
 

福井県監査委員告示第３号  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１項、第２項および第

４項の規定に基づき実施した監査の結果に関する報告を、同条第９項の規定に

より次のとおり公表する。  

 

  令和２年 ３月１０日  

 

                     福井県監査委員 小堀 友廣  

                     同       清水 智信  

                     同       江川 権一  

                     同       平鍋 順一  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

地方自治法第１９９条第１項（財務監査）の規定による定期監査の結果  

 

第１ 監査の概要 

 １ 公表の対象機関  

   今回公表の対象とするのは、令和元年９月から令和２年２月に定期監査を実施した

出先機関１１４機関分である。 

 ２ 監査の重点 

   監査は、財務に関する事務の執行および経営に係る事業の管理について、適正かつ  

  効率的に執行されているかを主眼とし、次の事項に重点を置いて実施した。  

（１）現金等の取扱いについて  

（２）諸手当の支給状況について 

（３）公有財産の管理について  

（４）生産製作品の管理について  

（５）内部統制について  

   （６）ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の設置および管理について  

 ３ 監査の実施方法  

   監査は、次の方法により実施した。  

（１）対象機関１１４機関のうち、６７機関については実地監査を、４７機関につ

いては書面監査を実施した。 

 対象機関 出先機関  計  
 

実地監査  書面監査  

普通会計 

知 事 部 局       ５４ ５４ ３３ ２１ 

教 育 委 員 会       ４９ ４９ ２９ ２０ 

公 安 委 員 会 １１ １１ ５  ６  

 計  １１４ １１４ ６７ ４７ 

（２）実地監査については、対象機関から資料の提出を求め、事務局職員が調査し

た結果に基づき、監査委員が対象機関の関係者から説明を求めて実施した。  

   （３）書面監査については、対象機関から資料の提出を求め、事務局職員が調査し

た結果に基づき、監査委員が書面により実施した。  

   なお、書面監査の実施年月日は、監査委員が書面により実施した日とした。 

 

第２ 監査の結果 

 １ 概要 

  対象機関に対して改善を求めた事項は３７５件であった。 

 区  分 指摘事項 指導事項 

  
予算関係 

件  

   ０ 
件  

   ０ 

 収入関係   １１ ４６ 

 支出関係    ８   ４７ 

 契約関係    ３ ６７ 

 工事関係    ３   １２ 

 財産管理関係    ２３  １０４ 

 その他    １   ５０ 

 合 計 ４９ ３２６ 

   ※監査結果の処理区分については、次のとおりである。  

  ≪指摘事項≫  

   ・ 違法または不当な事項で、誤りの程度が重大なものまたは経済性に欠けるもの  

   ・ 故意または過失が原因となっているもの  



 

  ≪指導事項≫  

   ・ 指摘事項にまでは至らないが、適正を欠くもの  

 

 ２ 部局別の実施状況  

（１）総務部 

ア  対象機関および実施年月日  

    対象機関 実施年月日 

福井県税事務所 2. 1. 17 

   

イ  結果  

（ア）指摘事項はなかった。  

（イ）指導事項として、一部に改善を要する事項が見受けられたので、改善を

求めた。 

（備考）指導事項については、主な事項をまとめて後述した。  

 

（２）地域戦略部  

    ア  対象機関および実施年月日  

    対象機関 実施年月日     対象機関 実施年月日 

 嶺南振興局（若狭） 元.10.25  大阪事務所 2. 2.28 

 嶺南振興局（二州） 元.10.24  生活学習館 2. 1.17 

 東京事務所 元.11. 7 

 

イ  結果  

（ア）指摘事項として、次の事項が見受けられたので、適切な措置を講じるこ

とを求めた。  

 ａ 収入関係 

・ 証紙収納額報告に誤りがあり、平成３０年度歳入決算額を５，９０

０円過少に計上していた。         （嶺南振興局（若狭）） 

（イ）指導事項として、一部に改善を要する事項が見受けられたので、改善を

求めた。 

 

（３）交流文化部  

    ア  対象機関および実施年月日  

    対象機関 実施年月日     対象機関 実施年月日 

 恐竜博物館 2. 2.28 一乗谷朝倉氏遺跡資料館 2. 2.28 

 歴史博物館 2. 2.28  福井運動公園事務所 元.12. 2 

 美術館 2. 2.28  武道館 2. 2.28 

若狭歴史博物館 元.11.20 

 

イ  結果  

（ア）指摘事項として、次の事項が見受けられたので、適切な措置を講じるこ

とを求めた。  

 ａ 財産管理関係 

・ 昨年度に引き続き、新たに取得した備品について、備品台帳に登記

する際に金額を誤っていた。            （歴史博物館） 

・ 公用車の事故（物損１件）により、修繕費の支払が発生していた。

（修繕費 １９７，５８１円）           （恐竜博物館） 

 ｂ その他 

・ 歳出予算を執行する際は、事前に執行伺を作成し決裁を受けるべき



 

であるが、昨年度に引き続き、執行伺の作成を失念し、後日決裁を受

けていた。                    （恐竜博物館） 

（イ）指導事項として、一部に改善を要する事項が見受けられたので、改善を

求めた。 

 

（４）安全環境部  

    ア  対象機関および実施年月日  

    対象機関 実施年月日     対象機関 実施年月日 

 消防学校 2. 2.28  海浜自然センター 2. 2.28 

原子力環境監視センター 元.12.16  年縞博物館 2. 2.28 

 自然保護センター 2. 2.28 

 

イ  結果  

     （ア）指摘事項として、次の事項が見受けられたので、適切な措置を講じるこ

とを求めた。  

    ａ 財産管理関係 

・ 公用車を脱輪させたことにより、車両引上手数料の支払が発生して

いた。 

（引上手数料 １２２，４７２円）      （自然保護センター） 

（イ）指導事項として、一部に改善を要する事項が見受けられたので、改善を

求めた。 

 

（５）健康福祉部  

    ア  対象機関および実施年月日  

    対象機関 実施年月日     対象機関 実施年月日 

 福井健康福祉センター 2. 2. 5  総合福祉相談所 2. 2.28 

 坂井健康福祉センター 2. 2.28  こども療育センター 元. 9. 5 

 奥越健康福祉センター 元. 9. 3 
 嶺南振興局 

敦賀児童相談所 
2. 2.28 

丹南健康福祉センター 2. 2.28  和敬学園 元.10. 7 

 嶺南振興局 

二州健康福祉センター 
 元.12.16  看護専門学校 元. 9. 5 

 嶺南振興局 

若狭健康福祉センター 
  2. 2.28  衛生環境研究センター   2. 2.28 

 

イ  結果  

     （ア）指摘事項として、次の事項が見受けられたので、適切な措置を講じるこ 

       とを求めた。  

       ａ 収入関係 

        ・ 証紙収納額報告に誤りがあり、平成３０年度歳入決算額を１６，０

００円過少に計上していた。       （丹南健康福祉センター）  

ｂ 支出関係 

 ・ 消耗品費および手数料で支出すべき電話・通信設備増設経費を、修

繕料で支出していた。          （丹南健康福祉センター） 

ｃ 財産管理関係 

・ 公用車の事故（物損１件）および損傷により、修繕費の支払が発生

していた。 

          （修繕費 ３０４，５６０円、５５，６７２円） 

     （嶺南振興局若狭健康福祉センター） 



 

・ 公用車の事故（物損１件）および損傷により、損害賠償金および修

繕費の支払が発生していた。 

（損害賠償額 １０３，０３７円 修繕費 ７４，６２１円、 

６８，９３６円）              （総合福祉相談所） 

・ 不注意によりパソコンを損傷し、修繕費の支払が発生していた。 

（修繕費 １１５，５００円）        （総合福祉相談所） 

・ 公用車の事故（物損１件）により、損害賠償金および修繕費の支払

が発生していた。 

（損害賠償額 １２３，０７５円 修繕費 ８２，２５２円） 

                   （こども療育センター） 

      （イ）指導事項として、一部に改善を要する事項が見受けられたので、改善

を求めた。  

 

（６）産業労働部  

    ア  対象機関および実施年月日  

    対象機関 実施年月日     対象機関 実施年月日 

 工業技術センター 2. 2.28  敦賀産業技術専門学院 2. 2.28 

 福井産業技術専門学院 2. 2. 5 

 

イ  結果  

     （ア）指摘事項として、次の事項が見受けられたので、適切な措置を講じるこ  

       とを求めた。  

       ａ 支出関係 

        ・ 学院内ネットワークシステム整備において、消耗品費で支出すべき

ものを備品購入費で支出していた。    （敦賀産業技術専門学院）  

     （イ）指導事項として、一部に改善を要する事項が見受けられたので、改善

を求めた。  

 

（７）農林水産部  

    ア  対象機関および実施年月日  

    対象機関 実施年月日     対象機関 実施年月日 

 福井農林総合事務所 元.11. 1  畜産試験場 元.11.15 

 坂井農林総合事務所 元.10.31  家畜保健衛生所 2. 2.28 

 奥越農林総合事務所 元.10.29  水産試験場 2. 2.28 

 丹南農林総合事務所 元.11.19  越前漁港事務所 元. 9. 6 

 農業試験場 元.10.10  総合グリーンセンター 元.10.23 

 

イ  結果  

     （ア）指摘事項として、次の事項が見受けられたので、適切な措置を講じるこ  

       とを求めた。  

       ａ 収入関係 

        ・ 現金領収した園芸体験講座等参加費について、指定金融機関への払

込みが著しく遅れていた。             （農業試験場）  

ｂ 支出関係 

 ・ 手数料で支出すべき異動・組織変更に伴う電話・ＬＡＮ移設費を、

修繕料で支出していた。              （農業試験場） 

ｃ 財産管理関係 

・ 公用車の事故（物損１件）により、損害賠償金および車両運搬費の

支払が発生し、当該公用車を廃車せざるを得なくなっていた。また、

その際、保管転換することなく自所属で廃車手続していた。 



 

          （損害賠償額 ２９５，２００円 車両運搬費５，４００円） 

           （福井農林総合事務所） 

・ 公用車の事故（物損１件）により、損害賠償金および修繕費の支払

が発生していた。 

          （損害賠償額 ８１０，０００円 修繕費 ２３３，４３１円） 

           （丹南農林総合事務所） 

・ 公用車（リース車）を損傷し、修繕費の支払が発生していた。 

          （修繕費 １４７，５０６円）          （農業試験場） 

     （イ）指導事項として、一部に改善を要する事項が見受けられたので、改善を

求めた。 

 

   （８）土木部  

    ア  対象機関および実施年月日  

    対象機関 実施年月日     対象機関 実施年月日 

 福井土木事務所 元.11.22 
 吉野瀬川ダム 

建設事務所 
元. 9. 2 

 三国土木事務所 元.11.14 
 嶺南振興局 

 河内川ダム建設事務所 
元. 9.13 

 奥越土木事務所 元.10. 3  福井港湾事務所 元.10.18 

 丹南土木事務所 元.10. 9 
 嶺南振興局 

敦賀港湾事務所 
元. 9.26 

 嶺南振興局 

 敦賀土木事務所 
元.10. 8  福井空港事務所 2. 2.28 

 嶺南振興局 

 小浜土木事務所 
元.11. 5 

イ  結果  

（ア）指摘事項として、次の事項が見受けられたので、適切な措置を講じるこ

とを求めた。  

 ａ 収入関係 

  ・ 道路占用料の徴収については、条例で納入期限が定められているに

もかかわらず、昨年度に引き続き、調定が遅れ、その期限以降に納入

期限を定めていた。              （福井土木事務所） 

 ｂ 支出関係 

  ・ 手数料で支出すべき電話機の移設にかかる経費を、修繕料で支出し

ていた。                   （福井土木事務所） 

  ・ 昨年度に引き続き、定期継続口座振替が認められていない経費であ

る電波利用料について、公共資金前渡職員口座に支出し、口座振替と

していた。                  （三国土木事務所） 

  ・ 資金前渡した安全衛生管理者受験料について、目的完了後５日以内

に精算手続をすべきところ著しく遅れていた。  （奥越土木事務所） 

 ｃ 工事関係 

  ・ 道路災害復旧工事２９災５号他について、平成２９年度中に支払っ

た前払金を平成３０年度予算で執行していた。  （福井土木事務所） 

  ・ スノーシェッド補強鋼材撤去工事について、工事請負契約書を作成

していなかった。               （奥越土木事務所） 

  ・ 原子力災害制圧道路等整備事業（道路改良）音海２９－３工事につ

いて、平成２９年度中に支払った前払金を平成３０年度予算で執行し

ていた。              （嶺南振興局小浜土木事務所） 

 ｄ 財産管理関係 

  ・ 公用車の事故（物損１件）により、修繕費の支払が発生していた。  



 

   （修繕費 ２２０，５４６円）         （福井土木事務所） 

  ・ 公用車の事故（物損１件）により、修繕費の支払が発生していた。  

   （修繕費 １９６，５６０円）         （丹南土木事務所） 

  ・ 不注意によりパソコンを損傷し、修繕費の支払が発生していた。  

   （修繕費 １３３，２７２円）         （三国土木事務所） 

     （イ）指導事項として、一部に改善を要する事項が見受けられたので、改善を

求めた。 

 

   （９）教育委員会  

    ア  対象機関および実施年月日  

    対象機関 実施年月日     対象機関 実施年月日 

 嶺南教育事務所 元.11.20  美方高等学校 元. 9.27 

 生涯学習センター 2. 1.17  若狭高等学校 2. 2.28 

 教育総合研究所 元. 9.11  若狭東高等学校 元.11.25 

特別支援教育センター 元. 9. 5  福井農林高等学校 元.10.10 

 図書館 2. 2.28  科学技術高等学校 元.11.11 

 こども歴史文化館 2. 2.28  武生工業高等学校 2. 1.27 

 奥越高原 

青少年自然の家 
元. 9. 3 敦賀工業高等学校 2. 2.28 

 芦原青年の家 2. 2.28  福井商業高等学校 2. 2.28 

 鯖江青年の家 2. 2.28  武生商業高等学校 2. 1.27 

 三方青年の家 元. 9.27  坂井高等学校 元.11.15 

藤島高等学校 元.12. 2  奥越明成高等学校 元. 9. 3 

 高志高等学校 2. 2. 3  道守高等学校 元.11.11 

 羽水高等学校 2. 2.28  盲学校 元.11.11 

 足羽高等学校 2. 2.28  ろう学校 2. 2.28 

 三国高等学校 元.11.15  福井特別支援学校 2. 2.28 

 金津高等学校 2. 1.24  福井南特別支援学校 2. 2.28 

 丸岡高等学校 2. 2.28  福井東特別支援学校 元. 9. 5 

大野高等学校 元.11. 8  清水特別支援学校 2. 2.28 

 勝山高等学校 元.11. 8  嶺北特別支援学校 2. 2.28 

 鯖江高等学校 2. 2.28  奥越特別支援学校 元.11. 8 

 丹南高等学校 2. 2.28 南越特別支援学校 2. 1.27 

 丹生高等学校 元.10. 7  嶺南東特別支援学校 元.11.20 

 武生高等学校 2. 2.28  嶺南西特別支援学校 元.11.25 

 武生東高等学校 2. 2.28  高志中学校 2. 2. 3 

 敦賀高等学校 2. 2.28 

     

イ  結果  

（ア）指摘事項として、次の事項が見受けられたので、適切な措置を講じるこ

とを求めた。 

 ａ 収入関係 

  ・ 平成３０年度歳入で受入すべき自動販売機の電気料個人負担金につ

いて、令和元年度歳入で受入れていた。     （教育総合研究所） 

  ・ 昨年度に引き続き、現金領収した資料複写手数料について、指定金

融機関への払込みが遅れていた。            （図書館） 

  ・ 行政財産使用料について、公有財産の評価替に伴う差額調整を行っ



 

ていなかったため、５４０円の過大徴収となっていた。    

（こども歴史文化館）  

  ・ 昨年度、一昨年度に引き続き、現金領収した施設使用料について、

指定金融機関への払込みが遅れていた。      （三方青年の家） 

  ・ 平成３０年度の自動販売機の電気料個人負担金の算定を誤り、３０

０円の過大徴収となったが、翌年度に過大徴収分を返還する際、歳出

予算より返還すべきところ、令和元年度の歳入と相殺していた。  

  （奥越明成高等学校） 

 ｂ 支出関係 

  ・ 備品購入費で支出すべきフレンドリーバス購入代の一部を、手数料

で支出していた。                   （図書館） 

  ・ 工事請負費で支出すべきテレビドアホン親機増設に要する経費を、

修繕料で支出していた。           （奥越特別支援学校） 

 ｃ 契約関係 

  ・ 昨年度に引き続き、再委託の際には書面による承諾を行うこととさ

れているが、行っていなかった。            （図書館） 

  ・ 文書館資料叢書１５号印刷製本および発送業務委託について、履行

期間を延長したにもかかわらず、請書の変更を行っていなかった。 

（図書館） 

  ・ 消防設備保守点検および防火設備検査業務委託において、年度内に

履行完了すべきところ完了しておらず、業務履行完了前に検査してい

た。                      （若狭高等学校） 

 ｄ 財産管理関係 

  ・ 前回監査において指導された公有財産等定期報告における重要物品

の数量および金額の誤りについて、是正していなかった。  

                         （美方高等学校） 

  ・ 昨年度に引き続き、借受財産等の報告において、使用許可の報告に

誤りがあった。                 （若狭高等学校） 

  ・ 昨年度に引き続き、工事により取得した備品について、備品台帳へ

の登記が遅れていた。            （福井特別支援学校） 

     （イ）指導事項として、一部に改善を要する事項が見受けられたので、改善を

求めた。 

 

（１０）公安委員会  

    ア  対象機関および実施年月日  

    対象機関 実施年月日     対象機関 実施年月日 

 福井警察署 2. 2. 3  坂井西警察署 元. 9.11 

 福井南警察署 2. 2.28  鯖江警察署 2. 2.28 

 大野警察署 2. 2.28  越前警察署 2. 2.28 

勝山警察署 2. 2.28  敦賀警察署 2. 2.28 

 あわら警察署 2. 1.24  小浜警察署 元.11.25 

坂井警察署 元.10.23 

 

イ  結果  

     （ア）指摘事項として、次の事項が見受けられたので、適切な措置を講じるこ

とを求めた。  

    ａ 収入関係 

        ・ 交通事故により公用車を修繕し、全額支払ったが、相手方の保険会

社から支払われる相手方の過失割合分を受入れていなかった。 

（福井警察署） 



 

        ・ 平成３０年３月分職員手当の返還において、平成２９年度歳出予算

に戻入処理すべきところ、平成３０年度歳入として受入れていた。 

（福井南警察署） 

ｂ 財産管理関係 

・ 公用車の事故（物損４件）により、損害賠償金および修繕費の支払

が発生していた。 

         （損害賠償額 １２８，６３９円、１０８，７８７円、 

１０５，６２４円、８２，７１７円 

 修繕費 ９８，９２８円、３，２４０円）     （福井警察署） 

・ 公用車の事故（物損３件）により、損害賠償金および修繕費の支払

が発生していた。 

（損害賠償額 １０４，３７１円、３０，０００円 

 修繕費 ７２，８１３円）           （福井南警察署） 

・ 公用車の事故（物損１件）により、公用車を廃車せざるを得なくな

り、運搬費の支払も発生していた。 

（運搬費 ３７１，５２０円）           （勝山警察署） 

・ 公用車の事故（物損１件）により、損害賠償金の支払が発生してい

た。 

（損害賠償額 ３３，４８０円）          （坂井警察署） 

・ 公用車の事故（物損３件）により、修繕費の支払が発生していた。 

（修繕費 ２３９，０１４円、９９，７９２円、７８，６１７円） 

                       （鯖江警察署） 

・ 公用車の事故（物損１件）により、損害賠償金の支払が発生してい

た。 

（損害賠償額 １２３，４０７円）         （敦賀警察署） 

・ 公用車の事故（人身１件、物損２件）により、損害賠償金および修

繕費の支払が発生していた。 

（損害賠償額 ２７，６７５円 修繕費 ９９，７１１円、 

９６，６８８円）                （小浜警察署） 

     （イ）指導事項として、一部に改善を要する事項が見受けられたので、改善を

求めた。 

 

３ 指導事項 

指導事項の主なものは、次のとおりである。  

 

（１） 収入関係 

・ 電気料個人負担金の算定を誤り、過少徴収や過大徴収となっていた。  

・ 納入期限は納入通知日から２０日以内とすべきところ、２０日を超えてい 

た。 

  

（２） 支出関係 

・ 旅費の算定を誤り、過大支出や過少支出となっていた。また、支払が遅い  

ものがあった。  

・ 概算払した旅費について、支出命令者による適正な精算手続を執っていな  

かった。 

・ 公共料金等の支払において、公共資金前渡職員口座（公共料金引落専用口  

座）への支払手続を失念したため、口座引落不能となっていた。 

・ 債権者を誤って支出し、後日返納していた。  

 

（３）契約関係  

・ 委託契約において、契約書に定める実施計画書等を徴していなかった。  



 

・ 委託契約において、履行完了届出前に検査していた。  

・ 物品調達において、会計局へ購入依頼や納品検査依頼をしていなかった。  

・ 委託等契約において、契約履行実績により契約保証金を免除していたが、  

過去２年間の同種同規模のものとなっていなかった。  

 

（４）工事関係  

・ 契約期間を延長したにもかかわらず、金融機関との履行保証内容変更契約

を締結しなかったため、保証が適用されない期間が生じていた。 

・ 工事請負契約約款に定める工程表等を提出させていなかった。  

 

（５）財産管理関係  

・ 公有財産等定期報告において、重要物品の数量や金額に誤りがあった。  

・ 行政財産使用許可台帳や、借受財産台帳に登記していないものがあった。  

・ 新たに取得した備品について、備品台帳への登記が遅れているものや、金 

額を誤っているものがあった。 

 

 ４ 重点事項の監査結果  

令和元年度普通会計（出先機関）の監査における重点事項の監査結果は、次のとおり

である。 

 

（１）現金等の取扱いについて  

現金領収した現金について、指定金融機関への払込みが遅れているものがあ

った。 

郵便切手類については、出納簿への登記を適正に行っていないものや、出納

員事務引継書と出納簿の残高が相違しているものがあった。  

（２）諸手当の支給状況について  

    諸手当の支給について、通勤手当の認定誤りや、添付書類の確認が不十分な

ものがあった。また、特殊勤務手当においては、支給区分の誤りや、特殊勤務

手当整理簿への押印のないものがあった。          

（３）公有財産の管理について  

         平成３０年度に行われた公有財産の評価替において、評価替を行っていない

ものや、評価額の算定を誤っているものがあった。また、これに伴い、公有財

産等定期報告についても誤りが見受けられた。  

  （４）生産製作品の管理について 

      工事により取得した備品および委託により製作した備品について、備品台帳

への登記をしていないものや遅れているものがあった。 

  （５）内部統制について 

帳簿と会計書類の照合について、一部適正に実施されていない所属があった。 

また、依然として、契約事務や支出事務等について複数の職員で確認すれば防

止可能な手続誤りが多く、内部統制が十分でない所属が見受けられた。 

  （６）ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の設置および管理について 

      日常点検の記録がないものが見受けられた。また、日常点検で問題がないも

のの、耐用年数を過ぎているものが見受けられた。 

 

第３ 監査の意見 

令和元年度普通会計（出先機関）の監査を終了したことに伴い、次のとおり意見を付

す。 

  

１ 出先機関における事務の効率化およびチェック体制の強化のため、会計室への総務

事務と会計審査の集約化がなされ、契約事務、支出事務の手続不備は近年減少してき

ているが、一方で、収入関係事務や財産管理関係事務も含め、前年度の監査において



 

是正を求めたにもかかわらず改善がなされていない事項が見受けられたことは遺憾で

ある。 

     

２ 現金の取扱いについては、現金出納事務の誤りが多く見受けられた。現金出納事務

には紛失・盗難等のリスクがあるため、複数職員による確認を徹底し、慎重かつ確実

に行われたい。  

 

３ 収入事務については、徴収する金額の算定誤りが多く認められた。これらは、事後

の手続において、相手に負担をかけることとなり、県民の信頼を損なうことにもなる

ため、組織的なチェック体制の強化に努められたい。  

 

４ 公用車による交通事故については、昨年度と比較して減少したものの、不注意によ

る事故が多く発生していた。  

交通安全および交通事故抑止を推進する県としての立場からも、職員に対する安全

運転教育の実施と適切な運行管理を十分図り、交通事故を未然に防止するための更な

る取り組みを徹底されたい。  

 

５ 不注意によるパソコンの損傷については、昨年度と比較して減少しているが、依然

として発生している。県の財産について引き続き適正な管理に努められたい。  

 

６ 特殊勤務手当の支給事務については、支給区分の誤りや支給対象日数の算定誤りに

よる過大支給や過少支給が多く認められた。  

これらは、特殊勤務手当整理簿が正確に作成されていないなど、支給事務にかかる

チェック体制が不十分であったことなどによるものが多いため、事務処理体制の適正

化に努められたい。  

 

 ７ 平成２９年の地方自治法の一部改正により、内部統制制度が令和２年４月から本格

運用される予定であるが、リスクを見逃さないためのチェックや支援の体制整備が進

み、内部統制制度が有効に機能することで、財務事務のより適正な執行が確保される

よう努められたい。  


