
 

                                   

                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 25 年 9 月 26 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

茨城県自治研修所 25． 6．12
　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。

茨城県立水戸第三高等学校 25． 6．12
　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。

茨城県労働委員会事務局 25． 6．12
　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。

茨城県生活環境部環境政策課 25． 6．24
　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。

茨城県生活環境部環境対策課 25． 6．24
　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。

茨城県商工労働部観光物産課 25． 6．24
　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。

茨城県教育庁生涯学習課 25． 6．24
　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。

茨城県商工労働部労働政策課 25． 6．26
　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

25． 6．26
　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。

茨城県商工労働部中小企業課 25． 6．27
　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。

茨城県教育庁義務教育課 25． 6．27
　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。

茨城県教育庁高校教育課 25． 6．27
　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。

茨城県生活環境部廃棄物対策課 25． 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。

茨城県生活環境部防災・危機管理局
消防安全課

25． 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。

茨城県生活環境部防災・危機管理局
原子力安全対策課

25． 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。

茨城県商工労働部職業能力開発課 25． 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 25． 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。

茨城県教育庁文化課 25． 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。

茨城県総務部地域支援局県民センター総室 25． 7． 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。

茨城県企画部つくば・ひたちなか整備局
ひたちなか整備課

25． 7． 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。

茨城県生活環境部国際課 25． 7． 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。

茨城県商工労働部産業政策課 25． 7． 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。



機　　関　　名 実施年月日 監　査　の　結　果

茨城県商工労働部産業技術課 25． 7． 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。

茨城県病害虫防除所 25． 7． 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。

茨城県土木部都市局都市計画課 25． 7． 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。

茨城県立水戸工業高等学校 25． 7． 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。

茨城県立水戸商業高等学校 25． 7． 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。

茨城県知事公室秘書課 25． 7． 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。

茨城県企業局つくばヘリポート管理事務所 25． 7． 2
　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。

茨城県生活環境部防災・危機管理局
防災・危機管理課

25． 7． 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。

茨城県県西流域下水道事務所 25． 7． 4
　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。

茨城県企業局県西水道事務所 25． 7． 4
　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。

茨城県生活環境部生活文化課 25． 7． 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。

茨城県教育庁特別支援教育課 25． 7． 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。

茨城県教育庁保健体育課 25． 7． 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。

茨城県国体推進課 25． 7． 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。

茨城県人事委員会事務局 25． 7． 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。

茨城県霞ケ浦流域下水道事務所 25． 7． 9
　財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管
理は，会計経理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。

茨城県企業局県南水道事務所 25． 7． 9
　財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管
理は，工事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。

茨城県企業局水質管理センター 25． 7． 9
　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 25． 7． 9
　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 25． 7． 9
　財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管
理は，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。

茨城県企画部水・土地計画課 25． 7．10
　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。



機　　関　　名 実施年月日 監　査　の　結　果

茨城県教育庁福利厚生課 25． 7． 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。

茨城県保健福祉部医療対策課 25． 7．19
　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。

茨城県保健福祉部子ども家庭課 25． 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。

茨城県流域下水道水質管理センター 25． 7．22
　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。

茨城県企業局鹿行水道事務所 25． 7．22
　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。

茨城県立内原特別支援学校 25． 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。

茨城県知事公室広報広聴課 25． 7．23
　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。

茨城県企画部空港対策課 25． 7．23
　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。

茨城県企画部つくば・ひたちなか整備局
つくば地域振興課

25． 7．23
　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。

茨城県保健福祉部障害福祉課 25． 7．23
　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。

茨城県保健福祉部薬務課 25． 7．23
　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。

茨城県保健福祉部生活衛生課 25． 7．23
　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。

茨城県企業局県中央水道事務所 25． ７．23
　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。

茨城県教育庁総務課 25． 7．23
　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。

茨城県教育庁財務課 25． 7．23
　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。

茨城県保健福祉部保健予防課 25． 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。

茨城県土木部都市局下水道課
（一般会計）

25． 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。

茨城県土木部都市局下水道課
（公営企業会計）

25． 7．26

　財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管
理において，次の指摘事項があった。
　流域下水道事業会計において，企業債の償還に係
る管理を誤ったことにより予算額を不足せしめたこと，
及びこれを補うため収益的支出科目から資本的支出
科目に対し予算を流用したことは適切でない。

茨城県鹿島下水道事務所 25． 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。

茨城県那珂久慈流域下水道事務所 25． 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。



機　　関　　名 実施年月日 監　査　の　結　果

茨城県企業局 25． 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，契約等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。

茨城県病院局 25． 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。

茨城県保健福祉部福祉指導課 25． 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。

茨城県保健福祉部長寿福祉課 25． 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。

茨城県総務部地域支援局市町村課 25． 7．30
　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。

茨城県保健福祉部厚生総務課 25． 7．30
　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。

茨城県農林水産部農業経営課 25． 7．30
　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。

茨城県農林水産部農地局農村計画課 25． 7．30
　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。

茨城県農林水産部農地局農村環境課 25． 7．30
　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。

茨城県監査委員事務局 25． 8．5
　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。

茨城県総務部管財課 25． 8．6
　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。

茨城県企画部事業推進課 25． 8．6
　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。

茨城県農林水産部産地振興課 25． 8．6
　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。

茨城県土木部港湾課 25． 8．6
　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。

茨城県土木部都市局都市整備課 25． 8．7
　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。

茨城県土木部都市局公園街路課 25． 8．7
　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。

茨城県土木部都市局住宅課 25． 8．7
　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。

茨城県知事公室女性青少年課 25． 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。

茨城県企画部統計課 25． 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。

茨城県肥飼料検査所 25． 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。

茨城県土木部検査指導課 25． 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。

茨城県土木部営繕課 25． 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。



機　　関　　名 実施年月日 監　査　の　結　果

茨城県土木部都市局建築指導課 25． 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。

茨城県企画部情報政策課 25． 8．14
　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 25． 8．16
　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。

茨城県総務部行財政改革・地方分権推進室 25． 8．19
　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。

茨城県総務部土地販売推進本部 25． 8．19
　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。

茨城県総務部総務事務センター 25． 8．19
　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。

茨城県農林水産部畜産課 25． 8．19
　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。

茨城県農林水産部水産振興課 25． 8．19
　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。

茨城県議会事務局 25． 8．19
　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。

茨城県企画部地域計画課 25． 8．20
　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。

茨城県企画部科学技術振興課 25． 8．20
　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。

茨城県農林水産部販売流通課 25． 8．20

　財務に関する事務の執行において，次の指摘事項
があった。
　米飯給食推進事業費補助金の交付事務において，
市町村からの補助金交付申請に対し年度内の交付決
定を怠り，支出を年度内に行わなかったことは法令等
に違背するものであり，適切でない。

茨城県農林水産部林政課 25． 8．20
　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。

茨城県農林水産部漁政課 25． 8．20
　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。

茨城県土木部用地課 25． 8．20
　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。

茨城県警察本部 25． 8．20

　財務に関する事務の執行において，次の指摘事項
があった。
　資金前渡された捜査諸雑費において，当該前渡金
の使途に係る十分な確認が行われず，長期に渡り目
的外に使用されたことは適切でない。

茨城県農林水産部農地局農地整備課 25． 8．21
　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。

茨城県総務部財政課 25． 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。

茨城県企画部企画課 25． 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。

茨城県農林水産部農業政策課 25． 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。



機　　関　　名 実施年月日 監　査　の　結　果

茨城県農林水産部林業課 25． 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 25． 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 25． 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。

茨城県県北家畜保健衛生所 25． 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。

茨城県総務部人事課 25． 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。

茨城県土木部監理課 25． 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。

茨城県土木部河川課 25． 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。

茨城県総務部総務課 25． 8．28
　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。

茨城県総務部税務課 25． 8．28

　財務に関する事務の執行において，次の指摘事項
があった。
　税務総合オンラインシステム機器運用管理及びオペ
レーション等業務委託の契約事務において，入札手
続きの遅れから年度当初の契約を締結できなかったこ
と及び落札者等の公示を実施していなかったこと，ま
た，年度当初に契約できなかった期間(4日間)につい
て，正式な手続きなく口頭のみで業務を依頼したこと
は適切でない。


