公告
地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 199 条第 12 項の規定により、長野県知事
から、平成 28 年度財政的援助団体等の監査の結果に関する報告に基づき、次のとお
り措置を講じた旨通知がありました。
また、監査の結果に関する報告に添えて提出した意見に対する方針について通知が
ありました。
平成 29 年９月 25 日
長野県監査委員 田 口 敏 子
同
西 沢 利 雄
同
西 沢 昭 子
同
小 池
清
１【監査結果（指摘事項）に関する報告に基づく措置（処理状況）の内容】
監査対象団体名

監査の結果

信州キャンペーン実 団体等に対する指摘事項
行委員会

１

処理状況
１

物品調達に係る給付完了検査、

物品の調達に係る給付完了検

支払事務の改善

査、支払事務について、
「信州キャ

イベントでチラシ等を入れて

ンペーン実行委員会会計に関す
る注意事項」を定め、次のとおり

配布するアームバッグ（ビニール

改善措置を行いました。

製手提げ袋）８万袋の発注業務

(1) 物品の調達については、予算

（発注日：平成 28 年３月 11 日、

編成時に調達計画を立て、適切

履行期限：同年３月 31 日）に関し

な時期に調達する。

て、以下のとおり不適切な事務処

(2) 物品の発注業者に対して納

理がありましたので改善してく

期限を厳守するよう徹底する。

ださい。
(1)

納品が平成 28 年４月 28 日

の職員で行うとともに、10 万円

に 20,800 袋、同年６月 10 日に

以上の契約に係る物品につい

59,200 袋であったにもかかわ

ては必ず写真を添付する。

らず、同年３月 31 日に納品が

(4) 新たに山岳高原観光課企画

あったとして、給付完了検査を

経理係職員を信州キャンペー

行っていたこと。

ン実行委員会事務局職員とし、

(2)

２

(3) 納品確認は原則として複数

平成 28 年３月 31 日付けの

収入・支出書類のチェックを行

給付完了検査に基づき、同年５

う。

月 23 日 に 契 約 金 額 全 額 ２

信州デスティネーションキャン

（1,319,328 円）を支払ってい

ペーンに係る事業執行について、

たこと。

「信州キャンペーン実行委員会会

信州デスティネーションキャ

計に関する注意事項」を定め、次の

ンペーンに係る事業執行の改善

とおり改善措置を行いました。

当事業は特別会計を設け、平成

(1) 事業内容の変更・追加あるい

27 年６月 30 日開催のキックオフ

は予算の補正等については、事

ミーティング以降、キャッチフレ

業執行に支障がないよう適切

ーズ、ロゴマークの制作などの事

な時期に総会の承認等、必要な

業を実施しています。

手続を行う。

当事業の事業計画及び予算に

(2) 事業執行に支障がないよう

関する総会の承認は平成 27 年 12

適切な時期に必要な資金の確

月であり、また、平成 28 年１月の

保を行う。

県負担金の入金までは当会計に
事業執行に必要な資金がなかっ
たため、費用の一部は職員の立替
払により行われていました。
総会による承認、資金の確保
は、事業執行に支障がないよう適
切な時期に行うよう改善してく
ださい。
所管課（観光部観光誘客課）に対す
る指摘事項
１

「観光部内団体会計事務の適正化
方針」を定め、信州キャンペーン実

信州キャンペーン実行委員会 行委員会に対し、同方針に基づき適
への適切な指導

正な事務処理を行うよう指導を行

事務処理について、以下のと いました。
おり不適切な事例がありました
ので、当実行委員会に対し、県
財務規則等に基づき適切な指導
をしてください。
(1) アームバッグ（ビニール製手
提げ袋）の調達に関し、納品前
に業務を完了したとして給付
完了検査を行い、支払を完了
していたこと。
(2) 信州デスティネーションキ
ャンペーン事業に係る事業執
行について、事業計画及び予算
に係る総会の承認の前に一部
の事業を実施していたこと。
２【監査の結果に関する報告に添えて提出した意見に対する方針】
監査対象団体名

監査の結果

公益社団法人長野県 団体等に対する意見
私学教育協会

１

意見に対する方針
１

長野県私学教育協会員に対す

貸付事業資金の有効活用

るアンケートの結果、利率を市中

貸付事業は、私立学校等の経

金融機関等のものと比較して低

営基盤の強化及び改善に関して

く設定するなどの改善が必要で

必要な資金を貸付ける当協会の

あるとの意見が多くあったこと

主要な事業です。新規貸付は平

から、
「２年毎」の変動金利を「１

成 26 年度には実績がなく、平成

年毎」にする関係規定の改正を行

27 年度に２件１億 2,000 万円あ

うとともに、現行 1.0％の金利を

りましたが、年度末現在高は貸

0.60％に引き下げました。

付に係る準備資金（貸付限度額）

また、当該事業の周知に今後も

３ 億 8,177 万 余 円 に 対 し 、 約

努めてまいります。

50％の１億 9,087 万余円となって
おり、資金が有効活用されてい
るとは言い難い状況です。
当事業を私立学校等の経営に
有用で魅力ある制度とするため
に原因を分析し、資金の有効活用
が図られるよう努めてください。
所管課（県民文化部私学・高等教育 １

長野県私学教育協会が利率引

課）に対する意見

き下げ等の改正を行ったことを

１

受け、今後は毎年度の貸付事業の

公益社団法人私学教育協会に
おける貸付事業資金の有効活用

実施状況を踏まえ、資金の有効活

当協会の貸付事業は、私立学

用について、必要に応じ助言を行

校等の経営基盤の強化及び改善

ってまいります。

を目的とした事業であり、県は
貸付金の原資として１億 5,000 万
円を出資しています。平成 27 年
度末の貸付現在高は、貸付に係
る準備資金（貸付限度額）３億
8,177 万余円に対し、約 50％の１
億 9,087 万余円となっており、資
金が有効活用されているとは言
い難い状況です。
貸付の状況について定期的に
報告を求め、必要に応じて助言す
るなど、資金を有効に活用し、出
資の所期の目的が達成されるよ
う努めてください。
社会福祉法人長野県 団体等に対する意見
社会福祉協議会

１

同和地区福祉資金貸付事業に
おける滞納債権の縮減

１

平成 26 年度及び平成 27 年度に
実施した回収困難債権の調査・分
類に基づいて、平成 29 年１月 27

貸付金の滞納額は、平成 27 年

日開催の同和地区福祉資金運営

度末で 37,642 千円となってお

委員会において審議を行い、支払

り、平成 26 年度及び平成 27 年度

免 除 の 要 件 を 満 た す 216 件

には、県から債権管理等事務費

37,624,056 円の支払免除の決定

として各年 261 万余円の同和地区

をしました。

福祉資金貸付事業補助金の交付

この支払免除に伴い、県人権・

を受け、債務者の所在調査等を

男女共同参画課と協議の上、欠損

実施しています。

補てん積立金の積み増しを行い、

調査結果を踏まえ、引き続き滞

平成 28 年度決算において、全て

納債権の縮減に努めるとともに、

の滞納債権の欠損処理を実施す

回収の見込めない滞納債権につ

ることにより、同和地区福祉資金

いては、県と協議の上、必要な措

貸付事業を終了させました。

置を講ずるよう検討してくださ
い。
所管課（県民文化部人権・男女共同 １

長野県社会福祉協議会との協

参画課）に対する意見

議及び本監査意見を受け、滞納債

１

社会福祉法人長野県社会福祉

権のうち、県の規程に照らして回

協議会における同和地区福祉資

収不能と判断される債権につい

金貸付事業の滞納債権に関する

ては、支払免除及び欠損処理に要

助言及び協議

する費用を県が負担し、それ以外

貸付金の債権管理は当協議会
が行っていますが、平成 27 年度

の債権の処理については県社協
が負担することとしました。

末の滞納額は 37,642 千円となっ

こ の 方 針 に 従 い 、 216 件

ており、県は当協議会に対し、

37,624,056 円の滞納債権全体の

貸付金の原資として年度当初に

うち、158 件 30,702,347 円を県負

前年度末の滞納相当額を貸し付

担金として、平成 28 年度３月に

け、年度末に返還を受けていま

県社協に支出しました。

す。

県社協は本負担金及び県社協

当協議会が行った債務者の所

自身の負担を原資として、滞納債

在調査等の結果を踏まえ、必要に

権全体の支払い免除及び欠損処

応じ助言するとともに、回収の見

理を行い、平成 28 年度をもって

込めない滞納債権は、当協議会と

同和地区福祉資金貸付事業を終

協議の上、必要な措置を講ずるよ

了させました。

う検討してください。
社会福祉法人長野県 団体等に対する意見
社会福祉事業団

１

近年の介護人材不足の問題は、今

介護福祉士修学資金等貸付事 後において高齢化が急激に進むこ
業補助金の有効活用による人材 とを考えますとさらに深刻化する
確保

問題としてとらえ、介護福祉士修学

急速な少子高齢化に伴う要介 資金等貸付事業は、こうした状況を
護高齢者等の増加と労働力人口 解決する有効な手段として積極的
の減少により、介護分野は人材 な事業展開を図ることに努めてま
不足の状況にあります。当事業 いります。
団では、介護福祉士等を養成・

具体的な取組としては、
平成 28 年

確保するための介護福祉士・社 度から平成 31 年度までに 1,616 名、
会福祉士修学資金貸付事業等の 503,682 千円の貸付を行うことを見
原資を県から補助金として５億 込むとともに、県民への制度の周知
368 万余円の交付を受け、事業を を図り積極的に利用促進を図りま
実施しています。

す。周知方法としては、高校、短大

貸 付 事 業 は 、 新 卒 者 、 転 職 等の学校関係に対してはパンフレ
者、移住者、潜在的有資格者等 ットの送付を行います。転職者・移
の多様な人材が入職しやすくな 住者に対しては、県内のハローワー

るよう設計され、介護分野の人 ク、市町村、福祉事務所へのパンフ
材不足解消が期待される有用な レットの送付、就職説明会等でチラ
制度です。

シを配布し周知を図ります。また、

貸付対象者に対し積極的に広 潜在的有資格者に対しては前記に
報する等、制度利用者の増加を図 加え県福祉人材センターや県介護
り、補助金を有効的に活用するこ 福祉士会と連携してチラシ配布等
とで、より多くの質の高い介護人 による周知を行います。
材を確保できるよう努めてくだ
さい。

また、その他の取組としては、新
聞社等へのプレスリリースや法人
ホームページへの掲載を行うとと
もに、随時電話での相談受付を行
い、より多くの人々が貸付事業を利
用できるよう広報活動の強化に努
めてまいります。

公益財団法人長野県 団体等に対する意見
テクノ財団

１

賞与引当金の計上

平成 29 年度に補正予算を編成し、
平成 30 年６月に支給する賞与分の

当財団は、賞与について引当 引当金から計上することとします。
金を計上していませんが、職員
40 名のうち、財団雇用の賞与支
給対象者が６名おり、計上した
場合はある程度の金額が見込ま
れます。
費用と収益の適切な期間対応
を図り、法人運営の状況を的確に
把握できるよう、賞与引当金の計
上について検討してください。
所管課（産業労働部ものづくり振興
課）に対する意見
１

財団は、県下５圏域において地域
企業のニーズ等に応じた産学官連

公益財団法人長野県テクノ財 携による研究開発を推進しており、
団に対する必要な支援

約３千万円の事業費を活用し、国等

当財団は、本県産業の目指す から約６億円の研究開発資金を県
べき方向性を示す「長野県ものづ 内へ呼び込むことに貢献していま
くり産業振興戦略プラン」（平成 す。
24 年３月策定）重点プロジェクト

こうした財団の機能が継続的に

を展開する中核的な機関として 発揮されるよう、県では、出捐金の
位置付けられており、県内にお 一部を県に返還したことに伴い財
ける地域資源を活用しつつ、産 団に発生する約 800 万円の事業費の
学官連携を主要な手段として技 縮小分を補てんするため、
平成 29 年
術革新による地域産業の高度化 度から、財団の事業費を支援するた
と産業創出を促進するため、全 めの補助事業を創設しました。
県あるいは県下５圏域において

なお、財団が県内企業の協力のも

様々な事業を実施しているとこ と本県の産業振興施策において果

ろですが、財源の多くを国庫補 たしてきた基本的な役割は今後も
助 金 、 委 託 金 等 に 依 存 し て お 変更はありませんが、財団に期待す
り、基本財産の運用益も年々減 る新たな役割やさらに強化すべき
少している状況です。加えて、 機能等については、次期「長野県も
今年度は出捐金の一部を県に返 のづくり産業振興戦略プラン」の策
還する予定であり、来年度以降 定に併せて明らかにしていきます。
の運用益の大幅な減収は確実な
状況です。
当財団が県内企業の協力のも
と本県の産業振興施策において
果たしてきた役割や成果を分析
評価し、今後当財団に期待する役
割を長期的な視点に立って整理
した上で、当財団が十分に機能で
きるよう必要な支援を検討して
ください。
信州キャンペーン実 団体等に対する意見
行委員会

１

コンプライアンスの徹底

コンプライアンスの徹底

「信州キャンペーン実行委員会

物品の調達に関し、納品前に

会計に関する注意事項」に基づ

業務を完了したとして給付完了

き、事務局長自らの責任で事業の

検査を行い、支払を完了するな

進捗管理を行うこととしました。

ど不適切な事務処理がありまし

また、事務局職員全員に対し

た。当委員会の業務は、県、市

て、当該注意事項を周知徹底する

町村及び民間団体の負担金を財

とともにコンプライアンス意識

源として実施しており、特に適

の徹底を図りました。

正な事務処理が求められます。

２

１

２

予算執行の改善

具体的な再発防止策を講じる

物品調達については、その必要

とともに、職員の意識改革、組

性について事務局内で十分協議

織風土改革を進め、コンプライ

の上、適切な時期に調達すること

アンスの徹底を図ってくださ

とし、平成 29 年度の事業計画は

い。

十分に検討を行った上で策定し

予算執行の改善
アームバッグの調達につい ３

ました。

て、平成 28 年３月 11 日に８万袋

(1)

物品（備品等）について、
「信

を 1,319,328 円で発注しています

州キャンペーン実行委員会会

が、当年度中には納品されず使

計に関する注意事項」を定め、

用実績がありませんでした。

適正な管理を行うため県財務

必要物品の発注に際しては使

規則等に準じた備品管理簿等

用計画を立て、適切な時期に調

を整備し、年度末に現物照合

達するなど、効率的、経済的な

を行うこととしました。

予算執行に努めてください。
３

必要な規定の整備

必要な規定の整備

(2)

立替払について、
「信州キャ
ンペーン実行委員会会計に関

事務処理について、以下のよ

する注意事項」を定め、任意団

うな事例がありましたので、必

体であること等により請求書

要な規定の整備について検討し

による支払いができない場合

てください。

は、原則として資金前渡で対

(1) 物品（備品）の管理

応することとしました。

購入した物品（備品等）につ

ただし、イベント時の物品

いて、平成 18 年の当委員会設

の手配等、急を要する支出に

立以来、出納に関する記録が

より立替払をする必要が生じ

なく、また、現物照合も行わ

た場合は、事務局長の事前承

れていませんでした。

認を条件として限定的に認め

物品の出納・管理に係る事
務については、県財務規則等

ることとしました。
(3)

収入金について、
「信州キャ

に準じた規定を設け、適正な

ンペーン実行委員会会計に関

管理を行ってください。

する注意事項」を定め、新たに

(2) 立替払の縮減

山岳高原観光課企画経理係職

職員による立替払が一部に

員を信州キャンペーン実行委

あり、資金前渡で対応可能な

員会事務局職員とし、収入処

内容であったこと、相当期間

理のチェックを行うこととし

経過後に精算処理されていた

ました。

こと、などの事例がありまし
た。
県財務規則等を原則としつ
つ、決裁権者への事前承認を
条件に限定的に認めるなど実
態に合った規定を整備し、適
正に執行してください。
(3) 収入金の管理
会費の入金から収入処理ま
で２月以上要していたこと、
当年度支出の戻入資金を諸収
入としていたこと、などの事
例がありました。
県財務規則等に準じた規定
を設け、適正な管理を行ってく
ださい。
所管課（観光部観光誘客課）に対す １

信州キャンペーン実行委員会

る意見

従事職員のコンプライアンスの

１

徹底

信州キャンペーン実行委員会
従事職員のコンプライアンスの
徹底

「観光部内団体会計事務の適正
化方針」を定め、これに基づいて、

当委員会の物品の調達等に関

信州キャンペーン実行委員会の

し、不適切な事務処理がありまし

会計ルールを定めるよう指導を

た。当委員会の業務は、県、市町

行いました。

村及び民間団体の負担金を財源

また、当該ルールを事務局職員

として実施しており、特に適正な

全員に周知徹底を図るとともに

事務処理が求められます。具体的

コンプライアンス意識の徹底を

な再発防止策を講じるよう指導

図るよう指導を行いました。

するとともに、当委員会の業務に
従事する職員の団体事務に対す
る意識改革を進め、コンプライア
ンスの徹底が図られるよう適切
な措置を講じてください。
一般社団法人長野県 団体等に対する意見
原種センター

１

１

賞与引当金の計上

賞与引当金の計上
平成 28 年度より賞与引当金を

当センターは、賞与について
引当金を計上していませんが、 ２

園芸種子の生産コスト縮減

職員 13 名のうち支給対象者が８

種子生産は、今後も委託生産を

名おり、計上した場合はある程

主に取り組むことを基本とし、直

度の金額が見込まれます。

営生産は需要量の多い主要３品

費用と収益の適切な期間対応
を図り、法人運営の状況を的確

２

計上します。

目（キャベツ・野沢菜・レタス）
を中心に行うこととします。

に把握できるよう、賞与引当金

特にレタス種子の生産は、生産

の計上について検討してくださ

技術が難しい品種のみ直営で行

い。

い、その他の品種は委託による生

園芸種子の生産コスト縮減

産とします。

園芸種子について、高齢化に伴

また、施設を持つ花き生産者・

う委託生産者の減少に対処する

定年退職者等への働きかけや、当

ため直営生産をしていますが、そ

センターによる施設・資材の設置

の結果生産コストが高くなって

支援等を行い、新規委託生産者の

います。生産技術が難しいものを

確保・拡大に努めるほか、新規委

除き、生産コスト縮減に向け事業

託採種地の開拓にも努めてまい

の効率化を図るなど、生産方法の

ります。

見直しを検討してください。

さらに、需要見込量と在庫量を
踏まえた必要量のみの生産とす
るなど、経費の節減に努めてまい
ります。

公益社団法人長野県 団体等に対する意見
林業公社

１

公益社団法人長野県林業公社で

長期的な経営計画、収支予測 は、平成 26 年５月に策定した「林
の策定と経営改革の推進

業公社経営改革プラン」により、平

当公社では経営改革の一環と 成 29 年度に長期事業計画を策定す
して、平成 26 年度から 28 年度ま るとともに、これに基づく長期収
での３年間で全ての分収林につ 支予測の見直しを行うこととして
いて契約団地ごとに「施業地カル おります。
テ」
を作成し、平成 29 年度には、

実施に当たっては、試算に必要

これをもとに長期収支予測をた な「林業公社管理方針」や「林業公
て、長期事業計画を策定すると 社施業体系」等を定め、これに基づ
と も に 、 経 営 不 適 地 に つ い て いた長期の事業計画や試算を行う
は、契約解除計画を策定の上、 ほか、前回の積算方法との相違点
契約解除、施業見送り等により 等を明らかにし、明確な積算根拠
事業経費の削減を図ることとし や収益、費用の現実的な見積りに
ています。
このうち、長期収支予測につ

努めてまいります。
また、これらを進めるにあたっ

いては、平成 25 年度の試算で ては、細部に至るまで県所管部局
は、最終事業年度の平成 88 年度 と十分な協議を行うほか、事業計
に公社単独で約 107 億円の累積債 画案や収支予測案の策定に当たっ
務が残るとされており、試算後 ては、専門家等による意見を聞く
も木材価格は低下傾向にあるた ための外部検討委員会を年度内に
め、新たな予測は厳しい結果が ３回開催するなど、正確性や透明
想定されますが、県民負担につ 性、コンセンサスなどに可能な限
ながる重要な資料となることか り配慮してまいります。
ら、将来の収益、費用を可能な

なお、この計画案等について

限 り 現 実 的 に 見 積 も る と と も は、最終的に理事会での審議・承
に 、 積 算 根 拠 を 明 確 に す る な 認を得て定時社員総会へ報告する
ど、正確性、透明性の高い予測 とともに広く公表します。
となるよう努めてください。

林業公社としましては、新たな長

また、長期事業計画や契約解除 期事業計画に基づく経営改革を一
計画を実施する際には、森林所有 層推進することで、県民負担の軽減
者をはじめ県を含む関係者の理 に努めてまいる所存です。
解と協力が不可欠となることか
ら、これら計画の策定にあたって
は、関係者と十分な情報交換を行
い、コンセンサスを得ながら進
め、柔軟で実効性の高い計画とな
るよう努めるとともに、将来の県
民負担を軽減させるため、着実に
成果が上がるよう、経営改革の取
組をより一層推進してください。
所管課（林務部森林づくり推進課） (1)

公社に対する積極的な支援

に対する意見

林業公社において、平成 29 年

１

公益社団法人長野県林業公社

度に現時点での森林資源状況を

に対する支援と貸付金回収不能

詳細に調査した「施業地カルテ」

見込額に係る県民への説明

を基に、長期収支見通しを見直

公社は長野県出資等外郭団体

す中で、先ずは、更新伐等の有

「改革基本方針」（平成 25 年 12

利な造林補助制度の活用や低コ

月改訂）において、長期的な視点

スト施業を推進することで、損

で存続させた上で徹底した経営

失額が累積していくことを防ぐ

改革を推進するとされており、

方策を講ずるべきと考えていま

これを受け公社では「経営改革プ

す。

ラン」
（計画期間：平成 26～32 年

また、経営不適地の契約解除

度）を策定し、様々な取組を行っ

に伴い生じる必要経費について

ているところです。

は、必要額を明確に算出した上

しかしながら、公社の分収林

で、県の財政支援策について

事業は、伐採による立木の販売

は、関係部局と協議するととも

収入により今まで投下した事業

に、国に対しても財政支援策を

費を回収する収支構造であり、

要求してまいります。

収益の確保には長期間を要する (2)

公社貸付金の回収不能見込額

ため、その間の木材販売価格の

に係る県民への説明

変動をはじめとする社会経済情

ア

県民への分かりやすい説明

勢の変動リスクを公社の自助努

公社貸付金の回収不能額に

力のみで解消するには限界があ

ついては、平成 88 年度に予測

ります。

される金額であり、現時点で

公社が、最終的な累積債務を
縮減し、県民負担を軽減すると

は確定した額ではありませ
ん。

ともに、森林を適正に整備・保

県民への説明については、

全し、森林の有する多面的機能

林業公社の説明責任としてホ

が持続的に発揮されるよう、以

ームページ上で財務状況や経

下の取組を行ってください。

営改革プランが公表されてい

(1)

公社に対する積極的な支援

ます。また、県の予算説明書

公社は経営改革の一環とし

や事業改善シート等に回収不

て、平成 28 年度までに全ての

能額を記載することは、作成

分収林について契約団地ごと

の慣例上困難であるとの所管

に「施業地カルテ」を作成し、

部局の見解です。

これをもとに長期収支予測を

新たな長期収支見通しの結

たて、長期事業計画を策定す

果については、現時点で試算

るとともに、経営不適地につ

値である旨を丁寧に説明した

いては、契約解除、施業見送

上で、林業公社においてわか

り等により事業経費の削減を

りやすく公表するよう指導し

図ることとしています。

てまいります。

公社の経営改革の取組を継

イ

定期的な見直し
毎年変動する人件費や木材

に、これらの取組が効果的に

価格を基に、毎年度試算を行

実行されるよう、施業技術の

うことは、変動幅の少なさや

普及、補助制度の充実、経営

多大な作業労力を考慮すると

不適地の契約解除に伴う借入

現実的ではないため、どの程

金の繰上償還や損失計上への

度の見直し期間が適切である

対応等、必要な支援を積極的

か、林業公社において外部検

に行ってください。

討委員会の意見も踏まえ適切

(2)

続的に確認・評価するととも

公社貸付金の回収不能見込
額に係る県民への説明

な時期等を検討するよう指導
してまいります。

ア

県民への分かりやすい説
明
県は公社に対し、直接、
貸付を行うほか、金融機関
からの借入に対し全額損失
補償を行っており、平成 27
年度末現在の貸付残高は 192
億余円、損失補償額は 82 億
余円で、合計額は 275 億余円
となっています。
この借入金は、平成 25 年
度に公社が試算した長期収
支見通しでは、全ての立木
の販売が完了する最終事業
年度の平成 88 年度に約 107
億円が累積債務として残
り、県が回収不能になると
見込んでいます。
現在、県の予算書、決算
書をはじめ、公社に係る公
表資料において、回収不能
見込額に係る説明がほとん
どありませんが、将来多額
の損失が発生する可能性が
あることについて、常に県
民に広く理解を得ていく必
要がありますので、県民に
対して正確で、分かりやす
い説明をするよう努めてく
ださい。

イ

定期的な見直し
回収不能見込額は、県民
負担につながる重要な情報
であることから、適切な見
直しの間隔を検討の上、定
期的な見直しを行ってくだ
さい。
なお、設定した期間内であ
っても、あらかじめ想定した
以上の状況変化があった場
合には、見直しを行い、常に
県民の理解が得られるよう
努めてください。

監査委員事務局

