
第３ 監査の結果 

Ⅰ．委託費 

１．概要 
委託費は、県警全体の支出額の中では表 3-1-1 で示すように、3.5％と比較的少ない比率

を占めているが、県警では今後アウトソーシングを活用していくことを検討している。 

 
表 3-1-1 県警の支出額に対する委託費の割合（平成 16 年度） 

（単位：千円）          
警察全体  

支出額合計 委託費合計 
金 額 43,063,932 1,501,951 
割 合 100% 3.5% 

 

 
表 3-1-2 委託費（所管別） 

（単位：千円）  
県警本部(県庁内)以外所管額  警察全体の 

委託費合計 
県警本部(県庁内)

所管額 
10,000 千円超 免許センター 

所管額 
その他 

金 額 1,501,951 724,572 672,321 620,039 157,340
割 合 100% 48.2% 44.8% 41.3% 10.5%

 
なお、県警本部（県庁内）以外の所管額が 50％を超えており、その大部分が免許センタ

ー所管となっている。 
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表 3-1-3 免許センター所管委託費 

（単位：千円）     

No. 委託事業の名称 金額 受託者
契約
方法

入札（見積）
回数*1

1 中南信運転免許センター　清掃業務 8,558 民間企業 一般 3(1)
2 仮運転免許事務 27,438 民間企業 随意 (1)
3 東北信運転免許センター　清掃業務 8,358 民間企業 一般 3(1)
4 運転免許証　更新時講習 210,273 (財)長野県交通安全協会 随意 (2)
5 更新　通知業務 32,312 (財)長野県交通安全協会 随意 (1)
6 運転免許　窓口事務 14,666 (財)長野県交通安全協会 随意 (1)
7 停止処分者講習　及び　違反者講習 65,902 (財)長野県交通安全協会 随意 (2)
8 原付講習 12,727 (財)長野県交通安全協会 随意 (2)
9 特定任意講習 7,653 (財)長野県交通安全協会 随意 (2)
10 取得時講習 5,252 民間企業 随意 (1)
11 高齢者講習 219,863 民間企業 随意 (1)

小　計 613,002
その他*2 7,037
合　計 620,039  

*1 3（1）と記載している場合は入札回数が 3 回、見積回数が 1 回であることを示す。 
*2 5 百万円以下の契約。 

 

２．実施した監査手続 
平成 16 年度の委託契約の透明性・公正性が確保されているかどうかについて、本部所

管の委託費のうち契約額 10,000 千円以上の委託費 17 件（672,321 千円・内訳は次頁に記

載）及び免許センターで締結されている委託費上位 2 件（430,136 千円）について検討し

た。 

なお、免許センターの契約の概要、実施した監査手続及び監査結果並びに意見について

は、５．以下で記述する。 

 

３．結果 
調査対象とした委託契約を調査した結果、法令規則に明らかに反していると認められる

事例はなかった。 

 

４．意見 
検討を要する事項を、以下に記載する。 
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表 3-1-4 調査の対象とした本部所管の委託契約一覧 
（単位：円）  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

No. 委託事業の名称 備考 緊雇 契約方法
見積書
内訳

落札率等
＊5 契約額 契約相手先名

1 安全運転管理者等講習業務 随意 なし * 35,810,194 (社）長野県安全

運転管理者協会

2 通信指令システム高度化
整備業務

＊３ 随意 112,187,250 A社

3 総合的防犯対策警戒業務
(北信地域）

＊１ ＊２ 指名競争 * 26,716,998 B社

4 総合的防犯対策警戒業務
(東信地域）

＊１ ＊２ 指名競争 * 27,556,998 B社

5 総合的防犯対策警戒業務
(中信地域）

＊１ ＊２ 指名競争 21,772,800 C社

6 総合的防犯対策警戒業務
(南信地域）

＊１ ＊２ 指名競争 35,343,000 D社

7 シートベルトの着用効果
体験・街頭指導業務

＊２ 随意 なし * 48,090,000 (社）長野県安全

運転管理者協会

8 木曽路交通事故抑止対策
業務

＊２ 指名競争 * 41,055,000 B社

9 自動車保管場所標章交付
業務

随意 なし * 42,414,750 （財）長野県交通
安全協会

10 道路使用許可調査業務 随意 なし * 11,282,250 （財）長野県交通
安全協会

11 パーキング・チケット発給
設備管理運用業務

随意 なし * 35,033,250 （財）長野県交通
安全協会

12 自動車保管場所現地調査
業務

＊４
随意及び
一般競争

* 116,408,712 (社）長野県自家用

自動車協会

13 交通管制システム等保守
点検業務

一般競争 * 57,750,000 E社

14 交通管制端末信号機等保守
点検業務

一般競争 25,725,000 F社

15 地点交通信号機等保守点検
業務

＊１ 一般競争 10,290,000 G社

16 地点交通信号機等保守点検
業務

＊１ 一般競争 * 14,385,000 H社

17 地点交通信号機等保守点検
業務

＊１ 一般競争 10,500,000 I社

94.5% 672,321,202

＊１ 同一内容の委託であるが、適用地域が異なることから別契約となっている。 
＊２ 緊急雇用対策事業として実施した事業である。 
＊３ 随意契約ではあるが、公募型プロポーザルで選考している。 
＊４ 平成 16 年 4 月から 7 月までは随意契約、8 月から翌年 3 月までを一般競争入札で実施している。 
＊５ 県情報公開条例及び県財務規則により、予定価格及び予定価格を類推できる落札率は非公開であるとのこ

とから平均値のみ開示している（以下同じ）。なお * を付した契約は予定価格と同額あるいは予定価格に

極めて近い価格で契約されている。 
 
（１）見積書内訳及び実績内訳が入手されていない委託契約について 

ア．現状 

検討の対象とした委託料のうち、随意契約の 6 件（表 3-1-5 参照）については、1 件

（№2）は公募型プロポーザル方式の契約がなされており、選定段階で価格見積りを徴収

しているが、残り 5 件は契約に際して相手先から詳細な見積書を入手していない。 

具体的には、県警は、まず 
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（ⅰ）1 件当たり処理に要する人件費、減価償却費、需用費等 

あるいは、 

（ⅱ）業務全体を実施するに必要と見込まれる人数、平均給与等と車両費、被服費、修

繕費等の物件費 

といった積算を行い、予定価格を算定している。その後、県警本部は、委託先から見

積書を入手して、契約手続に入る。しかし、その見積書には（ⅰ）1 件当たり金額、若

しくは（ⅱ）人件費及び物件費それぞれの合計金額のいずれかしか記載されていない。 

 
表 3-1-5 随意契約の内訳 

（単位：円）  

 No. 委託事業の名称 契約方法 見積書内訳 落札率等 契約額

1 安全運転管理者等講習業務 随意 なし * 35,810,194
2 通信指令システム高度化整備業務 随意 あり 112,187,250
7 シートベルトの着用効果体験・街頭指導業務随意 なし * 48,090,000
9 自動車保管場所標章交付業務 随意 なし * 42,414,750
10 道路使用許可調査業務 随意 なし * 11,282,250
11 パーキング・チケット発給設備管理運用業務 随意 なし * 35,033,250

94.6% 284,817,694

 

 

 

 
＊ 契約額と予定価格とが同額かあるいは極めて近い額であることを示している。 

 
また、業務実施後、委託料支払時も委託業務が完了した旨の報告を受けるだけで、実

際にどのような項目で、いくら費用が発生したかの報告は受けていないとのことである。 
 
イ．問題点及び課題（意見） 

これらはその多くが前年度以前から「公益目的の業務である」「専門性が必要」等の理

由から随意契約で行われており、価格の適正性については、競争入札に比べて詳細に検

討されていないものと推定される。結果的に、契約額は 5 件とも予定価格に極めて近い

金額となっている。 

これらの委託先のほとんどが県警所管の公益法人であることから、本来は、通常の相

手先以上に価格の透明性について厳密な検討が必要と考えられる。 

従って、①委託先がどのような見積計算を行い価格提案してきたのか、②実施した結

果どのような費用が発生しているのか、内訳ごとに検討を行い、翌期以降の金額の節減

の余地の有無を検討することが必要と考えられるが、このような検討は行われていない。 

今後は、随意契約であっても、その価格の内訳等が適正か、翌期以降、節約の余地が

ないかを検討する上で、見積書入手時・実績報告書入手時のいずれの段階でも相手先の

費用の内訳を入手し、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について 

予定価格の算定方法について改善が望まれるものは、以下の 5 契約である。 
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表 3-1-6 予定価格算定で検討する委託契約 

№ 契約件名 契約先 
3 総合的防犯対策警戒業務(北信地域） B 社 
4 総合的防犯対策警戒業務(東信地域） B 社 
5 総合的防犯対策警戒業務(中信地域） C 社 
6 総合的防犯対策警戒業務(南信地域） D 社 
7 シートベルトの着用効果体験・街頭指導業務 (社）長野県安全運転管理者協会 

 

このうち、№3 から№6 の 4 契約は契約条件等が全く同一であり、契約を実行する地域

が異なるだけであるため、まとめて述べることとする。 

 

ア．総合的防犯対策警戒業務（№3～№6） 

以下では、「当初契約時の予定価格の適正性」「契約変更時の予定価格の適正性」の 2

つに大別して記載する。 

 
（ア）当初契約時の予定価格の適正性 

ａ．現状 

総合的防犯対策警戒業務（以下、「警戒業務」という。）は、緊急雇用対策事業とし

て各地の警備会社に学校周辺等の警戒業務を委託したものである。その際、予定価格

の算定には、4 つの警備会社から平成 15 年度の基本給をヒアリングしそれらの平均を

利用している。 

しかし、実際に支払われた平均給与額は、どの契約でもこの予定価格の算定基礎を

下回っている。 

 
表 3-1-7 予定価格の算定基礎とした平均給与 

（単位：円） 
ヒアリング先 基本給 通勤手当

Ａ 221,200 15,600
Ｂ 180,100 11,600
Ｃ 193,200 12,240
Ｄ 214,480 14,960

4 社 平均 202,200 13,600
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表 3-1-8 予定価格の算定基礎と実績額の対比 

（単位：円）    
契約 No. 

平均給与等 
3 4 5 6 平均 

①新規雇用者の平均給与 161,707 160,696 135,373 153,589 152,841
②正社員を含めた平均給与 173,837 189,626 135,373 178,096 169,233
③参考：入札時に利用した平均給与 202,200 202,200 202,200 202,200 202,200

 

上記の表のうち、①及び②は当該業務に従事した新規雇用者及びそれを含めた正社

員の平均給与実績、③は予定価格算定に当たって基礎とした平均給与である。 

①②と③の乖離は、当該警戒業務が緊急雇用対策事業として行われ、新規雇用者の

割合を概ね 75％以上とするよう「委託業務仕様書」により指定されていることから、

平均給与実績が通常よりも低い水準に抑えられたためと考えられる。 

 
ｂ．意見 

緊急雇用対策として新規雇用を積極的に行う以上、これらの新規雇用者の平均給与

が正社員の平均給与より低い金額になるであろうことは容易に想像できる。それにも

拘わらず、予定価格の算定基礎に正社員の平均給与実績を採用することは合理的では

ない。 

今後、予定価格の算定は、より適切に行う必要があると考えられる。例えば、この

ような委託契約の場合には、新規雇用者の人件費について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参考にして予定価格を算定する方が

合理的と考えられる。 

 
（イ）変更契約時の予定価格の適正性 

ａ．現状 

先の警戒業務 4 件全ては、当初契約後の平成 16 年 7 月に夜間警戒業務を追加する

契約変更（増額）が行われている。また、№6 については夜間警戒業務に加え、当初

の業務についても 4 名人員を増加するという変更内容となっている。 

これらの契約内容の変更に際し、県警では再度、予定価格の算定を行っている。予

定価格算定に当たって、用いられた平均給与について、当初契約と変更契約（増額分）

との算定基礎とを対比すると表 3-1-9 のようになる。 
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表 3-1-9 予定価格の算定基礎となった平均給与（当初･変更分） 
（単位：円） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

当初＊3 変更分＊4 当初＊3 変更分＊4 当初＊3 変更分＊5 当初＊3 変更分＊5 変更分＊6 摘要

給与 202,200 223,300 202,200 223,300 202,200 169,900 202,200 178,600 178,600 ＊１ 1ヶ月

通勤手当 13,600 16,040 13,600 16,960 13,600 14,900 13,600 15,820 15,820 〃

夜勤手当 ― 41,868 ― 41,868 ― 31,856 ― 33,487 33,487 〃

保険料 〃

健康保険 9,020 13,034 9,020 13,034 9,020 10,241 9,020 10,241 10,241
厚生年金 14,938 19,012 14,938 19,012 14,938 14,938 14,938 14,938 14,938
労災保険料 1,295 1,687 1,295 1,693 1,295 1,300 1,295 1,367 1,367
雇用保険 2,266 2,953 2,266 2,962 2,266 2,275 2,266 2,393 2,393
児童手当 198 252 198 252 198 198 198 198 198

車両燃料費 30,300 42,800 30,300 42,800 30,300 41,600 30,300 41,600 41,600 1ヶ月

1台当り

被服装備費 34,000 47,000 34,000 47,000 34,000 47,000 34,000 47,000 47,000 1人
教育費 20,160 73,584 20,160 73,584 20,160 73,584 20,160 73,584 73,584 〃

物件装備費 24,000 ― 24,000 ― 24,000 ― 24,000 ― ― 〃

チラシ印刷費 ― 18,000 ― 18,000 ― 18,000 ― 18,000 18,000 ＊２ 1ヶ月

通信費 ― 12,000 ― 12,000 ― 12,000 ― 12,000 7,000 ＊２ 〃

諸雑費 350,000 ― 350,000 ― 350,000 ― 350,000 ― ―

計 701,977 511,530 701,977 512,465 701,977 437,792 701,977 449,228 444,228

№３ №４ №５ №６

*1 委託契約した相手先にヒアリングした給与を記載している。そのため、業者毎に変更後の見積給与は相違し
ている。 

*2 本契約の実績により平均を算出（4 契約すべて同様） 
*3 平成 16 年 3 月 30 日 
*4 平成 16 年 7 月 26 日 
*5 平成 16 年 7 月 23 日 
*6 平成 16 年 9 月 24 日 

 
変更契約のための予定価格算定に当たっては、1 人当たり給与（安全パトロール員

の給与及び通勤手当の平均額）をそれぞれ契約先の警備会社に電話で問い合わせてい

る。なお、実際に業務を開始したのが 4 月なので、7 月の契約変更時には少なくとも 4

月の基本給等の実績は入手できるはずであるが、委託先は月次決算を実施していると

は限らないため、実績値を利用せずヒアリングに拠ったとのことである。県警は、こ

のヒアリングの結果を用いて、変更契約の新予定価格を算定している。ちなみに、平

均給与の予定価格の算定基礎（当初・変更分）と実績との対比は表 3-1-10 のとおりで

ある。 
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表 3-1-10 平均給与（予定価格の算定基礎と実績） 
（単位：円）  

契約 No. 
予定・実績 3 4 5 6** 平均 

予定価格の算定根拠      
当初契約（a） 202,200 202,200 202,200 202,200 202,200
変更分（b） 223,300 223,300 169,900 178,600 198,775

実績  
新規雇用者のみ（c） 161,707 160,696 * 135,373 153,589 152,841
全体（d） 173,837 189,626 135,373 178,096 169,233

差異（e）(d－b) -49,463 -33,674 -34,527 -504 -29,542
乖離率（e／b） -22.2% -15.1% -20.3% -0.3% -14.5%

*  №5 は新規雇用者と正社員の区分が明確でなかった為、全体の平均給与を記入している。 
** №6 は法定福利費を除いているが、それ以外は法定福利費を含めている。 

 
表 3-1-10 の（a）（c）（d）は、表 3-1-8 を再掲している。変更契約で用いられた平

均給与（b）は、（c）で示す実績はもちろん、（a）で示す正社員を含めた平均給与を上

回っている。そればかりか、№3 及び№4 の契約では、当初契約の予定価格の算定基礎

とされた高い水準の平均給与よりもさらに高くなっている。 

人件費以外の経費内訳・金額等についても、契約変更時に各委託契約先に「実際に

はどの程度かかっているのか」を電話で問い合わせた結果を反映させているとのこと

である。しかし、既述したように月次締めが十分行われている相手先ばかりとは限ら

なかったことから、これらの金額はヒアリングに基づくものであり根拠資料はない。 

 
ｂ．意見 

「（ア）当初契約時の予定価格の適正性」で既述したように、1 人当たり給与等の実

績額（表 3-1-10 中（c）,（d））は、当初契約のための予定価格の算定基礎となった平

均給与を下回る。 

そもそも、当初契約は予定価格の約 75％という低い金額で落札されており（後述す

る「（３）落札率等について」を参照）、その主な要因が人件費の見積りと実績との乖

離であることが想定されるのにも拘らず、夜間業務が追加されるという理由により、

委託先の「言い値」を用いて再度予定価格を算定することには疑問が残る。結果的に

は、契約№3、№4 及び№5 では変更分の算定基礎も実績と大きく乖離している。 

今後は、変更契約の締結に当たって、契約先におけるそれまでの実績や契約先以外

の警備会社等からも見積を入手する等して適正な予定価格の算定を行うことが望まれ

る。 

また、経費については、翌期の契約の参考とするためにも、実績報告の内訳を求め

る等、当該予定価格の算定が妥当であったかどうかを事後的にでも検討しておくこと

が望まれる。 
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イ．シートベルトの着用効果体験・街頭指導業務 

（ア）見積価格の適正性 

ａ．現状 

本業務は県民にシートベルトの着用効果を体験してもらう業務であり、先の「総合

的防犯対策警戒業務」同様、緊急雇用対策事業として実施されたものである。この際、

予定価格の算定には、平成 15 年県サービス業所定内賃金（平均年齢 40.7 歳、平均勤

続年数 10 年、平均労働日数 22.2 日）を給与の算定基礎としており、その結果、用い

られた平均給与額はア．で記述した委託契約と比べてもさらに高い水準となっている。 

 
表 3-1-11 1 人当たり人件費の積算（積算基準判明分のみ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：円）

項目 No.3～6 No.7 No.8 No.9 No.10 No.11 No.12

内容
総合的
防犯対策
警戒業務

シートベルト
の着用効果

体験

木曽路
交通事故抑
止対策業務

自動車
保管場所
標章交付

業務

道路使用
許可調査

業務

パーキング
チケット発給

設備

道路保管場
所現地調査

業務

給料 202,200 271,923 185,000 196,800 173,075 173,075 173,075
通勤手当 13,600 - 9,800 2,000 2,200 2,200 2,200
保険料

健康保険 9,020 12,726 8,636 8,313 8,181 8,181 8,181
厚生年金 14,938 19,012 12,901 13,767 12,222 12,222 12,222
労災保険 1,294 1,360 1,169 - - - -
雇用保険 2,266 2,855 2,045 1,533 1,840 1,840 1,840
児童手当 198 252 171 182 162 162 162

保険料計 27,716 36,205 24,922 23,795 22,405 22,405 22,405
合計 243,516 308,128 219,722 222,595 197,680 197,680 197,680

給料
算定基準

15年度実績

警備会社4
社平均
*1

15年長野県

サービス業
所定内賃金
（平均年齢
40.7歳,平均

勤続年数、
10年、平均

日数22.2日)

警備会社見
積り

15年度行政

職高校卒初
任給＋手当
て4.40ヶ月

16年度行託

単価に予定
単価を乗じ
たもの*2

16年度の

行託単価*2 同左

 
*1 変更前契約分 
*2 行託単価とは、「行政職として嘱託で利用する人件費の単価」、つまり、公務員業務を 

嘱託で依頼する場合の単価を言う 

 
ｂ．問題点及び改善提案（意見） 

県警の説明では、「体験者を教育できる指導者としての能力や豊富な運転経験と道路

交通に関する知識を有する優秀な人材を採用するため、給与額を高く設定した。」との

ことである。しかし、本業務は先の警戒業務同様、新規雇用者を対象に実施する事業

であるため、勤続年数は考慮に加えない方が合理的と考えられる。 

今後は、予定価格の算定に際しては、より適切な検討を加える必要があると考えら

れる。特に、本業務は県警所管の公益法人である（社）長野県安全運転管理者協会と

随意契約で契約を締結している。従って、一般の企業等との随意契約による委託契約
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締結以上に、適切な価格で契約が締結されているかどうかについての慎重な検討が必

要と考えられる。 

 

（３）落札率等について 

調査の対象とした委託料の落札率等を調べたところ、平均して 94.5％と全般的に高い傾

向にあることがわかった。 

 
表 3-1-12 落札率一覧 

（単位：円）     

 No. 委託事業の名称 契約方法 落札率等 契約額

1 安全運転管理者等講習業務 随意 * 35,810,194
2 通信指令システム高度化整備業務 随意 112,187,250
3 総合的防犯対策警戒業務(北信地域） 指名競争 * 26,716,998
4 総合的防犯対策警戒業務(東信地域） 指名競争 * 27,556,998
5 総合的防犯対策警戒業務(中信地域） 指名競争 21,772,800
6 総合的防犯対策警戒業務(南信地域） 指名競争 35,343,000
7 シートベルトの着用効果体験・街頭指導業務 随意 * 48,090,000
8 木曽路交通事故抑止対策業務 指名競争 * 41,055,000
9 自動車保管場所標章交付業務 随意 * 42,414,750

10 道路使用許可調査業務 随意 * 11,282,250
11 パーキング・チケット発給設備管理運用業務 随意 * 35,033,250

12 自動車保管場所現地調査業務
随意及び
一般競争

* 116,408,7

13 交通管制システム等保守点検業務 一般競争 * 57,750,000
14 交通管制端末信号機等保守点検業務 一般競争 25,725,000
15 地点交通信号機等保守点検業務 一般競争 10,290,000
16 地点交通信号機等保守点検業務 一般競争 * 14,385,000
17 地点交通信号機等保守点検業務 一般競争 10,500,000

94.5% 672,321,202

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 * 契約額と予定価格とが同額かあるいは極めて近い額であることを示している。 

 

以下、「随意契約」「指名競争入札」「一般競争入札」の契約方法別に分析、検討する。 

 
ア．随意契約（№1、2、7、9、10、11） 

表 3-1-13 随意契約一覧 
（単位：円）     

No. 委託事業の名称 契約方法 落札率等 契約額

1 安全運転管理者等講習業務 随意 * 35,810,194
2 通信指令システム高度化整備業務 随意 112,187,250
7 シートベルトの着用効果体験・街頭指導業務 随意 * 48,090,000
9 自動車保管場所標章交付業務 随意 * 42,414,750

10 道路使用許可調査業務 随意 * 11,282,250
11 パーキング・チケット発給設備管理運用業務 随意 * 35,033,250

94.6% 284,817,694

 

 

 

 

 
* 契約額と予定価格とが同額かあるいは極めて近い額であることを示している。 
 この場合の落札率等は契約額／予定価格の比率。 
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随意契約の場合、№2 を除きほぼ予定価格に極めて近い金額で委託契約が締結されて

いることが分かる。 

これは、入札に適さない業務であるが故に随意契約となる場合、毎年同一の相手先と

委託契約を結ぶことが多いため、ある程度予定価格を相手に推測されてしまうためでな

いかとのことであった。 

しかし、各契約について随意契約とした理由等を調べたところ、№2 を除き必ずしも

随意契約で行う根拠として十分であるとはいえない状態であった。各契約の概要及び随

意契約理由は以下のとおりである。 

 

表 3-1-14 随意契約の概要と理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

契約
№

委託事業の名称 委託先　名称 業務内容 随意契約とした理由 相手先を選定した理由

1 安全運転管理者等
講習業務

（社）長野県安全
運転管理者協会

道交法第108条の

2第1項第1号に基

づく安全運転管理
者等に対する講習

地方自治法施行令第167条の2
第1項第2号「その性質又は目的が競

争入札に適しないものをするとき」

安全運転管理者選定事業
所、また事業主を会員とし
ている社団法人で豊富な
経験を活かした的確な教
育、指導ができる団体で、
この他ないため。

2 通信指令システム
高度化整備業務

民間企業
通信指令システム
高度化に伴うソフト
ウエア開発業務

公募型プロポーザル方式で判断した
為

システム選考委員による選
考の結果、指名業者が最
適と認められたもの。

7
シートベルトの着用
効果体験街頭指導
業務

（社）長野県安全
運転管理者協会

シートベルト着用
効果を体験しても
らう業務

シートベルト及び交通安全に関する
豊富な知識を持ち、これらについて的
確に教育、指導する能力が必要であ
り、また運転者を多く抱える事業所へ
業務開拓する能力が必要であること
から、競争入札に適さない

交通安全教育に関して的
確な教育、指導ができ、こ
の業務の推進が県下全域
で展開することが可能であ
る業者は、この業者のほか
にない。

9 自動車保管場所
標章交付業務

(財）長野県交通

安全協会

自動車保管場所標
章交付業務の一部
委託

地方自治法施行令第167条の2
第1項第2号「その性質又は目的が競

争入札に適しないものをするとき」

全警察署内で事務局を設
けている唯一の公益法人
であるため。

10 道路使用許可調査
業務

(財）長野県交通

安全協会

道路使用許可に係
る判断要素、条件
の履行、原状回復
状況の調査確認業
務

取扱量が多く、警察官のみでは対応
ができず、かつ、道路交通法第108条
の31第2項第7号の規定により警察署

長の道路使用許可事務に係る調査
業務の委託契約による

道交法第108条の31第2項
第7号に規定された事業を

行うものに、交通安全活動
推進センターが規定されて
いるため。

11
パーキング・チケッ
ト発給設備管理運
用業務

(財）長野県交通

安全協会

パーキング・チケッ
ト発給設備管理業
務及び手数料徴収
業務

道路交通法施行規則第6条の8に規

定された能力を有すると公安委員会
が認めた者であり、地方自治法施行
令第158条第１項により徴収事務を委

託されたものでないとできない業務

左のような条件をクリアして
いる業者のため。

 
例えば、№7 は緊急雇用対策事業であり、平成 16 年度に臨時的に締結された委託契約

である。しかも、一定比率以上を新規雇用者で行う必要があるのに、予定価格算定に際

して在職年数 10 年の社員の平均給与を用いているにも拘わらず、予定価格に極めて近い

金額で契約が成立している。 

適正な価格での業務執行が可能になるようこれらの契約についても入札が可能になる

ような改善ができないかどうか検討が必要と考えられる。 
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イ．指名競争入札による契約（№3～6 及び№8） 
 

 表 3-1-15 指名競争入札での落札率一覧 
（単位：円）      

No. 委託事業の名称 契約方法 落札率等 契約額

3 総合的防犯対策警戒業務(北信地域） 指名競争 * 26,716,998
4 総合的防犯対策警戒業務(東信地域） 指名競争 * 27,556,998
5 総合的防犯対策警戒業務(中信地域） 指名競争 21,772,800
6 総合的防犯対策警戒業務(南信地域） 指名競争 35,343,000
8 木曽路交通事故抑止対策業務 指名競争 * 41,055,000

98.4% 152,444,796

 

 

 

 
 

* 契約額と予定価格とが同額かあるいは極めて近い額であることを示している。 
 

指名競争入札の落札率も、予定価格に極めて近い金額で落札され、契約がなされてい

る。 

この主な要因は、№3 から№6 の「総合的防犯対策警戒業務」の契約変更にあると考え

られる。これら 4 契約の当初契約額と契約変更後の契約額等を記載したものを表 3-1-16

に記載する。 
 

表 3-1-16 総合的防犯対策警戒業務の契約変更 
（単位：円） 

 委託事業の名称 当初契約 変更契約額① 変更契約額② 最終支払額

3 総合的防犯対策警戒業務 20,517,000 6,199,998 － 26,716,998
4 総合的防犯対策警戒業務 21,357,000 6,199,998 － 27,556,998
5 総合的防犯対策警戒業務 16,934,400 4,838,400 － 21,772,800
6 総合的防犯対策警戒業務 22,317,120 5,292,000 7,733,880 35,343,000

計 81,125,520 22,530,396 7,733,880 111,389,796
落札率等　*1 75.2% 103.2%－

 

 
 
 

*1 県情報公開条例及び県財務規則により、予定価格及び予定価格を類推できる落札率は非公開である 
とのことから合計の平均値のみ開示している（以下同じ）。 
なお、これらの率は、当初の予定価格に対する比率。 

 
（ア）現状 

表 3-1-16 が示すように、最初入札を実施した際の平均落札率は 75.2％であり、契約総

額は 81,125 千円であった。この時点では、予定価格の約 25％支出額が節約されたこと

になる。 

しかし当初契約の後、4 契約の全てにおいて「夜間警備業務を追加するため」等の理

由で変更契約が行われた。この結果、変更後の契約額は合計 111,389 千円となった。こ

れは当初の予定価格の 103.2％に相当する。 
 
（イ）契約変更の経緯 

契約変更について、県警は以下のように説明している。 

（ⅰ）予算申請段階で、夜間警戒や人員増強の必要性は県警としても認識していたも

のの、全てを含めた予定価格を算定したところ金額が多額となり、予算として

の実現可能性が低いと考えられた。 
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（ⅱ）このため、実際の予算申請では、最も優先度合いの高い「学童の安全を守る小

学校付近のパトロール」「駐車場・駐輪場の警戒」を対象とし、申請額を縮小さ

せた。 

（ⅲ）しかし、入札を実施した結果約 25％ほど節約できたことから、当初想定してい

た深夜から未明にかけての夜間警戒と人員増強を追加で行うことが可能になっ

た。 

（ⅳ）追加で業務を委託する場合、別個の契約とすることも考えられる。しか 

し、既に契約している相手先に契約変更により委託した方が効果的・効率的と

判断したことから、最初の契約を落札した警備会社との契約内容変更という形

をとった。 

 
（ウ）問題点及び改善提案（意見） 

追加業務の実施に当たっては、当初予算の中で契約変更という形で行われた。当初よ

り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、先に述べた

「（ア）当初契約時の予定価格の適正性」（「（２）予定価格の算定方法について」の「ア．

総合的防犯対策警戒業務」参照）で生じた見積りの甘さがある。 

この点、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可能であった可能性がある。 

以上から、今回の一連の警戒業務は経済的、効率的に実施されていない可能性がある。

今後、予定価格算定に当たっては厳密な検討が必要と考えられる。 

 
ウ．一般競争入札による契約（№13～17） 

表 3-1-17 一般競争入札での落札率一覧 
（単位：円）      

No. 委託事業の名称 契約方法 落札率等 契約額

12 自動車保管場所現地調査業務 一般競争** * 116,408,712
13 交通管制システム等保守点検業務 一般競争 * 57,750,000
14 交通管制端末信号機等保守点検業務 一般競争 25,725,000
15 地点交通信号機等保守点検業務 一般競争 10,290,000
16 地点交通信号機等保守点検業務 一般競争 * 14,385,000
17 地点交通信号機等保守点検業務 一般競争 10,500,000

87.8% 235,058,712

 

 

 

 

 
* は、契約額と予定価格とが同額かあるいは極めて近い額であることを示している。 
** 平成 16 年 7 月以前は随意契約。 

 
（ア）現状 

一般競争入札の平均落札率は、87.8％と比較的低いが、一部落札率が高いものも見受

けられる（№12、№13、№16）。 

№13 については入札参加者が 1 社のみであり、また、5 年間同じ会社が落札している。 
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また、№12 については平成 16 年 8 月より競争入札になったが、入札参加 2 社でその

うち 1 社が辞退したため、委託先は従来と同じ業者となった。平成 17 年度も 3 社の参

加があったが、2 社については体制等未整備とのことで辞退となり、再び従来と同じ委

託先となったとのことである。 

№12 につき、体制未整備の会社が多い理由を県警に照会したところ、 

（ⅰ）県の会計年度の関係上、3 月下旬になってから翌年度の予算が確定するた  

め、それを待ってから毎年入札を行っていること、 

（ⅱ）結果、入札時期が年度開始直前の 3 月下旬となり、4 月 1 日からの契約開始まで

に必要な人数を採用し、業務に必要な教育訓練等を実施するには未経験の企業等

の場合日数が不足し、十分な対応ができないことから入札辞退に至っているので

はないかとのことであった。 

 
（イ）問題点及び改善提案（意見） 

№12 と№13 については、他の企業が参入できない要素があると考えられる。№16 に

ついては、理由は不明であるが、予定価格に極めて近い金額で落札されている。これら

について、県警は、事実上自由競争入札によるメリットを享受できていない。県警とし

て、実質的な競争入札の導入を検討しているとのことであるが、公正な競争が可能とな

るような条件等の整備が必要と考えられる。 

 
（４）実績報告の不備について 

ア．実績報告が契約内容に合致しているか一覧で把握できない事例（№3～6 の総合的防犯

対策警戒業務） 

以下では「契約条件と実績の対比」「人件費内訳の相違」「新規雇用者の区分表記」等

の 3 点につき記載する。 

 
（ア）契約条件と実績の対比 

ａ．現状 

警戒業務では、緊急雇用対策の一環として実施されるため、契約書や委託業務仕様

書には以下のような条件が付されている。 
 

表 3-1-18 契約条件等 
対象 条項 内 容 

契約書 第 2 条 雇用人員○名（契約ごとに異なる）のうち、新規に雇用される者の占める

割合は概ね 75％以上とし、・・・（以下略） 
同上 第 3 条 事業費に占める人件費の割合は、概ね 81％以上とする。 
委 託 業 務

仕様書 
第 2 
（2） 

・・（前段略）・・新規雇用の期間は原則として 6 ヶ月未満とする。警戒従

事員に占める新規に雇用される者の割合は概ね 75％以上とすること。 
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以上の契約条件が遵守されているか確かめるため、委託業務完了後 10 日以内に雇用

実績報告書（様式が指定されている）の提出が要求されている。 

契約書、雇用実績報告書（以下、「実績報告書」という。）及びこれに添付されてい

る「賃金台帳」における人員数を比較したところ、次のように差異が見られた。 

 
表 3-1-19 契約書、実績報告書、賃金台帳の人件費、人員等対比 

 №3　総合的防犯対策警戒業務(北信地域） （単位：円）

契約書 実績報告書 賃金台帳

事業費 事業費 26,716,998 26,716,998 －　

人件費 人件費 21,641,000 21,729,605 21,729,605
全労働者 10人 43人 21人
うち、新規雇用 8人 23人 19人
うち、新規雇用者に係る人件費 16,332,438
81％基準 81.3%
75％基準 53.5%

№4　総合的防犯対策警戒業務(東信地域）

契約書 実績報告書 賃金台帳

事業費 事業費 27,556,998 27,556,998 －　

人件費 人件費 22,322,000 25,430,004 22,755,170
全労働者 10人 44人 20人
うち、新規雇用 8人 23人 19人
うち、新規雇用者に係る人件費 17,355,126
81％基準 92.3%
75％基準 52.3%

№5　総合的防犯対策警戒業務(中信地域）

契約書 実績報告書 賃金台帳

事業費 事業費 21,772,800 21,772,800 －　

人件費 人件費 17,636,000 17,636,000 18,410,658
全労働者 10人 25人 **

うち、新規雇用 8人 18人 17人
うち、新規雇用者に係る人件費 14,104,300
81％基準 81.0%
75％基準 72.0%

№6　総合的防犯対策警戒業務(南信地域）

契約書 実績報告書 賃金台帳

事業費 事業費 35,343,000 35,343,000 －　

人件費 人件費 28,628,000 30,041,500 30,041,500
全労働者 14人 20人 20人
うち、新規雇用 12人 18人 18人
うち、新規雇用者に係る人件費 21,709,952
81％基準 85.0%
75％基準 90.0%

○

○

○

○

○

×

×

×

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

* ○は基準を充たしたもの、×は充たさなかったもの。 
** 賃金台帳からは不明。 

 

表 3-1-19 により、事業費基準（事業費に占める人件費の割合は、概ね 81％以上と

いう条件。以下、「81％基準」という。）は 4 契約全て充足されているが、人員基準（新
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規に雇用される者の占める割合は概ね 75％以上という条件。以下、75％基準」という。）

は№6 を除き充足されていないということができる。 

しかし、県警担当者が個々に賃金台帳等から個別に追跡していくことで調整を行っ

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。 

但し、監査時点（平成 17 年 11 月 16 日）ではそのような調整の証跡は書面により

作成されておらず、確認することはできなかった。 

さらに、№4 は事業費が、№5 は総事業費と人件費双方が、実績報告書には契約金額

どおり記載されており、これが果たして実際支払額かどうかも疑問が残る。 

 
ｂ．問題点及び改善提案（意見） 

実績報告書は契約条件が守られたかどうかが一覧で判定できるような様式で作成さ

れるべきである。また、実績報告書に記載されている金額が契約額に完全に一致して

いることについては、県警は実態を調査すべきである。 

 
（イ）人件費内訳の相違 

県警は、実績報告書の提出に際して、委託先から賃金台帳の提出を受けているが、表

3-1-19 で示すように№4 と№5 の 2 契約で賃金台帳と実績報告書の人件費の金額に差異

があった。この差異については、県警は調整して一致することを確認しているとのこと

であるが、調整した証跡は残されておらず、監査時点で確認することはできなかった。 

さらに、№3 及び№6 は社会保険料等控除前の総支給額が報告されているのに対し、№

4 及び№5 はそれとは異なる基準で報告されているものと推定され、その基準も明確では

なかった。即ち、人件費に含められる範囲が提出先の解釈に任されており、統一されて

いないことが判明した。 

 
人件費の範囲が統一されていない状態では 81％基準が充足されているかどうかを統

一的に検証することも難しくなる。委託契約の際に、人件費の範囲を明確にする必要が

ある。 

 
（ウ）従来の社員と新規雇用者との区分表記 

ａ．現状 

契約№5 については、賃金台帳上、正社員と新規雇用者が明確に判別できるよう表

記されていなかった。 

そのため、 

（ⅰ）緊急雇用対策としての効果（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）を明確に把えることができない。 
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（ⅱ）当該委託費で賄った人件費の中には委託業務仕様書（以下、「仕様書」という。）

で禁じられている 6 ヶ月以上の新規雇用者が含まれている可能性がある（「ウ）実

績報告と法規準拠性」参照）が、そのうち正社員として採用される予定の者が何

人含まれているかがわからない。 

（ⅲ）（ⅱ）の結果、実績報告書で記載されている「新規雇用者の人件費」との対応関係

が明確に出来ない。 

ということにもなっている。 

 
ｂ．問題点及び改善提案（意見） 

他の委託費同様、本委託費もその財源は基本的には税金であり、その使途や効果に

ついては適正に把握することが必要である。少なくとも、上記の（ⅰ）から（ⅲ）の

点が明確になるよう賃金台帳の記載の改善を求める等の措置が必要である。 

 
イ．実績報告と法規準拠性（総合的防犯対策警戒業務（№3～6）及び木曽路交通事故抑止

対策業務（№8）） 

（ア）新規雇用者の雇用期間制限 

仕様書によると、緊急雇用対策で実施される事業で新規に雇用される者の雇用期間は

6 ヶ月未満とする旨の規定がある。 

しかし、賃金台帳によれば、6 ヶ月以上雇用を継続している新規雇用者が以下のよう

に含まれていた。 
 

表 3-1-20 6 ヶ月以上雇用者（賃金台帳） 
（単位：名）      

No.
①全従業員数 ②正社員 ③新規雇用者

④③のうち、
６ヶ月以上
雇用者*3

⑤割合
（④/③）

備考

3 21 2 19 11 57.9%
4 21 2 19 13 68.4%
5 18 － 18 15 83.3% *1

6 20 2 18 13 72.2%
8 45 11 34 7 20.6% *2

 

 

 
 

 
 

*1 正社員と新規雇用者を区別して記載していなかった為、全員新規雇用者とみて記載。 
*2 №8 については、3 名を「期間満了後正式採用した者」として別記報告している。 
*3 本来なら、「6 ヶ月以上（6 ヶ月を含む）」の新規雇用者が仕様書内容に反することになる。 

しかし、④は、賃金台帳に 6 ヶ月以上記録されている雇用者の人数を記載している。この中には

契約期間は 6 ヶ月未満で仕様書に反してはいないが、賃金の締め日の関係から 6 ヶ月間にわたっ

て賃金が支給された場合も含まれる。 

 
（イ）期間制限の例外規定 

県警によると、「緊急地域雇用創出特別基金事業実施要領」（以下、「要領」という。）

の「第５ 一般事業における委託事業」1 項（５）の規程により例外が認められており、
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新規雇用者を 6 ヶ月以上雇用できる場合があるとの説明を受けた。 

当該例外規程では、以下のように記載されている。 

事業で新規雇用する労働者の雇用・就業期間は 6 ヶ月未満とするものであること。ただし、事業内

容等が次のいずれかに該当する場合には、その期間を 1 回に限り更新できるものであること。 
（中略） 

ホ 更新して雇用した後も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 

 
（ウ）問題点 

以下の点が問題と思われる。 

（ⅰ）要領に従って例外を認めるのであるならば、その条項を仕様書に記載すべきであ

った。 

（ⅱ）仕様書にそのような例外規定がない以上、原則として仕様書に沿った委託内容を

実施させる必要があった。しかし、県警は 1 年後にまとめて実績報告書の提出を

求めており、業務実施期間中規定が守られているかどうかチェックできるような

体制になっていなかった。 

（ⅲ）このような例外規定が有効であった場合であっても、県警は 6 ヶ月以上雇用され

ている新規雇用者が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

かめる必要があった。しかし、平成 17 年度以降に継続して雇用されている労働者

がいるかどうか、監査時点（平成 17 年 11 月 16 日）では網羅的には把握されて

いなかった。 

 
（エ）改善提案 

県警は、6 ヶ月以上勤務する雇用者の有無を委託先に照会し、契約内容に沿った履行

がなされているかどうか確認することが必要であったと考えられる。その意味で、委託

契約満了時に 1 年分まとめて実績報告を求めるよりはむしろ、契約期間中に適時指導監

督することが必要であった。今後、同様の契約を締結する場合は、留意されたい。 

 

５．現地機関における委託費 
（１）運転免許証更新時講習業務 

ア．概要 

県警は、運転免許証更新時講習業務を財団法人長野県交通安全協会（以下、「安全協会」

という。）に委託している。契約に当たっては、道路交通法第 108 条の 2 第 3 項及び施

行規則第 38 条の 3 により、委託先が、法令上道路における交通の安全に寄与すること

を目的とする公益法人その他の者で適切な組織、設備等を保有すると公安委員会が認定
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している団体に限られるため、これを充たす者として安全協会を相手方とし、随意契約

により委託契約を結んでいる。さらに運転免許証更新時講習業務に付随する運転免許証

更新通知業務、運転免許窓口事務等についても別契約により安全協会に委託している。 

安全協会では、運転免許証更新時講習業務を運転免許センター及び警察署等で行って

いる。 

  

イ．実施した監査手続 

安全協会に対する随意契約による委託契約のうち、金額が最も大きい運転免許証更新

時講習業務は、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。この契約について、予定価格の算定、契約手続及び

請求業務までの一連の手続を検証した。 

 

ウ．結果 

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。

契約締結に当たっては、予定価格算定後、安全協会から 2 回見積書を入手して商議を行

っている。2 回見積書を取った理由としては、1 回目の見積内容が前年度実績を参考にし

たものと思われ、予定価格を上回っていたためである。2 回目の見積内容を調べたとこ

ろ、優良運転者講習、準優良運転者講習及び通常・初回更新者講習すべての講習におい

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、2 回目の見積書において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、予定価格が漏洩した可能性が高い。 

県警と安全協会との間には密接な業務上の関係があることから、契約締結にはより一

層の透明性が求められる。契約に当たって､予定価格の取扱いについては細心の注意が必

要である。 

 

エ．意見 

（ア）予定価格の算定方法について 

予定価格の算定に当たっては、１件当たりの単価を以下のような算式で人件費と物件

費の合計額として算出している。 

 

表 3-1-21 単価の算出方法 

人件費＝講習に当たる者の１時間平均給与単価×１件当たり所要時間数 
物件費＝見積需用費＋見積減価償却費＋その他 
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ａ．講習に当たる者の時間当たり平均給与単価 

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。これらの人件費の積算にお

いて、平成 16 年度は、運転免許センターの講師（以下、「センター講師」という。）に

ついては行政事務臨時嘱託員の日給を基礎に、警察署における講師（以下、「警察署講

師」という。）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。両者

の違いは、基本となる月給相当額が異なるほか、後者には月給 4 か月分の賞与を含め

ている点にある。センター講師について賞与を含めていないのは、県警 OB を嘱託と

して採用することを想定して賞与を支給しないという前提に立っているからとのこと

である。 

 
表 3-1-22 講師人件費 

 センター講師 警察署講師 
月給 175,275 円

（行政事務臨時嘱託員）

190,100 円 
（行政職 1－16） 

給与（年額） 2,104 千円 2,281 千円 
賞与（年額） － 760,400 円 

（4 か月分） 
共済費（年額）   269 千円 371 千円 
合計（年額） 2,373 千円 3,413 千円 

 
しかし、同種の業務を委託しているうえ、実際には、安全協会の事務局長にも県警

OB が就任している場合もある。従って、予定価格の算定に当たってセンター講師と

警察署講師に異なる人件費を用いる合理的な理由はない。 

なお、平成 17 年度は、両者とも行政事務臨時嘱託員の給与に一本化したとのことで

あるが、本来は委託先から人件費の見積を入手する等して、当該業務を行うに必要な

能力や経験等を有した人材への報酬として適切と思われる額を基礎に予定価格を算定

するべきである。 

 
ｂ．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

回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。 

平均的な受講人数は、具体的には、優良運転者講習では 7 名、準優良運転者講習で

は 8 名、通常・初回更新者講習では 12 名としている。これらは、全国平均数値との

ことで従来より用いられているものであるが、これを根拠付ける資料はなかった。 
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さらに、これらの人数を前年度である平成 15 年度の実績と比べた場合、以下のよう

に乖離が見られた。 

 

表 3-1-23 1 回当たり受講人数 

研修の種類 優良運転者 準優良運転者 通常・初回更新者

算出に使っている人数 ７ ８ 12 
実績 （＊）1.4 人 17 人 12 人 

講習 4.0 7.5 10.0 
受付/確認 0.5 0.5 0.5 
講習準備 0.1 0.4 2.0 

（参考） 
講習者 1 人当たりに

係る時間（分） 

報告 1.0 1.0 1.0 
（＊）優良運転者講習については、訪れた更新者に対応して臨機に講習が行われ、正確に講習実施 

回数が把握できないため、1 日 12 回実施したとの前提で計算している。 

 

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

しておくこともひとつの方法であろう。しかし、その人数としては、過去数年の平均

値を取る等して一定期間それを適用し、実績の変動に応じて一定期間後に見直す等の

方法が適切と考えられる。 

また、優良者講習では 30 分のうち 20 分、準優良者講習は 60 分うち 30 分、通常・

初回更新者はいずれも 120 分うち 30 分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、1 件当たり所要時間の計算におい

て 0.1 分刻みの計算を行っている中で、「受付・確認」や「講習準備」とは別に、「講

習」業務としてビデオ放映時間を 100％含めることが真に実態を反映しているのかど

うかは確認する必要があるものと思われる。 

 

ｃ．物件費 

物件費として、講習中放映するビデオテープについて予備を含めて 2 本分の減価償

却費を含めている。しかし、実態として未だビデオテープが使われているのかどうか、

またそれがいくらで購入されているのかどうかについて確認されていない。 

さらに、講習用テキスト 226 円、安全運転自己診断 30 円、地方版テキスト 70 円等

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、県警は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してい

ない。 

 

以上、人件費、物件費別に現状における課題を記述したが、総括すると以下のよう

になる。委託契約においては、委託先が適正な水準の利益を得ることを妨げるもので

はないが、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
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られるため、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。 

 
（イ）他の委託業務との統合可能性について 

県警では、本運転免許証更新時講習業務について、より経済的、効率的な委託を行う

ため、近い将来一般競争入札を導入することを検討しているとのことである。 

現在は、委託契約は表 3-1-3 に示したように、運転免許証更新に係る一連の業務だけ

でも、運転免許証更新通知業務、運転免許窓口業務等に細分化されている。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ろう。他の関連

する業務と一体化することにより、必要な人件費の積算において効率化を図ることも可

能になるものと思われる。契約の見直しに当たっては、本業務が更新者が何人であろう

と一定の人員の配置は必要であることから、現在のような 1 件当たりの単価契約ではな

く、必要な人員に係る人件費を積算する等、別の積算方法を模索することも必要であろ

う。 

さらに、委託業務ではないが、｢Ⅲ．その他の関連団体との取引等｣ で記述する写真撮

影や収入証紙売りさばきといった運転免許証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、運転免許証更新時講習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も合わせて検討することが必要と思われる。 

 
（２）高齢者講習 

ア．概要 

道路交通法 101 条の 4 第 1 項（平成 14 年 6 月、75 歳から 70 歳に改正）の規定によ

り、運転免許証更新時において 70 歳以上となる者はいわゆる「高齢者講習」1が義務づ

けられている。県警ではこれを県内の各指定教習所に委託している。平成 16 年度に契約

された委託契約のうち、本部所管の契約も含め、最も金額が大きい契約である。 

本業務の場合、委託契約は（1）と同様、1 件当たりという単価契約となっており、実

施人数に当該契約単価を乗じた額を各教習所に支払っている。 

例えば、平成 16 年度の通常の高齢者講習の場合、県警は以下のような計算を行い予定

価格を算定している。 

 
表 3-1-24 単価の算出方法 

人件費＝講習に当たる者の１時間平均給与単価×１件当たり所要時間数 
物件費＝見積需用費＋見積減価償却費＋その他 

 
                                                  
1 平成 10 年 10 月改正では 75 歳以上が対象であったが､平成 14 年 6 月には 70 歳以上に対象年齢が引き下げられ

ている｡ 
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表 3-1-25 高齢者教習見積内訳（例：通常の高齢者講習のみ） 

人件費 
1 件当たり 
所要時間数 

1 件当たり 
人件費* 

53 分 2,447 円 

* 5,763 千円 (16 年度地方交付税単価 県職員 B の年収) ÷ 
2,080 (勤務時間数) ＝ 2,771 円/時間 
2,771 円/時間×53 分/60 分＝2,447 円 

 
イ．実施した監査手続 

予定価格の算定、契約手続及び請求業務までの一連の手続を検証した。 

 
ウ．結果 

平成 16 年度の委託契約に当たっては、23 業者（30 教習所）の全てから見積書を徴収

しているが、そこに記載されている 1 件当たりの委託料金額が 23 業者とも小数点 2 位

まで全く同額となっており、かつそれらは予定価格に一致していた。 

このようなことは事実上不可能であり、予定価格の漏洩があった可能性が高い。 

今後、契約に当たって、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。 

 
エ．意見 

（ア）予定価格の算定方法について 

見積書入手時には、業者からは、見積りとして 1 件当たりの人件費・物件費合計の金

額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。 

加えて、人件費・物件費のいずれも当該事業の実施後、実績額の報告を受けていない

ため、実態については把握されていない。 

一方、県警側の予定価格の算定手法についても問題がある。 

例えば、本高齢者講習を行う指導員には、教習指導員としての資格に加え交通心理学

等を学んだ運転適性指導員の資格も必要とのことである。また、見積計算上、1 つの教

習所には単純平均で平均 1,367 人の受講者が訪れることになっているが、受講者全員を

対応するには各教習所で 6 人前後、これら 2 つの資格をもつ指導員に常駐してもらう必

要があると考えられる2。 

しかし、県警は、これらの人件費がどの程度かかるか把握せず、一律に地方交付税単

価県職員 B の単価を予定価格算定の基礎としている。 

                                                  
2 現在、各教習所では週に 3 日程度高齢者講習を実施しているとのことである｡よって､ 
年間では概算で 3 日 × 4 週間(=1 ヶ月) ×12 ヶ月 =144 日 実施していることになる。 
 一方、高齢者受講者数は県全体で約 4 万 1000 人毎年対象となっており､30 教習所での単純平均では 41,000 人 
÷ 30 =1366.6･･･人→1,367 人が受講に訪れる計算である。 
 また、実車講習では指導員 1 名に対し 3 人までしか乗り込めないルールとなっている｡ 
以上から単純平均で計算すると､必要な指導員数は 
最低でも 1,367 人 ÷ 144 日 ÷3 人 =3 人､ 
最高でも 1,367 人 ÷ 144 日 ÷1 人 =10 人 となり､ 
これを平均すると(10+3)÷2=6.5 人 常時必要となる。 
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また、物件費等も各種の費用を見積計算しているが、例えばリース資産を想定して計

算しているものについても、実際のコストとは乖離している可能性もある。 

従って、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

とが必要である。 

 
（イ）効率化等の検討について 

平成 14 年 5 月の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

が運転免許証更新前 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

せる講習を実施することができ、「高齢者講習」を受講しなくても運転免許証の更新がで

きるようになった（施行令第 37 条の 6 の 2 第 1 項第 2 号）。 

 
表 3-1-26 従来の方法と、「認定教育」型との対比 

業務の流れ 
 従来型 「認定教育」型 
高齢者講習の連絡 県警 教習所 
講習の実施 教習所 教習所 

 
資金の流れ 

 従来型 「認定教育」型 
講習者からの手数料収入 県 教習所 
講習の委託費 県→教習所へ支払 教習所支払のみ 
(手数料－講習の委託費)
の差額 

県に残る 教習所に残る 

 
現在、県警側では、運転免許証更新の 3 ヶ月前に対象者に高齢者講習連絡を行い､実際

の講習等を教習所が実施している。しかし、それより先に対象者に教習所が連絡し、対

象者がこれに応じた場合は、高齢者講習に代わって認定教育が実施される。 

それに伴い、資金的な流れも相違が生じてくる｡従来型では 100%手数料収入が県に入

り、かつ、講習に係る経費が委託費として支出される｡その結果、（手数料‐講習の委託

費）の差額が県に残る｡ 

一方、「認定教育」型の場合、教習所が手数料を収受する。県では手数料収入も講習の

委託費も計上されない。但し、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。認定教育を受講した対象者には高齢者講習の通知は不要

であるが、県警は現在、認定教育受講の有無に関わらず、対象者全員へ通知している。

これは、実務上何人が認定教育を受講済か消し込みするよりも、対象者全員に通知を行

う方が経済的・効率的であると判断したためである。 
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しかし、認定教育が浸透して高齢者講習の対象者が減少していった場合、適切に消し

込みを行うことにより安全協会に委託している通知業務も減り、結果として県警の負担

も軽減することが推定される。このように、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。 

県警ではもともと凶悪犯罪の防止、摘発等の本業ともいうべき重要な業務に注力する

必要があり、民間委託が可能な分野についてはアウトソーシングを積極的に検討してい

る。従って、このような認定教育についても、上述のような経済性等比較の結果を踏ま

え、積極的に推進することを検討することが望ましい。 

 

 

                               133



Ⅱ．補助金、負担金 

１．概要 
平成 16 年度に支出された補助金・負担金は、表 3-2-1 で示すように県警全体における支

出総額に占める割合は比較的小さい。 

 
表 3-2-1 県警の支出額に対する補助金の割合 

（単位：千円）        
支出額合計 補助金合計 うち本部決算額 

金 額 43,063,932 116,432 116,432 
割 合 100% 0.3% 0.3%(100%*) 

* 補助金全体に対する本部決算額の割合 

 
表 3-2-2 県警の支出額に対する負担金の割合 

（単位：千円）         
支出額合計 負担金合計 うち本部決算額 

金 額 43,063,932 45,749 31,664 
割 合 100% 0.1% 0.1%(69.2%*) 

* 負担金全体に対する本部決算額の割合 

 
なお、表 3-2-2 で示すように、県警全体で支出している補助金はすべて本部所管であり、

その内訳は以下のようになっている。 

 
表 3-2-3 補助金の内訳等 

（単位：千円） 
 相手先等 決算額 

(1) 長野県防犯協会連合会 補助金 2,720 
(2) 長野県交通安全協会 補助金 6,210 
(3) 長野県安全運転管理者協会 補助金 2,130 
(4) 長野県警察職員互助会 補助金 85,655 
(5) 長野県暴力追放県民センター 補助金 19,001 
(6) 長野犯罪被害者支援センター 補助金 716 

 計 116,432 

 
一方、負担金の内訳は表 3-2-3 で示すとおりである。本部決算のものは全体の 69.2％で

残りは他の警察署や免許センター等の所管である。今回は本部所管の負担金を検討対象と

した。 
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表 3-2-4 負担金の内訳等 

（単位：千円） 
 名称 相手先 金額 比率

(1) 道路交通情報提供業務 負担金 日本道路交通センター 11,000 
(2) 自動車安全運転センター 負担金 自動車安全運転センター 4,500 
(3) 交通安全子供自転車大会 負担金 (財)長野県交通安全協会 1,302 
(4) 長野県山岳遭難防止対策協会 救助部 負担金 長野県山岳遭難防止対策協会 7,894 
  その他 6,968 
  小計① 31,664 69.2%
  本部執行以外 その他② 14,085 30.8%
  計（①＋②） 45,749 100%

 

２．実施した監査手続 
本部所管の補助金等につき、交付申請書から実績報告書までの一連の書類を調べ、これ

らが法令や要綱等に基づき適正に額が計算され、経済性、効率性及び有効性の観点から適

正に使用されているかどうかについて検討した。 

 

３．結果 
下記の点を除いて特に問題は認められなかった。 

 
（１）犯罪被害者支援センターへの補助金 

「長野犯罪被害者支援センター」への補助金は県警補助金交付要綱により補助率が経費

の 1/2 以内と規定されていたが、経費の実績報告書と突合した結果、補助金を多く支払い

すぎていることが判明した。 

 
表 3-2-5 長野犯罪支援センターの差異 

補助率;経費の 1/2 以内                 （単位：円） 
補助金事業 実績報告書 1,321,906
①上記の 1/2 660,953
②補助金支給額 715,953
③差異（①－②） -55,000

 
この超過分 55 千円については、本来速やかに返金処理等が必要であったと考えられる。 

なお、県警では当該過払い分の補助金について、本指摘に基づいて平成 18 年 1 月に返

金処理を完了したとのことである。 
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Ⅲ．その他の関連団体との取引等 

１．概要 
（１）その他の関連団体等 

本報告書においては、「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）とした。 

（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 
 

これらの公益法人等は以下の 15 団体あり、名称・事業内容・職員数は以下の通りとな

っている。 
 

表 3-3-1 公益法人等の一覧 
法人
種類*

団体名 略称 委託費 補助金 負担金 理事数 監事数 職員数 計
うち

県警OB
土地・建物の
使用状況

(1) NPO
法人

長野犯罪被害者支援
センター

被害者支援センター ○ 12 2 2 16 0 県庁の一部を無償
使用

(2) （財）
長野県警察職員
互助会

互助会 ○ 12 2 6 20 県庁の一部を無償
使用

(3) (社）
長野県防犯協会
連合会

防犯協会 ○ ○ 15 2 8 25 7 県婦人会館の一部
を無償使用

(4) (社） 長野県警備業協会 警備業協会 ○ 16 2 4 22 2

(5) －
長野県山岳遭難防止
対策協会

遭難防止協会 ○ 0 県庁の一部を無償
使用

(6) （財）
長野県暴力追放県民
センター**

暴力追放県民センター ○ ○ ○ 22 2 2 26 2 県庁の一部を無償
使用

(7) （財） 長野県交通安全協会 安全協会 ○ ○ ○ 34 2 82 118 54 運転免許センター等
の一部を無償使用

(8) （財）
長野県指定自動車
教習所協会

指定自動車教習所 ○ 12 2 4 18 3

(9) (社）
長野県安全運転
管理者協会

安全運転管理者 ○ ○ 12 2 3 17 4 県婦人会館の一部
を使用

(10) 特殊
自動車安全運転
センター

安全運転センター ○ 0 －

(11) (社）
長野県自家用自動車
協会

自家用自動車 ○ 27 2 5 34 2 －

(12) （財）
日本道路交通情報
センター

交通情報センター ○ 0 長野中央警察署の
一部を無償使用

(13) （財）
飯田地区交通安全
教育センター

飯田教育センター 6 2 3 11 －

(14) (社） 長野県警友会連合会 警友会 14 2 2 18 0 県庁等の一部を
無償使用

(15) （財）
長野県安全教育支援
センター

長野教育センター 6 2 3 11 －  
*  (財)：財団法人 (社)：社団法人 特殊：自動車安全センター法に基づき設立されている法人。なお、長野

県山岳遭難防止対策協会は商工部、教育委員会等と共同運営している事業の為、法人格はない。 
** 補助金等の他、県からの出損もある。 

 
（ⅰ）あるいは（ⅱ）に該当する「資金的に関係のある」団体は表 3-3-1 のうち（1）か

ら（12）の 12 団体、（ⅲ）に該当するのが（1）、(5)、(10)、(12）を除く 11 団体、県警Ｏ

Ｂが再就職し（ⅳ）に該当する団体が７団体である。更に、この 15 団体のうち県の土地・

建物を使用している先は 9 団体である（重複団体等あるため、単純合算は先の表と一致せ

ず）。 
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（２）その他の関連団体との取引額の概要 

県警が委託費、補助金、負担金等で支出している取引等の概況は次の通りである。 
 

表 3-3-2 公益法人等への「資金の流れ」の概要 
（単位：千円）  

①委託費 ②補助金 ③負担金 ①～③計(B) *2

(1) 被害者支援センター 6,943 716 716 △ 10.3%
(2) 互助会 0

　共済給付会計 52,811 11,711 11,711 22.2%
　福利厚生会計 215,565 73,944 73,944 34.3%
　貸付会計 101,852 0
　総括会計 370,229 85,655 85,655 23.1%

(3) 防犯協会 0
　一般会計 20,085 2,720 2,720 13.5%
　風俗浄化 8,080 7,830 7,830 96.9%
　機関紙「防犯信州」発行 33,708 0
　防犯器具 45,112 0
　AMマーク 6,901 0
　（全体） 113,890 7,830 2,720 10,550 9.3%
　総括会計 0

(4) 警備業協会 33,000 1,185 1,185 3.6%
(5) 遭難防止協会 41,607 7,894 7,894 △ 19.0%
(6) 暴力追放県民センター 0

　　一般会計 24,310 1,441 19,001 548 20,990 86.3%
　　特別会計 0 0
　　（全体） 0

(7) 安全協会 0
　　一般会計 51,945 6,210 1,302 7,512 14.5%
　　更新時講習特別会計 216,417 217,925 217,925 100.7%
　　二輪車安全推進特別 0 0
　　原付自転車特別 12,554 12,727 12,727 101.4%
　　自転車安全特別 0 0
　　事業特別 115,347 0
　　免許関係特別 89,207 89,393 89,393 100.2%
　　パーキングチケット特 35,092 35,033 35,033 99.8%
　　車両保管特別 0 0
　　道路使用調査特別 11,311 11,282 11,282 99.7%
　　処分者講習特別 63,795 65,902 65,902 103.3%
　　総括表 595,676 432,262 6,210 1,302 439,774 73.8%

(8) 指定自動車教習所 0
　　総括表 64,346 3,646 3,646 5.7%
　　収益事業特別会計 27,603 0
　　一般会計 33,270 0
　　法定講習特別 3,473 3,646 3,646 105.0%

(9) 安全運転管理者 0
　　一般 60,353 35,810 2,130 37,940 62.9%
　　ｼｰﾄベルト着用特別 48,196 48,090 48,090 99.8%
　　総括表 108,549 83,900 2,130 86,030 79.3%

(10) 安全運転センター 6,305,000 4,500 4,500 △ 0.1%
(11) 自家用自動車 217,731 173,527 173,527 79.7%

　　総括 0
　　一般会計 0
　　事業会計 0

(12) 交通情報センター 4,700,779 11,000 11,000 △ 0.2%
12,582,047 703,791 116,432 25,244 845,467

団体名（略称） (B)/(A)
平成16年度

支出額*1(A)
平成16年度の県警からの資金の流れ

 
*1 ①事業費②管理費③予備費のみ集計 
*2 △をつけた資金の流れは、県警警務課の集計からは除外されている（県警所管でないが補助金等のみ支出

していたり、もしくは法人格を有していない団体のため）。 
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２．実施した監査手続 
各公益法人等の決算書を入手し、閲覧するとともに、県警の委託費・負担金等の資金が

適正に計上されているかどうか照合した。またこれらの法人等と県との関係が網羅的に把

握されそれらの合理性が検討されているかどうかを中心に検討した。 
 

３．結果 
監査の結果、当該公益法人等の決算から伺える内容からは特に不適正と認められるよう

な事項は見られなかった。 

また、県警所管の公益法人については、県警から当該公益法人への資金の流れを県警警

務課が把握しており、それらは各公益法人等の決算書に記載されている金額と一致した。 
 

４．意見 
（１）特定の業務を行わせることによる便益の供与関係について 

ア．一元管理の必要性 

関連団体について「どのような事業を、どの団体に実施させることを認め、それによ

りいくら団体が収益を計上しているか」等について、県警の各所管課では把握している

とのことであるが、これらを一元管理している部署等は県警の中ではないとのことであ

る。県警の一定の部署で一元管理することが望ましい。 

 
イ．業者選定の透明性等 

決算書等からみると、特定の業務には以下のようなものがある。 
 

表 3-3-3 年間 5,000 千円を超える業務収入一覧 
（単位：千円） 

団体名 特定の業務 収入 内容

長野県防犯協会 AMマーク交付手数料* 9,000
遊技場における健全化を推進する為、公安委員
会の検定に合格したパチンコ遊技機にAMマーク
を添付する事業

代行事務手数料 77,513
運転免許センターで地区交通安全協会のために
会費を徴収する対価として、その35％を事務代
行手数料と収受するもの

収入証紙売りさばき手数料 26,050
運転免許証交付等で必要な手数料を収入証紙
で県民等が納付するとき、当該証紙を売ることで
得る手数料

運転免許証郵送申込手数料 16,182 郵送で免許を申し込まれたとき受け取る手数料

写真撮影料 6,586 運転免許センターで写真を撮影する業務の対価

収入証紙売りさばき手数料 5,098
運転免許証交付等で必要な手数料を収入証紙
で県民等が納付するとき、当該証紙を売ることで
得る手数料

写真撮影料 6,184 運転免許センターで写真を撮影する業務の対価

長野県交通安全協会

長野県警友会連合会

 
（平成 16 年度各団体決算書等から作成） 

＊ 公安委員会の審査に合格したパチンコ台であることを明示するために、遊戯業防犯協力会の依頼に基づ

き、合格を意味するマークを交付する事業であり、県警は直接関係はない。 
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これらの業務（AM マーク交付事業を除く。）については、県警から直接の資金の流れ

はないものの、事実上特定の公益法人等に収益をもたらしている可能性が高い。 

例えば、収入証紙売りさばき手数料は、県が証紙売りさばき人の許可を与えた者が収

入証紙を売却し、売却額の一定割合を手数料として収益計上するものであるが、安全協

会と長野県警友会連合会（以下、｢警友会｣という。)が運転免許センターでこの業務を実

施している。また、写真撮影も証紙売りさばき同様、安全協会と警友会が 2 つある運転

免許センターでそれぞれ実施している。これらの業務は、安全協会や警友会以外の業者

でも可能な業務と考えられるが、積極的に他の法人等が参入できるような方策は採られ

ておらず、事実上これら 2 法人が独占している。 

安全協会では、これら以外にも「運転免許郵送申込手数料」を計上している。安全協

会は、その拠点が運転免許センターにあり運転免許証更新時講習業務等を受託している

ため、これらの免許更新に付随する業務をも行っているものと推定される。また、警友

会がこれらの業務を実施している経緯としては、警友会の本来の活動の為の事業収入確

保という目的があったということである。 

しかし、このような業務を当該 2 団体に独占させることについては明確な根拠がない。

本来ならば、利用者の利便を考えて業者を選択すべきである。 

なお、安全協会と警友会は、証紙売りさばき手数料や写真撮影業務を運転免許センタ

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。また、安全協会は別法人（任意団体）である地区交通安全協会（以下、｢地区安

協｣という。）のため、運転免許センターで地区安協会費を徴収し、その一定割合を代行

事務手数料として収益計上しているが、このような業務に関しても賃料は免除されてい

ることになる（なお、会費徴収業務については（３）参照）。 

収益事業としての位置付け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。 

 
（２）ゴルフ会員権の評価について 

県警管轄の公益法人等のうち、互助会は職員等の福利厚生の一環でゴルフ会員権やスポ

ーツクラブ利用権等を保有している。 

これらの会員権の時価をインターネット等で調査したところ、ゴルフ会員権については

大幅に時価が下落しているものがあることが判明した。 
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表 3-3-4 互助会が保有している会員権等内訳 
（単位：千円） 

時価（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄでの調査結果） 
相手先 銘柄等 

財 産 
目録上の

価格 売 買 仲値 
備考 損益影響

㈱アイスク ヘルシースタジアム 60、 
駒ヶ根 

800 － － － 
 

－ 

㈱松本スイミングセンター スポーツネットワークサム

等 
300 － － － 

 
－ 

森温泉㈱ シーバス・スポーツクラブ

篠ノ井、上山田 
300 － － － 

 
－ 

㈱山ノ内地域開発 湯田中ヘルスケアセンター 500 － － －  － 

㈱アコーディア･ゴルフ 妙義カントリークラブ 
6,400 90 10 50 

03/8/4 民事

再生法。 
2 口保有 

6,300

信州塩嶺高原カントリー㈱* 塩嶺カントリークラブ 10,000 1,100 800 950  9,050

日成観光㈱ 長野国際カントリークラブ 16,260 1,300 850 1,075  3,360

リゾートトラスト㈱ エクシブ 20,000 － － －  － 

 計 54,560   18,710
* 塩嶺カントリークラブは、書面上入会保証金返還条項が記載されているとの事である。 
仮に入会金が全額同クラブより返還された場合、損益影響額はゼロとなることから、最終的な損益影響額は

上記 18,710 千円よりも 9,660 千円となる。 

 
現行の公益法人会計基準では、時価が取得価額より大幅に下落していても評価損を計上

する必要はない。 

しかし、公益法人に対しても平成 18 年度から新公益法人会計基準が適用されるのに伴

い、金融商品会計基準等が導入されることが予定されている。その場合にはこれらの評価

損は損失計上する必要があることから、事前に新基準の導入に備えた準備作業等を行うこ

とが望まれる。 

 
（３）安全協会等の会費徴収業務について 

ア．安全協会の組織 

安全協会は、運転免許窓口事務を県警から委託され、県内 2 箇所の運転免許センター

では安全協会の常勤職員が、23 の警察署及び 4 つの主要交番では安全協会の非常勤職員

を兼務する地区安協事務局の職員が受託した業務を行っている。 

受託業務を遂行する地区安協の職員の身分は、平成 16 年度までは任意団体である各地

区安協の職員であった。しかし、運転免許窓口事務等の委託契約は県警と安全協会との

間で結ばれ、安全協会と地区安協との間には契約関係がなかったため、各警察署等で各

地区安協の職員が事務を行っていることは法律上問題があった。そこで、警察庁の指導

もあったことから、平成 17 年度からは各地区安協事務局を安全協会の支部とし、運転免

許窓口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。 
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平成 17 年度からこのように改善されているとはいえ、長年、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。警察庁が地区安協を支部化するよう全国的に指導を始

めたのは平成 10 年頃からであり、また、ホームページによると財団法人石川県交通安全

協会では地区安協の支部化は平成 12 年 7 月に完了している。県警にとってみれば、委

託業務を実際に行う者が契約相手先と異なっていたわけであるから、より迅速に対応す

る必要があったと考えられる。 

なお、県における今回の地区安協の支部化の実態は、上述のように地区安協事務局の

職員が、県警からの受託業務を遂行するため安全協会の非常勤職員を兼務することにな

っただけであり、依然として任意団体としての各地区安協は存在している。 

往査した警察署には、安全協会が入居しており、県警から委託された運転免許窓口事

務を行う傍ら、地区安協の会員の勧誘及び会費の徴収を行っていた。 

県警によると、往査警察署に限らず、県警から受託した運転免許窓口事務等を行って

いるすべての施設、すなわち県内 2 箇所の運転免許センター、23 の警察署、4 つの主要

交番で会員の勧誘及び当該会費の徴収等を行っているとのことである。 

安全協会における委託業務の遂行と会費徴収の関係は、以下のとおりである（図 3-3-1

参照）。 

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。運転免許センターでは、安全協会の常勤職員が、県警からの

受託業務を遂行する傍ら地区安協の委託により会員の勧誘及び会費徴収業務を行ってい

る。安全協会は、徴収した会費から代行事務手数料を控除した金額を、入会した会員の

住所地の地区安協に支払っている。 

一方、各警察署等では、地区安協事務局の職員が、安全協会の非常勤職員としての立

場で県警の委託する業務を実施しながら、地区安協職員として当該警察署等の所在地の

地区安協の会費を徴収している。 
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図 3-3-1 運転免許センターや警察署等での安全協会を巡る資金の流れ 
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 運転免許証の更新は、東北信、中南信の運転免許センターのほか、運転免許センター所在地を管轄する警察署を除く 23 警察

署と主要交番 4 箇所（松代、池田、高遠、辰野）で行うことができる。運転免許センターで、更新事務を行うのは、警察職員

と安全協会の職員である。警察署や主要交番で、更新事務を行うのは、警察職員と安全協会の非常勤職員としての身分を有す

る地区安協職員である。 

 

 

 

 

 

*1 安全協会の決算書によると年間77百万円を地区安協会費徴収の代行手数料として受け取っている（平成16年度)｡ 
*2 平成16年度について、監査人が試算したところでは、地区安協全体で約3億円の会費収入（代行事務手数料控除後）  
 があったと推定される。下記のように推計した。 
 （16年度の県内運転免許保有人口1,466,626人×地区安協加入率約60％×会費平均単価450円）－代行事務手数料77,513千円

 ＝318百万円・・・約3億円 
 地区安協への加入率は県警からのヒアリングによる。会費の平均単価は、1 年ごとの加入では 500 円だが、長期間まとめて

 支払うと割引となり、5 年間分まとめて支払うと 2,000 円（1 年当たり 400 円）であることから、仮に 450 円とした。 

イ．地区安協の会費の使途等 

平成 16 年度の地区安協全体の会費収入総額は約 3 億円と推計される。当然であるが、

安全協会の決算書には、任意団体である地区安協の収支は含まれない。各地区安協ごと

に、規約に基づく総会を開催し、事業報告・決算報告がなされるとともに、当該決算書

等は事務局に備置・開示されているとのことである。しかし、会費を拠出した会員に対

して総会の招集通知が発せられるわけでもなく、また業務報告書や決算報告書も届けら

れない。 
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各地区安協の事業報告や決算の開示については、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。県警によると、事業報告書等は各地区安協の総会に提出され承認

されているとのことである。しかし、そもそも任意団体であるから、誰が事業内容や決

算について承認するのか法律上明示的には規定されておらず、現在承認行為をしている

者のみに承認権限があるのかどうかも不明確である。 

本来、会費を徴収するのであれば、会の規約や趣旨を説明して勧誘するのが当然であ

る。しかし、運転免許センターや警察署の運転免許更新窓口では、規約等について申出

がない限り説明されることはない。 

このような実態から推察すると、地区安協の会費は、実質的には寄付金的なものとし

て捉えられているのではないかとも思われる。寄付金であれば、資金の拠出者に会の規

約等を渡す必要はない。しかし、寄付金であれば、運転免許証更新の窓口で運転免許証

更新期間に応じて一律の金額で徴収するのは不合理ということになる。 

 
ウ．今後の改善策 

以上のことから、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） 運転免許証更新時に徴収する会費は、任意団体である各地区安協の会費であり、

あくまで任意であることを明示するとともに口頭で説明すること 

（ⅱ）各地区安協の会員を勧誘し会費を徴収するならば、会の規約及び会員としての

権利等を説明すること、あるいは会費でなく寄付金として集めるのであれば、

その趣旨を説明するとともに金額を一律としないこと 

（ⅲ）会費であれ寄付金であれ、その使途については拠出者に開示するよう地区安協

に対して指導をすること 

 
以上のような問題を解決するには、安全協会が地区安協を完全に統合して収支もすべ

て開示することが望ましいと考えられるが、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、情

報の透明性を高めないと、会費を拠出した会員から誤解を招きかねないといえる。 

なお、安全協会の会費徴収方法が、任意加入であることを明示せず強制であるかのよ

うに誤認させる行為があることについて民間放送局の報道番組で指摘され、内閣府の設

置した規制改革・民間開放推進会議でも検討事項として取り上げられた。その結果、「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、「安

全協会については、従来から、同協会の会費徴収方法について批判があり、その適正化

に向けて所要の措置を講ずるべきである。」旨記載されており、平成 18 年度中に措置す

ることとなっている。 
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さらに、このような会費徴収を県警の建物内で実施することについては、今後さらに

検討が必要と思われる。公益性が高い活動とはいえ、公益法人が委託された業務を遂行

する傍ら、同じ場所で、自らと関係の深い任意団体の会費を徴収する行為にはやはり問

題がある。今後、運転免許窓口事務等を別の交通安全を標榜する NPO 等が受託した場

合に、自らのあるいは自らと活動方針を同じくする他団体の会費徴収を同じ場所で行い、

それについて建物の使用料が減免されるとは考えられない。 

以上のことを総合的に考えると、安全協会及び地区安協が運転免許センターや警察署

等で会費を徴収することには公平性の観点から問題があると考えられるため、今後、安

全協会等に対して早急に会費徴収を受託業務実施場所で徴収しないよう指導する必要が

あると考えられる。 
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