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平成22年４月23日

監

査

委

金曜日

員

22年監査公表第４号
平成21年度に執行した監査の結果（平成21年４月１日
から平成21年６月16日執行分）に基づき講じた措置（監
査委員の要望意見に係るものについては、上記の期間以
前に執行したものを含む。）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22年４月23日

監

京都府監査委員

千

歳

利三郎

同

武

田

祥

夫

同

道

林

邦

彦

同

村

山

佳

也

定

期

査

１

監査委員の要望意見
【部局別】
知事直轄組織
会計課（監査実施年月日：平成21年６月15日・
16日）
昨年発生した公共事業事務費の不適正経理問
題やいわゆる裏金問題を踏まえ、その再発防止
に資するため、本年度から通常監査の充実強化
に加え、特別財務調査を実施しているところで
ある。
今回、28の所属に対し、事前通知なしに現金、
預金通帳等の保管状況を調査したところ、いわ
ゆる裏金の存在など不適正な事例は認められな
かったものの、公用金庫の管理が不十分な事例
や所属長による現金等の月例点検の記録や金庫
における現金等保管台帳が未整備となっている
事例などが一部の所属において認められたとこ
ろである。各所属に対し、厳格な現金等の管理
と適正な事務処理について、改めて徹底された
い。
また、物品等の調達事務に関し、本庁支出分
に係る納品書等の添付状況について抽出により
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調査を実施したところ、会計年度区分の誤り等

複写サービスに関する個別契約書が作成され

部の所属において納品書の日付の記載に留意を

ていない事例が認められた。

要する事例が認められた。監査後において既に

（措置の内容）

適切な事務処理の徹底を通知されているところ

平成21年６月３日に平成20年４月１日にさか

であるが、各所属及び物品納入業者に対し、納

のぼって契約を締結した。

品書の記載方法等について、引き続き指導を徹

また、平成21年６月の職員会議及び場長・所

底されたい。

長会議において、適正な事務執行について周知

（措置の内容）
監査結果の報告を受け、直ちに財務指導員か

徹底を図った。
２ 健康福祉部
ò

①

ら各所属長に対し、現金等の厳格な管理等、再

府立洛南病院（監査実施年月日：平成21年５

発防止策の徹底を指示するとともに、この間主

月22日・25日）

管課長会議や地域別事例検討会等の機会をとら

（注意事項）

え、繰り返し適正な事務処理の徹底を図ってき

業務委託契約書において、訂正箇所があるに

たところである。さらに、平成21年９月15日付

もかかわらず、契約相手業者の訂正印が押印さ

け会計課長通知により、全ての所属長による月

れていない事例が認められた。

例点検結果の報告を求め、一部の所属で判明し

（措置の内容）
契約書を再度点検の上、平成21年６月に訂正

た不適切事例については全件で是正を確認する

を完了した。

とともに、改めて、将来にわたって、いわゆる
裏金を作らせない執務環境を確保し、不適正な

また、平成21年６月の院内会議において、職

会計事務処理の未然防止のため、全ての所属で

員に対し相互チェック体制による確認等適正な

所属長が自ら執務室内の該当物の有無等の点検

事務処理を行うよう徹底を図った。
②

を行い、簿冊を設けてその結果を記録するよう

府立与謝の海病院（監査実施年月日：平成21
年６月９日〜11日）

徹底した。

（指摘事項）

また、納品書の日付の記載方法についても、

医業収益に係る会計処理を誤っている事例が

各部局研修や各地域別事例検討会等において適
切な事務処理を指導するほか、財務指導員とも

複数認められた。

連携し、繰り返し指導を徹底している。

（措置の内容）
平成21年６月に収入の振替命令を行い適切な

監査の結果

科目への収入に振り替えた。また、平成21年６

【部局別】
１
ò

文化環境部
①

月の課内会議において、会計処理の知識につい

府立体育館（監査実施年月日：平成21年５月

ての職員の研鑽や審査時の相互チェック体制の

26日）

強化を行うことを確認し、適正な事務処理の実

（指摘事項）

施及び再発防止の徹底を図った。

保存期間内の会計帳簿が保管されていない事

（指摘事項）

例が認められた。（現金出納簿及び資金前渡金

監視カメラ設置工事において、完成届受理日

受払簿：平成11年度・平成12年度）

以降に工事が実施されている事例が認められ

（措置の内容）

た。

監査実施日及び平成21年６月開催の職員会議

（措置の内容）

時に改めて総務担当や経理担当職員に関係規則

平成21年６月の課内会議において、履行確認

（京都府会計規則第248条）を示して、会計帳

の厳密化や工事遅延理由の提出など適正な事務

簿の適正な保存・管理について周知徹底を図っ

処理の実施及び再発防止の徹底を図った。

た。

（注意事項）

②

府営水道事務所（監査実施年月日：平成21年

病院長等による月例の会計事務検査に係る記

６月２日・３日）

録が整備されていない事例が認められた。

（指摘事項）

（措置の内容）

保存期間内の会計帳簿が保管されていない事

平成21年６月実施分から適正に処理した。ま

例が認められた。（資金前渡金受払簿：平成11

た、平成21年６月の院内会議において適正な事

年度〜平成14年度）
（措置の内容）
平成21年６月開催の職員会議及び場長・所長
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（注意事項）

の不適正な事例は認められなかったものの、一

２

平成22年４月23日

務処理を行うよう徹底を図った。
３
ò

建設交通部
港湾事務所（監査実施年月日：平成21年５月

会議において、会計帳簿の適正な保存・管理に

11日〜13日）

ついて周知徹底を図った。

（注意事項）
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業務委託契約において、遅延利息等の支払利

な公金管理について、周知徹底を図った。
②

府立嵯峨野高等学校（監査実施年月日：平成

平成21年５月15日に当該契約書を修正すると

21年４月14日）

ともに、全ての契約書について点検を行い、誤

（注意事項）

りがないことを確認した。

修繕工事において、支出予定金額及び予定価

平成21年５月に開催した係会議において、関

格が参考見積より高い金額を設定している事例

係職員に適正な事務処理を行うよう周知徹底し

が認められた。

た。

（措置の内容）

４
ò

教育委員会
①

平成21年４月開催の事務部会議で、契約事務

府立山城高等学校（監査実施年月日：平成21

の適正な処理及び複数職員による相互チェック

年５月15日）
（指摘事項）

金曜日

また、平成21年５月開催の職員会議で、適正

率を誤っている事例が認められた。
（措置の内容）

平成22年４月23日

体制の強化について、周知徹底を図った。
③

府立桃山高等学校（監査実施年月日：平成21

寄附の受入に際して、速やかな寄附の受入手

年４月15日）

続を行わず、長期間保管されている事例が２件

（注意事項）

（寄附金額：各500万円）認められた。

業務委託契約（単価契約）において、年度途

（措置の内容）

中に支出負担行為の増額協議を行っているにも

平成21年５月28日付けで寄附金として府に受

かかわらず、変更契約を締結していない事例が

け入れた。

認められた。

平成21年５月開催の事務部会議で、寄附事務

（措置の内容）

の適正な処理及び複数職員による相互チェック

平成21年４月開催の事務部会議（全日制・定

体制の強化について、周知徹底を図るとともに、

時制）で契約の適正な処理及び複数職員による

平成21年６月に寄附事務の適正な処理について

相互チェック体制の強化について、周知徹底を

研修を行った。

図った。

（注意事項）

（注意事項）

工事請負契約において、遅延利息等の支払利

タクシーチケットに係る管理簿が作成されて

率を誤っている事例や、当該工事に係る支出負

いない事例が認められた。

担行為の協議において、歳出科目や経理状況等

（措置の内容）

に係る記載が漏れている事例が認められた。

平成21年４月にタクシーチケットに係る管理

（措置の内容）

簿を作成し、整理を行った。

平成21年５月開催の事務部会議で会計規則等

また、平成21年４月開催の事務部会議で、適

に基づく適切な執行について、周知徹底を図っ

正なタクシーチケットの管理や複数職員による

た。

相互チェック体制の強化について、周知徹底を

また、平成21年６月に支出負担行為の協議及
び契約事務の適正な執行について研修を行っ

図った。
④

府立綾部高等学校（監査実施年月日：平成21

た。

年４月17日）

（注意事項）

（注意事項）

随意契約による改修工事において、予定価格

建物台帳において、平成８年度以降の異動が

調書が作成されていない事例が認められた。

記載されていない事例が認められた。

（措置の内容）

（措置の内容）

平成21年５月開催の事務部会議で会計規則等

平成21年４月に財産台帳の是正、整備を行っ

に基づく適切な執行について、周知徹底を図っ

た。

た。

また、平成21年５月開催の事務部会議で、財

また、平成21年６月に予定価格調書作成責任

産管理事務の適正な処理及び複数職員による相

者を含め契約事務の適正な執行について研修を

互チェック体制の強化について、周知徹底を図

行った。

った。

（注意事項）

⑤

府立宮津高等学校（監査実施年月日：平成21

所属長による現金等の管理状況に係る月例点

年４月23日）

検の記録が整備されていない事例が認められ

（注意事項）

た。
（措置の内容）
平成21年５月に所属長による現金等の管理状
況に係る月例点検の記録を整備した。

特殊勤務手当の支給において、支給要件を満
たしていない日に手当を支給している事例が認
められた。
（措置の内容）
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過大支給分については、平成21年６月に返納

金曜日

19日）

させた。

（指摘事項）

また、平成21年６月開催の職員会議で、各種

工事請負契約及び業務委託契約において、請

届・報告書等の記載内容の精査及び複数職員に

書の工事履行場所の記載を誤っている事例や、

よる相互チェック体制の強化について、周知徹

参考見積を本見積とする際の業者への確認に係

底を図った。

る付記が適正になされていない事例が認められ

⑥

府立南山城養護学校（監査実施年月日：平成

た。

21年６月４日）

（措置の内容）

（注意事項）

会計課員に対し適正な契約事務手続につい

出勤簿への押印がなされていないものや出勤

て、平成21年５月の課内会議において指示徹底

簿の整理欄が未記入となっている事例が多数認

した。また、平成21年５月に開催された会議に

められた。

おいて、警察本部総務部会計課は各所属に対し

（措置の内容）

て、誤りのない適正な会計経理の推進について、

押印されていない出勤簿の是正、整理を平成

指示徹底した。

21年６月に行った。

③

また、平成21年７月開催の職員会議で、全職

右京警察署（監査実施年月日：平成21年４月
16日）

員に指導、徹底を行うとともに、複数職員によ

（指摘事項）

る出勤簿の押印確認など、適正な事務処理が行

金銭分任出納員が収納した現金（12,000円）

われるよう、体制の強化を図った。

について、出納員への引継ぎを失念したため、

（注意事項）

長期間課内の手提げ金庫に放置され、翌年度に

所属長による現金等の管理状況に係る月例点

指定金融機関に払い込まれている事例が認めら

検の記録及び金庫による現金等保管台帳が整備

れた。

されていない事例が認められた。

（措置の内容）

（措置の内容）

平成20年８月から経理員と金銭分任出納員と

平成21年６月に所属長による現金等の管理状

の連携を密にし、毎日、違法駐車車両の移動料

況に係る月例点検の記録及び金庫による現金等

の徴収状況を確認するとともに、出納機関領収

保管台帳の整備を行った。

書の交付状況を確認することとし、収納未済防

また、平成21年６月開催の職場会議で、所属

止の徹底を図った。

長及び出納員の月例点検及び適正な公金管理に

また、平成21年５月に開催された会議におい

ついて、周知徹底を図った。

て、警察本部総務部会計課は各所属に対して、

（注意事項）

誤りのない適正な会計経理の推進について、指

同種・同時期に実施した修繕工事において、
同一業者に単独随意契約により発注している事
例が認められた。

示徹底した。
【特別財務調査】
１ 健康福祉部
ò

婦人相談所（監査実施年月日：平成21年６月

（措置の内容）

15日）

平成21年６月開催の事務部会議で、計画的な

（指摘事項）

発注や適正な契約事務の執行について、周知徹

資金前渡金受払簿が未記入のまま長期間放置

底を図った。
５
ò

警察本部
①

されている事例、所属長による現金等の管理状

川端警察署（監査実施年月日：平成21年５月

況に係る月例点検の記録が整備されていない事

11日）

例及び金庫による現金等保管台帳が一部整備さ

（注意事項）

れていない事例が認められた。

業務委託契約書において、契約内容の加除修

（措置の内容）

正を不適正な方法で行っている事例が認められ

平成21年６月に資金前渡金受払簿を記載し、

た。

金庫による現金等保管台帳についても内容確認

（措置の内容）

の上記載するとともに、平成21年７月に月例点

会計課員に対し適正な契約事務の推進につい

検簿の様式に基づき月例点検を実施した。

て、平成21年５月の課内会議において指示徹底

また、月例点検等の実施や諸帳簿の的確な整

した。また、平成21年５月に開催された会議に

備、点検の実施、職員相互チェック体制の強化

おいて、警察本部総務部会計課は各所属に対し

及び再発防止について、平成21年６月に関係職

て、誤りのない適正な会計経理の推進について、
指示徹底した。
②
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員に周知徹底を図った。
２
ò

農林水産部
中丹家畜保健衛生所（監査実施年月日：平成
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平成22年４月23日

金曜日

21年６月15日）

検の記録が整備されていない事例及び金庫によ

（注意事項）

る現金等保管台帳が一部整備されていない事例

金庫による現金等保管台帳が一部整備されて

が認められた。

いない事例が認められた。

（措置の内容）

（措置の内容）

平成21年６月に所属長による現金等の管理状

平成21年６月に、公金以外の現金等を公用金

況に係る月例点検の記録及び金庫による現金等

庫に保管する場合は、「公用金庫利用による現

保管台帳の整備を行った。
また、平成21年６月開催の事務部会議で、公

記入するとともに、公用金庫の開閉時には、所

金管理の重要性について再確認し、適正な公金

長又は出納員が立ち会うよう、徹底を図った。

管理について、周知徹底を図った。

３
ò

金等保管要領」を厳守し、漏れなく保管台帳に

教育委員会
①

⑤

府立木津高等学校（監査実施年月日：平成21

山城教育局（監査実施年月日：平成21年６月

年６月16日）

15日）

（注意事項）

（注意事項）

所属長による現金等の管理状況に係る月例点

所属長による現金等の管理状況に係る月例点

検の記録が整備されていない事例が認められ

検の記録及び金庫による現金等保管台帳が整備

た。

されていない事例が認められた。

（措置の内容）

（措置の内容）

平成21年６月に所属長による現金等の管理状

平成21年６月に所属長による現金等の管理状

況に係る月例点検の記録の整備を行った。

況に係る月例点検の記録及び金庫による現金等

また、平成21年６月開催の事務部会議で、公

保管台帳の整備を行った。

金管理の重要性について再確認し、適正な公金

また、平成21年６月開催の職場会議で、所属

管理について、周知徹底を図った。

長及び出納員の月例点検及び適正な公金管理に

⑥

府立大江高等学校（監査実施年月日：平成21

ついて、周知徹底を図った。
②

年６月15日）

丹後教育局（監査実施年月日：平成21年６月

（指摘事項）

15日）

資金前渡金受払簿が一部記載されていない事

（注意事項）

例並びに所属長による現金等の管理状況に係る

所属長による現金等の管理状況に係る月例点

月例点検の記録及び金庫による現金等保管台帳

検の記録が整備されていない事例及び金庫によ

が整備されていない事例が認められた。

る現金等保管台帳が一部整備されていない事例

（措置の内容）

が認められた。

平成21年６月に資金前渡金受払簿、所属長に

（措置の内容）

よる現金等の管理状況に係る月例点検の記録及

平成21年６月に所属長による現金等の管理状

び金庫による現金等保管台帳の整備を行った。

況に係る月例点検の記録及び金庫による現金等

また、平成21年６月開催の事務部会議で、公

保管台帳の整備を行った。

金管理の重要性について再確認し、適正な公金

また、平成21年６月開催の職場会議で、所属

管理について、周知徹底を図った。

長及び出納員の月例点検及び適正な公金管理に

⑦

府立峰山高等学校（監査実施年月日：平成21

ついて、周知徹底を図った。
③

年６月16日）

府立朱雀高等学校（監査実施年月日：平成21

（注意事項）

年６月16日）

委託公衆電話料金の一時保管金への払込に係

（注意事項）

る現金出納簿が整備されていない事例が認めら

金庫による現金等保管台帳が一部整備されて

れた。

いない事例が認められた。

（措置の内容）

（措置の内容）

平成21年６月に委託公衆電話料金の一時保管

平成21年６月に金庫による現金等保管台帳の

金への払込に係る現金出納簿の整備を行った。

整備を行った。

また、平成21年６月開催の職員会議で、公金

また、平成21年７月開催の事務部会議（全日

管理の重要性について再確認し、適正な公金管

制・定時制・通信制）で、適正な公金管理につ
いて、周知徹底を図った。
④

府立東稜高等学校（監査実施年月日：平成21

理について、周知徹底を図った。
４
ò

警察本部
①

七条警察署（監査実施年月日：平成21年６月

年６月16日）

15日）

（注意事項）

（注意事項）

所属長による現金等の管理状況に係る月例点

金庫による現金等の保管台帳が整備されてい
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京

都

ない事例が認められた。

府

公

報
②

（措置の内容）

金曜日

丹後広域振興局（監査実施年月日：平成21年
６月16日）

平成21年６月から京都府の所有に属さない現

（注意事項）

金等を公用金庫で保管する場合は、「金庫によ

資金前渡金受払簿が一部記載されていない事

る現金等保管台帳」を入出庫の都度記載するよ

例が認められた。

うに公金を含めた現金等の適正な管理を徹底し

（措置の内容）

た。また、平成21年６月に開催された会議にお

未記載部分の記載を平成21年６月17日に行う

いて、警察本部総務部会計課は各警察署に対し

とともに、平成21年６月の室会議において資金

て、現金等の適正保管についての再徹底を図る

前渡金受払簿への記載について周知徹底を図っ

べく留意事項を指示した。

た。

②

下鴨警察署（監査実施年月日：平成21年６月
15日）

【工事監査】
教育委員会

（注意事項）
金庫による現金等の保管台帳が整備されてい

府立京都八幡高等学校特別教室棟改築工事（監
査実施年月日：平成21年５月26日）

ない事例が認められた。

（指摘事項）

（措置の内容）

部材の数量を誤り、過小積算となっている事

平成21年６月から京都府の所有に属さない現

例が認められた。（過小積算額：2,782,500円）

金等を公用金庫で保管する場合は、「金庫によ

（措置の内容）

る現金等保管台帳」を備え付け、公金を含めた

平成21年６月開催の課内会議で、適正な設計

現金等の適正な管理を徹底した。また、平成21

積算及び複数職員による相互チェック体制の点

年６月に開催された会議において、警察本部総
務部会計課は各警察署に対して、現金等の適正
保管についての再徹底を図るべく留意事項を指
示した。
５
ò

検強化について、周知徹底を図った。
【例月出納検査】
１ 知事直轄組織
ò

①

労働委員会事務局（監査実施年月日：平成21年

広報課（監査実施年月日：平成21年５月27
日・28日）

６月15日）

（注意事項）

（注意事項）

物品調達等の支出に関する添付書類である納

所属長による現金等の管理状況に係る月例点

品書の日付の記載に留意を要する事例が認めら

検の記録が一部整備されていない事例が認めら

れた。

れた。

（措置の内容）

（措置の内容）

平成21年６月開催の職員会議で、納品書添付

平成21年６月に適正な月例点検簿を整備し、

の制度趣旨・内容を説明するとともに、納品書

毎月月末に月例点検を実施するとともに、関係
法令、通知等を再度徹底し適正な公金管理に十

の記載内容の確認について周知徹底を図った。
②

国際課（監査実施年月日：平成21年５月27

分留意するよう、平成21年６月の職員会議にお

日・28日）

いて関係職員に対し周知徹底を図った。

（注意事項）

６
ò

広域振興局
①

物品調達等の支出に関する添付書類である納

南丹土木事務所（監査実施年月日：平成21年

品書の日付の記載に留意を要する事例が認めら

６月16日）

れた。

（指摘事項）

（措置の内容）

公用車内に置かれていた所在者不明の現金が

平成21年６月開催の職員会議で、納品書添付

公用金庫の管理責任者の認識のないまま公用金

の制度趣旨・内容を説明するとともに、納品書

庫に収納されている事例及び金庫による現金等
保管台帳が一部整備されていない事例が認めら

の記載内容の確認について周知徹底を図った。
③

給与厚生課（監査実施年月日：平成21年５月

れた。

27日・28日）

（措置の内容）

（注意事項）

平成21年６月17日開催の室長会議で、全職員

414

平成22年４月23日

職員への旅費の支給が大幅に遅延している事

に公金の適正な管理を周知徹底した。所有者不

例が認められた。

明の現金は、南丹警察署に届け出たが遺失物に

（措置の内容）

あたらず受理されなかったので、平成21年７月

出張後速やかに旅費請求を行うことについ

７日に府の歳入に受け入れた。現金等保管台帳

て、平成21年６月開催の課内会議で周知徹底を

に未記載の預金通帳等は平成21年６月末に関係

図った。

職員に返却した。

（注意事項）

京

都

府

公

報

平成22年４月23日

金曜日

物品調達等の支出に関する添付書類である納

に、平成21年５月29日付け１入第141号会計管

品書の日付の記載に留意を要する事例が認めら

理者付参事通知を平成21年６月に課内及び部内

れた。

各室課に通知する際においても、改めて納品書

（措置の内容）

の適正な処理について留意するよう依頼した。

平成21年６月開催の担当者会議で、会計規則

４
ò

文化環境部
文化環境総務課（監査実施年月日：平成21年

に基づく適正な事務処理及び複数職員によるチ
ェック体制の強化について、周知徹底を図った。

５月27日・28日）

総務部

（注意事項）

２
ò

①

財政課（監査実施年月日：平成21年５月27

物品調達等の支出に関する添付書類である納

日・28日）

品書の日付の記載に留意を要する事例が認めら

（注意事項）

れた。

物品調達等の支出に関する添付書類である納

（措置の内容）

品書の日付の記載に留意を要する事例が認めら

平成21年５月開催の課内会議において、再度

れた。

納品書の添付についての制度内容・趣旨を説明

（措置の内容）

し、適切な事務処理について周知徹底を図ると
ともに、平成21年５月29日付け１入第141号会

納品書添付の制度を踏まえた支出業務の厳正な

計管理者付参事通知を平成21年６月に課内及び

処理及び納品時に業者に納品日の記載を依頼す

部内各室課に通知する際においても、改めて納

るよう、周知徹底を図った。

品書の適正な処理について留意するよう依頼し

②

平成21年５月開催の係会議で、職員に対し、

自治振興課（監査実施年月日：平成21年５月
27日・28日）

た。
５
ò

健康福祉部
こども未来課（監査実施年月日：平成21年５

（注意事項）

月27日・28日）

物品調達等の支出に関する添付書類である納

（注意事項）

品書の日付の記載に留意を要する事例が認めら

業務委託契約において、単独随意契約をした

れた。

理由の妥当性に疑義のある事例が認められた。

（措置の内容）

（措置の内容）

平成21年５月開催の課内会議で、納品書の記

単独随意契約を行う場合は、他の参加可能業

強化し、適正な事務処理を行うよう周知徹底を

者の有無について十分確認するよう、平成21年

図った。

５月の課内会議で徹底した。

３
ò

載内容の確認について、職員相互の確認体制を

政策企画部
①

文化学術研究都市推進室（監査実施年月日：

６
ò

商工労働観光部
産業労働総務課（監査実施年月日：平成21年

平成21年５月27日・28日）

５月27日・28日）

（注意事項）

（注意事項）

職員への旅費の支給が大幅に遅延している事

使用料に係る支出科目を誤っている事例が認

例が認められた。

められた。

（措置の内容）

（措置の内容）

平成21年６月に電子システム入力操作につい

平成21年５月に支出更正命令を行い適切な科

て、室職員に対して改めてシステム、マニュア

目からの支出へ更正するとともに、平成21年５

ルを用いて説明・実習を行うとともに、多忙時

月の課内会議において関係職員に対し周知徹底

等の旅費入力について、室内職員の相互協力が

を図った。

図られるよう、平成21年６月開催の定例会議に
おいて提案し、再発防止の徹底を図った。
②

企画総務課（監査実施年月日：平成21年５月
27日・28日）
（注意事項）
物品調達等の支出に関する添付書類である納
品書の日付の記載に留意を要する事例が認めら
れた。
（措置の内容）

22年監査公表第５号
特定非営利活動法人行政監視機構から請求のあった事

平成21年５月開催の課内会議において、再度

項について、地方自治法（昭和22年法律第67号）第242

納品書の添付についての制度内容・趣旨を説明

条第４項の規定により、監査を執行したので、その結果

し、適切な事務処理について徹底を図るととも

を次のとおり公表する。
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京

都

府

公

平成22年４月23日

報

平成22年４月23日

金曜日

て、国の指定基準を超えない範囲に是正するよう
京都府監査委員

千

歳

利三郎

同

武

田

祥

夫

同

道

林

邦

彦

本件請求について、平成20年４月から平成21年１

同

村

山

佳

也

月までの地域手当の支出については、支出の日から

勧告することを求める。
第２

請求の受理

１年を経過した請求であると認められるが、法第
住民監査請求に係る監査結果

242条第２項ただし書に規定する正当な理由の説明
がないため、請求人の陳述及び新たな証拠の提出を

第１

監査の請求

１

請求書の提出
請求人特定非営利活動法人行政監視機構から、平

待って判断することとし、請求を受理した。
第３
１

請求人の証拠の提出及び陳述
請求人に対して、法第242条第６項の規定により、

成22年２月12日に地方自治法（昭和22年法律第67号。

平成22年２月26日に新たな証拠の提出及び陳述の機

以下「法」という。）第242条第１項の規定により、

会を与えた。また、同条第７項の規定により関係執

監査請求書の提出があった。

行機関の職員の立会いを認めたところ、関係執行機

２

請求人

関の職員４名が立ち会った。
京都府城陽市平川広田22番地の51

名称

特定非営利活動法人行政監視機構

３

住所

請求の要旨
請求の要旨は、監査請求書によれば次のとおりで
ある。
１
ò

国をはじめとして京都府（以下「府」という。）

という。）が出席し、請求の要旨を補完する以下の
趣旨の陳述を行った。
なお、請求人から新たな証拠として「地域手当市
新たな資料を提出したので、この件について、補
足説明をする。

においても、行財政を取り巻く環境は極めて厳

本件請求は、平成20年度の地域手当の決算額を対

しく、自ら徹底した行財政改革が求められてお

象にしており、その決算額に関わる国及び府の支給

り、地方公務員法（昭和25年法律第261号。以

割合が基本となるが、本件請求書とともに提出した

下「公務員法」という。）第59条（技術的助言）

資料では、国及び府の支給割合について平成22年４

及び法第245条の４（技術的な助言）に基づき、

月１日現在のものが記載されており、整合性がとれ

総務事務次官から各都道府県知事等あてに地方

ないので新たに資料を提出した。今回提出した資料

公務員の給与改定に関する取扱い等についての

の支給割合に基づき、府の支給割合が国の支給割合

通知（以下「総務次官通知」という。）が出さ

を超える部分は、15億2,456万5,700円となるので訂

れている。

正する。

イ

府において、地域手当の運用等に問題が残さ
れている。

監査請求期間の１年を超えている理由についてで
あるが、本件請求は、個別の事案ではなく、いわゆ

「地域手当」は、原則として、国における地

る組織を対象とした決算額を基に請求しており、そ

域手当の指定基準に基づいて支給地域及び支給

の決算額は、出納閉鎖後に議会において認定されて

割合を定めるものとされているが、府は支給地

初めて公式なものになると理解をしている。したが

域に該当していない地域16地域に、地域手当を

って、事業年度は３月末をもって終わるので、４月

支給しているとともに、４地域で指定基準に基

１日に監査請求することも可能だが、実質的にはそ

づく支給割合を超えて支給しており、その支給

れは不可能であり、本件請求は支払日から１年を経

総額は、平成20年度決算額で12億5,406万３千

過しているが、正当な理由がある。

円にも達している。
ウ

本件請求の背景についてであるが、複数の自治体

このことは、地域手当の趣旨が没却され、国

関係者から、府は、国の支給割合を超え地域手当を

及び総務次官通知に反する法令違反の不当な支

支給していると聞き、その事実が確認できたので、

給であり、府に損害を与えている。

本件請求を行うこととした。

エ

上記主張を証する書面として、次に掲げる書

国の基準を超え地域手当を支給していることにつ

面の提出があった。

いて、社会的に妥当なのか。府の側からすれば、府

・地域手当市町村別支給割合

の条例や府人事委員会からの勧告、さらには議会で

・府の地域手当市町村別支給割合が国基準を上

承認を得た予算を適正に執行しているに過ぎないと

回る支給実績表
２ 請求人の措置要求
ò

416

当日は、請求人の理事長半田忠雄（以下「理事長」

町村別支給割合」の提出があった。

請求人の主張
ア

２

いうことだろうが、それでは国の基準は、どういう
性格のものなのか。

京都府知事に対し、平成20年度の地域手当につ

現在、市町村は財政的に逼迫しており、職員に支

いて、国の基準を上回る部分を手当受給者から返

払う退職手当の基金が枯渇している現状にあるが、

還を求めるとともに、平成20年度以降の分につい

国の指導は、地域手当が国基準を上回る部分につい

京

都

ては起債を認めず、国基準と同じ若しくはそれ以下

府

公

報

平成22年４月23日

金曜日

生計費等も考慮し、具体的には、

にすることを条件にして起債を認めているという話

・京都市

も聞いている。

・宇治市、亀岡市などの京都市周辺の地域

しかし、府に関しては、どういう根拠で特別な扱

10％

・相楽郡木津町などの地域

６％

３％

とし、これら以外の府の地域についても、平成21年

からなのか。このような極めて特異な支給方法をと

度までは暫定的に３％の支給割合とするとともに、

っていることについて疑問である。監査委員の判断

段階的導入のため、平成21年度までの経過措置も併

を仰ぎたい。

せて勧告されたところである。

第４

いがされているのか。財政的に問題が生じていない

関係執行機関の陳述

１

府は、この勧告どおりの内容で、職員の給与等に
関する条例（昭和31年京都府条例第28号。以下「条

ともに、法第242条第７項の規定により、請求人の

例」という。）の改正を行い、平成18年度から地域

立会いを認めたところ、理事長が陳述に立ち会った。

手当を導入したところである。

２

関係執行機関の職員に対して陳述の聴取を行うと

関係執行機関の職員４名が出席し、職員長が請求
の要旨に対する以下の趣旨の陳述を行った。
本件請求の対象である地域手当は、国においては、
平成17年の人事院による「国家公務員の給与に関す

また、経過措置に係る支給割合については、平成
18年度以降、毎年、職員の地域手当に関する規則
（京都府人事委員会規則６‑89。以下「規則」とい
う。）において規定してきている。

る報告及び給与改定に関する勧告」（以下「人事院

なお、地域手当を含む府職員の給与は、毎年の勧

勧告」という。）に基づき、平成18年度から実施さ

告において民間企業従業員の給与と比較され、その

れた給与構造改革の一環として創設された手当であ

都度、公民均衡を図って決定されている。

る。
この給与構造改革は、地域の公務員給与がそれぞ

本件請求の対象となった地域手当に係る公金支出
は、条例及び規則に基づく適正なものである。また、

れの地域の民間賃金水準をより適切に反映したもの

条例及び規則については、人事行政の専門的・中立

となるよう地域間配分を見直すことを一つの主眼に

機関である府人事委員会の勧告に基づくものであ

しており、全国共通の俸給表制度を維持しつつ、民

り、情勢適応の原則、均衡の原則、給与条例主義な

間賃金の低い地域を考慮して俸給表水準を全体とし

どの職員の給与決定の根本基準を踏まえたものであ

て4.8％引き下げた上で、これによって生じた原資

ることから、法第204条あるいは公務員法第24条の

により、民間賃金水準が高い地域では地域間調整を

趣旨に合致したものである。

図るための手当を支給する仕組みとして、地域手当
制度が創設されたものである。

総務次官通知は、「原則として国における地域手
当の指定基準に基づいて支給地域及び支給割合を定

国における地域手当は、民間賃金水準が一定以上

めること」を求めているが、同通知は、あくまでも

の高い地域に在勤する職員等を対象に、俸給月額等

技術的助言に止まるものである上、「都道府県にあ

に３％から最高18％を乗じて得た額を支給すること

っては、人事管理上一定の考慮が必要となる場合等

とされており、平成18年度から支給割合を変更しな

であっても、地域手当の趣旨が没却されるような措

がら段階的に導入され、平成22年度までに完成させ

置は厳に行わないこと」としており、いわゆる一律

るものとされている。

支給を排除する反面、地域の実情を一定考慮するこ

なお、国においては、国家公務員の在勤状況等を

とを容認しているものであり、国における地域手当

踏まえ、人口５万人以上でかつ国家公務員が在勤す

の制度趣旨と地域の実情を踏まえた府の取扱いは総

る市等を支給地域として指定しており、全国の市町

務次官通知の趣旨を逸脱したものとは理解していな

村を同一の尺度で判断したものとはなっていない。

い。

府においても、平成17年10月14日の府人事委員会

なお、平成17年の勧告において、これらの措置に

による「職員の給与等に関する報告及び勧告」（以

ついては、公務員給与を取り巻く諸情勢の動向や給

下「勧告」という。）において、給与構造改革の導

与構造の改革の実施状況を踏まえ、平成21年度を目

入により、給料表水準を国と同様に引き下げるとと

途に点検・検証を行うことも同時に報告されてお

もに、地域手当の創設及び具体的な支給地域、支給

り、平成21年の勧告において、①地域の連続性・一

割合等が勧告されている。

体性、②地域毎の民間賃金水準や通勤の状況、③物

この勧告では、人事院の見直しの考え方が各都道

価、生計費等の生活関連諸状況、④他の都道府県の

府県における公民均衡の状況、組織・人員の配置実

措置状況、⑤人事管理上の必要性や改定経過を総合

態等まで考慮されたものとはなっていないこと、府

的に考慮して、地域間配分を見直し、平成22年度か

人事委員会に設置した有識者で構成する「京都府職

らは、

員の地域給のあり方に関する研究会」の意見、更に

・京都市

総務次官通知の趣旨等を踏まえて検討された結果、

・宇治市、亀岡市などの京都市周辺の地域

①人事院勧告を基本としつつ府の実情を踏まえ、②

・その他の府の地域

地域の連続性・一体性を考慮するとともに、③物価、

９％
５％

2.8％

とするよう勧告されたところであり、平成21年11月

417

京

都

府

公

報

平成22年４月23日
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府議会定例会において、この勧告どおり条例が改正

調査するとともに、監査対象部局からの説明の聴取

され、平成22年４月１日から施行されることとなっ

等によって行い、その結果、次の事項を確認した。

ている。

１ 国における地域手当は、平成17年８月15日の人
ò

監査の実施

事院勧告に基づき、平成18年度から実施された給

監査対象事項

与構造改革の一環として、一般職の職員の給与に

法第242条第２項の規定によれば、正当な理由が

関する法律等の一部を改正する法律（平成17年法

あるときを除き、支出があった日から１年を経過し

律第113号。以下「改正給与法」という。）により

たときは請求できないこととされており、本件請求

創設された手当である。

第５
１

にある平成20年度分の地域手当のうち、平成20年４

給与構造改革においては、地域の公務員給与が

月から平成21年１月までの支出は、既に支出があっ

それぞれの地域の民間賃金水準をより適切に反映

た日から１年を経過している。

させるため、全国共通の俸給表水準を全国の民間

この点について、請求人は、陳述において、本件

賃金水準のうち最も低い地域ブロックの水準に合

請求は平成20年度決算額を基にしたものであり、当

わせ、平均4.8％引き下げた上で、これによって

該決算額は、出納閉鎖後、府議会において認定され

生じた原資により、民間賃金水準が高い市町村に

て初めて公式なものになることから、支出があった

勤務する国家公務員等に対して地域手当を支給す

日から１年を経過しているが、同条第２項ただし書

ることとされたところである。
手当の支給額は、在勤地に応じて、俸給月額等

による正当な理由が存在すると主張している。
しかしながら、国の基準を上回る府の地域手当の

に３％から最高18％を乗じて得た額を支給するこ

支給が、法第242条第１項に規定する違法又は不当

ととされており、その支給割合が地域手当の創設

な公金の支出に当たるとの本件請求の趣旨からすれ

に伴い廃止された調整手当の支給割合と異なる地

ば、

域については、経過措置として平成18年度から段

①

階的に変更しながら導入され、平成22年度までに

平成20年度決算の調製や府議会による認定を考

制度を完成させるものとされている。

慮する必要性がないこと、
②

府の地域手当の支給割合等は条例及び規則で明

２
ò

地方公務員に対する地域手当については、改正
給与法により法第204条が改正され、「普通地方公

記されていること、
地域手当の府制度と国基準との比較や平均支給

共団体は条例で職員に対し地域手当を支給するこ

率について、「人事行政の運営等の状況」として、

とができる」、「その額及び支給方法は条例でこれ

毎年、府公報に登載の上、府のホームページで公

を定めなければならない」とされている。

③

表されていること

３
ò

府においては、平成17年10月14日の勧告で、給

を考慮すると、本件請求にある財務会計行為の存在

与構造改革として、国と同様に給料表水準を引き

又は内容については、相当の注意力をもって調査を

下げるとともに、地域手当の創設が勧告されてい

尽くせば監査請求をするに足りる程度に、当該行為

る。

のあった日から１年を経過することなく知ることが

この勧告では、人事院の見直しの考え方は、全

できるものであり、正当な理由があると認める特段

体的な給与水準を維持した上で地域間調整を図ろ

の事情は認められない。

うとするものであり、各都道府県における公民均

以上のことから、平成20年度分の地域手当のうち、

衡の状況や組織・人員の配置実態等まで考慮され

平成20年４月から平成21年１月までの支出について

ていないことなどから、府の地域手当については、

は監査対象としないこととし、本件の監査対象事項

人事院勧告の内容を基本としつつも、

は次のとおりとした。

①

国は府内に官署のない市町村があるが、府は
府内全市町村に公署及び職員を配置しており、

平成21年２月及び３月の地域手当の支出（以下

府内全域を対象に広域異動が行われること、

「本件支出」という。）が、法第242条第１項に規定
する違法又は不当な公金の支出に該当するかどう

②

民間事業所の集積や賃金水準差の状況、

か。

③

住民の通勤実態や生活圏のつながり等、地域

２

の連続性・一体性、

監査対象部局

第６

知事直轄組織（職員長)

④

監査の結果

などの府の実情等を踏まえ、改定措置を講じる必

本件請求については、合議により次のとおり決定

要があるとされ、具体的な支給地域や支給割合、

した。
本件措置請求事項に係る請求人の主張には理由が
ないものと認め、これを棄却する。
１
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物価・生計費

手当額等が勧告されている。
また、国制度が平成22年度までに段階的に導入
されることから、府においても、支給割合が調整

以下、事実関係の確認及び判断について述べる。

手当の支給割合と異なる地域について、段階的に

事実関係の確認

導入することとし、特に支給割合が引き下げとな

本件監査は、監査対象事項に関し、関係書類等を

る地域については激変緩和措置として、平成21年

京

都

府

公

報

度までの経過措置が併せて勧告されている。

平成22年４月23日

金曜日

条の４第１項の規定による技術的助言に当たる
が、技術的助言とは、客観的に妥当性のある行為

経過措置の勧告内容は、別添資料１のとおりであ

又は措置を実施するよう促したり、又はこれを実

る。

施するために必要な事項を示したりするものとさ

４
ò

なお、地域手当の支給地域及び支給割合並びに

府においては、改正給与法の成立を受け、平成

れており、重要な指針の一つではあるが、あくま

17年の勧告を踏まえた職員の給与改定を内容とす
る職員の給与等に関する条例等の一部を改正する

でも助言に止まるものと解される。
９
ò

総務次官通知において、地域手当に関しては、

条例（平成17年京都府条例第47号）が、平成17年

「原則として国における地域手当の指定基準に基

12月府議会定例会において提案・可決され、地域

づいて支給地域及び支給割合を定めること」とさ

手当に係る規定については平成18年４月１日から

れており、「都道府県にあっては、人事管理上一

施行されたところである。

定の考慮が必要となる場合等であっても、地域手

また、経過措置の内容など地域手当の取扱いの

当の趣旨が没却されるような措置は厳に行わない

詳細を定める規則については、府人事委員会にお

こと」とされている。

いて平成18年３月31日に公布され、条例と同様に

これは、地域の民間賃金の水準差を反映しない

同年４月１日から施行されたところである。

一律支給のような「地域手当の趣旨が没却される」

なお、規則における経過措置の規定については、

措置を戒めているものの、市町村と異なり都道府
県においては、職員配置や広域異動の状況等人事

年の勧告内容を踏まえ、毎年度、段階的に改正さ

管理上必要がある場合については、国と異なる独

れている。

自の取扱いすべてが否定されるものではないとの

５
ò

毎年の公民均衡の状況等を考慮しながら、平成17

本件支出当時の条例及び規則における地域手当
の支給地域、支給割合等の規定内容は、別添資料

趣旨と解される。
10
ò

府は、これまでに、総務省から地域手当に関す

２のとおりであり、本件支出は、これらの規定ど

る問い合わせがあった場合、現行制度は人事行政

おり支出されている。

の専門機関である府人事委員会の勧告を踏まえて
条例化したものであること、平成22年度までは国

の支給割合と国基準による支給割合については、

においても経過措置期間中であり、府も同年度に

別添資料３のとおりである。

は府職員総体として国基準とほぼ均衡する制度に

６
ò

また、本件支出当時における市町村別の府職員

本件支出は、条例及び規則に基づく激変緩和の

なることが条例の条文上明らかであることなど、

ための経過措置期間中の支出であるため、一時的

府制度の内容、考え方等を説明し、一定理解を得

に国基準を上回る支出となっているが、国制度が

てきている。

段階的に導入され、その制度完成が平成22年度で

また、これまでにあった総務省からの問い合わ

あることから、同年度には府の地域手当について

せについては、府職員総体の平均支給割合が国基

も府職員総体として国基準とほぼ均衡する内容に

準を上回るかどうかという点に重点が置かれたも

なるよう制度設計されている。
なお、府は、経過措置期間中、地域手当が国基

のとなっている。
11
ò

平成22年度からの地域手当の改正については、

準を上回る一方で、職員の昇給幅を抑制すること

平成21年の勧告を踏まえ、条例を改正したことに

により、給与構造改革の総体としての原資の確保

よるものである。
これは、平成17年の勧告において、公務員給与

を行っている。
７
ò

公務員法第24条第３項では、給与決定の根本基

を取り巻く諸情勢の動向や給与構造改革の実施状

準の一つである均衡の原則として、職員の給与は、

況を踏まえる観点から、平成21年度を目途に地域

生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並び

手当について点検・検証を行うこととされていた

に民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮し

ため、昨年、府人事委員会が、最新の統計データ

て定めなけらばならない旨が規定されている。

等を基に点検・検証を行い、国基準の平均支給割

府の地域手当については、この均衡の原則の趣

合を上回らない範囲で、地域の民間賃金水準や通

旨を踏まえ、前述のとおり、平成22年度には府職

勤状況、物価・生計費、人事管理上の必要性、他

員総体として国基準とほぼ均衡する制度とされ、

府県状況等を総合的に考慮し、支給割合の改定に

国との均衡を考慮するとともに、地域手当を含む

ついて勧告を行ったことによるものであり、平成

府職員の給与は、経過措置期間中であっても、毎

22年度の府職員総体としての平均支給割合は、国

年、民間企業従業員の給与と比較され、その都度、

基準を上回らないこととなっている。

公民均衡が図られてきている。
８
ò

12
ò

平成21年４月１日現在の各都道府県における地

総務省からは、地方公務員の給与改定に関する

域手当の状況は、国基準による支給地域があり、

取扱いについて、毎年、総務次官通知が発出され

かつ地域手当を支給している都道府県は29団体あ

ている。

り、そのうち支給地域及び支給割合が国基準と異

総務次官通知は、公務員法第59条及び法第245

なる団体は、京都府を含め21団体に上っている。

419

京
２

都

府

公

報

平成22年４月23日

金曜日

判断

１日においてそれらの名称を有する市又は町の同日に

上記事実関係を踏まえ、本件監査の判断は次のと

おける区域によって示された地域を示し、その後にお
けるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するも

おりである。
１
ò

のの区域の変更によって影響されるものではない。

地方公務員に対する地域手当の額及び支給方法

２

については、法第204条第３項において、条例で
定めなければならないとされている。
府においては、地域手当の支給地域、支給割合
等について、人事行政の専門機関である府人事委
員会の勧告に基づいた内容により、条例及び規則
で規定されている。これらの規定により、府職員
に対する地域手当は、適正に支給されていると認
められる。
２
ò

上記以外の府の地域については、平成22年３月31日
までの間は、100分の３の支給割合とする。

別表第12

地域手当の経過措置

支 給 割 合
平成18年３月31
別表第11に掲
日の調整手当の
げる支給割合
支給割合
平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度
100分の18

100分の12

国家公務員に対してとられる措置に準じた支給割合

100分の６

100分の８

100分の８

100分の７

100分の６

100分の６

100分の３

100分の６

100分の６

100分の５

100分の４

100分の３

本件支出において国基準を上回る部分があるの
は事実であるが、これは激変緩和のための経過措
置による一時的なものであり、国制度が完成する

備考

１

平成22年度には、府制度についても全体としてみ

この表の適用を受ける職員の異動保障措置の適用に

ついては、当該異動がなかったものとした場合に適用

れば国基準とほぼ均衡する制度とされている。

される支給割合を限度とする。

また、地域手当を含む府職員の給与は、人事委

２

京都市のうち平成17年３月31日における北桑田郡京

員会により、毎年、府内の民間企業従業員の給与

北町の区域に係る経過措置は、国家公務員に対してと

と比較され、その都度、公民均衡が図られており、

られる措置に準じた支給割合とする。

地域の実態を踏まえた勧告に基づくものとなって
（別添資料２）

いる。
したがって、府制度は国や民間事業従事者の給

◇

職員の給与等に関する条例（昭和31年京都府条例第
28号）（抜粋）

与等と均衡が図られており、公務員法上の均衡の
原則の趣旨を逸脱しているとは言えないと考え

（地域手当）

る。

第12条の２

３
ò

地域手当は、当該地域における民間の賃金

水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して、

総務次官通知は、重要な指針の一つではあるが、
その位置づけは、公務員法及び法に基づく技術的

別表第７に掲げる支給地域に在勤する職員に支給す

助言に止まるものである。

る。当該支給地域に近接する地域のうち民間の賃金水

また、総務次官通知は、地域手当に関し地域の

準及び物価等に関する事情が当該支給地域に準じる地

実情を一定考慮することを容認していると解され

域に所在する公署で人事委員会規則で定めるものに在

ることから、府制度は同通知の趣旨を逸脱してい

勤する職員についても、同様とする。
２

るとは言えないと考える。
４
ò

以上のことから、本件支出について、違法又は
不当な公金の支出とするに足りる事由は認められ

地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当
の月額の合計額に、別表第７に掲げる級地の区分に応
じて、同表に定める支給割合を乗じて得た額とする。

別表第７（第12条の２関係）

ない。

地域手当支給区分表
（別添資料１）

※平成17年京都府人事委員会勧告より

抜粋

区分

別表第11
級

支給地域

支給割合

地域手当の支給地域及び支給割合

地

支給地域

１級地 東京都の特別区

100分の18

２級地 京都市

100分の10

支給割合

１級地 東京都の特別区

100分の18

２級地 京都市

100分の10

３級地 宇治市、亀岡市、城陽市、向日市、長岡京 100分の６
市、八幡市、京田辺市、乙訓郡大山崎町、
久世郡久御山町
３級地 宇治市、亀岡市、城陽市、向日市、長岡京 100分の６
市、八幡市、京田辺市、乙訓郡大山崎町、

４級地 相楽郡木津町、相楽郡加茂町、相楽郡精華 100分の３

久世郡久御山町
４級地 相楽郡木津町、相楽郡加茂町、相楽郡精華 100分の３

町
備考

１

この表の支給地域の欄に掲げる地域は、平成18年４

月１日においてそれらの名称を有する市又は町の同日

町

における区域をもつて示された地域を示し、その後に
備考

１

420

この表の支給地域欄に掲げる名称は、平成17年４月

おけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有する

京

都

ものの区域の変更によつて影響されないものとする。
２

府

公

報

平成22年４月23日

金曜日

京都市

10％

10％

福知山市

４％

０％

舞鶴市

４％

０％

綾部市

４％

０％

宇治市

６％

６％

宮津市

４％

０％

亀岡市

６％

４％

城陽市

６％

３％

向日市

６％

３％

長岡京市

６％

６％

八幡市

６％

３％

京田辺市

６％

４％

京丹後市

４％

０％

南丹市

４％

０％

木津川市のうち
旧木津町・加茂町

４％

３％

木津川市のうち
旧山城町

４％

０％

大山崎町

６％

３％

久御山町

６％

０％

井手町

４％

０％

宇治田原町

４％

０％

笠置町

４％

０％

和束町

４％

０％

精華町

４％

３％

南山城村

４％

０％

京丹波町

４％

０％

伊根町

４％

０％

与謝野町

４％

０％

平成22年３月31日までの間、この表の支給地域の欄

に掲げる地域以外の府の地域を支給地域とし、支給割
合を100分の３とする。
３

第12条の２第１項の人事委員会規則で定める公署の

級地は、人事委員会規則で定める。

◇

職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例
（平成17年条例第47号）（抜粋）

附

則

（平成22年３月31日までの間における給与条例の適用に
関する特例）
18

平成22年３月31日までの間における次の表の左欄に
掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規
定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄
に掲げる字句とする。
＜略＞

別表第７ 100分の18 100分の18を超えない範囲内で人事委員
会規則で定める割合
100分の10 100分の10を超えない範囲内で人事委員
会規則で定める割合
100分の６ 100分の８を超えない範囲内で人事委員
会規則で定める割合
100分の３ 100分の６を超えない範囲内で人事委員
会規則で定める割合

◇

職員の地域手当に関する規則（京都府人事委員会規
則６‑89）（抜粋）
※平成20年度当時

附

則

（平成21年３月31日までの間における条例別表第７の規
定による地域手当の支給割合）
３

平成22年３月31日までの間における条例別表第７の
人事委員会規則で定める割合は、平成20年４月１日か
ら平成21年３月31日までの間については、次の各号に
掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
１
ò

１級地の項

100分の16

２
ò

２級地の項

100分の10。ただし、平成17年３月

31日における北桑田郡京北町の区域にあっては、
100分の９
３
ò

３級地の項

100分の６

４
ò

４級地の項

100分の４

５
ò

備考の２

100分の４

（別添資料３）
府職員に係る地域手当の市町村別支給割合
市町村名
東京都特別区

府の支給割合

国制度の支給割合

16％

16％

421

