令和３年度 処分事案一覧

所属・職
食と農の振興部
出先・主任主査

処分の理由
処分内容
令和４年２月２３日（水）午前１０時頃、大和
郡山市内のスーパーで弁当等（965円相当）
を万引きする意図を持ってエコバッグに入
れ、店外に出たところ、店の保安員に取り押 免職
さえられ、通報で駆けつけた郡山警察署の
警察官に現行犯逮捕されたもの。

処分年月日
令和4年3月30日

令和３年６月１日(火)、大和郡山市内を自家
水循環・森林・景観環 用軽自動車で走行中、右折ができずに立ち
境部
往生していたところ、後続にいたパトカーに 停職９月
本庁・主任技能員 停止を命じられ、その際、無免許運転である
ことが発覚し、検挙されたもの。

令和3年10月8日

令和３年２月１９日（金）１９時頃、奈良市内
地域デザイン推進局 のスーパーマーケットで惣菜3点（1,500円相
停職１月
出先機関・主任主事 当）をカバンに入れ店外に出たところ、店内
警備保安員に呼び止められ、警察に連行さ
れて厳重注意を受けたもの。

令和3年7月2日

労働委員会事務局 国費である児童扶養手当等の過払い金に
対する返納の履行延期（分割返納）を承認 減給1/10
主任主事
（元 会計局会計課・主 する手続きにおいて、未決裁での承認通知
書の発行、申請書類の紛失、申請書受理後 １月
任主事）
の未処理など、不適正な事務を行ったもの。

令和3年7月2日

県土マネジメント部
出先機関・主事

令和２年９月22日(火)、９月23日(水)及び10
月22日(木)の３回にわたり、所属の他課の
親睦会費を窃取し、このことをもって逮捕さ
れ、窃盗で起訴されたもの。
加えて、令和２年10月26日(月)、所属の親睦
会の預金通帳及び印鑑を使用し、払戻請求
書に虚偽の氏名を記載することで、同親睦
会費を引き出し、このことをもって逮捕され、
有印私文書偽造・同行使及び詐欺で起訴さ
れたもの。

免職

令和3年4月16日

令和２年度 処分事案一覧

所属・職
福祉医療部
出先機関・副主幹

福祉医療部
出先機関・主査
福祉医療部
出先機関・所長
福祉医療部
出先機関・次長
総務部
本庁・課長補佐
(元 福祉医療部
出先機関・課長)
こども・女性局
出先機関・主査
こども・女性局
出先機関・所長
こども・女性局
出先機関・次長
こども・女性局
出先機関・課長

処分の理由
令和２年７月18日(土)夜から19日(日)午前０
時過ぎ頃まで、大和郡山市内の飲食店で飲
酒後、一緒に飲酒していた知人を自宅へ送
り届けようと自ら車を運転し、ウィンカーを出
さずに交差点を曲がったところ、パトロール
中の警察官に発見され、職務質問された結
果、本人の呼気１リットル中から0.17ミリグラ
ム程度のアルコールが検出され、「酒気帯
び運転」で現行犯逮捕されたもの。
平成30年10月31日から平成31年4月5日に
かけて、生活保護の一時扶助申請の一部
の支払を遅延させ、債権者である業者から
支払の督促があったため、５回にわたり、公
費による処理を行うことなく、本人が私費に
より、計88,608円を支払ったもの。また、そ
の５回のうち２回については、決裁を経ずに
公文書を交付していたもの。加えて、扶助費
の算定等に係る多くの事務処理を懈怠して
いたもの。
上記事案に関する管理監督責任に対する
処分
令和2年3月1日(日)、宿直勤務中の一時保
護所において、入浴中の女性職員をのぞき
見る目的で、男性用浴室の天井にある点検
口から侵入し、建造物侵入で逮捕、略式起
訴され罰金刑10万円となったもの。
上記事案に関する管理監督責任に対する
処分

処分内容

処分年月日

停職9月
主査級降任 令和2年8月27日

停職2月
減給1/10
1月

令和2年7月22日

戒告

免職

令和2年5月28日

厳重注意

令和2年5月28日
令和2年5月28日
令和2年5月28日

令和元年度 処分事案一覧

所属・職

処分の理由
処分内容
令和元年8月に、設計書作成に必要な見積
県土マネジメント部 書の提出依頼の起案文書２件について、起 戒告
出先機関・主任主事 案文書の決裁印欄の押印を決裁者に無断
で押印し、依頼文書を施行したもの。
県土マネジメント部
出先機関・所長
県土マネジメント部 上記事案に関する管理監督責任に対する 厳重注意
処分
出先機関・次長
県土マネジメント部
出先機関・課長
令和元年8月6日(火）、県税事務所総務課に
て、県税の納税があり、領収書を交付した
が、納税者の退室後に改めて再計数したと
総務部
ころ、20万円の不足となったもの。
訓告
出先機関・係長
その際、計数確認すべきところを独自の判
断で計数確認せず、領収書と釣銭を相手方
に渡したもの。
総務部
出先機関・所長
上記事案に関する管理監督責任に対する 厳重注意
処分
総務部
厳重注意
出先機関・次長

処分年月日
令和2年3月30日
令和2年3月30日
令和2年3月30日
令和2年3月30日
令和2年3月30日
令和2年3月30日
令和2年3月30日

令和元年7月13日（土）8時頃、斑鳩町内の
コンビニエンスストアで弁当や飲料等（1,792
農林部
円相当）を紙袋に入れて店外に出たところ、
出先機関・主任主査 店員に呼び止められ、通報で駆けつけた西 停職６月
和警察署の警察官に現行犯逮捕されたも
の。

令和元年8月29日

平成12年4月に、別居の実父を貸主とする
戸建て住宅の賃貸借契約に基づいて住居
手当の申請を行い、受給を開始。しかし、同
こども・女性局
年5月以降実父への家賃の支払いをしてお
出先機関・主任主査 らず、また平成14年に実父が死去した以降 停職６月
も何らの手続きをせず、手当を受給し続けて
いたもの。

令和元年8月6日

医療政策局
本庁・課長補佐

令和元年５月１日(水)17時以降に飲食店等
で飲酒を繰り返した後、２日(木)未明に自ら
運転し五條市内のコンビニへ行き、会計後、 停職６月 令和元年5月31日
警察に呼び止められ、呼気１リットル中から 主査級降任
０．６ミリグラム程度のアルコールが検出さ
れ、「酒気帯び運転」で逮捕されたもの。

平成３０年度 処分事案一覧

所属・職
県土マネジメント部
出先機関・係長
地域振興部
出先機関・所属長
地域振興部
出先機関・管理職
地域振興部
出先機関・管理職
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）
福祉医療部
本庁・主任主査

処分の理由
処分内容
処分年月日
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 平成30年12月7日
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29年11月より、所属職員が所属長の送 文書注意
迎を開始。通勤と出張（旅行）を混同、送迎
の是非を確認せず、所属長は送迎による通 文書注意
勤を続け、管理職は職員の服務管理がずさ
んだったもの。
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

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。

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 停職３月
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30年5月29日

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 平成28年11月30日
年10月15日(土)､ｽﾄｰｶｰ規制法違反容疑で 係長級降任
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 停職６月
た覆面ﾊﾟﾄｶｰに停止を求められ､聴取を受
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

