できないという理由によるものである。しかし、高度な

安全性を要求される下水道設備でありながら、その根幹をなす設備の維持・修繕を 1 社

にしか発注できないとなると、万が一の事態に遭遇し、今まで発注してきた会社に発注

できない状況に至るとしたならば、取り返しのつかないこととなる危険性を有している。 

設備の建設時点で高い信頼性を持つ会社に発注していたとしても、その後長期間に渡

る信頼性は保証されるものでは無い。一方で、設備の建設には特殊な技術が多く、数多

くの会社が対応できないのも事実である。 

そのような中で、1 社しか対応できない契約締結の際には、契約先から財務諸表の提

出を求める等定期的に契約先の経営状況を監視することが必要である。 
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イ．共同購入契約について（水質薬品契約単価を例として） 

公社による委託契約については、管理事務所ごとに設備の特性が異なっているため、

管理事務所ごとの委託契約が行われている。しかし、通常契約単位を大きくすることに

よって、スケールメリットが生まれ、購入価格の引き下げにつながることが多い。効果

を明確化することはできないが、今後検討の余地はあると考える。 

 
（５）建設受託事業について 

ア．入金遅延の未収入金について 

建設受託事業における契約先は市町村であるため、貸倒が生じる可能性は低いと考え、

事務作業が滞りなくなされれば入金違算が生じることは無いと考えられてきたため、長

期間に渡って未収入金の消し込み照合は実施していなかった。しかし、入金違算が生じ

ており、今後は定期的な入金照合の実施が望まれる。 

 
イ．仕掛建設工事への間接費の配賦計算 

建設受託事業において、決算期末に継続中の工事に関する支出経費を次年度に繰り越

すために、前受金を進捗度とした基準により、未成建設受託支出金を算定し、計上して

いる。 

しかし、平成 16 年度末に継続中の工事は前受金を収受した工事以外にも生じている

ため、前受金を基準とした進捗率の把握方法では繰越工事に係る支出を反映しえていな

い。また、前受金の入金と工事の進捗度合いは必ずしも一致するものではなく、契約形

態に応じて入金条件も異なってくるものと考えられる。 

現在の方法は、公社の工事に関して契約ごとに原価を把握する個別原価計算を実施し

ていないため、簡便的に実施しているものである。 

今後、 も望ましい方法は個別原価計算を実施し、工事ごとの原価を把握することで

あるが、直接費の比率が少ない工事内容となっているため、工数や工期といった情報を

基礎とした実際の工事の進捗率を反映させる指標を持つことで、同様の方法を行うこと

も可能であると考えられる。 
 
（６）その他 

ア．県下水道普及促進実行委員会 

県下水道普及促進実行委員会は、県内における下水道の普及啓発を目的に作られたも

のであるが、公社においても普及啓発事業を実施しており、目的による区分けが明確化

されていない。 

また、協賛金の負担割合も明確ではなく、公社が委員会の運営費用の 67％を負担する

合理性が見られない。この協賛金に関しても、公社から平成 16 年度は 500,000 円の支
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出が行われているが、使用されている金額は 252,701 円であり繰越金も 1,833,568 円生

じており、協賛金の金額が適切であるのか判断しがたい。 

今後委員会の活動にあたっては、公社と委員会の住み分けを明確にした上で、公社か

らの協賛金の負担の必要性を検討することが望ましい。 

 
イ．ホームページの利用について 

下水道に関する普及啓発は公社の寄付行為でも 初に取り上げられる重要な事業であ

る。普及啓発活動の中で、近年インターネットを利用した活動が成果を挙げているケー

スが多く見られ、公社においてもホームページを利用している。 

しかし、ホームページの委託に際して、普及啓発に関する数値目標を設定していない

ため、有効活用されているか否か判断ができていない。 

 

６．その他汚水事業について 
（１）浄化槽事業 

ア．法定検査の実施状況について 

県内に設置されている浄化槽は全 94,804 基であり、浄化槽法の｢第 11 条検査｣の受検

基数は 16,542 基であり、また受検率は 18%となっている。今後は、実施されていない

利用者への普及活動を徹底していくことが必要である。 

 

イ．浄化槽台帳の整備の遅れ 

浄化槽台帳の整備等の事務は県知事から市町村へ権限委譲されている。そのため、浄化

槽台帳の整備については、権限委譲の際に県で実施した場合に従う事務処理要領に従っ

て行うべきものと考える。 

現状の整備状況は、平成 15 年度末時点の結果によると浄化槽台帳件数は 60,401 基、

届出の積み上げ設置数は 94,458 基であり、両者は 34,057 基の差異があり、整備状況は

良好といえない｡ 

平成 18 年 2 月に改正下水道法が施行されたが、これを機に浄化槽台帳を整備してい

くことが必要である｡ 
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第２部 長野県警察について 

Ⅰ．外部監査の概要 

１．選定した特定の事件（テーマ） 
長野県警察について 

 

２．事件を選定した理由 
自治体が実施する住民意識調査において、近時、防犯対策が自治体行政への要望のトッ

プになるケースが増えているという。それほど地域での「くらしの危機」を感じる人が多

くなったのである。平成 16 年度の警察白書によれば、 近の刑法犯の認知件数は昭和期

の約 2 倍の水準に達し、街頭犯罪・侵入犯罪や来日外国人犯罪も増加する等、住民は犯罪

被害の不安をより身近に感じるようになってきている。 

県においても犯罪発生件数（刑法犯）は増加の一途を辿り、平成 13 年には約 3 万 4000

件と戦後 悪を記録し、その後も依然として高い水準を推移している。また、県民が日常

的に利用している道路交通の場においても、依然として毎年 200 人前後が交通事故によっ

て命を落としている。こうした事態に対処するため、長野県警察（以下、「県警」という。）

は平成 15 年 12 月に「長野県警察緊急治安対策プログラム」を策定した。この中で、治安

に対する県民の不安の増大に対応するため、警察官の増員や施設・通信情報基盤の整備が

謳われている。 

警察は住民の安全・安心の 後の砦である。県財政の厳しい中、このような県民にとっ

て重要な意義を有する事業を効率的、効果的に行っていくための提言を行うことが適切と

判断し、特定の事件として選定したものである。 

 

３．監査の対象機関 
長野県警察本部及び関連する機関・団体等 
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Ⅱ．長野県警察及びその事業概要 

１．人員及び財政規模 
県人事委員会の公表資料によれば、平成 17 年 4 月 1 日現在の人員は、合計 3,686 名、

財政規模については、県の一般会計全体の支出に占める警察費は、過去 3 年度で 4.5％か

ら 4.8％（金額にして 430 億円から 440 億円半ば）となっている。また、支出総額のうち

約 8 割を人件費が占めている。 

 

２．緊急治安対策プログラム 
県の犯罪発生件数（刑法犯）は、平成 3 年から 11 年連続で著しく増加し、平成 13 年に

は約 3 万 4,000 件と戦後 悪を記録し、その後も依然高い水準で推移している。一方、検

挙率は平成元年に長らく保っていた 60％台を割って以来低下し、20％台に低迷している。

このような事態に対応するため策定されたのが、「長野県警察緊急治安対策プログラム」で

ある。 

 
（１）アウトカム指標の公表 

このプログラムでは、街頭犯罪等抑止総合対策により、犯罪発生件数を毎年前年比 5％

減に抑止することを目標として掲げている。 

この数値目標は当該プログラムに掲げられている数少ない数値目標のうちの 1 つである

が、このようなアウトカム指標を目標としたことは評価できることである。 

実際には、県警内部では上記以外にも県警全体としての数値目標を複数設定しており、

それに沿って各警察署も管内における同様の目標を設定しているとのことであるが、県民

の立場からすれば、犯罪検挙率等さらに多くの指標による目標が公表され、それに基づく

評価を通じて警察の説明責任がより良く果たされていくことが望ましいものといえる。 

 
（２）LED 信号機の促進 

現在、県警では交通信号灯器の LED 化を進めている。LED 化により、「交通事故の大

幅な減少」「電力料金、電力使用量の大幅減少」「毎年の保守料金の減少」というメリット

が見込まれることから、初期投資が従来のものよりも割高であっても、事業を継続するこ

とが望ましい。県の財政が厳しく現状では財源が確保できないのであれば、県民の交通事

故防止や地球温暖化防止効果への理解を得て、県内信号灯器の LED 化のための目的税の

導入を検討することも考えられる。 
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Ⅲ．監査の結果及び意見 

１．委託費 
県警本部所管の委託費のうち、契約額 10,000 千円以上のもの 17 件（計 672,321 千円）

（結果は（１）～（４）に記載）及び免許センター所管の委託費上位 2 件（計 430,136 千

円）について検討した（結果は（５）に記載）。 

 
（１）費用内訳の詳細の入手と検討を求めるもの（意見） 

検討対象の随意契約 6 件のうち、5 件は相手先から詳細な見積りを入手しておらず、ま

た、業務実施後も完了報告のみで実際発生額の報告を受けていなかった。 

これらの多くは前年度以前から随意契約となっており、競争入札に比べ価格の適正性を

厳密に検討されていない可能性がある。今後見積書入手時・実績報告書受領時のいずれも

相手方の費用内訳を入手し検討する必要があると考えられる。 

 
（２）予定価格の算定方法の改善を求めるもの（意見） 

ア．総合的防犯対策警戒業務 

本業務の指名競争入札に先立ち、県警が予定価格算定で用いた人件費は４警備会社か

らヒアリングした「平成 15 年度の基本給」の平均値であったが、実際発生額はその 80％

程度であった。 

これは、本業務が「緊急雇用対策事業」として実施されており、新規雇用者が 75％以

上になるよう仕様書で指定された為と考えられる。このような場合、予定価格に正社員

の平均給与を採用することは合理的ではなく、初任給の平均給与や、アルバイトがフル

タイムで働いた場合の平均給与等を予定価格の参考にする方が合理的と考えられる。 

なお、この業務では 4 契約すべてにつき契約変更なされている。変更契約（増額分）

においても、人件費についてはそれぞれ契約先からのヒアリングに基づいた額を利用し

たが、実際発生額は当初及び変更契約時の予定価格の算定基礎とした単価のいずれも下

回っていた。契約変更の場合においても、適切な見積りを行うことが望まれる。 

 
イ．シートベルトの着用効果体験・該当指導業務 

本業務も「緊急雇用対策事業」として実施されており、新規雇用者が 75％以上になる

よう仕様書で指定されているが、予定価格の算定に当たって平均勤続年数 10 年、平均

年齢 40.7 歳の平成 15 年県サービス業所定内賃金を利用しており、アの委託契約の見積

単価と比べても高いものになっている。新規雇用者を中心に行う事業である以上、勤続

年数を考慮しない方が合理的であったと考えられる。 
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（３）予定価格に極めて近い金額でなされる契約について再検討を求めるもの（意見） 

ア．随意契約 

随意契約 6 件のうち、1 件を除きほぼ予定価格に極めて近い金額で契約締結されてい

た（（１）で指摘した 5 件の契約と同じ）。 

これは、契約内容が競争入札に適さない結果、毎年同一の相手先と契約を結ばざるを

得ないことが原因とのことであるが、それらの中には、必ずしも随意契約で行う根拠と

して十分であるとはいえないものが見られた。中には、一定比率以上を新規雇用者で行

う必要がある事業においても在職年数 10 年の人員の平均給与を基礎に予定価格を設定

しているにも拘わらず、極めて予定価格に近い金額で成立している契約もある。今後、

適正な価格で契約ができるよう入札による調達に移行することを検討することが必要と

考えられる。 

 
イ．指名競争入札 

指名競争入札（5 契約）も予定価格と極めて近い金額で落札、契約がなされている。

そのうち、4 つの契約は、「総合的防犯対策警戒業務」である。これらの契約は、当初入

札では平均落札率は約 75％であったが、全ての契約について契約変更が行われ、 終的

には当初の予定価格に対し約 103％の契約額となった。つまり、当初は予定価格よりも

約 25％節約されていたのにも拘らず、 終的には約 3％当初予定価格を超過した。 

当初から必要性が認識されていた業務について後から追加された背景としては、当初

契約時の見積りの甘さがある。さらに、当初から予定価格をより厳密に計算すれば、全

ての必要な業務を一本化して入札することが可能と考えられ、より経済的な調達ができ

た可能性がある。今後、予定価格の算定に当たっては厳密な検討が必要と考えられる。 

 
（４）実績報告の改善を求めるもの（意見） 

ア．実績報告が契約内容に合致しているかどうか一覧で把握できない事例 

緊急雇用対策の一環として実施される事業は、契約書等において「雇用人員のうち、

新規に雇用される者の占める割合は概ね 75％以上とする（以下、「75％基準」という。）」

という規定が設けられている。しかし、4 契約中 3 契約について、実績報告書の記載か

らは「75％基準」は充足されていないと思われた。 

この点、県警側の担当者が個々に調査を行った結果、契約条件に反するようなケース

が認められなかったとのことであるが、そのような調査結果は、書面により作成されて

いなかったため検証できなかった。 

少なくとも、実績報告書は契約条件が守られたかどうかが一覧で判明するような様式

とすべきである。 
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イ．人件費内訳の相違 

4 つの総合的防犯対策警戒業務は、契約上、人件費の範囲が明確にされていないため、

業者毎に人件費として社会保険料控除等の扱いについての解釈が異なっていた。 

今後、委託契約を締結する際には「人件費」に何が含まれるかについて明確に定義を

付す必要がある。 

 
ウ．正社員と新規雇用者の区分表記 

総合的防犯対策警戒業務のうち 1 つの契約については、賃金台帳で正社員と新規雇用

者の区分が明確になるよう表記されていなかったため、緊急雇用対策としての効果、す

なわちどの程度失業していた新規雇用者に賃金を支払うことができたのかが明確になっ

ていなかった。 

本委託費の財源は基本的には税金であり、その使い方や効果については厳密に評価す

ることが必要であることから、これらの明確な区分記載の指導が必要であったと考えら

れる。 

 
エ．実績報告の法規準拠性 

「委託業務仕様書（以下、仕様書）」によると、緊急雇用対策事業における新規雇用者

の雇用期間は 6 ヶ月未満とする旨の規定がある。しかし、該当する 4 契約とも、6 ヶ月

以上雇用を継続している新規雇用者が見られた。これは、「緊急地域雇用創出特別基金事

業実施要領」にある「雇用期間の定めのない労働者として正式に雇用することに事業主

が同意した者」に該当する場合、6 ヶ月以上の雇用継続を認めるという例外規定が適用

されたものとのことであるが、以下のような問題点がある。 

（ⅰ）このような例外を認めるのであるならば、その旨を仕様書に記載すべきであっ

た。 

（ⅱ）仕様書に例外規定がない以上、原則として同仕様書に沿った委託内容を実施さ

せる必要があったが、1 年後にまとめて実績報告書の提出を求めており、県警

が事業実施期間中に適宜チェックできるような方式になっていなかった。 

（ⅲ）このような例外規定を設けた場合であっても、県警は 6 ヶ月超の雇用者につい

て期間の定めのない労働者として正式雇用されたのかどうか確かめる必要があ

ると考えられるが、監査時点では網羅的には確認されていなかった。 

県警としては、適時に委託先の雇用状況を聴取し、必要に応じ契約内容に沿った履行

を確保することが必要である。 
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（５）現地機関における委託費 

ア．予定価格の機密保持を求めるもの（結果） 

財団法人長野県交通安全協会（以下、「安全協会」という。）に対する随意契約による

委託契約のうち、金額が も大きい運転免許証更新業務は、運転免許証の更新時に、優

良運転者、準優良運転者及び通常・初回更新者別に講習を実施する業務である。 

契約は、受講者 1 人当たり（以下、「1 件当たり」という。）の単価契約となっている。 

2 回目の見積内容を調べたところ、すべての種類の講習において見積単価は銭単位で

予定価格に一致していた。予定価格事前公表制を採っていないにも拘わらず、銭単位で

完全に予定価格と合致する単価を提示することは不可能であることから、予定価格の漏

洩があった可能性が高い。 

同様に、平成 16 年度の高齢者講習のために県警が全 23 業者（30 教習所）から入手

した見積単価も銭単位で予定価格と一致していた。 

1 回の見積で全ての教習所から予定価格と全く同一金額が回答されることは事実上不

可能であることから、これについても予定価格の漏洩があった可能性が高い。 

今後、予定価格の取り扱いについては細心の注意が必要である。 

 
イ．運転免許証更新業務の見積について改善を求めるもの（意見） 

（ア）講師の平均給与単価 

講習は、運転免許センター及び警察署で行われ、前者においては安全協会の講師が、

後者においては安全協会支部の事務局長が講師を務める。これらの人件費の見積におい

て平成 16 年度については、前者の講師については行政事務臨時嘱託員の日給を基礎に、

後者の講師については行政職 1 級 16 号俸に基づいて年収が計算されていた。 

予定価格の算定に当たって異なる人件費を用いる合理的な理由はないため、当該業務

を行うに必要な能力や経験等を有した人材に対する報酬を基礎等にして同じ給与で見積

りすべきである。 

（イ）講習見積時間 

優良者講習は 30 分、準優良者講習は 60 分、通常・初回更新者はいずれも 120 分の講

習を受けなければならない。1 件当たり所要時間を算出するにあたり、これらの 1 件当

たりの講習時間を 1 回の講習の平均的な受講人数で除して求めている。 

これらの平均的な受講人数は全国平均数値とのことであるが、これを根拠付ける資料

はなく、また、これらの人数を前年度である平成 15 年度の実績と比べても乖離が見ら

れた。 

1 回当たり受講人数は年によって変動が予想されるため、一定の人数として固定して

おくことは不合理とはいえないが、例えば、過去数年の平均値を取る等して一定期間適

用し、その後実績の変動に応じて見直す等の方法が考えられる。 
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また、これら講習の一定時間はビデオ講習となっている。ビデオ講習の間、講師は完

全に講義から解放されるわけではないが、ビデオ放映時間を 100％含めることが真に実

態を反映しているのかどうかを確認する必要があるものと思われる。 

（ウ）物件費 

物件費の見積りに、講習中放映するビデオテープの減価償却費を含めているが、未だ

ビデオテープが使われているのかどうか等について確認されていない。 

さらに、講習用テキスト代等が計上されているが、これらの冊子の内容については警

察庁及び県警が監修しているにも拘らず、安全協会が業者からいくらで調達しているか

について把握されていない。 

 
以上総括すると、県警としては、業務の内容に応じた適正な予定価格を算定すること

が求められ、現状の委託先における実績や他の業者の見積等幅広く情報収集することが

必要である。 

 
ウ．他の委託業務との統合可能性の検討を求めるもの（意見） 

現在は更新に係る一連の業務だけでも、更新通知業務、運転免許窓口業務等契約形態

が細分化されている。 

契約方法の見直しに当たっては、これらの契約の分け方自体を再検討する必要がある。

なぜなら、他の関連する業務と一体化して契約することで、必要な人件費の積算におい

て効率化を図ることも可能と考えられるためである。 

さらに、委託業務ではないが、写真撮影や証紙売りさばきといった免許更新に伴う一

連の業務に含まれる一種既得権ともいえる業務についても、更新業務等の委託先に一括

して行わせることが適切なのかどうかについて合わせて検討が必要と思われる。 

 
エ．高齢者講習について予定価格の算定方法の改善を求めるもの（意見） 

県警は、契約時に 23 業者から 1 件当たり見積単価しか入手しておらず、各教習所が

どのように計算しているかは不明となっている。また、当該事業で発生した実績額の報

告を受けていない。 

予定価格の算定に当たっては、それぞれの業者から高齢者講習を実施するのにどの程

度かかったか、あるいはどの程度かかると見込まれるかといった調査を行うことが望ま

れる。 

 
オ．認定教育による効率化等の検討を求めるもの（意見） 

運転免許取得者の教育の認定に関する規則の一部改正により､教習所が免許更新前 6

ヶ月以内に「認定教育」として高齢者講習と同等の効果を生じさせる講習を実施した場
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合、対象者は委託による「高齢者講習」を受講しなくても運転免許証更新ができるよう

になった。「認定教育」型の場合、県では手数料収入も講習の委託費も計上されないが、

現在安全協会に委託している更新時の通知業務の委託費も軽減される可能性がある。総

合的に勘案した場合、「認定教育」型を推進した方が経済的、効率的なのかどうかについ

て県警は十分検討する必要がある。 

 

２．その他の関連団体との取引等 
本報告書では、「関連団体」を以下のうちいずれかの関係のある公益法人等の団体（一部

法人格がないものを含む）としている。 

（ⅰ）一定の業務を県警が委託している団体 

（ⅱ）県警が補助金、負担金等の資金提供を行っている団体（財政的援助団体） 

（ⅲ）県知事所管の警察関連の団体（「県警所管の団体」とする。） 

（ⅳ）人的関係のある団体 

 
（１） 特定の業務を行わせることによる便益の供与関係の見直しを求めるもの（意見） 

ア．関連団体への便益供与の関係等の一元管理 

関連団体の決算書によると、県警所管の関連団体等が独占している県警関連の特定の

事業が複数あり、かつ、関連団体等に収益をもたらしていることが伺える。県警の中で

は各主管課がそれぞれ把握しているが、これを網羅的に把握している部署等はないとの

ことである。関連団体等が、業務上でのメリットをどのように享受しているか実態を一

元的に把握すべきと考えられる。 

 
イ．業者選定の透明性 

証紙売りさばき、写真撮影といった業務は、県警主管の関連団体以外の業者でも実施

可能な業務と考えられるが、積極的に他の法人等が参入するような方策は採られておら

ず、事実上関連団体等が独占している。しかし、独占させることについては明確な根拠

がなく、本来なら利用者の利便を考えて業者を選択すべきと考えられる。 

なお、安全協会と警友会は、これらの収益事業を免許センター内で実施しているが、

これに必要なスペースは公益目的ということで賃料は免除されている。収益事業として

の位置付けにあるこれらの業務を行う為のスペースまで賃料免除されるのは、通常の民

間企業が実施する場合に比べ経済的に優遇されていることになり、合理的でない。少な

くとも、これらの事業の為に利用している面積分については、所定の賃料を賦課するこ

とが必要である。 
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（２）安全協会の会費徴収業務について見直しを求めるもの（意見） 

ア．安全協会の組織 

安全協会と各地区にある任意団体の地区交通安全協会（以下、「地区安協」という。）

との関係は以下のようになっている。 

平成 16 年度までは各警察署等で免許更新事務等を遂行する職員の身分は、各地区安

協の職員であった。 

しかし、免許更新事務等の委託契約は県警と安全協会との間で結ばれ、地区安協との

間には契約関係がなかったため、各地区安協の職員が直接契約関係のない業務を行って

いることは法律上問題であった。このため、平成 17 年度から免許更新事務等を行う地

区安協職員は、安全協会の非常勤職員としての身分も兼ねることとなった。 

長年、このように法律上不明瞭な状態が継続していたことには問題がある。他県の状

況等をみると、より迅速な対応が必要だったと考えられる。 

 
イ．地区安協の会費の使途等について 

県警によると、免許の更新事務等を行っている全施設で会員の勧誘及び当該会費の徴

収等が行われているとのことである。 

窓口で徴収される会費は、任意団体である各地区安協の会費であり、公益法人である

安全協会の会費ではない。当該会費の徴収等は、以下のような形で行われている。 

 
区分 免許更新業務等 会費徴収業務等 備考 

免許センター 安全協会の常勤職員が

実施 
安全協会の職員が、地

区安協からの委託を受

けて実施 

会費を徴収すると、35％が「代行事務手数

料」として安全協会に収益計上され、残り

65％が地区安協に納入される。 
各警察署等 地区安協の職員が、安

全協会の非常勤職員

（兼務）として実施 

地区安協職員として実

施 
左のいずれも基本的には同一人物が実施。

徴収した会費は 100％地区安協に納入さ

れる。 

 
この地区安協会費の徴収については、「開示情報の不足」及び「会費の位置付け」の 2

点において問題があると考えられる。 

まず「開示情報の不足」であるが、地区安協は任意団体であり、県警の所管外となっ

ている。このため、地区安協全体の会費収入の総額（約 3 億円と推計）はその使途が広

くは開示されておらず、また各地区安協の事業報告や決算の開示根拠、承認権限者等に

ついては、任意団体であるため法律上明示的には規定されていない。 

次に、「会費の位置付け」であるが、本来会費ならば、徴収時に会の規約や趣旨を説明

して勧誘すべきであるが、そのようなことは求められない限り説明されない。実質的に

は寄付金的なものになっていると考えると、免許更新窓口で一律の金額で徴収するのは

不合理ということになる。 
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以上を鑑みると、県警は安全協会に対して次のような対応をとるよう指導すべきであ

る。 

（ⅰ）免許更新時に徴収する会費は、あくまで任意であることを明示する。 

（ⅱ）寄付金とするならば、その趣旨を説明するとともに金額を一律としない。 

（ⅲ）使途については拠出者に開示するよう地区安協に対して指導する。 

これらを解決するには、安全協会が地区安協を完全に統合し収支もすべて開示するこ

とが望ましいが、その点は安全協会と地区安協が判断すべきことであろう。しかし、現

状では、各地区安協が公益性の高い事業を行っていても、会費を拠出した会員から誤解

を招きかねないといえる。 

また、このような会費徴収を無償貸与されている県警の建物内で実施することについ

ては、公益性のある団体とはいえ問題がある。貸与については今後さらに検討が必要と

思われる。 

 

３．資産管理 
（１）耐震性に問題のある施設の改修等を求めるもの（意見） 

警察関係施設は、災害時に救護や連絡の拠点となるため、耐震性がある程度高い必要が

ある。 

今回、諏訪警察署、長野中央警察署についての耐震診断の結果資料を閲覧した。 

それによると、諏訪警察署については、耐震偽装問題で営業を休止している県内のホテ

ルより耐震性が低く、耐震診断の報告書でも、「大地震時（震度６）に構造躯体は崩壊、基

礎杭は破壊する恐れがある。」とされ、緊急に改修の必要性を指摘されている。 

長野中央警察署についても、耐震診断の結果、耐震性に疑問があり至急改修すべきであ

る旨の指摘を受けている。 

災害発生時に警察施設が倒壊してしまっては、住民への災害応急対策に支障がでる。県

は早急に緊急性の高い施設から建て替えや改修を始めるべきである。 

 

４．人件費 
（１）給与計算の正確性を求めるもの（結果） 

平成 16 年度、人事交流等により他の公共団体に出向していた職員が再任用される際、

特別調整額が誤計算され 45,507 円過払いされた事例が見られた。このため、5 年間遡って

同種の計算誤りがないか調査を依頼したところ、平成 11 年から合計 5 名に対し 175,285

円の過払いが判明した。 

本指摘に基づいて、システムプログラムの変更や過払い分の返戻手続は行われたが、シ

ステムテストを十分に行うことにより、今後は給与計算について正確性を期す必要がある。 
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（２）月額手当ての見越し計上について（結果） 

警ら手当は、警らの作業に従事した警察官に対して支払われる特殊勤務手当である。当

該手当は、勤務 1 月につき 13 日以上の場合は 7,100 円、1 日以上 13 日未満の場合は 5,000

円と定められている。 

木曽警察署では諸手当の締め日が毎月 23 日としているが、その月の 1 日から 23 日に警

らに従事した日数が 13 日未満の場合であっても 13 日以上勤務した場合の警ら手当を支給

していた。締めを 23 日に設定している以上、それまでの実績日数で計上すべきである。 

 
（３）特殊勤務手当等実績簿の記録について（結果） 

交番及び駐在所勤務の場合、勤務パターンの目安として「勤務基準」が設けられている。

一方、特殊勤務手当を申請する場合、「特殊勤務手当等実績簿（以下、実績簿）」に記載が

必要である。また、警察官は自らの活動を「活動日誌」に記録している。 

今回、活動日誌と実績簿とを照合したところ、両者の間に差異が見られた。ちなみに、

現在適用されている勤務基準どおりに勤務したとしても実績簿に記録されている時間には

ならない。 

給与に係る条例・規則等に従い勤務実態に即して実績簿を記録することが必要である。 

 
（４）枠外昇給の改善を求めるもの（意見） 

給与の検証の対象となった中に、等級号俸表の枠外の扱いとなっている職員が見られた。 

枠外昇給とは、職員の給与に関する規則第 26 条に基づき、良好な成績で勤務する者に

対し、属する級の 高の号俸を超えて昇給させるものである。県の場合、行政職及び警察

職いずれの給料表においても枠外の職員が全体の 20％を超えている。 

枠外昇給は規則に従って行われるものではあるが、本来正規の給料表の想定していない

昇給人事である。現在の給料表が不適切なのであれば、改正をも検討することが必要であ

る。また職員に対しても適切な給料表に沿ったキャリアプランを示すことによりインセン

ティブを付与することが望まれる。 

 
（５）特殊勤務手当の見直しを求めるもの（意見） 

警察職には、21 種類の特殊勤務手当が支給されている。 

特殊勤務手当とは、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤

務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でな

いと認めるものに従事する警察職員に対して支給されるものである。 

しかし、特殊勤務手当の支給対象となっている業務の中には、警察官の通常業務の中で

行われると思われるものが多い。このような特殊勤務手当は、通常に勤務していれば毎日

が支給対象となる。 
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そのような業務は本来、基本給に織り込まれるあるいは織り込まれているはずのもので

ある。本来の特殊勤務手当の意義に照らして、特別な技能等を要する等著しく特殊な勤務

に限定するような見直しが必要と思われる。また、民間企業においては、特殊な時間帯に

勤務する人に支給する特殊勤務手当制度の採用も少ないことから、早朝勤務手当、夜間特

殊業務手当についても見直しが必要と思われる。 

 

５．職員住宅 
（１）警察宿舎の貸付料減免の範囲の見直しを求めるもの（意見） 

職員宿舎の貸付料（職員負担分）は、県職員宿舎管理規則第 13 条に規定されているが、

詳細な計算方法は「職員宿舎の貸付料の改定について（通知）（以下、当該通知と記載）」

（平成 5 年 6 月 7 日）で定められている。当該通知によると、警察職員宿舎のうち、常時

待機を必要とする者の宿舎の貸付料の額は、通常の貸付料の額に 100 分の 80 を乗じた額

とされている。 

今回、警察職員であっても一時的に（警察庁への出向等）県警職員としての身分を離れ

る間等を除き、すべて常時待機者として 100 分の 80 で減免されていることが判明した。 

しかし、例えば県警会計課職員も常時待機の対象となるならば、一般の県職員が対象に

ならないことと整合しない。今後、県警職員でも常時待機を必要とすべき者の範囲を再検

討するとともに、一般の県職員でも常時待機を必要とすべき者（例 危機管理室所属の職

員等）もいると考えられることから、職員間の公平性の観点から、当該通知の見直しを検

討する必要がある。 

 
（２） 高限度額の撤廃の検討を求めるもの（意見） 

県の職員宿舎の貸付料には 高限度額が定められているが、他県で 高限度額を定めて

いることは一般的ではない。もともと、職員宿舎の貸付料は通常の貸付料に比べ大幅に安

く設定されており、更に上限を定める必要性はないと考えられることから、 高限度額の

撤廃を検討する必要がある。 

 
（３）宿舎を保有することの再検討を求めるもの（意見） 

千葉県では、職員の福利厚生事業の見直しとして、全職員住宅・寮を対象に今後の廃止

計画を策定している。県でも、厳しい財政状況にあることから、職員宿舎自体の必要性を

再検討し、常時待機が必要な者への宿舎等を除き廃止・売却等を検討することも必要と考

えられる。 
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（４）貸付料の決定方法の改善を求めるもの（意見） 

職員宿舎の貸付料の具体的な算定方法は、議会の議決を必要とする条例等ではなく、状

況に応じ臨機に改定できる「通知」という形で行われている。しかし、これでは県民と県

職員の利益が対立する貸付料の決定が議会承認を経ないで行われ、県の「お手盛り」にみ

られるリスクがあるため、このような場合の決定方法について再検討が必要と考える。ま

た、当該通知は県のホームページで閲覧可能な県法規集には含まれないため、県民が職員

宿舎貸付料を把握し、妥当性を検討するのに手間がかかる。ただ単に当該通知を制定した

時点で県報に記載するだけでなく、常時県民が閲覧可能なホームページへ掲載すべきと考

える。 

 
（５）職員住宅の取得に関連して改善を求めるもの（意見） 

ア．契約名称 

県警が取得した職員住宅のうち、現在、債務返済中のものは 8 件ある（元利合計 15,068

百万円）。 

うち 5 件（元利合計 10,783 百万円）は警察共済組合、3 件（元利合計 1,095 百万

円）は県住宅供給公社と契約している。 

8 契約いずれも実態は割賦購入であり、固定資産税、火災保険料、修繕費等はすべて

県負担であり、代金完済時に県に所有権が移転することになっている。いずれの契約書

も「建物賃貸借契約書」となっているが、実態に合わせ、譲渡契約書とすべきである。 

 
イ．警察共済組合からの借入金利 

警察共済組合（以下、「組合」という。）とは、職員の年金資金等の運用等を行ってい

る団体である。組合からの県警の借入金利と組合の任意運用分等の金利（市場の金利水

準）を比較すると、前者の方が後者よりも高利率であった。 

組合の任意運用利率で借入できたとした場合、試算によれば、863 百万円節約できた

と考えられる。 

組合の貸付金利は不動産投資実施にかかる要綱で決定されており、組合に問題はない。

しかし、当時、県側ではより低金利で資金調達できなかったか、検討が必要だったと考

えられる。 

また、このように組合から資金調達して宿舎を建設することは一般の県職員等の宿舎

でも行われているが、組合側に有利な契約を結ぶことは、結果として職員等の年金運用

を税金で有利に運ぶことにもなりかねない。このような、県民と県職員の利害が相反す

る可能性がある場合は、単に議会で債務負担行為の承認を行うだけでなく、利益相反行

為であることを議会で承認する制度の整備を検討すべきと考える。 
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６．その他の歳出項目 
（１）公安委員会費について改善を求めるもの（意見） 

ア．公安委員の報酬 

公安委員は広範な役割を担っており、また、原則毎週開催される公安委員会に出席す

るほか、関連諸団体の会合に出席して警察活動への意見聴取に努める等積極的な活動を

行っている。しかし、公安委員の報酬は、月額で委員長が 258 千円、委員が 192 千円で

あり、委員 3 名で年間 7,704 千円に過ぎない。 

一方、同じく非常勤である県議会議員の報酬が、議長が月額 832 千円、副議長が 773.5

千円、議員が 765 千円であり、期末手当も含めると 1 人当たり平均年間 13 百万円を超

えるのと対照的である。 

県は、このような公安委員の貢献に対して、どのような報酬を支払うべきか充分検討

する必要がある。 

 
イ．公安委員会費での支出される項目 

公安委員会費で支出されている項目のうち、一部、警察活動費の刑事警察費や交通指

導取締費等の補助金や負担金として処理すべきものが含まれていると考えられる。今後、

公安委員会費として処理する支出の範囲を整理する必要がある。 

 
（２）その他の調達において経済性、効率性を求めるもの（意見） 

ア．無線機の購入 

平成 16 年 9 月 28 日に無線機に関連する調達が 5 件、一般競争入札で行われていた。

これらの入札にはいずれも一社しか参加せず、また予定価格と同額で契約されていた。

これらの契約については、一般競争入札が行われたものの、他の生産可能な業者も同日

行われた別の契約の入札に参加したにも拘らず、それぞれの入札に 1 社ずつしか参加し

ていなかった。しかし、県警は、今回の一者入札についてその理由等を調査していない。 

県警は、このような事態が起こった理由を調査する必要があると思われる。また、今

後は、一般競争入札の際には、複数の業者の参加を促進し競争性を高める必要がある。 

 
イ．警察官制服の購入 

警察官制服の購入単価等について調査したところ、 

（ⅰ）県警は予定価格策定方法を試行錯誤しているが、結果的に調達単価は昨年実績

と同水準になっている。 

（ⅱ）一般競争入札には、Ａ～Ｆまでの同じ業者が毎回参加している。 

等が伺われ、結果的に調達単価は硬直的となっている。県警は関東管区内の価格水準

は把握しているとのことであるが、制服は全国統一であることから、今後は、全国的な
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価格水準について調査するとともに、新たな入札業者の参加を促進し競争性を高めるこ

とが望ましい。 

 

７．パーキング・チケット収入管理 
（１）パーキング・チケット収入の網羅性について改善を求めるもの（意見） 

県警では、収入業務の委託先である安全協会が網羅的にパーキング・チケット収入を集

金しているかどうかについて検証を行い適切にその証跡を残すべきであるが、これらが残

されていない。また、パーキング・メーターから出力されるレシートも安全協会が保管し

ている。 

少なくともレシートは収入の網羅性の根拠資料であるから県警保管とすべきである。さ

らに、平成 16 年 8 月に発生した勘定違いを期末に発見・修正しているが、適時に網羅性

の確認を行っていればそのようなことは起こらないため、今後は県警が適時にレシート等

と会計帳簿を照合することが望まれる。 

なお、パーキング・メーターから出力される集金レシートの連番は、3 月 31 日の午前 0

時をもって自動的にゼロに戻ってしまう仕組となっている。しかし、それでは網羅的に集

金が実施できたかどうか検証できない為、次回、機械を入れ替える場合、連番が継続する

ような仕組みにする必要がある。 

 
（２）パーキング・メーターの保守管理等の委託先について（意見） 

パーキング・メーターの保守管理等の業務は、道路交通法等で委託先に制約条件が設け

られている結果、県でも長年安全協会に随意契約で委託している。 

しかし、内閣の規制改革・民間開放推進会議の警察庁へのヒアリング調査票によると、

パーキング・メーターの保守管理等の業務については、基本的に民間に開放する方向で検

討しているとのことであり、また、「規制改革・民間開放の推進に関する第 2 次答申（平

成 17 年 12 月 21 日）」においては、当該業務を公益法人に限る合理的根拠はなく、営利企

業を含めた法人一般にまで拡大すべきであるとされており、平成 18 年度中に措置するこ

ととなっている。 

県警においても、上記のような動向をふまえ、当該業務の民間開放の準備を進める必要

がある。 

なお、指定車両移動保管業務についても同様の問題があり、上記答申では指定車両移動

保管機関の指定対象について営利企業を含む法人一般に拡大するとともに、複数指定が可

能となるよう検討すべき旨の指摘がある。 

 

 
以上 
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別紙 結果及び意見の件数 
 

今回の外部監査の結果と意見の件数は、次のとおりである。 

 

１．下水道等事業について 

 結果 意見 合計 

事業に係る財務事務の執行は、法令規則に

準拠して適正に行われているか 

2 6 8 

事業は効率性、経済性及び有効性の観点か

ら適切に行われているか 

3 16 19 

事業計画は適切に策定され実行されている

か 

1 2 3 

固定資産（固定財産等）の取得及び維持管

理等は適切に行われているか 

1 2 3 

合    計 7 26 33 

 

 

 

２．長野県警察について 

 結果 意見 合計 

事業に係る財務事務の執行は、法令規則に

準拠して適正に行われているか 
8 0 8 

事業は効率性、経済性及び有効性の観点か

ら適切に行われているか 
0 38 38 

事業計画は適切に策定され実行されている

か 
0 4 4 

固定資産（固定財産等）の取得及び維持管

理等は適切に行われているか 
0 2 2 

合    計 8 44 52 

 

（注）上記の件数は、「包括外部監査報告書」で記載された結果と意見の件数であり、各々の中には複数の指摘又

は意見が記載されているものがある。 
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