平成３０年度 処分事案一覧

所属・職
福祉医療部
本庁・主任主査
地域振興部
出先機関・所長
地域振興部
出先機関・副所長
地域振興部
出先機関・課長
教育委員会
県立学校・係長
（元 県土マネジメント
部出先機関・係長）
県土マネジメント部
出先機関・所長
福祉医療部
出先機関・課長
（元 県土マネジメント
部出先機関・課長）
県土マネジメント部
出先機関・係長

処分の理由
平成30年4月11日(水)21時09分頃、斑鳩町
内のコンビニエンスストアで、カフェオレ（139
円相当）をカバンに入れ店外に出たところ、
私服の警察官に呼び止められ、現行犯逮捕
されたもの。
さらに、警察の取り調べにおいて、同じコン
ビニエンスストアでは平成30年3月中旬から
3回、スーパーなど他の3店舗でも平成29年
秋頃から6回程度、合計4店舗で通算10回程
度にわたって菓子やジュースを窃盗してい
たことが発覚したもの。
平成29年11月より、所属職員が所長の送迎
を開始。通勤と出張（旅行）を混同、送迎の
是非を確認せず、所長は送迎による通勤を
続け、副所長、課長は職員の服務管理がず
さんだったもの。

処分内容

処分年月日

停職３月

平成30年5月29日

文書注意
文書注意
文書注意

平成30年9月26日
平成30年9月26日
平成30年9月26日

訓告

平成30年9月26日

厳重注意

平成30年9月26日

厳重注意

平成30年9月26日

平成30年8月31日(金)に他の職員の机から
ＯＴＰトークン(自動パスワード生成器・時価
3,218円相当)を窃取。
その後、同年9月20日(木)になりすましによ
る不正アクセス行為を行った。
加えて、上記窃盗及び不正アクセスの容疑 懲戒免職
により警察に逮捕され、取り調べを受ける中
で、一般人の男女の性行為を盗撮していた
ことも発覚し、略式起訴され罰金刑70万円と
なったもの。

平成30年12月7日

平成28年8月下旬、交通事故の事務処理に
おいて、決裁過程を経ずに公印を示談書に
押印したもの。
上記事案に関する管理監督責任に対する
処分

所属・職
地域振興部
本庁・非常勤職員

県土マネジメント部
出先・非常勤職員
教育委員会
県立学校・事務長
（元 健康福祉部
出先機関・次長）
農林部
本庁・調整員

平成２９年度 処分事案一覧

処分の理由
平成29年12月2日（土）午前１時23分頃、
奈良市の公園敷地内において、猫の死骸１
体を投棄し、警戒中の警察官に廃棄物の処
理及び清掃に関する法律違反で現行犯逮
捕され、その後平成29年12月12日（火）に当
該猫を殺害したとして動物の愛護及び管理
に関する法律違反で再逮捕され、さらに平
成30年1月1日(月）に別の猫の殺害と死骸
投棄で再逮捕されたもの。
平成29年7月7日（金）、奈良市内の路上に
おいて、小学６年の女子児童につきまとい、
服の上から右の腰のあたりを触ったことによ
り、平成29年8月2日（水）に、「子どもを犯罪
の被害から守る条例」違反、「公衆に著しく
迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に
関する条例」違反で逮捕されたもの。
平成28年2月～3月頃、出先機関にいる児童
が受け取るべき平成27年度の臨時福祉給
付金について、児童に当該給付金（@6,000
円×10名）を渡さず、独断でスポーツウェア
の購入資金に充てた上、その購入したス
ポーツウェアを出先機関内倉庫に放置した
もの。
平成29年3月30日（木）午前7時40分頃、JR
桜井線の列車内において、隣席の女性乗客
の胸元をスマートフォンで撮影し、奈良警察
署へ連行、警告を受けたもの。

処分内容

処分年月日

停職１月

平成30年3月20日

停職２月

平成29年9月28日

停職６月
主査級降任 平成29年5月19日
停職２月

平成29年5月19日

所属・職
農林部
本庁・課長

会計局
本庁・主査

こども・女性局
出先機関・次長
景観・環境局
本庁・主任主査
県土マネジメント部
本庁付

平成２８年度 処分事案一覧

処分の理由
処分内容
処分年月日
被害者宅ﾏﾝｼｮﾝ付近において､複数回にわ
たり､ｶﾒﾗで居室のﾍﾞﾗﾝﾀﾞを撮影し､平成28 停職６月
年10月15日(土)､ｽﾄｰｶｰ規制法違反容疑で 係長級降任 平成28年11月30日
取り調べを受けたもの｡
県立大学事務局に在籍し､科学研究費に関
する事務を担当していた平成25年9月から
28年3月末までの間､未払金及び未収金の
事務処理の遅延､証拠書類や決裁の不備な
ど､不適切な経理事務を行い､会計局に異動 減給1/10
後も報告を怠ったもの｡
６月
また､未収金等の経理上のつじつまを合わ
せるため､管理していた通帳から現金を引き
出し､会計局に異動後も自宅で保管し続け､
報告を怠ったもの｡
平成28年7月12日(火)朝､徒歩での通勤途
上､歩道上ですれ違う登校中の児童の左肩
に自身のかばんを故意にぶつけたことによ 減給1/10
り､これを目撃した児童の母親が110番通報 ４月
し､奈良署に任意同行･取り調べを受け､暴
行罪に問われたもの｡
平成28年7月2日(土)午前5時頃､自宅近くの
ｺﾝﾋﾞﾆ駐車場で飲酒し､ｺﾝﾋﾞﾆから自宅まで
自家用車で帰宅しようとしたところ､後方にい
た覆面ﾊﾟﾄｶｰに停止を求められ､聴取を受 停職６月
け､呼気1ﾘｯﾄﾙ中から0.32mgのｱﾙｺｰﾙが検
出され｢酒気帯び運転｣で検挙されたもの｡
平成27年12月9日(水)午後6時頃､帰宅途中
において､生駒郡平群町内のｽｰﾊﾟｰの駐車 停職５月
場に自家用車を駐車し､車内で下半身を露 係長級降任
出したことにより､公然わいせつ罪で逮捕さ
れたもの｡

平成28年11月9日

平成28年7月29日
平成28年7月29日
平成28年5月6日

所属・職

平成２７年度 処分事案一覧

処分の理由
統計調査において､調査員への委嘱状の交
付及び調査依頼ができていなかったことか
ら､権限がないにもかかわらず職員自ら調
医療政策部
査票を配布したが､一枚も回収できなかった
出先機関・主査
ため､架空の調査票を作成し提出した｡さら
に､調査をしていない調査員4人に報酬等の
支払いを行い､調査対象者への謝礼である
粗品を廃棄したもの｡
調査員でない職員が統計調査を手伝ったこ
医療政策部
とを知ったにもかかわらず､上司に報告しな
出先機関・係長
かった等､不適正､不注意な対応があったも
の｡
平成27年12月22日(火)午後8時頃､自宅に
おいて､妻との口論から､押し倒し押さえつけ
農林部
ようとした際､弾みで膝が妻の顔に当たり出
出先機関・総括研究員 血したことにより､妻が警察に通報し､駆け付
けた警察官により､暴行の容疑で現行犯逮
捕されたもの｡
平成27年9月2日(水)､奈良市内において､追
突事故を起こし､自動車運転処罰法違反の
まちづくり推進局
疑いで現行犯逮捕され､その後､尿検査で覚
出先機関・非常勤職員 醒剤の陽性反応が出たことから､平成27年9
月23日(水)､覚せい剤取締法違反(使用と所
持)で逮捕されたもの｡
平成27年5月17日(日)午後8時30分頃､近鉄
学園前駅北口に設置されているﾊﾞｽ会社の
こども・女性局
ICｶｰﾄﾞ乗車券ﾁｬｰｼﾞ機に紙幣が詰まったた
本庁・主幹
め､手で叩いたり､足で蹴ったりしたことによ
り､液晶ﾊﾟﾈﾙを損壊し､通報により駆けつけ
た警察官に事情聴取を受けたもの｡

処分内容

処分年月日

停職２月

平成28年1月26日

訓告

平成28年1月26日

減給1/10
１月

平成28年1月26日

懲戒免職 平成27年10月27日
減給1/10
１月

平成27年7月1日

平成２６年度 処分事案一覧

所属・職
地域振興部
出先・館長

処分の理由
処分内容
処分年月日
平成27年2月23日(月)に実施した任期付職
員採用選考試験(出先機関学芸員)の第二
次面接試験に際し､面接官であるにもかか 停職６月
わらず､受験生である出先機関の嘱託職員 係長級降任 平成27年3月16日
に対し､事前に想定質問を渡し､面接試験当
日､その中から数問の質問を行った｡

知事公室
本庁・主査

平成27年2月21日(土)12時50頃､大阪府八
尾市のﾎｰﾑｾﾝﾀｰでﾄﾞﾗｲﾊﾞｰｾｯﾄと靴下をﾎﾟ
ｹｯﾄに入れたまま店外に出たところ､私服の
警備員に呼び止められ､警察に連行後､現 停職３月
行犯逮捕されたもの｡
さらに､警察での取り調べにおいて､同日､他
の2店舗で万引きを行ったことが判明した｡

農林部
出先・主査

平成26年11月19日(水)､自宅から職場へ車
で出勤途上の午前8時頃､高取町清水谷の
国道169号線芦原ﾄﾝﾈﾙ付近において､ﾄﾗｯｸ
に接触したが停車しなかったとして､ﾄﾗｯｸ運
転手が追跡し､車を停車させた後に､警察へ 懲戒免職 平成26年12月16日
通報｡駆けつけた警察官に､ふらつくなど酒
酔い状態でｱﾙｺｰﾙ臭がしたため､酒酔い運
転容疑により現行犯逮捕された｡

景観・環境局
本庁・課長

平成26年7月25日(金)奈良市内の飲食店で
飲酒した後､近鉄橿原神宮前駅から自宅ま
で車で帰宅途中の午後9時30分頃､橿原市 停職６月 平成26年8月8日
川西町内の飲酒検問において､呼気1ﾘｯﾄﾙ 係長級降任
中から0.43ﾐﾘｸﾞﾗﾑのｱﾙｺｰﾙが検出され､酒
気帯び運転容疑により現行犯逮捕された｡

農林部
本庁・係長

平成26年5月30日(金)午後10時30分過ぎ､
近鉄新祝園駅駐輪場から自宅までﾊﾞｲｸで
帰宅しようとしたところ､駐輪場付近で他のﾊﾞ 停職４月
ｲｸを停車させていた警察官に聴取を受け､
呼気中から0.3mgのｱﾙｺｰﾙが検出され｢酒
気帯び運転｣で検挙された｡

平成26年7月11日

総務部
出先機関・主査

桜井土木事務所に勤務し､職員労働組合の
分会長をしていた平成25年4月から平成25
年9月までの間､及び､異動後の平成26年5 停職６月
月に､組合の桜井土木事務所分会の活動費
約80万円を私的に着服し､自己の遊興費に
充てていた｡

平成26年7月11日

平成27年3月16日

平成２６年度 処分事案一覧

所属・職

処分の理由
平成26年2月19日(水)午後8時30分頃､電車
内において､ﾍｯﾄﾞﾌｫﾝで音楽を聴いていた乗
農林部
客に対し､持っていたかばんの端で乗客の
本庁・参事
右あごをつつき､警察で取り調べを受け､不
起訴となった｡
児童福祉施設内で喫煙を行った被措置児
こども・女性局
童(男児中学生)4名に対し､空き教室や居室
出先機関・主任主査 において､指導として､複数回の平手打ちや
座らせ足蹴りをした｡
児童福祉施設内で被措置児童(女児中学
生)が指導に不満な態度を示し部屋を飛び
こども・女性局
出たため､児童を連れ戻そうと胸ぐらをつか
出先機関・主査
んだ際､爪が女児の体に当たり､首に引っ掻
き傷を負わせた｡

処分内容

処分年月日

特別文書訓告 平成26年7月11日

減給１月
（1/10)

平成26年7月11日

厳重注意

平成26年7月11日

平成２５年度 処分事案一覧

所属・職
県土マネジメント部
出先機関・主査

処分の理由
処分内容
平成26年1月26日(日)夕方､奈良市内の自
宅において､妻と口論の際､冷蔵庫にあった
調味料の瓶を投げつけ､妻の右手の甲を骨 停職１月
折させたことにより､平成26年1月28日(火)午
前9時50分､傷害の容疑で逮捕された｡

処分年月日
平成26年3月14日

農林部
出先機関・主査

平成25年9月29日(日)午前0時30分頃､京都
府木津川市のﾘｻｲｸﾙｼｮｯﾌﾟでDVD3枚(4,940
円相当)をｶﾊﾞﾝに入れたまま店外に出ようと 停職２月
したところ､警報装置が作動したため､店員
に呼び止められ､警察に連行された｡

平成25年11月8日

こども・女性局
本庁・主査

特別児童扶養手当の支給について､期限ま
でに適切な事務処理を行わなかったことに
より､受給者72名に対して支払が遅延し､15
名に対して過払いが発生した｡

戒告

平成25年9月20日

訓告

平成25年9月20日

平成23年度に無届けで倉庫が解体された
事案において､事情聴取後すぐにｱｽﾍﾞｽﾄが
適切に分別解体されたか否かを確認するほ
か､遅滞なく､立入検査等を実施すべきで
訓告
あったにもかかわらず､関連する事務処理を
長期間にわたり放置し､県政に対する信用
を失墜した｡

平成25年9月20日

県土マネジメント部
本庁・課長
まちづくり推進局
出先機関・課長
まちづくり推進局
本庁・課長

厳重注意

平成25年9月20日

地域振興部
本庁・主任主査

平成25年6月22日(土)19時頃､大阪梅田の
書店で図書2冊(3千円相当)を脇に挟んで店
を出たところ､警備員に呼び止められ､警察 停職４月
に連行された｡

平成25年7月29日

健康福祉部
出先機関・嘱託

平成25年6月14日(金)午前10時16分頃､和
歌山県橋本市保健福祉ｾﾝﾀｰで､喫煙を注 停職６月
意された橋本市職員にｶｯﾀｰﾅｲﾌを示し現行
犯逮捕された｡

平成25年7月19日

