
栃木県監査委員告示第11号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第12項の規定に基づき、栃木県知事及び栃木県教育委員会教育長

から、監査の結果に基づき措置を講じた旨通知があったので、同項の規定により、次のとおり公表する。

平成23年７月29日

栃木県監査委員 五 月 女 裕 久 彦

同 小 林 幹 夫

同 黒 本 敏 夫

同 田 崎 昌 芳

監査の結果の措置状況

監査対象機関名 監 査 年 月 日 監 査 の 結 果 講 じ た 措 置

宇都宮土木事務所 平成23年１月28日 委託事務のうち、道路環境安全 今後は、設計積算時において、

費、国庫補助基幹河川改修費、 担当者への指導を徹底するとと

砂防施設等整備費、国庫補助総 もに、チェック体制を強化し、

合流域防災事業費及び国庫補助 再発防止に努めます。

街路事業費に係る地質・土質調

査業務委託（土質ボーリング調

査等）における設計積算につい

て、解析業務における技術経費

率の算定誤りにより、設計額が

過小となっているものが５件 32

4千円あった。

委託事務のうち、道路保全費に 今後、同種業務の設計積算に当

係る積算業務委託の設計積算に たっては、積算額の範囲の再確

おいて、この積算業務委託は、 認などのチェック体制を強化

事後に発注する工事の積算を委 し、適正な設計積算に努めます。

託するものであることから委託

費の設計上、当該工事費は概算

額とし、成果品の工事費が当該

概算額の範囲外となるときは設

計変更することとされている。

当該委託においては、工事費が

概算範囲外となったが設計変更

をしなかったため、直接人件費

の積算における工事費による標

準歩掛の補正率が異なり、設計

額が過大となっているものが１

件 252千円、過小となっている

ものが１件 168千円あった。

委託事務のうち、街路事業調査 今後は、設計積算時において、

費に係る交通量調査業務委託（断 担当者への指導を徹底するとと

面交通量調査、交差点方向別交 もに、チェック体制を強化し、

通量調査、歩道橋交通量調査等） 再発防止に努めます。

の設計積算について、昼間12時

間調査及び夜間12時間調査にお



ける測量技師及び軽作業員の労

務費の補正を誤ったため、設計

額が過大となっているものが１

件 105千円あった。

日光土木事務所 平成23年１月25日 委託事務のうち、緊急地方道路 同種委託の設計積算にあたって

整備事業費、国庫補助通常砂防 は、設計業務に係る技術経費率

費に係る地質・土質調査業務委 を適正に運用すべく適用の徹底

託（機械ボーリング・解析等調 を図るとともに、検算等チェッ

査等）の設計積算において、解 ク体制を改善し適正な設計積算

析業務における技術経費率の算 に努めます。

定誤りにより、設計額が過小と

なっているものが３件 346千円

あった。

委託事務のうち、道路保全費に 同種業務委託の設計積算に当た

係る積算業務委託の設計積算に っては、成果品の工事費を必ず

おいて、この積算業務委託は、 確認し、当該工事費が当初設計

事後に発注する工事の積算を委 における概算額の範囲外となっ

託するものであることから委託 たときは設計変更するように努

費の設計上、当該工事費は概算 めます。

額とし、成果品の工事費が当該

概算額の範囲外となるときは設

計変更することとされている。

当該委託においては、工事費が

概算範囲外となったが設計変更

をしなかったため、直接人件費

の積算における工事費による標

準歩掛の補正率が異なり、設計

額が過小となっているものが１

件 262千円あった。

真岡土木事務所 平成23年１月25日 委託事務のうち、起業地管理業 今後、同種委託の設計積算に当

務委託つくば真岡線外その31に たっては、適正に積算すべく、

おいて、供用路線と未供用路線 適用の徹底、チェック体制の改

の道路除草を行っているが、未 善など適正な設計積算に努めま

供用路線に係る除草業務量が多 す。

い場合は、適用すべき工種区分

を「河川維持工事」とすべきに

もかかわらず、「道路維持工事」

を適用していたため、設計額が

過大となっているものが１件 35

7千円あった。

委託事務のうち、道路台帳整備 今後、同種委託の設計積算に当

業務委託において、積算参考資 たっては、適正に積算すべく、

料では基準点の配置数は算定式 適用の徹底、チェック体制の改

の端数を切り上げて整数とすべ 善など適正な設計積算に努めま

きであったが、端数を切り捨て す。

た配置数としていたため、設計



額が過小となっているものが５

件 693千円あった。また、上記

理由に加え、配置する必要がな

い基準点を計上していたため、

設計額が過大となっているもの

が１件 63千円あった。

委託事務のうち、緊急地方道路 今後、同種委託の設計積算に当

整備事業費に係る用地調査等業 たっては、直接人件費の積算を

務委託（建物の調査等）の設計 適正に計上すべく、設計積算の

積算において、直接人件費の積 明確化、適用の徹底、チェック

算に当たり用地調査等業務委託 体制の改善など、適正な設計積

積算基準及び標準歩掛における 算に努めます。

「仮営業所設置工事費用の調査

及び算定（プレハブリース）」と

して積算すべきところ、「その他

通損に関する算定（仮住居又は

借家人補償）」として積算してし

まったため、設計額が過小とな

っているものが１件 168千円あ

った。

栃木土木事務所 平成23年１月18日 委託事務のうち、市町村道路整 同種委託の設計積算に当たって

備受託事業費に係る用地調査等 は、地域区分を適正に計上すべ

業務委託の設計積算において、 く、現地状況の把握を十分行う

「用地調査等業務委託積算基準 とともに、チェック体制を複数

及び標準歩掛」で定める用地測 で行う等の改善を図り、適正な

量の地域区分が、現場の状況か 設計積算に努めます。

ら「耕地」とすべきところ、「原

野」としていたため、設計額が

過小となっているものが１件 2,

761千円あった。

委託事務のうち、緊急地方道路 同種委託の設計積算に当たって

整備事業費及び国庫補助基幹河 は、労務費・人件費・技術経費

川改修費に係る地質・土質調査 を適正に計上すべく、技術調整

業務委託（土質ボーリング調査 会議の中で周知徹底の強化を図

等）における設計積算において、 るとともに、チェック体制を複

調査業務における直接労務費の 数で行うなど適正な設計積算に

計上漏れ、解析業務における直 努めます。

接人件費の計上誤り及び技術経

費率の算定誤りにより、設計額

が過小となっているものが４件

640千円あった。

委託事務のうち、国庫補助道路 同種委託の設計積算に当たって

改築費に係る地質・土質調査業 は、解析調査業務を適正に計上

務委託（土質ボーリング調査等） すべく、技術調整会議の中で周

における設計積算において、解 知徹底の強化を図るとともに、

析業務の計上漏れにより、設計 チェック体制を複数で行うなど



額が過小となっているものが１ 適正な設計積算に努めます。

件 357千円あった。

委託事務のうち、市町村道路整 同種委託の積算に当たっては、

備受託事業費に係る地質・土質 積算基準書等適用の周知徹底お

調査業務委託（土質ボーリング よび検算業務を複数で行うな

調査等）における設計積算にお ど、適正な積算に努めます。

いて、調査業務における直接労

務費の計上漏れ及び解析業務に

おける技術経費率の算定誤りに

より、設計額が過小となってい

るものが１件 220千円あった。

大田原土木事務所 平成23年１月21日 委託事務のうち、緊急地方道路 今後、同種委託の設計積算に当

整備費、道路保全費、河川改良 たっては、解析等調査業務に係

費及び国庫補助通常砂防費に係 る経費を適正に積算すべく、適

る地質・土質調査業務委託（機 用の徹底、チェック体制の改善

械ボーリング）の設計積算にお など適正な設計積算に努めま

いて、解析業務における技術経 す。

費率の算定誤りにより、設計額

が過小となっているものが５件

239千円あった。

委託事務のうち、警察施設整備 今後、同種委託の設計積算に

費に係る積算業務委託の設計積 当たっては、工事費が概算額の

算において、この積算業務委託 範囲外となり直接人件費に係る

は、事後に発注する工事の積算 工事費による標準歩掛の補正率

を委託するものであることから が異なる場合には設計変更を行

委託費の設計上、当該工事費は い、適用の徹底、チェック体制

概算額とし、成果品の工事費が の改善など適正な設計積算に努

当該概算額の範囲外となるとき めます。

は設計変更することとされてい

る。当該委託においては、工事

費が概算額の範囲外となり直接

人件費に係る工事費による標準

歩掛の補正率が異なることとな

ったが設計変更をしなかったた

め、設計額が過小となっている

ものが１件 367千円あった。

委託事務のうち、国庫補助交通 今後、同種委託の設計積算に当

安全施設費に係る用地調査等業 たっては、建物の調査及び算定

務委託（建物の調査等）の設計 の直接人件費を適正に積算すべ

積算において、建物の調査及び く、適用の徹底、チェック体制

算定の直接人件費の積算に当た の改善など適正な設計積算に努

り、用地調査等業務委託積算基 めます。

準及び標準歩掛の建物の調査区

分の適用を誤ったため、設計額

が過小となっているものが１件

115千円あった。



宇 都 宮 商 業 平成23年２月７日 給与事務のうち、住居手当にお 支給不足分について、平成23年

高 等 学 校 いて、自宅新築中の諸手続に関 ２月の例月給与で登録を行い、

連して、住民票を移動させたこ ２月15日に支給済みです。

とを理由に、支給要件喪失とし 今後は同様の誤りをなくすた

て認定したが、引き続き賃貸借 め、事務担当者と出納員による

物件に居住し賃料を支払ってい 相互チェックを必ず実施し、適

るため、要件喪失には当たらず 正な給与事務の執行に努めま

支給不足となっているものが１ す。

件 81,000円あった。

小山北桜高等学校 平成23年２月７日 給与事務のうち、勤勉手当にお 平成23年２月８日付けで返納通

いて、基準日現在育児休業職員 知書を発出し、過支給額につい

が、基準日以前６ヶ月の全期間 ては返納済みです。

にわたって勤務した日がなく支 今後は、勤勉手当を支給する

給対象外とすべきところ、育児 際には、除算期間の計算に十分

休業期間のみを除算し支給した に留意し、事務担当者及び出納

ため、過支給となっているもの 員による相互のチェックを徹底

が２件 139,521円あった。 し、適正な事務執行に努めます。

田 沼 高 等 学 校 平成23年２月７日 給与事務のうち、期末手当にお 支給不足分について、平成23年

いて、基準日現在勤務している １月の例月入力で正しい支給率

職員が、基準日以前６ヶ月の期 を登録し、１月14日の給与支給

間において無給休職となってい 日に追給しました。

たが、無給休職期間は除算しな 今後は、事務担当者及び出納

いにもかかわらず除算したこと 員による相互のチェックを徹底

から、支給不足となっているも し、適正な事務執行に努めます。

のが１件 354,341円あった。

大田原女子高等 平成23年２月７日 給与事務のうち、期末手当にお 支給不足分について、平成23年

学校（大田原東 いて、基準日現在勤務している １月の例月入力期間中に正しい

高等学校を含む。） 職員が、基準日以前６ヶ月以内 支給率を登録し、１月14日に追

に有給休職となっていたが、有 給しました。

給休職期間は除算しないにもか 今後は、期末手当等の支給事

かわらず除算したことから、支 務について、除算期間の取り扱

給不足となっているものが３件 いに十分注意し、事務担当者及

886,827円あった。 び出納員による相互のチェック

を徹底し、適正な事務執行に努

めます。

那須特別支援学校 平成23年１月14日 給与事務のうち、勤勉手当につ 支給不足分について、平成23年

いて、基準日以前６ヶ月の期間 １月の例月入力期間中に正しい

において、除算期間に含まれな 支給率を登録し、１月14日の支

い特別休暇（出産）を除算した 給日に追給しました。

ことから、支給不足となってい 今後は、このような誤りをな

るものが１件 123,341円あった。 くすため、事務担当者及び出納

員による相互のチェックを徹底

し、適正な事務執行に努めます。


