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監 査 委 員

15年監査公表第１号

平成13年度に執行した監査の結果に基づき講じた措置

について、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、京都府知事及び京都府教育委員会

教育長から通知があったので、次のとおり公表する。

平成15年４月８日

京都府監査委員 田 中 英 世

同 大 野 征 次

同 廣 瀬 伸 彦

同 道 林 邦 彦

１ 定期監査
�１ 指摘事項

ア 補助金の交付について（総務部）

（監査の結果）

私立学校国際化推進等特別補助金において、

補助対象の外国人教員数を重複して算定した事

例が見受けられた、補助金の交付に関する事務

の適正な処理について、留意を要したもの

（措置の内容）

平成13年９月に複数体制による補助金に係る

適用、計算の精査を徹底する等、適正な補助金

額計算に向けてのチェック体制の強化を図ると

ともに、平成14年3月に過大支出補助金額の返

還を請求し、同年同月に返還を受けた。

イ 支出の事務処理について（教育委員会）

（監査の結果）

歳出に係る会計年度所属区分の取扱いについ

て、留意を要したもの

（措置の内容）

平成13年５月に正当年度での支出処理を行う

とともに、会計諸法令等に基づき、厳密なチェ

ックを行い、適正な処理及び予算執行に努める

よう徹底した。

ウ 劇物の出納及び管理について（教育委員会）

（監査の結果）

劇物の適正な出納及び管理について、留意を

要したもの

（措置の内容）

劇毒物管理の危険性認知及び物品管理等にお

いて基本に返り再度見直し、厳重な監視及び保

管管理等について、平成13年10月及び11月開催

の校長会・事務部長会等で指導を行い職員の意

識徹底を図るとともに、定期点検を強化し、適

切な保管管理に努めた。

エ 通勤手当について（商工部、企業局）

（監査の結果）

特定区間の定期運賃額で算出すべきところ、

誤って営業キロ数により算出した事例が見受け

られた、月額の決定について、適正な事務処理

に留意を要したもの

（措置の内容）

月額の決定に当たっては、事実確認を正確に

行うとともに、平成14年６月の人事異動時等に

おいても十分な点検を行うなど適正な事務処理

を行うよう徹底した。

（監査の結果）

前所属での電算入力の誤りを見過ごしたた

め、過大に支給されていた事例が見受けられた、

電算入力について、適正な事務処理に留意を要

したもの

（措置の内容）

過大支給分について、平成13年８月に返納さ

せた。電算入力については、事実確認を正確に
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行うとともに、人事異動時においても十分な点

検を行うなど適正な事務処理を行うよう徹底し

た。

オ 課税事務について（総務部）

（監査の結果）

法人２税及び加算金の取扱いについて、不適

正な事例が見受けられた、適正な課税について

一層留意する必要があるもの

（措置の内容）

平成14年２月に法令の適用要件を職員に周知

徹底するとともに、複数体制で加算金の適用・

計算を精査する等、適正な税額計算に向けてチ

ェック体制の強化を図った。

（監査の結果）

不動産取得税の賦課決定に当たり税額計算を

誤っている事例が見受けられた、適正な課税に

ついて一層留意する必要があるもの

（措置の内容）

平成14年１月に所内研修を実施し法令の適用

要件を職員に周知徹底するとともに、複数体制

で軽減措置等の適用・計算を精査する等、適正

な税額計算に向けてチェック体制の強化を図っ

た。

（監査の結果）

不動産取得税の賦課決定に当たり電算入力を

誤っている事例が見受けられた、適正な課税に

ついて一層留意する必要があるもの

（措置の内容）

複数体制で課税標準額の計算を精査した上

で、再度課税資料と電算入力データを突合する

等、適正な税額計算に向けて平成14年２月にチ

ェック体制の強化を図った。
�２ 要望事項

ア 事業の管理について（総務部、保健福祉部）
�ア 府営向日町競輪について

（監査の結果）

府財政への寄与を目的として実施される収

益事業であることから、車券売上の増収や競

輪開催経費の節減対策等、経営改善のため早

急に検討する必要があるもの

（措置の内容）

収益確保については、臨時場外車券売場の

増設やＣＳ放送の拡充による売上の拡大に努

めるとともに、従来から取り組んでいる受託

場外発売の増加に加え、平成14年度から新た

に自場開催時に他場の受託場外発売を行うな

ど、収益の確保に努めた。

経費節減については、平成14年度から従業

員賃金の定率カットを行うなど人件費の削減

を行い、また、各種委託経費の削減を進め、

効率的運営に努めた。
�イ 病院経営について

ａ 府立医科大学附属病院について

（監査の結果）

患者サービスの向上に努めながら、様々

な増収対策や経費の節減に取り組んでいる

が、経営の改善について、大学の組織を挙

げて取り組む必要があるもの

（措置の内容）

経営改善については、従来からも取り組

んでいるが、平成13年４月に経営改善推進

会議事務局を設置し本庁と協議しながら、

一般会計からの繰入金の削減に向けて具体

的な改善計画の策定について、組織を挙げ

て検討を進めている。

（監査の結果）

病院清掃の業務委託に係る入札事務にお

いて、適正な事務処理に一層留意する必要

があるもの

（措置の内容）

入札事務においては、入札説明会におけ

る入札事務の指導及び入札執行時の複数体

制による審査・確認を、より一層徹底する

よう職員を指導し、平成14年度の入札事務

から改善を図った。

ｂ 府立病院について

（監査の結果）

病院経営の健全化に向けた取組を一層強

化するとともに、府立３病院の今後のあり

方について、引き続き幅広い角度から検討

する必要があるもの

（措置の内容）

府立３病院においては、収益向上と費用

削減の両面から経営改善に努めており、平

成14年度には、要望の多い診療科の体制強

化や精神科デイケアの実施等収益が見込ま

れる部門の充実を行うとともに、医事業務

の外部委託化や職員の非常勤化を推進し経

費の削減を図った。

また、府立病院に対するニーズや医療環

境の変化に対応するため、平成14年７月、

精神科救急医療システムの開始や病床増設

に向けた工事に着手している。

（監査の結果）

未収金の縮減、正確な事務処理に努める

必要があるもの

（措置の内容）

未収金については、退院時の治療費等の

請求の徹底や未払い退院の場合の誓約書の

徴求、電話や窓口での督促、さらに訪問等

により、回収に努めるとともに、医療相談

を強化し新たな未収金の発生防止に努め

た。また、平成13年12月、診療報酬請求に

おける請求漏れ等を防止するため、入力業

務におけるチェック項目の徹底等体制強化

を図った。
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（監査の結果）

給食厨房等改修工事において、適正な契

約事務に留意を要するもの

（措置の内容）

平成13年５月、契約事務におけるチェッ

ク体制を強化するとともに、なお一層、契

約内容等を精査して、適正な事務処理に努

めるよう職員に徹底した。

イ 財務に関する事務について（総務部、府民労働

部、保健福祉部、商工部、農林水産部、土木建築

部、教育委員会）
�ア 府税事務について

ａ 府税未収金の徴収について

（監査の結果）

税収の確保及び納税の公平、公正の観点

からも、収入未済額の縮減に一層努力する

必要があるもの

（措置の内容）

法人２税を中心に府税収入が大幅に落ち

込むと見込まれる中、平成13年４月開催の

「税収確保対策推進会議」（平成５年６月

設置）において定められた取組方針及び重

点取組事項を軸に、全事務所で現状を踏ま

えた業務執行計画を策定の上、目標意識を

持った滞納整理の強化に取り組み、徴収率

の向上など収入未済額の縮減に全力を挙げ

るよう平成14年２月に指導した。

ｂ 課税について

（監査の結果）

法人事業税の賦課決定に当たり不適正な

事例が見受けられた、適正な課税について

一層留意する必要があるもの

（措置の内容）

更正決定処分の適正な事務処理に留意す

るように、平成14年３月に課内会議で周知

徹底した。

（監査の結果）

不動産取得税の賦課決定に当たり不適正

な事例が見受けられた、適正な課税につい

て一層留意する必要があるもの

（措置の内容）

平成13年９月に職員に法令の適用要件を

周知徹底するとともに、軽減措置等の適

用・計算に当たっては複数体制で精査する

等、適正な税額計算に向けてチェック体制

の強化を図った。

ｃ 加算金について

（監査の結果）

加算金の徴収に当たり不適正な事例が見

受けられた、適正な処理について一層留意

する必要があるもの

（措置の内容）

加算金の適用、算出の事務処理に留意す

るように、平成14年１月に課内会議で周知

するとともに、研修を実施した。

ｄ 課税資料について

（監査の結果）

法人２税の課税資料の取扱いについて不

適正な事例が見受けられた、適正な処理に

ついて一層留意する必要があるもの

（措置の内容）

課税資料の定期整理を行い、チェック機

能を高め、一層適切な管理に努めるよう平

成13年11月に課内会議で周知徹底した。
�イ 償還未収金の回収について

ａ 母子及び寡婦福祉資金等について

（監査の結果）

母子及び寡婦福祉資金償還金や児童扶養

手当過払返還金の未収金の回収について、

一層努力する必要があるもの

（措置の内容）

未収金の新たな発生を防止するため、平

成14年11月に貸付審査基準の見直しと改正

を行い、適正な処理を徹底した。

また、滞納者に対しては、常時訪問や電

話等による指導を行うとともに、初期対応

等効率の良い償還促進活動や債務者の実状

に応じた分割納付の指導を行った。

ｂ 中小企業経営基盤強化資金について

（監査の結果）

中小企業経営基盤強化資金償還金の未収

金の回収について、なお一層努力する必要

があるもの

（措置の内容）

長引く不況の影響により、企業の経営状

況が更に厳しさを増す中で、貸付金の回収

は一層困難になっているが、担保物件の処

分をはじめ、経営状況に応じた分割納付措

置、延滞先や保証人へのきめ細かな督促等

を行った結果、完済に至ったものもあるな

ど、未収金の早期回収を図った。

ｃ その他

（監査の結果）

看護婦等修学資金貸付金、高等学校修学

援護費返還金、心身障害者扶養共済制度掛

金等及び府営住宅使用料についての未収金

の回収について、更に努力する必要がある

もの

（措置の内容）

看護婦等修学資金貸付金、高等学校修学

援護費返還金、心身障害者扶養共済制度掛

金等の未収金については、制度の趣旨等を

説明し、新たに発生しないよう、適正な処

理に努めた。また、滞納者に対しても、関

係機関と連携しながら、訪問、電話等によ

り早期に償還するよう指導を行うととも



4

京 都 府 公 報 号外 第18号 平成15年４月８日 火曜日

に、債務者の実状に応じた分割納付等の指

導を行った。

なお、府営住宅使用料の未収金について

は、日常的な徴収活動を強化するとともに、

年４回の滞納整理強調期間の設定や徴収業

務を行う非常勤嘱託の採用などにより集中

的な滞納整理を行った。また、平成14年度

から必要に応じて所管の土木事務所と住宅

課が一体となって徴収活動を行うこととし

た。
�ウ 収入の事務処理について

（監査の結果）

建物の賃貸借契約の解約に伴い返還された

敷金の取扱いについて不適正な事例が見受け

られた、収入の適正な事務処理について留意

を要するもの

（措置の内容）

敷金還付金について、京都府会計規則に基

づく事務処理を行うよう平成14年６月に開催

の担当者会議において、再度徹底した。
�エ 支出の事務処理について

ａ 支出負担行為の協議について

（監査の結果）

出納員に支出負担行為の協議を行わずに

委託契約を締結するなどの事例が見受けら

れた、支出負担行為の協議について留意を

要するもの

（措置の内容）

支出負担行為の協議の必要性について、

平成13年５月に職員に周知徹底を図るな

ど、適正な事務手続に向けてチェック体制

を整えた。

ｂ 公共用地取得に係る損失補償について

（監査の結果）

公共用地の取得に伴う損失補償の算定に

当たり、損失補償基準に基づき適正に算定

する必要があるもの

（措置の内容）

職員相互間の点検体制の徹底を図れるよ

う、平成14年６月開催の土木事務所等用地

担当課長会議を通じ、各土木事務所への指

導を行った。

ｃ 補助団体に対する指導について

（監査の結果）

契約書の購入単価と納品書の単価が異な

っていた事例が認められた、補助団体に対

する指導を適切に行う必要があるもの

（措置の内容）

今後、軽微なものを含め変更の必要性が

生じれば、十分調整の上適正な事務処理を

行うよう、平成13年７月に指導を行った。

（監査の結果）

補助事業が完了した後に補助金交付申請

書が提出されていた事例が認められた、補

助団体に対する指導を適切に行う必要があ

るもの

（措置の内容）

平成14年度から事務処理等の迅速化を図

り、補助金の内示及び交付決定時期を大幅

に早めるなど、補助金交付事務の適正な執

行に努めた。

ｄ 通勤手当の月額の決定について

（監査の結果）

運賃等相当額を誤ったため、過小又は過

大に支給されていた事例が認められた、通

勤手当の月額決定に当たり、適正な事務処

理に留意を要するもの

（措置の内容）

通勤手当の決定に当たっては、事実確認

の事務処理を正確に行うとともに、複数体

制によるチェックを行うよう平成14年２月

の課内会議等で徹底した。
�オ 契約の事務処理について

ａ 予定価格調書の作成、見積書の徴取につい

て

（監査の結果）

随意契約で必要な予定価格調書の作成及

び見積書の徴取の手続きがとられていなか

った事例が認められた、予定価格調書の適

正な作成等について留意を要するもの

（措置の内容）

関係法令・規則等を十分確認するととも

に、関係機関との緊密な連携を図り、適正

な事務処理を行うよう平成13年12月の技術

職員研修等で職員に徹底した。

ｂ 契約書について

（監査の結果）

債務負担行為を適用する工事請負契約書

で、各会計年度の支払限度額が記載されて

いないなどの事例が認められた、適正な契

約書の作成について留意を要するもの

（措置の内容）

契約書の作成に当たっては、適正な契約

書が作成されるよう、平成13年12月の担当

者会議等で職員に徹底した。

ｃ 履行保証について

（監査の結果）

工事請負費の増額変更に伴う履行保証に

ついて、増額分の保証書が徴取されていな

かった事例及び工事請負契約日より遅れて

提出された事例が認められた、履行保証の

確保について留意を要するもの

（措置の内容）

契約事務等における適正な事務処理を行

うとともに、複数によるチェック体制を強

化するよう、平成13年10月からの部内業務
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点検等で職員に徹底した。

ｄ 履行確認検査等について

（監査の結果）

委託契約において、契約書では実績報告

書に基づき所要の検査を行い、その結果に

より委託費の額を確定し、相手方へ通知す

るものと規定されているが、検査後の事務

処理がなされていなかった事例が認められ

た、契約条項に沿った事務処理について留

意を要するもの

（措置の内容）

契約条項に沿った適切な事務処理につい

て、平成13年８月の課内会議等で職員に徹

底し、平成13年度の当該業務については平

成14年５月に額の確定及び相手方への通知

を行った。
�カ 現金の管理について

（監査の結果）

直接収納した府税収入の現金出納簿への記

入整理を誤っていた事例が認められた、現金

の適正な管理について留意を要するもの

（措置の内容）

現金出納簿等へ記帳する際には複数体制で

金額を確認するなど、現金の収納及び管理に

ついてはより慎重を期すべく、平成14年１月

にチェック体制の強化を図った。
�キ 工事について

ａ 府営工事について

（監査の結果）

設計積算に当たり現場条件による諸経費

率の割増し率を誤っていた事例が認められ

た、設計、積算の点検に一層留意する必要

があるもの

（措置の内容）

設計・積算における点検及び検算体制の

強化について、平成14年６月の技術課長会

議等で職員に徹底した。

（監査の結果）

他工事に流用する仮置き土砂の積込み費

を重複して積算していた事例が認められ

た、設計、積算の点検に一層留意する必要

があるもの

（措置の内容）

担当職員が相互に積算内容の点検・確認

を行うとともに、検算体制を強化するよう、

平成14年６月の技術課長会議等で職員に徹

底した。

（監査の結果）

仮設工事の設計と施工とが異なっていた

事例が認められた、設計、積算の点検や、

施工管理の充実、完成検査のあり方等に一

層留意する必要があるもの

（措置の内容）

適正な設計・積算、施工管理を行うよう、

若手・中堅技術者研修等で指導するととも

に、技術課長会議等で設計・積算の点検体

制の更なる徹底を図った。また、平成14年

６月の検査担当者会議等で適正な検査を行

うよう職員に徹底した。

（監査の結果）

切取法面へのモルタル吹付けにクラック

が生じるなど現場に不具合が生じていた事

例が認められた、施工管理の充実、完成検

査のあり方等に一層留意する必要があるも

の

（措置の内容）

適正な施工管理を行うよう業者指導する

とともに、平成14年６月の検査担当者会議

等で適正な検査を行うよう職員に徹底し

た。

また、クラックの補修については、平成

14年３月に完了した。

（監査の結果）

部分払で出来高を証する書類が未整備の

事例が認められた、工事施工の事務処理に

ついて一層留意する必要があるもの

（措置の内容）

出来高確認時の関係資料の重要度につい

て、平成13年12月の技術職員研修等により

再度周知徹底を図るとともに、業者へは適

正な工事事務の指導を行った。

（監査の結果）

検査体制が不備なため、年度内にすべき

検査が年度を越えて行われていた事例が認

められた、完成検査のあり方に一層留意す

る必要があるもの

（措置の内容）

指導検査員における検査の適正な執行体

制を確保するため、平成14年１月「京都府

教育委員会請負工事監督検査事務取扱要

領」の検査員の指定基準を見直した。また、

工事の早期発注を心がけて工事予算の適正

な執行を行うよう、平成14年１月に職員に

徹底した。

ｂ 補助事業について

（監査の結果）

工期を重複して同一業者が受注していた

近接地の防災工事について、諸経費を調整

していなかった事例が認められた、補助団

体に対する設計、積算や施工管理の指導に

一層留意する必要があるもの

（措置の内容）

補助団体に対し、適正な設計、積算や施

工管理を行うよう平成14年１月に徹底し

た。

（監査の結果）
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落石防止柵基礎に用いる化粧型枠の一部

が未施工なのに実績報告書どおり容認して

いた事例が認められた、補助団体に対する

完成検査に一層留意する必要があるもの

（措置の内容）

平成14年１月に補助団体に対して適切な

工事施工を指導するとともに、厳格な完成

検査等を行うよう担当者に徹底した。

（監査の結果）

幅広Ｌ型水路にクラックが生じていた事

例が認められた、補助団体に対する施工管

理の指導、完成検査に一層留意する必要が

あるもの

（措置の内容）

クラックについては、平成14年３月に補

修完了を確認した。更に、平成14年３月に、

より一層適切な施工を心掛けるよう補助団

体に対し指導するとともに、厳格な完成検

査等を行うよう担当者に徹底した。

（監査の結果）

他区域からの運搬盛土等が積算されてい

ないにもかかわらず、盛土数量が切土数量

を上回る積算となっていた事例が認められ

た、補助団体に対する設計、積算や施工管

理の指導に一層留意する必要があるもの

（措置の内容）

平成13年11月に補助団体に対し適正な設

計、積算や施工管理を指導するとともに、

適正な審査・指導を行うよう担当者に徹底

した。

２ 行政監査

要望事項

社会福祉法人に対する京都府の指導状況について

（保健福祉部）

（監査の結果）

社会福祉法人・施設整備審査会の構成の見直

しや開催時期の改善など、審査の充実について

検討すること。

（措置の内容）

審査会を国庫補助金の協議段階から施設整備

の相談段階で開催するよう努めるとともに、資

金計画の審査を強化するために、自己資金審査

のための提出書類を見直すなど審査の充実を図

った。

（監査の結果）

指導監査について、効果的で実効性のあるも

のとなるよう監査方法について検討すること。

また、個々の指摘事項の是正、改善が進展する

よう事後指導についても十分留意すること。

（措置の内容）

監査における主眼事項及び着眼点について精

査し、監査調書を見直すとともに、施設長研修

会において改訂後の監査調書を配布して、自主

的な点検・改善を行うよう徹底を図るなど、監

査方法の改善を図った。また、制度改正に伴う

定款変更手続きの遅延による指摘事項が増加し

ていることから、法人の定款変更など必要な対

応について指導した。

引き続き、重点的に改善すべきものについて、

現地に赴いての事後指導の回数を増やすなど強

化を図った。

（監査の結果）

特別養護老人ホームについて、指導監査担当

課と介護保険担当課の連携の強化を図ると同時

に指導監査及び実地指導の強化に努めること。

（措置の内容）

各担当課が業務において把握した施設基準や

管理体制に関する問題点について、監査連絡会

議等において情報交換、指導方針の調整を行う

とともに、重点的指導を要する法人・施設に対

しては、両担当課が同時に監査、実地指導を行

うなど連携強化を図った。

（監査の結果）

補助事業完了時の審査について、実績報告書

の審査を厳格に行うとともに、建物の規模や設

備備品類の数量に応じた体制を組むと同時に調

査時間を拡充するなど、審査の充実に努めるこ

と。

（措置の内容）

完了検査については、施設所管課の職員に加

え、土木建築部、関係保健所職員からなるチー

ム編成で実施しているところであるが、検査対

象施設の規模に応じて施設所管課及び保健所職

員の人員を増加したり、備品数が多い場合には

別途実地検査を行うなど検査実施方法の見直し

を図った。

３ 財政的援助団体等監査

要望事項

ア �財京都文化財団について（府民労働部）

（監査の結果）

事業の効果的な展開に努めるとともに、施設

の利用拡大と経費の効率的な執行を図り、健全

な財務運営に引き続き努力を要するもの

（措置の内容）

魅力的な展覧会の開催や伝統芸能等新規分野

へのＰＲ拡大強化に取り組むなど貸展示室の利

用向上に努めるとともに、より一層の経費節減

を図り、経費の効率的な執行に努めるよう団体

を指導した。

イ �財京都府民総合交流事業団について（府民労働

部）

（監査の結果）

施設の利用拡大に努めるとともに効率的な運

営を図り、経営の改善に更に努力を要するもの

（措置の内容）

利用拡大に向けての営業活動の推進や固定経
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費の削減など、収支両面から今後とも引き続き

効率的運営の検討を行い、経営の改善に努める

よう団体を指導した。

ウ �財京都ＳＫＹセンターについて（保健福祉部）

（監査の結果）

補助対象経費の算定に一部留意を要するもの

が認められた、改善に向けた検討を要するもの

（措置の内容）

事業執行に当たっては、適正な経理処理を行

うよう、また必要に応じて変更手続き等を行う

よう、平成13年10月に団体を指導した。

エ �福京都府社会福祉事業団について（保健福祉部）

（監査の結果）

通勤手当の支給決定誤りについて、適正な事

務処理を要するもの

（措置の内容）

正当な通勤手当額で追加支給及び返納処理を

行うとともに、今後、適正な事務処理に努める

よう、平成14年１月に団体を指導した。

オ 京都府土地開発公社について（土木建築部）

（監査の結果）

補償費の積算誤りについて、適正な事務処理

を要するもの

（措置の内容）

設計・積算における職員相互間の点検体制の

徹底を図るよう、平成14年６月に団体を指導し

た。

カ 京都府道路公社について（土木建築部）

（監査の結果）

通勤手当の支給決定誤りについて、適正な事

務処理を要するもの

（措置の内容）

通勤手当の認定に当たっては、チェック体制

の強化を図るとともに、事実確認の事務処理に

一層留意するよう団体を指導した。

なお、支給決定の誤りについては、平成13年

11月に適正な支給決定をし、対象者から過大支

給分を返納させた。

キ �財京都府公園公社について（土木建築部）

（監査の結果）

工事請負契約の履行検査に留意を要するもの

が認められた、適正な事務処理を要するもの

また、委託契約等に係る契約方法について、

検討を要するもの

（措置の内容）

平成14年９月に適正な事務処理に従って工事

請負契約の履行検査を行うよう徹底させるとと

もに、契約方法については、業務の性質・内容

を吟味して競争入札可能なものは、入札を実施

するよう団体を指導した。

ク �財京都府下水道公社について（土木建築部）

（監査の結果）

通勤手当の支給決定誤りについて、適正な事

務処理を要するもの

（措置の内容）

通勤手当の認定に当たっては、チェック体制

の強化を図るとともに、事実確認の事務処理に

一層留意するよう団体を指導した。

なお、支給決定誤りについては、平成14年１

月に適正な支給決定を行い、対象者から過大支

給分を返納させた。


