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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14項の規定によりその内容を公

表する。 

令和３年２月５日 

新潟県監査委員 栗 山 和 廣 

新潟県監査委員 青 柳 正 司 

新潟県監査委員 片 野   猛 

新潟県監査委員 岡   俊 幸 
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監査の種別
部局名 監査の結果 措置の内容

教育委員会 　学校徴収金（生徒会費）の一部につ
いて、出納責任者（事務長）が管理し
ていない教務室の金庫に１年以上現金
として保管されていた。また、学期末
の収支状況確認及び決算の監査が不十
分であった。
　新潟県県立学校徴収金会計取扱要綱
に基づいた事務手続を行われたい。

　現金を扱う可能性のある教諭に対
し、現金を受領した際には速やかに
入金処理を行うこと、また一時的に
保管する場合は、事務室内金庫に保
管するよう指導をしてまいります。
　また、決算報告に際し通帳残高と
決算書類の照合確認を行い、後任者
への引き継ぎを確実に行うよう徹底
し、再発防止に努めます。

【小千谷高等学校】
公安委員会 　公務中における職員の交通事故が２

件あり、相手方に全治22日間の負傷を
させるなどして1,054,630円の損害賠
償をしたほか、公用車の修理費として
1,532,843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。

　朝礼時等において、公用車の適正
管理、安全運転の励行及び事故防止
について幹部による指示教養を行っ
たほか、公用車事故防止映像版教養
資料を用いて、車両特性や安全確認
要領など基本事項の視覚教養を行
い、交通事故防止の意識向上を図り
ました。
　今後もこれらの取組を強化し、職
員の公務中の交通事故防止に努めて
まいります。

【新潟警察署】
　津川警察署署長公舎ブロック塀及び
上ノ山宿舎ブロック塀撤去工事につい
て、100万円を超える契約にもかかわ
らず、工事請負請書を受理し、契約書
を作成していなかった。
　財務規則に基づいた事務手続を行わ
れたい。

　財務規則に基づき、適正に処理す
るよう、複数人で確認を徹底すると
ともに、再発防止に努めてまいりま
す。

【津川警察署】
　公務中における職員の交通事故が４
件あり、相手方に16,200円の損害賠償
をしたほか、公用車の修理費として
1,128,232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。

　朝礼や招集日において、交通事故
防止の注意喚起を図るとともに、発
生した事故事例から事故原因、問題
点及び反省点を署員で共有し、具体
的な指示教養を実施しました。
　また、朝礼時にヒヤリハット体験
などの３分間スピーチや運転開始前
の簡易運転訓練を実施し、交通事故
防止の意識啓発を図りました。
　今後もこれらの取組を強化し、職
員の公務中の交通事故防止に努めて
まいります。

【上越警察署】

監査の種別
部局名 監査の結果 措置の内容

総務管理部 　「地方自治職員研修」の定期購読に
ついて、前金払をしているにもかかわ
らず、契約書が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。

　令和２年度は前金払を伴う定期購
読はありませんでした。
　今後、前金払が必要な際は、財務
規則に基づき適正な事務を行うよう
改めて職員に対し注意喚起を行い、
再発防止に努めてまいります。

【人事課】

令和元年度会計　定　期　監　査

平成30年度会計　定　期　監　査
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　県庁舎ボイラー更新設計委託及び県
庁舎サイン改修工事について、事前に
支出負担行為の決定をすべきところ、
見積合わせ後に支出負担行為の決定を
行っていた。
　前年度に同様の不備があったことを
認識していたにもかかわらず、今回も
改善されていなかった。
　財務規則に基づく適正な事務処理を
行われたい。

　財務規則に基づき適正な事務を行
うよう改めて職員に対し注意喚起を
行い、再発防止に努めてまいりま
す。

【管財課】
福祉保健部 　新潟県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
499件20,763,897円が未納となってい
た。
　適切かつ効率的な債権管理に努めら
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、令
和２年10月31日までに22件947,534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】
　看護職員養成推進事業委託につい
て、債権者から請求書を徴取せずに支
出命令を決議していた。
　財務規則に基づく適正な事務処理を
行われたい。

　財務規則に基づく適正な事務手続
きの周知徹底を図るとともに、複数
の職員による確認を確実に行うこと
により、再発防止に努めてまいりま
す。

【医師・看護職員確保対策課】
　母子父子寡婦福祉資金貸付金収入に
ついて、決算日現在、16,534件
104,050,451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。

　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、令和２年10月31日ま
でに864件4,604,264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、195件5,152,260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。

  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、令和２年10月31日ま
でに19件338,960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】
  児童家庭費負担金収入について、令
和元年12月31日現在、過年度調定分
165件1,779,030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。

　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、未納額の早期徴収に努
めてまいります。
　なお、指摘のありました事項にお
ける令和２年10月31日までの納入は
ありません。

【中央福祉相談センター】
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　障害福祉費負担金収入について、令
和元年12月31日現在過年度調定分66件
1,466,100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、未納額の早期徴収に努
めてまいります。
　なお、指摘のありました事項にお
ける令和２年10月31日までの納入は
ありません。

【中央福祉相談センター】
産業労働部 　設備合理化資金貸付金等収入につい

て、決算日現在、過年度調定分25件
18,144,234円が未納となっていた。
　適切かつ効率的な債権管理に努めら
れたい。

　債務者や連帯保証人に対して督促
を行っており、令和２年10月31日ま
でに４件116,000円が納入済みです。
　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。

【創業・経営支援課】
　中小企業支援資金貸付事業収入につ
いて、決算日現在、過年度調定分85件
873,667,306円が未納となっていた。
　適切かつ効率的な債権管理に努めら
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、令和２年10月31日ま
でに13件5,317,000円が納入済みで
す。
　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。

【創業・経営支援課】
農林水産部 　南魚沼地域振興局農林振興部から当

所属へ提出される、農業者の個人情報
を含んだ多量なアンケート回答書類の
行方が分からなくなっていた。
　南魚沼地域振興局農林振興部の担当
者によれば、平成30年度末に発送した
とのことであるが、当所属では収受し
たか否か不明とのことである。
　個人情報の取扱いに留意し、再発防
止に努められたい。

　本件については、複数職員による
収受文書の確認が不十分であったこ
とによるものです。
　今後、このようなことがないよう
個人情報の厳正な管理について改め
て職員に徹底し、以下の改善を行っ
てまいります。
・個人情報を含む書類について、リ
ストアップのうえ適正保管の徹底。
・収受・発送の際、文書整理簿での
管理に加え複数職員による確認の徹
底。
・年末年始、年度末期間中について
外部へ文書発送を行わないことの徹
底。
・若手職員によるプロジェクトチー
ムを作り、再発防止に向けた工夫や
意識啓発の実践。

【地域農政推進課】
　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20件
50,340,601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、令和２年９
月末までに316,186円が納入済みで
す。
　今後とも、債務者等と十分協議を
行い、未納額の収納促進に努めてま
いります。

【経営普及課】
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土木部 　サーバ６台及びＬ３スイッチ２台に
ついて、物品管理簿に登載されていな
かった。
　物品会計規則に基づいた事務手続を
行われたい。

　物品管理簿に登載するとともに、
物品会計規則に基づいた事務手続の
周知徹底を図り、再発防止に努めて
まいります。

【河川管理課】
　新潟県住宅供給公社が管理を行って
いる県営住宅の使用料について、決算
日現在、過年度調定分367件7,575,692
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。

　過年度調定分の県営住宅使用料に
ついては、滞納整理に努めた結果、
令和元年度決算日から令和２年11月
末までの間に、51件947,175円の納入
があり、未納額は316件6,628,517円
となりました。
　今後とも滞納の発生防止に力を入
れるとともに、臨戸訪問等による滞
納者への納入指導を一層強化するな
ど、未納額の早期回収に努めてまい
ります。

【都市局建築住宅課】
交通政策局 　長岡早朝便実証実験業務委託ほか２

件の委託契約について、契約金額の算
定方法等が記載された別紙が契約書に
は添付されていなかったため、結果と
して、契約書に契約金額を特定する記
載がなかった。
　契約に当たっては、財務規則に基づ
く適正な事務処理を行われたい。

　契約相手方に対し、変更契約手続
きについて不備があった点を伝達
し、実態上問題がないことを確認し
ております。
　契約締結の事務処理について、改
めて課内で周知徹底を図るととも
に、契約時に複数人でチェックを行
うなど体制強化に努めております。

【空港課】
新発田地域振興局 　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220件
1,936,200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
を行うなど計画的かつ組織的な対応
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
ける令和２年10月31日までの納入額
は、２件9,900円です。

【健康福祉環境部】
　決算日現在、次のとおり過年度未収
金があった。
　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。
　１　生活保護費返納金
　11件　　  378,327円
　２　生活保護費返還金
      （生活保護法第63条）
　25件　　  625,225円
　３　生活保護費徴収金
      （生活保護法第78条）
　45件    1,130,036円
　合計
　81件    2,133,588円

  履行延期による分割納入や支給す
る生活保護費との調整といった回収
手法を活用するほか、家庭訪問、電
話督促及び文書催告を計画的・組織
的に実施し、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
ける令和２年10月31日までの納入額
は、生活保護費返還金（生活保護法
第63条）１件12,258円です。

【健康福祉環境部】
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　公用車において、自動車検査証の有
効期間及び自動車損害賠償責任保険の
保険期間が満了した後に運行していた
ものがあった。
　公用車の適正な管理に留意し、再発
防止の徹底に努められたい。

  配車表に車検有効期間を表示し、
庶務係複数人で管理確認する等対策
を講じております。
  また、ダッシュボードに車検有効
期間を掲示し、担当者だけでなく事
務所全体で再発防止へ取り組んでま
いります。

【農村整備部】
新潟地域振興局 　公務中における職員の交通事故が５

件あり、公用車の修理費として
1,064,771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。

　所属内会議や様々な場を通じて、
交通安全及び交通事故防止について
周知徹底を図っており、引き続き安
全運転の徹底に努めてまいります。

【農林振興部】
　公用車用ガソリンの購入について、
契約期間の中途において消費税及び地
方消費税の税率改正があった場合は、
変更契約を行う旨を契約書で定めてい
たにもかかわらず、税率改正時に変更
契約を締結していなかった。
　契約書に基づいた事務手続を行われ
たい。

　契約書に基づいた事務手続を行う
ようあらためて職員に周知徹底を図
り、再発防止に努めてまいります。

【津川地区振興事務所】
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、令和元年11月30日
現在、過年度調定分124件10,517,752
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。

  履行延期による分割納入や支給す
る生活保護費との調整といった回収
手法を活用するほか、家庭訪問、電
話督促及び文書催告を計画的・組織
的に実施し、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
ける令和２年10月31日までの納入額
は、６件162,000円です。

【健康福祉環境部】
　公務中における職員の交通事故が２
件あり、道路管理者に81,000円の損害
賠償をしたほか、公用車１台を廃棄
し、修理費として22,330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。

　部内職員を対象とした交通安全講
習の開催、使用簿に安全運転に関す
る標語の掲載、運転前の職員への安
全運転への声がけ等、安全運転に関
する啓発活動を継続して行っており
ます。
　あわせて、公用車を損傷した場合
は庶務係に遅滞なく報告するよう全
職員に周知しております。
　今後とも、物品の適正管理と安全
運転の徹底に努めてまいります。

【農業振興部】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

長岡地域振興局 　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598件
5,322,390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
を行うなど計画的かつ組織的な対応
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
ける令和２年10月31日までの納入額
は、９件68,800円です。

【健康福祉環境部】
魚沼地域振興局 　小型除雪機２台について、自動車賠

償責任保険に未加入のまま除雪業者に
貸与し、公道の除雪に使用させてい
た。
　物品の管理を徹底されたい。

  全ての除雪機械について、整備業
者に年１回の点検を委託する際の仕
様書に自賠責保険期間を記載し、保
険期間が満了する機械については、
自賠責保険の更新を整備業者に確実
に依頼することとしました。
  今後も再発防止の徹底に努め、適
正な物品の管理を行ってまいりま
す。

【地域整備部】
南魚沼地域振興局 　特定医療費（指定難病）の受給者証

について、誤って２名分を入れ違えて
郵送したものがあった。また、脳卒中
調査票について、誤って別の医療機関
に郵送したものがあった。
　平成30年度において母子・父子・寡
婦福祉資金貸付金の返済金に係る催告
状についての誤送付が発生したにもか
かわらず、令和元年度に同様の事故が
発生した。
　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。

　複数人でのチェックを再度徹底す
るとともに、受給者証等は、窓開き
封筒を利用することにより、封入誤
りによる誤送付を防ぐよう改善して
おります。

【健康福祉環境部】
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　当所属から地域農政推進課へ提出す
る、農業者の個人情報を含んだ多量な
アンケート回答書類の行方が分からな
くなっていた。
　当所属の担当者によれば、平成30年
度末に発送したとのことであるが、地
域農政推進課では収受したか否か不明
とのことである。
　個人情報の取扱いに留意し、再発防
止に努められたい。

 本件については、文書の送付記録や
確認が不十分であったことが原因で
あり、個人情報の管理についても職
員の認識不足によるものです。ま
た、年度末の最終勤務日に送付する
など配慮も不足していました。
  今後の再発防止に向けて個人情報
の管理を徹底し、以下の改善を行っ
てまいります。
・個人情報の厳正な管理について、
あらためて職員に徹底。
・個人情報を含む書類をリストアッ
プして、適正な保管を再度徹底。
・個人情報書類は、文書整理簿での
管理に加え、複数の職員による収受
と発送の確認を徹底。
　特に発送方法ごとに整理簿を作成
し複数職員による確認欄をもうけ確
認と記録を徹底。
・年末年始、年度末年度初めについ
ては、外部及び県機関への文書発送
は早めの発送期限を独自に設定し、
管理を徹底。

【農林振興部】
十日町地域振興局 　市への車両の貸与について、物品貸

付簿に記載されていなかった。
　前回監査において、同様の不備があ
り、注意したにもかかわらず、今回も
改善されていなかった。
　物品会計規則に基づいた事務手続を
行われたい。

　指摘のあった車両の貸与について
は、令和２年10月６日に物品貸付簿
に記載しました。
　物品を貸し付ける際は、契約の締
結のほか、物品貸付簿への記載が併
せて必要だということを改めて係内
に周知し、担当者は事務引継書に明
文化し、後任者に確実に引継ぐこと
により、再発防止に努めてまいりま
す。
　今後は、物品貸付契約の起案時
に、物品貸付簿の写しを添付するこ
とと、物品管理簿の表紙に、「物品
を貸し付ける場合は、物品貸付簿へ
の記載が必要」である旨の注意書き
を設けることで、物品貸付簿への記
載漏れ防止に努めてまいります。

【地域整備部】
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378件
4,855,900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
を行うなど計画的かつ組織的な対応
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
ける令和２年10月31日までの納入額
は、50件855,660円です。

【健康福祉環境部】
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糸魚川地域振興局 　公務中における職員の交通事故によ
り、公用車１台を廃棄していた。
　安全運転の徹底に努められたい。

　本件は、災害査定業務での現場移
動中に担当職員が自ら運転し発生し
たことから、以降当該業務において
担当職員が自ら運転することのない
ようにしております。
　また、日頃から職員に対して下記
等により交通安全・事故防止の注意
喚起を行い、意識保持に努めている
ところです。
・毎年部内研修で交通安全に関する
ＤＶＤを上映。今年度は９月28日に
実施し、併せて交通安全管理者講習
会での資料の一部を配付し、説明。
12月にも実施予定
・交通安全週間の周知
・主管課からの事故防止の徹底や発
生した場合の対処に関するメールの
転送
・地元商工会議所主催の会議で警察
が提供する資料の回覧
・ポスター「５分前行動の心掛け」
の掲示
（ゆとりある行動で、リスク回避）

【農林振興部】
　除雪機械チェーン購入について、
100万円を超える契約にもかかわら
ず、契約書を作成していなかった。
　また、支出負担行為決議書で処理す
べきところ、支出負担行為兼支出命令
決議書で処理していた。
　財務規則に基づく適正な事務処理を
行われたい。

　支出負担行為の整理時期、契約書
作成省略条件の確認が不十分であっ
たため、今後は財務規則や各種通知
を十分確認して適正な事務処理に努
めてまいります。

【地域整備部】
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、令和元年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。

　未納者２名のうち１名（109件
4,864,680円）は、定期的に督促して
いるにもかかわらず納入がない状況
です。同人が住民税を滞納している
居住市とも情報を共有しながら、引
き続き督促するなど、未納額の早期
収納に努めてまいります。
　他の１名（８件1,536,207円）は死
亡しており、代襲相続人２名に対し
定期的に督促しているにもかかわら
ず納入がない状況です。引き続き督
促するなど、未納額の早期収納に努
めてまいります。

【健康福祉環境部】
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　小木港制限区域保安警備業務委託に
ついて、契約変更をする際に、変更契
約書が作成されていなかったものが３
件あった。また、参考見積書に、本見
積書として使用することを相手方に確
認した旨の表示がないにもかかわら
ず、本見積書として扱っていたものが
４件あった。
　財務規則に基づく適正な事務手続を
行われたい。

　財務規則に基づき適正な事務を行
うよう改めて職員に対し注意喚起を
行い、再発防止に努めてまいりま
す。

【地域整備部】
　港湾施設の原状回復に係る原因者の
負担金について、決算日現在、過年度
調定分１件2,408,400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。

　原因者へ定期的な連絡を行ってお
りますが、相手方の所在が不明によ
り納入がない状況です。
　今後も、定期的な訪問や状況調査
を継続し、早期収納に努めてまいり
ます。

【地域整備部】
教育委員会 　いじめ第三者委員会報告書を報道資

料として報道機関に配布した際、非公
開とすべき個人情報等を誤って公開し
たものがあった。
　個人情報等の取扱いに留意し、再発
防止に努められたい。

　個人情報を公開する場合の具体的
な作業手順と留意事項を作成すると
ともに、チェック体制を強化し、再
発防止に努めてまいります。

【教育庁総務課】
　就学支援金の支給に関する連絡書類
について、誤って他者にファックス送
信したものがあった。
　平成30年度において職員の不注意に
よる個人情報の流出事故が発生したに
もかかわらず、今年度においても同様
の事故が発生した。
　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。

　職員に発生事案の内容を周知し、
個人情報の管理の徹底について注意
喚起を行うとともに、ファクシミリ
機には「登録先又はダイヤルNOの宛
先２重チェック後送信」との注意文
を貼付し読み合わせを徹底すること
とし、再発防止に努めてまいりま
す。

【長岡明徳高等学校】
　地下タンク高精度液面計設置工事に
ついて、100万円を超える契約にもか
かわらず、工事請負請書を受理し、契
約書を作成していなかった。
　また、事前に支出負担行為の決定を
すべきところ、見積合わせ後に支出負
担行為の決定を行っていた。
　財務規則に基づいた事務手続を行わ
れたい。

　指摘事案以降については、財務規
則に基づき、100万円を超える工事は
契約書を作成し、見積合わせを必要
とする場合は事前に支出負担行為の
決定を行いました。
　今後も財務規則に基づいた事務処
理を行ってまいります。

【新潟聾学校】
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公安委員会 　公務中における職員の交通事故が22
件あり、相手方に負傷させるなどし
て、2,138,229円の損害賠償をしたほ
か、公用車の修理費として2,027,207
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。

県警察においては、
・自動車運転訓練指導者研修
・交通取締実戦塾
・実車や映像版教養資料を活用して
の訓練及び教養
・技能指導官による巡回教養等
・交通取締重点箇所の安全点検及び
取締方法の検討など、公用車事故防
止に向けた取組を行いました。
　今後もこれらの取組を強化し、職
員の公務中の公用車交通事故防止に
努めてまいります。

【警察本部】
　路側式道路標識の専用支柱の倒壊に
よる車両損傷事故が発生し、相手方に
1,980,027円の損害賠償をしたものが
あった。
　施設の管理に万全を期されたい。

　路側式道路標識の老朽化調査を実
施して、倒壊の危険性のあるものに
ついては撤去する等、対策を進めて
おります。
　今後も路側式道路標識の点検及び
適正な管理に取組み、再発防止に努
めてまいります。

【江南警察署】
　個人情報が記録されたデジタルカメ
ラのＳＤカードを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。

　常日頃から、職員に個人情報の取
扱について教養しているところです
が、今回の事案を受け、複数人によ
る確認を徹底しております。
　今後も職員に対して繰り返し指導
教養を行い、再発防止に努めてまい
ります。

【三条警察署】
　公務中における職員の交通事故が２
件あり、相手方に164,407円の損害賠
償をしたほか、公用車の修理費等とし
て924,264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。

　朝礼時等において交通事故防止の
指導教養を実施し、署員の注意喚起
を図りました。また、交通事故防止
教養として、署長以下幹部による再
発防止の継続指示を実施したほか、
若手警察官を対象に交通課長による
実技運転指導を実施しました。
　今後もこれらの取組を強化し、職
員の公務中の交通事故防止に努めて
まいります。

【南魚沼警察署】
　領置金保管庫鍵の保管管理が不適切
だったため、被留置者から領置し保管
中であった現金を職員から窃取された
ものがあった。
　犯罪防止を推進する警察として、現
金の管理を徹底されたい。

　領置した現金及び保管庫の鍵の管
理を規則どおり行うことを徹底する
とともに、領置金については新たに
銀行口座に入金し管理するように改
正しました。
　今後も、規則に基づいた適正な保
管管理を徹底し、再発防止に努めて
まいります。

【柏崎警察署】

 

 

 

 

 


