
 

                                   

                公 告         
（監 査 委 員        ） 

 
 
茨城県監査委員公告第 11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 24 年 2 月 6 日 

 
 
 

茨城県監査委員     白 田 信 夫 
同       菊 池 敏 行 

       同      小 沼   均 
同      齋  藤 良  彦 

 
 

機  関  名 実施年月日 監 査 の 結 果 

茨城県自治研修所 23． 9．16 
 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。                        

茨城県立石岡第一高等学校 23． 9．16 
 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。                        

茨城県水戸教育事務所 23． 9．20 
 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。                        

茨城県立内原養護学校 23． 9．20 
 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。                        

茨城県県北県民センター 23． 9．28 
 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。                        

茨城県動物指導センター 23． 9．28 
 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。                        

茨城県大子警察署 23． 9．29 
 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。                        

茨城県立佐和高等学校 23．10． 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。                        

茨城県県南食肉衛生検査所 23．10． 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。                        



 

                                   

茨城県常陸大宮保健所 23．10． 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。                        

茨城県立水戸商業高等学校 23．10． 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。                        

茨城県近代美術館 23．10．11 
 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。                        

茨城県県北農林事務所 

常陸大宮地域農業改良普及セン

ター 

23．10．14 
 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。                        

茨城県病害虫防除所 23．10．14 
 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。                        

茨城県立水戸第一高等学校 23．10．14 
 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。                        

茨城県立笠間高等学校 23．10．14 
 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。                        

茨城県立鹿島養護学校 23．10．14 
 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。                        

茨城県筑西保健所 23．10．17 
 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。                        

茨城県北海道事務所 23．10．17 
 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。                        

茨城県大阪事務所 23．10．20 
 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。                        

茨城県鹿行県民センター 23．10．25 
 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。                        

茨城県立鹿島産業技術専門学院 23．10．25 
 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。                        

茨城県土浦県税事務所 23．10．26 
 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。                        

茨城県霞ケ浦環境科学センター 23．10．26 
 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。                        

茨城県水戸保健所 23．10．27 
 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。                        

茨城県立産業技術短期大学校 23．10．27 
 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。                        

茨城県立産業技術短期大学校 

併設水戸産業技術専門学院 
23．10．27 

 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。                        

茨城県筑西県税事務所 23．10．28 
 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。                        

茨城県県西県民センター 23．10．28 
 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。                        

茨城県立水戸聾学校 23．11． 2 
 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。                        

茨城県立友部養護学校 23．11． 2 
 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。                        

茨城県立日立北高等学校 23．11． 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。                        

茨城県立神栖高等学校 23．11． 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。                        



 

                                   

茨城県立盲学校 23．11． 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。                        

茨城県近代美術館 

つくば分館 
23．11． 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。                        

茨城県立水戸工業高等学校 23．11． 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。                        

茨城県県北家畜保健衛生所 23．11．14 
 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。                        

茨城県畜産センター 

養豚研究所 
23．11．22 

 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。                        

茨城県立麻生高等学校 23．11．22 
 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。                        

茨城県立下館工業高等学校 23．11．25 
 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。                        

茨城県潮来保健所 23．11．29 
 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。                        

茨城県立筑波高等学校 23．11．29 
 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。                        

ミュージアムパーク茨城県自然博

物館 
23．11．30 

 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。                        

茨城県立竹園高等学校 23．11．30 
 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。                        

茨城県工業技術センター繊維工

業指導所 
23．12．12 

 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。                        

茨城県立霞ヶ浦聾学校 23．12．12 
 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。                        

茨城県県西家畜保健衛生所 23．12．15 
 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。                        

茨城県霞ケ浦北浦水産事務所 23．12．15 
 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。                        

茨城県つくば保健所 23．12．21 
 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。                        

茨城県立鹿島高等学校 23．12．21 
 財務に関する事務の執行は，財産に関する注

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

茨城県立茎崎高等学校 23．12．21 
 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。                        

茨城県笠間警察署 23．12．21 
 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。                        

茨城県日立警察署 23．12．21 
 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。                        

茨城県稲敷警察署 23．12．21 
 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。                        

茨城県筑西警察署 23．12．21 
 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。                        

茨城県ひたちなか保健所 23．12．26 
 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。                        

茨城県立水戸第三高等学校 23．12．26 
 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。                        



 

                                   

茨城県立つくば工科高等学校 23．12．26 
 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。                        

茨城県立水戸高等養護学校 23．12．28 
 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。                        

茨城県結城警察署 23．12．28 
 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。                        

 


