
 

                                   

                公 告         
（監 査 委 員        ） 

 
 
茨城県監査委員公告第 8号 

 
 
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第４項の規定に基づき，定期監査をし

たので，同条第９項の規定により，次のとおり公表する。 
 
 

平成 23 年 9 月 22 日 

 
 
 

茨城県監査委員     鶴  岡  正  彦 
同       藤 島 正 孝 

       同      小 沼   均 
同      齋  藤 良  彦 

 
 

機  関  名 実施年月日 監 査 の 結 果 

茨城県商工労働部観光物産課 23． 6．22 
 財務に関する事務の執行は，適正に処理された

ものと認める。                        

茨城県教育庁義務教育課 23． 6．22 
 財務に関する事務の執行は，適正に処理された

ものと認める。                        

茨城県教育庁高校教育課 23． 6．22 
 財務に関する事務の執行は，適正に処理された

ものと認める。                        

茨城県生活環境部環境政策課 23． 6．28 
 財務に関する事務の執行は，適正に処理された

ものと認める。                        

茨城県生活環境部環境対策課 23． 6．28 
 財務に関する事務の執行は，適正に処理された

ものと認める。                        

茨城県会計事務局 23． 6．28 
 財務に関する事務の執行は，適正に処理された

ものと認める。                        

茨城県立緑岡高等学校 23． 7． 4 
 財務に関する事務の執行は，適正に処理された

ものと認める。                        

茨城県計量検定所 23． 7． 6 
 財務に関する事務の執行は，適正に処理された

ものと認める。                        

茨城県保健福祉部薬務課 23． 7． 7 
 財務に関する事務の執行は，適正に処理された

ものと認める。                        



 

                                   

茨城県鹿島下水道事務所 23． 7． 7 
 財務に関する事務の執行及び経営に係る事業

の管理は，適正に処理されたものと認める。                        

茨城県保健福祉部医療対策課 23． 7．12 
 財務に関する事務の執行は，適正に処理された

ものと認める。                        

茨城県土木部都市局下水道課 

（一般会計・特別会計） 
23． 7．12 

 財務に関する事務の執行は，適正に処理された

ものと認める。                        

茨城県土木部都市局下水道課 

（公営企業会計） 
23． 7． 12 

 財務に関する事務の執行及び経営に係る事業

の管理は，適正に処理されたものと認める。                        

茨城県立図書館 23． 7．12 
 財務に関する事務の執行は，適正に処理された

ものと認める。                        

茨城県知事公室広報広聴課 23． 7．19 
 財務に関する事務の執行は，適正に処理された

ものと認める。                        

茨城県企画部空港対策課 23． 7．19 
 財務に関する事務の執行は，適正に処理された

ものと認める。                        

茨城県商工労働部職業能力開発

課 
23． 7．20 

 財務に関する事務の執行は，適正に処理された

ものと認める。                        

茨城県県西流域下水道事務所 23． 7．21 
 財務に関する事務の執行は，適正に処理された

ものと認める。                        

茨城県企業局県西水道事務所 23． 7．21 
 財務に関する事務の執行及び経営に係る事業

の管理は，適正に処理されたものと認める。                        

茨城県教育庁文化課 23． 7．21 
 財務に関する事務の執行は，適正に処理された

ものと認める。                        

茨城県企画部地域計画課 23． 7．22 
 財務に関する事務の執行は，適正に処理された

ものと認める。                        

茨城県知事公室女性青少年課 23． 7．25 
 財務に関する事務の執行は，適正に処理された

ものと認める。                        

茨城県総務部行財政改革・地方

分権推進室 
23． 7．25 

 財務に関する事務の執行は，適正に処理された

ものと認める。                        

茨城県企画部つくば・ひたちなか

整備局 

つくば地域振興課 

23． 7．25 
 財務に関する事務の執行は，適正に処理された

ものと認める。                        

茨城県生活環境部危機管理室 23． 7．25 
 財務に関する事務の執行は，適正に処理された

ものと認める。                        

茨城県保健福祉部障害福祉課 23． 7．25 

 事務の執行について，次の指摘事項があった。 

 精神障害者等搬送業務委託等について，組織

内部のチェック体制や指導監督が有効に機能せ

ず，契約書を偽造するなど不適正な事務処理が

あったことは適切でない。                        

茨城県商工労働部産業政策課 23． 7．25 
 財務に関する事務の執行は，適正に処理された

ものと認める。                        

茨城県商工労働部中小企業課 23． 7．25 
 財務に関する事務の執行は，適正に処理された

ものと認める。                        

茨城県商工労働部労働政策課 23． 7．25 
 財務に関する事務の執行は，適正に処理された

ものと認める。                        

茨城県肥飼料検査所 23． 7．25 
 財務に関する事務の執行は，適正に処理された

ものと認める。                        

茨城県企業局鹿行水道事務所 23． 7．25 
 財務に関する事務の執行及び経営に係る事業

の管理は，適正に処理されたものと認める。                        



 

                                   

茨城県企業局県中央水道事務所 23． 7．25 
 財務に関する事務の執行及び経営に係る事業

の管理は，適正に処理されたものと認める。                        

茨城県企業局水質管理センター 23． 7．25 
 財務に関する事務の執行及び経営に係る事業

の管理は，適正に処理されたものと認める。                        

茨城県企画部情報政策課 23． 7．26 
 財務に関する事務の執行は，適正に処理された

ものと認める。                        

茨城県企画部統計課 23． 7．26 
 財務に関する事務の執行は，適正に処理された

ものと認める。                        

茨城県企画部科学技術振興課 23． 7．26 
 財務に関する事務の執行は，適正に処理された

ものと認める。                        

茨城県生活環境部廃棄物対策課 23． 7．26 
 財務に関する事務の執行は，適正に処理された

ものと認める。                        

茨城県保健福祉部子ども家庭課 23． 7．26 
 財務に関する事務の執行は，適正に処理された

ものと認める。                        

茨城県企業局県南水道事務所 23． 7．26 
 財務に関する事務の執行及び経営に係る事業

の管理は，適正に処理されたものと認める。                        

茨城県保健福祉部保健予防課 23． 7．27 
 財務に関する事務の執行は，適正に処理された

ものと認める。                        

茨城県精神保健福祉センター 23． 7．27 
 財務に関する事務の執行は，適正に処理された

ものと認める。                        

茨城県県西農林事務所 23． 7．27 

 事務の執行について，次の指摘事項があった。 

 当事務所の支所である境土地改良事務所が発

注した工事について，入札談合等関与行為に関

し公正取引委員会の調査を受け，事業者に対し

「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する

法律」に基づく排除措置命令及び課徴金納付命

令がなされる事態となったことは，著しく適切でな

い。      

茨城県県西農林事務所境土地改

良事務所 
23． 7．27 

 事務の執行について，次の指摘事項があった。 

当事務所が発注した工事について，入札談合等

関与行為に関し公正取引委員会の調査を受け，

事業者に対し「私的独占の禁止及び公正取引の

確保に関する法律」に基づく排除措置命令及び

課徴金納付命令がなされる事態となったことは，

著しく適切でない。      

茨城県土木部営繕課 23． 7．27 
 財務に関する事務の執行は，適正に処理された

ものと認める。                        

茨城県境工事事務所 23． 7．27 

 事務の執行について，次の指摘事項があった。 

 当事務所が発注した工事について，入札談合

等関与行為に関し公正取引委員会の調査を受

け，事業者に対し「私的独占の禁止及び公正取

引の確保に関する法律」に基づく排除措置命令

及び課徴金納付命令がなされる事態となったこと

は，著しく適切でない。      

茨城県企業局つくばヘリポート管

理事務所 
23． 7．27 

 財務に関する事務の執行及び経営に係る事業

の管理は，適正に処理されたものと認める。                        

茨城県立中央病院 23． 7．27 
 財務に関する事務の執行及び経営に係る事業

の管理は，適正に処理されたものと認める。                        



 

                                   

茨城県立こころの医療センター 23． 7．27 
 財務に関する事務の執行及び経営に係る事業

の管理は，適正に処理されたものと認める。                        

茨城県企業局 23． 7．28 
 財務に関する事務の執行及び経営に係る事業

の管理は，適正に処理されたものと認める。                        

茨城県病院局 23． 7．28 
 財務に関する事務の執行及び経営に係る事業

の管理は，適正に処理されたものと認める。                        

茨城県企画部水・土地計画課 23． 7．29 
 財務に関する事務の執行は，適正に処理された

ものと認める。                        

茨城県企画部つくば・ひたちなか

整備局 

ひたちなか整備課 

23． 7．29 
 財務に関する事務の執行は，適正に処理された

ものと認める。                        

茨城県保健福祉部福祉指導課 23． 7．29 
 財務に関する事務の執行は，適正に処理された

ものと認める。                        

茨城県商工労働部産業技術課 23． 7．29 
 財務に関する事務の執行は，適正に処理された

ものと認める。                        

茨城県土木部用地課 23． 7．29 
 財務に関する事務の執行は，適正に処理された

ものと認める。                        

茨城県知事公室秘書課 23． 8． 1 
 財務に関する事務の執行は，適正に処理された

ものと認める。                        

茨城県企画部企画課 23． 8． 1 
 財務に関する事務の執行は，適正に処理された

ものと認める。                        

茨城県企画部事業推進課 23． 8． 1 
 財務に関する事務の執行は，適正に処理された

ものと認める。                        

茨城県保健福祉部厚生総務課 23． 8． 1 
 財務に関する事務の執行は，適正に処理された

ものと認める。                        

茨城県保健福祉部長寿福祉課 23． 8． 1 
 財務に関する事務の執行は，適正に処理された

ものと認める。                        

茨城県保健福祉部生活衛生課 23． 8． 1 
 財務に関する事務の執行は，適正に処理された

ものと認める。                        

茨城県教育庁生涯学習課 23． 8． 4 
 財務に関する事務の執行は，適正に処理された

ものと認める。                        

茨城県立水戸桜ノ牧高等学校 23． 8． 4 
 財務に関する事務の執行は，適正に処理された

ものと認める。                        

茨城県労働委員会事務局 23． 8． 4 
 財務に関する事務の執行は，適正に処理された

ものと認める。                        

茨城県農林水産部林業課 23． 8． 8 
 財務に関する事務の執行は，適正に処理された

ものと認める。                        

茨城県教育庁保健体育課 23． 8． 8 
 財務に関する事務の執行は，適正に処理された

ものと認める。                        

茨城県生活環境部原子力安全対

策課 
23． 8． 9 

 財務に関する事務の執行は，適正に処理された

ものと認める。                        

茨城県立水戸第二高等学校 23． 8． 9 
 財務に関する事務の執行は，適正に処理された

ものと認める。                        

茨城県土木部検査指導課 23． 8．10 
 財務に関する事務の執行は，適正に処理された

ものと認める。                        

茨城県教育庁福利厚生課 23． 8．11 
 財務に関する事務の執行は，適正に処理された

ものと認める。                        

茨城県農林水産部畜産課 23． 8．12 
 財務に関する事務の執行は，適正に処理された

ものと認める。                        



 

                                   

茨城県生活環境部国際課 23． 8．16 
 財務に関する事務の執行は，適正に処理された

ものと認める。                        

茨城県総務部管財課 23． 8．17 
 財務に関する事務の執行は，収入に関する注

意事項を除き適正に処理されたものと認める。                        

茨城県生活環境部生活文化課 23． 8．17 
 財務に関する事務の執行は，適正に処理された

ものと認める。                        

茨城県生活環境部消防防災課 23． 8．17 
 財務に関する事務の執行は，適正に処理された

ものと認める。                        

茨城県県北食肉衛生検査所 23． 8．17 
 財務に関する事務の執行は，適正に処理された

ものと認める。                        

茨城県教育庁総務課 23． 8．17 
 財務に関する事務の執行は，適正に処理された

ものと認める。                        

茨城県教育庁財務課 23． 8．17 
 財務に関する事務の執行は，適正に処理された

ものと認める。                        

茨城県教育庁特別支援教育課 23． 8．17 
 財務に関する事務の執行は，適正に処理された

ものと認める。                        

茨城県警察本部 23． 8．17 
 財務に関する事務の執行は，適正に処理された

ものと認める。                        

茨城県消費生活センター 23． 8．18 
 財務に関する事務の執行は，適正に処理された

ものと認める。                        

茨城県土木部都市局建築指導課 23． 8．19 
 財務に関する事務の執行は，経済性に関する

注意事項を除き適正に処理されたものと認める。                        

茨城県土木部監理課 23． 8．22 
 財務に関する事務の執行は，適正に処理された

ものと認める。                        

茨城県土木部道路建設課 23． 8．22 
 財務に関する事務の執行は，適正に処理された

ものと認める。                        

茨城県土木部道路維持課 23． 8．22 
 財務に関する事務の執行は，適正に処理された

ものと認める。                        

茨城県土木部河川課 23． 8．22 
 財務に関する事務の執行は，適正に処理された

ものと認める。                        

茨城県土木部港湾課 23． 8．22 
 財務に関する事務の執行は，適正に処理された

ものと認める。                        

茨城県土木部都市局都市計画課 23． 8．22 
 財務に関する事務の執行は，適正に処理された

ものと認める。                        

茨城県土木部都市局都市整備課 23． 8．22 
 財務に関する事務の執行は，適正に処理された

ものと認める。                        

茨城県土木部都市局公園街路課 23． 8．22 
 財務に関する事務の執行は，適正に処理された

ものと認める。                        

茨城県土木部都市局住宅課 23． 8．22 
 財務に関する事務の執行は，適正に処理された

ものと認める。                        

茨城県総務部人事課 23． 8．23 
 財務に関する事務の執行は，適正に処理された

ものと認める。                        

茨城県総務部税務課 23． 8．23 
 財務に関する事務の執行は，適正に処理された

ものと認める。                        

茨城県総務部地域支援局市町村

課 
23． 8．23 

 財務に関する事務の執行は，適正に処理された

ものと認める。                        

茨城県総務部地域支援局県民セ

ンター総室 
23． 8．23 

 財務に関する事務の執行は，適正に処理された

ものと認める。                        



 

                                   

茨城県農林水産部農業政策課 23． 8．23 
 財務に関する事務の執行は，適正に処理された

ものと認める。                        

茨城県農林水産部産地振興課 23． 8．23 
 財務に関する事務の執行は，適正に処理された

ものと認める。                        

茨城県農林水産部販売流通課 23． 8．23 
 財務に関する事務の執行は，適正に処理された

ものと認める。                        

茨城県農林水産部農業経営課 23． 8．23 
 財務に関する事務の執行は，適正に処理された

ものと認める。                        

茨城県農林水産部林政課 23． 8．23 
 財務に関する事務の執行は，適正に処理された

ものと認める。                        

茨城県農林水産部漁政課 23． 8．23 
 財務に関する事務の執行は，適正に処理された

ものと認める。                        

茨城県農林水産部水産振興課 23． 8．23 
 財務に関する事務の執行は，適正に処理された

ものと認める。                        

茨城県農林水産部農地局農村計

画課 
23． 8．23 

 財務に関する事務の執行は，適正に処理された

ものと認める。                        

茨城県農林水産部農地局農地整

備課 
23． 8．23 

 財務に関する事務の執行は，適正に処理された

ものと認める。                        

茨城県農林水産部農地局農村環

境課 
23． 8．23 

 財務に関する事務の執行は，適正に処理された

ものと認める。                        

茨城県立那珂高等学校 23． 8．24 
 財務に関する事務の執行は，適正に処理された

ものと認める。                        

茨城県人事委員会事務局 23． 8．25 
 財務に関する事務の執行は，適正に処理された

ものと認める。                        

茨城県総務部総務課 23． 8．26 
 財務に関する事務の執行は，適正に処理された

ものと認める。                        

茨城県総務部財政課 23． 8．26 
 財務に関する事務の執行は，適正に処理された

ものと認める。                        

茨城県総務部総務事務センター 23． 8．26 
 財務に関する事務の執行は，適正に処理された

ものと認める。                        

茨城県農業総合センター 

鹿島地帯特産指導所 
23． 8．26 

 財務に関する事務の執行は，適正に処理された

ものと認める。                        

茨城県立水戸飯富養護学校 23． 8．26 
 財務に関する事務の執行は，適正に処理された

ものと認める。                        

茨城県議会事務局 23． 8．26 
 財務に関する事務の執行は，適正に処理された

ものと認める。                        

茨城県監査委員事務局 23． 8．26 
 財務に関する事務の執行は，適正に処理された

ものと認める。                        

 


