
 

栃木県監査委員告示第１号 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第１項、第２項及び第４項の規定並びに栃木県監査委

員監査基準に基づく監査を執行したので、地方自治法第199条第９項により、その結果を次のとおり

公表する。 

  令和３（2021）年３月12日 

                   栃木県監査委員   小 林 幹 夫 

                      同      関 谷 暢 之 

同      金 井 弘 行 

同      平 野 博 章 

第１ 監査の対象 

      地方自治法第199条第１項に規定する財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理並び

に同条第２項に規定する事務の執行（以下「財務及び事務の執行」という。）について、原則

として令和元(2019)年度執行分のほか、必要に応じ、他年度の執行分も対象とした。 

  

第２ 監査の実施内容 

監査の対象とした財務及び事務の執行が、法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果

を挙げ、その運営及び組織が合理的であるかに主眼をおき、証拠書類等を照合し、必要な資料 

の提出を求め、関係職員の説明を聴取するなどの方法により監査を実施した。 

 

第３ 監査の結果 

   監査の結果は次のとおりである。 

 

      （総合政策部） 

 監査対象機関名 監 査 年 月 日      監 査 の 結 果 

東京事務所 令和２(2020)年11月17日指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するも
のは認められなかった。 

 
      （経営管理部） 

 監査対象機関名 監 査 年 月 日      監 査 の 結 果 

総務事務センター 令和２(2020)年10月27日〔注意事項〕 
計１件（給与事務１件） 

宇都宮県税事務所 令和２(2020)年10月27日〔注意事項〕 
計１件（個人情報等（行政監査）１件） 

鹿沼県税事務所 令和２(2020)年10月27日〔注意事項〕 
計１件（個人情報等（行政監査）１件） 

真岡県税事務所 令和２(2020)年10月27日〔注意事項〕 
計１件（個人情報等（行政監査）１件） 

矢板県税事務所 令和２(2020)年11月６日〔注意事項〕 
計１件（個人情報等（行政監査）１件） 

大田原県税事務所 令和２(2020)年11月６日〔注意事項〕 
計１件（個人情報等（行政監査）１件） 

栃木県税事務所 令和２(2020)年11月17日〔注意事項〕 
計１件（個人情報等（行政監査）１件） 

安足県税事務所 令和２(2020)年11月17日〔注意事項〕 
計２件（財産・物品管理事務１件、個人情報等
（行政監査）１件） 



自動車税事務所
（「佐野支所」を含
む。） 

令和２(2020)年11月17日〔注意事項〕 
計１件（個人情報等（行政監査）１件） 

 
      （保健福祉部） 

 監査対象機関名 監 査 年 月 日      監 査 の 結 果 

中央児童相談所 令和２(2020)年10月16日指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するも
のは認められなかった。 

県南児童相談所 令和２(2020)年10月16日指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するも
のは認められなかった。 

県北児童相談所 令和２(2020)年10月16日指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。 

那須学園 令和２(2020)年10月16日指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するも
のは認められなかった。 

県北健康福祉センター 令和２(2020)年12月４日〔注意事項〕 
計１件（財産・物品管理事務（行政監査）１
件） 

保健環境センター 令和２(2020)年12月４日指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するも
のは認められなかった。 

県西健康福祉センター 令和３(2021)年１月15日〔注意事項〕 
計１件（その他（行政監査）１件） 

安足健康福祉センター 令和３(2021)年１月15日〔注意事項〕 
計１件（その他（行政監査）１件） 

県東健康福祉センター 令和３(2021)年１月29日指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するも
のは認められなかった。 

県南健康福祉センター 令和３(2021)年２月２日指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するも
のは認められなかった。 

 
      （産業労働観光部） 

 監査対象機関名 監 査 年 月 日      監 査 の 結 果 

県央産業技術専門校
（「県北産業技術専
門校」・「県南産業
技術専門校」を含
む。） 

令和２(2020)年11月27日指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するも
のは認められなかった。 

産業技術センター
（「繊維技術支援セ
ンター」・「県南技
術支援センター」・
「紬織物技術支援セ
ンター」・「窯業技
術支援センター」を
含む。） 

令和２(2020)年12月８日〔注意事項〕 
計１件（情報セキュリティ対策（行政監査）１
件） 

 
      （県土整備部）     

 監査対象機関名 監 査 年 月 日      監 査 の 結 果 

日光土木事務所 令和２(2020)年11月27日〔注意事項〕 
計５件（契約検収事務２件、工事事務２件、財
産・物品管理事務１件） 



矢板土木事務所 令和２(2020)年12月１日〔注意事項〕 
計１件（契約検収事務１件） 

大田原土木事務所 令和２(2020)年12月４日〔指摘事項〕 
契約検収事務のうち、道路保全事業費（補助）
に係る地質調査業務委託の設計積算において、
モノレールの架設・撤去費の計上を誤ったこと
により、設計額が過大となっているものが１件 
352千円あった。 

栃木土木事務所 令和３(2021)年１月12日〔注意事項〕 
計１件（契約検収事務１件） 

烏山土木事務所 令和３(2021)年１月12日〔指摘事項〕 
契約検収事務のうち、河川調査費（河川改修
調査費）に係る測量業務委託の設計積算にお
いて、曲線数の計上を誤ったことにより、設
計額が過大となっているものが１件264千円あ
った。 

鹿沼土木事務所 
 

令和３(2021)年１月15日〔指摘事項〕 
契約検収事務のうち、快適で安全な道づくり事
業費（県単）に係る地質・土質調査業務委託の
設計積算において、モノレールの運搬費等の計
上を誤ったことにより、設計額が過小となって
いるものが１件638千円あった。 

  〔指摘事項〕 
工事事務のうち、地方合同庁舎整備費に係る庁
舎新築外構工事の設計積算において、集水桝用
グレーチング材料単価を誤って計上したことな
どにより、設計額が過小となっているものが１
件993千円あった。 

  〔注意事項〕 
計１件（工事事務１件） 

安足土木事務所 令和３(2021)年１月15日指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するも
のは認められなかった。 

宇都宮土木事務所 令和３(2021)年１月22日〔指摘事項〕 
契約検収事務のうち、街路づくり事業費（補
助）に係る測量業務委託の設計積算におい
て、数値基準に定められた単位を誤ったこと
により、設計額が過大となっているものが１
件129千円あった。 

  〔指摘事項〕 
工事事務のうち、道路保全事業費（補助）に
係る横断歩道橋塗装工事の設計積算におい
て、業者見積単価の計上を誤ったことによ
り、設計額が過小となっているものが１件803
千円あった。 

  〔指摘事項〕 
工事事務のうち、快適で安全な道づくり事業
費（補助）に係る防護柵工事の設計積算にお
いて、ガードレール設置工の材料費の計上を
誤ったことにより、設計額が過大となってい
るものが１件462千円あった。 

  〔注意事項〕 
計４件（契約検収事務１件、工事事務２件、許
認可等の事務処理（行政監査）１件） 



下水道管理事務所 令和３(2021)年１月22日指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するも
のは認められなかった。 

公園事務所 令和３(2021)年１月22日指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するも
のは認められなかった。 

真岡土木事務所 令和３(2021)年１月29日〔注意事項〕 
計３件（契約検収事務１件、工事事務２件） 

     
    （教育委員会） 

 監査対象機関名 監 査 年 月 日      監 査 の 結 果 

真岡高等学校 令和２(2020)年10月30日指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するも
のは認められなかった。 

大田原高等学校 令和２(2020)年10月30日指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するも
のは認められなかった。 

宇都宮中央女子高等学校 令和２(2020)年11月６日指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するも
のは認められなかった。 

真岡女子高等学校 令和２(2020)年11月６日〔注意事項〕 
計１件（給与事務１件） 

鹿沼南高等学校 令和２(2020)年11月27日指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するも
のは認められなかった。 

鹿沼商工高等学校 令和２(2020)年11月27日指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するも
のは認められなかった。 

真岡北陵高等学校 令和２(2020)年11月27日指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するも
のは認められなかった。 

真岡工業高等学校 令和２(2020)年11月27日指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するも
のは認められなかった。 

のざわ特別支援学校 令和２(2020)年12月１日〔注意事項〕 
計１件（収入・支出事務１件） 

富屋特別支援学校 令和２(2020)年12月１日〔注意事項〕 
計１件（財産・物品管理事務（行政監査）１
件） 

黒羽高等学校 令和２(2020)年12月４日指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するも
のは認められなかった。 

聾学校 令和２(2020)年12月４日指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するも
のは認められなかった。 

特別支援学校宇都宮

青葉高等学園 

令和２(2020)年12月４日指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するも
のは認められなかった。 

那須特別支援学校 令和２(2020)年12月４日指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するも
のは認められなかった。 

茂木高等学校 令和２(2020)年12月７日指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。 

烏山高等学校 令和２(2020)年12月７日指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するも
のは認められなかった。 

石橋高等学校 令和２(2020)年12月８日指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するも
のは認められなかった。 

小山西高等学校 令和２(2020)年12月８日指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するも
のは認められなかった。 



 

益子芳星高等学校 令和２(2020)年12月８日〔注意事項〕 
計２件（給与事務２件） 

益子特別支援学校 令和２(2020)年12月８日〔注意事項〕 
計１件（給与事務１件） 

小山高等学校 令和２(2020)年12月18日〔指摘事項〕 
給与事務のうち、扶養手当において、認定後
の受給要件の確認が不十分であったことか
ら、過支給となっているものが１件144,382円
あった。 

  〔注意事項〕 
計１件（給与事務１件） 

宇都宮南高等学校 令和２(2020)年12月24日指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するも
のは認められなかった。 

宇都宮清陵高等学校 令和２(2020)年12月24日指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するも
のは認められなかった。 

栃木工業高等学校 令和３(2021)年１月８日指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するも
のは認められなかった。 

足利南高等学校 令和３(2021)年１月８日指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するも
のは認められなかった。 

那須拓陽高等学校 令和３(2021)年１月８日指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するも
のは認められなかった。 

足利特別支援学校 令和３(2021)年１月８日指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するも
のは認められなかった。 

栃木高等学校 令和３(2021)年１月12日指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するも
のは認められなかった。 

栃木女子高等学校 令和３(2021)年１月12日指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するも
のは認められなかった。 

塩谷南那須教育事務所 令和３(2021)年１月21日指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するも
のは認められなかった。 

宇都宮工業高等学校 令和３(2021)年１月21日指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するも
のは認められなかった。 

那須清峰高等学校 令和３(2021)年１月21日指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するも
のは認められなかった。 

黒磯高等学校 令和３(2021)年１月21日指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するも
のは認められなかった。 

栃木商業高等学校 令和３(2021)年１月28日〔指摘事項〕 
県立学校施設等改修費に係る産業廃棄物収集
運搬及び処分業務委託において、必要な事務
手続を行わず、産業廃棄物処分業の許可を受
けていない業者に依頼したうえ、委託料を支
払っていた。また、513,700円について、未払
いとなっていた。 

  〔注意事項〕 
計１件（契約検収事務１件） 

栃木農業高等学校 令和３(2021)年１月29日指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するも
のは認められなかった。 



 

佐野東高等学校 令和３(2021)年１月29日指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するも
のは認められなかった。 

佐野松桜高等学校 令和３(2021)年１月29日指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するも
のは認められなかった。 

足利清風高等学校 令和３(2021)年１月29日指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するも
のは認められなかった。 

上都賀教育事務所 令和３(2021)年２月２日 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するも
のは認められなかった。 

下都賀教育事務所 令和３(2021)年２月２日 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するも
のは認められなかった。 

那須教育事務所 令和３(2021)年２月２日 〔注意事項〕 
計１件（その他（行政監査）１件） 

安足教育事務所 令和３(2021)年２月２日 〔指摘事項〕 
給与事務のうち、期末手当及び勤勉手当にお
いて、在職期間等の算定を誤ったことから、
過支給となっているものが１件140,451円、支
給不足となっているものが２件171,620円あっ
た。 

河内教育事務所 令和３(2021)年２月４日指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するも
のは認められなかった。 

芳賀教育事務所 令和３(2021)年２月４日指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するも
のは認められなかった。 

上三川高等学校 令和３(2021)年２月４日指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するも
のは認められなかった。 

宇都宮東高等学校(「宇

都宮東高等学校附属中

学校」を含む。) 

令和３(2021)年２月15日〔注意事項〕 
計１件（工事事務１件） 

日光明峰高等学校 令和３(2021)年２月15日指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するも
のは認められなかった。 

小山城南高等学校 令和３(2021)年２月15日指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するも
のは認められなかった。 

栃木翔南高等学校 令和３(2021)年２月15日〔注意事項〕 
計１件（給与事務１件） 

壬生高等学校 令和３(2021)年２月15日〔注意事項〕 
計１件（収入・支出事務１件） 

足利工業高等学校 令和３(2021)年２月15日指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するも
のは認められなかった。 

高根沢高等学校 令和３(2021)年２月15日〔注意事項〕 
計１件（その他（行政監査）１件） 

今市特別支援学校 令和３(2021)年２月15日指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するも
のは認められなかった。 

足利中央特別支援学校 令和３(2021)年２月15日〔注意事項〕 
計２件（契約検収事務１件、給与事務１件） 

南那須特別支援学校 令和３(2021)年２月15日指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するも
のは認められなかった。 

 
 
 



（公安委員会） 

 監査対象機関名 監 査 年 月 日      監 査 の 結 果 

今市警察署 令和２(2020)年10月16日指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するも
のは認められなかった。 

矢板警察署 令和２(2020)年10月16日指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するも
のは認められなかった。 

宇都宮中央警察署 令和２(2020)年10月27日指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するも
のは認められなかった。 

宇都宮南警察署 令和２(2020)年10月27日指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するも
のは認められなかった。 

鹿沼警察署 令和２(2020)年11月６日指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するも
のは認められなかった。 

那珂川警察署 令和２(2020)年11月６日指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するも
のは認められなかった。 

足利警察署 令和２(2020)年11月17日指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するも
のは認められなかった。 

宇都宮東警察署 令和２(2020)年11月19日指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するも
のは認められなかった。 

小山警察署 令和２(2020)年11月19日指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するも
のは認められなかった。 

栃木警察署 令和２(2020)年11月19日指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するも
のは認められなかった。 

那須塩原警察署 令和２(2020)年11月19日指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するも
のは認められなかった。 

佐野警察署 令和２(2020)年11月19日指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するも
のは認められなかった。 

真岡警察署 令和２(2020)年11月19日指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するも
のは認められなかった。 

下野警察署 令和２(2020)年11月19日指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するも
のは認められなかった。 

大田原警察署 令和２(2020)年11月19日指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するも
のは認められなかった。 

さくら警察署 令和２(2020)年11月19日指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するも
のは認められなかった。 

日光警察署 令和２(2020)年11月19日〔注意事項〕 
計１件（収入・支出事務１件） 

那須烏山警察署 令和２(2020)年11月19日指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するも
のは認められなかった。 

茂木警察署 令和２(2020)年11月19日指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するも
のは認められなかった。 

    
※指摘事項：事務が著しく不適正又は経済性、効率性及び有効性の観点から著しく不適切と認め

られるもの 
 注意事項：指摘事項には至らないが注意を要すると認められるもの 

検討事項：指摘事項及び注意事項以外の、事務事業の執行に課題がある場合で、改善に向けて
特に検討を要すると認められるもの 


