
和歌山県監査公表第16号

平成25年3月11日付け監査報告第22号の監査結果に基づき、知事から措置を講じ

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12項の規

定により、次のとおり公表する。

平成25年7月26日

和歌山県監査委員 保 田 栄 一

和歌山県監査委員 足 立 聖 子

和歌山県監査委員 岸 本 健

和歌山県監査委員 森 礼 子

１ 子ども・女性・障害者相談センター

監査実施年月日 平成25年1月29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）児童福祉施設入所負担金の未収 （１）児童福祉施設入所負担金の未収

金については、平成23年度末で約 金については、近年の不況等によ

1,541万円となっており、前年度 る失職者の増加等により非常に厳

末に比し約121万円増加してい しい状況にある。

る。 このため、現年度、過年度にか

今後も、子ども未来課及び障害 かわらず、納付義務者を

福祉課と債権管理の方策について ア 生活困窮や転居先不明等によ

十分協議を進めるとともに、督促 り回収が非常に困難となってい

状の発付に加え、文書や電話によ るケース

る催告、自宅訪問による納付指導 イ 分納中で完納が見込めるケー

など、徴収に向けた取組を行い、 ス

未収額の縮減を図られたい。 ウ 分納中であるが、完納に至ら

ないケース

等に仕分け、個別具体的な事情と

も照らし合わせながら訪問徴収や

電話督促による未収金の徴収に努

め滞納整理を進めている。

具体的には、平成24年度決算時

の滞納繰越者87名について、平成

25年3月末現在、完納となった者

は10名、分納中の者が11名、交渉



中の者が66名という状況であっ

た。

平成23年度末の未収金について

は、前年度末に比べ121万円増加

しているが、これは、平成22年度

の不納欠損処理額が2,728,280円

であったのに対し、平成23年度の

不納欠損処理額が57,300円と大幅

に減ったことにある。これは、時

効が成立しないよう、分納及び納

付誓約書を徴収するなど粘り強く

交渉し、時効の中断に努めた結果

である。

今年度は、夜間・休日訪問や納

入義務者の勤務先を訪問するな

ど、センターを挙げて徴収事務の

一層の強化を図っており、今後と

も未収金の縮減を図るべく対処し

ていく。

（２）扶助費（婦人科健康診断）の支 （２）扶助費（婦人科健康診断）支出

出において、支出負担行為として における支出負担行為として整理

整理する時期が誤っていた事例が する時期については、予備監査終

あったので、適正に処理された 了後、適正に処理を行っている。

い。

（３）集中調達物品の消耗品で、納品 （３）集中調達物品の消耗品で、納品

書に受付印及び個人印を押印して 書に受付印及び個人印を押印して

いないものがあったので、平成21 いないものについては、予備監査

年1月5日付け出第306号会計管理 終了後、適正に処理を行ってい

者及び財第235号総務部長通知に る。

従い、適正に処理されたい。

（４）備品購入費に係る支出負担行為 （４）備品購入費に係る支出負担行為

の決裁が、総務事務集中課に合議 の決裁が、総務事務集中課に合議

されていなかったので、適正に処 されていなかったことについて

理されたい。 は、予備監査終了後、適正に処理

を行っている。



（５）代表者印及び代表者の職氏名の （５）代表者印及び代表者の職氏名の

ない請求書に基づき支出命令を行 ない請求書に基づき支出命令を行

っていた事例が2件あったので、 っていたことについては、予備監

適正に処理されたい。 査終了後、適正に処理を行ってい

る。

（６）近畿地方整備局の護岸工事に伴 （６）所長専決事項に該当しない行政

う駐車場代替場所確保及び点検用 財産の目的外使用許可（駐車場代

階段の設置について、行政財産の 替場所確保及び点検用階段の設

目的外使用許可を与えているが、 置）については、予備監査終了

地方機関事務決裁規程（昭和63年 後、適正に処理を行っている。

和歌山県訓令第7号）により所長

が専決できる事項に該当しないの

で、適正に処理されたい。

（７）進入路敷地内に電話柱が設置さ （７）行政財産の目的外使用許可手続

れているが、行政財産の目的外使 を行っていなかった進入路敷地内

用許可手続がなされていない。 の電話柱の設置及び電柱への通信

また、同敷地内に設置された電 ケーブル共架について、西日本電

柱に通信ケーブルが共架されてい 信電話株式会社に指導した結果、

るが、同許可手続がなされていな 使用許可申請書の提出があり、平

いので、適正に処理されたい。 成25年1月16日付けで許可を行っ

た。

検討事項 検討事項

（１）鉄骨造りの身体障害者福祉工場 （１）指摘を受けた件については、主

等の設置について、敷地の一部を 管課と協議の上検討を行う。

社会福祉法人に対し行政財産の目

的外使用許可を与え利用させてい

るが、当該施設は、長期にわたり

使用されるものであり、当該土地

を公用又は公共用に供する計画が

ないのであれば、行政財産の用途

廃止を行い、普通財産として貸し

付けることが適当であるので検討

されたい。

（２）市道から県施設に至る約300m （２）市道から県施設に至る約300m

の進入路については、県施設利用 の進入路については、主管課のほ



者のみならず、隣接する病院等へ か和歌山市等関係機関と協議の上

のアクセス道路として、また、付 検討を行う。

近住民の生活道路として使用され

ている状況であることから市道へ

の移管に向け関係機関と協議を進

められたい。

２ 公営競技事務所

監査実施年月日 平成25年1月29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5年度に発生した横領事件 （１）これまでの弁済状況や未納者の

に係る弁償金については、平成23 収入状況等現状を把握し、必要に

年度末における未収額は約2億円 応じて、接触を図って弁済指導を

となっている。 行い、消滅時効とならないよう債

引き続き未納者の収入状況等を 権管理を行う。

十分把握の上、債権管理に努めら

れたい。

（２）郵便切手類使用簿において、複 （２）複数人による四半期ごとの現物

数人による四半期ごとの現物確認 確認について、適正に処理するよ

がなされていないので、平成24年 う職員に徹底した。

4月1日付けで施行された改正後

の和歌山県物品管理等事務規程

（昭和36年和歌山県訓令第20号）

に基づき、適正に処理されたい。

（３）敷地内の電柱に通信ケーブルが （３）再度確認したところ、平成22年

共架されているが、行政財産の目 度に平成22年4月1日から平成25年

的外使用許可手続がなされていな 3月31日までの使用許可手続が適

いので、適正に処理されたい。 正に処理されていた。

（４）集中調達に係る消耗品の納品受 （４）業者から納品書の提出がない場

付において、納品書を受領してい 合は催促し、適正に処理するよう

ない事例があったので、平成21年 職員に徹底した。

1月5日付け出第306号会計管理者

及び財第235号総務部長通知に従



い、適正に処理されたい。

検討事項 検討事項

和歌山競輪場管理条例施行規則（昭 売店使用料については、基準となる

和25年和歌山県規則第43号）におい 開催日数、同日数に満たない場合及び

て、売店の使用料を1競輪開催期間単 超過する場合の使用料について規則改

位で設定しているが、開催日数が異な 正を行い明記した。

る場合があるので、基準となる開催日 多目的ホール及び新聞販売台等の使

数を明確にし、同日数に満たない場合 用料については、金額の根拠を調査中

や超過する場合の使用料を検討すると である。

ともに同規則に定めのない多目的ホー

ル及び新聞販売台等について、使用料

の設定等を検討されたい。

３ 工業技術センター

監査実施年月日 平成25年1月29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

郵便切手類使用簿において、複数人 複数人による四半期ごとの現物確認

による四半期ごとの現物確認がなされ をすることで適正に処理していく。

ていないので、平成24年4月1日付けで

施行された改正後の和歌山県物品管理

等事務規定に基づき、適正に処理され

たい。

４ 和歌山下津港湾事務所

監査実施年月日 平成25年1月29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）港湾施設使用料並びに不法占拠 （１）引き続き、未納者の現状を把握

による損害賠償金及び強制執行費 し、港湾使用料等の未収金対策マ

用の収入未済額は、平成23年度末 ニュアルに基づき適切な債権管理

で約2,700万円となっていたが、 に努めていく。

不納欠損処分により、平成24年9



月末では、未収金額は約845万円

となっている。

今後も、未納者の現状を把握

し、港湾使用料等の未収金対策マ

ニュアルに基づき適切な債権管理

に努められたい。

（２）和歌山下津港陸こう修繕を一人 （２）和歌山県財務規則の運用につい

の見積りにより随意契約で行って て（依命通達）（昭和63年4月1日

いるが、二人以上の者から見積書 出第1号）第109条第1項に基づ

を徴取されたい。 き、一人の見積書で足りるか否か

の判断を慎重に行い、適正に処理

していく。

５ 農業試験場暖地園芸センター

監査実施年月日 平成25年1月30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）集中調達外物品の消耗品で、納 （１）当該納品書に受付印及び個人印

品書に受付印及び個人印を押印し を押印し、処理した。今後は押印

ていないものがあったので、平成 漏れのないよう納品時に、受け取

21年1月5日付け出第306号会計管 る職員及び副所長が確認する措置

理者及び財第235号総務部長通知 を講じた。

に従い、適正に処理されたい。

（２）単価契約（台帳扱い）集中調達 （２）単価契約（台帳扱い）集中調達

物品の調達及び支払事務におい 物品に係る物品調達システムへの

て、物品調達システムの操作誤 データ入力に当たっては、農林水

りなどにより燃料費を重複して支 産総務課と暖地園芸センターとの

払った事例があったので、今後、 間で、内容の確認を徹底するよう

このようなことのないよう適正に 措置を講じた。

処理されたい。

６ 畜産試験場

監査実施年月日 平成25年1月30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

家畜糞尿処理施設管理業務委託契約 委託契約の内容については、年度当

において、契約書に放流水の水質検査 初に副場長及び部長等、複数の職員で

の実施時期及び検査項目を明記してい その内容を確認し、検査時期及び項目

るが、実施時期については遅延してお が適正に実施されるようにチェック体

り、検査項目については一部が実施さ 制を整備した。さらに、検査後につい

れていなかったので、適正に処理され ても、検査結果を供覧して検査結果内

たい。 容を共有することとした。

７ 林業試験場

監査実施年月日 平成25年1月30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）地下タンクを廃止し、付帯設備 （１）機械室の付帯設備の一部である

の一部を撤去しているが、和歌山 地下タンクについて、和歌山県公

県公有財産事務規程（平成10年和 有財産事務規程に基づき用途廃止

歌山県訓令第1号）第17条に基づ 手続を行い、普通財産に登録し

く用途廃止の手続を行っていなか た。

ったので、適正に処理されたい。

（２）敷地内の電柱に通信ケーブルが （２）共架している2者に対して行政

共架されているが、行政財産の目 財産使用許可申請書の提出指導を

的外使用許可手続がなされていな 行い、申請に基づき目的外使用許

いので、適正に処理されたい。 可手続を行った。

８ 水産試験場

監査実施年月日 平成25年1月30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

養殖作業船のプロペラ取替修繕を一 今後、類似事案について、二人以上

人の見積りにより随意契約で行ってい の者から見積書を徴取するよう職員に

るが、二人以上の者から見積書を徴取 指導を行った。

されたい。




