
 

和歌山県監査公表第21号 
 令和2年 3 月 11 日付け監査報告第24 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9月1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 秋 月 史 成  
和歌山県監査委員 川 畑 哲 哉  

1 社会福祉法人和歌山県社会福祉協議会 
  監査実施年月日 令和2年2月12日 

監査の結果 監査の結果に基づき講じた措置 

注意事項 

 （1）生活福祉資金貸付金の未償還金については、 

平成 30 年度末で約 1億 7,352 万円となってお

り、前年度に比し約 588 万円増加している。 

今後も、引き続き貸付時の適切な審査に努め

るとともに、未償還金の早期整理に努められた

い。 

 

 

 （2）臨時特例つなぎ資金貸付金の未償還金につい 

ては、平成 30 年度末で約 339 万円となってお

り、前年度に比し約 4万円減少している。 

今後も、引き続き貸付時の適切な審査に努め 

るとともに、未償還金の早期整理に努められた

い。 

注意事項 

 （1）新たな滞納者を出さないことが重要であると 

の観点から、貸付申請時に、借受人はもとよ

り、連帯借受人や連帯保証人にも、貸付けの趣

旨説明を徹底して行っている。 

また、過年度分の未収金への対応について

は、これまで以上の督促の強化と、償還方法変

更等の相談を充実させており、また、場合によ

っては法的措置等厳正な対処を行う。 

 （2）新たな滞納者を出さないことが重要であると 

の観点から、貸付申請時に、借受人はもとよ

り、連帯借受人や連帯保証人にも、貸付けの趣

旨説明を徹底して行っている。 

また、過年度分の未収金への対応について

は、これまで以上の督促の強化と、償還方法変

更等の相談を充実させており、また、場合によ

っては法的措置等厳正な対処を行う。 

2  公立大学法人和歌山県立医科大学 
  監査実施年月日 令和2年2月12日 

監査の結果 監査の結果に基づき講じた措置 

注意事項 

 （1）夜間帰着の条件を満たす旅行命令において、 

早朝出発夜間帰着欄への記入がなされていない

事例があったので、適正に処理されたい。 

 

 

 （2）契約保証金の免除において、次の不適切な事 

例があったので、適正に処理されたい。 

   ｱ 新生児搬送車運行業務委託について、契約実 

    績の規模を確認していなかった。 

   ｲ 契約保証金の免除申請において、契約実績の 

    規模の要件を満たしていないものを契約実績と 

注意事項 

 （1）旅行命令簿における早朝出発夜間帰着欄への 

記入に関して、旅行命令簿作成時の「早朝出発

夜間帰着」の記載漏れを防ぐため、記入欄の位

置をよりわかりやすいところへ変更するととも

に、記載内容の点検審査の徹底を図った。 

 （2）契約保証金の免除の条件について、再度周知 

するとともに、契約保証金の免除申請に際し

て、契約実績の規模が確認できる書類の提出を

求めるなど、免除申請書に記載された契約実績

の内容について確認の徹底を図った。 

 



 

   していた。 

 （3）診療費（患者負担分）の未収金については、 

平成 30 年度末で附属病院本院で約 1億 957 万

円、紀北分院で約 603 万円となっており、前年

度末に比し附属病院本院で約 2,193 万円、紀北

分院で約 291 万円それぞれ増加している。 

今後も、未納者の現状を把握し、文書や電話

による催告及び訪問徴収を実施するとともに、

連帯保証人への請求など、未収金の縮減に努め

られたい。 

 

 

 

 

 （4）転居に伴う通勤手当において、認定月を誤っ 

ている事例があったので適正に処理されたい。 

 

 （3）診療費（患者負担分）の未収金については、 

引き続き専任職員（2名）による電話、文書督

促及び訪問による督促を行っていくとともに、

一括支払が困難な患者に対しては分割相談に応

じる等により、債権の回収率の向上に努めてい

く。また、職員による回収が困難な未収金につ

いては、弁護士事務所に回収業務を委託し、対

応している。 

なお、未収金の発生を未然に防ぐために、患

者支援センターや病棟との連携を密にし、患者

の経済状況等を把握し、公費による救済制度や

高額現物給付制度を紹介するなどの対策も引き

続き行っていく。 

 （4）当該事例について、令和 2年 1月給与におい 

て当該職員に差額を支給した。 

事実発生日などの要件について、十分点検審

査の上、適正に事務処理を行い、通勤手当の認

定及び支給を行っている。 

3  公益財団法人わかやま産業振興財団 
  監査実施年月日 令和2年2月12日 

監査の結果 監査の結果に基づき講じた措置 

注意事項 

 設備貸与事業等に係る未収金については、平成 30 

年度末で約 1億 7,916 万円となっており、前年度末に 

比し約 364 万円減少したが、依然として多額である。 

 引き続き未収金の回収に向け努力されたい。 

注意事項 

 未収金の回収については、債務者はもとより連帯保

証人やその相続人に対しても、より積極的かつ粘り強

い交渉を行っていく。 

 時効の管理に留意し、案件によっては顧問弁護士と

法的措置等対応を協議し、今後とも債権管理及び回収

に努めていく。 

4  和歌山県住宅供給公社 
  監査実施年月日 令和2年2月12日 

監査の結果 監査の結果に基づき講じた措置 

注意事項 

 （1）平成 30 年度における宅地分譲の事業実績は 

なく、今後とも岸宮サニータウンの残っている

区画の販売に努められたい。 

 （2）県営住宅の管理受託に係る家賃等の未収金に 

ついては、平成 30 年度末で約 9,845 万円となっ

ており、前年度末に比し約 15 万円減少した。 

今後も、県（建築住宅課）及び委託管理人と

連携し、未収金の縮減に努められたい。 

 （3）県営住宅使用料等の収納業務委託において、 

協定書に定める事務処理が行われていない事例

注意事項 

 （1）岸宮サニータウンの残り 1区画については、 

販売価格の見直しを行い、早期の販売に取り組

んでいく。 

 （2）県営住宅の家賃等の未収金については、県、 

公社、委託管理人の三者がそれぞれ役割を分担

し、連携しながら収納に努めている。 

今後も、三者がより一層連携し、未収金の縮

減に全力で取り組んでいく。 

 （3）指摘後、家賃等を収納したときは、収納員同 

士の引継ぎは行わず、協定書に従って、収納し



 

があったので、適正に処理されたい。 た収納員か出納員が金融機関に払い込む取扱い

としている。 

5  特定非営利活動法人わかやまＮＰＯセンター 
   （和歌山県ＮＰＯサポートセンター） 
  監査実施年月日 令和2年2月12日 

監査の結果 監査の結果に基づき講じた措置 

注意事項 

 （1）利用者から徴収した消耗品経費の収入におい 

て、機器利用料収入に係る総勘定元帳の補助簿

上の徴収額と現金残高が一致しない事例があっ

たので、適正に処理されたい。 

 

 

 

 

 （2）指定管理業務以外の経費を指定管理料から支 

出している事例があったので、適正に処理され

たい。 

 

 

 

 

 

 

 （3）指定管理業務に係る収支報告書において、金 

額を誤って計上している事例があったので、適

正に処理されたい。 

 

 

 

 

 所管課に対する注意事項 

和歌山県ＮＰＯサポートセンターにおいて、指定管

理業務に係る経理が適切に行われていない事例があっ

たので、指定管理者に対し、当該センターの管理の適

正を期するために必要な指示を行われたい。 

注意事項 
 （1）当該センター利用者が、印刷機等の機器を使 

用する際に徴収するコピー代などにおいて、当

該補助簿上の徴収額と現金残高に差異が生じた

ことについては、補助簿の記載ミスに起因する

ものと考えられるため、新たに現金等取扱業務

の内規を作成し、毎日、複数の職員で補助簿と

現金残高の確認・照合を行うなど、適正な現金

管理の徹底を図るよう体制を強化した。 

 （2）会計・労務管理に係る顧問料において、指定 

管理業務に係る顧問料と指定管理料から支払う

べきでない法人自身の事務に係る顧問料を誤っ

て一緒に支出していた。これまでの指定管理料

においても同様の誤りがないか精査を行い、平

成 21 年 10 月以降の指定管理料に同様の経費が

含まれていたため、当該期間における指定管理

業務以外の経費については、返還処理を行っ

た。 

 （3）指定管理者が自主的に行う自主事業に要した 

経費と指定管理業務に要した経費を区分して収

支報告書に計上すべきところを区分せずに計上

していたことなど、事務処理上の誤りがあった

ため、県の確認のもと、適正な収支報告書に訂

正を行うとともに、会計事務について適正に執

行するよう関係職員に周知徹底した。 

 所管課に対する注意事項 

注意を受けた事項については、速やかに当該センタ

ーに赴き、事務処理の内容を確認し、是正を促した。 

また、当該指定管理料の対象外経費を適正に返還さ

せるとともに印刷機等利用料の徴収に係る現金管理体

制の改善など経理事務の適正な処理の徹底について指

導した。 

6  特定非営利活動法人根来山げんきの森倶楽部 
   （和歌山県植物公園緑花センター及び根来山げんきの森） 
  監査実施年月日 令和2年2月12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 



 

 職員の給与の支払について、一定の期日を定めて支 

払われていなかったので、適正に処理されたい。 

職員の給与の支払について、一定の期日（毎月10

日）を定めて支払うよう、取扱いを是正した。 

7  TSAグループ 
  （秋葉山公園県民水泳場） 
  監査実施年月日 令和2年2月12日 

監査の結果 監査の結果に基づき講じた措置 

注意事項 

 物品の管理について、指定管理に関する基本協定書 

で定められた物品管理簿を備えず、また、物品の購入 

についても県に報告していなかったので、適正に処理 

されたい。 

注意事項 
 物品の管理について、指定管理に関する基本協定書

で定められた物品管理簿を整備し、購入した物品は物

品管理状況報告書にて県に報告するとともに、物品管

理簿の更新を行った。 

8  株式会社マリンルームオオタ 
   （和歌山県和歌山マリーナ（クルーザーマリーナ）） 
  監査実施年月日 令和2年2月12日 

監査の結果 監査の結果に基づき講じた措置 

注意事項 

 （1）指定管理者が行うマリーナの維持管理に関す 

る業務において、協定書に定める小規模な修繕

を行っていない事例があったので、適正に処理

されたい。 

 （2）自主事業の実施において、事業計画書や事業 

報告書に記載していない事例があったので、適

正に処理されたい。 

 

 （3）和歌山マリーナ南側駐車場使用料徴収業務に 

ついて、証拠書類としての自動現金徴収機によ

る徴収記録が保存されていなかったので、適正

に処理されたい。 

 

 所管課に対する注意事項 

 （1）和歌山マリーナ（クルーザーマリーナ）にお 

いて、協定書に定める指定管理業務が適切に行

われていない事例があったので、指定管理者に

対し、マリーナの管理の適正を期するために必

要な指示を行われたい。 

 （2）県有備品の貸与について、協定書に定める貸 

与物品と貸付決定した物品に相違があったの

で、適正に処理されたい。 

注意事項 
 （1）指定管理者が行うマリーナの維持管理に関す 

る業務において、協定書に定める小規模な修繕

を行っていなかった事例については、協定書に

基づき、設備の小規模な修繕を行った。 

 （2）自主事業の実施において、事業計画書や事業 

報告書に記載していなかった事例については、

自主事業を記載した事業計画書や事業報告書を

作成し、県に提出した。 

 （3）和歌山マリーナ南側駐車場使用料徴収業務に 

ついて、証拠書類としての自動現金徴収機によ

る徴収記録が保存されていなかったことについ

ては、取扱いを改め、徴収記録を保存すること

とした。 

 所管課に対する注意事項 

 （1）和歌山マリーナ（クルーザーマリーナ）にお 

いて、協定書に定める指定管理業務が適切に行

われていなかった事例については、指定管理者

に対し、マリーナの管理の適正を期するために

必要な指示を行った。 

 （2）県有備品の貸与について、協定書を改定する 

とともに、貸付決定されていなかった物品の貸

付決定を行うなど、適正に処理した。 

9  有限会社ベイサイド和歌浦 
   （和歌浦漁港指定漁港施設） 
  監査実施年月日 令和2年2月12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）指定管理者が行う維持管理に関する業務にお 

いて、協定書に定める保守点検を行っていない

事例があったので、適正に処理されたい。 

 

 （2）県が貸与している物品について、和歌山県物 

品管理等事務規程（昭和 39 年和歌山県訓令第

20 号）に基づく物品管理簿を備えていなかった

ので、適正に処理されたい。 

 所管課に対する注意事項 

和歌浦漁港指定漁港施設において、協定書に定める

指定管理業務が適切に行われていない事例があったの

で、指定管理者に対し、指定漁港施設の管理の適正を

期するために必要な指示を行われたい。 

 （1）指定管理者が行う維持管理に関する業務にお 

いて、協定書に定める保守点検を行っていなか

った事例については、建築基準法に基づく建築

物及び建築設備の保守点検を行った。 

 （2）和歌山県物品管理等事務規程（昭和 39 年和歌 

山県訓令第 20 号）に基づく物品管理簿を備えて

いなかった県の貸与物品については、物品管理

簿を調製し、適正に処理した。 

 所管課に対する注意事項 

和歌浦漁港指定漁港施設において、協定書に定める 

指定管理業務が適切に行われていなかった事例につい

ては、指定管理者に対し、指定漁港施設の管理の適正

を期するために必要な指示を行った。 

10  公益財団法人和歌山県スポーツ振興財団 
  （県民交流プラザ和歌山ビッグ愛、和歌山ビッグホエール及び武道・体育センター和歌山ビッグウ 
 エーブ) 
  監査実施年月日 令和2年2月12日 

監査の結果 監査の結果に基づき講じた措置 

注意事項 

 （1）吸収式冷温水機保守点検業務委託に係る検査 

調書について、次の不適切な事務処理が行われ

ていたので、適正に処理されたい。 

   ｱ 契約金額が誤っていた。 

   ｲ 検査年月日及び作成日が誤っていた。 

 （2）ばい煙測定業務委託について、支払が遅延し 

ていたので、適正に処理されたい。 

 

注意事項 

 （1）当財団が指定管理を受ける他施設の検査調書 

においても、同様の誤りがないか点検した。各

施設の検査事務担当者及び決裁権者に対し、誤

りがないよう、書類整備の徹底を再度指導し

た。 

 （2）当財団が指定管理を受ける他施設の支出決定 

決議書においても同様の遅延が無いか点検し、

各施設の支出事務担当者及び支出決定権者に対

して、支払の遅延等が発生することのないよ

う、確認の徹底を再度指導した。 

 


