
 

宮城県監査委員告示第２０号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第４項の規定により平成１９年度第３四

半期に実施した普通会計に係る定期監査の結果は次のとおりです。 

 

  平成２０年２月２２日 

 

                        宮城県監査委員 畠 山  和 純 

                        宮城県監査委員 袋      正 

                        宮城県監査委員  遊 佐 勘左衛門 

                        宮城県監査委員  谷地森  涼 子 

 

１ 監査実施機関及び監査実施年月日 

監査実施機関                               監査実施日 

 地方機関 

 ○総務部                          

公務研修所                                           １２月１９日 

公文書館                                             １１月１６日 

宮城大学                                    １０月３０日 

大河原県税事務所（選挙管理委員会大河原地方支局を含む）   １１月 １日 

仙台南県税事務所（選挙管理委員会仙台南地方支局を含む）    １１月 ６日 

栗原県税事務所（選挙管理委員会栗原地方支局を含む）        １０月２３日 

登米県税事務所（選挙管理委員会登米地方支局を含む）     １０月３０日 

気仙沼県税事務所（選挙管理委員会気仙沼地方支局を含む）    １０月１７日 

消防学校                                   １２月２８日 

 ○企画部                          

東京事務所                                           １１月 ８日 

 ○環境生活部                         

原子力センター                                         １１月 ７日 

食肉衛生検査所                                         １１月１６日 

 ○保健福祉部 

 



 

大崎保健福祉事務所                                    １１月 ６日 

栗原保健福祉事務所                                       １０月３０日 

登米保健福祉事務所                               １０月１６日 

石巻保健福祉事務所                     １０月１７日 

総合衛生学院                                   １１月１６日 

子ども総合センター                              １１月 ２日 

中央地域子どもセンター                   １１月１２日 

リハビリテーション支援センター                          １１月 ２日 

 ○産業経済部                                                

大阪事務所                                           １２月 ３日 

大河原地方振興事務所                                     １１月 １日 

仙台地方振興事務所                               １１月 ６日 

大崎地方振興事務所                     １１月 ６日 

栗原地方振興事務所                                １０月１６日 

気仙沼地方振興事務所                             １０月２４日 

王城寺原補償工事事務所                   １１月１３日 

農業・園芸総合研究所（農業実践大学校を含む）              １１月 ７日 

古川農業試験場（農業実践大学校農産学部を含む）            １１月１２日 

畜産試験場（農業実践大学校畜産学部を含む）              １２月１９日 

林業試験場                         １２月１３日 

水産研究開発センター（水産加工研究所を含む）              １２月１１日 

気仙沼水産試験場                               １１月１６日 

栽培漁業センター                      １１月１６日 

 ○土木部 

登米土木事務所                       １０月２３日 

石巻土木事務所                                        １０月１７日 

気仙沼土木事務所                      １０月３１日 

栗原地方ダム総合事務所                            １１月１９日 

 



 

 ○教育庁 

仙台教育事務所                                          １０月１８日 

美術館                                     １０月１８日 

多賀城跡調査研究所                     １１月１６日 

東北歴史博物館                                １１月１６日 

仙台第二高等学校                                １２月２５日 

白石高等学校                                 １２月１９日 

角田高等学校                                 １２月２８日 

石巻高等学校                                 １２月２５日 

第一女子高等学校                                          １２月２５日 

石巻好文館高等学校                                        １１月 ７日 

名取高等学校                                 １２月２８日 

飯野川高等学校                       １２月２８日 

涌谷高等学校                              １２月２８日 

登米高等学校                                              １２月１１日 

泉高等学校                                              １２月 ３日 

中新田高等学校                                           １２月１９日 

女川高等学校                                              １２月１９日 

仙台南高等学校                                            １０月２４日 

泉館山高等学校                                             １２月１９日 

蔵王高等学校                                             １２月１９日 

加美農業高等学校                                            １２月２５日 

工業高等学校                                              １２月２８日 

一迫商業高等学校                                           １２月１９日 

盲学校                                                 １０月２４日 

気仙沼養護学校                                            １２月１１日 

利府養護学校                                              １１月１６日 

○警察本部 

 



 

塩釜警察署                                             １２月２５日 

気仙沼警察署                                            １２月１９日 

佐沼警察署                                              １０月１８日 

登米警察署                                              １２月１９日 

南三陸警察署                                            １１月１２日 

古川警察署                                             １０月２３日 

遠田警察署                                             １１月２７日 

若柳警察署                                            １２月１８日 

鳴子警察署                                              １０月 １日 

加美警察署                                             １１月２８日 

白石警察署                                             １０月２９日 

角田警察署                                            １２月 ３日 

亘理警察署                                              １１月２７日 

 

２ 監査結果 

平成１８年度の財務に関する事務の執行の事実が地方自治法第２条第１４項及び第１５項

の規定の趣旨に沿って行われているかについて，特に意を用いて行いました。 

その結果，公表すべき指摘事項は下記のとおりであり，その他の軽易な事項については関

係機関に注意をしました。 

  なお，宮城県警察の監査については，犯罪捜査報償費の執行状況を重点として実施しまし

た。 

  その結果は別紙のとおりです。 

記 

（１）大河原県税事務所 

  県税において，収入未済を解消する努力はみられるが，なお収入未済があったので，さ

らに適切な徴収対策を講じ，税収の確保に努められたい。  

  （内容） 

   ・平成１８年度収入未済額 

     現年度分 ２１０，７８５，２５６円 

     過年度分 ３４８，４３７，５６５円 

      合  計 ５５９，２２２，８２１円 

 



 

   ・平成１７年度収入未済額 

     現年度分 １３０，４３９，６６９円 

     過年度分 ３５７，１３４，０５６円 

      合  計 ４８７，５７３，７２５円 

（２）仙台南県税事務所 

  県税において，収入未済を解消する努力はみられるが，なお収入未済があったので，さ

らに適切な徴収対策を講じ，税収の確保に努められたい。 

  （内容） 

・平成１８年度収入未済額 

現年度分 ２００，０８７，８２６円 

過年度分 ４８４，９８１，９８３円 

合  計 ６８５，０６９，８０９円 

・平成１７年度収入未済額 

現年度分 ２４４，４２５，３４４円 

過年度分 ５０１，８５０，６７１円 

合  計 ７４６，２７６，０１５円 

（３）栗原県税事務所 

  県税において，収入未済を解消する努力はみられるが，なお収入未済があったので，さ

らに適切な徴収対策を講じ，税収の確保に努められたい。 

 （内容）  

・平成１８年度収入未済額 

現年度分  ３２，４４８，４０２円 

過年度分 １００，９６８，５２５円 

合  計 １３３，４１６，９２７円 

・平成１７年度収入未済額 

現年度分  ３５，７３２，３０９円 

過年度分 １１０，２３１，６６３円 

合  計 １４５，９６３，９７２円 

（４）登米県税事務所 

  県税において，収入未済を解消する努力はみられるが，なお収入未済があったので，さ

らに適切な徴収対策を講じ，税収の確保に努められたい。  

  （内容） 

   ・平成１８年度収入未済額 

     現年度分  ４７，１０６，７５４円 

     過年度分 １１３，４３７，９１３円 

 



 

      合  計 １６０，５４４，６６７円 

   ・平成１７年度収入未済額 

     現年度分  ５１，０１３，５０４円 

     過年度分 １１５，０１５，５０５円 

      合  計 １６６，０２９，００９円 

（５）気仙沼県税事務所 

  県税において，収入未済を解消する努力はみられるが，なお収入未済があったので，さ

らに適切な徴収対策を講じ，税収の確保に努められたい。 

  （内容） 

・平成１８年度収入未済額 

現年度分  ５０，２９９，１４５円 

過年度分 １６０，８９１，１６２円 

合  計 ２１１，１９０，３０７円 

・平成１７年度収入未済額 

現年度分  ６１，６０３，４４５円 

過年度分 １５９，２８９，１２６円 

合  計 ２２０，８９２，５７１円 

（６）大崎地方振興事務所 

   補助金において，不正受給等が認められたので，実績確認を徹底するなど，今後再発し

ないよう対策を講じられたい。 

  （内容） 

市町村振興総合補助金について，平成１７年度に作成したはずの「交流パンフレット」

が作成されていないことが発覚したため，立入検査を実施したところ，補助対象事業で

ある「なんごう食と農の散策路（アグリロード）事業」の一部事業は未実施であり，市

町村振興総合補助金を不正受給していたことが判明したもの。 

・間接補助事業名 平成１７年度市町村振興総合補助金 

   ・間接補助事業者 なんごう食と農の散策路推進会議 

   ・間接補助金額  １，０００，０００円  

   ・返還対象額     ３７３，０００円 

（７）佐沼警察署 

   工事により撤去したエアコンの処分について，関係法令（特定家庭用機器再商品化法）

に基づき適正に処分されたかどうか確認していないことが認められたので，今後再発し

ないよう対策を講じられたい。 

  （内容） 

   ・工事名 当直仮眠室エアコン交換工事 

 



 

   ・契約額 ３７８，０００円 

   ・工期  平成１８年７月２５日～平成１８年８月４日 

 

 


