
 

                                   

                公 告         
（監 査 委 員        ） 

 
 
茨城県監査委員公告第 15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 3 月 29 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 

茨城県立結城第一高等学校 24． 1． 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。                        

茨城県立協和養護学校 24． 1． 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。                        

茨城県衛生研究所 24． 1． 6 

 財務に関する事務の執行について，次の指摘

事項があった。 

 病理検体の郵送にあたって，県の感染症事務

マニュアルに定める取扱いを誤ったことにより破裂

事故を発生させたこと及びそれにより他の郵便物

に損害を与えたことは著しく適切でない。                        

茨城県立石岡商業高等学校 24． 1．10 
 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。                        

茨城県林業技術センター 24． 1．13 
 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。                        

茨城県立藤代紫水高等学校 24． 1．13 
 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。                        

茨城県県南農林事務所 

稲敷地域農業改良普及センター 
24． 1．16 

 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。                        



 

                                   

茨城県鹿嶋警察署 24． 1．16 
 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。                        

茨城県水戸県税事務所 24． 1．19 

 財務に関する事務の執行について，次の指摘

事項のほか収入に関する注意事項があった。 

 不動産取得税の課税について，積算誤りにより

233 件の課税を誤ったことは適切でない。                        

茨城県環境放射線監視センター 24． 1．19 
 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。                        

茨城県県央農林事務所 

笠間地域農業改良普及センター 
24． 1．23 

 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。                        

茨城県県南家畜保健衛生所 24． 1．23 
 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。                        

茨城県立鉾田第一高等学校 24． 1．23 
 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。                        

茨城県立高萩高等学校 24． 1．30 
 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。                        

茨城県立茨城東高等学校 24． 1．30 
 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。                        

茨城県立藤代高等学校 24． 2． 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。                        

茨城県立岩井高等学校 24． 2． 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。                        

茨城県立筑西産業技術専門学院 24． 2． 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。                        

茨城県立下館第二高等学校 24． 2． 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。                        

茨城県東京事務所 24． 2．10 
 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。                        

茨城県常総保健所 24． 2．10 
 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。                        

茨城県東京農産物販売推進セン

ター 
24． 2．10 

 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。                        

茨城県立小川高等学校 24． 2．10 
 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。                        

茨城県立牛久栄進高等学校 24． 2．10 
 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。                        

茨城県農業総合センター 

山間地帯特産指導所 
24． 2．13 

 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。                        

茨城県立真壁高等学校 24． 2．13 
 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。                        

茨城県立東海高等学校 24． 2．20 
 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。                        

茨城県立鉾田第二高等学校 24． 2．20 
 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。                        

茨城県自転車競技事務所 24． 2．21 
 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。                        

茨城県県南農林事務所 

つくば地域農業改良普及センター 
24． 2．22 

 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。                        



 

                                   

茨城県土浦保健所 24． 2．24 
 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。                        

茨城県立こども福祉医療センター 24． 2．24 
 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。                        

茨城県県北農林事務所 24． 2．24 
 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。                        

茨城県県央農林事務所 24． 2．24 

 財務に関する事務の執行について，次の指摘

事項があった。 

  工事施工に際して，事前の注意を怠ったことに

より，工作物が境界を越え，民有地に設置された

こと，及び工作物と土地との権利関係が使用貸借

（無償）とされたことから将来的に安定したもので

ないことは適切でない。 

茨城県鹿行農林事務所 24． 2．24 
 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。                        

茨城県県南農林事務所 24． 2．24 
 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。                        

茨城県水戸土木事務所 24． 2．24 
 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。                        

茨城県常陸大宮土木事務所 24． 2．24 
 財務に関する事務の執行は，契約に関する注

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

茨城県潮来土木事務所 24． 2．24 
 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。                        

茨城県土浦土木事務所 24． 2．24 
 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。                        

茨城県筑西土木事務所 24． 2．24 
 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。                        

茨城県立常北高等学校 24． 2．24 
 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。                        

茨城県立波崎柳川高等学校 24． 2．24 
 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。                        

茨城県立大子養護学校 24． 2．24 
 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。                        

茨城県福祉相談センター 24． 2．27 
 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。                      

茨城県県南教育事務所 24． 2．27 
 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。                        

茨城県立土浦第三高等学校 24． 2．27 
 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。                        

茨城県立八千代高等学校 24． 2．27 
 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。                        

茨城県立山方商業高等学校 24． 2．29 
 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。                        

 


