
和歌山県監査公表第15号

令和2年1月6日付け監査報告第18号の監査結果に基づき、知事等から措置を講じ

た旨の通知があったので、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、次のとおり公表する。

令和2年4月10日

和歌山県監査委員 保 田 栄 一

和歌山県監査委員 河 野 ゆ う

和歌山県監査委員 堀 龍 雄

和歌山県監査委員 中 西 峰 雄

1 日高振興局健康福祉部

監査実施年月日 令和元年11月21日

監査の結果 監査の結果に基づき講じた措置

注意事項 注意事項

(1) 生活保護費返還金の未収金につ (1) 生活保護費返還金の未収金につ

いては、平成30年度末で約1,171万 いては、平成30年度末の滞納54件

円となっており、前年度末に比し のうち22件（18名）は現在も保護

約329万円増加している。 受給中であり、納入指導を行った

今後も、新規未収金の発生防止 結果、毎月少額ではあるが納付さ

に努めるとともに、未納者の現状 れている。

を把握し償還指導を行うなど、適 既に保護廃止となっている32件

切な債権管理に努められたい。 （19名）については、文書や訪問

による納入指導を行っているが、

いずれも資力の乏しい世帯である

ため、全額徴収には至っていな

い。

また、消滅時効による不納欠損

処理を8件行っている。

新規未収金の発生防止について

は、被保護者から収入申告書や資

産申告書を徴収するとともに、毎

年実施している所得調査、年金調

査等により所得の把握に努めてい

く。

今後も、未納者の状況把握に努



め、訪問や文書による督促、催告

など法令等に基づき適切な償還指

導を行っていく。

(2) 母子父子寡婦福祉資金貸付金償 (2) 母子父子寡婦福祉資金貸付金償

還金の未収金については、平成30 還金の未収金については、滞納者

年度末で約196万円となっており、 の現状把握を行い、訪問、電話、

前年度末に比し約7万円増加してい 手紙等により、償還指導に取り組

る。 んでいる。

今後も、新規未収金の発生防止 平成30年度末時点の滞納者は7

に努めるとともに、未納者の現状 名で、滞納理由は、病気や経済的

を把握し償還指導を行うなど、適 理由によるものであるが、電話や

切な債権管理に努められたい。 訪問等の償還指導により、少額な

がらも納入されている。

なお、新規貸付けについては、

本貸付金の目的や償還について、

申請人、連帯借主及び連帯保証人

に十分説明し認識を高めることに

より、未償還金の発生の防止に努

めるとともに、滞納者に対して

は、引き続き指導強化を図ってい

く。

(3) 証紙受払日計表において、所属 (3) 所属長及び担当者が、決裁漏

長の決裁がなされていない事例が れ、押印漏れがないかの確認作業

あったので、適正に処理された を徹底することとした。

い。

(4) 郵便切手類使用簿について、4月 (4) 郵便切手類の現物確認は、複数

1日の現物確認及び受払ごとの検印 人での確認を徹底し、受払ごとの

が行われていなかったので、適正 検印は、当日速やかに検印を実施

に処理されたい。 することとした。

(5) ETCカード使用承認・使用管理簿 (5) ETCカードの返却の確認につい

において、管理者の確認印欄に当 ては、管理者が不在の場合は、他

日不在の職員の印が押印されてい の職員が速やかに確認し、押印す

る事例があったので、適正に処理 るよう、関係職員に周知徹底し

されたい。 た。



2 日高振興局農林水産振興部

監査実施年月日 令和元年11月21日

監査の結果 監査の結果に基づき講じた措置

注意事項 注意事項

(1) 平成30年8月22日付け総集第0822 (1) 令和元年9月末までに全ての現

0001号総務事務集中課長通知によ 物確認を終えた後、照合結果を備

る「備品の現在高と現物との照 品管理簿に反映させるよう事務処

合」を終えていなかったので、適 理を進め、同年11月末までに完了

正に処理されたい。 した。今後は適正な物品管理に努

める。

(2) 頭首工施設更新工事において、 (2) 重要な設計変更については、工

軽易な変更でない工事の設計変更 事打合簿等により変更内容を確認

を工期末に行っている事例があっ し、速やかに変更事務の処理を行

たので、適正に処理されたい。 うよう、関係職員に周知徹底し、

再発防止に努めている。

3 日高振興局建設部

監査実施年月日 令和元年11月21日

監査の結果 監査の結果に基づき講じた措置

注意事項 注意事項

(1) 不法占用桟橋撤去に係る行政代 (1) 不法占用桟橋撤去に係る行政代

執行費用について、平成30年度末 執行費用の未収金については、未

で約469万円の収入未済額が発生し 納者に対してこれまでに預金等の

ている。 財産調査を実施してきたが、無資

未納者の現状を把握し、適切な 力に近い状態であり、徴収困難な

債権管理に努められたい。 案件であることから、和歌山県債

権整理審査会において、滞納処分

の執行停止（公債権）及び徴収停

止（私債権）に関する承認を得

た。

今後は、未納者の資力が回復

し、滞納処分等の対象となり得る

財産を確認できれば、執行停止及

び徴収停止を取り消し、滞納処分

等を行う。



(2) 土木使用料（公営住宅）の未収 (2) 委託管理人との連携を密にし、

金については、平成30年度末で約2 未納者の納付状況を把握するとと

31万円となっており、前年度末に もに、未納者への電話による指導

比し約6万円減少している。 により未納金の納付を働きかける

今後も未納者の現状を把握し、 など、適切な債権管理に努めてい

適切な債権管理に努められたい。 る。

また、滞納者に対しては、面談

や文書による督促など、生活状況

を勘案しながら円滑な未収金の納

付に努める。

(3) 港湾・海岸占用料の未収金につ (3) 未納者に対し分納による納付を

いては、平成30年度末で約32万円 認めていたが、その後経営状況が

となっており、前年度末に比し約3 悪化し、納付することができなく

千円減少している。 なった。

今後も未納者の現状を把握し、 これまでに預金等の財産調査を

適切な債権管理に努められたい。 実施し、財産の差押えなどを行っ

てきたが、破産手続が開始された

ため、裁判所への交付要求を行っ

たところである。

今後も、引き続き未収金の回収

に努める。

(4) 漁港施設に係る使用料の徴収事 (4) 徴収事務受託者に指導を実施

務の委託において、次の不適切な し、令和元年度の使用料徴収分に

事例があったので、適正に処理さ ついては、納付時期等適正に処理

れたい。 されている。

ア 収納金の納入が遅れていた。 今後ともこのようなことのない

イ 歳入金徴収（収納）計算書の よう、適正な事務処理を徹底す

提出を受けていなかった。 る。

(5) 損害賠償金の支払を伴う公用車 (5) 県警察本部（交通企画課）によ

による交通事故が発生していたの る研修会への全職員の参加や毎朝

で、今後は、事故防止に留意し、 礼時の交通安全スローガンの伝達

車両の適正な管理に努められた などを通じての交通安全への意識

い。 高揚に努めることにより、交通事

故を防止するよう、職員への周知



徹底を図る。

また、安全運転管理者等によ

り、適宜、車両の適切な管理を行

い、事故を未然に防止するととも

に、各課において定期的に公用車

の点検を行うよう、文書にて周知

徹底した。

(6) 工事請負契約の3割を超える増額 (6) 今後は、工事打合簿により業者

変更において、契約保証金を増額 へ変更の指示を行うときは、当該

していない事例があったので、適 変更に伴う増減額の概算額を記載

正に処理されたい。 することを徹底し、監督員、グル

ープリーダー及び担当課長が増減

額の把握に努め、入札契約グルー

プと連携を密にし再発防止に努め

る。

また、契約保証種別を設計書の

表紙に記載することにより、監督

員に対し保証契約に対する意識を

高めるよう注意喚起を促すととも

に、保証契約に関する取扱要領を

部内課長会議で配布し、改めて周

知徹底した。

検討事項 検討事項

廃川敷地の処理について、平成30年 王子川の29箇所（筆）について

度末現在で未処理となっているものが は、価格面で折り合わないことから

29箇所（筆）あるが、適正な管理に努 売却には至っていない。

めるとともに売却や一定の条件を付け 今後は、条件等の検討を進め、処

て貸し付けるなどの方策を検討された 理が完了するまで適正な管理に努め

い。 る。

4 和歌山県立南部高等学校

監査実施年月日 令和元年11月21日

監査の結果 監査の結果に基づき講じた措置

注意事項 注意事項

(1) 平成30年8月22日付け総集第0822 (1) 相違が確認された備品について



0001号総務事務集中課長通知によ は、経緯等を確認の上、事務処理

る「備品の現在高と現物との照 を平成30年度中に完了した。

合」を行った結果、現物確認でき 今後は、適正な物品の管理を行

ない備品があったので、適正に処 うよう、所属職員に周知徹底し

理されたい。 た。

(2) 郵便切手類使用簿において、払 (2) 和歌山県物品管理等事務規程

の枚数の記載等を誤っている事例 （昭和39年和歌山県訓令第20号）

があったので、適正に処理された に基づき適正に処理を行うととも

い。 に、その記載についても、誤りの

ないよう、関係職員に周知徹底し

た。


