
平成３０年度北海道包括外部監査の結果に基づき講じた措置等

【特定のテーマ：「北海道ファシリティマネジメント推進方針」の実施状況及び財務事務の執行について】

対象部局 講じた措置

指摘

（省エネ法の1％削減目標について）
　教育庁においては、目標未達成の施設群、特に消費量の大き
い高等学校及び特別支援学校について、管理標準の作成の徹
底、ベンチマーク突出施設の突出理由の確認及びインハウスエ
スコの実施等により、省エネ法上の目標である中長期的にみた
年平均1％以上のエネルギー消費原単位の低減を実現すべき
である。

教育

　管理標準については全道立学校で作成済みです。また、ベン
チマーク突出校の現状を分析し、インハウスエスコについても令
和２年１月に新たに高等学校１校で実施しました。児童生徒へ
の影響や学習環境の確保を考慮しつつ、今後ともエネルギー消
費原単位の低減に向けて検討します。

知事

　管理標準が未設定となっている施設の管理者に改めて設定
依頼を行ったほか、新たに実施した省エネ研修において管理標
準の設定、管理方法等の研修を行い、管理標準の整備の推進
を図りました。
　引き続き、管理標準の完備に向けて研修等を継続していきま
す。

教育

　管理標準が未設定となっている施設の管理者に改めて設定
依頼を行ったほか、新たに実施した省エネ研修において管理標
準の設定、管理方法等の研修を行い、管理標準の整備の推進
を図りました。

道警
　管理標準の作成、活用に向けた資料を作成し、管理標準の整
備を推進しました。
　引き続き、管理標準の完備に向けた取組を推進します。

指摘

（北海道財務規則の規定改定の必要性について）
　財務規則第205条の20の2第1項1号の規定については、「目的
を効果的に達成することに資すると認められる」の次に、「ものを
建築する」という主語に対応する述語が入らなければ意味をなさ
ない。よって、速やかに同規定の改定が必要である。

知事
　規則改正時の条文策定経緯等を踏まえ、同規定の改定を行
いました。

指摘

（北海道財務規則運用方針の規定改定の必要性について）
　財務規則運用方針の規定については、使用者が行政財産使
用にかかる収益を上げている場合には、収益や弁済能力等を
考慮する内容への変更を検討すべきである。また、かかる改定
に際しては、免除に当たって減免申請者の当該事業の収支内
容の分かる決算書類や事業報告書等の財務資料の提出を義務
化する規定を併設すべきである。

知事
　令和元年度調査した他県の規定等の状況を踏まえ、本来の
許可目的及び団体等への影響等を勘案の上、引き続き研究を
行っていきます。

指摘
（共済住宅の権利保全等について）
　共済住宅の権利の保全等の問題については、速やかに然る
べき対応を検討する必要がある。

知事

　平成31年3月29日付けで、地方職員共済組合北海道支部長
に対し制度見直しの検討を依頼したところ、令和2年3月23日付
けで、地方職員共済組合から、制度の見直しだけでなく新たな
契約を締結する必要があるが、法律に基づいて設立された団体
であり総務大臣の監督を受けている法人の性格を鑑みると、適
法に締結され履行されてきた現行の契約を見直す必要はないと
する旨、回答がありました。

指摘

（北海道広告取扱要綱又は北海道広告取扱基準の改定につい
て）
  広告要綱ないしは広告基準に、「道税の滞納がある者の広告
は掲出しない」旨の規定を加えるべきである。

知事
　広告取扱要綱、広告取扱基準、北海道庁本庁舎掲出要領の
改正を行い、規定を修正しました。

指摘

（北海道広告取扱要綱又は北海道広告取扱基準の改定につい
て）
　広告要綱又は広告基準に、広告掲出の決定取消しの際には
広告撤去が出来る旨の規定を付加すべきである。

知事
　広告取扱要綱、広告取扱基準、北海道庁本庁舎掲出要領の
改正を行い、規定を修正しました。

指摘
（北海道庁本庁舎等広告掲出要領の条項削除について）
　広告要領第13条2項は、内容に合理性が認められず、また引
用されている規定も存在しないので、同項は削除すべきである。

知事
　広告取扱要綱、広告取扱基準、北海道庁本庁舎掲出要領の
改正を行い、規定を修正しました。

指摘

（知的財産の管理体制の構築について）
　知的財産については、正確な権利数を把握の上、公有財産
台帳への登録が必要である。また、商標権についても、管理要
領等を策定するなどの管理体制を構築していくべきである。

知事
　知的財産等の正確な権利数の把握と確実な公有財産台帳へ
の登録について周知徹底を図ったほか、商標に関する管理要
領を策定し、商標権の管理を図る体制を整えました。

指摘

（旧南20西11公宅の危険除去の必要性について）
　本件未利用地は、札幌市内の閑静な住宅地に所在しており、
売却の可能性の高い物件であるから、早急に塀を撤去ないし補
修して危険を除去した上で、速やかに一般競争入札に移行させ
て売却実現に努めるべきである。

知事 　塀の撤去を行い、一般競争入札を実施しました。

指摘

（旧避病院敷地跡の無断使用の早期是正について）
　本件未利用地は、縦長の狭小地であり、隣接地以外には使用
が困難であることから、北海道財務規則運用方針による随意契
約を前提に、柔軟な価格交渉により速やかに隣接者への売却
に努めるべきである。なお、仮に売却が不可能であった場合で
も、隣接店舗が駐車場として無断使用している状況にあるので、
少なくとも相当価格による貸付について検討すべきである。

知事 　隣接者と折衝を行い、売却を実施しました。

改善を要する事項

（管理標準の完備について）
　管理標準は、省エネ法により設定が要求されている、エネル
ギー管理の基本事項を定めたマニュアルであり、管理標準がな
ければ遵守すべき手順や水準も定まらない。管理対象となる施
設について管理標準の設定が完備するよう、担当部署において
引き続き対応していくべきである。

指摘

1



平成３０年度北海道包括外部監査の結果に基づき講じた措置等
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対象部局 講じた措置改善を要する事項

指摘

（旧石狩支庁界川公宅敷地の越境状態解消の必要性につい
て）
　本件未利用地については、高低差のため隣地を通行しなけれ
ば敷地まで行くことが困難な状況であるから、北海道財務規則
運用方針により随意契約の適用が可能と認められる。よって、早
急に、越境建物について建物撤去土地明渡しの協議ないしは
建物収去土地明渡し調停等の申立を行い、その交渉の中で、
随意契約の適用による早期処分の可能性を模索すべきである。

知事
　越境状態解消について折衝する対象者が不明な状況である
ことから、引き続き情報収集等を続けていきます。

指摘

（旧札幌肢体不自由児総合療育センター跡地の越境占有物の
排除の必要性について）
　本件未利用地の西側部分が、家庭菜園ないしブランコを設け
て使用されており、このまま放置した場合には取得時効等の問
題も生じ得るので、速やかに撤去を求めるべきである。

知事
　平成31年4月18日に現況確認を実施し、町内会長に対し、撤
去等を依頼、令和元年11月14日に是正されていることを確認し
ました。

指摘

（旧網走建設管理公宅の不法占拠状態の解消の必要性等につ
いて）
　①の北海道網走市新町1丁目102番1の土地には、網走市の
児童公園が設置されているが、その使用権限は存在しないの
で、早急に市と協議の上、使用承認等の適正な手続きを採る必
要がある。
　③の25番12の土地には、網走市に対する第一種普通財産の
使用承認手続きが採られているが、その目的は町内会館設置
であって使用承認の要件を満たしていない。また、網走市から
町内会館への転貸になっていることも問題である。さらには、使
用承認は③の25番12の土地のみとなっているが、当該町内会
館は、②の25番14の土地にもまたがって建設されており、この部
分については無断使用の状況となっている。以上より、②及び
③の25番12の土地については、早急に違法占有状態を解消す
べきであるが、既に網走市が無償使用させている町内会館が存
在することにかんがみれば、②及び③の25番12の土地について
は、網走市に買取りを求めることが相当である。
　③の25番3の土地については、「避難用通路敷地」として、隣
接地に民家を所有する2名に対して、第一種普通財産の使用承
認がなされている。しかしながら、使用の現況は写真のとおりで
あって、避難用通路というよりも通路兼駐車場として使用されて
いるのが実態である。また、避難用通路との名目にはなっている
ものの、当該敷地は民家から川側へ続く敷地となっており、避難
用通路としての適性も認められない。
　さらに、25番3の土地を含め、①ないし④の土地については、
既に公宅敷地としての利用は終了している。よって、上記土地
については、用途廃止を行った上で、25番3の土地について
は、第二種普通財産の貸付に切り替えるべきである。

知事

　①の土地については、平成31年４月25日に網走市に対して、
第一種普通財産の使用承認申請の手続きを依頼し、その後、
網走市から承認申請があり、使用承認済みです。
　②及び③の25番12の土地については、土地の妥当な利用方
法について、平成31年4月25日に網走市と協議し、買い取りの
検討を依頼しており、市からの回答待ちの状況です。
　①から④の土地については、用途廃止し、第二種普通財産の
貸付又は売却に向けて手続きを進めます。

指摘

（旧旭川農業高校永山橋公宅跡地の無断使用状態の排除の必
要性について）
　本件物件は、第一種普通財産となっているが、既に公宅は存
在していないのであるから、用途廃止の上、第二種普通財産に
区分すべきである。また、本件土地に接する民家の緑地帯につ
いては、何ら使用権設定がなされておらず、無断使用となって
いるのであるから、直ちに道路以外の使用範囲を確定の上、当
該部分については第二種普通財産の貸付により対応する必要
がある。

教育

　当該土地については、令和元年９月に用途廃止の上、第二種
普通財産に変更しました。また、隣接する緑地帯の現地調査を
実施し、無断使用がないことを確認したほか、建築基準法第42
条第１項第３号の道路として扱われていた部分については、令
和２年３月３日に隣接者に売り払いしました。

指摘

（岩見沢東高等学校東山公宅の危険物撤去の必要性につい
て）
　倒壊した車庫は町並みの美観を損なうのみならず、子供の立
入りなどによる負傷の危険性も認められるので、早急に撤去す
べきである。

教育
　当該公宅敷地内の危険物については、令和元年５月に撤去
しました。

知事
　数値目標の設定について、その在り方や導入の可否など慎重
に検討します。

教育
　数値目標の設定について、その在り方や導入の可否など慎重
に検討します。

道警
　数値目標の設定について、その在り方や導入の可否など慎重
に検討します。

（道有建築物等の総合的な管理計画等について）
　FM方針等において、計画期間における公共施設等の数や延
床面積等の公共施設等の数量に関する目標を記載するべきで
ある。数値目標については考慮すべき事項も多いので慎重に進
めるべきであるが、できるだけ早く数値目標を公表できるような取
組を始めることが望まれる。また、この数値目標については、各
振興局（教育庁）によって置かれている状況は異なるので、それ
ぞれの状況を踏まえた上で、個別の目標とすることが望ましい。

意見
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対象部局 講じた措置改善を要する事項

知事
　普通財産の貸付料免除については、条例により、公用、公共
用、公益事業の用途に限られ、営利を目的とする場合や利益を
あげるものである場合は除かれます。

教育
　普通財産の貸付料免除については、条例により、公用、公共
用、公益事業の用途に限られ、営利を目的とする場合や利益を
あげるものである場合は除かれます。

道警
　普通財産の貸付料免除については、条例により、公用、公共
用、公益事業の用途に限られ、営利を目的とする場合や利益を
あげるものである場合は除かれます。

意見

（用途廃止後の財産の引継ぎ方法について）
　用途廃止後の財産の引継ぎ方法については、早期の用途廃
止実現のため、第二種普通財産への移行によって担当部署に
過大な負担が生じることのないよう、財務規則の変更も視野に入
れて検討すべきである。

知事
　現行財務規則の運用により、早期の用途廃止に務めるととも
に、売却準備完了後、速やかに引継ぎする取扱いを徹底してい
きます。

意見

（ネーミングライツ契約条項の改定について）
　ネーミングライツが道民の当該施設に対する親近感等を基礎
に成り立っているものであることにかんがみれば、ネーミングライ
ツ契約の解除要件と応募資格要件は一致させるようネーミングラ
イツ契約の契約条項の内容を改定すべきである。

知事 　北海道ネーミングライツ制度ガイドラインの改正を行いました。

意見

（北海道広告取扱要綱又は北海道広告取扱基準の改定につい
て）
  広告要綱ないしは広告基準に、北海道庁本庁舎等広告掲出
要領第3条第1項3号と同様の制限規定（広告内容又はデザイン
の制限規定）を加えることを検討されたい。

知事
　広告取扱要綱、広告取扱基準、北海道庁本庁舎掲出要領の
改正を行い、規定を修正しました。

意見

（北海道広告取扱要綱の改定について）
　ネーミングライツ契約の解除要件の場合と同様に、掲載要件と
取消し要件は合致させるべく、広告基準第3記載の事項（掲載
可能な業種及び事業者）も広告要綱第10条の広告掲載取消し
事由に含めるべきである。

知事
　広告取扱要綱、広告取扱基準、北海道庁本庁舎掲出要領の
改正を行い、規定を修正しました。

知事
　道有施設に関する建物縮減や統合などを含めた施設整備に
ついて、既存の検討会を活用し、教育庁及び警察本部を含め
た関係部局と検討・調整をします。

教育
　道有施設に関する建物縮減や統合などを含めた施設整備に
ついて、既存の検討会を活用し、知事部局及び警察本部を含
めた関係部局と検討・調整をします。

道警
　道有施設に関する建物縮減や統合などを含めた施設整備に
ついて、既存の検討会を活用し、知事部局及び教育庁を含め
た関係部局と検討・調整をします。

知事
　既存のシステムの改修費用等の問題があり、現時点において
は難しい状況ですが、引き続き検討を行っていきます。

教育
　既存のシステムの改修費用等の問題があり、現時点において
は難しい状況ですが、引き続き検討を行っていきます。

道警
　既存のシステムの改修費用等の問題があり、現時点において
は難しい状況ですが、引き続き検討を行っていきます。

意見

（アンケートチェック項目を活用した取組について）
　照明の消灯や温度設定などの平均点数が高い項目は、多くの
学校で実施できている項目であり、比較的実現が容易と考えら
れることから、実現できていない学校に対し、優先的に取り組む
よう指導するべきである。
　また、平均点数が低いものの中にも、節水などのように、それ
ほど困難なく実現可能なものもあると考えられることから、各学校
に対し取り組むよう指導するべきである（もっとも、プールが存在
しないために実現ができないような場合など、実現不可能な学
校についてはこの限りではない。）。

教育

　令和元年１１月に各道立学校あてに指導通知を発出しました。
併せて、各学校において行っている省エネに対する効果的な取
組を調査し、令和２年１月に各道立学校あてに周知しました。今
後もエネルギー消費原単位の低減に向けて取り組んでいきま
す。

（普通財産の貸付料免除要件について）
　普通財産の貸付料の免除に関しても、行政財産使用料免除
の場合と同様に、「特に必要があると認めるとき」の裁量判断に
おいては、使用者の行政財産使用にかかる収益や弁済能力等
を考慮すべきである。

意見

（道有建築物等の総合的な管理計画等について）
　道が示している建築物縮減、統合や廃止に向けての方向性
は、より大きな方針としてFM方針等に明確に掲げるべきである。
また、対象となる施設は知事部局に限定せず、教育庁、警察本
部も含めた上で、これに取り組む組織を明確にし、全庁的かつ
計画的に推進するべきである。

意見

（道有建築物等の一元管理について）
　今後のストックマネジメントの重要性にかんがみれば、建物に
係るあらゆる情報をデータベース化して一元管理できるようなシ
ステムの構築・導入を検討する必要がある。

意見

3



平成３０年度北海道包括外部監査の結果に基づき講じた措置等

【特定のテーマ：「北海道ファシリティマネジメント推進方針」の実施状況及び財務事務の執行について】

対象部局 講じた措置改善を要する事項

意見

（類似施設ごとのベンチマーク分析の必要性について）
　警察本部においても、知事部局と同様に、類似施設ごとのベ
ンチマーク分析は必ず行うべきである。また、ベンチマーク分析
の結果については、担当部署においてその活用方法を検討し、
各施設に対する具体的な取り組みに活用すべきである。

道警
　部内ネットワークの掲示板に、類似施設ごとのエネルギー使用
量（面積当たりとベンチマーク指標）を掲載し、各施設における
エネルギー使用量削減に向けた取組を促進しています。

意見

（類似施設ごとのベンチマーク分析の必要性について）
　教育庁においても、知事部局と同様に、類似施設ごとにベン
チマーキングを行い、類似施設内でのベンチマーク突出施設に
ついては、担当部署においてその原因を探るとともに、当該施
設管理者に対しても原因の説明を求めてその回答を受け、突出
にやむを得ない合理的理由があるかどうかを検討すべきであ
る。そして、その検討過程においては、天候等の抽象的な理由
だけではなく、必ず個別具体的要因についても検討するべきで
あり、合理的理由が見い出せない場合には実地調査等を行うな
どのＰＤＣＡを堅実に実行していくべきである。

教育

　ベンチマーキング及び突出施設の原因については、面積あた
りのエネルギー消費量の多い学校について調査を行い、分析を
行いました。分析結果をもとに、エネルギー消費原単位の低減
に向けて取り組んでいきます。

意見

（インハウスエスコ調査の周知について）
　施設管理者に対する、インハウスエスコ調査による省エネ改善
項目の伝達方法を工夫し、施設管理者に取組や手順が伝わる
ような環境整備を検討すべきである。具体的には、施設管理者
が理解しやすい研修等を実施すべきである。

知事
　インハウスエスコ調査の結果や当該結果を踏まえた改善の取
組方法、手順などについて新たに省エネ研修を実施しました。

知事

　インハウスエスコの取組について、知事部局、教育庁、道警察
本部が情報共有や情報交換などを行う場（意見交換会）を設置
し、３部局の連携、協力を図り、取組の水平展開を行いました。
今後も意見交換会を定期に開催していきます。

教育

　インハウスエスコの取組について、知事部局、教育庁、道警察
本部が情報共有や情報交換などを行う場（意見交換会）を設置
し、３部局の連携、協力を図り、取組の水平展開を行いました。
今後も意見交換会を定期に開催していきます。

道警

　インハウスエスコの取組について、知事部局、教育庁、道警察
本部が情報共有や情報交換などを行う場（意見交換会）を設置
し、３部局の連携、協力を図り、取組の水平展開を行いました。
今後も意見交換会を定期に開催していきます。

意見

（民間省エネサービスの積極的な活用について）
　新たな省エネの取組にかかる情報収集、技術職員の空洞化
の補完、及び技術者の育成という観点も含めて、民間のノウハウ
等を最大限利用する意味で、ソフトエスコ、チューニングエスコ
等のより負荷の小さな民間の省エネサービスの積極的な活用を
検討すべきである。

知事

　民間による省エネ診断を3施設実施しました。診断内容の結果
から改善額が少額であるためソフトエスコ（報酬制）の導入は困
難と推測されます。引き続き、民間ノウハウ等を活用した省エネ
の取組について情報収集を行い、活用の可能性の検討を行っ
ていきます。

知事

　市販の保全マネジメントシステムは、類似施設のデータ比較・
分析などにおいて効果的ですが、施設管理に必要な項目が不
十分で、カスタマイズもできないなどの課題が判明しました。引
き続き、一元管理・分析できるようなシステム構築について検討
していきます。

教育
　施設単位での情報を集約し、複数の施設の情報を一括して分
析できるようなシステムの構築・導入の可否について関係部課と
検討を行っていきます。

道警
　施設単位での情報を集約し、複数の施設の情報を一括して分
析できるようなシステムの構築・導入の可否について関係部課と
検討を行っていきます。

（施設管理システムの構築・導入の必要性について）
　施設単位での情報を集約し、複数の施設の情報を一括して分
析できるようなシステムの構築・導入を目指すとともに、各施設に
おける数値（エネルギー消費量等はもちろん、延床面積などの
基本情報についても）が確実に把握されるような体制を整備す
べきである。

意見

（インハウスエスコの部局を越えた水平展開について）
　インハウスエスコの対象となる施設が3部局すべての施設とな
るよう、3部局の担当部署で相互に協力し、計画的にインハウス
エスコを実施していくべきである。また、省エネ改善項目の告知
や取組実施状況の追跡調査、結果集約や改善指導等を、3部
局全てで実施するよう、水平展開をすべきである。

意見
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平成３０年度北海道包括外部監査の結果に基づき講じた措置等

【特定のテーマ：「北海道ファシリティマネジメント推進方針」の実施状況及び財務事務の執行について】

対象部局 講じた措置改善を要する事項

知事

　ファシリティコスト削減に向けた取組について、知事部局、教
育庁、道警察本部が情報共有や情報交換などを行う場（意見交
換会）を設置し、３部局の連携、協力を図り、取組の水平展開を
行いました。今後も意見交換会を定期に開催していきます。

教育

　ファシリティコスト削減に向けた取組について、知事部局、教
育庁、道警察本部が情報共有や情報交換などを行う場（意見交
換会）を設置し、３部局の連携、協力を図り、取組の水平展開を
行いました。今後も意見交換会を定期に開催していきます。

道警

　ファシリティコスト削減に向けた取組について、知事部局、教
育庁、道警察本部が情報共有や情報交換などを行う場（意見交
換会）を設置し、３部局の連携、協力を図り、取組の水平展開を
行いました。今後も意見交換会を定期に開催していきます。

意見

（ユニバーサルレイアウトの推進方法について）
　ユニバーサルレイアウトの推進方法としては、ＰＤＣＡの見地か
ら、実態調査やアンケート（一般利用者に対するアンケートも含
む）を定期的に行うとともに、ファイルメーター管理や文書捜索
時間等の測定等を通じて可視化、コスト評価をすべきである。

知事

　執務室のオープンスペース化や最適なゾーニングなどユニ
バーサルレイアウトの導入を図るとともに、その効果を検証する
などし、引き続き、効率的なスペースの活用について検討してい
きます。

意見

（ペーパーレス化の推進の必要性について）
 スペース不足の大きな要因となっている多量の文書について
は、ペーパーレス化（ＰＤＦ管理やデータによる管理等）を進める
べきである。

知事

  公文書の電子での保存を推進するため、引き続き総合文書管
理システム（以下「システム」という。）による電子決裁の利用促
進を図っていくほか、現在国で行政文書の電子的管理に係る検
討を行っており、その状況を踏まえ、道における公文書の電子
的管理のあり方や手法等について、検討していきます。
　また、ペーパーレス化を進めていくため、資料の簡素化・共有
化のほか、総合文書管理システムや行政情報コミュニケーション
システムなどの活用をより一層進めていくとともに、ＩＣＴを活用し
た業務効率化を総合的・一体的に推進するSmart道庁の取組を
通じて、さらなるペーパーレス化を進めていきます。

意見

（行政財産使用許可の集計管理の必要性について）
　教育庁においても、行政財産の管理者として、随時、行政財
産使用許可等の集計を行って、適切な管理運営に努めるべき
である。

教育
　行政財産使用許可等の実績を集計し、一覧表を作成して適
切な管理に努めていきます。

知事
　施設の性格、入居する店舗等の設置目的など各種の実情を
踏まえ、可能なものについては、引き続き貸付への移行を図っ
ていきます。

教育
　施設の性格、入居する店舗等の設置目的など各種の実情を
踏まえ、可能なものについては、引き続き貸付への移行を図っ
ていきます。

道警
　施設の性格、入居する店舗等の設置目的など各種の実情を
踏まえ、可能なものについては、引き続き貸付への移行を図っ
ていきます。

意見

（行政財産使用料の改定の必要性について）
　使用許可の場合でも使用者の収益を考慮した賃料設定が出
来るように使用料の設定方法を改定し、使用料と賃料の格差是
正に努めるべきである。

知事
　他県等の状況、本来の許可目的及び団体等への影響等を踏
まえ、改定の必要性について引き続き研究を行っていきます。

意見

（自動販売機の貸付への移行の必要性等について）
　行政財産使用許可の場合と貸付けの場合との使用料の乖離
解消の見地からは、基本的には、全ての自動販売機を貸付に
移行させるのを原則としつつ、例外的に目的外使用許可による
場合（売店と併設された自動販売機等のように経済的一体性が
認められるような場合）でも、貸付けによる場合との使用料の乖
離について合理的理由が存在するか否か等について、客観資
料に基づき、売上額や利用目的等の諸般の事情を子細に検討
の上、慎重に判断されるべきである。

知事
　他県等の状況、本来の許可目的及び団体等への影響等を踏
まえ、改定の必要性について引き続き研究を行っていきます。

意見

（遊休資産売却促進方針の建物付き土地処分の要件につい
て）
　建物取り壊し目的の場合には、別途の考慮が相当であるか
ら、遊休資産売却促進方針3（1）建物付き処分の判断基準（3）
については、「但し、建物を取り壊し目的で譲渡する場合にはこ
の限りではない。」との付記を行うことを検討されたい。

知事
　当該基準は、建物に利用価値のある場合の取扱いであり、解
体条件付きには該当しないため、現行のままとします。

（ファシリティコスト削減の取組に関する対象施設について）
　ＦＭ方針におけるファシリティコスト削減の取組の対象施設は、
知事部局の管理する施設のみならず、警察本部及び教育庁を
含めた道保有の全施設とし、3部局間での差異を生じさせること
のないようにするべきである。また、3部局間の情報は、可能な限
り一元的に管理するべきである。
　もっとも、マンパワー不足である現在の体制のまま一元化を実
現するのは現実的ではないことから、将来的な一元化を想定し
つつ、3部局間での情報共有を強化するなど、水平展開と統一
的処理に資する可能な取組を実施していくべきである。

意見

（不特定多数の者の来場が想定される施設における貸付への
移行について）
　不特定多数の者の来場が想定される施設に設置されている売
店、コンビニエンスストア、食堂、証紙売りさばき所及び写真撮
影所等については、施設毎にその性質・現状を勘案しつつ、貸
付への移行を検討されたい。

意見
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平成３０年度北海道包括外部監査の結果に基づき講じた措置等

【特定のテーマ：「北海道ファシリティマネジメント推進方針」の実施状況及び財務事務の執行について】

対象部局 講じた措置改善を要する事項

意見

（売却看板の設置の必要性について）
　住宅街にある宅地など、購入需要が相当程度見込まれる物件
については、より早い段階から売却看板を設置することにより、
問い合わせから購入へと繋がる機会を増大させ得ることから、費
用対効果等を踏まえながら、売却看板の設置の在り方について
再検討されたい。

知事 　適切かつ効果的な売却看板の設置に努めていきます。

意見

（不動産評価額の有効期間について）
　北海道公有財産評価要領第7(4)所定の不動産評価額の有効
期間としては、現行の6ヶ月から1年程度にまで延長することを検
討されたい。

知事
　他県等の状況等を踏まえ、適切な不動産評価額の有効期間
について引き続き研究を行っていきます。

意見
（売却時における測量のあり方について）
  測量の実施は売買契約上の必須の要件ではないことから、測
量をせずに売却できる制度を検討すべきである。

知事
　他県等の状況等を踏まえ、売却時の測量については、必要に
応じ適宜実施していきます。

意見

（不動産売却手続きにおけるアウトソーシングの活用について）
　不動産の売却等に伴う付随業務を民間業者に一括でアウト
ソーシングするシステムは、限られたマンパワーの中でも、速や
かに売却及び貸付等の有効活用を加速させることができ、かつ
民間参入による地域活性化をも期待できるため、積極的な活用
を検討すべきである。

知事
　他県等の状況等を踏まえ、民間へのアウトソーシングについて
引き続き検討を行っていきます。

意見
（未利用地等に関する賃借の有効活用について）
　一定期間以上処分できていない未利用地等については、積
極的に賃貸による有効利用を検討すべきである。

知事
　これまでも売却や貸付けに取り組んでいますが、これからも
ホームページ等において周知を図り、積極的な貸付けに努めて
いきます。

知事

　平成22年に設置した「公宅管理連絡調整会議」を活用し、特
に入居率の低い地域における適正な管理戸数の精査を行うとと
もに、部局間のより効率的な公宅融通について情報共有を図る
など、取組を推進していきます。

教育

　平成22年に設置した「公宅管理連絡調整会議」を活用し、特
に入居率の低い地域における適正な管理戸数の精査を行うとと
もに、部局間のより効率的な公宅融通について情報共有を図る
など、取組を推進していきます。

道警

　平成22年に設置した「公宅管理連絡調整会議」を活用し、特
に入居率の低い地域における適正な管理戸数の精査を行うとと
もに、部局間のより効率的な公宅融通について情報共有を図る
など、取組を推進していきます。

知事

　令和２年改定予定の「職員公宅のあり方に係る取組方針」に借
上公宅の柔軟な活用を盛り込むこととしており、この取組方針の
一環として、これまでリフォームによる延命化を図ってきた出先
機関や出張所等が所在する地域について、対象となる公宅を
精査し、コストが軽減される場合は、借上措置することとしていま
す。

教育
 　老朽化が著しい公宅で　今後、大規模修繕が必要となる場合
は、　経済的観点から地域における民間住宅の状況を踏まえ
て、借上措置を検討することとしています。

道警
　老朽化が著しい公宅で、今後、大規模修繕が必要となる場合
は、経済的観点から地域における民間住宅の状況を踏まえて、
借上措置を検討することとしています。

知事
　入居停止となった公宅について、民間事業者のアイデアを募
集し、民間ノウハウを取り入れて有効活用を図る取組を進めてい
ます。

教育
　入居停止となった公宅について、民間事業者のアイデアを募
集し、民間ノウハウを取り入れて有効活用を図る取組を進めてい
ます。

道警
　入居停止となった公宅について、民間事業者のアイデアを募
集し、民間ノウハウを取り入れて有効活用を図る取組を進めてい
きます。

（官民連携による空き公宅の有効活用について）
　他の自治体の先進事例等を参考に、官民連携による空き公宅
の有効活用に積極的に取り組むべきである。

意見

（借り上げ住宅の柔軟な活用について）
　借上公宅のメリットも考慮すれば、建物面積が公宅に適するよ
うな借り上げ住宅がある場合には、柔軟な活用を検討されたい。

意見

（公宅の部局間相互融通等による集約化の必要性について）
　各部局の公宅については、業務に支障を生じない範囲内にお
いて、各部局の枠を超えた公宅の相互融通等の集約化による
具体的な削減対象戸数の検討が必要である。

意見
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平成３０年度北海道包括外部監査の結果に基づき講じた措置等

【特定のテーマ：「北海道ファシリティマネジメント推進方針」の実施状況及び財務事務の執行について】

対象部局 講じた措置改善を要する事項

意見
（学校共済を利用した共済住宅の権利の保全について）
　学校共済を利用した共済住宅の権利の保全については、速
やかに然るべき対応を検討する必要がある。

教育

　令和元年7月23日付けで、公立学校共済組合北海道支部長
に対し、「住宅事業の実施要領」を改正し、道の権利保存につ
いて検討するよう依頼したところ、令和2年4月24日付けで、公立
学校共済組合から、適法に締結された住宅譲与契約に基づき
相互に誠実に履行されてきたものと認識しており、現行の取り扱
いを見直す必要はないとする旨、回答がありました。

意見

（ネーミングライツ契約の拡大のための取組について）
  現在、道の「道有施設のネーミングライツスポンサーの募集に
ついて」のホームページでは、「現在、公募中の施設はありませ
ん。」となっているが、可能性のある施設については施設名や契
約希望額等を常に掲示しておくべきである。
　また、指定管理者との間の管理契約の中にネーミングライツ付
与権を与える方法や、インセンティブ効果を活用して、指定管理
者がネーミングライツ契約を獲得してきた場合には、一定の割合
で収益を分配する方法等を検討する等、ネーミングライツ施設
の拡大について、諸種の制度を検討すべきである。

知事
　令和元年度調査した他県の事例を参考にするとともに、道内
広告代理店等へのニーズ調査を行うなどし、引き続き、さらなる
事業拡大に向けた検討を行っていきます。

意見

（広告事業の積極的な推進について）
　広告事業については、積極的に推進すべきである。具体的に
は、警察本部が広告掲載可能施設として回答した運転免許試
験場以外にも、各庁舎に存在する壁面、エレベーター内壁・外
扉等の広告掲載可能性について検討するべきである。

知事
　令和元年度調査した他県の事例を参考にするとともに、道内
広告代理店等へのニーズ調査を行うなどし、引き続き、さらなる
事業拡大に向けた検討を行っていきます。

知事
　他県等の状況等を踏まえ、適切な使用料減免金額の記載方
法について引き続き研究を行っていきます。

教育
　他県等の状況等を踏まえ、適切な使用料減免金額の記載方
法について引き続き研究を行っていきます。

道警
　他県等の状況等を踏まえ、適切な使用料減免金額の記載方
法について引き続き研究を行っていきます。

知事
　他県等の状況等を踏まえ、改定の必要性について引き続き研
究を行っていきます。

教育
　他県等の状況等を踏まえ、改定の必要性について引き続き研
究を行っていきます。

道警
　他県等の状況等を踏まえ、改定の必要性について引き続き研
究を行っていきます。

意見

（省エネ法関係資料の保管期間について）
　省エネ法においては、過去5年度間の平均原単位に関する
1％基準等があるのであるから、省エネ関係資料については、最
低でも過去5年度分は維持、保管しておくべきである。

教育 　省エネ関係資料の保存年限を見直し、５年間としました。

意見

（ダブルチェック等によるＰＤＣＡの推進について）
　ＰＤＣＡが十分に機能するよう、入力された集計結果について
は、複数人によるダブルチェック等のエラーを防止する方策を検
討し、実施すべきである。

知事

　エネルギー消費量の集計に当たり確認が必要な項目や方法
をまとめたチェックシートを新たに作成し、各施設管理者に配
布、活用してもらうことにより、集計時における誤入力等の防止
を図りました。

意見

（運転免許更新場所における証紙売りさばき所の使用料免除に
ついて）
　運転免許更新場所における証紙売りさばき所の使用料免除に
ついては、改めて各所の証紙売りさばき事業についての収益状
況、使用者の弁済能力等について検証した上で免除の要否に
ついて検討すべきである。

道警
　他県等の状況、本来の許可目的への影響等を踏まえ、免除の
可否について関係部局と引き続き研究を行っていきます。

（行政財産使用許可書への使用料減免金額の明記の必要性に
ついて）
　行政財産使用許可書には、必ず減免金額を明記すべきであ
る。

指摘

（北海道財務規則運用方針の規定改定の必要性について）
　使用料免除の場合であっても当然に使用料を算出すべきであ
り、これを省略できる旨の規定は速やかに改定されるべきであ
る。

指摘
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平成３０年度北海道包括外部監査の結果に基づき講じた措置等

【特定のテーマ：「北海道ファシリティマネジメント推進方針」の実施状況及び財務事務の執行について】

対象部局 講じた措置改善を要する事項

意見

（未利用地・低利用地現況調書の記載内容について）
　未利用地・低利用地現況調書については、「沿革」等の不明
確な形ではなく、明確に「利用停止時期」欄を設けた書式を整
備して管理すべきである。
　また、利用停止時期同様、物件の売却難易性判断には欠か
せない過去の入札の有無及び実施時期等の情報も、調書の必
要的記載事項として管理されるべきである。
　そして、同調書に添付されている「交渉記録」を積極的に活用
し、買い手候補者情報や越境・不法占拠情報等の正確な記録
に努めるべきである。

知事
　利用停止時期や入札に関する情報などの物件情報が物件の
売却等の検討において、より活用できるよう正確かつ詳細な記
録・管理について周知徹底を図っていきます。

意見
（道有建築物等の総合的な管理計画等について）
　道有施設の現状と課題については、より詳細な情報（公共施
設白書に相当するもの）を開示すべきである。

知事
　他県の状況等を踏まえ、道有施設の現状と課題について、引
き続き必要な情報の開示の検討を行っていきます。

知事
　他県等の状況等を踏まえ、適切な使用料免除の公表方法に
ついて引き続き研究を行っていきます。

教育
　他県等の状況等を踏まえ、適切な使用料免除の公表方法に
ついて引き続き研究を行っていきます。

道警
　他県等の状況等を踏まえ、適切な使用料免除の公表方法に
ついて引き続き研究を行っていきます。

意見

（ホームページにおける不動産情報の記載方法について）
　ホームページにおける不動産情報には住居表示も併記すべき
である。また、売却率向上の見地からは、物件情報については、
可能かつ適切な範囲でできるだけ開示すべきであり、ワンクリッ
クで地図、現場写真及び建物内写真等にアクセスできる方法な
ども検討するべきである。

知事
　他県等の状況等を踏まえ、適切かつ効果的な物件情報の開
示方法について引き続き研究を行っていきます。

（使用料免除に関する情報公開の必要性について）
　使用料の免除はあくまで例外的な取扱いであって、その適正
な運用に当たっては合理性、透明性、公平性等の充足が必要
である。これらの充足のためには、情報公開による道民のチェッ
クが重要であり、かかる使用料免除については、公表の対象と
することを検討されたい。

意見
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