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監査委員公表第522号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第４項の規定に基づき実施した平成23年度

の定期監査の結果に関する報告を、同条第９項の規定により、次のとおり公表する。

平成24年３月30日

大分県監査委員 米 濵 光 郎

大分県監査委員 姫 野 邦 子

大分県監査委員 田 中 利 明

大分県監査委員 平 岩 純 子

平成23年度定期監査に係る年間監査結果報告

第１ 年間監査結果報告の趣旨

年３回の監査対象機関ごとの定期監査の結果と監査の重点項目の監査結果を年間監

査結果として取りまとめるとともに監査意見を付し、年間監査結果の概要を明示する。

なお、監査対象機関ごとの定期監査の結果については、平成23年８月31日、同年11

月29日及び平成24年３月30日付けで議会及び知事等に報告し、公表済みである。

第２ 監査の概要

１ 監査の対象

平成22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

ただし、平成23年９月以降に監査を実施した対象機関については、前回監査対象期

間後から監査実施日の属する月の前々月末までの財務に関する事務の執行

２ 監査の実施

知事部局、議会事務局、人事委員会事務局、労働委員会事務局、監査事務局、企業

局、病院局、教育庁（教育機関も含む）及び警察本部の全275監査対象機関について、

平成23年４月５日から平成24年２月２日までの期間において実施した。部局ごとの監

査対象機関数は次表のとおりである。

監査対象機関数

知事部局 １３７

議会事務局 １

人事委員会事務局 １

労働委員会事務局 １

監査事務局 １

企業局 １

病院局 １

教育庁及び教育機関 ８７

警察本部 ４５

合 計 ２７５

なお、監査対象機関ごとの監査実施日は、別表のとおりである。

３ 監査の方針

（１）監査の主眼

財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について、公平・公正な立場

で、基本となる会計・経理の正確性、合規性はもとより事務事業の経済性、効率性

及び有効性の観点からも、より実効性の上がる監査を実施した。

（２）監査の重点項目

リスクが大きいもの、是正効果の大きいもの、経済性、効率性等の観点から必要

なものなどから、以下の重点項目を設定し、監査を実施した。
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ア 支出事務

（ア）県単補助金の執行状況

県単補助金の執行状況について、実績報告書の記載内容や補助対象事業者の

帳簿類の確認、額の確定が適正になされているかなどの合規性はもとより、補

助事業を実施した効果を把握しているかなどの、経済性、効率性及び有効性に

ついても検証した。

イ 契約事務

（ア）最低制限価格の設定

工事に係る最低制限価格について、予定価格調書は適正に作成されているか、

算定に当たってのチェック体制は確立されているかなどについて検証した。

（イ）長期継続契約

長期継続契約について、契約事務が適正であるか、また、長期継続契約が締

結可能であるのに行っていないものについてはその理由等が適切であるかなど

について検証した。

（注）

長期継続契約とは、予算の単年度主義に対する特例で、各会計年度にお

ける経費の予算の範囲内においてサービスなどの給付を受けることを前提

に、複数年にわたって締結できる契約のこと。（例：清掃業務委託契約、

警備業務委託契約など）

ウ 財産管理

（ア）県有財産台帳の整備等

県有財産台帳の整備等が適正に行われているか、また、行政財産使用許可及

び使用料の免除に係る手続が適正に行われているかなどについて検証した。

（イ）備品管理

物品が適正に管理されているか、有効に活用されているかなどについて検証

した。

第３ 監査の結果

１ 年間監査結果の概要

監査を実施した275機関のうち、94機関において、15件の指摘事項及び151件の注意

事項があった。

その他の181機関においては、指摘事項及び注意事項に該当するものはなく、概ね

適正に執行されたものと認められた。

部局ごとの監査対象機関数と監査結果の一覧は、次表のとおりである。

なお、指摘事項と注意事項の区分は以下のとおりである。

（１）指摘事項

是正又は改善を要するものとして、文書により厳重に注意することが適当と認

められるもので、概ね次に該当するもの

①違法又は不当な事項で、その程度が重大なもの

②故意又は重大な過失が認められるもの

③事務処理等が著しく適正を欠くもの

④著しく経済性、効率性、有効性に欠けるもの

（２）注意事項

是正又は改善を要するものとして、文書により注意することが適当と認められ

るもので、概ね次に該当するもの

①違法又は不当な事項で、その程度が比較的軽微なもの

②過失が認められるもの

③事務処理等が適正を欠くもの

④経済性、効率性、有効性に欠けるもの
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◎部局ごとの指摘事項及び注意事項の件数（監査結果の処理区分別に表示）

総務部 企画振興部 福祉保健部 生活環境部

監査対象機関数 ２５ １１ １９ １３

指摘事項（小計） ３ ３

予算執行

収入事務 １

支出事務 ２

契約事務 １

工事の執行

財産管理 ２

許認可事務

事務事業の執行

その他

注意事項（小計） ３４ ３ １９ ７

予算執行 １

収入事務 ３ ５

支出事務 １３ １ ４ ３

契約事務 ５ １ １ ３

工事の執行

財産管理 １１ ６ １

許認可事務

事務事業の執行 ２ １ ２

その他

合計 ３７ ３ ２２ ７

商工労働部 農林水産部 土木建築部 会計管理局

監査対象機関数 １３ ２８ ２６ ２

指摘事項（小計） ２ １

予算執行

収入事務 １

支出事務

契約事務 １

工事の執行

財産管理

許認可事務

事務事業の執行 １

その他

注意事項（小計） １ １３ ３０

予算執行

収入事務 １ ３ ２

支出事務 １ ５

契約事務 ３ １１

工事の執行

財産管理 ６ ７

許認可事務 １

事務事業の執行 ４

その他

合計 １ １５ ３１ ０
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議会事務局 人事委員会 労働委員会 監査事務局

事 務 局 事 務 局

監査対象機関数 １ １ １ １

指摘事項（小計）

予算執行

収入事務

支出事務

契約事務

工事の執行

財産管理

許認可事務

事務事業の執行

その他

注意事項（小計）

予算執行

収入事務

支出事務

契約事務

工事の執行

財産管理

許認可事務

事務事業の執行

その他

合計 ０ ０ ０ ０

企業局 病院局 教育庁及び 警察本部

教育機関

監査対象機関数 １ １ ８７ ４５

指摘事項（小計） ５ １

予算執行

収入事務 １

支出事務 １

契約事務

工事の執行

財産管理 １ １

許認可事務

事務事業の執行 ２

その他

注意事項（小計） ２ ３６ ６

予算執行 １ １

収入事務 ５ １

支出事務 １７

契約事務 １ ５

工事の執行

財産管理 １ ４ ３

許認可事務

事務事業の執行 ４ １

その他
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合計 ０ ２ ４１ ７

総 計

監査対象機関数 ２７５

指摘事項（小計） １５

予算執行

収入事務 ３

支出事務 ３

契約事務 ２

工事の執行

財産管理 ４

許認可事務

事務事業の執行 ３

その他

注意事項（小計） １５１

予算執行 ３

収入事務 ２０

支出事務 ４４

契約事務 ３０

工事の執行

財産管理 ３９

許認可事務 １

事務事業の執行 １４

その他

合計 １６６

２ 指摘事項

総務部ほか、計６部局において15件の指摘事項があった。

監査対象機関 監 査 結 果

(総務部)

西部振興局 公用車の運転中、スリップにより右前部が大型トラックに衝突し、

公用車が廃車になった事例のほか、自損事故による公用車の破損が

あり、多額の損害が発生していることが認められた。

東部振興局日出 消防用設備等点検報告書において、点検結果が不良とされていた

水利耕地事務所 設備について、特に理由もなく長期にわたり放置し修繕等の措置を

講じていない事例が認められた。

公文書館 緊急雇用創出事業に係る委託契約について、国の緊急雇用創出事

業実施要領に定められている委託金額の確定や委託料の過払金の返

還に関する規定を委託契約書に定めていないほか、業務に要した人

件費、事務費等の明細や失業者であることを確認する書類等が委託

契約書にのっとらずに実績報告書に添付されていないため、過払金

返還の要否について確認できないなど適正を欠く事例が認められた。

(福祉保健部)

医療政策課 大分県看護師等修学資金貸与制度において、修学資金の返還義務

が生じた者に対する調定が長期間にわたり遅延し、かつその額が多

額となっている事例が認められた。

二豊学園 学科指導・舎監等の業務を行う者、栄養士及び看護師などの非常

勤職員、臨時職員等に係る報酬、賃金及び報償費について、毎月資
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金前渡の方法により支払っているが、平成23年３月就労分に係る資

金前渡精算書に添付されている領収書に領収年月日の記載及び領収

印が全くないことが認められた。

こども・女性相 通勤費用弁償の支給対象となる非常勤職員については、所属長は

談支援センター 通勤届によりその事実を確認し、支給する通勤費用弁償日額を決定

しなければならない。しかしながら、当該職員から提出を受けた通

勤届について所属長が確認を行っていないにもかかわらず日額を決

定し支給していた事例が認められた。

（農林水産部）

水産振興課 豊前海西部での沿岸漁場基盤整備事業において、魚礁を設置すべ

き場所の緯度、経度を測量法で標準とされている世界測地系により

表示せず、日本測地系で表示した結果、誤った地点で測量調査を実

施し、魚礁を設置することになった。このことにより、測量調査業

務に係る国庫補助金の返還及び設置した魚礁の移設が必要となった

事例が認められた。

漁港漁村整備課 長洲漁港及び亀川漁港関係事業に係る市町村負担金徴収事務につ

いて、多額の負担金の調定が長期間にわたり遅延している事例など

が認められた。

（土木建築部）

日田土木事務所 大雨、台風時の道路への落石等による災害を防止するための「道

路防災監視システム」については、年２回の定期点検により、シス

テムの維持・管理を行っている。

各定期点検後、道路利用者に対し大雨、落石等の情報を提供する

「道路気象情報表示板」の文字が欠落して表示されるので早急に修

理・交換を要する等の報告を受けていたが、修理等がなされたのは、

点検の６か月後から１年後であったことが認められた。

（教育庁及び教育機関）

別府教育事務所 県費負担教職員が公務旅行に使用するため届け出ている自家用車

について、自動車検査証等が失効しているにもかかわらず、当該車

両を公務旅行の運行に供して旅費を支給している事例が認められた。

日出暘谷高等学 体育館等に設置の屋内消火栓箱から教員がホース等を取り外して

校 プール清掃に使用したうえ、当該ホース等が所在不明となり新たに

消火栓ホース等を購入している事例が認められた。また、校舎の地

下に設置の自動火災報知器が結露による断線のため不良との消防設

備点検報告を受けていながら、１年以上もの間修理を行うことなく、

修理するまでの間は火災報知器が誤作動を頻発するとの理由により

点検業者に依頼して当該配線を取り外していたなど適正を欠く事例

が認められた。

別府鶴見丘高等 日本スポーツ振興センター災害共済給付に係る共済掛金について、

学校 長年にわたり卒業までの４年間分を入学時に保護者から一括徴収の

うえ教頭名義の口座に入金しているほか、毎年、各年次分のみ県に

納入していた結果、最終的に卒業年次まで県の歳入に収納されない

状況が生じている事例が認められた。

玖珠農業高等学 体育館東側階段防水工事において、契約金額を増額する必要が生

校 じたにもかかわらず設計変更を行わず、この増額分については当該

工事契約で履行済の箇所を別途の修繕として契約を行い支出する、

といった適正を欠く事例が認められた。

竹田支援学校 物品購入契約において、年度末に納入された物品を納入日より前

の日付で検査を行っているほか、一部の物品が翌年度納入となって
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いたり、取引業者への代金の支払が重複し過払となった金額を翌年

度の別途契約で相殺しているなどの事例が認められた。

（警察本部）

別府警察署 公用車の交通事故により多額の損害が発生し、廃車する事例が認

められた。

３ 重点項目

監査結果は以下のとおりである。

（１）支出事務

ア 県単補助金の執行状況

交付決定事務が遅延するなど事務処理に誤りがあった。

また、補助対象事業者においては、要綱で規定されている財産台帳を作成して

いない事例や一者見積りによる契約で物品購入等を行っている事例があった。

【指摘事項】

なし

【主な注意事項】

・地域活動支援費補助金等において、交付決定事務が遅延し、補助事業の開始

後に交付決定手続が行われていた。（南部振興局）

・地域活性化総合補助金について、補助事業者が要綱で規定されている財産台

帳を作成していなかった。（西部振興局）

・地域活性化総合補助金において、補助事業者が一者見積りによる契約で施設

整備や物品の購入を行っていた。（中部振興局、北部振興局）

・地域活動支援事業費補助金等において、変更承認申請を事後に行っているほ

か、補助事業者が一者見積りによる契約で物品購入等を行っていた。（豊肥

振興局）

（２）契約事務

ア 最低制限価格の設定

最低制限価格の算定やその算定の基礎となる工事設計書に誤りがあった。

【指摘事項】

なし

【注意事項】

・治山工事において、最低制限価格の算定を誤っていた。（南部振興局）

・産業廃棄物不法投棄等原状回復工事において、最低制限価格の算定を誤って

いた。（廃棄物対策課）

・砂防ダム工事に係る工事設計書について、残土処理工の数量を誤ったことに

よる過大積算があった。（豊後大野土木事務所）

・舗装新設工事に係る工事設計書について、排水性アスファルト合材の資材単

価を誤ったことによる過小積算があった。（中津土木事務所）

イ 長期継続契約

競争入札を行うべきところを随意契約としていた。

【指摘事項】

なし

【注意事項】

・冷暖房設備保守管理業務委託等（長期継続契約）において、競争入札を行う

べきところ、随意契約としていた。（こども・女性相談支援センター）

・大型図面紙折り機の賃借契約(長期継続契約)において、競争入札を行うべき

ところ、随意契約としていた。（臼杵土木事務所）

（３）財産管理

ア 県有財産台帳の整備等
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県有財産台帳の整備を行っていなかった。また、行政財産の目的外使用許可に

係る手続が適正でなかった。

【指摘事項】

なし

【注意事項】

・庁舎の耐震補強工事が行われているにもかかわらず、価格改定手続を行って

いなかった。（北部振興局、農林水産研究指導センター農業研究部、農林水

産研究指導センター水産研究部）

・大分県県民の森施設の一部撤去に際し、県有財産変動報告を行っていないほ

か、購入した備品について帳簿を作成していなかった。（森林保全課）

・行政財産の目的外使用許可について、平成18年度から県有財産規則に基づく

行政財産使用許可台帳を作成していなかった。（森林保全課）

・行政財産の目的外使用を許可することなく農業大学校後援会に執務室の一部

を使用させていた。（農業大学校）

イ 備品管理

県の備品に係る部外貸付けについて、会計規則に定める物品部外貸付けの手続

を行っていなかった。

【指摘事項】

なし

【注意事項】

・実証展示を行うために畜産農家に貸し付けている放牧用電気牧柵について、

物品の部外貸付けの手続を行っていなかった。（西部振興局）

・温泉成分分析器具の市町村への無償貸付けについて、物品の部外貸付けの手

続を行っていなかった。（生活環境企画課）

第４ 監査意見

地方自治法第199条第10項の規定に基づき、次のとおり監査意見を付す。

１ 平成23年度定期監査

関係部局においては、会計研修等により職員の財務事務執行能力の向上を図ってい

るところであるが、依然として基本的な財務会計の事務処理の誤りが認められた。

基本的な財務会計の事務処理の誤りを防ぐため、一層の指導検査体制を強化すると

ともに、主管課を始めとした内部統制を行うなど、財務に関する事務が関係諸規程に

基づき適正かつ正確に執行されるように努められたい。

２ 監査の重点項目

県単補助金の執行状況等５項目について監査を実施した結果、特に県単補助金の執

行状況について、次のとおり付言する。

交付決定事務が遅延するなど事務処理に誤りが認められたので、職員の事務執行能

力の向上を図るとともに、補助対象事業者が要綱等で規定されている財産台帳を作成

していない事例や一者見積りによる契約で物品購入等を行っている事例などが認めら

れたので、補助対象事業者に対する指導に努められたい。

◎別表

監査対象機関 監 査 実 施 日

（総務部）

知事室 平成23年７月８日、平成23年８月２日

行政企画課 平成23年７月７日、平成23年８月２日

県政情報課 平成23年６月28日、平成23年８月２日

人事課 平成23年７月５日、平成23年８月２日

財政課 平成23年６月29日、平成23年８月２日
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税務課 平成23年７月１日、平成23年８月２日

市町村振興課 平成23年７月６日、平成23年８月２日

総務事務センター 平成23年６月30日、平成23年８月２日

平成24年１月31日から２月２日まで

東部振興局 平成23年６月21日から23日まで、平成23年７月11日

中部振興局 平成23年６月14日から16日まで、平成23年７月５日

南部振興局 平成23年５月24日から26日まで、平成23年６月１日

豊肥振興局 平成23年５月23日から25日まで、平成23年６月９日

西部振興局 平成23年６月７日から９日まで、平成23年６月29日

北部振興局 平成23年６月１日から３日まで、平成23年７月６日

東部振興局日出水利耕地事務所 平成23年９月８日から９日まで、平成23年９月16日

豊肥振興局豊後大野水利耕地事 平成23年９月28日から29日まで、平成23年10月19日

務所

豊肥振興局大野川上流開発事業 平成23年９月１日から２日まで、平成23年９月27日

事務所

公文書館 平成23年12月14日から15日まで、平成24年１月12日

職員研修所 平成24年１月12日

別府県税事務所 平成23年６月９日、平成23年７月11日

大分県税事務所 平成23年６月21日から22日まで、平成23年７月５日

佐伯県税事務所 平成23年６月14日、平成23年７月１日

豊後大野県税事務所 平成23年６月15日、平成23年７月１日

日田県税事務所 平成23年６月８日、平成23年６月29日

中津県税事務所 平成23年６月20日、平成23年７月６日

（企画振興部）

政策企画課 平成23年６月29日、平成23年８月18日

国際政策課 平成23年６月29日、平成23年８月18日

文化スポーツ振興課 平成23年６月29日、平成23年８月18日

広報広聴課 平成23年７月１日、平成23年８月18日

統計調査課 平成23年６月28日、平成23年８月18日

交通政策課 平成23年６月28日、平成23年８月18日

観光・地域振興局 平成23年７月５日から６日まで、平成23年８月18日

県立美術館構想推進局 平成23年６月29日、平成23年８月18日

東京事務所 平成23年11月８日から９日まで、平成23年11月９日

大阪事務所 平成23年11月16日から17日まで、平成23年11月17日

（福祉保健部）

福祉保健企画課 平成23年７月14日から15日まで、平成23年８月４日

医療政策課 平成23年７月14日から15日まで、平成23年８月４日

健康対策課 平成23年７月12日から13日まで、平成23年８月４日

高齢者福祉課 平成23年７月12日から13日まで、平成23年８月４日

こども子育て支援課 平成23年７月14日から15日まで、平成23年８月４日

障害福祉課 平成23年７月19日から20日まで、平成23年８月４日

東部保健所 平成23年９月８日から９日まで、平成23年９月16日

東部保健所国東保健部 平成23年９月７日、平成23年９月16日

中部保健所 平成23年９月13日、平成23年９月30日

中部保健所由布保健部 平成23年９月13日、平成23年９月30日

南部保健所 平成23年９月16日、平成23年９月30日

豊肥保健所 平成23年10月５日から６日まで、平成23年10月19日

西部保健所 平成23年10月12日から14日まで、平成23年10月25日

北部保健所 平成23年９月１日から２日まで、平成23年９月14日
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北部保健所豊後高田保健部 平成23年９月２日、平成23年９月14日

二豊学園 平成23年10月26日、平成23年11月17日

こども・女性相談支援センター 平成23年９月14日、平成23年10月13日

中津児童相談所 平成23年９月６日、平成23年９月14日

こころとからだの相談支援セン 平成23年９月15日、平成23年10月13日

ター

（生活環境部）

生活環境企画課 平成23年７月20日、平成23年８月８日

地球環境対策課 平成23年７月21日、平成23年８月８日

県民生活・男女共同参画課 平成23年７月21日、平成23年８月８日

私学振興・青少年課 平成23年７月22日、平成23年８月８日

食品安全・衛生課 平成23年７月26日、平成23年８月８日

環境保全課 平成23年７月26日、平成23年８月８日

廃棄物対策課 平成23年７月22日、平成23年８月８日

防災危機管理課 平成23年７月27日、平成23年８月８日

人権・同和対策課 平成23年７月27日、平成23年８月８日

衛生環境研究センター 平成23年12月20日、平成24年１月19日

消費生活・男女共同参画プラザ 平成23年９月７日、平成23年９月16日

食肉衛生検査所 平成24年２月１日

消防学校 平成23年11月22日、平成23年11月29日

（商工労働部）

商工労働企画課 平成23年７月５日から６日まで、平成23年７月29日

工業振興課 平成23年７月５日から６日まで、平成23年７月29日

情報政策課 平成23年７月４日、平成23年７月29日

商業・サービス業振興課 平成23年７月４日、平成23年７月29日

企業立地推進課 平成23年７月７日、平成23年７月29日

労政福祉課 平成23年７月１日、平成23年７月29日

雇用・人材育成課 平成23年７月７日、平成23年７月29日

産業科学技術センター 平成23年12月21日、平成24年１月19日

工科短期大学校 平成23年９月６日、平成23年９月14日

大分高等技術専門校 平成23年11月24日、平成23年12月21日

佐伯高等技術専門校 平成23年11月16日、平成23年11月24日

日田高等技術専門校 平成23年10月５日

竹工芸・訓練支援センター 平成24年１月20日、平成24年２月１日

（農林水産部）

農林水産企画課 平成23年７月12日から13日まで、平成23年８月９日

団体指導・金融課 平成23年７月19日、平成23年８月９日

研究普及課 平成23年７月14日、平成23年８月９日

農山漁村・担い手支援課 平成23年７月15日、平成23年８月９日

おおいたブランド推進課 平成23年７月21日から22日まで、平成23年８月９日

畜産振興課 平成23年７月21日から22日まで、平成23年８月９日

農村整備計画課 平成23年７月28日から29日まで、平成23年８月９日

農村基盤整備課 平成23年７月28日から29日まで、平成23年８月９日

林務管理課 平成23年８月３日から４日まで、平成23年８月10日

森林保全課 平成23年８月１日から２日まで、平成23年８月10日

漁業管理課 平成23年８月３日から４日まで、平成23年８月10日

水産振興課 平成23年８月３日から４日まで、平成23年８月10日

漁港漁村整備課 平成23年７月19日から20日まで、平成23年８月10日

農林水産研究指導センター 平成24年１月23日から24日まで、平成24年２月２日
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農林水産研究指導センター農業 平成24年１月23日から24日まで、平成24年２月２日

研究部

農林水産研究指導センター農業 平成23年10月19日から20日まで、平成23年11月１日

研究部水田農業グループ

農林水産研究指導センター農業 平成23年12月１日、平成23年12月22日

研究部果樹グループ

農林水産研究指導センター農業 平成24年１月23日、平成24年２月１日

研究部花きグループ

農林水産研究指導センター畜産 平成23年11月８日から９日まで、平成23年11月17日

研究部

農林水産研究指導センター林業 平成23年10月７日、平成23年10月25日

研究部

農林水産研究指導センター水産 平成23年11月15日から16日まで、平成23年11月25日

研究部

農林水産研究指導センター水産 平成23年10月21日、平成23年10月31日

研究部浅海・内水面グループ

農業大学校 平成24年１月11日、平成24年１月19日

大分家畜保健衛生所 平成23年９月27日、平成23年10月13日

豊後大野家畜保健衛生所 平成23年10月４日、平成23年10月19日

玖珠家畜保健衛生所 平成23年10月18日、平成23年10月26日

宇佐家畜保健衛生所 平成23年10月21日、平成23年11月１日

（土木建築部）

土木建築企画課 平成23年７月25日から26日まで、平成23年８月23日

建設政策課 平成23年７月25日から26日まで、平成23年８月23日

用地対策課 平成23年７月25日から26日まで、平成23年８月24日

道路課 平成23年８月17日から18日まで、平成23年８月23日

河川課 平成23年８月16日から17日まで、平成23年８月23日

港湾課 平成23年７月25日から26日まで、平成23年８月23日

砂防課 平成23年８月５日、平成23年８月23日

都市計画課 平成23年８月５日、平成23年８月23日

公園・生活排水課 平成23年８月５日、平成23年８月24日

建築住宅課 平成23年８月16日から17日まで、平成23年８月24日

施設整備課 平成23年８月18日、平成23年８月24日

高速道対策局 平成23年８月16日、平成23年８月23日

豊後高田土木事務所 平成23年４月12日から14日まで、平成23年５月11日

国東土木事務所 平成23年４月19日から21日まで、平成23年５月20日

別府土木事務所 平成23年４月19日から21日まで、平成23年５月18日

大分土木事務所 平成23年５月17日から19日まで、平成23年６月２日

臼杵土木事務所 平成23年４月５日から７日まで、平成23年４月21日

佐伯土木事務所 平成23年４月19日から21日まで、平成23年５月19日

豊後大野土木事務所 平成23年４月５日から７日まで、平成23年４月20日

竹田土木事務所 平成23年４月５日から７日まで、平成23年４月20日

玖珠土木事務所 平成23年５月17日から19日まで、平成23年５月26日

日田土木事務所 平成23年５月17日から19日まで、平成23年５月26日

中津土木事務所 平成23年４月12日から14日まで、平成23年５月10日

宇佐土木事務所 平成23年４月12日から14日まで、平成23年５月11日

竹田ダム建設事務所 平成23年９月１日、平成23年９月27日

大分駅周辺総合整備事務所 平成23年９月27日、平成23年10月13日

（会計管理局）
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会計課 平成23年８月18日、平成23年８月31日

用度管財課 平成23年８月18日、平成23年８月31日

（各種委員会等)

議会事務局 平成23年８月19日、平成23年８月31日

人事委員会事務局 平成23年８月26日、平成23年８月31日

労働委員会事務局 平成23年８月25日、平成23年８月31日

監査事務局 平成23年８月19日

（企業局）

企業局 平成23年６月８日から10日まで、平成23年６月23日

（病院局）

大分県立病院 平成23年６月１日から３日まで、平成23年６月22日

（教育庁及び教育機関）

教育改革・企画課 平成23年６月14日、平成23年７月13日

教育人事課 平成23年６月14日、平成23年７月13日

教育財務課 平成23年６月15日から16日まで、平成23年７月13日

福利課 平成23年６月16日、平成23年７月13日

義務教育課 平成23年６月23日、平成23年７月13日

特別支援教育課 平成23年６月23日、平成23年７月13日

高校教育課 平成23年６月24日、平成23年７月13日

社会教育課 平成23年６月15日、平成23年７月13日

人権・同和教育課 平成23年６月24日、平成23年７月13日

文化課 平成23年６月24日、平成23年７月13日

体育保健課 平成23年６月22日、平成23年７月13日

中津教育事務所 平成23年９月６日から７日まで、平成23年９月14日

別府教育事務所 平成23年９月６日から７日まで、平成23年９月16日

大分教育事務所 平成23年９月13日から16日まで、平成23年10月13日

佐伯教育事務所 平成23年９月８日から９日まで、平成23年９月30日

竹田教育事務所 平成23年９月１日から２日まで、平成23年９月27日

日田教育事務所 平成23年10月13日から14日まで、平成23年10月26日

埋蔵文化財センター 平成23年12月20日、平成24年１月12日

県立図書館 平成23年12月14日から15日まで、平成24年１月12日

教育センター 平成24年１月12日

芸術会館 平成23年12月22日、平成24年１月18日

歴史博物館 平成23年10月18日、平成23年10月31日

社会教育総合センター 平成24年１月19日から20日まで、平成24年２月１日

先哲史料館 平成23年12月14日から15日まで、平成24年１月12日

高田高等学校 平成23年10月19日

国東高等学校 平成23年11月10日から11日まで、平成23年12月27日

杵築高等学校 平成23年11月29日、平成23年12月20日

山香農業高等学校 平成23年11月30日、平成23年12月20日

日出暘谷高等学校 平成23年11月29日、平成23年12月20日

別府鶴見丘高等学校 平成24年１月11日、平成24年１月25日

別府青山高等学校 平成24年１月17日、平成24年２月１日

別府羽室台高等学校 平成24年１月13日、平成24年１月25日

大分上野丘高等学校 平成23年12月９日

大分舞鶴高等学校 平成24年１月26日

大分雄城台高等学校 平成23年11月24日

大分南高等学校 平成23年12月６日

大分豊府高等学校 平成23年12月９日
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大分工業高等学校 平成24年１月24日

大分商業高等学校 平成24年１月25日

芸術緑丘高等学校 平成23年12月１日

大分西高等学校 平成23年12月６日

大分中央高等学校 平成23年12月８日、平成24年１月18日

爽風館高等学校 平成23年12月２日、平成24年１月25日

大分鶴崎高等学校 平成23年11月30日

鶴崎工業高等学校 平成23年12月７日

情報科学高等学校 平成23年11月25日

大分東高等学校 平成23年12月１日

由布高等学校 平成23年11月18日、平成23年11月29日

臼杵高等学校 平成24年１月20日、平成24年１月31日

臼杵商業高等学校 平成24年１月19日、平成24年１月26日

海洋科学高等学校 平成24年１月17日、平成24年１月31日

野津高等学校 平成24年１月18日、平成24年１月31日

津久見高等学校 平成24年１月18日、平成24年１月26日

佐伯鶴城高等学校 平成23年11月15日、平成23年11月24日

佐伯豊南高等学校 平成23年11月９日、平成23年11月25日

佐伯鶴岡高等学校 平成23年11月11日、平成23年11月25日

三重総合高等学校 平成24年１月25日から26日まで

竹田高等学校 平成23年11月２日

玖珠農業高等学校 平成23年10月25日

森高等学校 平成23年10月27日

日田高等学校 平成23年10月14日、平成23年10月20日

日田三隈高等学校 平成23年10月13日、平成23年10月20日

日田林工高等学校 平成23年10月12日、平成23年10月20日

中津南高等学校 平成23年11月１日から２日まで

中津北高等学校 平成23年11月１日

中津東高等学校 平成23年11月１日から２日まで

宇佐高等学校 平成23年10月18日

宇佐産業科学高等学校 平成23年10月26日

安心院高等学校 平成23年10月27日

盲学校 平成23年12月21日、平成24年１月18日

聾学校 平成23年12月13日、平成24年１月18日

日出支援学校 平成23年12月２日

宇佐支援学校 平成23年10月25日

由布支援学校 平成23年11月17日、平成23年11月29日

別府支援学校 平成24年１月13日、平成24年１月24日

南石垣支援学校 平成24年１月12日、平成24年１月24日

新生支援学校 平成23年11月17日、平成23年11月29日

大分支援学校 平成23年12月７日、平成23年12月21日

臼杵支援学校 平成24年１月30日

佐伯支援学校 平成23年11月10日、平成23年11月24日

竹田支援学校 平成23年11月30日

日田支援学校 平成23年10月12日、平成23年10月25日

大分豊府中学校 平成23年12月９日

（警察本部）

総務課 平成23年８月23日から25日まで、平成23年８月31日

広報課 平成23年８月23日から25日まで、平成23年８月31日
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会計課 平成23年８月23日から25日まで、平成23年８月31日

警務課 平成23年８月23日から25日まで、平成23年８月31日

教養課 平成23年８月23日から25日まで、平成23年８月31日

厚生課 平成23年８月23日から25日まで、平成23年８月31日

監察課 平成23年８月23日から25日まで、平成23年８月31日

留置管理課 平成23年８月23日から25日まで、平成23年８月31日

情報管理課 平成23年８月23日から25日まで、平成23年８月31日

生活安全企画課 平成23年８月23日から25日まで、平成23年８月31日

地域課 平成23年８月23日から25日まで、平成23年８月31日

少年課 平成23年８月23日から25日まで、平成23年８月31日

生活環境課 平成23年８月23日から25日まで、平成23年８月31日

捜査第一課 平成23年８月23日から25日まで、平成23年８月31日

捜査第二課 平成23年８月23日から25日まで、平成23年８月31日

組織犯罪対策課 平成23年８月23日から25日まで、平成23年８月31日

鑑識課 平成23年８月23日から25日まで、平成23年８月31日

科学捜査研究所 平成23年８月23日から25日まで、平成23年８月31日

交通企画課 平成23年８月23日から25日まで、平成23年８月31日

交通指導課 平成23年８月23日から25日まで、平成23年８月31日

交通規制課 平成23年８月23日から25日まで、平成23年８月31日

運転免許課 平成23年８月23日から25日まで、平成23年８月31日

交通機動隊 平成23年８月23日から25日まで、平成23年８月31日

高速道路交通警察隊 平成23年８月23日から25日まで、平成23年８月31日

警備第一課 平成23年８月23日から25日まで、平成23年８月31日

警備第二課 平成23年８月23日から25日まで、平成23年８月31日

機動隊 平成23年８月23日から25日まで、平成23年８月31日

警察学校 平成23年11月29日

大分中央警察署 平成23年12月14日から15日まで、平成24年１月12日

大分東警察署 平成23年11月25日、平成23年12月21日

大分南警察署 平成23年11月22日、平成23年12月21日

別府警察署 平成23年12月22日、平成24年１月24日

日出警察署 平成23年12月６日、平成23年12月22日

杵築警察署 平成23年12月８日、平成23年12月22日

国東警察署 平成23年11月24日、平成23年12月15日

豊後高田警察署 平成23年10月26日

宇佐警察署 平成23年10月27日

中津警察署 平成23年12月２日、平成23年12月15日

玖珠警察署 平成23年10月20日

日田警察署 平成23年10月７日、平成23年10月26日

竹田警察署 平成23年11月８日、平成23年11月17日

豊後大野警察署 平成24年１月31日

佐伯警察署 平成23年11月18日、平成23年11月25日

津久見警察署 平成24年１月18日、平成24年１月26日

臼杵警察署 平成24年１月30日


