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監査の結果に基づく措置状況について 

普通会計に係る監査の結果に基づく措置状況について、次のとおり新潟県知事、新潟県教育委員会及び新潟県

公安委員会から通知があったので、地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第12項の規定によりその内容を公

表する。 

平成30年２月２日 

新潟県監査委員 栗 山 和 廣 

新潟県監査委員 石 井   修 

新潟県監査委員 横 尾 幸 秀 

新潟県監査委員 高 橋   猛 
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監査の種別
部局名 監査の結果 措置の内容

農林水産部 　産業廃棄物処理委託について、契約
書が作成されていなかった。
　廃棄物の処理及び清掃に関する法律
施行令に基づいた事務手続を行われた
い。

　職員に対して、関係法令を十分に
参照し、必要な手続き等を怠ること
のないよう徹底してまいります。

【農業総合研究所】
公安委員会 　宿舎の物置について、警察本部長に

よる処分決定を経ないまま、取壊しを
行っていた。
　公有財産事務取扱規則に基づく適正
な事務処理を行われたい。

　公有財産の処分にあたっては、警
察本部において、各署からの処分に
必要な予算の要求様式に「財産移動
報告の有無」の欄を設け、警察本部
と警察署の相互に財産移動報告の欠
落防止を図り、事前に処分決定を受
けるよう徹底しました。
　また、警察本部においては、機会
を捉えて適正な財産管理について教
養を行う等関係法令の遵守に努めて
まいります。

【柏崎警察署】

監査の種別
部局名 監査の結果 措置の内容

総務管理部 　物品の管理について、テレビ会議・
テレラジオロジーシステム２組を亡失
していた。
　物品の管理を徹底されたい。

　テレビ会議・テレラジオロジーシ
ステム２組については、新潟県物品
会計規則に沿った亡失手続（物品損
傷等報告）を行いました。
　今後とも、適正な物品の管理に努
めてまいります。

【情報政策課】
県民生活・環境部 　公務中における職員の交通事故で、

相手方に21,368円の損害賠償をしたほ
か、公用車１台を廃棄したものがあっ
た。
　安全運転の徹底に努められたい。

　職員の安全運転の徹底を行い、事
故の再発防止に努めてまいります。

【歴史博物館】
福祉保健部 　コロニーにいがた白岩の里使用料収

入について、平成28年12月31日現在、
過年度調定分177件5,248,741円が未納
となっていた。
　件数、金額とも増加しているので、
具体的な回収手法の見直しを行い、未
納額の早期収納に努められたい。

　利用者の部担当者や市町村等担当
者と連携し、納入相談や訪問督促を
行い、また成年後見制度を検討する
等、個別の状況に応じた収納方法に
より未収金の早期収納に努めてまい
ります。
　なお、指摘のありました事項にお
ける平成29年10月31日現在までの納
入額は67件1,306,039円です。

【コロニーにいがた白岩の里】
　１歳６か月児精密健康診査受診票に
ついて、誤って別の市に送付したもの
があった。
　個人情報の取扱いに留意し、再発防
止の徹底に努められたい。

　会議等で個人情報の取扱事務につ
いて職員に周知するとともに、郵送
の際は複数人で郵便物と封筒の送付
先を確認する等の対策を講じ再発防
止に努めてまいります。

【はまぐみ小児療育センター】

平成28年度会計　定　期　監　査

平成27年度会計　定　期　監　査
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　住宅新築資金等貸付金収入につい
て、決算日現在、過年度調定分454件
18,862,725円が未納となっていた。
　件数、金額とも増加しているので、
具体的な回収手法の見直しを行い、未
納額の早期収納に努められたい。

　未納分については分割納入方式に
より償還させることとしており、平
成29年10月31日までに20件848,089円
が納入済みです。
　今後も市町村と連携を図り、債務
者に加え、保証人等にも連絡をとり
ながら、未納額の早期収納に努めて
まいります。

【福祉保健課】
　特定医療費（指定難病）受給者証の
更新申請書等について、誤って他者の
申請書を送付したものがあった。
　個人情報の取扱いに留意し、再発防
止の徹底に努められたい。

　個人情報が記載されている書類を
送付する際には、複数人により確認
することを徹底することにより、再
発の防止に努めてまいります。

【健康対策課】
　新潟県食の安全・安心啓発ラジオ広
報業務委託について、本配当を受けた
額を超えて委託契約を締結し、不足額
が本配当された後に支出負担行為決議
書を起票、決裁しているものがあっ
た。
　財務規則に基づく適正な事務処理を
行われたい。

 財務規則に基づく事務処理を徹底
し、適切な契約事務を行ってまいり
ます。

【生活衛生課】
　新潟ふれ愛プラザ空調用自動制御盤
改修工事に係る指名競争入札につい
て、全ての入札参加者が入札時に工事
費内訳書を提出しなかったため、本来
当該入札を無効とすべきところ、有効
として取り扱い、落札者を決定してい
た。
　財務規則に基づいた適正な入札執行
を行われたい。

　入札の執行に当たっては、財務規
則をはじめとした関係法令に準拠
し、適正な事務処理を行ってまいり
ます。

【障害福祉課】
　母子父子寡婦福祉資金貸付金収入に
ついて、決算日現在、21,159件
107,449,769円が未納となっていた。
　件数、金額とも増加しているので、
具体的な回収手法の見直しを行い、未
納額の早期収納に努められたい。

  地域振興局健康福祉（環境）部を
通じた償還指導により、納入の促進
を図った結果、平成29年10月31日ま
でに824件5,948,419円が納入済みで
す。
　未納者の状況把握に努め、個々の
状況に応じた早期の償還指導を行う
ことにより、未納額の早期収納に努
めてまいります。

【児童家庭課】
　児童扶養手当返納金収入について、
決算日現在、319件6,027,960円が未納
となっていた。
　金額が増加しているので、具体的な
回収手法の見直しを行い、未納額の早
期収納に努められたい。

  地域振興局健康福祉（環境）部を
通じた償還指導により、納入の促進
を図った結果、平成29年10月31日ま
でに１件20,480円が納入済みです。
　未納者の状況把握に努め、個々の
状況に応じた早期の償還指導を行う
ことにより、未納額の早期収納に努
めてまいります。

【児童家庭課】
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　平成28年度全国ひとり親世帯等調査
に係る調査員証について、誤って他者
の調査員証を送付したものがあった。
　個人情報の取扱いに留意し、再発防
止の徹底に努められたい。

　今後は、個人情報が含まれる書類
を送付する際には、複数人でチェッ
クを行うなど個人情報の適切な取扱
いを徹底し、再発防止に努めてまい
ります。

【児童家庭課】
産業労働観光部 　設備合理化資金貸付金収入等につい

て、決算日現在、過年度調定分33件
15,375,733円が未納となっていた。
  未納額の早期収納に努められたい。

　債務者や連帯保証人に対して督促
を行っており、平成29年10月31日ま
でに４件176,000円が納入済みです。
また、回収不能の５件766,053円は平
成29年９月議会において、権利放棄
の議案を提出し議決されました。
　今後も、債務者等の状況に応じた
計画返済など債務者等と十分協議を
行い、未納額の圧縮に努めてまいり
ます。

【産業政策課】
　中小企業支援資金貸付金収入等につ
いて、決算日現在、過年度調定分88件
788,858,068円が未納となっていた。
  未納額の早期収納に努められたい。

　未納額が多額となっている債務者
については、計画的な償還を指導す
るなど、償還能力に応じた債権回収
に努めており、平成29年10月31日ま
でに17件4,034,906円が納入済みで
す。また、回収不能の設備近代化資
金貸付金５件6,108,551円は平成29年
９月議会において、権利放棄の議案
を提出し議決されました。
　今後とも、債務者等と十分協議を
行い、未納額の圧縮に努めてまいり
ます。

【産業政策課】
　宿泊施設に対する一斉メールについ
て、他者の個人メールアドレスと推察
されるものが誤って表示されたまま送
信したものがあった。
　個人情報の取扱いに留意し、再発防
止の徹底に努められたい。

　一斉メール送信時のＢＣＣ設定や
外部へのメール送信時の複数人によ
るチェックなどの確認を徹底し、再
発防止に努めてまいります。

【観光局　観光振興課】
農林水産部 　林業改善資金貸付事業収入につい

て、決算日現在、過年度調定分34件
55,356,042円が未納となっていた。
　未納額の早期収納に努められたい。

　債務者や連帯保証人に対して督促
を行うとともに、償還能力に応じた
計画的な分割納入を指導するなど、
債権回収に努めており、平成29年９
月末までに1,851,000円が納入済みで
す。
　今後とも、債務者等と十分協議を
行うとともに、権利放棄の基準に該
当する案件があるか判断しながら、
収納促進に努めてまいります。

【経営普及課】
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　農林水産費貸付金収入について、決
算日現在、過年度調定分１件
1,787,473円が未納となっていた。
　未納額の早期収納に努められたい。

　平成28年度に連帯保証人が支払う
べき適正な債務金額を確定する調停
が成立し、連帯保証人の分納計画に
基づき、平成29年９月末までに
387,452円が納入済みです。
　今後とも、連帯保証人の分納計画
に基づく収納に努めてまいります。

【経営普及課】
　公務中における職員の交通事故で相
手方に737,278円の損害賠償をしたほ
か、公用車の修理費として468,061円
支出したものがあった。
　安全運転の徹底に努められたい。

　毎月の所内会議において、交通事
故防止の注意喚起を行っているほ
か、特に長距離や冬季の出張の際は
上司による安全運転の声かけをする
など、事故の再発防止に取り組んで
まいります。

【中越家畜保健衛生所】
土木部 　一般県道水原亀田線横雲橋修繕に関

する協定の締結について、地域振興局
長に委任されるべきところ、道路管理
課長専決で処理していた。
　財務規則に基づいた事務手続を行わ
れたい。

　課内及び対象地域機関に対して指
摘事項及び適正な事務処理を周知し
ました。
　今後は指摘事項を踏まえ、財務規
則に基づく適正な事務処理を徹底し
てまいります。

【道路管理課】
  行政財産（自転車小屋）について、
用途廃止の手続を行わずに処分してい
たものがあった。
　公有財産事務取扱規則に基づいた事
務手続を行われたい。

　住宅整備事業の実施に伴う財産管
理事務手続については、チェックリ
ストによる関係係間の相互確認を再
度徹底するとともに、抜本的な是正
のために改善策を検討し、再発防止
に努めてまいります。

【都市局建築住宅課】
交通政策局 　万代島駐車場バリケード廃棄に係る

産業廃棄物処理委託について、契約書
が作成されていなかった。
　廃棄物の処理及び清掃に関する法律
施行令に基づいた事務手続を行われた
い。

　産業廃棄物処理契約に関する法令
を職員に周知するとともに、法令に
基づいた事務手続に努めてまいりま
す。

【港湾振興課】
村上地域振興局 　港湾設備使用料の収入調定につい

て、担当職員が調定決議書を起案する
ことなく納入通知書を発行していたも
のが２件あった。
　管理監督者による業務管理を徹底す
るとともに、内部牽制が機能するよう
適正な事務処理を行い、再発防止に努
められたい。

　職員に対する法令規則の遵守及び
指導教育を周知徹底するとともに、
複数人によるチェック体制を確立し
再発防止に努めてまいります。

【地域整備部】
新発田地域振興局 　個人情報を記載した納税関係書類に

ついて、誤って別の個人宅に郵送した
ものがあった。
　個人情報の取扱いに留意し、再発防
止の徹底に努められたい。

　個人情報を記載した書類を送付す
る際、複数人チェックを更に徹底
し、あわせて発送者リストと封書と
の全件突合を実施しております。
　また、年度当初に職場研修を開催
し、個人情報の取扱いに対する職員
意識の向上と職務管理の徹底に努め
てまいります。

【県税部】
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　児童家庭費負担金収入について、決
算日現在、過年度調定分133件
1,117,193円が未納となっていた。
　未納額の早期収納に努められたい。

　未収金対策会議等において、対象
者の家庭状況や滞納に関する問題点
について担当者間で情報共有し、効
果的な収納対策を検討するととも
に、電話督促・文書催告・戸別訪問
を行うなど計画的・組織的な対応を
行い、未納額の早期収納に努めてま
いります。
　なお、指摘のありました事項にお
ける平成29年10月31日までの納入額
は11件27,743円です。

【健康福祉環境部】
　関係機関等に個人情報を含む蜜蜂飼
育計画を郵送する際に、誤って個人情
報の提供を承諾しない４名分について
も送付したものがあった。
　個人情報の取扱いに留意し、再発防
止の徹底に努められたい。

 個人情報が含まれる書類の回覧に際
しては「個人情報」というゴム印を
押印して明示し、さらに送付する際
には複数人でチェックすることと
し、併せて部内会議等において個人
情報の取扱いに対する職員の意識向
上と職務管理の徹底を図り、再発防
止を図ってまいります。

【農業振興部】
新潟地域振興局 　自動車税の納税関係書類について、

誤って別の納税者に送付したものが
あった。
　また、法人県民税・事業税・地方法
人特別税の確定申告書について、誤っ
て紛失したものがあった。
　個人情報の取扱いに留意し、再発防
止の徹底に努められたい。

　自動車税の納税関係書類の誤送付
について、個人情報が記載されてい
る書類を送付する際には、複数人に
より確認することを職員へ更に周知
徹底を図り、再発防止に努めてまい
ります。
　また、確定申告書の紛失につい
て、窓口受付の申告書等の内容や数
を記録することで文書管理の徹底を
図るとともに、日常的に申告書等の
取り扱いについて、職員への注意喚
起を行ってまいります。

【県税部】
　凍結防止剤散布車の修繕について、
物品等指名審査会を開催せず、予定価
格書及び契約書を作成していないもの
があった。また、検査調書の作成が必
要な契約であったにもかかわらず作成
されていなかった。
　財務規則に基づいた事務手続を行わ
れたい。

　関係職員全員が新潟県財務規則を
確認し、発注時の内容確認を厳格に
行い、必要な手続きや書類の作成漏
れが生じないよう徹底してまいりま
す。

【津川地区振興事務所】
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三条地域振興局 　生活保護費徴収金収入（生活保護法
第78条）について、平成28年11月30日
現在、過年度調定分113件10,543,640
円が未納となっていた。
　件数、金額とも増加しているので、
具体的な回収手法の見直しを行い、未
納額の早期収納に努められたい。

　履行延期により継続的に返納を
行っている者もおりますが、今後も
家庭訪問、電話及び文書の送付によ
り未納者に対して継続して指導を
行ってまいります。
　また、保護費支給時や年金支給日
などの収入があった際に集中して返
納指導を行うことや、未申告の収入
が疑われるケースについては預金調
査を随時実施することにより、未納
額の早期収納と新たな債権の発生防
止に取り組んでまいります。
　また、債権の発生防止のため、保
護開始時に収入申告義務についての
周知を徹底し、継続中の世帯に対し
ても収入申告義務があることを、年
に１回以上、再度周知するよう各担
当者に指示しております。
　なお、指摘のありました事項にお
ける平成29年10月31日までの納入額
は４件69,000円です。

【健康福祉環境部】
　生活保護費返還金収入（生活保護法
第63条）について、平成28年11月30日
現在、過年度調定分６件1,901,564円
が未納となっていた。
　未納額の早期収納に努められたい。

　履行延期により継続的に返納を
行っている者もおりますが、今後も
家庭訪問、電話及び文書の送付によ
り未納者に対して継続して指導を
行ってまいります。
　また、保護費支給時や年金支給日
などの収入があった際に集中して返
納指導を行うことや、未申告の収入
が疑われるケースについては預金調
査を随時実施することにより、未納
額の早期収納と新たな債権の発生防
止に取り組んでまいります。
　また、債権の発生防止のため、保
護開始時に収入申告義務についての
周知を徹底し、継続中の世帯に対し
ても収入申告義務があることを、年
に１回以上、再度周知するよう各担
当者に指示しております。
　なお、指摘のありました事項にお
ける平成29年10月31日までの納入額
は２件91,500円です。

【健康福祉環境部】
　関係機関あての一斉メールについ
て、誤って他者のメールアドレスが表
示されたまま送信したものがあった。
　個人情報の取扱いに留意し、再発防
止の徹底に努められたい。

　一斉メール送信時のBCC設定等職員
に周知徹底を図っており、今後とも
再発防止に努めてまいります。

【健康福祉環境部】
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　平成26年度及び平成28年度に行われ
た公共工事の土地取得のための戸籍簿
等の公用請求において、職員及び嘱託
員が、県の事業のためと偽り、私的な
目的で戸籍関係書類及び住民票の写し
計323件を市区町村から不正に取得し
ていた。また、平成28年11月、同職員
が親族に係る相続放棄申述受理証明書
を家庭裁判所に対し、公用で請求して
いたものがあった。
　戸籍簿等の公用請求手続の中で不正
な請求が行われ、これを発見し防止で
きなかったことは、県行政に対する県
民の信頼を大きく損なう極めて憂慮す
べき事態である。
　再発防止のため管理監督者による業
務管理を徹底するとともに、内部牽制
が機能するよう適正な事務処理を行
い、県民の信頼回復に取り組まれた
い。

　今回の事案を受け、公用請求の決
裁手続の際に、起案者及び決裁者以
外の者が申請書の記載内容を測量成
果品との照合により確認するなど、
チェック機能を持たせることといた
しました。
　また、職員に対し法令の遵守を徹
底させるとともに、職務に関する倫
理の保持に努め、適正な進行管理を
図ってまいります。

【地域整備部】
　関係機関に送信する登記関係書類に
ついて、誤って別の個人宅にファクシ
ミリで送信したものがあった。
　個人情報の取扱いに留意し、再発防
止の徹底に努められたい。

　個人情報が記載された書類は、極
力ファクシミリで送信しないように
するとともに、送信しなければなら
ない場合はファクシミリ番号を複数
で確認するよう職員に再度徹底いた
します。
 また、個人情報の取扱いに対する職
員意識向上と職務管理を徹底し、再
発防止に努めてまいります。

【地域整備部】
長岡地域振興局 　インターネット公売に係る落札決定

者あてのメールについて、誤って別の
物件の落札者に送信したものがあっ
た。
　また、納税関係書類について、誤っ
て別人宅の郵便受けに投函したものが
あった。
　個人情報の取扱いに留意し、再発防
止の徹底に努められたい。

　外部へのメール送信については、
送信先及び送信内容の複数人による
確認を徹底するととともに、納税関
係書類の差し置きに際しては、納税
者等の住（居）所を十分確認して行
うことを徹底し、再発防止に努めて
まいります。

【県税部】
　児童家庭費負担金収入について、決
算日現在、過年度調定分416件
2,149,250円が未納となっていた。
　未納額の早期収納に努められたい。

　未収金対策会議等において、対象
者の家庭状況や滞納に関する問題点
について担当者間で情報共有し、効
果的な収納対策を検討するととも
に、電話督促・文書催告・戸別訪問
を行うなど計画的・組織的な対応を
行い、未納額の早期収納に努めてま
いります。
　なお、指摘のありました事項にお
ける平成29年10月31日までの納入額
は21件96,720円です。

【健康福祉環境部】

 

 

 

 

 



9 

　一級河川塩谷川助成事業　築堤・護
岸（上流工区その11）工事について、
設計変更で追加した水位観測業務の費
用を見積により計上しているが、受注
者に他者の見積書を徴取させていた。
　設計積算に係る見積徴取に当たって
は、公正性及び透明性の確保に努めら
れたい。

　適切な見積徴取方法について部内
で周知徹底を図ったほか、今後は、
変更設計書作成時に見積依頼書が添
付されているかチェックするなど
し、再発防止に努めてまいります。

【地域整備部】
　県が管理する排水機場において、非
常用発電機の燃料である重油が配管腐
食部分から漏油し、河川に流出すると
ともに構内地下に浸透する事故があっ
た。
　施設の管理に万全を期し、再発防止
を徹底されたい。

　改修にあたり耐久性のある材料の
採用や配管状況を可視化できる設備
構造とすることにより、再発防止に
努めてまいります。

【地域整備部　与板維持管理事務所】
　道路台帳の図面の写しの交付につい
て、新潟県情報公開条例における行政
文書の公開手続によらない情報提供で
あり、写しの作成費用を徴収する根拠
規定がないにもかかわらず、公開手続
に則る場合と同様に徴収していた。
　費用徴収に当たっては、根拠規定の
確認を徹底されたい。

　新潟県情報公開条例に基づいた適
正な事務手続きを行ってまいりま
す。

【地域整備部　小千谷維持管理事務所】
南魚沼地域振興局 　児童家庭費負担金収入について、平

成28年11月30日現在、過年度調定分
410件3,702,460円が未納となってい
た。
　未納額の早期収納に努められたい。

　未収金対策会議等において、対象
者の家庭状況や滞納に関する問題点
について担当者間で情報共有し、効
果的な収納対策を検討するととも
に、電話督促・文書催告・戸別訪問
を行うなど計画的・組織的な対応を
行い、未納額の早期収納に努めてま
いります。
　なお、指摘のありました事項にお
ける平成29年10月31日までの納入額
は４件11,100円です。

【健康福祉環境部】
　十二沢川床上浸水対策特別緊急事業
に伴う上水道管移設工事の委託につい
て、事前に支出負担行為の決定をせず
に南魚沼市水道事業管理者に工事実施
を依頼し、市の竣工検査日に支出負担
行為の決定及び協定締結を行ってい
た。
　財務規則に基づいた事務手続を行わ
れたい。

  財務規則に基づいた事務手続の周
知徹底を図るとともに、情報共有と
事業進捗管理を徹底して適正な事務
処理に努めてまいります。

【地域整備部】
十日町地域振興局 　医療費の公費負担申請に係る患者票

について、誤って送付したものがあっ
た。
　個人情報の取扱いに留意し、再発防
止の徹底に努められたい。

 文書発送時に複数人で確認を行い誤
送付の防止を図っています。また、
個人情報の取扱いについて、部内会
議等での周知や部内研修を行い、職
員意識の向上に取り組んでまいりま
す。

【健康福祉部】
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上越地域振興局 　児童家庭費負担金収入について、決
算日現在、過年度調定分430件
5,352,570円が未納となっていた。
　未納額の早期収納に努められたい。

　未収金対策会議等において、対象
者の家庭状況や滞納に関する問題点
について担当者間で情報共有し、効
果的な収納対策を検討するととも
に、電話督促・文書催告・戸別訪問
を行うなど計画的・組織的な対応を
行い、未納額の早期収納に努めてま
いります。
　なお、指摘のありました事項にお
ける平成29年10月31日までの納入額
は27件374,900円です。

【健康福祉環境部】
　一時保護施設改修工事に係る指名競
争入札について、全ての入札参加者が
入札時に工事費内訳書を提出しなかっ
たため、本来当該入札を無効とすべき
ところ、有効として取り扱い、落札者
を決定していた。
　財務規則に基づいた適正な入札執行
を行われたい。

　再発防止策として「指名競争入札
の手引」中のフロー図及び手続の各
段階に、公共工事発注の際の注意事
項を追記してマニュアルを作成した
ところです。また、工事を発注する
際には、随時、複数名で確認を行
い、再発防止に努めてまいります。

【健康福祉環境部】
佐渡地域振興局 　生活保護費徴収金収入（生活保護法

第78条）について、平成28年12月31日
現在、過年度調定分117件6,400,887円
が未納となっていた。
　未納額の早期収納に努められたい。

　文書及び電話による催告に加え家
庭訪問を行ってまいりましたが、今
後も未納者の状況をふまえて返済指
導を行い、未納額の早期徴収に努め
てまいります。

【健康福祉環境部】
　佐渡一周線県単道路維持管理法面落
石対策工事について、労務単価の冬期
補正を行わなかったため、211,680円
過小設計になっていた。また、佐渡一
周線防災安全（災防）莚場落石防護網
工事について、見積りにより決定した
電話線防護費を誤入力したため、
793,800円過大設計になっており、合
計２件、1,005,480円の設計違算が
あった。
　担当者の積算能力向上のための研修
の充実や所属内でのチェック体制を見
直すなど積算誤りの発生防止に努めら
れたい。

　職員への所属内研修等で周知する
とともに、チェック体制の強化を
図ってまいります。

【地域整備部】
　庁舎移転に伴う産業廃棄物処理委託
について、契約書が作成されていな
かった。
　廃棄物の処理及び清掃に関する法律
施行令に基づいた事務手続を行われた
い。

　契約書の作成等、事務手続きを適
正に行ってまいります。

【地域整備部】
教育委員会 　公務中における職員の自家用車によ

る交通事故で相手方に全治30週間
（210日）の負傷をさせるなど総額で
8,575,056円（県費負担なし）の損害
賠償をしたものがあった。
　安全運転の徹底に努められたい。

　当該案件は、冬季の除雪が追いつ
かない急激な吹雪の悪天候の中での
事故でしたが、このような状況であ
れば、さらに気をつけて運転するよ
う本人には注意をし、加えて職員全
体にも周知しました。

【六日町高等学校】
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　就学支援金の関係書類について、
誤って別の生徒の保護者に送付したも
のがあった。
　個人情報の取扱いに留意し、再発防
止の徹底に努められたい。

　窓空き封筒を使用できない場合
は、担当の他に事務長が封筒の中身
と封筒の宛先の点検を行い、誤送付
を防止しています。

【豊栄高等学校】
　宿泊施設に送信する生徒名簿につい
て、誤って別の会社にファクシミリで
送信したものがあった。
　個人情報の取扱いに留意し、再発防
止の徹底に努められたい。

　ファクシミリで個人情報を送らな
いことを職員に指導しました。やむ
を得ず送る場合は、前後に宛先に電
話するとともに、ＦＡＸ番号を複数
の目で確認することとし、再発防止
に努めています。

【新潟江南高等学校】
　個人情報を記載した授業料の関係書
類について、誤って別の生徒に渡した
ものがあった。
　個人情報の取扱いに留意し、再発防
止の徹底に努められたい。

　職員会議において個人情報の管理
の徹底を周知しました。また、個別
の生徒へ配付物を手渡す際は、宛名
と内容の確認を徹底し、誤配付の防
止に努めます。

【三条高等学校】
　新潟県奨学金貸付金等収入につい
て、決算日現在、過年度調定分1,404
件90,856,765円が未納となっていた。
　未納額の早期収納に努められたい。

　催告等の結果、平成29年12月８日
現在、200件13,075,245円の納入があ
り、未納額は1,204件77,781,520円と
なっています。
　平成28年度から主に債権回収を担
当する非常勤嘱託員を採用し、また
一部の未納債権については弁護士法
人へ債権回収を委託しており、未納
債権回収を強化しているところで
す。
　新潟県財務規則に基づく所定の督
促とともに、奨学金管理システムを
活用しながら本人及び連帯保証人等
に対して未納額の早期回収に努めて
まいります。

【高等学校教育課】
　生徒の氏名、住所等個人情報が記載
されていた就学支援金の届出書類につ
いて、誤って他者の書類を送付したも
のがあった。
　個人情報の取扱いに留意し、再発防
止の徹底に努められたい。

　個人情報が記載されている書類を
送付する際は、複数人で確認するこ
とを徹底し、再発防止に努めてまい
ります。

【財務課】
　旧教職員住宅（16号）廃棄物処理委
託について、一般廃棄物の収集運搬・
処分許可を有しない業者に委託したも
のがあった。
　廃棄物の処理及び清掃に関する法律
に基づいた事務手続を行われたい。

　今後、同様の事例があった場合に
は、適切に事務手続を行います。

【福利課】
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公安委員会 　公務中における職員の交通事故が４
件あり、相手方に54,535円の損害賠償
をしたほか、公用車１台を使用不能と
したもの及び公用車の修理費として
196,926円支出したものがあった。
　県民の交通事故防止を担う警察とし
て、職員の安全運転の徹底に努められ
たい。

【南魚沼警察署】
　公務中における職員の交通事故が４
件あり、相手方に1,444,615円の損害
賠償をしたほか、公用車の修理費等と
して1,419,423円支出したものがあっ
た。
　県民の交通事故防止を担う警察とし
て、職員の安全運転の徹底に努められ
たい。

【新潟中央警察署】
　公務中における職員の交通事故が24
件あり、相手方に1,858,327円の損害
賠償をしたほか、公用車の修理費等と
して2,679,547円支出したものがあっ
た。
　県民の交通事故防止を担う警察とし
て、職員の安全運転の徹底に努められ
たい。

【警察本部】
　個人情報を記載した行方不明者届出
の関係書類について、誤って他の関係
機関にファクシミリで送信したものが
あった。
　個人情報の取扱いに留意し、再発防
止の徹底に努められたい。

　警察本部においては、各所属に対
して原則として警察専用回線からの
部外へのファクシミリの送信を禁止
したほか、一般回線から部外への警
察情報の送信については、事前に送
信相手へのテスト送信を行うことと
し、テスト送信できない場合は複数
の職員による送信時の確認を行う等
を再徹底し、再発防止に努めており
ます。また、各種会議等における指
示、監査や巡回教養実施時における
指導教養等を行い個人情報等の重要
性の意識向上に努めております。
　今後も、個人情報等の流出・漏え
い、紛失防止に努めてまいります。

【燕警察署】

　警察本部においては、事故防止対
策をより積極的に推進するため、本
年２月に「新潟県警察公用車事故防
止対策委員会」を設置しました。
　昨年度実施した「公用車事故防止
に関する全職員参加アンケート」
や、継続実施中の「公用車事故第一
当事者アンケート」の結果等を踏ま
えて、同委員会で公用車事故防止施
策を検討し、「映像版教養資料」を
作成して職員に対する教養、訓練に
活用しております。
　また、事故防止研修として、各署
運転訓練指導者研修の実施、第一当
事者への交通事故再発防止特別研修
の実施、各署への緊急自動車運転又
は運転技能技能指導官による巡回教
養、実技指導の実施を行うなど、事
故防止の徹底を図っております。
　今後も職員の交通事故防止に向け
て一層取り組み公用車事故防止を徹
底してまいります。

 

 

 

 

 


