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監 査 委 員

16年監査公表第１号

平成14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、京都府教育委員会教

育長及び京都府警察本部長から通知があったので、次の

とおり公表する。

平成16年４月６日

京都府監査委員 林 田 洋

同 明 田 功

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）

私学運営費補助金において、補助基準単価を誤

って算定した事例が認められた、補助金の交付に

関する事務の適正な処理について、改善を要する

もの

（措置の内容）

誤って算定し交付した補助金額に相当する額に

ついては、平成15年３月の平成14年度京都府私学

運営費補助金の交付時に、前年度補正額として適

正な支出となるよう措置するとともに、補助金額

の算定に当たりチェック体制の強化を図った。

イ 支出負担行為の協議について（保健福祉部、教

育委員会）

（監査の結果）

備品の購入、委託契約等の締結などにおいて、

出納員に支出負担行為の協議が行われていない事

例が認められた、支出負担行為の協議の適正な事

務処理について、改善を要するもの

（措置の内容）

命令機関と出納機関の相互牽
けん

制による会計事務

の執行について、平成15年５月の府立学校事務部

長会等を通じて徹底するなど、適正な事務処理に

向けてチェック体制の強化を図った。

ウ 課税事務について（総務部）

（監査の結果）

個人事業税の賦課決定において、不動産貸付業

の認定を誤った事例が認められた、課税の適正な

事務処理について、改善を要するもの

（措置の内容）

平成14年12月に所得税確定申告書を精査の上、

課税の適否を確認するよう職員に周知徹底すると

ともに、複数体制で課税標準額の計算を精査する

こと等、適正な事務処理に向けてチェック体制の

強化を図った。

（監査の結果）

個人事業税の賦課決定において、駐車場業の認

定誤り、青色申告特別控除額や譲渡損失控除額の

算入漏れなどの事例が認められた、課税の適正な

事務処理について、改善を要するもの

（措置の内容）

平成15年３月に所得税確定申告書及び添付書類

の精査を職員に周知徹底するとともに、適正な事

務処理に向けて副担当等による複数チェック体制

の強化を図った。

（監査の結果）

個人事業税の賦課決定において、損失繰越控除

額を二重に計算した事例が認められた、課税の適

正な事務処理について、改善を要するもの

（措置の内容）

平成14年12月に所得税確定申告書等の精査を職

員に周知徹底するとともに、複数体制で課税標準

額の計算を精査すること等、適正な事務処理に向

けてチェック体制の強化を図った。
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�２ 注意事項

ア 収入の事務処理について（保健福祉部）

（監査の結果）

診療報酬患者個人負担分の調定を二重に行った

ため、年度末の未収金が過大となっていた事例が

認められた、適正な事務処理に留意を要するもの

（措置の内容）

平成14年５月に収入調定の金額について、職員

相互間のチェック体制を強化し、適正な事務処理

を行うよう職員に徹底した。

イ 支出負担行為の協議について（総務部、府民労

働部、土木建築部）

（監査の結果）

委託契約締結の支出負担行為の協議に際し、支

出予定金額の算出根拠が不明確な事例が認められ

た、適正な事務処理に留意を要するもの

（措置の内容）

支出予定金額の決定に当たっては、算出基礎・

算出根拠を明確にするとともに協議内容を精査

し、相互チェック機能の強化及び適正な会計事務

処理に努めるよう職員に徹底した。

（監査の結果）

単価契約の締結において、支出負担行為の協議

が行われていない事例が認められた、適正な事務

処理に留意を要するもの

（措置の内容）

出納員への事前協議の必要性・重要性につい

て、職員に徹底するなど、適正な事務手続に向け

てチェック体制の強化を図った。

ウ 旅費の支給について（総務部、保健福祉部）

（監査の結果）

旅費の支給において、旅行雑費などが支給され

ていない事例が認められた、適正な事務処理に留

意を要するもの

（措置の内容）

未支給分については、平成14年５月及び平成15

年２月に支給するとともに、関係法令に基づき適

正な事務処理を行うよう職員に徹底した。

エ 補助金の交付について（教育委員会）

（監査の結果）

京都府指定・登録文化財等補助金において、必

要な書類が無いまま補助金の額の確定を行ってい

た事例が認められた、適正な事務処理に留意を要

するもの

（措置の内容）

平成15年１月に補助金額の確定事務に必要とな

る書類すべてについて提出するよう、補助事業者

に対して指導を行うとともに、適正な会計事務に

努めるよう職員に徹底した。

オ 通勤手当の支給について（総務部、土木建築部、

教育委員会）

（監査の結果）

運賃等相当額を誤って認定したため、過少又は

過大に支給されていた事例が認められた、適正な

事務処理に留意を要するもの

（措置の内容）

過大支給分については、平成14年８月及び12月

に返納させた。運賃等相当額の認定に当たっては、

事実確認を正確に行うとともに、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

うよう係会議等で徹底した。

（監査の結果）

手当算出の基礎となる通勤距離を誤って認定し

たため、過大に支給されていた事例が認められた、

適正な事務処理に留意を要するもの

（措置の内容）

過大支給分については、速やかに是正及び返納

させた。通勤手当の認定に当たっては、申請のあ

った通勤距離・通勤経路が最も経済的かつ合理的

であるか一層の精査に努めるとともに複数体制に

よるチェックを更に徹底した。

（監査の結果）

月の初日から末日まで一日も出勤していないに

もかかわらず、通勤手当が支給されていた事例が

認められた、適正な事務処理に留意を要するもの

（措置の内容）

過大支給分については、平成14年８月及び10月

に返納させた。諸手当の支給事務に当たっては、

認定事務を含めて職員の勤務状況、通勤実態、個

々の現況を常に把握することが重要であることを

再認識するとともに、関係機関の情報交換、連携

強化を徹底した。

カ 特殊勤務手当の支給について（総務部、保健福

祉部、土木建築部）

（監査の結果）

日額の特殊勤務手当の支給において、休日や病

気休暇等で当該業務に従事していないにもかかわ

らず、支給されていた事例が認められた、適正な

事務処理に留意を要するもの

（措置の内容）

誤って支給されていた特殊勤務手当について

は、速やかに返納させるとともに、複数によるチ

ェック体制を確立し、制度の趣旨を踏まえて適正

な事務処理を徹底した。

（監査の結果）

府税事務に従事する職員の特殊勤務手当（月額）

の支給において、日割計算を誤ったため、過少に

支給されていた事例が認められた、適正な事務処

理に留意を要するもの

（措置の内容）

過少となっていた特殊勤務手当については、平

成15年２月に追給するとともに、複数チェック体

制を確立し、条例、規則等に基づき適正な事務処

理に努めるよう徹底した。

キ 時間外勤務手当の支給について（総務部、企画

環境部、保健福祉部）
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（監査の結果）

時間外勤務手当の支給基礎となる勤務時間数の

誤りや、週休日の振替が同一週に行われていない

場合の手当（25／100）が支給されていない事例

が認められた、適正な事務処理に留意を要するも

の

（措置の内容）

正確な時間外・休日勤務命令書が作成されるよ

う各所属長に徹底するとともに、給与担当課にお

いては、これら関係書類と、算定された勤務時間

数に誤りがないか相互確認を徹底した。また、週

休日の振替方法について周知徹底するとともに、

時間外勤務手当の支給に係るチェック体制の強化

を図った。

ク 予定価格調書の作成について（総務部、府民労

働部、保健福祉部、農林水産部、企業局）

（監査の結果）

随意契約で必要な予定価格調書の作成が行われ

ていない事例が認められた、適正な事務処理に留

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、平

成14年６月の課長会議等あらゆる機会を通じ、職

員に対し監査注意事項の周知徹底を行い、適正な

事務処理を行うよう相互チェック機能の強化を図

った。

（監査の結果）

支出負担行為協議額を上回った予定価格調書の

作成や、契約事項に対応する予定価格調書が作成

されていない事例が認められた、適正な事務処理

に留意を要するもの

（措置の内容）

予定価格調書の作成に当たっては、契約事務担

当者が予定価格調書作成責任者に対し、契約内容

や支出負担行為協議額についての十分な説明を行

うよう各所属に対して注意喚起を行うなど、適正

な事務処理に努めるよう徹底した。

ケ 入札の事務処理について（総務部）

（監査の結果）

落札となるべき同価の入札時において、くじ引

き前の辞退を容認していた事例が認められた、適

正な事務処理に留意を要するもの

（措置の内容）

入札事務執行においては、会計規則等に基づき

厳正かつ適正な執行を図り、公平性・透明性・客

観性・競争性の確保に努めるよう平成15年５月に

関係公所に対し徹底した。

コ 契約の事務処理について（保健福祉部、農林水

産部、警察本部）

（監査の結果）

契約書を省略できる場合に該当しないにもかか

わらず、請書で処理をしていた事例などが認めら

れた、適正な事務処理に留意を要するもの

（措置の内容）

契約事務に係る留意点について、担当職員に周

知するとともに、なお一層、会計規則等に基づく

適正な事務処理に努めるよう平成15年３月に指導

を徹底した。

（監査の結果）

契約書にちょう付すべき収入印紙がはっていな

い事例などが認められた、適正な事務処理に留意

を要するもの

（措置の内容）

平成14年５月に契約事務について、職員相互間

のチェック体制を強化し適正な事務処理を行うよ

う職員会議で徹底するとともに、不足した収入印

紙については相手先に徴求し、ちょう付・是正を

図った。

（監査の結果）

年度開始前の日付で契約を締結していた事例

や、添付すべき業務仕様書が添付されていない事

例が認められた、適正な事務処理に留意を要する

もの

（措置の内容）

契約事務について、複数体制での審査を徹底し、

会計規則等に基づく適正な事務処理に向けてチェ

ック体制の強化を図った。

サ 財産の使用許可について（総務部）

（監査の結果）

行政財産の使用許可に伴う使用料の徴収におい

て、使用料の通知をせず、かつ、使用料金額を誤

っていた事例が認められた、適正な事務処理に留

意を要するもの

（措置の内容）

平成15年４月に不足額を徴収した。行政財産の

使用許可におけるチェック体制を強化するととも

に、適正な事務処理に努めるよう職員に徹底した。

シ 現金の管理について（総務部）

（監査の結果）

委託公衆電話から回収した通話料金が現金出納

簿に記載されていない事例が認められた、適正な

事務処理に留意を要するもの

（措置の内容）

委託公衆電話から回収した現金について、監査

日以降、現金出納簿へ記載し、整理するよう事務

を改めた。

ス 課税について（総務部）

（監査の結果）

個人事業税の賦課決定に当たり、課税標準額の

計算を誤ったため、課税できていない事例が認め

られた、適正な課税について留意を要するもの

（措置の内容）

平成14年12月に所得税確定申告書、添付書類及

び照会票等の精査・照合を職員に周知徹底すると

ともに、複数体制での課税標準額のチェック等、

適正な事務処理に向けて体制の強化を図った。



4

京 都 府 公 報 号外 第31号 平成16年４月６日 火曜日

（監査の結果）

個人事業税の賦課決定に当たり、青色申告特別

控除額や事業所得金額を誤ったため、税額が過大

又は不足していた事例が認められた、適正な課税

について留意を要するもの

（措置の内容）

平成15年３月に所得税確定申告書等のチェック

ポイントを職員に周知徹底するとともに、適正な

事務処理に向けてチェック体制の強化を図った。

（監査の結果）

法人２税において、不申告加算金額を誤ったた

め、加算金が不足していた事例が認められた、適

正な事務処理について留意を要するもの

（措置の内容）

平成15年３月に法人税における加算税と法人事

業税の加算金の取扱いを職員に周知徹底するとと

もに、適正な事務処理に向けて副担当等による複

数チェック体制の強化を図った。

セ 納税等について（総務部）

（監査の結果）

納税義務が消滅していないにもかかわらず、不

納欠損処分を行っていた事例や、自動車税におい

て納税義務者以外の実所有者を調査対象として滞

納処分の執行停止を行っていた事例が認められ

た、適正な事務処理に留意を要するもの

（措置の内容）

時効中断事由や第三者納付の申出があった場合

の対応方法を職員に周知徹底するとともに、複数

体制で納税義務消滅日や調査の対象者を精査する

など、適正な事務処理に向けてチェック体制の強

化を図った。

（監査の結果）

過誤納金の還付において、還付金支払請求書の

提出がなく、また、代替措置も行われないまま還

付をしている事例が認められた、適正な事務処理

に留意を要するもの

（措置の内容）

還付処理手順を職員に周知徹底するとともに、

複数体制で還付処理を行うなど、適正な事務処理

に向けてチェック体制の強化を図った。

ソ 工事について
�ア 府営工事について（総務部、土木建築部）

（監査の結果）

ガードレールの設置に際し、その基礎に必要

な補強鉄筋が設置されていない事例が認められ

た、適正な事務処理に留意を要するもの

（措置の内容）

設計・監督業務に携わる担当者会議を平成15

年７月に開催し、設計基準の点検・遵守、設計

審査体制の確保、施工監理の徹底、厳格な検査

執行について指導を徹底し再発防止を図った。

また、該当工事については、平成15年11月に

補強工事を完了した。

（監査の結果）

残土の運搬費積算において、過小積算となっ

ていた事例が認められた、適正な事務処理に留

意を要するもの

（措置の内容）

設計・積算における点検及び検算体制につい

て、平成15年５月の技術課長会議等で徹底する

など、適正な事務手続に向けてチェック体制の

強化を図った。

（監査の結果）

林道建設工事の積算において、過小積算とな

っていた事例が認められた、適正な事務処理に

留意を要するもの

（措置の内容）

設計積算基準等に基づき適正な積算を行うよ

う、平成14年10月に担当職員に徹底するととも

に、チェック体制の強化を図った。

（監査の結果）

工法を誤って指示したため、設計どおり施工

されていなかった事例が認められた、適正な事

務処理に留意を要するもの

（措置の内容）

適正な設計・施工管理を行うよう、若手・新

採技術職員研修等で指導するとともに、平成15

年５月の技術課長会議で設計・施工管理におけ

る職員相互の点検体制を徹底した。

（監査の結果）

出来高中間検査（部分払）において、工程表

と出来高とに不整合が生じていた事例が認めら

れた、適正な事務処理に留意を要するもの

（措置の内容）

適切に工事関係図書の事務処理を行うよう、

平成15年５月の技術課長会議等で再度周知徹底

するとともに、業者に対して適正な工事事務の

指導を行った。

（監査の結果）

管渠
きよ

型側溝設置工事において、一部にクラッ

クが生じていた事例が認められた、適正な事務

処理に留意を要するもの

（措置の内容）

二次製品等の取扱等、適正な施工管理を行う

よう業者に対して指導を行った。また、クラッ

クの補修については、平成14年11月に完了した。

（監査の結果）

請負業者から提出される施工計画書や工事カ

ルテに不備があった事例が認められた、適正な

事務処理に留意を要するもの

（措置の内容）

平成15年７月の業者研修等で適正な工事事務

の指導を行うとともに、職員には工事関係提出

図書のチェックリストを作成するなど点検体制

の強化について、平成15年５月の技術課長会議

等で徹底した。
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（監査の結果）

工事目的物引渡書を工事完成検査日より前に

受領している事例などが認められた、適正な事

務処理に留意を要するもの

（措置の内容）

工事関係提出図書のチェックリストを作成す

るなど点検体制の強化について、平成15年５月

の技術課長会議等で徹底した。
�イ 補助事業について（総務部）

（監査の結果）

基盤整備促進事業の設計積算において、仮設

工の資材費が過大となっていた事例が認められ

た、補助団体に対する指導等に一層留意する必

要があるもの

（措置の内容）

平成14年９月に工事費の積算に当たっては適

正な処理を行うよう、補助団体に対し指導する

とともに、適正な審査・指導を行うよう職員に

徹底した。

（監査の結果）

農村公園整備の造成工事において、過大設計

となっていた事例が認められた、補助団体に対

する指導等に一層留意する必要があるもの

（措置の内容）

平成14年12月に工事費の積算に当たっては適

正な処理を行うよう、補助団体に対し指導する

とともに、適正な審査・指導を行うよう職員に

徹底した。
�３ 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、存廃を含めた検討を早急

に行う必要があるもの

（措置の内容）

競輪事業は厳しい中、収支の改善を図ること

が重要である。

収入については、本場分の場外車券発売箇所

の増設など委託場外発売の増加による売上の拡

大、他場分の受託場外発売の増加、平成14年度

からは新たに本場開催時に他場の受託場外発売

（併売）を行うなど、収入の確保に努めている。

支出についても、従事員賃金や定数の削減、

各種の委託経費の削減等を行い、経費節減によ

る効率的な運営に努めている。

平成15年度は、６月に開催した特別競輪「ふ

るさとダービー」や場外発売の拡大などにより、

単年度赤字からの脱却を図ることができる。

平成14、15年度には、現状の分析、他場の状

況、今後の収支見通しなど、事務的な調査・検

討を行い、同事業の経営改善に向けた取り組み

を行っている。

今後は、記念競輪等の開催における場外車券

売場の増設や受託場外発売の増加、経費の削減、

収益の増大に向けた計画の樹立など、目標を持

った計画的な経営改善に取り組み、収益事業と

しての目的が果たせるよう、経営の努力を重ね

たい。
�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、今後も引き続き、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）

附属病院の経営改善については、従来から

も取り組むとともに、平成13年４月に設置し

た経営改善推進会議事務局を中心に、設置者

とも協議しながら、一般会計からの繰入金の

削減に向けて、新たな経営改善計画や繰出基

準の策定など具体的な取組に向けて、組織を

挙げて検討を進めている。

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病院の今後の在り方に

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取り組んでおり、平

成14年度には、精神科救急システムの整備や

増床工事を行うなど時代のニーズと医療環境

の変化に対応した施策を進める一方で、外来

診療の拡充や精神科デイケアの開始などの診

療収入確保に努めるとともに院外処方を推進

するなど、更なる経営改善を進めている。

なお、平成15年度には、洛東病院において

１病棟を閉鎖し、効率的な運営体制を確立す

るとともに、より高い診療報酬の獲得に向け、

回復期リハビリテーション病棟の運用を開始

した。

イ 財務に関する事務について（総務部、保健福祉

部、商工部、土木建築部）
�ア 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）

長引く不況の影響により府税収入が大幅に落

ち込んでいる中で、「税収確保対策推進会議」

において年間を通じた取組方針を策定し、定期

的な夜間納税窓口を開設したり、公平・公正な
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納税秩序の堅持のため、悪質な滞納者に対して

捜索や不動産公売など厳正・的確な滞納処分を

実施するなど、税収確保、収入未済額の縮減に

向けて全力で取り組んでいる。

なお、収入未済額は、平成14年度決算では

102億円と、過去最大であった平成８年度の206

億円の２分の１以下となるなど、大きく縮減を

図った。
�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の貸付け時における

適正な審査及び償還金の効果的な償還指導

や、児童扶養手当の審査要件の徹底及び過払

返還金の回収に、なお一層努力する必要があ

るもの

（措置の内容）

母子及び寡婦福祉資金については、未収金

の発生を防ぐため、平成14年11月に見直した

貸付審査基準に基づく適正な審査を徹底し

た。

また、児童扶養手当については、過払いが

生じないよう申請書、届出書の審査を徹底し

た。

なお、滞納者に対しては、訪問・電話等に

よる指導と初期対応等効率のよい償還促進活

動や債務者の実状に応じた分割納付の指導を

行った。また、母子家庭のおかれている厳し

い経済環境に対処するため、総合的な自立支

援対策を実施している。

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、効果的かつ計画的な償還指導に、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、府内企業の経営

状況が依然厳しい状況にある中で、貸付金の

回収は一層困難になっているが、担保物件の

処分を実施したほか、経営状況に応じた分割

納付措置、延滞先や連帯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）

看護師等修学資金貸付金、高等学校修学援

護費返還金等、心身障害者扶養共済制度掛金、

府営住宅使用料及び競輪場使用料等の未収金

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）

看護師等修学資金貸付金、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、適正処理に努めてい

る。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に、債務者の実状に応じ

た分割納付等の指導を行った。

また、府営住宅使用料については、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、

徴収確保に努めた。

なお、競輪場使用料については、「納入誓

約書」に基づき納付期日までの納入を指導し、

未収金の一部について回収を図った。

２ 行政監査

要望事項

職業能力開発について（府民労働部）
�１ 本科訓練について

ア 訓練科目の充実・再編について

（監査の結果）

各専門校の訓練科の課題を踏まえ、訓練科目の

充実・再編に向け検討すること。

（措置の内容）

近年の急激な産業構造や雇用情勢の変化を踏ま

え、若年離転職者等を対象に京都府産業を担う人

材の育成とともに、離転職者の再就職のための職

業能力開発の推進による就業支援を基本的方向と

し、また専門学校等との役割分担を明確にする中

で、各訓練科の課題を分析し、充実・再編に取り

組んだ。

具体的には、京都校において、平成16年４月か

ら「印刷デザイン科」と「商業デザイン科」を統

合した２年制課程の「デザインワーク科」の創設

や「建築科」で技能士補の資格取得を可能にする

などの再編を行うとともに、平成16年３月に廃止

する「ＯＡ事務科」に替わり短期課程の「ＩＴビ

ジネス科」を平成16年７月から開講するほか、

「機械加工科」の２年制課程への拡充などの検討

を行った。

また、福知山校においては、「電気システム科」

を平成16年３月に廃止するとともに、「測量科」

の２年制課程への拡充検討を行った。

更に、障害者の方々の訓練受講機会を拡充し、

雇用を促進するため、職業安定機関や事業主等と

の連携など幅広い視点から検討した。

イ 訓練内容の評価について

（監査の結果）

専門校における訓練内容等について、毎年度応

募状況や就職状況等の分析など客観的な評価基準

による評価を行うことにより、効果的で効率的な

行財政運営に努めること。
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（措置の内容）

訓練修了後の就職状況や、公共部門が担うべき

訓練の分野、企業の人材ニーズ、労働者の訓練ニー

ズ、訓練成果の到達度等について、数値化した指

標等を用いて評価・検証を行う職業訓練評価シス

テムを平成１４年に構築し、効果的・効率的な職

業訓練の実施に努めた。

ウ 就職支援の強化について

（監査の結果）

企業等からの求人が少なく、求人開拓が十分で

ない訓練科について、就職支援体制の強化を検討

すること。

（措置の内容）

京都校に就職支援担当職員（非常勤職員）２名

を平成15年４月に追加配置するとともに、訓練生

に対する職業講話、模擬面接などの就職支援の取

り組みを強化した。

エ 指導体制の充実強化について

（監査の結果）

指導員免許の複数取得を積極的に進めるととも

に、外部講師の活用等を積極的に推進するなど、

指導体制を充実強化すること。

（措置の内容）

訓練指導員の企業等派遣研修を実施し、指導員

免許の複数取得を進めるとともに、実習訓練など

に外部講師を積極的に活用するなど、指導体制の

充実強化を図った。
�２ 離職者向け短期職業訓練の充実について

（監査の結果）

企業の人材ニーズに対応した訓練コースの設定や

きめ細かな就職支援策を講じるなど、引き続き再就

職促進対策の充実を図ること。

（措置の内容）

講義主体の訓練に企業実習を組み合わせた訓練や

若年者向けのＩＴ・介護等の訓練を新設するととも

に、平成15年４月から専門就職指導員を２名増員す

るなど、再就職促進対策の充実を図った。
�３ 在職者訓練の充実について

（監査の結果）

既存訓練コースの検証見直しを絶えず行い、新規

コースの設定も検討するなど、在職者訓練の一層の

充実を図ること。

（措置の内容）

充足率・修了率の低い訓練コース等は、事業主や

企業在職者から訓練ニーズを聴取して、内容を見直

すとともに、平成16年度に訓練ニーズの高いＩＴ関

連訓練の機械製図ＣＡＤ操作コース等の新設を予定

するなど、在職者訓練の一層の充実を図った。
�４ 財源確保のための検討について

（監査の結果）

専門校における訓練をより充実していくための財

源を確保する観点から、法制度上徴収が可能である

新規学卒者等の授業料有料化及び福知山校の寮費有

料化について検討すること。

（措置の内容）

第７次京都府職業能力開発計画において、受益者

負担の適正化等の観点から、授業料等の徴収のあり

方について検討することとしており、今後、研究・

検討を行う。

３ 財政的援助団体等監査

要望事項

ア （財）関西文化学術研究都市推進機構について

（企画環境部）

（監査の結果）

会計書類の作成等に留意を要する事例が認めら

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、経

済性及び透明性を確保する観点から、可能な限り

競争性を導入するよう検討を要するもの

（措置の内容）

会計書類の作成等において適正な事務処理を行

うよう、また、契約方法については、可能な限り

競争性を導入するよう団体を指導した。

イ （財）京都文化財団について（府民労働部）

（監査の結果）

魅力ある施設として積極的な事業展開を図り、

利用者拡大と効率的運営に努め、経営改善に引き

続き努力を要するもの

（措置の内容）

魅力ある展覧会の開催や新分野へのＰＲ強化に

よる貸展示室の利用促進に努めるとともに、施設

メンテナンス業務の仕様見直しなど、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。

ウ （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）

委託契約において、年度を越えて契約を締結し

ていた事例が認められた、適正な事務処理を要す

るもの

また、法人が管理する施設の利用拡大に努める

とともに効率的な運営を図り、経営改善に一層努

力を要するもの

（措置の内容）

委託契約について、速やかに是正処理を行うと

ともに、今後、適正な事務処理に努めるよう、ま

た、利用拡大に向けての営業活動の推進や固定経

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。

エ （福）京都府社会福祉協議会について（保健福

祉部）

（監査の結果）

生活福祉資金の未償還金が毎年増加しており、

引き続き回収に努める必要があるもの

（措置の内容）
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一層、適切な債権管理ときめ細かい個別支援を

図りながら、未償還金の回収に努めるよう団体を

指導した。

オ （社）京都府保育協会について（保健福祉部）

（監査の結果）

補助金の実績報告額と実支出額が相違している

事例が認められた、適正な事務処理を要するもの

（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、平成14年12月に団体を指導した。

カ （社）京都府森と緑の公社について（農林水産

部）

（監査の結果）

公社造林は、長期間にわたる事業を多額の借入

金により実施されていることから、府内における

適正な森林整備に配意するとともに、経営コスト

の低減に努め、公社経営の改善に一層努力を要す

るもの

（措置の内容）

平成12年度の包括外部監査の意見を受け、「京

都府森と緑の公社あり方検討会」を発足させた。

平成14年４月には全体計画の縮減等を内容とする

措置内容を公表し、長期計画の見直しや各作業種

の歩掛の見直しを行いコスト縮減策を図るととも

に、更に、金利の低減に努めるために低金利資金

への借換えを行うなど、健全な経営に努めるよう

団体を指導した。

キ （財）京都府公園公社について（土木建築部）

（監査の結果）

委託契約等に係る契約方法について、経済性及

び透明性を確保する観点から、可能な限り競争性

を導入するよう、引き続き検討を要するもの

また、収益事業の収支改善に向けて、一層の経

営努力を要するもの

（措置の内容）

山城総合運動公園の屋外清掃委託契約について

は、平成15年度から競争入札を実施するとともに、

公社所管の契約全般について可能な限り競争性を

導入するよう、また、収益事業の経営改善を図る

ため平成15年度に職員の削減や売店等の営業日見

直しを実施するとともに、今後、食堂などの運営

について、民間委託等の検討を行い、健全な経営

に努めるよう団体を指導した。

ク 京都府住宅供給公社について（土木建築部）

（監査の結果）

民間的経営手法を活用して効率的な運営に努め

るとともに、より一層、健全な経営体制の確立を

図る必要があるもの

（措置の内容）

地域の住宅・都市政策の実施機関として、これ

からの果たすべき役割等を再確認した上で、民間

的経営手法を更に活用するとともに、固定経費の

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、健全な経営に努めるよう団体

を指導した。


