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監査委員公表第４号 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第４項の規定に基づく定期監査の結果を、同条第９項の規定に

より、次のとおり公表する。

平成30年10月５日

                 長崎県監査委員 濵 本 磨毅穂

同 砺 山 和 仁

同 渡 辺 敏 勝

同 中 島 浩 介
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平成３０年度普通会計定期監査結果（前期）

第１ 監査の概要 

 １ 監査対象機関及び実施日

 地方自治法第 199 条第４項の規定による平成 30 年度前期における普通会計の定期

監査は、平成 30 年７月 19 日から８月 29 日までの期間において、本庁及び地方機関

の合計 115 箇所を実施した。 

監査対象機関、監査年月日及び監査にあたった委員は、別紙のとおりである。 

【監査対象機関】 

本     庁
地方機関 合 計

知事部局 各種委員会等 教育庁 警察本部 計

監  査

対象機関
８９   ５ １０ １ １０５ １３２ ２３７

今回監査

実施機関
８９ ５ １０ １ １０５ １０ １１５

 ２ 監査対象期間

     原則として平成 29 年度を対象期間としたが、監査委員が必要と認めるときは、平

成 30 年度についても監査日までを対象期間とした。 

  ３ 監査の観点

    監査に当たっては、県の事務事業が法令等に則り適正に行われているか、経済性、

効率性、有効性は確保されているかなどの観点から実施した。 

  ４ 基本事項

（１）収入 

① 収入確保のため、調定事務、徴収対策が適切に行われているか。 

② 収入未済の解消について、適切かつ効率的な回収に取り組まれているか。 
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（２）予算の執行 

① 予算の執行は、適切に行われているか。 

   ② 経済性を考慮し計画的かつ効率的に執行され、効果的なものとなっているか。 

（３）契約 

① 委託業務の実績及び履行の確認が徹底されているか。 

   ② 予定価格の積算根拠は、明確かつ適切であるか。 

   ③ 委託の成果が有効に活用されているか。 

（４）工事 

① 工事の計画・設計・施工が、法令等に準拠しているか。適切かつ効率的、経

済的に執行されているか。 

② 設計積算にあたって十分な検討及び設計照査が行われているか。また、特に

契約変更時は必要性、経済性が検討されているか。 

③ 入札手続き、契約方法、支出に関する事務処理は適切に行われているか。 

（５）補助金等 

① 補助金等の事務処理は、関係法令等に基づいて適切に行われているか。 

② 補助事業完了後の書面や現地での履行確認は、必要に応じ適切に行われてい

るか。 

③ 補助事業の効果の検証は、行われているか。 

（６）物品 

① 適切な物品の調達・管理が行われているか。 

② 物品が有効に活用されているか。 

（７）財産の管理 

① 公有財産等の管理は、規則等に基づき適切に行われているか。 

② 公有財産は、有効に活用されているか。
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第２  監査の結果

  １ 総括

    監査の結果、本庁及び地方機関における財務に関する事務の執行については、おお

むね適正に行われているものと認められた。 

   しかしながら、一部において、下記の指摘事項等のとおり是正または改善を要する

事項が見受けられたので、今後とも関係法令等を遵守するとともに、適正かつ効率的

な事務執行の確立に努める必要がある。 

  ２ 指摘事項等の状況

   今回の監査の結果、事務処理を是正・改善すべきものについて、以下のとおり指

摘、指導及び意見を行った。  

計
収入
未済

収入
予算
執行

契約 工事
補助
金等

物品
財産
管理

その他

指摘事項
（件数）

(28)
56

(9)
11

(1)
3

(1)
6

(6)
20

(0)
1

(0)
0

(5)
7

(6)
6

(0)
2

指導事項
（件数）

(129)
142

(12)
10

(12)
5

(4)
15

(33)
45

(1)
3

(8)
7

(42)
42

(17)
13

(0)
2

意　　見
（件数）

(2)
2

(0)
1

(2)
1

合　　計
（件数）

(159)
200

(21)
21

(13)
8

(5)
22

(39)
65

(1)
4

(8)
7

(49)
50

(23)
19

(0)
4

（  ）は平成 29 年度前期監査結果件数 

今回は、特に契約の執行管理や公用車の点検などについて留意して監査した結果、

前年度と比較して、指摘件数は「契約」が１４件、「予算の執行」が５件、それぞれ

増加している。

※監査結果は、次の区分により取り扱う。

(１)指摘事項 ①法令、条例又は通達等に違反しているもの 

②機関の意思決定が適切になされていないもの 

③収入確保に適切な措置を要するもの 

④予算を目的外に支出しているもの 

⑤不必要な予算執行をしているもの又は損害を生じているもの 

⑥経済性、効率性、有効性の観点から改善を要するもの 

⑦前回指摘事項又は指導事項とした事項のうち、是正・改善されていないもの     

⑧その他、不当又は適正を欠く事項で指摘が適当であると認められるもの 

(２)指導事項   指摘事項の項目に該当するもののうち、軽易と認められるもの

(３)意  見 ①執行機関等に改善・検討などを促し、又は注意を喚起することが必要と認められ 

         るもの 

       ②県の組織及び運営の合理化を図るため、特に措置を要すると認められるもの   
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（１）収入未済について 

平成 29 年度末における収入未済額は、31.6 億円で平成 28 年度末より 2.6 億円減

少している。 

これは、主に、県税が 2.3 億円、諸収入が 28 百万円減少しているためである。 

また、収入未済について、有効な時効中断措置を講じなかったため、時効期間が

経過している事例、調定において、納入通知書を発行しなかったため収入未済とな

っている事例などが認められた。 

今後とも、債務者の実態把握など適正な債権管理を行うとともに、貸付時に厳正な

審査を行うなど新規未収金を発生させないような取組を行うべきである。 

（２）収入について 

県有財産の貸付料の調定が行われていない事例、現金で受領した入札保証金につ

いて現金出納簿に登記されていない事例などが認められたので、収入事務の適正な

執行に努めるべきである。 

（３）予算の執行について 

公用車の法定点検整備が実施されていない事例、消耗品の購入で納品時に現品確

認していない事例などが認められたので、適正な事務処理を行うべきである。 

（４）契約について 

業務の委託において、成果品である電子媒体の保存記録を確認したところ、履行

期限内に業務が完了していない事例、業務に必要とは認められない費用を含めて支

出をしている事例、変更契約において、変更予定額の積算を誤った事例などが認め

られたので、適正な事務処理を行うべきである。 

（５）工事について 

設計時の調査が不十分であったことにより、大幅な設計変更及び工期延長となる

契約変更を行った事例、資材調達価格の調査の手続きが行われていない事例などが

認められたので、適正な事務処理を行うべきである。 

（６）補助金等について 

団体の解散に伴う補助先の変更手続きがされていない事例などが認められたので、

補助金等の交付にあたっては、補助金等交付規則や要綱等に則り適正な事務処理を

行うべきである。

（７）物品について 

指定管理者等に貸与した物品の貸付品管理簿を作成していない事例、無人航空機

（ドローン）の使用に当たり、運用方針（試行）に基づいた対応が行われていない

事例などの事務手続きの不備が認められた。 

物品取扱規則や各種通知等に基づき、適正な物品の調達・管理に努めるべきであ

る。 
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（８）財産の管理について 

普通財産の貸付において、借主が設置した固定財産の寄附受納の手続きがなされ

ていない事例、県が貸与している会議室等の使用料について、約定がないまま借主

の収入としている事例などが認められた。 

公有財産取扱規則や各種通知等の周知徹底を図るとともに、適正な公有財産の管

理に努めるべきである。 

第３ 指摘事項

次のような不適切な事例があったので、適正に事務を執行すること。

  ○ 総務部

（１） 収入未済  

   ① 受託業務費の調定において、納入通知書を発行しなかったため収入未済 

になっている。                      ［広報課］ 

② 収入未済については、効果的な徴収対策を講じ、収入の確保に努めること。 

              ［県北振興局税務部……県税及び加算金等］ 

   （２） 契約 

     ① 長崎県新県庁舎移転業務及び長崎県庁舎建設に係るプロジェクトマネジ 

メント業務において、変更契約に係る予定価格の積算根拠が不明確である。 

                            ［管財課］ 

     ② 長崎県新県庁舎移転業務及び長崎県庁舎建設に係るプロジェクトマネジ 

メント業務において、変更契約日が変更契約で追加した業務の作業完了後と 

なっている。                       ［管財課］ 

  （３） 財産の管理

公共用地の未利用地の利用見込みのないものについては、売却手法の多様

化等の検討を行い、引き続き積極的な処分に努めること。   ［管財課］

○ 企画振興部

（１） 収入  

     行政資料複写代に係る現金の受払いにおいて、現金出納簿に登記されて

いないものがある。             ［島原振興局管理部総務課］ 
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（２） 予算の執行  

      公用車について、法定点検整備が実施されていない。 

           ［島原振興局管理部総務課］ 

（３） 契約 

  長崎県しまの地域商社支援業務委託において、仕様書に定められた業務

遂行内容を記録した報告書の提出がされておらず、業務遂行内容の十分な

把握が行われていない。             [地域づくり推進課] 

○ 文化観光国際部

（１） 契約  

    ①  アルカスＳＡＳＥＢＯ水冷式熱交換器ｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ業務において、検査員が

検査を行っていない。                  ［文化振興課］ 

② ビッグデータ活用観光客動向分析等実証事業業務委託において、委託契

約の進捗管理が十分でないことなどにより履行期限内に業務が完了してい

ない。                         ［観光振興課］ 

（２） 物品  

     物品の管理において、指定管理者に貸与した物品の貸付品管理簿を作成

していない。                      ［文化振興課］ 

○ 県民生活部

（１） 収入未済  

     収入未済については、効果的な徴収対策を講じ、収入の確保に努めるこ

と。              ［生活衛生課……公益目的取得財産残額］ 

○ 環境部

（１） 予算の執行  

       公用車について、法定点検整備が実施されていない。 

［環境保健研究センター］ 

（２） 契約  

       海ごみ交流事業業務委託において、入札当日に現金で徴収した落札者の入 

札保証金を契約前に返金している。          ［廃棄物対策課］ 

   （３） 財産の管理 

       行政財産の目的外使用許可において、遡って使用許可を行っている。 

 また、延滞金を徴収していない。           ［自然環境課］ 
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（４） その他  

       公用車の自動車車検証の有効期間が満了して更新していない状態及び自 

動車損害賠償責任保険の契約を締結していない状態で、公用車を使用に供し 

ていた。                  ［環境保健研究センター］ 

○ 福祉保健部

（１） 収入未済  

       収入未済については、効果的な徴収対策を講じ、収入の確保に努めること。 

              ［医療人材対策室……看護職員修学資金貸与金返還金］ 

（２） 契約 

    ① 長崎県がん登録・評価事業業務委託において、追加業務実施後に変更契

約が行われている。また、変更契約書に業務内容が添付されていない。 

［医療政策課］ 

② ドクターヘリ運航業務委託において、委託契約の仕様書と実際の貸付物 

品が異なっている。また、通知及び承認のない運航スタッフを運航従事者 

としている。                     ［医療政策課］ 

     ③  長崎県外国人介護人材活用のための実態調査業務委託において、委託契 

約の進捗管理が十分でないことなどにより履行期限内に業務が完了してい

ない。                        ［長寿社会課］ 

    ④ 全国障害者スポーツ大会選手団強化練習及び派遣事業委託外 1 件におい 

て、予定額の積算及び仕様書に記載の業務範囲に照らして必要とは認めら 

れない支出については返還を含め適切に精算を行う必要がある。 

    ［障害福祉課］ 

（３） その他 

介護福祉士修学資金貸付について、償還猶予期間経過後においても償還 

等の必要手続きを行っていない。                         ［長寿社会課］ 

○ 福祉保健部こども政策局

（１） 収入未済  

       収入未済が新たに発生しているので、実効性のある徴収対策に取り組み、 

収入の確保に努めること。 

              ［こども未来課……長崎県私立学校教育振興費補助金］ 

（２） 契約  

       保育の仕事合同面談会会場設営等業務委託外 1 件の落札業者の決定にお 

いて、誤って有効な入札を無効としている。 

                               ［こども未来課］ 
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○ 産業労働部

（１） 契約 

 食料品製造業関連物流実態調査分析業務委託において、検査が不十分で 

ある。                         ［企業振興課］ 

（２） 財産の管理 

        普通財産（アパート）の貸付終了後、借主が貸与期間中に設置した固定資

産の無償譲渡の通知を受けたものの、その後の対応（事務手続き）がとられ

ていない。                       [産業政策課] 

○ 水産部 

（１） 収入未済  

    収入未済については、効果的な徴収対策を講じ、収入の確保に努めること。 

                       ［漁政課……沿岸漁業改善資金特別会計］ 

（２） 契約 

     ① 平成 29 年度有明海特産魚介類生息環境調査に係る島原・南島原地区漁場 

環境改善効果把握調査業務において、委託契約の進捗管理が十分でないこと

などにより履行期限内に業務が完了していない。      [漁港漁場課] 

     ② 漁港緑地等管理業務委託契約において、県と市で締結した覚書では軽微な

修繕に要する経費は市の負担となっているにもかかわらず、市が負担すべき

経費分まで委託費に算入させている。  

[県北振興局田平土木維持管理事務所] 

③ 星鹿漁港産業廃棄物収集・運搬及び処分業務委託において、予定額及び予

定価格の積算を誤っている。    [県北振興局田平土木維持管理事務所] 

（３） 財産の管理 

長崎県漁業協同組合連合会に貸与している普通財産（会議室等）から生じ

た利益（会議室使用料）について、約定がないまま当該協同組合の収入とし

ている。                          [漁政課] 

  ○ 農林部

     （１） 収入未済  

       収入未済について、有効な時効中断措置を講じなかったため、時効期間が 

経過しているものがある。 

       時効管理を含む債権管理を適切に行い、法的措置を含む効果的な対策を講 

じ、収入の確保に努めること。 ［農業経営課……農業改良資金特別会計］ 
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（２） 契約 

  一般廃棄物収集運搬業務委託において、契約手続を怠り、その後も不適切 

な事務処理を行っている。        ［県北振興局農林部農業企画課］ 

（３） 物品 

① 物品の管理において、所在不明の物品が 1 点あり、過去における点検・ 

照合が適切に行われていない。             ［農業経営課］ 

② 物品の管理において、指定管理者に貸与した物品の貸付品管理簿が作成

されていない。                      ［林政課］ 

     ③ 長崎県森林ボランティア支援センター運営業務委託において、委託先に貸 

出した物品の貸付品管理簿が作成されていない。        ［林政課］ 

○ 土木部

  （１） 収入未済 

    ① 収入未済については、収入の確保に努めること。 

                     ［港湾課……燃料油防除作業費用損害賠償金］ 

② 収入未済については、効果的な徴収対策を講じ、収入の確保に努めること。 

                           ［住宅課……県営住宅使用料等］ 

③ 収入未済については、効果的な徴収対策を講じ、収入の確保に努めること。 

      ［長崎港湾漁港事務所 一般会計…岸壁使用料・プレジャーボート係船料等 

港湾施設整備特別会計…ターミナル使用料等］ 

④ 収入未済については、効果的な徴収対策を講じ、収入の確保に努めること。 

             ［県北振興局建設部建設管理課……港湾区域内水域占用料・ 

西海橋公園使用料］ 

（２） 収入 

① 電柱等の設置場所に係る県有財産貸付契約において、貸付料の調定が行わ 

れていない。                        [監理課] 

② 自動販売機設置場所に係る県有財産貸付契約において、入札当日に現金で 

徴収した落札者の入札保証金に係る金融機関への払込について現金出納簿 

に登記されていない。 

 また、入札保証金から契約保証金への充当が遅延している。 

                        [長崎港湾漁港事務所] 
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   （３） 予算の執行

① 長崎港常盤地区地下給水ポンプ取替工事において、見積合わせの日付を遡

り、見積決定している。

 また、工事について事前着工となっている。    [長崎港湾漁港事務所]

② 融雪剤として使用する塩化カルシウム購入等契約において、納品時に現品

確認をしておらず、検収調書の作成がないなど履行確認が適正ではない。ま

た、その後の使用量管理及び在庫管理が適正ではない。さらに、在庫必要数

量の積算根拠が不明確である。      [島原振興局建設部道路第一課] 

③ 融雪剤として使用する塩化カルシウム購入等契約において、納品時に現品

確認をしておらず履行確認が適正ではない。

また、その後の使用量管理及び在庫管理が適正ではない。

さらに、在庫必要数量の積算根拠が不明確である。

[県北振興局建設部道路維持第一課、道路維持第二課] 

④ 融雪剤として使用する塩化カルシウム購入等契約において、購入した塩化

カルシウム等の使用量管理及び在庫管理が適正ではない。

また、在庫必要数量の積算根拠が不明確である。

     [県北振興局田平土木維持管理事務所、大瀬戸土木維持管理事務所] 

  （４） 契約 

      ① 長崎県河川砂防情報システム改修業務委託契約書第 16 条の再委託におい

て、受注者が書面により再委託申請しているにもかかわらず、発注者は書

面により承諾をしていない。                  ［砂防課］ 

② 長崎港元船Ｂ棟・Ｃ棟上屋消防用設備等点検業務委託において、消火器

等が不良との点検結果報告があったにもかかわらず、対応がなされていな

い。                       ［長崎港湾漁港事務所］ 

③ 管内ダム管理補助業務委託において、毎月の業務報告の中で直ちに対応

すべきものとして無停電電源装置の異常の報告がありながら、対応がされ

ていない。               ［県北振興局県北ダム管理事務所］ 

（５） 工事 

        一般国道２５１号交通安全施設等整備工事（歩道工）において、設計時 

の調査が不十分であったことにより、大幅な設計変更及び工期延長となる 

変更契約を行っている。        ［島原振興局建設部道路第一課］ 
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  （６） 物品 

         無人航空機（ドローン）の使用に当たり、「無人航空機運用方針（試行）」 

に基づいた対応が行われていない。 

［長崎振興局建設部管理課］ 

［県北振興局建設部道路維持第一課、道路建設第二課］ 

（７）  財産の管理 

       ① 公共用地の未利用地については、今後も引き続き土地の実態に応じた利

用又は処分に努めること。                 ［用地課］ 

② 港湾施設用地や港湾区域内水域の占用において、不法占用状態が続いて 

おり解消されていない。        ［県北振興局建設部建設管理課］ 

○ 教育庁

（１） 契約 

     高等学校公舎土地に係る復元測量及び登記業務委託の変更契約におい

て、変更予定額の積算を誤ったため、正しい予定額を超えた金額で契約し

ている。                     ［教育環境整備課］ 

（２） 物品  

             物品購入において、１件の予定価格が３万円を超える場合は２者以上の 

者から見積書を徴取することになっているが、徴取していない。 

                                     [総務課] 
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第４ 意 見

事務の執行に関しては、制度や手続きについての担当者の理解不足や事務処理の失

念等による誤りや遅延が見受けられたが、これらの事案の中には、職場の上司等が決

裁の過程で適切にチェックを行い、日常的に業務の点検や進捗管理をしっかりと行う

ことで防止できると思われるものも多かった。各所属においては、職員の業務内容へ

の理解を促進するとともに、職員が直面する業務上の問題点については、担当者任せ

にすることなく、組織としての責任ある対応を求めたい。 

なお、執行機関等に対し今回の監査において速やかに改善・検討などを促すことが

必要と認められるものは、以下のとおりである。 

（１）融雪剤の購入及び管理について 

塩化カルシウム等の融雪剤は、道路に積雪、凍結等がある場合に散布するもので、

県がこれを購入し、路線ごとにその散布を業者に発注している。 

この融雪剤の購入・管理状況について確認したところ、島原振興局、県北振興局、

田平土木維持管理事務所及び大瀬戸土木維持管理事務所において、職員が納品時に現

品確認をしておらず履行確認が適正ではない事例、また、融雪剤の使用数量を記録し

ていないため在庫数量が不明であるなどの管理が適正ではない事例、さらに、調達数

量の積算根拠が不明確である事例が認められた。これらの事例は、基本的な履行確認

方法や数量の管理の必要性及び適切な数量管理に基づく調達数量の算定に対する理

解が十分でないことなどによると認められた。 

ついては、融雪剤の購入及び管理を適正に行うために、履行確認、数量管理及び調

達数量の積算方法についての事務処理要領等を示すべきである。 

〔道路維持課〕 

（２）無人航空機（通称：ドローン）の適正活用について 

土木部においては、災害状況の早期把握のほか、インフラの点検や事業用地の調査

など、無人航空機を様々な用途に活用していくため、平成 29 年 3 月末に「無人航空

機運用方針（試行）」を策定し、飛行に際しての安全性等の検討・確認の手順を定め

ている。無人航空機の導入については、同年５月以降、各振興局建設部へ順次配置し、

試行を行っているところである。 

全国的に無人航空機の落下事故等が発生している中、安全性等の検討・確認の状況

を監査したところ、飛行前に必要としている「リスク判定表」や「チェックシート」

等に記載がされていないなど必要書類に不備があり、安全性等の検討・確認が不十分

な事例が見られた。 

ついては、無人航空機の適正で安全な活用のため、改めて「同運用方針（試行）」

の遵守を徹底させるべきである。 

  〔建設企画課〕 



（別  紙）

　１　地方機関

監　査　対　象　機　関 委員監査年月日 監 査 委 員

長崎振興局 平成30年 7月19日
　濵本磨毅穂　　砺山　和仁
　渡辺　敏勝  　中島　浩介

島原振興局 平成30年 7月20日
　濵本磨毅穂　　砺山　和仁
　渡辺　敏勝  　中島　浩介

長崎港湾漁港事務所 平成30年 7月24日
　濵本磨毅穂　　砺山　和仁
　渡辺　敏勝  　中島　浩介

環境保健研究センター 平成30年 7月26日 　濵本磨毅穂　　渡辺　敏勝

工業技術センター 平成30年 7月26日 　濵本磨毅穂　　渡辺　敏勝

窯業技術センター 平成30年 7月26日 　濵本磨毅穂　　渡辺　敏勝

新幹線用地事務所 平成30年 7月26日   砺山　和仁　　中島　浩介

新幹線文化財調査事務所 平成30年 7月26日   砺山　和仁　　中島　浩介

諫早警察署 平成30年 7月26日   砺山　和仁　　中島　浩介

県北振興局 平成30年 7月27日
　濵本磨毅穂　　砺山　和仁
　渡辺　敏勝  　中島　浩介
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　２　本　庁

監　査　対　象　機　関 委員監査年月日 監 査 委 員

危機管理課 平成30年 8月20日
　濵本磨毅穂　　砺山　和仁
　渡辺　敏勝  　中島　浩介

消防保安室 平成30年 8月20日
　濵本磨毅穂　　砺山　和仁
　渡辺　敏勝  　中島　浩介

福祉保健課 平成30年 8月21日
　濵本磨毅穂　　砺山　和仁
　渡辺　敏勝  　中島　浩介

監査指導課 平成30年 8月21日
　濵本磨毅穂　　砺山　和仁
　渡辺　敏勝  　中島　浩介

医療政策課 平成30年 8月21日
　濵本磨毅穂　　砺山　和仁
　渡辺　敏勝  　中島　浩介

医療人材対策室 平成30年 8月21日
　濵本磨毅穂　　砺山　和仁
　渡辺　敏勝  　中島　浩介

薬務行政室 平成30年 8月21日
　濵本磨毅穂　　砺山　和仁
　渡辺　敏勝  　中島　浩介

国保・健康増進課 平成30年 8月21日
　濵本磨毅穂　　砺山　和仁
　渡辺　敏勝  　中島　浩介

長寿社会課 平成30年 8月21日
　濵本磨毅穂　　砺山　和仁
　渡辺　敏勝  　中島　浩介

障害福祉課 平成30年 8月21日
　濵本磨毅穂　　砺山　和仁
　渡辺　敏勝  　中島　浩介

原爆被爆者援護課 平成30年 8月21日
　濵本磨毅穂　　砺山　和仁
　渡辺　敏勝  　中島　浩介

こども未来課 平成30年 8月21日
　濵本磨毅穂　　砺山　和仁
　渡辺　敏勝  　中島　浩介

こども家庭課 平成30年 8月21日
　濵本磨毅穂　　砺山　和仁
　渡辺　敏勝  　中島　浩介

環境政策課 平成30年 8月21日
　濵本磨毅穂　　砺山　和仁
　渡辺　敏勝  　中島　浩介

地域環境課 平成30年 8月21日
　濵本磨毅穂　　砺山　和仁
　渡辺　敏勝  　中島　浩介

水環境対策課 平成30年 8月21日
　濵本磨毅穂　　砺山　和仁
　渡辺　敏勝  　中島　浩介

廃棄物対策課 平成30年 8月21日
　濵本磨毅穂　　砺山　和仁
　渡辺　敏勝  　中島　浩介

自然環境課 平成30年 8月21日
　濵本磨毅穂　　砺山　和仁
　渡辺　敏勝  　中島　浩介

総務課 平成30年 8月21日
　濵本磨毅穂　　砺山　和仁
　渡辺　敏勝  　中島　浩介
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監　査　対　象　機　関 委員監査年月日 監 査 委 員

福利厚生室 平成30年 8月21日
　濵本磨毅穂　　砺山　和仁
　渡辺　敏勝  　中島　浩介

教育環境整備課 平成30年 8月21日
　濵本磨毅穂　　砺山　和仁
　渡辺　敏勝  　中島　浩介

教職員課 平成30年 8月21日
　濵本磨毅穂　　砺山　和仁
　渡辺　敏勝  　中島　浩介

義務教育課 平成30年 8月21日
　濵本磨毅穂　　砺山　和仁
　渡辺　敏勝  　中島　浩介

高校教育課 平成30年 8月21日
　濵本磨毅穂　　砺山　和仁
　渡辺　敏勝  　中島　浩介

特別支援教育課 平成30年 8月21日
　濵本磨毅穂　　砺山　和仁
　渡辺　敏勝  　中島　浩介

生涯学習課 平成30年 8月21日
　濵本磨毅穂　　砺山　和仁
　渡辺　敏勝  　中島　浩介

学芸文化課 平成30年 8月21日
　濵本磨毅穂　　砺山　和仁
　渡辺　敏勝  　中島　浩介

体育保健課 平成30年 8月21日
　濵本磨毅穂　　砺山　和仁
　渡辺　敏勝  　中島　浩介

文化振興課 平成30年 8月23日
　濵本磨毅穂　　砺山　和仁
　渡辺　敏勝  　中島　浩介

世界遺産登録推進課 平成30年 8月23日
　濵本磨毅穂　　砺山　和仁
　渡辺　敏勝  　中島　浩介

観光振興課 平成30年 8月23日
　濵本磨毅穂　　砺山　和仁
　渡辺　敏勝  　中島　浩介

国際観光振興室 平成30年 8月23日
　濵本磨毅穂　　砺山　和仁
　渡辺　敏勝  　中島　浩介

物産ブランド推進課 平成30年 8月23日
　濵本磨毅穂　　砺山　和仁
　渡辺　敏勝  　中島　浩介

国際課 平成30年 8月23日
　濵本磨毅穂　　砺山　和仁
　渡辺　敏勝  　中島　浩介

総務文書課 平成30年 8月23日
　濵本磨毅穂　　砺山　和仁
　渡辺　敏勝  　中島　浩介

県民センター 平成30年 8月23日
　濵本磨毅穂　　砺山　和仁
　渡辺　敏勝  　中島　浩介

学事振興課 平成30年 8月23日
　濵本磨毅穂　　砺山　和仁
　渡辺　敏勝  　中島　浩介

秘書課 平成30年 8月23日
　濵本磨毅穂　　砺山　和仁
　渡辺　敏勝  　中島　浩介

広報課 平成30年 8月23日
　濵本磨毅穂　　砺山　和仁
　渡辺　敏勝  　中島　浩介
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監　査　対　象　機　関 委員監査年月日 監 査 委 員

人事課 平成30年 8月23日
　濵本磨毅穂　　砺山　和仁
　渡辺　敏勝  　中島　浩介

新行政推進室 平成30年 8月23日
　濵本磨毅穂　　砺山　和仁
　渡辺　敏勝  　中島　浩介

職員厚生課 平成30年 8月23日
　濵本磨毅穂　　砺山　和仁
　渡辺　敏勝  　中島　浩介

財政課 平成30年 8月23日
　濵本磨毅穂　　砺山　和仁
　渡辺　敏勝  　中島　浩介

管財課 平成30年 8月23日
　濵本磨毅穂　　砺山　和仁
　渡辺　敏勝  　中島　浩介

税務課 平成30年 8月23日
　濵本磨毅穂　　砺山　和仁
　渡辺　敏勝  　中島　浩介

情報政策課 平成30年 8月23日
　濵本磨毅穂　　砺山　和仁
　渡辺　敏勝  　中島　浩介

総務事務センター 平成30年 8月23日
　濵本磨毅穂　　砺山　和仁
　渡辺　敏勝  　中島　浩介

警察本部 平成30年 8月24日
　濵本磨毅穂　　砺山　和仁
　渡辺　敏勝  　中島　浩介

県民協働課 平成30年 8月24日
　濵本磨毅穂　　砺山　和仁
　渡辺　敏勝  　中島　浩介

男女参画・女性活躍推進室 平成30年 8月24日
　濵本磨毅穂　　砺山　和仁
　渡辺　敏勝  　中島　浩介

人権・同和対策課 平成30年 8月24日
　濵本磨毅穂　　砺山　和仁
　渡辺　敏勝  　中島　浩介

交通・地域安全課 平成30年 8月24日
　濵本磨毅穂　　砺山　和仁
　渡辺　敏勝  　中島　浩介

統計課 平成30年 8月24日
　濵本磨毅穂　　砺山　和仁
　渡辺　敏勝  　中島　浩介

生活衛生課 平成30年 8月24日
　濵本磨毅穂　　砺山　和仁
　渡辺　敏勝  　中島　浩介

食品安全・消費生活課 平成30年 8月24日
　濵本磨毅穂　　砺山　和仁
　渡辺　敏勝  　中島　浩介

監理課 平成30年 8月27日
　濵本磨毅穂　　砺山　和仁
　渡辺　敏勝  　中島　浩介

建設企画課 平成30年 8月27日
　濵本磨毅穂　　砺山　和仁
　渡辺　敏勝  　中島　浩介

新幹線事業対策室 平成30年 8月27日
　濵本磨毅穂　　砺山　和仁
　渡辺　敏勝  　中島　浩介

都市政策課 平成30年 8月27日
　濵本磨毅穂　　砺山　和仁
　渡辺　敏勝  　中島　浩介
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監　査　対　象　機　関 委員監査年月日 監 査 委 員

道路建設課 平成30年 8月27日
　濵本磨毅穂　　砺山　和仁
　渡辺　敏勝  　中島　浩介

道路維持課 平成30年 8月27日
　濵本磨毅穂　　砺山　和仁
　渡辺　敏勝  　中島　浩介

港湾課 平成30年 8月27日
　濵本磨毅穂　　砺山　和仁
　渡辺　敏勝  　中島　浩介

河川課 平成30年 8月27日
　濵本磨毅穂　　砺山　和仁
　渡辺　敏勝  　中島　浩介

砂防課 平成30年 8月27日
　濵本磨毅穂　　砺山　和仁
　渡辺　敏勝  　中島　浩介

建築課 平成30年 8月27日
　濵本磨毅穂　　砺山　和仁
　渡辺　敏勝  　中島　浩介

営繕課 平成30年 8月27日
　濵本磨毅穂　　砺山　和仁
　渡辺　敏勝  　中島　浩介

住宅課 平成30年 8月27日
　濵本磨毅穂　　砺山　和仁
　渡辺　敏勝  　中島　浩介

用地課 平成30年 8月27日
　濵本磨毅穂　　砺山　和仁
　渡辺　敏勝  　中島　浩介

議会事務局 平成30年 8月27日 　濵本磨毅穂　　砺山　和仁

監査事務局 平成30年 8月27日 　渡辺　敏勝  　中島　浩介

出納局 平成30年 8月27日 　濵本磨毅穂　　渡辺　敏勝

人事委員会事務局 平成30年 8月27日 　砺山　和仁  　中島　浩介

労働委員会事務局 平成30年 8月27日 　砺山　和仁  　中島　浩介

政策企画課 平成30年 8月27日
　濵本磨毅穂　　砺山　和仁
　渡辺　敏勝  　中島　浩介

ＩＲ推進室 平成30年 8月27日
　濵本磨毅穂　　砺山　和仁
　渡辺　敏勝  　中島　浩介

地域づくり推進課 平成30年 8月27日
　濵本磨毅穂　　砺山　和仁
　渡辺　敏勝  　中島　浩介

スポーツ振興課 平成30年 8月27日
　濵本磨毅穂　　砺山　和仁
　渡辺　敏勝  　中島　浩介

市町村課 平成30年 8月27日
　濵本磨毅穂　　砺山　和仁
　渡辺　敏勝  　中島　浩介

土地対策室 平成30年 8月27日
　濵本磨毅穂　　砺山　和仁
　渡辺　敏勝  　中島　浩介

- 17 -



監　査　対　象　機　関 委員監査年月日 監 査 委 員

新幹線・総合交通対策課 平成30年 8月27日
　濵本磨毅穂　　砺山　和仁
　渡辺　敏勝  　中島　浩介

県庁舎跡地活用室 平成30年 8月27日
　濵本磨毅穂　　砺山　和仁
　渡辺　敏勝  　中島　浩介

農政課 平成30年 8月29日
　濵本磨毅穂　　砺山　和仁
　渡辺　敏勝  　中島　浩介

農山村対策室 平成30年 8月29日
　濵本磨毅穂　　砺山　和仁
　渡辺　敏勝  　中島　浩介

団体検査指導室 平成30年 8月29日
　濵本磨毅穂　　砺山　和仁
　渡辺　敏勝  　中島　浩介

農業経営課 平成30年 8月29日
　濵本磨毅穂　　砺山　和仁
　渡辺　敏勝  　中島　浩介

農地利活用推進室 平成30年 8月29日
　濵本磨毅穂　　砺山　和仁
　渡辺　敏勝  　中島　浩介

農産園芸課 平成30年 8月29日
　濵本磨毅穂　　砺山　和仁
　渡辺　敏勝  　中島　浩介

農産加工流通課 平成30年 8月29日
　濵本磨毅穂　　砺山　和仁
　渡辺　敏勝  　中島　浩介

畜産課 平成30年 8月29日
　濵本磨毅穂　　砺山　和仁
　渡辺　敏勝  　中島　浩介

農村整備課 平成30年 8月29日
　濵本磨毅穂　　砺山　和仁
　渡辺　敏勝  　中島　浩介

諫早湾干拓課 平成30年 8月29日
　濵本磨毅穂　　砺山　和仁
　渡辺　敏勝  　中島　浩介

林政課 平成30年 8月29日
　濵本磨毅穂　　砺山　和仁
　渡辺　敏勝  　中島　浩介

森林整備室 平成30年 8月29日
　濵本磨毅穂　　砺山　和仁
　渡辺　敏勝  　中島　浩介

産業政策課 平成30年 8月29日
　濵本磨毅穂　　砺山　和仁
　渡辺　敏勝  　中島　浩介

企業振興課 平成30年 8月29日
　濵本磨毅穂　　砺山　和仁
　渡辺　敏勝  　中島　浩介

新産業創造課 平成30年 8月29日
　濵本磨毅穂　　砺山　和仁
　渡辺　敏勝  　中島　浩介

経営支援課 平成30年 8月29日
　濵本磨毅穂　　砺山　和仁
　渡辺　敏勝  　中島　浩介

若者定着課 平成30年 8月29日
　濵本磨毅穂　　砺山　和仁
　渡辺　敏勝  　中島　浩介

雇用労働政策課 平成30年 8月29日
　濵本磨毅穂　　砺山　和仁
　渡辺　敏勝  　中島　浩介
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漁政課 平成30年 8月29日
　濵本磨毅穂　　砺山　和仁
　渡辺　敏勝  　中島　浩介

漁業振興課 平成30年 8月29日
　濵本磨毅穂　　砺山　和仁
　渡辺　敏勝  　中島　浩介

漁業取締室 平成30年 8月29日
　濵本磨毅穂　　砺山　和仁
　渡辺　敏勝  　中島　浩介

水産経営課 平成30年 8月29日
　濵本磨毅穂　　砺山　和仁
　渡辺　敏勝  　中島　浩介

水産加工流通課 平成30年 8月29日
　濵本磨毅穂　　砺山　和仁
　渡辺　敏勝  　中島　浩介

漁港漁場課 平成30年 8月29日
　濵本磨毅穂　　砺山　和仁
　渡辺　敏勝  　中島　浩介
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