
 

 

宮城県監査委員告示第２３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１８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１９年２月１６日 

 

                         宮城県監査委員 菊 地   浩 

                         宮城県監査委員 藤 原 範 典 

                         宮城県監査委員  阿 部   徹 

                         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 

○総務部 

 地方機関 

  公文書館                          １１月 ６日 

  塩釜県税事務所（選挙管理委員会事務局塩釜地方支局を含む）  １１月１４日 

  大崎県税事務所（選挙管理委員会事務局大崎地方支局を含む）  １０月２４日 

  登米県税事務所（選挙管理委員会事務局登米地方支局を含む）  １０月２６日 

  気仙沼県税事務所（選挙管理委員会事務局気仙沼地方支局を含む）１０月２７日 

○企画部 

  東京事務所                         １１月 ９日 

○環境生活部                         

  保健環境センター                      １１月２２日 

  食肉衛生検査所                       １１月 ２日 

○保健福祉部 

大崎保健福祉事務所                                     １０月２４日 

石巻保健福祉事務所                                     １０月３１日 

気仙沼保健福祉事務所                                    １０月１８日 

中央地域子どもセンター                   １１月１４日 



 

 

  リハビリテーション支援センター 

（旧障害者更生相談所・旧拓杏園）              １２月１１日 

  精神保健福祉センター                    １２月 ８日 

○産業経済部 

大阪事務所                         １１月２７日 

大河原地方振興事務所                    １０月２６日 

大崎地方振興事務所                     １２月２６日 

栗原地方振興事務所                     １０月２６日 

登米地方振興事務所                                     １０月１７日 

石巻地方振興事務所                                     １０月３１日 

  白石高等技術専門校                     １１月 ７日 

  気仙沼高等技術専門校                    １１月２９日 

  王城寺原補償工事事務所                   １２月１８日 

 農業・園芸総合研究所（農業実践大学校を含む）        １１月 ９日 

  古川農業試験場                       １２月１３日 

  林業試験場                         １２月１１日 

  水産研究開発センター（水産加工研究所を含む）        １１月 ６日 

  気仙沼水産試験場                      １１月 １日 

  栽培漁業センター                      １０月１７日 

○土木部 

   大河原土木事務所                                           １０月２６日 

  仙台東土木事務所                                         １１月１４日 

  大崎土木事務所                                         １０月３１日 

  登米土木事務所                                     １１月 ８日 

  仙台港湾事務所                       １２月 １日 

  石巻港湾事務所                       １０月３０日 

  栗原地方ダム総合事務所                   １１月２０日 

  仙台港背後地土地区画整理事務所               １０月１０日 

○教育庁 



 

 

  仙台教育事務所                       １２月 ６日 

  登米教育事務所                       １１月 ８日 

  石巻教育事務所                       １１月１４日 

  美術館                           １２月２１日 

  蔵王自然の家                        １０月２７日 

  多賀城跡調査研究所                     １２月１４日 

  東北歴史博物館                       １２月１４日 

  第二女子高等学校                      １１月 １日 

  古川黎明高等学校                      １１月２７日 

  村田高等学校                        １２月２２日 

  矢本高等学校                        １２月 １日 

  東松島高等学校                       １２月 １日 

  田尻高等学校                        １２月２７日 

  岩ヶ崎高等学校                       １２月１８日 

 佐沼高等学校                        １１月２８日 

  泉高等学校                         １２月 ６日 

  仙台西高等学校                       １２月 ４日 

  泉館山高等学校                       １１月１５日 

  石巻西高等学校                       １２月２７日 

  気仙沼西高等学校                      １０月２３日 

  柴田高等学校                        １２月１４日 

  迫桜高等学校                        １２月２７日 

  伊具高等学校                        １２月２７日 

  南郷高等学校                        １２月２７日 

  米山高等学校                        １０月２０日 

  本吉響高等学校                       １１月２９日 

  気仙沼向洋高等学校                     １１月２２日 

  鶯沢工業高等学校                      １２月１５日 

  石巻商業高等学校                      １２月２７日 



 

 

  光明養護学校                        １０月 ６日 

山元養護学校                        １１月２１日 

金成養護学校                        １０月１３日 

養護学校岩沼高等学園                    １２月２７日 

  古川黎明中学校                       １１月２７日 

○警察本部 

  気仙沼警察署                        １１月 ２日 

  登米警察署                         １１月 １日 

  南三陸警察署（旧志津川警察署）               １１月 １日 

  遠田警察署（旧小牛田警察署・旧涌谷警察署）         １０月２４日 

  鳴子警察署                         １１月 ８日 

  加美警察署                         １１月 ８日 

  角田警察署                         １１月 ７日 

  亘理警察署                         １１月 ７日 

 

 ［補充監査］ 

  消防課                           １２月１４日 

  農産園芸課                         １２月２１日 

 

２ 監査結果 

平成１７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）消防課 

   所管地方機関（大河原地方振興事務所・仙台地方振興事務所・栗原地方振興事務所）に

おいて，手数料に係る収入証紙の過貼付が認められたので，今後再発しないよう適切な指

導を図られたい。 

（内容） 



 

 

「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」に基づく貯蔵施設等の完

成検査に係る手数料について，所管地方機関に手数料条例の解釈を誤って指導し，納入者

に収入証紙を過貼付させていたもの。 

・過貼付件数  １４件（平成１２～１７年度） 

  ・過貼付額   １５４，８００円（時効分を除く１０６，４００円については償還済） 

（２）塩釜県税事務所 

  県税において，納税催告や財産差押を実施するとともに，市町の協力を得て勤務先調査

を行い，給与差押予告書を送付するなど収入未済を解消する努力がみられるが，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１７年度収入未済額 

     現年度分   １２２，９５４，１５６円 

     過年度分   ３５１，８６４，２３０円 

      合  計   ４７４，８１８，３８６円 

   ・平成１６年度収入未済額 

     現年度分   １３１，８５５，６１６円 

     過年度分   ４６９，９２１，５０６円 

       合  計   ６０１，７７７，１２２円 

（３）大崎県税事務所 

   県税において，納税催告や財産差押を実施するとともに，毎月最終木曜日に夜間窓口を

設置し，不納欠損予定事案検討会を毎月開催するなど収入未済を解消する努力がみられる

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１７年度収入未済額 

現年度分   １３２，３１７，９２０円 

過年度分   ３６１，２８７，６７９円 

合  計   ４９３，６０５，５９９円 

・平成１６年度収入未済額 

現年度分   １３８，３８５，５４９円 

過年度分   ３９１，８５８，３１４円 

合  計   ５３０，２４３，８６３円 

（４）登米県税事務所 

  県税において，納税催告や財産差押を実施するとともに，登米市との連絡協議会を開催

し，共同して催告通知と徴収を実施するなど収入未済を解消する努力がみられるが，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 

   ・平成１６年度収入未済額 

     現年度分    ５５，４７７，５９２円 

     過年度分   １２２，６４３，２４０円 

       合  計   １７８，１２０，８３２円 

（５）気仙沼県税事務所 

  県税において，納税催告や財産差押を実施するとともに，管内市町と共同して催告通知

と徴収を実施するなど収入未済を解消する努力がみられるが，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 

・平成１６年度収入未済額 

現年度分    ５６，５１２，８３８円 

過年度分   １６６，００３，８６９円 

合  計   ２２２，５１６，７０７円 

（６）大崎保健福祉事務所 

   過誤払返納金において，滞納者との折衝を行っていないものが認められたので，今後再

発しないよう対策を講じられたい。 

   （内容） 

生活保護を廃止している滞納者との折衝を行っていなかったもの。 

・件数及び金額 ３件 １６６，５９４円 

（７）中央地域子どもセンター 

  民生費負担金（児童福祉費）において，電話による督促や家庭訪問を実施するなど収入

未済を解消する努力がみられるが，なお，収入未済があったので，さらに収納促進と適切

な債権管理を図られたい。 

   （内容） 

・平成１７年度収入未済額 

現年度分   ６，０１０，７８０円 

過年度分  １６，８５５，９２０円 



 

 

合  計  ２２，８６６，７００円 

・平成１６年度収入未済額 

現年度分   ５，３３６，９７０円 

過年度分  １６，０７５，６１０円 

合  計  ２１，４１２，５８０円 

（８）農産園芸課 

   業務委託契約において，仕様書と業務完了報告書の内容が整合せず，適切に検収を行っ

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） 

委託業務の完了が契約期間終了後となったにもかかわらず業務完了報告書の受理日を遡

及し，業務完了を前提とした不適切な検収が行われたもの。 

・委託業務名  平成１７年度園芸新品種種苗生産作業業務 

  ・委託金額   ３，５０１，７５０円 

  ・委託期間   平成１７年６月２１日～平成１７年１０月３１日 

（９）美術館 

   所得税の未徴収による，加算税及び延滞税の発生が認められたので，今後再発しないよ

う対策を講じられたい。 

  （内容） 

・源泉徴収税額  １，２４０，０２５円（平成１３年９月分～平成１７年３月分） 

  ・加算税        ９６，０００円 

  ・延滞税        ３４，０００円 

（１０）石巻商業高等学校 

  光熱水費において，調定遺漏が認められたので，今後再発しないよう対策を講じられた

い。 

（内容） 

   食堂の子メーターの検針を毎月行っていたにも係わらず，調定を行わなかったもの。 

  ・調定遺漏額（電気料） ２４２，００３円 

        （水道料）  ７０，６６２円 

        （ 計 ） ３１２，６６５円 

 

 

 


