
 

                                   

                公 告         
（監 査 委 員        ） 

 
 
茨城県監査委員公告第 10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 25 年 2 月 7 日 

 
 
 

茨城県監査委員     飯 塚 秋 男 
同       山 岡 恒 夫 

       同      小 沼   均 
同      齋  藤 良  彦 

 
 
 
 
 
 



機　　関　　名 実施年月日 監　査　の　結　果

茨城県畜産センター
養豚研究所

24． 9．11
　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。

茨城県立水戸第一高等学校 24． 9．13
　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。

茨城県水戸教育事務所 24． 9．18
　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。

茨城県立小川高等学校 24． 9．19
　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。

茨城県立水戸第三高等学校 24． 9．20
　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。

茨城県自転車競技事務所 24． 9．21
　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。

茨城県県北教育事務所 24． 9．24
　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。

茨城県古河警察署 24． 9．24
　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． 9．27
　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。

茨城県立鹿島産業技術専門学院 24．10． 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。

茨城県県北農林事務所
常陸大宮地域農業改良普及センター

24．10． 5
　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。

茨城県立日立商業高等学校 24．10．15
　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。

茨城県立岩瀬高等学校 24．10．15
　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。

茨城県日立警察署 24．10．15
　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。

茨城県桜川警察署 24．10．15
　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。

茨城県立水戸聾学校 24．10．19
　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。

茨城県竜ケ崎保健所 24．10．22
　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。

茨城県鉾田保健所 24．10．22
　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。

茨城県衛生研究所 24．10．22
　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。

茨城県筑西警察署 24．10．22
　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。

茨城県陶芸美術館 24．10．23

　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。
　消耗品費等の執行において，組織内部のチェック体
制が有効に機能せず，支出負担行為決議票の起票が
遅れたこと及び支払いの遅延が多数生じたことは適切
でない。



機　　関　　名 実施年月日 監　査　の　結　果

茨城県東京事務所 24．10．26
　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。

茨城県福祉相談センター 24．10．26
　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。

茨城県大阪事務所 24．10．26
　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。

茨城県行方県税事務所 24．10．29
　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。

茨城県立潮来高等学校 24．10．29
　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。

茨城県立笠間高等学校 24．10．30
　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。

茨城県工業技術センター 24．10．31
　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
農業大学校

24．10．31
　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。

茨城県つくば北警察署 24．10．31
　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。

茨城県立竜ケ崎第二高等学校 24．11． 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。

茨城県立友部特別支援学校 24．11． 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。

茨城県常陸大宮保健所 24．11． 5
　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。

茨城県立茨城学園 24．11． 5
　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 24．11． 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。

茨城県立水戸桜ノ牧高等学校 24．11． 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。

ミュージアムパーク茨城県自然博物館 24．11． 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。

茨城県立佐和高等学校 24．11． 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。

茨城県立東海高等学校 24．11． 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。

茨城県立鹿島特別支援学校 24．11． 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。

茨城県筑西土木事務所 24．11． 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。

茨城県立水戸工業高等学校 24．11． 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。

茨城県立真壁高等学校 24．11． 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。



機　　関　　名 実施年月日 監　査　の　結　果

茨城県立医療大学 24．11．12
　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。

茨城県県南農林事務所
稲敷土地改良事務所

24．11．12
　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。

茨城県県南食肉衛生検査所 24．11．13
　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。

茨城県立美浦特別支援学校 24．11．13
　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。

茨城県霞ケ浦環境科学センター 24．11．14
　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。

茨城県霞ケ浦北浦水産事務所 24．11．14
　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。

茨城県立鉾田第一高等学校 24．11．14
　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。

茨城県立こども福祉医療センター 24．11．20
　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。

茨城県水産試験場 24．11．20
　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。

茨城県立佐竹高等学校 24．11．20
　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。

茨城県県南農林事務所
稲敷地域農業改良普及センター

24．11．21
　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。

茨城県近代美術館
つくば分館

24．11．21
　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。

茨城県立太田第二高等学校 24．11．21
　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。

茨城県立境高等学校 24．11．21
　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。

茨城県ひたちなか東警察署 24．11．21
　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。

茨城県立土浦湖北高等学校 24．11．22
　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。

茨城県つくば保健所 24．11．26
　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。

茨城県工業技術センター
窯業指導所

24．11．26
　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
農業研究所

24．11．26
　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。

茨城県立鹿島高等学校 24．11．26
　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。

茨城県立鹿島灘高等学校 24．11．26
　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。

茨城県立神栖高等学校 24．11．26
　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。



機　　関　　名 実施年月日 監　査　の　結　果

茨城県結城警察署 24．11．26
　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。

茨城県土浦保健所 24．11．27
　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。

茨城県土浦土木事務所 24．11．27
　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。

茨城県土浦土木事務所
つくば支所

24．11．27
　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。

茨城県水戸警察署 24．11．27
　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。

茨城県常陸太田県税事務所 24．11．29
　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。

茨城県常陸太田工事事務所 24．11．29
　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。

茨城県立産業技術短期大学校 24．12． 3
　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

24．12． 3
　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。

茨城県立協和特別支援学校 24．12． 3
　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。

茨城県鹿行教育事務所 24．12． 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。

茨城県立石下紫峰高等学校 24．12． 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。

茨城県常総警察署 24．12． 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。

茨城県県西教育事務所 24．12． 5
　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。

茨城県立太田第一高等学校 24．12． 5
　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 24．12． 5
　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。

茨城県鹿行農林事務所 24．12． 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。

茨城県鉾田工事事務所 24．12． 7
　財務に関する事務の執行は，事務事業に関する注
意事項を除き適正に処理されたものと認める。

茨城県鹿島港湾事務所 24．12．10
　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。

茨城県県央農林事務所
笠間地域農業改良普及センター

24．12．11
　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。

茨城県東京農産物販売推進センター 24．12．11
　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。

茨城県立藤代紫水高等学校 24．12．11
　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。



機　　関　　名 実施年月日 監　査　の　結　果

茨城県ひたちなか西警察署 24．12．11
　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。

茨城県立古河第三高等学校 24．12．12
　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。

茨城県潮来保健所 24．12．14
　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。

茨城県常総保健所 24．12．14
　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。

茨城県立リハビリテーションセンター 24．12．14
　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。

茨城県県南教育事務所 24．12．14
　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。

茨城県近代美術館
天心記念五浦分館

24．12．14
　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。

茨城県立並木高等学校 24．12．14
　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。

茨城県立並木中等教育学校 24．12．14
　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。

茨城県立総和工業高等学校 24．12．14
　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。

茨城県県南農林事務所
つくば地域農業改良普及センター

24．12．17
　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 24．12．17
　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。

茨城県立つくば特別支援学校 24．12．17
　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。

茨城県稲敷警察署 24．12．17
　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。

茨城県土浦警察署 24．12．17
　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。

茨城県計量検定所 24．12．19
　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。

茨城県立日立工業高等学校 24．12．19
　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。

茨城県立霞ヶ浦聾学校 24．12．19
　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。

茨城県立土浦特別支援学校 24．12．19
　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。

茨城県日立保健所 24．12．20
　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。

茨城県立土浦産業技術専門学院 24．12．20
　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。

茨城県立茨城東高等学校 24．12．20
　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。



機　　関　　名 実施年月日 監　査　の　結　果

茨城県下妻警察署 24．12．20
　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。

茨城県県西食肉衛生検査所 24．12．21
　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。

茨城県立鉾田農業高等学校 24．12．25
　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。

茨城県立土浦工業高等学校 24．12．25
　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。

茨城県立江戸崎総合高等学校 24．12．25
　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。

茨城県立勝田特別支援学校 24．12．25
　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。

茨城県立下妻特別支援学校 24．12．25
　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。

茨城県行方警察署 24．12．25
　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。

茨城県動物指導センター 24．12．27
　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。

茨城県立麻生高等学校 24．12．28
　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。

茨城県立水海道第一高等学校 24．12．28
　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。


