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地方自治法（昭和��年法律第��号）第���条第�項�規定�	
実施��平成�年度会計�係�定期監査�結果�基�

�講��措置����、島根県知事、島根県教育委員会委員長及�島根県公安委員会委員長��平成��年�月末日���

通知������、同条第��項�規定�基��次�� 
公表!�。

平成��年"月#日

島根県監査委員 福 間 賢 造

同 大 屋 俊 弘

同 山 $ 悠 雄

同 谷 本 敏

号外第��号 平成��年"月#日 (�)
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定期監査�結果�関!�報告�基��講��措置

����������������������������������������������������

�
�
�
�
�

����������������������������������������������������

�
�
�
�
�

平成��年"月#日 (金)
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(毎週火・金曜日発行)
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島 根 県 報

平成��年度会計�係�定期監査�結果�基��講�	措置�内容

号外第

号 平成��年月�日(�)

指 摘 事 項 措 置 � 内 容

� �������	��

� 
���

� ������������

行政評価研修資料印刷請負契約����、会計規

則第��条���規定���予定価格調書�作成�省

略�������������� !、作成"#�

���$	。

（政策企画監室）

① 今後%、会計規則�基��、適切�事務処理�努

&�。

� ���

� � �!"#���������

西郷港旅客上屋使用料及'同上屋()*+負担金

（水道料金）�係�平成��年度収入未済分���

�、収入調定�取消事由�������� !調定

�取�消,、平成�-年度�収入�,�改&�調定"

#��	。

（隠岐支庁県土整備事務所）

① 会計規則及'財務処理�熟知不足������.

�間違��生�	。今後%会計規則/財務処理�熟

知,適正�処理�努&�。

�0、指摘�1$	案件����%債権管理簿�

作成,督促等�作業�行$���。

$ ������������

次�契約����、会計規則第��条���規定�

��予定価格調書�作成�省略���������

����� !、作成"#����$	。

・複写機�長期継続契約

（営繕課）

・,23原子力広報「4+5�広場（号外）」新聞

折込業務契約

（消防防災課）

② 今後、契約事務�1	$�%、適正�処理���

.努&�。

（営繕課）

今後%会計規則�規定�基��、適切�処理�努

&�。

（消防防災課）

% ��#���������

4 東庁舎棟屋屋根防水修繕工事請負契約���

�、建設業法第�-条�規定���契約書�作成,

�6#7� ������� !、作成"#��

��$	。

（管財課）

③

4 今後適正�事務処理�努&�。

8 浜田合同庁舎�産業廃棄物�処分����、廃

棄物�処理及'清掃�関��法律施行令第9条�

�第�号�規定���契約書�作成,�6#7�

 ������� !、産業廃棄物�収集運搬及

'処分業務委託契約書�作成"#!、産業廃棄物

管理票�交付�"#����$	。

（西部県民:*;<）

8 廃棄物�処理及'清掃�関��法律施行令第9

条��第�号�規定�遵守,、今後適正�執行�

努&�。

= 竹島問題�関��調査研究最終報告書�印刷請

負契約����、契約保証金�徴�����,�

= 契約事務�1	$�%、会計規則�規定�基�

�、適正�処理�努&�。



島 根 県 報号外第��号 平成��年�月�日 (�)

��	
����、徴��������。

（総務課）

� �����

� ��	
�������

男女共同参画����	設置����直流電源装

置蓄電池�廃棄処分	���、廃棄物�処理及�清

掃	関��法律施行令第�条��第�号�規定	 

�契約書!作成��"�#���	
���

�、産業廃棄物�収集運搬及�処分業務委託契約書

$作成���、産業廃棄物管理票�交付
����

����。

（環境生活総務課）

① 今後%、職員	廃棄物処理&会計事務	関��研

修等!積極的	受講�'、(��制度	関��知

識!習得�'�))
	、実際�事務処理	���


、関係法令	基*+適切	行, ,指導��。

� �����

� ������������������

母子・寡婦福祉資金貸付金償還金�書+損-�領

収証書�件	���、本書、控)
	「書損」)朱

書�、領収証書綴.	残��/0())�����

	
����、1�本書$残��������。

（青少年家庭課）

① 母子寡婦福祉資金貸付金償還金�書+損-�領収

証書	���%、本書、控2)
	「書損」)朱書

+�,2、領収証書綴.	残�、適切�処理!行,

())��。

� �� !�������

障害者社会参加推進����管理運営業務委託契

約	���、会計規則第33条���規定	 .予定

価格調書�作成!省略��()$4+��	
��

��、作成��������。

（障害者福祉課）

② 今後%、会計規則	則.、予定価格調書!作成�

�。

" ��	
�������

次�工事請負契約	���、建設業法第56条�規

定	 �契約書!作成��"�#���	
��

��、契約書!作成'�請書$徴�����。

・西部総合福祉�����階789部分修繕工事請

負契約 外:件

（健康福祉総務課）

③ 適切	契約書!締結�、契約事務!執行��。

� #$%&�

� '��()*�������

次�支出	���、執行伺�手続$行����;

;	支出�����。

・<=>��購入 外:件

（畜産技術����育種改良部�;?和牛

改良@A�B）

① 執行伺!整備��。

� ��	
�������

<=>��廃棄処分	係�委託契約	���、廃

棄物�処理及�清掃	関��法律第5�条第�項�規

② 今後%、法律�規定	基*+適正�処理!行,。



島 根 県 報号外第��号 平成��年�月�日(�)

定��	、産業廃棄物
収集運搬業�処分業
両方


許可�受���業者�委託���������

����、収集運搬業
許可
��受���業者

�委託�����。

（西部農林振興� !"益田事務所）

� ��������	
�����

廃止#�公印�$��、島根県公印規程及%会計

規則�基&'必要(手続)����(�*�。

（畜産技術� !"育種改良部#+,和牛

改良-."/）

③ 会計規則�基&'不用品決定・処分調書�整備#

�。

� ���

� �����������	
�����

0 �船岸壁使用料
領収証書�件�$��、会

計規則第1�2条
規定
準用��	金額
訂正3

��(��������、金額�訂正#�発行�

����。

（浜田県土整備事務所）

①

0 今後3会計規則�基&��適切(処理�努4

�。

5 �船岸壁使用料
書�損6
領収証書�件�

$��、本書、控���「書損」�朱書#、領収

証書綴	�残#�7'8�����������

���、9
本書)残����(�*�。

（浜田県土整備事務所）

5 今後3会計規則�基&��適切(処理�努4

�。

� ����	
�����

0 次
支出�$��、支払期限後�支払*��4

�延滞金)発生#���。

・宅建端末回線使用料

（建築住宅課）

・国有林野使用料

（浜田県土整備事務所）

②

0 指摘
�*��7	支払時期�遅延��8�(

'、再度発生#(��:注意�����適切�処

理���:改善��。

（建築住宅課）

今後38
�:(8�)無��:適切(処理�

努4�。

（浜田県土整備事務所）

5 分収造林地
解約�伴:;日�回
立会
謝金

�$��、9
支給要領�3;日当�	
単価�

定4������������、;回当�	
単

価�#�算定#、�日分
謝金)支出����

�。

（浜田河川総合開発事務所）

5 �日分
謝金
:<;日分
謝金)誤払�
�

4、当該分（過年度歳出返納金）�現年度
歳入

金�#�調定及%調定
通知�行*�。（平成��

年;月1=日収入済）

� ����	
�����

次
契約�$��、会計規則第>?条
�
規定�

�	請書�徴�(�@(�(��������、

徴����(�*�。

・会計検査資料
宅配契約

（道路建設課）

③ 契約書（請書）
作成���*�3、会計規則


規定�遵守������、必要(内容及%仕様�記

載又3添付��8��#、今後3���事案)発生

#(��:適正(事務処理�図*��'。

（道路建設課）

今年度行*�道路ABC".車架装契約（契約金



島 根 県 報号外第��号 平成��年�月�日 (�)

・車両点検業務契約

（雲南県土整備事務所）

額��	
�	�円）�、会計規則第��条�規定�基

��請書�徴��。

今後�会計規則�遵守�、契約金額���万円以上

��万円未満�契約書�省略��場合�、請書�徴�

適正�執行�努��。

（雲南県土整備事務所）

� �����

� ��	
��	��������	

高等学校授業料過年度調定分�係�債権管理�

���、会計規則第���条��規定�基� 適正

�債権管理簿�作成!"���#$�。

（松江農林高等学校）

① 指摘%$�債権管理簿�����、指摘後速&

#�作成��。

今後�、債権管理簿整備漏"���'(適切�

債権管理�努��。

� ��	���������	

旅行命令�発令!"��))�、支出負担行為兼

支出命令票�'*赴任旅費�支出!"���。

（松江教育事務所、横田高等学校、

大社高等学校、川本高等学校）

② 平成�	年度�旅行命令発令�'*赴任旅費支

出�行$�。

今後�、命令漏"��'(適正�処理��。

� �����������	

斡旋!"�宿泊施設�宿泊��旅行�+��、,

宿泊�係�費用�宿泊料定額�超-��場合�実

費支給�.��%���##/01、定額支給!"

���。

（浜田2(学校）

③ 調査結果、研修先#0案内�示!"�「研修期

間中�要��経費」(3「宿泊�伴(経費」��

���実費�支給����452�%�。

食費�����、同案内「研修期間中�要��

経費」�「参考�示�」4��研修所食堂利用定

食料金記述�%��、研修先�5"��$�研修

�受6�教職員�同食堂利用�義務�6����

����54、)�、同食堂�利用人数�制限�

���7#、週休日�閉店����4�$�状況

下��、食卓料支給�妥当4判断�、「職員旅

費�関��条例施行規則解釈及8運用方針9条関

係:」�基��支出事務�行$�452�%�。

� � ���������	

; 次工事請負契約����、建設業法第�	条

規定�'�契約書�作成��6"<�0����

##/01、作成!"���#$�。

・校長住宅修繕工事請負契約

（松江商業高等学校）

・寄宿舎給湯=>?@用給水配管改修工事請負契

約

（大社高等学校）

・寄宿舎食堂改修工事請負契約

（浜田2(学校）

④

; 今後修繕工事執行�当�*、建設業法第�	条

規定�遵守��契約書�作成�、適正�事務処

理�行(。

（松江商業高等学校）

建設工事契約�����、契約書�締結��。

（大社高等学校）

今後�必1契約書�作成��。

（浜田2(学校）

> 農業実習棟間仕切*工事請負契約����、建

設業法第�	条規定�'�契約書�作成��6"

> 今後、建設業法第�条�'�建設工事�執行�

�場合��、同法第�	条規定�基��契約書�



島 根 県 報号外第��号 平成��年�月�日(�)

��	�
���	�、契約書�作成��請

書�徴���
�。

（邇摩高等学校）

作成��。

� 事務用椅子購入契約��
�、会計規則第��条

���規定���請書�徴������	�
�

��	�、徴���
� �。

（松江東高等学校）

� 今後、請書�徴取�!"契約�行#場合$、適

切�事務処理�努%�。

� �����

� ��	
�������

& 警	'()*修理請負契約��
�、会計規則

第��条���規定���請書�徴������	

�
���	�、徴���
� �。

（大田警察署）

①

& 今後$、会計規則�基+"適正�契約�努%

�。

, 日�出職員宿舎内装-./貼替修繕工事請負契

約��
�、建設業法第01条�規定���契約書

�作成2�����	�
���	�、作成

���
� �。

（大田警察署）

, 今後$、建設業法等�基+"適正�契約�努%

�。

� 次�契約��
�、賃借期間�延長�����

�	�、変更契約�締結���
� �。

・都川駐在所仮事務所賃貸借契約 外3件

（浜田警察署）

� 今後、契約内容�変更�生4�場合�$、会計

規則�基+"変更契約�締結2、適正�契約�努

%�。

� �����	
�

� ��	
�������

第3調整池進入路復旧工事請負契約��
�、建

設業法第01条�規定���契約書�作成2����

�	�
���	�、作成���
� �。

① 今後、同様�工事�執行��場合�$、契約書�

作成��566��。



島 根 県 報

平成��年度会計定期監査結果報告書「添付意見」�係�処理方針等

号外第��号 平成��年�月	日 (�)

添 付 意 見 処理方針・措置状況

� ����������

	 
��������������

現在進
����「医療制度改革」�、①生活習慣

病対策�長期入院�是正�����中長期的�医療費適

正化��
�平均在院日数短縮���数値目標�盛�込

��県計画�策定、②国�策定��地域��体制�整備

等�関��指針�踏���療養病床�老人保健施設等 

�転換、③�!歳以上�後期高齢者�対象"��市町村広

域連合���独立#�医療保険制度�創設���内容"

��$�%&�、平成��年'月(��)*+,�予定-

���。（②�.��、平成�/年0月�%�実現）

本県%�、1�医療制度改革�向2、鋭意取�組��

��"13%&�。

一方、先�県�実施#�「島根県政県民満足度等調

査」�42�「安心#暮�5�#�6」�関��施策

�評価%�、県民�求
�施策"#、医療機能・施設

�充実、優��医療従事者�確保���高�重要度�占


��。

��、現在、医療制度改革�
7�、�89�介護難

民�.��懸念��医療、介護�関��不安�増幅#

��状況%$&�。

.��、今回�医療制度改革�、県民�極
大:

�影響�与��$�%&�"13(�、新��制度�)

*+,��前�4�$、&�9�機会�通;十分�

県民�説明����、県民�理解�得���医療費適正

化計画�策定���進
����。

��、新��制度�)*+,#�後�4�$、<�

内容�県民�対#十分�広報-���。

������� !
�"# !��$% !&'(��

 )

平成�=年>月�新��設置#�医療制度改革有識者会

議�、学識経験者、医療関係団体、介護福祉関係団体、

市町村長、婦人団体、労働団体、医療保険者��、外部

各界�有識者�方(�意見�拝聴��場%&�、医療費

�適正化�療養病床�再編成�始
"��課題�.�

、時期時期�検討状況�説明��中%、?意見・?指

摘�頂戴#���進
:�。

医療制度改革�関係��医療審議会�社会福祉審議会

�4�$、節目節目%検討状況�説明#、意見�拝聴

#�。

平成��年'月(�施行実施"��後期高齢者医療制度

�運営主体"#準備業務�行@��後期高齢者医療

広域連合%�、外部�関係者(���懇話会�設置#、

新��始��制度�円滑�運営等�関#広A意見�求


:��。

圏域?"�設置��地域保健医療対策会議$、同様�

色々�立場�有識者�委員"��、地域�医療体制�療

養病床再編�意見�頂���。

<�B(健康福祉部%独自開催��圏域公聴会、医師

会"�情報交換会、医療機関�対��意向調査�説明

会、講演会��、�3�3�機会�使����説明#、

幅広A意見�頂:���検討�進
:�"13%&

�。

療養病床転換計画�含C地域��体制整備構想案4�

D医療費適正化計画素案�.��、県�E+FG+H

�使@�IJKLMNOP,�行�、��医療制度改革

�伴Q県�取組R�新聞���広報#��。

特�県民�関心�高�療養病床�再編成�.��、

県�E+FG+H�開設#、相談窓口�設置#、県民�

方�医療機関�相談�応;���体制�整���"1

3%&�。

新��制度�)*+,��後期高齢者医療制度�.�

�、広域連合�E+FG+H、市町村�広報誌、各窓

口%�S)*+掲示、制度IPTUL,�全戸配布�

行@:4�、今後0月末�%�県�新聞広報、広域

連合�新聞広報（	回）4�DVUW広報�予定#�

�。
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��、新	�制度
����	後�、����

�始����県�広報媒体�公聴会�場�活用��
�

県民�対�広報��� 。

� �������	
��

平成!�年度�年間�通"	資金収支�#��$、県税

�国庫支出金等�歳入%&全体的�県�歳出
先行��

'�(�、国(�地方交付税
交付)*�+月、,月、

!!月�一定期間以外$-�./�期間
赤字��0��

&、収支不足�#��$基金�運用�%&対応)*��

�状況12�。

'3�	資金収支�状況�2&�
�、収入調定�遅

延、納入通知書�発行�遅延、納期内収入�取組4�不

徹底、国庫補助金等�概算払請求�遅延�/
2&、歳

入�早期確保5向6	取組
不十分�状況12�。

'*$、県
厳��財政状況�2���((7�8、

資金収支�対��職員�認識不足�起因�������

考9�*�。

#��$、各部主管課����$、職員�対�資金収

支�現状�#��周知������、歳入�早期確保�

#��意識改革�図�*	�。

:	、出納局����$、資金収支�現状�#��適

宜情報�提供������、歳入�早期確保�促�適切

�資金管理�努��*	�。

����������

資金収支�現状�#��部内各課�周知�����

�、引;続;歳入�早期確保�努��。

（各部主管課）

歳入�早期確保�#��$、毎年度策定)*�「予算

執行方針（総務部長依命通達）」�%&<�周知
�)

*����'=12�
、出納局����、適確�資金

収支計画�基> 適正�資金�管理・運用�$、歳入�

早期確保
不可欠12��考9����1、各部局�主

管課長1構成�、公金管理�方策等�協議��「島根県

公金管理連絡会議」�会計事務職員及?出納員�対象�

�	研修会����、資金収支�状況�資金管理計画及

?歳入�早期確保�必要性等�#��説明�行�、<�

周知�徹底�図0����'=12�。

:	、各所属�対��、必要�応"�個別�改善指導

�行0���。

（出納局）

�������

県�財政状況�現状�鑑4、歳入確保�徹底�#�

�、該当��庁内各課�対�指導�徹底��。

�����

警察庁(��国庫補助金�#��$、適宜請求�行0

�交付�受6��&、今後�速�(�収納�努��。

:	、収納�#��$、納入通知書�発行��際、納

入期限内納付�要請��文書�添付等�%&、今後�納

入期限内収納�取組4�徹底��'��努��。

職員�対��$、県財政�厳��状況�機会2�@�

�周知����
、今回�意見�踏:9、更�歳入�早

期確保�#��意識改革�図�'����。

 !"#$�%&	'()*+,-�./#$	
��

県
施行��農地整備事業及?道路・河川改良事業等

�伴3市町村(��受託事業�#��$、各県土整備事

務所����、受託事業�係�工事請負費�用地補償費

等�費用負担等�#��、市町村�協定書�締結��実

施)*���。

県
受託事業�実施�当	&、工事請負費�前金払�

用地補償費�概算払等�行3場合
2���((7�

8、協定書1$受託事業�完了後�市町村負担金�一括

��精算��'��)*�����
20	。

0123��45����

市町村(�受託事業�実施��場合�協定締結�受託

金納付
適切�行7*�%3県土整備事務所等�周知�

�。

:	、標準的�協定書�作成�#��検討��。
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��、受託事業費	一部
県�市町村�対�前金払

��請求����������������、請求�

������	����。

����、受託事業	完了前�県�当該経費
支出 

�場合��、原則��市町村�対適宜適切�応分	

負担
求!�方法�改!����。

��、農地整備事業"道路・河川改良事業�伴#受託

事業�����、���各県土整備事務所�市町村�協

定書
締結�実施 �$���、各事業共通	標準的

�協定書
作成 �$�
検討����。

� �������	
��������
���

現在、県��市町村"外郭団体等%職員�派遣���

��。$	派遣�係�給与等	費用負担�����、派

遣先�	協定等�定!�����。

����、派遣職員�県�復帰退職�場合	

退職�係�負担�����、必��明確�定!���

&��、派遣期間
含! '�県負担������。

����、派遣	目的"派遣先�	受益	関係等
明

���、負担	�(方����検討����。

��������� �!

地方自治法�基)*職員	派遣	場合�、従来、退職

手当�派遣先団体	負担	対象外�����、平成+,年

	自治法	改正�-(、派遣�長期間����$�.	

他	特別	事情������、協議�-(退職手当
派

遣先団体�負担 �$���������。来年度-

(、法改正
踏�/、派遣	期間及0趣旨�応1�、退

職手当	負担
求!�$�����。

公益法人%	派遣	場合�、公益法人派遣法�&�

�、派遣 �公益法人	給与	「支給」����定!�

&(、退職時�支給���退職手当�����、派遣先

団体	負担	対象外������。

（人事課）

放送大学学園%	職員派遣�、��2�公益法人等派

遣法�基)�実施����$34�、同法�&��

�、共済組合長期給付等�係�派遣先団体	負担���

�規定���	5��(、退職手当�����、制度

上、派遣先団体	負担	対象外������。

�&、放送大学学園%	職員派遣�����、本年度

末
���終了 �予定���。

（教育庁総務課）

松江市立女子高校%派遣�県立学校教員	退職�係

�負担�����、人事異動	�(方��大��関連�

�(、.��含!�現在検討���。

（高校教育課）

" #$%�&'�()*+,-./0�123 �45


���

財団法人島根県建設技術6789（以下「財団」��

#。）�、建設技術者	資質向上�県内	地方公共団体

	効率的�建設事業	執行
支援 �$�
目的�、平

成:年;月�設立����	���。

県��、財団設立当時、公共事業費	伸0�伴�、土

�67� �!

平成+,年度（最終予算額）�&<�土木部	公共事業

費（維持修繕費等含=）�,++億円余��(、平成+�年

度	.��+>?,�億円余����$��� �@事業費

�半減	状況���。

一方、土木部	職員数（技能労務職員
除*）�、平

成+�年度�AB名�対、平成+,年度�+>�CA名���。$



島 根 県 報号外第��号 平成��年�月�日(��)

木部職員�人員配置�越	
業務量�������、

財団�対�、設計書作成及�工事監理業務等�委託�、

現在�至��
。

設立当時�財団職員�、��名����名�県��派遣

��、現在�職員�名��� 名�県��派遣����


。

現在、県�公共事業費�、財団設立当時�比!著�"

減少�、平成�#年度�、土木部公共事業予算$%&時�

平成��年度�比!半減��'(、今後)減少傾向�継続

*
)��考	��
。

+'、平成�#年度�土木部�土木業務関係職員数�、

平成��年度�比!,-同数�+��
。

��.�+����、現在財団�対��委託���


業務�、各県土整備事務所�'��執行�可能/�
�

考	��
。

0���、経済性、効率性等�観点��、財団1�委

託業務�0��見直����。

�間�'2
主+組織改正�、企画振興部���斐伊川

神戸川対策課�移管（��名）3、営繕課�総務部1�移

管（��名）、県土整備事務所�発足（農林事業実施部門

��統合�45名）+6��
。

平成 年度以降公共事業予算�伸��従�、県職員/

対応可能+業務量�超	
部分�、現場�'2
管理業

務等�外部委託��対応��7���8/�(、9�

$%&�、平成��年度�54人役余/、公共事業費�減少

�転:�平成�5年度以降、現場技術委託�極;�少+�

状況��
（平成�#年度�災害対応��;<人役）。

以上�����、平成��年度�平成�#年度�土木業務

関係職員数�、県職員�数�現場技術業務���
人役

�合計/比較*
�、���人余�減�+��
。

島根県建設技術=>?%�県�工事�)�.(、市町

村���工事管理業務)受託���
�、近年、厳��

人員削減�行��
市町村���受託事業�過半�占

;
�至��
。@�、県���業務受託�、平成��

年度��百万円、$%&時�平成�A年度���百万円、平成

�#年度4�百万円�公共事業費�減少�伴�減少傾向��

(、今年度���百万円���状況/�
。

���、平成��年 月�施行���「公共工事�品質

確保�促進�関*
法律」（�BC
品確法）�.(、

①発注者�責務���発注関係事務�適切�実施*
�

�、②必要+職員�配置3体制�整備�努;+2�D+

�+���、③自�適切+実施�困難+場合�専門的+

知識又�技術力�持0者�事務�委託*
.�努;+2

�D+�+������、特�③�発注関係事務�委託

�0���、同法第�4条第E項�'��「国及�都道府

県�、発注者�支援*
�;、専門的+知識又�技術�

必要�*
発注関係事務�適切�実施*
���/7


者�育成、発注関係事務�公正�行����/7
条件

�備	�者�選定�関*
協力9�他�必要+措置�講

F
.�努;+2�D+�+�」�規定���'(、同

=>?%�、平成�#年��月�日付2/国土交通省��品

確法�基G"「公共工事発注者支援機関」���本県/

唯一認定����
��8/�
。今後、市町村等�発

注者�支援機関���重要+役割�果�*���期待�

���
��8/�
。

現時点�'���、土木部�'2
公共事業費�減少

���
)��、人員削減計画�着実�実行�+2�D

+�+�中/、維持管理業務�増大3�H年連続��災

害対応、価格I2/�+"技術力�適正�評価*
入札
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方式��	「総合評価方式」
導入等��、各県土整

備事務所
人員体制�決��余裕��	状態�����

�����、設計書作成及�工事管理業務委託����

業務委託��	�得��状況��	�、今後��、財団

�
業務委託����経済性・効率性等
観点��見直

��行�、必要最低限� 	考���	。

� �������	
��������������

��

重要�支出
原因行為等
出納機関�
事前協議��

���、会計規則第!条
規定��、「支出負担行為

担当者�、重要又�異例�支出
原因��	行為及�出

納長�別�定"	�
�����、事前�出納機関�協

議��#$%����。」�&$��	。

������、出納機関�
事前協議�必要�支出負

担行為��	����'�(、事前協議�&$����

�
�見受#�$)。

出納機関�
事前協議制度�、重要�支出案件���

�適正�会計処理�万全�期 )"�出納機関�事前�

支出事項
内容�了知 	)"、設#�$��	�
�

�	。

����、各部主管課�*���、部内会計担当職員

等�対�、出納機関�
事前協議手続����指導�徹

底&$)�。

（各部主管課）

+)、出納機関�*���、事前�支出事項
内容�

了知 	)"、会計担当職員等�対�、事前協議手続�

���指導�徹底&$)�。

（出納局）

�������� !

部内関係機関�対�、出納機関�
事前協議手続,�

適切�行'$	�-指導�行-。

（各部主管課）

会計規則�����、毎年、会計事務担当者研修（年

�回開催）.出納員研修（年/回開催）�行0��	。

事前協議制度�����、�
中�周知�図0��	

��1��	。

+)、事前協議
�&$�����
�、出納機関


支出負担行為票
確認時�判明 	訳��	�、2
都

度指導�行0��	��1��	。

今後��事前協議制度
重要性�鑑3、研修及�日頃


審査業務
中�、2
徹底�一層図0��4。

（出納局）

引,続,教育庁経理事務担当者研修会�*��周知 

	����、日常��庁内各課�
経理事務指導�努"

	。

（教育庁総務課）

�"#$�!

今後�、会計規則
規定�基5,、対象支出事案��

��出納機関�
事前協議� 	�-手続����指導

�徹底 	。

% ��&'
������()����

支出負担行為
確認�����、会計規則第6�条
規

定��、「支出負担行為担当者�、支出負担行為��

)�,�、速.��、支出負担行為票��出納機関


確認�受#�#$%����。」�&$��	。

������、支出負担行為
日��支出負担行為票

��	出納機関
確認+�
期間�78月以上�')	

�
�、多数見受#�$)。

�
支出負担行為
確認遅延
原因�����、担当

者
理解不足.契約手続
遅延�9��	�
��0

)。

支出負担行為�、予算執行
第一段階
行為��、

2
確認�、当該行為
内容、支払等�係	経理内容�

9
全般�把握�、支出審査
徹底�図	)"�行-�

�������� !

部内会計担当職員等�、速.��支出負担行為票
作

成、確認手続,����周知�)。

（各部主管課）

支出負担行為�、法令又�予算
定"	��1�従

�、�$���#$%������1��、�
出納

機関�
確認（審査）�審査事務
根幹��	。

会計規則第6�条
周知�����、毎年実施 	会計

事務担当者研修（年�回開催）.出納員研修（年/回開

催）�*��行0��	��1��、遅延�����

日頃
審査業務
中��厳重�注意���	��1��

	�、今後一層、研修及�日頃
審査業務
中�、2


徹底�図0��4。

（出納局）
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��	
。

���、各部主管課����、部内会計担当職員

等�対�、速���支出負担行為票�作成、確認手続�

��指導�徹底����。

（各部主管課）

��、出納機関����、支出�原因��
行為�

審査�徹底�図
��、会計担当職員等�対�、速��

�支出負担行為票�作成、確認手続���指導�徹底

����。

（出納局）

引�続�教育庁経理事務担当者研修会���周知�


����、日常��庁内各課 �経理事務指導�努�


。

（教育庁総務課）

������

契約締結時等��速���支出負担行為票�作成�確

実�実施�、出納機関�確認�受!
"#努�
。

会計担当職員等�対��、速���支出負担行為票

�作成及$出納機関�確認手続���指導�徹底�


。

� �	
��������

県%土地�建物�借&受!
場合�賃借料及$賃借期

間����、公有財産�取得、管理及$処分�関�


規則�運用通知�、「当該借用物件�必要性、付近一般

�評価額、賃借料及$賃借期間�考慮�、取引通念上、

合理的�考'��
額及$期間��
。」����


。

����%�、土地�継続�借&受!
賃貸借契約

�、契約更新時�賃借料�算定�
(��)安易�長期

間従前�同一金額�契約�締結��
���、付近�

賃借料�調査*+、,�算定根拠%不明確���%見受

!���。

(��、上記�運用通知�基-)具体的�取扱等%示

�����(��"
���考'��
。

���、県%土地�建物�借&受!
場合�賃借料

�妥当性�確保�
(�%必要�	&、,�算定�資�


具体的�取扱�定��指針�作成�
�.、各財産部

局�適切�指導����。

��
��

県%土地�建物�借&受!
場合�賃借契約�更新時

��、賃借料�契約�相手方�協議�上、双方�合意�

"/決定�
(���
%、(�際��「公有財産�

取得、管理及$処分�関�
規則�運用通知」第01条第

�項��"&、「当該借用物件�必要性、付近一般�評

価額、賃借料及$賃借期間�考慮�、取引通念上、合理

的�考'��
額」�積算�、起案�,�積算内容等�

表記��)必要%	
。

��、当初�賃貸借���「自動更新」�条文%	


契約����、更新時��起案�確認決定�
必要

%	
。

���、上記�点���、全機関�対象���公

有財産管理事務研修会���、指導�徹底�図/�

���。

� ���������������

近年、職員�精神疾患（「心�病」）�"
休職者数

%増加�、長期休職者�占�
割合�増加�
傾向�	


。

現在、県�危機的�財政状況�対応�
���職員�

定員削減�行政�効率化等�取組%進����
�(

2�	
%、(#��中�、多様�行政需要�的確�応

'
行政運営�行/�)����、職員�能力%十分

�発揮��
体制�築��)(�%求���
。

,�����、職員一人3�&%、心身共�健康�生

�生��働!
職場環境-)&%大切�	
。

県��、職員�精神疾患 �対応��、相談体制�

充実�研修会�実施、職場復帰支援4567�構築�.

�取組%����
�(2�	
%、休暇・休職者�

�� �!"#$%&��

89:;<;5対策����、平成��年=月「島根

県職員心�健康-)&計画」�策定�、継続的・計画的

�推進���
�(2�	
。

(�中�、研修����、自治研修所%行#新規採

用職員研修、新任ＧＬ研修、新任課長研修�階層別研修

�>�、人事課福利厚生室%行#所属長・ＧＬ等�対象

���管理監督者研修、全職員�対象���一般職員研

修�実施��
�(2�	
。

特�、管理監督者����一般的�研修�>�、少

人数�事例����課題解決�方法�学?事例研修�

実施��
�(2�	
。

��、(�他、職場研修��安全衛生委員会�各職

場単位��研修�実施���
。
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推移�	
�、�成果�必���十分������状

況��
。

����、管理職�対���、発症予防�職場復帰

�的確�対応������実践的�研修�実施�


����、職員�対���、精神疾患����正��

知識�理解�深�
 �研修�全員�実施�
�!、

"#$%&%'対策�一層充実() �。

今後、*+� 研修会��,
-.多/職員0受講

�,
�+、参加����研修会�計画���, �。

（人事課）

県教育委員会�1���、県立学校学校長等管理職

�対象�、職場環境等改善�相談対応等����、事

例研究�含� 研修会�松江・浜田�会場�開催�


����、教職員自23%456�進�
 �、松

江・浜田教育3#$70実施�
8年目研修及9��年

目研修�合:;�職員研修�行<�1�、今後�*)2

研修内容一層充実�取�組	 �。

（教育庁福利課）

������

産業医及9保健師��
心身両面�: 
健康相談�

巡回指導�実施���
=>、部外相談機関���部

外?@#3A7（精神科医）委嘱、健康相談BCD%

（健康相談機関�委託� 心身健康�関�
電話��


相談）開設等必要�相談�応E
制度�構築���


。

F 、部外講師�招���、研修会�講演会�実施�

��
。

平成�G年度�1���、無料相談%7H（専門?@

#3A7面談��
無料?@#3I#J制度）�開設

� 。F 、職員自身0自分�振�返
*��組織的�

'KL'実態�把握�
*��目的�、全職員�対象�

「職業性'KL'簡易調査」�実施�、産業医�保健師

健康相談時�活用���
。

今後�"#$%&%'対策一層充実�図
�+努

�
。

� ��	


� ����������

� ���

������������
�� !"#$%#&

'�()����

医療機能充実、経営目標�踏F� 経営健全

化、定数管理、毎年度収支計画�!0盛�込F)

 「島根県病院事業中期計画（平成�G年度～平成��

年度）」0平成�G年M月�策定() 。

*計画内容�具体化� 「島根県立中央病院

中期計画6NOP#QA#（平成�G年度～平成��年

度）」��、良質�医療安定供給、患者R7S'

向上、良質�医療確立 �経営基盤確立

�!TU項目�: <�目標0掲V2)��
。

��*�

W）島根県病院事業中期計画着実�推進�図
 

�、各部門等実施主体X��TU項目目標�設定

� 「島根県立中央病院中期計画6NOP#QA

#」�策定�、�)Y)実施主体�中心�病院職

員�委託企業職員0協働�、目標達成�向. 取組

�進���
。

*+� QA#進捗状況�課題�毎年度把握、

評価�、次年度以降取組�反映(;
=>、必要

�応E�本計画見直��図
*�����
。

今後��目標達成�向.努力�重Z、良質�医療

安定供給、患者R7S'向上、良質�医療確
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病院事業管理者�中心	
�職員�、�目標�

達成�向��努力�����。

��������	
�������

看護配置�����、急性期病院����入院患

者�人�対
��人�看護師�配置������

「�対�」�、平成��年�月�目途�導入��	�

方針�出���。

�「�対�」�導入�、� 手厚�看護�提供

�� 患者�早期回復�役立�		!�、診療報酬

�看護基準�引"上#���医業収入�増加��$

��等経営基盤�強化�!結%�&!�'(�。

�看護配置�導入�向�、医療�質)安全性�

向上�基本����病棟)病床�見直
、必要	�

�看護師�確保等����検討�行�����。

����、�*�他�病院)診療所+及,�影

響、今後����診療報酬改定�動向、看護師�増

員���経費�増嵩�経営�与-�影響等�勘案


$�*、「�対�」看護配置�導入����十分$

検討�行����。

立��.�経営基盤�確立�図�。

�）当面�収支見通
$/�整理
�上'、平成��年

�月議会��対�看護配置導入�向��定数条例改

正�上程
�。

� ����

���������������� !"#$%#�

&�'(����

医療機能�充実、経営目標�踏0-�経営�健全

化、定数管理、毎年度�収支計画$/�盛 込0�

�「島根県病院事業中期計画（平成�1年度～平成��

年度）」�平成�1年2月�策定���。

�計画�内容�具体化
�「島根県湖陵病院中

期計画34567897（平成�1年度～平成��年

度）」�平成�1年:月�策定��、医療�質�向

上、収益�確保�����目標�掲#*����。

院長��;.職員�、目標�達成�向�努力��

��。

�������))*�+,-#./�&�0123

4����

病院'�県内'初.�ＰＦＩ事業'整備��「島

根県立<�医療=7>?」�����、平成��

年�月�日�開院��予定'(�。

平成�1年��月@*計画�����移行準備AB?

C7D�����、移行後�様々$問題点�対処�

��.�AB?C7D�十分行E	�� 、新病

院����業務�円滑�機能���E万全�期��

��。

5��6�

�）「島根県立湖陵病院中期計画34567897」

�����、病院全体'各項目����活動計画)

数値目標�設定
、F�目標達成�向��、具体的

$取組項目�各実施部門�中心�取 組G'��。

$�、本897�取組�����、各年度毎�評

価
、新�$課題等�整理
�上'、次年度以降�

取組�反映�H�I@、必要�応;�本計画�見直


�図�		
���。

今後!本897�目標�達成'"��E努.�。

�）平成�1年��月末�建物完成後、��月@*開院0'

�2J月間�移行準備AB?C7D期間	
�、開

院後�業務�円滑�機能���E新病院����、

新
�施設・設備)電子KLM5NMO$/�習熟

訓練�行P�。

入院患者�搬送�����、病院長�AQ8�

「新病院移転検討委員会」�設置
�、患者�安全

確保�第一�搬送業務�行EＰＦＩ事業者	十分$

検討�行�、�月�日�搬送�無事完了
�。

患者等�人権)89RS5?�配慮����!、
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�	、新病院
�移転�	���、特�入院患

者�搬送����安全確保�人権��������

保護�最優先���、関係事業者�十分検討・協議

�行�実施� 	�。

ＰＦＩ事業契約�基!"、ＰＦＩ事業者、請負事業

者及#受託事業者�対�、精神疾患患者�特性�患

者�������保護�必要性等�関$�研修�%

月��日�実施�、患者搬送�	��、患者等�人

権��������配慮�遺漏&'�()適切�指

導�行�	。

� �����

�������	
�������

県�����、医療制度改革�急速'進展�県財

政�厳��状況�踏�*���+�、平成�,年-月

./�公営企業法�全部適用�(�自立�	運営体

制�確立�目指��、平成�,年0月�「島根県病院

事業中期計画」（平成�,年度～��年度）&策定� 

	。

「中期計画」�、「医療機能�充実」、「自立的

経営�推進」及#「職員�育成・確保」�0点�重

点項目���取1組23��(1、「実質的'損益

�黒字化」及#「内部留保資金�確保」��点�経

営目標�期間中�達成$�3�&掲4/ ���。

3 �受��両病院5�、3�計画�具体的�推

進���6	7�8 9 「中期計画:;�<=�

�=」�策定�、当面$�諸課題�目標水準�設定

��取1組>�始7	�3?5�。

病院運営�取1巻6環境&厳��中、病院事業管

理者�中心�全職員&経営�参画$���)意識�

共有�、計画�着実'推進�取1組23��(1目

標�達成� 	�。

��������������

県立病院�三次医療�担)基幹的病院等���重

要'責務�負����&、全国的�医師��@7�

$�医療従事者�不足&大"'問題�'����中

5、県立病院����+8�確保&危A� �状況

�'����。

平成�,年B月%日現在5、中央病院5�正規職員

�医師&��名、嘱託職員�医師&��名不足���

1、湖陵病院5�正規職員�医師&%名不足���

�	7、医師�勤務&過重'+��'����。3

�	7特�、中央病院�����特定�診療科�>

5�'6診療科全般5�診療�影響&懸念� �状

況�1、�/�代診医制度'C�支障&生D��

8 +�。

平成�,年�月、国+「緊急医師確保対策」�打E

�����

%）中央病院�湖陵病院5職員説明会�開催�、病院

職員&計画内容�F��共通認識�持F()周知�

図1、�	、両病院&策定�	:;�<=��=�

外�、両病院共通�事項�F���実施G�H5�

計画5�「病院局運営方針」�策定�、目標達成

�向�	具体的'取組�実施����。

今後�、計画�進捗状況�課題�毎年度把握、評

価�、次年度以降�取組�反映�I�J.、診療報

酬改訂�地域医療�状況等�変動$�医療情勢�対

応��適宜計画�見直�+図�3������。

�）医師�F���、医師手当�増額見直�及#宿日

直手当�増額見直��決定�、平成��年�月�日./

実施�	。

8�他�職種�F���、平成�,年度./経験者

看護師�採用試験����人事委員会./権限委任

�受��柔軟�対応���1、平成��年度以降+更

'�権限委任�方向5調整����。

看護部門����B対%看護配置�導入、薬剤部

門����変則�交代制�実施'C�取1組2��

+�、院内保育�導入�F��検討�開始�	。
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出�	
����、���	動向�注視����

幅広�方策�検討��、医師�確保�努���	

�。

�	、病院�看護師�薬剤師等�全国的�不足�

 状況��!�"、必要�人数�確保�困難�予想

#� 。

働$���環境�確保� 	�%&'・()*両

面�+	�幅広�検討��魅力� 職場,���取

�組-

��、関係機関等
協議�行�募集方法

�採用方法�改善�図��	�。

��������	
�

医療費�個人負担分未収金"、.年以上経過�	

���前年度末�比較��千/百万円余増加��、

両病院.億�千�百万円余
�!�� 。両病院


��未収金対応要綱�作成�、家庭訪問�実施�

 �0��鋭意取�組1� 
��� �、今

後�増加�懸念#� 状況�� 。

医療機関�抱2 未収金"、全国的��深刻�問

題
�!�3�、厚生労働省�3���平成�4年5

月�新	�検討会�設置��、未収金�解決方策�

6��検討�開始#�	
��� 。

���	検討�推移�見守 

��、未収金�

発生防止、発生後�督促、長期化�	債権�回収


��各段階�3��適切�対応� �
�7!�、

未収金�発生�抑制及8回収�促進�努���	

�。

�	、長期化��� 債権�6��"9�管理�

厳格�行�、悪質�滞納者�6��"支払督促等�

法的手段�訴2 �0強�姿勢臨-

��、明

�:�回収�不可能�債権�処理�6��"、特別

損失
��計上� 等�方策�検討#�	�。

;）中央病院�3��"、医療費�個人負担分未収金

�6��、本人�保証人<�催告、来院時�捉2�

�面談、家庭訪問等�実施�回収�努��� 
�

�� �、近年新	�未収金�増加� 傾向��

 �
:�、未収金�総額�増加��$�� 。

厚生労働省"未収金問題�6��検討�進��

��� �、発生�	未収金�回収"難���
:

�、発生防止対策�中心�検討�行+��� 。

中央病院
��"、発生�予防� 	�、保険者

:�医療機関�医療費�支払+� 出産育児一時金

受取代理制度�、高額療養費現物給付制度�利用促

進、� �"=>?@*A&'導入�7 即日払�

�促進�0�取組�行!�� 。

今後����	制度等�一層�利用促進�向B	

取�組C�行�

��、国�検討��� 発生予

防対策�0�踏�2���、発生�抑制�努�	

�。

�	、面談�家庭訪問�体制強化�図�、回収�

D$債権
回収$��債権
�区分�、法的措置

�不納欠損�0�方策�検討��� 。

湖陵病院（����医療EFG&）�3��"、

精神疾患特有�病状:�長期入院患者�少�:�H

� �、入院費�一旦未納
� 
長期化� 傾向

���、9�結果一部�患者�3��多額�未収金

�発生�、9���滞納額�多��占� 状況��

 。

未収金�徴収�6��"、多額滞納者�中心�定

期的�対応�検討�徴収�行!�� 。

未収金�多額
�!	患者�6��"、患者・家

族�来院時�自宅�訪問���面談�行�、返済計

画書�提出�求��、計画的�支払�促��� 。

�3、患者及8家族<�督促行為�治療��影響
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��	
精神病院���債権回収�困難���

�、����	点�考慮��対応����。

� �������	
��

������������������	
��

平成��年�月��運転�開始��隠岐大峯山風力

発電所�設備利用率�、目標���％�対��� !％�

"
#$���。営業収支��%&��万円余�損失"

	$���、前年度�比'���万円余改善����

�営業開始以来依然"��営業損失�出����。

(�要因�、落雷等���度重	�故障��$�運

転�相当�期間停止��("���。落雷防止�)

���平成�*年��月�避雷塔+設置�,�+、��

後�落雷���被害+発生����、��設置効果

�疑問+残�。

落雷	
���故障�防止��学術的・技術的知

見�得�有効	対策�"�""��、風況�急激	

変化等���故障�)���-./0.12修理体

制�見直�等�行�("���、運転稼働時間�確

保�経営�健全化�努3�,��。

����� ������!"���#$	
��

江津高野山風力発電所�)���、発電設備4

基、認可最大出力�万���567平成��年��月�運転

開始�目指�、平成�&年8月建設工事�着手��。

全体�事業費�発注時点7��億�千万円余"	�、

地質調査�結果�伴�基礎工事費�増29:;高、

鋼材�高騰	
���計画発表時��4億�千万円

余�増"	$�。

収支計画�����、営業期間��年間7<億円余

�累積利益+見込#,���+、事業費���	�

増加�事業�経営�大=	負担"	��7、事業費

+(,以上増大�	���適切	事業監理�行>,

��。

%&�'�

?）隠岐大峯山風力発電所�、当初�想定�超@�規

模�落雷発生���被害�受��3、平成�*年度

�避雷塔�建設��。

#�、風車�羽根（AB:C）�改善、風車各機

器�保護性能�強化	
様々	落雷対策�実施��

��。

避雷塔�設置後�、大=	雷害�減少�����

��依然、落雷���被害+発生�����3、落

雷回数2強度及D進入方向�計測7=�「雷EF.

G」�風車及D避雷塔�設置��。

今後�、数値化�,�H:G�基�電気学会��

ICJK1�受�("2松江高専"�共同研究	


�通L�-./0.1���方2修理体制�見直

��進3�("7、運転稼働時間�確保�努3��

M。

�）事業実施�当$��、適切	事業監理�努3�"

"��、残土処理�変更	
�工事工法�変更2補

助金�分割受領	
���支払利息�低減���、

事業費�抑制�努3���。

( )�*+,�����	
��

�-./)�*+,���012�34	
��

飯梨川工業用水道事業�売水率�平成�年度�

�� �％�N:O�漸減傾向���、当面、契約水量

�増加�期待7=	�状況���。

)���、引=続=経費�節減�努3�""�

�、新規契約先�開拓2新�	活用策�検討	
需

要拡大対策�取�組#,��。

����/)�*+,���012�34	
��

江�川工業用水道事業�)���、事業開始以来

%&�'�

?）経費�抑制�)���、安価	夜間電力���送

水	
固定経費�節減�引=続=取�組P""�

�、新�	需要掘�起(���3、9:Q:連絡会

議�開催2関係商工会議所�広報誌7�ＰＲ、有力

企業R�訪問	
�取�組S7��。

�）引=続=新�	用水型企業�誘致�県・地元一体

"	$�取�組P""��、用水�有効活用策�)
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給水先�	企業
������、売水率�平成��

年�月�契約更改後�����％（日量������）�低

迷����。

引�続�江津地域拠点工業団地��用水型企業�

誘致
努 ����
、用水�有効活用策
!��

検討"#$�。

��������	
�����������

八戸川工業用水道建設事業
!���、県営八戸

%&
�'万��用水取水権(確保�、)�*+江�

川工業用水道事業
�万�、江�川水道事業
�万

,千��用水(利用����-、残���.万/千�


!���、昭和.�年�%&完成以来利用"#�0

�12現在
至����。

!���、地方公営企業����当事業�3�方


!��、県�一体�1��検討"#$�。

���検討(行���2。

/）八戸%&未利用水�活用
!���、関係部局�

様々1活用
!��検討������-、具体的活

用策�成案(得�
�至���1�。

解決
�困難1課題�多々3�、今後�様々1角

度45検討(継続���2。

� 	
��������

�����	
�������� !"#$%&'

()����

江�川水道事業
!���、市�参画水量
対�

�使用水量-少1�0�45供給単価-割高�1�

���、一般会計45�補助6電気事業会計45�

借�入#
7�供給単価�引�下86平準化措置-

行9#���。

単価軽減�$ 
�、昨年度�意見���述:$

�0;�3�-、経費節減等
努 ����
、簡

易水道�上水道��切�替<等
!��、引�続�

関係市�協議(進 需要拡大
取�組#$�。

*�+,�	
����-.����

斐伊川水道建設事業�、山佐%&(水源�=�第

	期拡張事業
次>第�期拡張事業���位置?@

5#、平成�'年度�供用開始
向@建設工事-順調


進 5#�����、県東部地域
�@�安定的

1水道用水供給対策���期待"#���。

今後��事業費�抑制
努 ����
、料金設

定�3�方6県東部地域
�@�総合的1事業経営

6運営管理�効率化
!��検討(進 5#$�。

��	/0�1�234567����

平成��年,月�中越沖地震�例
見�7*
、

$平成��年
成立�$国民保護法6島根県国民保護

計画
����、水�安定的1供給�危機管理上�

重要�3�、水道�最�大切1ABCABD�	!

�3�。

89�:�

	）経費節減
!���、引�続�物件費等�節減


取�組E���
、平成��年度�、高金利既往債�

補償金免除繰上償還・借換
7�利息負担�軽減(

図�$。

$、需要拡大
!��関係市��協議(進 、

江津市
���平成��年/月
有福簡易水道日量

����-上水道
切�替<5#、平成��年/月
�

松平簡易水道日量����-上水道
切�替<5#�

予定�1����。

�）事業実施
3$���、適切1事業監理
努 �

���
、宍道湖湖底管布設工事
安価1「=�曳

航工法」(採用=�1�事業費�抑制
努 ��

�。

$、県東部地域
�@�用水供給事業�総合的

1事業運営6運営管理�効率化
!��検討(進 

����
、料金単価設定
3$���、斐伊川水

道事業-果$=役割(考慮�上、3�:�姿(関係

市町
対��提示�、理解(得��2。

/）水道施設�管理�、適切1水量�確保�定期的1

水質検査(行1*���
、取水口45供給地点

��送水量6水質�状況
!��、職員-��時間一

元的
監視����、非常時
迅速1対応-���

運転監視FGH&(構築����。

$、現在、運用����「水道施設耐震化対策
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�	
�、地震等�自然災害事故、人為的危害

�対��施設面、管理運営面����諸対策取水

��供給���各段階����水質管理対策��	


点検�、一層�危機管理�充実�努����	。

計画」�基��計画的�施設整備�進�
��、 

��風水害�対��防災事故、災害等�対応�示

��「企業局危機管理計画」�基��、水質汚染事

故�対��対策!"#$%&'�対��対策!

"#$%�(�策定�進��))*�、水質汚染事

故�想定��対応訓練�(�実施�
	�。

� �������	
���

���������������

各種�優遇制度立地条件緩和措置等�十分�Ｐ

Ｒ��))*�、知事部局、地元自治体等)連携�

�+�、企業局独自�取�組,*進�、工業団地�

分譲促進�努����	。

�����

-）県・市�各種優遇制度等�織�込./企業局独自

�012345�新��作成�、知事部局地元自

治体)一体)�6
分譲促進�努�
	�。

� ���������

���
��� ����

経営計画�推進��	
�、外部���評価*踏

�7��、ＰＤＣＡ!89:;5<=>%�着実�

実行���(進行管理�適切�行?))*�、全職

員+高	経営意識�持6
計画�推進�取�組@A

)�B�目標�達成 ��	。

!�"#���$%&'()*���

水道設備発電設備�中��、供用開始後約C�年

D�	�E�年以上+経過�、老朽化��*�、機能

+低下��*�、 ���耐震化+求����*�

+D�、今後設備�改良・更新�多額�投資+必要

)�6
F�。

A���整備�当�6
�、GH5�縮減、資金

確保、経営�効率化等�留意�、料金設定�D�方

�含�関係先)十分調整�図��+�、中長期的�

計画�策定�上、適切�改良・更新�努����

	。

�����

-）経営計画��、成果指標)目標値�定�、達成�

向�
全職員一体)�6
取組�進�
	�。計画

初年度�平成�I年度実績��	
外部委員�B�評

価委員会�報告�、委員���意見等�踏�7�Ｐ

ＤＣＡ!89:;5<=>%�実行�
	�。

��、局長)職員)�意見交換会職員研修等�

行6
経営意識�高揚�図6
	�。

�）企業局�設備�、水道施設�供用開始後約C�年、

発電施設��約E�年�経過��*�*D�、老朽化

機能低下+進.�	�+、点検整備�B�施設�

長寿命化�図��+�、中長期的�改良・修繕及J

耐震化計画�策定�
	�。

実施�当�6
�、GH5�縮減、資金確保、経

営�効率化等�留意�、料金設定�D�方�含�関

係先)十分調整�図��+�、計画的�施設整備�

進�
行��	。
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「団体等	継続的	支出
�会費及�会費的負担金	��」�「添付意見」	係�処理方針等

号外第��号 平成��年�月�日(��)

添 付 意 見 処理方針・措置状況

� ��������	
����

� ��������������

会費	��、�年間	���見直��行���結

果、平成��年度�平成��年度	比�、���件、���万円余

�減、実質的	����件、�����万円余�削減�図 ��

!"#$%��、各機関	%&��今後!'本県�財政

改革�必要性(十分認識�、社会状況�変化	即応�

�、不断�見直��必要$%�。

���、各機関	%&��、次�見直��視点(踏

)*、+�団体等,�継続加入�必要性及�会費負担額

�妥当性等	��、引-続-徹底��見直�	努. 

���。

)�、各部主管課	%&��、会費�見直�状況(的

確	把握�上、今後�適正/会費�支出	��、積極

的	指導、調整	努. ���。

【見直��視点】

0 納付先�各種団体等�活動�適切	行�����

�。

1 会費�支出額	見合2反対給付�内容�十分�。

3 会費�支出額	見合2効果�発揮4�����。

5 団体等,加入(継続�/6�7、特段、支障�生8

�'�/��。

9 同一団体	県�複数�機関（部局）�加入����

'�'%��、加入機関（部局）�統合化（一本化）

(図��-'��/��。

: 会費�負担額、負担率�定.方�適切�。

; 支出科目�不適当/'��/��。

�������� !"�#$%

会費�取扱�	��、見直��視点(踏)*、+�

団体等,�継続加入�必要性及�会費負担額�妥当性等

	��、今後!'継続的	見直
!!'	、各部主管

課�指導、調整	努.�。

�&'()*!%

一昨年度� 見直�(実施��<�、本県� 複数�

機関�加入����場合	��機関�=�加入	
�/

>、必要最小限�会費!
�?2働-�6(行�、平成

��年度� 複数�会議	<��会費�減額�実施4��

/>、一定�成果(上@���!"#$%�。

今後'引-続-、見直��視点	立&�上$、日頃�

 参加
�会議等�運営(厳�A監視
�!!'	、決

算報告等	?�会費�負担額及�支出科目�適正�>2

�等	��'適切	対応���-��。

�+,-�%

会費�公費負担	���、平成��年度会計	係�定

期監査�重点監査事項!/&�以降、見直�(行�、"

�)$	B件(削減��。

残�会費	���、今後!'継続的/見直�	努.

�。


