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第１．包括外部監査の概要 

 

１．選定した特定の事件 

高知県が保有する公有財産のうち土地及び建物並びに高知県土地開発公社が保有する

高知県からの依頼により取得した公有用地の管理について 

 

２．事件を選定した理由 

高知県が保有する公有財産は平成 20 年度末において、土地 34,568 千㎡、建物 1,676 千

㎡となっており、これらのうち普通財産は、土地 22,158 千㎡（構成比 64%）、建物 42千

㎡（構成比 2%）となっている。厳しい県財政のなか、県では平成 16 年度から遊休財産処

分計画を策定し、平成 20 年度までに 66億円の不動産売却収入を獲得している。 

このような状況のなかで、公有財産のうち不動産（土地及び建物）の保有目的を明確に

した上で、これを適切に管理し、有効かつ効率的に活用しているかを検証することは、高

知県の行財政改革を推進する上で有意義と考え、特定の事件として選定した。 

また、公有財産のうち不動産管理を特定の事件とするにあたり、過去の包括外部監査に

おいて取上げられた土地開発公社が保有する土地について、その後の措置状況を確認する

ことも有意義と考えられたため、これも併せて特定の事件として選定した。 

 

３．包括外部監査の方法（ 監査要点及び手続 ） 

（１）監査の要点 

① 法令等に対する合規性 

② 公有財産の管理事務手続等の合理性、効率性 

③ 行政財産の目的外使用料の状況 

④ 普通財産の貸付料の状況 

⑤ 公有財産の利活用の有効性 

 

（２）主な監査手続 

① 公有財産（土地及び建物）に係る現地調査 

② 関係書類の閲覧 

③ 関係者からの状況聴取 

 

４．外部監査人補助者 

公認会計士 ４人 、日本公認会計士協会準会員 １人 

 

５．包括外部監査の実施期間 

自平成 21年 7月 27 日 至平成 22年 3月 26 日 
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第２．公有財産のうち土地及び建物に関する監査の結果及び意見 

 

１．不動産管理について 

（１）取得時の計画について 

現在未利用となり転用や売却見込もたたない資産の多くは、取得時の杜撰な計画による

ところが大きい。 

こうした計画は、昭和 40 年代から 50 年代のものが多いが、「旧県立土佐寒蘭センター」

など、平成になって計画・執行されたものも見受けられる。 

数億円規模の支出をするにあたって、取得資産の規模やその仕様などを慎重に検討せず、

予算執行ありきの計画の遂行が、結果として「塩漬け資産」を生じさせているものである

と推察される。 

民間企業においては、いわゆる固定資産の減損会計が導入され、遊休資産の台帳価格を

減額し、損失として処理することが求められている。また、国立大学法人や公益法人など

の公的機関においても、固定資産の減損会計が導入され、一定の資産については、その台

帳価格の減額が求められており、過去の意思決定に対する説明責任の重要性が高まってい

る。 

地方自治体においても、公会計の整備が進められているところであり、今後は過去の意

思決定に対する説明責任が求められることが推測される。 

こうしたなかにあって、資産取得時の計画策定は、より慎重さが求められることになる

と考えられる。 

県費の無駄を排除し、資産取得に係る意思決定の説明責任を十分に果せるようにするた

め、取得時の計画についてより慎重な対応が必要である。 

 

（２）現地の管理について 

個別事例で述べたように、現地調査の結果、駐車場の無断使用や廃棄物の不法投棄など

県有地の不適切な利用が散見された。 

各所管課が、長年に渡り不適切な利用を放置した結果であり、職務怠慢以外の何もので

もない。 

公有財産の管理者として、財産を適切に管理することはもちろん、一部の不適切利用者

のみが利するような事態を発見し、これを防止する意識が欠如しているために、こうした

事態が生じていると考えられる。 

早急に不適切利用者を排除し、利用を許可するのであれば、適切な使用料又は貸付料を

徴収すべきである。 
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（３）売却への取組について 

県有財産の一部で、接道義務や境界について問題があるため、売却に向けた具体的な取

組を実施できていないものが見受けられた。 

確かに、接道義務や境界に関しての問題は、県単独の努力で解決できない要素もあると

考えられる。 

しかし、こうした問題を先送りにすることは、管理コストのみが発生するばかりか、売

却機会を失うことになり、何ら行政サービスに寄与しない資産が滞留し続ける結果となる。 

接道義務を満たさない資産については、所在地の市町村や隣接地所有者との協議を図る

などして、当該資産を含めたより大きな単位での有効活用の途を模索する必要があると考

えられる。 

また、境界についても、隣接地所有者などと一定の協議期間を設けた上で、当該協議期

間経過後には、訴訟などの法的手段によって早期に解決を図る必要があると考えられる。 

この点、県の対応は「問題がある資産は何もしない」という姿勢に終始している感が拭

えず、積極的な対応はほとんどなされていないのが実状と思われる。 

地元自治体との連携を強化するほか、法的手段も辞さないという対応により、公有財産

の有効かつ効率的な活用努力が一層必要である。 

 

（４）不動産事務の統括部署について 

土地及び建物については、各所管課（管財課を含む）が管理責任を負い、総括に関する

ことは管財課の職責とされている。 

現地調査を通じて、管財課が所管する物件については、杜撰としか言いようのない管理

状況であることは既述のとおりである。また、管財課では県有財産の利用状況調査を実施

しているが、当該調査において、 

ⅰ）行政財産とは考えられない資産が行政財産と区分されていることについて、何らの

措置を講じず、 

ⅱ）普通財産についての体系的な整理も実施せず、未利用資産の総合的な検討も実施し

ていない、 

ということも、既述のとおりである。 

 

財産の総括に関する責任を負う管財課が、個別物件の管理も満足にできていない状況に

あって、各所管課が適切に個別物件を管理しているとは考えがたい。また、管財課は財産

の総括に関する責任を負うこととなっているが、その司令塔としての機能が果せているか

は、甚だ疑問である。 

こうしたことを踏まえると、現状の管財課の事務遂行能力は不動産管理事務の司令塔と

しての能力を有しているとは思えず、現在の職責を十分に果し得るとは考えられない。 

管財課に代わり、財産を総括する部署を設けるか、管財課への指導・監督を強化する必

要があると考えられる。 
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２．歳入確保について 

（１）目的外使用料及び貸付料の減免について 

平成 20 年度における目的外使用料（行政財産）及び貸付料（普通財産）の状況は以下

のとおりであり、使用料等の 6 割以上が減免されている。 

（単位：百万円）     

区分 減免前使用料等 徴収額 減免額 

行政財産 
215 

（100%） 

24 

（11%） 

191 

（89%） 

普通財産 
774 

（100%） 

336 

（43%） 

438 

（57%） 

合計 
990 

（100%） 

360 

（36%） 

629 

（64%） 

 

国や他の地方公共団体への減免等、行政サービスを提供する上で減免の実施が必要不可

欠と判断される事例があることは理解できるが、使用料等の 6 割以上が減免されるという

のは、真に行政サービスにおいて必要不可欠なものに限って減免がなされているのか疑問

が残る所である。 

この点、個別事例の検証によっても、減免適用の詳細な基準や減額に係る基準が存在し

ない、財政状態等が良好な法人に対しての減免実施など、明らかに合理性を欠く取扱が見

受けられた。 

県有財産の使用料等は、県民の共有財産を利用させる対価であり安易な減免は取りやめ、

原則として徴収するという姿勢が必要である。 

その上で、支払余力のない公益性の高い法人や真に行政サービスの提供に必要不可欠な

場合に限り減免を実施すべきである。 

 

（２）自動販売機等の取扱について 

県有地や県有施設内に飲料の自動販売機や、証明写真機などを設置している事例が数多

く見受けられる。こうした自動販売機等の使用料は県の歳入を確保する上で、重要な要素

になると予想されるが、現在の県の対応はあまりに歳入確保への意識を欠くものである。 

自動販売機等の設置業者は一定の収益が見込めるため、県有地や県有施設内への設置を

求めるものであり、こうした業者から使用料を徴収しないとする理由に合理性は見出せな

い。 

また、貸付料等の減免を受けて県有財産を借受けている団体が設置業者と契約し、自動

販売機の使用料が当該団体の収入となっているのは、過剰な優遇措置である。 

一刻も早く自動販売機等の取扱を改め、すべての自動販売機等について県が設置業者と

直接契約し、自動販売機等の使用状況（売上高）に応じた使用料を徴収することで、県の

歳入確保に努めるべきである。 
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３．職員駐車場の利用料について 

「職員駐車場の利用料の徴収に関する規則等の制定について（通知）」に基づく算定額

が 500 円未満となる場合には、利用料を徴収していない。 

算定した額が 500 円未満であっても県有財産を使用していることに違いはなく、利用料

を徴収しないという理由はない。 

少額のため徴収に手間がかかるというのであれば、最低額を定め徴収するなど適切な利

用料を徴収することが望まれる。 

 

また、普通財産を貸付けている団体等の職員が、県有地（貸付地の一部）を駐車場とし

て利用しているにもかからず、利用料を徴収していない事例が見受けられた。 

「指定管理者が管理する公の施設及び貸付地の職員他の駐車場利用料について（通

知）」に準拠しておらず、合規性違反であり、利用料を徴収する必要がある。 

また、今回指摘したもの以外にも、普通財産を貸付けている団体等の職員駐車場の利用

状況を調査し、準拠していない事例がある場合には、利用料を徴収する必要がある。 

 

さらに、「職員駐車場の有料化に伴う県職員以外の者における駐車場使用に関する取扱

いについて（通知）」によれば、民間に移管した福祉施設については、駐車場利用料を徴

収しないこととなっている。 

福祉事業に使用する敷地を無償で貸付けることには、一定の合理性が認められるが、当

該法人の職員駐車場まで無償とすることは、過度の減免措置と考えられる。また、県職員

が県有地に自家用車を駐車する場合には一定の利用料が徴収されているにもかかわらず、

県有地を無償で借受けている法人の職員は徴収されないとすることに合理性は見出せな

い。 

社会福祉法人の職員についても県職員に準じ、利用料を徴収することが望まれる。 

 

 

４．おわりに 

県財政が逼迫しているのは疑いようのない事実であり、県職員一丸となって、この財政

状況に取組むことが求められる。 

にもかかわらず、県職員への福利厚生目的での貸付料等の減免措置や自動販売機等の取

扱、ひいては売却可能資産の先送りなど、果たして財政好転に向けた意欲があるのか疑い

たくなるような事例が散見された。 

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」により、地方公共団体にはより一層の財

政健全化への要求が突きつけられている。 

本報告書での指摘が、今後の事務処理の参考となり、県職員の意識改革、ひいては行財

政改革の一助となることを願うばかりである。 
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第３．土地開発公社が保有する公有用地に関する監査の結果及び意見 

 

１．概要 

平成 21年 3 月末における高知県土地開発公社（以下、「公社」という。）の保有土地

の状況は以下のとおりである。 

 

（代替地） 

団地名 地目 取得年 
実測面積 

（㎡） 

金額 

（千円） 
摘要 

鏡岩団地 宅地ほか 
昭和 56 年 

から 58 年 
27,099 1,136,531 現場視察実施 

北高見団地 雑種地 昭和 57 年 221 28,812  

栗ノ峠団地 宅地 平成 7 年 96 8,784  

東久万団地 宅地 平成 9 年 434 95,453 現場視察実施 

新 屋 敷 2 丁 目 団 地 宅地 平成 9 年 83 15,494  

塩田団地 宅地 平成 10 年 230 41,101  

代替地合計 28,163 1,326,175  

 

（代替地以外） 

団地名 地目 取得年 
実測面積 

（㎡） 

金額 

（千円） 
摘要 

秦南団地 宅地 平成 6 年 43,748 5,170,760 現場視察実施 

保有地合計 71,911 6,496,935  

 

上記の保有地のうち、公社の台帳価格 50百万円以上の 3件（鏡岩団地、秦南団地、東

久万団地）について、平成 12 年度及び 14 年度の包括外部監査結果報告書も参考に、最近

の取り組みについて監査した。 

 

２．鏡岩団地について 

公社は、県の依頼に基づき当該土地を取得しているが、県は、代替地としての需要見込

みを調査し購入依頼すべきであった。用地取得後、宅地造成工事を行ったが、代替地とし

ての需要がなかったことから、当該土地は、宅地としての使用はおろか、民間への売却等

も実施できず未利用の状況である。 

県は当該土地が代替地として適正であるか十分に調査・検討せずに用地取得の判断をし

たことは、極めて合理性を欠いたものであったと言わざるを得ない。 

 

また、鏡岩団地は、特別事業用地として位置づけられてから、6 年が経過している。処

分用途の範囲を広げ、期限を定めて塩漬け状況を解消することが望まれる。 
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３．秦南団地について 

秦南団地は売買の引き合いもあり、今日の厳しい県財政の中では、早急に決断して売却

することが求められるが、高知市や地元自治会などからは、防災センターや消防署の設置

など、防災拠点として利活用を望む声が寄せられていることや、民間企業への売却に伴う

同エリアの活況により、高知市中心街の小売店に悪影響を及ぼすおそれがあるとして判断

を先送りしている。 

約 51 億円もの県民資産が長期にわたり塩漬けされることは、県民全体にとっても不利

益をもたらすと考えられるため、高知市中心街の活性化と切り離して検討すべきものであ

り、また、防災センターや消防署についても当該土地に拘ることなく他の土地を検討する

ことが求められる。 

県は、売却に向けての取組を早急に実施することが望まれる。 

 

４．公社のあり方について 

現在、公社が実施している主な業務は、保有地の現場管理と国の受託業務であり、その

他の先行取得事業はほとんど行っていない。 

現在、公社が国から受託している国道用地などの先行取得事業は県が直接実施すること

も可能であり、平成 16年の公社等改革推進会議の議論にあるように、公社を解散するこ

とも可能と考えられる。 

公社を解散し、県が、その業務を引き継ぐ場合には、借入金（6,401 百万円）の返済義

務を負うことになる。この借入金の負担を軽減するためには、公社保有用地、特に秦南団

地の売却を決断し、その上で、残債について平成 21 年度に地方財政法の改正により創設

された「第三セクター等改革推進債」活用の検討が必要である。 

 

 

 

以上 

 


