
　テーマ：環境行政に関する財務事務の執行及び事業の管理について

① 平成25年10月8日公表

環境行政に関する補助金等

項目 措置内容

１．環境政策課

補助事業者は民間業者に業務を委託しているが、補助事業者
により実績報告書の記載内容や添付資料に差異がある。県は、
各補助事業者が規定通りに事業を執行しているかの検証記録を
残しておく必要があると考える。（意見）

　これまで検証に必要な書類が統一されていなかったため、平
成24年度事業から補助事業者が民間に業務委託する場合は、
委託業者からの実績報告書の提出を義務づけた。

申請時と実績報告時にいずれも現場の写真が添付されている
が、不明瞭なものや作業前後の状況が分かりづらいものがある。
県が作業前後の状況確認を明確に行うことができる写真を添付
する必要があるかと考える。（意見）

　平成24年度事業から補助交付先に対し、添付する写真につい
て、清掃の効果がより分かりやすいものとするよう周知した。

随意契約における委託金額の妥当性について検討されたこと
が、書面で残されていない。多様な方法により価格を検討し、金
額の妥当性について心証を得られた上で契約を締結したことを
書面として残す必要がある。（意見）

　運搬物の規模から、当該１者以外は契約の履行が不可能で
あったが、類似事例と比較検討し金額が妥当であることを確認し
ていたものの、書面として残していなかったものである。
　今後、類似の随意契約の際には、金額の妥当性について検討
し、適正な事務処理に努めることとした。

現在同会議は特例民法法人であり、公益社団法人への移行
について申請の予定である。移行後は、負債が50億円以上であ
る法人は、会計監査人の設置が義務付けられているところである
が、適切に対応する必要がある。（意見）

　会計監査人を選定し、平成25年3月末に公益社団法人への移
行認定申請を行った。

近年、当制度の利用が低迷している。融資制度の趣旨を広く
周知し、利用促進を図るべきである。（石川県環境保全資金融
資制度）（意見）

　平成２５年４月に中小企業者、金融機関等に対し説明会を行っ
たところであり、更に上半期中に、貸し付け事例の多い、または
相談の多い業界団体を通じ、パンフレットの配布や会報への掲
載等により周知を図ることとした。

６．（１）環境情報交流サイト運営委託料

文書保存期間を経過したため、開発当初の段階において、開
発とその後の保守点検を統合して検討した経緯を示す資料が
残っていない。以後、同様の事業については、文書保存期間に
かかわらず関係資料を保存しておくことを推奨する。（意見）

　今後同種の事業を実施する際は、当該システムの稼働期間中
は、関係書類の保存期間を延長し、開発時の資料を保存するこ
ととした。

サイトの在り方の見直しにあたっては、サイトのプログラムの仕
様等を勘案し、データの集計や利用者の声の確認等により、利
用状況についての調査を行い、サイトの更なる利用促進につな
げることを推奨する。（意見）

　利用登録者に対しての記事掲載依頼や他県の類似サイトの活
用状況等を調査し、サイトの更なる利用促進につなげることとし
た。

６．（２）広報委託料

業者選定理由書には「より地域に密着した番組構成」を行うと
あるが、実際には県全体向けの環境情報が多数を占めている。
今後は、コミュニティ放送局の特性を活かした番組構成とすべき
と思われる。（意見）

　それぞれのコミュニティエリアの住民・通勤通学者・事業所向け
に地域に密着した環境イベントの広報、家庭・事業所における
環境活動の啓発などを放送することとした。

地域密着型の番組構成だが、環境分野とは関係の薄い地域
情報が多数を占めている。今後は、環境啓発に資する情報を十
分に織り交ぜるべきと思われる。（意見）

　それぞれのコミュニティエリアの住民・通勤通学者・事業所向け
に地域に密着した環境イベントの広報、家庭・事業所における
環境活動の啓発などを放送することとした。

当該事業では、公共施設事業の比率に比べ、民間施設事業
の比率が低くなっている。地球温暖化対策は官民挙げて取り組
むべき課題であり、民間施設事業の支援、普及啓発に努めるべ
きと考える。（意見）

　地球温暖化対策は官民挙げて取り組むべき課題であり、これ
までも、県単独事業でも民間支援をしてきたところであるが、今
後も引き続き支援・普及啓発に努めていくこととした。

５．（１）石川県環境部制度融資

６．（３）石川県地球温暖化対策等推進基金（地域グリーンニューディール基金）

Ｈ２４年度包括外部監査の結果に対する措置内容

２．（１）海岸漂着物重点海岸清掃事業費補助金

指摘事項・意見の概要

２．（４）PCB廃棄物運搬委託料

３．（２）社団法人いしかわ環境パートナーシップ県民会議
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　（社）いしかわ環境パートナーシップ県民会議提出の平成23年
度企業エコ化促進事業委託業務実績報告書収支精算書につ
いて、所管課作成の企業エコ化促進事業委託事業費積算内訳
と、総額では一致しているが科目別には大きな差異が生じてい
る。この差異の発生事由及び顛末について、当該実績報告書に
何ら記載がない。委託事業者の当初予定以外の経費について
は、経緯と実績を記載すべきである。（意見）

　委託事業については、その事業効果を最大限にするよう、受
託者と協議しながら執行しているところであるが、今後も透明性
を高めるよう、協議内容についての記録を保存することとした。

　近年、当制度の利用が低迷している。融資制度の趣旨を広く
周知し、利用促進を図るべきである。
（石川県地球温暖化対策支援融資制度）（意見）

　平成２５年４月に中小企業者、金融機関等に対し説明会を行っ
たところであり、更に上半期中に、貸し付け事例の多い、または
相談の多い業界団体を通じ、パンフレットの配布や会報への掲
載等により周知を図ることとした。

３．水環境創造課

　地下水使用合理化計画書の提出を義務付けているが、年次
計画や節水量が記載されないケースがある。可能な限り具体的
な記載を行うよう指導していくことが必要であると思われる。（意
見）

 　平成25年度合理化計画書提出案内にて、節水量を明示した
合理化計画の提示及び当該年度以降の取組予定の記載を指
導した。
　記載内容に不十分な点がある場合は、再提出を求める旨通知
しており、具体的な記述を徹底することとした。

　事業者が提出する地下水使用合理化計画書に、県が前年度
に提示した改善案が反映されていないケースがあるので、改善
案に対する検討状況を報告させるなどのフォローアップが必要
であると思われる。（意見）

　平成25年度地下水使用合理化計画書の提出にあたっては、
県が提示した改善案を反映させるよう通知した。また、改善案の
反映が困難な事業場については、個別に相談を受けるなどフォ
ローアップを行うこととした。

　「補助金交付申請」において、前年度に事業計画の承認を受
けて申請されたことが明確になっていない。「事業実施申請書」
の提出日の記載や、「事業計画承認通知書」が添付されることが
望ましい。（意見）

　「補助金交付申請」において、「事業計画承認通知書」の写し
を添付することにより、前年度に承認されたことを明らかにするこ
ととした。

４．廃棄物対策課

　当該調査は、大規模調査が5年に1度あり、残りの4年間は小規
模な調査となっている。小規模調査は、大規模調査との継続性
が途切れると調査結果の正確性に問題が生じる可能性があると
して随意契約しているが、規定では、小規模調査についても特
別な理由がある場合を除き、原則指名入札である。
　今後、他県の状況、当該調査の受託実績等を調査するなど、
業者選定方法を検討すべきと考える。（意見）

　今後は、小規模調査について、指名競争入札を行うこととし
た。

　広域処理の体制も軌道に乗ったと思われるので、本補助金を
継続する場合には、県民の理解を得られるよう努力が必要であ
ると思われる。（意見）

　平成23年度に構成団体は揃ったが、確固たる体制を維持する
ためには、引き続き県の関与が必要であるとの組合の要請を受
けて、平成25年度は補助金を継続することとした。今後の県の関
与のあり方については、毎年、組合との協議を行うこととした。

　近年、当制度の利用が低迷している。融資制度の趣旨を広く
周知し、利用促進を図るべきである。
（石川県産業廃棄物処理施設整備資金融資制度）（意見）

　平成２５年４月に中小企業者、金融機関等に対し説明会を行っ
たところであり、更に上半期中に、貸し付け事例の多い、または
相談の多い業界団体を通じ、パンフレットの配布や会報への掲
載等により周知を図ることとした。

　当該事業は事業規模が小さいため、単独で効果を期待するの
は難しく、事業継続に対する判断が難しいと思われる。当該事
業に関連して行われる自然体験行事等の事例も捕捉し、その数
の推移も踏まえて、事業の効果測定に役立てることが望まれる。
（意見）

　過去の実施園がその後実施した自然体験行事等の実績を把
握し、効果測定に役立てていくこととした。

６．自然環境課

　申請時と実績報告時にいずれも現場の写真が添付されている
が、不明瞭なものや作業前後の効果がわかりづらいものがある。
工事前の危険な状況と、工事後における危険の回避状況を明
確にする必要がある。（意見）

　添付写真について、事業の必要性と施行効果が、よりわかりや
すい写真となるよう補助事業者に対し指導した。

２．（３）石川北部アール・ディ・エフ広域処理組合補助金

５．（１）石川県環境部制度融資

３．（１）もりの保育園推進事業委託料

２．地球温暖化対
策室

４．（１）企業エコ化促進事業委託料

５．（１）石川県環境部制度融資

１．（１）地下水保全対策委託料

２．（２）廃棄物排出実態調査委託料

３．（３）国定公園等環境整備事業費補助金

１．（２）農業集落排水事業費補助金

５．里山創成室
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７．石川県保健環
境センター

　備品シールが貼付されていないものや字が消えているもの、ま
た、台帳上廃棄処理されているが現存する備品があった。備品
の適正な管理が必要である。（指摘事項）

　 指摘を受けた備品シールについては、シールを新たに貼付し
た。
　 また、台帳上廃棄処理されていたが、部品交換用として継続
保管していた物品については、通常備品との分別管理を実施す
るなど、備品管理を徹底した。
　 今後は、このようなことがないよう、備品の適正な管理に努めて
まいりたい。

　センター案内板（工作物）の傷みがひどい。早急に修理が必要
と思われる。（意見）

　センター敷地内の２箇所の案内板について老朽度合いを調査
し、Ｈ２５年３月に、支柱の塗装補修および板金の貼り替えを
行った。

　当センターは非常に多数の備品を所有しているため、電子化
により管理に要する手間を大幅に削減することが可能である。今
後、電子化の検討が望まれる。（意見）

　電子化した備品リストを作成し、Ｈ２５年度から、書面の備品台
帳の補助簿として備品管理に活用した。

　有毒薬物等取扱作業手当支給に該当する勤務実績は、特殊
勤務手当実績簿で管理することとなっているが、後日まとめて記
載されることがあり、従事日に誤りがあった。誤りのないよう遅滞
なく記載すべきである。（意見）

　特殊勤務手当実績簿への記載を従事した日ごとに行うことを
徹底し、申請時の誤記がないように、職員への周知徹底を図っ
た。

　当センターの毒劇物は、毒劇物等管理システムにて管理され
ている。しかし、毒劇物の抽出の仕方によっては、直ちに表示で
きないものがある。次回ソフトウェア変更時には必要なリストを迅
速に表示、出力できるよう改修することを検討すべきである。（意
見）

　長期に滞留し動きがない毒劇物のリストを一元的に直ちに表
示・出力できるよう、補助プログラムを作成し、Ｈ２５年度から、毒
劇物管理に活用した。

　当該システムの賃貸借契約書に、情報資産の返却に関する条
項があるが、無償で返還するとの記載はない。また、知的財産権
に関する条項はあるが、著作権の帰属等の記述がない。法律関
係を明確にしておくことは、紛争時に備えることになり大切なこと
と考える。（意見）

　情報資産の返却に関する条項は、借上げしているシステム機
器に蓄積された測定データの返却を規定したものであり、借上
げしているシステムに係る著作権譲渡を企図するものではない。
　法律関係に疑義が生じないよう、Ｈ２５年６月に変更契約を行
い、契約書の表現を改めた。

　備品シールが貼付されていないものや字が消えているものが
散見される。また、文部科学省より借り受けている高山植物研究
機材について、石川県の物品として重複記載されているものが
あるので、備品の適正な管理が必要である。（指摘事項）

　 備品シールが貼付されていないものや字が消えているものに
ついては、シールを新たに貼付した。
　 また、借受品出納簿と備品台帳の重複については、重複記載
されていた備品台帳から削除した。
　 今後は、このようなことがないよう、備品の適正な管理に努めて
まいりたい。

　現存しない焼却炉が台帳に残っているので、実態に合わせて
廃棄手続を行い、台帳から削除すべきである。（指摘事項）

　 廃棄手続きを行い、公有財産台帳から削除した。
　 今後は、このようなことがないよう、公有財産の適正な管理に
努めてまいりたい。

環境行政に関する出資団体
１．(財)石川県下水
道公社

　借受物品の一部（重要物品についてはすべて）について、県
の台帳により管理されており、自ら台帳を作成していない。下水
道公社においても借受品出納簿を作成するべきである。また、
物品の廃棄等について、その証拠書類を備えておくべきであ
る。（指摘事項）

　 新たに借受品出納簿を作成し、管理することとした。
　 また、借受物品にあっても廃棄等の証拠書類を備えることとし
た。
　 今後は、このようなことがないよう、借受物品の適正な管理に
努めてまいりたい。

　下水道公社独自の職員の退職金支払に備えて中小企業退職
金共済に加入しているが、退職金の要支給額に対して十分でな
い。不足分は下水道公社の負担として、退職給付引当金を計上
する必要がある。（指摘事項）

　 平成24年度から、不足分は退職引当金として計上した。

　委託者である下水道公社と受託者間で、共通の目指すべき効
率性に対する指標（目標）を作成し、具体的な効率性の向上を
検証する必要があると思われる。（意見）

　共通の目指すべき効率性に対する指標（使用電力CO2換算
値、使用燃料CO2換算値の前年実績等）を作成し、効率性の向
上を検証することとした。

　下水道公社の事業目的に下水道事業の普及啓発活動もある
ことから、見学者の増加に努める必要があると思われる。（意見）

　これまでも、ＨＰに概要やＱ＆Ａを掲載するなど、普及啓発に
努めてきたところであるが、今後も流域市をはじめとする小学校
に見学の働きかけを行っていくこととした。

　水質試験は維持管理受託者が日々行う自主検査と、計量証明
機関が年４回行う水質分析があるが、そのうち1回は同日、同時
刻に採水し比較すべきである。（意見）

　維持管理受託者の検査の精度を評価するため、計量証明機
関の水質試験の１回は、同日、同時刻に実施することとした。

　当該委託業務のデータの更新に必要な書類は、機密性の高
いものであり、貸付に当たっては、借用日、返却日、受領欄のあ
るものにより貸付を行い、委託業務完了後は貸付書類の返却の
確認を行うことが必要である。（意見）

　平成24年度の当該委託業務の借用書の様式を改め、借用
日、返却日、受領欄を設けて、確認の徹底を図った。

８．石川県白山自
然保護センター
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② 平成26年5月9日公表

環境行政に関する出資団体

項目 指摘事項・意見の概要 措置内容

１．(財)石川県下水
道公社

　下水道公社会計規程に使用していない帳票等が記載されて
おり、改訂の必要がある。（意見）

　現在使用していない帳票等については、事務合理化による統
合等によるものであり、今般、公益財団法人への移行に伴い必
要となる他の規程と併せて改訂した。
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