
和歌山県監査公表第16号

令和2年2月4日付け監査報告第19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 東牟婁振興局健康福祉部

監査実施年月日 令和元年12月26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) 生活保護の新規開始ケースの場

いては、平成30年度末で約577万円 合は開始説明時に、継続ケースの

となっており、前年度末に比し約3 場合は毎年度最初の訪問時に「生

7万円減少している。 活保護のしおり」を配布し、就労

今後も、文書による督促に加 や各種年金、手当等により得た収

え、電話による催告、自宅訪問に 入の申告義務について啓発を行

よる納付指導など、適切な債権管 い、新規返還金の発生防止に努め

理に努められたい。 ている。

また、被保護者の資産状況を精 また、課税状況調査や年金調査

査し収入の把握に努めるなど、新 の結果を当方への収入申告内容と

規未収金の発生防止に努められた 突合確認し、未申告収入が判明し

い。 た場合は、速やかに返還決定を行

っている。

未収金については、死亡した

者、管外で生活保護を受給してい

る者など償還指導について困難な

状況の者がほとんどであるが、今

後とも粘り強く償還指導を行って

いく。

また、死亡した者で相続放棄が

なされている者や相続人がいない

ケースについては、不納欠損処理



等について本庁と協議を行ってい

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の

還金の未収金については、平成30 償還金については、新規貸付時の

年度末で約346万円となっており、 面接調査には本人、連帯借主及び

前年度末に比し約6万円減少してい 連帯保証人に同席を求め、資金の

る。 使途や償還能力を充分把握すると

今後も、新規未収金の発生防止 ともに、本貸付の目的や意義等に

に努めるとともに、未納者の現状 ついて説明を行い、償還義務の意

を把握し償還指導を行うなど、適 識付けを徹底している。

切な債権管理に努められたい。 また、貸付終了時には生活状況

の聞取りと償還方法の説明をして

おり、償還開始後、償還が滞れば

訪問や電話により、生活状況を把

握しながら償還指導を実施し、新

規滞納者の発生防止に努めてい

る。

未収金については、対象者の生

活が大変厳しく、経済的に弱い立

場の未納者が多いため、回収が困

難な状況であるが、電話や自宅訪

問による償還指導を実施し、適切

な債権管理に努めていく。

2 東牟婁振興局健康福祉部串本支所

監査実施年月日 令和元年12月26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

生活保護費返還金の未収金について 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831万円となっ は、平成30年度末の返還金未納者数

ており、前年度末に比し約58万円増加 は、現年度で15名、過年度で33名、重

している。 複を除いた未納者実数は40名である。

今後も、新規未収金の発生防止に努 未納者の半数の20名が現在も生活保

めるとともに、未納者の現状を把握し 護を受給中であり、生活状況が非常に

償還指導を行うなど、適切な債権管理 厳しく、生活苦等を理由に納付が遅れ

に努められたい。 がちなケースもあるが、文書による督



促及び催告をはじめ、自宅訪問による

生活実態の把握と償還意識の高揚に努

め、粘り強く償還指導を行っていく。

また、新たな返還金の発生防止対策

として、被保護世帯から収入を確実に

申告させるため、これまでと同様に、

新規ケースでは保護開始時に、継続ケ

ースには毎年「生活保護のしおり」を

配布し、生活保護の権利と義務につい

て説明し、周知徹底を図るとともに、

収入申告書及び資産申告書の提出指

導、課税調査の実施、預貯金調査等の

チェックを徹底するなどの対応に努め

る。

しかしながら、やむを得ず時効が完

成したものについては、不納欠損の手

続を実施したところであるが、今後も

適切な債権管理に努めていく。

3 東牟婁振興局農林水産振興部

監査実施年月日 令和元年12月26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) 自動車等使用台帳において、車 (1) 公用車の使用後は必ず自動車等

両管理者等の確認がなされていな 使用台帳に車両管理者等の確認を

い事例があったので、適正に処理 求めるよう、職員に周知徹底し

されたい。 た。

(2) 平成30年8月22日付け総集第0822 (2) 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「物品の現在高と現物との照 を平成30年度中に完了している。

合」を行った結果、現物確認でき 今後は、適正な事務処理を行う

ない備品があったので、適正に処 よう、職員に周知徹底した。

理されたい。

4 東牟婁振興局串本建設部

監査実施年月日 令和元年12月26日

監査の結果 監査の結果に基づき講じた措置



指摘事項 指摘事項

くしもと大橋橋梁灯については、航 くしもと大橋橋梁灯の管理につい

路標識法（昭和24年法律第99号）に基 ては、専門業者による保守点検業務

づく海上保安庁への航路標識設置許可 の委託契約を行い、令和元年12月3日

申請書において定めた航路標識の管理 に海上保安庁立会いの下、点検作業

の方法を遵守していなかった。 を完了した。また、毎日の点灯確認

船舶交通の安全確保等を図る観点か と月に一度の機器点検については、

ら、今後このようなことのないよう、 同年11月4日から地元業者と単価契約

灯火の監視や関係設備の保守点検等厳 を締結し、確実に実施しているとこ

正な管理に万全を期されたい。 ろであり、結果の記録と事務分担を

明記することにより管理体制を厳正

化した。

注意事項 注意事項

(1) 土木使用料（公営住宅）の未収 (1) 未収金の回収については、入居

金については、平成30年度末で約4 中の4世帯の滞納者に対し各戸訪

4万円となっており、前年度末に比 問、電話、文書による督促及び連

し約3万円増加している。 帯保証人への督促により納付指導

今後も、未納者の現状を把握 を行っている。また、退去した滞

し、適切な債権管理に努められた 納者については、弁護士に債権回

い。 収を委託し、回収に努めている。

(2) 放置船舶の処分に係る行政代執 (2) 放置船舶の処分に係る行政代執

行費用について、平成30年度末で 行費用については、台風で港湾施

約147万円の収入未済額が発生して 設に乗り上げ、危険な状態で放置

いる。 された船舶を撤去処分したことに

未納者の現状を把握し、適切な より発生したものである。債権回

債権管理に努められたい。 収については、当初から職員が訪

問して毎月納付指導を続けてい

る。現在は資産調査を済ませ、分

割納付についての指導を行ってい

るところである。

(3) 歳入歳出外現金について、次の (3) 歳入歳出外現金の取扱いについ

不適切な事務処理があったので、 て、令和元年11月に受領証書受払

適正に処理されたい。 簿を作成し、受領証書の引継に係

ア 受領証書受払簿が作成されて る記載を行い、事務の適正化を行



いなかった。 った。

イ 受領証書の引継がなされてい

なかった。

(4) 道路改良工事において、設計変 (4) 設計変更を行う場合は、打合簿

更の対象となる施工数量変更の指 などにより決裁を行った上で、施

示を、決裁を受けずに行っている 工業者に指示することを徹底させ

事例があったので、適正に処理さ るため、担当職員に対しては確実

れたい。 に決裁を受けるよう、グループリ

ーダー及び担当課長に対してはそ

の内容を十分に確認するよう、周

知徹底した。

5 東牟婁振興局新宮建設部

監査実施年月日 令和元年12月26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) 土木使用料（公営住宅）の未収 (1) 土木使用料（公営住宅）の未収

金については、平成30年度末で約1 金については、未納者に対して、

95万円となっており、前年度末に 戸別訪問等のほか督促状、催告状

比し約4万円減少している。 による通知を適宜行うとともに、

今後も、未納者の現状を把握 委託管理人とも連携しながら家賃

し、適切な債権管理に努められた 徴収を行っている。

い。

(2) 交通事故に伴う損害賠償請求に (2) 停車中の公用車に追突された物

係る未収金については、平成30年 損事故で、加害者が任意保険未加

度末で約16万円となっており、前 入であり、現在、生活困窮のため

年度末に比し約5万円減少してい 分納中である。

る。 今後も、定期的に訪問して現状

今後も、未納者の現状を把握 を把握しつつ、適切な債権管理に

し、適切な債権管理に努められた 努める。

い。

(3) 港湾施設使用料において、納期 (3) 督促状については、納期限後20

限から20日経過後も督促状を発し 日以内に適正に発送事務を行うよ

ていない事例があったので、適正 う、職員に周知徹底した。

に処理されたい。



(4) 収入調定において、納期限の指 (4) 行政財産使用料や土地水面使用

定を誤っている事例があったの 料における納期限については、そ

で、適正に処理されたい。 れぞれの規則等に従い、適正に事

務処理を行うよう、関係職員に周

知徹底した。

(5) 港湾施設使用料の未収金につい (5) 債権管理簿を令和元年11月末ま

て、債権管理簿を作成していなか でに作成し、現在は適正な債権管

ったので、適正に処理されたい。 理を行っている。

(6) 行政財産の使用許可の変更にお (6) 行政財産の使用料を令和元年11

いて、使用料を減額していない事 月7日に減額し、差額については

例があったので、適正に処理され 同年12月13日に還付処理を行っ

たい。 た。

今後は、複数人によるチェック

を行うよう、周知徹底した。

(7) 平成30年8月22日付け総集第0822 (7) 備品の現在高と現物との照合に

0001号総務事務集中課長通知によ ついては令和2年2月10日に完了し

る「備品の現在高と現物との照 た。

合」を終えていなかったので、適

正に処理されたい。

(8) 港湾管理に係る委託契約におい (8) 荒天等により履行できない場合

て、委託内容の一部が荒天により の委託費の支払の可否に係る条件

履行できなかったにもかかわら を委託業務仕様書に明記し、事務

ず、変更契約を行っていない事例 を改善した。

があったので、適正に処理された

い。

(9) 港湾施設の管理業務及び使用料 (9) 港湾施設の管理業務及び使用料

徴収事務委託に係る決裁につい 徴収事務委託について、委託金額

て、委託金額の根拠資料及び受託 の算定根拠の整理及び受託同意書

同意書が添付されていなかったの の徴収を行うよう、職員に周知徹

で、適正に処理されたい。 底した。

(10)道路改良工事において、軽易な (10)軽易な変更でない工事の設計変

変更でない工事の設計変更を工期 更については、設計変更が必要と

末に行っている事例があったの なる場合は、速やかに処理を行う

で、適正に処理されたい。 よう、職員に周知徹底した。

(11)建設工事請負変更契約におい (11)建設工事請負変更契約におい



て、原契約の解体工事に要する費 て、原契約の解体工事に要する費

用等が変更されていたが、変更書 用等を変更する場合は、変更書面

面が添付されていない事例があっ を変更契約書に添付し、適正に処

たので、適正に処理されたい。 理を行うよう、職員に周知徹底し

た。

(12)道路整備工事において、設計変 (12)施工数量の変更に係る指示につ

更の対象となる施工数量変更の指 いては、金額に大きく影響がある

示を、決裁を受けずに行っている 場合は、施工前に工事打合簿の決

事例があったので、適正に処理さ 裁を確実に行うよう、職員に周知

れたい。 徹底した。

6 和歌山県立なぎ看護学校

監査実施年月日 令和元年12月26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

平成30年8月22日付け総集第0822000 相違が確認された備品については、

1号総務事務集中課長通知による「備 経緯等を確認の上、事務処理を平成30

品の現在高と現物との照合」を行っ 年度中に完了している。今後は、適正

た結果、現物確認できない備品があ な事務処理を行うよう、職員に周知徹

ったので、適正に処理されたい。 底した。

7 和歌山県立串本古座高等学校

監査実施年月日 令和元年12月26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) 自家用電気工作物保安管理業務 (1) 今後、契約締結前に必要書類の

について、契約締結前に確認すべ 提出を確認するよう、職員に周知

き資料の提出を受けていなかった 徹底した。

ので、適正に処理されたい。

(2) 光熱水費（電気料金）の支出に (2) 教育委員会及び出納機関と協議

おいて、生徒ホールの使用許可を し、適正に算定し、還付処理を行

受けた者と県とが使用実績に応じ った。

て各々負担すべき額の算定を誤っ 今後、適正な事務処理を行うよ

ている事例があったので、適正に う、職員に周知徹底した。

処理されたい。

8 和歌山県立新翔高等学校

監査実施年月日 令和元年12月26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

平成30年8月22日付け総集第0822000 相違が確認された備品については、

1号総務事務集中課長通知による「備 経緯等を確認の上、事務処理を平成30

品の現在高と現物との照合」を行った 年度中に完了している。今後は適正な

結果、現物確認できない備品があった 事務処理を行うよう、職員に周知徹底

ので、適正に処理されたい。 した。

9 和歌山県立みくまの支援学校

監査実施年月日 令和元年12月26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

平成30年8月22日付け総集第0822000 「備品の現在高と現物との照合」に

1号総務事務集中課長通知による「備 ついては、令和元年度中に照合を完了

品の現在高と現物との照合」を終えて した。

いなかったので、適正に処理された

い。


