
神奈川県監査委員公表第９号

監査の結果に関する報告について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第１項及び第２項の規定に基づく監査を実施したので、

同条第９項の規定により監査の結果に関する報告を次のとおり公表する。

平成21年４月24日

神奈川県監査委員 石 田 稔

同 髙 岡 香

同 新 堀 典 彦

同 笠 間 茂 治

１ 平成20年度における財務に関する事務の執行及び事務、事業の執行について監査を行った。

(１) 指導事項及び要望事項が認められた監査実施箇所

監査実施箇所名 監査実施日 所掌事務の概要 監査の結果

神奈川県立三浦臨海高 平成21年１ 単位制による全日制 (指導事項)

等学校 月６日(平 の課程 普通科 契約事務において、複数年度

成20年12月 を借用期間とする電子複写機及

５日職員調 び印刷機の貸借等契約に当た

査) り、自動更新条項付きの単年度

契約を締結していた。

(２) 指導事項及び要望事項が認められなかった監査実施箇所

監査実施箇所名及び所 監査実施日 所掌事務の概要

管区域

神奈川県南県税事務所 平成21年２月９日 県税に係る賦課徴収に関する事務を行ってい

(平成21年１月28日 る。

所管区域：横浜市南 職員調査)

区、港南区、磯子区及

び金沢区

なお、ゴルフ場利用

税及び軽油引取税につ

いては、横浜市西区、

中区、南区、港南区、

保土ヶ谷区、旭区、磯

、 、 、子区 金沢区 戸塚区

栄区、泉区及び瀬谷区



を所管区域としてい

る。

神奈川県高津県税事務 平成21年２月16日 県税に係る賦課徴収に関する事務を行ってい

所 (平成21年２月４日 る。

職員調査)

所管区域：川崎市中原

区、高津区及び宮前区

なお、ゴルフ場利用

税及び軽油引取税につ

、 、いては 横浜市鶴見区

神奈川区、港北区、緑

区、青葉区及び都筑区

並びに川崎市全域を所

管区域としている。

、 、神奈川県横浜川崎地区 平成21年２月９日 地域農政の推進対策 農業・畜産業の振興対策

農政事務所 (平成21年１月７日 土地改良事業、林業振興及び森林の保全に関す

職員調査) る事業等を行っている。

所管区域：横浜市及び

川崎市

神奈川県東部家畜保健 平成21年１月22日 家畜の伝染病予防等のための試験、検査及び指

衛生所 (平成21年１月７日 導並びに動物薬事等の指導及び検査を行ってい

職員調査) る。

所管区域：横浜市、川

崎市、横須賀市、鎌倉

市、逗子市、三浦市及

び葉山町

神奈川県湘南家畜保健 平成21年２月17日 家畜の伝染病予防等のための試験、検査及び指

衛生所 (平成21年１月21日 導並びに動物薬事等の指導及び検査を行ってい

職員調査) る。

所管区域：平塚市、藤

沢市、茅ケ崎市、秦野

、 、 、市 伊勢原市 寒川町

大磯町及び二宮町

神奈川県県央家畜保健 平成21年１月６日 家畜の伝染病予防等のための試験、検査及び指

衛生所 (平成20年12月２日 導並びに動物薬事等の指導及び検査を行ってい

職員調査) る。

所管区域：相模原市、

厚木市、大和市、海老

、 、 、名市 座間市 綾瀬市

愛川町及び清川村



神奈川県足柄家畜保健 平成21年１月９日 家畜の伝染病予防等のための試験、検査及び指

衛生所 (平成20年12月４日 導並びに動物薬事等の指導及び検査を行ってい

職員調査) る。

所管区域：小田原市、

南足柄市、中井町、大

、 、 、井町 松田町 山北町

開成町、箱根町、真鶴

町及び湯河原町

神奈川県家畜病性鑑定 平成21年１月６日 家畜の疾病を診断するための各種検査を実施す

所 (平成20年12月２日 るとともに、病性鑑定上必要な試験、調査及び

職員調査) 資料収集並びに家畜保健衛生所職員に対する病

性鑑定術の伝達を行っている。

神奈川県小田原児童相 平成21年１月21日 児童福祉に関する諸問題について、家庭等から

談所 (平成20年12月９日 の相談に応じ、指導、治療及び施設等への入所

職員調査) 手続を行っている。

所管区域：小田原市、

南足柄市、中井町、大

、 、 、井町 松田町 山北町

開成町、箱根町、真鶴

町及び湯河原町

神奈川県立平塚高等職 平成21年２月16日 新規学校卒業者及び離転職者等に対して、職業

業技術校 (平成21年１月27日 に必要な基礎的知識・技能を習得できるよう職

職員調査) 業訓練を実施している。

神奈川県立藤沢高等職 平成21年２月16日 新規学校卒業者及び離転職者等に対して、職業

業技術校 (平成21年１月28日 に必要な基礎的知識・技能を習得できるよう職

職員調査) 業訓練を実施している。

神奈川県横浜地区公園 平成21年１月22日 公園緑地の整備、維持管理等、公園施設に係る

管理事務所 (平成20年12 月24日 許認可事務及び公園内有料施設等の管理運営を

及び25日職員調査) 行っている。

所管区域：県立保土ケ

谷公園、県立三ツ池公

、 、園 県立四季の森公園

都市施設として定めら

れた緑地及び篠原園地

神奈川県広域幹線道路 平成21年２月９日 国及び中日本高速道路(株)が施行する広域幹線

事務所 (平成21年１月14日 道路事業の整備促進を図るための地元調整、関

職員調査) 係行政機関等との調整業務並びに中日本高速道

所管区域：広域幹線道 路(株)から委託を受け、広域幹線道路事業の工

路 第一東海自動車道 事に関する用地の買収に伴う調査、測量、用地（ 、

第二東海自動車道、一 の買収、登記、買収に伴う地上物件の除却によ



般国道 号バイパス る補償を行っているほか、広域幹線道路事業に246
（厚木秦野道路）及び 関連するインターチェンジへのアクセス道路の

一般国道 号（さが 新設、改良を行っている。468
） 。）み縦貫道路 に限る

並びに関連するインタ

ーチェンジへのアクセ

ス道路及び広域幹線道

路に付随する施設

神奈川県立港南台高等 平成21年１月６日 全日制の課程 普通科

学校 (平成20年12月２日

職員調査)

神奈川県立横浜旭陵高 平成21年１月15日 単位制による全日制の課程 普通科

等学校 (平成20年12月12日

職員調査)

神奈川県立上郷高等学 平成21年１月６日 全日制の課程 普通科

校 (平成20年12月８日

職員調査)

神奈川県立平塚農業高 平成21年１月６日 全日制の課程 園芸科学科、食品科学科及び生

等学校 (平成20年12月18日 産流通科

職員調査) 定時制の課程 園芸科学科

神奈川県立五領ケ台高 平成21年１月６日 全日制の課程 普通科

等学校 (平成20年12月９日

職員調査)

神奈川県立神田高等学 平成21年１月６日 全日制の課程 普通科

校 (平成20年12月５日

職員調査)

神奈川県立大原高等学 平成21年１月９日 全日制の課程 普通科

校 (平成20年12月10日

職員調査)

神奈川県立相模大野高 平成21年１月６日 全日制の課程 普通科

等学校 (平成20年12月５日

職員調査)

神奈川県立伊志田高等 平成21年１月15日 全日制の課程 普通科

学校 (平成20年12月５日

職員調査)

神奈川県立栗原高等学 平成21年１月16日 全日制の課程 普通科



校 (平成20年12月15日

職員調査)

神奈川県立ひばりが丘 平成21年１月９日 全日制の課程 普通科

高等学校 (平成20年12月17日

職員調査)

神奈川県立中原養護学 平成21年１月14日 小学部、中学部及び高等部本科（普通科）

校 (平成20年12月３日

職員調査)

神奈川県立藤沢養護学 平成21年１月22日 小学部、中学部及び高等部本科（普通科）

校 (平成20年12月24日

職員調査)

２ 平成 年度におけ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事務、事業の執20
行について監査を行った。

(１) 指導事項及び要望事項が認められた監査実施箇所

監査実施箇所名及び所 監査実施日 所掌事務の概要 監査の結果

管区域

神奈川県企業庁二宮水 平成21年１ 県営水道の給水装置 (指導事項)

道営業所 月６日(平 工事の審査・検査、 財産管理事務において、庁用

成20年12月 量水器の点検、水道 自動車の定期点検が、道路運送

所管区域：小田原市の ２日職員調 料金及び公共下水道 車両法に規定されている期間内

一部、大磯町及び二宮 査) 使用料の徴収等の事 に実施されていないものがあっ

町 務を行っている。 た。

神奈川県企業庁伊勢原 平成21年１ 県営水道の給水装置 (指導事項)

水道営業所 月９日(平 工事の審査・検査、 財産管理事務において、庁用

成20年12月 量水器の点検、水道 自動車の定期点検が、道路運送

所管区域：伊勢原市 ８日職員調 料金及び公共下水道 車両法に規定されている期間内

査) 使用料の徴収等の事 に実施されていないものがあっ

務を行っている。 た。

(２) 指導事項及び要望事項が認められなかった監査実施箇所

監査実施箇所名及び所 監査実施日 所掌事務の概要

管区域

神奈川県企業庁逗子水 平成21年１月６日 県営水道の給水装置工事の審査・検査、量水器

道営業所 (平成20年12月８日 の点検、水道料金及び公共下水道使用料の徴収



職員調査) 等の事務を行っている。

所管区域：逗子市及び

葉山町


