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平成 30年度における不祥事等の状況

（経営管理部行政経営局人事課)

１ 件数の推移（単位：人）

※がんセンター局を除く。

２ 平成 30 年度 逮捕事案

３ 平成 30 年度 懲戒処分

区分 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度

逮 捕 者 数 7 5 2 4 3

懲 戒 処 分 7 8 10 5 7

公務上 2 2 4 0 1

公務外 3 5 4 2 2

交通事犯 2 1 2 3 4

№ 逮捕日 事案の概要 備考

1 30.10.20
・公務外の人身加害事故により現行犯逮捕

・交差点の横断歩道上を安全確認不十分なまま右折

31.2.12 懲戒処分

下記３ NO.6

2 31.2.18

・窃盗容疑

・書店で雑誌２冊の付録（腕時計、バッグ）計 2,000

円相当を盗む

非常勤職員

31.3.26 懲戒処分

下記３ NO.7

3 31.3.28
・公然わいせつ容疑

・路上で下半身を露出

№ 処分日 内容 事案の概要 備考

1 30.5.14 戒告

・公務外の人身加害事故（全治約３箇月）

・交差点に安全確認不十分なまま進入

・運転免許停止 30 日、罰金 40 万円

2 30.7.5 戒告

・公務外の人身加害事故（全治約 10 日間）

・赤信号を見落として交差点に進入

・行政処分なし、罰金 30 万円

3 30.7.31 停職６箇月

・腕時計型カメラを用いた盗撮

・咎めた男性の手に噛み付く

・不起訴処分（起訴猶予）

30.3.11 逮捕

4 30.10.26 減給６箇月

・公務外の人身加害事故（加療約 104 日間）

・横断歩道上を安全確認不十分なまま右折

・運転免許停止 60 日、罰金 70 万円

5 31.1.18 減給３箇月
・職場内秩序を乱す行為（暴言）

・部下職員に対するパワーハラスメント

6 31.2.12 減給２箇月
・公務外の人身加害事故（加療約 12 週間）

・運転免許停止 60 日、罰金 40 万円
上記２ NO.1

7 31.3.26 停職５日
・窃盗

・不起訴処分（起訴猶予）
上記２ NO.2

資料１
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４ 平成 30 年度 交通事故件数（単位：件）

※公務外物損事故及び職員に過失のない被害事故（公務上含む）を除く。

５ その他平成 30 年度に公表した事案（計 11 件、昨年度 10 件）

(1) 個人情報漏えい（３件）

ア 経済産業部清水技術専門校（公表日 30.6.8）

イ 健康福祉部こども家庭課（公表日 30.11.20）

ウ 経済産業部中部農林事務所（公表日 31.1.8）

区分 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度

事故発生件数 105 108 73 99 116

うち公務上 48 47 37 56 75

事案概要

・障害者訓練の受講者４人に、受講通知書を郵送する際、誤って１人の受講者に「受

講者名簿」を同封して発送

・「受講者名簿」には、氏名、生年月日、年齢、障害種別、住所、最終学歴、雇用保険

受給状況が記載

主な原因
・職員２名で封入作業中、チェック用に用意していた「受講者名簿」を同封、紛失

に気付かないまま発送

・封入前のダブルチェックが未徹底

事案概要

・小児慢性特定疾病医療受給者証の適用区分の変更に伴い、受給児童の保護者４人に

受給者証及び交付通知を発送する際、誤って医療機関宛ての通知を同封して発送し、

受給児童１名の個人情報が他受給児童の保護者（１名）に流出

・医療機関宛ての通知には、受給者番号、氏名、変更となった適用区分及び適用期間

が記載

主な原因

・担当者が電話対応等他のことと同時に封入作業し、誤って封入

・保護者あて通知が１枚余り、医療機関あて通知が１枚不足していたが、印刷枚数

を誤ったと思い込み、封筒の中身を確認しないまま、医療機関あて通知を追加印

刷し封入した

・通知を発送する際に、チェックリストを使用していなかった

事案概要

・取得した事業用地に係る収用証明書等を、２世帯３名の地権者に対し送付すべきと

ころ、１名分を誤った世帯宛に送付

・収用証明書等には、住所、氏名、事業用地の所在地、種類、数量、買取価格、契約

年月日が記載

主な原因

・地権者ＡＢＣのうち、ＡとＢが夫婦であることから、同封して発送することとし

たが、Ａ、Ｂと同封すべきところ、Ａ、Ｃとなってしまった

・発送件数が少ないことから１人で発送作業を行っていた
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(2) 事務処理誤り（８件）

ア 経営管理部税務課（公表日 30.5.8）

イ 経営管理部人事課（公表日 30.8.21）

ウ くらし・環境部公営住宅課（公表日 30.9.28）

エ 交通基盤部道路企画課（公表日 30.11.22）

事案概要

・自動車税の定期課税を行った車両（約 152 万台）のうち、自動車メーカー等で軽

微な改造が行われた 505 台について課税誤り

・自動車税が通常よりも 75％又は 50％軽減となるところを通常の税額で課税

・適正税額との差額は 12,551 千円

主な原因

・税のデータを扱う全国組織（地方公共団体情報システム機構）からの通知に基づ

き県が行うべきであったデータ補正の未実施

・機構からの通知においては、県で対応すべき補正作業があることが読み取りにく

い記述となっていたため、１人で通知を確認した担当者は対応の必要性を認識で

きなかった

・機構からの通知を複数の職員で確認する体制なし

事案概要

・障害者雇用者数を厚生労働省に報告する際、手帳を持たない対象外の職員を、障

害者の数に算入

・障害者手帳の所持を再調査した結果、障害者として算入していた 122 人のうち、

手帳所持者は 17 人減の 105 人となった

・障害者雇用率は 2.28％となり、法定雇用率の 2.50%に届かなかった

主な原因

・本来は原則として障害者手帳を持つ者のみを計上すべきところ、手帳を持たない

対象外の職員のうち、健康状態や療養状況を基に、障害の等級表を用いて障害の

程度を判定し、障害があることを確認できた職員について、本人の同意を得ない

まま障害者の数に算入した

・身体障害者の範囲について、手帳の交付が厚生労働省のガイドラインに明記され

ていたが、昨年度までの都道府県宛ての通知には明記されていなかったため、認

識が異なっていた

・ガイドラインの存在は認識していたが、実務上は通知に基づき作業していた

事案概要

・県営住宅に設置している光通信設備等の使用許可において、使用料の算定誤り

・平成 25 年度から平成 30 年度まで調査したところ、徴収不足が 35 件 67,420 円、

徴収過多が 65 件 20,370 円あることが判明

主な原因

・大規模改善工事を行い建物評価額や延べ床面積が変更していたにもかかわらず、

変更前の数値で算定した

・建設年月日や使用面積の算定方法などの誤り

・副担当等によるダブルチェック体制が未徹底

事案概要

・政令市に交付している「地震・津波対策促進費交付金」について、算定誤り

・平成 27～29 年度に支払った交付金が両市合わせて約 10 億円過少

・両政令市に対し、平成 30 年度内に３箇年分の不足額を交付（２月補正予算対応）

主な原因

・交付要綱改正（交付金算定方法変更）以降、交付金充当率の算定基礎として参照

すべき県の事業費を誤り、交付金充当率を過少に算出

・部内でのチェック体制が未徹底
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オ 経済産業部商工振興課（公表日 31.1.29）

カ 交通基盤部公共用地課（公表日 31.1.29）

キ 経営管理部電子県庁課（公表日 31.2.21）

ク 交通基盤部道路保全課（公表日 31.3.22）

事案概要

・「第一種電気工事士免状交付申請書」１件を紛失、３日間に渡り書類を探したが

発見できず

・先方に謝罪し、申請書の再提出を依頼。再申請手続きに要した経費 8,000 円を損

害賠償

主な原因
・机上や机周りの業務書類の整理・整頓が未徹底

・郵便物の受け渡し過程の追跡方法が整備されていなかった

事案概要

・権限移譲事務交付金の算定基礎となる「国道、一級河川、二級河川の権利に関す

る登記の嘱託」事務について２政令市分の事務処理件数（登記件数）に認定漏れ

（平成 17 年度～29年度分）

・認定件数に基づき、支払った交付金が両市合わせて約 500 万円過少

・両政令市に対し、平成 30年度内に不足額を交付（２月補正予算対応）

主な原因

・政令市への権限移譲時に作成した事務処理件数の実績照会様式に誤りがあった

が、長年誤りに気づかず使用していたため（事務処理特例条例と異なる内容の様

式となっていた）

・「行政区域全域」における事務処理件数を照会すべきところ、「開発行為区域」に

限定して照会

事案概要

・週休日に行う県庁の電気設備定期点検に伴う停電を受け、県内の住民基本台帳ネ

ットワークを停止したところ、休日開庁を行っていた市町においてマイナンバー

カード交付等に必要な通信ができず

・２市１町で 11 人に対し、マイナンバーカードの交付等ができない事態が発生

主な原因
・市町における休日開庁について把握していなかったため、業務に与える影響がな

いものと考え、県内市町への連絡を行わなかった

事案概要
・道路占用許可事務において、地下埋設管の外径等の取扱いに誤り

・平成 26 年度以降、道路占用料 47,999 円（計 20 件）の徴収不足

主な原因

・埋設管にコンクリート補強がある場合には、補強部分を含む最大の対角線を外径

として採用すべきところ、管本体の外径を採用したため

・許可時において、「道路占用事務必携」と「道路管理Ｑ＆Ａ」のそれぞれを参照

する必要があったが、詳細を見落とし誤って適用


