
公告 

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 252 条の 38 第６項の規定により、平成 15 年度包括外部監査の

結果に関する報告に基づき講じた措置について、長野県知事及び長野県議会議長から次のとおり通知があ

りましたので、同項の規定により、これを公表します。 

 

   平成 17 年３月 24 日 

 

長野県監査委員 丸 山  勝 司 

   同    樽 川  通 子 

   同    東 方  久 男 

    同    木 下  茂 人 

 

 

16 林政第 310 号 

平成 17 年（2005 年）２月 10 日 

 

長野県監査委員 様 

長野県知事 田 中 康 夫 

 

平成 15 年度包括外部監査に係る措置について（通知） 

 

 平成 16 年３月 22 日付けで包括外部監査人廣田達人氏から提出のあった、平成 15 年度包括外部監査の

結果に関する報告（及び監査の結果に関する報告に添えて提出する意見）に基づき、下記のとおり講じた

措置について、地方自治法第 252 条の 38 第６項の規定により通知します。 

記 

１ 監査の対象となった事件名 

人件費及び関係諸費の事務 

２ 措置の内容 

 (1) 監査結果（主に是正改善に係る事項） 

 事項 監査結果（要旨） 措置の内容 

 ア 農林業改

良普及手当

について検

討すべきこ

と(2-4) 

ａ 農林業普

及手当支給

の妥当性 

(2-4-4) 

 農林業の改良普及事業に係る

職務の特殊性（科学的な技術、

知識、教育的な指導能力を必要

とし、巡回指導など不規則かつ

強度の勤務）という手当支給の

根拠に立ち返り、特殊勤務手当

と比較した場合、農林業改良普

及手当は、かなり高額である。

農林業を取り巻く環境や担い手

のあり方が大きく変化するなか

で、改良普及事業創設時と同じ

仕組みにより支給が継続されて

いることについては、再検証を

要する状態といえる。作業の困

難性を明らかにし、特殊勤務手

当との均衡を図ったうえで、手

 手当の必要性、支給額につい

ては、平成 15 年度包括外部監査

報告以降人事活性化チームと検

討を重ねてきたところである

が、18 年４月の組織再編に向け

て、更に人事活性化チームと検

討を継続していくこととしてい

る。 



   当の支給の妥当性について根本

から検討すべきである。 
 

 

 

16 教振第 215 号 

平成 17 年（2005 年）２月 10 日 

 

長野県監査委員 様 

長野県教育委員会 

 

平成 15 年度包括外部監査に係る措置について（通知） 

 

 平成 16 年３月 22 日付けで包括外部監査人廣田達人氏から提出のあった、平成 15 年度包括外部監査の

結果に関する報告（及び監査の結果に関する報告に添えて提出する意見）に基づき、下記のとおり講じた

措置について、地方自治法第 252 条の 38 第６項の規定により通知します。 

記 

１ 監査の対象となった事件名 

人件費及び関係諸費の事務 

２ 措置の内容 

 (1) 監査結果（主に是正改善に係る事項） 

 事項 監査結果（要旨） 措置の内容 

 ア 教員の勤務時間の管理につ

いて検討すべきこと（2-5） 
 長野県立学校職員服務規程に

よれば、教員の勤務時間は、一

般職の職員のように具体的な勤

務時間に関する規定がなく、勤

務時間の割り振りについては、

学校長が定めている。また、出

勤簿もない現在の出勤管理で

は、出勤、退勤の時間について

対外的に説明できず、勤務記録

の管理上極めて脆弱な管理体制

であるといえる。職場の規律や

モラルの低下を未然に防ぎ、県

民への説明責任を果たすため

に、教員の勤務時間を定める規

定の整備を含め、勤務時間につ

いて点検・検証が可能な、内部

牽制機能が働く管理体制の構築

を検討すべきものと考える。 

 長野県立学校職員服務規程の

一部を改正し、学校職員の勤務

時間（午前８時 30 分から午後５

時 15 分）を明記し、平成 16 年

４月 1日付け（平成 16 年３月 31

日教育委員会訓令第４号）施行

した。 

 教員の勤務時間管理について

は、引き続き適正に行われるよ

う指導監督に努めている。 

 イ 教員の職務専念義務免除研

修 （主に、いわゆる「自宅研

修」）ついて検討すべきこと 
 (2-6） 

 教員の「自宅研修」における

報告文の記載が簡略化されるな

ど、研修内容が第三者からは不

明確なものが散見された。「自

宅研修」が保護者や県民に誤解

や疑念を抱かせ、学校教育に対

する信頼を損なうことのないよ

 職務専念義務免除研修につい

ては、長野県立学校職員服務規

程において、研修承認願を事前

に提出させることにより研修承

認手続の透明性を確保するとと

もに、別途の通知等により事前

の研修計画や研修後の報告書の



  う、「自宅で研修する必要性」や

報告書が十分に審査されなけれ

ばならない。自宅研修の成果向

上のため、研修事後報告書を一

定の範囲内で公表することも検

討されるべきである。 

提出を義務付けている。 

 当該研修を、特に自宅で行う

場合においては、これらの方法

により研修内容の把握・確認を

十分に行うことで、自宅で研修

をすることの必要性等について

校長が適正な判断をくだせるよ

う取扱いの徹底を図っている。

 ウ 学校で実

施されてい

るいわゆる

「業者テス 

ト」に係る 

金銭の授受

について検

討すべきこ

と（2-7） 

a 公金の収支 

として検討す

べきこと 

 (2-7-4) 

 業者テストは、生徒や保護者

の希望に基づき、教員の指導の

もとに実施されており、進路指

導の一環として、もはやその実

態は、学校の事業の一部を構成

していると認められる。しかし、

業者テストの実施は学校の事業

と位置付けられていないため、

形式と実態がかい離し、実施事

業の主体が業者なのか学校なの

か、その位置付けが不明確な状

態が長年にわたって継続してい

る。これらを解決するために、

県が進学模擬試験を県立学校の

事務として位置付け、業者へ委

託することにより実施する方法

を検討する必要がある。 

 業者テストは実質的に進路指

導の一環となってはいるが、文

部科学省の見解では「実施に当

たっては、授業時間中及び教職

員の勤務時間中に実施してはな

らない。」とされている。 

 従って、制度的には業者テス

トを教育活動としての「進路指

導の一環」又は「県立学校の事

務」と位置付けることは困難で

ある。 

 以上の理由から、業者テスト

の実施については、週休日等に

第三者機関（同窓会・ＰＴＡ等）

が主催するといった新たな方法

に移行していくものとする。 

  b 私費会計に

ついて 

（2-7-5） 

 業者テスト（国は「校外模試」

の位置付けをしている。）は教

員の勤務時間中に実施すること

はできないものの、正式な学校

の事業とし、教員の勤務として

試験監督の業務に当らせること

により、一切の金銭を公金とし

て取り扱うことができるか検討

すべきである。また、今回の業

者テスト以外の学校徴収金の監

査は実施することができなかっ

たが、会計事故を未然に防止し、

保護者に対する説明責任を果た

すため、他に公金として取り扱

うべき収支がないか検討すべき

である。 

 前述のとおり第三者機関（同

窓会・ＰＴＡ等）の実施に係る

業者テストについては、受験料

徴収等の金銭取扱に、仮に学校

職員が関与することとなれば、

「県立高等学校における団体等

財務事務処理基準」に従い適正

に会計処理されることになる。

 その他の学校徴収金について

も、「県立高等学校における団

体等財務事務処理基準」及び

「盲・ろう・養護学校における

私費会計事務処理に係る留意事

項について」により適正な会計

処理が図られるよう徹底を図っ

ている。 

 エ 学校で受

け入れてい

る教育実習

に係る謝金 
（５百万円） 

a 教育実習生

の受け入れ態

勢について検

討すべきこと 

（2-8-3） 

 教育実習制度は、実習生が経

験豊かな指導教員のもとで、生

徒の直接的な指導を通して教職

的な体験を積み、教員となるた

めの基礎的な能力と態度を養う

 教育実習は、単に教育免許取

得の要件であるにとどまらず、

将来長野県の教員になろうとし

ている後進育成の指導であり、

勤務時間中に行われていること



 について検

討すべきこ

と（2-8） 

 ことを目的としており、教育実

習生の指導業務を教員の本務に

することができないか、検討す

べきである。 

からも広い意味において教員の

職務の一部であると考えられ

る。 

  b 大学からの

謝金等の収支

について検討

すべきこと 

（2-8-3） 

  大学からの謝金等の管理は、

学校によってその形態が異な

り、一部では、事後の検証が不

可能で不明瞭な状態となってい

る。教育実習の指導業務が軽微

なものでないことから、正当な

対価として教員に報いるために

も公金として県が一括収入し、

教育実習に係る指導教員の負担

についても県が予算の措置をす

るよう検討すべきである。 

 教育実習生の受け入れに係る

謝金について、平成 16 年４月 19

日付け高校教育課長通知及び平

成 16 年５月 27 日付け自律教育

課長通知により、公金として県

の歳入とするよう取扱うことと

した。 

 オ 県立高等

学校授業料

の徴収につ

いて検討す

べ き こ と

（2-9） 

a 授業料の立

替と滞納状況

を明らかにす

べきである。

(2-9-4) 

 平成14年度末の県の授業料滞

納額は、決算上「０（ゼロ）」

になっており、監査の過程で「疑

問がある」との声を聞いた。県

教育委員会は「授業料立替」の

実態について早急に調査すると

ともに、これが事実であるなら

ば立替を禁止し、県の財務規則

に従った事務手続を行い、授業

料の滞納状況を明らかにすべき

である。 

 当該年度に徴収すべき授業料

が出納閉鎖期日までに収入とな

らなかった場合には、財務規則

（昭和 42 年１月 30 日長野県規

則第２号）の規定に基づく事務

処理を行うとともに、その状況

を明らかにしている。 

  b 授業料の未

納について組

織的に対応す

べきである。

(2-9-4） 

 授業料の未納について、校長

以下事務職員、担任教諭等が協

力し、学校全体の問題として取

り組み、組織的に対応を行うべ

きものと考える。 

 平成 16 年度に設置した「授業

料徴収事務のあり方研究会」な

どの検討結果を踏まえ、徴収マ

ニュアルを作成し組織的に取組

む体制を整えることとする。 

  c 授業料の納

入義務、授業

料の減免につ

いて周知徹底

を図り、処分

規定について

具体的な方策

を検討すべき

である。 

(2-9-4) 

 保護者の授業料納付に係る責

任の明確化を図り、あわせて授

業料の減免規定があること、正

当な事由なく納入しない場合は

出席停止などの処分規定がある

ことなどを、さらに周知徹底さ

せ、悪質な未納が発生した場合

には、生徒の学習権や教育上の

影響を考慮のうえ、その運用に

ついて慎重かつ具体的な方策を

検討すべきものと考える。 

 各学校において、学校説明会

や入学時オリエンテーションな

どさまざまな機会をとらえて、

保護者に対し授業料納付義務の

啓発を行うとともに、減免制度

の活用についても周知徹底を図

っている。 

 滞納者に対する処分などの具

体的な方策については慎重に検

討している。 

  (2) 監査意見（組織及び運営の合理化のための提言） 

 事項 監査結果（要旨） 措置の内容 

 ア 教員を指

導する指導 
a 指導内容ア

ンケートの 

 指導の量、質を検証するため、

指導を受けた教職員から指導に

 指導の実施後は各学校職員へ

のアンケートを実施し、その内



 主事につい

て検討すべ

きこと(3-3) 

実施(3-3-4) 係るアンケートによる評価を全

教育事務所で実施し、その結果

を指導主事へフィードバックす

ることにより、教育現場のニー

ズを吸収する仕組みを設け、指

導を受けた教員が自由に意見を

述べられる環境を整えることが

重要である。 

容を参考として指導力の向上を

図っている。 

  b  現場教員 

以外の配置 

（3-3-4） 

 教員以外の者を指導主事とし

て配置することの検討をすると

ともに、現職時代に特別に評価

の高かった退職した教員を指導

主事として再任用するなど、指

導主事制度の運用方法の観点か

ら、成果が検証しうる仕組みの

創設と継続的な改善と見直し作

業を行うことを期待する。 

 指導主事は「教育に関し識見

を有し、かつ、学校における教

育課程、学習指導その他学校教

育に関する専門的事項について

教養と経験があるもの」とされ

ており、通常の選考方法では人

材の確保は極めて困難である。

 退職した教員の活用について

は、行政嘱託職員（特別職の非

常勤）として、指導主事業務の

補助や学校現場への指導・助言

等を行ってもらっている。 

 制度の継続的な改善と見直し

については、15 年度に指導主事

の配置見直し、業務の洗い出し

を行い、16 年度の組織編成を行

ったところ。 

 今後は市町村合併の進捗を踏

まえた市町村教育委員会との関

わり等も踏まえ、業務の改善や

配置の見直し等を行っていく。

 イ 教員・校長による指導要録

の作成管理について（3-4） 

 指導要録の重要性に鑑み、適

時適正の作成を確実にするた

め、各年度及び事後においてそ

の提出日を確認できる指導要録

管理簿を備えるなどの管理を行

うなど、指導要録の完全な作

成・保存を確保するための県教

育委員会内部及び各校内部での

牽制作用を設ける必要がある。

 各校に、適時適正な作成を指

導しているが、平成 16 年度末ま

でに、各学校への通知、校長会・

教頭会等を通じて、管理簿の整

備や適切なチェック体制の確立

等による生徒指導要録の適時適

正な作成・管理について、更に

徹底を図る。 

 また、県教育委員会において、

実施状況の調査を行うこととす

る。 

 

 

16 国際第 322 号 

平成 17 年（2005 年）２月 14 日 

 

長野県監査委員 様 



長野県知事 田 中 康 夫 

 

平成 15 年度包括外部監査に係る措置について（通知） 

 

 平成 16 年３月 22 日付けで包括外部監査人廣田達人氏から提出のあった、平成 15 年度包括外部監査の

結果に関する報告（及び監査の結果に関する報告に添えて提出する意見）に基づき、下記のとおり講じた

措置について、地方自治法第 252 条の 38 第６項の規定により通知します。 

記 

１ 監査の対象となった事件名 

消費税申告の事務 

２ 措置の内容 

 (1) 財団法人長野県国際交流推進協会（総務部） 

 事項 監査結果（要旨） 措置の内容 

 (1) 中小事業

者に対する

特例の改正

に関しての

検討(3-2) 

ア 平成 16 年

度課税期間

において課

税事業者と

なる事業者 

(3-2-1-2) 

 平成 16 年度の事業計画（収益

構造）を考慮した上で、本則課

税又は簡易課税の選択を検討す

べきである。 

 平成 16 年度より、簡易課税を

選択した。 

 

 

16 農技第 736 号 

平成 17 年（2005 年）２月 15 日 

 

長野県監査委員 様 

長野県知事 田 中 康 夫 

 

平成 15 年度包括外部監査に係る措置について（通知） 

 

 平成 16 年３月 22 日付けで包括外部監査人廣田達人氏から提出のあった、平成 15 年度包括外部監査の

結果に関する報告（及び監査の結果に関する報告に添えて提出する意見）に基づき、下記のとおり講じた

措置について、地方自治法第 252 条の 38 第６項の規定により通知します。 

記 

１ 監査の対象となった事件名 

人件費及び関係諸費の事務 

２ 措置の内容 

 (1) 監査結果（主に是正改善に係る事項） 

 事項 監査結果（要旨） 措置の内容 

 ア 農林業改

良普及手当

について検

討すべきこ

と(2-4) 

ａ 農林業普

及手当支給

の妥当性 

(2-4-4) 

 農林業の改良普及事業に係る

職務の特殊性（科学的な技術、

知識、教育的な指導能力を必要

とし、巡回指導など不規則かつ

強度の勤務）という手当支給の

根拠に立ち返り、特殊勤務手当

と比較した場合、農林業改良普

及手当は、かなり高額である。

 手当の必要性、支給額につい

ては、平成 15 年度包括外部監査

報告以降人事活性化チームと検

討を重ねてきたところである

が、18 年４月の組織再編に向け

て、更に人事活性化チームと検

討を継続していくこととしてい

る。 



   農林業を取り巻く環境や担い手

のあり方が大きく変化するなか

で、改良普及事業創設時と同じ

仕組みにより支給が継続されて

いることについては、再検証を

要する状態といえる。作業の困

難性を明らかにし、特殊勤務手

当との均衡を図ったうえで、手

当の支給の妥当性について根本

から検討すべきである。 

 

  ｂ 普及員等

の配置数の

妥当性 

(2-4-5) 

 農業を取り巻く環境が激変

し、食料自給率の低下、農家の

高齢化や農業の担い手の減少等

取り組むべき課題は多様化して

いるが、現在の職員配置数が妥

当かどうかを検証する必要があ

る。その際には、農業改良普及

行政をめぐる環境変化を踏まえ

たうえで、農業協同組合の指導

員などの配置といった民間の活

用等も視野に入れ、適正な人員

数の配置について検討すべきで

ある。 

 平成 16 年度に 18 名の人員削

減を行った。平成 17 年度にも３

名以上の削減を予定している。

今後も18年４月の組織再編に併

せて人員の適正配置に努めてい

くこととしている。 

 

 

16 水生第 82 号 

平成 17 年（2005 年）２月 16 日 

 

長野県監査委員 様 

長野県知事 田 中 康 夫 

 

平成 15 年度包括外部監査に係る措置について（通知） 

 

 平成 16 年３月 22 日付けで包括外部監査人廣田達人氏から提出のあった、平成 15 年度包括外部監査の

結果に関する報告（及び監査の結果に関する報告に添えて提出する意見）に基づき、下記のとおり講じた

措置について、地方自治法第 252 条の 38 第６項の規定により通知します。 

記 

１ 監査の対象となった事件名 

消費税申告の事務 

２ 措置の内容 

 (1) 長野県流域下水道事業費特別会計 
 事項 監査結果（要旨） 措置の内容 

 (1) 長野県流

域下水道事

業費特別会

計（2-2-2） 

ア 企業債に

充てられた

繰入金、負担

金等の使途 

平成14年度の流域下水道事業費

特別会計において、企業債の償

還費のために使用される繰入金

等の使途の特定を行うことによ

平成 16 年 8月 2日付で、長野

税務署あてに長野県流域下水道

事業費特別会計の平成14年度課

税期間の消費税及び地方消費税



  の特定状況

(2-2-2-3) 

り生じる消費税納付の減少可能

額 6,028,833 円について、更正

請求を行うべきである。 

の更正請求書を提出しました。

その結果、平成 16 年 9 月 28

日付長野法 1 審第 579 号「消費

税及び地方消費税の更正通知

書」により、更正により減少す

る額として 6,028,835 円が決定

されました。 

平成 16年 10月 27日付で国税還

付金とし 6,294,535 円（うち還

付加算金 265,700 円）が長野県

に還付されました。 

 

 

16 企総第 209 号 

平成 17 年（2005 年）２月 18 日 

 

長野県監査委員 様 

長野県知事 田 中 康 夫 

 

平成 15 年度包括外部監査に係る措置について（通知） 

 

 平成 16 年３月 22 日付けで包括外部監査人廣田達人氏から提出のあった、平成 15 年度包括外部監査の

結果に関する報告（及び監査の結果に関する報告に添えて提出する意見）に基づき、下記のとおり講じた

措置について、地方自治法第 252 条の 38 第６項の規定により通知します。 

記 

１ 監査の対象となった事件名 

人件費及び関係諸費の事務 

２ 措置の内容 

 (1) 監査結果（主に是正改善に係る事項） 

 事項 監査結果（要旨） 措置の内容 

 ア 退職給与引当金の計上を適

正にすべきもの（2-1） 

各地方公営企業会計の貸借対

照表の退職給与引当金の計上額

は、観光施設会計を除き、各会

計とも多額の引当計上不足とな

っている。当該引当金の計上基

準は、前事業年度末日に在職し

ていた全職員がその日に退職し

たと仮定した際に支払われるべ

き退職給与金の額を、当該事業

年度末日に在職している職員が

その日に全員退職したと仮定し

た際に支払われるべき退職給与

金の額から差し引いた額を基準

額とすべきである。過去の引当

不足額については、激変緩和措

置を講じ、今後 10 年間に解消す

 ガス事業については、平成 15

年度決算において引当不足額の

追加計上を行ないました。また、

電気、水道事業については、平

成16年度において引当不足額を

追加計上するため、２月議会定

例会に補正予算案を提案しまし

た。 



  るよう追加計上するなど、計画

的な措置も許容される。 

 

 

 

16 企総第 209 号 

平成 17 年（2005 年）２月 18 日 

 

長野県監査委員 様 

長野県知事 田 中 康 夫 

 

平成 15 年度包括外部監査に係る措置について（通知） 

 

 平成 16 年３月 22 日付けで包括外部監査人廣田達人氏から提出のあった、平成 15 年度包括外部監査の

結果に関する報告（及び監査の結果に関する報告に添えて提出する意見）に基づき、下記のとおり講じた

措置について、地方自治法第 252 条の 38 第６項の規定により通知します。 

記 

１ 監査の対象となった事件名 

消費税申告の事務 

２ 措置の内容 

 (1) 社団法人長野県高圧ガス保安公社（企業局） 

 事項 監査結果（要旨） 措置の内容 

 (1)  社団法人

長野県高圧

ガス保安公

社(2-2-6) 

ア 非課税売

上の集計誤

り(2-2-6-1) 

 課否判定書における利息収

入、有価証券売却収入の金額の

入力誤りによる非課税売上の集

計に誤りがあった。 

 誤りを修正しました。 

  イ 仕入控除

税額の計算

誤り 

(2-2-6-2) 

 平成14年度は課税売上割合が

95 パーセント以上であるため、

仕入控除税額は全額控除となる

が、平成 13 年度の個別対応方式

をそのまま行い、非課税売上分

を仕入控除税額より控除してい

た。 
 以上をふまえ更正の請求を行

うことが必要 

 更正請求を行ないました。 

 

 

16 人第 242 号 

平成 17 年（2005 年）２月 23 日 

 

長野県監査委員 様 

長野県知事 田 中 康 夫 

 

平成 15 年度包括外部監査に係る措置について（通知） 

 

 平成 16 年３月 22 日付けで包括外部監査人廣田達人氏から提出のあった、平成 15 年度包括外部監査の

結果に関する報告（及び監査の結果に関する報告に添えて提出する意見）に基づき、下記のとおり講じた



措置について、地方自治法第 252 条の 38 第６項の規定により通知します。 

記 

１ 監査の対象となった事件名 

人件費及び関係諸費の事務 

２ 措置の内容 

 (1) 監査結果（主に是正改善に係る事項） 

 事項 監査結果（要旨） 措置の内容 

 ア 超過勤務手当の支給につい

て (2-3) 

超過勤務手当のより適正な支

給に向けての改善は着実に進ん

でいるものの手当ての支給は、

一般的には、その必要性を客観

的に評価することが難しい場合

が多く、管理を緩めれば自然的

膨張を許す性質のものであると

考えられる。職員本人が職員一

般の能力に照らして、超過勤務

の必要性があるか十分に吟味し

ているかどうか、さらに、上司

もその勤務内容や必要性につい

て十分に吟味しているか、両方

の視点から超過勤務の必要性が

検討されなければならない。 

 時間外勤務縮減の通知や取組

等により、職員においては、自

らの業務を棚卸し、計画的・効

率的な業務執行のための意識改

革を行うことを、上司において

は、職員の業務内容を把握した

上で、事前に超過勤務命令を行

うことを徹底することによっ

て、相互に超過勤務の必要性に

ついて厳格に吟味する態勢をと

りながら、より適正な超過勤務

手当の支給に努めている。 

  必要な超過勤務に対しては、

適切な手当が支給されなければ

ならないが、不要の超過勤務に

対しては徹底してこれを防止

し、発生した超過勤務に対して

は、事後においてもある程度の

客観的な検証が可能となるよ

う、超過勤務の手続、さらには、

定時時間内の勤務記録の管理を

含めて改善の検討を続けること

が必要である。 

 職員個々人が自律的に勤務時

間を管理する発想に意識を改革

すること、また、管理監督者が、

職員の勤務実態を正確に把握す

ることを目的に、「時間管理表」

の取組を試行し、事後における

業務の客観的な検証を可能とし

ながら、より一層の業務改善に

ついて検討を行った。 

 イ 退職時特別昇給（いわゆる

「名誉昇給」）の廃止に向け

た検討をすべきこと（2-10） 

 退職時特別昇給は、「名誉昇

給」などとして批判的に取り上

げられており、多くの地方公共

団体で見直しが進んでいる。長

野県においても制度そのものに

ついて、廃止に向けた検討をす

べきである。 

○長野県独自の退職時特別昇給

平成 16 年２月 20 日廃止 
○国準拠の退職時特別昇給 

平成 17 年４月１日廃止決定

済み 

 

 

16 行第 99 号 

平成 17 年（2005 年）３月 10 日 

 

長野県監査委員 様 



長野県知事 田 中 康 夫 

 

平成 15 年度包括外部監査に係る措置について（通知） 

 

 平成 16 年３月 22 日付けで包括外部監査人廣田達人氏から提出のあった、平成 15 年度包括外部監査の

結果に関する報告（及び監査の結果に関する報告に添えて提出する意見）に基づき、下記のとおり講じた

措置について、地方自治法第 252 条の 38 第６項の規定により通知します。 

記 

１ 監査の対象となった事件名 

人件費及び関係諸費の事務 

２ 措置の内容 

 (2) 監査意見（組織の運営の合理化のための提言） 

 事項 監査結果（要旨） 措置の内容 

 ア 事務職（事務吏員）と技術

職（技術吏員）との昇任、昇

任格差について(3-1) 

事務吏員と技術吏員における

昇任・昇格に是正すべき明らか

な格差が生じているとは認める

ことは困難であるが、今後職員

間において不公平感が発生しな

いように、公平な評価とともに、

昇任基準の透明性を高めていく

ことが望まれる。 

職務において期待される行動

を客観的な能力の評価基準とし

て定義し、実証に基づく評価の

結果を適正に昇任や異動に反映

させるため、現在新たな人事評

価制度の設計に取り組んでい

る。 

 イ 業務関連公的資格取得者に

対する評価、手当について検

討すべきこと(3-2) 

職務を行ううえで有益な資格

取得は能力評価の一つの要素と

して考慮されるべきものであ

り、働きがいのある給与制度の

仕組みづくりの一環として、事

務に有益な資格に対する評価、

手当のあり方について将来にお

いて検討すべきである。 

現在、能力評価を含む人事評

価制度の設計に取り組んでいる

が、事務に有益な資格について

も、職員の能力を評価する際の

一つの要素として取り入れるこ

とを検討している。 

 

 

監査委員事務局 

 


